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平 成 2 0 年 1 1 月 2 5 日 ( 火 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11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 高 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 廣 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 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 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 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 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 星 原 透 （ 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

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 高 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 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

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

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 総括質疑

○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、議案第10号「平成19年度決算

の認定について」に対する総括質疑でありま

す。

それでは、ただいまから総括質疑に入りま

す。

総括質疑についての取り扱いは、お手元に配

付の総括質疑時間割のとおり取り運びます。

〔巻末参照〕

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。９月定例議会の閉会からわずか１月

半というのに、この短い期間でありながら、日

本人が次々にノーベル賞を受賞するという誇ら

しいニュースが流れたと思いきや、国会の政局

か景気対策か、はたまた市場原理主義、拝金主

義に基づいた金融バブルの崩壊は、100年に一度

という世界大恐慌に匹敵する世界大不況へと突

入する気配であります。また、想定外の事件・

事故、先日はまた、厚生事務次官等のＯＢをね

らったテロ殺人なのか、単なるペットのあだ討

ちなのか、まさに瞬時にして国内外、世界の隅

々から大量の情報が茶の間に入り込んで、脳内

革命ならぬ脳内進化に努めないと情報の処理が

できない状況であります。季節はあっという間

に冬支度となり、世間の冷たい風が身にしみ入

る昨今であります。そうした中、19年度の質疑

を行うわけでありますが、何かしら遠い昔のこ

とのようで、頭の切りかえが大変でありまし

た。

それでは、議案第10号「平成19年度決算の認

定について」に対して、自由民主党を代表して

総括質疑を行います。

昨年度を振り返りますと、県政においては、

東国原カラーの出た、知事の初めての予算によ

る今回の決算と相なるわけであります。一方、

国においては、福田内閣が発足し、１年過ぎた

任期中、主役の座から降壇した形となり、現

在、麻生内閣となっております。このように

国、県とも激動の中で、県民が真に必要とする

行政サービスを、しっかりとした理念のもとに

決定し、精査する経営感覚が必要であります。

そのような中、平成19年度当初予算の基本的な

考え方について、知事は、「県政を刷新し、新

たな宮崎の創造に向けて、県民総力戦による県

づくりを推進する」との観点から、平成19年度

予算を「宮崎を変える！みんなで変える！新み

やざき創造予算」と位置づけたところであると

言われております。今回、東国原知事が初めて

編成した予算に対する決算であります。予算編

成時に目指された方向に基づいて、県民の税負

担を税源としての予算がきちんと執行され、そ

の結果、県民福祉の向上に、どれだけの行政効

果に波及したのかという観点から、各分野にわ

たり、通告に従い質疑をさせていただきます。

まず初めに、平成19年度決算に対する総括的

な質疑を行います。

平成19年度の一般会計決算は、歳入が5,564億

円余り、歳出が5,517億円余りとなり、前年度と

比較して、歳入が439億円余りの減、歳出が427

億円余りの減となっております。率でいうと歳

入が前年度に比べ7.3％の減、歳出が7.2％の減

と、平成11年度から９年連続で減少しておりま

す。一方、翌年度への繰り越すべき財源を差し

引いた実質収支では24億8,375万円余りとなり、

平成20年11月25日（火）
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黒字が確保されました。また、単年度収支につ

いても、昨年の約１億円の赤字から約５億5,000

万円の黒字となりました。

内訳については、歳入において、税制改正な

どにより個人県民税が増収となり、県税全体

で13.3％のプラスになったものの、国庫支出金

の減や県債発行額の抑制などで、依存財源の多

い本県にとっては大変厳しい状況になったとこ

ろであります。歳出については、人件費などの

義務的経費が2,596億円余りで、前年度比１億円

余りの減、0.1％の減となり、公共事業の縮減に

より普通建設事業費が167億円余りの減となった

ため、投資的経費は1,243億円余りと前年度

比389億円余りの減、率でいうと23.8％の減と

なっております。なお、県債発行額は68 1

億1,800万円余りと、前年度に比べ147億7,300万

円余りの減と４年連続減少となっております。

一方、県債現在高は、これまでの経済対策や

災害復旧対策、特例地方債の発行等により9,146

億7,200万円余りと、前年度に比べ27億2,500万

円減少となっておりますが、依然、今後の公債

費負担が本県財政にとって大きな圧迫原因とな

ることが懸念されます。さらに、監査委員から

も、「本県の財政は、県税等の自主財源比率が

低いなどの構造的な課題を抱えており、今後、

社会保障関係費や公債費の増加等により、財政

状況を取り巻く環境は一層厳しさを増すことが

予測される」と指摘されております。

そのような中、平成19年度の決算状況につい

てどのように受けとめているか、どう総括して

いるか、知事の所見を伺います。

以上、壇上からの質疑を終わり、以降、質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 決算の総括

についてであります。本県の財政は、自主財源

の占める割合が低く、財政基盤が脆弱な上に、

地方交付税等の削減や社会保障関係費の増大等

により、大変厳しい財政運営を強いられまし

た。このため、平成19年度の財政運営に当たり

ましては、「宮崎県行財政改革大綱2007」の財

政改革プログラムに基づき、義務的経費の削減

や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の徹底

的な見直しなどの取り組みを通じて、行財政改

革の徹底を図る一方、新しい総合計画「新みや

ざき創造計画」を策定し、その新みやざき創造

戦略として掲げる重点施策について、効率的か

つ効果的な推進に取り組んだところでありま

す。また、予算の執行に当たりましても、本県

の財政状況について、職員一人一人が十分認識

し、年度を通じて計画的、効率的な執行を図る

とともに、県税収入を初めとする自主財源の積

極的な確保や、徹底した経費節減に努めたとこ

ろであります。このような取り組みの結果、平

成19年度は、全体としては厳しい財政状況に対

応した堅実な財政運営を図ることができたもの

と考えております。以上です。〔降壇〕

○萩原耕三議員 次に、財政運営についてであ

ります。

本県の財政は、県税等の自主財源比率が低い

などの構造的課題を抱えており、先ほども申し

ましたが、県債残高の累増、その償還の大きな

負担など、極めて厳しい状況であります。さら

に、今後の社会保障関係費の増加等により、財

政のかじ取りがますます難しいものとなってき

ております。そのような中、平成19年度の決算

から導入されることになった財政健全化法に基

づく健全化判断比率について見ますと、財政規

模に対する一般会計等の赤字額の占める割合で

ある実質赤字比率、及び財政規模に対する特別

会計なども合わせた全会計の赤字額の占める割

平成20年11月25日（火）
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合である連結実質赤字比率については、それぞ

れ黒字であり、問題はないものと考えておりま

す。また、３つ目の指標である実質公債費比率

でありますが、これは財政規模に対する公営事

業などの負債も含めた負債の占める割合は12.2

％であり、早期健全化基準の25％、財政再生基

準の35％を下回っております。さらに、４つ目

の指標である将来負担比率であります。これは

財政規模に対する公営事業、公社等の関連会計

・団体も含めて、将来、県が負担すべき負債の

占める割合であり、212.3％と、早期健全化基準

である400％以下であり、クリアをしておりま

す。

しかしながら、財政構造の弾力性を判断する

ための指標である経常収支比率で見ますと―

これは人件費、扶助費、公債費等の経常的に支

出される経費に、県税や地方交付税などの一般

財源がどの程度使われたかをあらわすものであ

ります。経常収支比率が低いほど、経常的な支

出以外の政策的な経費に充てることのできる財

源が多くなり、弾力的な財政運営ができるわけ

であります。一般的には、この比率が80％を超

えると弾力性を失うと言われております。本県

においては、平成元年度は69.1％でありました

が、平成９年度に80％を超え、徐々に増加し、

平成18年度は92.1％、さらに平成19年度は2.2ポ

イント増えて94.3％と財政の硬直化が見られま

す。

そのような中、平成19年度以降も第２期の財

政改革推進計画に基づき、さらなる義務的経費

の圧縮や投資的経費の縮減・重点化に取り組ん

でおられるところでありますが、平成19年度に

おける財政改革の成果及び今後の財政運営につ

いてどのように考えておられるか、知事にお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 平成19年度は、「宮

崎県行財政改革大綱2007」の財政改革プログラ

ムの初年度であったことから、義務的経費の削

減や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の徹

底した見直し、財源確保対策など、財政健全化

に向けた取り組みを積極的に推進したところで

ございます。具体的には、一般会計に係る職員

数を249名削減したほか、予算編成に当たりまし

て、投資的経費の縮減・重点化により約46億

円、事務事業や県単補助金の見直しにより約86

億円の削減効果があったものと考えておりま

す。

しかしながら、三位一体の改革等により大幅

に削減された本県最大の歳入財源である地方交

付税等は、依然として減少しており、また、今

後の社会保障関係費や公債費の増等により、引

き続き多額の収支不足が見込まれるところであ

ります。このため、引き続き財政改革プログラ

ムに基づき、収支不足の圧縮を図るとともに、

持続的に健全性が確保される財政構造への転換

に向け、財政改革を着実に推進していくことが

最重要課題だと考えております。

○萩原耕三議員 次に、政策評価についてであ

ります。

平成20年度の政策評価は、平成19年６月に策

定された宮崎県総合計画「新みやざき創造計

画」の重点施策、いわゆる新みやざき創造戦略

について、内部評価及び外部評価を実施してお

られます。この外部評価は、新みやざき創造戦

略評価委員会が評価したものであり、具体的に

は、新みやざき創造戦略の３つの戦略、戦略１

は、「郷土の宝『宮崎人』づくり」、戦略２

は、「成熟社会における豊かな暮らし」、戦略

３は、「『経済・交流』拡大」ということであ

ります。また、この枝として16の戦略が構成さ

平成20年11月25日（火）
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れ、56の重点項目があります。この56項目の進

捗状況について、平成19年度の実績や成果等に

基づき、新みやざき創造戦略工程表に照らし

て、ＡからＣの３段階の評価が行われました。

Ａ評価は、すべての項目において工程表どおり

進んでいるものとして、56のうち39、率にして

約７割となっております。また、Ｂ評価は、お

おむね工程表どおり進んでいるが、一部におく

れを生じているものが、残り17となっておりま

す。Ｃ評価の、工程表よりおくれている項目が

多いというのは、ゼロということになっており

ます。非常に高いレベルで順調に政策が展開し

ているものであるとなっております。あくまで

も、県内外の有識者９名で構成される新みやざ

き創造戦略評価委員が、戦略の進捗状況等につ

いて評価したものであり、その結果がどうこう

ということは言いません。要は、政策評価の本

来の目的である、県が行っているさまざまな取

り組み、施策について評価を行い、その結果を

今後の施策や事業の企画立案、実施に活用、反

映させていくことが重要であります。この政策

評価結果について、感想及びその結果を今後、

県政にどのように生かしていくか、あわせて知

事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 政策評価の結果につ

いてであります。今回の結果を見ますと、全体

としてはおおむね順調に進捗しているのではな

いかと考えておりますが、中には、僻地医療提

供体制の充実や新規雇用の創出など、目標達成

のためには相当の努力を要するものもありま

す。また、外部評価委員会から、例えば医師確

保の問題など、県としての取り組みは、工程表

上は着実に進んでいるものの、社会的状況とし

てはまだまだ不十分な状況にあるとの意見もい

ただいております。このため、私といたしまし

ては、今後の施策展開や来年度事業の検討にお

いて、今回の評価結果を十分に踏まえるととも

に、あわせて、県民総力戦による取り組みを進

めながら、新みやざき創造戦略の目標達成を目

指してまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 次に、先ほど述べました重点

施策である新みやざき創造戦略として、より重

要性や緊急性の高い課題に対応されております

が、その中で、進捗率に一部のおくれを生じて

いる施策を中心にお伺いいたします。

初めに、「郷土の宝『宮崎人』づくり」戦略

についてであります。この戦略の中で特に大事

なのは、いじめ等悩みを抱える児童生徒の相談

窓口についてであります。そこで、教育長に２

点お尋ねいたします。

新しい宮崎をつくっていくのは、時代の変化

に対応できる柔軟な発想と行動力を持った人で

あり、人づくりはまさに県づくりの基本であり

ます。宮崎を愛し、宮崎に誇りを持ち、郷土を

支える知・徳・体の調和のとれた人材を育成す

ることが必要であります。そのような中、いじ

め、不登校、非行など生徒指導の重要課題につ

いて、未然防止や早期発見・早期対応ができる

ような生徒指導の総合的な体制の充実や、問題

行動などの解決を図るため、小学校や中学校に

スクールカウンセラーなどの相談員を配置され

たところであります。平成18年度の公立小・中

・高等学校不登校児童生徒が1,348人あったみた

いですが、平成19年度はどうであったのか、ま

た、事業の成果をどのようにとらえているか、

さらに、今後の取り組みについてどうしていく

のかが、第１点目。

２点目として、宮崎の教師力アップについて

であります。やはり子供たちの教育の場という

のは、第一義的には家庭でありますが、社会人

平成20年11月25日（火）
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として自立するために必要な学力や、集団生活

を営む上で必要な社会性の育成については、学

校が中核となる役割であります。子供の成長過

程において、先生の影響力というのは、その子

の将来までも左右すると言っても過言ではあり

ません。そこで、平成19年度の新規事業で取り

組まれた、教師に求められる授業力、幅広い社

会性、マネジメント力の育成を目指した「みや

ざきの教師力アップ事業」について、どのよう

な取り組みを行い、どのような成果があった

か。２点について教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、不登校児童生

徒数についてでありますが、文部科学省が実施

した調査によりますと、平成19年度の本県公立

小・中・高等学校における不登校の児童生徒数

は1,318人で、平成18年度と比べまして30人減少

している状況であります。

次に、自己指導能力育成充実事業についてで

あります。この事業では、小中学校に地域の人

材や臨床心理士等を、「子供と親の相談員」や

スクールカウンセラーなどとして配置してまい

りました。また、本事業とは別に、高等学校に

は、教育相談並びに生徒指導を専門的に担当す

る教師を配置してまいりました。このような取

り組みによりまして、平成19年度に小中学校で

不登校になった児童生徒のうち、同一年度内で

約３割が登校できるようになり、好ましい変化

が見られるようになった児童生徒も加えますと

５割を超えるなど、児童生徒の心に寄り添う相

談員等の果たす役割は大変大きなものがあると

考えております。今後とも、市町村教育委員会

や学校とも連携を図りながら、スクールカウン

セラー等の配置や活用のあり方を工夫するな

ど、相談体制の一層の充実に努めてまいりたい

と考えております。

次に、みやざきの教師力アップ事業について

であります。この事業は、校内研修推進モデル

事業、宮崎授業力リーダー養成事業、及びスー

パーティーチャー制度の３つの取り組みで構成

されております。１点目の校内研修推進モデル

事業につきましては、研修の基本であります校

内研修を活性化するため、モデル校を15校指定

し、大学教授等による授業力向上のための授業

研究会や、社会性、マネジメント力をテーマに

した研修等を推進したところであります。２点

目の宮崎授業力リーダー養成事業につきまして

は、将来の授業力リーダーを育成するため、25

名の若手教師を対象に、指導力にすぐれた教師

を塾長とする５つの養成塾を設置したところで

あります。この養成塾では、塾生の授業を塾長

やその他の塾生等が参観し、塾長による授業改

善に向けた指導助言や塾生相互の率直な意見交

換を通して、リーダーとして必要な授業の企画

力や実践力等の向上に取り組んだところであり

ます。最後に、スーパーティーチャー制度につ

きましては、すぐれた教育実践を行っている17

名のスーパーティーチャーが、延べ58回の公開

授業や研修会を通し、約740名の教師に対し、高

い指導技術等の普及を図ったところでありま

す。これらの取り組みによりまして、授業力や

幅広い社会性、マネジメント力等、教師として

必要な資質の一層の向上が図られたものと考え

ております。以上であります。

○萩原耕三議員 次に、福祉保健部長に４点ほ

どお尋ねいたします。

まず第１点は、子育て支援体制の充実につい

てであります。平成19年の本県の合計特殊出生

率は1.59と、平成18年に引き続き若干向上し、

沖縄県に次いで全国２番目でありますが、依然

として少子化の進行は深刻な状況であります。
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地域における子育て支援や、仕事と家庭が両立

できる環境づくりなど、子育て支援体制の充実

が重要であります。また、子育て支援について

は、県のみならず市町村、ＮＰＯ、民間、地域

との連携もまた必要であり、知事の言われる県

民総力戦で取り組むべき課題であります。出生

率向上のための施策も充実させていく必要があ

ります。平成19年度の事業としてどのように取

り組み、その成果はどうであったか。また、今

後どのように施策を展開していくかをお尋ねし

ます。

２点目でありますが、「成熟社会における豊

かな暮らし」戦略の中の医師確保対策について

であります。最近の事例では、都内に住む女性

が脳内出血を起こし、都立病院など８つの医療

機関から次々と受け入れを断られ、赤ちゃんを

出産してから３日後に亡くなられた痛ましい事

件がありました。医師の多いとされる都会でも

このような状況であります。県民が安心して適

切な医療が受けられるよう、地域医療の現場を

安定的に支える医師の育成確保を図ることは、

大きな県政の課題であることは言うまでもあり

ません。そこで、平成19年度における医師確保

対策により、県内の医療提供体制、特に僻地医

療体制は向上したのか。また、小児科医につい

ては全国で下位のほうに位置しており、その対

策は急務であります。小児医療についてどのよ

うな取り組みをなされたのかお尋ねします。

３点目として、地域における健康づくりの推

進についてであります。県民ひとしく、住みな

れた地域で、より生き生きとした暮らしを送る

ことは県民の願いであります。生活習慣病対策

による病気予防の促進、高齢者の介護予防の促

進など、県民の健康づくりの向上を図ること

が、地域福祉のさらなる充実につながっていく

と考えられます。特に、超高齢化社会を迎える

今日、高齢者の介護予防は重要であります。平

成19年度新規事業で実施された、モデル市町村

が専門家と協働して取り組む高齢者向けの介護

予防プログラムの開発や実践、専門家等による

各市町村の介護予防事業の評価・分析について

は、興味を引かれるものであります。また、私

も該当すると思われますが、メタボリック対策

についてどのような取り組みを行ったのか、非

常に興味があります。これらの事業による成

果、及び今後どのように施策展開されていくか

お尋ねします。

４点目として、障がい者の就労支援について

であります。平成18年４月の障害者自立支援法

施行に伴い、障がい者の地域における自立した

生活を確保するため、障がい者の就労支援強化

について、関係機関が取り組む内容や連携方法

について共通の指針が定められました。しかし

ながら、平成19年６月時点の障がい者雇用率を

見ると、県では2.11％、県教育委員会では1.37

％、市町村では2.28％という状況でありまし

た。行政機関としては、率先して障がい者の雇

用促進に取り組むべきであります。また、県内

の就労継続支援事業所等で働く障がい者の工賃

水準の向上を図ることも重要であります。さら

に、障がい者の特性に応じた福祉保健医療サー

ビスの確保や、発達障がい者への対応、障がい

児療育支援体制の整備については、グループホ

ーム等居住の場の確保などが喫緊の課題であり

ます。そのような中、平成19年度に事業・施策

が実施されたようでありますが、障がい者の就

労がどう向上したのか。また、今後どのような

施策を打ち出すことで、より一層の成果を上げ

ていくのか。以上４点について福祉保健部長に

お尋ねいたします。

平成20年11月25日（火）
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○福祉保健部長（宮本 尊君） まず、子育て

支援対策についてであります。平成19年度は、

知事を本部長とする宮崎県子育て応援本部を設

置し、県庁内推進体制の一層の強化を図り、各

種施策の推進に努めたところであります。具体

的には、民間の事業所、店舗などの協賛を得て

実施しております「みんなで子育て応援運動」

などの推進により、社会全体で子育てを応援す

る機運づくりや仕組みづくりを進めるととも

に、子育て家庭の負担軽減のための乳幼児医療

費助成制度の拡充に向けた検討や、児童の放課

後対策、保育対策の充実に取り組んだところで

あります。このような取り組みの結果、みんな

で子育て応援運動への参加事業所が、平成18年

度末から226件増加し、790件となるとともに、

放課後児童クラブや一時保育、特定保育の実施

施設が増加するなど、子育て支援の充実が図ら

れたものと考えております。今後とも、次世代

育成支援宮崎県行動計画に基づき、子育て支援

施策の推進を図り、安心して子供を生み、育て

られる社会の実現に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、医師確保についてであります。県とい

たしましては、深刻化する医師不足に対応する

ため、医師修学資金等の県独自の事業を展開し

たほか、市町村と一体となった医師確保対策の

推進や、国へ医師確保に向けた抜本的対策につ

いて要望するなど、さまざまな取り組みを行っ

たところであります。このうち、僻地につきま

しては、自治医科大学卒業医師の市町村への派

遣等に加え、平成19年度は、医師派遣システム

により新たに医師を採用し、市町村に派遣する

など、僻地医療体制の充実を図ったところであ

ります。また、小児科医を確保するため、将

来、県内の小児科での勤務を希望する医学生７

名に医師修学資金を貸与したほか、県北、県

央、県西の３つのこども医療圏を設定し、地域

の実情に合った小児医療体制の構築に向けて検

討を行ったところであります。また、産科医療

につきましては、県内を４つの圏域に分け、拠

点となる病院を中心として、地域分散型の周産

期医療体制を構築しているところであります。

医師確保は極めて重要な問題でありますから、

本年度、特に不足している小児科医の確保を目

指した小児科専門医師研修資金貸与制度を創設

するなど、重点施策として推進しているところ

でありまして、今後とも全力を挙げて取り組ん

でまいりたいと存じます。

次に、地域における健康づくりの推進につい

てであります。県民一人一人が、住みなれた地

域で生き生きと安心して暮らせるよう、高齢者

の介護予防や、生活習慣病対策、いわゆるメタ

ボリック対策を推進することは大変重要であり

ます。このため、「いきいきはつらつ介護予

防」普及事業により、都城市など３市をモデル

として、高齢者が家庭や地域で気軽に取り組め

る、本県独自の介護予防プログラムの開発のた

めの実践・評価を実施したところであります。

また、県民がみずからの生活習慣を改善するた

めの脱メタボリックチャレンジ事業や料理実践

講座を実施するとともに、健康診断・保健指導

のリーダー育成を図ったところであります。今

年度は、モデル事業を踏まえて作成した介護予

防プログラムやメタボリックシンドロームの予

防・改善の取り組みについて、県民への一層の

普及・定着を図っているところであり、これら

の事業を通して、今後さらに、県民の健康づく

りの推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

最後に、障がい者の就労支援についてであり
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ます。本県では、昨年２月、企業や行政、就労

支援機関等をメンバーとする障がい者雇用促進

協議会を立ち上げ、昨年10月に今後の取り組み

の具体的内容等を盛り込んだ「障がい者雇用促

進のための取組指針」を策定したところであり

ます。この取り組み指針に基づき、平成19年度

は、新たに約200社の参加があった企業向けセミ

ナーの開催や、県庁の職場における知的障がい

者職場体験実習事業、特別支援学校の生徒や保

護者を対象とした就労支援セミナーなどに取り

組んだところであります。その結果としまして

は、県総合計画に掲げている「福祉施設からの

一般就労に移行する障がい者数」が、平成18年

度の38人から70人に増加したところでありま

す。今後は、雇用に関する総合相談窓口である

「障がい者就業・生活支援センター」につい

て、現在、県内３カ所から７障害福祉圏域すべ

ての設置を目指すとともに、特に就職や職場定

着が困難な精神障がい者や発達障がい者に対す

る就労支援の強化など、一人でも多くの障がい

者が就職し、職場定着できるよう、全力を挙げ

て取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。

○萩原耕三議員 余りとんとんといきよります

から、ゆっくりとやりたいと思いますが、次

に、総務部長にお尋ねします。災害時の避難を

円滑にするための情報体制についてでありま

す。

災害から県民の命を守るためには、情報体制

の強化は重要なことであります。そのような

中、市町村防災行政無線の果たす役割は大きい

ものがあると考えます。しかしながら、昨今の

厳しい財政状況の中、整備実施に必要な費用捻

出ができないといった市町村もあるやに聞いて

おります。また、県においては、地震などの自

然災害や火事などの災害の発生を知らせたり、

強盗やいたずらなどの防犯情報を知らせるな

ど、携帯メールを活用した、県民に対する防災

・防犯メールの配信サービスを実施しておりま

す。私もこのサービスを受けておりますが、即

時に情報を入手することができ、いろいろな場

面で役立っております。携帯電話を所有する県

民すべてが登録する必要があるのではないかと

考えます。そこで、市町村防災行政無線の整備

状況及び未整備市町村への働きかけを今後どの

ように行っていくのか。また、宮崎県防災・防

犯情報メールサービスについて、現在の登録状

況と今後どのように普及を図っていくのか、総

務部長にお尋ねします。

○総務部長（山下健次君） まず、市町村の防

災行政無線についてでございますが、各家庭あ

るいは屋外にスピーカーを設置いたしまして、

防災情報等を住民に直接伝達することのできる

同報系無線は、現在６市町村で未整備となって

おります。また、同報系無線を既に導入してい

る市町村におきましても、必ずしも整備が十分

でない地域がございます。県におきましては、

同報系無線は、住民に対して迅速・確実に情報

の伝達を行うことができ、有効性が高いことか

ら、従来から整備促進を図ってきたところであ

りますが、今後とも、より一層の働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

また、宮崎県防災・防犯情報メールサービス

の登録状況についてでございますが、毎年徐々

に利用者が増加をしております。具体的に

は、19年度は3,680人の増、今年度は７カ月間

で3,788人の増となっておりまして、本年の10月

末現在での登録者数は１万3,017人となっており

ます。メールサービスは、県民の皆様の安全で

安心な暮らしを確保する重要な手段の一つであ
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りますので、今後とも、県の広報誌やホームペ

ージ、新聞、テレビ、出前講座など、さまざま

な方法によりＰＲを行うとともに、本年の８月

から配信を開始いたしました竜巻注意情報のよ

うに、内容の充実にも努めてまいりたいと存じ

ます。

○萩原耕三議員 次に、警察本部長にお尋ねい

たします。地域の安全を守る街頭活動強化事業

についてであります。

交番・駐在所は、地域住民の暮らしの安全を

守る生活安全センターであり、パトロールをす

る警察官の姿は地域住民に安心感を抱かせるな

ど、重要な役割を担っております。また、交番

相談員あるいは警察安全相談員として、退職さ

れた警察官の知識や技能などを活用すること

で、警察官の外部活動強化による街頭犯罪など

の検挙及び抑止も期待できます。さらに、少年

事件の凶暴化や声かけ事案など子供が被害者と

なる事件も増加しており、児童生徒の非行防止

や健全育成に資する活動が重要となっておりま

す。そこで、昨年度実施された「地域の安全を

守る街頭活動強化事業」の成果及び今後の活動

について、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

お尋ねのありました事業は、警察官が従来

行っておりました各種届け出の受理や困り事相

談への対応等の業務の一部を、それぞれ交番相

談員や警察安全相談員に担当させ、警察官の負

担を減らすことにより、その活動を警察が直接

担う治安対策の中心というべきパトロールや捜

査等にシフトして、街頭活動を強化しようとす

るものであります。また、スクールサポーター

につきましては、子供に起因する学校内外の問

題等を早期に把握して対処・解決するほか、学

校周辺における子供の安全確保等の活動を行う

ことにより、地域の安全を守ろうとするもので

あります。

平成19年度の成果、活動実績といたしまして

は、交番相談員については、県下に47名を配置

して、総合計で約５万6,000件の拾得・遺失届あ

るいは地理教示等を処理いたしております。警

察安全相談員につきましては、県下に18名を配

置して、5,000件を超える防犯や民事、家事問題

等の相談に対応いたしております。また、スク

ールサポーターにつきましては、平成19年７月

から警察本部に１名配置して、中学、高校等か

らの要請に基づいて、約200件の助言指導、非行

防止教室、校内外のパトロール等を実施するな

どしております。

今後の取り組みについてでございますけれど

も、まず、交番相談員につきましては、本年度

の予算により、制服を従来のブレザーのタイプ

のものから、より機能的なもので積極的な活動

に資する服装に変更するとともに、新たに交番

の前での立番勤務を設けまして、子供の見守り

活動にも従事をさせるなど、街頭における活動

を強化することといたしております。また、ス

クールサポーターにつきましては、本年度から

３名増員して合計４名となっておりまして、県

下全域にわたりまして、学校等関係機関・団体

との連携を一層強化して、少年の非行防止や犯

罪被害防止活動を推進することといたしており

ます。警察安全相談員につきましても、県民の

立場に立った親切かつ丁寧な相談対応をさらに

徹底することといたしております。

県警察といたしましては、刑法犯認知件数の

減少に見られますように、指数面ではある程度

落ちつきつつある一方で、県内における子供に

対する声かけ事案等が一昨年、昨年と年間で300

平成20年11月25日（火）



- 19 -

件を超えており、また、御案内のとおり、本年

６月には宮崎市内で女子児童が連続して髪を切

られるという事案が発生するなど、体感治安と

いう面では、県民の不安は払拭されるにはまだ

まだ至っておりませんことから、今後とも体制

基盤の充実に努めますとともに、各種警察活動

を強化することにより、警察全体としての力の

向上を図り、また、地域の方々や関係機関とも

連携をして、安全で安心なまちづくりを推進す

る所存であります。

○萩原耕三議員 次に、環境森林部長に２点お

尋ねいたします。

まず第１点として、森林環境税を活用した森

林保全等の取り組み状況についてであります。

森林の持つ多面的な機能により、県民は大きな

恩恵を受けておりますが、木材価格は低迷した

まま、担い手の減少、高齢化の進行などによ

り、植栽未済地や間伐等の手入れの行われない

放置林が増加し、森林の持つ多面的機能の低下

が危惧されております。このような中、平成18

年度から森林環境税が導入されたところであり

ます。この森林環境税を活用した森林づくりに

対する県民や企業等の意識を高め、実際の森林

づくり活動に結びつけなければなりません。平

成19年度に実施された森林環境税を活用した森

林保全等の取り組み状況はどうであったのか、

お伺いいたします。

２点目ですが、「経済・交流」拡大戦略の中

で、林業再生に向けた新生産システム推進対策

モデル事業であります。御案内のとおり、本県

は、昭和30年代前半からの拡大造林により、森

林の61％を人工林が占めており、既に半分以上

が伐採可能な資源となっております。また、林

道整備や高性能林業機械などの生産基盤も順調

であり、その結果、杉丸太の生産量は平成３年

から連続日本一となっております。しかし、一

方で、木材価格の低迷や担い手不足など深刻な

課題もあります。そのような中、林業の再生に

向けて、安定供給協定に基づく原木の供給や、

効率的な流通・加工体制の整備などを通じて、

川上から川下まで一貫した安定供給体制の整備

が重要となっております。そこで、昨年度の新

規事業であります林業再生に向けた新生産シス

テム推進対策モデル事業について、どのような

成果があったのか。また、今後、県内の林業・

木材産業の発展にどのように結びつけていくの

か、環境森林部長にお尋ねします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、森林環

境税の平成19年度の主な取り組みといたしまし

ては、50の森林ボランティア団体などに対しま

して活動費の助成や苗木の提供を行い、65ヘク

タールの森林づくりが実施されるとともに、企

業への働きかけを行うことにより、県内２つの

企業が森林所有者等と協定を結び、企業による

森林づくりが行われることとなりました。ま

た、森林への理解や関心を深めるため、39の学

校や地域に対し、森林環境教育への支援を行っ

たところであります。さらに、公益上重要な森

林を対象に、12市町村で68ヘクタールの広葉樹

の植栽を行うとともに、適切な管理がされてい

ない森林を、針葉樹と広葉樹が入りまじった森

林へ誘導するために、21市町村で317ヘクタール

の間伐を実施したところであります。

次に、新生産システム推進対策モデル事業に

つきましては、原木の生産・流通・加工におけ

るコストの低減や、安定的な製品供給体制の構

築によりまして、林業の再生を目指すものであ

ります。平成19年度は、高性能林業機械３台の

導入を支援し、原木の生産コストの低減を図る

とともに、原木の製材工場への直接納入等に試

平成20年11月25日（火）



- 20 -

験的に取り組み、流通コストの低減につきまし

ても一定の成果が得られたところであります。

また、加工体制につきましては、大量の原木を

処理できる効率の高い製材工場の増設を支援

し、住宅メーカー等大口の需要に対応した供給

体制を強化したところであります。今後とも、

この事業を着実に推進し、厳しい状況下にある

林家等への利益還元を図り、循環型林業を確立

することにより、本県の林業・木材産業の発展

を図ってまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 次に、みやざきブランドの総

合プロモーションについて、環境森林部長、商

工観光労働部長、農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

本県の農林水産業における、生産活動を支え

る担い手づくりや基盤整備に積極的に取り組む

とともに、みやざきブランドの確立を推進する

ことにより、大消費地における本県農林水産物

の認知度アップを図る必要があります。知事の

情報発信力により、全国的に「宮崎」の名が認

知されるようになりましたが、農林水産業それ

ぞれ取り組むのではなく、相互に連携したみや

ざきブランドづくりが、今後必要であります。

平成19年度に実施した、みやざきブランド総合

プロモーションの成果及び今後の取り組みにつ

いて、３部長にそれぞれお伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境森林部に

おきましては、乾シイタケのブランド確立や県

産材の需要拡大などに取り組んでおります。乾

シイタケにつきましては、商品ブランド認証に

向けて、品質向上やトレーサビリティシステム

確立への支援を行ってきた結果、本年３月に

「みやざき乾しいたけ」として認証を受けたと

ころであります。また、県外での物産展への参

加や、栄養士と連携した食育の推進などに取り

組み、需要拡大に努めてまいりました。県産材

につきましても、大消費地の福岡市における

「知事のトップセールス」の開催や、海外にお

ける経済交流訪問団に参加しての商談など、新

たな取引先の開拓に努めたところであります。

今後とも関係部局と連携し、「みやざき乾しい

たけ」の認知度の向上や、宮崎県産材の販路拡

大に取り組み、林家所得の向上や林業・木材産

業の振興に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 商工観光

労働部における取り組みでありますけれども、

県内外のバイヤーを招聘した商談会や、大都

市、東アジアなどでの物産展の開催、さらに

は、バイヤー等による商品開発やデザインの指

導等を通じまして、県産品のブランド力の向上

や販路開拓に努めてまいりました。その結果、

国内のスーパー等におきまして約60件の宮崎物

産フェアーが開催されるとともに、海外の量販

店におきましても、農水産加工品の継続取引が

始まるなど、一定の成果を上げたところでござ

います。今後につきましては、関係部局や団体

と連携を強化しながら、今年度創設した宮崎県

優良県産品推奨制度の活用や、現在策定中の東

アジア販路拡大戦略に基づく取り組みを積極的

に推進することにより、国内外での県産品の定

番・定着化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） 農政水産部に

おきましては、宮崎ならではの安全・安心を基

本に、消費者から信頼されるブランド対策に取

り組んでおります。平成19年度は、商品ブラン

ドに、先ほどお話のございました乾シイタケ

に、「みやざき温室光センサーメロン」を加え

た２品目、７産地を追加するとともに、ブラン
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ドＣＭの全国放送や知事のトップセールス等に

よる情報発信、全国トップの残留農薬検査体制

確保のための新たな検査センター整備への支援

等を行ったところであります。これらの取り組

みにより、本県農産物の認知度の向上や取引先

とのパートナーシップの強化、安定的な農産物

の供給体制が整いつつあるものと考えておりま

す。今後は、観光や加工品等と連携した、みや

ざきブランドの総合プロモーションの強化に積

極的に取り組むとともに、「ブームから定番・

定着化へ」ということによる農家所得の安定向

上に取り組んでまいります。以上でございま

す。

○萩原耕三議員 同じく農政水産部長に３点お

尋ねいたします。

まず第１点目として、県から始める地産地消

推進についてであります。地産地消について

は、その必要性や意識については県民すべてが

持っていると思われますが、新聞報道でもある

とおりに、まだ学校給食での取り組みは十分で

はありません。また、特に食材が主体とされる

県内のホテル、旅館、飲食業関係者等々にも一

層の取り組みを求めるべきであります。さら

に、県だけではなく、市町村やＪＡなど民間レ

ベルでの取り組みも進める必要があります。我

が国の食料供給県だからこそ、地産地消につい

ては積極的に取り組んでいくことが重要であり

ます。言うまでもなく、地産地消は、食の安全

・安心につながるだけではなく、生産者と消費

者が身近になり、地域経済の活性化にもつなが

るものであります。そこで、平成19年度に実施

された地産地消対策、特に、県産農水産物の利

用促進についての取り組み状況と今後どのよう

に推進していくのか。

２点目として、農地・水・環境保全向上対策

についてであります。平成19年度から、戦後最

大の農政改革と言われる品目横断的経営安定対

策が導入され、担い手の育成確保に向けた取り

組みが始まりました。さらに、農村地域の集落

機能の向上と地域の活性化につながる施策とし

て、農地・水・環境保全向上対策が実施されま

した。本県においては、農業従事者の減少、高

齢化等が進み、農村地域の集落機能が減退して

いく中で、農業者、地域住民が一体となって、

農地・農業用水等の農業資源や農村の環境を守

りつつ育てるというこの対策は、今後ますます

重要となると考えます。昨年度から始まった農

地・水・環境保全向上対策の取り組み状況とそ

の成果、及び今後どのように取り組んでいかれ

るのか、お伺いいたします。

３点目として、水産業の振興についてであり

ます。近年、水産資源の減少や魚価低迷に加

え、担い手の減少や高齢化により、本県の基幹

産業である農林水産業の一翼を担う水産業は危

機的な状況であります。このような状況を打破

するためにも、地域産業との連携や消費者ニー

ズに対応した水産流通・加工業の健全な発展を

図るための施策を充実することも重要でありま

す。また、本県の水産業の振興については、つ

くり育て、管理する漁業を推進されているとこ

ろであり、鹿児島県に次いで全国第２位で、本

県養殖生産額の２分の１を占めるカンパチ養殖

をより一層確立することが重要であります。そ

こで、昨年度実施されたカンパチ種苗生産実用

化事業についての成果と、今後どのように取り

組んでいくのか、農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、地産地

消対策についてであります。地産地消の推進に

つきましては、「みやざきの食と農を考える県
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民会議」が中心となり、多様な取り組みを展開

しております。特に、県産食材の利用促進につ

きましては、学校給食への県産食材の導入支援

を行うとともに、県産食材にこだわった料理を

提供する飲食店等を、「こだわり料理の店」と

して登録する制度を開始したところでありま

す。これらの取り組みにより、生産者と学校と

の間で食材供給協定の締結等の先駆的な取り組

みが始まるとともに、「こだわり料理の店」の

登録店も139店舗となったところであります。さ

らに、県産食材を直接県民に供給する農水産物

等直売所も大幅に増加しております。今後と

も、民間企業を初め幅広い分野の主体的な取り

組みを推進し、市町村等とも連携を図りなが

ら、県民運動としての定着に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。

次に、農地・水・環境保全向上対策につきま

しては、農業者を中心に、地域住民等に幅広く

参加いただくことにより、農地や農業用水等の

資源の保全や農村環境の維持向上を図るもの

で、市町村など関係機関と連携し、推進してお

ります。初年度の平成19年度には、197の組織に

おいて約１万300ヘクタールの農地を対象に、水

路の泥上げや草刈り、農業用施設を長もちさせ

るための点検・補修、ホタルの再生などの環境

を維持向上させる取り組み、さらには、化学肥

料や化学農薬を低減する先進的な営農等の活動

が実施されたところであります。県といたしま

しては、今後とも、集落機能の向上や地域の農

業への理解促進、活性化に向けて、積極的に推

進してまいりたいと考えております。

次に、カンパチ種苗生産実用化事業につきま

しては、県では、良質な本県産カンパチ種苗を

供給するため、種苗量産化技術の開発に取り組

んでおります。平成19年度におきましては、え

さや飼育水などの飼育環境のコントロール技術

を確立したことにより、量産化技術の目安とさ

れる稚魚生産数10万尾を超えたところでありま

す。今後とも、宮崎県水産振興協会との連携を

図りながら、稚魚の初期生存率の向上や、生産

コストの削減などの取り組みを進め、量産化技

術を確立し、本県産カンパチ種苗を用いた養殖

業の振興を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○萩原耕三議員 次に、商工観光労働部長に３

点ほどお尋ねいたします。

第１点目は、おもてなし日本一観光推進につ

いてであります。新みやざき創造計画におい

て、平成22年までに県外観光客数を97万人増加

させ、547万人を目指すという高い目標値を掲げ

ておられます。また、宮崎ならではの地域資源

を生かした観光地づくりを進め、観光客を心か

ら迎えるホスピタリティーの醸成など、おもて

なし日本一の観光を推進しておられます。その

ような中、平成19年度に実施した事業によっ

て、県外観光客数はどのようになったのか、ま

た観光客の経済効果はどうであったのか、さら

に今後、おもてなし日本一観光をどのように進

めていくのか、お伺いいたします。

２点目として、働く場づくり、物づくりの振

興についてであります。即効性のある雇用対策

である企業誘致についてであります。昨年度の

本県の有効求人倍率は0.65倍と、全国の1.02倍

と比較して依然として厳しい状況が続いており

ます。このため、商工業、農林水産業など諸産

業の振興はもとより、企業誘致や新たな産業の

創出に積極的に取り組み、雇用の確保を図るこ

とが何よりも重要なことであります。高速道路

の整備状況などのインフラ整備や、人材、用

地、工業用水や電力供給などを総合的に判断
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し、企業は工場などの立地を決定するとのこと

であります。その企業誘致の呼び水として、平

成19年度から、企業立地促進補助金の最高限度

額が九州最高額の50億円と増額されました。増

額を実施した平成19年度における企業立地促進

補助金の交付状況、及び企業誘致の件数、最終

雇用予定者数について、どのような結果になっ

たのかお伺いいたします。

３点目として、新規雇用創出についてお伺い

いたします。新みやざき創造計画に明記されて

いるとおり、平成22年度までに新規雇用創出数

を１万人とするということであります。企業誘

致によるもの以外には新規雇用数を明確に示す

数値がないため、その把握方法はなかなか難し

いところでありますが、昨年度実施した県の施

策により創出された雇用について、何人新規雇

用されたのか、まず３点を部長にお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） まず、観

光についてでございます。平成19年度は、本県

独自の観光資源の掘り起こしや磨き上げを図り

ますとともに、知事を先頭にしたセールスな

ど、積極的な誘致活動を展開したところでござ

います。その結果、県外観光客数は456万8,000

人で、前年比3.5％の増となり、11年ぶりに増加

に転じたところでございます。また、観光客の

消費が本県に及ぼした経済効果は1,259億円で、

前年比3.8％の増となっております。今後は、こ

の流れを一過性のものとせず、定着させること

が必要でございますので、宮崎ならではの地域

資源を活用した観光地づくりや、体験型・滞在

型観光など、時代のニーズに対応した取り組み

を積極的に進めることによりまして、おもてな

し日本一観光の推進に、全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、企業立地促進補助金でありますが、平

成19年度までに操業を開始し、補助金申請の

あった31社に対して、17億2,840万4,000円を交

付したところでございます。また、19年度の誘

致状況でありますけれども、初めての大規模案

件の適用が予想されます太陽電池製造工場を初

め、自動車用部品や電子部品、医療用機器のほ

か、本県の豊富な水資源や木材資源を活用した

製品の製造工場、雇用創出効果の大きいコール

センターなど22社を誘致し、最終雇用予定者数

は1,174人となっております。

次に、雇用の創出につきましては、働く場の

創出といたしまして、雇用者だけではなく、新

規創業による起業者や新規就農者など、県の施

策により創出された雇用等の第１次から第３次

産業までの合計と定義をいたしております。そ

の結果、昨年度は、ただいま申しました新規立

地企業による最終雇用予定者数1,174人に加え、

地場産業の振興などによる雇用の創出、あるい

は農林水産業への新規就業者を合わせまして、

合計1,640人となったところであります。以上で

ございます。

○萩原耕三議員 知事にお尋ねいたします。今

ほど商工観光労働部長が答えられた状況をかん

がみますと、この経済情勢の中で、新規雇用創

出１万人という目標値は非常に厳しいと思われ

ますが、今後どのような対策を打ち出していか

れるのかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 世界経済が減速する

中で、我が国の景気の状況はさらに厳しいもの

となることが懸念されておりまして、本県にお

きましても大変厳しい経済状況となっておると

ころでございます。このような状況の中で、高

いハードルではありますが、国の緊急経済対策

を十分に活用しながら、地域雇用対策を強化す
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るとともに、金融等の経営支援や農商工連携等

を通じた地場企業の活性化、さらには、より積

極的に企業誘致を促進することなどにより、雇

用の創出に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○萩原耕三議員 次に、県民政策部長にお尋ね

いたします。物流対策についてであります。農

産物を初めとする県産品の競争力向上や、企業

誘致の推進等による県内産業の振興を図る上

で、本県にとって物流対策の強化は大きな課題

であります。しかしながら、原油価格の高騰に

よる輸送コストの増加等により、物流を担う陸

・海・空の流通関係業者は大変厳しい状況であ

ります。そのような中、県においては、海上・

鉄道貨物利用促進会議を設置され、関係者との

情報交換や協議をなされているところでありま

すが、なかなか効果的な取り組みが実施されて

いるとは思えない状況であります。そこで、昨

年度実施された当会議の開催状況や内容など、

及び本県と関東地域を結ぶ海上航路を利用する

運送事業者への運賃の一部を補助する関東航路

利用促進補助事業の成果について、県民政策部

長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） まず、海上・

鉄道貨物利用促進会議につきましては、県内の

荷主企業や運送事業者等を対象に、海上・鉄道

輸送の利用拡大による物流効率化の意識喚起を

目的とする講演会と意見交換会を実施したとこ

ろであり、物流の専門家等を講師に招いて、こ

としの１月と２月の計２回開催し、延べ113名の

参加を得たところであります。

次に、関東航路利用促進補助事業につきまし

ては、関東航路の増便等の利便性向上を目的と

して、細島港発のローロー船「南王丸」を利用

する運送事業者に対して助成を行ったものであ

り、事業開始前に比較して、細島から乗船した

シャシーの台数が月当たり100台程度増加し、全

体の乗船率は90％を超える程度まで向上したと

ころであります。以上であります。

○萩原耕三議員 最後に、知事にお尋ねいたし

ます。平成19年度における入札・契約制度改革

の影響についてであります。平成19年度は第２

期の財政改革推進計画の初年度であり、前計画

から引き続き、投資的経費の縮減に取り組まれ

てきました。計画では、公共事業については、

緊急性や費用対効果、地域経済への影響、国の

動き等を踏まえ、一層の縮減・重点化を図ると

されております。公共事業の縮減により、普通

建設事業費の中で、補助事業費は前年度比約98

億円の減、率にして13.1％の減少、また県単独

事業費に至っては、前年度比約80億円の減、率

にして20.1％の減少となっております。急激な

入札・契約制度の改革を初め、公共事業の縮減

により、県内の建設関連産業は青息吐息であり

ます。そこで、平成19年度の入札・契約制度改

革による県内建設関連産業への影響をどう分析

し、今後どのようにこれを生かしていくかを、

知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県では、より公

正、透明で競争性の高い入札・契約制度を確立

するため、平成19年度から抜本的な改革に取り

組んでおりますが、並行して改革の検証も随時

行い、昨年10月には最低制限価格の見直しも

行ったところであります。しかしながら、建設

投資の大幅な減少や一般競争入札の拡大による

競争性の高まりに加え、資材価格の高騰、不動

産業界の業況悪化などもありまして、建設産業

は極めて厳しい経営環境に直面しております。

もとより、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に大きな役割を果
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たすとともに、地域経済と雇用を支える重要な

産業の一つであります。県といたしましては、

建設産業について、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急務と考えてお

り、入札・契約制度については、本年度も、予

定価格の事後公表の試行や、総合評価落札方式

のさらなる拡充などを図っておりますが、今後

も、制度の検証と見直しを継続してまいりたい

と考えております。また、今年度に引き続き、

来年度も建設産業対策を重点施策に位置づけ、

建設業者の実情に応じたきめ細かな支援にも努

めてまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 時間が大分余っておるんです

が、終わりますけれども―「この秋は 雨か

嵐か 知らねども 今日のつとめの 田草とる

なり」、これは二宮尊徳翁が教えております。

現代流に一口に言えば、「いろいろ課題も問題

もあるだろうが、何が起こるかわからない。と

にもかくにも目の前のことを一つ一つ地道に片

づけて実行していきなさい」という教えであろ

うというふうに思います。宮交の岩切章太郎社

長の言われる「心配するな工夫せよ」というこ

とであろうと思っております。病気は気からと

いいますが、景気も気からであります。余り不

景気、不透明をあおるのではなくて、元気、気

が育つようにしていただきたいものだと思って

おります。知事初め各部長、そして教育長、県

警本部長、それにまつわる職員の皆さん、厳し

い県財政状況の中、華々しいことはできないで

しょうが、地味でも、県民の皆さんが安心・安

全な心で健やかに生活が送れるよう、行政運営

を一緒になって取り組んでまいりたいと考えま

す。

以上をもって総括質疑とさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質疑は終わりま

す。

なお、早く終わりましたけれども、傍聴者等

の関係もありますので、午後は１時に再開をし

たいと思います。

休憩をいたします。

午前11時12分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 社民党を代

表して、19年度決算に関する質疑を行います。

私は、この後、一般質問も控えておりますの

で、この質問が質疑なのか、質疑が質問なの

か、自分でわからなくなるときもありました

が、総括質疑ということで、質問と質疑の違い

を念頭に、粛々と質疑をさせていただきます。

まず、不適正な事務処理についてでありま

す。

11月17日の全員協議会で報告がありました

が、平成19年度の不適正な事務処理が20万円ほ

どあったと。これは決算上は是正をされている

ということでありました。この不適正な事務処

理は18年度の分が主でありましたが、経過を見

てみますと、昨年の１月23日に知事が就任され

て、そこでの発言と、そして最終的には昨年の

５月17日に不適正な事務処理があるということ

で記者発表して……。不適正な事務処理の大き

なものは18年度でありますが、わかった時期が

平成19年５月以降ということで、19年度の一部

で、５月か６月ごろまででしょうか、不適正な

事務処理が継続して行われていた。それをその

後、コンプライアンスという内部での調査、そ
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してまた、職員の意識を変えて、適正にその後

やっていったということであります。５月17日

が記者発表ということで、やむを得ず19年度ま

で不適正な事務処理が残っていたというふうに

解釈をいたします。全員協議会の中で報告があ

りました、先ほど言いました19年度の不適正な

事務処理20万円、そういったものがどういうも

のであったのか、その後の処理についても質疑

をいたして、後の質疑については質問者席で行

わせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成19年度

の不適正な事務処理についてであります。昨年

実施した全庁調査で明らかになった不適正な事

務処理のうち、平成19年度予算の執行に係るも

のは、農政水産部と県土整備部における書きか

えであり、金額は20万9,883円であります。その

内容は、需用費で備品を購入したり、青焼き機

のリース代を支払っていたものでありますが、

いずれも公務に使用されていたものでありまし

た。なお、これらの書きかえにつきましては、

財務規則の規定に基づき、平成19年度中に本来

支出すべき科目に更正を行い、決算上は整理さ

れております。〔降壇〕

○太田清海議員 再度、確認をいたしますが、

出納閉鎖が５月中でありますので、その間に

は、18年度分については更正決定はできない

と。19年度分については、更正決定なりして、

決算上、書類上は適正なところにきちっとまと

めていたということで理解いたします。これは

５月段階でその辺の事後処理をされたわけです

が、農政水産部、県土整備部のそういう不適正

な20万円というものが何月分まであったのか、

例えば８月、９月ぐらいまでの分もあったの

か。

○総務部長（山下健次君） 19年の５月分まで

でございました。

○太田清海議員 わかりました。

それでは、決算の意見書に沿って質疑をした

いと思いますが、収入未済額というものが一般

会計で32億円ほどあります。この収入未済額の

主なものは何でありましょうか。

○総務部長（山下健次君） 一般会計における

収入未済額につきましては、県税、諸収入、公

営住宅使用料、児童保護費負担金などが主なも

のでございます。総額は、御指摘のように約32

億5,500万円となっておりまして、このうち県税

が約24億6,100万円で、全体の75％を占めており

ます。県税の内訳でございますが、個人県民税

が約16億9,400万円、自動車税で約４億8,100万

円、不動産取得税で約１億3,700万円となってお

ります。県税に次いで多いのが、諸収入の収入

未済金、約７億6,800万円でございます。このう

ち、県税以外の過年度収入の収入未済が約５

億8,600万円ございまして、その主なものは、座

礁した船舶の撤去費用約１億7,700万円、公営住

宅使用料約１億1,200万円、奨学資金貸付金

約9,500万円となっております。

○太田清海議員 今日の経済情勢の中で収入未

済というのは、なかなかその解決を図るという

のは難しい面もあろうかと思います。今言われ

たように、未済額の中で75％を占める県税であ

りますが、この未済額の圧縮についてどのよう

に19年度は取り組まれたのか、お教えいただき

たいと思います。

○総務部長（山下健次君） 県税の収入未済額

の圧縮につきましては、基本的に、租税負担の

公平性、財源確保の観点から、重要な課題と認

識しておりまして、特に、個人県民税と自動車

税を重点税目として取り組んだところでござい

ます。

平成20年11月25日（火）



- 27 -

このうち、個人県民税につきましては、市町

村との徴収対策会議を初め、共同徴収あるいは

徴収実務研修の実施、これは滞納に係るもので

ございますが、市町村から引き継ぎを受け、県

が滞納処分を行う直接徴収に加え、平成19年度

からは税務職員の併任人事交流制度を創設いた

しまして、市町村と一体となった徴収対策を実

施してきたところでございます。また、自動車

税につきましては、19年度から、インターネッ

トによるクレジット収納を他県に先駆けて導入

いたしまして、納税者の利便性の向上を図った

ほか、タイヤロックによる差し押さえ、あるい

はインターネット公売を実施するなど、滞納処

分の強化を図ってきたところでございます。

○太田清海議員 次に、不納欠損額であります

が、不納欠損額の主なものが何であったのか。

そしてまた、雑入の不納欠損の内訳についてお

教えいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 19年度における不

納欠損は、県税と雑入につきまして約２億6,300

万円でございます。その９割を占めておる県税

の不納欠損額は約２億3,900万円でありまして、

内訳は、自動車税の約１億1,200万円、県民税の

約9,800万円、さらに事業税の約1,500万円と

なっております。また、雑入の不納欠損額は

約2,300万円でございまして、内訳は、補助金の

返還に係るものが約1,700万円、県税の過年度収

入に係るものが約360万円、県税以外の過年度収

入に係るものが約240万円となっております。

○太田清海議員 今お聞きしますと、補助金の

返還に係る雑入の不納欠損というのがあるとお

聞きしましたが、補助金返還の具体的な内容に

ついてお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 補助金に

係る不納欠損についてでありますけれども、こ

れは、平成13年度の県中小企業経営革新補助金

に係るものでありまして、補助金交付後、補助

目的を達成していないことが確認されましたた

めに、補助金の返還を命じていたものでござい

ます。しかしながら、その後、補助事業者が破

産申し立てを行い、平成19年１月30日に免責許

可が確定いたしましたので、県財務規則第53条

第１項第６号の規定に基づき、不納欠損整理を

したものでございます。

○太田清海議員 補助金の不納欠損というのも

珍しいかなと思いまして……。それなりの理由

があったやには聞きますけれども、今後の対応

をよろしくお願いしたいと思います。

続きまして、寄附金についてお伺いをいたし

ます。

寄附金についての基本的な行政側の態度とい

いますか―寄附金というのは、一般的に見た

ときに、どんどん宮崎県に寄附してもらうとい

いがなという思いもあるわけですが、財政上は

何かそこに規制があるというふうにも聞いてお

ります。寄附金の基本的な考え方をお伺いした

いと思います。

○総務部長（山下健次君） 寄附は、個人や企

業あるいは団体が持つ金銭などの財産を公共事

業などの公共の目的に使用するために、自治体

に対して行うものでございまして、あくまでも

寄附者の自発的な行為に基づくべきものと考え

ております。県といたしましては、いただいた

寄附金は、寄附者の御意向に沿って有効に活用

させていただきたいと考えております。

○太田清海議員 話がずれるかもしれません

が、寄附金については、地方財政法第４条の５

というところで、自治体は強制的に寄附を募っ

てはいけないという精神が書いてありますけれ

ども、もちろんその辺を考慮されて、今後運営
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されることだと思います。次の質疑であります

が、寄附金に関して、前年度と比較して、平

成19年度は寄附金というものが減少しておるよ

うでありますが、その要因について教えていた

だきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 主な原因といたし

ましては、18年度に森林・林業振興基金から、

地球温暖化防止など森林の有する公益的機能の

維持増進を図るためということで１億4,900万円

の寄附がございましたが、19年度はその分がな

かったということでございます。

○太田清海議員 また、その中で総務費寄附金

というのがありますが、これはどういうものか

教えていただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 主なものといたし

ましては、県立芸術劇場改修のための財団法人

宮崎県立芸術劇場からの寄附金、音楽愛好団体

からの文化振興事業のための寄附金、こういっ

たものでございます。

○太田清海議員 わかりました。

次に、不用額についてお尋ねをいたします。

予算をつくって、決算した結果、不用額が出

たということであります。前年度と比較した場

合、不用額というのが今回20％増加しているん

ですね。県民から見た場合、「予算どおりに

きっちりやれ」ということは言えないけれど

も、予算を残すというのは、せっかく、こうい

う計画で今年度行きますよということを計画し

て、それが何億という単位で残っているわけで

すね。これは県民から見た場合に、「もったい

ないな」という見方もあるだろうし、もしく

は、「それだけ節約したんだから、頑張ったん

だ」ということも評価できると思います。そう

いうのが、ないまぜになったのであろうかと思

いますが、今回は前年度と比較して20％増加し

たということでは、多少そこについてお尋ねし

たいということになります。その要因につい

て、なぜ急激に不用額が生じたのかということ

についてお尋ねしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

基本的には、不用額については、できるだけ少

ないほうがよいということは認識しております

けれども、今回もそうなんですが、現実に、事

業費の確定に伴いまして不用が出たり、あるい

は実績が見込みを下回ったもの、こういったも

のによる執行残として、負担金・補助及び交付

金、償還利子及び割引料、あるいは工事請負

費、こういったところに生じているものでござ

います。基本的には、今後とも的確な事業費の

把握を図りまして、不用額の縮小について努力

をしてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。

次に、情報通信環境の整備についてというこ

とでお尋ねをいたします。

まず、移動通信用鉄塔施設整備事業の仕組み

についてお伺いしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 移動通信用鉄

塔施設整備事業は、条件不利地域における携帯

電話の利用を可能にするための施設整備を行う

ものであります。整備地区の選定につきまして

は、県を通じまして、市町村の希望地区を聴取

後、電気通信事業者の事業参画を確認した上で

決定しているところであります。以上でありま

す。

○太田清海議員 それでは、県内における携帯

電話のカバー率は幾らでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 本年５月、市

町村に対して実施いたしました調査によります

と、世帯カバー率は５月現在で99.5％となって

おります。
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○太田清海議員 99.5％ということであれば、

ほぼカバーしているとみなされるという言い方

もあろうかと思いますが、県内に携帯電話が利

用できない地区がどのくらい残されているの

か、お尋ねしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 市町村の調査

によりますと、あと94地区となっております。

○太田清海議員 99.5％のカバー率であります

が、あと94地区ということで、恐らく県内に散

在しているんだなと思います。これについて

は、地区としても人数が少なかったりというこ

とで、少し後回しになったりするのかなと思い

ます。ぜひそういうところを今後、問題がない

ようにやっていただきたいと思っております、

これは私の意見でありますが……。

次に、危機管理体制の強化についてというこ

とでお伺いいたします。

まず、24時間防災ウオッチ事業について、こ

れは県庁内に設けられているということは伺っ

ておりますが、災害監視の体制や、その運用状

況についてお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 危機管理体制の強

化を図る観点から、18年５月に災害監視室を設

置いたしまして、地震、大雨等の気象情報や、

油流出事故などの危機管理情報を常時監視いた

しまして、関係職員の緊急招集や、市町村、関

係機関への連絡を行っているところでありま

す。現在、知事部局の課長補佐以上の約200名

が、自衛隊ＯＢの非常勤職員の方と２人体制

で、１人当たり年２回から３回の頻度で夜間及

び休日等の閉庁日に宿日直勤務を行っておりま

す。

運用状況でございますけれども、気象情報等

の受信を行った事案が、18年度133回、19年

度216回、台風等の大雨洪水警報の発令あるいは

水難事故等の防災ヘリ要請等で関係職員の呼び

出しや連絡をした事案が、18年度37回、19年

度28回となっております。これによりまして、

従前に比べ、市町村、消防等の防災機関への連

絡など、より迅速な初動対応と、幹部職員の危

機管理意識の醸成につながっていると考えてお

ります。

○太田清海議員 県民の命と財産を守るという

意味では、大変貢献をしているというふうにも

感じております。

もう一つ、これに関連して質疑したいのは、

課長補佐以上が200名以上で、自衛官ＯＢもつい

てということでありますが、２人体制で監視を

しているということであります。宿日直手当と

いいますか、そういったものは、管理職という

ことではあるわけですが、どのようなことに

なっておりますでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 宿日直勤務を命ぜ

られました職員には、給与条例に基づきまし

て、１回当たり4,200円の宿日直手当を支給して

おるところでございます。

○太田清海議員 わかりました。

次に、医療体制の充実についてということで

あります。

県立看護大学の運営事業については、多額の

県費を投じて運営をされておるわけです。私た

ちも社民党のチームで、各地区の医師会等との

協議も行ってきたわけですが、その中でも、県

立看護大を卒業された方にぜひ県内に残ってほ

しいという思いがあります。この主要な成果の

中で見てみますと、看護大学卒業生の就職率

が、徐々にではあるが下がっておるということ

で、頑張って残ってもらえぬだろうかなという

思いを込めてお聞きしたいと思いますが、こう

いう状況をどう認識され、どういう対応をされ
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てきたのかをお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県立看護大学

の学部卒業生の県内就職率は、開学以来これま

で、平均して５割程度で推移をしてきており、

近年、低下傾向にございます。こうした県内就

職率の現状には、大学の入学者総数に占める県

外出身者の割合が例年４割程度を占めていると

いった実情があるほか、近年、特に大都市圏の

病院等からの求人がふえていることなど、さま

ざまな要因があるものと考えております。県と

しては、本県における優秀な看護職者の育成確

保という大学設立の趣旨にかんがみ、県内就職

率の向上に、さらに創意工夫して取り組んでい

かなければならないと認識しており、平成19年

度におきましては、県内出身の学生をふやすこ

とで県内就職率が高まるという視点から、学部

定員100名の入学者選抜に関して、県内出身者の

推薦枠を、従来の18名から25名に拡大する方針

を固めたところであります。以上であります。

○太田清海議員 わかりました。

続きまして、産業廃棄物税の充当事業の一つ

であります廃棄物適正処理推進ネットワーク強

化事業、廃棄物監視員を18人ほど配置して行っ

てきたというふうに報告されておりますが、ど

のような成果が上がったのか等についてお伺い

したいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成19年度の

産業廃棄物税は、環境森林部を初め、商工観光

労働部の環境リサイクル技術開発支援や、教育

委員会の環境教育推進など、17の事業に約１

億8,000万円を充当いたしました。その事業の一

つである廃棄物適正処理推進ネットワーク強化

事業につきましては、不法投棄が年々増加傾向

にあることから、平成19年度におきましては、

廃棄物監視員を３名増員して、今お話にありま

したように18名体制として、産業廃棄物の排出

事業者や処理業者への立入検査・指導のほか、

不法投棄を防止するための監視パトロールを強

化したところであります。この結果、平成19年

度における立入検査等の件数は１万1,528件で、

前年度と比較して2,243件、約24％増加したとこ

ろでありまして、不法投棄などの悪質な事例に

ついては、改善命令が２件、許可取り消し８件

の厳正な行政処分を行ったところであります。

○太田清海議員 それでは次に、ハッピーライ

フ資金というのがありますが、これは商工観光

労働部長の担当のところであります。ハッピー

ライフ資金、これは3,000万ほどを県が労働金庫

に預託して低利で貸し出すという制度であろう

と思いますが、その実績についてお伺いしたい

と思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ハッピー

ライフ資金の実績でありますけれども、過去３

年間の融資件数と融資額を申しますと、平成17

年度が33件の3,630万円、18年度が47件の5,025

万円、19年度が65件の6,600万円となっておりま

す。以上でございます。

○太田清海議員 確認をしておきますが、労働

金庫に対する県の職員の派遣というのはないん

ですね。

○商工観光労働部長（高山幹男君） いたして

おりません。

○太田清海議員 主要な成果ということで報告

をいただきまして、その中で、施策の成果等と

いうところのコメントに、「これまでの実績等

も踏まえながら勤労者向け融資制度の在り方等

について検討していく必要がある」というふう

にコメントされています。この制度が将来、な

くなりつつある方向に行くのかなとか、いい方

向に行くのかなというふうにも思うわけです
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が、ちょっと不安なところがあるわけです。こ

の制度について、こういうコメントが載せられ

ておるものですから、そういう意味では、私

も、このことについて言及をしておかなならん

なという思いもあります。預託による貸し出

し、これは中小企業の勤労者ということで貸し

出しをするわけですが、民間よりも低利で、教

育資金1.8％、生活資金が2.9％だと思います

が、やっておるわけで、これがなくなったりす

ることによって、今度は逆にそういう人たちが

サラ金とか、そういったほうに誘導されてし

まっても困るなという気持ちを、このコメント

がありましたので伝えておきます。

次に、個性を生かした地域づくりについてと

いうことで、「宮崎に来んね、住まんね、お試

し事業」というのがあります。平成19年度の移

住者が41世帯となっておりますが、この移住し

てきた41世帯の年齢層、移住先の分布というも

のに特徴があれば、教えていただきたいと思い

ます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 移住され

た世帯の世帯主の年齢分布につきましては、30

歳代が16世帯で最も多くなっており、次いで20

歳代が10世帯、40歳代が６世帯などとなってお

りまして、比較的若い世代が多い傾向にござい

ます。移住先につきましては、県央地区が31世

帯で最も多く、次いで県北地区の５世帯、県南

地区の４世帯、県西地区の１世帯というふうに

なっております。

○太田清海議員 できるならば、地域のほうに

できるだけ広がって来ていただくといいなとい

う思いもあります。この移住者の移住目的、い

ろんな芸術をやってみたいとか、宮崎の特性を

生かして何かやってみたいという人なんかもお

るのかなと思いますが、移住の目的はどのよう

なものが特徴的なのか、教えていただきたいと

思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 移住の目

的でありますけれども、その特徴といたしまし

ては、本県の暖かい、自然豊かな環境の中で伸

び伸びと暮らしたい、そういった暮らしを求め

てというものでございます。例えば、仕事面で

は農業に従事される方がおりますし、趣味の面

ではサーフィンなどを行うという方がおりまし

て、都会では味わえない生活を目的にされてい

る例が多くございます。また、例えばですけれ

ども、美郷町の北郷区におきまして、移住者が

宇納間備長炭の炭焼きに従事されて、伝統産業

の重要な担い手となっている、そして地域活性

化に大きく貢献されている、そういった事例も

ございます。

○太田清海議員 この41世帯の移住を実現させ

てきたわけですが、一つの成果だと思います

が、具体的にどのように県がかかわってきてこ

ういう結果が出たのかについて教えてくださ

い。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 移住促進

に関しましては、県におきましては、大都市圏

での移住セミナーの開催でありますとか、ホー

ムページ等による情報提供を行いますととも

に、市町村が行いますお試し滞在ツアー等を支

援してきております。また、個別の移住相談に

おきましては、住居や就職など、相談される方

の求める情報を迅速かつ的確に提供すること

で、本県への移住に結びつくよう、努めてきて

いるところでございます。

○太田清海議員 わかりました。

次に、元気な地域づくりについて、農政水産

部長にお伺いいたします。

平成19年度に実施した中山間地域等直接支払
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制度推進事業の成果についてお尋ねをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本事業は、生

産条件が不利な中山間地域等におきまして、農

業生産の維持、耕作放棄の防止、農地の多面的

機能の確保等に取り組む集落等の活動に対して

支援を行うものであります。平成19年度は、県

内24市町村で450の集落協定が締結され、5,738

ヘクタールの農地を対象に７億3,830万円の交付

金が支払われております。具体的には、集落協

定に基づいて、農地や農道・水路等の維持管

理、レンゲ等の景観作物の作付、機械及び農作

業の共同化、後継者育成への取り組みなどが行

われております。このような活動の結果、全国

的に耕作放棄地の増加が課題となる中で、本事

業に取り組んでいただいている集落において

は、新たな耕作放棄地が発生していないなどの

具体的成果のほか、集落の共同意識の醸成な

ど、地域の活性化が図られていると考えており

ます。

○太田清海議員 わかりました。私たちもある

視察の中で、五ヶ瀬だったと思いますが、そう

いう取り組みをしているところを見せていただ

きました。農家の方々が文化活動もソフト事業

でやっているとか、また共同で機械類を使って

いこうということで、何かそういう意識のまと

まりといいますか、そんなものが農村世帯に醸

し出されてくるのではないかという意味では、

大変いい事業ではないかなと思っております。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。公

共工事現場点検強化事業、これは、入札改革の

負の部分、ちょっと手抜き作業があるんじゃな

いかというようなこととかをきちっとチェック

しながらやっていこうという取り組みだろうと

思いますが、どのような基準でその対象工事を

選んでいるのか、まただれが点検しているのか

を教えていただきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 公共工事現場

点検強化事業につきましては、一般競争入札へ

の移行に伴い、落札率が低下している中、手抜

き工事や下請業者への過度なしわ寄せを防止し

まして、公共工事の品質を確保するため、抜き

打ちで実施しているものであります。施工体制

の重点点検における対象工事については、落札

率が一定以下の工事、１次下請額が契約額の半

分以上を占めている工事、同時期に施工中の隣

接工事で同じ企業が下請業者となっている工事

など、７項目の基準を設けまして、そのいずれ

かに該当する工事を選定しております。また、

点検は、財団法人宮崎県建設技術推進機構に委

託しまして、施工体制監視チームにより行って

おります。

○太田清海議員 この点検強化事業による点検

結果といいますか、効果はいかがだったでしょ

うか。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成19年８月

から20年３月までの間に施工中であった工事の

うち190件について、主任技術者の常駐状況や下

請契約の締結内容、元請業者の下請業者に対す

る関与状況などについて点検を実施いたしまし

た。その結果、現場に備えておくべき施工体制

台帳等の不備や、災害防止協議会が開催されて

いない例などが確認されまして、これらについ

ては、発注機関を通じて是正措置を行ったとこ

ろであります。また、現場の主任技術者が適正

に配置されていない建設業法違反が確認されま

して、入札参加資格停止処分を行ったケースも

ございました。

○太田清海議員 わかりました。

続きまして、教育長にお伺いをいたします。
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育英資金の貸し付けについてであります。

育英資金の貸与者数が増加しているというふ

うに、この表では見られるんですが、どのよう

な理由によるものか、またその返還の状況につ

いてお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 育英資金の貸与者が

増加しておりますのは、平成17年度から日本学

生支援機構の高校生奨学金が各都道府県に移管

されたことによるものであります。これにより

まして、本県におきましては、平成19年度まで

毎年、約1,200名ずつ貸与者が増加したものであ

ります。また、返還状況につきましては、移管

された分についての返還は本年の10月１日から

でありますので、それまでの貸与分について申

しますと、返還率は近年、向上傾向にございま

す。

○太田清海議員 向上傾向にあるということで

あります。あわせてお尋ねしたいと思います

が、なかなか返還となると難しい、世の中がそ

ういうふうになっているものですから、私は、

低下しているのかなという思いもありました

が、向上しているということでお聞きしまし

た。育英資金の返還促進の取り組みについて、

特徴的に何かあれば、教えていただきたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 育英資金の返還促進

策につきましては、まず、育英資金の申請の段

階で提出が必要であります「育英資金貸与申請

願」を、必ず借受者であります生徒本人の記述

によるものといたしまして、奨学金受給者とし

ての自覚を持たせているところであります。ま

た、貸与が終了した時点で、「返還の手引き」

により、返還された資金は次の世代のための育

英資金の原資になるものであることを訴えるな

ど、返還の意識づけを行っているところであり

ます。さらに、残念ながら滞納が生じた場合に

おきましては、職員及び３名の債権管理員が、

文書、電話、直接訪問等の手だてによりまし

て、反復して督促を行い、未納分の回収に努め

ているところであります。以上です。

○太田清海議員 わかりました。

続いて、最後の質疑になりますが、学力向上

対策の推進についてということで、定時制・通

信制いきいき夢サポート事業、県単で行われて

おります。この内容についてお伺いしたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 定時制・通信制いき

いき夢サポート事業は、生徒たちが夢と希望を

抱いて、将来の自己実現に向け、生き生きと学

ぶことを目的として実施しているものでありま

す。また、この事業は３つの取り組みで構成さ

れております。１つ目が、「ふれあい交流活

動」、２つ目が、「いきいき体験活動」、３つ

目が、「生徒支援相談員の配置」であります。

１点目の「ふれあい交流活動」につきまして

は、各校の代表生徒が体験に基づいた発表を行

う生活体験発表大会や、文化講演会、スポーツ

交流活動、生徒会交流活動を行ったところであ

ります。２点目の「いきいき体験活動」につき

ましては、高齢者福祉施設における介護体験活

動や、宮崎海洋高校の「進洋丸」への乗船体験

などを実施いたしました。３点目の「生徒支援

相談員の配置」につきましては、豊富な知識や

経験を備えた相談員を定時制高校に配置して、

生徒の学習や生活に関する相談体制の充実を

図ったところであります。

○太田清海議員 最近の定時制・通信制は、私

たちのイメージでは、仕事・勤労のいろんな問

題があって、定時制に行って頑張っておられる

というイメージもあったわけですが、私も、定
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時制高校等のいろんな祝賀会なんかにも出させ

ていただきまして、学生さんたちの発表なりを

聞いてみると、昔と違った選択で、定時制をみ

ずから選ぶという人たちもふえている。むし

ろ、またそれはそれでいいことだというふうに

感じる。むしろ、私たちがそういうイメージも

つくっていって、大いに定時制に来ていただく

ことも考えないかんのかなと思ったりもしたと

ころでありますが、そういう最近の生徒に何か

変わりがあるのかどうか、特徴的なものがあれ

ばお教えください。

○教育長（渡辺義人君） 家事や子育てをしな

がら学び直しをする生徒や、さまざまな理由で

全日制の高校を中途退学したけれども、改めて

高校卒業の資格を得たいという生徒も学んでお

ります。そのほかにも、例えばプロのミュージ

シャンやサーファーなどを目指して、夢と学び

を両立させたいという生徒など、多様な生徒が

在籍いたしておりまして、一言で言えば、自分

のスタイルに合った学びの場ということになっ

ております。以上です。

○太田清海議員 本当にそういう、むしろ定時

制を選びたいということで夢を持って行かれて

いる人たちもいらっしゃって、それは普通科高

校といいますか、そういったところにも逆に知

らしめて、お互い将来に希望を持って頑張って

いただきたいという意味では、ＰＲもしてもら

うといいなというふうに思います。

私の体験でありますけれども、延岡は夕刊が

ありまして、私のうちにそれを配ってくる男の

子がいました。雨降りで、自転車で滑って腰を

打って、痛がっておるんです。私の家に入れて

聞いてみたら、夕刊紙を配達しながら頑張って

おるということでありました。やせた子だった

ものですから、ジュースを飲ませながら、「頑

張ってね」と言って、雨にぬれている新聞紙

を、ビニール袋をやって、「これに入れて配ん

ね」と言ってから渡したこともあったんですけ

ど、いろんな方が働いて学んでおられます。そ

の人のお母さんに聞いてみたら、今度卒業し

て、社会保険のあるところに勤めることができ

ましたという報告もありました。よかったな

と、こういう子供たちが世の中にきちんと出

て、社会貢献がまたできるといいなという、私

の気持ちでありますが、こういうところに光を

当てていきたいなという思いであります。

残りの青少年の健全育成については、重複い

たしましたので割愛させていただきます。

以上で質疑を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、武井俊輔でございます。私としては初めて

の総括質疑でございますので、元気に取り組ま

せていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。

議会の大きな役割といたしましては、執行部

のチェック機関としての位置づけも大変重要で

ございますが、そういった意味でも、この決算

審議は非常に重要なものだと考えておりますの

で、明確な御答弁をお願いいたしたいと思いま

す。

では、愛みやざきを代表し質問をしてまいり

ます。

東国原県政最初の本格予算でございました平

成19年度予算でありましたが、選挙公約でもあ

りましたマニフェストの実現を図るという意味

では、大変財政状況が厳しい中、お気の毒なと

ころもあったかと思います。決算書を読んでま

いりましても、「宮崎県行財政改革大綱2007」
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の財政改革プログラムに基づき、歳出の圧縮や

縮減に努められてきたと認識しております。

一方で、私たち愛みやざきも、県議会各会派

の皆様とともに、さまざまな節減に努めまし

て、当初予算でありますと、例えば旅費につい

て1,200万円余の削減、また政務調査費等を含み

ます負担金・補助及び交付金についても、同じ

く1,200万円余の削減といったことも図ってまい

りました。その意味では、まだまだ途上ではあ

るものの、議会としても取り組みを具体的に進

めることができたのではないかと考えておりま

す。

ではまず、知事にお伺いいたします。今期決

算に対する知事の所見。特に、不適正な事務処

理等もございました。これも含めて見解をお願

いします。

後は自席で質疑をしてまいります。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〕 決算につい

てであります。本県の財政は、自主財源の占め

る割合が低く財政基盤が脆弱な上に、地方交付

税等の削減や社会保障関係費の増大等により、

平成19年度は大変厳しい財政運営となりまし

た。このような中、全庁調査で判明しました不

適正な事務処理のうち、平成19年度においても

約20万円の書きかえが行われていたわけであり

ますが、これらの支出については、公務に使用

されたと認められるものでありましたので、平

成19年度中に、本来支出すべき科目に更正を済

ませまして、決算認定の議案とさせていただき

ました。不適正な事務処理につきましては、再

発防止策の着実な実施に、引き続き取り組んで

まいりたいと考えております。

なお、決算全体としましては、財政状況が非

常に厳しい中において、「宮崎県行財政改革大

綱2007」の財政改革プログラムに基づく取り組

みを着実に推進するとともに、新しい総合計画

「新みやざき創造計画」を策定し、その新みや

ざき創造戦略として掲げる重点施策の推進に取

り組んだところであり、厳しい財政状況に対応

した堅実な財政運営を図ることができたものと

考えております。〔降壇〕

○武井俊輔議員 では、続いて質疑してまいり

ます。

続いて、福祉保健部長並びに教育長にお伺い

いたします。不適正な事務処理に係る監査につ

いてでございます。

19年度の監査委員の指摘の中で、中央福祉こ

どもセンター、南部福祉こどもセンター、こど

も療育センターにおいて、切手の大量購入、そ

して日南振徳商業高校において、印刷機のイン

クの大量購入について指摘をされておりまし

た。この理由について、福祉保健部長及び教育

長の答弁を求めます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 福祉こどもセ

ンター等における郵便切手の購入につきまして

は、次年度に福祉事務所と児童相談所の組織統

合が予定されていたために、それに伴う年度当

初にかけての使用量の増加に備えたというよう

なこともありますが、いずれにしましても、県

民の誤解を招きかねない行為でありまして、切

手の在庫管理が不十分であったと考えておりま

す。

○教育長（渡辺義人君） 日南振徳商業高校に

おける事案につきましては、昨年度末、印刷用

のインク及び原版作成用マスター、各60本を購

入したものであります。これは、年度末から年

度当初にかけての大量使用に備えようとしたも

のでありますが、綿密な執行計画を欠いており

ましたため、所要量を超える購入となったもの
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であります。

○武井俊輔議員 わかりました。

続いて、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。しかし、組織改編というのは今までもあっ

た話でございます。例えば、切手の購入などと

いうものについての問題が指摘されているわけ

ですが、こういったことは組織として継続的に

行われてきたのでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 所属長の決裁

を受けて購入し、郵便切手受払簿により管理を

行っておるわけでありますが、このたびのケー

スは、在庫管理が不十分であったために生じた

ものであり、予算の適正な執行管理につきまし

ては、さらなる徹底を図ってまいりたいと考え

ております。

○武井俊輔議員 しかし、結果として、こう

いったことが監査の指摘がありまして、現実に

報道もされているということがございます。で

は、再発防止、この問題に対する責任者であり

ました河野副知事にお伺いをいたしますが、不

適正資金の事務処理に係る意識というものが、

職員全般にまで本当に行き渡っていたのかとい

うことについて、今の事例など見ましても、

やっぱり、やや心配な感があるのですが、見解

を求めます。

○副知事（河野俊嗣君） 今回指摘のあった事

案につきましては、県民の誤解を招きかねない

行為として、あってはならないことでありまし

て、大変残念に思っているところであります。

これを受けまして、先週には、私が委員長を務

めております、庁内のコンプライアンス推進委

員会を開催して、監査報告の内容も含め、適正

な事務処理の確保に向けて、職員への意識啓発

にさらに取り組んでいくことを確認したところ

であります。今回の指摘を真摯に受けとめ、今

後とも、職員に対する一層の研修や指導検査に

努め、徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 ぜひよろしくお願いします。

引き続いて、監査事務局、代表監査委員にお

伺いいたします。今回の不適正な事務処理の問

題を受けて、監査事務局ではどのように体制を

改めたのか、また職員の資質向上などの取り組

みがなされたのか、お伺いいたします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 全庁的に定数

削減に取り組んでいる中で、組織の改編だとか

職員の増員を伴うような体制の強化は大変難し

い状況にございます。したがいまして、平成20

年度においては、工事監査だとか財政援助団体

の監査など、特に専門的な知識を必要とする部

門の監査については、その一部を外部委託する

とともに、監査対象や監査項目の重点化を行う

など、監査機能の充実強化を図ったところでご

ざいます。また、事務局職員のスキルアップに

つきましては、公認会計士や技術士を招聘しま

して、全職員を対象にした研修を実施し、ま

た、会計検査院等が主催する外部研修や自治大

学校の監査専門課程研修に職員を派遣するな

ど、職員の能力向上に努めているところでござ

います。

○武井俊輔議員 引き続き、代表監査委員にお

伺いいたします。資料としていただきましたこ

の冊子―決算審査意見書でございますが―

の中に、予算の執行について５つの指摘がされ

ております。資料ですと３ページになります

が、１つ、一者随意契約について、２つ、工事

請負契約の変更について。５つのうち上の２つ

なんですが、これらの指摘は大変重要な内容を

包含していると考えております。この指摘は、

知事就任のマニフェストにも掲げられ、実施も
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されております入札制度の改革における公平

さ、公正さの確保というものと逆行しているの

ではないかと考えられるからであります。まず

伺いたいのは、これについて、どの部局でどの

ような事案があったのか、件数並びに具体例を

お示しください。

○代表監査委員（城倉恒雄君） まず、一者随

契につきましては、16件の契約について指導を

行っております。その具体例としましては、西

臼杵支庁の林道事業及び治山事業の現場技術業

務委託契約について、一者随契としては、その

理由が不十分であるとして留意を促したもので

ございます。

次に、工事請負契約の変更につきましては、

４件の工事について指導を行っております。そ

の具体例としましては、小林土木事務所の橋梁

維持工事において、当該工事とは直接関連性が

ない工事を、設計変更により追加施工としてい

るものがありまして、留意を促したものがござ

います。

○武井俊輔議員 次に、これらの話なんですけ

れども、22ページ以降に歳出の決算状況という

のが、この冊子の中に書いてあるんですが、こ

ちらのほうには一切記載がされておりません。

今のような話でございますが……。これはいか

なる理由によるものなのか。例えば、監査上の

守秘義務、情報公開、その他さまざまな見地が

あるかと思うんですが、どういう見地でこれに

掲載されなかったのかということを伺います。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 今般の決算審

査意見書では、「審査の結果」「審査意見」及

び「決算の概要」等を記載しております。平

成19年度の歳入歳出決算額につきましては、正

確であることを確認したところでありますが、

定期監査において、予算の執行に関して留意す

べき事項が見られましたので、「審査意見」の

中で意見を述べたものでございます。なお、こ

れらの事項の具体的な内容につきましては、定

例の「監査報告書」で公表しておりますので、

今般の決算審査意見書には記載しておりません

でした。

○武井俊輔議員 しかし、これは議会の前に配

付される資料でありまして、私たちは、これを

よく見てやりますので、非常に重要な資料であ

るということは申し上げたいと思います。

続きまして、議会選出の監査委員にお伺いを

いたします。素朴な疑問なのですが、監査委員

監査は、会計監査、それから行政監査を行って

いくわけですが、この中で、不正行為や不適切

な事務処理にどこまで迫ることができるかとい

うことがあるかと思います。過去にもいろいろ

な事件がマスコミを騒がせました。ある県で

は、ある公社の預金10億円近くを海外の女性に

送金してしまったといったような事件もありま

した。また、本県でも、前知事の官製談合事件

に際し、業者の選定や落札価格の設定に監査機

能が働かなかったのではないかといったよう

な、一部の県民の方からの批判もございまし

た。さらに、昨年からことしにかけて起きた、

先ほども取り上げております不適正な事務処理

の問題についても、同様のことが言われてまい

りましたが、県民からの多くの指摘は、いずれ

も、「毎年監査を行いながら、なぜこれらが予

見できなかったのか、未然に防止できなかった

のか」ということであったかと思います。先ほ

どもありましたが、事務局体制のマンパワーの

不足、それから、限られた時間帯での委員監査

でもあるかと思うんですが、議会選出監査委員

の立場としての所見を伺いたく思います。

○監査委員（濵砂 守君）ただいま武井議員か
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らの質疑でありますが、今回、議案第10号平

成19年度の決算認定に対する総括質疑というこ

とでありまして、議案に対する質疑として受け

とめていいかということがございますので、暫

時休憩を求めたいと思います。

○坂口博美議長 暫時休憩をいたします。

午後１時59分休憩

午後２時０分開議

○坂口博美議長 議会を再開いたします。

申し上げますけれども、今、確認いたしまし

たように、今の質疑というのは、監査委員の意

見書に関してのお尋ねであったということで、

質疑と認めます。ただ、これは、趣旨が審査意

見書に対しての質疑ですから、本来、監査の仕

組み、現行の制度に関しての、物理的なものも

含めた質疑と受けとめて、代表監査委員がお答

えになってもいい質疑かなと思うんです。た

だ、事前に、議選の監査委員に対しての通告と

いうことで事前通告がなされておりますので、

ここで濵砂監査委員がお答えになれば、自席か

らお答えをいただきたいと思います。

○監査委員（濵砂 守君） それでは、武井議

員の質疑にお答えいたします。

私ども議会選出監査委員２名、識見監査委員

２名、おるわけでありますが、両方とも監査委

員としての職務権限によりまして、それぞれ独

立して監査を行っております。これは全く私個

人の所見でございますが、平成20年度の監査

は、対象機関数が約1,500カ所ある中で、監査日

程やマンパワーの問題もございまして、５分の

１の300余りしか実施できないなどの物理的な問

題が生じてございます。また、今般の不適正な

事務処理に関してでありますが、委員監査に

は、会計検査院等の検査とは異なりまして、法

律的にもその有効性に限度があることも実感を

しております。

このようなことから、現行の監査委員制度で

はさまざまな制約がありますので、私としまし

ては、現在、国において協議中の、地方分権に

関する地方制度調査会の中で議論されておりま

す監査体制の充実強化に向けて、今後とも強く

国に対して要望していくことが必要であると思

います。いずれにいたしましても、議員活動を

通じて培ってきた経験を生かしまして、今後と

も、公正不偏の立場で監査に取り組んでまいり

たいと思います。以上です。

○武井俊輔議員 ありがとうございました。

では、今度は総務部長に質疑をいたします。

引き続き不適正な事務処理について伺います。

不適正な事務処理にかかわった取引業者が当然

いるわけでございますが、この取引業者は現在

も県の当該機関と取引を継続しているのか、お

伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今回の不適正な事

務処理の預けあるいは書きかえにつきまして

は、いずれも、関係した県の所属からの依頼に

よって行われたものであると認識をしておりま

す。また一方、不適正な事務処理の調査の際に

は、取引業者の全面的な協力もいただいたとこ

ろでございます。こうしたことから、関係した

取引業者につきましても、他の取扱業者と同じ

取り扱いとしているところでございます。

○武井俊輔議員 確かに、県から申し出たこと

でもあり、取引業者サイドに立てば、気の毒な

面があるというのは認めます。しかし、例えば

これが刑事事件であれば、従属的な立場であっ

たとしても、酌量の余地はあるにせよ、当然、

責任は問われるものであります。そういった意

味でも、当該取引業者に対しては、取引を再開
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するに当たり、「今後は、このような不適正な

事務処理に関与しない」であるとか、そういっ

た旨の誓約書等をとるべきではなかったかと考

えておりますが、そのようなことはされなかっ

たのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 特段、誓約書等は

徴しておりませんけれども、物品取引の公正を

期すため、今年度から、県からの不適正な行為

等を要求された業者から通報を受ける外部通報

制度を制定いたしました。取引業者にはこれで

周知を図ったところでございますが、一方ま

た、内部的には、「物品取扱業者への対応指

針」を作成して、業者との対応方法をルール化

したところでございます。こういった二面から

のアプローチによりまして、不適正な行為が未

然に防止されるものと考えられますことから、

特段、誓約については求めていないところでご

ざいます。

○武井俊輔議員 わかりました。預けや書きか

えは、そもそも、納入されるべきものが納入さ

れない仕組みがつくられたことから起こったこ

とです。普通の取引の中では当然にあるんです

が、物品が納入される際には、納品書の収受と

いうのが普通に行われておりますが、納品書の

管理は行ってこなかったのか、総務部長に伺い

ます。

○総務部長（山下健次君） 納品書でございま

すけれども、地方自治法上は、地方公共団体が

契約を締結した場合におきましては、契約の適

正な履行を確認するための方法として、必要な

検査をしなければならないとされております。

これを受けまして、県は、財務規則におきまし

て、検査したことを証するものとして検査調書

を作成する、あるいは請求書の余白に検査済み

の旨、及びその年月日を記入して、検査した者

が記名押印することとしておりまして、特段、

納品書の管理は義務づけをしていないところで

ございます。

○武井俊輔議員 つまり、納品書の管理はして

いないということになるわけですが、再発防止

の責任者である副知事に最後はお伺いをしたい

と思います。先ほどのお答えの中で、例えば意

識改革であるとか、一層の研修であるとか、い

ろんなことをおっしゃいまして、非常に抽象的

なことかなと、私は印象を受けるんです。つま

り、こういった具体的な仕組みの改善というこ

とについては、この一点を見てもまだまだ弱

かったのではないかと感じますが、見解を求め

ます。

○副知事（河野俊嗣君） 御指摘の再発防止策

につきましては、昨年、全庁調査報告書を取り

まとめるに当たりまして、外部調査委員の御指

摘を踏まえつつ、職員の意識改革から物品調達

システム、さらに予算編成・執行システムな

ど、さまざまな観点にわたりまして、具体的な

案を取りまとめたものでございます。今後と

も、必要な見直しはその都度行いつつ、また今

回のような事案を教訓としつつ、組織の隅々ま

でこれが浸透するよう、さらに徹底を図ってま

いりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、県税の未歳入額につ

いてお伺いいたします。

昨年度の県全体での県民税の総額は34 2

億1,300万円余、これに対し収入が323億9,900万

円余でありまして、17億1,800万円余が収入未済

額となっております。これは、18年度の収入未

済額11億900万円余に対し約1.6倍になっている

んですが、この理由について総務部長にお伺い

いたします。

○総務部長（山下健次君） 県民税には、大き
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く個人県民税と法人県民税とがございますけれ

ども、このうちの８割以上を占めております個

人県民税については、平成19年度から税源移譲

が行われたことによりまして、前年度と比較し

て、調定額及び収入額ともに約1.8倍となってお

ります。これに伴いまして、徴収率は上がった

んですけれども、収入額も増加したということ

でございます。

○武井俊輔議員 収入未済額も増加したという

ことでよろしいですか。

○総務部長（山下健次君） 1.8倍に税の額が増

加したということで、これに伴って、収入未済

額も増加することになったということでござい

ます。

○武井俊輔議員 つまり、徴収率は上がったも

のの、収入未済額も、全体が上がったので増加

したという理解かと思います。確かに、18年度

の調定額、215億6,100万円余でありました。そ

ういった意味では、割合が全体的に、両方ふえ

たという理解かと思いますが、今、三位一体改

革というものが国の中でも大変進んでおり、税

源移譲が進んでいる中、徴税体制の強化という

のはどのように取り組んでこられたのか、総務

部長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 個人県民税の徴収

対策につきましては、市町村との徴収対策会議

を初めといたしまして、共同徴収あるいは徴収

実務研修の実施、市町村から―これは滞納分

でございますが―滞納案件の引き継ぎを受

け、県が滞納処分を行う直接徴収に加え、平

成19年度からは税務職員の併任人事交流制度を

創設いたしまして、市町村と一体となった徴収

対策を実施してきたところでございます。

○武井俊輔議員 わかりました。

続きまして、特に県営住宅事業についてお伺

いいたします。

県営住宅事業の調定額は21億2,270万円余に対

し、収入未済額は1,998万円余となっておりま

す。これは18年度よりも180万円の増加というこ

とになっております。この収納率は全国的に見

てどのような状況か、また家賃滞納について、

入居者及び転出者の最高滞納月数及び滞納額を

お示しください。県土整備部長、お願いしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成19年度に

おける公営住宅使用料の現年度の徴収率は99.1

％で、これは全国上位から第４位となっており

ます。また、入居者及び退去者別の最高の滞納

月数と滞納額につきましては、滞納月数は、入

居者で67カ月、退去者で72カ月でございます。

また、滞納額は、入居者で206万円、退去者

で235万円となっております。なお、これらの方

々につきましては、既に家賃支払いの訴えな

ど、法的措置を講じているところでございま

す。

○武井俊輔議員 負担の公平性という観点から

も、これは大きな問題であると考えておりま

す。それらの収入未済額についてですが、今ま

での累積分というのが当然あるわけですが、累

積分と合わせた総額はどの程度になるのか。ま

た、法律上の残債の不納欠損―結果として収

納できないことが確定したものの欠損処理はど

のように行っているのか、また、それについて

法律上の時効があるのか、収入未済解消のため

に今までどのような方策をとってこられたの

か、あわせてお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、過年度

を含めた収入未済額の総額につきましては、平

成19年度末現在で１億876万5,431円となってお

ります。
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次に、不納欠損処理に至る手順につきまして

は、再三にわたる納入指導にも応じない滞納者

に対しまして、必要に応じて家賃支払いの訴え

などの法的措置を講じた上で、粘り強く請求を

行っていくこととなりますが、その中で、退去

後に死亡したり、あるいは所在不明となった方

など、徴収が困難となった滞納者につきまして

は、宮崎県財務規則及び県営住宅使用料不納欠

損処分実施基準等に照らして、不納欠損金とし

て整理することとなります。さらに、法律上の

時効につきましては、通常は５年となっており

ますが、判決や裁判上の和解等により確定した

ものは10年となっております。

最後に、これまでの収入未済額解消の方策と

しましては、きめ細かな納入指導のほか、県民

負担の公平の観点から、連帯保証人に対する納

付請求や、明け渡し訴訟などの法的措置を講じ

るなどにより、収入の促進に取り組んできたと

ころであります。

○武井俊輔議員 続いて、補助公共事業につい

てお伺いいたします。

補助公共事業については、附属の事務費も含

め使い切らなければ返還手続が煩雑になるなど

といったこともございまして、これが不適正な

事務処理の温床になったという指摘もあります

が、補助公共事業の残額についてはどのように

措置したのか、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 工事の入札等

で執行残額が生じた場合には、残工事への再投

資や、他の事業箇所への流用を行いまして、事

業の進捗が図られるように努めております。こ

のため、補助公共事業の執行残は、箇所が限定

された災害復旧事業など特殊な事業を除きまし

て、一般的には生じないところであります。

○武井俊輔議員 続いて、会計検査院の指摘に

ついて伺います。

今月７日に会計検査院より公表された平成19

年度の決算検査報告についてでございます。こ

れによりますと、不適正な事務処理に含まれる

国庫補助金等相当額が5,659万円余となっており

ますが、これについてどのように認識されてい

るか、これは総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今回の会計検査院

の決算検査報告は、本県が昨年実施いたしまし

た全庁調査における預けと書きかえの中に、御

指摘の5,659万円余の国庫補助金等相当額が含ま

れていたというものでございまして、その指摘

を重く受けとめているところでございます。県

としましては、これまで、職員等による返還や

処分を行うとともに、職員のコンプライアンス

意識の徹底や、物品調達システムの改善などの

再発防止策に取り組んできているところであり

ますが、今後、このような不適正な事務処理が

二度と起こることのないよう、さらに再発防止

のための取り組みを徹底してまいりたいと考え

ております。

○武井俊輔議員 引き続き、入札改革につい

て、今度は知事にお伺いいたします。

官製談合事件を踏まえ、19年度より入札改革

を実施いたしましたが、知事の所見を伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 一昨年起きました入

札談合事件は、県政に対する信頼を失墜させた

ばかりでなく、県民の皆様の誇りを大きく傷つ

けたと考えております。このため、一刻も早い

宮崎県政の再生、信頼の回復が、私に課せられ

た使命であると考え、知事就任以来、より公

正、透明で、競争性の高い入札・契約制度の確

立を目指し、抜本的な改革に取り組んできたと

ころであります。しかしながら、建設投資の大
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幅な減少、一般競争入札の拡大による競争性の

高まりに加え、資材価格の高騰、不動産業界の

業況悪化などもあり、建設産業を取り巻く環境

は大変厳しい状況となっております。建設産業

は、社会資本の担い手であり、災害時の緊急対

応などに大きな役割を果たすとともに、地域経

済と雇用を支える重要な産業の一つでありま

す。このため、建設産業について、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急

務と考えており、建設業者の実情に応じたきめ

細やかな支援に努めるとともに、入札・契約制

度についても幅広く意見を伺いながら、総合評

価落札方式をさらに拡充するなど、制度の検証

と見直しを継続して行い、よりよい制度の構築

を図ってまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、今の答弁を踏まえま

して、県土整備部長に伺います。この入札改革

の結果、平均落札価格も当然下がったわけです

が、再投資に回ったものも含め、結果としてど

の程度の県費が捻出されたのか、お伺いしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 公共三部にお

いては、平成19年度に予定価格ベースで677億円

の工事を発注しております。平成18年度と19年

度の落札率の差を見てみますと、9.5％でありま

すので、この差に相当する金額は64億円、こう

いう計算になります。

○武井俊輔議員 引き続きまして、増額の契約

変更についてお伺いいたします。5,000万円以上

の大型工事の中で、契約後の増額変更、割合と

しては１割以上というふうに―微調整はあり

ますので１割以上といたしますが、この件数を

お示しください。また、入札改革の結果とし

て、工事の品質への懸念等もありましたが、入

札改革との関係性はあるかどうか、どう認識さ

れているか、あわせて県土整備部長にお伺いし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成19年度県

土整備部発注の当初契約額5,000万円以上の工

事168件のうち、変更増額が当初契約額の１割以

上となった件数は22件でございます。また、契

約変更につきましては、工事請負契約約款に基

づき、工事現場の形状、地質、湧水等の状態が

設計図書に示された施工条件と一致しない場合

などに、発注者と請負者が協議を行い、必要が

あると認められるときは行うこととしておりま

す。入札・契約制度改革との関連性はないもの

と考えております。

○武井俊輔議員 引き続き、市町村合併につい

てお伺いいたします。

市町村合併交付金、これは、合併した市町村

に５億円をベースに、３以上の市町村が合併し

た場合、１市町村ふえるごとに１億円を増額す

るというものでありまして、19年度は都城市の

８億円、２段階で合併した延岡市の８億円を筆

頭に、宮崎市に７億円、美郷町に６億円、日向

市と小林市に５億円の交付金枠が配分されたも

のであります。その中で、平成19年度の決算で

は６億8,900万円余が配分されておりますが、こ

れについて、その活用は市町村の自由裁量とし

たのか、また、その成果について総務部長にお

伺いします。

○総務部長（山下健次君） 市町村合併支援交

付金につきましては、合併によって臨時的に必

要となる事業や、市町村建設計画に基づき実施

される事業などにつきまして、市町村からの申

請に基づき、その内容が事業目的に合致してい

るか審査した上で、交付を決定しているところ

であります。合併した市町におきましては、こ

の交付金を活用いたしまして、旧町村立病院や
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小中学校等の公共施設整備、またケーブルテレ

ビのエリア拡大や文化財の保存事業など、合併

後の一体的なまちづくりのためのさまざまな事

業に取り組まれているところであります。

○武井俊輔議員 合併においての課題として、

役場などがなくなってしまった旧町村、また周

辺部などの衰退が大きな課題として挙げられて

おりますが、その対策はどのようにされてきた

のか、総務部長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 合併した市町にお

きましては、地域の特性を生かしたまちづくり

を行うとともに、総合支所や地域自治区等を設

置し、住民サービスの維持向上はもとより、住

民の意見を反映させる取り組みを行っていると

ころでございます。県におきましては、市町村

合併支援プランに基づき、合併後の一体的なま

ちづくりのための市町村合併支援交付金の交付

や、市町村建設計画に位置づけられた県事業の

積極的な推進などにより、支援に努めていると

ころでございます。

○武井俊輔議員 続いて、企業誘致について商

工観光労働部長にお伺いいたします。

平成19年度の企業誘致の件数は22件となって

おりますが、このうち細島工業団地及び宮崎フ

リーウェイ工業団地へはどの程度進出したの

か、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 細島工業

団地への誘致、それとフリーウェイ工業団地へ

の誘致でありますが、それぞれ１件というふう

になっております。

○武井俊輔議員 わかりました。細島工業団地

については、残スペースの関係もあり、まだ妥

当なところがあるかと思いますが、宮崎フリー

ウェイ工業団地について、重ねてお伺いいたし

ます。宮崎フリーウェイ工業団地については、

やはり相変わらず進捗していないようでござい

ます。決算書を見てみましても、14億800万円の

無利子貸し付け及び管理費補助をいたしており

ます。にもかかわらず１件というのは、大変厳

しい状況にあるかと思いますが、なぜ宮崎フリ

ーウェイ工業団地について進まなかったのか、

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） フリー

ウェイ工業団地への企業誘致につきましては、

県外で開催します企業立地セミナーや展示会等

で立地環境のＰＲを行いますとともに、19年度

は約60社の企業に現地を視察していただくな

ど、積極的な誘致活動を行ってきたところであ

ります。そして、これまで接してきました企業

からは、例えば人材確保への不安でありますと

か分譲価格等について、いろいろ御意見をいた

だいているところでございます。

○武井俊輔議員 企業誘致について引き続きお

伺いいたします。昨年度の企業誘致に伴う最終

雇用予定者数は1,174人と規定されております

が、有効求人倍率等を見ても、新規就業者の雇

用創出が継続的になされているとは言いがたい

状況にあると思います。総括質疑ですので、過

去にさかのぼり、19年度の状況としてお伺いい

たしますが、例えば17年度は2,932名、18年度

は1,028名が最終雇用予定者とされております

が、19年度の時点で、その雇用状況がどの程度

達成されたのか、お知らせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 17年度

と18年度の誘致企業数は計42社でありますが、

平成19年12月に実施しましたアンケート調査な

どの結果によりますと、そのうち把握できまし

た28社の状況を見ますと、最終雇用予定者

数3,526人に対しまして、雇用者数が2,160人、

達成率で申しますと、61％となっております。
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○武井俊輔議員 続きまして、県民政策部長に

お伺いいたします。宮崎情報ハイウェイ21（Ｍ

ＪＨ21）についてお伺いいたします。

これは、県内のすべての市町村を網羅した超

高速ネットワークでございまして、行政情報の

みならず、医療、教育、またケーブルテレビや

民間企業にも活用される、県内の高速情報網の

中核をなすものであります。情報格差の解消に

も資する非常に有益なものでありますが、19年

度には１億7,500万円余と、管理運営にも大きな

コストがかかっております。しかし、実際にこ

れを利用している民間の事業者の中には、この

ネットワークの回線が切断するといったような

事案も発生するなど、安定性、信用性について

不安視する向きもあります。これだけコストを

かけている中において、19年度の切断事案につ

いて状況をお聞かせください。

○県民政策部長（丸山文民君） 宮崎情報ハイ

ウェイ21のネットワークの断絶でありますけれ

ども、平成14年８月に供用開始しておりまし

て、現在まで２回のみ発生しております。その

うち19年度は、庁舎電気設備の点検業者の方が

誤って電源を停止したことによる断絶が１件発

生しているところであります。

○武井俊輔議員 これは非常に重要な問題であ

りまして、これだけインターネット社会になり

ますと、１分１秒が大きな逸失利益にもつなが

ることを指摘しておきたいと思います。

続いて、消費者啓発推進についてお伺いいた

します。県民政策部長にお伺いします。

昨年度より、振り込め詐欺、還付金詐欺な

ど、特に高齢者をねらった犯罪が頻発しており

ます。県では、消費者啓発推進に400万円余、消

費生活啓発員配置に762万円余、消費生活相談員

設置に2,223万円余などを充てておりますが、こ

れらの犯罪の未然防止に、消費生活センターは

どのように取り組んだのか、またどの程度効果

があったのか、お伺いします。

○県民政策部長（丸山文民君） 消費生活セン

ターにおきましては、消費者被害の未然防止や

消費者の自立支援を図るために、新聞、ラジオ

・テレビ、県庁ホームページ等を活用いたしま

して、消費生活情報の提供を行いますととも

に、広報誌「くらしのひろば」や各種リーフ

レットにより、啓発に取り組んできたところで

あります。さらに、広く県民を対象に、悪質商

法等をテーマとする講演会や、消費生活センタ

ー職員等が職場や地域に出向いて行う出前講座

等を317回実施し、約１万6,500人に対して直

接、啓発を行ったところであります。また、振

り込め詐欺につきましては、消費生活センター

が実施した講座等におきまして、特に注意喚起

を行うとともに、架空請求等に関する相談1,050

件に対して助言を行ったところでありまして、

被害の未然防止に寄与したものと考えていると

ころであります。以上です。

○武井俊輔議員 それに関連してですが、昨年

度は、あわせてワンクリック詐欺、それから麻

薬販売など、インターネットに係る犯罪も急増

いたしました。そういったインターネット犯罪

被害の防止について、学校との連携、未成年に

は非常に重要な取り組みだと思いますが、どの

ように取り組んできたか、お伺いいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 児童生徒に対

する消費者教育につきましては、県及び各市町

村の教育委員会や各学校との連携のもと、消費

生活センターが各種事業を展開しているところ

であります。平成19年度におきましては、県内

の中学２年生、全員の生徒に対しまして、パソ

コンや携帯電話によるワンクリック詐欺等のト
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ラブルに関する啓発パンフレットを配布したと

ころであります。また、小中学校及び高等学校

におきまして、保護者や児童生徒を対象に、金

銭教育に関する出前講座を62回実施しており、

インターネットや携帯サイトの被害についても

注意を呼びかけたところであります。さらに、

教職員に対しましても、児童生徒に対する指導

に役立てるため、インターネット犯罪の被害防

止を含む消費者教育に関する研修を４回実施し

ております。以上であります。

○武井俊輔議員 続きまして、「みやざきの

空」航空ネットワーク活性化事業についてお伺

いいたします。

これは、国や航空会社への要望・陳情活動、

チャーター便への団体補助などの事業で、19年

度9,194万円余が支出されております。この事業

は、アウトバウンド、つまり宮崎からの出発を

ふやすという事業ですが、この事業の中で、県

内の旅行業者に対しどのような働きかけをした

のか、また例えば他県と比べてどのようなオリ

ジナルな取り組みを行ったのかなど、お伺いい

たします。

○県民政策部長（丸山文民君） 国際線の利用

促進につきましては、県内旅行業者に対しまし

て、県民にとって利用しやすい旅行商品の造成

を働きかけたり、新聞広告やテレビコマーシャ

ルなどの広告に対する支援を行っております。

また、本県独自の取り組みといたしまして、19

年度は、財団法人みやざき観光コンベンション

協会と協力をいたしまして、県民に「ソウル国

際市民マラソン」への参加を呼びかけ、「みや

ざきＰＲランナー」として、本県のマラソン大

会や観光のＰＲを行っていただいたところであ

ります。加えまして、安定的な利用が見込める

修学旅行等の利用を促進するため、県内の中学

校や高等学校の担当者等を対象に、韓国修学旅

行セミナーや修学旅行事前視察調査を実施した

ところであります。以上であります。

○武井俊輔議員 最後でございますが、それに

関連いたしまして、海外交流駐在員設置事業に

ついてお伺いいたします。

これは、韓国、台湾、上海に駐在員を置く事

業で、4,213万円余が支出されております。その

中で、ソウル事務所についてお伺いいたしま

す。先ほどのものと関連しまして、ソウル事務

所が国際線活性化にどのような役割を果たした

か、意義と役割についてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ソウル事

務所につきましては、庁内各課とか関係団体と

連携を図りながら、現地の旅行会社へのきめ細

かな観光誘致セールスの実施でありますとか、

小中学生の相互交流などへの支援、貿易・投資

関係の情報提供など、現地にある強みを生かし

てさまざまな活動を実施しておりまして、経済

・文化面の相互交流に重要な役割を果たしてい

るところでございます。このような活動の中

で、平成19年度は、例えば530名が参加した韓国

人のゴルフ大会、延べ7,000人余に上る韓国企業

の報奨旅行の誘致を実現するなど、観光を中心

に宮崎―ソウル路線の利用促進につながる、さ

まざまな成果が上がってきていると思っており

ます。

○武井俊輔議員 以上で終わります。ありがと

うございました。

○坂口博美議長 次は、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 平成19年度

決算の審査に当たりまして、民主党を代表して

総括質疑を行います。

まず、知事に２～３お尋ねします。

19年度予算の編成は、不幸にも突然の事件に
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よる変則的な知事交代劇があり、当初予算は、

人件費、公債費等の義務的経費や、施設管理費

等の経常的経費を中心とした、いわゆる骨格予

算として編成され、新規事業や政策的な判断を

要する経費は肉付け予算として新知事指揮下の

６月議会で編成されました。

内容的には、国、地方を通じた厳しい財政状

況のもと、19年度予算は、「宮崎県行財政改革

大綱2007」の財政改革プログラムの初年度であ

ることを踏まえ、行政改革に着実に取り組むこ

ととなりました。当初予算の一般会計規模は総

額4,663億円余、６月補正の肉づけ額は984億円

余となり、対前年比152億円余減の６年連続のマ

イナス予算となりました。しかし、大変厳しい

本県の財政状況を踏まえながら、新知事マニ

フェストの具現化のため、意欲的な工夫がなさ

れ、県政を刷新し、県民みんなで取り組んでい

く、期待を込めた新みやざき創造予算としてス

タートしました。

特に、新みやざき創造計画では、重点事業と

して、第１には、「郷土の宝『宮崎人』づく

り」戦略として、地域の教育力の再生や視野の

広い人材の育成等、６つの項目でくくり、第２

には、「成熟社会における豊かな暮らし」戦

略、第３には、「『経済・交流』拡大」戦略

と、それぞれの項目で体系化し、アピールして

おります。

また、知事就任早々に、「災い転じて福とな

す」の格言どおり、一躍有名となった鳥インフ

ルエンザ対策と、その後の経営支援や再発防止

策、さらには「みやざきブランド」の強化や元

気な観光地づくり等に力を注いでこられました

が、まず19年度の決算を報告するに当たり、こ

の１年間の活動成果をどのように総括している

か、お尋ねします。

次に、平成19年度の財政運営について伺いま

す。平成19年度の６月時点の一般会計予算

は5,648億円余、その後の減額補正等により最終

予算額は5,489億円余と、緊縮予算であります。

決算額では、歳入で5,564億円余、歳出で5,517

億円余となり、形式収支で46億5,000万円余、翌

年度への繰り越し21億7,000万円余を差し引いた

実質収支は24億8,000万円余の黒字となり、単年

度でも５億5,000万円余の黒字となっておりま

す。また、自主財源比率は37.8％、対前年比5.5

ポイントの増となり、依存財源は、地方特例交

付金や地方交付税が増額になったものの、国庫

支出金や県債等が減額になったことにより、前

年度比14.9ポイントの減となり、62.2％となっ

ております。

一方、支出の内訳は、教育費の22.0％を筆頭

に、公債費15.7％、土木費14.0％、農林水産業

費10.9％、民生費10.7％などとなっており、義

務的経費47.1％のうち人件費29.2％、投資的経

費22.5％のうち普通建設事業費が20.6％となっ

ております。その他の決算数値においても、お

おむね予算の範囲内で推移したものと思いま

す。

このような極めて厳しい財政状況のもと、新

規を含めて数多くの行財政需要に的確に対応し

ていくことが求められました。そのため、行財

政改革には特に強力に取り組み、これまで以上

に財政の健全化に努めてこられましたが、19年

度の取り組み内容と実績、その評価を伺いま

す。

また、新たな財政改革の着実な取り組みとし

て掲げた、平成19年３月に策定した「新たな財

政改革推進計画」の人件費削減の取り組みは26

億円余となっているが、これは決算ベースでど

のように評価しているか、定数や実人員の減等
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はどのような結果となっているのか、予算編成

時点の計画に対する実績と評価を伺います。

次に、県単補助金の整理統合について伺いま

す。県単補助金は、常に見直しを行いながら、

廃止や縮小、統合等を繰り返し図ってきたとこ

ろであり、近年の厳しい財政状況のもとでは、

かなり徹底してきたとの見方もあります。予算

時点で示された姿勢に対して、実態はどのよう

に進んだのか、また新規の補助金の実績と評価

をお示し願います。

次は、知事交代の直接のきっかけとなった官

製談合事件の防止策として、従来、公共工事の

落札率の妥当性が問題とされてきました。知事

は19年度の方針として、「一日も早い県民の信

頼回復に向けて、より公正、透明で競争性の高

い入札・契約制度の確立」を掲げ、指名競争入

札の廃止と一般競争入札の拡大、公益通報制度

の充実、働きかけの記録・公表制度の導入、公

共工事の適正な施工の確保等を打ち出しておら

れます。この１年、導入に向けて、土木・建設

業界は冬の時代と言われる中での改革の断行で

あったわけでありますが、現時点での改革の結

果と評価を伺います。

次は、ゼロ予算施策の推進として掲げておら

れた、県中小企業融資制度における第三者保証

人要件の原則撤廃、県庁見学ツアーの実施、ト

ライアル発注制度の導入の３点について、その

効果と評価をお尋ねします。

以上で壇上からの質疑を終え、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 19年度の活

動成果についてであります。平成19年度の実績

や成果に基づく政策評価におきましては、「工

程表どおり進んでいる」が約７割、「おおむね

工程表どおりだが、一部おくれている」が約３

割であり、全体としてはおおむね順調に進捗し

ているものと考えております。その中で、マン

ゴーや宮崎牛など、県産品のトップセールスや

ＰＲ活動による「みやざきブランド」の向

上、11年ぶりに増加に転じた県外観光客数、さ

らには自然災害の被災者を支援するための災害

時安心基金の設置など、大きな成果を上げるこ

とができたのではないかと考えております。こ

のような成果について、今後さらに、定番・定

着化を図っていくことが重要であり、また一部

におくれが生じている項目についても、引き続

き全力で取り組みながら、新みやざき創造戦略

の一層の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。 続きまして、平成19年度は、「宮崎県

行財政改革大綱2007」の財政改革プログラムの

初年度であることから、義務的経費の削減や投

資的経費の縮減・重点化、事務事業の徹底した

見直し、財源確保対策など、財政健全化に向け

た取り組みを積極的に推進したところでありま

す。具体的には、予算編成に当たり、投資的経

費の縮減・重点化により約46億円、事務事業や

県単補助金の見直しにより約86億円の削減効果

があったものと考えております。また、義務的

経費のうち人件費につきましては、一般会計に

係る職員数を249名削減したほか、特別職の給料

や管理職手当の減額、給与構造改革などによ

り、約28億円の削減を図ったところでありま

す。

県単補助金の整理統合につきましては、平

成19年度において、廃止したもの96件、12億円

余、縮小・統合したもの224件、20億円余、合

計320件、32億円余の見直しを行ったところであ

ります。また、新規の補助金につきましては、

スクラップ・アンド・ビルドを原則として、こ

れらの見直しによって捻出された財源をもと
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に、91件、10億円余を実施することとしまし

た。厳しい財政状況ではありましたが、既定の

事業の見直しを行うことにより、事業の統合

や、より高度な施策の展開を図るとともに、新

規事業の創設により、新たな行政需要に対応す

ることができたものと考えております。

次に、入札・契約制度改革についてでありま

す。入札・契約制度につきましては、これまで

の取り組みにより、公正、透明で競争性の高い

制度の構築が図られてきたものと考えておりま

すが、建設産業を取り巻く環境は大変厳しい状

況となっております。このため県といたしまし

ては、建設産業について、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急務と考え

ており、建設業者の実情に応じたきめ細やかな

支援に努めるとともに、入札・契約制度につい

ても幅広く意見を伺いながら、随時検証し、総

合評価落札方式の拡充や最低制限価格の見直し

など、よりよい制度の構築を図ってきたところ

であります。

続きまして、ゼロ予算施策の効果と評価につ

いてであります。まず、県中小企業融資制度に

つきましては、第三者保証人要件を原則撤廃し

た結果、県信用保証協会の第三者保証人を求め

た割合は、18年度の45.1％から19年度は9.9％に

減少し、19年度の新規融資額も、18年度に比

べ7.7％増加しております。次に、県庁見学ツア

ーにつきましては、771団体、２万4,440人の利

用がありましたが、これにより、さまざまな団

体の誘客に結びついたほか、多くのメディアで

紹介され、本県観光全体のＰＲにもなったとこ

ろであります。また、トライアル購入事業者認

定制度につきましては、７事業者の７製品を認

定し、県での購入のほか、製品への認定の表示

やマスコミでの紹介等を通じて販路開拓につな

がっております。このように、いずれのゼロ予

算施策につきましても、一定の効果があったも

のと考えております。〔降壇〕

○権藤梅義議員 ありがとうございました。次

に進みます。

総務部長にお尋ねします。

19年度末の一般会計の県債残高は9,146億円

余、臨時財政対策債を除いても7,479億円余とな

り、現行決算規模からすると、比率は高まって

いると思います。多額の県債残高は、将来の県

財政と県民生活に大きな負担を与えるところと

なり、世代間負担のあり方についても多くの議

論があるところであります。当初６月に予測し

た残高より決算額は多額となっておりますが、

その差の原因と、ここ４～５年の残高見通しを

伺います。

さらに、財政状況を示す経常収支比率と公債

費比率については、財政構造の弾力化を示す指

標、また起債制限比率については、地方債の許

可制限に係る指標とされていますが、その推移

と内容について心配する向きもあります。最近

の数値の動きと今後の傾向をどのように考察さ

れておられるか伺います。

○総務部長（山下健次君） まず、県債残高で

ございますが、平成19年度末における県債残高

につきましては、６月補正予算時点では約9,022

億円と見込んでおりましたが、一般財源の節約

を図る観点から、国の補正予算債や臨時公共事

業債等、充当率や交付税措置がより有利な県債

を活用することとしたために、平成19年度決算

では約9,147億円となったところでございます。

今後の県債残高の見通しでございますが、県債

の発行規模は、経済情勢の変化あるいは国の動

向、災害の発生状況など、さまざまな要因に左

右されますことから、将来の見通しを立てるこ
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とは難しい面がございますけれども、財政改革

推進計画に基づく県債発行の抑制等によりまし

て、特段のことがない限り、平成18年度をピー

クに減少する見通しでございます。

次に、経常収支比率等についてでございま

す。平成19年度の財政指標を前年度との比較で

見てみますと、経常収支比率は94.3％というこ

とで2.2ポイントの増となっております。一方、

公債費比率は15.3％で、こちらは0.8ポイントの

減、さらに起債制限比率は9.8％で、これも0.8

ポイントの減ということになっております。公

債費比率と起債制限比率は、やや改善されたも

のの、財政の弾力性をあらわす経常収支比率は

一貫して高まる傾向にございまして、本県の財

政は厳しさを増してきているというふうに認識

しております。今後、財政指標の動向等につき

ましては、さらに十分留意してまいりたいと考

えております。

○権藤梅義議員 次は、会計管理者に伺いま

す。

一時借入金の借入残高の最高額は451億円余

で、限度額の1,000億円の範囲内であるとの指摘

でありますが、本来、借入限度額は、予算決算

額の１割程度が常識的な数値ではないかとの見

解もあるやに聞いております。決算ベースで総

額支出が減少していく過程にあり、限度額を

もっと少額で抑えるべきじゃないかとの指摘が

あります。これらを踏まえて、ここ数年の最高

額の推移をお示し願うと同時に、契約を四半期

ごとに設定する等、きめの細かい管理をすべき

との意見もあるわけでありますが、どのように

検討しているか伺います。

また、積立金及び基金の19年度末残高は869億

円余となっていますが、これらの管理運用の詳

細をお尋ねします。

さらに、超低金利時代は、若干の変動はあっ

ても、今日も依然として変わっておりません

が、この１年間の運用面でどのような努力と改

善を行ったのか伺います。

○会計管理者（長友秀隆君） まず、一時借入

金の１日単位での借入最高残額の推移は、ここ

数年で約400億円から約450億円でございます。

次に、一時借入金の管理につきましては、指定

金融機関との当座貸越契約により、必要以上の

一時借り入れが発生することがないよう、毎日

きめ細かく管理をしているところでございま

す。ちなみに、平成19年度の借入最高残額は451

億6,600万円余でありまして、年度末の３月31日

に発生いたしました。また、この時期は、基金

からも550億4,200万円余を繰りかえておりまし

て、延べにいたしまして、約1,000億円で支払い

に対応したところでございます。このような状

況を踏まえ、一時借入金につきましては、年度

内のさまざまな状況を想定して、当初予算で限

度額1,000億円を設定させてもらっているところ

でございます。

次に、基金の管理運用についてでございま

す。平成19年度末における基金の運用は、総

額869億円余のうち、834億円余を定期性預金

で、20億円余を国債で行っております。なお、

このことによります利息収入は約３億2,000万円

でございます。また、基金の運用に当たりまし

ては、競争入札を原則といたしまして、最も有

利な運用先の確保に努めたところでございま

す。以上でございます。

○権藤梅義議員 次に進みます。県税は、税源

移譲による個人県民税の増収等によりまして、

対前年比13.3％増となり、初めて1,003億円余と

なり、1,000億を超えたわけでありますが、それ

でも自主財源比率37.8％の約半分程度しかない
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と言われております。そういう中で、依存財源

を頼みとする本県財政の中では、最も貴重な自

主財源でありまして、その積極的な確保は、歳

入財源の重要項目として常に努力が求められて

おります。そのような中で、19年度の収入未済

額は24億6,000万円余となり、18年度に比べ２

億6,000万円程度の増となっております。一般会

計未済額の75.6％を占めております。また、諸

収入の未済額も７億6,000万円余と、対前年比１

億2,000万円余の増加となっております。監査の

指摘事項にもありましたように、個人県民税の

収入未済については、「賦課徴収を行う市町村

とより一層連携を密にして、各市町村の実情に

即した支援策を進めるなど、効果的な徴収対策

を講じること」が求められております。19年度

の徴収努力と課題をお尋ねいたします。

また、これに関連いたしまして、諸収入や、

その他の収入確保について、監査意見は、「未

納者の実態把握に努め、収入確保と県民負担の

公平の観点から、収入未済の解消と新たな発生

防止に努めること」となっています。諸収入未

済額の対前年比１億2,000万円余の増加の内容、

当年度の徴収努力と今後の課題を総務部長に伺

います。

○総務部長（山下健次君） 県税の収入未済額

の圧縮につきましては、重要な課題と認識して

おりまして、特に、個人県民税と自動車税を重

点税目として取り組んだところでございます。

このうち個人県民税につきましては、御指摘の

ように、市町村との徴収対策会議を初めといた

しまして、共同徴収あるいは徴収実務研修の実

施、直接徴収―これは滞納処分を県が直接行

うわけですけれども―それから、平成19年度

からは、税務職員の併任人事交流制度を創設い

たしまして、市町村と一体となった徴収対策を

実施してきたところでございます。また、自動

車税につきましては、対策要綱を定め、県税職

員による夜間休日の電話催告、臨宅徴収、ある

いは納税窓口の設置等を行うとともに、タイヤ

ロックによる差し押さえやインターネット公売

の実施など、滞納処分の強化を図りました。今

後の課題でございますけれども、税源移譲によ

り、収入額及び収入未済額ともに大幅に増加し

た個人県民税の徴収対策について、より強力に

取り組む必要がありますので、市町村との連携

を一層密にして、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、諸収入の収入未済額の前年度比増の主

な内容でございますけれども、返還対象者が破

産したことによる補助金返還金の未収入が約１

億500万円、契約解除に伴う工事前払い金返還金

の未収入が約1,200万円でございます。こういっ

た事実上、取り立てが不可能な債権はあります

けれども、収入未済金の圧縮は大きな課題であ

りますので、文書による催促を初め、戸別訪問

による徴収、生活状況に配慮した納入指導など

を行い、未収金徴収に努めるとともに、指導等

に応じない未納者に対しましては、差し押さえ

など厳格な対応も引き続き行ってまいりたいと

考えております。

○権藤梅義議員 引き続き、総務部長に伺いま

す。不納欠損額は２億6,000万円余であります

が、前年度との比較では若干減ったとの説明も

あります。大きな金額であります。不納欠損の

ルールと、その内容がどうしても避けられな

かったのか、妥当性の御説明をお願いします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘の不納欠損

額２億6,200万円余のうち、約９割が県税でござ

いますが、県税の不納欠損につきましては、さ

まざまな徴収努力を重ねましても、なお収入未
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済となったものでございまして、具体的には、

差し押さえ等の滞納処分をする財産がない場

合、滞納処分をすることにより生活を著しく窮

迫させるおそれがある場合、あるいは滞納者の

所在及び財産がともに不明である場合、また滞

納者が死亡したり法人が倒産するなど明らかに

徴収することができなかった場合に限りまし

て、地方税法に基づき厳格に実施しておるとこ

ろでございます。不納欠損につきましては、租

税負担の公平性の観点から、今後とも、適正、

厳格な処理に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 また、19年度の不用額がそれ

ぞれ28億円余、計上されております。主なもの

は、農林水産業費の５億3,000万円余、総務費の

３億7,000万円余、民生費３億2,000万円余及び

災害復旧費２億9,000万円余でありまして、前年

度比４億7,000万円余の増となっております。従

来にも増した執行残の計上というものは、大変

勇気が要ることでありまして、執行現場の姿勢

や監査の指摘等を高く評価するところでありま

すが、前述の不用額の主なものの内容と原因

を、総務部長に一括してお答えいただきたいと

思います。

○総務部長（山下健次君） まず、農林水産業

費の不用額、御指摘の５億3,000万円余でござい

ますけれども、主なものは、負担金・補助及び

交付金が約１億7,600万円、高病原性鳥インフル

エンザ緊急対策事業―これは繰り越しでござ

いますけれども―の負担金で、事業の確定に

伴い不用残となったもの、それと工事請負費が

約１億300万円、公共事業である緊急治山事業な

どで事業の確定に伴い不用残となったもの、こ

ういったものが農林水産業費でございます。

次に、総務費の不用額、約３億7,000万円余で

ございますけれども、主なものは、償還金利子

及び割引料が約１億3,200万円ということで、償

還金の見込みが立てにくいため、不用残が発生

したもの、それから需用費が約4,700万円という

ことで、庁舎管理に要する費用等が不用になっ

たための執行残、こういったものでございま

す。

また、民生費の不用額、３億2,700万円余でご

ざいますけれども、主なものは、負担金・補助

及び交付金が約１億6,600万円、これは医療費助

成事業などで実績が見込みを下回ったことによ

る執行残、それから扶助費が約8,600万円、これ

は自立支援医療費などで、同じく実績が見込み

を下回ったことによる執行残ということでござ

います。

最後に、災害復旧費の不用額、約２億9,000万

円余でございますけれども、主なものは、工事

請負費が約１億6,900万円、これは事業費の確定

に伴う執行残、それから負担金・補助及び交付

金が約１億1,600万円、これは国の配当率が下

回ったための執行残、こういったものでござい

ます。

○権藤梅義議員 次に、株券並びに出資による

権利の評価の項目についてであります。本県に

おいても、所有株式が19年度末で８億7,000万円

余、出資による権利が207億円余ありますが、本

県の場合、その取得原因が投機や投資目的から

取得されたものはほとんどないと思いますの

で、さほど心配はいたしておりませんが、株式

市場は資産価値が３分の１に減じたとの報道も

あります。本県の場合、株式の評価及び株券が

減少している理由を伺います。また、出資によ

る権利については、本年度に10億円余が減少し

ていますので、その理由を伺います。また、こ

れに関連して、財産の状況の中で、地上権が対
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前年比317万平米余、鉱業権が同じく206万平米

余の減少が報告されておりますが、その内容を

関係部長にあわせてお答えいただきたいと思い

ます。

○総務部長（山下健次君） まず、株券等でご

ざいますけれども、県で保有しております株券

は、施策上の目的により長期的に保有している

ものであり、また、そのほとんどが非上場企業

でございますことから、株式の評価はしており

ません。なお、株券が減少しておりますのは、

鶏卵買い入れを主な事業といたしまして、全国

農業協同組合連合会と都道府県等で設立されま

した株式会社全国液卵公社が解散したことによ

るものでございます。

次に、出資による権利の減少の理由でござい

ますが、これは主に、財団法人宮崎県農業後継

者育成基金協会の解散や、財団法人宮崎県環境

整備公社周辺環境整備基金の一部が取り崩され

たことによるものでございます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 地上権の減少

につきましては、県が管理する分収林を伐採

し、分収契約を解除したことによるものであり

まして、その内訳は、県、土地所有者、企業の

三者分収林が約279ヘクタール、県と土地所有者

の二者分収林が約38ヘクタールの計約317ヘクタ

ールであります。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 鉱業権の

減少でありますけれども、これは、県が保有し

ております天然ガスの試掘権のうち、１カ所の

登録期間が平成19年10月に終了したため、新規

申請を行っておりましたところ、国からの許可

及び登録が年度を超えて平成20年４月となりま

したことから、平成19年度末に一時的に減少し

たものでございます。以上でございます。

○権藤梅義議員 教育長に通告しておりました

育英資金の貸与、また、警察本部長に通告して

おりました街頭活動の充実強化につきまして

は、先ほどの太田議員、午前中の萩原議員の内

容とほぼ重複しますので、割愛をいたします。

次に、不適正な事務処理に関して伺います。

昨年の委員長報告の指摘・要望事項の中で、

再発防止策の確実な実施における監査のあり方

についての検討について、どのような議論が行

われ、何らかの今後の対応や従来と変わった対

策が出されたのか、代表監査委員に伺います。

また、コンプライアンス意識の徹底の立場か

ら、会計のあり方や事務処理の指導等につい

て、どのような研修や教育、指導等を行った

か、これは総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） まず、コンプライ

アンス意識の徹底でございますけれども、これ

につきましては、管理職員を対象といたしまし

て、財務会計を含むコンプライアンス研修を実

施するなど、各職位ごとにきめ細かな研修を行

うことによりまして、職員の法令遵守意識の徹

底に努めているところでございます。またさら

に、本年度新たに、会計課に特別審査指導担当

を、総務事務センターに指導専門員を配置いた

しまして、会計事務や物品管理事務の指導、検

査、研修等を徹底して実施しているところでご

ざいます。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 監査のあり方

についてでありますが、不適正な事務処理の背

景には、公金意識が欠如していたことや、物品

の調達・管理システムが十分に機能していな

かったことが挙げられるというふうに思いま

す。このようなことから、私どもは、内部統制

機能に視点を置いた監査を強化するとともに、

対象所属や対象項目など、監査の重点化を図る

こととしたところでございます。また、全庁調
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査報告書で示されている再発防止策が確実に実

施されているかどうか検証するために、物品の

出納及び管理状況の重点確認、物品取扱業者に

対する確認調査、物品の発注状況の偏りに関す

る調査などを実施することとしたところでござ

います。

○権藤梅義議員 関連しまして、昨年の議会の

委員長報告の中で、監査委員や専門調査機関等

による徹底した調査と議会への結果報告を求め

た確認困難であった消耗品の適正額の検証、部

局を超えた肩がわりなどにおける不明額の縮小

について、監査報告書の抜粋なるものが配付さ

れて、11月17日の全員協議会で説明を受けまし

た。この中の21ページから23ページについて、

これは金額も数量も、いつ納付したといったこ

ともないんですが、これらの肩がわりや預けの

配分を受けた機関における説明、これは監査委

員なのか当該部署なのかわかりませんが、適正

額の検証あるいは不明額の検証というものを説

明する資料だろうと思うんです。代表監査委員

に伺いますが、どのようにこの表を読めばいい

のかということが一つ。

また、もう一つは、備品計上については、既

に終えているのであれば、この中のどれだけの

部分が手続を終了して、部署ごとの件数、計上

額がありますというようなことをお示し願いた

いと思います。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 納入価格差に

つきましては、調達決定伺や納品書等による確

認・検証を行うとともに、事業者へのアンケー

ト調査や監査委員による面談調査を実施し、ま

た、肩がわり等における使途不明額につきまし

ては、取引事業者の帳簿確認や監査委員による

面談調査、関係職員からの聞き取り調査など、

できる限りの検証を行ったところでございま

す。

それから、備品についてでございますけれど

も、今回の監査において、現地で備品の確認を

行っておりますが、南那珂農林振興局からの肩

がわり分と、西臼杵支庁からの預けの配分によ

り購入された備品の合計は、10機関で件数は81

件、金額で517万5,962円となっております。ま

た、納入された備品につきましては、備品台帳

に登載されていることを確認したところでござ

います。

○権藤梅義議員 議論する時間がありませんの

で、前に進みますが、監査報告書の抜粋26ペー

ジの監査委員の最後の「意見」という欄で、

「不適正な事務処理問題発覚以降の物品購入手

続について、一部の機関において、なお改善を

要する事項が見受けられた。このため、昨年９

月にまとめられた「不適正な事務処理に関する

全庁調査報告書」の中で示されている再発防止

策の着実な実行が望まれる」との表現になって

いますが、該当部署はどれだけ発見され、その

部署に対してどのような指摘や指導を行われた

のか、代表監査委員に伺います。

○代表監査委員（城倉恒雄君） もう一回御質

問をお願いいたします。

○権藤梅義議員 時間をとめてくれますか。

○坂口博美議長 時間をとめます。もう一度。

○権藤梅義議員 いただいた資料の抜粋26ペー

ジの監査委員の最後の「意見」は、「不適正な

事務処理問題発覚以降の物品購入手続につい

て、一部の機関において、なお改善を要する事

項が見受けられた」と。19年度の監査で問題が

わかったということで、これに対してはどのよ

うな指摘や指導をされたのか、その部署はどこ

なのか。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 失礼いたしま
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した。物品購入手続について改善を求めた機関

は、７機関でございました。その内訳としまし

ては、物品購入に際し、見積もり合わせをして

いなかった機関が２機関、年度末に年間所要量

を上回る物品を購入していた機関が４機関、物

品購入担当者と納品検査者が同一の者であった

機関が１機関でございます。これらにつきまし

ては、それぞれ、財務規則に定める２者以上と

見積もり合わせを行うこと、適時適量の物品を

購入すること、物品購入担当者と納品検査者は

別の者とするよう、指導を行ったところでござ

います。

○権藤梅義議員 次に、一部質問もありました

けれども、11月７日付の総務部長名による会計

検査院の決算検査報告については、先日の全協

の場では説明がなかったので、質疑の項目に挙

げておりますが、その資料の説明を求めたいと

思います。また、本問題については、国の事業

を県が行う場合、事務費名目の数％の国庫補助

があるやに聞いておりまして、これが今回の事

件の根底にあるのではないか、不適正な事務処

理の、会計処理の根底にあるのではないかと指

摘する向きもあるわけでありますが、その根拠

法といいますか、そういったものを総務部長に

お尋ねします。

○総務部長（山下健次君） 会計検査院の平

成19年度決算検査報告が11月７日に公表された

ところでございますけれども、この中で、昨年

５月に発覚した本県の不適正な事務処理に係る

会計検査院の実地検査の結果が明らかになりま

したので、同日中に取り急ぎお知らせしたもの

でございます。内容は、不適正な事務処理に含

まれる国庫補助金等相当額が、預けで5,197万円

余、書きかえで462万円余ということでございま

した。なお、指摘のありました国庫補助金等の

国への返還につきましては、現在、関係省庁と

協議を続けておりまして、加算金を含めた返還

額が確定次第、速やかに返還の措置をとること

としております。

もう一点、国の補助公共事業に係る事務費の

件でございますが、この補助公共事業につきま

しては、本体工事等に要する経費とは別に、事

業を実施するために必要な人件費、旅費等の事

務的経費についても補助対象としており、事業

費に応じて一定割合を乗じて得た額が事務費と

され、これに補助率を乗じた額が事務費に係る

補助金として交付される仕組みとなっておりま

す。この事業費に乗ずる割合につきましては、

それぞれ各省庁からの通知で定められていると

ころでございます。

○権藤梅義議員 今の問題に関係しまして、事

務事業等の地方移管等の議論の中で、事務費の

議論は、例えば５％、３％と言わず、３％なら

３％を事務費として県の一般財源として扱える

ような内容のものを要求すべきではないかと

いったような、全国の総務部長会議とかでそう

いう意見とか、市町村との間で、「総務部長、

こういうことを国に要望してもらえないか」、

そういったものは現在まで出ていないんでしょ

うか。

○総務部長（山下健次君） 個別の事務事業に

関する補助の議論の中では、御指摘のような議

論もあるのではないかと思いますが、県全体と

して、今、地方は、言うならば、補助金につい

ての国と地方の役割分担の中での大きな議論を

しておるところでございまして、その中で、事

務費について、特段これまで議論されてきたこ

とはございません。

○権藤梅義議員 時間がなくなりましたので、

これは答弁は要りませんが、監査委員に申し上
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げます。今回の不適正な事務処理につきまして

は、この会計処理は本来あってはならない。県

民の側からは、「前知事は何をしていたのか」

「執行部も、そして議会もどうしたものか」、

こういう声が強かったわけであります。この不

明な額の検証、あるいは県民への資料の提供・

説明は、極力、襟を正してお願いしたいという

ことを申し添えまして、時間が参りましたので

終わります。以上です。（拍手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩をいたしま

す。

午後３時22分休憩

午後３時35分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 定刻は随分

過ぎていますが、きっちり20分、質疑はさせて

いただきたいと思います。

議案第10号平成19年度決算の認定につきまし

て、公明党を代表し総括質疑を行います。

知事は就任以来、スピード感を持って行財政

改革に取り組まれてまいりました。財政の健全

化、県政の信頼回復、県民総力戦の環境づくり

の３つの視点から、「新しい宮崎づくりを支え

る持続可能な行財政システムの確立」を基本理

念に、５つの改革プログラム、すなわち、意識

改革、経営改革、協働改革、入札改革、財政改

革に取り組むとし、県行財政改革大綱2007をま

とめられました。知事は、新しい行財政改革大

綱は、新みやざき創造計画と表裏一体となって

自身のマニフェストの実現を図るものであり、

任期４年を展望したロードマップというべきも

のであると言われております。それゆえに、県

政の目指す姿を外すことなく進めることのでき

るものになっていかなくてはならないと思いま

す。初年度でありますので、ほとんどが取っか

かりの部分ではないかと考えますが、まず知事

に、県行財政改革大綱2007の進捗状況と評価に

ついてお伺いいたします。

知事の言われる県民総力戦の環境づくり、つ

まり、県民一人一人が安心して力を出し切れる

環境づくりという視点で、特に、この大綱の中

の財政改革と入札改革に絞って質疑させていた

だきます。

まずは、財政改革についてであります。一般

会計の07年度の決算総額は、何度も出てきてい

ますので、御案内のとおりということで省きま

す。財政健全化法の指標である経常的な収入に

占める実質的な公債費の割合を示す数値、実質

公債費比率で見ますと、この数値が18％以上の

自治体では、地方債の発行に国の許可が必要と

なり、自治体の裁量が制限されることになるわ

けでありますが、本県では、07年度12.2％であ

ります。ちなみに、夕張市は28.6というふうな

数値となっております。来年度から施行される

健全化法に沿って報告された健全化判断比率、

指標について、本県財政をどう評価している

か、知事にお伺いいたします。

以下３点は総務部長にお伺いいたします。

まず、決算書の基金の項を確認しますと、19

年決算年度末現在高財政課所管４基金の計は682

億円余り、前年度末現在高は690億円で、増減高

は８億程度の減であります。この資料では逼迫

した財政状況が読み取れません。しかし、総務

部長のマニフェスト達成状況を読むと、19年度

地方財政対策の影響や20年度の税収減により、

最終的な収支不足額が286億円に拡大し、20年度

末基金残高も213億円程度の見込みであるとさ
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れ、より一層の財政改革を課題としておりま

す。御所見を伺います。

次に、監査委員の決算審査報告によると、県

が補助金を交付している事業について、事業実

績を把握していないものや事業効果の検証がな

されていないものが見られたと報告されており

ます。歳出対策で県単補助金の整理統合につい

て徹底した見直しを図るとされていますが、成

果を伺います。

３点目は、自主財源の根幹をなす県税収入に

ついては、税源移譲に伴う個人県民税の大幅な

増収が見られ、また、調定額に対する収入率も

前年度を上回っています。しかし、反面、収入

未収額も増加する結果となっております。07年

度の歳入面での対策として特徴的なものをお伺

いします。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成19年度

は、「宮崎県行財政改革大綱2007」の財政改革

プログラムの初年度であることから、義務的経

費の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務事

業の徹底した見直し、財源確保対策など、財政

健全化に向けた取り組みを積極的に推進したと

ころであります。具体的には、一般会計に係る

職員数を249名削減したほか、予算編成に当た

り、投資的経費の縮減・重点化により約46億

円、事務事業や県単補助金の見直しにより約86

億円の削減効果があったものと考えておりま

す。しかしながら、本県最大の歳入財源である

地方交付税等は依然として減少しており、ま

た、今後の社会保障関係費や公債費の増等によ

り、引き続き多額の収支不足が見込まれるとこ

ろであります。このため引き続き、財政改革プ

ログラムに基づく取り組みを着実に推進してい

くことが最重要課題と考えております。

今回、議会に報告させていただいた財政健全

化法の４つの指標のうち、実質赤字比率と連結

実質赤字比率については、一般会計等が赤字で

ないため、該当数値はありません。また、実質

公債費比率は12.2％、将来負担比率は212.3％で

あり、いずれの数値も現時点では財政再生基準

はもとより、早期健全化基準も下回っている状

況であります。しかしながら、本県の財政はさ

らに厳しさを増してくることから、今後とも、

健全化判断比率の状況を的確に把握し、その推

移に十分留意しながら、財政の健全化を図って

まいりたいと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、マニフェストに係るお尋ねでございま

す。本県では、平成18年度末の中期財政見通し

におきまして、財政調整のための基金が平成22

年度には枯渇し、基金で収支不足を補うことが

できず、予算編成ができなくなることが予想さ

れました。このため、新たな財政改革推進計画

を策定し、人件費の削減等の歳出抑制の取り組

みに加えまして、ネーミングライツの導入など

の歳入確保にも積極的に取り組むこととしたと

ころであります。これらの取り組みにより収支

不足の圧縮を図り、平成23年度の予算編成を行

う時点では、なお基金残高が198億円ある見込み

でありました。しかしながら、今年度の当初予

算において収支不足額286億円を基金により補て

んせざるを得ず、その時点では、20年度末の基

金残高が213億円という厳しい見込みとなったも

のであります。したがいまして、厳しい財政状

況は継続し、収支不足を基金に頼るというこれ

までの方法では予算編成が難しくなると見込ま

れることから、さらなる改革の取り組みを進め

ていく必要があるとしたものであります。
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次に、県単補助金の見直しについてでありま

す。県単補助金の整理統合につきましては、平

成19年度において廃止をしたものが96件、12億

円余、縮小・統合したもの224件、20億円余、

計320件、32億円余の見直しを行ったところであ

ります。また、新規の補助金については、スク

ラップ・アンド・ビルドを原則として、これら

の見直しによって捻出された財源をもとに、91

件、10億円余を実施することといたしました。

厳しい財政状況ではありましたが、既定の事業

の見直しを行うことにより、事業の統合や、よ

り高度な施策の展開を図るとともに、新規事業

の創設により、新たな行政需要に対応すること

ができたものと考えております。

最後に、歳入確保についてであります。ま

ず、県税につきましては、新たに自動車税のイ

ンターネットによるクレジット納付を導入した

ほか、個人県民税対策として、県と市町村との

間で併任人事交流を創設いたしまして、こう

いったことを初めとして徴収体制の強化を図る

こととしたところでございます。また、県有財

産の貸し付け、あるいは将来的に利用見込みの

ない未利用財産の売却、物品の売り払いなどを

実施したところであります。さらに、県庁ホー

ムページへのバナー広告掲載や、資金調達の手

段として借換債の発行、公営企業貸付金の活用

なども行ったところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

○河野哲也議員 財政改革であと１問、先ほど

のそれぞれの答弁の重複になるかもしれません

けど、県行財政改革大綱2007で財政改革見直し

目標というのがあります。１、一般財源ベース

で収支不足額を圧縮するための目標、２、事業

ベースで事業の再構築、財政構造の健全化のた

めの目標に対して、07年度数値があったと思い

ますが、その評価を知事にお伺いしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 財政改革プログラム

の見直し目標１は、４年間の計画期間累計で一

般財源ベース676億円を見直すもので、このうち

平成19年度の目標額13 6億円に対しまして

は、222億円の見直しができたところでありま

す。また、見直し目標２は、平成18年度を基準

として、単年度で事業費ベース350億円を見直す

ものですが、平成19年度は325億円の見直しがで

きたところであります。しかしながら、こうし

た歳出削減の努力にもかかわらず、地方財政対

策等の影響や見込みを上回る歳出の増加など、

見直し目標を設定した後の状況変化によって収

支不足額が拡大しつつあり、今後とも、県の財

政状況は予断を許さない状況にあると認識して

おります。

○河野哲也議員 続きまして、入札・契約制度

について何点かお伺いいたします。

県行財政改革推進本部が、07年３月に入札・

契約制度改革に関する実施方針を決定して、公

共事業に対する県民の信頼確保と建設業の健全

な発展を図るとして、07年度の入札・契約制度

をスタートさせました。透明性の確保、公正な

競争の促進、不正行為の排除の徹底、適正な施

工の確保への改革をうたっております。まず、

透明性の確保として、公共工事入札適正化委員

会の機能強化を挙げておりますが、民間有識者

で構成している平成15年８月設置の公共工事入

札適正化委員会について、入札・契約制度及び

その適正な運用等に関して調査・審議する機能

の付与を行うとともに、委員構成、開催回数の

見直しによる機能強化を図るとなっておりま

す。そこで、公共工事入札適正化委員会の名称

を変更し、宮崎県入札・契約監視委員会を設置
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されましたが、何を強化されたのでしょうか。

また、どのような審議を行っているか、総務部

長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 入札・契約監視委

員会は、県の入札・契約制度及びその運用の適

正化を図るため、昨年の８月に、先ほどお話の

ございました従来の公共工事入札適正化委員会

を改組して設置したものでございます。委員会

の委員につきましては、すべて民間有識者であ

りますが、この改組にあわせ、委員数や開催回

数をふやすとともに、調査・審議の対象を拡大

するなど、機能強化を図ったところでございま

す。昨年度は、委員会を設置した８月以降、３

回開催いたしまして、入札・契約制度の見直し

内容やその進捗状況、県発注工事に係る入札・

契約手続等について調査・審議を行っていただ

いているところでございます。

○河野哲也議員 次に行きます。この入札・契

約制度が導入される前後に耳にした中小建設業

者の声の中で気になったのが、電子入札の導入

でした。理由としては、一番は設備投資です。

そして担当者の確保でした。例えば、電子入札

システムを１台のパソコンで運用するにはさま

ざまな制約があって、不都合、不具合が生じて

しまうという問題が生じる、そういう声もお聞

きしました。つまり、複数台のパソコンで運用

しなきゃいけない。また、宮崎の電子入札シス

テムというのは、電子入札コアシステムですか

ら、構築はスムーズなんですけど、電子認証シ

ステム等有償で準備しなきゃならないものが多

々あったということ。それから、やりとりが煩

雑なため、このようなシステムにたけた担当者

が必要となって、人件費も考えなければならな

い、そういう声を聞きました。しかも、３カ月

前倒しをして、07年７月より、建設工事及びこ

れに関連する業務委託を、すべて電子入札とい

うことで実施することになりました。そこで、

電子入札の準備ができていない業者にとって、

実施期間の前倒しによる影響はなかったのかを

含めて、電子入札の全面導入をどう評価されて

いるか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 電子入札につ

きましては、平成17年12月に一部運用を開始し

まして、以後、段階的に対象範囲の拡大を行っ

たところであります。御質疑にありましたよう

に、当初の計画より３カ月前倒しして平成19年

７月に全面導入を行いましたが、電子入札の準

備に時間を要する入札参加者に対しては、紙で

の入札を認め柔軟に対応したところでありま

す。電子入札の導入によりまして、同じ時間帯

に実施される複数の入札への参加が可能とな

り、また、入札参加手続に要する移動が減少す

るなど、入札参加者の負担軽減も図られており

ます。また、入札参加者が一堂に会する機会が

なくなることで、談合等不正行為の防止にも寄

与しているものと考えております。さらに、電

子入札の全面導入に伴いまして、発注見通し、

入札情報、入札・契約結果など、各種の情報を

インターネット上で公開したことにより、入札

の透明性の向上が図られているものと考えてお

ります。

○河野哲也議員 改革の必要性を理解しなが

ら、この入札制度導入による現場の影響を調査

したとき、課題の多さに早急な見直しを議会等

で要求したところでございます。前の議員から

も出ましたが、07年10月25日に、建設工事につ

いては最低制限価格引き上げ等がございまし

た。また一方、監視委員会の審議の中でも契約

相手方の倒産による契約不履行はふえているか

という指摘がありましたが、契約相手方が倒産
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した場合、その契約を解除した件数は、平成18

年が８件であるのに対して、19年度は12月末時

点で22件とふえているという報告がなされまし

た。今後も考えられる大きな課題であると思い

ます。そこで、07年県発注事業の実態について

伺い、入札制度をどう評価するか、代表で県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 入札・契約制

度につきましては、平成19年度から抜本的な改

革に取り組んできたところであり、より公正、

透明で競争性の高い制度の構築が図られてきた

ものと考えております。しかしながら、建設投

資の大幅な減少や、一般競争入札の拡大による

競争性の高まりに加え、資材価格の高騰、不動

産業界の業況悪化などもあり、建設産業は極め

て厳しい経営環境に直面していると認識してお

ります。このため、県といたしましては、建設

産業について、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急務と考えておりまし

て、建設業者の実情に応じたきめ細やかな支援

に努めますとともに、入札・契約制度について

も幅広く意見を伺いながら、随時検証し、総合

評価落札方式の拡充や最低制限価格の見直しな

ど、よりよい制度の構築に努めてきたところで

あります。

○河野哲也議員 先ほどの武井議員とダブるか

もしれませんが、決算審査意見書の中で、監査

委員のほうから、契約に関する注意事項とし

て28、そのうち一者随意契約について７カ所に

わたって指摘を受けています。意見書で拾った

ときにそれだけの数でした。ちなみに、前年度

契約に関する注意事項は４で、一者随意契約に

ついては２でありました。監査委員の指摘に対

して、総務部長に御所見をお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今回の指摘の内容

は、一者随意契約の理由が不十分ということ

と、業務内容をよく吟味し、ほかの業者の参入

の可否を十分検討すること、この２点でござい

ました。随意契約は、一般競争入札を原則とす

る契約方法の例外でありまして、その必要性が

特に認められる場合に限って認められるもので

ございますので、常に制度の基本を踏まえ、法

令に沿った予算執行を行うよう徹底する必要が

あると考えております。具体的には、業務ごと

にその内容を十分検証し、ほかの業者の業務能

力も考慮しながら、競争入札も含め、契約方法

を検討してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 我が会派は、福祉保健関係、

文教警察関係の決算分科会に参加できません。

それで直接審議ができませんので、この関係の

事業について幾つか質疑をさせていただきま

す。

医療提供体制の充実に関する事業について３

点、福祉保健部長にお伺いいたします。

まず、医師確保対策強化事業についてでござ

います。県当局は、この医師確保をトップの課

題として、07年度について、僻地や小児科等特

定診療科の医師不足解消に向け、市町村や医師

会、大学と連携を図りながら、医師派遣システ

ムや医師修学資金貸与事業等に取り組むこと、

また、市町村と一体となった医師確保に取り組

む医師確保対策強化事業や臨床研修指導医の養

成事業等を開始するなど、短期的、中長期的視

点に基づく各種対策を推進しております。そこ

で、実績として、みやざき地域医療応援団に16

名の医師が登録とありますが、医師確保につな

がる動きがあるのか、詳細を伺います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 医師確保対策

強化事業についてであります。この事業は、県

と関係市町村が一体となって医師確保に取り組
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むもので、県内公立病院等の求人情報を全国に

発信するとともに、本県での勤務に関心のある

医師に、みやざき地域医療応援団として登録し

ていただけるよう呼びかけたところでありま

す。19年度は16名の登録をいただきました。こ

の登録者に対しまして、県内医療機関の求人情

報や教育、医療、住環境等さまざまな情報を提

供するとともに、本県での勤務を働きかけたと

ころであります。医師御本人の将来設計や家族

の状況などもあり、就業までには至っておりま

せんが、今まで全くつながりのなかった県外の

医師とのパイプができたものと考えておりま

す。県といたしましては、引き続き、適宜情報

提供を行うとともに、粘り強く働きかけを行っ

て、医師確保につなげてまいりたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 続いて、助産師就業促進事業

についてお伺いいたします。減り続ける産婦人

科医の不足も深刻さを増しております。日本産

科婦人科学会が06年に発表した調査による

と、1994年からの10年間に産科医は8.6％減少、

その半数に当たる4.3％が直近２年間で減ってい

ることがわかりました。産婦人科医が減る原因

はさまざまに指摘されております。小児科医と

同様、当直や深夜の緊急呼び出しなど勤務が過

酷であるということ等であります。また、産科

医不足が深刻な一方で、地域における助産師の

役割がますます大きくなっている点を指摘して

おります。助産師は全国に２万6,000人。同会の

調査では必要数に約7,000人不足していると分析

しております。また、助産師のうち７割は病院

に集中、お産の半数近くを扱う小規模な診療所

に勤務する助産師は全体の２割以下にとどまる

偏在の現状もあると指摘しております。助産師

不足の解決には、意欲ある看護師が助産師の資

格を取得することを支援する、例えば夜間の助

産師養成所を開設することや、資格を持ちなが

ら職を離れている現職とほぼ同数の潜在助産師

の復帰を促す再研修などの仕組みを整備する必

要があると考えます。そこで、本県でも助産師

確保に取り組んでおられる助産師就業促進事業

について、県内の未就業者の把握と取り組み及

び成果をお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 助産師就業促

進事業についてであります。全国的に産科医師

不足が深刻化する中、お産を支える助産師の役

割には大きなものがあると考えております。こ

のため、県内の未就業助産師を掘り起こし、再

就業を促進すること等を目的に、この事業を平

成19年度から実施しているところであります。

未就業助産師の把握でありますが、助産師会等

を通して就業状況調査を行い、21人の未就業の

助産師を把握したところであります。また、こ

れらの助産師に対しましては、就業に対する不

安を取り除き、職場復帰に必要な知識等を身に

つけられるよう講習会を行ったところであり、

このような取り組みによりまして、４人が助産

所に就業したところであります。県といたしま

しては、引き続き、助産師の再就業を促進する

とともに、研修会等による資質向上にも取り組

んでいきたいと考えております。

○河野哲也議員 ３点目です。献血促進関連事

業についてお伺いいたします。本事業は、03年

７月30日に施行された「安全な血液製剤の安定

供給の確保等に関する法律」に基づき、献血の

推進に関する計画によって行われております。

計画によると、07年度献血者数は４万4,300人と

して、内訳を、200ミリリットル献血600人、400

ミリリットル３万人、成分献血１万3,700人とす

るとなっております。しかし、必ずしも400ミリ
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リットルの献血者がふえているかというと、劇

的にふえているわけではないという状態であり

ます。04年度は２万7,499人、05年度は３万446

人と増加しましたが、06年度は２万9,928人と減

少しました。減少の原因として、献血の主流

が18歳以上の400ミリリットルになったというこ

とで、高校生の献血が難しくなった。また、御

案内のとおり、英国を中心にするヤコブ病の関

係で、英国に1980年から96年まで１泊以上の滞

在歴のある方、97年から2004年までの間に通算

６カ月以上の滞在歴のある方は、安全が確保さ

れるまで献血ができない状況にあるためとされ

ています。そこで、献血推進運動強化、ヤング

献血キャンペーン、これは県内で行われたと思

いますが、献血者減少の歯どめとなっている

か、その成果をお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 献血の推進

は、安全で安定的な血液の確保を図る上で極め

て重要でありますので、県といたしましては、

会社などの職域を対象として組織的な献血を推

進するための献血推進運動強化事業や、若者を

中心に広く県民に対して啓発を行うヤング献血

キャンペーン等を実施したところであります。

献血者数の状況でありますが、５年前の平成15

年度の５万1,279名から平成19年度は４万3,473

名と減少しておりますが、この内訳を見ます

と、200ミリリットル献血が8,327名から499名と

大幅に減少する一方、現在の献血の中心となっ

ている400ミリリットル献血が約３万人、また成

分献血が約１万3,000人前後で推移しており、安

定的な血液の確保ができております。このよう

なことから、啓発により一定の成果は得られて

いるものと考えております。今後とも血液の安

定的確保を図るため、引き続き啓発等に取り組

んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 子育て支援体制の充実につい

て２点、同じく福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

本県では、05年度から母子保健対策事業の内

容充実が図られています。例えば、新生児スク

リーニング検査事業、子育て支援電話サービス

事業でございます。また、05年度から始まった

成人Ｔ細胞白血病母子感染防止対策事業につい

て伺わせていただきたいと思いますが、ＡＴＬ

というんですけど、血液のがんの一種で、全国

的にも宮崎県を含む南九州で多く発生している

と言われております。この感染経路について

は、母子感染で母乳感染というのが非常に高い

とされているんですが、これを未然に防ぐため

にウイルスに感染すると体が反応して抗体とい

うものができます。そこで、生まれてくる子供

たちに感染させないためにも、血液を採取し

て、この抗体の有無を検査することによって、

キャリアであるかどうかを確認するＨＴＬＶ―

Ⅰ抗体検査を妊婦健診時に行うことが重要だと

されております。そこで、本県の成人Ｔ細胞白

血病母子感染防止対策の実績をお伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 成人Ｔ細胞白

血病母子感染防止対策事業につきましては、妊

婦の抗体検査を実施し、陽性者に対して授乳指

導を行い、母子感染の低下を図るものでありま

す。また、抗体陽性の妊婦から生まれた子供に

つきましては、２歳時点で抗体検査を行い、感

染の有無を確認することとしております。平

成19年度は、妊婦9,174名が検査を受け、陽性

者75名に対し授乳指導を行いました。また、２

歳時での抗体検査を３名行っておりますが、陽

性者は見つかっておりません。今後とも、すべ

ての妊婦に対する検査、指導の徹底により、母
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子感染の一層の低下を図ってまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 児童健全育成事業ということ

で、その中の施策の進捗状況を見てみますと、

児童館、児童センターの数、放課後児童クラブ

数については順調に推移しているんですけれど

も、地域活動クラブ数が目標値に届いていませ

ん。この現状を含め、御所見をお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 地域活動クラ

ブは、児童の健全育成を目的として、親子の交

流や遊具の安全点検などに取り組む、地域の母

親などをメンバーとするボランティア組織であ

り、10年ほど前は県内で100を超えるクラブが活

動をしていたところであります。しかしなが

ら、近年、会員の高齢化や新規加入者が確保で

きない等の理由から、クラブ数が年々減少し、

平成19年度には県下10市町で57クラブとなって

おります。地域の子育て環境の充実を図る上

で、こうした自主的な活動は大変重要であると

考えておりますので、県としましては、今後と

も、地域活動クラブへの支援を初め、児童健全

育成に係るさまざまな活動が活発化するよう、

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 自己指導力育成充実事業、こ

れについては先ほど分析もありましたが、

ちょっと確認します。文部科学省が公表した07

年度の児童生徒の問題行動調査で、本県の公立

小・中・高校などにおける暴力行為、いじめ、

不登校児童生徒などの数が明らかにされまし

た。発表によると、調査は３～５月にかけて、

小学校273校、中学校139校、高校42校、特別支

援学校14校、中等教育学校１校の計469校で実施

しました。結果として、いずれも全国平均を下

回ったということ、また、対教師、生徒間への

暴力行為は95件で、前年度より13件増加しまし

たけど、いじめの認知件数は381件で、前年度よ

り283件減少したことなどがわかりました。いじ

めの認知件数が減少に転じたことについては、

先ほど答弁がありましたけど、スクールカウン

セラー、相談員を置いた結果だとされておりま

す。そこでまず、17、18、19年度の不登校の状

況をお示しください。また、小中学校にスクー

ルカウンセラーや相談員を配置する自己指導力

育成充実事業の成果と課題をお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、不登校児童生

徒数の推移についてであります。文部科学省が

実施した調査によりますと、本県の公立小・中

・高等学校における不登校の児童生徒数は、平

成17年度は1,259人、平成18年度は1,348人、平

成19年度は1,318人であります。

次に、自己指導能力育成充実事業についてで

あります。この事業では、小中学校に「子ども

と親の相談員」やスクールカウンセラー等を配

置するなどして、いじめ、不登校等の対応に努

めてきたところであります。このような取り組

みによりまして、平成19年度に小中学校で不登

校になった児童生徒のうち、同一年度内で約３

割が登校できるようになり、好ましい変化が見

られるようになった児童生徒も加えますと５割

を超えるなど、不登校の改善につながっており

ます。今後とも、市町村教育委員会等との連携

を深めながら、いじめや不登校、非行等問題行

動の解消に向けて、生徒指導体制の充実に努め

てまいります。以上です。

○河野哲也議員 実を言うと、答弁が重複して

いると思ったんですけど、なぜ再度やったかと

いうと、トータルでは不登校生徒数というのは

減っているんですが、小中学校の不登校児童と
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いうのは前年度より57名ふえているんです。高

校は減っています。引き続き、より改善に努力

していただきたいということで質疑をさせてい

ただきました。

最後に、みやざきの教師力アップ事業につい

て、教育長にお伺いいたします。

定期購読している雑誌に、先日、「「学力日

本一」は効果的な施策と生活習慣から」と題し

て、秋田県の県会議員のレポートが掲載されて

おりました。今回の結果は、児童生徒の頑張り

はもちろんのこと、各学校や教育委員会での確

かな学力を身につけさせる教育活動や施策、環

境整備が効果的に行われているあかしであると

まとめてありました。そして、効果をあらわし

たとされる施策として、１、県学習状況調査、

２、少人数学習推進事業、３、算数・数学学力

向上推進事業、４、教育専門監、５、みんなの

登校日を挙げていました。その中の教育専門監

とは、本県でいうスーパーティーチャーのこと

だそうです。少人数ではありますが、全県的な

動きをし、学校の教育力を高めるための効果が

大きいと評価をされているようです。そこで、

本県は、19年度、スーパーティーチャー17名配

置されていると伺っていますが、圏域別に配置

状況をお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 平成19年度のスーパ

ーティーチャーは、全体で17名でありますが、

その圏域別の人数は、県央が12名、県南４名、

県北１名であります。学校の種別ごとで申し上

げますと、小学校６名、中学校４名、高等学校

５名、特別支援学校２名であります。

○河野哲也議員 最後です。スーパーティーチ

ャー制度の目的とその達成度はどうだったのか

お伺いします。

○教育長（渡辺義人君） スーパーティーチャ

ー制度は、すぐれた教育実践を行っている教員

が、公開授業や研修会を通して、その高い指導

技術等の普及を行い、本県教員の指導力の向上

を図ることを目的に、平成18年度から試行して

いるものであります。平成19年度は、スーパー

ティーチャーを初年度の７名から17名に拡充

し、教科指導や生徒指導、学級経営、特別支援

教育の分野において、延べ58回の公開授業等を

実施したところであります。公開授業等には、

県内から約740名の教員が参加をし、意欲的な姿

勢で質問や意見交換を行っており、参加者から

は、授業に対する新たな発見があったなど、高

い評価を得ているところであります。また、そ

れぞれの教員は、その成果を学校における日々

の教育実践に生かしているところであります。

スーパーティーチャー制度を初めとするさまざ

まな取り組みによりまして、授業力の育成など

教員の指導力の向上が図られつつあるものと考

えております。以上です。

○河野哲也議員 ぜひ全県的な教育力アップの

ために活用していっていただきたいと思いま

す。

以上で質疑を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。平成19年度の決

算に関する総括質疑を行います。時間も参って

おりますので、早速入らせていただきます。

今回の決算の結果は、一般会計において、歳

入5,564億2,600万円余、歳出5,517億6,700万円

余、実質収支で24億8,300万円余の黒字、単年度

収支も５億5,800万円余の黒字が確保されたとし

ています。しかし、国の三位一体の改革や、地

方への負担増を強いるこれまでの経済対策等の

経過の中で、県財政は一段と厳しさを増し、予
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算規模を大幅に縮小せざるを得ない状況に置か

れており、県民生活に大きな影を落としていま

す。不安定雇用の広がりや負担増に直面してい

る県民の生活を支えながら、厳しい財政状況を

どのように打開していくのか、大きな課題と

なっています。こうした中で、平成19年度は、

県が打ち出した行財政改革大綱2007の初年度に

当たりますが、実施してきたこの１年間の結果

について、知事の評価、総括をお聞かせくださ

い。

後は質問者席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成19年度

は、「宮崎県行財政改革大綱2007」の財政改革

プログラムの初年度であることから、義務的経

費の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務事

業の徹底した見直し、財源確保対策など、財政

健全化に向けた取り組みを積極的に推進したと

ころであります。しかしながら、本県最大の歳

入財源である地方交付税等は依然として減少し

ており、また、今後の社会保障関係費や公債費

の増等により、引き続き多額の収支不足が見込

まれるところであります。このため、引き続

き、財政改革プログラムに基づく取り組みを着

実に推進していくことが重要であると考えてお

ります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 では次に、歳入について伺

いたいと思います。地方交付税の削減がどのよ

うに県財政に及んでいるのか、今、知事も地方

交付税の減少の問題を取り上げられましたけれ

ども、少しさかのぼってその状況をお聞かせい

ただきたいと思います。また、税制の改定で県

民税が税源移譲され、一定の増収となっており

ますが、その一方で、個人県民税の税収未済が

多額に及ぶようになっております。その主な要

因についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） まず、地方交付税

の推移でございますけれども、その代替財源で

あります臨時財政対策債と合わせた額で申し上

げます。16年度は約2,216億6,200万円、これは

前年度より228億200万円の減となりました。そ

の後、平成17年度約2,142億5,700万円、18年度

約2,096億5,900万円となっておりまして、平

成18年度までの３年間に、合計で約348億円の減

となっております。さらに、平成19年度におき

ましては、2,085億2,700万円余となっており、

これはこの３年間に比べて減少幅は持ち直した

のですが、前年度比で約11億3,200万円の減と

なっておるものでございます。

この交付税でございますけれども、基本的に

本県におきましては、自主財源比率が、三位一

体の改革による税源移譲後におきましても４割

に満たない。財政基盤は依然として脆弱でござ

いますので、財源調整機能と財源保障機能を一

体として果たす地方交付税の役割は極めて重要

であると考えております。本県のみならず、地

方財政が大変な窮地に陥っているのは、三位一

体改革のもとに地方交付税が大幅に減額された

ことが何よりも大きな要因となっておりますの

で、地方交付税総額の復元等について、引き続

き、九州知事会、全国知事会とも連携しなが

ら、国に強く訴えていく必要があると考えてお

ります。

県税収入の未済額でございますけれども、平

成17年度21億9,100万円余、18年度21億9,400万

円余、19年度は24億6,088万円余ということ

で、18年度から19年度にかけて約２億6,600万円

余増加しております。主な理由でございますけ

れども、平成19年度から税源移譲が行われたこ
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とにより、個人県民税が調定額及び収入額とも

に約1.8倍となったことに伴いまして、徴収率は

上がったんですけれども、収入未済額も増加し

たことによるものでございます。

○前屋敷恵美議員 今、総務部長のほうから、

地方交付税についての役割といいますか、宮崎

は自主財源が乏しい県だけに、より一層、地方

交付税の果たす役割というものを強調されまし

た。引き続き、国に対しても言うべきことは

しっかり言いながら、財源確保に努めていただ

きたいというふうに思います。

それから、個人県民税の税収未済の主な要因

といいますか、なぜこれほど未収になっている

のかというところをつかんでおられれば、お聞

きしたいというふうに思います。

○総務部長（山下健次君） 主な理由は、もと

もと徴収率といいますか、徴収が及ばなかった

部分の、言うならばパイがふえたということで

ございまして、増加したパイに応じて未収額も

ふえてしまったということでございます。

○前屋敷恵美議員 調査をされた結果なのかわ

かりませんが、私は、今のこの経済状態の中、

県民の暮らしの状態を示しているんじゃないか

というふうに思っているところです。

では次に、歳出についてお伺いをいたしま

す。19年度不用額が28億円余と多額に及んでお

ります。前年度と比較をしても４億7,000万

円、20.2％の増と多額に及んでおります。さき

の皆さん方の質疑の中にも多々出てまいりまし

たけれども、私は、もっと適切な額が見込める

ように改善ができないのか、この辺を伺いたい

と思います。

○総務部長（山下健次君） 不用額につきまし

ては、できるだけ少ないほうがよいことは十分

認識をしておりますけれども、事業費の確定に

伴うもの、あるいは実績が見込みを下回ったも

のなどによる執行残として、負担金・補助及び

交付金、償還金・利子及び割引料、工事請負費

等に生じているところでございます。今後とも

的確な事業費の把握を図り、不用額の縮小につ

いて努力をしてまいりたいと考えております。

なお、不用額等で発生した決算剰余金につきま

しては、次年度の９月補正予算で歳入財源とし

て全額計上いたしまして、その２分の１以上を

積み立て、または地方債の繰り上げ償還の財源

に充てることとしております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ引き続き、不用額をな

くすためにも適切な予算執行を行うためにも、

この不用額を減らすことに努力をしていただき

たい。そして、予算にきっちり計上すれば、県

民要求実現のためにも有効に使えるわけですか

ら、ぜひ御努力をいただきたいというふうに思

います。

次に、予算執行における監査委員の意見書で

の指摘事項について伺います。

まず、一者随意契約について、その理由が依

然として不十分と指摘がなされております。そ

の指摘をどのように受けとめ、どう改善を図る

のか、お聞かせいただきたい。また、工事請負

契約の変更についても、変更理由に妥当性を欠

くと指摘のある事業内容と受けとめ、その改善

策をお聞かせいただきたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境森林部に

おきましては、治山林道事業の現場技術業務

や、災害復旧のため緊急を要する測量設計業務

などについて、社団法人宮崎県治山林道協会と

の随意契約の理由が不十分と思われるとの指摘

を受けたところであります。これらの業務は、

森林・林業に関する専門的な資格や技術力が必

要であることなどから、それらの資格や技術力
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を有する治山林道協会と契約を行ってきたとこ

ろであります。しかしながら、最近、資格を有

する県内業者も出てきたことから、今後は、そ

の業務能力も考慮しながら、より公正・透明で

競争性の高い契約のあり方について検討してま

いりたいと考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農政水産部に

おきましては、農業農村整備事業の工事に関す

る設計等委託のうち、宮崎県土地改良事業団体

連合会との契約について指摘を受けたところで

あります。圃場整備などの設計委託に当たりま

しては、地元農家の権利調整や将来の地域営農

計画等を十分に踏まえて実施する必要があるこ

となどから、地域の実情に精通している土地改

良事業団体連合会と契約をしてきたところであ

ります。今後は、監査の結果及び入札・契約制

度改革の趣旨を踏まえながら、業務の内容を検

証し、契約のあり方について検討してまいりた

いと考えております。

○県土整備部長（山田康夫君） 工事請負契約

の変更について指摘を受けました工事でござい

ますが、国道221号えびのループ橋の一つである

「霧の大橋」について、小林土木事務所が発注

しました高欄、いわゆる手すりの補修工事であ

ります。この工事に追加して、同路線で隣接す

る区間のガードケーブルの取りかえ工事や区画

線の設置工事を行ったところでありますが、こ

れらの追加工事は、橋梁維持工事とは直接の関

連性がなく、別途発注すべきものとの指摘を受

けたものであります。小林土木事務所として

は、緊急を要する一連の交通安全対策として、

あわせて施行することが効率的であるとして追

加契約を行ったものであります。今後は、指摘

の趣旨を踏まえまして、追加工事の目的や工事

の種類を十分検討し、適切に対応してまいりた

いと存じます。

○前屋敷恵美議員 もろもろの理由があるよう

ですけれども、昨年度も同じような指摘が監査

委員のほうから行われております。税金で賄わ

れる事業で、予算執行の理由に妥当性を欠くと

の指摘は極めて問題だというふうに思います。

今後の改善を求めたいと思います。

次に、財務会計事務における審査意見書での

指摘事項で、支出事務について「予算執行伺や

支出負担行為のないもの、予算執行伺の額を超

えて執行されているものが見受けられた」との

指摘がございます。それぞれの内容と受けと

め、また改善策を伺いたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 今回の指摘のう

ち、予算執行伺がなかったものや適切な時期に

支出負担行為がなされていなかったのは、南部

福祉こどもセンターにおける精神科業務委託に

係る謝金及び電気電話屋内配線工事などについ

てであります。また、消耗品の購入やコピー代

等の支払いについては、年度当初に年間の使用

予定量で予算執行伺を作成いたしまして、納品

実績に応じて支払いを行っておりますが、これ

が年度末に、実績が当初の予算執行伺を上回っ

た例があったということでございます。予算執

行伺や支出負担行為は、適正な予算執行の基本

となる手続でありますことから、これら指摘さ

れた事項につきまして、真摯に受けとめ、改善

してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 同じく監査報告書を、11

月17日に全員協議会でお示しいただきました

が、その中で、「不適切な事務処理問題発覚以

降の物品購入手続について、一部の機関におい

て、なお改善を要する事項が認められた」と指

摘がございます。この点について、るる内容に

ついても明らかになりましたけれども、再発防
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止策が徹底されながら、なぜ改めてこのような

指摘がなされることになったのか、どのように

受けとめておられるか、知事にお伺いしたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 今回指摘のあった事

案はあってはならないことであり、大変残念に

思っております。これを受け、先週には、副知

事を委員長とするコンプライアンス推進委員会

を開催しまして、監査報告の内容も含め、適正

な事務処理の確保に向け、職員への意識啓発に

さらに取り組んでいくことを確認したところで

あります。物品の調達事務についても、各地域

への総務事務センター設置や、本庁の総務事務

センターに指導専門員を配置するなど、再発防

止に向けた取り組みを実施しているところでご

ざいます。今回の指摘を真摯に受けとめ、今後

とも職員に対する一層の研修や指導検査に努

め、徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 県民の信頼を取り戻すため

にも、ぜひ徹底した再発防止に努力していただ

きたいというふうに思います。

次に、基金について伺います。今回、審査の

対象となりました宮崎県土地開発公社と宮崎県

美術品等取得基金については、「近年、両基金

ともに活用実績がない」と指摘がなされ、今

後、基金の必要性や規模等について検討するこ

とが求められておりますが、どのように改善を

していくのか伺いたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 土地開発基金は、

公用もしくは公共用に供する土地をあらかじめ

取得することによりまして、事業の円滑な執行

を図るために設けられたものでございます。近

年―平成14年度以降でございますけれども、

厳しい財政状況もあり、土地を先行して取得す

る事業がなく、当基金の利用がない状況でござ

います。今後、基金としての役割や財政状況等

も勘案して、その必要性や規模等について検討

を行ってまいりたいと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 美術品等取得基金で

あります。この基金は、美術品等の取得を円滑

かつ効率的に行うために設けられており、これ

まで約1,800点の作品購入において計画的に運用

してまいりましたが、近年の厳しい財政状況を

考慮し、現在、購入を控えているところであり

ます。今後の基金のあり方につきましては、県

立美術館としての使命や財政状況等を総合的に

勘案しながら検討する必要があると考えており

ます。以上です。

○前屋敷恵美議員 また、ここで基金全体につ

いて伺いたいと思うんですけど、年度末の基金

は869億円余りとなります。財政調整のための基

金であるとか、また、個別の目的を持った基金

などがありますが、必要があれば、基金の取り

崩しを行ってしっかり対処をする、活用されて

いない基金などについては、適正な額に見直し

を図って一般財源に繰り入れ、県民要求に活用

することが大事だというふうに、今の時点で

思っております。とりわけ今の県民の暮らしを

見た場合にですね。基金の全体的な見直しの必

要性について、総務部長の見解を伺いたいと思

います。

○総務部長（山下健次君） 基金につきまして

は、これまで、それぞれの基金設立の趣旨に即

しまして、特定の目的に従って、その時々の財

政状況あるいは行政需要等を踏まえながら、適

切な積み立て、取り崩し、運用に努めてきたと

ころでございます。しかしながら、今回、一部

に活用実績のない基金が見受けられるとの指摘

も踏まえ、また今後、財政を取り巻く状況がさ
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らに厳しさを増すと考えられますことからも、

一般会計への繰り入れを含め、総合的に検討し

てまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 それでは次に、各種事業・

施策について伺いたいというふうに思います。

福祉関連で、国民健康保険についてです。保

険税の滞納による保険証の取り上げが命を脅か

すという事例も、今出てきています。そういっ

た中で、各自治体における国保税の滞納の状

況、また、滞納世帯に発行される短期保険証や

資格証明書の発行状況、また、全く保険がな

い、無保険であるといった世帯もあるわけです

けれども、そういった無保険の世帯の状況など

も、把握しておられればお聞かせいただきたい

と思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成19年６月

１日現在の国民健康保険加入世帯数は26万5,455

世帯で、このうち滞納世帯数は４万9,233世帯で

あります。このうち、短期保険証を１万4,772世

帯に、資格証明書を3,496世帯にそれぞれ発行し

ております。また、被保険者証、短期証、資格

証明書、いずれも持っていない、いわゆる未交

付世帯の状況については、現在把握しておりま

せん。

○前屋敷恵美議員 今、状況を御説明いただき

ましたが、資格証明書でいいますと、昨年度よ

りも資格証明書の交付世帯数がふえておりま

す。やはりそれだけ厳しい状態ということがわ

かるわけです。資格証明書は窓口10割負担にな

るわけですから、保険証がないのと全く同じ状

態です。ですから、滞納世帯の相談には親身に

なって各自治体が応じること、そしてまた、命

にかかわるような場合には適切に対処をしてい

く、こういう方向を各自治体が認識し、実行す

ることが必要かというふうに思います。そう

いった点では、県の援助、指導は非常に重要だ

というふうに思っておりますので、ぜひ、命が

奪われる事態にならないように、この保険証の

問題は今後の大きな課題としても、しっかり認

識をして取り組んでいただきたいというふうに

思います。

次に、誘致企業と雇用対策について、企業立

地促進補助金の活用が、どれほど地域経済の振

興や雇用の促進につながってきたのか、19年度

の企業立地促進補助金の額と企業数、雇用人

数、雇用形態は正規か非正規かなど、お聞かせ

いただきたいと思います。また、19年度に閉鎖

した誘致企業数と、そこに従事していた従業員

数もあわせてお聞かせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業立地

促進補助金でありますが、平成19年度は31社か

ら申請がありまして、計17億2,840万4,000円を

交付しております。また、交付しました31社に

おきましては、11月21日現在で2,703人が雇用さ

れており、そのうち正社員が1,808人、約67％、

非正規社員が895人となっております。

次に、平成19年度中に業績不振等により閉鎖

した誘致企業は５社で、それらの企業の事業計

画における当初雇用者数は、計64人となってお

ります。

○前屋敷恵美議員 閉鎖に伴って、退職を余儀

なくされるということになるわけですけれど

も、従業員の再就職あっせんなどの相談を、そ

ういった企業から受けたかどうか、事例があれ

ばお願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほど申

しました５社に関しては、そういった相談は受

けておりません。

○前屋敷恵美議員 私は、誘致企業であれば、

県民の皆さんの税金も投入して誘致をしたとい
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うことですので、そこに従事をして仕方なく退

職せざるを得ないという場合には、就職あっせ

んなどもしっかりと行うことが、責任ある対処

の仕方ではないかというふうに思います。この

問題は、今後の課題となることも大いに予想さ

れます。倒産に至らなくても、規模の縮小など

によって従業員数を減らさざるを得ないという

事態も予測をされますので、その点について

は、今後の課題として受けとめて、十分な対策

をとるようにしていただきたいというふうに思

います。

時間がなくなりました。教育問題でお聞きし

たかったんですけれども、残念ながら割愛をさ

せていただきたいと思います。特別支援学校、

昨年から名称も変わって行われましたが、十分

に子供さんたちに教育の徹底が図られますよう

に、ぜひお願いをし、県民の期待にこたえられ

る県政になることを期待して、質疑を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○坂口博美議長 総括質疑が続いております

が、議事の都合により、ここであらかじめ本日

の会議時間を延長いたします。

次は、川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） 本日最後の

総括質疑となりました。無所属の会の川添博で

ございます。質疑の機会を与えていただきまし

て、心から感謝を申し上げます。

さて、平成19年度の決算や施策がどういう結

果を県政に残せたのか、また、次年度へどうつ

ながっていくのか、決算を通じて、しっかりと

精査と検証をしていく必要がございます。そう

いった視点から、若干重複しますが、２～３点

に絞って質疑をさせていただきます。

最初の質疑は、19年度の「主要施策の成果に

関する報告書」についてであります。昨年度に

創造計画が新たに策定されたことから、主要施

策の成果報告書も改訂されたと聞いておりま

す。特に、施策の進捗状況のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの

評価が評価書からなくなっております。そこ

で、主要施策の評価についてはどういった形に

変わったのか、知事にお尋ねをいたします。ま

た、19年度の主要施策について総括的にどう評

価されるのか、あわせてお尋ねをいたします。

また、歳出の圧縮において、特に投資的経費

について389億の削減などが行われております。

そこで、その結果、県債や財政基金、また収支

見込み額の残高は前年度比でどう変わったの

か。また、行革大綱の見込みと差額はどうなっ

たのか、重なりますが、総務部長にお伺いをい

たします。

後は質問者席から質疑をさせていただきま

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〕 施策の評価

についてであります。昨年６月に新みやざき創

造計画を策定したことに伴い、政策評価につい

ても見直しを行ったところであります。昨年の

政策評価は、前総合計画の施策体系に従って

行っておりましたが、今年度は、私のマニフェ

ストをベースに、政策課題ごとに重点施策とし

てまとめた新みやざき創造戦略について評価を

実施しております。一方、決算状況の説明資料

である主要施策の成果に関する報告書について

は、各分野ごとに施策を網羅する総合計画の分

野別施策に沿ってまとめておりますので、新し

い政策評価とは整理の仕方が異なっておりま

す。なお、今回の政策評価の結果、施策全体の

中で特に重点的に推進すべき新みやざき創造戦

略について、おおむね順調との評価になってお
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りますので、19年度の施策全体についても同様

に順調と考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県債の残高等についてでございます。平成19

年度決算における県債残高は約9,147億円で、前

年度より約27億円の減となっております。この

額は、財政改革プログラムでの見込み額を約111

億円上回っております。

次に、財政課所管の４基金の残高は約577億円

で、前年度より約90億円の減となっておりま

す。また、財政改革プログラムにおける基金残

高の見込み額と同じ２月補正後の時点で比較い

たしますと、その額より約９億円下回っており

ます。

最後に、平成19年度の収支不足の圧縮額は

約222億円で、財政改革プログラムにおける見込

み額を約86億円上回っております。以上であり

ます。〔降壇〕

○川添 博議員 御答弁ありがとうございま

す。

主要施策の成果報告書においては、施策の進

捗状況を、従来どおり施策ごと、さらには個別

事業ごとにきちっと自己評価しておくことが必

要であると考えます。今年度から実施されてい

る、知事のマニフェストをベースに制定された

戦略評価シートでは、少しくくりが大き過ぎる

ような気がいたします。また、成果指標や数値

目標なども並べて示し、総合的に比較した上

で、よいものはよい、悪いものは悪いと、明確

にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ評価にて自己評価していくこ

とが重要ではないかと思います。そして、その

次の予算編成や審議において、その評価を参考

にしてつなげていかねばならないと考えます。

後で述べますが、新しく制定された戦略評価シ

ートでは、各事業ごとの成果や指標数値との比

較が不十分で、実態が反映されていない評価も

あるようです。そこで、各事業の評価を個別に

明確にして、複数年度の事業評価とその成果を

踏まえて、次年度予算にリンクさせていく仕組

みをもっと見える形で導入できなかったので

しょうか。知事に所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県の厳しい財政状

況を踏まえますと、引き続き、「宮崎県行財政

改革大綱2007」の財政改革プログラムに基づく

取り組みを通じて、行財政改革の徹底を図る一

方、県が抱える諸課題に的確に対応し、優先度

の高い施策について積極的に展開していく必要

があると考えております。このため、すべての

歳出について、事務事業のあり方、その効果、

役割分担等のあらゆる観点からゼロベースで見

直しを行いながら、これまでの事業の成果も踏

まえた予算編成に努めているところでありま

す。引き続き、よりよい予算編成のあり方につ

いて研究してまいりたいと考えております。

○川添 博議員 おっしゃるように、今までの

財政課のヒアリングの中で前年度事業の見直し

をしてこられたと思います。それを議会でも見

える形にしてはいかがかということなんです。

また、評価作業の事務に負荷をかけるつもりは

ございません。予算申請事務などにおいて、電

子システムなど簡略化や効率化を実施した上

で、ぜひ実りある研究と導入の御検討をお願い

いたします。

次に、県債残高や財政基金、また収支不足額

についても、見通しとの差額が出ているようで

す。財政改革プログラムのわずか１年目におい

て上記計数が達成されなかったことが残念で

す。今後は、なぜ達成されなかったのか、交付

税の減少幅や対応策など、理由や対策を明確に
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示すことが次年度への取り組みにつながってい

くものと考えます。今後、原因分析の公表など

しっかりとした公表をお願いいたします。

収入未済額については割愛させていただきま

す。

次に、農業の担い手対策についてお伺いをい

たします。本県農業の再生にとっては、担い手

対策の取り組みが極めて重要であります。19年

度の事業の取り組みと成果を農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業者の減少

・高齢化が進行する中で、本県の農業・農村を

支える担い手の育成確保を図るため、担い手育

成総合支援協議会が中心になりまして、各種の

担い手育成・確保対策に取り組んでいるところ

であります。具体的には、みずから経営改善に

取り組む認定農業者の育成、経営体質強化のた

めの法人化の推進、地域の農業者が参加する集

落営農の組織化・法人化、次代を担う新規就農

者の確保、建設業など他産業からの農業参入支

援など、多様な担い手の育成確保に努めたとこ

ろであります。その結果、平成19年度末現在

で、認定農業者8,587経営体、農業法人560法

人、集落営農79組織、他産業からの参入法人49

法人となっている状況であります。以上です。

○川添 博議員 農業法人や集落営農組織など

については、取り組みの成果もあらわれて増加

しているようでございます。しかし、部長、19

年の新規就農者については何名となっているで

しょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 平成19年の新

規就農者数は合計190名であります。内訳は、学

校卒業後直ちに就農した者が45名、学校卒業後

研修を経て就農した者が９名、農家出身者で他

の職業を経て就農した者が80名、非農家出身者

で農業に新たに参入した者が18名、農業法人に

就農した者が38名となっております。以上で

す。

○川添 博議員 合わせると190名ということで

すが、190名ということは、目標の255名に対し

ては未達成ということでございますね。それで

は、漁業はどうでしょうか。19年度の新規漁業

就業者の確保のための取り組み状況と成果につ

いてお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 漁業就業者の

減少あるいは高齢化が進む中で、現在、県立高

等水産研修所におきましては、若年就業者の育

成のため、漁業技術や資格取得の研修を実施す

るとともに、高校生や一般就業希望者を対象に

した漁業体験研修を実施しているところであり

ます。また、県漁連の運営する漁業就業者確保

育成センターへの支援を通じまして、就業希望

者に対する就業相談や、東京で開催された漁業

就業者フェアへの参加など、幅広いルートから

の就業者の確保に努めたところであります。こ

れらの取り組みによりまして、新たに38名が漁

業に就業したところであります。以上です。

○川添 博議員 漁業の新規就業者が38名とい

うことは、55名の目標に対しては未達成という

ことでございますね。農業にしても漁業にして

も、新規の担い手確保に大変苦労をしておりま

す。ちなみに、教育長、平成19年度の県立農業

高校７校の卒業生は何人ぐらいでしょうか。ま

た、その卒業生の中の就農者数をお尋ねいたし

ます。あわせて、県立海洋高校の卒業者数と、

その中の漁業の新規就業者数についてお伺いを

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成20年３月に県立

高等学校の農業関係学科を卒業した生徒の数

は746名であります。このうち、農業科、園芸
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科、畜産科など農業経営者としての知識や技能

が習得できる学科の卒業者数として申し上げま

すと335名であります。その中には、将来就農す

ることを目指して進学や実践的農業研修をする

生徒もおりますが、農業法人に就農した生徒を

含め、卒業後すぐに就農した生徒は24名であり

ます。また、宮崎海洋高校の卒業者数は101名

で、そのうち、漁業者としての知識や技能が習

得できるコースの卒業者数は36名であります。

この36名の中で、卒業後すぐに漁業に就業した

生徒は７名であります。なお、このほか、将来

の漁業就業を目指して進学した生徒が２名おり

ます。以上です。

○川添 博議員 担い手対策を考えるときに、

高卒での就農や漁業への就業は極めて少ないと

いうことであります。また、農業にしても漁業

にしても、新規就業者は目標に達しておりませ

ん。さらに、全体の農業従事者も減少基調で推

移をしております。異業種参入や農業法人だけ

では減少に歯どめがかからない状況でございま

す。

ところで、先ほど述べました戦略評価シート

の農林水産業の担い手部門で、どういう評価が

つけられているかと申しますと、Ａ評価となっ

ております。この部門の評価は、農業法人など

が増加したことが加味されたためでありましょ

うか。ちなみにコメントの要旨を読みますと、

「具体的な方策を展開した結果、着実な成果を

上げている」となっております。その横には具

体的な指標数値も示されておりません。農業問

題、今のままでは年齢構成を改善できず、高齢

化が進んでいくばかりです。確かに法人化など

の効率化も大事だとは思いますが、省エネ対策

なども織り込んだ収益性の高い農林水産業のビ

ジネスモデルを、明確に構築して普及させてい

く時期に来ております。これには、知事も以前

からＰＲに努力していただいております。すぐ

にでも就農や就業してみたいという魅力ある農

林水産業を構築していくと同時に、20代の若い

活力を導入して新しい発想で農林水産業の未来

をつくっていかなければならないのではないで

しょうか。そういった趣旨から質疑をさせてい

ただきました。

最後になりましたが、申し上げてまいりまし

たように、財政健全化を実現した上で、各事業

ごとに政策評価をしっかりと機能させていく必

要がありますし、立ちおくれている部分に早急

に光を当てていかねばなりません。微力ながら

積極的に議論させていただき、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、

私の質疑を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 以上で総括質疑は終わりまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、議会運営委員会より議案の送付を受けまし

たので、これを事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成20年11月25日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 丸山 裕次郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

普通会計決算特別委員会の設置について
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◎ 議員発議案第１号上程、採決

○坂口博美議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

本案は、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、議員発議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

◎ 議案第10号普通会計決算特別委員会付託

○坂口博美議長 次に、議案の委員会付託につ

いてお諮りいたします。

今回提案されました議案のうち、議案第10号

「平成19年度決算の認定について」は、ただい

ま設置が決定しました普通会計決算特別委員会

に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

ここで、普通会計決算特別委員会の正副委員

長互選等のため、暫時休憩いたします。

午後５時０分休憩

午後５時12分開議

◎ 議長の報告（普通会計決算特別委員会正

副委員長互選結果）

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

普通会計決算特別委員会の正副委員長互選の

結果を報告いたします。その氏名を事務局長に

朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

普通会計決算特別委員会

委 員 長 星 原 透

副委員長 外 山 衛

○坂口博美議長 以上で報告は終わりました。

あすからの日程をお知らせします。

明日26日から12月３日までは、普通会計決算

特別委員会及び議案調査等のため、本会議を休

会いたします。

次の本会議は、12月４日午前10時開会、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後５時12分散会
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