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午前 10時０分開議

出 席 議 員（44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 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 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 濵 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）

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 髙 柳 憲 一
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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 髙 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 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 教育委員長発言

○星原 透副議長 ただいまの出席議員42名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問でありますが、教育委

員長より発言を求められておりますので、ここ

で発言を許可します。教育委員長。

○教育委員長（大重都志春君）〔登壇〕 県民

の皆様、県議会議員の皆様に対しまして、御報

告とおわびを申し上げます。

既に新聞等で報じられておりますとおり、昨

日３月１日、県教育委員会西臼杵教育事務所の

教育推進課長が、自動車運転過失傷害と道路交

通法違反、いわゆるひき逃げの疑いで捜査当局

に逮捕されるという不祥事が発生いたしまし

た。

県教育委員会では、交通法令の遵守及び交通

事故等を起こした場合の適切な対応と職員の服

務規律の徹底につきまして、常日ごろより全力

で取り組んでいるところでございますが、この

ような事態に至りましたことは、まことに遺憾

なことであります。本件につきましては、事件

の詳しい状況を把握した上で厳正に対処してま

いりたいと考えておりますが、県教育委員会で

は、直ちに本庁において緊急課長会議を開いて

職員の服務規律の徹底を図ったところであり、

各出先、教育機関に対しましても、速やかに同

趣旨の徹底を図っていきたいと考えておりま

す。今後、再びこのような不祥事が起こること

のないよう、厳正な服務規律の確保に努め、県

民の信頼回復を図ってまいる所存でございま

す。このたびのことで皆様方に御迷惑と御心配

をおかけしましたことを、改めて心からおわび

申し上げます。〔降壇〕

○星原 透副議長 教育委員長の発言は終わり

ました。

◎ 一般質問

○星原 透副議長 それでは、ただいまから一

般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。横田照夫でございます。

山桜の花が咲き始めたですね。これまで雑木

の中に隠れていて、その存在すらわからなかっ

たものが、おれはここにいるんだぞと、その存

在を誇示するかのように咲き誇る、そんな山桜

が大好きです。きょうは、そんな桜のようなピ

ンクのネクタイをしてきました。似合うでしょ

うか。

抽せんの結果、今回、一般質問の先頭バッタ

ーになりました。野球の先頭バッターは、大き

いものをねらわずに、ボールをよく見きわめ

て、シングルヒットでもフォアボールでもエラ

ーでもいいから、何とか塁に出るような、そん

なしぶとい選手が選ばれることが多いんですけ

ど、私はどちらかというと淡泊なほうで、先頭

バッターとしては物足りないかもしれません

が、精いっぱい努めてまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

私は神話が大好きで、今回もある議員から、

「横田さん、また神話の話をしてよ」という要

望がありました。そういうわけではありません

し、私は別に神話族議員というわけでもありま

せんが、また神話に関する質問から入らせてい
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ただきます。

最近、神社の参拝者が多くなっています。新

聞や雑誌等でも神話がよく取り上げられるよう

になりました。宮崎市民の森の中にある江田神

社では、東京などのギャルが大勢、参拝に来

て、神木であるクスノキに抱きついたり、なで

回したりしているそうです。宮司さんもびっく

りするやらうれしいやらで、本当に喜んでおら

れます。私も過去の一般質問で２回ほど、「掛

けまくも畏き 伊邪那岐大神 筑紫の日向の橘

の小戸の阿波岐原に」という、いわゆる祓詞

（はらえことば）等を紹介しながら、神話に基

づく神社や神楽などでの観光振興を訴えてきま

したので、大変うれしく思っております。江原

啓之さんの紹介によるところが大きいのかもし

れませんが、神話で観光振興できることが証明

されたと思います。知事は就任当初から、「宮

崎を日本発祥の地で売り込む」と言われていま

したが、これまでの手ごたえと今後の展望につ

いてお伺いしまして、後は自席からの質問とさ

せていただきます。よろしくお願いいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

天孫降臨などの日向神話につきましては、本

県ならではの貴重な観光資源ですので、私自

身、先頭に立って、さまざまな機会をとらえて

情報発信するとともに、神話・伝説をテーマと

した観光キャンペーンなどにも取り組んできた

ところであります。この結果、平成19年の観光

動向調査では、高千穂や神話・伝説にまつわる

神社などへの観光客が大きく増加するととも

に、昨年、大手旅行会社が実施した、スピリ

チュアルな場所への旅行アンケート調査でも、

行ったことがある場所、連想する場所などで、

伊勢神宮、出雲を抑え、宮崎が３位に入るな

ど、神話・伝説の地宮崎は着実に浸透してきて

いるものと考えております。今年度の観光キャ

ンペーンでも、私自身、古代衣装を着てポスタ

ー等のモデルになっておりますが、神話・伝説

の地宮崎の定番・定着化を図るため、引き続

き、観光ＰＲ等に取り組み、県外観光客の増加

に努めてまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○横田照夫議員 神社に行くと、立て看板など

に、その神社にまつわる部分の神話の紹介がし

てあります。神話の流れを理解していると、神

社に行くのがさらにおもしろくなるんです。県

内でもカルチャー教室とか学校などで神話を知

る機会をつくってもらうと、県民の郷土に対す

る愛着がもっともっとふえると思います。そう

なることが、コミュニティーや県に対して何か

かかわっていこうという、いわゆる知事の言わ

れる県民総力戦につながっていくと考えますの

で、御一考いただければと思います。ばかの一

つ覚えと言われてはいけませんので、神話の話

はこれで最後とさせていただきます。

次に、平成21年度当初予算の依存財源につい

てお伺いします。

来年度予算の依存財源を見ますと、地方交付

税は対前年度比マイナス9.2％ですが、臨時財政

対策債は102％と、倍増しています。今の経済状

況の中でやむを得ない措置とは思いますが、非

常に心配であります。来年度末の県債残高

は9,229億円で、過去最高になる見込みというこ

とですが、一方で、臨時財政対策債を除く県債

残高は6,996億円と、徐々に減少するようです。

しかし、これは臨時財政対策債分の借金がふえ

ているということだと思うんです。臨時財政対

策債は、交付税措置のある起債であって、自治
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体が事業を行ったとき、とりあえず自治体で起

債をしておいて、その返済時に普通交付税を国

が増額して面倒見るという性格のものだと考え

ますが、臨時財政対策債の分は間違いなく交付

税措置してもらえるんでしょうか。総務部長、

お願いします。

○総務部長（山下健次君） 御質問のように、

臨時財政対策債は、地方財政計画上見込まれま

す財源不足額の一部を補てんするために、特例

的な地方債として発行するものでございまし

て、言うならば、地方交付税の代替財源となっ

ております。この臨時財政対策債の元利償還金

相当額につきましては、地方団体の財政運営に

支障が生じることのないよう、その全額を後年

度、地方交付税の基準財政需要額に算入するこ

とが地方財政法に明記されているところでござ

います。

○横田照夫議員 知事、国にその担保能力があ

ると思われますか。

○知事（東国原英夫君） ただいま総務部長が

答弁しましたとおり、法律に明記されている以

上、国において責任を持って確実に実行してい

ただくべきものと考えております。

○横田照夫議員 会社から、「残業代を出すか

ら残業してくれ」と言われて残業をして、お金

をもらうときに、「残業代は全額支払ったけ

ど、本俸のほうをちょっと見直しさせてもらっ

た」と言われて総額がふえていなかったら、残

業代をもらったことにはなりませんね。毎年

度、基準財政需要額が見直される中で、臨時財

政対策債の償還費以外の部分が圧縮されては、

本当の意味での交付税措置がなされているとは

言えないと思いますが、総務部長、いかがで

しょうか。

○総務部長（山下健次君） 地方交付税の算定

の基礎となる基準財政需要額につきましては、

地方財政計画の歳出見積もりに基づき、地方財

政法第11条の２の規定により算入が義務づけら

れております義務教育あるいは生活保護に係る

経費のほか、地方公共団体が標準的な事務を処

理するために要する経費が算入されているとこ

ろであります。なお、地方財政計画の歳出につ

きましては、国の「基本方針2006」に沿って、

国と歩調を合わせて、給与関係の経費あるいは

投資的経費など、抑制が図られている部分がご

ざいますけれども、一方で、平成21年度に創設

されました地域雇用創出推進費など、地方交付

税総額の増につながる措置も講じられていると

ころであります。県といたしましては、引き続

き、不断の行財政改革に努めながら、地方財政

法の趣旨に基づきます基準財政需要額の適切な

算定とあわせまして、地方交付税総額の確保を

訴えてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 削られている部分もあるけれ

ども、増額になっている部分もあるということ

でしょうか。財政は、よくわからないですね。

でも、平成３年にバブルがはじけて、景気対策

として多くの公共事業が実施されました。その

ときに発行した交付税措置のある起債の返済

が、今行われていると思います。でも、実際に

は普通交付税総額はふえていない。県債残高を

減らすことができない上に、さらに臨時財政対

策債分が上乗せされるから、ますます県債残高

はふえていく。将来が心配でなりません。

先日、「東国原知事が、債務不履行、つまり

借金棒引きの要望を口にした」と、ある新聞に

書いてありました。また、その新聞に、「山口

県では、地方が必要なお金を地方に借金させる

のではなく、現金の地方交付税で配分してほし

いと訴えている」とも書いてありました。橋下
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大阪府知事が直轄事業負担制度の廃止を求めて

国土交通大臣にまくし立てたように、知事も国

に対してほえてくださいよ。そして、国の地方

交付税などの地方財政に対する考え方をひっく

り返してくださいよ。知事、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 本県におきまして

は、自主財源比率が４割にも満たず、財政基盤

は依然として脆弱ですので、地方交付税制度の

役割は極めて重要だと考えております。このた

め、機会あるごとに、地方交付税の総額の確保

だけでなく算定方法についても、国に意見を提

出してまいりましたが、この結果、例えば高速

自動車国道の新直轄分に係る負担金の算入率な

ど、本県の財政需要の実態に即した制度の見直

しが図られたところであります。今後とも、地

方交付税の算定方法など、制度自体に改善すべ

き点がありましたら、国に対して強く要望ある

いは提言をしてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 知事、一人でこそこそっと

行ったらだめなんです。なめられますからね。

橋下知事が負担金のことをまくし立ててから、

国交省も見直しに動き始めました。東国原知事

にも橋下知事に負けないぐらいの力があると思

います。全国のマスコミが、「東国原宮崎県知

事、国にほえる」と一斉に報道してくれるよう

に、大勢のマスコミの前でほえていただきたい

と思うんですけど、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 橋下府知事と私のや

り方はちょっと違ったところがありまして、私

は、中から変えるということも自分の中に計算

しているわけです。ですから、ほえただけで変

わるのかというのも、いろいろ戦略的に考えな

がら対応してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 いろいろ作戦はあると思いま

すが、とにかく知事に国を変える力はあるとい

うふうに思いますので、地方代表ということで

一生懸命頑張っていただきたいと思います。

次に、通告では、人口減少の中でのインフラ

整備についてと書きましたが、人口減少の中で

の生活排水処理についてという意味で質問をさ

せていただきます。

私の住む佐土原町では、今、公共下水道の工

事が急ピッチで進められています。これは合併

による新市建設計画によるものです。先日、

「人口減少社会における生活排水処理のあり

方」という講演を聞いて、近未来に私たちが抱

える問題の大きさに驚きました。生活排水処理

には、公共下水道などの集合処理施設と合併処

理浄化槽、単独処理浄化槽などがありますが、

集合処理施設は、初期投資が大きく、また20年

以上もの長期にわたって借金を返済するシステ

ムでつくられ、人口が増加し経済が拡大しなけ

れば維持や更新ができないシステムになってい

るそうです。宮崎県の汚水衛生処理率は、平

成18年度で62.1％となっており、ある程度人口

が集中しているエリアでは、既に整備が完了し

ていると考えてもいいそうです。人口減少傾向

に入っている中山間地は、2030年推計人口に対

する汚水処理施設の整備状況は、美郷町が176

％、椎葉村が135％、諸塚村が134％となってお

り、今後、汚水処理施設の維持や施設更新のた

めの住民負担が物すごく大きくなってくるとの

ことでした。

ちなみに、財政再建団体に陥った北海道の夕

張市では、地方税収入に対する下水道会計繰入

額の割合は193％だそうです。つまり、税収入

が100しかないのに、下水道会計に193もつぎ込

まなければならないということです。このまま

では、汚水処理施設からだけでも財政破綻に近

づきつつあります。
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人口減少による下水道利用料金の未回収分

は、一体だれが負担することになるんでしょう

か。自治体が負担すれば、財政はさらに悪化し

行政サービスが低下するし、住民が負担をすれ

ば、利用料金は著しく高騰します。いずれの場

合も、住民の減少にさらに拍車がかかって、ま

すます財政が悪化するという負のスパイラルに

陥り、最終的に財政破綻を来すおそれがあると

いうことです。人口が減少していく中で、汚水

処理施設の整備をどのように進めていく考えか

を、環境森林部長、お聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 汚水処理施設

の整備につきましては、主に住居が密集してい

る地域には公共下水道が、中山間地域など住居

が散在している地域においては合併処理浄化槽

が経済的であります。県では、平成14年３月に

策定した第２次宮崎県生活排水対策総合基本計

画を平成19年３月に改定したところであります

が、改訂計画では、目標年度の平成26年度の人

口減少を勘案した上で、処理施設の経済性を改

めて比較し、公共下水道や農業集落排水施設に

よる整備地域の一部を合併処理浄化槽に転換す

るなど、より効率的かつ経済的な整備に見直し

たところであります。今後とも、関係部局との

連携のもと、市町村と一体となって生活排水対

策に取り組んでまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 もう既に人口減少を勘案して

見直しがなされたということで、幾分、安心は

しました。でも、人口減少がこれほど恐ろしい

結果をもたらすことに、改めてびっくりしまし

た。累積債務と同じように、将来に大きな負担

を背負わせることになります。今後も、公共下

水道を計画している市町村もあると思います

が、人口減少した場合の負担増加を十分考え合

わせた上で計画をしていただきたいと思いま

す。

次に、改革の考え方について質問します。

ある改革を進めようとするときに、まずその

方向性を定め、それに従って改革を進めていき

ます。しかし、改革を進める中で、負の側面が

見受けられるようになることもよくあります。

それを解消するために見直しをしようとする

と、マスコミなどが改革の後退だと批判しま

す。でも、改革は前に進むしかないんでしょう

か。

これまで、規制改革などを進めるに当たっ

て、それによる弊害の拡大に対して見直しをし

てきた、また、しようとしている事例はたくさ

んあると思います。国土交通省は、原則、自由

化したタクシーの新規参入や増車の再規制に乗

り出しました。労働者派遣の自由化により、ワ

ーキングプアや派遣切りなどの弊害が出ている

ということで、見直しをしようとしています。

また、新医師臨床研修制度が医師の偏在と医師

不足を招いているとして、これも見直しの動き

が出てきました。改革を進めるに当たり、弊害

が出てくれば、一たんもとに戻って、もう一回

見直すのは当然で、決して改革の後退ではない

と考えます。

これまで宮崎県では、入札制度改革が進めら

れてきました。進めるに当たって、入札金額が

最低制限価格に張りついたり、仕事がとれても

赤字になって会社運営ができないなど、マイナ

ス面もいっぱい見えてきました。入札制度改革

の目的は、談合などの不透明な入札をなくすこ

とであって、決して落札率を下げることではな

かったはずです。宮崎市は、低額工事ではまだ

指名競争入札を行っているようですが、これま

での流れの中で、話し合いによる入札はできな

くなっていると聞いております。長崎県では、
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最低制限価格を90％に引き上げたそうですし、

これまで一般競争入札で行っていた設計金

額3,500万円以上１億円未満の工事に指名競争入

札を適用したそうです。この措置は、緊急経済

・雇用対策の一環で、暫定的なものということ

ですけど、一たん戻って見直すという意味で

は、すばらしい判断だと考えます。また、緊急

経済・雇用対策の一環としての措置ということ

は、裏返せば、これまでの入札制度が経済や雇

用に対して弊害になっていたということではな

いでしょうか。入札制度改革は、入札そのもの

のあり方だけでなく、経済や雇用に対する影響

にまで思いをめぐらせて考えていくべきではな

いでしょうか。業者が自社分の収益まで積算し

た適正価格で応札できるように、宮崎県でも低

価格工事だけでも指名競争入札に戻してみては

どうかと考えますが、いかがでしょうか。県土

整備部長、お願いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設投資の大

幅な減少や競争性の高まりに加えまして、景気

の急速な悪化により、建設産業が極めて厳しい

経営環境に直面していることは、十分認識をし

ているところでございます。このため、県とい

たしましては、入札・契約制度について随時見

直しを行ってきておりまして、特に本年度は、

予定価格の事後公表の試行や、本県独自の地域

企業育成型の総合評価落札方式を創設したとこ

ろであります。また、さきの臨時県議会で公共

事業費約40億円の増額補正を行い、その執行に

当たりましても、早期発注や地域企業の受注機

会の確保などに努めているところであります。

御質問の指名競争入札につきましては、本県

では、談合事件により失われた県民の県政に対

する信頼回復を図るために一般競争入札に移行

してきたことから、今後とも、一般競争入札の

枠組みの中で制度の検証と見直しを行いますと

ともに、厳しい経営環境に置かれている建設産

業の実情に応じた支援にも努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○横田照夫議員 すぐすぐに、「はい、わかり

ました。やります」ということにはならないと

思いますけど、改革の後退という言い方を恐れ

ることなく、県民のためになる見直しは堂々と

自信を持ってやっていただきたいというふうに

思います。

次に、消防団活動についてお尋ねします。

総務部長にお聞きしますけど、現在の消防団

員の充足率はどのようになっていますか。ま

た、年齢構成と職業構成はどうなっているんで

しょうか。

○総務部長（山下健次君） 平成20年４月１日

現在で、本県の消防団員は、定数１万6,090人に

対して１万5,221人となっておりまして、充足率

は94.6％となっております。また、平均年齢で

ございますが、同じく20年４月１日現在で35.8

歳、これは全国が38.3歳ですから、全国より

は2.5歳ほど若いという状況でございます。しか

し、これを10年前と比較しますと、2.1歳上昇し

ているという状況でございます。また、職業構

成でございますけれども、消防団員の約７割が

被雇用者という状況でございます。

○横田照夫議員 以前は農家とか自営業者が多

くて、消防団活動もうまくいっていましたが、

今は勤め人が多くて、活動になかなか参加でき

ていないようです。火事のときも、消防車に

乗っているのはほんのわずかな人数という場合

も多いようです。私も、消防団に入っていたと

きに何回も操法大会での要員になりましたの

で、体が要領を覚えています。地元には、そう

いう操法技術を持っている消防団ＯＢはたくさ
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んおりますので、もし許されるならば、消防車

を運転したり、筒先を持って火のそばで消火活

動をしたりするんですけど、システム上なかな

か手が出せません。ＯＢを中心として、現役消

防団員を補完する補助隊員制度をつくれば、参

加する人はたくさんおられると考えますが、総

務部長、そういう制度はつくれないでしょう

か。

○総務部長（山下健次君） 御指摘がございま

したように、消防団員が、先ほど申し上げたよ

うなことで減少、高齢化する中で、消防・防災

に関する豊富な知識・技術、経験を有する消防

団ＯＢの力をおかりするということは、有効な

手段の一つであるというふうに考えておりま

す。

現在、消防団活動を補完する制度として、機

能別の団員あるいは分団の制度が既に設けられ

ております。これは比較的新しい制度でござい

ますけれども、国においても推奨されていると

ころでございます。本県では、現在、高鍋町、

美郷町、日之影町の３町におきまして、消防団

ＯＢ等による大規模災害時等に支援を行う団員

が配置されているところでございます。県とい

たしましては、今後とも、消防団ＯＢの活用も

含め、機能別の団員・分団の制度の導入につき

まして、市町村に働きかけてまいりたいと考え

ております。

○横田照夫議員 もし補助隊員ができても、先

輩ぶって、現役団員にちょっかいを出したり偉

ぶったりしては、消防団組織そのものが壊れて

しまいますので、そこらあたりは十分配慮が必

要だとは思います。でも、自分たちの町は自分

たちで守るんだという意識づけは非常に大切な

ことだと考えますので、御検討をよろしくお願

いいたします。

次は、木崎浜についてです。

木崎浜はサーフィンのメッカであり、全国の

サーファーで木崎浜を知らない者はいないそう

です。毎年、国際大会を初め、多くのイベント

が行われ、全国から多くの人が集まってきま

す。でも、アクセス道路は２本の河川の堤防し

かなく、狭くてわかりづらく、国際大会等を開

く会場としては非常にお粗末な状況です。先日

の特別補正で1,281万円の予算で道路舗装をして

いただくことになり、ありがたいこととは思い

ますが、お粗末の解消にはならないと思いま

す。

木崎浜のすぐ横は松林、いわゆる防潮林で、

さらにその横は総合運動公園です。総合運動公

園に２本の大きな進入路があります。そのうち

の１本でもいいから、防潮林を抜けて木崎浜ま

でつなげないものなのでしょうか。サーフィン

は、マリンスポーツとして県もアピール中で

す。木崎浜を総合運動公園の一角として組み込

めば、マリンスポーツも含めた本当の意味での

総合スポーツ公園になると思うのですが、一元

管理はできないでしょうか。もしこれができれ

ば、さらに大きな大会の誘致や数多くのイベン

トもできるようになると思います。青島周辺は

宮崎県観光の中心です。その一部である木崎浜

の環境整備は、観光浮揚につながり、大きな経

済効果をもたらすのではないかと考えます。ま

ず、この提案に対して、防潮林を所管している

環境森林部長の考えをお聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 木崎浜の松林

は、県及び地元自治会の所有となっておりまし

て、潮害防備や保健休養のための保安林に指定

されております。また、松林内にはクロスカン

トリーコースも整備され、森林との触れ合いの

場として広く県民に利用されております。した
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がいまして、保安林の機能が損なわれないこと

や、クロスカントリーコース利用者の安全を確

保することなどが必要であると考えておりま

す。

○横田照夫議員 次に、木崎浜や総合運動公園

を所管している県土整備部長の考えはいかがで

しょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合運動公園

は、海岸地域の美しい黒松の自然林を生かし

た、緑の中のスポーツ公園として多くの方々に

親しまれております。お尋ねの木崎浜へのアク

セス道路についてでありますが、進入路の延伸

につきましては、総合運動公園を大きく分断す

る形となります。また、園内利用者の利便性や

安全確保の面、あるいは公園施設の保全にも大

きな役割を果たしておる松林でもありますこと

から、適当ではないというふうに考えておりま

す。しかしながら、御指摘のとおり、現在の木

崎浜へのアクセス道路につきましては、海岸利

用者の利便性の向上あるいは防災上の観点から

も、何らかの改善が必要と考えておりますの

で、どのような形で対応ができるのか、関係部

局とも連携して検討してまいりたいというふう

に考えております。

次に、木崎浜を公園区域に組み込むことにつ

きましては、公園利用上のさまざまな規制が海

岸利用者にも及ぶことになると考えられますの

で、現在のまま、自由な形での利用が望ましい

のではないかというふうに考えております。

○横田照夫議員 それでは、マリンスポーツを

含む観光行政を所管している商工観光労働部長

の考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 木崎浜海

岸につきましては、御質問にもございましたよ

うに、年間を通じて全国からサーフィン愛好者

が訪れる本県の代表的なサーフポイントとなっ

ております。その環境整備がさらに進みます

と、利用者の利便性の向上が図られ、大規模大

会やサーフィン愛好者の増加につながるととも

に、サーフィンの適地としての発信力の向上に

もつながり、本県観光の振興に寄与するものと

いうふうに思っております。このようなことか

ら、今年度、県や宮崎市におきまして、トイレ

とか路面の整備に取り組んでいるところでござ

います。マリンスポーツを柱としました観光振

興を進めるためには、木崎浜海岸の環境整備は

重要でございますので、宮崎市や関係部局と十

分な連携を図りながら、整備のあり方について

検討を進めてまいりたいというふうに思ってお

ります。

○横田照夫議員 商工観光労働部としては、木

崎浜の環境整備が進めば、本県観光の振興に大

きく寄与すると考えておられるようです。ま

た、県土整備部としては、「海岸利用者の利便

性向上や防災上の観点からも何らかの改善が必

要で、対応を検討していく」と言ってください

ました。本当にありがたいというふうに思いま

す。

私は、この質問をするに当たり、何回も木崎

浜に行きました。サーファーに話も聞きまし

た。何かいい方法はないかなと思いまして、周

辺をうろちょろもしました。その中で、運動公

園の進入路を見て、「こんないい道路がある

じゃないか。この道を松林を抜けて浜までつな

げば、すばらしいアクセス道路になるじゃない

か」と考えて、こういう質問になりました。で

も、アクセス道路が広くなってわかりやすくな

れば、別に運動公園の進入路でなくて堤防でも

いいんです。ぜひぜひ前向きの御検討をお願い

いたします。
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さて、知事、アクセス道路など環境整備が進

んだら、今度は知事の出番です。国際大会とか

いろんなイベントが来てくれるように宣伝して

いただきたいと思います。木崎浜の環境整備の

こととあわせて、何かコメントをいただけない

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） サーフィンとかマリ

ンスポーツに関しては、木崎浜では去年も大き

な大会が２～３回開かれております。もちろ

ん、我々の誘致活動も功を奏した結果じゃない

かと思っております。御案内の木崎浜への進入

路というのは、堤防のわきの道路。私も認識し

ております。非常に整備がおくれているなとい

う感じがしております。これは前向きに検討し

ていきたいと思います。そして、議員御指摘の

マリンスポーツの誘致でございますが、それも

また鋭意取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いいたします。

次は、コントラクターの育成についてです。

苦境に立っている建設業者に、新分野進出と

して農業参入を勧めていますけど、農業は長年

の経験と勘も必要で、すぐすぐうまくいくもの

ではないと考えます。畜産では、飼養規模拡大

や高齢化の進展による飼料生産労働力不足に対

応するために、飼料生産組織やコントラクター

による労働負担の軽減及び飼料生産作業の効率

化、低コスト化を促進しようとしています。い

わば、飼料生産の外部化で、コントラクターと

は飼料生産の専門組織のことです。コントラク

ターの効果として考えられるものは、良質粗飼

料の生産、自給飼料のコスト削減、農地利用集

積、そして何よりも、ゆとりができることによ

る畜産経営全体の改善です。コントラクターは

草づくりの専門の仕事なので、比較的簡単で、

大型機械を使うという点でも建設業者が入りや

すい業種だと考えます。そこで、建設業者等の

コントラクターとしての農業参入の可能性と県

の支援策について、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 担い手の減少

・高齢化が進行する中で、畜産の粗飼料や米の

農作業等を請け負うコントラクターは、農業経

営の規模拡大を支援する組織として、大変重要

な役割を担っておりまして、年々増加している

ところでございます。特に、飼料生産につきま

しては、夏場に大型機械を使用する収穫作業が

主体であることから、建設業者等が取り組みや

すい分野であると考えております。このため県

では、本年度より「みやざきフロンティア農地

再生事業」により、他産業から参入する企業の

農業機械・施設の整備を支援するとともに、今

議会に、コントラクターの育成を支援する「み

やざき発・業務用農産物生産拡大事業」を新規

事業としてお願いしているところであります。

今後とも、農業・農村の多様な担い手の育成を

図るために、他産業からの農業の参入を積極的

に支援してまいる所存でございます。

○横田照夫議員 農政サイドとしては、建設業

者等の参入はウエルカムということだそうで

す。建設業をやりながら、副業的な取り組みで

もいいと思うんです。また、何社かが共同体を

つくってやるのもいいと思います。最初は草づ

くりから始めて、ほかの農家に認知されてか

ら、草づくり以外の作目への拡大も十分考えら

れます。県土整備部長、建設業者のコントラク

ターへの誘導をしてみませんか。いかがでしょ

うか。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設産業は、
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大変厳しい経営環境に直面しておりますことか

ら、経営基盤の強化が求められており、新分野

への進出は一つの方策となっております。この

ため県では、建設業に軸足を置きながら、新分

野進出に積極的に取り組む建設業者を重点的に

支援しておりまして、新分野進出セミナーの開

催や、新分野での事業定着促進のための助成制

度などを実施しております。建設業者が有する

人材や機材、ノウハウは、建設業以外のさまざ

まな分野においても有効に活用できると考えて

おりますので、農政水産部長からありましたよ

うに、コントラクターは建設業者が取り組みや

すい分野でありますことから、セミナー等でそ

の周知を図ってまいりたいと考えております。

現在、建設業においては、新分野への進出に加

えまして、他業種と連携して事業を実施するこ

とにより、雇用の維持や地域経済の活性化を図

る取り組みが全国的にも広がっております。国

においては、これらの取り組みを支援する新た

な助成制度も創設されております。当部としま

しても、関係部局等と連携して、これまで以上

に新分野進出に対するきめ細やかな支援に努め

てまいりたいと存じます。

○横田照夫議員 今、よくマッチングという言

葉が使われますが、農業が求めているものと建

設業者の技術がマッチングすれば、必ずいい方

向に行くと考えますので、積極的な対応をよろ

しくお願いいたします。

次に移ります。県が行った工事が原因で被害

をこうむったという事案をよく見かけます。例

えば、エコクリーンプラザみやざきの隣で和牛

を飼っている畜産農家があります。その農家

は、エコクリーンみやざきと牛舎の間の沢から

牛の飲み水をくみ上げているんですが、エコク

リーンプラザみやざきがつくられてから、沢水

がかれてしまいました。農家はエコクリーンプ

ラザみやざきが原因だと言われますが、因果関

係がわかりません。

また、清武町で県が行った道路工事現場近く

でハウス園芸をしている農家があります。盛り

土から流れ出した成分が原因で作物が枯れてし

まったと言っておられます。県としましては、

地下水や土壌の成分調査などをしましたが、原

因と考えられる数値が出てきません。でも、そ

の農家は、県が出してきた調査結果や説明に納

得しません。当然、県としては、その被害と工

事の因果関係がはっきりしないと補償はできま

せん。そこでお尋ねしますけど、例えば今言っ

た清武町の事案では、県としてどのような対応

をとってこられたんでしょうか。県土整備部

長、お願いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 一般的に、県

の施行する公共工事が原因で損失が発生した場

合には、必要な調査を行った後に、相応の補償

を行っているところであります。お尋ねの案件

につきましては、盛り土工事が近辺の農作物の

生育に影響を与えたとして、補償の請求があっ

たものであります。県では、請求のあった時点

から、工事の経緯を説明するとともに、専門機

関による土壌試験、河川の水質試験等を行って

きたところでありますが、農作物の生育不良と

盛り土工事とに明らかな因果関係が認められな

いことから、補償の対象にならない旨、請求さ

れた方にはお話をしてきたところであります。

○横田照夫議員 私も間に入って、県のほうが

一生懸命やっていただいているというのは十分

理解はしているところです。今度は総務部長、

もし今後、似たような事例が発生した場合、県

と県民との間の調整はとれないものか、何か方

法なり考えがあればお聞かせください。
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○総務部長（山下健次君） 行政が行った行為

につきまして、住民の方々が救済手段として行

政機関に申し立てを行う行政不服申し立て、そ

れから裁判所に申し立てを行います行政事件訴

訟、この２つがございます。こういったことの

対象となりますのは、違法または不当な処分、

いわゆる処分性のあるもの、その他公権力の行

使に当たる行為というふうに、一般的にはされ

ております。工事の場合には、一般的には事実

行為でございますので、行政不服申し立て、あ

るいは行政事件訴訟の対象にはならないという

ことで、こういった場合には、当然、当事者間

で話し合って問題を解決するということになり

ます。そのときには、もちろん民事訴訟という

方法もあるんですが、御質問のように仲裁を図

るシステムといった形というのは、一方の当事

者である県の側でそういった組織、システムを

設けるということは、双方にとって納得できる

システムかどうかという点で、若干疑問がある

んではないかと思います。いずれにいたしまし

ても、そういった対立する当事者として解決を

図るという以前に、話し合いでの解決を図ると

いうことが大切でございますので、県といたし

ましては、誠意ある対応に努めてまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 医療機関では、これまで医療

事故が起きた場合に、原因究明や再発防止、さ

らに被害者救済のための行政から独立した公正

・中立の第三者機関の設置を検討してきたそう

です。私は、それと同じような意味で、第三者

機関の設置はできないものかと考えましたが、

今、総務部長の答弁にあったように、やっぱり

難しいんですかね。私もそうなんですけど、よ

い返事を返すことができないときには、何か足

が向かないというか、遠のいたりしますね。で

も、時間を置いたら、ますます事態が悪くなり

ますので、総務部長がおっしゃったように、誠

意ある対応をお願いしたいというふうに思いま

す。

次に、選択と集中についてですが、財政状況

が苦しくなっていく中で、より重要なところを

選択して、そこに集中して予算を投入しようと

いう動きが出てきています。でも、これから財

政状況はさらに厳しくなると思われますが、今

の時点で選択されなかったところは将来どうな

るんでしょうか。今後、そういうところが選択

される可能性はどれぐらいあるんでしょうか。

なかなか事業が進まないところも、期成同盟会

などをつくって陳情・要望活動を続けておられ

ます。もし、将来とも選択される可能性がない

のであれば、いたずらに期待を持たせ続けるの

ではなく、できない旨をしっかりと告げること

のほうが、県民に対する優しさではないかと考

えます。できないと告げられれば、県民はそれ

なりの対処の仕方を考えるのではないかと思う

んですが、知事、県としての考えをお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） できないだろうなと

思うことは、できれば陳情していただきたくな

いですね。そういう判断は現場にゆだねたいな

という気持ちは持っております。県民の皆様か

らの陳情・要望等は、いずれも切実な内容であ

ると承知しておりまして、その一つ一つに真摯

に対応しておるところでございます。また、陳

情をお受けした際に、できるできないというの

は、その回答を含め、できるだけその場で回答

させていただくように努めているんですが、な

かなか即答はできない部分もございまして、調

査や検討を要するものについては、速やかに関

係部局へ指示をさせたり、検討させたりしてお
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るところでございます。あとは、みずから現場

に足を運んで、その陳情の背景となっているも

の等々を自分の目で確かめ、調査している部分

もございます。そういったところは御理解いた

だければと思います。

○横田照夫議員 確かに、私たちもいろんな要

望を受けて、これはちょっと難しいかなと思い

ながらも、執行権はありませんから、県にこう

いう要望でお願いしますということで、何回も

何回もお願いすることがあります。でも、そう

いう要望が出るということは、県民にとって

は、やっぱり何とかしてほしいという思いから

だと思いますので、そこらあたりは御理解をい

ただきたいなとは思います。

熊本県では、川辺川ダムの建設が白紙に戻り

そうです。川辺川ダムは、実に42年も前に九州

最大規模のダムとして計画されました。でも、

昨年９月、熊本県知事が反対を表明しました。

その間、水没予定地になる、「五木の子守歌」

で知られる五木村は、国や県の説得に応じて

約500世帯が村内外に移転をし、人口も5,000人

から1,400人に減少したそうです。結局、ダムは

できず、五木村の人たちは、この42年間、翻弄

され続けてきたと言わざるを得ません。この例

はちょっと大き過ぎるかもしれませんが、でき

ないものに期待を持たせて引っ張ることは、決

していいことではないというふうに思います。

でも、できない旨を告げたとしても、その地域

からそういう要望が上がってきたことは記録に

とどめ、もし財政が好転したときにはしっかり

と対応していくことも、忘れてはならないとい

うふうに思います。

県行政は常に県民目線で行われるべきだとい

うことを、しっかりと認識していただくようお

願いいたしまして、もうちょっと時間がありま

すが、質問のすべてを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

○星原 透副議長 次は、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） おはらいは

隣の横田議員にしてもらいましたので、早速、

質問に入りたいと思います。

まず最初に、戦後最大と言われる経済危機の

本県への影響について質問をいたします。

今回の、低所得者層を対象に発行されたサブ

プライムローンから端を発した世界的金融危

機、何で基軸通貨国、世界の中央銀行の役割を

果たしてきたアメリカでこのようなことが起

こったのかというのが、本当に私は理解できま

せんでした。私なりにいろいろと記事を読んだ

結果、何となく概要が理解できました。知った

かぶりするわけではありませんけど、質問の祝

詞として引用したいと思います。

今回の金融危機は、もとはサブプライムロー

ンであります。サブプライムローンを束ねて住

宅抵当証券をつくり、さらに金融工学―これ

が一番のくせ者だと私は思っているんですけど

―を使った金融商品を世界に売りまくったと

いうことであります。その額は、一時は50兆ド

ルまで膨らんだそうであります。ちなみに、世

界のＧＤＰは約55兆ドルでありますから、その

額の膨大さは、ただただ驚くばかりでありま

す。本来は危険な金融商品のはずであります

が、すべての人が流動性が高いと信じて保有し

た。その保有者は、金融機関が97％―これは

危機を分散するためだそうでありますけれども

―金融機関以外が３％、こんな記事がありま

した。その結果、欧米の金融機関の自己資本不

足から金融市場が麻痺、世界経済危機へと発展

した、そういうくだりであります。与謝野大臣

が、当初は「ハチの一刺し」と言われておりま



- 178 -

した。これは、日本の銀行はそんな証券は余り

買っていないということだったろうと思いま

す。最近は、「深刻な影響が」という言い方に

変わっております。

ただ、こういう中で、私が何となくいいなと

思ったのは、アメリカにもこのような事態を予

測し、警鐘を鳴らした人もいたということであ

ります。現在、アメリカで６つの過ちというこ

とで責任論争がわき上がっているということで

あります。この６つの過ちは、私のホームペー

ジに載っておりますから、興味のある方は見て

いただきたいと思います。思うに、いつの世に

も正論を持っている人がいるんだなと。たまた

ま正論を持っている人がそういう地位になかっ

たために、今回の世界じゅうを震撼させるよう

な不況になったのかなと思っております。

この金融危機は、日本、中国を初め対米輸出

依存度の大きい国に大きな打撃を与えておりま

す。日本の自動車産業の売り上げは、70％を海

外に依存しているということであります。私も

当初は、サブプライムローンは宮崎なんかに関

係ないと思っておったわけでありますけど、本

県にもかなりの自動車関連企業が来ておりま

す。この際、把握するというのは難しいと思い

ますけれども、今回の不況でこうむった影響を

できる範囲で把握し、検証すべきじゃないかと

思います。まず、商工観光労働部長に２～３質

問をいたします。

まず、セーフティネット貸付状況トータル

と、建設業の倒産状況、保証協会の代弁率。そ

れから、本県の雇用状況、これは失業率、有効

求人倍率、派遣切り。そして、新規企業誘致の

雇用状況についてお尋ねいたします。

後は質問者席からいたします。（拍手）〔降

壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

県内のいろいろな数値についての御質問でご

ざいます。まず、セーフティネット貸付であり

ますけれども、平成20年度に不況業種等を対象

に創設しました県のセーフティネット貸付の保

証承諾額は、昨年末から急増いたしまして、１

月末現在で約102億1,900万円となっておりま

す。このうち、建設業関係が40億1,100万円余、

全体の39.3％を占めております。

次に、平成20年度の信用保証協会の代位弁済

額でありますけれども、１月末現在で、前年度

同期に比べまして44％増の36億6,900万円余と

なっております。このうち、約18億8,500万円が

建設業でございまして、全体の51.4％を占めて

おります。

次に、倒産状況でございますけれども、民間

調査会社によりますと、平成20年度の負債

額1,000万円以上の倒産件数は、１月現在で、前

年度同期に比べまして７件多い93件となってお

ります。このうち建設業は49件、全体の52.7％

となっております。

それから、雇用状況でありますけれども、宮

崎労働局が２月27日に公表したところによりま

すと、本年１月末現在では、全国の完全失業率

は4.1％、有効求人倍率は0.67倍となっておりま

す。また、本県の有効求人倍率は0.43倍であり

まして、22カ月連続で対前年同月比を下回る厳

しい情勢が続いております。一方、昨年10月か

ら本年３月までの非正規労働者の雇いどめ等に

つきましては、同じく労働局の発表でございま

すが、２月18日現在で40事業所、1,908人となっ

ております。

次に、誘致企業の雇用状況ということでござ

います。20年度の誘致企業が２月末現在で、新

平成21年３月２日(月)
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規立地企業件数が22件となっておるわけでござ

いますが、それに伴う最終雇用予定者数が1,215

人となっております。その1,215人が最終雇用予

定者数でありますけれども、現在までに660

人、54.5％が雇用されている、そういった状況

にございます。以上でございます。〔降壇〕

○中野廣明議員 今、代位弁済の状況等を話し

てもらいましたけど、18年度、19年度の増減率

を見ますと、64.7％の増ということで、金額は

大小ありますが、全国でワースト３まで出てき

ました。それから、建設業だけで見ますと、18

年度、19年度、増減率113％で、全国ワースト２

ということであります。それから、セーフティ

ネットは据え置き期間にありますから、まだ倒

産というのは出てきていないと思いますけど、

ことしの４月以降、セーフティネット貸付も出

てきますから、この分はかなりいろいろ出てく

るんじゃないかなと思っております。ますます

宮崎の倒産とか経済指標は悪くなっていくのか

な、そんな気がいたします。宮崎の場合は、今

回の世界不況と同時に入札改革のダブルパンチ

かなということで、厳密に今回の世界不況の数

値というとり方は難しいと思いますけれども、

いずれにしても、宮崎は同時にかなり痛手を

食っているのかな、そういう気がいたします。

それでは、知事に再質問をいたします。去年

の今ごろは、国富町もいい話ばかりだったんで

す。誘致企業の増築増員とか、本当にいい話で

した。それから、建設業の倒産も増加傾向であ

ります。地域には働く場所がないということで

あります。今、新聞、雑誌等を見ますと、「今

後、雇用は農林水産業が云々」とか、いろいろ

書いてありますけれども、全国の農林業の求人

数は、２月18日現在で1,838人であります。全国

の農業雇用といっても、宮崎県の派遣切りぐら

いの数字にしかならないということで、今後ま

すます厳しくなるのかなと思っております。今

回の質問等でいろいろ知事の答弁もお聞きしま

した。私も、知事の宣伝マンとしての成果は、

マニフェストの点数が何百点でもオーケーであ

ります。いいほどとられていいかなと思いま

す。だけど、私はそれだけではどうも物足りな

い。宮崎県のあるべき姿がよく見えないという

ことであります。当面は、この閉塞状況からと

りあえずは抜け出すことかな、そんな気がいた

します。そこで、知事にお尋ねいたしますけれ

ども、今回の国の２次補正で受けた県の補正予

算で、県の経済・雇用効果をどのように考えて

おられるのか。

○知事（東国原英夫君） 今回、追加提案させ

ていただきました20年度補正予算と21年度補正

予算は、先般の１月補正と21年度当初予算と一

体的に実施することにより、国の経済対策にも

呼応した、切れ目のない対策であると考えてお

ります。

まず、平成20年度補正予算の追加分では、国

の２次補正に関連する事務事業のほか、国から

の臨時的な交付金をもとに、平成21年度以降、

１年ないし３年分の事業の財源として、７つの

基金で約143億円の積み立てまたは積み増しを行

い、平成21年度補正予算は、その基金を活用し

て、雇用・就業機会の創出のための事業等のう

ち、まず予算化すべきものについて措置するも

のであります。

今回造成する基金のうち、ふるさと雇用再生

特別基金及び緊急雇用創出事業臨時特例基金を

活用した直接雇用に係る事業が、お尋ねの雇用

効果に結びつくものと考えられます。その効果

は、後年度の事業も考慮しなければならないた

め、現段階では正確に測定できませんが、仮に
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国の設定基準を用いて試算するならば、今後３

年間で約3,500人分の雇用を生み出せるものと見

込んでおります。

○中野廣明議員 この問題を余り突っ込みます

と、自民党の悪口になるかなと思いますので、

やりませんけど。新聞等では、仮の経済・雇用

対策のような感じで出ておりましたけど、３年

間の分ですね。基金に積んだりとか、今回３年

間で3,500人ということは、既に１年間で派遣切

りで1,900人ぐらい、それから建設業の一応雇用

保険とったりする人たちが5,000～6,000人おる

ということでありますから、どれだけ足しにな

るのかな、そんな気がいたします。いずれにし

ても、基金をまた積み立てるということですか

ら、真水の、もうちょっと何とか経済浮揚対策

が欲しいなというふうに……。私、以前も経済

浮揚対策、公共事業は古いなと思っておったん

ですけど、やはり今、こういう時期で、田舎

に、地域におりますと、やっぱり公共事業の経

済浮揚効果というのは大きいんじゃないかなと

思います。これから国も２次補正とかどうのこ

うの言っていますけど、とにかく公共事業が、

とりあえずは一番、経済浮揚効果が大きいん

じゃないかなと、私はそう思っております。ぜ

ひ次は、公共事業を県の関係でいろいろ頑張っ

てもらいたいと思います。

次に、もう一問。先日、武井議員の質問を聞

いていましたら、知事が、今後新たな展開とい

うことを言われた。そこから先はなかったんで

す。どうもこれは消化不足で、具体的な策があ

れば元気が出るのかなと思いますので、新たな

展開について、何かあればお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 新たな展開は、新エ

ネルギーや農業分野での新たな展開という意味

で申し上げさせていただきました。新エネルギ

ーに関しましては、太陽光発電につきまして、

メガソーラーの誘致、住宅用太陽光発電システ

ムの普及及び太陽電池産業の集積を今後の柱と

して、本県がソーラーフロンティアとして太陽

光発電の拠点となるよう取り組むほか、農林業

分野におけるバイオマス資源の有効活用の促進

等にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。また、農業につきましては、農業に対する

他の産業界からの高まる期待等を追い風とし

て、外食産業や一般企業の農業参入の促進や、

産地との連携、さらには農業分野での商品開発

・技術開発など農商工連携の推進等に取り組む

ことにより、宮崎発のビジネスモデルを構築し

てまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 続きは後で、いろいろまた議

論させてもらいます。

次は、農業政策・所得について農政水産部長

にお尋ねいたします。

現在行われております認定農業者制度の経営

改善計画の実施状況、例えば戸数とか耕作面

積、年齢別従事者数、後継者数と、あわせて耕

作面積は計画どおり増加しているのか、お尋ね

いたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 担い手の減

少、高齢化が進行する中で、本県農業の重要な

担い手であります認定農業者を育成確保するこ

とは大変重要でありまして、県ではこれまで市

町村と連携しながら、認定農業者のメリットの

周知や、認定に必要な農業経営改善計画の策定

支援等に取り組んできたところでございます。

その結果、平成20年12月末現在で8,840経営体が

認定されております。この認定農業者が経営す

る面積は、平成20年３月末のデータになります

けれども、２万7,478ヘクタールで年々増加して

おります。県全体の耕地面積の39.4％となって
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いる状況でございます。また、営農類型別で見

ますと、施設野菜が24％、繁殖牛プラス露地野

菜などの複合経営が20％、肉用牛が16％となっ

ております。年齢別では、40歳未満が10％、40

歳代が25％、50歳代が41％、60歳以上が24％と

なっております。

後継者の状況ということでございましたが、

認定農業者の後継者の状況につきましては、現

在のところ把握しておりませんが、本年から認

定農業者へのフォローアップの一環として、認

定中間年に当たる３年目及び５年目の認定農業

者、約3,700経営体を対象に、農業経営改善計画

の達成状況を調査しているところでございま

す。この調査の中で後継者の有無も調査してお

りまして、本年の６月をめどにまとめる予定と

しております。御理解いただきたいと思いま

す。

○中野廣明議員 実は、認定農業者を初めて耳

にしたのは、最初県議になった平成15年かなと

思っています。そのときの農政水産部長は、

「本県の農業は認定農業者7,000～8,000戸で

やっていく。毎年2, 0 0 0人ぐらいが離農し

て、200人ぐらいが就農する」、そういうことで

ありました。ただ、地元でいろいろ話を聞いて

いますと、この数だけを数合わせみたいに挙げ

ているような形で、認定農業者になっているか

ら安心・安全だとかいう話じゃない。いろいろ

市町村を通じたりしてふえているなと。耕作面

積がふえているのは、数がふえているからふえ

ているんじゃないか、そう思うわけです。認定

農業者の後継者は統計なしということでありま

すが、これは、今のところはそれが主体になっ

ていますから、ぜひそこまではしっかりとるべ

きだと思います。

次に、集落営農制度の内容と年齢構成につい

て、簡単に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） 県では、小規

模農家や高齢農家なども参加して、集落の話し

合いに基づいて将来ビジョンの作成や土地利用

調整などを行う集落営農について、平成21年度

までに100組織を目指して推進しているところで

あります。その結果、平成20年12月末現在

で、95の集落営農組織が設立されており、関係

集落数が約260集落、農地面積が約１万ヘクター

ル、構成農家数が約１万2,000戸となっておりま

す。また、その取り組みにつきましては、北諸

県・西諸県地域における、大豆など転作作物や

加工原料野菜の大規模経営、東臼杵地域におけ

る茶園等の作業受託など、それぞれの地域の特

性を生かした活動が展開されております。

○中野廣明議員 年齢構成を聞いたわけです。

考えてみれば、高齢者が多いから集落営農とい

うことになっているのかなと思っております。

次に、品目横断的価格補償制度の実施状況を

質問いたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 平成19年から

始まりました品目横断的経営安定対策は、平

成20年からは水田経営所得安定対策に変更され

ましたが、本対策は、認定農業者などの担い手

を対象に、米、麦、大豆などの農産物について

収入の減少があった場合などに交付金を交付

し、経営の安定を図るものであります。平成19

年には、米を中心に1,063経営体が加入し、およ

そ１億4,000万円が交付されたところでありま

す。また、平成20年には、加入要件について市

町村特認制度が設けられたことなどによりまし

て、前年を大きく上回る1,513経営体が加入して

おります。

○中野廣明議員 品目横断的価格補償制度、本

当に鳴り物入りで国が出したものですけれど
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も、私に言わせると、こんなの絶対、宮崎じゃ

だめだなと思っております。私も知らないうち

に名前も変わっております。今、交付金１

億4,000万ということですけど、１戸当たりにな

らしますと20万円ぐらい、大した金額じゃない

です。そういう大したことのない制度でありま

す。

次に、価格安定対策､10アール当たりの価格補

償制度について、簡単でいいですから。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 野菜価格安定

制度は、野菜生産出荷安定法に基づきまして、

野菜価格が低落し、保証基準額を下回ったとき

に、その差額の一定割合が、国、県、生産者等

で造成した資金から生産者に対して補てんされ

るもので、農家経営のセーフティネットとして

の役割を果たしているところであります。ちな

みに、農家１戸当たりの平均交付額では、品目

によっても異なりますが、ピーマンを例にとり

ますと、平成18年度は26万2,000円、平成19年度

は15万9,000円となっております。

○中野廣明議員 私の言いたいのは、せっかく

こういうのがありますけれども、去年のような

燃油高騰などがあった場合は全然反映できな

い。そして、９年間とか、平均売価の補償です

から、同じことを毎回繰り返していますけれど

も、１戸当たり26万円とか交付しても、農業者

にとってはセーフティネットにもならない、そ

ういう制度だということを私は言いたいわけで

あります。

次に、同じく農政水産部長にお尋ねいたしま

す。今回、国の政策で、耕作放棄地の状況、耕

作放棄地の解消策がいろいろ出されております

けれども、耕作放棄地の解消策はどういうもの

か、それから国富町の調整区域内の耕作放棄地

面積はどれぐらいあるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の耕作放

棄地面積は増加傾向にございまして、2005年農

業センサスでは4,685ヘクタールと、５年間

で240ヘクタール増加しております。また、本年

度、農業振興地域を中心に実施しました耕作放

棄地全体調査では、2,904ヘクタールの耕作放棄

地が確認されております。耕作放棄地の解消に

つきましては、20年度に、みやざきフロンティ

ア農地再生事業を創設しまして、すべての市町

村にプロジェクトチームを設置するとともに、

補助率の高い国の事業を活用し、竹やぶ等の伐

採や老朽ハウスの撤去などの再生整備を進めて

おります。今後とも、実態の把握に努めるとと

もに、市町村、関係団体と一体となって、新た

な発生の抑制や再生整備の推進を図りまして、

本県農業の経営資源である優良農地の確保、継

承を図ってまいりたいと考えております。

それから、国富町の実態でございますが、本

年度の耕作放棄地全体調査の結果から、国富町

内には73ヘクタールの耕作放棄地が確認されて

おります。なお、本調査で作成しました耕作放

棄地の地図から判断しますと、そのうち19ヘク

タールの耕作放棄地が市街化調整区域内にある

と報告を受けております。

○中野廣明議員 今回、国の耕作放棄地解消策

が出たわけですけど、もとに返すのはいいけ

ど、その後どうやって、まただれが耕すか、最

終的にまた無駄なことをしているな、そういう

気がするんです。農業センサスと今回の農業振

興地域での調査ですから、比較がちょっと違う

かなと思います。この件については、改めて

しっかり数値が出た中でまた議論していきたい

というふうに思っております。

それから、毎度毎度、調整区域のことを言っ

ておりますけど、まだ私、覚えているんです。
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知事、１年前でしたか、忘年会か何かの席で、

「中野さん、調整区域は５～６人の話じゃ、

ちょっと無理ですよ」というようなことを言わ

れて、まだ頭に残っているんですけど、実は国

富町もこんな感じ。これは高台の町の中に入り

込んでいるんです。これは、法律で言っている

定義とは全然違うようなところなんです。約30

人かな、３ヘクタールの人たちが何とかしてく

れという話で来ておりますけれども、隣までブ

ロック塀が来ているんです。水道も来ていれば

水も来ている。ただ、45年前は農地でよかった

んです。それから今のような状況になって、市

街化区域の中に農地のほったらかしが出てく

る、そういうことになるわけであります。こう

いうところが変更できれば、地域の工務店さん

とか、まだまだ経済効果が出てくると思いま

す。今、私は国富町だけのことを言っています

けど、旧宮崎郡（清武、田野、佐土原）、そし

てこれが入っているのは日向市、延岡市、それ

と門川町ですか。何度も言いますけど、都城は

みんな政治力で取っ払ったわけです。こんない

いかげんな法律でもって縛られて、国有化され

たのと同じだと思っているんです。この中身に

ついては今後また―今の私が言っているよう

な土地が耕作放棄地の解消のところに入ってい

るかどうか。恐らく入っていないと思うんで

す。ここは斜面の畑ですから、入っていないと

思います。そこでもう一回、議論したいと思っ

ております。

次に、新規就農者について農政水産部長にお

尋ねいたします。昨年の農業従事者は、全国

で300万人を切った。65歳以上が60％、こんなこ

とはわかり切った数字でありますけど、こうい

う記事が目につきました。新規就農者の状況、

就農数ですね。それから、新規参入者に対する

所得説明、新規参入者に対してどのような支援

策があるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、最近の

新規就農者の状況についてでございますが、近

年の新規就農者数は、平成17年が239名、平成18

年が243名、平成19年が190名となっておりま

す。平成19年につきまして就農形態別に見てみ

ますと、法人就農者が38名、自営就農者が152名

となっておりまして、自営就農者の内訳は、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

身者で新たに参入した者が18名となっておりま

す。また、経営類型別に見ますと、施設野菜

が58名と最も多く、次いで露地野菜が39名、肉

用牛31名の順となっております。

次に、就農相談の状況でございますが、就農

相談につきましては、県の就農相談の総合窓口

である社団法人の宮崎県農業振興公社と各地域

の普及部門を中心に、関係機関・団体と連携を

とり、専門の相談員等による面談等を実施して

いるところでございます。この面談等におきま

しては、就農の動機や希望する経営形態等を確

認するとともに、品目別の具体的な収支状況、

経営初期の所得確保の難しさ、技術習得や資金

確保の必要性等を十分説明するなど、きめ細か

なアドバイスを行っております。

それから、新規参入者に対する支援策であり

ますが、新規参入者が円滑に就農するために

は、実践的な研修を通じて農業経営に必要な知

識・技術を習得することが大変重要でありま

す。このため県といたしましては、１年間の県

立農業大学校のみやざき農業実践塾における基

礎研修や、農業法人、先進農家等における実践

研修について支援を実施しているところでござ
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います。さらに、21年度から、就農希望者の研

修を受け入れた農業法人等に研修生１人１カ月

当たり９万7,000円を最長で12カ月間助成する、

国の「農の雇用事業」が開始されることから、

本事業を活用して、新規参入者の技術習得を支

援してまいりたいと考えております。今後と

も、市町村、ＪＡなど関係機関・団体と連携を

図り、新規就農者の育成確保に努めてまいりた

いと存じます。

○中野廣明議員 今、農業、就農、いろんな話

題になっています。いいことだと思いますけ

ど、やっぱり実態は正確に伝えるべきだと思っ

ております。私がここで言うとマイナスになり

ますから、言いませんけど、大根をつくっても

ニンジンをつくっても、かなり厳しい。今、農

業で専業でいくのは、施設ハウスです。これは

かなりの技術が要ります。私が国の制度で初め

て賛同できるのは、この１年研修であります。

１年間かかればひとり立ちできると、私は思い

ます。ぜひこの１年研修の分を積極的に進めて

もらいたいと思います。

最後に、知事にと思ったんですけど、今回、

部長さん方、５～６人おやめになります。農政

水産部長もそうですけど、彼の場合、いろいろ

精通しておって、自分の持論を言うのが得意で

すけど、どうも農政水産部長になると国の政策

を批判するようなことは言えないような感じ

で、うっぷんがたまっているんじゃないかと思

いますが、最後に農政水産部長、もう責任ない

から、思い切って答えてください。

今、国の農業政策の現状というのは、衰退産

業だと思うんです。あえて今、いろいろわかり

切ったことを聞きましたけど、こんなのはみん

な延命措置だと思っているんです。自給率を50

％に上げるとか言っていますけど、それじゃだ

れが生産するのか。自給率50％。国民みんな、

飯を１杯食うところを２杯食えという話じゃな

いでしょうし、輸入の量が減らない限りは自給

率は上がらぬ、単純にそう思っております。何

で後継者が育たないのかというと、私がいつも

言っているように最終的には所得であります。

この間、新聞に、新潟県が米農家への独自の所

得補償を行ったということであります。新聞情

報ですから、そんなにわかりませんけど、新潟

は、米農家、大規模農家の人たちが20町とかつ

くっても、平均サラリーマンの収入にならない

ということで､400～500万円に届かないところを

補てんするということのようであります。鹿児

島も酪農安定基金は独自の基金ということであ

りました。

そこで質問でありますけれども、全国一律の

国の農業政策では、衰退の一途をたどっている

だけだと思っているんです。もうそろそろ県独

自の対策を検討すべきじゃないかと思いますけ

ど、農政水産部長に、最後に質問いたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業を取り巻

く経営環境は、現在、原油や配合飼料の価格高

騰を初めとしまして、外的要因によるコスト増

など、産地努力だけでは解決が難しい状況にご

ざいます。こうした中で県の独自の政策という

ことでございましたが、農家所得の向上を図る

ためには、これまでの生産拡大、コストの低

減、ブランド・流通販売等の対策を柱に、さら

に、あらゆる分野の人・技術との連携、生産基

盤であります農地のフル活用等により、収益性

の高い生産構造に転換していくことが必要であ

ると考えております。私も、農業の現場を見せ

ていただく機会に恵まれておりますが、こうい

う厳しい経営環境のもとでも利益を確保してお

られる生産者の皆様には、高い経営理念と、状
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況変化に対応して現行の補助事業等を最大限活

用する創意工夫が随所に見られております。農

業の持続的発展は、こうした人材をいかに確保

するかにかかっているというふうに思います。

本県の農業の将来を担う意欲ある経営者を支え

る観点から、価格・所得補償等のセーフティ

ネットの確保と並行して、再生産を促す下支え

となる投資のための行政支援は大変重要だと考

えております。今後とも、本県農業の実態を見

きわめながら、魅力ある宮崎の農業を実現する

ための適切な支援策を検討してまいりたいとい

うふうに存じております。

○中野廣明議員 どうもありがとうございまし

た。

今、盛んに農商工連携という言葉が出ており

ます。私は、これを聞くたびにうんざりするん

です。農商工連携といえども、実態は新商品開

発なんです。今までは産学官連携と言ってきた

んです。整理してもらいましたが、同じような

事業がこんなにあるんです。ただ看板のつけか

えか色の塗りかえ、産学官の「学」と「官」を

抜いただけで、実際は農商工だけでできるはず

がない。やっぱり工業試験場、大学等が入って

やらない限りはできないんです。それをまた騒

ぎ立てているけど、私は大した評価はしていま

せん。ぜひ独自なやり方等を含めて頑張ってい

ただきたいと思います。

時間の関係で質問順番をずらしますけれど

も、知事に一般競争入札導入結果等についてお

尋ねいたします。今からする質問は、実は去年

の今ごろ雑誌に載っていたものです。去年の今

ごろやろうかなと思ったけど、余りくだらんか

なと思ってやめたんです。しかし、この１年見

ていますと、どうも建設業の倒産がとまらな

い。それで、再度質問するわけですけど、知事

はこういうことを言っておられるんです。「宮

崎１県で5,000～6,000社の業者数は多過ぎる。

その１割ぐらいの淘汰が必要だが、リング外に

出ざるを得なくなった業者のフォローをしてい

かなければならない」、これは去年の２月28日

の「ダイヤモンド」。真意を知事にお伺いした

いと思うんです。

○知事（東国原英夫君） 本県の建設投資額と

いうのは平成５年度をピークに、平成19年度に

は半減しております。一方、建設業者数は約１

割減となっており、今後も建設投資の増加は期

待できないことから、業界の再編等が進むこと

が想定されるため、その対応を十分に行ってい

く必要があると考えたものであります。建設産

業は、社会資本の整備や災害時の緊急対応はも

とより、地域の経済と雇用を支える重要な産業

であります。このため、建設産業対策を重点施

策に位置づけ、建設業に軸足を置きながら、新

分野進出など経営基盤の強化に積極的に取り組

む業者を重点的に支援しますとともに、総合評

価落札方式の拡充など、入札制度改革も並行し

て実施することにより、地域に密着した技術と

経営にすぐれた建設業者が伸びていける環境づ

くりに、引き続き努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

○中野廣明議員 御丁寧にありがとうございま

した。宮崎県は業者が多いというのは一般的に

言われておったんです。一般競争入札にすると

きにも、そういう理由づけがありました。恐ら

く知事は、土木部からそういうレクチャーを受

けられたんじゃないかなと、これは私の考えで

す。ただ、これは、人口で見れば、宮崎みたい

なところは必ず多目になってくると思います。

人口で見るか、それぞれ考え方はあると思いま

すけど、土木なんかは、災害とか山とかあるわ
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けですから、やっぱり総面積当たりで見るべき

じゃないかなと。総面積で見ますと、全国で37

番目ぐらいになるわけです。それと、建設業が

多いとか少ないとかいっても、全体で今5,000

～6,000社、会員数が600ぐらいですか、県の工

事をとっている企業というのは500～600社ぐら

いしかないんです。あとはみんなそれぞれ頑

張って、民間活力で頑張っているわけです。私

は、こういう考え方というのがもし知事の頭の

中にあれば、やっぱりチェンジしてもらいたい

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。平

成18年度、19年度、20年度末の建設業の倒産件

数、離職者数はどうなっているのか、お尋ねい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、建設業

の倒産件数についてでありますが、民間の調査

による負債総額1,000万円以上の倒産件数は、18

年度は33件、19年度は52件、20年度は１月まで

の数値になりますが、49件となっております。

次に、入職者数及び離職者数についてであり

ますが、宮崎労働局調査による短時間労働者を

含む雇用保険の取得者と喪失者の人数を見ます

と、18年度は、入職者が5,5 7 8人、離職者

が5,678人、19年度は、入職者が5,530人、離職

者が7,251人、20年度は、１月までの数値でござ

いますが、入職者が3,933人、離職者が5,305人

となっております。

○中野廣明議員 この倒産件数というのは、負

債額1,000万以上の倒産件数なんです。それ以下

を見ますと、まだふえているかなと。後でその

部分を言いますけど、毎年毎年、ことしも対前

年比、１月末でありますけれども、ほぼ去年に

近い数字が出ております。もうそろそろ打ちど

めにしないと、雇用の場を含めて、地域はます

ます疲弊するんじゃないかと思っております。

次に、また県土整備部長にお尋ねいたしま

す。地域企業育成型評価落札方式、去年の新規

事業でありますけど、やっと１月から試行であ

ります。この事業だけは、とりあえず今の段階

では、地域の企業者の中からは本当にいい制度

だと言われておる。ただこれだけです。簡単に

制度、内容を説明してください。

○県土整備部長（山田康夫君） 地域企業育成

型の総合評価落札方式につきましては、小規模

工事を対象に、技術力や地域貢献度の高い地元

の建設業者が受注しやすい環境を整備すること

により、地域企業としての建設産業の育成を図

ることを目的として、新たに導入したものでご

ざいます。この地域企業育成型につきまして

は、入札参加者と発注者双方の事務量軽減、あ

るいは入札公告から開札までの期間短縮を図る

ため、評価項目の簡素化や電子入札システムの

活用による手続の簡略化を図るなど、本県独自

の方式として試行を開始したところでございま

す。

○中野廣明議員 ぜひ、この分は早目に、来年

も含めてしっかり周知方お願いしたいと思いま

す。

続きまして、県土整備部長。特別簡易型総合

評価落札方式の中で、地域貢献については、そ

れぞれ公共三部、農政水産部、環境森林部、県

土整備部で違うわけです。業者は非常に戸惑っ

ております。何で建設業者だけにこういうのを

強いらんといかんのかと思うわけです。これ

は、同じ県の工事をやっているわけですから、

私は統一すべきだと思うんですけど、代表して

県土整備部長。

○県土整備部長（山田康夫君） 特別簡易型に

つきましては、企業の技術力、地域社会貢献
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度、配置予定技術者の能力の３つの視点から評

価を行っておりまして、基本的には、この３つ

の視点については公共三部で統一いたしており

ます。このうち地域社会貢献度については、ボ

ランティア等の実績を評価することとしており

ますが、環境森林部及び農政水産部におきまし

ては、その中で、例えば森林づくりボランティ

ア活動、農地・農業用水等の資源保全活動の実

績など、それぞれが所管いたします分野の特性

に応じて別項目を設定しているところでござい

ます。以上でございます。

○中野廣明議員 ボランティアなんかを建設業

だけに何で強いるのかなと。税金で給料もらっ

ている人たちも、みんな位置づけていいんじゃ

ないかなと、私は思うんですけれども。最後、

答えになっておりませんけど、ぜひ業者の立場

も考えて、しっかり検討していただきたいと思

います。

それから、最低制限価格について、県土整備

部長。お手元に配付しております「九州各県入

札制度の状況」、本県が83.3％ということで一

番低いわけであります。県は、建設業の技術力

強化とか、経営体質の強化とかいう方針ですけ

れども、そういう面から見て、この表をどのよ

うに考えているか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在の本県の

落札率は、九州管内を見ますと一番低いという

認識をしております。建設投資の大幅な減少、

あるいは一般競争入札の拡大によって競争性が

高まっていることによるものと考えておりま

す。これらに加えまして、景気の急速な悪化等

もありまして、建設産業が極めて厳しい経営環

境に直面しているということは十分認識いたし

ております。私どもとしましても、このままで

はいけない、何とかしなければいけないという

ふうに思っております。県といたしましては、

建設産業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引

き続き、いろんな御意見をいただきながら、制

度の検証、見直しを行ってまいりたいと存じま

す。

○中野廣明議員 きめ細かな指導はいいんです

よ。とにかくしっかり中身を、正当な利益が出

るような枠組みをつくる、私はそれが一番必要

だと思っております。

最後に、知事にお伺いいたします。この数字

を見ますと、代位弁済、ワースト２になりまし

た。それから、21年１月現在ですけれども、こ

としの数字は、日本全体比較できませんけど、

１月までに全体で474件、代位弁済額が37億円、

対前年比144％。474件の企業者、中小企業を含

めた人たちが代位弁済を受けているということ

であります。そのうち建設業を見ますと、こと

し203件、先ほど部長が答弁したのは1,000万円

以上の企業でありますから、このうちで見ます

と建設業が203件、代位弁済をしてもらってい

る。19億円になります。前年比でいきますと177

％、全体の51％を建設業者が占めているわけで

す。こんなことをしておっていいのかなと。203

件は、代位弁済を受けるということになります

と、銀行の取引がなくなりますから、ほぼ倒産

というふうに見ていい数だと私は思っておりま

す。そういうことを含めて知事、進むも地獄、

引くも地獄か、わかりません。進むも勇気、引

くも勇気だと私は思いますけど、落札評価方

式、対象予定価格の2,000万円を、やはりもう

ちょっと最低価格も含めて見直ししないと、今

の不況も含めてダブルパンチで、知事のマニ

フェストだけは85点になっても、実態はまだ

ぐっと下がるんじゃないかと思うんですけど、
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最後に知事の答弁をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 地域企業育成型の総

合評価落札方式については、小規模工事を念頭

に、技術力や地域貢献度の高い地元の建設業者

が受注しやすいよう配慮した本県独自の方式で

あります。現在、試行状況を検証しながら、来

年度の取り組みについて、対象予定価格の引き

上げも含めて検討を行っているところでありま

す。また、最低制限価格については、一昨年10

月に引き上げを行ったところでありまして、全

国的には遜色のない水準となっておりますが、

建設投資の大幅な減少や、一般競争入札の導入

による競争性の高まりに加えて、昨今の経済情

勢等により、会社の経営は非常に厳しい状況に

あると認識しておりますので、国や他県の状況

も見ながら、どのような対応ができるのか、引

き続き検討してまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 他県の状況を見れば、宮崎県

が一番厳しいということはおわかりだろうと思

います。勇気を持って早急な対応をお願いし

て、一般質問を終わります。どうもありがとう

ございました。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47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、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、松田勝則です。「高天原に神留り坐す。
たかまのはら かむづま ま

神漏岐神漏美之命以ちて」というのが祝詞でご
か む ろ ぎ か む ろ み の みこと も

ざいますけれども、確かに、日本最古のこの文

章の中に日向の国の地名が入っていることは立

派だなと思っております。「鵜戸さん参りは春

三月よ」と歌われました、この３月を迎えまし

た。私も、延岡から、また各地からお越しいた

だきました方々、県民の方々と一緒にシャン

シャン馬に乗ったつもりで、きょうの質問の場

に臨みたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

まず、県民サービスの向上について伺いま

す。

この質問を設定しておりましたが、そのほと

んどを割愛させていただきまして、知事がよく

提唱していらっしゃいます、日本一というもの

の取り組みについて伺います。行政サービスの

満足度、日本は21カ国中20位。国際的なコンサ

ルティング会社が２月19日に発表した各国政府

の顧客サービス成熟度調査2008によると、日本

の行政サービスに対する市民の満足度が極めて

低いということが浮き彫りになりました。ポイ

ントは２つです。１つ、利用者ニーズに応じた

サービスを望む声に対応できていない、２つ、

顧客サービスに市民の声が反映されていない、

と感じていることが原因のようです。「満足度

の高いサービスを実現するためには、例えばサ

ービス設計段階から市民の声を聞くなど、市民

の声を反映するメカニズムを強化していくのが

有効」と報告されています。「よりよい生活の

提供という点で、あなた方は今の行政に満足し

ていますか」という問いに対し、満足回答は日

本が12％で、21カ国中何と20番目、不満回答

は49％に上りました。最も満足度が高かったの

はシンガポールでした。回答者の59％が満足と

回答いたしました。

ここで重要なポイントは、行政と市民の意思

疎通です。「行政は十分に市民に意見を求めて

いますか」という問いに対しまして、日本の回
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答者のうち23％が「十分に求めている」と回答

しましたが、「全く求めていない」あるいは

「余り求めていない」との回答が49％でした。

今回の質問は、この「行政が市民に求めている

か」というポイントに焦点を当てて伺います。

知事のマニフェストに関しましては、今回の

議論でもかなり皆さん方からお言葉が出ており

ますが、知事ではなくて、部局のマニフェスト

がございます。私は、部局マニフェストは知事

マニフェストと同時に立ち上がったものかと

思っておりましたが、その前に部長マニフェス

トとして、既に宮崎県内では実行しておられた

ということです。各部局長が、組織の長として

マネジメントを責任感を持って強く行政の任に

当たる目的とした部局マニフェスト、平成19年

度の報告書によりますと、達成率は91.3％とい

うことでした。この部局マニフェストについ

て、知事の御感想を求めます。

以下、自席にて質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

部局マニフェストについてであります。厳し

さを増す財政状況の中で、本県の持つ潜在力を

生かし、活力のある県政運営を進めていくため

には、人材や財源など限られた経営資源を有効

に活用していくことが大切であります。このよ

うなことから、各部門を統括する部局長がマネ

ジメント意識を強く持って組織運営に取り組む

ことを目的に、部局マニフェストを実施してお

ります。この取り組みによりまして、県庁の組

織としての力が引き出され、また高められてい

るとともに、新みやざき創造計画に基づく施策

の効果的な推進が図られているものと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○松田勝則議員 組織力が高められ、また施策

の効果的な推進というお言葉をいただきました

が、その中で、部局ごとに何か一つ日本一に

チャレンジする、このような目標を立てたらど

うかと思います。知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御提案のありました

ことにつきましては、各部局長のチャレンジ意

識を高めるための方策の一つではありますが、

部局マニフェストは、新みやざき創造計画に基

づく施策を推進するに当たっての、毎年度の職

務目標を設定しているものであります。設定に

当たりましては、年度当初に私と各部局長が意

見交換を行い、当年度の重点的に取り組むべき

ものについて、できる限り高い目標となるよう

に努めているところであります。今後とも、部

局マニフェストにつきましては、工夫しなが

ら、効果が上がるように取り組んでまいりたい

と考えております。

○松田勝則議員 知事の就任から今日までの２

年間の活動、とりわけ本県からの情報発信は、

地鶏やマンゴー、そしてキンカンを、地方のマ

イナーのお土産から全国区の商品へと売り出し

ました。宮崎に来る観光客の、ぜひとも県庁に

寄ってみたいという心境を駆り立たせておりま

す。過去の県議会では、東別館の県産品売り場

の販売額向上対策が何度も議論されております

が、知事がかわっただけで大盛況になりまし

た。知事の頑張りは、県政のトップリーダーだ

から当然だといたしましても、各部局もこれと

同様に、各部局長をトップにして、何か日本一

を目指す気概が欲しいのです。どうしても、新

たな予算措置を必要とする事業というのが念頭

にあるのかもしれませんが、そのようなものを

私は求めているのではありません。今取り組ん

でいらっしゃる各種の事務事業の中で、加入率
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の向上を図らなければいけないもの、あるいは

受診率の向上を図らなくてはいけないもの、収

納率の向上を図らなくてはいけないもの、ある

いは事柄の発生を抑えなければならないものな

ど、取り組んでいるものは多岐にわたろうかと

思います。そのうちの一つ一つを各部局で議論

をセレクトして、みんなで日本一を目指すチー

ムワークを整えて、挑戦してほしいというふう

に考えました。各部局長のマニフェストも悪く

はありませんが、全国に向かって自慢できる、

あるいは誇れる何かを目指してみてはいかがで

しょうか。例えになります。日本一の高さの山

は、だれでも知っている富士山ですが、２番目

の山はとなると、ほとんどの人が知らないとい

う状況です。日本一とは、それほどすばらしい

ことだと認識しております。ナンバー１が無理

でありましたら、オンリーワンでもいいと思い

ます。知事の名前にぶら下がる県の行政組織で

はなく、知事をかき立たせるような意識が欲し

いことを熱望し、この場の質問を終わります。

続いて参ります。先日の代表質問の中で、た

またま、宮崎駅構内の若者のマナーについての

指摘がありました。私も毎日、日豊本線、とり

わけ普通列車を使って通勤しておるわけです

が、日豊本線の利用者から、乗客のマナーに対

する苦情などが上がっていると聞きます。どの

ような声が上がっているか、お聞かせくださ

い。県民政策部長、お願いいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 日豊本線にか

かわる苦情でありますけれども、「県民の声」

や電話等で、さまざまな意見が寄せられており

ます。そのほとんどは、車両やダイヤに関する

ものであります。乗客のマナーに関しまして

は、毎年、県がＪＲに対して要望活動をします

けれども、その過程で、市町村あるいは関係団

体等から意見を伺っております。その中で、

「マナーの悪い乗客がおる。何とか指導してほ

しい」ということがあるのは事実であります。

以上であります。

○松田勝則議員 乗客のマナーが悪いという話

の中で、今出ましたように、高校生の列車内で

のマナーが悪いと聞いております。県は、この

ことについて実態の把握をしていらっしゃる

か。また、今後、高校生の列車利用時のマナー

向上についての対応をお聞かせいただきたいと

思います。

○教育長（渡辺義人君） 高校生が列車等の交

通機関を利用する際のマナーにつきましては、

教育委員会及び県警、ＪＲ、県内各地の高等学

校連絡協議会などの関係機関で、「高校生のマ

ナー向上推進協議会」を組織し、情報交換や実

態把握に努めるとともに、教職員や警察官等が

実際に乗車をして実地で指導しているところで

あります。昨年行った実地指導では、列車の出

入り口付近に座り込んだり、荷物を置いて座席

をひとり占めにするなど、公共のマナーに欠け

る面が見受けられたところであります。県教育

委員会といたしましては、今後とも、定期的に

実地指導を行うなど、関係機関との緊密な連携

を図りながら、「公共心」や「他人を思いやる

心」の啓発を進め、高校生のマナー向上に取り

組んでまいりたいと思います。以上です。

○松田勝則議員 高校生のマナーに関しまして

は、私どもが同じ高校生の時分ですと、車内の

マナーの悪さの筆頭は、喫煙であったかのよう

に思っております。今、そのような姿は見なく

なったんですが、日豊本線、特に私は延岡まで

の上り便になりますが、宮崎駅を発する15時か

ら18時台の汽車、特に一般電車の普通車両は、

高校生が席を占領しておりまして、高齢者の
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方、また身体に障がいを持っておられる方々が

座れることがまずありません。私たち大人が声

をかけると、不承不承、席を譲ったりするんで

すが、それでもなお、寝たふりですとか、ある

いは荷物を置きっ放しで席の占領という姿が間

々見られます。

先ほど教育長からありました「高校生のマナ

ー向上推進協議会」の中での提案で、ＪＲが車

内放送をされるようになったということです

が、車内放送は、私が見る限りでは何ら役に

立っておりません。車掌が回って来られるとき

に声をかけられると、何とか数人の生徒が動く

かなという状況かと思います。「おもてなし日

本一」を提唱している宮崎県におきまして、こ

の普通電車に観光客が乗り合わせるということ

は余りないかと思うんです。しかし、毎日使っ

ていらっしゃる市民の方々、特に今申し上げま

した高齢者、身体に障がいを持っていらっしゃ

る方々が座れないという状況は、看過できない

ことであると思います。かといって、それに何

ら具体的に施策が打たれているとは思いませ

ん。

知事に伺います。マナー向上について、知事

が何かできることはないか。これは、あえて知

事に聞くことはないかと思うんですけれども、

知事にあえて伺いたいと思います。日豊本線の

乗客マナーの向上が必要と思いますが、知事は

どうお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 列車内での乗客マナ

ーについては、ＪＲ九州さんにおいても御努力

をいただいており、車内アナウンスでの呼びか

けはもとより、時には、社員が乗り込んで、座

席の譲り合いや携帯電話の適切な使用のお願い

をされていると伺っております。また、特に学

生の場合は、学校に連絡したり、先生に車両に

乗り込んでいただいて指導を行ってもらうと

いった対応をされているようであります。マナ

ーの問題は、他人に対する思いやりの心の問題

であります。特に子供たちの教育において非常

に大切なことでありますし、私たち大人も常日

ごろから範を示さなければいけないことだと思

います。列車内での呼びかけについては、引き

続き、ＪＲ九州に対応をお願いしたいと思いま

すが、思いやりの心というのは、「おもてなし

日本一」の宮崎づくりに欠かせないものであり

ますので、あらゆる機会を通じて、その醸成に

努めていかなければならないと考えておりま

す。

○松田勝則議員 私から知事に提案なんです

が、車内アナウンスで知事の声を使ってはどう

かと。それも毎日同じ声ですと、すぐ飽きてし

まいますので、週がわり、日がわりという形

で、知事から何か、列車を使う児童生徒に対し

て車内アナウンスを流されてはどうかと思いま

す。要望にとどめておきます。

続きまして、育児支援について伺います。

少子化が深刻化している中、子供に関する事

件や事故が連日報道されております。本県でも

昨年はこんな事件がありました。泣きやまな

かったからと、生後11カ月の赤ちゃんが左足に

全治２カ月の骨折を負わされた事件。また、３

歳の男の子が布団に投げ落とされてクモ膜下出

血で死亡するという事件。決してよその話では

なく、この宮崎でさえ、このような悲劇が起

こっています。悲しさを通り越して憤りを感じ

る事件です。児童虐待に関しまして、全国の児

童相談所の対応件数は、調査開始の1990年から

毎年増加を続けております。２年前、平成19年

度には、４万639件と初めて４万件を超えたと報

告されております。ちなみに、同年の宮崎県の
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対応件数は195件、九州管内では、大分県の527

件、熊本の320件と比較すれば目立たない数字で

ありますが、本県の人口や県民性からかんがみ

れば、決して少ない数字ではないはずです。

子供への虐待は、行政や関係機関による対応

だけでなく、家族や近所、地域の身近な方たち

のコミュニティーと連携があって初めて、未然

に防ぐことができるとされています。早期発

見、これこそ子供たちのかけがえのない命を守

ることができるとうたわれております。そのた

めに厚生労働省は、「こんにちは赤ちゃん事

業」というものを創設しました。私もこの歌を

聞いて育った世代ですが、この事業のかなめ

は、家庭訪問をしましょうということです。

「お母さんから見て、赤ちゃんの発育は順調で

すか」「赤ちゃんのおっぱいやミルクの飲みは

いかがですか」「育児をしている中での気持ち

を教えてください」「今まで乳幼児健診を受け

ましたか」「心配なことや相談したいことはあ

りますか」などなどの事項を、お母さんに一人

一人伺ってまいる根気の要る作業です。

厚生労働省の社会保障審議会専門委員会の報

告によりますと、「虐待によって死亡した子供

は、ゼロ歳児が４割を占めている。被害を防ぐ

には、生後早い段階から対応することが重要」

と指摘されております。同事業の創設は、児童

虐待の実態を踏まえた適切な対応策であり、一

層の普及が求められておりますが、平成19年度

の訪問率は本県は33.3％、全国でワースト１で

す。では他県はどうかと見ますと、１位の石川

県は100％、九州管内ですと、全国３位の長崎県

で95.7％という結果も出ております。本県は、

なぜにこの実施率が低いのか、また、この事業

の趣旨を県はどうとらえているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 全戸訪問事

業、いわゆる「こんにちは赤ちゃん事業」であ

りますが、これは、生後４カ月までの乳児がい

るすべての家庭を訪問し、育児に関するさまざ

まな不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情

報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養

育環境等を把握し、助言指導を行うもので、平

成19年度に国が創設したものであります。本県

における実施率が低い理由としましては、実施

主体である市町村において、従来から新生児の

健康管理を目的とする訪問指導等が行われてい

ることから、この事業の必要性が十分に理解さ

れなかったことや、事業実施に当たり体制が整

わなかったことなどが考えられます。県としま

しては、この事業は、児童福祉や母子保健等の

関係機関が連携して支援の必要な家庭に対する

適切な支援につなげていくものであり、乳児が

いる家庭の不安や負担感を軽減し、ひいては児

童虐待の発生予防にも資する有意義な事業であ

ると考えております。

○松田勝則議員 御答弁ありがとうございま

す。事業の実施率向上につきまして、今後はど

のように取り組まれるか、お聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国において、

今年度中に事業のガイドラインを策定予定であ

りますが、現在示されております案の中では、

具体的な実施方法や人材の研修、関係機関との

連携などが盛り込まれておりますので、県とし

ましては、市町村に対して、その内容の周知を

図るとともに、担当職員への研修や情報提供を

行うなど、市町村への支援を行い、事業実施の

促進に努めてまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 今、部長がおっしゃったガイ

ドラインは、３月末に公表の予定だそうです

が、担当は市町村になるわけですけれども、ぜ
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ひ、市町村と連携をとり、この重要な訪問事業

を推進していただきたい、このように思いま

す。

続きまして、飛ばして参ります。県北の道路

事情について伺います。今や県北、なかんずく

延岡の問題は、道路整備と県立延岡病院の医師

確保の２つに尽きるの感があります。東九州自

動車道の開通は、九州において高速自動車道路

整備網に取り残された私たち県北住民にとりま

して、高速時代がようやく現実のこととして見

え始めようとしており、喜びはひとしおです。

しかし、依然、県北の道路整備の遅さが目立ち

ます。「県土の均衡ある発展」が県政のスロー

ガンであることは言うまでもありません。

さて、県南と県北の各事業所管内の国道、県

道の改良率を比較してみました。都城を100とし

たときの各地の指数は、国道では、延岡68、日

向57.1、西臼杵が53.9、県土の均衡どころか、

都城の半分といった状態です。次いで、一般県

道では、延岡は52、日向44.1、西臼杵35.9。毎

回、同じことを返答、御答弁いただいておりま

す。地理的な理由や歴史的背景もあるでしょう

けれども、仕方がないでは引き下がっておれな

いというのが、私たち県北に住む者の声です。

毎回のように、県北選出議員が道路事業のおく

れを訴えますが、今回は延岡市内３カ所の道路

工事について伺います。

１つ目に、オリンピアロードと称されている

県道岩戸延岡線の改良について伺います。水量

豊かな清き流れの祝子川に沿いまして、延岡市

中川原町から高千穂町岩戸をつなぐ延長59キロ

の県道岩戸延岡線、産業道路として、また観光

道路として、その風光明媚な道路は地元から大

変期待をされております。実際は、カーブと、

離合もままならない狭い区間の連続で、早期の

拡幅改良が20年も前から叫び続けられている道

路です。また、山間部（いきいき集落）の向上

のためには欠かせない道路ですが、沿線住民

は、もう20年、30年この方、整備の促進を懇願

してきました。とりわけ、この道路の中でも市

街地に近く、広域農道や東九州自動車道が縦横

にクロスする柚木地区で、どうしても広がらな

い、今まで１車線の、離合ができないことを余

儀なくされている部分があります。この柚木地

区の道路改良につきましては、再三再四お願い

申し上げていますが、いま一度聞きます。柚木

地区道路改良の見込みについてお聞かせくださ

い。県土整備部長、お願いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 県道岩戸延岡

線の柚木地区でございます。お尋ねの未改良区

間につきましては、道路線形が悪く、従来より

地元からの強い要望もありまして、交通安全確

保の観点からも、整備は必要であると考えてお

ります。これまで用地取得が難航していたとこ

ろでありますが、現在、地元関係者の同意を得

られる形で設計を進めているところでありまし

て、早期整備を目指してまいりたいと存じま

す。

○松田勝則議員 設計を進めているということ

は、着工、拡幅のめどが立ったというふうにと

らえてよろしゅうございましょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 用地の取得に

ついて、これから関係者の皆さんに御相談を申

し上げて、それが解決しましたら着工というこ

とになるかと思っています。

○松田勝則議員 ぜひ精力的に取り組んでいた

だきたい、このように思います。

続きまして、県道岩戸延岡線全体の今後の整

備の見込みについてお聞かせください。部長、

お願いいたします。
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○県土整備部長（山田康夫君） 今後の全体的

な整備の見込みについてでございます。まず、

延岡市祝子橋から上祝子間につきましては、約

５キロメートルは改良済みでありますが、ほと

んどの区間が未改良の状況であります。現時点

では、抜本的な改良計画はなく、現道対策とし

て落石対策等を行っているところであります。

次に、上祝子から岩戸間につきましては、県道

としての路線認定はされておりますが、高千穂

町間約11キロメートルを除きまして、未供用区

間となっております。沿道状況から考えまして

も、道路整備の見通しは立たないところでござ

います。

○松田勝則議員 見込みが立たないと言われ

て、「はい、そうですか」と引き下がるわけに

はいきません。今後もまた、地元の方々と協力

いたしまして、この県道岩戸延岡線の開通に向

けて頑張っていきますので、何とぞよろしくお

取り組みをお願いいたします。

次の議題をまた飛ばさせていただきます。

県立延岡病院の医師確保について伺います。

金曜日、延岡市民の方々が手に手を携えまし

て、署名を持って知事のところに、県病院医師

確保についての熱い思いを伝えました。その日

の朝に新聞報道がなされて、少し肩透かしの感

もあったんですが、現在のところ、病院局は３

月いっぱいまで医師の確保について全力投球す

るという回答をいただいております。きょう現

在、県立延岡病院の医師確保の見通しはいかが

でしょうか。病院局長、お願いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 大学側には、延

岡病院の地域医療に果たす役割あるいは県の取

り組みにつきましては、十分に御理解をいただ

いていると考えておりますが、夜間の救急外来

患者さんが多く、医師を取り巻く労働環境の厳

しさが県内の他の地域よりも大きいことから、

現時点では、まだ不透明な状況にございます。

○松田勝則議員 労働環境の厳しさが、医師を

なかなか延岡病院に招くことができない原因だ

ということでありますね。その労働環境を緩和

するためにということで、県民への啓発事業を

数々行ってまいりました。お手元に配付した資

料にあります「皆で守ろう！地域医療」という

ことで、昨年６月に、知事、延岡市長を初め、

マスコミを通して、延岡市民、県北の皆さん

に、延岡病院のコンビニ受診をやめようという

ことを訴えかけてきました。その結果、患者は

減少したというふうに聞いておりますが、医師

の過重労働は軽減されたのでしょうか。局長、

伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 今お話にござい

ましたように、地元市町村等と一体となりまし

て、安易な時間外受診の自粛を啓発するために

実施した「県立延岡病院支援キャンペーン」に

よりまして、今年度４月から１月までの延岡病

院の救急の外来患者さんは、昨年度同期に比

べ、約３割減少いたしております。しかしなが

ら、最も医師の負担となっております深夜帯

は、地元市町村の初期救急医療体制の整備が図

られていないということもありまして、約１割

しか減少していない状況でございます。キャン

ペーンにより、救急患者さんの総数は減り、一

定の成果はあったというふうに認識しておりま

すが、深夜帯の医師負担の軽減は図られていな

いとの意見が、現場の医師からは寄せられてい

るところでございます。

○松田勝則議員 一番かなめとなる深夜帯の医

師負担の軽減は図られていないということで、

私も調べてみましたら、19年度と20年度を比較

いたしますと、深夜帯、23時から朝８時ま
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で、19年度は2,575人の方が救急患者としてい

らっしゃった。20年度、2,233人の外来で13.3％

の減ということで、現場の医師には余り負担減

になったという実感がないということだと思わ

れます。では、その県立延岡病院の医師の業務

過多、業務過多、業務過多。医師が忙しいとい

うふうに言われているんですが、その原因につ

いての分析はどのようにしていらっしゃるか、

局長、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 延岡病院は、本

来、県北地域の中核病院として、高度医療を担

う医療機関として位置づけられておりますが、

これまで、県北の地域医療の「最後のとりで」

として、昼夜を問わず、初期救急から第３次救

急まで対応してきたことによりまして、医師を

初め医療スタッフの業務が過酷な状況になって

いるものと考えております。

○松田勝則議員 その業務過多を解消するため

にさまざまな取り組みをなされているわけです

が、現場のスタッフ、延岡病院の医療スタッフ

の声は病院局に届いているのか、この点につい

てお伺いいたします。と申しますのが、現場の

看護師さんたちから、「県は私たちを見捨てる

んじゃないか」「余りにも忙しい。しかし、具

体的な改善策が何年も講じられていない」とい

う不満の声というか、悲鳴にも似た声をよく聞

いております。現場スタッフの声は病院局に届

いているのか、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院運営におき

ましては、各県立病院の第一線で勤務する医療

スタッフの力が最も重要であります。その意見

に耳を傾ける必要があるというふうに、常々

思っているところであります。そのために、今

年度から、病院運営に関する効率化あるいはサ

ービス向上策等について、医療スタッフに「１

人１改善」を募る、こういった取り組みをいた

しまして、病院局職員の声が私に直接届くよう

なシステムを構築したところでございます。今

回、医師確保対策に盛り込みました医療秘書の

導入や研究研修費の増額についても、この「１

人１改善」の取り組みの中で、各県立病院ス

タッフから寄せられた要望でございまして、医

師負担の軽減対策として対応することとしたと

ころでございます。今後とも、経営健全化を図

り、高度で良質な医療を効果的、安定的に提供

するために、こうした取り組みを継続してまい

りたいと存じます。

○松田勝則議員 「１人１改善」ということ

で、局長にそれぞれの声が直接届くようなシス

テムを構築したということですが、それはメー

ルか何かで局長のところに声が届くということ

でしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 実際に私のほう

でじかに見たいということもございまして、書

面でいただいております。

○松田勝則議員 県立延岡病院の医師確保に当

たって、従来からの派遣元である宮崎大学、そ

れから熊本大学医局との意思の疎通は十分に図

られているのだろうかと思います。お聞かせく

ださい、病院局長。

○病院局長（甲斐景早文君） 宮崎大学及び熊

本大学の各医局に対しましては、病院長ととも

に繰り返し訪問して、県立延岡病院の役割につ

いて、詳細に、かつ繰り返し説明を行っている

ところでありまして、県立延岡病院が、県北地

域の中核病院として、高度医療や救急医療等、

地域医療の提供に重要な役割を担う最後のとり

でであるということについては、十分に御理解

をいただいているというふうに認識いたしてお

ります。
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○松田勝則議員 今、２つの大学を出しまし

た。宮崎大学、熊本大学なんですが、病院局は

それ以外の大学に対しましても、医師の派遣要

請は行っていらっしゃるでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 現在派遣いただ

いております宮崎大学あるいは熊本大学医局に

加え、九州管内の各大学の関係医局に対しまし

ても、直接訪問して、県北地域における県立病

院の重要性を十分御説明し、新たな医師の派遣

について強く要請しているところでございま

す。

○松田勝則議員 医局にも声をかけているけれ

ども、まだ反応がないという状況だと伺いまし

た。では、医局ではなくて、同じ県立病院、宮

崎病院や日南病院からの医師の異動ですとか応

援体制の強化はできないものか、病院局長、お

聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 大学医局からの

医師の派遣でございますけれども、派遣先の病

院を指定して行われております関係で、本県の

判断で県立病院間で異動させることは、基本的

には困難であるというふうに考えております。

また、県立病院間の医師の応援につきまして

は、これまで一部の診療科で、特殊な技術を要

する手術等で応援を行った事例はありますが、

県立宮崎病院及び日南病院においても、医師が

不足している状況にありますので、限られた範

囲での対応になろうかというふうに考えており

ます。

○松田勝則議員 そういう厳しい中におきまし

て、病院局は、延岡市、また地元医師会とも連

携をとりながら、喫緊の課題に取り組んでいる

というふうに伺っておりますが、地元延岡のそ

れぞれの団体とはどのような連携を行っている

か、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 地元との連携と

いうことだろうと思います。今年度の４月か

ら、県議会の御支援もいただきながら、地元市

町村や医師会等と合同で、「県立延岡病院支援

キャンペーン」といたしまして、安易な時間外

受診自粛の啓発活動を行うとともに、昨年10月

に延岡市が設置いたしました「延岡市医療問題

懇話会」に参加しまして、救急医療体制の問題

解決に向けた対策等について、延岡市や市医師

会等と忌憚のない意見交換をさせていただいて

おるところでございます。さらに、昨年９月に

休診した消化器内科につきましては、救急患者

の受け入れに関しまして、延岡市医師会の御協

力により、先月から輪番体制がスタートするな

ど、地元と積極的に連携を図っているところで

あります。

○松田勝則議員 視点を変えまして、延岡病院

の医師の負担の部分にはこういうところがある

んじゃないかということを伺います。県立延岡

病院におけるモンスターペイシェント、いわゆ

る理不尽な患者ということですが、その実態に

ついて、昨年の件数も含めてお教えください。

○病院局長（甲斐景早文君） 近年、医師や看

護師等の医療従事者に対して理不尽な要求を行

う患者さん等の事例が、マスコミ等でも報道さ

れておりますが、県立延岡病院においても、診

断書の内容が自分の考えていた内容と異なるこ

とを理由に延々とクレームをつけた事例や、多

量に飲酒して来院し暴言を繰り返した事例な

ど、対応に特に苦慮している事例といたしまし

て、平成19年度で45件が報告されております。

○松田勝則議員 45件という報告があるという

ことを伺いました。先日も、10分間の待ち時間

が長いということで、酒に酔った患者が医師の

顔面を殴打したという報道がなされて、このよ
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うな時期にそういったことが我が延岡市民から

出たということを大変恥ずかしく思った次第で

す。

次に、これは提案型になります。今、喫緊の

課題ということで伺ってまいりましたが、中長

期的な形で、延岡病院の医師招聘の観点から質

問させていただきます。地域医療システム学講

座というものが始まりました。一番近いところ

では、熊本県と熊本大学は、医師不足対策の一

環として、附属病院に１億500万円を寄附し、地

域医療に特化した地域医療システム学寄附講座

を開設する協定を締結したと聞いております。

平成21年１月から26年３月までの５カ年で、効

率的な地域医療支援システムの確立、総合診療

医の養成、卒前教育の実施などに取り組み、地

域における医療提供体制の課題や解決策、地域

医療に従事する医師の支援、地域医療を担う医

師の養成・確保に関する研究を行うことによ

り、大学病院と地域医療の連帯を一層進展さ

せ、地域医療の向上に寄与しようとするもので

あると聞いております。まさに、延岡病院に

とっても願ってもないシステムじゃないかと

思っておりますが、このシステム学講座につい

てどうとらえていらっしゃるか、お聞かせくだ

さい。

○福祉保健部長（宮本 尊君） お話しのよう

に、熊本県では、効果的な地域医療支援システ

ムの確立や総合的な診療ができる医師の養成を

目的に、熊本大学に県から寄附を行い、いわゆ

る寄附講座をことし１月に設け、今後５年間程

度続けるというふうに聞いております。熊本県

の場合、取り組みを始めたばかりでありまし

て、その効果については明らかではございませ

んが、本県においても、宮崎大学医学部から寄

附講座の提案がなされているところでありま

す。現在、宮崎大学との間で、その具体的内容

について、事務レベルの協議を重ねているとこ

ろですが、地域の医師不足の解消にどの程度の

効果があるのかなど、検討すべき課題がありま

すので、熊本県を含め、全国の取り組み状況も

検証しながら、引き続き、宮崎大学と協議して

まいりたいと考えております。

○松田勝則議員 宮崎大学と前向きな検討をさ

れているということで、地域の医師不足にどの

ような効果があるか、それこそ宮崎県が発信し

て効果があるような講座として開設をいただけ

たら、ありがたいと思います。

続きまして、女性医師対策への取り組み状況

についてお聞かせください。女性医師で、あち

こちで産休をとっていらっしゃる方とかのお話

を伺うんですが、家事・育児のサポートですと

か家族の理解などの問題を理由に挙げながら

も、多くの女性医師が、「現状の過酷な労働環

境では、当直回数を減らしてほしいなどの希望

はとても言えない」というようなことをおっ

しゃっております。ほかの医師への気兼ねから

復帰をあきらめているという、私たちにとって

みれば物すごくもったいない事例を聞いており

ます。部長、この女性医師対策の取り組み状況

をお聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県では、現

在、女性医師の就労継続に大きな役割を果たす

病院内保育所の運営費の助成を行っております

が、増加する女性医師が、安心して出産・育児

と仕事との両立ができる環境の整備が、今後ま

すます重要になってくるものと考えておりま

す。このため、来年度の新規事業としてお願い

をしているところですが、短時間正規雇用を行

う病院への補助や、女性医師のための相談窓口

の設置、院内保育所の整備充実等、各種の取り
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組みにより支援してまいりたいと考えておりま

す。

○松田勝則議員 ぜひ推進していただきたい、

このように思います。

続きまして、かかりつけ医普及の取り組み状

況について伺います。延岡では、かかりつけ医

―かなりの方がかかりつけのお医者さんを

持っていると自覚しているんですが、それで

も、県病院が自分のかかりつけ医だ、延岡病院

がかかりつけだというふうに誤解をしていらっ

しゃる方もおるように聞いております。県で

は、このかかりつけ医普及についてどのように

取り組んでいるか、福祉保健部長のお話を伺い

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県民一人一人

がかかりつけ医を持つということは、日ごろか

らの治療や健康管理はもとより、医療機関の機

能分担を図り、医療の効率化に資する観点や、

また、２次、３次の救急医療機関の医師の負担

軽減を図る観点からも、非常に重要でありま

す。このため、県ではこれまでも、県医師会等

とも連携して、その必要性について、さまざま

な機会を通じて啓発してきたところでありま

す。また、来年度の新規事業としてお願いして

おります、救急医療利用適正化推進事業の中で

も取り組むこととしております。

○松田勝則議員 県立延岡病院を支えるため

に、地元は、延岡市だけじゃなくて、県北のそ

れぞれの市町村が支援体制に入っているわけで

すが、県北地域の医療について、定住自立圏構

想の考え方の中で、県が市町村の取り組みを支

援するお考えはないでしょうか。定住自立圏と

申しますのは、人口５万人以上の中心市と周辺

市町村が協定を結んで、圏域として定住、自

立、発展を目指すもので、病院やショッピング

センターなど都市機能を中心市が整備し、自然

環境や食料生産などを周辺市町村が行い、お互

いに連携しながら圏域としての利便性を高めて

いくことで、いわば大都市への人口流出を防ぐ

のが目的とされております。総務省が定めたこ

とでありますけれども、本県では、都城、延

岡、日向の３域が指定をされているようです。

県民政策部長、この定住自立圏構想のお考えを

お聞かせください。

○県民政策部長（丸山文民君） 県北地域の医

療につきましては、延岡市を中心市とする定住

自立圏構想において、日向・入郷及び西臼杵を

含む県北地域全体で取り組む課題とされており

まして、現在、市町村連携の内容等について検

討が進められているところであります。県とい

たしましても、県北地域の医療は重要な課題と

認識しておりまして、医師確保対策や過疎地域

への医師の派遣などに取り組んでいるところで

ありますが、今後、定住自立圏構想を推進して

いくという立場からも、市町村の検討状況を見

ながら、どのような支援ができるか検討してま

いりたいと考えております。

○松田勝則議員 続きまして、医師派遣・確保

に成功した事例を聞きたいと思います。県立日

南病院では年度末で小児科医が不在になるとい

う報道に衝撃を受けたわけですが、宮崎大学は

来年度も１年間に限って２人の医師を新たに派

遣するということになりました。これで小児科

は存続することになりましたが、派遣期間はこ

れまでと同じ１年間、再来年度以降も派遣が継

続されなければ、日南病院の小児科も休診に追

い込まれる可能性はある等々聞いております。

そういった厳しい状態の中で、今回、スピー

ディーに宮崎大学が対応してくださった、その

医師派遣の継続が可能となったいきさつをお聞
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かせください。病院局長、お願いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県におきまして

は、これまで派遣元であります宮崎大学小児科

医局等に対し、県立病院小児科の地域における

役割につきまして、繰り返し、かつ詳細に説明

し、要望を行ってまいりました。また、この

間、県及び大学に対し、地元の住民の皆様や市

町村等からの要望が行われたところでありま

す。大学医局におきましては、医局の医師が減

少し、派遣が極めて厳しい状況でありました

が、現在、全国的に希望者が激減している若手

の小児科医を育成する観点から、今回、県が医

師確保対策といたしまして、思い切った研究研

修予算を確保し、派遣される若手医師の臨床研

修及び研究の充実を図ることとしたことについ

て、大学側から高い評価をいただき、御理解を

得ることができたのではないかというふうに考

えております。

○松田勝則議員 日南病院の医師派遣が成功し

た事例としましては、研究研修予算の確保と研

究の充実といったことを提示したというお答え

でしたが、私としましては、やはり市民の６

万5,000人の署名というものも大きなパンチに

なったのじゃなかろうか、そのようにとらえて

おります。

さて、今回、延岡病院、医師確保と、大変つ

らい状況、厳しい状況にあることは重々知って

おりますが、この問題を解決するために、県当

局が地元に望むことがありましたら、病院局

長、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 地元に望むこと

ということでございますけれども、県立病院の

医師の負担軽減を図るには、やはりどうして

も、地元市町村において初期救急医療体制の充

実を図ることが極めて重要な課題でありまし

て、そのためには、現在、延岡市夜間急病セン

ターで対応できていない午後11時から翌朝７時

までの深夜の時間帯を対応していただくことが

極めて重要であるというふうに考えておりま

す。延岡市におかれましては、今後、深夜帯を

含む24時間体制について検討されるとのことで

ありますので、初期救急医療体制のさらなる充

実を早急に図っていただきたい、このように考

えております。

○松田勝則議員 地元で、深夜帯をメーンとし

た体制を検討してほしい、その充実を図ってほ

しいということですが、私たちは先日、土曜

日、県境議連のメンバーで、延岡市医師会の方

々と討議を重ねました。その中で、さまざまな

取り組みをしていらっしゃる。「市としてはも

う十分過ぎるぐらいの活動をもってこの問題に

当たっている」ということでしたが、そういっ

た地元の活動の声、実態は、病院局長のもとに

届いておりますでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） いろいろと声

は、私どもも、病院等からも、あるいは直接に

も伺っております。特に地元医師会からの声で

ございますが、先月27日に、先ほどお話にござ

いましたように、住民の皆様から知事のほうに

署名が提出されました。このときに、延岡市か

ら、延岡市夜間急病センターの検診時間拡大に

ついて検討したいとのお話がありましたので、

今後、延岡市と市医師会の間で、具体的な協議

が行われるのではないかというふうに認識いた

しております。

○松田勝則議員 医師会のほうも、１次医療を

何とか完璧に期すことができるようにと、最大

限の努力をしていらっしゃるということです

が、よしんば延岡市、地元が、１次救急、１次

医療を確実に診療することができたらば、２
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次、３次の責任者である延岡病院はいかがで

しょうか、しかと医師を確保することができる

でしょうか、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 今お話にござい

ましたように、県立延岡病院は、県の医療計画

あるいは中期経営計画に示されておりますとお

りに、２次・３次医療を担う病院であります。

これまで地域医療確保のために、やむを得ず初

期救急医療まで対応してきたところでございま

すけれども、この結果が、地域の医療スタッフ

等の過剰な負担を招いたのではないかというふ

うに認識いたしておるところでございます。そ

ういうこともございまして、本来の役割分担ど

おりに、地元で初期救急医療を対応していただ

くことが、地域医療確保のためには何よりも重

要であるというふうに考えておりますし、早

速27日に、延岡市のほうからしっかり取り組み

たいというようなお話がございました。早速、

宮崎大学のほうにも話をいたしまして、「こう

いうお話をいただきましたので、また引き続

き、何としてもお願いしたい」、こういうこと

で、さらに強い、強力な働きかけになったもの

というふうに認識いたしております。

○松田勝則議員 今回の質問への御答弁をつら

つら聞いておりますと、どうしても延岡病院の

医師不足というか、医師確保の困難な一番の原

因が、地元の１次医療が確立していないからと

いうふうに思えてなりません。延岡市が１次を

どうでもこうでも確立するとなった場合には、

県といたしましても、責任を持って、２次、３

次の命の「最後のとりで」であるところの延岡

病院の医師確保に完璧を期していただきたい、

このように思います。

続けて伺います。これは、中長期的なことを

含めてで結構です。今、延岡病院医師確保に関

しまして県ができることは何か、病院局長、お

聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立延岡病院に

つきましては、御指摘のございましたとおり、

医師確保が喫緊の最重要課題であることから、

医師の意見等にも耳を傾けながら、地元との連

携を図り、さらに医師の働きやすい環境の整備

に努めるとともに、地域の患者動向等も踏まえ

ながら、必要な診療機能の充実強化に向けて、

県独自の取り組みを含め、必要な医師の確保に

全力を挙げて取り組んでいくことが重要である

というふうに考えております。また、将来にわ

たって安定的に医師を確保し、高度で良質な医

療を提供していくためには、何よりも経営基盤

を確立することが重要でありますので、中期経

営計画に基づきまして、経営の安定化に全力で

取り組んでまいりたい、このように考えており

ます。

○松田勝則議員 最後になりました。知事に伺

います。延岡病院の医師確保に関する今後の展

望、それから知事の医師確保に向けた意欲をお

聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 県立延岡病院は、県

北地域の中核的医療機関であり、地域医療の

「最後のとりで」でありますので、県といたし

ましても、医師派遣の継続あるいは新たな医師

の派遣について、大学医局に対しまして、再三

再四、要望してきたところであります。要望に

当たりましては、病院局において、医師確保対

策経費として総額３億7,000万円に上る予算を新

たに措置するなど、県としてできる限りの対策

も講じてきたところであります。大学側も、延

岡病院の地域医療に果たす役割や県の対策につ

いては十分御理解いただいているものの、医師

の疲弊の最大の要因でありますところの初期救
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急医療体制の整備を懸念されているところであ

ります。県といたしましては、引き続き、大学

に対し、延岡病院の役割や県の対策を訴えてい

くとともに、地元延岡市における救急体制の整

備を要請するなど、医師確保に向けた抜本的な

対策に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○松田勝則議員 延岡病院、今の中期経営計画

の中で、経営の安定化ということも大事かと思

いますが、命は経営の安定化とまた違うところ

の問題だというふうに認識しております。延岡

病院は、県北、日向・入郷、そして延岡医療圏

の「最後のとりで」、言葉を軽々しく使うのも

はばかれるんですが、みんなにとって、私たち

にとって、本当になくてはならない病院です。

道州制を踏まえまして、知事もいみじくもおっ

しゃいました。「延岡が州都の第２の候補とい

うこともあり得る」というコメントも聞きまし

たが、そのような中核都市としての任務を果た

そうとしている延岡において、病院の役割はま

すます重大になってくるかと思います。２月中

で医局人事は決まってしまうと、最初私たちは

伺いましたが、３月いっぱい、何とぞ全力をも

ちまして、この延岡病院の医師確保に御尽力を

賜りますよう要望いたしまして、私の質問を終

わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） 無所属の会

の川添博でございます。一般質問の機会を与え

ていただきまして、先輩や同僚議員、また県民

の皆様に対して、心から感謝を申し上げます。

本日の４番バッターとなりました。しかし、ま

だ未熟ですので、県民の声を代弁して、粛々と

率直に質問ができればと考えております。どう

ぞ皆さん、温かく見守ってくださいますようお

願い申し上げます。

それでは、質問に入らせていただきます。

内外の厳しい情勢のもと、平成21年度当初予

算案は一般会計5,625億円で、20年度比0.6％の

伸びであり、また、８年ぶりの増額となりまし

た。収支は当初見込みを割り込み、基金から240

億円を取り崩して財源に充てることになりまし

た。21年度予算の感想と行革大綱2007に基づい

た財政改革の成果について、知事にお伺いをい

たします。

また、21年度の当初予算編成時において

は、21年度末の基金残高は161億円と見込まれて

おり、大災害等がなければ85億円程度が戻り、

約240億円程度が残りそうであります。しかし、

世界同時不況により、地方財政にも大幅な税収

不足という深刻な影響が出てきており、本県に

おいても、税収不足などから収支不足が広がれ

ば、基金の枯渇は避けられない状況でありま

す。そこで、22年度の収支不足と財政基金の見

通しはどの程度か、総務部長にお伺いをいたし

ます。

これ以降の質問については、質問者席にて行

わせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成21年度

当初予算についてであります。平成21年度当初

予算の編成に当たりましては、地域経済の状況

等も十分に考慮しながら、選択と集中の理念の

もと、雇用創出・就業支援対策などの４つの重

点施策を中心に、優先度の高い施策に積極的に

取り組むことといたしました。その過程におき

ましては、財政状況が厳しさを増す中、財政改

革プログラムに基づき、さらなる事務事業の見

直しや歳入確保等を進めるなど、財源捻出に努

めることにより、本県が直面する喫緊の課題に
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もしっかりと対応した予算を編成することがで

きたものと考えております。財政改革プログラ

ムでは、職員数の削減等による人件費の見直し

や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の見直

し等により収支不足の圧縮と、スクラップ・ア

ンド・ビルドを含む事業費の歳出見直しについ

て目標を立てております。そのための取り組み

の内容には予算執行段階での経費節約等も含ま

れるため、目標に対する達成状況については決

算において検証せざるを得ませんが、この目標

を見据えながら公共事業のシーリング設定や事

務事業の見直し等に取り組んだところでありま

して、平成21年度当初予算の編成過程において

対応すべき財政改革プログラムの内容としまし

ては、ほぼ見込みどおり推進できているものと

考えております。以上です。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

22年度の収支不足等の見込みでございます。

平成22年度の収支不足及び基金残高について、

現段階で明確に見込むことは困難であります

が、今後とも、県税収入等の減少や社会保障関

係費の増加などが見込まれますことから、少な

くとも収支不足額は、中期財政見通しにおける

見込み額306億円から拡大するものと考えられま

す。したがいまして、財政改革プログラムに基

づく取り組みを着実に実施の上、収支不足のさ

らなる圧縮に努める必要があると考えておりま

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。

厳しい財政事情の中、４つの重点施策を中心

に、知事らしい施策が盛り込まれております。

そのソフト事業等についても、非常に評価をい

たしております。ただ、知事の御答弁では、財

政改革プログラムは見込みどおり推進できてい

るということでございます。しかし、先ほどの

総務部長の御答弁では、今後の税収減などのマ

イナス要因を勘案すると、収支不足額は見込み

額の306億円よりも拡大する見通しとのことであ

ります。すなわち、現状では、財政改革のプロ

グラムを着実に実施したとしても、収支不足の

圧縮は困難な状況ということだと思います。総

務部長、やはりまた新たな方策が必要な時期に

来ているのではないでしょうか。基金が完全に

枯渇した場合、その収支不足に対応するため

に、約300億近い財源の捻出が必要であります。

また今後、税収不足により、収支不足幅もさら

に広がっていく可能性があります。財政改革の

プログラムの修正とも言うべき新たな方策の構

築が不可欠な状況ではないかと考えておりま

す。したがって、これまで以上に事務事業の見

直しや歳出削減に全庁的にどう取り組んでいく

のか。もう一度、総務部長にお伺いをいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

確かに、現在進めております財政改革プログラ

ムの中で、いろんな手法、先ほど知事が壇上で

申し上げましたように、職員数の削減あるいは

投資的経費の縮減・重点化、こういったことで

見直しをやってきておりますけれども、先ほど

申し上げましたように、収支不足がさらに拡大

する、その中でどういった方法があるのかとい

うことでございますが、基本的には、現在とっ

ております各種見直しの延長線上に、さらにこ

れを強化していく方法、これは例えば、計画に

示されております取り組みについて、現在以上

に上乗せをしていく、こういった聖域なき見直

しが必要になってくるんではないかと考えてお

ります。
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○川添 博議員 その聖域なき見直し、具体的

には実際どういうことを組み立てていくのか。

非常に厳しい状況なんですが、部長、そろそろ

議会や県民に対して、しっかりとしたものを示

していく時期に来ているのではないかと考えて

おります。もちろん、県政は、削るだけではな

く―県内経済や県民生活において、セーフ

ティネットの役割が非常に増してきておりま

す。その責任をしっかりと果たしていくために

も、財政再建への早急な新しい取り組みは避け

られないものと考えております。ただし、おっ

しゃるように、聖域なき歳出削減を実際に行う

ということになれば、我々議員の報酬はもとよ

り一般職員の人件費削減も―今までもずっと

苦労してこられているわけですけれども―あ

る程度の削減もやむを得ないのではないかと考

えております。仮に一般職員の人件費を５％

カットした場合、どれぐらいの財源捻出ができ

るのでしょうか。総務部長にお伺いをいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 仮にの話でござい

ますが、平成21年度の当初予算ベースでこれを

試算してみますと、一般職員の給料の５％カッ

トで捻出される一般財源額は、30億円程度にな

ると思われます。

○川添 博議員 ５％で30億ということで、大

阪府はたしか300億程度の財源を―規模が大き

いからでしょうか―捻出しておりました

が、30億というと、本県でいえば時間外手当が

大体毎年30億円ということですね。少し先です

が、22年度や23年度の予算編成や県政運営は、

もっと厳しいものになることが予想されます。

また、22年度の行財政改革大綱の改定作業につ

いては、本県の将来ビジョンと命運がかかって

くるものと考えられます。それだけに、議会や

県民の理解やコンセンサスを早目に得て、しっ

かりとした議論を構築して進めていく必要があ

るのではないかと思います。そのためにも、計

画の作業プロセスや予算編成の見える化をさら

に推し進めて、収支不足解消の道筋をしっかり

と示していただきたいと思います。そのことが

県民に希望や期待を与えていく、そういうもの

につながっていくと考えております。

次に、大枠の行財政改革について何点かお伺

いしてみたいと思います。

先日も少しお話が出ましたが、県庁の女性管

理職の比率が全国でも低いようでございます。

現在、275の課長級ポストのうち、女性課長はわ

ずか５人ということであります。この比率は都

道府県では下から２番目ということで、やはり

ちょっと旧来的で保守的な組織という印象がい

たします。実は、女性管理職の登用がおくれて

いるという指摘は、この議会でも10年以上前か

らずっとされてきているわけです。しかし、そ

れでもなかなか登用が進まないというのは、一

つには、やっぱり歴代トップの意識が少し低

かったのかなということも感じます。

ところで、知事、管理職の民間人の登用につ

いては、現在、専門職において数名ほど民間か

ら採用されているようです。そこで、広く全国

から公募して、企画や事務部分にも広げて登用

を行っていってはいかがでしょうか。また、も

ちろん女性も含めて登用を行ってはいかがで

しょうか。知事もたしかマニフェストの中で、

民間人のアイデアをどんどん取り入れたい、ま

た女性の地位を高めていきたいということを述

べていらっしゃいました。知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 知事部局におきまし

ては、ＩＴ技術に精通した民間経験者を情報政
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策課に配置するなど、高度で専門的な知識経験

等を必要とする職について、外部から登用を

行っているところであります。御指摘のような

管理職は、単に専門的な知識経験だけでなく、

行政運営に関する識見やマネジメント能力等が

より高いレベルで求められる職ですので、民間

からの登用のほうが大きな効果が期待できる分

野を見きわめた上で検討する必要があると思わ

れます。現在、管理職の公募を具体的に検討し

ている事務的部門はありませんが、私はもとよ

り、県民総力戦で県政を推進していきたいと考

えておりますし、女性の登用も重要な課題と認

識しておりますので、必要性のある部門につい

ては、今後とも対応してまいりたいと考えてお

ります。

○川添 博議員 ありがとうございます。今ま

で、どちらかといいますと、専門部署での民間

登用というイメージがありましたが、これから

はそういった枠にとらわれず、人事や財政、ま

た組織管理や事務事業全般の企画管理などの中

枢部門のほうが、より民間の発想を出しやすい

のではないかとも思います。行政経験にとらわ

れていたところも少しありましたが、一方で、

前例のない県政改革にアグレッシブに取り組ん

でいかなければなりません。組織に新しい発想

や新しい風を吹かせていくことも必要だと思い

ます。要望をいたしておきます。

次に、指定管理者制度です。今回の議案で

も、新たに３件の施設について提案されており

ます。これまで県営住宅など62施設に導入し

て、４億円の経費削減実績を上げてきていると

のことでございます。そこで、今後、さらに県

直営の施設について、指定管理者制度、もしく

はアウトソーシングや市場化テストなどをでき

る余地はないのでしょうか。例えば、もちろん

現在も県直営である美術館や図書館には法的な

制約はないと思われますが、全部か一部につい

て導入できないのか。これは教育長にお尋ねを

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立図書館や県立美

術館は、県民の生涯学習や芸術文化振興のため

の教育施設として重要な役割を担っており、県

民サービスの向上なども考慮しながら、指定管

理者制度の導入の可否について検討してきたと

ころであります。その結果、県立図書館につい

ては、利用者の相談に応じて課題解決を支援す

る「レファレンスサービス」や、市町村立図書

館への助言・指導の業務があり、また、県立美

術館については、郷土作家や美術資料に関する

調査研究などの業務がありまして、これらは、

いずれも専門的かつ継続的な取り組みが必要で

あり、指定管理者制度にはなじみがたいことか

ら、県直営を維持することとしたところであり

ます。なお、県立図書館につきましては、行政

改革の観点から、可能な業務についてアウトソ

ーシングを進めてまいりたい、このように考え

ております。以上です。

○川添 博議員 教育施設としての役割もある

でしょうけれども、教育的な役割も果たしてい

る県立芸術劇場には指定管理者制度が導入され

ていますので、可能性はあるのではないかと考

えております。確かに、市町村への指導業務や

調査研究などの仕事もありますが、一部導入を

検討するとか、前例にとらわれない取り組みも

必要かと思います。非常勤職員の活用も有効で

す。引き続き御検討をお願いいたします。

次に、ＮＰＯとの協働事業であります。行革

大綱2007の目標数値として、65の事業を実施し

た上、270のＮＰＯ法人の設立を目指しておりま

すが、経過実績はどのようになっているでしょ
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うか。また、どういった協働事業に力を入れて

いらっしゃるでしょうか。県民政策部長にお伺

いをいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 平成21年１月

末現在で、ＮＰＯとの協働事業数につきまして

は73件、それから法人数につきましては268法人

となっております。協働事業数、法人数とも、

順調に伸びていると考えております。また、そ

の協働事業の内容でございますけれども、まち

づくり、青少年健全育成、あるいは自然環境保

護を初め、幅広い分野で行われておりまして、

今後とも、各分野での協働を進めてまいりたい

というふうに考えております。以上でありま

す。

○川添 博議員 現在、ＮＰＯとの協働事業

は、金額ベースでは年間でまだ１億円程度なん

です。先週、商工観光労働部長の御答弁では、

今回の雇用創出基金事業において、民間企画提

案型事業を実施されるとのことでありました

が、このような取り組みをさらに強化していた

だき、ＮＰＯや県民からの提案型の公募事業の

拡大に期待しております。

次に、市町村との協働による税徴収の新組織

についてであります。これは、以前に町村会を

中心にして検討会が設置され、そこの中で検討

されて、平成18年に断念された経緯があるよう

でございます。名称は「地方税収方策検討委員

会」と言われたものです。しかし、他県の先進

事例、例えば茨城県などでは、新組織を運営し

ているものもあります。それらを参考にして、

改めてその導入メリットを勘案した上で検討し

てみてはいかがでしょうか。総務部長にお伺い

をいたします。

○総務部長（山下健次君） 地方税の徴収に係

る市町村との協働組織の設立につきましては、

出だしのところは町村会ということでございま

したが、後に市長会も共同歩調で、平成16年か

ら18年にかけまして、県も一緒に入って、新た

なシステムを構築するための徴税コストあるい

は人員配置など、その費用対効果を含めて、い

ろいろな観点から検討を行いました。しかしな

がら、新たに組織を設立することは現状では難

しい、こういった結論に達したところでござい

ます。現在、これにかわるといいますか、各県

の主な取り組みとしては、当然本県でもやって

おりますが、個人住民税の滞納案件を、市町村

から県が引き継ぎを受ける直接徴収、それから

県及び市町村の税務職員の併任人事交流、滞納

整理を目的とした一部事務組合等の設置―こ

れは本県ではやっておりません―などがあり

ますけれども、本県でも既に直接徴収、それか

ら併任人事交流制度の創設、こういったこと

で、県職員と市町村職員とが一緒に滞納者宅へ

出向いて納税交渉を行ったり、協力して捜索あ

るいは差し押さえ等を行うなど、市町村と一体

となった徴収対策を実施しているところでござ

います。御提案の件につきましては、現在活用

しているこういった方法の効果を十分見なが

ら、税収の確保に取り組んでまいるという観点

で考えたいと思います。

○川添 博議員 市町村との人事交流も非常に

すばらしいと思うんですが、そういったものを

ステップにして―やはり納税者の視点から見

ると、納めるときには県税も市税も余り区別さ

れていないんではないかなと。そうであるな

ら、システムや人員、そういったものを一体化

して、より効率的に徴収率を上げていく工夫を

していくべきじゃないかと思っております。滞

納整理等を含めて、既に実験的に導入を始めて

いる自治体もあるわけであります。最初は滞納
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整理新機構みたいなものから始めて、市税と県

税の協働徴収の新組織の立ち上げで、実際どの

程度の投資経費がかかるのか、具体的にシミュ

レーションを出して、公表していただけると大

変参考になります。ぜひ前向きに御検討をお願

いいたします。

次に、県庁の審議会についての見直しであり

ます。現在、県には70ほどの審議会が存在しま

す。この中には、法的に義務づけられている審

議会もありますが、任意に設置できる審議会も

あります。また、当初設置したときからする

と、その役割が少し低下しているものも当然あ

ると思います。また、この１年で審議会の数も

増加をしております。そこで、この70ある審議

会の中で、この２年間、一度も開催されていな

い審議会は幾つあるのでしょうか。総務部長に

お伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 御質問がございま

したように、現在、県には70の審議会がござい

ますが、そのうち、審議案件がないということ

から、この２年間で一度も開催されていない審

議会は、15審議会となっております。

○川添 博議員 その中には、必要に応じて開

催される法設置の審議会もあろうかとは思いま

す。また、今議会の予算案の中で、１つの審議

会で年間100万円以上の経費がかかる審議会もご

ざいます。また、担当職員の負担軽減のために

も、形骸化している審議会については見直しや

整理をして、廃止できないかどうか検討してい

くことが大事なのではないでしょうか。改め

て、また再度そういった検討ができないかどう

か、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 審議会等について

申し上げると、県政への高度な専門知識の導

入、あるいは公正な行政運営の確保等を目的と

いたしまして、法律または条例に基づいて設置

をしているところでございます。国における法

律の制定に伴い、また、県行政の執行を図る上

で、条例で新規に設置することはございます

が、役割の低下したものなどについては、これ

までも逐次、統合あるいは廃止をしてきている

ところでございます。今後とも、審議会の役割

あるいは必要性を勘案しながら、当然、法令上

必置ということもございますけれども、見直し

を行っ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、昔は専門

知識の導入や専門家の意見を聞いたり、公正な

行政運営という役割が大きかったと思います。

しかし、現在は、職員の方々はインターネット

などを利用して、専門知識や情報やデータを得

ることも多いようです。今後、継続的な見直し

もぜひ検討していただきたいという要望をして

おきます。

次に、農政問題であります。

ピーマン農家などの施設園芸の省エネ対策費

として、補正予算が措置されました。重油価格

については、120円台から60円台と落ち着いては

いるものの、その後の整備状況はどうなってい

るのでしょうか。農政水産部長、お願いしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 施設園芸にお

ける省エネ設備につきましては、投資費用が比

較的少なく省エネ効果が高い、内張二層カーテ

ンを中心に、市町村、農業団体との連携のも

と、県単事業や国庫緊急対策事業の活用を推進

してきたところでございます。その結果、今年

度は、内張二層カーテンで71ヘクタール、循環

扇その他省エネ設備で51ヘクタールの整備がな

されてきたところであります。

○川添 博議員 ありがとうございます。全体
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的に見ると、普及しているのかどうかよくわか

らないんですが、いずれにしても、二層カーテ

ン等を全品目に整備すればよいというものでも

ないとは思います。例えばキュウリのハウスと

かは、暖まってしまって湿度が高まると、病害

が発生することもあると、多いということであ

ります。そもそもこういった省エネの普及整備

活動については、市町村やＪＡなどと連携して

いくことも大事です。しかし、一方で、県の普

及指導員が直接、農家を一軒一軒回ったり面談

をして、事例などをヒアリングして、そういっ

た指導を進めていくことが必要かと思います。

そこで、こういった省エネの普及について、施

設園芸農家に普及指導員がどの程度の頻度で

回っているか、農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県内の施設園

芸農家戸数は、平成19年度の市町村の調べで

は6,465戸となっております。普及部門における

指導につきましては、基本的には、品目ごとの

部会や集団を対象として指導を行っております

が、今般の原油価格高騰対策として緊急に実施

いたしました「原油高騰に負けない「技術力

アップ作戦」」では個別指導を行っており、現

時点の延べ訪問指導戸数は、野菜で4,376戸、花

卉で724戸、果樹で781戸、合計5,881戸となって

おります。

○川添 博議員 ありがとうございます。県内

約6,400軒の園芸農家に対して、野菜などを中心

に延べ約5,800軒訪問しているということであり

ますね。普及部門においても、部会などでの指

導のほか、指導員の直接現場に出向く面談力や

訪問件数がとても重要だと考えております。も

ちろん、限られた指導員の人数ではあります

が、今後さらに訪問件数の増加へ取り組んでい

ただきますようお願いいたします。

ところで、今後の施設園芸の展望として、施

設園芸に省エネなどの経費削減策を取り入れて

いくことも大事なのではありますが、一方で

は、重油に依存しない施設や品目への転換とい

う視点で取り組んでいくことも重要かと思いま

す。今回の予算案に、これらに関連した新規事

業が組み込まれていますが、どのような事業で

しょうか。農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 脱石油型農業

への転換を推進するため、平成21年度からの新

規事業として、「挑戦！みやざき施設園芸産地

改革事業」を本議会にお願いいたしておりま

す。本事業では、内張空気膜カーテンなどの新

たな省エネ設備の導入を促進するとともに、バ

イオマス熱源等のクリーンな新エネルギーへの

転換支援のための実証等を行い、一層の省エネ

ルギー化を推進することとしております。あわ

せて、重油の使用量が少ない作型への変更や、

低温性品目導入のための施設・機械の整備支援

を行うこととしております。これらの取り組み

を総合的に推進することで、持続的生産が可能

な農業への構造転換を促進してまいりたいと考

えております。

○川添 博議員 いよいよ、木質バイオマスな

どの代替エネルギー技術の導入が少しずつ実現

していくということでありますね。特に作型の

変更とか、要するに温かい時期に育てられる品

目に変えていく、それから重油に依存しない品

目への転換など、さまざまな工夫やアイデアを

出して、またそういった事例を何度もフィード

バックして改善していく取り組みが必要であろ

うかと思います。ひとつ積極的な取り組みをお

願いいたします。
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次に、森林整備事業についてお伺いをいたし

ます。

森林整備事業の重要性については、私が今さ

ら申し上げるまでもありません。21年度の緊急

雇用創出基金事業において、「県有林維持管理

強化促進事業」が掲げられております。また、

せんだっては、宮崎市で森林の仕事ガイダンス
も り

が開催されました。林業での仕事や雇用内容等

についての説明に、100人近い方の参加があった

と聞いております。そこで、県が発注する森林

整備の委託事業においては、現在、主に森林組

合が受託しているわけでございますが、環境森

林部長、森林整備の委託事業においては、素材

生産業などの民間企業はどれぐらい参入してい

るのでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 森林整備の委

託事業におきましては、これまで、素材生産業

者等の民間企業の参入実績はございません。

○川添 博議員 要するに、森林整備の委託事

業において、競争入札が行われていなかったと

いうことでございますね。長年にわたり、８つ

の森林組合との随意契約を中心にして行われて

きたわけで、素材生産業者などが入る余地がな

かったということであります。それでは、全国

のこういった森林整備の委託事業について、各

県はどんな状況でしょうか。民間企業を参入さ

せ、競争入札を実施している県はどれぐらいあ

るのでしょうか。環境森林部長にお伺いをいた

します。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 全国では36都

道府県であります。九州では、佐賀、長崎の２

県でございます。

○川添 博議員 他府県では、36都道府県がも

う導入をしているわけです。かなりの県が導入

しているわけですね。森林整備事業の活性化を

図っていくためには、もちろん、今の森林組合

が担っている役割は大変大きいわけであります

が、新しい、やる気のある企業の参入も必要で

はないかと考えます。委託事業にこういった民

間企業を参入させる場合の長所とか短所につい

て、どのようにお考えでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 長所といたし

ましては、競争性が高まることによるコスト縮

減や、素材生産業など新たな担い手が確保され

るものと考えております。また、短所といたし

ましては、森林整備の主たる担い手であります

森林組合の経営や雇用への影響等が考えられる

ところでございます。

○川添 博議員 もちろん、森林組合の経営を

圧迫することは望んでおりませんし、長年にわ

たり森林整備事業を担ってきたそのノウハウ

は、今後も必要とされるところでありましょ

う。私が御提案しているのは、林業の担い手の

確保でもあります。林業就業者数は、平成12年

から17年までの５年間で、約３割減少しており

ます。また、材価が低迷している中、山の仕事

は決して楽ではありません。しかし、県や国の

しっかりとした予算措置を前提とした上で、今

後、民間企業の参入によりビジネスチャンスを

つくり、活性化させていくと同時に、担い手や

新たな雇用を創出していくきっかけにするに

は、よい舞台なのではないかと考えます。民間

企業の参入の可能性について、再度、環境森林

部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県の発注する

委託事業につきましては、平成19年度から公

正、透明で競争性の高い入札・契約制度への改

革を進めており、森林整備におきましても、民

間企業の参入を含めた競争入札の導入について

検討を進めているところであります。
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○川添 博議員 御答弁ありがとうございま

す。森林整備事業の重要性は言うまでもありま

せん。雇用機会の拡大も視野に入れて、ぜひ積

極的に御検討をお願いいたします。

さて次に、教育問題であります。

これは19年度のデータです。19年度の数字で

は、小学校、中学校、高校の不登校生徒の合計

が1,475人となっております。また、小中高のい

じめの認知件数は403人となっております。さら

に、高校の１年間の中途退学者は775人というこ

とになっております。減少に転じてきてはいる

ものの、かなりの生徒数に上っております。現

在、学校現場ではどういった対応策がとられて

いるのでしょうか。教育長にお伺いをいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、いじめや不登校などの早期発見・早期対応

のために、定期的な悩み調査や教育相談等を実

施するほか、担任やカウンセラー等が、児童生

徒一人一人に寄り添いながら、授業中の表情や

子供同士の会話などから得られる小さなサイン

も見逃さないように心がけ、気になる子供につ

きましては、家庭訪問を実施いたしておりま

す。県教育委員会といたしましても、スクール

カウンセラーや中途退学対策対応教員等を配置

し、学校の組織体制づくりへの支援を行うとと

もに、児童生徒一人一人の悩みに対応するため

に、県教育研修センターの「ふれあいコール」

やＮＰＯ法人への委託による「心の架け橋子ど

も専用電話」を設置するなど、教育相談体制の

充実に努めているところであります。今後と

も、家庭や関係機関等と連携しながら、すべて

の子供が学校生活に適応し、意欲を持って学ぶ

ことができるよう、必要な支援を行ってまいり

たいと考えております。以上です。

○川添 博議員 現場での校長先生や担任の先

生方の御努力も大変大きいと思います。また、

この中途退学者775人の中には、まじめに勉強が

したかったけれども、経済的理由でやめられる

方もいらっしゃるそうです。ところで、残念な

ことに、一たんリタイアしてしまう生徒もいる

わけですが、努力して専門高校などを立派に卒

業して就職される生徒さんが、大体4,000人程度

いらっしゃる。ところが、そのうち県内に就職

した生徒約2,000人の約半数が３年以内に離職を

しています。恐らく1,000人程度でしょうか。正

確な数字がちょっとわからないところなんです

が、こういう３年以内に早期で離職される、専

門高校を卒業して就職された生徒さん方の離職

を食いとめる望ましい職業観を育成するために

は、どのような取り組みを行っていかれるので

しょうか。教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 望ましい職業観とい

うことでお答えをさせていただきます。各学校

におきましては、すべての教育活動を通して望

ましい職業観の育成を行っておりますが、特

に、ホームルーム活動や学校行事等において

は、生徒が働く意義や目的を探求し、自分がど

のような職業に向いているかを考える機会とし

て、企業や保護者の方々による職業に関する講

演や企業視察、インターンシップ等を実施して

いるところであります。このような学校の取り

組みに対し、県教育委員会といたしましては、

企業の人事担当経験者や教職経験者などを進路

対策専門員や就職支援教員として配置したり、

専門高校においては、生徒一人一人が働くこと

のとうとさや魅力を感じ取り、専門性の向上を

図るために、キャリアアップ推進校を指定する

などの支援を行っております。今後とも、生徒

が自己の個性を理解し、主体的に進路選択を行
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い、生きがいを持って仕事が続けられるよう、

望ましい勤労観、職業観の育成に努めてまいり

たいと考えております。以上です。

○川添 博議員 ひとつよろしくお願いいたし

ます。

実際に卒業して就職された方々の、社会への

適応状況や社会人としての成長過程といったも

のを、やはり３年程度は学校として何らかの形

で追跡確認ができるといいのではないか。ま

た、送り出した先生方にそれをフィードバック

して、次の教育プログラムに生かしていくべき

ものと考えます。ある程度の進路の調査はやっ

ていかないと、学校側も教育プログラムの成果

を確認できないのではないでしょうか。追跡調

査のようなものを行う考えはないか、改めて教

育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 離職の状況やその理

由を把握して、それを今後の進路指導に役立て

ていくことは、大切なことであるというふうに

認識をいたしております。このため、県教育委

員会におきましては、平成16年度に、平成14年

度県立高校卒業者のうち就職した2,974人全員を

対象にいたしまして、一人一人から聞き取りに

より離職調査を実施いたしております。その結

果、就職後１年以内の離職者は、16.2％に当た

る482人であります。離職の主な理由であります

が、いろいろありますけれども、例えば「仕事

の内容が合わない」、それから「職場の人間関

係がうまくいかない」「労働時間が不規則であ

る」「休みが少なかったり土日に休めない」な

どといったものであります。今年度も、平成18

年度県立学校卒業者を対象に同様の調査を実施

し、現在分析中でありまして、来年度の早い時

期には取りまとめができるものと考えておりま

す。以上です。

○川添 博議員 ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いいたします。特に、労働時間が

不規則であったり休みが少ないというのは、

ちょっと問題なところもあるのではないかなと

思いますので、十分な調査も必要ではないかと

思います。

特に、若年労働者の離職が、現在の非正規労

働につながっているというふうに言われており

ます。そういった意味から、学校現場では、中

途退学者、ひいては不登校生徒への的確な対応

が求められております。その際に、臨時的任用

講師の方も大事な担任や部活の指導を任されて

おります。正式な教員と同様に、しっかりとし

た研修が必要かと考えますが、小中学校の臨時

講師の研修システムはどのようになっているの

ですか。教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 小中学校の臨時的任

用講師の研修につきましては、毎年、年度当初

に、教育事務所ごとに実施いたしております。

主な内容といたしましては、教職員としての使

命や服務、学習指導や生徒指導、保護者への対

応などであり、これらは県教育委員会が研修の

手引として作成しております「臨時的任用講師

のための指導のポイント」に基づき行っている

ところであります。また、教育事務所ごとに開

催しております教員の指導力を高めるための授

業研究会や、市町村教育委員会が主催するさま

ざまな研修会、各学校の校内研修などにつきま

しても、臨時的任用講師が参加しているところ

であります。以上です。

○川添 博議員 ぜひ入念なフォローをお願い

いたします。

ところで、平成12年度から民間からの校長先

生、平成18年度から教頭先生の登用ができるよ

うになりました。この厳しい学校現場であるか
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らこそ、思い切って新しい発想を取り入れてい

くべきではないでしょうか。一部で事務職から

の登用が行われているようですが、本県の民間

人からの校長や教頭への登用の状況や全国での

状況をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成20年４月１日現

在になりますが、公立学校への民間からの登用

者数は、校長が39都道府県市で80名、教頭が３

県で５名となっております。本県では、現在の

ところ、民間からの登用の実績はありません

が、多様な人材を活用することを目的に、今、

御質問にありましたように、学校事務職員から

１名を校長に、２名を教頭に任用いたしており

ます。以上です。

○川添 博議員 全国では、80名の方が民間人

から校長先生に登用されているようです。本県

では、民間人からの登用はまだないようです

が、現在、校長先生が449人、教頭先生が477人

いらっしゃいます。数名ほど民間人から登用し

て、新しい風を、新しい手法で取り入れてもい

いのではないかと考えております。導入の検討

をできる余地があるでしょうか。改めて教育長

にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 民間からの校長等の

登用につきましては、企業等におけるマネジメ

ント経験を生かした学校経営が期待できること

から、特色ある学校づくりを進める上で、有効

な方策の一つであると考えております。この登

用に当たりましては、どのような学校が適して

いるのか、また、教育効果を高める上で企業的

手法をどのように生かすことができるかなど、

他県の事例等も参考にしながら、引き続き検討

してまいりたいと考えております。以上です。

○川添 博議員 ありがとうございます。ぜひ

他県の成功事例なども参考にしながら、御検討

をお願いしたいと思います。

最後に、先ほどは県庁での女性管理職の登用

についてお伺いをいたしましたが、学校におけ

る女性教師の校長や教頭への登用状況はどうで

しょうか。また、全国の状況について、教育長

にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 小・中・県立学校に

おける女性の校長、教頭につきましては、平

成20年４月１日現在、女性校長が37名で全体

の8.2％、女性教頭が45名で全体の9.4％となっ

ており、全国平均の校長12.9％、教頭15.3％に

比較しますと、低い割合となっております。こ

れは、校長や教頭の仕事が多忙であるという認

識や家族の状況等で、なかなか踏み切れないと

いうこと等も、任用希望者が少ない原因の一つ

と考えられます。県教育委員会といたしまして

は、女性が管理職を目指す意欲を喚起するとと

もに、働きやすい環境づくりに一層努めていく

必要があると考えております。以上です。

○川添 博議員 管理職になると、帰りが遅く

なって大変だということですが、それで女性の

希望者が少ないということなんですね。それは

そのまま、学校の基本的な労働環境が良好なの

かどうかということも考えていかなければいけ

ないと思っております。

県庁にしましても、学校にしましても、やは

り、女性の登用がややおくれているような感は

否定できません。やはり、率先垂範すべき県庁

や学校が、民間や女性の方を登用して、生き生

きと活力のある組織をつくっていかなければい

けないのではないでしょうか。

かつて経験したことのない人口減少社会にお

いて、本県では、今から26年後には、現在の114

万人の人口が91万人へ減少するという予想が出

ております。出産や子育て期に女性の労働力が
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落ちる減少をＭカーブと言うそうであります

が、このＭカーブを可能な限り解消して、女性

が十分に能力を発揮できる社会を築くととも

に、次の時代を担う若者をしっかりと育てて、

社会的に自立できるようにしていくことが重要

な課題であると思います。

我が国が戦後、世界の奇跡と言われる戦後復

興をなし遂げたのは、寺子屋以来の長期にわた

る教育によるものと言われました。少子化が進

むからこそ、一人一人の持てる力を高めていく

ことが必要ではないでしょうか。県政の根幹は

教育であり、郷土発展のかぎは人材ではないで

しょうか。したがって、前例や従来の枠組みに

とらわれていては、新しいことには挑戦できま

せん。我々議会も、また県職員も、しっかりと

考え直すときであると思います。今後とも、貢

献できるよう努力してまいるということを申し

上げて、私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩いたします。

午後２時45分休憩

午後２時59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、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸であります。議長のお許しをいただ

きましたので、一般質問を行いたいと思いま

す。本日の最後になりました。お疲れでしょう

が、おつき合いをお願いいたしたいと思いま

す。なおまた、私は一括で質問をさせていただ

きますので、前向きな答弁をお願いいたすもの

でございます。

まずは、ふるさと納税について質問をさせて

いただきます。

平成20年４月30日に地方税法等の改正が行わ

れ、個人住民税の寄附金制度が大幅に拡充さ

れ、任意の地方自治体に寄附を行うと、寄附し

た額の一定額について、居住している自治体の

住民税控除が受けられるという、いわゆるふる

さと納税制度がスタートいたしました。本制度

につきましては、ふるさと納税を利用する人

は、利用しない人より安い納税額で居住地の住

民サービスを受けられるため、行政サービスを

受ける住民が税を負担する「受益者負担の原

則」から逸脱するとか、自治体の税務が煩雑に

なるなどの反対意見もあるようでございます

が、地方間格差や過疎などによる税収の減少に

悩む自治体にとりましては、格差是正を推進す

る一方策として有効な制度であると思うのであ

ります。

現在、各自治体で、ふるさと納税の争奪戦が

激化し始めているとの情報もあります。先般、

新聞紙上において、お隣の鹿児島県が昨年末ま

でに765件、計約6,000万円を集めたとの報道も

ありました。東京や大阪の県事務所に合計10名

の専従班を置き、合わせて約50人体制でふるさ

と納税に取り組み、半年で200件以上の会合に出

席、県出身の役員がいる会社など、約400カ所を

訪問したとのことであります。また、鹿児島県

では、原則として、県が一括して寄附の窓口に

なり、広報、事務を肩がわりするのに４割を県

が受け取り、残りを各市町村に配分するとい

う、独特の手法をとっているところでございま

す。

また、ある県や市では、ふるさと納税で寄附

をしていただいた方に、地元の特産品を特典と

して贈呈する制度を設け、寄附集めを推進して

いるようでございます。この手法をとります
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と、地元特産品のＰＲにもつながるわけです

し、まさに一石二鳥ではないでしょうか。宮崎

県におきましても、東京、大阪、福岡など、大

都市には本県出身者が数多くいらっしゃいます

し、その中には、会社役員、元政治家、元官

僚、芸能・スポーツ関係者など、裕福な著名人

の方もいらっしゃるのではないかと思います。

本県出身者でなくても、宮崎を心のふるさとと

思っていらっしゃる方々もおられると思いま

す。何と申しましても、神話の国宮崎は日本の

ふるさとであります。

これは別の話になりますが、また、新聞紙上

で拝見いたしたのでございますが、東国原知事

におかれましては、政治資金パーティーを県外

で開かれるそうで、３月にまず東京で開かれ、

その後、大阪や福岡でも開かれるとのことであ

ります。会費は１人２万円、2,000人が出席する

予定で、4,000万円前後の収入になるとの見通し

でございます。東国原知事の知名度をもってす

れば、2,000人、3,000人の人集めは容易なこと

だと思うのでありますが、個人的な政治活動以

外にも、公務で人集めをやっていただき、ふる

さと納税制度を大都市で推進していただきたい

のであります。東京には知事の友人もたくさん

いらっしゃることだし、知事が国政に転身され

る前に、ぜひお願いをいたしたいものでありま

す。

現在、県では、インターネット上に「ふるさ

と宮崎応援サイト」を設けていらっしゃいます

が、何かインパクトが弱いような気がいたしま

す。

そこで、知事にお伺いをいたします。常々、

地方重視を訴えておられる知事として、このふ

るさと納税制度についてどのように考えてい

らっしゃるのか。今後、鹿児島県並みに専従班

を置いて、ふるさと納税制度の推進を図られる

考えはないのか。また、参考までに、宮崎県に

おけるふるさと納税のこれまでの実績は幾らに

なるのか、御答弁を賜りたいと思います。

次に、肥料対策についてお伺いをいたしま

す。昨年９月には、原油価格高騰対策について

質問させていただきましたが、今回は肥料問題

に絞って質問をいたします。

最近になりまして原油価格は下落しており、

ちょっと安心しているところでございますが、

肥料価格は３年前の1.5倍以上に上昇したままで

あります。燐酸肥料に至っては２倍以上上昇し

ており、今後もさらに上昇する気配さえ見せて

おります。農業にとっては、肥料は絶対不可欠

な資材でありますが、日本では、その原料のほ

とんどを海外輸入に頼っております。特に、燐

酸肥料の原料であります燐鉱石は100％輸入して

おり、その多くを中国に依存いたしておりま

す。現在、アメリカ、中国を初め世界各国が、

食料需要の増大、バイオ燃料の原料という食料

以外の需要の増大に対応すべく、肥料資源の確

保・保護に力を注いでおり、世界最大の燐鉱石

生産国であるアメリカは、既に燐鉱石の輸出を

禁止、中国においても、昨年５月に燐鉱石主要

産地である四川省が大地震に見舞われたことも

あり、今後の自国の農業保護のため、燐鉱石の

輸出関税を100％に引き上げ、実質的な禁輸措置

に踏み切ったところであります。このような状

況を考慮しますと、将来的に肥料価格は上昇の

一途をたどり、日本の農業、宮崎の農業が存続

不可能になる事態が懸念されるのであります。

よく言われますように、農業は、食料を生産

するだけでなく、国土、環境を守るという多面

的な機能を有しておる重要な産業であります。

この機能は、金額に換算しますと、年間で約８
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兆2,200億円にも上ると言われております。その

ためには、基本資材である肥料の安定供給とい

うことが、極めて重要な課題となっているので

あります。このように、肥料の原料のほとんど

を海外に依存していては、安定供給は不可能で

ございます。考えてみますと、県内には肥料の

原料となり得る資源がたくさんございます。全

国有数の畜産県でありますので、牛ふん、豚ふ

ん、鶏ふんが豊富にあります。このように、県

内に豊富にある資源を活用して、宮崎県産の肥

料をつくり、この肥料で宮崎県産の農産物を生

産する体制を整えれば、将来にわたって肥料価

格高騰の心配をしないで済む上に、宮崎県産農

産物の付加価値も上がると思うのであります。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします。

県がリーダーシップをとって、産学官連携のも

と、宮崎県の資源を活用した肥料を製造する研

究並びに肥料製造工場建設を行うことが現在、

喫緊の課題となっていると思いますが、県とし

てどのようにお考えになっておられるのか、御

見解を賜りたいと思います。

次に、食料自給率の向上に関する問題につい

て御意見を賜りたいと存じます。

農林水産省では、食料・農業・農村基本計画

の見直し作業を行っており、現在、先進国中最

下位の39％まで落ち込んでいる食料自給率を50

％に引き上げることを大きな柱にしておりま

す。2009年度の予算案でも、この食料自給率の

向上のための事業に予算を集中させているとこ

ろでございます。特に自給率の低い品目は、麦

類、豆類でありまして、小麦が14％、大麦、裸

麦が９％、大豆に至っては５％であります。本

県におきましても、これらの作物は作付面積が

年々減少しており、麦類は、昭和50年に5,970ヘ

クタールあったものが、平成18年にはわずか63

ヘクタールに落ち込んでおります。大豆は、平

成元年が1,510ヘクタールあったものが、18年に

なりますと457ヘクタールで、落花生を見てみま

すと、平成元年が676ヘクタールあったもの

が、18年はわずかに61ヘクタールとなっており

ます。

昭和40年代後半から50年代には、豆類や麦類

の全国共励会におきまして、落花生で田野町や

高鍋町の個人が、大豆では高原町の集団が、そ

して麦ではえびの市の集団が、表彰を受けた実

績があるやに聞いております。当時、県としま

しても、落花生は輪作体系の有益な作物とし

て、また、大豆、麦は水田転作作物として、盛

んに奨励されたことを覚えております。私の住

んでおります清武町におきましても、残暑の

中、泥まみれになりながら、落花生の収穫作業

をされている農家の方々を、あちこちで見かけ

たものでございます。私もその１人でございま

した。その後、中国からの輸入増加による国産

落花生の価格低迷、転作奨励金の減額、また麦

の収穫期が梅雨期と重なることによる品質・収

量の低下など諸般の事情により、これらの作物

は、先ほど申し上げましたように、作付面積が

大幅に減少してきたところであります。

しかしながら、ここにきて、穀物をめぐる情

勢が変わってきたのでございます。中国やイン

ドなどの発展途上国の経済発展による食料需要

の増大、バイオ燃料の原料という食料以外の需

要の増大、穀物主要輸出国での輸出規制の実施

などにより、３年ほど前から穀物の価格が上昇

傾向にあるのでございます。日本は、世界最大

の食料輸入国でありますが、将来、思うように

食料を輸入できるかどうかは保証されておりま

せん。かような状況を踏まえ、国としては、食

料自給率の向上を重要課題に位置づけておるの
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であります。同様に、県としても、食料自給率

向上のための諸施策を講じる必要があるのでは

ないでしょうか。先ほど述べましたように、落

花生は、連作障害を回避するための有効な畑作

物であります。里芋、カンショなどの連作障害

防止策として、再度、落花生の振興を図るべき

ではないでしょうか。

また、小麦につきましては、平成15年に国の

試験場が育成したミナミノカオリというわせの

パン用硬質小麦が、福岡、熊本、大分県などで

奨励品種になっており、栽培面積がふえている

とのことでございます。インターネット上で

も、純国産パン用小麦粉として、このミナミノ

カオリが多く販売されているようです。従来の

小麦よりも成熟期が早いということで、梅雨期

前に収穫できるのではないかと思っておりま

す。さらに、水稲の収穫機械、乾燥施設が利用

できるため、新たな投資は必要ありません。農

業機械の有効活用のためにも、本県の普通期水

稲地帯で再度、黄金の麦畑を復活させるべきで

はないでしょうか。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします。

県として、食料自給率向上対策としてどのよう

な対策を講じられるのか。また、落花生、小

麦、大豆の作付拡大を振興させる考えはないの

か、明快な答弁をお願いいたします。

続きまして、葉たばこの振興についてお伺い

をいたします。

先般、新聞紙上で、15年連続全国一を誇って

いた宮崎県の葉たばこ作付面積が熊本県に抜か

れ、２位に転落するとの記事が掲載されまし

た。３年連続の台風、長雨の被害に加えて、資

材・燃料代の高騰が追い打ちをかけ、生産をや

める農家が相次いでいるとのことであります。

葉たばこは、機械化作業体系が進んでおり、本

県の土地利用型作物の基幹品目として、重要な

位置を占めております。平成18年の農産物産出

額を見てみますと、第８位の77億円となってお

ります。私の住んでおります清武町、お隣の田

野町におきましては、葉たばこと漬物大根を組

み合わせた作付体系が確立されており、大規模

農業が営まれております。また、国富町は全国

一の産地であり、この３町におきましては、葉

たばこは、常に農業産出額の１位から３位を占

めている重要な作物であります。

しかしながら、新聞報道にもありますよう

に、依然として、燃料・資材代の負担などの増

加が葉たばこ生産農家の経営を圧迫しており、

このままでは葉たばこの生産は減少の一途をた

どることが懸念されます。県として、葉たばこ

経営の安定と日本一の産地としての確固たる地

位を維持するため、病害虫対策の拡充、機械導

入経費、肥料等資材費の助成などの対策を打ち

出すべきではないかと思っております。宮崎に

かわって日本一になる熊本県では、既に葉たば

こ振興のための県単独事業を立ち上げているよ

うでございます。なお、製品のたばこを取り巻

く状況も、分煙化の推進などで年々厳しくなっ

ており、たばこの増税論議もたびたび頭をもた

げております。私ども愛煙家といたしまして

は、心の中では「年間のたばこ税は２兆3,000億

円にもなるのにな」とつぶやきながら、肩身の

狭い思いでたばこに火をつけ、たばこ税増税の

行方を心配しているところでもございます。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします。

県ではこれまで、葉たばこ振興策としてどのよ

うな対策をとってこられたのか。さらに今後、

葉たばこの振興策としてどのような対策を講じ

られるおつもりか、御答弁をお願いいたしま

す。
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なおまた、総務部長にお尋ねいたします。本

県には、都道府県たばこ税は幾ら交付されてい

るのか。あわせて、市町村たばこ税は幾ら交付

されているのか、直近年度の推移をお聞かせい

ただきたいと存じます。

次に、千切り大根の振興策についてお伺いを

いたします。

今年は、千切り大根が史上初と言っていいほ

ど高値でありました。千切り農家も満足いたし

ておるところでもございます。本県は、冬の日

照時間が全国一であり、沿岸部では雪が降るこ

ともまずないため、古くから冬作物として、国

富町、清武町、田野町を中心に、千切り大根が

生産されてまいりました。特に国富町では、町

が中心となり、農業構造改善事業を初め各種補

助事業を活用して、10数年前に千切り大根の小

袋詰め機械、竹割り機械、簾竹編み機械などの
す だ け

整備を行い、清武町を抜いて千切り大根日本一

の座を確立したところであります。

御存じのように、千切り大根は、冬の季節風

―清武町、田野町では「鰐塚おろし」と申し

ておりますが―を利用して自然乾燥させる、

環境に優しい自然健康食品であります。貯蔵も

ききますし、災害時の非常食にもなります。私

どもがまだ少年時代には、千切りを載せた貨物

列車が、宮崎から雪国の北海道へ何台も運行し

ていたことを記憶いたしております。冬、雪の

降らない宮崎でしかできない農産物であり、ま

さに宮崎を代表する農産物の一つであると思い

ます。

千切り大根は、乾燥させる資材も自然の竹を

割って編んだ簾竹を使いますし、屋外での自然

乾燥ですので、比較的経費のかからない作物で

あります。さらに、漬物大根とは違って、高い

やぐらに上がることもないため、定年退職され

たぐらいの年齢の方でも取り組める作物であり

ます。現実に、清武町、田野町、国富町におき

ましても、若い人は漬物大根、比較的高齢の方

は千切り大根に取り組むといった仕分けができ

ておるのであります。農家の高齢化につきまし

ては、折に触れ取り上げられる問題であります

が、現在、千切り大根を生産している農家も高

齢化が進んでおります。同様に、簾竹も高齢化

しており、更新の時期に来ております。宮崎の

名産品である千切り大根を永遠に残していくた

めには、県としても、何らかの対策を講じる必

要があるのではないでしょうか。

その一つとして、まず、優先的に取り組むべ

き問題は、県主導のもと、農協あるいは民間企

業と連携して、簾竹を製造し、安値で農家に提

供するような体制を整えることではないかと

思っております。また、県では、知事が率先し

て、定年退職された都会の方を宮崎に呼ぼうと

いう運動を行っておられますが、これらの方々

に千切り大根の生産を勧めてはいかがでしょう

か。当然、初めて取り組むには、大根洗い機や

大根切り機など資材購入費が必要となります。

このためにも、何らかの財政支援を行う必要が

あろうと思っております。

そこで、農政水産部長に御質問いたします。

千切り大根の振興策の一つとして、千切り大根

で使用する簾竹を安値で農家に提供することは

できないか、お尋ねをいたしたいと思います。

次に、鳥獣による農作物への被害対策につい

てお伺いいたします。

近年、シカ、イノシシ、猿、カラス、ヒヨド

リなど、野生鳥獣による農作物への被害が拡大

しており、特に山間の農村では、その対策に苦

慮しておるところであります。私の家の近くで

も、収穫間近のスイートコーンを猿やカラスに
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食べられ、収穫が半減したとか、最近では、白

菜、キャベツをヒヨドリに食べられ、収穫皆無

になったとの農家の人の話を耳にいたしており

ます。平成19年度の「野生鳥獣による都道府県

別農作物被害状況」を見てみますと、本県で

は、鳥獣類による被害面積が1,330ヘクタール、

被害金額は１億8,783万円となっており、18年度

と比較しますと、被害面積は225ヘクタール減少

しているものの、被害額は3,754万円増加してお

ります。さらに、国の資料を見ますと、野生鳥

獣の生息分布域が全国で拡大しており、有害鳥

獣の捕獲数は10年前に比較してふえているにも

かかわらず、農作物の被害金額は全国ベースで

約200億円と、高どまりをいたしているところで

あります。

農家の方も、鳥害防止網やてぐすなどを張っ

たり、侵入防止さくを設置したりして、被害防

止に努力しておられますが、これらの自衛策だ

けでは、もう限界に来ているのではないでしょ

うか。県といたしましても、広域的な侵入防止

さくを設置するとか、県主導による有害鳥獣の

定期的な捕獲などの対策を講じる必要があるの

ではないかと思います。あす収穫しようと思っ

ていたスイートコーンやキャベツなどが、カラ

ス、ヒヨドリに食べられた農家の気持ちを察し

てみてください。このような野生鳥獣による被

害は、農家の所得減少はもとより、営農意欲の

減退をもたらすなど、農山村の暮らしに深刻な

影響を与えているのであります。

そこで、農政水産部長並びに環境森林部長に

お伺いいたしたいと思います。本県における鳥

獣害防止策として、現在どのような対策がとら

れているのか、また、今後どのような対策を講

じられるのか、御答弁をお願いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

いわゆるふるさと納税制度についてでありま

す。本県では、「ふるさと宮崎応援寄付金」と

名づけ、宮崎をふるさとと考えていただける皆

様に、さまざまな施策を応援していただこう

と、広く寄附をお願いしているところでありま

す。ふるさと納税制度は、ふるさとに貢献した

い、応援したいという納税者の思いが生かさ

れ、地方の活性化につながるものと期待されて

おりますので、一定の評価をしているところで

あります。しかしながら、地方の財政力格差を

抜本的に解消するためには、地方消費税の充実

や地方交付税の持つ財政調整機能の充実などが

必要であると考えております。

ふるさと納税制度による寄附は、基本的には

寄附される方の自発的な意思に基づくべきもの

だと考えておりまして、コストの面も考慮しま

すと、専従班の設置など新たな人的・財政的措

置等については、今のところ考えておりませ

ん。私といたしましては、今後とも、あらゆる

機会をとらえて、全国の皆様に本県の魅力を発

信するとともに、「宮崎を応援したい」「宮崎

に寄附しよう」と思っていただけるような県づ

くり、機運の醸成に取り組んでまいりたいと考

えております。なお、寄附金の受入額につきま

しては、本年１月末時点で33件、826万7,000円

となっております。以上です。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

たばこ税の税収の推移についてでございま

す。直近、過去３カ年の決算が出ている数字で

申し上げますと、県のたばこ税が、平成17年

度23億2,000万円余、18年度が23億7,000万円
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余、19年度が23億5,000万円弱ということになっ

ております。一方、市町村のたばこ税につきま

しては、17年度が71億4,000万円余、18年度が72

億8,000万円弱、19年度が72億円余ということに

なっております。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

鳥獣害防止対策の現状と今後の取り組みにつ

いてであります。環境森林部ではこれまで、野

生鳥獣による被害を防止するため、有害鳥獣捕

獲班への助成などによる捕獲対策を中心に取り

組んでいるところであります。特に猿につきま

しては、平成19年度から、野生猿特別捕獲班へ

の助成額の拡充や、捕獲用わなの購入助成など

により、捕獲の強化を図っております。また、

今年度から、シカにつきましては、市町村と共

同で、有害鳥獣捕獲したシカ１頭当たり5,000円

を助成する事業を行うとともに、イノシシにつ

いても、狩猟期間を１カ月延長するなど、さま

ざまな捕獲強化に取り組んでいるところであり

ます。さらに、今後は、シカ捕獲の一層の強化

を図るとともに、市町村が行う有害鳥獣捕獲に

つきまして、農作物の被害を未然に防止するた

め、収穫前にあらかじめ捕獲ができます予察制

度の積極的な活用を促進するなど、市町村や関

係機関と連携し、より効果的な被害防止対策に

努めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、畜ふん等の資源を活用した肥料製造

等についてであります。本県では、家畜排せつ

物や農産物残渣等のバイオマス資源を有機質肥

料として活用しておりますが、化成肥料として

高度利用することも重要であると認識しており

ます。現在、国内肥料の価格高騰を背景に、本

県においては、県内２カ所の鶏ふん発電所から

発生する焼却灰に、燐酸、カリウムが含まれて

いることから、化成肥料の原料として、県内外

の肥料製造工場等に販売されております。ま

た、ＪＡ宮崎経済連では、既にプラントを建設

し、昨年10月から粒状化した焼却灰を活用して

安い製品を製造・販売するなど、園芸部門等の

コスト低減に貢献しているところでございま

す。さらに、民間と宮崎大学との間で、焼却灰

から燐成分を抽出する共同研究等も進められて

おり、資源循環の観点から大きな期待が寄せら

れております。県におきましては、これらの取

り組みと連携を図りながら各種支援等を行って

おり、今後とも資源循環型社会の構築に向けた

取り組みを推進してまいりたいと考えておりま

す。

次に、食料自給率向上対策等についてであり

ます。本県は、米、畜産、野菜等を中心に、暖

地特性を生かした農業生産を展開しております

が、世界的な食料危機への懸念や、配合飼料価

格の高騰等の現状を踏まえると、安全・安心な

農畜産物の生産拡大や家畜飼料の自給体制の強

化等は、食料供給県として果たすべき重要な役

割であると認識しております。このため、食料

や配合飼料などの輸入依存度を低減し、国全体

の自給率向上に貢献できるよう、農地の面的利

用集積による業務用野菜等の生産拡大、食品残

渣等のエコフィードの活用、水田のフル活用に

よる飼料用米や米粉の生産拡大などに、積極的

に取り組むこととしております。また、麦、大

豆や落花生につきましては、加工・業務用の需

要増加が見込まれる中で、農地の有効利用や所

得向上の観点からも、生産振興を図ることは重

要であると考えております。県といたしまして

は、需要に応じた契約栽培を基本に、新たな品
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種の栽培適性や作付体系等の検討とあわせ、国

の制度等も活用しながら、生産拡大に取り組む

農家を支援してまいりたいと存じます。

次に、葉たばこの振興策についてでありま

す。葉たばこは、御指摘のとおり、土地利用型

の基幹作物として大変重要であり、これまでも

県単独事業等により、共同乾燥施設の整備や農

家における機械の導入等を支援してきたところ

であります。しかしながら、近年、気候変動や

病害の発生等により、３年連続で収量・品質が

低下するなど、葉たばこ農家の経営は大変厳し

い状況にあると認識しております。このため県

としましては、関係団体と密接に連携し、個々

の農家の実態調査を行うとともに、生産安定に

向けた篤農技術の普及や、省力・低コスト化の

推進を図り、農家経営の安定に努めているとこ

ろであります。また、特に重要な疫病対策とし

て、ことし２月にアグリマイシン100水和剤が使

用可能となったことから、その適正使用につい

ても、農家への周知を図っていくこととしてお

ります。これらの取り組みを通じて、葉たばこ

の収量・品質の安定化を図り、農家の生産意欲

を高め、葉たばこ生産日本一の産地づくりを目

指してまいりたいと存じます。

次に、千切り大根の振興策についてでありま

す。本県の千切り大根は、全国一の生産額を誇

り、その原料となる加工用大根は、冬場の貴重

な露地野菜であり、早期水稲や葉たばこの裏作

としても、その生産振興は重要と考えておりま

す。このため県といたしましては、生産の省力

化やコスト削減を図るため、県単独事業等によ

り、加工用大根の生産から加工までの機械施設

等の導入を進めているところであります。今後

とも、需要に応じた生産を基本に、なお一層の

コスト削減や品質向上を図りながら、安全・安

心な日本一の産地として、生産振興を図ってま

いりたいと考えております。

最後に、鳥獣害防止対策の現状と今後の取り

組みについてであります。農政水産部では、有

害鳥獣による農作物の被害実態に応じた防護対

策を中心に取り組んでいるところであります。

猿については、出没マップの作成や発信機等を

利用した追い払い体制の整備、圃場周辺の緩衝

地帯設置など、各地域の主体的な取り組みを支

援するとともに、モンキードッグなどの新しい

猿害防止技術の実証にも取り組んでいるところ

であります。また、その他の鳥獣については、

侵入防止ネットや電気さくなどの被害防止施設

等の導入を支援しております。今後は、鳥獣被

害防止対策は全県的な取り組みが効果的である

ことから、昨年施行された法律に基づく「市町

村被害防止計画」の作成をさらに促進するとと

もに、国の制度等も活用しながら、有害鳥獣の

被害防止に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○河野安幸議員 前向きな答弁、まことにあり

がとうございました。

農政水産部長にお伺いしたいんですが、私は

先日、都城の南国興産に行きまして、約２時間

余り研修をさせていただきましたが、畜産廃棄

物・副産物を処理し、豊富な有機肥料を製造さ

れております。なおまた、鶏ふんを焼いて発電

をされておりますが、その焼き灰には燐酸が20

％、カリが18％含まれていると伺いまして、本

当に感心いたしたところでございます。話によ

りますと、農政水産部長もおいでいただいたと

いうことでございますが、宮崎県の農政のトッ

プである部長として、南国興産を見られてどう

思われたか伺いたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県内には、家
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畜排せつ物を初め、食肉・食鳥処理施設や水産

加工場等から出ます副産物を高度処理し、ペッ

トフードや肥料、さらにはエネルギー化してリ

サイクルする施設が数カ所ございます。南国興

産もその一つでございますが、これらの施設

は、持続可能な資源循環型産業を支える重要な

施設であると認識しております。農水産業の安

定的発展はもとより、地域経済の活性化や雇用

の場としても、大きく貢献していただいている

ところでございます。今後とも、これらの施設

との連携を図りながら、本県の農水産業のさら

なる振興に努めてまいりたいというふうに考え

ております。

○河野安幸議員 国道269号清武町正手交差点の

改良について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

正手交差点は、高岡郡司分線、清武停車場線

が交わる交差点でありまして、非常に混雑して

おり、269号線が激しい渋滞を起こしておりま

す。現在、コカ・コーラの跡地が空き地になっ

ております。今なら用地の確保もできると思っ

ております。そこで、清武停車場線に入る左折

帯はできないか、住民の要望でありますが、県

土整備部長の前向きな答弁をお願いいたしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 県におきまし

ては、宮崎市中心市街地及びその周辺部の渋滞

対策として、バイパスの整備などに取り組んで

いるところでありまして、近年では、国道269号

天満バイパス、県道宮崎西環状線北川内工区を

初め、昨年７月には、国道269号加納バイパスを

完成供用したところであります。御質問の正手

交差点付近につきましては、加納バイパス開通

後の周辺道路を含めた交通量調査の結果、周辺

の道路からバイパスに交通量が転換したこと

で、交通量が増加したのではないかと判断いた

しております。したがいまして、県としまして

は、厳しい財政状況の中ではありますが、国

道269号正手交差点付近の交通の分散化を図るた

め、現在、県道宮崎北郷線の中野工区、城ヶ崎

清武線の岩切工区、及び学園木花台本郷北方線

の東宮工区、以上３つの工区の早期完成に取り

組んでおりますので、これらの整備効果を検証

しながら、正手交差点の改良の必要性について

検討してまいりたいと存じます。

○河野安幸議員 次に、清武町の八重川でござ

いますが、八重川のしゅんせつについて、県土

整備部長にお伺いいたしたいと思います。

八重川は、加納地区の真ん中を流れておる一

級河川であります。川の中に泥がつき、雑草が

はびこり、景観が悪くなっておるのでございま

す。子供の通学道路でもありますし、大坪前川

との合流地点も大雨のときの洪水も心配される

ところでございます。そこで、八重川のしゅん

せつはできないものか、県土整備部長の前向き

な答弁をお願いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 八重川につき

ましては、土砂の堆積が確認されました国道220

号の両国橋下流600メーター間につきましては、

３月中旬には除去工事に着手する予定でありま

す。ただ、御質問のありました清武町内の区間

につきましては、局所的な堆積は見られるもの

の、全体的にはむしろ河床低下の傾向と判断い

たしております。また、河川周辺の環境整備に

つきましては、パートナーシップ事業あるいは

ボランティア制度を活用して、草刈りや河川清

掃など、地域の皆様の御協力を得ながら、今後

とも、河川周辺の景観あるいは環境の維持に努

めてまいりたいと存じます。

○河野安幸議員 この八重川につきましては、

平成21年３月２日(月)



- 221 -

堤防を町道として使用させていただいており、

子供の通学路でもございますが、これは上１メ

ーターは、町が草刈りをして環境整備に取り組

んでおるところでございます。その下のほう

は、恐らく県にしていただくものと私は思って

おりますが、県土整備部長はどういうお考え

か、もう一回、お聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 確かに、河川

内の繁茂しております草につきましては、地元

の皆さんでというのも大変なこととは思ってお

ります。一方で、河川内につきましては、いわ

ゆる水生生物の生息という意味合いでは、そう

いった草も必要かなとも思っておりますし、今

後また研究させていただきたいというふうに思

います。

○河野安幸議員 わかりました。県土整備部の

対応に期待をしながら、私の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後３時44分散会
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