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平 成 2 1 年 ２ 月 2 5 日 ( 水 曜 日 )

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 ）
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◎ 議案第63号から第72号まで追加上程

○坂口博美議長 ただいまの出席議員44名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第63号から議案

第72号までの送付を受けましたので、これらを

日程に追加し、議題とすることに御異議ござい

ませんか。〔巻末参照〕

〔「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

ように決定をいたしました。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の概要について御説明申し

上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

国におきましては、生活対策及び生活防衛の

ための緊急対策を受けた補正予算が１月27日に

成立したところであります。本県といたしまし

ては、国の取り組みに先立ち、１月補正予算に

おいて、公共事業を中心に幅広い分野にわたっ

て経済・雇用緊急対策を展開しているところで

ありますが、今般、さらに国に呼応した補正予

算を編成し、さきに提案しております平成21年

度当初予算と一体的に実施することにより、切

れ目のない対策を講じることとしたところであ

ります。

まず、議案第63号「平成20年度一般会計補正

予算（第５号）」であります。補正額は215

億5,562万7,000円であります。この結果、平

成20年度の一般会計歳入歳出予算規模は5,749

億2,645万3,000円となります。その主なものと

しては、国からの臨時的な交付金をもとに新た

に設置する宮崎県地域活性化生活対策基金ほか

５つの基金、及び既存の１基金への積み立ての

ほか、介護福祉士等の養成・確保を図るための

修学資金の貸与など、いずれも国の補正予算に

関連するものであります。なお、これに要しま

す一般会計の歳入財源は、国庫支出金21 1

億5,928万9,000円、繰入金３億9,633万8,000円

であります。

次に、議案第72号「平成21年度一般会計補正

予算（第１号）」であります。補正額は23

億9,928万1,000円であります。この結果、平

成21年度の一般会計歳入歳出予算規模は5,649

億3,728万1,000円となります。今回の補正は、

ただいま御説明いたしました基金を活用し、県

及び市町村において、雇用・就業機会の創出を

図るための経費を措置するものであります。そ

の主なものとしては、緊急雇用創出事業臨時特

例基金を活用するものが13事業の９億円余、ふ

るさと雇用再生特別基金を活用するものが14事

業の14億8,000万円余であります。

以上、平成21年度一般会計補正予算の概要に

ついて申し上げましたが、これに要します一般

会計の歳入財源は、財産収入1,245万円、繰入

金23億8,683万1,000円であります。

次に、特別議案の概要についてであります。

議案第64号から第67号、議案第69号及び第70

号は、宮崎県地域活性化・生活対策基金ほか５

つの基金の設置について、地方自治法の規定に

基づき条例を制定するものであります。

議案第68号「宮崎県障害者自立支援対策臨時

特例基金条例の一部を改正する条例」は、国の

補正予算において、本基金を延長し積み増すた

平成21年２月25日(水)
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めの交付金が措置されたことから、失効期限の

延長や対象事業の追加等を行うための条例の改

正であります。

議案第71号は、主要地方道稲葉崎平原線道路

受託事業安賀多橋上部工工事の請負契約につい

て、議会の議決に付すべき契約に関する条例の

規定に基づき、議会の議決に付するものであり

ます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまから代表質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表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、自由民主党、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。自民党の中村幸一でありま

す。自民党を代表して、ただいまから代表質問

をさせていただきます。

まずは、知事、教育長にお礼を申し上げたい

と思います。第１は、泉ヶ丘高校に中高一貫教

育校が平成22年４月に開校することになったこ

とであります。五ヶ瀬の中高一貫教育校ができ

たときに、私ども都城あるいは県南の議員は、

こぞって、県南にも中高一貫教育校をつくるべ

きということを申し上げておりました。おくれ

ばせながら、やっと取り上げていただきました

ことに感謝申し上げたいと思います。

それから、特別支援学校高等部設置事業であ

ります。知事や教育長に、お母さん方あるいは

父兄の皆さんと何回となく陳情にお伺いをいた

しました。父兄の、お母さん方の切実な願いを

早速実現していただき、22年度から、みなみの

かぜ支援学校、都城きりしま小林支援学校、日

向ひまわり支援学校、児湯るぴなす支援学校

と、順次高等部を設置することになりました。

スピード感を持って対処していただいたことに

厚く御礼を申し上げる次第であります。きょう

はまた、ここで見ますと、支援学校の皆さん方

もお見えになっております。心からお喜びのこ

とと思います。

通告に従い、順次質問をさせていただきま

す。

初めに、知事の政治姿勢についてでありま

す。

さて、アメリカでは１月20日、民主党のオバ

マさんが44代アメリカ大統領に就任されまし

た。昨年11月定例議会の一般質問で私は、アメ

リカの民主党政権下では、日本は、過去、本当

に理不尽な目に遭ってきているということを申

し上げました。さて、オバマ政権は今後、対日

外交をどのようなスタンスで来るのか、非常に

気にかかります。今月16、17日、クリントン長

官が世界の中で一番最初に我が日本にやってま

いりました。オバマ大統領と選挙戦を戦ってい

るときの厳しい顔と違って、あの柔和な顔を見

ましたときに、クリントンさんのしたたかさ、

アメリカ外交のしたたかさを強く感じたところ

でありました。私は、クリントン長官が夫であ

る元大統領のように頭越しの中国外交をせず

に、まず日本に来たということ、そして24日に

麻生総理大臣とオバマさんとの会見をセットし

たということは、これは容易ならぬことになっ

たなと思ったところであります。このようなお

平成21年２月25日(水)
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土産を持ってきて、麻生総理と会わせた上で応

分の対価を払わせるんじゃなかろうかと思った

ことでありました。この辺まで書いておって、

まさしく、そのとおりでありました。日本側か

らはアメリカと重層的な関係を築くということ

と、アフガニスタン、パキスタンについては応

分の支援をしてほしいということでありまし

た。特にアフガニスタンにつきましては、イン

フラの整備等もやっていただきたいということ

をオバマさんが言っております。日本のお人よ

し外交、また、のうてんきな外交で、したたか

にアメリカが圧力をかけてくるのではないかと

いうふうな気がしております。知事はアメリカ

のオバマ政権に対してどのように感じていらっ

しゃるか、まずお伺いをいたしておきます。

先日、ある家庭を訪問したところ、後でお見

せしますが、山中貞則先生の「ことだま」とい

う小冊子が飾ってありました。山中先生は25歳

で鹿児島県議、６年後、31歳で衆議院議員に当

選された方で、大臣経験とともに、税制調査会

最高顧問として有名でありました。また、消費

税導入も山中先生でありました。病に倒れなけ

れば当然総理になっておられたでしょう。平成

３年の後援会―平成３年といいますと、ちょ

うど私が県議に当選したときでありますが―

そのときに、このようなことが後援会誌の冒頭

のところに書いてあります。「さて、現在の日

本の政界の状態を何とお考えでしょうか。はっ

きり言って、何とだらしない姿であるか。「こ

のばかども」と大声で叫びたい。「政治は最高

の道徳である」と私は言い続けている。このま

ま推移すれば、自民党の国会議員たちは、想像

もできない、国民の厳しい鉄槌を受け、政権を

失う羽目に至る」、こう書いてあります。平成

３年でありますから、細川内閣に移行したと

き、そしてこのとき、今の事態までも予見され

ていたのではないかなというふうに思うわけで

あります。また、息子さんがいらっしゃったん

ですが、自分の息子に禅譲せずに、後継者を指

名してこの世を去られました。

今、日本の国会の様相は目を覆うものがあり

ます。日本人のために、日本の国のために、日

本をどうすべきか論ずることなく、ただただ政

権交代だけの賛成反対、本当に嘆かわしい限り

であります。策を打とうにも打てない状況にあ

ります。今すぐ手を打たなければならないこと

もあります。それすらできません。

例えば、無政府状態が続くアフリカ東部のソ

マリア海域周辺に海賊が出没して、2008年には

前年比2.5倍の111件の海賊事件が起きました。

日本関係の船舶も年間2,000隻がここを航行して

おりまして、まさしく日本の生命線でありま

す。そして、2008年、日本の船舶３隻が被害に

遭いました。現在、10カ国以上が国連の呼びか

けによって軍艦等を派遣しているのであります

が、日本は、いまだに派遣に至っておりませ

ん。２月22日の新聞では、海賊行為への対処等

に関する法案を３月上旬に国会に提出すること

になっております。新法では、保護の対象は日

本の船舶はもとより外国船を含めた全船舶。正

当防衛や緊急避難、海賊行為を制止するために

武器使用を容認する。集団的自衛権も容認され

たわけであります。ごく当たり前のことが決ま

りそうでありますが、このような自国の国益を

守るための行動に反対する、どこかの党首もお

るわけでありますから、何とこの国は狂ってい

るのであろうかとしか言いようがありません。

２世、３世の坊ちゃん政治家が本当に日本をお

かしくしているのではないか、このように思い

ます。現在の国政について、知事はどのような
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見解をお持ちか、お伺いをしたいと思います。

知事が４年の任期を折り返されました。全国

に宮崎をアピールした効果は、まことに大であ

ります。今後は、この宮崎ブームを一過性で終

わらせず、定着させることが重要であります。

知事は定例記者会見などの場で、任期３年目を

起承転結の「転」と位置づけて県政運営を行う

という旨の発言をされました。「転」という言

葉を聞くと、まさか転身の「転」、またぞろ国

政への「転」じゃないかと勘ぐってしまいま

す。11月定例議会で私は知事に、「チャンスが

あれば県民に説明責任をして国政に行けばいい

じゃないですか」、このように申し上げまし

た。しかし、これは今回、取り下げたいと思い

ます。なぜならば、今度解散が行われ、どのよ

うな政権になるかわかりませんが、短命である

でしょう。安保問題、普天間基地、消費税、こ

のようなことが噴出したら、まさしく新しい政

権は一発で吹っ飛ぶでしょう。政界再編が行わ

れたときに、チャンスが知事にめぐってくると

思うので、今はひたすらに県政に打ち込み、転

身でなく、宮崎県を好転させるの「転」にして

ほしいと思いますが、知事の見解をお聞かせく

ださい。

次に、平成21年度の予算編成についてであり

ます。

100年に一度と言われる世界的恐慌の中で、本

県の雇用・経済対策等、景気対策重視の予算編

成で８年ぶりの増額予算であります。一般会

計5,625億3,800万円、雇用創出等の対策に新規

・改善15事業に34億円を充てております。そし

て、財政課所管の４基金から240億円余を取り崩

して、09年度末の基金残高が161億円余に減少す

ることになる厳しい予算編成になっておりま

す。今回、代表質問でもあり、予算を丹念に調

査させていただきました。執行部の努力を高く

評価するものであります。そこでお伺いします

が、一番腐心した予算の内容はどこであった

か、知事にお尋ねをいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から質問させていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

オバマ政権についてであります。不安定な世

界秩序、世界的な金融危機と景気後退など、ま

さに問題山積、大変な難局にありまして、アメ

リカのみならず世界のかじ取りを担う困難さ

は、想像を絶するものであります。そうした中

で、オバマ政権にあっては、当面の最優先課題

である景気対策法案を成立させるなど、着実に

取り組みを進めておられます。今後は、国際社

会の平和と安定や、国際経済・金融システムの

安定化等について、我が国に対し相応の役割分

担を求めてくるのではないかと考えておりま

す。これから世界は多極化に向かうでしょう

が、世界経済におけるアメリカの存在感は、ま

だまだ大きいものがあります。我が国経済、ひ

いては本県経済の回復を図る上でも、アメリカ

経済の動向は大きな関心事でありますことか

ら、オバマ大統領による政権運営に注目してい

るところであります。

続きまして、国政についてであります。現在

の国政の状況は、国民不在、混迷のきわみにあ

り、国会の議論が膠着化している間に、景気や

雇用はますます悪化している状況であります。

各政党が、自己の利益やお互いの立場、メンツ

ばかりを前面に出し、不毛な主張を繰り返して

いる場合ではなく、また不適切な言動により、

これ以上、政治に対する国民の期待を損ねては
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ならないと考えております。国政を担う方々に

は、まじめに働く、誠実に暮らす国民のことを

まず第一に考え、与党と野党の枠を超えて協力

すべきは協力し合って、国政を進めていってい

ただきたいと思っております。

続きまして、起承転結の「転」についてであ

ります。御案内のとおり、私は、本県を取り巻

く厳しい現状を十分認識し、任期４年の折り返

し点となることしを、「転」の年と位置づける

ことといたしました。すなわち、今を「転機」

ととらえ、旧態依然としたスタイルを「転換」

し、山積する諸課題一つ一つが「好転」するよ

う、新たな展開を図ってまいりたいと考えてお

ります。これまでの２年間の経験の上に立ち、

県民の皆様が希望の持てる、新しい宮崎の実現

を目指して、引き続き、全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

予算編成についてであります。平成21年度予

算の編成におきましては、雇用創出・就業支援

対策などの４つの施策を中心に、重点的な措置

を講ずることとしたところでありますが、その

過程においては、やはり財政規律の保持との調

和をいかに図るかという点が最重要課題であり

ました。収支不足額は、県税収入の落ち込みや

社会保障関係費の増などにより、さらに拡大す

るなど、厳しい財政状況でありましたが、行財

政改革大綱2007の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の確保等

に取り組むなど、財源捻出に努めたところであ

ります。結果として、財政調整のための基金か

ら約240億円を取り崩しての予算編成となりまし

たが、現下の厳しい経済・雇用情勢への対応な

ど、本県が直面する喫緊の課題に積極的に取り

組むための予算を編成することができたものと

考えております。〔降壇〕

○中村幸一議員 次に、雇用対策としてのワー

クシェアリングについてであります。

宮崎労働局の調査では、県内で昨年10月から

今年３月までに失業または失業する見通しの非

正規労働者数が1,530人にも上ると言われており

ます。そのような中で、今、仕事を分け合って

雇用を創出するワークシェアリングが各企業や

労働団体で検討されております。また、橋下大

阪府知事は、府と43市町村で、ワークシェアリ

ングの導入によって職員の残業時間を短縮し、

不要になった残業手当を新規雇用約4,000人分の

財源に充てるということを提案されています。

雇用の確保を図るとともに、企業に対してもワ

ークシェアリングを進めるように指導する考え

はないか、商工観光労働部長にお伺いをいたし

ます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

御質問ございましたように、本県の雇用情勢は

非常に厳しい状況にございまして、働く場の確

保とか就業支援の対策が急務となっておりま

す。このため県といたしましては、宮崎労働局

と共同で、雇用確保につきまして事業主団体に

要請を行いますとともに、助成率等の拡充され

ました雇用調整助成金の積極的な活用につきま

して周知を図るなど、働く場の確保や就業支援

に努めているところでございます。

ワークシェアリングにつきましては、雇用の

維持創出の観点から、有効な手法の一つである

と言われておりますけれども、労使双方の理解

と合意が不可欠であるということなど、さまざ

まな議論が国レベルにおいてなされているとこ

ろであります。県といたしましては、今回提案

いたしております、ふるさと雇用再生特別基金

等を活用して、新たな雇用創出に努めますとと

もに、宮崎労働局と十分連携しまして、安定し
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た雇用の確保が図られるように努めてまいりた

いと考えております。

○中村幸一議員 次に、地方分権、道州制を踏

まえた地域振興についてであります。

道州制ビジョン懇談会では、おおむね10年後

に道州制の導入を目指すという中間報告を発表

し、平成21年度中に最終報告を取りまとめる予

定と聞いております。知事は、先日宮崎市で開

催された道州制シンポジウムで対談された折、

「140年前に実施した廃藩置県の面積と人口割り

は、人馬が動く距離、時間というものが物差し

になった」と言われておりました。「情報や交

通の高度化、高速化が飛躍的に発展した現在に

はそぐわない。この統治システムは変えなけれ

ば日本は衰退する。霞が関が司令塔では地域の

ニーズにこたえることはできない」とおっしゃ

いました。私もそのとおりだと思います。明治

維新後140年過ぎた中央集権国家の役割は終わっ

た。今や我が国を取り巻く環境は大きく変わ

り、柔軟性を欠き、制度疲労を起こしておりま

す。明治維新の廃藩置県に匹敵する廃県置州と

も言うべき道州制を導入し、今後、地方ででき

ることは地方がやる。国は外交や防衛などの仕

事に専念する。知事も、就任以来、足かせ手か

せのがんじがらめで、知事とはこんなはずでは

なかったと、違和感を感じておられるのではな

いかと思いますが、知事は地方分権や道州制に

ついてどのように考えておられるか、基本的認

識についてお伺いをいたしておきます。

○知事（東国原英夫君） 今、国民の間に蔓延

する閉塞感を打破するためには、この国のあり

方を根本的に見直す大きな変化が必要ではない

かと考えております。現在の中央集権的な体制

では、例えば福祉施設の設置基準一つをとりま

しても、入所者１人当たり床面積から廊下の幅

に至るまで、国が一律の基準を設定して、事細

かに口を出している現状にあるなど、地方は中

央に、法的にも制度的にもがんじがらめにされ

ており、自由な発想に基づく施策展開が難しい

状況にあります。やはり住民に身近な行政サー

ビスというのは住民の手の届くところで意思決

定され、住民目線で実施されるべきであり、し

たがって、地方分権は、必要ではなく、必然で

あると考えております。このようなことから私

は、中央集権から地方主権にパラダイムシフト

することで、地方にも可能性や、夢・希望と

いったものが出てくるのではないかと考えてお

り、道州制につきましても、地方分権の最終形

と認識し、行政権と立法権と財政権の３つの権

限を兼ね備えた、いわゆる完全自治体たる地方

政府を確立する必要があると考えております。

○中村幸一議員 定住自立圏構想に対する県の

考え方についてお伺いいたします。

国においては、市町村の枠を超えた、より広

い圏域の中で、拠点として役割を担う中心市と

周辺市町村の相互連携により、必要なサービス

を補完し合うことを目指す定住自立圏構想が示

されました。中心市の取り組みに対する包括的

財政措置、年間4,000万円程度、周辺市町村の取

り組みに対する措置として約1,000万円程度が示

され、先行実施団体として本県から、都城市の

広域医療体制の整備と道路整備、延岡市の地域

医療の充実等々、日向市の工業団地造成等々の

取り組みが指定されております。県として、こ

の３地域と周辺地域を支援していかなければな

らないと思いますが、どのような支援策をお持

ちか、知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 今後、少子高齢化や

人口減少が進むことによりまして、市町村単体

では、住民サービスの提供や社会の活力の維持
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が困難になっていくことが予想され、特に医療

や産業振興等については、広域的な対応がます

ます必要になってまいります。このような課題

に対応するため、広域的な圏域の中で、中心市

と周辺市町村との連携により必要なサービスを

補完し合う仕組みとして、定住自立圏構想が打

ち出されましたが、本県では、都城市、延岡

市、日向市が先行実施団体に選定され、現在、

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。この先行実施団体と周辺市町

村に対する国の支援については、昨年末に特別

交付税による財政措置等が示されましたが、県

としましても、中心市の機能や広域的な連携の

あり方について、庁内の研究会を立ち上げ、検

討を行っているところであり、国の動向にも留

意しながら、市町村に対して必要な助言を行う

など、引き続き市町村の取り組みを支援してま

いりたいと考えております。

○中村幸一議員 ３市が先行実施団体に選定さ

れたわけでありますが、この３市に予算を投下

して周辺の市町村も整備しておかないと、道州

制になって、気がついてみれば、宮崎県の周辺

都市だけが取り残されておった、そういうこと

になりかねないと思います。先ほどの答弁で知

事は、必要な助言等を行うような支援をしてま

いりたいということでありましたが、助言は要

りません。助言されたって、市町村にちゃんと

考えはあるわけですから、助言などしないで、

金を下さい。３市とその周辺に、１市５億円ぐ

らいずつ配分して、その周辺地域を整備し直

す、このようなことを考えていかなければなら

ないと思います。多分、その予算措置はどうさ

れますかとおっしゃるでしょうが、公社等の見

直しをすれば15億円ぐらいの金は出てくると、

私は思います。拠点都市構想のときのような支

援策を講じることはできないか、知事に再度お

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 定住自立圏構想につ

きましては、現在、先行実施団体において周辺

市町村との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。広域的な連携によ

る自立した地域の確立というのは、今後の県づ

くりを考える上で重要なテーマになっておりま

すので、先行実施団体における検討状況を見な

がら、県としてどのような支援ができるのか、

検討してまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 私が言っているのは、予算を

出しなさいと。いわゆる道州制になったとき

に、ほかの県は全部、拠点都市ができておっ

て、宮崎県だけほっておいて、基金がなくなる

とかいうようなことをやっておったら、取り残

されますよと言っているんです。金を出す気が

ありますかどうか、聞いております。

○知事（東国原英夫君） どのような内容の検

討課題があるのか、そして定住自立圏がどうい

うようなまちづくり、地域づくりをされていく

のかなども随時勘案しながら、その予算につい

ては検討させていただきたいと思っておりま

す。

○中村幸一議員 ３市とも、どういうことをや

りたいということは決めておるわけですから。

都城にすれば、医師会病院等の移転を行いた

い、そのために金が要る、使い勝手のいい金を

出してくれれば、それで都城を中心とするよう

な、また延岡を中心とするような、そういうエ

リアの中で活性化した地域ができる、そういう

ことでありますから。これ以上は水かけ論にな

るでしょうから、ぜひ検討して、金を出してい

ただくような手だてを考えていただきたい。要

望しておきます。
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次に、エコクリーンプラザみやざき問題につ

いてであります。

この問題については、１月14日、外部調査委

員会の調査報告が発表されました。その後、環

境整備公社では、２月３日に浸出水調整池の補

強工事の入札を行い、着工に向けた準備が進め

られております。地元住民にも大きな迷惑をか

けており、一日も早く安心・安全に解決しなけ

ればなりません。ただ、報道で知る限りでは、

どうも宮崎市がこの問題に関して強硬な姿勢で

あり、費用負担についてもなかなか合意に達し

ない、このように危惧いたしております。宮崎

市議会などでも、県の責任を追及すべきである

というような意見も出されたやに聞いておりま

す。確かに、県が施設を主導的に整備してきた

ことや、役職員を派遣したことなどの経緯はあ

ります。責任の一端は当然県にもあるでしょ

う。しかしながら、実態を見ると、処理するご

みの約95％は県央地区11市町村の一般廃棄物で

ある。しかも、その８割以上は宮崎市のごみで

あります。言うまでもなく、法律上、一般廃棄

物の処理は市町村の事務であります。今後、県

はエコクリーンプラザみやざきの問題に対して

どのような姿勢で臨むつもりなのか。公社のあ

るべき姿も含めて知事の見解を、この際、宮崎

市にも聞こえるように、はっきりと示していた

だきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県では、地元の皆様

の安全・安心を第一に考え、みずからがリーダ

ーシップを発揮して、今回の問題解決に努めて

きたところであります。その結果、浸出水調整

池の補強工事に関しては、２月３日に入札が行

われ、現在、着工に向けた準備が進められてい

るところであり、今後、工事が円滑に行われる

よう、県としても積極的に支援をすることとし

ております。また、工事費の負担割合に係る関

係市町村との協議では、法的責任を明らかにし

た上で判断すべきとの声が多かったことから、

最終的には裁判等の結果を踏まえて整理するこ

ととし、当面は、必要となる工事費を県と市町

村で折半して立てかえることなどを議論してお

ります。このほか、県では、さらなる真相究明

や責任の所在の明確化を図るため、環境整備公

社が行う予定の民事訴訟に並行して刑事告発を

行うとともに、当時在籍していた職員の行政処

分も検討することとしております。

次に、公社のあるべき姿についてであります

が、外部調査委員会の調査報告書の中で、今後

の公社のあり方について、責任の所在が明確

で、効率的な組織体制の確立を図ること、安定

的な経営が可能な財務体質の強化を図ること、

開かれた公社、信頼される公社としての再生を

図ることとの提言がなされております。これを

受けて、公社のほうでは、ごみ処理の実態に即

して関係市町村中心の理事会構成に改める意向

であり、今後、組織のあり方についても抜本的

な検討がなされる予定であります。県といたし

ましても、エコプラザにおける廃棄物処理の現

状や関係法令等に基づき、県と市町村の役割分

担を明確にする必要があると考えており、今

後、一部事務組合方式などを含めてどのような

組織体制にすべきであるか、公社や市町村等と

十分協議してまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 刑事告発に関してですが、

県、それから周辺市町村は刑事告発すべきと

言っているわけです。津村宮崎市長は、新聞・

テレビ等を見てもかたくなに反対しております

が、どういう意味があるとお考えですか。

○知事（東国原英夫君） その意味については

理解しかねるところでございます。
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○中村幸一議員 私も理解しかねているから聞

いたわけでありますが、大体どういうことなの

かということは、おわかりじゃないんでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 私が推察するに、当

時の重要書類等々が紛失し、この責任の所在の

追求というのは非常に困難であり、真相究明が

困難であるところに、市の職員の方たちが当事

者として派遣されているわけですから、その方

たちに、過失はあっても瑕疵はなかった、背任

というのはなかったというようなことを先日の

委員会で、津村市長はおっしゃっておられまし

た。そういうことが理由ではないかと、私は予

想しております。

○中村幸一議員 県も市もそうですが、身内に

甘いようなことはいけないと、私は思っており

ますから、十分に宮崎市にも申し入れをしなが

ら、県警あたりとも相談していただきたいと思

います。

次に、災害等における物品、食料備蓄につい

てであります。

災害は忘れたころにやってまいります。以

前、一般質問で、本県の災害時に備えた備蓄の

問題についてお伺いいたしました。私の質問に

よって、その後、備蓄の問題もかなり改善して

いただいたものと思っております。そこで、福

祉保健部長、現在、県が災害時に備えてどのよ

うな備蓄の方法をとっているか、また保存場所

はどこなのか、物品の名称、数量、どれだけの

人数の県民が何日ぐらい、災害が起こった場合

に食べていけるのか、お示しをいただきたい。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県では、災害

の際の応急的、一時的な救助に要する食料や寝

具、衣類などの物資を、日本赤十字社宮崎県支

部や出先事務所など、県内８カ所において備蓄

しております。具体的には、お湯を注ぐだけで

すぐ食べられるアルファ米や、パンの缶詰を合

わせて約１万食のほか、飲料水については２

リットルのペットボトルを約9,500本、寝具や衣

類等を約１万4,000点など、計31品目の物資を備

蓄しております。このうち食料については、例

えば1,000人の被災者の方であれば、おおむね３

日分に相当すると考えております。災害時の食

料等の確保や輸送につきましては、民間の流通

業者等関係機関との協定もなされているほか、

市町村における備蓄体制も強化されてきており

ますので、今後とも、県の備蓄とあわせ、これ

らの関係機関との連携を図りながら対処してま

いりたいと考えております。

○中村幸一議員 今の答弁で、民間流通業者等

関係機関との協定をされておると言われました

ね。どういう民間業者との協定がされているの

か、お示しをいただきたい。

○総務部長（山下健次君） 危機管理全般とい

うことで、私のほうからお答え申し上げます。

現在、県におきましては、民間の各種の事業

者40団体と、医療救護とかあるいは緊急輸送、

こういった多方面の分野で応援協定を結んでい

るところでございます。このうち、御指摘の食

料品あるいは生活必需品等の物品につきまして

は、ローソン及び南九州ファミリーマートの２

社との間で協定を締結しており、また飲料水の

関係につきましては、南九州コカ・コーラボト

リングなど４社との間で協定を締結していると

ころでございます。さらに、それぞれの市町村

におきましては、地域のスーパーマーケットあ

るいは清涼飲料水の製造販売業者など、多くの

民間事業者との協定の締結を進めているところ

でございます。

○中村幸一議員 いろんなところと協定をされ
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ているわけですが、協定されているところも災

害に遭うわけですから、それが確保できるかど

うか非常に疑問なんです。そこで、例えば九州

各県といろんな災害時の助け合いの協定、そう

いったものは結んでおられますか。

○総務部長（山下健次君） 災害時における九

州各県との助け合いということで、平成７年

に、九州・山口９県相互の間で、食料・飲料水

及び生活必需品の提供あるいは職員の派遣、こ

ういった６項目につきまして、広域の応援協定

を締結しているところでございます。

○中村幸一議員 私も以前、それは聞いたこと

がありましたので、再度、確認をさせていただ

きました。

障害者自立支援法についてお伺いいたしま

す。

障害者自立支援法が施行されて３年以内に見

直しを図るということでありました。障がい者

などの福祉に関する他の法律の施行状況を踏ま

え、発達障がい、難病等を含め、サービスを必

要とするすべての障がい者が適切に利用できる

普遍的な仕組みにするよう検討することや、就

労の支援も含め、障がい者の生活の安定を図る

ことを目的とし、障がい者の所得の確保に係る

施策のあり方を速やかに検討するということで

ありました。現在、国において検討が進められ

ていると思いますが、見直しが検討されている

重点事項を、福祉保健部長にお伺いいたしたい

と思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成18年４月

に施行された障害者自立支援法につきまして

は、法施行後３年をめどとして見直しを行うこ

ととされておりまして、現在、国において検討

されているところであります。具体的には、国

の社会保障審議会障害者部会において、障がい

者にとってよりよい制度となるよう、障がい者

の範囲、地域における自立した生活のための支

援、利用者負担などが検討され、昨年12月に報

告書が公表されました。その重点事項としまし

ては、「発達障がいや高次脳機能障がいが法の

対象に含まれることを明確にする。工賃倍増計

画の推進などで障がい者の就労支援を推進す

る。利用者負担については、特別対策等軽減措

置は４月以降も継続して実施していく」などと

なっております。なお、現在国においては、こ

の報告などをもとに法律改正の準備が進められ

ていると聞いておりますので、県としまして

は、国の動向を注視しながら適切に対応してま

いりたいと存じます。

○中村幸一議員 国において検討、見直しがさ

れている真っただ中でありましょうし、６月定

例議会ぐらいには、はっきりするであろうと思

いますから、またそのとき議論を重ねたいと思

います。そのとき、いらっしゃらないでしょう

かね。済みません。

就労支援については、部長がいつも答弁の中

で、就労は非常に積極的に進めているというよ

うなことをおっしゃいますが、皆さん方は追跡

調査をやっていないんです。就労しても結局

は、その職場の中であるいは雇用者の間で障が

い者を疎外して、やめざるを得ない。そういっ

た子供たちがほとんどなんです。やっぱり今か

らは、ちゃんと追跡調査してほしいと思うんで

すが、福祉保健部長、いかがですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の離

職の実態について調査して、今後の職場定着の

支援の充実につなげていくというのは、大変重

要であると考えます。今後、障がい者福祉施設

から就職した障がい者等につきまして、調査の

実施を検討してまいりたいと考えております。
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○中村幸一議員 関連して、障がい者の虐待に

ついてお伺いいたしたいと思いますが、新聞・

テレビ等でも、障がい者に対する虐待がよく出

ております。出ておるのは氷山の一角でありま

す。また、都城でも、女子の利用者に対してい

ろいろわいせつな行為をしたとか、そういった

こともありました。いろいろ調べてみますと、

障がい者に対する、障がい者虐待防止法、こう

いったものが１県か２県、今、条例が制定され

ております。私は、障がい者虐待防止法、こう

いったものも条例制定すべきであると思います

が、部長の考え方をお聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の虐

待防止につきましては、先般、先ほど申し上げ

ました国の社会保障審議会障害者部会の報告書

に、障がい者の虐待防止法制について積極的に

検討すべきと盛り込まれております。また、障

害者権利条約の批准に向けまして、関係省庁に

おいて国内法の整備も別途検討されるなど、さ

まざまな動きが出てきておりますので、県とし

ましては、国の動向に注視してまいりたいと存

じます。

○中村幸一議員 福祉保健部長や県の皆さん方

の努力をいただきながら、私は今度、5,000平米

ぐらい寄附しまして、あと10日余りで661平米ぐ

らいの福祉作業所が完成いたします。非常に御

努力をいただきました。そこでお尋ねですが、

就労支援Ｂ型についてであります。御案内のと

おり、Ｂ型は、就労経験があって、年齢、体力

面で雇用されることが難しくなった方や雇用に

結びつかなかった方に、就労の機会や生産活動

の機会を与え、能力が向上した場合は就労に向

けた支援を行う、こういうことであります。た

だ、特別支援学校を卒業した利用者の皆さんが

入ってくると、就労した経験がないとＢ型に入

れられないんです。Ｂ型を用意しているんです

が、非常に困っています。ですから、こういっ

たことについては、県も国のほうに、使い勝手

が悪い法律だよということを申し入れをしてい

ただくなり、積極的に働きかけていただきたい

と思いますが、いかがでございましょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 特別支援学校

の卒業生が就労継続支援Ｂ型事業を利用しよう

とする場合に、一たん就労移行支援事業あるい

は就労継続支援Ａ型事業を利用して、そのサー

ビスが適当かどうか判断するためのアセスメン

トを経なければならないということになってお

ります。国におきましては、アセスメントを特

別支援学校の在学中に実施できるように、その

ための経費を助成するということにしておりま

して、来年度から助成制度を始めるということ

でございます。このことによりまして、特別支

援学校の卒業生が在学中にアセスメントを受け

て、卒業後はすぐに就労継続支援Ｂ型事業を利

用できるようになるということになります。

○中村幸一議員 本当に助かります。ぜひその

ようにお願いいたしたいと思います。

次は、物流問題と都城―志布志間高規格道路

の整備についてであります。

私たち自民党県議団の総合農政調査会は、物

流問題について、今年１月19日から21日まで東

京、横浜、埼玉に視察に行きました。時間の関

係で視察先ごとの説明はできませんが、大量輸

送の中で貨物輸送を充実するとなると、整備に

非常に初期投資がかかる。ＪＲ九州は当然のご

とく、自分では出さないで、県や利用者に整備

費を求めてくるでありましょう。莫大な費用が

かかるので、これは無理だと私は思いました。

行き着く先は、やはり船舶とトラックの組み合

わせによる大量輸送だと思います。そこで、現
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在、東九州自動車道は、先日の報道による

と、2013年度に延岡まで完了する予定でありま

した。１年早く完成するということが載ってい

ました。あと、都城―志布志間の高規格道路を

一日も早く完成させて、鹿児島県と協議をして

志布志港を使う手もあります。それならば、大

量で安定した荷が整うので、船会社と市場も安

定供給を喜ぶのではないかと思います。今年度

予算で宮崎県の３つの港湾整備が組まれていま

す。細島港については、今後進出する中国木

材、旭化成等の関係もあり、早急に整備しなけ

ればならないと思いますが、それ以外の荷は、

東九州自動車道と志布志高規格道路が完成すれ

ば、延岡から志布志港まで２時間で行けます。

そこで、まず初めに県土整備部長にお尋ねしま

すが、もう久しくなります都城―志布志間の地

域高規格道路の整備状況について、全線開通す

るのはいつごろになるのか、お聞かせいただき

たいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本路線につき

ましては、地域高規格道路として、国、鹿児島

県と連携を図りながら整備を進めているところ

であります。最初に、県内の整備状況について

御説明いたします。県内約21キロメートル区間

のうち、都城インター―五十町間13.4キロメー

トルについては、国により施行中であります。

このうち、特に平塚―五十町間1.9キロメートル

につきまして、早期供用に向けて整備中と伺っ

ております。また、県が施行しております五十

町―梅北間、約3.1キロメートルについては、平

成22年度の供用を目標に重点的に整備を進めて

いるところであります。残る鹿児島県境までの

約５キロメートル区間につきましては、現在、

計画路線でございますけれども、鹿児島県と連

携を図りながら、調査区間指定に向けて手続を

進めているところであります。お尋ねの全線開

通のめどについてでありますが、現在、来年度

予算が国会で審議中でありまして、補助金と交

付金を合わせた地方枠は前年度並みが確保され

ているものの、直轄事業費は前年度比マイナ

ス12％と大幅に減少しており、来年度以降の予

算確保が懸念されるところであります。県とい

たしましては、引き続き予算の確保に努め、全

線開通に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○中村幸一議員 また、志布志港は九州唯一の

中核国際港湾に指定されました。来月から、５

万トン級の貨物船が接岸可能な多目的国際ター

ミナルも供用開始されます。いずれ道州制にな

れば、鹿児島も一緒、物流の拠点として志布志

港でもいいのではないか。物流問題の解決策と

して、志布志港の活用について知事にお伺いを

いたします。

○知事（東国原英夫君） 本県産業の振興を図

る上で、物流の効率化は大変重要な課題であり

まして、長距離トラック輸送への依存度を下

げ、低コスト、大量輸送が可能な海上輸送等へ

のモーダルシフトを推進していくことが必要か

と考えております。このような中で、県内産業

界からは、本県発の国内・国際航路の増便等に

よる海上輸送の利便性向上が強く求められてい

るところでありまして、そのためには、可能な

限り県内港湾に貨物を集約する必要があると考

えております。しかしながら、物流は、地理的

条件はもとより、貨物の種類、出荷先、納品時

間等、求められる輸送条件がさまざまでありま

すので、御質問のありました志布志港につきま

しても、南九州全体の物流という視点から、県

内港湾との役割分担のもとで活用されていくも

のと考えております。
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○坂口博美議長 関連質問の通告がありますの

で、質問を許可します。

なお、発言時間は主質問者の質問時間の範囲

内となります。

十屋幸平議員。

○十屋幸平議員 今、中村議員から物流に関し

て御質問がありましたが、それに関連しまし

て、宮崎県の外貿の拠点港、そして九州の扇の

かなめ論として、細島港の整備について知事に

お伺いしたいと思います。

先ほどありましたように、中国木材が、細島

１区工業団地に進出を計画されています。そし

てまた、旭化成のハイポア工場も着々と建設が

進み、来年４月あたりには完成するのではない

かと言われております。そういう中にありまし

て、一昨日、細島振興協議会の方々などと意見

交換をさせていただきました。そこで出ました

のが幾つかあるんですけれども、その一つが、

東九州自動車道、九州横断自動車道延岡線が随

時整備が進んでいる中で、大分県南部、それか

ら熊本圏域の総合的な物流の核として、細島港

の役割がだんだん重要性を増してくる。その中

にあって、先ほどから出ていますように、物流

の外貿、内貿、そしてモーダルシフトの受け皿

として、海上輸送の利用増と効率化の観点か

ら、コンテナ船の大型化が進んでいる。そうし

たときに、そういう方々が言われるのは、細島

港の整備がおくれているということでありまし

た。

そこで、知事にお伺いしたいんですが、扇の

かなめ論についてどのように考えておられるの

か。また、企業進出等に関して細島港の整備が

必要であるというふうに思っておりますが、知

事の見解をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 細島港につきまして

は、九州の扇のかなめとして、国内の太平洋沿

岸の主要な港湾を初め、東南アジア諸国とも連

携しやすいなど、地理的に有利な条件を備えて

おりますことから、これまでも国際貿易の拠点

港として整備を進めてまいりました。今後、東

九州自動車道などの高速道路網の整備に伴いま

して、細島港の重要性はますます高まるものと

考えております。細島港につきましては、複数

の企業進出の動きが見られますことから、今後

は貨物量が伸びることも予想されます。このよ

うなことから、既存施設の利用状況や今後の高

速道路網の整備を踏まえた貨物の動向、企業ニ

ーズを把握し、財政状況を勘案の上、細島港の

整備について十分検討してまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 重要性は十分認識していただ

いておるということで、きょう、この中に１

冊、日本政策投資銀行というのが2004年の調査

で出したものがあります。皆さんのお手元にも

議場配付資料として、「細島港における2004年

の年間効果」というので出させていただいてお

ります。大きな、日本の５大港の中では、投資

効果、経済効果、雇用効果が調査されておりま

すが、日本の中での平均的なコンテナ取扱量の

２万teu、これが細島として算定されたものをこ

の表にしております。わかりやすく言います

と、経済波及効果約85億円、雇用人口1,123人、

そして県税約３億7,000万、市税約１億2,600

万、約４億9,800万、これがデータとしてこちら

のほうに、いろんな算式、係数をもとに出され

ております。そこで、先ほどからあります議論

の中で、地方分権とか拠点都市、自立圏構想、

国土交通省が言います国土形成の中でも基幹都

市というのも出てまいります。そこで、県北の

中核として延岡市全域に、日向市も含めてです
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けれども、そういう構想があります。そういう

ことを考えるときに、ますます細島港の役割と

いうのが重要性を増してくると思うんですが、

先行投資ということで、岸壁等の整備を考えら

れないか、再度、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私といたしまして

も、細島港は、天然の良港として古くから海上

交通の拠点として栄え、地域経済の振興には欠

かすことのできない重要な港であると認識させ

ていただいております。岸壁などの港湾施設の

整備につきましては、先ほどもお答えいたしま

したように、現在の利用状況や今後の貨物の需

要予測、企業ニーズなどを検証し、今後さまざ

まな意見をお伺いしながら、十分検討してまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 知事は、「決断力」という本

を出されました。私も読ませていただきまし

た。いろんな投資をするときに、やはり決断力

が大事だと思いますので、十分にいろんな意見

を検討していただきながら、整備をしていただ

きたいということで要望させていただいて、私

の関連質問を終わります。

○中村幸一議員 今、十屋議員から細島港につ

いて、いろいろ整備をしていただきたいという

提案が出されました。どうかよろしくお願いい

たしたいと思います。

繰り返しになりますが、我々県南に住む者

は、地元に帰りますと、高規格道路はどうなっ

ているのかと、いつも言われるわけでありま

す。早期に完成していただきたいわけでありま

すが、国や関係機関に運動していただいており

ますか、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 国と関係機関には要

望させていただいているところでございます。

○中村幸一議員 志布志港の話をしましたが、

県南地域は特に食料基地でありまして、都城・

北諸、小林・西諸も含めますと、相当の荷が出

ると思います。それをわざわざ遠いところに

持っていく必要はないわけでありますから、志

布志港を利用して、確実に市場に出せるような

荷を鹿児島県と一体になって備えるということ

で、市場関係者との信頼関係もできるものと思

いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。県南の畜産物等の飼料は、ほとんど志布志

港から揚がってきております。そういうことを

考えても、志布志港と宮崎県の関係は深いもの

がありますから、十分考慮していただきたいと

思います。

次に、入札制度の見直しについてでありま

す。

本県の入札制度は、一般競争入札、総合評価

方式の導入など、さまざまな制度を取り入れて

現在に至っております。それでもなお、業界の

皆さん方には不満が募るばかりであります。入

札というのは、本来は県が一つ一つ積み上げる

ものでありますから、100％で落札して100％で

やったときに初めて利益が出るものでありま

す。これをオンブズマン等々から「おかしい

じゃないか」とかいろいろ言われて、85％だの

何だの決めておりますが、全くおかしい。まし

てや測量コンサルタントは65％。私も測量屋の

端くれでありまして、現在も現役の土地家屋調

査士であります。仲間の皆さんがどんどん廃業

していきます。どのようにこのことを考えてい

るか、県土整備部長の見解をお聞かせくださ

い。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設産業は、

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まして、景気の急速

な悪化により、極めて厳しい経営環境に直面し
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ていることは十分認識をいたしております。こ

のような状況を踏まえまして、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

行ってきております。特に本年度は、昨年10月

から予定価格の事後公表の試行を開始するとと

もに、本年１月から、入札参加企業の所在地や

地域貢献などを評価する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、県民生活に直結

する事業など公共事業費約40億円の増額補正を

行い、その執行に当たりましても、入札手続の

短縮等による早期発注や、受注機会の確保等の

ための従来以上の混合入札の実施、また地域企

業や県内企業がより受注しやすいよう、地域企

業育成型の適用拡大等に取り組むなど、補正予

算の趣旨が最大限生かされるよう努めていると

ころであります。今後とも、厳しい経営状況に

置かれている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、引き続き制度の検証と見直しを

行ってまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 自民党では、昨年７月15日で

ありますが、入札・契約制度の早期改善を求め

る申し入れを知事に対して行いました。内容

は、最低制限価格を入札予定価格の90％以上と

すること、入札予定価格は事後公表とするこ

と、災害や緊急時への対応など地域に密着して

貢献度の高い地元建設業者が受注しやすい環境

をつくることを、知事に申し入れをいたしまし

た。長崎県においては２月から、建設業者の過

当競争による経営悪化を防ぐために、予定価格

の約85％で設定しておった最低制限価格を最

大90％まで引き上げたそうであります。県内の

建設業者の大半を占める中小企業の経営改善、

雇用確保のためにも、最低制限価格を入札予定

価格の90％以上とすべきでありますが、知事の

見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 最低制限価格は、個

別の契約ごとに請負契約の内容に適合した履行

を確保するために必要となる最低限の価格を設

定しているところであります。しかしながら、

建設投資の大幅な減少や、一般競争入札の導入

による競争性の高まりにより、最低制限価格付

近での受注が多くなり、工事の品質確保や、健

全かつ継続的な企業経営に支障が生じることが

懸念されているところであります。このため、

受注工事のコスト調査を実施し、一昨年10月に

最低制限価格を引き上げたところであり、全国

的には遜色のない水準となっておりますが、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。

○中村幸一議員 知事の答弁にしては物足りな

い。知事が、国や他県の状況を見ながらと言う

のはおかしいと思います。知事は、他県の知事

と比べると、知事の皆さん方のリーダーなんで

す。他県のことを気にする必要はない。国を気

にする必要はない。自分の考えで、宮崎県は90

％にすべきと思ったら90％にされればいい。な

ぜかというと、宮崎県の鋼材等の価格は、福岡

で受注した業者よりか高くつくんです。御存じ

ですね。宮崎県の業者は、それ以上に金を出し

て資材を買っていますから高くつく。そういっ

たことを踏まえると、何ですか、他県の業者と

か国がやることを見ながらというのは。90％に

するように、ちゃんとここで言ってください。

そうしたら、県民は本当に喜びますよ、やはり
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東国原知事だと。どうですか。

○知事（東国原英夫君） 建設投資の大幅な減

少とか一般競争入札の導入による競争性の高ま

りに加えまして、昨今の経済情勢等により建設

関連産業が厳しい状況にあることは、十分に認

識しておるところであります。このため、最低

制限価格の見直しにつきましては、先ほどもお

答えしましたとおり、どのような対応ができる

か、引き続き検討してまいりたいと考えており

ます。

○中村幸一議員 今、知事がここで、「中村議

員が言うとおりだ。90％にしましょう」と言っ

たら、また県民の支持率はウナギ登りに上った

のであろうと残念であります。もう一遍どうで

しょうか。やっぱり改めませんか。

○知事（東国原英夫君） お言葉でございます

が、私は支持率を上げるために政治をやってい

るわけではございませんので、どのような対応

ができるのか、十分検討してまいりたいと思い

ます。

○中村幸一議員 支持率を上げるために政治を

やっているんじゃありません。私も、県民にこ

びを売るために県議をやっているわけではあり

ませんので、その辺は御理解いただきたいと思

います。また、ゆっくり話しましょう。

部長、測量コンサルタント65％、何で65％な

んですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 最低制限価格

の設定につきましては、従来、工事または製造

の請負に限られておりましたが、地方自治法施

行令の改正によりまして、平成14年３月から測

量・建設コンサルタント業務等にも設定できる

こととなったところであります。このため、建

設関連業務における落札率の著しい低下状況を

踏まえまして、その設定の適否を検討するため

に、一昨年７月に受注業者を対象にコスト調査

を実施いたしました。その結果を踏まえまし

て、国あるいは他県の状況も見ながら、契約の

内容に適合した履行を確保するための最低限の

価格として、宮崎県としては予定価格の60％以

上ということで設定をしたものでございます。

○中村幸一議員 全然わからないんです、それ

が。測量業というのは―私も測量屋ですが

―今は機械も非常に高額になりました。ＧＰ

Ｓつきのトランシットは高いんです。そして、

夏、暑いときは、炎天下で照り返しを受けなが

ら汗水流して仕事をやっています。そしてま

た、冬になると木枯らしが吹いて、トランシッ

トのねじを回せないような状況の中で仕事を

やっているんです。この建物や道路や、全部つ

くるのは測量がもとじゃないですか。その測量

に対して余りにもひどい。私は、やはり建設、

土木と同じレベルにしないといけないと思いま

す。余りにも測量コンサルタントをばかにして

いる。私は、測量屋として本当に怒りを覚えて

います。今言っても、また同じことをおっしゃ

るでしょうから言いませんが、どうかひとつ今

後、検討していただきたいと思います。

次に、教育問題についてであります。３点、

教育長にお伺いします。

元来、給食というものは、戦後、子供たちが

食料難で食えない時代に、子供たちに食料を供

給するために始まったものであります。本来の

目的は終わったと私は思っております。しかし

ながら、共稼ぎの家庭等もあり、現在の給食の

あり方が当たり前になっております。

以前、私は、ある本で、長野県上田市の前教

育委員長の大塚貢さんとジャーナリストの櫻井

よしこさんが対談された記事を目にしました。

大塚さんは中学校の校長先生で、その中学校に
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赴任されたときには、非行ではなく、まさしく

犯罪が行われておった荒れた学校だったそうで

すが、今は非行ゼロ、学力も上がってきた。授

業を楽しくしたりする努力もさることながら、

すべてを米飯給食に切りかえたことがこれにつ

ながった、こういう対談が載っておりました。

また、１月21日、文科省から、全国の国公

立、私立に通う小学５年生、中学２年生の155万

人に対する全国体力・運動能力、運動習慣等調

査結果の発表がなされました。御存じのとおり

と思いますが、宮崎県は、小学校５年生男子が

６位、中学２年生の男子が６位で、女子も小学

校５年生が13位、中学２年生が14位という好成

績をおさめたところであります。小中とも上位

の福井、秋田は、全国学力テストでもトップの

成績だと言われております。また、「朝飯を食

べるか」という問いに対して、両県とも高い数

値を示しておる。文科省におきましては、規則

正しい生活が文武両道に結びついているという

見解を示しています。

全然関係ありませんが、以前、何かの本で読

んだことですが、明治時代に日本に来た外国人

が人力車に乗ったそうであります。長い距離

を、外国人を乗せた人力車の車夫は物すごいス

タミナで走り回った。何を食べたらこんなにス

タミナがあるんだろうなということで、調べよ

うと思った。外国人は、自分たちが食してい

る、いわゆる欧米並みの食事を与えたそうで

す。肉類等ですね。ところが、たちまちスタミ

ナが切れて走れなくなった。日本の御飯とみそ

汁を食べさせたところ、またスタミナを取り戻

して元気になった。こういう本を読んだことが

あります。それから考えると、日本人は、やは

り米が主食の人種だと思います。

そこで、学校の給食をすべて米飯給食に切り

かえてはいかがでしょうか。また、食料自給率

を上げる意味も含めて、米飯給食を実施する。

そして、週に何日間は、自宅から弁当に御飯だ

け詰めて、おかずだけ給食にする。なぜかとい

うと、親は責任がないから。少しは親にも責任

を持たせるような施策を展開したらどうかと思

いますが、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、学校給食の現

状として申し上げますと、文部科学省が行いま

した平成19年度の米飯給食実施状況調査により

ますと、本県の米飯給食の回数は週3.2回で、全

国平均の3.0回を上回っているところでありま

す。県教育委員会といたしましては、米飯給食

は、児童生徒が日本の伝統的食習慣を学び、ま

た本県の基幹産業であります農業や生産者の思

いを身近に感じるという教育的な意義もありま

すことから、関係機関等とも連携を図りなが

ら、その促進に努めてまいりたいと考えており

ます。なお、弁当に御飯だけといいましょう

か、そういった給食についてどのような給食の

実施をするかということについては、給食の実

施主体であります市町村なり学校の主体的な判

断にゆだねることが適当ではないかと考えてお

ります。以上です。

○中村幸一議員 米飯給食については、市立小

中学校ですからそうでしょうけど、教育長が米

飯給食がいいなというようなことで講演されれ

ば、右へ倣えになるんです。教育長がいろんな

学校を訪問されると、天皇陛下が来られたよう

な感じでみんなが迎えるじゃないですか。そう

考えると、あなたの影響力というのは物すごく

強いんです。ひとつ、ぜひやっていただきたい

と思います。

次に、モンスターチルドレン対策についてで

あります。11月定例議会でモンスターペアレン
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トについて、教育長、教育委員長からお答えを

いただきました。今年１月28日の毎日新聞の

「先生」という欄に、このような記事が書かれ

ていました。

岐阜県の女性教員、定年まであと８年、心が

折れてしまった。中学１年生を受け持ったが、

授業中の私語は当たり前。席を立ち、ノートの

切れ端を投げ合って遊び出す。女子生徒２人を

呼び出し、頭ごなしに怒っても効果はないと、

目を見詰め、諭すように話しかけた。２人とも

顔を見合わせ、くすくす笑い始めた。「どうし

たの」と尋ねても返事はない。この子たちの心

には響かない。帰宅して家族に告げた、もうや

めてもいいよねと。ベテラン教員が定年を前に

学校を去っていった。

腹が立ったでしょうね。悲しかったでしょ

う。モンスターチルドレン、この子の親がまた

とんでもない親だろうと推察されます。モンス

ターチルドレン対策はどのように取り組みをさ

れているか、お聞かせをいただきたい。

○教育長（渡辺義人君） ただいまの質問にお

答えする前に、教育長の影響力というお話が先

ほどありましたけれども、私は、朝御飯とみそ

汁を毎日とっておりまして、そういうことでお

答えにかえさせていただきたいと思います。

ただいまの質問でありますけれども、モンス

ターチルドレンという言葉は、多分、定義的に

はなかろうかと思いますけれども、私なりに解

釈をいたしまして、学校において支援や指導を

要する子供たちへの対応ということでお答えを

させていただきたいと思います。それぞれの子

供たちに対しましては、発達段階や子供たちを

取り巻く環境などを的確に把握して行う必要が

あろうというふうに考えております。各学校と

も、このことを基本にいたしまして、校長を中

心として組織的に対応いたしておりますが、指

導が困難であったり、多様な支援が求められた

りするなど、専門的なサポートが必要な場合に

は、児童相談所や警察など、関係機関とも連携

を図りながら対応しているところであります。

以上です。

○中村幸一議員 私は、小さいころ、写真を見

ると非常にかわいかったんですね。小学校３年

生、４年生のころ、物すごく殴られました。あ

るとき、殴られながら先生の目を見たら、憎悪

のまなざしで殴っておりましたので、これは殺

されると思いました。だから、わざと倒れまし

た。それで難を逃れたんですが、このように昔

は殴られていました。このような殴り方は絶対

いけません。だけど、人間といえども動物であ

ります。動物を調教するには、やはりむちが必

要なんです。だから、むちの使い方を考えなく

ちゃいけない。以前、萩原議員と知事とのやり

とりで、げんこつ条例だったかの話がありまし

たね。愛のむちは、絶対跡形を残さず、そして

相手に痛みを与えず―そのような殴り方があ

るんです。私は知っていますけれども、これは

聞いたらいけませんね。あなたが答えて問題が

大きくなったらいけませんので、答えは要りま

せん。私は、殴る。そういう殴り方があるんで

す。非常に今の先生はかわいそうであります。

教育委員会はぜひ、モンスターチルドレン等が

ありましたら、親が言ってきたときは、教育委

員会がかばってやる、そういうような姿勢を貫

いていただきたい、このように思います。

それから、臨時講師についてであります。

今、新聞・テレビを見ると、派遣労働者切り捨

ての記事が出ない日はありません。教育委員会

も全く同じことをやっていることに気がつかれ

ておりませんか。今まで幾多の先生たちが、先
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生になれなくて、泣きながら志半ばでやめて

いったでしょうか。教員の1.5割ぐらいは臨時講

師であります。私の近所にも、大学を卒業し

て10年ぐらい臨時講師で勤務している先生がい

らっしゃる。物すごくいい男です。また、親御

さんも物すごくいい人です。人間性がいい。勉

強しても、なかなか教員採用試験に合格しない

んです。勉強する暇がない。なぜかというと、

臨時雇用なのに部活の顧問をさせられている。

私の知っている範囲でも、空手部の顧問をして

いました。ソフト部の顧問もしておりました。

野球等の顧問もしておりました。これらを見て

いると、勉強できるはずがない。ですから、こ

の先生たちは年をとり、ほかに就職はできませ

ん。切り捨て、派遣より厳しいんじゃないかな

というふうに私は思いますが、教育長はこのこ

とに関してどのように考えていらっしゃるか、

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師は、

育児休業や傷病休暇等を取得している職員の補

充や、児童生徒数の減少により、今後の学校の

統廃合、学級減が見込まれることへの対応など

のために任用しているところであります。平

成20年４月１日現在、小・中・県立学校で1,050

名を任用しておりますが、学校を支える貴重な

戦力として活躍していただき、本県教育の一翼

を担っていただいているところであります。こ

れらの臨時的任用講師のうち、一定の経験年数

を持つ者につきましては、平成19年度の教員採

用選考試験から試験の一部を免除しているとこ

ろであります。また、臨時的任用講師を含む多

くの方々の受験に関する機会の拡充を図るため

に、すべての受験区分において年齢制限を41歳

未満に緩和しているところであります。なお、

臨時的任用講師の給与等の勤務条件につきまし

ては、正規職員との均衡を考慮した取り扱いを

するなど、従来から改善に努めているところで

ございます。以上です。

○中村幸一議員 今、教育長が答弁されたいろ

んな改善案は十分知っています。私どもも、一

般質問なりで何回かこの改善問題については申

し上げました。それをいろいろと採用していた

だいた、これも事実であります。しかし、

今、1,050名の臨時講師がいるということであり

ますが、これは言葉は悪いですが、1,050名の派

遣労働者を抱えるのと一緒です。私が言うの

は、結婚して子供もいるような臨時講師の首を

切らないでほしいということです。20代の若い

人には、おまえは教員に向かないんじゃない

か、別な道に進んだほうがいいんじゃないかと

いうこともありましょう。しかし、35～36歳に

なって、子供もできた臨時講師に、やめなさい

と。どこに仕事に行くんですかと私は言ってい

るんです。そのような身分保障ができるシステ

ムをつくれないか、聞いております。

昔、臨時講師で、すばらしい先生がいらっ

しゃいました。泣きながら教壇を去られたわけ

です。年齢制限がありましたから……。最近、

偶然見たんです。何をされていたか。工事現場

の赤い棒を持って信号の誘導をされておりまし

た。かわいそうですよ。私は、このような先生

方に、正規になれない先生方に何らかの手を差

し伸べてほしい。もう一度、教育長の見解をお

聞きしたい。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師は、

先ほどお答えいたしましたように、育児休業等

を取得する職員の補充等の臨時的な職に、地方

公務員法の規定に基づきまして、12カ月を超え

ない期間で任用しているものであります。ただ

いま議員のほうから、いろいろと実情等につい
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てお話がございましたけれども、制度的にその

ようなことになっておりますので、それに従っ

て任用を行っているところでありますので、御

理解をいただきたいと存じます。県の教育委員

会におきましては、臨時的任用講師等の登録制

度を設けまして、各学校に対して、必要とする

臨時的任用講師の希望者の情報を提供しており

まして、希望者にとっても、任用の機会の増加

につながっているのではないかというふうに考

えております。以上です。

○中村幸一議員 教育長は心優しい人ですか

ら、きっとまた、そういういい案をつくってい

ただけるものと期待をしながら、これは終わり

ます。

次に、宮崎版グリーン・ニューディール政策

についてであります。

アメリカのオバマ大統領は、経済立て直しの

切り札に、再生可能エネルギー産業の拡大を雇

用創出に結びつけるグリーン・ニューディール

政策を掲げております。御案内のとおり、グリ

ーン・ニューディールとは、再生可能エネルギ

ー分野に今後10年で1,500億ドルを投資し、500

万人もの雇用を創出して景気回復を図ろうとい

うものであります。太陽光発電、風力発電の生

産量の倍増や、ハイブリッド車の普及、住宅へ

の省エネ設備の導入などであります。さらに、

先日、日本版グリーン・ニューディール構想が

発表されました。今後５年間で環境関連産業の

市場規模を100兆円にする目標を軸に、３月をめ

どに具体策がまとめられるということでありま

す。現段階では、自治体の温暖化対策基金の拡

充や、公共設備への省エネ設備導入支援、消費

者への省エネ製品の購入支援などが候補に挙げ

られております。太陽と緑の国、本県において

も、宮崎版グリーン・ニューディール政策を考

えるべきと思いますが、知事の見解をお聞かせ

いただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今後の経済発展を考

えていく上で、環境問題、特に温暖化対策や脱

石油化への対応は避けて通れない重要課題であ

ることから、アメリカのオバマ大統領は、グリ

ーン・ニューディール政策を打ち出しておりま

して、我が国においても、新エネルギーの導入

等を進めるための取り組みが強化されてきてお

ります。このような中、本県におきまして

も、21年度の重点施策として環境エネルギー対

策を掲げ、太陽光発電の推進やバイオマス資源

の活用、代替エネルギーの転換支援など、本県

の地域特性を生かした対策に積極的に取り組む

こととしております。この中で、特に太陽光発

電につきましては、本県の優位性を生かしなが

ら、他県に先駆けた取り組みを行うことによ

り、我が国におけるフロントランナーとして、

本県が、製造から発電、そして活用まで三拍子

そろった太陽光発電の拠点となることができる

と考えております。このような思いから私は、

来年度からの太陽光発電の取り組みを「みやざ

きソーラーフロンティア構想」として位置づけ

たところであり、メガソーラーの立地や住宅用

設備の普及、太陽電池関連産業の集積などに積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○中村幸一議員 よろしくお願いします。

私ども自民党会派では、いろんなプロジェク

トチームが条例をつくろうということで、今４

つあります。１つは、当会派では、県の出資法

人等へのかかわり方の基本的な事項を定めた出

資法人関与条例の制定を検討いたしておりま

す。これは、当局も一緒になって改革を進めて

いってもらいたいと思いますが、先ほど申し上
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げましたように、拠点都市３つに５億円ずつ渡

して15億円。こういう改革をやると、必ずその

ぐらい出てくるというふうに思っていますの

で、一緒になって条例づくりをやっていきたい

と思います。もちろん自民党だけではできませ

んので、ちゃんと各会派にお示しをしたいと

思っておりますから、またお力添えいただきた

いと思います。現在の公社等改革の進捗状況を

含め、見解を賜りたいと思います。

○総務部長（山下健次君） まず、現況でござ

いますが、県出資の公社等の改革につきまして

は、平成15年度に策定いたしました公社等の改

革指針に基づき、各公社ごとに改革の方向性と

実施工程を定めて取り組んでいるところでござ

います。その結果といたしまして、15年度か

ら20年度までの５年間に、公社等の数は63法人

から50法人、20％強の減、さらに県職員の派遣

数は183人から89人、これは50％強の減、さらに

県の財政支出額は166億円から115億円、これ

は30％強の減という状況になっております。し

かしながら、本県財政が一段と厳しさを増し、

あるいは公社等を取り巻く環境が悪化している

状況も踏まえまして、また来年度が現行指針の

最終年度でありますことから、公社等の役割や

県の関与のあり方などを改めて見直す必要があ

ると考えております。このため、県といたしま

しては、今後、県議会の御意見もいただきまし

て、なお一層の改革を図ってまいりたいと考え

ております。

○中村幸一議員 議会と一緒になって、これは

積極的に取り組んでいきたいと思います。

私が１期生か２期生のころでした。そのころ

は若かったものですから、この公社等改革に取

り組もうとしたら、部長さんがお見えになりま

して、「中村先生、それは非常に危ないんじゃ

ないですか」等々言われまして、断念した経緯

があります。私も大分、年をとりました。今、

知事を初め執行部の皆さんで私より年上はいな

い。そういった意味では、シャイな私がこうし

ていろいろ発言できるということで、年をとる

のもまんざら悪いものじゃないなと。公社等の

関係に物が言えなかった男が、こうして堂々と

公社等の条例づくりの話ができるということ

は、本当に「年輪力」だというふうに私は思っ

ておるところであります。

次に、イベントの誘致についてであります。

県は今まで、いろんなイベントを誘致してき

ました。平成になってからも、平成４年の全国

高校総体、平成５年の第10回世界ベテランズ陸

上競技選手権大会等、今まで９回のイベントを

行ってきました。そして今回、スポーツ・レク

リエーション祭「スポレクみやざき2009」が平

成21年10月に行われます。知事は当初、このス

ポレクのイベントに余り興味を示されなかった

とのうわさを以前聞きましたが、本当でござい

ましょうか。また、現在どのように取り組みを

されているか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 興味を示さなかった

のではなく、誘致等実施に４億5,000万円の県費

が必要だということに―１億3,000万は国庫補

助なんですけれども、４億何千万かのお金が必

要だというのに驚いたわけでございます。

御案内のとおり、ことし10月17日から４日

間、第22回全国スポーツ・レクリエーション祭

「スポレクみやざき2009」が開催されます。私

は、この祭典を本県で開催できますことは、ス

ポーツの生活化を促進し、県民の健康づくりや

生きがいづくりなど、生涯スポーツの振興を図

る上で大変意義深いものであると考えておりま
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す。また、この祭典では、24種目を８市８町で

開催しますことから、それぞれの競技種目が地

域のシンボルスポーツとして定着し、今後の地

域活性化にも寄与するものと期待しているとこ

ろであります。祭典の開催まで７カ月余りとな

りましたが、参加される皆様が笑顔満開で、ま

た宮崎に来たいと思っていただけるよう、宿泊

所や移動手段の確保はもとより、式典における

宮崎らしい演出や、各会場地の特色を生かした

おもてなしなど、受け入れ体制の整備に万全を

期してまいりたいと考えております。今後と

も、県実行委員会の会長として、祭典成功に向

けてあらゆる場面で「スポレクみやざき2009」

をＰＲしてまいりたいと思いますので、御支

援、御協力のほどをお願い申し上げます。

○中村幸一議員 実は私も以前は、そんなイベ

ントを何回もやる必要はないじゃないかという

ことを一般質問で言ったことがあるんです。し

かし、今こそ効果的なイベントはやるべきだと

考えております。なぜなら、東国原知事という

知名度の高い知事がいらっしゃるわけですか

ら、言い方は悪いが、この知事を活用しない手

はない。例えば、現在、宮崎牛は日本一であり

ます。しかし、いろいろ調査に回ってみます

と、宮崎県の牛が日本一であるということを余

り皆さん知りません。私は、このイベントを

やってほしいと思うんですが、「宮崎の食と太

陽フェスタ、日本一の牛を食べる会」を開催し

て、全国の国民を集めて、宮崎市役所の河川敷

から上流５～６キロまで、焼き肉台とステーキ

を食べるところを並べて、あの堤防で知事が

ジョギングをして、皆さんと一緒に交流をす

る、そのようなことができないかなと。そして

また、有名な、知事とも同志であります橋下大

阪府知事など２名ぐらい呼んで、夜は地方行政

に関するシンポジウム、こんなのが定着した

ら、本当に何万人もの人が来て、宮崎県の中

で、宮崎から都城から延岡方面まで観光客が泊

まるんじゃないかなというふうに思うんです

が、知事の見解を賜りたいと思います。

○知事（東国原英夫君） すばらしい御提案だ

と思います。そのような誘致イベントだった

ら、お金もそんなにかからない、有効な、効率

的なイベントになるかなと思っております。い

ずれにしろ、イベントにつきましては、観光誘

致の有力な手段の一つであります。地域の文化

や風土に根差した祭りやイベントを活用して観

光振興等を目指す各地の取り組みを、私自身

しっかりと支援し、応援し、多くの観光客の誘

致、産業の活性化、地域の発展につなげてまい

りたいと考えております。

○中村幸一議員 どうかひとつ考えてみてくだ

さい。

次に、森林・林業の再生について環境森林部

長にお伺いします。

平成20年度の重点施策の３本柱の一つが、植

栽未済地をなくすということで、2,000ヘクター

ルの植栽未済地を３年間でなくそうということ

でありましたが、この進捗状況を環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成18年８月

時点の植栽未済地、約2,000ヘクタールにつきま

しては、市町村のあっせんにより、林業公社が

有利な制度事業を活用して行う造林に加えまし

て、森林環境税を活用した広葉樹の植栽や、分

収林制度を活用した造林などによりまして、平

成20年度末までに約700ヘクタールが植栽される

見込みであり、ほぼ計画どおりに進んでいると

ころであります。今後とも、市町村や関係機関

等と連携を図りながら、植栽未済地の解消に努
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めてまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 最近、車を走らせまして杉等

の切り出しを見ておりますと、大型の機械が大

きな山の傾斜の激しいところを登っていって、

木を伐採しているんです。数日たってからそこ

を通ってみると、跡形も残らないようなはげ山

になっています。これは機械が発達したからで

しょうけれども、洪水や台風でも起こったら、

どっと土石流となって流れてくるんじゃないか

と思うんです。こんなのを放置したらいけない

と思いますが、対策はどのようにしていらっ

しゃるか、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話にあり

ましたように、伐採現場の一部では、高性能林

業機械を使用した無秩序な伐採作業が見受けら

れ、大雨等による下流域への土砂の流出等が懸

念されております。このため、県では昨年３月

に、作業路の開設についての基準、あるいは環

境に配慮した高性能林業機械の作業指針を策定

しまして、傾斜20度以上では高性能林業機械を

使用せず、架線による集材を原則とすること

や、林地保全のため、林内における高性能林業

機械の作業は必要最小限とすること、さらに、

土砂の流出防止に配慮するとともに、適正な水

処理を行うことなどの指導を行っているところ

であります。さらに、今年度からは、市町村や

森林組合などと連携しまして、伐採現場の監視

パトロールを実施し、環境に配慮した伐採方法

の指導等に努めているところであります。

○中村幸一議員 パトロールなどの指導という

ことですが、指導ですと生ぬるいんじゃないか

なと。大事故に結びつきますね。だから、条例

をつくって規制したらいかがでしょうか。どう

お考えですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お答えしま

したように、高性能林業機械の作業指針や現場

パトロールなどにより、環境に配慮した伐採方

法の指導監視に努めているところであります

が、伐採を行う素材生産業界におきましても、

昨年５月に伐採搬出ガイドラインを策定し、こ

れに沿った自主的な取り組みが始まっておりま

すので、まずは行政と業界が十分連携しなが

ら、その普及徹底に努めてまいりたいと考えて

おります。今お尋ねにありました条例の制定に

つきましては、私権の制限や素材生産コスト高

など、さまざまな問題を抱えておりますので、

今後、研究をしてまいりたいと考えておりま

す。

○中村幸一議員 木材の関税についてお伺いい

たします。日本にとってはありがたい話かもし

れませんが、ロシア政府が、輸出する木材の関

税を25％ぐらいから80％ぐらいにするという話

もありました。現在、延期になっているようで

すが、関税が80％ぐらいになったときに、本県

が受ける影響等があるのかどうか、お伺いいた

します。

○環境森林部長（髙柳憲一君） ロシア針葉樹

丸太の輸出関税につきましては、本年１月に25

％から80％への引き上げが予定されておりまし

たが、１年間の延期が決定されたところであり

ます。関税が引き上げられた場合の影響につき

ましては、県内には、ロシア材を使用する製材

工場はなく、直接的な影響はないものの、全国

的には、輸入量の大幅な減少から、国産材への

転換等が進むものと考えております。このた

め、県といたしましては、この関税引き上げを

県産材需要拡大の好機ととらえ、ロシア材の主

な用途であります合板あるいは小割り材につき

まして、県産材への転換が図られますよう、高

品質で性能の確かな製品の安定供給に努めてま
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いりたいと考えております。

○中村幸一議員 次に、新型インフルエンザへ

の対処についてであります。

本県で、知事が就任されてすぐに、日向市、

清武町、新富町で鳥インフルエンザが発生した

ことは記憶に新しいところであります。現在、

主に東南アジア諸国で死者を出した鳥インフル

エンザのＨ５Ｎ１ウイルスが世界的に広がる傾

向にあると聞きます。人から人へ感染すると、

世界で最大１億5,000万人が死亡するおそれがあ

ると言われております。そして、我が日本でも

人口の25％が感染して、17万人が死亡するおそ

れがあると言われております。これは前にもだ

れかがおっしゃいました、備えあれば憂いな

し。栃木県は、新型インフルエンザ対策事業に

本年度７億6,730万円を計上したそうでありま

す。事業費は、抗インフルエンザウイルス薬の

備蓄のほか―抗インフルエンザウイルス

薬、06、07年度の２年間で16万6,000人分を備蓄

しているそうで、来年度中に新たに11万5,500人

分の備蓄を予定しているそうであります。

本県は、全国に先駆けて平成17年１月25日に

新型インフルエンザ対策指針を作成し、今

回、21年１月23日に宮崎県新型インフルエンザ

対策行動計画、54ページにわたる行動計画を発

表されたものを見せてもらいました。予想され

るものはすべて考えた完璧なものができており

ました。事業費として、医療機関設備確保事

業、抗インフルエンザウイルス薬購入備蓄事業

で１億6,700万円余の予算が計上されておりま

す。栃木県は人口が200万6,000人余と、本県の

人口と比較しても80万人ぐらい多いわけであり

ますが、それにしても７億6,730万円余という予

算を投下している。栃木県と比較して、本県の

予算は余りにも少ないような気がしますが、本

県の予算で大丈夫なのか、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） 新型インフル

エンザ対策につきましては、本年１月に、お話

にありましたように、インフルエンザの発生に

備えまして、感染拡大を可能な限り防止し、健

康被害を最小限に抑えるとともに、社会・経済

機能の破綻を防ぐということを目的とした、新

型インフルエンザ対策行動計画を策定したとこ

ろであります。この行動計画に基づき、平成21

年度予算では、初期診療に対応する感染症指定

医療機関等へ感染防護具5,790セットを配備する

こととしております。また、抗インフルエンザ

ウイルス薬を５万9,000人分追加備蓄し、これま

での９万6,000人分と合わせて15万5,000人分を

確保することをお願いしておるところでありま

す。今後とも、行動計画に基づきまして、医師

会や市町村等の関係機関と連携して、発熱外来

や入院協力医療機関の確保、県民への啓発な

ど、対策の推進を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○中村幸一議員 エバー航空への支援策と国際

交流についてお伺いします。

エバー航空への支援策についてであります

が、知事が台湾を訪れ、エバー航空が週２便、

宮崎に乗り入れが決まりました。今までの県当

局の努力と知事の外交交渉が功を奏したと思っ

ております。今回２月３日、私としては３回目

の台湾訪問をいたしました。２月３日は、宮崎

空港11時10分発、エバー航空130人乗り、宮崎か

ら搭乗したのは48名でありました。帰り２月７

日、台北空港、朝の７時５分、宮崎行き搭乗

者38名、飛行機を飛ばすのに、せめて搭乗率

が70％はなければ採算がとれないと言われてお

ります。私たちが搭乗したときは偶然に搭乗率



- 38 -

平成21年２月25日(水)

が低かったのか、スチュワーデスさんに聞いて

みました。最近はこのような状況がずっと続い

ているそうであります。130人乗りで40名ぐらい

の搭乗率であれば30％であるから、採算がとれ

ないのはだれが見てもわかります。台湾で、日

本の外務省に相当する亜東協会の方とお話をし

ましたが、鹿児島県も直行便を飛ばしたいと動

いている。中華航空といろいろ交渉して、そう

なるだろうというような話でありました。我々

もエバー航空について支援をして努力しなけれ

ばなりませんが、知事は今後どのような手だて

をされるつもりか、お聞かせいただきたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 本路線につきまして

は、世界的な景気低迷や円高の影響で、ことし

に入り、台湾からの利用者が急速に減少しまし

て、利用状況が低迷しております。このため、

台湾からのなお一層の誘客を図るため、現在、

台湾の旅行会社へ支援を行っており、また県民

の皆様の利用促進を図るため、団体利用の補助

制度の要件緩和や、台湾の魅力を紹介する特別

番組を宮崎・鹿児島２局ネットで放送するな

ど、さまざまな取り組みを行っているところで

あります。台北線はソウル線とあわせて、本県

が目指している東アジアとの経済・交流拡大の

ための重要な路線ですので、今後とも、官民一

体となって組織している宮崎空港振興協議会を

通して、県内企業・団体への働きかけやメディ

ア等を活用したＰＲを行うとともに、台湾から

の修学旅行の誘致、さらには民間団体やスポー

ツ少年団等の交流拡大に取り組んでいきたいと

考えております。

○中村幸一議員 報告しておきますが、ある議

員のおかげで、台湾からの修学旅行が来年宮崎

に来るとの約束を取りつけることができまし

た。来年来ていただけるものと思います。それ

から、スポーツ少年団の交流も申し上げておき

ました。

私は思ったんですが、台湾にもいろんな県が

あるんですが、県を選んで、本県から県職員を

２人ぐらい派遣し、向こうからも派遣してもら

う。そして、お互いに交流しながら、お互いを

知った上で、いわゆる修学旅行なりというよう

な交流を重ねたら、本当にいいのではないかと

いうふうに思います。情報収集のためにも、ぜ

ひ県職員を派遣し、また向こうからもこちらへ

派遣してもらう、そういう相互派遣はいかがな

ものかと思いますが、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 職員を相互に派遣す

ることにつきましては、本県の国際化の推進と

相互理解を深める上で一つの方法だと思いま

す。まずは、双方の民間団体等の交流促進に取

り組むなど、今後とも引き続き、台北線の利用

促進に努めていくことが重要であると考えてお

ります。

○中村幸一議員 最後になりますが、要望でご

ざいます。国際交流についてであります。私ど

も県議団は、ブラジル宮崎県人会創立50周年記

念式典にブラジルを訪問いたしました。マスコ

ミからは、めちゃくちゃたたかれました。何で

たたかれたかわかりません、いいことをしてい

るんですけど。ブラジルでは、本県出身の皆さ

んが涙を流して喜んでいただきました。「どこ

から来やったんな」「都城やひど」「あたいは

高崎じゃが」。こういうやりとりがあって、本

当に涙を流して喜んでいただきました。「ま

た60周年には来てください」と言われました

が、また、たたかれそうでありますから、行き

ません。しかし、知事と議長の予算は組んであ
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るんです。どうしても知事に行ってもらって、

御苦労されたブラジルの皆さんを励ましてくだ

さい。要望いたしておきます。

それから、教育長に質問のときに、交通誘導

員をしていることがかわいそうだというふうに

とられたかもしれませんが、違いますから。先

生がやめていく、教諭を断念することがかわい

そうだと申し上げましたので、誤解のないよう

にしていただきたいと思います。

これをもって、私の質問をすべて終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時49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、自由民主党、水間篤典議員。

○水間篤典議員〔登壇〕(拍手） それでは、午

前中に引き続き、自由民主党を代表しまして、

一括方式での代表質問を行いたいと思います。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

内閣府は、２月12日、平成18年度の１人当た

りの県民所得を発表いたしました。結果は、残

念ながら、本県は前年度から２つ順位を下げま

して、47都道府県中46位であります。まさに最

下位に等しい状況であります。今までも頑張っ

てきた結果であります。また、今後の目標が見

えてくるようにも思えます。宮崎が宮崎らしい

一面は、中央から遠いこと、つまり田舎ではな

いかということも言えます。豊かな自然と上質

な水資源、食を担う農業の存在感。そこで、こ

れらを大いに活用し、逆手にとって頑張ってい

くことも必要であろうと思います。まず、この

ことについて知事の所見をお聞かせいただきた

いと思います。

知事は、この１月23日で知事就任３年目を迎

え、みずからは３年目を起承転結の「転」と位

置づけた新たな展開を見せると語っておられる

ところであります。激動する社会情勢の中に

あって、さらなる県民生活の向上を目指し、県

政の諸課題の解決に向かって邁進されるよう、

御期待を申し上げます。

知事は、就任後初めての平成19年２月の議会

冒頭の所信表明で、「県政運営の職責の重さに

改めて身の引き締まる思いであり、その基本理

念は、県民総力戦による県づくりである。宮崎

の未来を切り開いていくのは県民自身であり、

すべての県民の力であると確信しており、県勢

発展には誠心誠意取り組み、県民だれもが安心

して暮らせる新しい宮崎の実現に向けて、全身

全霊をささげる覚悟である」と述べられまし

た。今、改めましてこの所信の真意を推しはか

りますときに、私は全身全霊を傾けるが、県民

の後押し、協力がなければ新しい宮崎は実現で

きないとの呼びかけであり、知事一人では何も

変えることができないということであったと理

解をいたすものであります。

また、この知事の所信表明に対しまして、県

民は、就任直後から現在まで、引き続き80％か

ら90％台という驚異的な―失礼ですが―支

持率で後押しをし、総力戦に参戦しているので

はないかと感じております。

ところで、３年目を迎え、知事のマニフェス

トの検証会が実施されたと報じられました。そ

の結果は、マニフェスト85項目中65項目がＡ評

価で、12項目がＢ評価、Ｃ評価は８項目であっ

たとあります。評価は84点とされました。まさ
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にこれも驚異的な好成績だと言わざるを得ない

のであります。しかしながら、何かが少し違う

のではと感じるのは私だけなんでしょうか。そ

れは、知事が県民と約束をしたマニフェストの

理念、最終目標は、さきに引用いたしました知

事の就任時の所信表明にある「県民だれもが安

心して暮らせる新しい宮崎の実現」といたしま

すと、倒産の恐怖にさいなまれている本県の基

幹産業の一つである建設業の現状や、新卒の大

半が県外に就職の場を求めざるを得ない現実が

ますます増加していることや、マニフェストで

示された350億円の一般財源捻出など、何を意味

しているのか、いまだに不明な項目もあると言

わざるを得ないのであります。

私は、枝葉末節にこだわり、揚げ足を取るつ

もりはありません。新しい宮崎の構築のため

に、知事とともに汗を流す覚悟であります。し

かしながら、この選挙の投票行動に大いに影響

したであろうマニフェストは、冷徹な目で検証

されるべきではと考えます。そこで、知事にお

伺いをいたします。このたびのマニフェスト検

証会の検証結果をどのようにお受けとめにな

り、みずからは何点をおつけになるのか、ま

た、２年を経過し、修正すべき点はないのか、

お伺いをいたします。

さらに、歳出の見直しにより単年度で350億の

財源捻出を目標とされました。平成21年度当初

予算ではどのようになっていくのか、また、幾

つの新規事業を措置されたのか、あわせてお尋

ねをいたします。

次に、中山間地域振興対策についてお尋ねを

いたします。

県は、今年度、新たに改編された県民政策部

の中に中山間・地域対策室を置き、中山間地域

対策の総合的推進を目指されたのであります。

中山間地域対策については、今年度に引き続

き、来年度の重点施策とされました。中山間地

域は、水源の涵養、洪水の防止、土壌の侵食や

崩壊防止など、多面的機能も担っており、多く

の県民の豊かな暮らしを守っています。しか

し、過疎化や農業者の高齢化の進展によって、

産業の担い手の減少や遊休農地の増加は著し

く、集落の共同生活も停滞しつつあり、地域の

存続自体が大きく懸念をされております。そこ

で、中山間地域対策を推進していく上での基本

的な方向性、また、中山間地域に住む方々の生

活の根幹である集落の活性化に向けた基本的な

考え方と来年度からの具体的な取り組み、県庁

一体となった推進のための具体的な取り組みに

ついて、知事にお伺いをいたします。

次に、物流対策についてお尋ねをいたしま

す。

御案内のとおり、昨年秋のリーマンショック

に端を発する世界的な大不況の中で、我が国の

経済をリードする大企業の経営悪化が連日のよ

うに報道されております。特に自動車や電子関

連産業が悪いようであります。その影響は本県

にも確実に押し寄せており、県内に立地する製

造業や農林水産業においても、可能な限りのコ

スト削減を図らなければ生き残れない状況に

なっていると思うのであります。大都市から遠

く離れた本県においては、物流の効率化を図

り、輸送コストの削減を進めることが重要なポ

イントになっていると考えます。

そのような中で、県は、昨年７月に物流対策

推進本部を立ち上げました。このことは、まさ

に時宜を得た取り組みではないかと思います。

そこで、物流対策推進本部のこれまでの活動を

お伺いするとともに、その成果が今年度予算に

どのように反映をされているのか、お伺いいた
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します。

地方分権についてお尋ねをいたします。

戦後、我が国が世界第２位の経済大国となっ

たのは、勤勉な国民性はもとより、霞が関によ

る経済政策の成果によるものではないでしょう

か。国のあり方も、東京は頭脳、そして手足は

地方で、うまく機能してきたのではないかと思

います。その結果として、企業の本社は東京に

移り、文化創造、情報発信についても東京であ

ります。また、多様な知恵でうまく変化に対応

できる国にすべきでありましたが、今や頭脳が

一つのために何も解決できない国になったよう

な気もいたします。人、物、金、情報を一極集

中させるのが今までの中央集権体制でありまし

た。今こそ、明治以来の中央集権体制を打破す

ることが必要になってきているのではないで

しょうか。

中央と地方の権限分与においては、平成12年

の分権一括法施行後においてもまだ主従の関係

があり、また行政においても二重行政、いや三

重行政まで行われている感がいたします。ま

た、その結果、責任の所在があいまいになり、

交付金、補助金などへの陳情政治が必要な状況

は余り変わっていないのであります。また、昨

年12月の地方分権推進委員会の第２次勧告後に

おいても、明るい展望はありません。霞が関の

抵抗を見るとき、むしろ、ますます混迷を深め

そうな気配すら感じるのであります。真の地方

分権で、国と地方がイコールパートナーとして

この国に責任を持ち、住民のための行政が行わ

れることを切望するものであります。そして、

道州制へのステップでしょうが、いまだ道遠し

と感じるのは私だけなのでしょうか。こういう

閉塞感の漂う状況下にあって、知事はどのよう

に道を開かれようとするのか、お尋ねをしたい

のであります。

次に、当初予算についてお尋ねをいたしま

す。100年に一度と言われる世界的な経済不況に

対処するため、政府は、安心実現のための緊急

総合対策に基づく第１次補正予算、また、生活

対策及び生活防衛のための緊急対策に基づく第

２次補正予算の対策を打ち出されました。本県

でも、深刻さを増した景気・雇用情勢に対し

て、ことし１月に臨時議会を開催し、国に先ん

じて、当面の景気・雇用対策を内容とする総額

約64億円余の緊急的な対応を講じられたのであ

ります。

このように極めて厳しい諸情勢の中で、補正

予算に引き続き、新年度予算についての編成作

業が行われたわけであります。その責任者であ

る知事におかれましては、予算編成に当たり、

例年にない苦労があったのではないかと察する

ところであります。知事にとって平成21年度

は、任期を折り返す３年目の予算であり、マニ

フェストの実現のためにも正念場となるわけで

すが、平成21年度当初予算編成を終えられた

今、予算編成についての感想をお伺いしたいの

であります。

次に、財政健全化への取り組みについて、若

干お尋ねをいたします。今回の当初予算は、８

年ぶりに前年度の予算規模を上回っており、厳

しい財政状況の中にあっても、選択と集中によ

り、重要な施策に必要な予算配分を行っている

ことから、一連の補正予算を考え合わせれば、

私は「積極予算」と呼んでもいいのではないか

と思っております。しかし、どうしても心配に

なることは、ふえてしまう県債残高、あるいは

減ってしまう基金残高であります。現在の状況

では、収支不足の画期的な解消は望むべくもな

く、平成22年度になりますと当初予算を組むの
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がやっとであり、そこで基金が枯渇してしまう

と思われるのであります。今後どのように健全

財政化を進めていくおつもりか、お伺いをいた

します。

また、今後の景気の状況により、県税収入へ

の影響は避けられないと思います。平成21年度

の県税収入はどのような見込みになるのか、こ

れは総務部長にお尋ねをいたします。

次に、地震対策についてお尋ねをいたしま

す。

気象庁は、我が国は21世紀前半には地震警戒

年に突入し、いつ巨大地震が発生してもおかし

くないとしております。ちなみに、我が国で

は、この10年間に、「立っていることができ

ず、はわないと動くことができない」とされる

震度６強以上の地震が６回発生しております。

地震に対する関心、対策を意識させた、あの阪

神・淡路大震災から既に14年が経過いたしまし

た。阪神・淡路大震災では、全壊棟数約10万

棟、死者6,434名で、その８割以上が建物倒壊、

それも木造住宅の倒壊による圧死者でした。ま

た、この阪神・淡路大震災のころから、日本列

島全体が活動期に入ったと言われ、地震はい

つ、どこで発生してもおかしくないと、政府の

中央防災会議から警告が出されました。

本県は、南海地震の西端、日向灘の地震の巣

を目前にしておりまして、日向灘を震源とする

地震は、平成８年以降、震度４を超えるケース

がないと伺っております。すなわち、日向灘も

地震のエネルギーが今蓄積されつつあるのでは

と、懸念をしております。そこで、地震対策へ

の取り組みについて、総務部長にお尋ねをいた

します。

次に、医師不足対策について福祉保健部長に

お伺いします。

医師の不足はまさに全国的な問題でありま

す。本県におきましても、現在、県立延岡病院

の医師６名が退職の意向を示しております。ま

た、先日、派遣の継続が決まったものの、県立

日南病院の小児科医の引き揚げも大きな問題と

なっております。これらは、平成16年度の新医

師臨床研修制度の導入を契機とし、大学医学部

の医師派遣能力が低下したことがその大きな要

因の一つであると言わざるを得ません。こうし

た中、厚生労働省と文部科学省の合同検討会

が、医師臨床研修制度の見直し案を先般取りま

とめました。これによりますと、現在７つの必

修科目を、内科、救急、地域医療の３科目に絞

り、必修にかける期間を１年程度に短縮し、２

年目は、将来専門とする診療科での研修に専念

させるほか、研修医の都市部への集中に歯どめ

をかけ、都道府県や研修病院ごとに定員を設け

るというものであります。県はこれまで、臨床

研修制度の見直しを国に要望してきておりまし

たが、今回の見直しについてどのように評価を

されているのか、お伺いしたいのであります。

次に、宮崎大学では、幅広く病気を診断でき

る総合医を育成するための新たな講座を設置

し、育成した医師を地域の医療機関に派遣する

との報道が先日ありました。これは、専門医が

専門外の診療を余儀なくされ、そのことで負担

が増加し、病院をやめてくいくという現状を打

開するため、総合医を育成・派遣し、専門医と

の役割分担を図るというものであります。ま

た、その育成に当たっては、自治体からの寄附

で運営する寄附講座としたいとの考えであるよ

うであります。県との協議も行われていると聞

いておりますが、現在の検討状況についてお聞

かせください。

３点目に、今日の医師不足の状況は、医師養
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成の抑制策や臨床研修制度など、国の医療政策

によってもたらされたものが大きいと考えま

す。県レベルでの対策も非常に重要であると考

えます。県はこれまで、医師不足解消のために

さまざまな対策に取り組んでこられたと聞いて

おります。今日までの取り組みの成果と、これ

からの取り組みについての考えをお聞かせくだ

さい。

次に、子育て支援対策についてお尋ねをいた

します。

子育て世代に対する多くのアンケートを拝見

いたしますと、子供を２人、３人とふやせない

理由の上位に来るのは、１つ目が教育費に対す

る不安、２つ目が保育期間の子供の疾病に対す

る対応への不安となっておるようであります。

１つ目の教育費については、高等教育までを想

定すると２人目までが限界となる。これは途上

国で見られる大学の学費無料化しか対策はない

のではないかと考えます。２つ目の対応への不

安については、保育所に預けるお母さんは、子

供の風邪などでの発熱で仕事を休むケースが相

当な負担になっているようであります。今回、

新年度予算で新規事業を提案されております、

「応援人材バンク」に可能性の芽を見たところ

でありますが、この事業のねらい、今後の展開

について、福祉保健部長にお尋ねをいたしま

す。

次に、高齢者対策についてお尋ねをいたしま

す。

本県は、全国よりも早く高齢化が進んでおり

まして、平成20年には高齢化率は約25％となっ

ております。つまり、まさに県民の４人に１人

が65歳以上の高齢者という状況にあります。私

は、これからの活力ある社会づくりのために

は、これらの高齢者の皆様方に生きがいを持っ

て元気に活躍していただくことが、非常に大切

だと思います。高齢社会においては、個々の高

齢者への対応ということだけではなく、社会の

構造的な問題に、あらゆる観点から総合的に取

り組んでいかなければなりません。雇用や就業

の問題、生きがいづくりの問題、社会参加の問

題、あるいは技能・ノウハウの継承問題といっ

たことへの対応など、高齢社会に必要な対策は

多岐にわたります。そこで、今後ますます高齢

化が進む中、元気な高齢者の生きがいづくり

や、地域への参加のための取り組みが必要と考

えます。知事のお考えをお聞かせください。

次に、中小企業対策についてお尋ねします。

平成20年10月から12月までの我が国の国内Ｇ

ＤＰは、年率でマイナス12.7％と、第１次オイ

ルショック後の昭和49年以来の二けたのマイナ

スとなり、35年ぶりの深刻な状態となりまし

た。まさに、未曾有の深刻な不況の足音が聞こ

えてきたということであります。県では、中小

企業向けの資金対策、いわゆるセーフティネッ

ト対策を構築され、種々展開されているところ

であります。さらなる補正増を含めた今後の見

通し、さらには県独自の対策の余地について、

事態の急速な進行を踏まえ、検討するお考えは

ないか、商工観光労働部長にお伺いします。

次に、企業誘致対策についてお尋ねします。

県は、新年度予算に、新規事業として「広域

拠点工業団地整備促進事業」を提案されまし

た。工業団地整備は、20ヘクタール以上を対象

に、限度額30億円の貸付金を事業主体となる市

町村に貸し付け、工業用水や取りつけ道路など

の整備に２億円を限度として補助金を準備する

ものであります。現在の我が国の経済状況か

ら、企業誘致は困難な時代に入ったと考えます

が、今、この事業になぜお取り組みになるの
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か、もしかすると誘致の見込みがあるのではな

いかと思いますが、基本的な考えを知事にお伺

いいたします。

次に、事業の具体的な内容については、商工

観光労働部長に伺います。予算額からすると、

年間１件の枠と理解をいたします。この事業を

何年間お続けになるのか。また、高速道路に隣

接したフリーウェイ工業団地の28ヘクタールほ

どが、いまだ立地が決まらない中、次の団地に

着手することへのリスクはないのかお伺いしま

す。仮に立地が長引けば、造成費などが地元市

町村の負担となるのか、その場合、県は何らか

の助成をするのか、お聞かせください。

次に、観光行政についてお尋ねをいたしま

す。

平成19年宮崎県観光動向調査によりますと、

県外客数は456万8,000人、前年比3.5％の伸び

で、15万6,000人増加したと報告されています。

平成19年は、知事が１月に就任されました。11

カ月余りは東国原知事のブームのもとにあった

年ということになります。本県では、先人の努

力で観光立県を目指し、時間をかけ、インフラ

整備はもちろん、スポーツランド構想などソフ

ト面でも力を注いでまいりました。今、さらに

本県が飛躍するためには何が必要か、足元から

見直す必要があるのではないでしょうか。そこ

でお尋ねをいたしますが、タイやインドネシア

など東アジアとの交流を推進し、国際観光プロ

モーション活動や、県産品の海外への販路拡大

等の取り組みを強化し、将来に備えることはで

きないのか。また、例えば年間を通じたゴルフ

イヤーなど、有望なテーマに特化して海外から

の観光客誘致を図っていくべきではないか。ま

た、全国規模の会議や大会、シンポジウムの開

催など、あのシーガイアの経営破綻以降、少し

腰が引けたと見える県のコンベンションの誘致

について、再検討の余地はないのかお聞かせく

ださい。

また、先週行われましたＷＢＣ代表候補の宮

崎合宿については、24万1,000人のファンが訪れ

たと報道されました。この受け入れ態勢などに

ついていろいろな指摘が見られました。駐車場

の問題、渋滞の問題、入場料の問題がありまし

た。「おもてなし日本一」を標榜される知事と

して、この際、総括が必要だと思いますが、御

見解をお聞かせください。

次に、農政問題についてお尋ねをいたしま

す。

我が国の将来に対して、不透明感、閉塞感が

増しつつある中で、日本の農業においても、高

齢化、担い手不足、耕作放棄地の増加、原油・

飼料価格高騰などによる経営悪化など、農業の

存続が問われる大きな転換期に来ていると指摘

されております。一方、最近の国際穀物需給の

逼迫や、中国の冷凍ギョーザ、事故米などを

きっかけに、我が国の食料自給率の低さに対す

る関心と不安が高まっており、「我が国の農業

は存亡の危機にあるが、同時に、限りない潜在

能力を秘めた、我が国に残された数少ない成長

産業である」との意見も、専門家から聞こえる

ようになりました。国内の経済・雇用問題が悪

化するにつれ、農業の持つ可能性や重要性につ

いての認識が国民的規模で高まってきており、

この国民の声に応じるとすれば、今が大きな

チャンスではないでしょうか。ただし、そのた

めにも、国民の安定的な食料供給を担う農業者

にとって、将来的にも魅力的な職業であり、か

つ農業という職業を選んだことで安定的な生活

が成り立つような環境整備が、大変重要である

と考えます。



- 45 -

平成21年２月25日(水)

100年に一度とも言われる経済危機の中で、時

代が大きくさま変わりするときに新しい時代の

芽が生まれるのは、過去の歴史の教訓でもあり

ます。時代の風が宮崎に対して追い風となって

いる今こそ、私は、本県基幹産業である農業の

持つ潜在的資源を最大限に生かした産業の振興

が必要であると思います。この点について、知

事の御見解をお伺いしたいと思います。

また、緊縮財政の中で、ことしを新たな時代

に向けた種まきの年として、本県農業が明るい

展望を持てるような施策が必要と考えます。本

議会に上程された平成21年度当初予算につい

て、農政水産部長としてどのようにお考えか、

どのような予算編成をされたのか、お伺いいた

します。

次に、畜産の問題についてであります。宮崎

県の農業産出額は約3,078億円で、全国第６位の

産出額を誇っております。中でも畜産部門は

約57％を占め、地域農業を支える重要な産業と

して経営規模も年々拡大をしております。しか

しながら、近年の配合飼料価格の高騰は畜産全

般に大きな影響を与えており、国においては、

昨年２月、６月、10月と三度にわたり、畜産の

経営安定のための緊急措置が講じられました。

また、県においても、自給飼料の増産や生産性

向上など積極的に取り組んでいただいておりま

す。しかし、景気の後退や牛肉消費の減退など

から枝肉価格が低迷をしており、肉用牛肥育農

家の経営は厳しい状況にあります。さらに、肥

育農家の厳しい状況を反映して、子牛価格が現

在40万円を下回っている状況であります。肉用

牛繁殖農家においても同様に大変苦しい状況に

あります。今後、生産基盤の縮小や高齢な農家

における経営中止に、一層拍車がかかるのでは

ないかと懸念をいたします。そこで、宮崎牛の

生産基盤を両輪で支える肉用牛肥育農家と肉用

牛繁殖農家の経営安定対策について、どのよう

な対策を講じていかれるのか、農政水産部長に

お伺いをしたいのであります。

次に、沿岸漁業振興についてであります。本

県では、カツオ・マグロなどの遠洋漁業、アジ

やイセエビなどを漁獲する沿岸漁業、ブリ・タ

イなどの養殖業が営まれております。この中

で、沿岸漁業は、本県沖合の日向灘を漁場とし

ておりまして、県内に安全で安心な、豊かな海

の幸を供給する重要な役割を担っております。

その経営は、近年の燃油高や漁場環境の変化に

より、一層厳しい状況であります。漁船の燃料

であるＡ重油の価格は、現在でも、５年前の

リッター当たり38円に比べまして２倍近くの70

円程度のようでありまして、原油価格の動向が

不透明な中で、漁業経営を直撃しているようで

あります。そこで、今日の沿岸漁業の現状をど

のように認識され、また、今後どのような対策

を講じようとされているのか、農政水産部長に

お伺いをいたします。

次に、道路特定財源についてであります。

昨年は、暫定税率の期限切れの問題や、一般

財源化に伴う道路財源の確保など、道路行政の

根幹を揺るがす出来事がありました。未整備の

高速道路区間を多く持つ本県では、事態の推移

をかたずをのんで見守ったところであります。

こうした問題も、昨年の期限切れ間の本県の減

収分６億6,500万は補てんをされました。一般財

源化に伴う9,400億円の地域活力基盤創造交付金

の新設で、一応の決着と一段落の感がありま

す。しかしながら、新設された交付金の本県へ

の配分、道路に関するインフラ整備やソフト事

業にも利用できる使途拡大などもあり、まだま

だ予断を許さないところであります。そこで、
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今回の道路特定財源の一般財源化が本県の道路

整備にどのように影響するのか、また、国に対

して今後どのような働きかけを行っていくお考

えか、これは知事にお伺いをいたします。

次に、道路行政についてお尋ねします。

県民の悲願と言ってもいい東九州道の見通し

が立ってまいりました。大変喜ばしいことで、

知事を初め関係各位に、改めまして敬意を表し

たいと存じます。一日も早い全線開通に向け、

県民一丸となってさらに頑張っていきたいと存

じます。かつて県は、県内１時間構想を掲げ、

地方道の改良、渋滞対策事業など、大変わかり

やすく目に見える整備を推進されました。日常

生活に直ちに好結果をもたらすこうした事業展

開は、大変県民にも好評でありました。こうし

た地域間を結ぶ幹線道や生活道など、県道を含

め、今後の整備方針について県土整備部長にお

尋ねをいたします。

次に、公共工事の品質確保についてでありま

す。

公共工事の品質を確保するため、平成17年４

月に、「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」が施行されました。間もなく４年が経過し

ようとしております。この法律では、公共工事

の品質は、経済性に配慮しつつ、価格以外の多

様な要素も考慮し、価格及び品質が総合的にす

ぐれた内容の契約がなされることにより確保さ

れなければならないとされておるのでありま

す。本県においても、高い技術的能力と地域の

発展に対する強い意欲を持つ建設業者が伸びて

いける環境づくりを進めるため、いろいろな取

り組みがなされているところであります。しか

しながら、全国の公共工事の発注は、ピーク時

の平成５年度の35兆3,056億円から19年度は16

兆9,927億円と、実に48.1％に減少し、本県でも

平成５年度の4,760億円から平成19年度の2,262

億円へ、これも実に47.5％に減少するなど、さ

らに厳しさが増しております。

東京商工リサーチの資料によりますと、県内

の建設業者の倒産件数は、平成18年が24件で

あったのに対し、19年55件、20年も同じく55件

と急増しております。また、廃業される方も年

間100件を超える状況のようであります。このよ

うに建設業の倒産が続けば、良質な社会資本を

整備していくためだけではなくて、地域におけ

る災害等への対応にも支障が出るおそれもあ

り、ひいては県全体の経済の落ち込み、雇用の

場の喪失にもつながるものと懸念します。冒頭

に述べました「公共工事の品質確保の促進に関

する法律」に定められた内容が徹底されていな

い状況もあると聞きます。そこで、法に規定さ

れる発注者の責務を果たすため、どのような取

り組みが行われてきたのか、県土整備部長にお

尋ねします。

また、県の建設工事の一般競争入札の落札率

は、平成18年度が83.1％、19年度が83.2％、20

年度第３・四半期で83.8％と、依然として低価

格での応札が続いております。公共事業の大幅

な縮減、建設業の倒産件数の増加に加え、この

ように低価格での応札が続いている状況では、

受注者の負担増を招かないためにも、予定価格

については、取引の実態を踏まえた資材単価に

より、現地の施工条件に合った適正な積算を

行っていただくことが極めて重要であります。

そこで、建設資材単価の設定及び予定価格の積

算についてどのように行っておられるのか、県

土整備部長にお尋ねをしたいのであります。

次に、教育問題について教育長にお尋ねしま

す。

まず、中高一貫教育であります。先ほども御
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質問があったようでありますが、全国的には、

公立高校の中高一貫校の取り組みは、本県が

五ヶ瀬中等教育学校の開設により先導的役割を

果たしたことは御案内のとおりであります。今

や公立中高一貫校は急速にふえまして、20世紀

末の1999年の段階では全国２校にすぎなかった

ものが、平成19年には80校余りに達していると

ころであります。このことは、一貫校のよさが

認められた結果であろうかと存じます。県は、

来年度、都城泉ヶ丘高校に併設型の中学校を開

設する準備を行う計画であります。また、今

後、地域の実情に応じた多様な組み合わせの一

貫校を推進するとお伺いをしております。そこ

で、少子化社会に入った今日、大学も全入時代

となってきました。こうした変化を受け、今後

の中等教育のあり方はどうあるべきか、宮崎の

先見性、先行性を発揮する教育のあり方につい

てお尋ねをしたいのであります。

次に、学校裏サイトについてであります。教

育委員会は、昨年９月、学校裏サイトに関する

アンケート調査を実施されたようであります。

学校裏サイトの認知度については、学年が上が

ることに増加し、この裏サイトにより中傷を受

けた経験のある子供は81人いるということであ

ります。そのうち約７割の子供が、そういう経

験をしても、保護者や先生に相談することなく

何もしなかったということであり、いじめが深

刻化しているのではないでしょうか。アンケー

ト調査は全児童生徒の15.7％を抽出したもので

ありまして、実態はもっと多くの子供たちが被

害を受けているのではないかと危惧されます。

この裏サイトには出会い系やアダルトサイトへ

のリンクが張られることも、可能性としては考

えられます。何らかの対策をとる必要がありま

す。教育長の御見解をお聞かせください。

また、携帯電話を使った犯罪被害やネットい

じめもあります。先日、文部科学省の全国調査

の結果が発表され、昨年12月時点で、公立小学

校94％、公立中学校は99％と、ほぼ全校におい

て携帯電話の持ち込みは原則禁止となっている

ということであります。このうち、小学校の57

％、中学校の51％は、子供の安全などを理由に

家庭が申請すれば許可しているとのことであり

ます。一方、高校では20％が原則禁止、持ち込

みを認めても、校内や授業中での使用禁止、下

校までの一時預かりとなっているようでありま

す。本県においては、小・中・高での携帯電話

の持ち込みについてどのような現状となってい

るのか、教育長にお尋ねをします。

次に、スポーツ振興についてお尋ねします。

昨年、大分県で開催された第63回国民体育大

会での本県選手の活躍は記憶に新しいところで

あります。県におきましては、競技力向上のた

めにさまざまな施策を展開されていると思いま

すが、私は、きょうは特に、本県の競技力向上

を実証する舞台であります国民体育大会のこと

に特化してお話をしたいと思います。

この国体につきましては、御存じのように、

現在、大会の充実・活性化や大会運営の簡素・

効率化の点から改革が進められております。行

財政改革による緊縮財政が加速する中での都道

府県負担の軽減や、国際化の進展によるトップ

アスリートの国体への参加回避などを理由に見

直しが行われているのは、やむを得ないことと

思います。一方では、我が国のスポーツの振

興、郷土意識の高揚による地域の活性化など、

大変大きな役割を果たしてきているのも事実で

あります。しかし、個々の具体的な事例を見ま

すと、釈然としないものがあるのも事実であり

ます。
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私の出身地であります小林市の小林工業・秀

峰高校の新体操部であります。ここは、昨年の

全国高校総体で見事優勝し、また、「チャレン

ジ！おおいた国体」では５位入賞を果たし、本

県の目標であります天皇杯30位台達成に大いに

貢献をしていただいたところであります。聞く

ところによりますと、この少年男子新体操が、

ことしの新潟国体の競技種目から廃止されると

のことであります。これは、地元小林にとりま

しても、県にとりましても、大きな問題と考え

ます。小林の人々にとって、新体操は単なる競

技種目ではない。地域の方々が一体となって、

小・中・高等学校を通して支援している地域の

宝、財産でもあります。その新体操が、アマ

チュアスポーツの一大祭典である国民体育大会

の参加への道が閉ざされることは、残念でなら

ないのであります。国体の「広く国民の間にス

ポーツを普及し、地方スポーツの振興と地方文

化の発展に寄与する」という目的からします

と、今回の措置はいかがなものかと思うのであ

ります。この際、少年男子新体操を国体の競技

種目に復活できるように、県としても何らかの

動きをすべきだったし、動くべきではなかった

のかと考えます。教育長の見解をお尋ねいたし

ます。

続いて、公立学校の運動場の芝生化について

お尋ねをします。文部科学省が平成19年度に

行った体力・運動能力調査によりますと、平

成10年度と比較して向上傾向にあるものの、ピ

ークであった昭和60年度と比較すると、依然低

位な水準にあるとの結果でありました。その結

果は、近年のテレビゲームの普及などに伴う外

遊びの減少が原因の一つではないかと考えられ

ておるようであります。そこで、子供たちがけ

がや砂ぼこりなどを気にすることなく遊べるよ

うに、学校の運動場の芝生化を推進してはどう

かと考えます。いわゆるスポーツの振興であっ

たり、体力の向上を図るべきと考えます。運動

場の芝生化の現状と今後の取り組みについて、

教育長の御見解をあわせてお伺いいたします。

次に、サイバー犯罪についてお尋ねします。

さきの新聞報道によりますと、詐欺や名誉毀

損など、インターネットによるサイバー犯罪の

摘発件数が、昨年、過去最悪の32件になったと

いうことでありました。また、相談件数も1,000

件を超え、1,311件と過去最高になったとのこと

です。先ほど質問しました学校裏サイトも同様

でありますが、インターネットなどが普及する

ことにより、匿名性を利用した悪質な書き込み

や、ネット上で商品を紹介して金をだまし取る

オークション詐欺、メールなどの架空請求詐欺

などが発生をしております。このようなサイバ

ー犯罪は、通信手段の高度化・多様化などによ

り、今後ますます広がっていくことになるので

はないかと危惧をいたします。また、県民がサ

イバー犯罪防止のための情報セキュリティー対

策を知っておくことも必要かと考えます。そこ

で、本県におけるサイバー犯罪について今後ど

のような対策を行っていかれるのか、県警本部

長にお伺いをいたします。

次に、水力発電の取り組みについてでありま

す。

一昨年からの原油価格の急激な高騰は、産業

界はもとより、国民生活全般に深刻な影響を与

えました。資源小国である我が国にとって、エ

ネルギーの安定的な確保は重要な課題でありま

す。また、地球温暖化を防止するため、二酸化

炭素を排出しないクリーンエネルギーの導入を

進めることは、世界的な課題でもあります。こ

のような中で、宮崎県の豊富な水資源を利用し
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た水力発電は、地域資源を活用した地球環境に

優しい、純国産で再生可能なクリーンエネルギ

ーであり、今後とも積極的に取り組むべきと考

えます。企業局では、来年度から河川の維持流

量を活用したマイクロ水力発電に取り組むよう

であります。企業局における今後の水力発電に

対する取り組みについてお尋ねをいたします。

また、農業用水路を利用した小水力発電の取

り組みを行おうとしている市町村や土地改良区

に対してどのような支援を行っていくのか、お

聞かせください。

また、農政水産部では今後どのように取り組

んでいかれるのか、お伺いをいたします。

最後に、県立病院事業についてお尋ねしま

す。

県立病院は、これまで、県民医療の確保及び

地域医療の水準の向上を図るために、高度医療

や救急医療の充実に積極的に取り組んでこられ

ました。しかしながら、少子高齢化の進展や疾

病構造の変化、医療の高度化・専門化など、医

療を取り巻く環境が大きく変化をする中で、経

営状況が大変厳しくなってきているのも事実で

あります。このため、県立病院が今後ともその

使命と役割を果たしていくためには、積極的な

経営改革が喫緊の課題であります。平成18年度

に地方公営企業法の規定の全部を適用し、自立

的な事業運営が可能となる事業形態として病院

局が設置されました。18年８月には、22年度ま

での５カ年の計画とする中期経営計画が策定さ

れました。その後、18年度及び19年度決算で

は、それぞれ計画を上回る収支改善が図られる

など、経営改善の観点からは順調に推移してき

ているように感じられます。

一方、近年の全国的な医師の確保でございま

すが、先ほど話したとおり、県病院においても

医師の不足があります。医師の確保は非常に厳

しい状況であります。県立病院は、本来、２

次、３次の救急医療を担う医療機関であります

が、夜間や休日に軽症患者を含む救急患者がふ

え続け、平成19年度は、延岡、宮崎、日南の３

病院で２万人を超える救急患者に対応するな

ど、医師の過重な負担が医師確保を困難として

いる大きな理由の一つであるとも言われており

ます。

そこで、病院局長にお尋ねします。県立病院

事業の今後のあり方につきましては、平成21年

度から、各県立病院ごとに、収支の状況を勘案

しながら、23年度をめどにふさわしい経営形態

の検討を進めることとされております。これま

での中期経営計画に基づいて進めてきた経営改

善の状況を踏まえ、今後どのような考え方で経

営形態の検討を進めていくおつもりか、お聞か

せください。また、あわせて、県立病院の医師

確保については、喫緊かつ最重要の課題であり

ます。病院局におかれましては、今後どのよう

に必要な医師の確保に取り組んでいかれるの

か。新年度予算案において、医師確保に向けた

新たな対策も示されているようであります。そ

の具体的な取り組みについてお尋ねをいたしま

して、壇上からの質問といたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県民所得についてであります。先日、平成18

年度の１人当たり県民所得が全国46位であると

公表されましたが、私はかねがねこの県民所得

という言葉に対して疑問を持っておるところで

ございます。１人当たり県民所得は、企業所得

や利子配当などの財産所得も含まれる県民所得

を、各県の総人口で除したものであるため、必
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ずしも個人もしくは家計の所得水準をあらわす

ものではありません。また、人口の増減にも左

右されるため、県民生活の豊かさをあらわす唯

一の指標でもないわけであります。しかしなが

ら、県民所得が経済活動の一面を数値化したも

のであることは事実であり、それを踏まえ、御

質問にもありますように、豊かな自然や宮崎ら

しさを生かして所得の向上を図っていくこと

は、重要な課題であると考えております。

そこで、昨年来の社会経済情勢を踏まえます

と、これからの日本は、国外からの輸入食料に

頼り過ぎない、石油に頼り過ぎない国家を目指

すべきであり、社会経済のあり方も転換してい

く必要があると考えております。このような観

点から本県の将来を考えた場合、基幹産業とし

ての実績を有する農業や、恵まれた自然環境な

どの強みがある本県にとって、今が大きなチャ

ンスであるともとらえております。このため、

農商工連携の推進などによる農業の活性化や、

太陽光発電の拠点づくりなど、新たな分野の産

業集積といった施策の展開を図ってまいりたい

と考えております。

続きまして、マニフェストについてでありま

す。私が今回、マニフェスト評価を依頼しまし

た早稲田大学マニフェスト研究所につきまして

は、これまでにも多くのマニフェストの評価を

手がけておられ、この専門的見地から下された

今回の評価につきましては、真摯に受けとめて

いきたいと考えております。なお、客観性を保

つため外部に評価をお願いしましたので、自己

採点は差し控えたいと存じます。また、マニ

フェストの項目の中には進捗がおくれているも

のもありますが、マニフェストは任期４年を通

した県民の皆様とのお約束でありますので、そ

の達成に向け、引き続き全力を傾けてまいりた

いと考えております。

続きまして、歳出の見直し等についてであり

ます。財政改革プログラムでは、私のマニフェ

ストを踏まえ、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、平成21年度には、平成18

年度と比較し、スクラップ・アンド・ビルドを

含む350億円の歳出見直しを達成するという目標

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。

なお、事務事業見直しで捻出した財源の一部

を活用して措置した事業は、新規事業98件、56

億円程度、改善事業47件、９億円程度となって

おります。

続きまして、中山間地域対策に関する一連の

御質問であります。

まず、中山間地域対策の基本的な方向性につ

いてであります。中山間地域の現状を見ます

と、住民生活の基本的な地域単位であり、その

活性化のかなめであります集落の衰退が大変危

惧されているところであります。したがって、

今後の中山間地域対策につきましては、まず

は、集落の活性化に視点を置いた取り組みが重

要であると考えております。また、高齢化や人

口減少が進む中で、住民が安心して日常生活が

送れるような手だてを講じることが必要である

とともに、生活のベースとなる仕事の確保も大
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変重要であります。このようなことから、今後

は、集落の活性化、日常生活の維持・充実、産

業の振興の３つを柱として、短期的・中長期的

な施策を総合的に展開することとしておりま

す。

次に、集落の活性化に向けた基本的な考え方

と具体的な取り組みについてであります。集落

の活性化のためには、そこに住む住民が集落の

問題をみずからの問題としてとらえ、考え、行

動するという「内発的な活力の向上」と、それ

を県民全体で支えていくための「都市からの支

援と交流」が必要であると考えております。そ

こで、21年度におきましては、住民みずからが

行う集落の点検や話し合いを支援する中山間地

域集落点検モデル事業や、元気な集落づくりを

支援するいきいき集落応援事業等により、集落

の内発的な活力の向上を図るとともに、ボラン

ティア活動を行う人材をあらかじめ登録し、集

落等からの依頼に応じて派遣する「中山間盛り

上げ隊」派遣事業等により、都市からの支援と

交流を推進していくこととしております。さら

に加えて、新たに県職員が町村役場に駐在し、

町村職員や地域住民と一体となって地域活性化

に取り組むこととしており、これらの事業を体

系的、効果的に展開してまいりたいと考えてお

ります。

最後に、県庁一体となった中山間地域対策推

進のための取り組みについてであります。中山

間地域の活性化を図るためには、関係部局間の

連携が不可欠でありますので、昨年６月に設置

しました中山間地域対策推進本部の機能を十分

に発揮させながら、今後ともより一層、関係部

局一体となった取り組みを推進してまいりたい

と考えております。そのため、来年度から新た

に、成功事例となり得る地域の取り組みを重点

的に支援することとしております。具体的に

は、活性化に向けた地域の骨太な取り組みを地

域創造計画として本部で採択し、その実現に向

け、国や庁内各部局等の各種事業や施策を連携

させ、集中投入を図る中山間地域等創造支援事

業を推進することとしております。

次に、物流対策についてであります。県で

は、昨年７月、本県物流を取り巻く現下の厳し

い状況を踏まえ、部局横断的な取り組みを強化

し、効率的な物流体制の構築やモーダルシフト

の推進を図るため、私を本部長とする物流対策

推進本部を設置したところであります。これま

で本部では、農業や製造業の荷主の方々や、海

上、鉄道、陸上の各運送事業者の方々との意見

交換を行うとともに、個別訪問によるヒアリン

グ調査を実施し、本県物流の実態把握等に努め

てまいりました。その結果、今後の対応策とし

て、トラック輸送に依存している貨物を海上・

鉄道輸送に可能な限り集約することが重要であ

り、県としては、この貨物集約に向けた産業界

の取り組みを誘導・支援するための対策を講じ

ることが必要と考えるところであります。この

ため21年度予算におきましては、新規事業とし

て、陸上トラック輸送から県内発着の海上・鉄

道輸送にシフトした貨物に助成を行う物流効率

化支援事業と、県内農業団体が取り組む農産物

のＪＲ貨物輸送へのシフトを支援するみやざき

農産物鉄道輸送拡大推進事業を実施することと

したところであります。県といたしましては、

こうした取り組みにより、県内産業界との連

携、役割分担のもとで、物流対策を積極的に推

進してまいりたいと考えております。

続きまして、地方分権についてであります。

現在、国においては、地方分権改革推進委員会

を設け、地方が主役の国づくりのために、国と
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地方の役割分担や国の出先機関の見直し、税財

政制度などについて、これまでの２年間に75回

もの会議を開くなど、精力的に議論が進められ

ております。しかしながら、これらの項目につ

いて、委員会が各省庁に対して実施している権

限移譲推進等に関するヒアリング状況を見ます

と、各省庁の回答は、予想どおりほとんどゼロ

回答であり、今後もこの抵抗は続いていくもの

と思っております。このような状況を打開する

ためには、国民の支持と政治の強いリーダー

シップが不可欠であり、国民的な議論の盛り上

がりを巻き起こす、政治主導による分権論議に

期待しておるところでございます。私として

も、今回の地方分権の議論が、単に国と地方と

の綱引きに終わることなく、権限や財源が十分

に担保され、真に住民の利益につながるものと

なるよう、全国知事会議の場やマスメディア

等、あらゆる機会を通じて、さらなる地方分権

の推進に向けて積極的に意見を申し上げてまい

りたいと考えております。

次に、予算編成についての感想であります。

平成21年度当初予算の編成に当たりましては、

私のマニフェストの実現を目指して、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、

収支不足額が中期財政見通しの278億円から337

億円にまで拡大いたしましたが、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。さらに、経済・雇用情勢

は厳しい状況が続いておりますことから、この

当初予算により、補正予算と一体となった切れ

目のない対策を講じていくことができるものと

考えております。

次に、財政健全化への取り組みについてであ

ります。県では、現在、財政改革プログラムに

基づき、徹底した財政改革に取り組んでいると

ころでありますが、地方交付税や県税等の減

少、社会保障関係費や公債費の増等により、今

後とも厳しい財政状況が継続するものと見込ま

れますので、収支不足を基金に頼るというこれ

までの方法では、やがて当初予算の編成が難し

くなるものと考えております。このため、諸産

業の振興等による税源涵養に努めるとともに、

財政改革プログラムの取り組みについて、歳入

の確保、歳出の削減の両面から、徹底した分析

・再検討を行いながら、着実に推進してまいり

たいと考えております。また、税収など自主財

源が乏しい本県にとりましては、とりわけ、財

政調整機能と財源保障機能を有する地方交付税

総額が安定的に確保される必要がありますの

で、今後とも、全国知事会等を通じて、国に対

して要望してまいりたいと存じます。

次に、高齢者対策についてであります。高齢

化が進む中、県勢を活力あるものとしていくた

めには、元気な高齢者の皆様が、生きがいを

持って、長年培った知恵や経験などのシニアパ

ワーを発揮し活躍していただくことが、県民総

力戦による新しい県づくりを進める上で不可欠

であると考えております。このため、県といた

しましては、老人クラブへの支援や、ねんりん

ピックの開催など、高齢者のスポーツ・文化活

動の促進等に努めるとともに、ボランティア活

動等に積極的に参画していただけるよう、高齢

者が地域社会に貢献できる機会の拡大に取り組
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んでまいりたいと考えております。

次に、広域拠点工業団地整備促進事業につい

てであります。御質問にありましたように、現

在、世界的な景気悪化により、企業の設備投資

は減少しておりますことから、企業立地は非常

に厳しい状況にあることは認識しております。

しかしながら、国内の企業においては、太陽電

池を初めとする新エネルギー関連など、業種に

よっては依然として投資意欲が高いこと、また

最近、操業までの迅速性や工場集約化を図る観

点から、造成済みの大型の工業団地を求める傾

向があることなどに加え、県内においては、厳

しい財政状況の中で、大型工業団地の建設構想

を持っている市町村もあるなど、さまざまな動

きがあります。したがって、私といたしまして

は、今後、景気が回復したときに、企業の大型

投資に素早く対応できるようにすることが重要

と考え、今回、この事業に取り組むこととした

ものであります。

ＷＢＣ日本代表宮崎合宿についてでありま

す。今回の合宿は、イチロー選手などのメジャ

ーリーガーを初め、日本プロ野球のトップ選手

が多数参加されたことから、期間中、全国から

約24万人のファンが観戦に訪れるとともに、多

くの報道関係者が宮崎に集結し、メディアを通

じて連日、宮崎の名前が全国に発信されまし

た。県民の皆様にも、超一流のプレーを間近に

観戦できる絶好の機会になるなど、スポーツラ

ンドみやざきの推進に大きな効果があったもの

と認識しております。練習試合につきまして

は、県といたしましても全面的な協力を行いま

したが、試合が急遽決定されたことから、開催

に向けた準備や周知のための時間がほとんどな

かったこと、当初考えられていた入場チケット

の事前販売ができなかったことなどから、整理

券の配布等において混乱する場面も生じたとこ

ろであります。これまでに例のない大変厳しい

条件の中での大きなイベントでありましたが、

大会２連覇へ向けた日本代表の本県合宿が、大

きな事故もなく終了しましたことは、県民の皆

様を初め、地元関係機関の連携、協力のたまも

のと考えております。今後とも、関係機関との

連携を図り、県民の皆様の御理解をいただきな

がら、スポーツランドみやざきの一層の推進に

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、農業の持つ潜在的資源を生かした産業

振興についてであります。私たちの暮らしと命

を支える農業こそ、今世紀の成長産業だと私は

確信しており、受け継がれてきた農業資源をフ

ルに活用するとともに、新しい視点での取り組

みを推進することにより、農業の持続的発展と

地域経済の活性化、さらには雇用の創出につな

げることが、私の務めであると考えておりま

す。農業は自然条件に大きく依存しており、不

安定かつ困難な面もありますが、最近では、外

食産業や一般企業の農業参入や産地との提携、

農業分野での商品開発や技術開発など農商工連

携の動き、さらには、金融機関等の農業分野に

おける市場開拓など、産業界からの期待が一段

と高まってきております。農業に対するこのよ

うな追い風のある今こそ「転機」ととらえ、農

業分野の枠組みを越えた多様な人・技術との連

携を図り、農産物の高付加価値化や生産技術の

効率化を進める、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。

最後に、道路特定財源が一般財源化されるこ

とによる、本県の道路整備に与える影響と今後

の対応についてであります。本県にとって道路

は、産業・観光振興を初め、日常生活、救急医

療、災害対策等につながる命の道であります。
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緊急かつ計画的に整備を進めていく必要がある

と考えております。現在、国会で地域活力基盤

創造交付金という新たな交付金を盛り込んだ来

年度予算案が審議中であります。それによりま

すと、新たな交付金等で構成される地方への配

分額は、前年度並みの予算が確保されていると

ころでありますが、道路改築を対象にした補助

金は削減され、新たな交付金についても、交付

率や使途等、詳細な内容について国が検討中で

あり、不透明な状況であります。また、直轄事

業費は前年度比マイナス12％となっており、地

方の高速道路を初めとした道路整備への影響が

懸念されるところであります。しかしながら、

本県のように道路整備がおくれている地方に対

しては、国が責任を持って必要な予算を配分す

るよう、機会あるごとに訴えてきたところであ

り、本県においては優先的に予算が配分される

ものと思っております。今後とも引き続き、予

算の確保について、関係団体とも協力しなが

ら、国等に強く要望してまいりたいと考えてお

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。

21年度の県税収入の見込みについてでありま

す。平成21年度の県税収入につきましては、国

の税制改正による影響を初めといたしまして、

地方財政計画、県内の経済動向、企業からの聞

き取り、これまでの県税収入状況等を総合的に

検討した上で、874億8,000万円と見込んだとこ

ろであります。この額は、景気後退による企業

収益の悪化の影響などにより、平成20年度当初

予算と比べますと87億2,000万円、9.1％の減と

なっております。なお、この内の約35億円は、

都市と地方との税源の偏在を踏まえ、法人事業

税の一部を国の税収とする地方法人特別税の創

設によるものであります。

次に、本県の地震対策についてであります。

地震は、風水害とは異なり、現在の観測技術の

水準では予測が困難なものでありますことか

ら、その被害を最小限に抑えるためには、日ご

ろの備えをいかに充実させるかが重要であると

考えております。このため県では、平成19年３

月に宮崎県地震減災計画を策定し、東南海・南

海地震や日向灘地震などが発生した場合の被害

軽減を目的として、防災意識の啓発や自主防災

組織の充実、木造住宅や公共建築物の耐震化の

促進、土砂災害対策の充実などに取り組んでい

るところであります。また、宮崎県防災対策推

進条例に基づき、毎年５月の第４日曜日の「宮

崎県防災の日」を中心といたしまして、地震や

津波を想定した県民参加型の総合防災訓練を実

施するとともに、テレビ、ラジオなどを活用し

た県民への啓発に重点的に取り組んでいるとこ

ろであります。さらに今年度は、地域防災活動

のリーダーとなる防災士について、県が直接養

成する機関としての認証を受ける新たな取り組

みを行った結果、これまで年に10ないし15人の

規模でしかふえなかったものが、今年度は一挙

に約80名の防災士がふえる見込みとなったとこ

ろであります。今後とも、関係部局と連携しな

がらこれらの取り組みを推進し、自助・共助・

公助の充実に努めながら、地震への備えを強化

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、医師臨床研修制度についてでありま

す。この制度につきましては、医師が不足する

地方や診療科の医師確保につながるよう、その

見直しを国に対して強く要望してきたところで
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あります。今回の見直し案は、都道府県別に募

集定員枠を設定するなど、本県の要望の趣旨に

沿ったものも含まれており、一定の評価はでき

るものと思っておりますが、研修医が集中して

いる都市部の病院の定数がどのくらい削減さ

れ、また地方の医師不足解消にどの程度つなが

るか、不透明な部分もあると考えております。

県といたしましては、今回の見直しが研修医の

増加につながるよう、研修医が本県での研修に

魅力を感じるような、すぐれた研修指導医の育

成を図るなど、宮崎大学や県医師会等と連携し

ながら、研修環境の充実に努めてまいりたいと

考えております。

次に、寄附講座についてであります。宮崎大

学では、幅広い病気に対応できる総合医の養成

等を目的に、自治体の寄附金により運営される

寄附講座について検討されております。この寄

附講座につきましては、これまで宮崎大学と事

務レベルで協議を重ねておりまして、昨年12月

に大学から、当講座では、地域医療のあり方を

研究するとともに、総合医を育成し、将来的に

は地域に派遣するとの基本的考え方が示された

ところであります。県としましては、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、検討すべき課題もありますので、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。

次に、医師確保対策についてであります。医

師不足への対応は、安全・安心な県民生活を確

保する上で喫緊の課題であり、さまざまな取り

組みを行っているところであります。まず、恒

常的に医師が不足している僻地での医師確保を

図るため、自治医科大学卒業医師を計画的に配

置するとともに、医師派遣システムで、これま

で２名の医師を採用しております。また、医師

修学資金につきましては、計画を大きく上回

る23名の医学生へ貸与しており、早ければ平

成22年度には公立病院等に派遣できるものと考

えております。さらに、臨床研修医を確保する

ための指導医の養成や、特に不足している小児

科医確保に向けた研修資金の貸与、あるいは市

町村と一体となった医師確保の取り組み等も

行っているところであります。これらに加え、

来年度の新規事業としてお願いしております

が、いわゆるコンビニ受診により医師が疲弊

し、医療現場を去るということが医師不足の原

因の一つとなっておりますことから、医師の負

担軽減を図るため、救急医療の適正利用の啓発

を行うとともに、増加しております女性医師対

策にも力を入れていきたいと考えております。

最後に、子育て支援対策についてでありま

す。子育て家庭のさまざまな不安感や負担感の

軽減を図るには、保育サービス等の充実ととも

に、社会全体で子育てを支援する機運や仕組み

づくりが重要であると考えております。このた

め現在、民間企業等の協賛により取り組んでお

ります「みんなで子育て応援運動」とあわせ

て、来年から、県民による子育て支援活動の拡

充を図ることを目的としまして、「子育て応援

人材バンク」の構築に取り組むこととしたとこ

ろであります。この事業は、助産師や保健師な

どの資格を持つ方や、団塊の世代等の子育ての

経験者など、子育て支援にすぐれた技能などを

持つ方を募集・登録し、子育て支援センター等

にその人材情報を提供することにより、地域に

おける子育て支援の充実につなげようとするも

のであります。今後とも、この事業の展開を初

め、各種の子育て支援施策を総合的に推進し、

安心して子供を生み、育てることができる環境

づくりに努めてまいりたいと考えております。
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以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、中小企業向けの資金対策についてであ

ります。世界的な景気後退の影響を受けまし

て、現在、中小企業の経営状況は一段と厳しさ

を増しております。このため、県におきまして

は、国の緊急保証制度と連動したセーフティ

ネット貸付の融資枠を、今年度は、当初の52億

円から、１月に補正を行い、150億円まで拡大し

たところでありますが、来年度は、深刻な経済

状況等をかんがみ、当初から200億円の融資枠を

確保することとしたところであります。また、

保証料を現行の年0.55％から、九州では最も低

い0.45％とし、中小企業の負担軽減を図ること

としております。さらに、セーフティネット貸

付を補完する経済変動・災害対策貸付について

も保証料の軽減を図ったほか、融資枠を今年度

の34億円から来年度は50億円に拡大することに

より、両貸付合わせて250億円の緊急経済対策資

金を確保することとしたところであります。今

後とも、企業活動に不可欠な金融の円滑化を図

るため、資金需要の動向を踏まえながら的確に

対応するなど、中小企業の資金繰りの支援に万

全を期してまいりたいと考えております。

次に、広域拠点工業団地整備促進事業に関す

る御質問でございます。まず、事業の実施期間

についてでありますが、１つの大型団地の整備

事業に着手してから分譲完了するまでに５年程

度はかかるものと考え、貸付金の貸付期間を５

年間と定めております。

次に、新たな工業団地の整備に着手するリス

クにつきましては、市町村と協力して、交通イ

ンフラや人材確保など企業ニーズに沿った工業

団地を整備することにより、対応してまいりた

いと考えております。なお、本事業により新し

い工業団地が完成するまでには、まだ数年の期

間を要します。御質問にありましたフリーウェ

イ工業団地につきましては、引き続き全力を挙

げて誘致活動を展開し、早期の分譲に努めてま

いりたいと考えております。

また、立地が長引いた場合ということであり

ますが、まずは貸付期間内に分譲が完了するよ

う、市町村と一体となって積極的な誘致活動に

取り組んでいきたいと考えております。

次に、東アジアとの交流についてでありま

す。本県の産業の活性化を図るためには、歴史

・文化や経済など、密接な関係にある東アジア

との交流拡大が大変重要であると考えておりま

す。観光につきましては、現在、本県観光の強

みであるゴルフを生かした取り組みなど、各国

ごとに有望なテーマを定めて、韓国、台湾、香

港、中国を中心に誘致活動を行っております。

また、海外からの誘客にはスケールメリットを

生かすことも重要でありますので、九州観光推

進機構と一体となって事業を展開しておりまし

て、今年度からは、福岡空港との直行便を有す

るタイ及びシンガポールにおける観光誘致事業

にも取り組んでいるところであります。今後と

も、各国のニーズ等の把握に努めながら、東ア

ジアからの観光客誘致を進めてまいりたいと考

えております。

また、急速な経済発展に伴い富裕層が増加す

る東アジアは、今後の県産品の販路拡大先とし

て有望な市場になるものと考えております。こ

のため今年度、県や関係団体、民間企業が一体

となって、県産品の総合的な輸出促進に取り組

むための指針となります「東アジア販路拡大戦

略」を策定したところでありますので、今後

は、この戦略に基づき、官民の連携を充実強化
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しながら、東アジアにおける県産品の一層の販

路拡大や定番・定着化を図ってまいりたいと考

えております。

最後に、コンベンションの誘致についてであ

ります。県におきましては、大規模会議等の誘

致を促進するため、みやざき観光コンベンショ

ン協会と一体となって、会議等開催に係る経費

の補助や、開催決定権を持つキーパーソンの本

県への招聘に加え、会議の際には、郷土芸能の

提供などおもてなしの充実にも努めているとこ

ろであります。また、対象を絞った誘致活動も

効果的でありますので、今年度は、厳しい経済

状況の中でも安定的な開催が見込める学会等の

誘致を強化するため、学術会議等誘致推進懇談

会を設置し、県内大学等関係者及びコンベン

ション施設関係者との連携強化を図ったところ

であります。コンベンションの開催は、地域経

済の活性化に加え、本県観光のＰＲや観光客の

リピーター化が期待できることから、今後と

も、このような新たな展開を図りながら、より

実効性のある誘致活動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〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、平成21年度の農業関係当初予算の考え

方についてであります。地域経済全体が景気後

退など厳しい局面を迎えている今こそ、本県の

基幹産業である農業の所得向上と生産拡大を図

りまして、地域経済を活性化していくことが大

変重要であると認識しております。このため、

改革の視点として、所得向上につながる生産・

流通販売システムの構築、地球温暖化に対応し

た環境負荷を軽減する農業生産の振興、輸入資

源への依存度の低減と食料自給率向上への貢

献、そして、本県農業・農村の基盤を支える農

業資源の有効活用の４つの柱を基本として、各

種の施策を講じることとしたところでありま

す。

具体的には、農商工連携の促進やバイオマス

資源の有効活用、飼料用米や業務用農産物の生

産拡大、さらには優良農地の面的利用集積など

を積極的に展開していくこととしております。

これらの取り組みにより、本県の豊かな自然環

境を生かし、あらゆる分野の人・技術との連携

や生産基盤を十分に活用した収益性の高い生産

構造の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、肉用牛農家の経営安定対策についてで

あります。御指摘のとおり、肉用牛農家の経営

は大変厳しい状況にあると認識しております。

このため、肥育農家につきましては、１頭当た

りの所得の減少を補てんする、国の肉用牛肥育

経営安定対策事業、いわゆるマルキン事業にお

いて、一定の改善措置が図られるとともに、国

の家畜飼料特別支援資金に対し、県などによる

金利の負担軽減を行っているところでありま

す。また、繁殖農家につきましては、子牛価格

安定制度等に加え、今議会に、優秀な雌牛群へ

の更新を推進し、地域全体をレベルアップさせ

る宮崎牛資質向上緊急対策事業を、平成21年度

新規事業としてお願いしているところでありま

す。県といたしましては、今後とも、これらの

制度の有効活用を推進するとともに、引き続

き、国に対し制度の拡充強化を強く要望し、肉

用牛農家の経営安定が図られるよう、支援に努

めてまいりたいと存じます。

次に、今後の沿岸漁業の振興についてであり

ます。本県の沿岸漁業は、水産資源の減少、魚

価の低迷等に加え近年の燃油高により、経営状

況は極めて厳しく、担い手も減少しているとこ
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ろであり、適切な資源管理による安定的な生産

の確保や、収益性を重視した経営への転換を早

急に進めることが重要であると認識しておりま

す。このような認識に基づき、21年度におきま

しては、資源の適正管理を図るため、これまで

の種苗放流等に加え、新たに、漁業の生産力を

向上させるマウンド魚礁の設置を推進するとと

もに、漁業の収益性を向上させるため、コスト

削減に加え、魚価の向上を図るための多様な販

路の構築等の取り組みを支援してまいりたいと

考えております。さらに、温暖化研究センター

を中心に、藻場の減少など温暖化による影響緩

和を進めてまいりたいと考えております。県と

いたしましては、今後とも、市町や関係団体と

の密接な連携を図り、これらの課題に的確に対

応し、本県沿岸漁業の振興に努めてまいりたい

と存じます。

最後に、農業用水を活用した小水力発電につ

いてであります。小水力発電は、温室効果ガス

の排出削減はもとより、農業水利施設管理に係

る農家負担の軽減にも資するものであります

が、今後、導入に向けては、採算性等の課題や

諸手続などを検討する必要があると考えており

ます。このため県では、平成21年度新規事業と

してお願いしております、農業用水の自然エネ

ルギー利用促進事業によりまして、発電タイプ

別の課題の検討や技術的手引等の作成を行い、

土地改良区等への情報提供や啓発普及に努めて

まいりたいと考えております。さらに、これら

の取り組みの成果等を踏まえながら、市町村や

土地改良区とも連携し、国庫補助事業を活用し

た施設整備の検討を進めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

今後の道路整備方針についてであります。本

県では、生活圏・経済圏の拡大に対応した県内

１時間構想の実現等を基本目標にして、「産

業」「地域」「くらし」を支援する道づくりを

道路整備の基本方針としております。この基本

方針を踏まえ、具体的には、広域行政への対

応、高速道路へのアクセス、災害時の孤立化解

消、渋滞対策、市町村合併等を支援する道路整

備などに重点的に取り組んでいるところであり

ます。また、特に山間部において、２車線での

整備が困難な区間については、見通しや離合場

所を確保する、いわゆる1.5車線的道路整備を導

入するなど、地域の実情に応じた道路整備にも

取り組んでいるところであります。今後とも、

本県の道路整備につきましては、厳しい財政状

況の中ではありますが、限られた財源を有効に

活用するため、県民の皆様の御意見等も伺いな

がら、計画的・効率的な整備を進めてまいりた

いと考えております。

次に、「公共工事の品質確保の促進に関する

法律」、いわゆる品確法についての取り組みで

あります。品確法に基づく主要な施策の一つで

あります総合評価落札方式について、県土整備

部では平成18年度から試行を開始し、18年度は

３件、19年度は68件実施してまいりました。今

年度は、試行結果の検証や関係団体からの意見

等を踏まえ、評価項目や配点等を大幅に見直す

とともに、適用範囲を予定価格2,000万円以上に

拡大し、8,000万円以上の工事は原則すべて試行

対象とするなどの取り組みを進めてきたところ

であります。この結果、今年度の試行件数は現

時点で240件を超えており、予定価格2,000万円

以上の工事件数の約56％、金額ベースでは約72

％に相当するものであります。加えて、本年１

月には、小規模工事を対象に、本県独自の地域
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企業育成型の試行を開始したところであり、今

年度は100件程度実施する予定であります。ま

た、不適切な施工の防止を目的に、施工体制監

視チームを設置し、施工体制の重点点検を抜き

打ちで実施するなど、工事の品質確保に努めて

いるところであります。さらに、落札率が低い

工事について、監督業務の重点実施、中間検査

の追加実施など、工事監督・検査体制を充実強

化しているところであります。今後とも、品確

法における発注者の責務を果たし、公共工事の

品質確保の促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。

最後に、建設資材単価の設定及び予定価格の

積算についてであります。予定価格を算出する

ための各種建設資材単価については、需給の状

況や取引の実態等の調査をもとに、毎年４月に

設定をし、基準を超える価格変動が見られる場

合には、四半期ごとに改定しております。特

に、鉄筋などの鋼材類や燃料油については、価

格変動が大きかったことから、昨年５月より毎

月見直しを行っているところであります。これ

らの資材単価のほか、労務単価や機械の経費を

もとに、現場の施工条件を十分に把握した上で

予定価格を積算しております。なお、現場の施

工条件については、チェックリストにより確認

するなど、その内容が予定価格に適正に反映さ

れるよう各発注機関を指導するとともに、不適

切な積算の事例があった場合には、その情報を

各発注機関に周知し、再発防止に努めていると

ころであります。今後とも、取引の実態等に即

して建設資材単価を設定するとともに、建設技

術センターや職場での研修の充実等により、職

員の積算能力の向上を図り、適正な予定価格の

積算に努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、水力発電に対する企業局の取り組みに

ついてでございます。企業局におきましては、

これまで、本県の豊富な水資源を活用した水力

発電の開発可能性について調査を実施してまい

りました。しかしながら、新たな水力発電所の

建設は、開発地点の奥地化等によりまして厳し

い状況にございます。このような中で、出

力1,000キロワット以下の小水力発電が、昨年新

たに新エネルギーに位置づけられ、また、国の

補助制度の拡充が図られるなど、開発環境が整

備されてきたこともございまして、今後は、ダ

ム等既存の施設における未利用エネルギーの有

効活用も含め、小水力発電の開発を進めること

といたしました。このようなことから、平成21

年度から、祝子ダムの維持流量を活用したマイ

クロ水力発電施設について取り組むことにした

ところでございます。小水力発電は、地域の未

利用資源を有効に活用した身近な新エネルギー

でもございますし、今後とも、維持流量設備の

ある他のダムにつきましても、開発に向けて引

き続き調査検討を行ってまいりたいというふう

に考えております。

次に、小水力発電の市町村等への技術的支援

についてでございます。企業局では、農業用水

や上水道などを利用した小水力発電の開発可能

性調査を、平成17年度から実施しておりまし

て、この中で有望な地点につきましては、関係

市や町、土地改良区に対して、調査結果や開発

工法などの技術的な提案を行っております。こ

れまで、県内９カ所で調査を行っております

が、このうちの有望箇所において、現在、来年

度の国の補助調査事業への申請についての協力

依頼もございますので、今後とも関係機関と連
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携しながら、これまでの発電のノウハウを生か

しまして、引き続き支援を行ってまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、県立病院の今後の経営形態の検討にお

ける考え方についてであります。今後の経営形

態の検討に当たりましては、これまで中期経営

計画に基づいて進めてまいりました各県立病院

ごとの収支の状況や運営状況等を踏まえまし

て、地方公営企業としての継続や、地方独立行

政法人化あるいは公設民営化や民間移譲など、

ふさわしいあり方について病院ごとに検討して

いく必要があると考えております。いずれにい

たしましても、全県レベルあるいは地域の中核

病院としての使命と役割を果たせますよう、経

営の健全化と安全・安心な医療の提供の両立を

図る観点に立った経営形態の検討が必要である

というふうに考えております。

次に、県立病院における医師確保についてで

あります。医師の確保は、喫緊かつ最重要の課

題であると認識いたしておりまして、私も各病

院長とともに九州管内の各大学医局を訪問し、

医師の派遣要請を行うとともに、県出身医師や

臨床研修医への個別の働きかけなど、さまざま

な取り組みを行ってきたところであります。平

成21年度は、このような取り組みに加えまし

て、新たに医師の処遇や勤務環境の改善に取り

組むことといたしております。このため、初任

給調整手当を大幅に増額するとともに、延岡病

院につきましては、医師確保の困難性にかんが

みまして、上乗せ措置を行うこととしておりま

す。また、これまで医師が行っておりました診

断書作成等の事務作業をかわって行う医療秘書

の採用や、研究研修費における医師確保対策枠

の創設による先進病院や国際学会への派遣等の

研究研修制度の充実を図るなど、総額で３

億7,000万円に上る医師確保対策経費を計上した

ところでございます。医師確保につきまして

は、抜本的な解決策がない中で、大変厳しい状

況ではありますが、今後とも、医師が働きやす

い勤務環境の整備に努めながら、病院長ともど

も全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えて

いるところであります。以上であります。〔降

壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

まず、中等教育のあり方についてでありま

す。県教育委員会におきましては、中高一貫教

育校として、全国に先駆けて五ヶ瀬中等教育学

校を設置するとともに、平成19年度には宮崎西

高等学校に県立中学校を併設して、６年間を通

した計画的・継続的な教育活動を展開しており

ます。また、各地域におきましては、中学校と

高等学校が交流授業を実施したり、つなぎ教材

の作成・活用を行うなど、中高が連携した教育

の推進を図っており、その中には「地域学」と

いう新たな教科を設定し、地域に貢献する気概

を持った人材の育成に努めているところでもあ

ります。今後とも、市町村教育委員会と連携

し、幼・小・中・高における一貫指導や、学校

と家庭・地域社会が一体となった教育の連携の

推進を図り、本県の自然や文化などの教育資源

を活用しながら、宮崎ならではの教育の充実・

発展に努めてまいりたいと考えております。

次に、学校裏サイト対策についてでありま

す。昨年９月、本県独自に実施をいたしました

学校裏サイトに関する調査の結果では、１つに

は、多くの学校に学校非公式サイト、いわゆる

学校裏サイトが存在すること、２つには、実際
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に嫌な思いをした児童生徒がいること、３つに

は、誹謗中傷等の問題に対して十分な対応がと

れていないなど、課題も明らかになったところ

であります。このため、県教育委員会といたし

ましては、来年度の新規事業として、ネットい

じめ対策推進事業を立ち上げ、ネット上のいじ

めなどの諸問題に対し、早期発見・早期対応及

び未然防止の観点から、研修会などによる情報

モラルの向上を図るとともに、情報収集・相談

窓口としての目安箱サイトの開設や、啓発資料

の作成など、具体的な対応策を講じてまいりた

いと考えております。

次に、携帯電話の持ち込みについてでありま

す。今年１月に実施いたしました本県の調査に

よりますと、携帯電話の持ち込みを原則禁止と

している公立学校の割合は、小学校が91％、中

学校が99％、高等学校が87％であります。携帯

電話の持ち込みを原則禁止としていない小中学

校においても、学校に不要物を持ち込まないよ

う指導いたしており、実質すべての学校が持ち

込みを認めていない現状にあります。また、携

帯電話の持ち込みを許可している定時制高等学

校などにおきましても、授業中の使用を禁止す

るなど、一定のルールを定めているところであ

ります。さらに、県教育委員会といたしまして

は、この２月に、県立学校に対しまして、特別

な事情のある場合を除き、携帯電話の持ち込み

を原則禁止とする方針を示したところでありま

す。また、市町村教育委員会に対しては、文部

科学省の通知及び本県の方針を示し、所管の小

中学校に対する指導についてお願いをしたとこ

ろであります。

続きまして、スポーツの振興についてであり

ます。国民体育大会でありますが、国民体育大

会につきましては、財団法人日本体育協会が中

心となって、平成15年３月に、大会運営の簡素

・効率化と大会の充実・活性化を柱とする「国

体改革2003」が策定され、その中で新体操少年

男子の廃止の方針が示され、その後、平成21年

度から実施しないことが決定されたところであ

ります。県教育委員会といたしましても、これ

まで、県体育協会や競技団体と一体となって、

財団法人日本体育協会や財団法人日本体操協会

等に対し、その存続を強くお願いしてきたとこ

ろでありますが、大変残念な結果となっており

ます。新体操少年男子につきましては、御質問

にもありましたように、地域の子供たちのあこ

がれであり、また、国民体育大会における本県

の有望種目でもありますことから、今後とも、

その復活について粘り強く要望してまいりたい

と考えております。

最後に、県内の公立学校における運動場の芝

生化についてであります。平成20年５月１日現

在の調査結果で見ますと、市町村立の小学校で

は57校、中学校では19校、また県立の特別支援

学校では、本校13校中12校で運動場を芝生化し

ているところであります。県立高校におきまし

ては、いずれの学校も芝生化はいたしていない

ところであります。ちなみに、これらを全国の

公立学校の状況と比較いたしますと、年次が

ちょっと古くなりますが、平成19年５月１日現

在の芝生化率としてとらえますと、小学校で

は、全国平均3.9％に対し本県23.5％、中学校で

は、全国3.4％に対し本県11.0％、高等学校で

は、全国7.7％に対して本県は、先ほど申し上げ

ましたように０％であります。特別支援学校の

本校につきましては、全国との比較データはな

いところであります。なお、本県の県立高校に

つきましては、ほとんどの学校で常時スパイク

を用いる部活動が行われており、維持管理が極
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めて困難でありますことから、運動場の芝生化

は進めていないところであります。今後の取り

組みでありますが、特に小中学校の運動場につ

いて、児童生徒が楽しく安全にスポーツに親し

める環境づくりとして、また、環境の保護に資

する施設整備の一環として、各市町村教育委員

会の自主性を尊重しながら、国の補助事業の活

用を促してまいりたいと存じます。以上であり

ます。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 ちょっ

とのどを痛めておりまして、聞き取りにくい点

がありましたら御容赦いただきたいと思いま

す。

サイバー犯罪対策についてお答えいたしま

す。昨年中の県内におけるサイバー犯罪の検挙

件数につきましては、過去最高の32件を検挙

し、対前年比でプラス14件、77.8％の増加と

なっております。内訳を申し上げますと、主な

ものは、インターネットオークション等を利用

した詐欺事件が７件、電子掲示板等を利用した

名誉毀損事件が６件、出会い系サイト等を利用

した、いわゆる児童買春や青少年保護育成条例

違反事件が５件などとなっております。また、

相談件数につきましては、現在の統計のとり方

で統一をいたしました平成16年以降、昨年が最

高の1,311件を受理いたしております。これは対

前年比でプラス395件、43.1％の増加でございま

す。相談の内訳で多い順に申し上げますと、詐

欺や悪質商法に関する相談が808件、次いで名誉

毀損、誹謗中傷等に関する相談が211件、インタ

ーネットオークションに関する相談が159件など

となっております。

申し上げるまでもございませんが、情報通信

技術を悪用しますサイバー犯罪は、大変匿名性

が高く、証拠隠滅が容易な上、近年の急速な情

報通信技術の発達に伴いまして、その手口は年

々悪質、巧妙化、多様化をしております。事案

の解明には相当困難な捜査を強いられている実

情にございます。県警察といたしましては、こ

のような捜査の現状に加え相談件数も急増して

おりますことから、昨年の３月に県警察本部内

にサイバー犯罪対策室という組織を新たに立ち

上げまして、専従の室員も増員をし、サイバー

パトロールによる監視を強化するとともに、他

府県警察と連携をとりながら徹底した取り締ま

りを行っているところでございます。また、情

報通信技術に関する専門的知識・技能を有する

捜査員の育成が、この種捜査には必要不可欠で

ございますので、サイバー捜査実務専科等、各

種研修をきめ細かく行いまして、平成20年中は

合計17回、延べ338名の警察職員を対象に専門的

な教育研修を実施したところでございます。

また、被害防止のための対策といたしまして

は、広く県民に対して被害防止のための広報啓

発活動を行うことはもとより、インターネット

を利用しており、かつ被害に遭いやすいと考え

られます中高生を重点に、その保護者、教職員

も含めて、学校等へ出前形式により、サイバー

セキュリティカレッジというものを行っており

ます。昨年中は合計で150回、人員にして約２

万4,000名の方を対象に開催いたしました。この

場におきまして、インターネット上に潜む危険

や、現実に起きました被害の実例を題材に、具

体的な被害防止対策を教示したほか、有害サイ

ト等へのアクセスを防止するフィルタリング機

能の普及啓発を行ったところでございます。今

後とも、広報啓発、サイバーパトロール、取り

締まりの徹底はもとより、県内のプロバイダー

等電気通信事業者で構成いたしますセキュリ

ティ懇話会等の関係機関・団体との連携を強化
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して、違法、有害情報の収集と迅速な削除要請

を行うなどの点につきましても一層留意をし

て、サイバー空間の安全確保に努めてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○水間篤典議員 たくさんの質問に御答弁をい

ただきまして、ありがとうございました。特に

知事には、15項目について御答弁をいただきま

した。

少し時間がありますが、もう要望にかえま

す。ＷＢＣの合宿の件について御要望申し上げ

ておきたいんです。確かに、イチロー選手を含

めて日本のトッププロが今回宮崎へ来て、本当

にこれはすごいことでしたね。そういう意味で

は、入場料の問題、これが無料でなければあん

な混乱にならなかったんだろうというような気

もします。無料がゆえに、来た人、もらった

人、もらわなかった人……。私の近くでは、福

岡から電話が来たり、あるいは群馬県から来ら

れた方で、とうとう入れなくて、今回のことで

そういうあたりの配慮があればなと。今いろい

ろ聞きますと、メジャーの関係、球団との関

係、いろいろあるようですから、今後、こうい

う大会をするなら、せめて球場に対する維持費

というんですか、整理費というんでしょうか、

そのくらいの何かやって……。でなければ、県

庁職員も、恐らく張りつけで、あそこで６日

間、話によると２～３時間しか寝る時間がな

かったというような話も聞きます。それは当

然、職員ですから、残業あるいは休日出勤の手

当等々出るだろうと思います。そういう意味で

は、専門家に任せたり、そういうことも今後、

恐らく想定外というような流れだろうと思うん

です。

会長の話では、先ほど、全国集めて焼き肉大

会をやれと。こんなことも、一つのイベントの

あり方も十分にまた研究していただいて、この

ような混乱がないような……。そうでないと、

今回のことについては、見られた人と見られな

かった人の差は物すごく大きかったですよ。知

事が「おもてなし日本一」を標榜される。この

ことは、ここについてはおもてなしはないのか

と、そこまで問われかねないことになりますの

で、ひとつ今後のこういうイベント―特に今

回のＷＢＣについて、日本代表が２連覇するこ

とも大事でして、事故もなく終了したこと、本

当にこれはよかったなと思っておるところでご

ざいます。また、選手も会場に入るのにおくれ

たような例もあったようでございますから、ひ

とつ今後の問題として整理をしていただければ

と思います。よろしくお願いをいたします。

次に、医師確保について。これも要望にかえ

ますが、実は私も、一昨年ですか、19年11月議

会で、医師確保の進捗、宮崎大学の定員増の進

捗状況、あるいは自治医科大卒医の定着率が低

い理由、あるいは県内の女性医師の割合、院内

保育の問題、宮崎大学から申し出のあった寄附

講座の問題等々質問をしました。また、19年

の11月ですから、この寄附講座のことも、ちょ

うど監査委員の流れで質問をする機会がありま

して、知事に直接言った覚えもあるんですが、

福祉保健部として一生懸命やりながらも、宮崎

大学は、県は何も対応していない、対応が悪い

んじゃないかと報道をされるということ自体、

これは意思の疎通がうまくてきていない。福祉

保健部長が宮大との協議を一生懸命進めながら

もこういう報道になるということは、どちらか

の意思の疎通がうまくいっていないととられか

ねないと思います。そこらあたりも、今度の寄

附講座についても、宮大も一生懸命考えておら
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れるようで、専門医をどうにか派遣したいとい

うことですから、今後十分、協議の中で意思疎

通を図っていただきたい。

それともう一つは、県立病院でも、先ほど言

いました、延岡病院と日南病院の医師確保の問

題。地域の中核病院あるいは拠点病院となる病

院が医師不足に陥っているというような状況

は、県民の安心・安全な生活を確保できている

とは言えないと思います。そういう意味では、

大変かもしれませんが、せめて県立病院につい

ては医師の確保ができる、しなきゃならない、

こういう使命感、それと、やはり大学の医局に

十分な―やっておられると思います、思うん

だけれども、なかなか現実として伝わっていな

い。こうやって、県としてはうまく派遣システ

ムをとりながら、あるいは23名の学生に貸与も

されながら―来年になるとうまくいくのかも

しれませんけれども―中核病院、拠点病院と

してのあり方、医師の確保の仕方をひとつ十分

に御検討いただきたい、そう思います。

もう一点は、農政の、先ほど一番先にお聞き

しました１人当たりの県民所得の問題です。私

が言いたかったのは、今、農業の産出額が3,078

億円ですか、いわば全国６位という……。これ

は８位から、７位、６位と上がった。常に3,000

億円そこらなんですよ。これが 4 , 0 0 0 億

円、5,000億円になぜならないのか。せっか

く3,100億に近いあるいは3,200億に近い農業粗

生産額、産出額の本県が、今、農政の予算を見

ると550億なんです。これで3,000億の産出額な

のか。もっと多額な、もうちょっと思い切った

予算措置―先ほどのお話の中にもありまし

た、やっぱり農業をやってよかったなと。食糧

危機というのは絶対来ることが想定されるわけ

ですから、農業県の宮崎県としては、もう

ちょっとそこらあたりを……。県民所得を上げ

る、これはそのまま人数で割っていますから、

確かに低いんですけど、農業所得から考えると

確かに460万ぐらい取っておられるんです。しか

し、県全体の所得を上げる、農業をやってよ

かったということは、そこらあたりもうちょっ

と思い切った農業政策をやっていただきたいと

思います。

最後に、先ほどの新体操の問題、これは私の

出身の小林市の問題でありました。私だけの問

題じゃないとは思っていますけれども、やはり

国体で青少年が一生懸命頑張っている、小林工

業高校というのは、実は全国高校総体で４回優

勝しているんです。それから、選抜大会で３回

優勝しています。国体で３回優勝している。だ

から、10回全国を制覇している。このくらいの

競技力を持っている。日体協というのもちょっ

と、と思うんですけども、国体のいろんな流れ

で、教育長としては非常に頭の痛い問題だった

んだろうと思いますが、やはり今後、そういう

子供たちのことも考えながら、高体連、中体

連、小体連、いろいろある、そうして、ここま

でその人たちの協力があって、こうやって出て

きたわけですから、そういう意味では、もう

ちょっと県民の気持ちを早く伝えながら、日本

体育協会に速やかな陳情をする、そこらあたり

も知事と一緒になりながら、陳情活動、存続運

動もやるべきだと思いますので、今後の問題と

して、復活に向けて進めていただければと思い

ます。

時間が来ましたので、これで私の代表質問を

終わります。どうも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。
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平成21年２月25日(水)

あすの本会議は、午前10時開会、きょうに引

き続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時０分散会


