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平 成 2 0 年 ３ 月 ４ 日 ( 火 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）

5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 河 野 安 幸 （自由民主党）

8番 山 下 博 三 （ 同 ）

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）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

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 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

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 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部 長 渡 辺 義 人

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸
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議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 一般質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続いて一般質問で

あります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、16

番外山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） 社民党の外

山良治です。

質問に入る前に一言申し上げたいと思いま

す。３月をもって約400名の職員が県庁を退職さ

れていくようであります。退職される皆様に

は、約40年間の長きにわたって県民福祉の向上

のために御尽力をいただき、その御苦労は大変

なものがあったと思います。この場をおかりい

たしまして、社民党県議団を代表し、感謝申し

上げます。退職された後は健康に十分御留意さ

れ、新たな人生をスタートしていただきたいと

思います。本当に御苦労さまでございました。

道路特定財源、暫定税率等の是か非かという

議論に集中し、車を野方図に認めた功罪検証、

議論が皆無であることに対して、何かが間違っ

ていると感じています。その立場から質問をい

たします。

地球温暖化対策や車社会の負の側面から、ロ

ンドンのリビングストン市長は、渋滞緩和の一

環として、市中心部に流入する車両に課す渋滞

税約1,700円を03年に導入し、すばらしい効果を

上げていることが、05年の世界34都市首長国際

会議で報告されています。それによると、渋滞

税導入の結果、ロンドン市内に乗り入れる私用

車の数は１年間で38％減り、バス、電車等の利

用者が400万人から600万人に増加する一方で、

ＣＯ２排出量は20％削減されたようであります。

しかも、この取り組みは多くのロンドン市民に

支持され、市長の支持率が12％上がるなど、温

暖化対策が支持率向上にもつながっているそう

であります。

宮崎県の現状は、自動車保有台数は前年度

比1.4台増加し75.9台で、九州１位となっていま

す。環境的視点から見ると、温室効果ガス、い

わゆる二酸化炭素排出状況は、平成２年度運輸

部門は約180万トンが、平成16年度では約250万

トンと、70万トンも増加しています。県の二酸

化炭素削減数値目標は、平成22年度約200万トン

です。関係部長の数値目標に対する取り組みと

現状について答弁を求めます。公共交通機関

（鉄道・バス）の目標値と実績について、数値

目標に対する取り組みとあわせて担当部長の答

弁を求めます。この現状に対し、知事の見解を

求めます。

教育の機会均等が保障されたまちづくりにつ

いてお伺いをいたします。

教育長後任の教育委員の追加議案が予定され

ています。高山教育長在任４年間の特筆すべき

点として、障がい児・者の教育が際立って前進

したことではないかと思います。県教育委員会

内に特別支援室の設置、高等学校に在籍する障

がいのある生徒への介助員の配置、清武・日南

両養護学校高等部の設置、都城養護学校小林

校、延岡養護学校高千穂分校の開校等が挙げら

れます。今回、４年間の任期を全うされ、これ

ら施策は、保護者、障がい当事者等から高い評

価と伺っています。本当に御苦労さまでござい

ました。障がい者の一人としても感謝いたしま

す。しかし、教育環境のさらなる整備充実は喫

緊の課題として山積しております。

定時制・通信制教育の現状と課題についてお

平成20年３月４日(火)
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伺いをいたします。宮崎東高校プレハブ校舎

は、平成13年にプレハブ教室として急場をしの

いでいます。利用者、教職員等から一日も早い

改善が求められています。答弁を求めます。

また、県立高校の退学者は平成18年度477人、

私立高校、同様に424人、合わせて約900人と

なっています。比例して通信制は今年度3,399人

と、年々増加をいたしております。これに対し

卒業生は、平成19年度わずか300人のみでありま

す。2,059人の生徒が休眠となっているようであ

ります。これら生徒に対する対策はどのように

されているのか、答弁を求めます。

通信制生徒数は、宮崎東高校、平成19年

度2,696人、延岡青朋703人となっていますが、

都城・日南地区等には通信制はないようであり

ます。遠距離通学を解消するため、県南地区

（都城、西諸、日南）に県立通信制高校を設置

する必要があると思いますが、答弁を求めま

す。

工業系定時制は宮崎市のみとなっています。

本県の第２次産業の中心的役割を担っていただ

いている延岡市周辺に工業系定時制を開設すべ

きと思いますが、答弁を求めます。

以外は質問者席からいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地球温暖化と総合交通体系のあり方について

であります。地球温暖化の原因である温室効果

ガスの排出は、私たちの日常生活や経済活動に

密接に関連しておりますので、さまざまな分野

での取り組みが必要であります。運輸部門にお

きましても、自動車からの二酸化炭素の排出量

を抑制することが重要でありますので、県で

は、公共交通機関の利用の促進や物流部門での

モーダルシフトの推進に、今後とも粘り強く取

り組んで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。

乗り合いバスと鉄道の利用者数についてであ

ります。平成18年度の乗り合いバスの目標利用

者数は1,363万5,000人としていたところであり

ます。それに対して実績値は1,138万7,000人で

あります。それから、鉄道につきましては、目

標値、これも18年度ですけれども、950万人に対

して実績は879万人となっております。減少して

おりますけれども、その原因としては、少子化

あるいはモータリゼーションの進展等が考えら

れるところでありますけれども、対策といたし

まして、県としては、鉄道・バスにつきまして

も、利用者に利用しやすいダイヤの設定、ある

いは車両の更新に取り組んできたところであり

ます。それからまた、鉄道・バスにつきまして

も、市町村あるいは団体等が利用促進のために

啓発イベント等を行うときに、その補助として

年間300万程度を支出して取り組みを進めている

ところであります。以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 本県

の運輸部門での二酸化炭素排出量の現状と取り

組みについてお答えいたします。まず運輸部門

での現状でございますが、二酸化炭素排出量に

ついてであります。本県の運輸部門における平

成16年度の二酸化炭素排出量は、約235万トンと

なっており、基準年の平成２年度の排出量約184

万トンと比較して28％増加しております。この

ようなことから県では、運輸部門の二酸化炭素

排出量削減のため、県民、事業所、団体、行政

などで構成されました「環境みやざき推進協議

会」と連携して、アイドリングストップやノー

平成20年３月４日(火)
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マイカーデーの実施などの普及啓発に努めてい

るところであります。また、県民にエコドライ

ブを積極的に取り組んでもらうため、１日に５

分間アイドリングストップをすることで二酸化

炭素が１台当たり年間38キログラム削減できる

といったような具体的な事例を示しながら、普

及啓発に努めているところであります。さらに

今年度から、エコドライブの普及を図るため、

環境省主催のエコドライブコンテストへの参加

を県内の運輸業者に呼びかけて、自動車燃費の

向上に取り組んでいるところであります。以上

であります。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、宮崎東高校の校舎についてでありま

す。平成13年度から、定時制昼間部入学志願者

の増加に伴いまして募集定員を80名といたして

おります。これに対応するため、耐震性を満た

し、空調設備や防音対策を施しました軽量鉄骨

づくり２階建て普通教室等を整備したところで

あります。県立学校の学習環境の改善につきま

しては、入学志願者の推移や各学校の要望等を

踏まえまして、今後、計画的に対応してまいり

たいと考えております。

次に、いわゆる休眠生についてであります。

通信制課程に在籍をしながら履修の申し込みを

していない生徒を、通常、休眠生と呼んでおり

ます。通信制教育は、本人の事情等によりまし

て弾力的な学びができる制度でありますので、

自己都合によりまして一時学習を中断する生徒

もおります。各学校におきましては、このよう

な休眠生に対しまして、新たな学期の履修申し

込み受け付けのたびごとに、学習の再開を文書

で呼びかけているところであります。また、履

修手続をとりながらスクーリングへの出席が不

足しがちな生徒には、担任が機会あるごとに出

席及びレポートの提出を促すなど、休眠生にな

らないよう、きめ細かな対応を粘り強く行って

いるところでございます。

次に、通信制・定時制のない南那珂・都城地

域への開設についてでございますが、御案内の

とおり、定時制・通信制の高等学校につきまし

ては、働きながら学ぶ生徒だけでなく、中途退

学者等さまざまな事情により入学を希望する生

徒を受け入れているものでございます。こう

いったことも踏まえ、今後の入学志願者の推移

等も十分見きわめながら、総合的、多角的な観

点から、今後検討してまいりたいと考えており

ます。

次に、延岡工業高校の関係で、工業系の定時

制をという御質問でございますが、延岡地域へ

の定時制工業系学科の設置についてでございま

す。新たな学科につきましては、地域の実情や

将来にわたる生徒のニーズ等について十分な把

握を行うことが重要でございますので、今後、

地元の関係者や中学校等から意見を伺いなが

ら、必要性について研究を進めてまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○外山良治議員 知事、担当部長、答弁してい

ただきました。総量の問題、二酸化炭素排出量

の問題等々について、やってきたが、全く効果

はないと。1,300万人台に対して1,100万人

台、200万人減少している。二酸化炭素一つにし

ても、28％増加している。こういったことは今

まで対応対策、アイドリングがどうのこうのと

か、そういったことは随分言われてきました。

答弁がありました、今までも。では、なぜ実効

が上がらないのか。有言不実行。両担当部長、

知事、この現状についてどう思われるかという

ことを、まず第１点ですね。
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アメリカ副大統領のゴアさんが、こう言いま

した。今、地球上で最大の問題というのは二酸

化炭素の削減だと。最優先課題としてこれを取

り組んでいかなければ、例えば住吉海岸のヘッ

ドランドに300億かけても５～６年しかもたんだ

ろうといったことも指摘をされ続けてきまし

た。これらの点について、今までの取り組みの

反省点、知事、担当部長、それぞれ答弁してく

ださい。

○知事（東国原英夫君） 地球温暖化防止とい

う、地球環境の問題というのは、本県だけじゃ

なく、全国あるいは地球上のグローバルな問題

だととらえております。京都議定書では2012年

までに６％減ということでございます。そう

いったものにも取り組んでいかなきゃいけない

と思いますけれども、本県といたしましても、

県庁自体がＣＯ２の削減をうたいながら、その実

効性がなかったと。御指摘はそのとおりでござ

います。まず地球環境にとって喫緊の課題、あ

るいは自分らが危機感を持つということを県庁

職員みずから肝に銘じて、今後、鋭意努力して

いかなきゃいけないと思います。ＣＯ２の排出も

さることながら、ＣＯ２の吸収、中山間地域を大

切にし森林を守るということも、私は重要な施

策の一つとさせていただいておりますので、そ

ういった方向からも、地球の温暖化あるいはＣ

Ｏ２の削減に寄与していかなきゃいけないと考え

ております。

○地域生活部長（丸山文民君） 公共交通部門

の取り組みでありますけれども、現在、自動車

輸送から海上輸送あるいは鉄道輸送へと、いわ

ゆるモーダルシフトの取り組みをしなきゃいけ

ないということで、県としても取り組んでいる

ところであります。具体的には、ＣＯ２削減につ

いては、海上輸送がトラック輸送の４分の１、

鉄道貨物はトラック輸送の７分の１で済むとい

う話を聞いております。県では海上輸送等を進

めるために、今、「南王丸」というのが関東航

路に入っておりますけれども、そちらに補助を

して利用促進を図ったり、あるいは鉄道のダイ

ヤ改正とか、いろいろ要望等を行っているとこ

ろであります。なかなか実績値は上がりません

けれども、引き続きそういう地道な取り組みを

やっていきたいと考えております。以上です。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境森林部で

ございますが、議員おっしゃいますように、地

球温暖化問題というのは、人類や生態系に影響

を及ぼします大変重要な問題であるという認識

はいたしております。温暖化対策のためには、

県民一人一人や事業者が強い関心を持っていた

だき、身近なことから一つ一つ実践していくこ

とも非常に大事なことであるというふうに思っ

ております。あしたは県庁でも、「地球にやさ

しい日」ということで、ノーマイカーデーとい

う取り組み等も行っておりますので、ぜひ一人

一人あるいは各事業者、身近なところから実践

をしていただくように、普及啓発に努めておる

ところでございます。また、環境森林部としま

しては、先ほど知事が申し上げましたように、

もう一つの対策として、森林の整備をいたすこ

とで、二酸化炭素の森林吸収源としての役割が

ございますので、この森林の整備についても積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○外山良治議員 簡単に申し上げます。数値目

標は達成可能ですか。そのために何をしようと

考えておられますか。両部長、よろしくお願い

します。

○地域生活部長（丸山文民君） 引き続き、数

値目標に近づくように一生懸命努力をしていき
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たいと考えております。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 取り組みには

いろいろございますが、二酸化炭素の排出量に

つきましては、詳しく見てみますと、やはり運

輸部門での排出というのが非常に多うございま

す。これは自動車からの排出量ということが多

いわけですが、基本的には、自動車の利用を控

えて公共交通機関を利用するということは非常

に効果的な取り組みであると思っております。

先ほど申し上げましたように、県では、県民、

事業所、団体、行政等で構成される環境みやざ

き推進協議会と連携をしまして、県民、事業所

に対してノーマイカーデーということで、公共

交通機関を利用していただくという取り組みを

促進しているというところでございます。

○外山良治議員 22年の数値目標というものを

楽しみにしています。

次に移ります。「地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律」、これは07年10月に施行さ

れていますが、同時に定められた基本方針で

は、自治体と既存バス事業者との協力関係を基

軸にしたバス活性化、再生の方針が提示されて

おります。国交省のガイドラインでは、路線定

期運行を中心に、整合性のとれた地域交通ネッ

トワークの構築に留意する地域公共交通会議が

示されておりますが、例えば、この地域公共交

通会議の趣旨として、地域交通ネットワークの

構築にまず留意することとあります。現在、各

地域で地域公共交通会議が設置されているよう

でございますが、バス事業者の参加及び交通会

議開催回数は何回か、答弁を求めます。

○地域生活部長（丸山文民君） お答えしま

す。

地域公共交通会議の設置の状況ですけれど

も､12市町村で設置されております。これは２

月15日現在でありますけれども、その中で、小

林市と三股町、五ヶ瀬町においては、コミュニ

ティバスを運行するための協議開催でありま

す。小林市におきましては２回開催されており

ます。それから、三股町については１回、五ヶ

瀬町についても１回、それから日南のほうで２

月25日に１回開催されております。以上のよう

な状況です。

○外山良治議員 今、日南で25日に開催された

ということでございますが、１回のみなんです

か。

○地域生活部長（丸山文民君） 日南では今の

ところ１回だけですね、２月25日。

○外山良治議員 その中で、関係法すべてが、

既存事業者を参入してと、参加をさせてという

ことになっていますが、この日南の地域公共交

通会議には既存事業者は入っているんですか。

○地域生活部長（丸山文民君） 入っておりま

す。

○外山良治議員 わかりました。それでは、今

後、例えば地域住民と既存の事業者と十分話し

合いをして、公共交通のあり方、マイカーから

公共交通という視点というものを大事にしなが

ら、地域の移動手段確保をすべきだと私は思い

ますが、そういった方向で考えてもいいわけで

すね。

○地域生活部長（丸山文民君） 今、県のほう

ではコミュニティバスに取り組んでおりますけ

れども、当然、それは市町村の有償運送に当た

るわけです。国の運輸機関の登録制度になって

いますから、これが必要なわけであります。で

すから、コミュニティバスを導入するときも、

地域公共交通会議で十分にいろんな協議、例え

ばダイヤとか、ルートとか料金設定、それから

事業者さんがやっているバスとの連携、そうい
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うダイヤの設定を―やはり地域住民の利便性

の向上というのが一番大事ですから、そこらあ

たりを熱心に協議していただいております。今

後開催される会議においても、そういう視点で

会議が開催されるというふうに考えておりま

す。以上であります。

○外山良治議員 この点、担当部長、私は、例

えば、廃止路線代替バス補助金は９月廃止、今

後、コミュニティバスで２年間、上限200万円、

人口３万人でしたか、これに移行するというふ

うに伺っております。これは安心・安全、継続

というものが十分保障されているとお感じにな

りますか。

○地域生活部長（丸山文民君） 地域公共交通

会議の協議を踏まえて、国に登録する場合も、

合意がないと登録できないというような考えに

なっておりますので、十分に今のところは協議

の中で、そういう地域住民の利便性向上、福祉

の向上のためにコミュニティバスが走っている

と理解をしております。

○外山良治議員 継続。

○地域生活部長（丸山文民君） 失礼しまし

た。コミュニティバスの運行費補助について

は、赤字路線１系統につき200万円を限度として

助成するということになっておりますけれど

も、２年間は、そのコミュニティバスが運行す

る、軌道に乗るための期間、あるいはノウハウ

を習得するための期間と考えておりますので、

今のところは２年間という予定にしておりま

す。以上です。

○外山良治議員 今のところはということです

が、私は、移動手段の確保というのは、県土の

均衡ある発展という視点から絶対大事にしても

らいたいと。今のような状況では、国鉄の特定

地方交通線から第三セクターへ転換した鉄道を

思い出します。当初は黒字が12社、赤字が33社

でありました。ところが、16年では、黒字は

たった４社、赤字が33社急増しております。そ

して、５社が既に廃止及びその予定となってお

ります。ですから、コミュニティバスというの

は、近未来、この姿になるのではないでしょう

か。そうさせないという自信がありますね。担

当部長、答弁してください。

○地域生活部長（丸山文民君） 今のところ

は、小林、三股、五ヶ瀬、昨年の４月１日から

三股、10月１日から五ヶ瀬と小林がコミュニ

ティバスを運行しております。今のところは、

利用者も当初の目標よりは多いということを

伺っております。順調に推移していると考えて

おります。利便性だけじゃなくて、山間地の奥

のほうまで、交通の空白地帯だったところまで

コミュニティバスが入り込んでおります。それ

と、ほとんど幹線とも接続がありますので、順

調に運行していると考えております。将来の課

題としては、例えば「ダイヤをもう少しふやし

てくれ」とか、「もう少しこちらの集落まで

入ってほしい」とか、そういうお話は伺ってお

ります。将来的にも、特に中山間地等において

は高齢化が進むと考えられておりますので、高

齢者等を初めとする交通手段の確保がどういう

ふうにあるべきか、これは将来の課題とさせて

いただきたいと考えております。以上です。

○外山良治議員 例えば１週間に２回走るとい

うふうなところも、見たら、ありました。人工

透析は週に何回病院に行かれますか。担当部

長、答弁してください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ３日に１回と

したときに、週に２回ないし2.何回ということ

ですね。

○外山良治議員 担当部長、イレギュラーな質
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問でしたから、わからなかったかも……。その

程度は覚えておってください。週２～３回、５

時間ですよ。こういったことを十分、地域住民

と話をして、対応していただきたいと。十分話

し合いがされていないことが今、証明されまし

た。

続きまして、自殺対策についてお伺いをいた

します。

自殺対策については、相談時間の充実、実態

の把握、自殺未遂者対策、「都城・小林地区は

自殺多発地帯であること等を指摘しながら特別

対応すべき」「自殺原因の一つとしてうつ病が

言われているが、交通安全対策関連予算は10億

だ。うつ病対策はたしか1,200万円でしかない。

うつ病対策費を増額すべき」「自殺対策協議会

等を設置し、本格的な取り組みをすべき」等々

を求めてきました。しかし、自殺者は平成17

年374人が19年では395人と、21人も増加し続け

ています。知事の見解と担当部長の取り組みに

ついて、具体的に答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 自殺対策につきまし

ては、これまでの取り組みといたしまして、平

成18年度に県内の医療、労働等の専門家から成

る自殺対策協議会を設置して、昨年８月に「総

合的自殺対策に関する提言書」の提出をいただ

くとともに、自殺死亡率の高い西諸県地域にお

いて、うつ病の早期発見・早期治療につながる

対策を実施してきているところでございます。

また、今年度は、自殺に関するシンポジウムや

自死遺族パネル展を開催し、自殺予防に関する

普及啓発を行うとともに、民間団体が行う自殺

防止専用電話に対する支援を行っております。

今後の自殺対策につきましては、経済・生活問

題、健康問題、家庭問題等々さまざまな問題が

含まれております。総合的な検討が必要である

ことから、昨年11月に庁内に、私を本部長とす

る自殺対策推進本部を立ち上げて、全庁的に取

り組むこととしております。

具体的にということでございますので、その

意味は、恐らく数値の問題ではないかと思って

おります。数値目標につきましては、国が平

成28年までに20％削減するというような方向性

を出しておりますが、人口10万人当たりの自殺

死亡率のほか、自殺者数をどうするのか、全国

順位をどうするのか、さまざまな形はあると考

えておりますが、今後、自殺対策推進協議会の

場等で検討を行いまして、県民の皆様にわかり

やすい指標として、何らかの形でお示ししたい

と考えております。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺対策の取

り組みについてであります。今、知事が答弁の

中で、現在やっています自殺対策の取り組みに

ついてはお答えいたしましたので、今後につい

てお答えしたいと思います。自殺対策につきま

しては、総合的な取り組みが必要と考えまし

て、来年度新たに立ち上げる「自殺ゼロ」プロ

ジェクト推進事業の中で、市町村、民間団体、

企業等で実践する自殺防止のための行動計画を

策定、実施するほか、自殺やうつ病に対する正

しい理解の普及啓発、自殺対策の担い手となる

人材の育成に積極的に取り組んでまいります。

また、ＮＰＯ法人等民間団体とも連携しなが

ら、自殺未遂者や遺族の支援にも取り組むこと

にしております。以上です。

○外山良治議員 この点についても、何回とな

く質問をしてきました。ところが、実績―こ

れを実績と言えるか、ちょっと言葉が思い当た

りませんが―21人も増加をしていると。今ま

での取り組み、何やったんかということ、これ

も有言不実行。ちなみに、小林、都城が多いと
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いうことを指摘しました。17年と18年の比較、

いろいろ取り組みをした結果、多分減ったんで

しょう。実数を明らかにしていただきたい。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 西諸県地区が

確かに自殺率が高いわけでございますが、平

成18年度から西諸地域で事業をやっておるわけ

ですけれども、18年度の数字が西諸県全域で55

名、それを平成17年度と比べますと、17年度

が42名ですので、ふえているという形になって

おります。ただ、事業の取り組みが18年度から

ですので、事業の効果というのは今後出てくる

ものと思っております。

○外山良治議員 19年度は幾らでしたか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 19年度の地域

別の数値は把握しておりません。

○外山良治議員 県警本部長、19年度は同地区

はどの程度だったんでしょうか。

○坂口博美議長 もう一度質問の趣旨……。

○外山良治議員 警察資料による19年度の同地

区の自殺者というものは何件か。

○警察本部長（相浦勇二君） 手元に資料がご

ざいませんので、恐縮でございますけれども…

…。

○坂口博美議長 質問者、これがないとだめで

すか、数字。把握されていますか。

○外山良治議員 もちろん警察の場合には所管

で数字、把握されていると思います。ですか

ら、市町村の把握はないと思いますが、多分増

加をしているんですよ。ですから、そういった

答弁というのは、子供も笑いますよ。私は今ま

で、行政施策を講じる場合には実態の把握とい

うことをずっと言ってきました。自殺総合対策

大綱第４条７、自殺対策基本法の中で政府が大

綱を示していますが、第５回自殺未遂者・自殺

者親族等ケアに関する検討会が19年10月に開催

されているようでありますが、この実態把握が

ぜひ必要だと。未遂者というものが、再発防止

という視点から最も大事だということが言われ

てきました。そこで、さきの議会で、「救急搬

送件数は、自損行為で運ばれた件数は何件か」

といったことを質問しました。ですから、今回

もまた質問しますが、２次救急医療施設、保健

所、警察、こういったところの自殺未遂件数と

いうものはどうなっているか、答弁してくださ

い。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺未遂者に

つきましては、保健所では個別の相談があった

場合しか把握しておりません。それから、２次

救急施設において、自殺未遂の数字も把握して

おりません。

○総務部長（渡辺義人君） 平成18年の数字で

申し上げますと、救急搬送者が全体で３万2,627

名おりますが、このうち自損行為と分類される

搬送者数は428名でございます。以上でありま

す。

○外山良治議員 自殺ゼロ何とかというのをつ

くっておられますね。その中に自殺未遂対策と

いうことが書いてありますよ。どうしはるんで

すか。全部ゼロ。唯一、搬送件数が400何十何人

と出ましたが、おたくら全然把握していない。

どうやって未遂者―自殺が395人ですから、未

遂者はその10倍と言われる4,000人。おたくらの

チラシでは未遂対策となっている。では、未遂

対策を講じるためには、その数というのをどう

やって行政が把握するか。これは当然必要で

しょう。どうしはるんですか、答弁してくださ

い。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺未遂者対

策につきましては、先ほどお話にありましたよ

うに、国からガイドライン作成のための指針が
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示される予定でありまして、この指針をもと

に、関係機関の連携とか情報の共有化につい

て、自殺対策推進本部等の場で検討していきた

いと考えております。

○外山良治議員 ぜひ対応していただきたいと

思います。今までがゼロですから、可能な限り

ケアというものが絶対必要ですから、お願いい

たします。

次に、変死体検視と司法解剖、行政解剖等の

現状についてお伺いをいたします。

大相撲の力士が暴行を受けて死亡した事件

は、当初、愛知県警は病死と判断をしたが、御

両親は病死に納得せず、新潟大学に相談、遺族

の求めに応じて承諾解剖が行われた結果、暴行

による死亡が確認され、元親方、兄弟子等々が

傷害致死罪でそれぞれ逮捕、起訴されていま

す。愛知県警の病死判断は批判されています

が、関係者間では、この件はいつ発生しても不

思議ではないと指摘があります。平成19年４月

現在で検視官は147名のみで、警察庁は全国の警

察本部に対し、検視を行う検視官の増員を通達

しているようであります。検視官不足に加え、

解剖を行う法医学者も不足し、十分な体制をと

る予算もないのが現状と言われておりますが、

本県の検視体制は十分か、答弁を求めます。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

警察では、主として死体の取り扱いに対し

て、その原因背景に犯罪が潜んでいるのではな

いか、こういう関心で死体の取り扱いを行って

いるところであります。今お尋ねの中にもあり

ましたけれども、最も中核となるべきメンバ

ー、いわゆる検視官とは、10年以上の刑事部門

の経験と、東京の研修施設で一定の専門研修を

受けた者が資格要件であります。これは今２名

おりまして、この２名をコアメンバーにしなが

ら、県下の各警察署の刑事部幹部による検視業

務を全体としてとり行っているという実情にご

ざいます。ただ、お話にもありましたとおり、

本県でも死体取り扱い総数は、ずっと増加して

きておりますし、現在の体制が十分とは言いが

たいものだというふうに考えておりますので、

新年度に１人、検視官の拡充をして、３名をコ

アメンバーとして、そのうち１人を特に県北方

面を中心に専従させるという体制を構築して、

お話がありましたような誤認検視が絶無となる

ように、体制を構築していきたいと考えており

ます。以上です。

○外山良治議員 全国では約15万体という変死

体が発見されていると。今、宮崎県の場合、変

死体はふえているとおっしゃいましたが、変死

体数は何体なんですか、19年。

○警察本部長（相浦勇二君） 変死体として計

上していますのが、平成19年で1,440体です。ち

なみに、過去のトレンドを申しますと、平成10

年が871体で、平成11年から1,000体台、４けた

になりまして、以後ずっとふえてきておりま

す。以上です。

○外山良治議員 すごい数字ですね。変死体

が1,440体、そのうち、これは刑事訴訟法だった

と思いますが、229条では検視官検視となってお

りますが、たしかその２項では、宮崎県警の場

合には２項扱いというものが、例えば警察官の

五感作用及び所轄警察による触診で行われてい

ると思いますが、検視官の司法解剖数と、それ

による犯罪件数はどうなっているのか、こう

いったことを教えてください。

○警察本部長（相浦勇二君） 幾つか御質問が

ありました。まず、司法解剖の数ということで

ございますけれども、これも誤認検視の絶無を
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期すという観点で、より慎重な取り扱いをする

ようにという方向づけのもとで、この数年ずっ

と進んでおります。したがいまして、例えば直

近、平成19年の解剖総数は82体でございます。

過去10年間のトレンドで見ますと、大体20体か

ら40体ぐらいで推移してきたんですけれども、

ここに来て、少しでも犯罪の疑いのあるものは

きっちりやろうということで、80体の死体の解

剖を行っております。

それと検視官の関連でございますが、検視官

が現場に臨場して、検視官が直接、検視の活動

に携わった件数を御紹介すれば、恐らく趣旨に

沿うのかなと思いますけれども、現場の臨場件

数が昨年で369件で、臨場率25.6％、つまり４体

に１体の死体については、検視官みずからが出

かけて見ているということでございます。これ

も、これまで数年は、パーセントで言います

と12～13％ぐらいで来ていたんですけれども、

全く同じ関心から、より綿密に、現場に出かけ

ていって犯罪を見落とすことがないように努め

ております。以上です。

○外山良治議員 本部長、もう一点、答弁漏

れ。犯罪化件数。

○警察本部長（相浦勇二君） 失礼しました。

そんなことで1,440ぐらいの死体を取り扱っ

て、369ぐらいに検視官が臨場しているんです

が、例えば19年で死体取り扱いを契機に事件に

なった件数を見ますと、殺人事件で認知ベース

で６件、これは既に５件は検挙しています。１

件は、関係者に諸事情がございまして、継続捜

査としているものがあるんですけれども、いず

れにしても、昨年は、認知ベースで６件、検挙

ベースで５件、傷害致死事件については２件を

検挙いたしております。以上です。

○外山良治議員 現在の検視体制というものが

不備であるということは、民主党が昨年でした

か、こういったことをしっかり体制を組めとい

うことで、関連二法というものを出しています

ね。また、公明党の神崎議員が昨年でしたか、

国会で同様の質問をしております。ですから、

こういった宮崎県以下、全国の検視体制という

のが不備であるということは明らかでありま

す。ですから、県警本部長としても警察庁のほ

うに、今の検視体制というものをぜひ改めろと

いったような申し入れでもしてください。

私がなぜこういうことを申し上げるかといい

ますと―例えば千葉県警が、千葉大学医学部

の法医学の方にアンケートをとっております。

現在の警察嘱託の医師は不安でたまらないと。

これが70％、80％、アンケートに答えておりま

す。こういったことからして、例えば千葉県警

では、車搭載型のＣＴというものを県警で準備

しているようであります。宮崎県警としても、

こういった対応というものをするお考えはあり

ませんか。答弁してください。

○警察本部長（相浦勇二君） ＣＴ検査という

ことでよろしゅうございますでしょうか。ＣＴ

検査―解剖まで持っていければいいんですけ

れども、解剖まで持っていくまではどうかな

と。ただ、内部の状態をとりあえず確認してお

いて、万全を期したいということが現場の強い

ニーズとしてあります。今お話ありましたとお

り、千葉大学の岩瀬さんという先生が、この問

題については大変積極的に取り組んでいただい

ているんですけれども、当県警察も、全国的に

見ますと、かなり早い時期、平成17年４月から

ＣＴ検査を県の予算で組み込みまして、画像検

査を行っております。また、全国的には、平

成19年度から国費での支出も可能になりました

ことから、現在は県費、国費を活用して、こと
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し１月、２月、既に２カ月で14件ほどＣＴ検査

を活用した検査を行っておりまして、今後と

も、ＣＴ検査の活用については十分配意してい

きたいと思っております。

それと、お答えしていいのかあれですが、今

お尋ねの前提としてありましたこの問題につき

ましては、警察として可能な努力は行っていき

たいと思っておりますけれども、背景の根っこ

のところに、こういう問題に携わっているお医

者さん方のインフラが非常に不十分であるとい

う問題が横たわっております。したがいまし

て、そういうお医者さん方の人的基盤が将来に

向けて拡充されていくことでありますとか、先

生方の働けるようなしっかりとした組織機関が

できていくということ等ともどもやっていかな

いと、恐らく議員御指摘のような形にはなかな

かなっていかないと思います。私としては、と

もかく警察の守備範囲では万全を期していくと

いうことで頑張っていきたいと思っておりま

す。以上です。

○外山良治議員 我が会派の満行議員も指摘を

しておりましたが、世界的に、新型肺炎や新型

インフルエンザなど新たな感染症、また今日的

話題となっております中国産冷凍ギョーザの農

薬混入中毒事件等、恐怖は増しております。死

因究明制度は、今、県警本部長もおっしゃった

ように、極めて脆弱のままということが言われ

ております。制度見直しは喫緊の課題だと思い

ますが、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、脆

弱と言えばそうかもしれませんが、今後これは

検討の価値があると思っておりますので、十分

検討していきたいと考えております。

○外山良治議員 福祉についてお伺いをいたし

ます。

発達障害者支援法は平成17年４月に施行、発

達障がいは、いわゆる自閉症、アスペルガー症

候群、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、そ

の他これに類する脳機能の障がいであって、そ

の症状が通常低年齢において発現するものと定

義されております。附則は、政府は、この法律

の施行後３年を経過した後、早期発見とその後

の教育的・福祉的・就労的支援のための施策を

必要に応じて見直しを行うとあります。教育的

・福祉的・就労的支援等は、発達段階に即した

ものでなければならないわけでございますが、

発達障がい者のライフステージを見据えた取り

組みが重要となります。

まず、基本的な点についてお伺いをいたしま

す。障がい者となっていますが、だれがどこで

どのような資格をもって判定、告知するのか、

第１点。第２点、発達障がい者は、６～７％と

言われていますが、告知された方は何人か。告

知された発達障がい者に対する福祉サービスは

何があるのか。それぞれ答弁を求めます。告知

を受けた方に対するサービス内容の情報提供シ

ステムについても、あわせてお願いいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 発達障がいで

あるか否かの判断につきましては、最終的には

医療機関の医師が診断し、本人またはその保護

者に告知をすることになります。医療的診断で

はございませんが、１歳６カ月児また３歳児健

診において障がいの疑いがある場合には、市町

村の保健師や心理士が、経過観察やカウンセリ

ング等を通じて、医療機関での診察を勧めてお

ります。さらに、児童相談所や発達障害者支援

センターに相談に来られた場合は、必要に応じ

て経過観察や心理検査を行い、その後、医療機

関での診察を勧めております。
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次に、発達障がいと診断された人の数につき

ましては、県としては把握しておりません。た

だし、診断された人の数ではありませんが、県

教育委員会の平成17年の調査では、県内の小中

学生のうち、知的発達におくれはないものの、

学習面や行動面で著しい困難を持っている児童

生徒の割合は約7. 1％、実数に直しますと

約7,000人となっております。

発達障がいと診断された人の福祉サービスに

ついてでありますが、知的障がいを伴う場合に

は、療育手帳を取得して、さまざまな障害福祉

サービスを受けることが可能となっておりま

す。一方で、知的障がいを伴わない高機能自閉

症やアスペルガー症候群等の場合には、児童デ

イサービス等の一部の障害福祉サービスを除

き、利用できるサービスが限られているのが現

状であります。

それから、情報についてでありますけれど

も、先ほど申し上げましたように、知的障がい

を伴う場合には、療育手帳の発行時に、福祉サ

ービスに関する情報の提供を行うとともに、そ

れ以外の場合であっても、児童相談所や各医療

機関、それから発達障害者支援センター等にお

いて情報の提供を行っております。

○外山良治議員 担当部長、身体障がい者は宮

崎県に何人おりますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 身体障害者手

帳を交付している方々の人数ですが、５万9,715

人となっております。

○外山良治議員 今なぜその数字を聞いたか、

おわかりでしょう。身体障害者手帳は５万何千

人とぱっと答えられる。告知をされた発達障が

い者は、そんなものわからん。ここの違いです

よ。実数が把握できないのに、どこをどう見直

すのか、わかるわけがないでしょう。ちなみ

に、告知をする、判定をする医者は県内に何人

おりますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 発達障がいを

診断できる医者といいますか、医療機関は県内

に10カ所程度あるというふうに見ております。

○外山良治議員 私たちを判定するのは指定病

院で指定医が判定します。発達障がいの場合の

指定医、判定医の制度はありますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ございませ

ん。医療的な診断だけです。

○外山良治議員 そういうお寒い状況。ですか

ら、こういった点についても、見直しの時期に

厚労省のほうに正確に伝えていただきたいと思

います。何にもない、何もわからないまま次を

見直す、こんなことがありますか。これは指摘

をしておきます。

それから、身障センターについてお伺いいた

しますが、身障センターの改革、現状について

何回となく訴えてきました。身障センターの初

期の投資、部屋別、例えばリハビリ器具器材、

これは予算としては幾らであったんでしょう

か。答弁してください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 身体障害者相

談センターへの投資額ですが、平成７年に建設

いたしましたので、当時の資料が残っていない

ために正確な金額は不明でありますが、建物台

帳の記録によりますと、建物建設に約７億6,500

万円、当初の備品購入に約２億5,000万円を要し

ていると考えられます。以上であります。

○外山良治議員 ７億かけて、備品に２億かけ

たと。リハビリ室の平成19年、18年の利用者、

何人でしょう。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 隣接するリハ

ビリテーションセンターの入所者を除いては、

理学療法室で６人、ＡＤＬ・作業療法室で８
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人、言語療法室で３人となっております。

○外山良治議員 もう聞くほうが恥ずかしい。

２億をかけて１年間に４人とか５人、リハビリ

室というのはたしかゼロだったと思いますよ。

宮崎大学の医学部の学生が遊んで乗った。それ

も恐らく１件か２件にカウントされるでしょ

う。閑古鳥も鳴かんですよ。それを何回も指摘

をしてきましたが、対応しない。今後の検討、

どうですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 身体障害者相

談センターは、身体障害者福祉法に基づく専門

的な相談指導とか、補装具の適合判定などを行

う身体障害者更生相談所として、あるいは地域

生活に必要なリハビリテーションサービスを提

供する施設として設置をしているものでありま

す。現在の施設は平成７年に開設したものであ

りますが、平成15年度に障害福祉サービスが措

置制度から契約制度に移行して、判定という事

業が少なくなったということ、あるいは、民間

医療機関等におけるリハビリテーション機能が

充実してきたこと等によりまして、当センター

に求められる役割も大きく変わってきていると

認識しております。このため、他県における身

体障害者更生相談所の位置づけ、あるいは設置

形態等を調査したところでありますが、いわゆ

る法律に必置とされております更生相談所とし

ての役割とか、リハビリテーションのあり方な

どにつきまして、さまざまな観点から、引き続

き検討してまいりたいと考えております。

○外山良治議員 ３年前の答弁とほとんど変わ

らん。だから、閑古鳥がカーカー鳴く。閑古鳥

はどういうふうに鳴くか、私、わかりません

が、まじめに２億とか10億とか投資をして、利

用者がないのを今まで放置してきた。罪に値し

ますよ。早急に検討会議を設置していただきた

いと思います。

重心ショートについてお伺いをいたします。

私は、ごく最近、ある保護者からこういう相

談を受けました。子供が４人いてはる。１人が

重心児、医療的ケアの必要な重心児。ほかの子

供さんが、「何々ちゃんはいいね。毎日お母さ

んに抱っこされて」と。もう大変ですわ、お母

さんの立場からすれば。そういったお母さん

が、ほかの３人、残った３人の子供のお母さん

でありたいと思ってショートステイにお願いし

ても、医療的ケアが必要だから、こども療育セ

ンターのほうのショートは利用できないと。仕

方なく、日南愛泉会、川南の国立のほうに行

く。日南愛泉会のほうもショートが非常に多い

と。ではなぜ、こども療育センターで医療的ケ

アの必要なショートが行えない、対応していた

だけないのかということも、何回も質問してき

ました。福祉保健部長、もうこういうことをや

めていただきたい。障がいを持ったために苦し

い。しかし、行政対応がされないので、もっと

苦しい。この宮崎県の現実。担当部長、どうい

うふうに対応されますか。答弁してください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 重症心身障が

い児・者のショートステイにつきましては、特

に県央地域において受け入れ定員が少ない状況

がありまして、保護者のニーズに十分対応でき

ていないものと認識しております。そのため、

県としましては、平成18年度から、こども療育

センターのショートステイの定員を５名から８

名に増員し、受け入れ体制の充実を図ったとこ

ろであります。しかしながら、依然として、

ショートステイに対する保護者のニーズが大き

いことから、今後、こども療育センターのショ

ートステイのあり方について検討していく必要

があると考えております。
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○外山良治議員 もう検討の段階ではない。あ

した対応。答弁してください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ５名から８名

に定員をふやしたときも、看護師の増員が必要

となりました。仮にショートステイの定数をふ

やすとしますと看護師の増員、あるいは重度の

障がい者の方を受け入れるとなりますと人工呼

吸器といった、いわゆる高度な医療設備の整備

等が必要になると思います。そういうことも含

めて、今後、具体的な検討を進めていきたいと

思います。

○外山良治議員 そういったことは10年前から

言われています。だから、やらんと、また閑古

鳥が鳴きますよ。

今行われている軽度の重心、医療的ケアが必

要な人のこども療育センターの利用は、全体

が1,881件になっています。宮崎市がそのう

ち1,490名、ほかの市町村は、本当に大変だと思

いますよ。極端に言うと、80％ぐらい宮崎市民

ですよ、このこども療育センターの利用という

のは。やっぱりほかの市町村、延岡、都城とい

う周辺の方々にもショートステイについて、今

後、十分検討していただきたいと思います。こ

れは余り追及すると口が震えます。できるだけ

早急な対応をしてください。

こころの医療センターについてお伺いしま

す。時間もありませんが、なぜ10床なのかとい

うことをお伺いします。

○病院局長（植木英範君） 県立宮崎病院ここ

ろの医療センター―これは仮称でございます

が―この病床数についてでございます。必要

病床数をどのように想定するかということにつ

きましては、一般的には、年間の新規入院患者

の数と、その平均的な在院日数を乗じたもの

を、年365日で除して得ることとされておりまし

て、本県の実情や他県の状況を踏まえた患者需

要予測をもとに設定したところでございます。

このうち児童思春期につきましては、児童思春

期入院施設を有する都道府県の状況から、年間

新規入院患者数を30名程度、平均在院日数を120

日、すなわち約４カ月と見込みまして、10床と

いう病床数を設定したところでございます。な

お、富養園の小児病棟におきまして、過去５年

間で、年間新規入院患者数が17.8人、平均在院

日数が165.4日であることから、必要病床数

が8.1床となっておることを考え合わせまして

も、対応できる病床数であるというふうに考え

ております。以上でございます。

○外山良治議員 時間がありません。昨年11月

議会で、我が党の髙橋議員の知的障がい者に対

する自動車税減免範囲の拡大を求めた質問に対

し、「特別支援学校へ通学に自動車を使用して

いる実態があり、検討を進めている段階であ

る」との答弁が担当部長からありましたが、検

討結果について知事から答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 自動車税の減免につ

いてでありますけれども、自動車税の減免につ

きましては、公益性や負担の公平性の観点か

ら、総合的に検討する必要があると考えており

ます。現在、知的障がいのある児童生徒が特別

支援学校への通学に使用する自動車につきまし

ては、身辺処理等が困難な重度の障がいのある

Ａ判定の児童生徒に限定して、減免を実施して

いるところであります。しかしながら、Ａ判定

以外の児童生徒であっても、保護者の自動車に

よる送迎がなければ通学が困難な児童生徒がい

るという実態を踏まえ、総合的に検討した結

果、Ａ判定以外の児童生徒に係る通学に必要不

可欠な自動車に対しましても、平成20年度から

減免を実施いたしたいと考えております。
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○外山良治議員 時間が来ました。知事、あり

がとうございました。

以上をもって、すべての質問を終わります。

（拍手）

○坂口博美議長 次は、20番横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 横田照夫で

ございます。

今回も、また神話の話から入らせていただき

ますが、ちょっと欲張り過ぎてしまいました。

早口になることをお許しいただきたいと思いま

す。神話は確かに作り話でありますけど、その

話のもととなった事実があったことは間違いな

いと考えます。いろんな本を読んで感じた、う

んちくというほどのものではありませんけど、

自分なりの考えを述べてみたいと思います。

天孫降臨、これは皆さん方が夜の街で楽しん

でおられる焼酎のことではなくて、いわゆる天

からおりてきたという天孫降臨のことですけ

ど、その天孫降臨をしたのはニニギノミコトと

言われていますよね。でも、天から人がおりて

くるわけがありません。実際は、稲作技術と強

力な武力を持ったニニギノミコト率いる天孫族

は、朝鮮半島から西九州のどこかに渡ってきた

と言われています。鹿児島県の西海岸と言われ

ていますけど、西都原から出土した国の重要文

化財に指定されている舟形埴輪のような船に

乗ってきたんじゃないでしょうか。でも、当

然、着いたところには先住民が既に住んでおり

ましたので、天孫族は安住の地を求めてさまよ

いながら、ようやく高千穂にたどり着きます。

そこは山深いところではありますが、水は豊富

にありますし、山をちょっと削れば田んぼもつ

くれます。まさに安住の地ということで、そこ

でしばらく生活するんですけど、やっぱり手狭

です。そのうちにだんだん平野部におりていっ

たんですね。そして、ニニギノミコトは、西都

あたりを治めていた豪族の娘のコノハナサクヤ

ヒメ、すごい美人だったそうですけど、彼女と

運命の出会いをしてフォール・イン・ラブ、恋

に落ちて結婚するんですね。そして、２人の間

に生まれたのがヒコホホデミノミコト、いわゆ

る山幸彦と２人の兄弟です。お父さんであるニ

ニギノミコトと息子のヒコホホデミノミコトの

２代で日向のほとんどを支配したんですけど、

その勢力はさらに南に伸びていって、３代目の

ウガヤフキアエズノミコト―これは鵜戸神宮

で生まれたと言われている人ですね―と４代

目のカムヤマトイワレヒコノミコト―後の神

武天皇になる人ですけど―の代までに南九州

のほとんどを支配下におさめます。そして、カ

ムヤマトイワレヒコノミコトたちは、霧島の山

の上に登って、はるか東の海を眺めながら、豊

かな土地と伝え聞く大和の地に思いをはせてい

たんですね。そして、東征という大冒険を決心

します。

先日、我が会派の商工建設部会で島根県庁に

勉強に行ったときに、観光担当の人が自分の意

見として話をしてくださったんですけど、島根

県は当然出雲神話の舞台の地ですよね。出雲族

は当時、大和地方も治めていたんですけど、南

九州から攻めてきたカムヤマトイワレヒコノミ

コトたちの軍勢に敗れて、出雲に幽閉されま

す。出雲地方にある荒神谷遺跡から、１カ所か

らの出土では全国一である358本もの銅剣が発掘

されました。これは、南九州族に追い払われた

出雲族の悔しさのあらわれではないかというふ

うにお話しになりました。本当におもしろいな

というふうに思いました。

宮崎には、源平の時代とか戦国時代のような

大きな動きはありませんけど、それよりかはる
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か昔に、日本の勢力図を書きかえるような大き

なうねりがあったのです。それを実証する文献

はありません。古事記や日本書紀、またその地

に残る伝承などから推測するしかありません

が、だからこそ、それぞれでいろんな想像がで

きるから、魅力があるんじゃないでしょうか。

御存じのように、西都原には物すごい数の古

墳があります。大小合わせて311基あるそうです

が、これらの古墳をつくるのに一体どれぐらい

の人手が必要だったのでしょうか。例えば、国

内最大の帆立貝式古墳である男狭穂塚は、総体

積が約10万立方メートル、運搬土量が約13万立

方メートル、延べ労働者が50万人くらいと言わ

れています。１日1,000人かけて500日、休みな

しで１年半です。雨の日とか農繁期を考慮すれ

ば、この月日の数倍かかったんじゃないでしょ

うか。こういう古墳を弥生時代から古墳時代に

かけての約400年間につくっていったのです。西

都原周辺に一体どれぐらいの人口があったので

しょうか。それだけ多くの人たちを食べさせる

だけの食料もあったのです。人々を統制する規

律もあったのだろうと思います。つまり、古代

日向には一大帝国があったのです。これらのこ

とを想像させてくれる場所が、西都原考古博物

館です。全部ゆっくり見たら数時間はかかりま

す。入場料は無料です。多くの人に足を運んで

もらい、しばしの間タイムスリップして、古代

のロマンを感じてほしいと思います。

団塊の世代が今、次々と現役を引退されよう

としています。知的好奇心に満ちあふれた全国

の団塊の世代をターゲットにして、旅行会社と

共同でツアーを企画し、大淀河畔のホテルなど

で、神代から古墳時代までの話を、研究機関な

どの協力をもらい、わかりやすく、おもしろく

話をしてもらい、ホテルに宿泊してもらう。そ

れこそ「天孫降臨」を飲みながら、神楽を見て

もらうのもいいですね。そして、次の日、講話

に出てきた江田神社や西都原などを観光しても

らい、スピリチュアルスポットで何かを感じ、

古代日向のロマンに浸ってもらう。その後、歩

行者天国になった県庁前楠並木通りで、全国最

高の県産品などのお土産を買ってもらって、飛

行場まで送り届ける。いかがでしょうか。全国

の他の地域との完全区別化です。想像の世界の

観光、神話の世界ですね。それと、実証可能な

観光、これは古墳や西都原考古博物館などで

す。それと、手で触れられ、味わえる観光、こ

れは農産物などの県産品です。イメージ的に

は､1500年の時空を超えた観光資源３点セットで

す。古代と現代が1500年以上の時空を超えて、

ロマンと現実が合体する。他県には決してまね

のできない区別化ではないでしょうか。先祖か

ら受け継いだものと今の人たちの努力の結果の

県産品。この２つを団塊の世代の知的好奇心に

満ちた人たちに納得してもらえれば、恒久的な

観光資源の一つになると考えます。知事は、宮

崎を日本発祥の地で売り出したいと言われまし

たが、その具体的取り組みの考えと、あわせて

今、私が述べましたことの感想をお聞かせくだ

さい。

次に、県内教育のあり方について教育長にお

伺いします。

教育に関しましては、ゆとり教育から学力重

視へとかじが取られ、教育現場も悩み多いこと

だろうと、お察し申し上げます。教育に対する

考え方や要望は千差万別で、それぞれに対する

答えを出していくことは極めて難しいと思いま

す。ただ、私が考える教育の最終目標は、社会

のためにどうやって役立っていくのかを教える

ことだと考えます。自分の仕事や社会活動を一
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生懸命していくことも大きな社会貢献です。そ

れをしていくためには、当然、学力も必要で

す。地域の歴史を知っておくことも必要です。

そのために勉強するんですね。私が中学生のこ

ろは、まだ先生が、例えば農家の子供に対し

て、「そんげ勉強せんとやったら百姓でもすっ

か」といった言葉を平気で言っておりました。

あのころ、「おまえは一生懸命勉強するから農

業をしてみるか」と言ってくれる先生がたくさ

んいたら、日本の農業も、もしかすると違って

いたかもしれないなと考えてしまいます。教科

をただ教えるだけではなく、郷土のために、宮

崎県のために何か役立つような仕事がしたいと

考えてくれるような子供を育てるような教育を

していく必要があると考えますが、どうでしょ

うか。教育長の考えをお伺いして、後は自席か

ら質問させていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今の横田議員の御提案でございますが、大変

すばらしい御提案じゃないかと思っておりま

す。知的好奇心に満ちた方々をターゲットにし

て、今後も県といたしましては、県の天孫降臨

あるいは神話・伝説、西都原古墳群などの有効

な観光資源の魅力を、メディアやホームページ

等により情報発信するとともに、神話・伝説を

めぐるモデルコースの設定とか、旅行会社への

商品化の働きかけ等を積極的に行っていきたい

と考えております。今後とも、古事記、日本書

紀に由来する神話や伝説、四季折々の食材、温

かい県民性など、横田議員の御提案も踏まえな

がら、宮崎ならではの魅力を最大限に活用し

て、観光誘致に努めてまいりたいと考えており

ます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

郷土に貢献する子供の育成についてでありま

す。ふるさとを愛し、郷土や社会に貢献しよう

とする気概を持った子供を育成していくために

は、まず、家庭や地域が、子供たちにとって愛

着があり、心の支えとなる存在であることが、

何よりも大切であると考えております。このた

め、県教育委員会といたしましては、家庭や地

域が学校と一体となり、子供たちを温かく見守

る「地域教育システム」づくりや「みやざき子

ども教育週間」の設定、さらには「親子ふれあ

いカレンダー」の作成・配付等に取り組み、県

民みんなで子供をはぐくもうとする機運の醸成

に努めているところであります。また、「教職

員人材育成プラン」に基づきまして、教職員の

地域への理解促進と地域貢献に対する意識の高

揚を図るため、地域活動への積極的な参加を促

しますとともに、地元企業等での社会体験研修

の充実などに努めているところであります。

このような取り組みの中、現在、各学校にお

きましては、子供たちが郷土への理解を深め、

郷土に貢献する喜びを実感することができるよ

う、職場体験活動や伝統文化の継承活動など、

地域の人や自然、文化等と直接触れ合う学習を

積極的に実施いたしているところであります。

教育は、子供たちの希望ある未来を預かる極め

て責任の重い、そして崇高な営みであります。

私たち大人は、その持てる力のすべてを結集い

たしまして、今、宮崎が子供たちのために何を

してやれるかを考え、また、そのような気持ち

が子供たちに通じたとき、社会に貢献する気概

のある子供が育っていくのではないかと考えて

おります。県教育委員会におきましては、今後

とも教育の原点をしっかりと見据え、市町村教

育委員会や青少年健全育成関係団体等とも連携
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を十分図りながら、本県のあすを担う子供たち

の育成に全力で取り組んでまいりたいと考えて

います。以上でございます。〔降壇〕

○横田照夫議員 教育長、丁寧な御答弁ありが

とうございました。郷土宮崎のために頑張ろう

と考えてくれる子供たちを一人でも多く育てて

いただきますように、御尽力をお願い申し上げ

ます。

知事、ことしのＮＨＫの大河ドラマは「篤

姫」で、お隣の鹿児島県が舞台ですね。残念な

がら、まだ宮崎県が舞台となった大河ドラマは

ありません。来年度の組織改革で「みやざきア

ピール課」ができるそうですが、その課を中心

にして、古代日向から大和に至るまでのドラマ

化をしてくれるように、ＮＨＫにアピールして

みませんか。知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御提言の神話・伝説

を題材とした宮崎を舞台とする大河ドラマの御

提案でございますが、過去にＮＨＫに対して、

そういった働きかけをしたことがあったみたい

です。史実に基づかない神話とか伝説のドラマ

化は難しいということで、恐らく天皇家の祖先

に当たるということで取り扱いが難しかったの

かなという感じはしないでもないです。でも、

神話・伝説というのは非常に有効な本県の観光

資源であり、地域資源と考えておりますので、

県としては、これからもＮＨＫだけではなく、

映画とか、民放といったものに、神話・伝説を

題材としたドラマ化とか映画とかいうものに働

きかけていきたいと考えております。

○横田照夫議員 ぜひお願いいたします。

次に、農業政策についてお伺いします。

何回も出てきておりますけど、中国産冷凍食

品が、これまで以上に問題になっています。

ギョーザに始まり、冷凍サバに、肉まんにと、

殺虫剤などが混入した輸入食品の実態が次々と

明らかになっております。消費者は非常に危機

感を感じて、中国産の冷凍食品はもう食べない

という人もふえているようです。

小麦や大豆などが高騰を続けています。穀物

が大量にバイオ燃料に加工されているためで

す。当然、それらを原料とするめん類やパンな

ど加工食料品も高騰をしております。ブラジル

などでは、大豆高騰をにらんで、熱帯雨林を伐

採して大豆畑が急増しているそうです。穀物メ

ジャーの巨大なサイロが林立しているそうです

し、バイオ燃料の工場も次々建設されているそ

うです。でも、森林破壊はＣＯ２の吸収機能の消

失だけでなくて、森林や土壌に蓄えられた炭素

も大気中に放出され、地球温暖化を一気に加速

させるとも考えられています。そうなれば、さ

らに耕地の砂漠化は進み、世界の食料生産はま

すます減少していくんじゃないでしょうか。

私は、以前から農業団体に所属しておりまし

て、仲間とともに、かなり前から食料自給率の

向上を訴えてきました。でも、「食料はコスト

の安い外国につくってもらえばいいじゃない

か」とか、「農業は補助金漬けだから競争力が

育たないんだ」など、経済団体の国際分業論な

どの論法で、農業はこれまでずっと軽んじられ

てきました。私たちは、「いよいよ食べ物がな

くならないと、食料を自給することの大事さは

わからんのだろうな」と、ずっと言ってきまし

たが、だんだんそういう時期が近づいてきてい

るように感じます。

知事はこの１年間、本県産の農産物を一生懸

命売り込んでこられました。その効果は、本当

にびっくりするほどです。知事、今後はそのこ

ととあわせて、食料自給の大事さも全国民に訴

えてもらえないでしょうか。国は、2015年度ま
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でに食料自給率を45％まで引き上げるという目

標を立てているようですが、このままでは下が

る一方です。今度のギョーザ事件がいいチャン

スだと思うんです。このチャンスを逃したら、

もう日本の農業は立ち上がることができないぐ

らい疲弊してしまうでしょう。当然、自給率を

高めることは宮崎の農業を守ることにもつなが

ります。アピール度の高い東国原知事が先頭に

立って、議会、消費者も含めた関係団体、とも

に大きな声を上げていくことが大事だと考えま

す。知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、平

成18年度の国内の食料自給率は、カロリーベー

スでたしか40％を割って39％台になったと。こ

れは、先進国の中で非常にゆゆしき問題ではな

いかなと思っています。先進国の条件というの

は、食料自給率を恐らく100％ぐらいは確保する

ということであると思っております。そういっ

た意味では、この日本というのは非常に危機的

状態というか、特例であるような気がします。

食料問題については、国策ということが非常に

重要になってくるのでございましょうが、本県

といたしましては、やっぱり食料供給県として

の重要なポジションがありますので、それは維

持していかなきゃいけない。そして、食料自給

率についても、例えばうどん１杯を日本の原料

だけで賄えば３分の１ぐらいになってしまうと

いうような、スープが白くなってしまうという

ような現状もございます。あるいは、食料自給

率を賄うために、牛とか豚の飼料などの原料と

なるものも栽培しなきゃいけない。でも、その

飼料となるトウモロコシなどは、日本の気候風

土上なかなか育てられないというような現状も

ございますので、100％というのは問題かもしれ

ません。でも、食料自給率が非常に低いという

ことは、世界でも先進国の中では希有な例だと

思っていますので、その辺の食料に関する環境

とか問題意識というのは、広く国民の皆さん、

県民の皆さんに持っていただくというのが理想

かなと思っています。私も、メディア等々に出

る機会、発言する機会をとらまえて、今後、食

料自給率のアップについての啓発あるいはＰＲ

をしていきたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜひ

お願いいたします。

次に、農政水産部長にお伺いします。先ほど

のようなことも含めて、今後、地球温暖化はさ

らに進むでしょう。異常気象という言葉がよく

使われますけど、そういうことがいつも起きて

おれば、それは異常でなくて当たり前になって

きますね。昨年は早期水稲が、過去に例がない

ような被害に遭いました。田野町の冬の風物詩

になっている干し大根や千切り大根も、暖冬と

か、霧島おろしが以前ほど吹かないことなどに

より、乾きが悪くて、品質の劣化が毎年のよう

に見られております。今後、県内の作物の品目

設定や作付時期などは、さらに温暖化が進むこ

とを見通して、見直しをしていかなければいけ

ないのではないかと考えます。そのことに関し

ては、県が先導していくべきだと思いますが、

いかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 御指摘のとお

り、近年、地球温暖化が急速に進行しておりま

して、異常気象等が発生し、作物の収量、品質

の低下といったことで、農業生産への影響が非

常に懸念されております。このため、県といた

しましては、平成20年度新規事業としまして、

「地球温暖化対応産地構造改革モデル実証事

業」に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。その中で、暑さから農水産物を守る対策、
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あるいは暑さを生かす対策について、総合農業

試験場内に研究センターを設置しまして、産業

界や大学などと連携しながら、温暖化の実態調

査や情報の集積を進めるとともに、御指摘の品

目あるいは作期の変更も視野に入れた対応策の

検討を行ってまいりたいと考えております。ま

た、木質ペレット暖房機等の導入実証や、バイ

オディーゼル燃料の生産・利用システムの構築

など、温暖化抑制対策にも取り組むことといた

しております。これらの総合的な取り組みを、

全国に先駆け、農業県宮崎が行うことによりま

して、地球温暖化に対応した構造転換を促進し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○横田照夫議員 温暖化が進んでいることは、

農家が一番肌身で感じていると思うんです。で

も、これまでつくってきた作物を変えるという

ことは、本当に大きな勇気が要ります。今度の

新規事業である「地球温暖化対応産地構造改革

モデル実証事業」で、できるだけ早い時期に農

家に指導ができるような結果を出していただき

ますよう、期待をさせていただきます。

次に、目的外使用についてお伺いします。

昨年、一ツ瀬川で、かんがい用水の畜産等へ

の使用の問題が発生しました。畑地かんがいを

目的につくられた用水を、畜産農家が家畜の飲

み水として使っていたということです。もちろ

ん、使用料は支払っていたようですけど、この

ことが問題となった理由は何なのか、農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 一ツ瀬川地区

におきまして実施されました国営かんがい排水

事業に基づく施設については、作物の生育に必

要なかんがい用水の確保を目的に整備されたも

のであり、その目的に沿った利用を行うことが

必要でございます。一ツ瀬川地区におきまして

は、かんがい用水という目的以外の畜産等への

水利用が確認されまして、制度に則した水利用

としていく必要があることが、その理由でござ

います。

○横田照夫議員 かんがい用水を畜産へ使いた

いという要望は、ほかの地域でもあるんじゃな

いかと思います。例えば今、田野町とか佐土原

町に畜産団地をつくろうという構想がありま

す。でも、水の問題で立ちどまっています。と

ころが、この地域には、大淀川右岸・左岸地区

等で整備された農業用水が来ているんです。同

じ農業という面から、何とか多目的に使えない

かと思います。知事は就任当初、「それはでき

ないというのではなくて、どうすればできるよ

うになるかを考えるような行政でなければいけ

ない」というふうに言われました。そこで、こ

のような畑地かんがい施設を、何とか畜産に利

用できないかなと考えるわけです。知事のお考

えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 畑地かんがい事業の

受益地内の畜産農家が、かんがい施設の畜産へ

の利用を要望されていることに関しては、認識

しております。このため、県といたしまして

は、かんがい施設の畜産への利用については、

地域の実情を十分に踏まえるとともに、関連す

る制度との関係もございますので、国等関係機

関とも必要な協議・調整をしてまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 いろんな問題も多いかと思い

ますが、私の希望は、畜産も含めて県内農業の

さらなる発展でありますので、できるだけ早く

畜産への利用ができますよう、御努力をお願い

いたします。

このことは、箱物でも同じようなことが言え
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るんじゃないでしょうか。補助金絡みでつくら

れた箱物は、やっぱり目的外の使用は制限され

ていますね。先日、女性ネットワークの皆さん

のお話を聞く機会がありましたが、研修会や事

務所として使える施設がないと言っておられま

した。施設は使って何ぼだと考えます。ここは

こういう目的でつくられた施設だからなどと言

わずに、あいている時間帯があれば、目的外の

使用であっても、いろんな団体に積極的に使っ

ていただき、意識の高い人たちと一緒に県民総

力戦を図っていくべきだと思います。知事、い

かがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 国庫補助金の交付を

受けて建設した施設につきましては、その補助

金の交付目的外に使用することは、いわゆる補

助金適正化法の規定により、処分が制限される

一定期間が経過するまでは、補助金の返還を行

わなければならないなどの規制を受けていると

ころでございます。しかしながら、空き施設や

利用の低調な施設について、それぞれの地域の

実情や利用の実態に柔軟に対応しながら活用を

図ることは、施設の有効活用という観点から、

制度の範囲内で可能な限り取り組むべきものと

考えております。国におきましては、これまで

処分制限期間の短縮や転用手続の簡素化など、

規制の緩和が図られているところでありますの

で、県といたしましても、現行制度の中で施設

を最大限に有効活用できるよう、鋭意努めてま

いりたいと考えております。

○横田照夫議員 次に、空き施設の使用方法に

ついて、総務部長にお伺いします。佐土原に、

統廃合によって空き施設になった法務局の出張

所があります。何にも使わないのはもったいな

いと考えております。現在、県有施設で空き施

設になっているものはどれぐらいあるのでしょ

うか。また、県も土木事務所の統廃合などを考

えられていますが、今後、空き施設になるとこ

ろが次々に出てくるんじゃないかなと思いま

す。学校もそうですね。それらの空き施設は現

在どのように利用されているのでしょうか。あ

わせてお伺いします。

○総務部長（渡辺義人君） 現在、県有施設の

中で、県が直接使用していない施設は、老朽化

による解体などを予定しておりますものが15ご

ざいますので、これを除きまして11の施設と

なっております。この11の施設のうち貸し付け

を行っている施設が、元電気管理事務所など７

施設ございまして、財団法人宮崎県交通安全協

会などの利用に供しているところであります。

残りの４つの施設が、いわゆる空き施設という

ことになるわけでありますが、このうち３つの

施設につきましては、現在、利活用を検討して

いるところであり、残る１施設が現在、未定と

いうことでございます。

○横田照夫議員 いろんな部品製造などの工場

は、そういうところでも十分やっていけるとい

うことなんですね。空き施設を積極的に貸し出

して、工場設置とか、いろんな団体の活動拠点

にしていくことが大事だというふうに考えま

す。県有遊休施設の有効利用についてや、空き

施設の県民への情報提供の考え方などをお聞か

せください。

○総務部長（渡辺義人君） 県では、利活用の

見込みのない、いわゆる遊休施設につきまして

は、法令等で制約のあるものや、老朽化で取り

壊すことになっているものを除きまして、貸し

付け等により有効活用を図ってきたところであ

りまして、今後とも積極的に取り組んでいきた

いと考えております。なお、貸し付けが可能な

施設に関します県民への情報の提供方法につき

平成20年３月４日(火)



- 259 -

ましては、今後研究してまいりたいと思いま

す。以上であります。

○横田照夫議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、入札制度改革についてお伺いします。

先日、県建設業協会会長の会社が倒産をいた

しました。このことは県内だけでなく、県外の

業界にも大きなショックを与えました。会長は

県内建設業のために一生懸命頑張っておられま

したので、本当に残念なことであります。私

は、今年度、商工建設常任委員会の委員長とい

う立場で入札制度の見直しにかかわってきまし

たので、１年間のまとめといった意味で質問を

させていただきます。県土整備部長、現在、県

内建設業の倒産が増加しておりますが、倒産企

業の状況や倒産の主因をどう分析しておられま

すか、お聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 平成19年の県

内における建設業の倒産件数でございますけれ

ども、55件となっております。昨年と比較しま

すと2.4倍、過去５年間の平均と比べまして

も1.3倍となっております。信用調査会社の発表

いたしました個別の倒産原因といたしまして

は、受注不振が23件、放漫経営が12件、連鎖倒

産が９件となっております。これらの倒産の背

景といたしましては、近年の建設投資の大幅な

減少、そして一般競争入札の拡大適用など、入

札・契約制度改革によります建設業を取り巻く

経営環境が大変厳しい状況になっていることが

あるのではないかと考えております。

○横田照夫議員 入札・契約制度改革は、優良

企業を残して育てるという意味合いもあったと

思います。そういう意味で、会長の会社の倒産

はショックが大きかったんじゃないかというふ

うに思います。また、業者数はそれほど減って

いないとよく言われますが、そこで働く従業員

の数は、リストラ等で相当減っているんじゃな

いでしょうか。会社の倒産とか廃業数だけでは

なくて、全体の従業員数も考慮に入れるべきだ

というふうに考えます。

次に、昨年から商工建設常任委員会などで、

予定価格を事後公表にすべきとの提案がなされ

てきましたけど、検討状況はどうなっているの

でしょうか。

○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まして、入札参

加業者の見積もり努力を損なわせるという意見

もございます。また、本県では、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

の急激な低下等を踏まえ、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。したがいまして、予

定価格の公表時期につきましては、入札・契約

制度改革の全般の検証、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。

○横田照夫議員 入札・契約制度改革の全般の

検証を図った上でということですが、事後公表

するために必要な検証とは、具体的に何なので

しょうか。また、情報漏えい防止の徹底を図っ

た上でということですが、仮に事後公表になっ

ても、予定価格が漏れることが必ずしも落札に

つながるとは限らないと思います。事前であっ

ても、最低制限価格が漏れれば、即、落札につ

ながります。そこらあたりがどうも説得力に欠

けると考えますが、いかがでしょうか。
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○県土整備部長（野口宏一君） まず、予定価

格の公表時期を考える上で必要な検証について

でございます。本県では、昨年10月に最低制限

価格の引き上げを実施しておりますので、引き

上げ後に発注したものについての工事完成後の

品質を十分に検証する必要があるものと考えて

おります。さらに、本県では、一昨年の談合事

件により県民の県政に対する信頼を大きく失墜

させたこと、現在、入札不調がふえていること

等を勘案しますと、現時点では事前公表のメ

リットもあるのではないかと考えているところ

でございます。したがいまして、予定価格の公

表時期については、これらを総合的に検証いた

しまして、その必要性について十分に検討を行

うことといたしております。

また、最低制限価格につきましては、事前公

表にいたしますと、適正な見積もりを行わなく

ても確実な落札が可能になるということがござ

います。まさに競争性が損なわれますので、現

在、事後公表としているところでございます。

その設定を所属長に限定するなど、厳重な情報

管理を行って対応させていただいているところ

でございます。

○横田照夫議員 次に、今年度、総合評価落札

方式を試行してこられましたが、その検証結果

はどうだったのでしょうか。また、今後の方針

はどのように考えておられるのでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合評価落札

方式でございますけれども、価格と技術力など

価格以外の要素を総合的に評価し、落札者を決

定する方式で、工事の品質確保に必要なもので

ございます。今年度、県土整備部におきまして

は、１月末現在で予定価格が4,000万円以上の工

事のうち64件について試行を行わせていただき

ました。このうち開札済みが59件となっており

まして、最低価格応札者より高い応札価格の者

が落札する、いわゆる逆転は、そのうち30件と

なっております。また、落札者は、他の応札者

と比較しますと、簡易な施工計画でございます

とか、同種工事の施工実績、地域社会貢献度な

どの項目で高い評価となっております。このよ

うなことから、工事の品質確保を図る上で、価

格のみでなく、技術力と地域社会貢献度が適正

に評価される総合評価落札方式について、評価

項目の見直しを行うとともに、対象規模や適用

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。

○横田照夫議員 私も、総合評価落札方式は非

常にいい方法だと考えております。でも、業者

の中には、「現場管理者の経験や会社の施工実

績などの評価で、大きな会社ばかりが有利にな

るんじゃないか」などと不安を抱えておられる

方もあります。正規雇用者数や現場条件の悪い

ところを受けてくれたことなども、受注機会の

増につながるような評価方法を考えるべきだと

思います。また、評価点数を上げるために、経

験の長い即戦力の技術員を雇用する傾向になっ

て、若者を雇用しにくい制度とも言え、後継者

対策が問題になってくるんじゃないでしょう

か。さらに、終了した工事の品質が、総合評価

で受注したときの評価点数に見合わないような

低いものだった場合にどうするかなど、いろん

なことが考えられると思いますが、いかがで

しょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 公共工事の発

注に当たりましては、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いくこと

が重要だと考えております。このため、総合評

価落札方式におきましては、今年度の検証結果

でございますとか、関係団体からの意見も現在
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聞いているところでございます。それを踏まえ

まして、現在、評価項目の見直しについて検討

しているところでございます。また、企業の技

術提案の内容につきましては、施工計画書への

記載を義務づけております。さらに、実施状況

についての確認、検査を行っているところでご

ざいます。その中で、請負者が技術提案の内容

を履行できなかった場合は、工事成績を減点対

象としており、その後の入札参加資格要件や総

合評価落札方式での評価に反映されることとな

るものでございます。

○横田照夫議員 総合評価落札方式は、やり方

によっては官製談合の第２の温床になるとの指

摘もありますので、慎重な取り扱いをお願いし

たいと思います。

次に、入札の不調・不落が急増しているとい

うことですが、施工条件、現場条件、工期、工

種、発注時期など、どのような工事で多発して

いるのでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 応札者が１者

もございません入札不調につきまして、県土整

備部においては、19年度１月末までに建設工事

で42件発生しております。県北地域を中心に、

年度後半になり、小規模な工事において発生し

ているところでございます。発生の主な原因と

いたしましては、国、市町村を含む公共工事の

発注が年度後半に集中したことが考えられます

が、そのほかに、小規模な工事においては、業

者が応札を敬遠する傾向にあったこと、小規模

業者の一般競争入札の導入時期が年度後半でご

ざいまして、制度にふなれであったこと等が関

係しているのではないかと考えております。入

札不調は工事のおくれにつながりますことか

ら、引き続き、発注時期の平準化に努めるとと

もに、小規模業者に対する入札制度等の啓発を

行っていきたいと考えております。

○横田照夫議員 知事にお伺いしますが、競争

性を確保するために導入したはずの一般競争入

札ですが、特に小さな工事では不調・不落が多

発していることに加えて、１～２者しか応札せ

ず、逆に競争性が阻害されているようなことも

発生しているんじゃないでしょうか。先日、宮

崎県と同じような入札制度にしていた福島県

が、1,000万円以下を指名競争入札に戻す決定を

されたようです。小さな工事にこういう不利益

が生じる結果になっていることを踏まえて、宮

崎県も、全国知事会の考えと同じように1,000万

円以下を指名競争入札とするよう変更してはど

うかと考えますが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県では、一昨年の

談合事件によりまして失われた県民の県政に対

する信頼を回復するために、一般競争入札の拡

大など、より公正・透明で競争性の高い入札・

契約制度の確立に取り組むとともに、並行し

て、改革の検証も随時行っているところでござ

います。入札方式につきましては、建設産業を

取り巻く厳しい経営環境も踏まえ、基本的に

は、一般競争入札の枠組みの中で、地域企業育

成型など総合評価落札方式を大幅に拡充するこ

とにより、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

や県民の方々に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

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 例えば、工事金額が小さくて

不調の可能性が高いと思われる物件では、試し

に99.999％で入札したら、応札者はその１者だ

けで、結局その業者が99.999％で落札したとい

うケースもあり得ます。公正・透明で競争性の
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高いものになるはずの一般競争入札が、そうな

らない場合も十分考えられます。指名競争入札

は悪だと考えるんじゃなくて、その中でどのよ

うにして談合を排除していくのかを考えればい

いんじゃないでしょうか。福島県の今後の状況

もしっかりと検証してもらい、柔軟に対応して

いただきたいと考えます。

次に、県土整備部長、こういう競争の中で企

業の技術力は一層高まると思いますが、それに

あわせて、職員の技術力も向上させなければい

けないと考えます。また、これまで培った技術

を若手に継承していくことも大事だと考えま

す。若手職員の育成とあわせて、その対策をお

聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 工事の円滑か

つ適正な施工のためには、発注者側の技術職員

の技術力など、資質の向上は不可欠でございま

す。また、団塊の世代の退職を迎えまして、発

注者が培ってきました技術の継承は重要な課題

となっております。このため、建設技術センタ

ーでの専門技術研修ですとか、ワンデーレスポ

ンスの導入、設計ＶＥ等の実施により、技術力

の向上に努めるとともに、工事検査専門員や施

工体制監視員の技術指導や助言によりまして、

若手職員への技術力の継承を図っているところ

でございます。今後とも、職員の技術力の向上

並びに技術の継承に、一層努めてまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 土木工学は経験工学と言われ

るように、個人の力量とか技術力の違いによる

ところが大きいと思います。県土整備部所属だ

けで、一級土木の資格を持った職員が90名ぐら

いおられるというふうに聞いておりますが、そ

ういう職員には、手当なり、何らかの評価を与

えるべきだと考えます。そうすることが、技術

職員の意識を高めることにつながると考えます

ので、御検討いただきたいと考えます。

次に、いろんな影響で設計変更を余儀なくさ

れることも多いと思います。そういうときに、

その前提として、施工条件の明示が不可欠だと

考えます。また、工期短縮のためにも、ワンデ

ーレスポンスへの取り組みも急がれると考えま

すが、あわせて取り組み状況をお聞かせくださ

い。

○県土整備部長（野口宏一君） 条件付一般競

争入札による工事につきましては、昨年４月か

ら特記仕様書の内容を充実させ、施工条件の明

示を行うこととしております。また、契約後、

明示いたしました施工条件に変更が生じました

ときには、工事請負契約約款に基づき、適正に

設計変更することとしております。

次に、ワンデーレスポンスについての御質問

でございます。これは、工事の施工において、

受注者からの問い合わせに対し発注者が24時間

以内に回答するというものでございまして、昨

年８月から、各発注機関で取り組んでいるとこ

ろでございます。これによりまして、工期の短

縮ですとか、現場トラブルの発生防止、工事の

品質確保、事業効果の早期発現など、さまざま

なメリットが期待されるものでございます。今

後とも、これらの取り組みをより一層推進して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。いず

れにしましても、入札制度の見直しには、まだ

まだ検討が必要な部分がたくさんあると考えま

すので、発注側も受注側も、どちらも納得でき

るような制度にできるだけ早くつくり上げられ

るよう、お互い協議しながらやっていただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。
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次に、科学技術研究についてお伺いします。

総合政策本部長、科学技術を研究するための

県の施設は幾つもありますけど、県における科

学技術研究の位置づけ、重要性はどのようにお

考えでしょうか。

○総合政策本部長（村社秀継君） 県における

科学研究の位置づけ等についてでございます。

社会経済のグローバル化や少子高齢化、さらに

は地球温暖化への対応など、我が国は今、大き

な転換期にあります。このような中で、産業の

振興や生活の向上に科学技術が果たすべき役割

と重要性は、一段と高まっているものと考えて

おります。特に本県は、１人当たり県民所得が

全国44位、九州で最下位という状況にある中

で、新たな産業の創出など地域産業の振興を図

るという観点から、県立の試験研究機関を中心

とする科学研究は重要であるというふうに考え

ます。このため県では、宮崎県産業科学技術振

興指針に基づきまして、県立試験研究機関の整

備充実を初め、大学や企業が行う科学技術の基

礎研究への助成など、各種施策を推進してまい

りました。今後とも、地域経済の活性化を図る

ため、科学技術の一層の振興に取り組んでまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 すべての部局で平成20年度の

予算が減らされている中で、科学研究費はその

重要性に足り得る予算措置となっているので

しょうか。

○総合政策本部長（村社秀継君） 科学研究に

係る予算についてでございますけれども、現

在、県議会に提案しております平成20年度の県

立試験研究機関における研究費予算につきまし

ては、ほぼ前年度並みの６億7,000万円を確保し

たところでございます。このほか、平成15年度

から国の大型研究プロジェクトとして産学官連

携により取り組んでまいりました地域結集型共

同研究事業につきましては、本年12月に終了い

たしますことから、引き続き研究成果の事業化

を図ってまいりますため、今回、県単独で１

億4,000万円の予算を計上したところでございま

す。

○横田照夫議員 そういう中で、県民の要望と

か研究内容はさらに高度化してきておりまし

て、研究費はさらに増大をしていくのではない

かと思われますので、国の資金である外部競争

的資金の導入を積極的に図っていく必要がある

と考えますが、県としてのバックアップ体制は

どのようになっているのでしょうか。

○総合政策本部長（村社秀継君） 国の競争的

資金の導入についてでございます。これまで県

では、食の機能をテーマとしました地域結集型

共同研究事業を初め、バイオマス等をテーマと

しました都市エリア産学官連携促進事業などの

大型研究プロジェクトを獲得してきておりま

す。これらの事業を導入する際には、総合政策

課が調整窓口となりまして、庁内の関係部局は

もとより、大学や産業界とも連携を図りなが

ら、本県にとって最も望ましいテーマを選択の

上、国に申請を行っているところでございま

す。今後とも、国の競争的資金の獲得に向け

て、産学官のさらなる連携を図ってまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 知事にお伺いしますが、よそ

の県では、科学研究を推進していくために、科

学技術振興課などの専門部局を設けて、すべて

の研究機関を一元管理しているところもあるよ

うです。宮崎県としても、専門部局をつくっ

て、予算措置を含め、外部競争的資金を受けや

すい体制づくりをしていく必要があると考えま

すが、いかがでしょうか。
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○知事（東国原英夫君） 試験研究機関を一元

管理している県というのは約８県ございます。

本県では現在、部局ごとに試験研究機関を設置

し、相互に連携を図りながら、さまざまな分野

の研究を進めているところであります。このよ

うな中、ニーズの高度化、多様化が進み、分野

横断的な取り組みを求められる研究テーマが増

加しておりまして、試験研究機関のあり方を再

検討すべき時期に来ているとは考えておりま

す。他県では、科学研究を所管する専門部局を

設置して、産業分野の枠を取り除き、横断的な

研究を促進して、地域の特性を生かした産業の

育成に取り組んでいるところもございますの

で、これらの事例も参考にさせていただきなが

ら、本県のあるべき体制について今後検討して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 再来年度、そういう専門部局

が創設されることを楽しみにして、質問のすべ

てを終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の会議は終わりま

した。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午後０時４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、23番外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 平成20年度

の本県当初予算について質問をいたします。知

事が初めて本格的に編成をされた平成20年度の

本県当初予算案について、お尋ねいたします。

景気低迷による県税収入の減少や、少子高齢

化による社会保障関係費の増加などにより、大

変厳しい中での予算編成だったこと、御苦労に

対しましては、敬意を表する次第であります。

また、このことは、県内市町村を初め、全国の

自治体においても同様に厳しい作業がなされた

ものと考えるところであります。そこで、私

は、総務省から公表された地方の歳入歳出の総

額と言われる地方財政計画と比較をしながら本

県の当初予算を分析してみました。

まず、歳入の面でありますが、県税が地方財

政計画に反し大幅な落ち込みを示しております

が、県内景気の先行きにさらに不安を覚えると

ともに、県税収入については少しかための見積

もりではないかとも感じたところでございま

す。また、県債が臨時財政対策債の増加により

伸びているようでありますけれども、これは地

方交付税の見返りである臨時財政対策債を除い

て考えますと―臨時財政対策債の元利償還金

は後で交付税で返ってくるそうでありますの

で、その分を除き―いわゆる通常分の県債発

行は、地方財政計画を上回る抑制で、4.8％の減

となっております。地方財政計画では、通常分

が3.6％の減でありますので、1.2ポイント上回

る削減を図るという、財政政策的にはまことに

優等生的な措置であろうと思います。逆に、歳

出面を見ますと、投資的経費において、特に普

通建設事業費ベースで、単独事業の削減幅が地

方財政計画の２倍の6.0％もの削減となっており

ます。投資的経費全般においても、地方財政計

画の削減率を大幅（約1.6倍）に上回った削減を

断行されていることが最も特徴的かと思いま

す。総じて歳入歳出の両面から地方財政計画と

比較をしてみますと、まさに優等生的な予算編

成となっており、財政通の官僚の皆さんがつ

くったような大変よくできた当初予算案である

ように感じます。
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そこで、知事にお尋ねいたします。本県の当

初予算案のバランス、地方財政計画を上回る健

全性を確保している本県予算の骨格について、

先ほど申し上げましたように、財政政策的には

大変すばらしい形であると認めるのであります

けれども、県民の支持率が極めて高く、県民の

期待が大きな知事として、本県の疲弊した産業

実態を踏まえ、どのような予算編成に取り組ま

れたか。また、公共事業の削減について、激変

緩和的措置を講じる必要性や、中山間地域対策

の観点は含まれているのか。これまで、弱き立

場の県民や環境的に恵まれない地域の住民から

の訴え、産業各界の皆さんの意見などを十分に

聞かれておると思いますが、どのようなお気持

ちで当初予算の編成をされたのか、知事の姿

勢、基本的な考え方をお伺いいたします。

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。

我が国では、近年、大都市圏と地方との地域

間格差や所得格差の拡大が指摘される中、本県

におきましても、産業振興や県民所得の向上、

中山間地域対策等のさまざまな課題を抱えてい

るところでございます。特に、本県の県土を大

きく占める中山間地域については、人口の減少

や高齢化の進行などにより、地域活力が低下し

ており、地域によっては維持存続が危ぶまれる

集落も見られるなど、大きな課題が生じており

ます。また、中山間地域等における地域経済と

雇用を支える重要な産業の一つである建設産業

につきましては、近年の建設投資の大幅な減少

に加え、一般競争入札の拡大などの入札制度改

革により、大変厳しい経営環境にあるものと考

えております。私も、中山間地域を初め県内の

各地域に足を運び、県民の皆様の生の声に接す

る中で、また建設業を含む各産業界の方々と意

見交換する中で、このような本県が抱える厳し

い現状を「どげんかせんといかん」との思いを

強くしたところでございます。このため、平

成20年度当初予算編成に当たりましては、中山

間地域・植栽未済地対策、建設産業対策を特に

重点的に推進すべき施策として位置づけ、積極

的に取り組むこととしております。予算編成に

おける収支不足額が、中期財政見通しに比べて

大幅に拡大し、大変苦しい予算編成を強いられ

たところでありますが、限られた財源を有効に

活用し、中山間地域対策など本県が直面する喫

緊の課題には的確に対応した予算になったので

はないかと考えております。〔降壇〕

○外山 衛議員 では、引き続き予算関連で質

問いたします。前任の安藤知事が進めました第

１期財政改革における公共事業の削減、とりわ

け県単公共事業を、平成16年度以降どれだけ削

減してきたと認識されているか、知事にお伺い

します。

○知事（東国原英夫君） 県単公共事業費につ

きましては、平成16年度当初予算額約270億円か

ら、20年度当初予算額約103億円と、４年間

で167億円、61.9％の減となっております。

○外山 衛議員 削減の数値61.9％、本来は15

年度からの比較をするべきだと思うんです。そ

うすれば、恐らく70数％の減となるのが正しい

と思います。それはいいでしょう。

２問目に行きます。県単公共事業につきまし

ては、平成16年度から３カ年、30％ずつカット

しています。３年間30％カットをやりますと、

単純に言えば、平成15年度の35％以下の水準に

落ちていることになるのであります。また、平

成19年度肉付け予算におきましては、普通建設

事業費の単独事業ベースでさらに10％削減し、
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今回が同じく６％の削減となっております。財

政事情が厳しいとはいえ、これほどまでに削減

をした県が他にあるのでしょうか。また、平

成16年度以降の九州各県の状況はどうなのかを

含めて、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 平成15年度の決算ベ

ースなんですけれども、宮崎県が、一般会計に

おける普通建設事業費というのが29.1％ござい

ます。これは九州平均の27％を大きく上回って

いるということが言えます。それを受けて16年

度からの第１期財政改革に着手されたんじゃな

いかなと思っております。九州各県の普通建設

事業費の状況ですが、平成20年度当初予算が骨

格予算である熊本県を除きまして、16年度当初

予算額での平均が約1,8 3 0億円、20年度が

約1,469億円と、約361億円、19.7％の減となっ

ております。なお、本県における普通建設事業

費は、16年度が約1,601億円、20年度が約1,086

億円と、約515億円、32.2％の減となっておりま

す。以上です。

○外山 衛議員 よくわかりました。次に、公

共事業、これは中山間地域を初め地域の方々の

現金収入につながる政策でもあります。田中邦

衛氏演じる「北の国から」ではありませんが、

中山間地域や過疎地域では、これといった産業

もない状態であり、建設業は現金を稼げる産業

の柱となっていることも事実であります。そこ

に生活の糧を求める住民は結構多く、そんな構

造が現実にあるわけであります。このような現

場の状況をよそに、県の財政健全化を急ぐ余

り、予算は急激に削減され、事業量は激減して

おります。特に、中山間地域の住民の生活はま

まならない状況と思いますが、そんな窮状を訴

える声が知事に届いておりますでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 限界集落を含めた中

山間地域については、私が知事になる前、そし

て知事になってから、各地域へ足を運びました

し、また、ふだんから中山間地域を抱える市町

村の方々などにお会いする機会があり、生の声

を伺っているところでございます。そこで聞こ

えてくる中山間地域の現状というのは、過疎

化、高齢化の進展に伴う生活利便性や集落機能

の低下など、非常に厳しいものがあります。都

市と地方の格差が広がる中で、大変憂慮すべき

状況であると考えております。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ま

すし、その活力の再生を図ることが本県の喫緊

の課題であると考えております。このため、中

山間地域の振興等を平成20年度の重点施策の筆

頭に掲げるとともに、新たに中山間・地域対策

室を設置して、住民の皆さんや市町村とも十分

に連携を図りながら、その実態を踏まえた短期

的・中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。

○外山 衛議員 厳しい財政状況、また建設技

術の向上、コストダウン、そういったことによ

りまして、取り巻く状況を考えれば、公共事業

予算を徐々に削減していく、その方向性につい

ては私も反対するつもりはありません。しかし

ながら、全国平均、地方財政計画の倍以上の削

減をさらに図るという今回の予算を見ますと、

疲弊した地域の県民をさらに突き落としている

ように思えてなりません。せめて若干でもいい

から、公共事業等の激変緩和的な措置を設けて

はと思われないのか、知事のお気持ちを伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 先ほどと重複します

けれども、平成15年度の普通会計における普通

建設事業費が、県単では11.7％でした。これは

九州平均9.7％に比べて非常に大きい数字になっ
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ていると思います。20年度は、普通建設事業費

の一般会計に占める割合が、県単で5.8％に減っ

ております。九州平均は6.5％、九州平均よりも

改革によって少なくなっているということは言

えると思います。第１期の財政改革推進計画で

は、県単公共事業を対前年度比30％減とされ

た。厳しいシーリングを設定したことから、激

変緩和的な措置として、いわゆる特別枠を措置

されたと聞いております。第２期の財政改革推

進計画では、公共事業の地域経済への影響等に

も考慮し、シーリング率を大幅に緩和している

ところでありますので、本県の厳しい財政状況

等を踏まえますと、特別枠を措置することは

ちょっと困難かなと考えております。しかしな

がら、建設業界の厳しい状況というのは私も認

識しておりますので、建設産業対策を平成20年

度の重点施策の一つとして位置づけて、来年度

当初予算においても、各種の対策を講じること

としたところでございます。

○外山 衛議員 続けます。例えば、今回の予

算案で、通常分の県債発行額を地方財政計画並

みの3.6％程度の削減にとどめれば、あと５

億7,000万円の財源ができるはずであります。こ

れをもとに公共事業に振り向ければ、その何倍

かの事業ができると思います。補助事業であれ

ば単純に２倍、事業の種類によっては、有利な

起債を活用し、10倍規模の事業もつくれるはず

であります。中山間地域は今、存亡の危機に

立っていると考えています。このような中山間

地域の現状を見れば、その対策を直ちに行うこ

とが不可欠であり、また、何度も言いますが、

公共事業の激変緩和措置を行うことが緊急の課

題だと考えます。私は、そういった判断を政治

家としての東国原知事に求めたく、一連の質問

を続けてまいりました。知事の政治家としての

答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域につきまし

ては、何度も申し上げますとおり、依然として

人口減少に歯どめがかからず、過疎化が進行

し、また高齢化も進む中で、農林業を継続する

ことは極めて厳しい状況といえます。また、中

山間地域等における地域経済と雇用を支える重

要な産業の一つである建設産業につきまして

も、建設投資の減少傾向の中、大変厳しい経営

環境にあり、その対策は喫緊の課題と考えてお

ります。このようなことから、平成20年度当初

予算におきましては、公共事業のシーリング率

を大幅に緩和することにより、普通建設事業費

を対前年度比3.3％の減と、国や地方財政計画と

同程度にとどめるとともに、中山間地域対策、

建設産業対策を平成20年度重点施策として位置

づけ、積極的に取り組むこととしたところであ

ります。以上です。

○外山 衛議員 大変厳しい財政状況で、知事

のお立場あるいは財政の立場もわかります。し

かし、今の件ですけれども、いわゆる本県の普

通建設事業費がマイナス3.3％なのは、市町村と

ともに国へ返済する直轄事業負担金、この部分

が2.5％伸びているためではないかと思うんです

ね。実質的には、県内投資に回る投資的な予算

は、単独事業費ではマイナス6.0％、補助事業費

はマイナス3.2％が実数であろうと思います。も

ともと本県は、ここ数年で最も事業量を落とし

ているわけでありますから、数字合わせの議論

ではなく、疲弊している県民の立場で考えてい

ただきたいと思います。

次に進みます。建設業界の支援に関連しま

す。

まず、技術と経営にすぐれた建設事業者が伸

びていける環境づくりなど、県内建設産業の健
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全な発展を図るために総合的な対策を講じると

のことでありますけれども、具体的にどのよう

に取り組まれるのかを知事にお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 社会資本整備の担い

手であります建設産業は、災害時の救急対応な

どに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と雇用を支える重要な産業

の一つでありますが、近年の建設投資の大幅な

減少に加え、一般競争入札の導入など入札制度

改革により、建設業を取り巻く経営環境は大変

厳しい状況となっております。このため、技術

と経営にすぐれた建設業者が伸びていける環境

づくりなど、県内建設産業の健全な発展を図る

ため、総合的な対策を講じることといたしまし

た。対策の主な内容といたしましては、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を大幅に引き

上げることといたしました。また、専門家で構

成された支援チームによる助言を行うととも

に、新たに「建設産業等支援貸付」を創設し、

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。さらに、地域企業育成型の総

合評価落札方式を導入しまして、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。

○外山 衛議員 次に、建設産業対策の主要事

業である建設産業育成総合対策事業の具体的な

内容と期待される効果について、県土整備部長

にお尋ねをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設産業育成

総合対策事業は、大きく３つの柱で構成されて

おります。まず、建設業者の経営基盤の強化支

援といたしまして、県内９カ所に相談窓口を設

けまして建設業者の経営相談に対応していくほ

か、新分野における事業定着促進のための助成

の拡充、建設事業協同組合への転貸融資原資の

無利子貸付などを行うこととしております。次

に、地域企業としての建設産業の育成といたし

まして、価格に加えて、営業所の所在地や、地

域貢献度等を評価する地域企業育成型の、いわ

ば宮崎モデルの総合評価落札方式を導入いたし

まして、技術力や地域貢献度の高い地元の業者

が工事を受注しやすい環境を整備してまいりま

す。３番目に、不良不適格業者排除のための総

合的な対策といたしまして、下請トラブルや法

令違反などの情報を収集する建設業者ホットラ

インを設けるとともに、立入検査の充実強化を

図ることなどによりまして、不良不適格業者の

排除に努め、公正な市場環境づくりを進めてま

いります。これらの取り組みを通じまして、技

術と経営にすぐれた建設業者が伸びていける環

境づくりを促進いたしまして、本県地域経済と

雇用を支える建設産業を総合的に支援してまい

りたいと考えております。

○外山 衛議員 引き続き、前回の質問と重複

もします、また、今回の議会でもかなり重複を

しますが、入札制度改革の関連で県土整備部長

にお尋ねします。まず、１点、そもそも予定価

格というのはどういうものなのか、設計価格の

定義、これは何ですか。

○県土整備部長（野口宏一君） 予定価格でご

ざいますけれども、設計図書で定められた工事

目的物をつくるために必要な価格でございまし

て、標準的な施工能力を有する建設業者が、そ

れぞれの現場条件に照らし合わせて、最も妥当

性があると考えられる標準的な工法で施工する

場合に必要となる経費を基準として設定してい

るところでございます。
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○外山 衛議員 次に、いわゆる当県の予定価

格、つまり設計価格ですけれども、他県に比べ

て低過ぎるようなことはありますか、ありませ

んか。

○県土整備部長（野口宏一君） 今の御質問、

予定価格につきましては、工事箇所の現地を確

認・調査いたしまして、工事現場の条件や施工

の条件を把握した上で、施工の実態調査をもと

につくられた施工歩掛かりや、需給の状況、取

引の実例価格等の調査をもとに設定した労務及

び資材等の設計単価を用いて、適正に設定して

いるところでございます。

○外山 衛議員 次に、落札率が下がれば税金

の無駄遣いがなくなったとの誤った認識がある

と思っておりますが、部長のお考えはいかがで

しょう。

○県土整備部長（野口宏一君） 落札率につき

ましては、競争入札の結果ではございますが、

工事の品質と落札率の関係については十分に検

証する必要があると考えており、本県におきま

しては、昨年10月に落札率の急激な低下等を踏

まえ、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

ございます。

○外山 衛議員 午前中の横田議員の質問と全

くかぶりますが、もう一度。入札の不調、つま

り応札のないものが多発している。この原因を

もう一度お願い申し上げます。

○県土整備部長（野口宏一君） 入札不調の主

な原因といたしましては、国、市町村を含む公

共工事の発注が年度後半に集中したことが考え

られますが、そのほかにも、小規模な工事にお

きましては、業者が応札を敬遠する傾向にある

こと、小規模業者の一般競争入札の導入時期が

年度後半であり、制度にふなれであったこと等

が関係しているのではないかと考えておりま

す。入札不調は工事のおくれにつながることか

ら、引き続き、発注時期の平準化に努めるとと

もに、小規模業者に対する入札制度等の啓発を

行ってまいります。

○外山 衛議員 私は、入札率は、予定価格に

対して、各企業の経営努力の結果、87％であっ

たり、時には98％であったりするものと考えて

います。あくまでも結果の数字であるというふ

うに認識をしております。数日前の新聞でござ

いますけれども、ある地方自治体の件でありま

すが、入札改革で浮いた数千万円を道路側溝整

備に活用したという記事がございます。マスコ

ミのこの「浮いた」というとらえ方も、私は

ちょっと疑問を持っているところであります。

これは答えは要りません。

引き続き申し上げます。ちまたに、業者が多

いから減らすべきという考えがあるやに聞いて

おりますが、制度上の問題で健全な企業までが

廃業や倒産に追い込まれるのは、決して自然淘

汰とは言わないと思います。開会日に知事か

ら、「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たい」旨の発言が

ありました。星原議員の代表質問、また、本日

午前中の横田議員の質問と重複しますが、再度

お伺いいたします。

福島県の例であります。宮崎県と同じよう

に、2006年に発覚した官製談合事件を受けて、

指名競争入札を全廃いたしました。御承知のよ

うに、全国知事会においては1,000万円以上と打

ち出されております。福島県におきまして

も、250万円以上について一般競争入札を導入い

たしました。ところが、さまざまな不都合や問

題が多発したために、本年４月からは指名競争

入札を復活させるとの報道がございました。こ
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れは、本県の近い将来の姿といいますか、起こ

り得る、いわゆる想定の範囲内だと思います。

そこで、知事、新たなことに取り組むのも改革

でありますけれども、これはいかんとなれば、

いち早くもとに戻すのも改革だと思います。知

事の言われるスピード感を持って「戻る勇気」

を発揮してもらいたいのでありますが、知事の

見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県では、一昨年の

談合事件によりまして失われた県民の県政に対

する信頼を回復するため、私のマニフェストに

お示ししたとおり、一般競争入札の拡大など、

より公正・透明で競争性の高い入札・契約制度

の確立に取り組むとともに、並行して改革の検

証も随時行っているところでございます。入札

方式につきましては、建設産業を取り巻く厳し

い経営環境も踏まえ、基本的には一般競争入札

の枠組みの中で、地域企業育成型など総合評価

落札方式を大幅に拡充することにより、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、関係団体や県民の方々に幅

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たいと考え

ております。

○外山 衛議員 知事におかれましては、建設

業界に限らず、農業、水産業の分野におきまし

ても、今後、補正などでカンフル剤となるよう

な何らかの措置が決断いただけるように期待を

いたします。

次に、企業誘致についてお尋ねします。

企業誘致について、「企業立地推進局」が新

設されますが、どのような点を強化していくの

か、具体的にどう取り組まれるのかを商工観光

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

推進局につきましては、企業立地を推進する専

門組織として、新たに設置するものでございま

す。今回、独立した組織を設置することにより

まして、企業ニーズに迅速に対応できるととも

に、企業誘致に対する本県の熱意や意気込みを

対外的に強くアピールできるものと考えており

ます。また、県外事務所や、今回新たに設置い

たします「企業誘致専門員」と連携しながら、

企業情報の収集を強化するとともに、より多く

の企業を訪問するなど、誘致活動の充実を図る

ことといたしております。このような組織体制

の整備によりまして、これまで以上に積極的な

誘致活動を展開してまいりたいと考えておりま

す。

○外山 衛議員 企業誘致につきましては、大

変難しい問題が多々あろうと思います。引き続

き、知事とともに御努力をお願いしたいと思い

ます。

本県の立地環境を考えた場合、ＩＴ産業の強

化に取り組むべきと思いますが、商工観光労働

部長はいかがお考えでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） コールセ

ンターとかソフトウエアなどのＩＴ産業につき

ましては、今後も市場拡大が見込まれる成長産

業でありますとともに、特に、若年者や女性に

とって大きな雇用が期待される産業でございま

す。このようなことから、県といたしまして

は、従来から、ＩＴ企業の誘致やＩＴ人材の育

成確保に取り組んでおりますけれども、このほ

ど、企業立地促進法に基づき策定いたしました

「宮崎県産業集積・活性化基本計画」におきま

しても、今後、集積を図っていくべき重要な業

種の一つとして位置づけたところでございま

す。本県は、自然が豊かで人材も豊富でありま
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すなど、ＩＴ産業が立地するにはすぐれた環境

を有しておりますので、今後とも引き続き積極

的に、ＩＴ企業の誘致に努めてまいりたいと考

えております。

○外山 衛議員 関連しまして、知事にお伺い

します。知事は、「宮崎ヒルズ構想」、このお

言葉を発せられますが、これはどのような思い

で、また具体的にはどのようなことなのかをお

伺いします。

○知事（東国原英夫君） 「宮崎ヒルズ構想」

というのは、私がマニフェストに掲げた、「Ｉ

Ｔ技術者が集う、ＩＴタウンの創設」を実現す

るためのアイデアの一つでございます。多くの

方は、ＩＴ企業は都市部にあるものと思ってお

られますが、宮崎のようにもっと自然環境のよ

いところに立地して、海や山の豊かな自然の中

で仕事をして生活する、都市部にはない、いや

しの空間のある宮崎ならではのＩＴタウン、い

わゆる「宮崎ヒルズ」をつくりたいと考えてお

ります。そのためには、ＩＴインフラの整備な

ど課題もありますが、県内企業の技術力向上や

人材の育成はもちろんのこと、県外から多くの

企業が出てきていただくことも重要であります

ので、これからも本県のすばらしい環境をＰＲ

して、新しい流れをつくり出していきたいと考

えております。

○外山 衛議員 では、続きまして、少子化対

策について２～３お伺いします。

少子化対策につきましては、今回、重点施策

にも位置づけられ、組織改正も行われるようで

ありますけれども、どのように推進をされるの

か。出会い対策や小学校入学までの医療費助成

等を含めて、具体的に福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 20年度当初予

算におきましては、まず、子育て家庭の負担を

軽減するため、乳幼児医療費助成制度につきま

しては、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拡充することと

いたしました。また、地域のきずなや近所づき

合いを活用した、子育て支援の取り組みに対す

る助成事業を実施し、地域における持続的・自

立的な仕組みづくりを促進することとしており

ます。さらに、少子化の要因の一つである未婚

化・晩婚化に対応するため、県内の一般企業や

団体、市町村などを「縁結び応援団」として募

集・登録するとともに、この応援団が企画する

出会いの機会の情報を、独身男女に提供してま

いりたいと考えております。これらの新たな事

業を含め、少子化対策の一層の推進を図ってま

いりたいと考えております。

○外山 衛議員 関連しまして、新たに設置さ

れる「こども政策局」の体制について、従来の

児童福祉から強化されることは何でしょうか。

また、取り組みを、同じく福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新みやざき創

造戦略に掲げる子育て支援体制の充実に向け

て、少子化対策や子供に関する施策を総合的に

推進するために、「こども政策局」を新しく設

けることとしたところでございます。このこと

によりまして、少子化対策の企画立案機能が強

化されるとともに、幼稚園及び青少年健全育成

業務等が移管されることによりまして、保育所

と幼稚園業務の連携強化や、児童と青少年の健

全育成の一体的推進を図ることができると考え

ております。

○外山 衛議員 関連でございますけれども、

知事にお伺いします。配偶者誘致に取り組みた

いとおっしゃっていますが、これは具体的にど
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のような取り組みになりますか、知事にお伺い

します。

○知事（東国原英夫君） 配偶者誘致というの

は、誘致という言葉が適切かどうかは別にしま

して、ごろ合わせというか、企業誘致と移住誘

致と、移住誘致に絡むということから、配偶者

を招き入れるということは、移住ということに

も資するものかなと思って、誘致という言葉を

使わせていただいたわけでございます。御案内

のとおり、人口減少で少子高齢化が進展する中

で、特に農業を初めとする第１次産業の後継者

につきましては、独身異性と出会う機会が少な

く、結婚のきっかけがつかみにくいことから、

少子化の原因の一つでもある未婚化・晩婚化が

進み、後継者不足、ひいては地域活力の低下に

つながっているという声が、県民から多く寄せ

られております。こうしたことから、来年度

は、未婚化・晩婚化対策に積極的に取り組んで

いくこととしておりますが、具体的には、自然

や文化、農林水産物など地域の宝を活用した交

流や体験イベントを企画し、独身男女の出会い

の場を創出することとしております。また、結

婚を社会全体で応援する仕組みをつくるととも

に、独身男女に対して出会いの情報を提供する

など、結婚のきっかけづくりを支援することと

しております。今後とも、このような事業に取

り組むことで、数値目標として掲げた合計特殊

出生率の上昇はもちろんのこと、本県の地域活

力の再生につなげていければと思っておりま

す。

○外山 衛議員 次に、最近の犯罪傾向につい

てお伺いします。

最近の社会情勢や経済的な問題。日常生活の

中での現実と非現実、常識と非常識。そういっ

た基本的なものを見失っていて、何か世の中に

せつな的な人生観が加速度的に広がりつつある

ように感じております。そのような社会にあっ

て、近ごろ、全国で親族殺人事件の発生がふえ

ているように思います。このことにつきまし

て、平成19年中の本県の親族間における殺人事

件の発生状況と、この件についての県警本部長

のお考えをお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

まず、平成19年中の御指摘の事件でございま

すけれども、２件発生をいたしております。い

ずれも未遂でございます。ただ、ちょっと内容

が……。御披露いたしますが、１件は、いわゆ

る赤ちゃんの産み落とし事件でございまして、

御自宅で子供さんを出産してそのまま放置し、

御家族が気づいて病院搬送して子供さんは事な

きを得たと。一応、殺人未遂ということで立件

をいたしました。それと、２件目もやや特殊な

事案でございまして、いわゆる嘱託殺人の事件

でございます。これもちょっと悲惨なんです

が、高齢者の御夫婦の間で、病気を苦にされた

奥様が、御自身で自殺を図ろうとされたんです

けれども、なかなかうまくいかないということ

で、高齢の御主人に殺人を依頼されて、試みら

れたんですけれども、お助かりになって、御主

人もその後自殺を図られたけれども、死に切れ

なかった。そういう意味で、罪名は殺人でござ

いますけれども……。昨年の親族間殺人の２件

の内容は、こういう内容でございます。

ただ、お尋ねの中にもありましたけれども、

全国に目を転じますと―昨年も幾つも事件は

あったんでしょうが―例えば、東京都の渋谷

区で、21歳の兄が20歳の妹を刃物で殺害をして

ばらばらにした事件、あるいはお隣の鹿児島県

でも、26歳の息子が御両親を殴打して殺害し、
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御遺体を裏庭に遺棄した事案でありますとか、

一昨年ですと、秋田県の藤里町で、母親が実の

娘さんを殺した上、御近所の坊やまで手にかけ

たという連続児童殺人事件など、少なくとも新

聞報道等を見る限り、大変殺伐とした事件が目

を引くというのは、そのとおりであろうかと

思っています。こうした事件が今後、宮崎県下

で発生しないとも限りませんので、県警察とい

たしましては、こうした事案発生時に万全の捜

査対応ができるように、緊張感を持って仕事を

行ってまいりたいと考えております。以上で

す。

○外山 衛議員 続きまして、今の警察本部長

の答弁を踏まえまして―これは関連をつける

わけではありません。関連はつけませんが―

教育長にお伺いします。いわゆる道徳教育の重

要性が最近見直されておりますけれども、現在

の教育現場の課題と取り組みについて、お伺い

をいたします。

○教育長（高山耕吉君） 道徳教育の取り組み

についてであります。社会環境や生活様式が変

化いたしまして、家庭や地域の教育力が低下す

る中、児童生徒の規範意識や命を大切にする意

識の希薄化が懸念されております。このため、

県内の各学校におきましては、これまでも、道

徳の時間や学校行事、さらにはさまざまな体験

活動など、学校の教育活動全体を通しまして、

子供たちに、生命を尊重する心や家族愛、規範

意識等をはぐくむことに努めております。ま

た、地域の医師や助産師、カウンセラーなどを

講師に招きまして、命についての講演会も、す

べての小中学校で実施いたしているところであ

ります。今回示されました学習指導要領改訂案

におきましても、道徳教育を充実し、生命の尊

重を初め、規範意識を高めることなどが重視さ

れておりますので、今後とも、道徳教育の充実

を図りまして、一人一人の子供たちに命を大切

にする心をはぐくむことができるよう、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願い申し上げま

す。

教育長にもう一点、お伺いとお願いでありま

す。学校における歴史教育の課程において、大

昔の歴史は学んでいるようですが、いわゆる近

代史については知識が薄いように思います。歴

史教育について、例えば幕末から現代の歴史に

重点を置いた指導はできないか、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 歴史教育におきまし

ては、その学びを通しまして、我が国の歴史に

対する愛情を深め、国民としての自覚を育てる

ことが重要なことであると考えております。ま

た、近現代史を学ぶことは、現在の日本社会の

理解促進につながる大切な学習であると認識を

いたしているところでございます。近現代史に

つきましては、今回の新しい学習指導要領案に

おきましても、近代史と現代史の２つに分け

て、新たな歴史的事項の学習を加えるととも

に、授業時間数の増加等が図られております。

県教育委員会といたしましては、このような改

訂の趣旨を十分踏まえ、各学校の指導が充実す

るよう、積極的に指導をしてまいりたいと考え

ております。

○外山 衛議員 よろしくお願い申し上げま

す。教育の課程におきまして、例えば昭和の時

代に起きたこと、第２次世界大戦、あるいは社

会問題、あるいは事件、それらを起きた事実と

して知らせることが大切だと思います。客観的

にとらえるべきで、正否の議論、判断について

は個々に任せる、そういった教育を望みます。
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最後になりますが、知事に一つ。これを聞い

てください。知事のブログの関連でございま

す。いろんなことを思うままに書いておられま

す。それはいいと思います。ただ、一つ紹介し

ます。「議会にいると、まるで周り全てが僕の

全否定論者である。人間不信、疑心暗鬼に陥

る。やってることに自信がなくなる。落ち込

む。こんなところにいたら、本当、人間がおか

しくなる。捻くれてしまう。何回も机を引っく

り返しそうになる」。こういうことは私も

しょっちゅうあるんですよ。常に同じ思いを

持っています。でも、まだこんなところにおる

わけでありまして……。わかるんですが、何が

言いたいかといいますと、私どもは決して敵

じゃないということです。敵じゃありません。

つまり、知事と我々は立場が違うから、いろん

なことで議論を交わすわけでありまして、決し

て敵対しているわけじゃないということをわ

かってもらいたいと思います。いずれにしまし

ても、知事は公人でありますから、ブログに一

側面のみ、ある一側面からだけの主張を余りに

も強調されるのは、得策ではないと思います。

知事に限らず、企業も、プロ野球の監督も、

トップは孤独で大変であります。それは宿命で

ありますから、耐えて頑張ってください。元広

島東洋カープの監督古葉竹識さんの色紙には、

常に「耐えて勝つ」とあります。

以上で質問を終わります。（拍手）

○中村幸一副議長 次は、19番中野 明議員。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 質問も最後

から２日目の最後になりますと、もう再々質問

になります。知事におかれては、何で同じこと

を何回もするのか、そんな感じだろうと思いま

すけど、議員は選挙区に帰るとそれぞれ別なも

のですから、選挙区で議会の報告等もあります

ので、再度になりますけど、しっかり御答弁を

いただきたいと思います。それから、私の質

問、上げたり下げたりの質問になります。しか

し、これはお互いに、本当に宮崎県を何とかせ

んといかんという気持ちは一緒だろうと思いま

す。私の偽りのない心境で質問をさせていただ

きます。

昨年は、官製談合で始まり、後は東国原知事

のひとり舞台、県外の人からも「宮崎県はいい

ですね」と、うらやましがられる宮崎県でもあ

りました。テレビ出演によるＰＲ効果は衆目の

一致するところであります。そんなことを考え

ますと、観光・リゾート課の国内宣伝費はゼロ

でいいんじゃないか、その分、削らずに東アジ

アに投入すべきじゃないか、そんな考えも浮か

んだわけであります。また、西都市にはマンゴ

ー御殿ができたという、ちまたの話も聞きま

す。私も宣伝に関しては、ただただ、知事の行

動はすごいの一言に尽きるという思いでありま

す。そこで、何回も同じ質問でありますけれど

も、知事就任後、一生懸命頑張られてきた結果

の当初予算に関する知事の感想をお聞かせくだ

さい。

それから、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。私は、日本の農業は衰退の一途をたどって

いる、危機的状態じゃないかと思っているわけ

であります。５年先、10年先の本県農業の実態

をどのように想定しているのか、畜産も含めて

お尋ねいたします。

それから、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。今後の国産材の供給量、造林計画は、日本

においてどのようになっているのか、お尋ねい

たします。また、林業公社の改善計画は計画ど

おり実行されているのか、現在の借り入れの残

高、そして、今後県からの貸し付け予定はどう
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なっているのか、お尋ねいたします。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。一

般競争入札制度導入後の建設業界・土木行政の

現状についてどのような認識なのか、お尋ねい

たします。

次に、教育長にお尋ねいたします。ちょっと

唐突でありますけれども、県立高校の推薦入学

制度の目的、選抜方法についてお尋ねいたしま

す。

以下、自席から質問をいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

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つの重点施策を初

め、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いては、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。以上です。

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

国産材の供給量や造林に関する計画について

であります。国産材の供給量につきましては、

国の「森林・林業基本計画」におきまして、外

材から国産材へのシフトなどを見込んで、平

成27年の目標量を、間伐材を中心に、16年

の1,700万立方メートルから、600万立方メート

ル増の2,300万立方メートルとしております。ま

た、造林につきましては、平成18年９月に改訂

されました「全国森林計画」におきまして、皆

伐を避け、高齢級間伐を推進することから、平

成16年度からの15年間で、当初111万3,000ヘク

タールの計画が、39％減の67万8,000ヘクタール

に変更されております。

次に、林業公社についてであります。林業公

社は、平成16年時点で、すべての分収林事業が

終了する平成80年度に約134億円の債務が残ると

予測されたことから、平成17年度から19年度ま

での３年間を集中改革実施期間として、抜本的

な経営改革に取り組んでいるところでありま

す。主な取り組みとしましては、低金利資金へ

の借りかえによる利息の軽減、市町村有地に係

る分収割合の見直し、農林漁業金融公庫等に対

する償還金の県による無利子貸し付け、組織の

見直しや人件費の削減等による管理運営経費の

縮減などであります。これらによる効果額は

約140億円を見込んでおり、現時点では計画どお

り順調に推移しているところであります。

次に、農林漁業金融公庫、市中銀行、県、市

町村からの長期借入金残高は、平成19年度末の

見込みで約336億円となっております。また、県

からの貸し付けにつきましては、残高のピーク

を約298億円と見込んでおりますが、実質的には

公社からの償還金がありますので、貸付金は徐

々に減少し、平成37年度までの約122億円と見込

んでおります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県農業の将来についてであります。本県農

業は、国際競争の激化や農業者の高齢化の進

行、後継者の減少、農地の遊休化など、さまざ
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まな課題に直面しております。平成17年に策定

いたしました農業・農村振興長期計画におきま

しては、平成26年には、農業就業人口が現状

の29％減の４万6,000人、耕地面積が5.6％減の

６万6,000ヘクタールとなると見込んでおりま

す。このため、県といたしましては、認定農業

者や農業法人など意欲のある多様な担い手づく

りや、担い手への農地の利用集積などを着実に

進めるとともに、耕種部門では、消費者ニーズ

に即した高品質で安全・安心な生産体制の確

立、畜産部門では、平成26年度には、肉用牛30

万6,000頭体制の実現に向けた基盤の整備などに

取り組み、現状を上回る農業産出が可能となる

生産構造を構築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〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

建設業界・土木行政の現状についてでござい

ます。本県では、建設投資がピーク時の半分程

度に減少していることに加えまして、一般競争

入札の拡大など入札制度改革によりまして、建

設産業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況と

なっております。しかしながら、社会資本整備

の担い手でございます建設産業は、災害時の緊

急対応などに大きな役割を果たすとともに、中

山間地域における地域経済と雇用を支える重要

な産業の一つでございます。このため、入札・

契約制度改革に当たりましては、県発注工事に

ついて原則、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するなど、地

域における建設産業の役割に配慮しているとこ

ろでございます。今後とも、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

ていくことが必要でありますことから、地域企

業育成型の総合評価落札方式を導入し、地域に

根差し、技術力や地域貢献度の高い業者が工事

を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。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。

推薦入学制度の目的についてであります。こ

の制度は、あらゆる角度から生徒の適性や能力

を見ることや、特色ある学校づくりを進めるこ

と、さらには、中学校の教育指導全般を充実さ

せることなどを目的といたしまして、昭和61年

度より実施いたしております。

次に、選抜方法についてであります。中学校

では、高等学校が示す推薦要件に基づきまして

推薦者を決定いたしております。高等学校で

は、提出されました調査書、学校推薦書、自己

推薦書等の書類と、高校で実施いたします面

接、小論文等の結果を厳正に審査し、それらを

総合的に判断して選抜いたしております。以上

でございます。〔降壇〕

○中野 明議員 それでは、再質をさせていた

だきます。今回の当初予算、知事がこの１年、

東奔西走されて、その結果を私は期待したわけ

であります。その結果は、従来の方針を踏襲し

た、俗に言う「持続可能な予算編成」かなと

思っております。宣伝効果は一気に数字に出る

とは思っておりません。決算期も違いますし、

前期で赤字があれば、プラスになってもマイナ

スになったりしますから、一気に出るとは思い

ませんけれども、知事がマニフェストどおり頑

張ってやるというのであれば、１期４年のスパ

ンで考えるとすれば、もう少し積極的に予算組

みされてもよかったんじゃないかな、そんな感

じであります。特に今回は、新年度予算で40億

減っております。この40億が果たしてどうか
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と。これは結果しかわからんわけですけど、平

準化、よその県並みにして40億だったら、知事

の知名度、宣伝効果から見れば、20億でもよ

かったんじゃないかな、それぐらい自信を持っ

てもらいたいなと私は思ったわけです。結果は

１年たたないとわからないということでありま

す。

それで、予算編成も、宮崎県だけ見てはいろ

いろ言えませんから、鹿児島県とか大分県、鹿

児島県は、私に言わせると、大きい声じゃ言え

ませんけど、第二の夕張かなと思われてしまう

ぐらいです。しかし、よう頑張っていると。県

民の目線で見たら、あのくらい頑張ってもらっ

たほうが我々としてはいいわという、いい事例

であります。ちなみに鹿児島県の平成20年度の

基金の期首残高、24億円ですよ、24億。金利の

６％以上の残高がまだ26億ある。それから起債

残高、１兆6,000億ですよ、うちの倍。当然、こ

れには臨時財政特例債とか減税補てん債、ＮＴ

Ｔ債を含むと、ちゃんと書いてあります。地方

交付税で措置されるわけであります。そういう

ことで、歳出額に占める投資的経費、これは単

純ですけど、宮崎県が22％、鹿児島県はそれで

も23％、トータル予算が大きいから、かなり大

きいと思います。

それと、道路改良率、私が住んでいる国富あ

たりも、前のバブル崩壊後の不景気の回復のた

めの公共予算で、一気に広がるところだけ広

がって、舗装までした。そしてまた、細くなっ

たり、広くなったり、そういう状況であります

けれども、主要地方道改良率、宮崎は69％、九

州で下から２番目の悪い改良率です。ちなみに

鹿児島は３番目であります。それから、一般県

道改良率、宮崎は約43％、これは８番目といっ

たら、一番びりだということですね。鹿児島が

４番目ということであります。

私は、厳しい財政の中で知恵を出し、汗を出

し、宮崎県が発展するためのインフラ整備の効

率的な手段として、市場公募債を活用すべき

じゃないかなと思うわけであります。ちなみ

に、この市場公募債の発行状況を見ますと―

これは国の地方財政計画ですね―平成19年度

が全国で３兆4,000億、借款債を入れますと５

兆8,000億、これは総務省もしっかり認めている

話であります。ちなみに九州管内を見て、私は

びっくりしたんですよね。平成20年度、ことし

の発行額を見ますと、福岡が1,600億なんです

よ。そして、これまでの残高が１兆円になると

いうんですね。それから熊本が600億円、トータ

ルでは2,100億円。大分が200億円、残高が460億

円。鹿児島が450億円、トータルだと1,650億円

になるという話です。大分県の一般公募債は、

インターネットで見ますと、100億円は佐伯と宮

崎県の県境間、それと一部交差点等にしっかり

使いますと、そういう使い道が明記されており

ます。

そういうことで、総務部長に、本県の借入金

の利率はどういうことになっているのか、お尋

ねいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 平成18年度末現在

の県債残高は9,173億円でありますが、利率を区

分して申し上げますと、金利が２％以下のもの

が7,041億円で全体の76.8％、２％を超えて３％

以下のものが1,452億円で全体の15.8％、３％を

超えて５％以下のものが551億円で全体の６％、

５％を超えるものが129億円で全体の1.4％と

なっております。全体の平均金利として申し上

げますと、1.87％ということになっておりま

す。以上であります。

○中野 明議員 本県の場合、５％以上が129億
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円ということであります。いろいろ聞きます

と、これは国関係の金融機関が借りかえさせて

くれないということでありますが、これは国は

本当にずるいですよね。高い金利のものを借り

かえさせずに、恐らくその金利分はまた交付税

で措置すると。要はどこか国の金融機関を養っ

ておるようなものじゃないかなと私は思うんで

す。鹿児島県を見ますと、１兆6,000億の中で20

何億ぐらいしかないわけですけど、これは利息

もばかになりませんから、今後、精いっぱい頑

張ってもらいたいと思います。

続けてまた総務部長でありますけど、当初予

算編成時の基金残高に対して、年度内の戻り額

が、例えば平成15年度が305億、16年度が202

億、17年度が196億、18年度が298億、19年度

が85億、東国原知事になって、やっとまともに

なったかなと思うんですけれども。これは悪く

とると、何か見せかけの予算を組んでいるかな

ととられてもしようがないと思うんですね。300

億。議会の議決権、唯一が議決権でありますか

ら、議決した後に300、200、196、ちょっと多過

ぎるんじゃないかなと。昔からそうだったかな

と、私は覚えがないんですけれども。何でこん

な年度内の戻り額が多いのか、総務部長にお尋

ねいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 当初予算編成時に

おける基金残高の見込みに比べ、年度末の基金

残高は増加をいたしておりますが、この要因と

いたしましては、決算剰余金の積み立てや、補

正予算における歳入増・歳出減に伴い、これを

基金に積み戻していることによるものでござい

ます。特に２月補正におきましては、歳入面で

は、県税の見通しをほぼ確定的に見込めるとい

うこと、それから、地方交付税の額の確定があ

るといった要因のほかに、歳出面におきまして

は、１つには、国庫補助事業の額の確定に伴っ

て予算額が減額となること、２つ目には、人件

費が職員数の削減等により減額となること、３

つ目には、その他の一般行政経費が年度途中の

経費節約により減額となること、こういった幾

つかの理由により、歳出全般にわたって減額補

正がなされるということでありまして、ただい

ま申し上げました歳入面と歳出面、両面におい

て確保できた財源を基金に積み立てていくとい

うことでございます。以上でございます。

○中野 明議員 執行残とかそういうのはよく

わかるんですけど、中でも特に補助公共、国の

予算がつかなかったという話が多いわけです。

これは前年度にいろいろ協議した中での話です

から、それにしては多過ぎるなということであ

ります。ぜひしっかりした予算編成に一層努力

していただきたいと思います。

次に、知事にお伺いいたします。今、東国原

知事も、東九州道、一生懸命であります。何で

こんなにおくれたのか。私は代議士のせいじゃ

ないかなと思うんですね、こんなに最後になっ

たのは。 代議士は何しよったのかと、私はそれ

ぐらい言いたいぐらい腹が立つんですけれど

も。この東九州道が開通すれば、経済効果は本

当に大きいと私は思うんですね。今、観光客な

んか皆目入り込みがないぐらいですから。しか

し、全線開通はまだ未定ということになりま

す。そういうことを考えますと、これから直轄

高速自動車道負担金、大体150億要るという話で

あります。よその県などを見れば、10年先しか

その効果が出てこぬ、そういうものは、10年先

に払う借金、これを使ったりするのが一番いい

んじゃないかなと思うわけです。そして、その

直轄分に毎年振り当てていた分で、九州で一番

おくれている県道整備を、これぐらいしていた
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だきたい、整備すべきじゃないかと思うんです

けど、知事のお考えをお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 県債というのは、自

主財源の乏しい本県にとって、高速道路を初

め、社会資本の整備を図る上で必要不可欠な財

源であります。このため、世代間の負担の公平

性に配慮し、かつ、将来の財政負担を見据えな

がら、適切に活用していくことが重要であると

考えております。お尋ねのありました直轄高速

自動車国道事業負担金についてでありますが、

地方債の充当率が90％、つまり枠は決まってお

りますので、その事業費の90％については起債

を発行しているところであります。10年後のど

うのこうのということは、市場公募債という話

になるんでしょうけれども、県債の発行方法の

一つのアイデアではありますが、発行時とか償

還時に非常に各種の手数料がかかるため、現行

の地元金融機関等からの調達と比べて調達コス

トがかかるという課題もございますので、今

後、そういうことも慎重に検討する必要がある

かなと考えております。

○中野 明議員 あわせて、再度お尋ねします

けど、宮崎県は県道整備が非常におくれており

ます。この県道整備についての知事の考えはど

うか、お尋ねいたしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の県道改良率と

いうのは55％で、九州最下位でございますが、

県道というのは、通勤・通学、通院、買い物な

ど日常生活の利便性の向上とか、安全・安心な

暮らしの確保など、重要な役割を担っておりま

すので、安定的かつ継続的な財源を確保して、

着実に整備していく必要があると考えておりま

す。そのためには、現段階では、道路特定財源

制度を維持することが、現実的かつ確実な方法

であると考えておりますので、公開討論会や総

決起大会、さらには要望活動、メディアにおい

ても宮崎の実情などを訴えてきたところでござ

います。今後も引き続き、関係団体とも協力し

ながら、さまざまな機会をとらえて取り組んで

まいりたいと考えております。

○中野 明議員 この市場公募債については、

今回が初めてじゃないんですけど、公募債につ

いては副知事が一番詳しいわけで、恐らく知事

のレクチャーとしては、「知事さん、これは市

中銀行やらが貸さんところが借りるところです

よ」とか―これは100％私の想像ですけど―

そんなレクチャーがあったんじゃないかと思う

んですよ。90％の充当率があっても、90％借り

て払うわけですから、あと１割は手持ちという

こと。今いろいろ聞きますと、90％の充当率が

あっても、その半分は交付税措置があるという

ことなんですね。だから、10年先に払えばいい

市場公募債で道路なんかつくっているところ

は、逆に、毎年、交付税措置だけをもらって、

またそれを運用できるというシステムにもでき

るのかなと思うわけです。この間、政府懇談会

中間報告が出ておりました。道州制、2018年ま

でに完全移行ということであります。私が今

言った、九州管内でことし何百億と借金すると

ころは、結局、道州制になってから借金払えば

いいわけです。私はどうも損したような気がす

るんですよ。つくったほうがましじゃないです

か、知事。知事の回答も、部長連中の意見を丸

読みするときは、どうも元気がないです。まだ

知事の持論になっていないような気がするんで

す。道州制になったときは、宮崎だけが県道整

備が悪くて、よそは借金だけ10年先に払うやつ

を持っていって、宮崎だけは真面目に起債で借

りても３年据え置きぐらいで、３年先からずっ

と払っていっているわけですよ。どうか損する
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ような気がするんです。ぜひ、再度いろいろ検

討していただきたいと思っております。

時間がありませんから、次に移ります。農政

水産部長にお尋ねいたします。2006年の輸入額

は５兆円になっております。輸出額が2,000億

円。今後、ＷＴＯ、ＦＴＡ、ＥＰＡの交渉次第

では関税引き下げの方向になるのかなと。農業

はますます厳しい状況になると私は思うわけで

あります。まず、質問であります。なぜ宮崎県

は後継者が育たないのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業センサス

によりますと、本県における販売農家で、予定

者も含めて後継者のいる農家の割合は、平成12

年が55.6％、平成17年が37.5％と減少しており

ます。農業は、自然を相手にした産業でありま

して、台風などの気象災害を受けやすいことに

加えて、近年では、輸入農産物の増加によりま

して価格が低迷していることなど、農業の持つ

不安定さや農業を取り巻く情勢が厳しくなって

いること、また、このことから所得確保には高

い経営能力が必要となること、こういったこと

が原因で、後継者の減少要因になっているので

はないかと考えております。このような中で、

本県農業の振興を図るためには、収益の向上な

ど、意欲を持って農業に取り組む後継者の確保

は大変重要と考えておりますので、県立農業大

学校における実践的教育の充実強化や、就農希

望者に対する就農相談から経営定着までの総合

的な支援、農業経営の安定のための生産・技術

対策などに取り組みまして、引き続き、後継者

の安定的な確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○中野 明議員 長い答弁でしたけど、一言で

言えば、所得がないということです。それだけ

です。それは後でやりますけど……。

２番目に、19年度の品目横断的安定対策の実

施状況、４ヘクタール以上の対象農業者はどれ

ぐらいか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業センサス

によりますと、まず、経営面積が４ヘクタール

以上である経営体の数は、1,954経営体となって

おります。品目横断的経営安定対策の平成19年

度の加入状況でありますが、経営面積が４ヘク

タール以上という要件を満たして加入した経営

体は、317経営体となっております。ただ、農地

が少ない場合などの特例がございまして、４ヘ

クタール以上なくても加入した経営体が746経営

体ございまして、合計1,063経営体が加入を申請

しているところであります。

○中野 明議員 いろいろヘクタールの話など

を聞きますと、非常に優秀かなと思いきや、逆

に加入申請者と水田面積とを比較しますと、

今、部長が答えた加入申請者の占める耕地面

積、約５％なんですよ、５％。いかに国の農業

下請政策が宮崎にそぐわないかということであ

ります。私の周りを見ても、後継者がいるとこ

ろは本当に少ない。食料供給基地とか言ってい

ますけど、もうそんな話じゃないんです。今、

田んぼもただでも借りてくれない、そういう状

況に来ているんです。だから、私が言いたいの

は、今度、米・欧のＥＰＡの交渉が進めば、日

本の農産物はまた5.7％減ると。逆にＧＤＰは伸

びるという話。これは国策優先ですよ。それは

それでいいんだけど、それじゃ、それでもう

かった分はもうちょっと農業に金回せと、それ

ぐらい私は知事に頑張ってもらいたいんです。

例えば、今、20町を若い者がつくろうとします

と、米で年間470万ぐらいしかとれない。20町つ

くろうとすると、６反ぐらい減反しなさいとく

るわけですよ。これはどうなっているのと。26
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町つくるときは30町ばかりつくらにゃだめだ

と、そんな話。要は、民主党じゃないですけ

ど、もうそろそろ農業所得の議論に入らんとだ

めですよ。国の施策の丸々下請でね、部長も歯

切れが悪いでしょう、答弁。わかっておっても

答えられんのですよ、国の制度を持っておる以

上は。知事、しっかり、元気が出るように、宮

崎らしさとよく言いますけど、本当に宮崎しか

できない農業所得政策をやってもらいたいと

思っております。

それから、もう一つ、青果物安定対策を充実

すべきじゃないかと思うわけですけど、部長に

お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 野菜の価格は、

他の農産物に比べまして変動が大きいですか

ら、野菜生産農家の経営安定を図るため、価格

の著しい低落があった場合に、国、県、生産者

等が造成した基金から、生産者に対して補てん

金を交付する青果物価格安定対策を現在講じて

おります。平成18年度は、この対策によりまし

て、本県の主要品目であるキュウリ、ピーマン

を初め、特産品目であるニガウリ、ニラなど31

品目に対して９億2,000万円が交付され、県内野

菜生産農家の経営安定に一定の効果があったと

考えております。県といたしましては、平成20

年度から、県単独による補てん率の強化と対象

品目の拡大を行うなど、対策の充実を図ること

といたしております。今後とも、本対策を活用

しつつ、市町村や関係団体と連携しながら、コ

スト低減対策の強化や、新しい品種・栽培技術

の導入、契約取引の拡大等の総合的な対策に取

り組みまして、野菜生産農家の経営安定に努め

てまいりたいと考えております。以上です。

○中野 明議員 それだけ積極的に制度をつ

くっても、今ある人が利用するだけで、それが

あるから農業を始めようという人はいないわけ

ですよ。不思議なことに―何の価格を安定さ

せるか、知事、わかりますか。３カ年の平均価

格を保証しますよということです。３カ年安い

価格だったら、その価格での保証になってしま

うんです。だから、今度みたいに重油が上がっ

たとか、そんなのは関係ないわけです。ようわ

からん。本当にしっかりした議論をして、本当

に農家の人が喜ぶような政策をしないと意味が

ないと私は思っておりますので、しっかり本音

の議論を、余り国には言えんでも、じわじわ、

隅のほうでもいいですから、議論をしていただ

きたいと思います。

それでは、次は、知事にお尋ねいたします。

林業公社についてであります。この公社

は、1950年から1960年代、国策として設立され

たわけであります。全国で40社、負債総額１

兆2,000億円、これも輸入自由化の弊害が出てい

るわけであります。滋賀県が約1,000億円の累積

債務を抱えて特定調停に持ち込んだ。これは債

権放棄とか金利減免、そういうことでありま

す。岡山県が700億円の繰り上げ償還。岩手県

が624億円の債務を引き受け公社を解散。大分県

が285億円で公社を解散、そういう状況でありま

す。ここ（議場）を見てください、杉はどこに

も使っていない。宮崎県は杉生産が日本一とか

言いますけど、何で使っておらんのかなと思う

んです。そんなことを考えますと、完全に需要

と供給のバランスが壊れておる。幾ら知事が

トップセールスしても、もう杉は高く売れんの

じゃないかと、私はそう思う。今度80年材にす

るという話です。今いろいろ聞くと、30年ぐら

いのものが一番沖縄に売れているという話もあ

るんです。30年ぐらいの杉がですね。今の政

策、80年伐期にしたりとか、そんなところで本
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当に採算がとれるのかと思うわけですけど、今

いろいろ部長のほうから答弁いただきました。

そういう計画が、それ以上、下ぶれするときに

は、やっぱり抜本的な改革をすべきじゃないか

と思うんですけど、知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 林業公社につきまし

ては、弁護士、税理士等の有識者から成る研究

会や、平成18年度の包括外部監査による提言・

意見を踏まえて、森林整備を進める上での林業

公社の必要性や、県の財政負担を最小限にする

観点から、林業公社として存続することが最も

適切と判断したところであります。今後とも、

経営改善に全力で取り組むとともに、社会経済

情勢の変化等に適切に対応するため、常に見直

しを行ってまいりたいと思います。

○中野 明議員 知事、どうも、おれはこんな

こと納得していないというような感じですけ

ど、これは大事な話ですよ。しっかり見なが

ら、80年先、もうだれも生きていませんよ、こ

こじゃ。もうちょっとしっかりした見方をして

いただきたいと思います。

また、ことしは、木の香あふれる街づくり推

進事業5,900万円、（発言する者あり）多いで

しょう。これは、杉を使ってください、使った

ところには補助金をあげますよという話なんで

す。ここまでせんと杉は売れんということです

よ。確かに需要と供給のバランス。ですから、

今度、「未植栽地、みんな植えます」と、知事

は言われました。私はいいことだと思います

よ。だけど、杉をどれぐらい植えるのか、これ

はしっかり見通しを―さっき何ヘクタールと

か言われたけど、あんなのは全然感覚じゃわか

りません。しっかり見きわめて、宮崎県だけが

してもしようがないですから、やっぱり全国知

事会等で―これは国の責任もあるわけですよ

―しっかりこういうことをやっていただきた

いと思います。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。こ

れも、私も聞いて覚えておりますけど、予定価

格、最低価格、簡単でいいです、部長は答弁が

長いから……。そして、利益率はどうなってい

るのかお尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 予定価格でご

ざいますけれども、標準的な施工能力を有する

建設業者が、それぞれの現場条件に照らして、

最も妥当性があると考えられる標準的な工法で

施工する場合に必要となる経費を基準として、

設定したものでございます。このうち、会社の

運営等に必要な経費や利益は、一般管理費とし

て一括して設定しているところでございます。

また、最低制限価格でございますが、競争入札

に付した工事について、契約内容に適合した履

行を確保するために必要な最低限の価格を設定

しておりまして、請負者が利益を見込めるか否

かにつきましては、個々の企業の施工能力、建

設機械の保有状況、資材の調達状況等により異

なってくるものでございます。

○中野 明議員 予定価格、最低価格でありま

すけど、今回、県は最低価格を引き上げまし

た。恐らく、今の80～85％で最初からやってお

れば、倒産しなかった企業も何社かおるのかな

と思ったりするわけであります。いかに利益率

なるものが計算できていないかということだろ

うと思います。利益の出ない会社は価値がない

と一般的には言われているんです。だけど、

やっぱりこういう受注企業の場合は、入札にな

りますから、それぞれとるわけですけど、しっ

かりこの予定価格、最低価格、単なる机上論

じゃなくして、現実に合わせて、いろいろ問題

点があったら、検討などというのは２～３日か
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４～５日でやってしまわないと、本当に業者は

これから大変ですよ。ぜひしっかりこの予定価

格、利益率を検討していただきたいと思ってお

ります。

それから、入札不調分の取り扱い、年度繰り

越し等はどうなっているか、これも簡単で結構

です。

○県土整備部長（野口宏一君） 入札不調でご

ざいますけれども、19年度１月末までに、建設

工事で42件発生しており、年度後半になりまし

て県北地域で多く発生しております。うち33件

については、等級区分等の入札参加資格の見直

しなどにより、再度の入札の上、工事に着工し

ており、現時点で残り９件が、引き続き入札手

続中となっております。また、すべて11月以降

に発注した工事で発生しておりますことから、

うち16件につきましては、入札不調により、新

たに繰り越しを予定しているところでございま

す。入札不調は、発注が年度後半に集中してい

ることや、小規模業者が制度にふなれであった

こと等に起因していると考えられますので、引

き続き、発注時期の平準化や小規模業者に対す

る入札制度の啓発を行ってまいりたいと思って

おります。

○中野 明議員 いろいろ部長の答弁、わから

んでもないですけど、現実はそうでない部分も

あるわけですね。やっぱり利益が出ないと、あ

そこをしたら損するという話もたくさんあるわ

けですよ。それをどうするかというと、ランク

を変えてやる、最終的には随契みたいになる

と。それから、もうぼちぼち田舎は早期水稲が

始まります。私はこの間も陳情を受けました。

「あの土手の災害復旧工事を何とかしてもらわ

んと、水がためられぬ」という話だった。いろ

いろ聞いたら、「小さい工事はしてくれる業者

がいないんです」という話もあるんです。外山

衛議員も言いましたけど、最低価格の250万、こ

れはしっかり見直す必要があるんじゃないか

な。それで厳密に、責任者を張りつけたりする

となると大変です。小さい工事を２つ、３つ集

めて、やっとしてもらったという話も出ており

ますから、しっかりこの不調分の取り扱い、現

実に即した早急な対応をお願いいたします。最

後に、地域貢献度とは何ぞや、もう一回お願い

いたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合評価落札

方式の評価項目として、地域社会貢献度を設定

しているところでございまして、内容といたし

ましては、本支店の所在地の状況、管内におけ

る災害時の地域貢献またはボランティア活動の

実績、さらには、障がい者の雇用状況を評価の

対象としているところでございます。

○中野 明議員 災害時のボランティアの評

価、どうするのかなと。私の知っている範囲で

はみんな出払っているんですよ。５人行ったと

ころ、10人行ったところ。５人行ったところは

５点か、10人行ったところは10点やるのか、こ

れは難しいですよ。会社規模でみんなやってい

る。今後、この地域貢献度、大事なことであり

ますけど、しっかり明確な方法論を出していた

だきたいと思います。

私、今、建設業で一番心配しているのは、い

ろんな支援制度ができたと言いますけど、銀行

さんは、今後は建設業に新しい融資は絶対しな

いと思いますよ。逆に貸しはがしはあってもで

すね。なぜかというと、売り上げのめどが立た

ない。売り上げのめどが立たないのに貸す、こ

れは背任行為ですよ。保証協会でも私は同じだ

と思いますよ。部長がやれと言ったって絶対そ

んなことしませんよ、保証協会。私はこれだけ
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厳しいと思っていますから、十分に、机上論

じゃなくて現実論に入っていただきたいと思い

ます。

時間がなくなりました。教育長にお尋ねいた

します。県立高校普通科の推薦入試制度、普通

科以外はわかるんですけど、もう普通科では廃

止すべきじゃないかと思うんですけど、御意見

をお尋ねいたします。

○教育長（高山耕吉君） 推薦入試では、一般

入試の学力検査ではかることができない目的意

識や学習意欲、個性など、生徒のよさを見るこ

とができます。また、推薦入試で入学した生徒

の多くが、学業はもとより、生徒会活動や部活

動など、各分野で学校の中心となって意欲的に

活躍いたしておりまして、推薦入試が、学校の

魅力や活性化につながっているものと認識いた

しております。このようなことから、普通科に

おきましても、推薦入試の意義は大きいものが

あると考えております。推薦入試につきまして

は、平成17年度に小論文を導入するなど、これ

までも見直しを行ってきたところでございます

が、今後とも、高等学校はもとより、中学校等

からも幅広く御意見等を聞きながら、入学者選

抜の改善に鋭意努めてまいりたいと考えており

ます。

○中野 明議員 机の上では立派なことが言え

るんですけど、わずか２～３時間で本人の一生

を左右するような、そこまで見られるのかなと

思うんですよ。全国やっていますけど―オン

リーワンと言っていいのか悪いかわかりません

けど―ぜひ率先して、やるんだったら、やっ

ぱり追跡調査ですよ。推薦入学で目的を持って

入ったところがどこまで達成されたか、私はそ

こまでやるべきだと思いますよ。五ヶ瀬の中高

一貫校だってそうです。あれだけの自然の中で

寄宿舎生活をやって、社会に出て、それじゃど

れだけ普通高校を出たのと違うか。それがない

と、あそこは意味がないわけですよ、最初につ

くった意味が。私は、そういうしっかりした追

跡をやるべきだと。このような入試が必要なら

ば、しっかり３年生が卒業するときに、目的追

求をすべきだと思っております。教育長、どう

もお疲れさまでした。

最後になりますけど、知事に要望しておきま

す。政府の地方分権改革推進委員会、それから

全国知事会では、国の出先機関を統廃合して、

国の出先機関の８割、2,770機関を廃止・統合す

るという案が出ているようであります。私は、

まず地方分権の第一歩は、国の出先をなくすこ

とだと思っております。ぜひ知事、頑張ってい

ただきたいと思います。

それから、宮崎の再生、やっぱり基本は人口

ですよ。人口を減らさぬこと、ふやすことだ

と。それには企業誘致も一番近道だと思ってお

ります。前回、野辺議員が言いました、「週の

半分は東京でいいんじゃないか」と。私もそう

思います。こっちは予算が決まれば、副知事と

部長がおれば大体できますから、半分ぐらいは

東京へ行って頑張っていただきたい。都知事

も、必要なときしか都庁には出ないという話で

すよ。近いでしょうけどね。人は、「あんなに

東京へ行っていて、知事は仕事ができるんだろ

うか」という話もあるけど、「いや、大丈夫。

部長と副知事がおれば大丈夫だ」と言っており

ます。ぜひ知事、頑張っていただきたいと思い

ます。以上で終わります。（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。
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本日はこれで散会いたします。

午後２時38分散会

平成20年３月４日(火)


