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9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）
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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）
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15番 太 田 清 海 （ 同 ）
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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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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
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事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸
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議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に続いて代表質問であり

ます。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） ３月末を

もって退職される県職員の方々にとって、本定

例県議会は最後となります。県民サービス向上

のために、県のさまざまな機関で働いてこられ

た方々に、心から敬意を表します。今後とも御

自愛され、県勢の発展を温かく見守っていただ

きたいと思います。

それでは、社会民主党宮崎県議団を代表し

て、代表質問を行います。

私は数カ月前、宮崎駅構内で、あるショッキ

ングな光景を目にしました。私が駅の待合室の

いすに座っていると、中学校を卒業したぐらい

かなと思われる数人の若者が、作業服を着て、

大声で話し合いながら集まってきました。その

うちの１人が、ストローを口にし、紙パックの

ジュースを飲んでいました。声が大きかったの

で、私は何だろうと思い、見詰めていました。

すると、紙パックを持った男の子が、飲み終

わった紙パックに息を吹き入れ、それを足元に

落とし、飛び乗りました。大きな破裂音が駅構

内に響き渡りました。待合室にいた人たちは、

みんな一瞬、音のしたほうに振り返りました。

ところが、その男の子たちは、紙パックを拾う

ことなく、あれよという間に笑いながら立ち

去っていきました。一部始終を座って見ていた

私は、注意することもできず、ただ不快な気持

ちになりました。私の周りで不快な表情をされ

た方も数人いたようです。しかし、行き交う人

の多い待合室周辺での出来事、２～３秒もする

と、何事もなかったかのように、もとどおりの

駅構内の光景に戻ってしまいました。押しつぶ

された紙パックが、ストローとともに残された

だけでした。仕方なく私は、心重たくその紙

パックを拾い、ごみ箱に捨て、その場を離れま

した。大人になり切れない子供たち、これが現

実の日本。日本の行く末を思うとき、近年の成

人式のことも思い出されて、ただ寂しい思いに

なりました。青春のエネルギーを無為に使い、

何か寂しくありませんか。

ことしの文藝春秋３月号に、「竹中平蔵君、

僕は間違えた」と題する、これもショッキング

な論文が掲載されていました。作者は、新自由

主義の信奉者であった中谷巌という人物であり

ます。彼は、構造改革論者の急先鋒として、小

渕恵三内閣の諮問機関「経済戦略会議」に議長

代理として参加し、ちょうど10年前の1999年２

月、「日本経済再生への戦略」という答申を行

いました。その答申の内容は、規制緩和、構造

改革を大きな柱とし、その思想は小泉内閣へと

引き継がれました。そのような経歴を持つ彼が

今、その論文の中で次のように言っています。

「日本型雇用の非効率的な部分ばかりに着目し

ていた。その改革の先に日本社会がどう変わっ

ていくのかまで見据えた議論をすべきだったと

強く反省している」、さらにいわく、「しかし

一方で、私は官僚との戦いに明け暮れるあま

り、細部を思いやる心の余裕がなかったことを

告白しなければならない。非常に残念なことだ

が、社会に生きる人々への視線が欠けていたの

である」と。

この世界経済をリードしてきた理論、「新自

平成21年２月26日(木)
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由主義」。その信奉者が、その新自由主義に決

別するかのような次のような言葉も残していま

す。「新自由主義のモデルでは、個人と国家し

か想定されていない。だから世界中どこでも同

じ価値観、同じモデルが成立すると考えられて

きた。しかし、そこには―この新自由主義の

ことでありますが―個人と国家の中間にある

べき、固有の歴史を有し、人と人とがつながり

を持つ社会への視点が決定的に欠けているの

だ。あるべき社会とは何かという問いに答える

ことなく、すべてを市場に任せてきた改革のツ

ケが、経済のみならず、社会の荒廃をも招いて

しまった。それがこの10年の日本の姿である」

ということであります。国政の場において、郵

政民営化の問題すらその見直しが云々されてい

る今日、今まさに、この10年を振り返って、何

がおかしかったのか、国民総検証の時代に入っ

たのではないかと思います。そのような検証の

視点と、私自身、30数年間、地方自治に携わっ

てきた者として、地方自治を発展させていくと

いう思いも込め、知事に質問をしたいと思いま

す。

まず、市町村合併と道州制の問題でありま

す。

私の知人が、奥さんを連れてふるさとに帰っ

たときのことを話してくれました。彼のふるさ

とは、近隣の町村との合併を済ませ、新しい名

称の町になっていました。たまたま多くの高齢

者が集まっているゲートボール場に２人であい

さつに行ったところ、みんなから奥さんの出身

地を聞かれ、「どこ町です」と答えたところ、

そこにいた高齢者の方々が一斉に言うには、

「あんたん町の人たちは合併せんで賢いわ。私

たちは何かあるというと、遠い役場まで行か

にゃならんとよ」と、口々に合併がもたらした

不満をぶちまけたそうです。奥さんの出身地

は、今もなお合併せずに残っています。高齢者

の方々ほど、住民サービスが遠のいたことをひ

しひしと感じられているのではないでしょう

か。果たして、市町村合併は積極的に進めるべ

きものだったのでしょうか。市町村合併は町を

活性化させたのでしょうか。

去る１月15日、「道州制シンポジウムin宮

崎」が開催されました。知事もパネラーとして

参加されていました。その討論の中で気になっ

た言葉があります。「47都道府県というのは、

馬に乗って１日歩く距離とか、人が１日歩く距

離で、反対側の県境を決めている」と、座長が

言われました。もう一つは、「140年前の廃藩置

県と、そういったものの面積と人口割で、ある

いは人馬が動く距離、時間というものが大体の

物差しとなった。今は、情報も交通も、非常に

スピード化、高度化となっています」、これは

知事が言われました。私が気になった言葉とい

うのは、「人馬の動く範囲」という言葉です。

県境を決める場合、言い得て妙という感じであ

りました。しかし、人間皆、ひとしく年をとる

もの、若い時代、文明の利器を利用できるとし

ても、悲しいかな年をとり、いずれは人皆、人

馬の域に達するのであります。「人馬の域に達

する」そのことを、さきに述べたゲートボール

場の高齢者の方々の言葉が物語っているのでは

ないでしょうか。特に、中山間地域を多く抱

え、高齢化と情報格差の問題も云々される宮崎

県では、なおさらのことであります。道州制に

より、県というものがなくなり、州という住民

にとって遠い存在ができて果たしてよいもので

しょうか。

さらに、地方自治法が予定していたと思われ

る自治体の規模を考えてみたいと思います。私

平成21年２月26日(木)
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は、それはリコール制にもヒントがあると思い

ます。このリコール制は、地方自治法第76条以

降に規定されているように、その首長などを解

職することができる住民の直接民主主義であり

ます。それを何十万人、何百万人という署名を

集めなければならない規模の大きな州とするの

か、それともリコールが成立しやすい手ごろな

自治体とするのか。私は、地方自治法の期待し

ているところは、リコール制度が機能しやすい

規模というものを当然考えられていると思いま

す。

以上が市町村合併と道州制に対する私の考え

でありますが、我が会派で宮城県大崎市に視察

に行ったとき、１市６町で合併を行った宮城県

大崎市の幹部の方の言葉、「合併して失敗した

と思っても、もう後に戻れないですからね」

と、自嘲ぎみに語られたことを覚えています。

今日の状況における市町村合併と道州制につい

ての知事の見解を求めます。

次に、平成21年度政府予算案に対する評価に

ついてであります。

政府予算案は、歳出総額88兆5,480億円、一般

歳出51兆7,310億円で、一般歳出は昨年度と比較

して9.4％の増と、初めて50兆円を突破しまし

た。また、国債発行額は、４年ぶりに33兆3,000

億円と30兆円を上回り、地方の長期債務残高と

合わせると800兆円を突破し、過去最高を更新す

る見込みとなっています。政府は、これまでの

財政再建路線との関係や見通しを示すべきでは

ないかと思うのであります。また、道路特定財

源の一般財源化の骨抜きや、いわゆる埋蔵金で

の一時しのぎなど、国民の不安を解消するには

ほど遠いと思われますが、知事は政府予算案を

どのように評価しているのか、お尋ねいたしま

す。

また、このように政府が財源確保に苦慮する

中、家計緊急支援対策費として予算化された、

いわゆる定額給付金約２兆円の性格が、生活支

援なのか景気対策なのか、極めてあいまいとな

り、国民の80％が評価しない結果となっていま

す。医療や福祉に重点的に投入するなど、効果

的な予算とすべきと思いますが、知事は定額給

付金についてどのように認識しているのか、お

尋ねします。

仮に給付するとするなら、県民に支給される

のはいつごろになる見込みか、総務部長にお尋

ねします。

次に、地方財政計画についてであります。

平成21年度地方財政計画は82兆5,557億円と、

前年度比マイナス1.03％と、平成14年度以降、

規模縮小に歯どめがかからない状況にありま

す。地方全体の歳出の約７割が国の法令により

事務事業の実施が義務づけられるなど、地方の

歳入は構造的な財源不足となる中で、平成21年

度の財源不足は10兆4,700億円となっています。

大不況を反映して地方税は36兆1,860億円と、前

年比10.6％の大幅減となった分を、臨時財政対

策債５兆1,500億円、財源対策債１兆2,900億円

などで補てんされています。これらは地方債中

心の借金による補てんであり、後年度の地方交

付税算定の際に基準財政需要額に算入されると

はいえ、借金に変わりはなく、将来に大きな負

担となることが考えられます。麻生首相の言う

ように、100年に一度の危機と言うなら、地域の

失業者対策費、雇用創出などに対して思い切っ

た財政措置を講ずるために、地方財政計画の縮

減をやめるべきではないでしょうか。知事は平

成21年度地方財政計画をどのように評価してお

られるのか、お尋ねいたします。

次に、本県財政についてであります。
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このような厳しい条件のもとで編成された平

成21年度一般会計予算は、総額約5,625億円と、

８年ぶりの前年度比0.6％増となったところであ

ります。農業大学校を核とした農業・農村を支

える人づくり事業などの景気雇用対策や、医師

確保事業、新エネルギー対策、特別支援学校高

等部設置事業など、当面する雇用対策とあわ

せ、県民の暮らしに焦点を合わせた予算である

と思いますが、知事は本予算をどのように評価

しておられるのか、お尋ねいたします。

そこで、財源の内訳を見てみますと、県税収

入87億円の減や地方交付税170億円の減を、臨時

財政対策債239億円の増などの取り崩しで補てん

するなどの厳しい財政運営が続いています。ま

た、基金の残高は約161億円となり、来年度以

降、厳しい財政運営が見込まれますが、今後の

財政運営の見通しについてお尋ねいたします。

次の２点の事業についてお尋ねします。広域

拠点工業団地整備促進事業については、大規模

な工業団地の整備を行う広域市町村に対して、

県が限度額30億円を無利子で融資するというも

のですが、現在の景気の低迷と脱石油エネルギ

ーという流れの中で、どのような産業の誘致を

見込んでおられるのかお尋ねいたします。ま

た、県内では、かなりの広さの工業団地が塩漬

けになっていると聞きますが、県が開発したフ

リーウェイ工業団地の現状と、県内工業団地の

整備状況についてお尋ねします。

これまで新年度予算は、２月定例県議会前に

県議会と県民に突然公開されるという、極めて

不十分な形で推移してきました。平成21年度予

算から、主な事業の査定状況として、ホームペ

ージにより公開されたことを評価したいと思い

ます。これにより、予算査定の流れを県民が見

ることができますが、まだやや不十分であると

思います。今後どのように発展展開しようとさ

れるのか、総務部長にお尋ねいたします。

次に、派遣労働の問題であります。

この問題につきましては、私は、安藤知事時

代に２回、東国原知事には３回、質問をしてき

ました。今日の派遣切りなどの状況を見ると、

私が４年前から警鐘を鳴らしてきたことが、不

幸にも的中したと言わざるを得ません。税収の

落ち込み、年金受給権の喪失、生活保護や社会

不安の増大など、将来にわたり地方財政に与え

る影響ははかり知れないものがあると思いま

す。臨時職員と正規職員との間に派遣労働とい

う第３の身分労働者がつくられ、それは、まる

で江戸時代の士農工商にも似た、労働者側の新

たな身分制度にも感じられます。さらに、使用

者側にとって使い勝手のよいこの制度をカムフ

ラージュするかのように、「働き方にもいろい

ろある。いろいろな働き方を求める若者のニー

ズにもこたえる制度だ」との理論構成でも制度

設計されたこの労働者派遣法、知事は、今日の

日本の状況を見て、この制度をどう評価される

か伺います。

次に、ふるさと納税制度と企業の内部留保の

問題について伺います。

まず、ふるさと納税制度による本県への現時

点での歳入額（納税額）及びこの制度導入によ

る事務費用、さらに本県から他県に出て行った

納税額が幾らと想定されるか、わかればお示し

ください。

さらに、ふるさと納税制度という制度自体、

鳴り物入りで導入された制度にしてはたわいも

なかったという感を受けます。それもそのは

ず、この制度はただ単に自治体間の税の奪い合

いを奨励するだけのもので、無から有を生じさ

せるような画期的な制度とは思えません。言い
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過ぎになるかもしれませんが、自治体間でマー

ジャンをやっている、そんな感じであります。

自治体が行う税の徴収制度としては邪道である

と思います。

無から有を生じさせる制度、それは、私が昨

年の６月議会で述べたように、高額所得者に対

する課税強化、もしくはこれから述べる企業の

内部留保に対する課税強化にあると思います。

このことは、今日の日本の経済状況から、むし

ろ早急に議論されてしかるべきだと思います。

皆さんには資料を出しております。資料のそ

の１でありますが、これは宮日新聞社より、昨

年12月24日の記事として、ここに掲載させてい

ただきました。内部留保として見ておられます

から、わかると思いますが、結局、大手16社で

ありましたか、これで内部留保が約33兆円もた

まっておるということであります。この33兆円

というのは、貸借対照表の中に載っておる利益

準備金とか剰余金、全くの企業の利益でありま

す。これにも手をつけなければならない。1984

年当時は法人税率というのは43.3％でありまし

た。現在はこれが30％に落とされているわけで

あります。私は、こういったところの税制改革

について述べていかなきゃならんのじゃないか

なと思います。33兆円というのは、人員削減を

される人が年収200万ではワーキングプアであり

ますから、400万で割ったとしたら、825万人の

人を１年間採用することができるわけです。私

は、ここにこそ目を注いでいかなければならな

いと思います。100万円というのは札束にすれば

１センチ、この33兆円をその１センチ間隔で並

べていくと、330キロメートルとなります。延岡

と宮崎を２回往復できる距離に、札束がずっと

並んでいるということでもあります。

結局、所得の再配分機能を税制度によって実

現することが、格差社会を解消し、国内総生産

の６割を占める内需寄与度をさらに高め、経済

の活性化をもたらすことになるのではないで

しょうか。企業の内部留保に対する課税強化に

ついて、知事の見解を求めます。

次に、原子力発電についてであります。

新聞等マスコミの報道によると、昨年末、九

州電力では、玄海、川内に次ぐ第３の原子力発

電所の建設候補地として、宮崎県や熊本県が有

力と報じられました。今年に入って早々の定例

会見で、知事は、「九電側から県に計画概要の

説明はあったが、候補地の具体的な提案はな

い」と述べられています。本県においては、92

年に串間市において原発立地の話が持ち上が

り、紆余曲折の末、九電が97年３月に市に白紙

撤回を申し入れ、御破算となったという経緯も

あります。原子力発電につきましては、県民の

大きな関心事であります。知事の原子力発電に

対する基本的なお考えを伺います。

以上、壇上からの質問はこれまでとして、以

下の質問項目は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

市町村合併と道州制についてであります。地

方分権の進展や少子高齢化の進行、また厳しい

財政状況など、市町村を取り巻く情勢が大きく

変化する中、今後、一層多様化する住民ニーズ

に的確に対応していくためには、行財政基盤の

確立が不可欠であり、市町村合併はそのための

有効な方策の一つであると考えております。一

方で、「合併をすれば行政との距離が遠くなる

のではないか」との声も聞かれるところであり

ますが、合併市町においては、旧町村役場に総

合支所を設置するなど、住民の利便性の確保に
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努めているところであります。また、道州制

は、現在の中央集権から地方分権へ移行するそ

の最終形であり、住民により身近な基礎自治体

が、現在の県が担っている行政サービスも含

め、よりきめ細かく総合的に、いわばワンス

トップ的な拠点として住民サービスを行ってい

く制度になるものと考えております。

続きまして、平成21年度政府予算案の評価に

ついてであります。来年度の政府予算案は、昨

今の急激な金融経済情勢の悪化により、国民生

活が危機に瀕する中、平成13年の骨太の方針以

来の財政再建路線を転換し、当面の景気対策を

第一に編成されたものと考えております。この

ような中、地方関連では、地方交付税が増額さ

れており、私の無駄ゼロ会議における発言を初

め「地方の声」に、一定の配慮をいただいたも

のと考えております。また、本県が国に対して

重点的に要望しておりました子育て支援対策や

地域医療対策、あるいは、本県が新たな「太陽

と緑の国」を目指し、強力に推進していこうと

している太陽光発電関連の予算が大幅にふえた

ことについては、一定の評価をしているところ

であります。今後、国においては、経済対策と

財政規律の両立という難しいかじ取りを求めら

れますが、徹底的な歳出改革努力を続けるとと

もに、将来世代に負担をかけないよう、財源確

保に向けた国民的な議論を深めていく必要があ

るものと考えております。

次に、定額給付金についてであります。定額

給付金の目的は、まずは住民への生活支援とい

うことであり、あわせて、地域の経済にも資す

るということであると理解しております。この

生活支援という点では、少なからず家計は助か

るのではないかと考えております。一方で、経

済効果という点からは、内閣府は、給付金の４

割が新たな消費に回るものと想定し、実質成長

率を0.2％程度押し上げると試算されているとい

うことでありますが、実際にどの程度が消費に

回るのか、それによって景気回復にどの程度寄

与することになるのか、そういったことも含め

て、景気浮揚の効果は未知数と感じているとこ

ろであります。

平成21年度の地方財政計画におきましては、

政府の生活防衛のための緊急対策に基づき、地

方交付税を別枠で１兆円増額することとし、こ

れに合わせて、地方財政計画の歳出に特別枠と

して地域雇用創出推進費を創設するなど、雇用

創出や地域の元気回復に必要な経費が追加計上

されたところであります。その上で、地方交付

税につきましては、原資となる国税の収入の大

幅な減収等に伴い財源不足が生じたものの、国

と地方とが折半して補てんする措置が講じられ

た結果、前年度比2.7％増の15兆8,000億円余が

確保され、臨時財政対策債と合わせた実質的な

地方交付税の総額は、前年度比15.0％増の20

兆9,000億円余となっております。これらのこと

は、税収が大幅に落ち込む厳しい状況にあって

も、地方が強く訴えてきた地方交付税の復元・

増額の要請に一定の配慮がなされたものと考え

ております。なお、今回の追加計上分に関しま

しては、平成22年度以降の措置等について未確

定な部分がありますが、今後も地域経済の厳し

い状況への対応は必要であると考えられるた

め、地方の行政運営のための安定的な財源が確

保されるよう、引き続き、知事会等を通じて要

望してまいりたいと考えております。

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
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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、財政規律の保持の観点から、大変

苦しい予算編成でありましたが、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、平成20年度補正予算と一

体となった、切れ目のない対策を講じてまいり

たいと考えております。

本県の財政状況は、財政調整のための基金残

高が減少している中、今後も、社会保障関係費

や公債費の増等が見込まれており、厳しい財政

運営を強いられるものと考えております。一方

で、本県は、経済・雇用対策を初め、中山間地

域対策や医師確保対策などの緊急を要する課

題、さらには長年の懸案である高速道路の建設

促進や産業振興など、さまざまな課題を抱えて

おります。このため、今後も財政改革を着実に

推進し、財源の捻出に努めながら、選択と集中

の理念のもと、優先度の高い施策にしっかりと

取り組み、県勢の発展を図ってまいりたいと考

えております。

次に、労働者派遣制度についてであります。

労働者派遣制度につきましては、違法な偽装請

負や不安定な日雇い派遣の問題など、労働者が

安心・納得して働いていくには十分でない状況

にあります。このため、現在、国会で労働者派

遣法の改正が審議されており、その法案には、

日雇い派遣の原則禁止など、労働者保護の仕組

みを強化する内容が盛り込まれております。し

かしながら、この法案が提出された後に、雇用

情勢の急激な悪化等により、派遣労働者の不適

切な解雇・雇いどめなど、新たな問題が出てき

ておりますので、これらの問題に対応できるよ

うな制度に変更していく必要があるものと認識

しております。したがいまして、今後とも、全

国知事会を通じまして、国に対し、法的な整備

等の必要な取り組みを進めるよう要望してまい

りたいと考えております。

続きまして、企業の内部留保に対する課税に

ついてであります。企業の内部留保につきまし

ては、好調な企業業績を背景に、近年増加した

ことは認識しておりますが、この内部留保は、

税を納付した後の余剰金であり、将来にわたる

企業の活動資金でもあります。したがいまし

て、これに対する課税は、企業所得への二重課

税や企業活動への影響などの課題があるものと

考えております。法人税制を含め、税制度のあ

り方につきましては、基本的には国において十

分な議論がなされるべきものであります。いず

れにいたしましても、地方としては、現在の大

変厳しい経済状況、雇用状況等を踏まえます

と、地方税財源が十分確保されるよう、地方六

団体等とも連携を図りながら対応してまいりた

いと考えております。

続きまして、原子力発電に対する基本的な考

え方についてであります。原子力発電は、火力

や水力、風力など他の発電方法と比較して、電

力の供給安定性、経済性等のメリットがあると

されており、我が国の基幹電源として欠くこと

のできない存在となっております。しかしなが

ら一方で、発電所が地震等に被災した際の対策

や廃棄物処分の問題など、原子力発電の安全性

等については、国民の理解が十分に得られてい

るとは言えない状況もありますので、まずは、

このような不安を解消することが不可欠である
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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。

まず、定額給付金の支給開始時期についてで

あります。定額給付金につきましては、現在、

各市町村で早期の支給を目指して準備が進めら

れているところでありまして、早いところでは

３月下旬、遅いところでも４月中には支給が開

始される見込みであります。

次に、予算の査定状況の公表についてであり

ます。予算編成過程の公表につきましては、県

民目線に立った県政推進や透明性の向上の観点

から、今回初めて公表を行ったところでありま

す。何分初めての試みでありますので、今後、

他県の事例等も参考にしながら、よりわかりや

すい公表のあり方について検討を進めてまいり

たいと考えております。

最後に、ふるさと納税についてであります。

まず、受入額につきましては、本年１月末の時

点で、33件、826万7,000円となっております。

これに要した事務経費でありますが、ホームペ

ージの開設準備費用として平成19年度に14万

円、平成20年度はクレジット払いに係る手数料

等が４万円余ということで、合わせて18万円余

でございます。なお、ふるさと納税制度は、県

や市町村に寄附を行った場合に、寄附者が確定

申告をすれば、その方の所得額等に応じて、一

定額の個人住民税が控除される制度であります

が、県では個人の確定申告の内容を確認するこ

とができませんので、寄附による控除額につい

て把握することは困難であると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

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

界的な景気悪化が続いておりまして、企業の設

備投資は減少しておりますが、太陽電池を初め

とする新エネルギー関連や医療機器関連など、

依然として投資意欲が高い業種もございます。

今回支援を考えております工業団地につきまし

ては、「宮崎県地域産業集積・活性化基本計

画」において集積を図ることとしております４

つの業種の中でも、特にこのような業種に重点

を置いて、市町村と一体となった誘致活動を展

開してまいりたいと考えております。また、県

内工業団地の状況でありますが、企業がすぐに

工場建設に着手できる造成済みの用地が13カ

所、約73ヘクタールありまして、このうち20ヘ

クタール以上のものは宮崎フリーウェイ工業団

地のみで、ほとんどが５ヘクタール以下となっ

ております。宮崎フリーウェイ工業団地につき

ましては、これまでに製造業２社に立地してい

ただいておりますが、約28ヘクタールが未分譲

となっておりますので、引き続き、関係市町と

連携しまして積極的に誘致活動を展開して、早

期の分譲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〕

○太田清海議員 ありがとうございました。特

別これに対してはありませんが、市町村合併に

ついても、財政基盤の確立、ワンストップであ

るとか、そういった利点、いいところもあると

思いますが、行政基盤の確立については、私

は、先ほど申した財政制度、国の税制度なりを

国のほうで確立してもらうことによって、その

分は確立できるんじゃないかなというふうにも

思います。それと、自治体を存続させるという

ことは、その地域の静かな公共投資、存続して

おるだけで、それが公共投資につながっている

んじゃないかなということを私は考えます。何
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かそのように思います。

それと、定額給付金については、本当に―

ただ、これには消費税が後でひっついてくると

するならば、給付金は１回、消費税は一生、そ

んな感じもいたします。

それと、企業の内部留保に対する課税強化で

ありますが、言われたとおり、内部留保に対す

る課税は二重課税になるだろうなというふうに

思います。それで、先ほども言いましたよう

に、法人税率を変えていくということで、その

辺の調整はできるんじゃないかなと思います。

本当に今日の状況を見たときに、大手はどんど

ん派遣切りをしていったりしておる。今からど

んな状況になるのかなと思うぐらい、何か社会

不安も出てくるんじゃないかなと思います。こ

んなに内部留保があれば、例えば昔の親方は、

自分の工場の調子が悪くなったら、自分の嫁さ

んにも給料をやらんで、自分も給料をもらわん

で、従業員に先に給料をやって……。それほど

までして従業員をかわいがってきたという、日

本の古来のいい労働慣行といいますか、そうい

うのがあったわけですが、だんだん世の中がア

メリカナイズされて、非常に無慈悲な社会に

なっているんじゃないかなということも、つけ

加えておきたいと思います。

では、質問に行きます。次に、エコクリーン

プラザみやざきの問題について質問をいたしま

す。この問題につきましては、私はごみ処理の

広域処理の規模問題に絞って質問をいたしま

す。

過去を振り返ってみますと、県は、平成11年

３月に宮崎県ごみ処理広域化計画を策定し、県

内を３つのグループに分けた広域処理の考え方

を示し、エコクリーンプラザみやざきも、その

延長線上に整備されてきたものであります。我

が会派では、平成11年、当時の９月議会等で、

再三この問題を指摘しております。ごみ処理に

おいて、循環型社会づくりが基本であり、広域

化によるごみの他地区処理（他地区に持ってい

くその処理）、それから大型焼却施設計画は、

ごみへの関心、リサイクル意識を育てないこ

と、先決すべきは減量化の年次計画であるこ

と、そういったことを訴えています。またさら

に、県の計画では、建設時だけでなく、稼働後

も焼却炉産業に税金を注ぎ込む仕組みの計画と

なっていることなどを訴えてきました。県内３

カ所という無理を重ねる広域化ではなく、県内

７ブロックでのごみ処理を提言しております。

今回のエコクリーンプラザみやざきの問題を見

るとき、内部決裁文書がないとか、通常では考

えられない初歩的かつ基本的な問題があるわけ

です。余りにも大きな広域処理は、そのことで

かえって意思決定を無責任にし、不透明にする

体質をつくってしまったのではないでしょう

か。当時の我が会派の主張は、まさに要を得て

いたと思います。それは、「一般廃棄物処理は

市町村の責任」という原則に立ち戻り、内部意

思決定が関係自治体から遠ざかっていく広域処

理については、できる限りその広域の規模を縮

小して考えていく、適正規模を常に考えていく

ということが求められているのではないでしょ

うか。知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） ごみ処理広域化は、

ダイオキシン類排出削減、リサイクルの推進や

施設整備経費を初めとするごみ処理経費の削減

等を目的として推進しているものであります。

お話にありましたように、宮崎県ごみ処理広域

化計画が策定された平成10年度当時は３グルー

プでの計画でありましたが、現在は、県内を７

ブロックに分けて、地域の実情に応じて、焼却
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施設や最終処分場などを順次整備していく計画

となっております。今までのところ、関係市町

村の御理解と御協力もあり、着実に整備が進め

られておりますが、今後とも、市町村との十分

な連携を図りながら推進してまいりたいと考え

ております。

〔「関連、16番」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 通告がありますので、関連質

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。外山良治議員。

○外山良治議員 県が進めるごみ処理広域化計

画に対し、「身近な問題は身近な自治体で」の

基本姿勢から反対でございました。しかし、平

成11年１月、県生活環境部長藤崎氏の「県の構

想でいけば、宮崎市は何もしなくていい。県が

地元説得、金すべてやる。宮崎市にとって有利

であると思う」との甘い言葉に乗り、参加する

ことになったと記憶しています。平成12年12月

にセンターに指定、平成14年12月、管理型最終

処分場工事に着手、17年11月に供用開始されて

います。着手から供用開始、約５年間に発生し

た問題は、すべて「なぜ」の一言で表現できま

す。約50億円の莫大な損害発生は事実でありま

す。知事の見解と、指導監督の立場にある担当

部長の答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） その監督・指導責任

は県にありました。公社設立のところの県の責

任は、相当部分の責任はあると認識しておりま

す。これに関しては、今、外部調査委員会等の

調査結果も含めて、また改めて検討していかな

ければいけないと考えております。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話にあり

ましたように、11年当時、いろんなやりとりが

あったことは聞いております。対外的にどのよ

うな説明をしたのか、また、県に残っている記

録や県議会などの議事録等も突き合わせて整理

をする必要があると思っております。

今、県の責任ということでございますが、こ

れは従来から申し上げておりますように、民

法34条の公益法人の監督責任、それと廃棄物処

理法上の廃棄物センターとしての監督責任につ

いては、十分認識をいたしております。

○外山良治議員 県は、外部調査委員会に調査

を依頼するに際し、知事及び所管常任委員会も

原因究明と責任の所在を求めていました。しか

し、外調報告は肩透かしの報告となっていま

す。外調委員長野﨑氏は、「関係者の任意の資

料提出や陳述であったため、責任の割合、個々

人の責任の問題まで踏み込むことはしなかっ

た。今後、最終報告をもとに、損害賠償や処

分、法的解決に向けた取り組みがなされること

を考えている」としています。これに対し、私

は違和感を持っています。県は、原因究明と責

任の所在を求めたのであって、対応を諮問した

のではないと思います。しかし、１月14日に出

された外調最終報告を受け、公社理事長は１

月20日に刑訴法第239条規定により告発されてお

ります。さらに、２月17日、公社も同法230条に

より告訴を決定しています。また、報告事項３

で、民事損害賠償請求を行うことも明らかにし

ていますが、訴状内容及び時期等について、そ

れぞれ答弁を求めます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 公社の告訴に

つきましては、今お話にありましたように、２

月17日に開催されました臨時理事会で議決され

たところでございます。平成17年度に在籍した

理事長以下の役職員を背任罪の疑いで訴える内

容となっております。その時期や詳細な内容に

つきましては、専門家とも協議の上、できるだ
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け早くということでお聞きしております。ま

た、損害賠償請求につきましても、理事会で報

告がございまして、専門家と協議の上、できる

だけ早く行いたいとのことであります。

県の告発につきましては、背任の疑いがある

と考えておりますが、現在、関係市町村にも検

討していただいているところでありますので、

時期につきましては、その状況も踏まえながら

できるだけ早く、内容につきましては、専門家

とも協議しながら詰めていきたいというふうに

考えております。

○外山良治議員 報告第３号の相手先、民事、

答弁漏れ。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 民事につきま

しては、当然、詳細については専門家と協議と

いうことになりますが、基本的には業者という

ことになると考えております。

○外山良治議員 相手先。

○坂口博美議長 時計をちょっととめてくださ

い。質問の趣旨がわかりますかね。民事の相手

先を尋ねられている質問でいいんですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 民事の相手先

ということですが、これは契約に基づきまし

て、公社が業者に対して行うものというふうに

理解しております。

○坂口博美議長 よろしいですか。

○外山良治議員 固有名詞。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 最終的に民事

訴訟については専門家と協議ということです

が、考えられますのは、設計・施工・施工管理

業者が対象になると思いますが、詳細につきま

しては、専門家と協議をして行うということだ

と思います。

○外山良治議員 休憩をお願いします。

○坂口博美議長 休憩をいたします。

午前10時51分休憩

午前10時51分開議

○坂口博美議長 再開します。

環境森林部長。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 臨時理事会に

おける報告事項の３ということでございます

ね。これにつきましては、外部調査委員会の調

査報告書を踏まえ、浸出水調整池の設計・施工

管理を委託した日本技術開発株式会社、及び浸

出水調整池の地盤工事を実施した三井住友・吉

原・竹盛特定建設工事共同企業体に対して、弁

護士と協議した上で損害賠償を行うというのが

報告３号でございます。

○外山良治議員 知事も２月16日、関係市町村

会議の中で、「速やかに刑事告発の手続に入る

べきと判断した」と答えられています。時期と

内容等について答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 県の告発は、御指摘

のように―ちょっと済みません、はっきり聞

こえなかったんですけど―２月16日で間違い

ございません。告発の内容は、犯罪の疑いが払

拭できないといった理由で告発を決定したわけ

でございます。

○外山良治議員 わかりました。昨年の９月議

会答弁で、知事は「外調委員会が原因究明・責

任の所在調査が進められている。業者・個人の

重大な責任が明らかになった場合、行政処分、

損害賠償請求、告発等検討する」と答弁をして

おります。外調最終報告は、「責任の問題まで

踏み込むことはしなかった」としています。理

由は任意調査の限界としています。まず知事

は、県の最高責任者として、全容解明、再発防

止について責任を持っていると思います。いき

なり警察への告発・告訴へ丸投げではなく、
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県、市町村、公社等の組織を設置し、真相究明

を図るべきと思います。知事の答弁を求めま

す。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会の報

告書によりますと、浸出水調整池が破損した原

因の調査を行った中で、設計業務や工事の検査

等において、環境整備公社に幾つかの重大な問

題点があったと指摘されております。これらの

中で、犯罪の疑いが払拭できないと考えるに

至ったところで告発に至ったわけでございま

す。今、検討中でございます。委員長コメント

にもありましたように、議員御指摘のように、

あくまでも外部調査委員会というのは任意の調

査でありまして、個々人の責任問題までは踏み

込んでありません。しかし、当時の公社の役職

員によって引き起こされた問題であることは事

実であります。公務員には法律上、告発の義務

もありますことや、関係市町村長や地元住民か

らも「徹底的に真相究明を図り、法的に責任の

所在を明らかにすべき」との意見が強く出され

ておりますことから、県としても告発する考え

を表明したものであります。

○外山良治議員 県警本部長にお伺いをいたし

ます。１月20日に、公社理事長が刑訴法第239条

の規定により告発状を出されたとの報道がござ

いました。これに対し県警は受理されたのか、

また、いつ受理を考えておられるのか、答弁を

お願いします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

今、御質問にありましたが、１月20日、公社

理事長が個人として告発状を持ってお見えにな

りました。告発事実は背任罪ということでござ

います。そこで、私どもといたしましては、背

任罪ということでございますので、背任罪を一

定程度裏づける疎明資料はどういうものがある

のかということ、あるいは具体的な説明という

ことを求めております。残念ながら、今のとこ

ろ十分な打ち返しをいただいておりませんの

で、きょう現在では受理をしていないというこ

とでございます。

○外山良治議員 今後、公社、県も近々、告訴

・告発の動きがあると聞いていますが、公社、

県の告発・告訴について事前相談等があったの

かどうか、答弁を求めます。

○警察本部長（相浦勇二君） どうお答えした

らいいのか難しいですけど、公社の告訴の件に

つきましては、理事長さん個人としての告発の

動きの延長線上でいろいろと事務連絡を受けて

おりましたので、想定もいたしておりました

し、一応議決がなされたということでございま

すから、内容は全くわかりませんが、恐らく

追って何らかの告訴がなされるであろうという

ふうに承知をいたしております。

県の告発につきましては、実は私、先週の前

半、報道を通じて知りました。知事が告発をす

るということを表明されているということを、

実は新聞で見て知りました。その後、ちょうど

先週の木曜日に本定例議会が始まりました。そ

の冒頭で、知事のほうから―ちょっと前は省

略しますが―「関係市町村との協議を鋭意進

めております。その中で、さらなる真相究明や

責任の所在の明確化を求める声が強く、県で

も、その端緒の一つとして刑事告発を行う考え

であることを表明したところ」という御発言を

聞きまして、公の場ではそうなんだなというこ

とを確認いたしました。正直なところ、「その

端緒の一つとして刑事告発を行う考えである」

というのが、私たちには意味がよくわからなく

て、ちょっと困惑しているのが率直なところで
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ございます。

○外山良治議員 本部長は捜査の専門家だと

伺っています。調査内容が県や市や公社におい

て調査が尽くされていない段階で、あたかも警

察が行政の下部附属機関であるかのように感じ

られる丸投げ刑事告発について、感想と経験等

を含めて答弁を求めます。

○警察本部長（相浦勇二君） 済みません、

ちょっと文脈が乱れるかもしれませんけれど

も、私も警察の中では一番刑事部門に長くお世

話になってきておりますが、今回問題になって

おりますような背任罪ということになります

と、私どもでは知能犯捜査と言いまして、捜査

２課のセクションで扱うことになっておりま

す。捜査２課の経験で申し上げますと、私は、

警視庁の捜査２課、兵庫県警の捜査２課長、振

り出しで富山県警でも捜査２課にお世話になっ

ています。それと、くしくも偶然ですが、この

告訴・告発問題の全国の事務について統括する

立場の課長補佐を、もう15年ぐらい前になりま

すけれども、警察庁の捜査２課でしておりまし

た。

あくまで一般論でございますが、一般的には

公的な組織・団体で世上言う何らかの失態が

あった場合には、通例、その当該機関あるいは

監督官庁等において、いわゆる内部調査という

ものが行われるのが通例であると承知しており

ます。その結果、関係職員に何らかの帰責事由

が見つかれば、例えば懲戒等の処分、あるいは

当該職員に弁償を求めれば済むということであ

れば、恐らく弁償を求める・弁償を求めても聞

かないということになれば、当該職員に対する

民事訴訟の提起というようなことが通常なされ

て、通例ですと―全体として余りいい話では

ありませんので―当該機関や関係監督官庁の

ほうから、どこかのタイミングでマスコミ広報

等が行われて、全体が総括をされると。その中

で、どうしても犯罪である、こういうものは犯

罪である、自分たちの手では捜査権がないので

できないということで残った部分について私ど

もに相談があるというのが、一番典型的で一般

的な流れでありまして、その流れの場合でも、

こういうことで、こういうことについて告発・

告訴するということについては、事務レベルで

かなり入念な打ち合わせを行うのが通例である

と承知をいたしております。

そういう、言ってみれば一般的な流れに照ら

した場合、何とも評価できないですけど、正

直、私にとっては、新聞報道や議会でのいろい

ろなやりとりを通じて知ることが余りにも多く

て、ちょっと戸惑っておりまして、恐らく県の

告発の動きがあるということでありますし、知

事の御見識で告発をいただくということでしょ

うから、私の言いましたような、通例一般的な

流れに近い形でお話が進むものであろうという

ことを信じております。あるいは、私が今申し

上げましたことが、知事、執行部に対して、も

しかして非礼がありましたらお許しいただきた

い。私の誤解であれば幸いだと存じておりま

す。

○外山良治議員 よくわかりました。関連質問

を終わります。

○太田清海議員 一瞬、一問一答で緊張感が走

りましたが、私のほうはトーンダウンして始め

たいと思います。

話題を変えまして、高千穂線鉄道施設整理基

金補助事業についてお尋ねをいたします。

この事業は、私も総括質疑で反対討論を昨年

の12月の議会でやった関係で、行く末が心配で

ありまして、お尋ねいたします。この基金事業
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の運営計画の概要についてお示しください。

○県民政策部長（丸山文民君） 基金の運営に

つきましては、去る２月17日に、県及び沿線自

治体で構成する基金運営協議会を設置しまし

て、今後の方針を確認したところであります。

方針では、まず、平成22年度までをめどに、不

要施設の撤去計画と資金の積み立て計画を策定

しまして、撤去費用の総額や基金への積立額と

期間を明らかにすることとしたところでありま

す。このため、計画に基づく新たな積み立て

は、平成23年度以降となると考えております。

また、方針の第２点目といたしまして、沿線自

治体が施設の有効活用や撤去について検討する

際は、住民の意見が反映されるよう配慮すると

ともに、撤去計画等の検討状況について公表し

ていくこととしたところであります。

○太田清海議員 わかりました。この運営計画

は、先ほど説明がありましたように、22年度中

に検討して、整理期間は23年度からというふう

になっておりますが、例えば、この23年度から

いつまでに終わらなければならないとか、そう

いう河川法上か何かの法律上の規定で、いつま

でにしなきゃいけないのかという限定はあるん

でしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 沿線自治体が

高千穂鉄道から寄附を受けた施設のうち、法的

に撤去の期限を定められたものはございませ

ん。ただし、将来の撤去費用や基金への積立額

をできる限り早期に明らかにする必要があるこ

とから、平成22年度までをめどに、不要施設の

撤去計画を策定することにしたところでありま

す。

○太田清海議員 わかりました。それで、実は

いろいろ資産が残っておるということで、それ

をいただいた自治体では、その管理費用が意外

と残ったりするんですね。線路の土手の横が自

転車が通る通学路だったとか、草が茂ってき

て、それを刈ってほしいとかいうことで、それ

ぞれの自治体でその草刈りの費用とかが出たり

するわけですね。そういった残存施設の管理費

用は、この基金から出せないものかどうか、ど

うでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 基金は、活用

が困難で撤去せざるを得ない施設の撤去費用

を、県と沿線自治体が共同で負担し合う仕組み

として設置したものであります。土地や施設の

維持管理費につきましては、自治体がみずから

の財産を活用または保全するための費用であり

ますことから、県と沿線自治体で協議を行いま

した結果、基金の補助対象とはしないとしたと

ころであります。

○太田清海議員 わかりました。自治体でそれ

ぞれ決定したということですからやむを得ませ

んが、いろいろありましたら、よろしくお願い

したいと思います。

それから、この基金については、私も反対討

論の中で、「復旧費用が26億円程度かかると、

それを上回るような撤去費用になると残念だ

ね」という思いを述べたことがあります。そう

いう意味では、この撤去費用が、有効利用し

て、できるだけ、今度は額が下がってよかった

ねということになってほしいなという思いもあ

ります。有効利用ということで、今から一生懸

命頑張ってもらうことになると思いますが、そ

の辺の意気込みをお聞かせいただきたいと思い

ます。

○県民政策部長（丸山文民君） 旧高千穂線の

鉄道施設につきましては、沿線自治体において

できるだけ有効活用を行い、撤去費用の縮減に

努めることとしております。既にすべての自治
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体が活用策の検討に着手されております。例を

申しますと、中でも日之影町は、日之影温泉駅

周辺の交流拠点づくりや、鉄橋や軌道跡の遊歩

道化など、鉄道施設を生かしたまちづくりに早

速取り組んでおられ、県も地域づくりのための

補助制度などによって支援をしているところで

あります。今後とも、地域住民の福祉向上のた

めに、施設の積極的な活用が図られるよう、沿

線自治体と十分連携しながら対応してまいりた

いと考えております。

○太田清海議員 わかりました。

次に、住宅用太陽光発電システム融資制度に

ついてお尋ねをいたします。

この制度は、知事提案説明要旨にもありまし

たように、本県がソーラーフロンティアとし

て、その普及率全国１位を目指して、融資制度

を創設するものですということで、非常に意気

込みを感じるところでありますが、できるだけ

多くの方々に利用していただくためには、その

制度を理解してもらう必要があると思います。

この制度の概要についてお尋ねをいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 住宅用太陽光

発電システムにつきましては、平成17年度で国

の補助制度が終了して以降、全国的にも導入量

が減少しておりましたが、今年度、この補助制

度が３年ぶりに復活するなど、改めて導入拡大

の機運が高まりを見せ始めております。県とい

たしましても、国の積極的な動きを踏まえつ

つ、厳しい財政状況や設置者の負担軽減効果な

ども勘案いたしまして、住宅用システムのさら

なる拡大を図る新たな支援策として、今回の融

資制度の創設に至ったところであります。制度

の具体的な内容につきましては、融資限度額

を300万円、融資期間を10年間とし、利率につき

ましては、一般の金融機関のリフォームローン

よりも有利な2.0％程度の固定金利にしたいと考

えております。以上であります。

○太田清海議員 この制度は、国の制度は補助

制度でありますが、県の場合は融資ということ

でありますね。融資と補助、どっちがいいのか

なというふうにも思ったんですが、融資と補

助、そういった政策を決定する場合、どちらが

有利かといった検討はされたんでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 厳しい県の財

政状況もございます。それから利率も、今申し

上げましたように、一般のリフォームローンが

たしか3.4％だったと記憶していますが、これ

を2.0％にいたしますし、10年間で見れば相当の

負担軽減になるものと考えて、融資制度にした

ところであります。以上であります。

○太田清海議員 融資と補助を考えた場合、融

資よりか補助のほうが金額が少なくて予算を活

用できるから、件数は伸びるんではないかなと

思ったものですから、質問させてもらいました

が、この制度は、国の補助制度を活用して、さ

らになお県の融資制度を使うというのは、基本

的にセットになっているんでしょうか。県の融

資だけを受けるとかいうことではないんであり

ましょうか。その辺はどうでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 現在のとこ

ろ、併用も可能であると考えております。

○太田清海議員 それでは―これは資料にも

挙げておりますが―後は、いかにＰＲするか

ということだろうと思います。これは資料のそ

の２ということで、皆さんのお手元に配ってお

ります。太陽光発電を実際つけた方からの資料

をいただきました。これは日向の方で、太陽の

光ががんがん当たるところであります。簡単に

説明しますと、1998年から2001年まで―上の

欄に書いてありますが―これは太陽光発電を
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つけていなかった時代のその家庭の電気料で

す。真ん中にＡというのがありますが、平均電

気料は、この方の場合はＡのところにありまし

て、１年間に10万ぐらい電気料がかかっており

ますということです。ここで3.5キロワットの太

陽光発電をつけたところ、電気料のＢというと

ころにありますように、電気料はがたんと減り

ましたと、その節電料はＡ引くＢということ

で、年間４万3,000円ほど節電をしましたという

ことです。昼間、使わない電気、余分に出る電

気があります。それは九州電力に売る仕組みに

なっていますから、九電に売った電気料金がそ

こに書いてあるとおりで、これは５万8,000円ぐ

らい売った、そして自分の口座にお金が入って

きましたということなんですね。だから、Ａ引

くＢと九電売電料を足すと、この方は10万ほ

ど、１年間に太陽光発電をつけたことによる利

益を得たということなんです。200万とかで設置

して、こういった制度もさらに活用すれば、元

は20年以内ぐらいに取るんじゃないかと。１

年10万円ですから、単純な計算で10年間で100万

円、20年で200万円というような計算になりまし

て、本当にこういうやり方をやれば、日本も原

子力発電に頼らなくてもいいんではないかとい

う意味では、本当にクリーンなエネルギーをこ

の宮崎県から発信していただきたいなと思いま

して、この制度をみんながあふれるほど来てい

ただくぐらいＰＲしていただきたいと思いま

す。宮崎県の政策の中で、医師修学資金の貸与

事業というのがありますけれども、これなんか

も私はクリーンヒットしたものだなと思ってい

ます。太陽光発電の事業もクリーンヒットする

ように、ひとつＰＲに努めていただきたいと思

います。よろしいでしょうか。

では次に、自殺対策について伺います。

本当に自殺対策について、県も総力を挙げて

事業を立ち上げておられますけれども、「自殺

ゼロ」プロジェクト推進事業の中身を教えてい

ただきたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の自殺死

亡率は、全国的に見て高い水準で推移しており

ますので、早急な対応を図るために、平成20年

度の新規事業として「自殺ゼロ」プロジェクト

推進事業に取り組みまして、自殺予防週間を中

心とした普及啓発活動、かかりつけ医や看護師

への研修等の人材育成事業を実施してきたとこ

ろであります。来年度は、これらの取り組みに

加えまして、県民の自殺に対する意識調査や地

域のキーパーソンとなる介護支援専門員の研

修、メンタルヘルス相談の拡充、多重債務を初

めとするさまざまな相談機関のネットワークの

構築など、さらなる自殺対策の推進に積極的に

努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 時間がありませんので、県民

政策部の事業であります「相談しよう！」多重

債務者対策事業、それから商工観光労働部長に

もお尋ねしますが、消費者金融相談強化事業と

いうのがあります。これについての内容を伺い

たいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 「相談しよ

う！」多重債務者対策事業につきましては、相

談体制の強化といたしまして、県消費生活セン

ターの消費生活相談員を１名増員し、相談時間

を延長するとともに、市町村等が設置する相談

窓口との連携を強化しながら、多重債務者から

の相談に対応していくこととしております。さ

らに、多重債務の相談窓口等を周知・啓発する

ための街頭キャンペーンなどの情報発信や、消

費者に対する金融教育の充実にも、積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。なお、
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国、県、市町村の行政機関や弁護士会、司法書

士会等の関係団体から構成される「宮崎県多重

債務者対策協議会」におきまして、情報交換や

連携を密にし、事業の円滑かつ効率的な推進を

図ることとしております。以上であります。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 消費者金

融相談強化事業であります。現在、県登録の貸

金業者の取り立て行為などに関する苦情とか相

談を目的として、消費者金融相談所を設置して

おりますけれども、最近、寄せられる相談のう

ち、約半数が負債整理や過払い金請求などの相

談になっております。現在、そのような相談に

つきましては、この相談所においてこたえるこ

とができないため、法テラスなど他の専門機関

を紹介しており、多重債務で悩む相談者の方々

に十分な対応ができていない状況にございま

す。このため、弁護士などによる相談日を新た

に設けまして、専門的な相談にも応じられるよ

うにするものでございます。

○太田清海議員 わかりました。実は、自殺対

策として、この多重債務問題をどう処理してい

くのか、対応していくのかというのは、本当に

悩ましいことだと思います。その人の生活全般

にわたる指導とかもしていかないかんというの

を、私自身の体験でも感じました。というの

は、私もケースワーカーをしていたことがあり

ましたので、現在も、さまざまな問題を抱えた

人、多重債務の方が相談に来ることがありま

す。もう、県会議員をしているのか、こういっ

た仕事をしているのか、わからんような状態も

あるんですが……。法的整理のために一緒に弁

護士のところに行ったり、もしくは金融機関に

一緒に行って折衝して、その辺のいろんな事情

を説明して、できる限りのことをしてもらった

とか、解決したことがいっぱいあります。いろ

いろそこの家庭の事情を調べてみると、中に

は、障がいを持っていたんだけれども、30歳過

ぎまでその障害年金をもらっていなかったとい

う人が、今までの経験で２回ありまして、高校

の成績証明書でしたか、そういったものを取り

寄せて、児童相談所に一緒に行ってやったとこ

ろ、障がいがありますという確定を受けて、障

害年金が出るようになったんですね。そんなの

とかいっぱいあります。それで救われた人たち

もいます。

ですから、県もこういった事業を多岐にわ

たってされていると思いますが、どういうふう

にしてやっていくかというのは、限界もあった

りすると思うんですね。それで、そういうこと

をやっている団体と手を結んでいったりするこ

とは、自殺防止のためにも本当に必要なことだ

と思います。私自身、相談しているときに、た

ばこを吸っていたら、「そのたばこをやめなさ

い」と、そのたばこをやめさせることから指導

したりとか、そんなことがあるわけですね。で

すから、今後、債務整理後の問題とかから自殺

になってもいけませんし、いろんな団体とさら

に提携していくということで踏み込んでいかれ

るなら、さらに効果があると思うわけですが、

部長の答弁をお願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺の要因と

いうのは、経済的な問題を初め、さまざまなも

のがあります。その対策には総合的な取り組み

が必要であると言われておりますので、民間を

含めたさまざまな団体・機関との連携を図るこ

とが大変重要であると認識しております。この

ため県においては、「宮崎県自殺対策推進本

部」を全庁的な組織として立ち上げまして、あ

と、保健・福祉・医療・教育・労働等の民間団

体や機関から成る「宮崎県自殺対策推進協議
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会」との２つが連携して、ことしの２月に「宮

崎県自殺対策行動計画」を策定し、総合的な自

殺対策に取り組もうとしているところでありま

す。特に行動計画の中では、自殺の原因・動機

の中でも上位にある多重債務への対策を進める

ために、弁護士会、司法書士会等で組織される

「宮崎県多重債務者対策協議会」とも密接に連

携を図っていくことにしているところでありま

す。このように、県レベルでは、庁内組織、さ

まざまな民間の団体・機関等との連携体制が

整ったところでありますが、今後は、地域レベ

ルでの自殺対策を積極的に推進するため、保健

所単位においても、市町村を含めた官民一体の

推進体制を整え、自殺者を１人でも減らすため

に、県民総力戦で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ官民一体

で取り組んでいただきたいと思っております。

次に、「中山間盛り上げ隊」派遣事業につい

て伺います。

知事の提案説明要旨に、この事業の中で、県

職員派遣という取り組みが載せられていました

ので、大変目を引きました。この事業がどうい

う内容なのか、教えていただきたいと思いま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） 昨年度、県が

実施いたしました集落調査の結果によります

と、これまで集落で行ってきた各種活動の継続

が困難になっている状況が多く見られました。

そこで、来年度より、都市住民を中心としてボ

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」派遣事業を実施し、集落の維持

・活性化を図っていくこととしたところであり

ます。具体的な事業の内容としましては、日帰

りで草刈りや植栽等の活動を行う短期派遣、中

山間地域に数カ月在住する中長期派遣、さらに

加えまして、県職員が町村役場に駐在し地域活

性化に取り組む県職員派遣の３つの形態を考え

ております。このうち県職員派遣につきまして

は、県職員が３カ所程度の町村役場にそれぞれ

１名ずつ駐在し、町村が行う集落対策を中心と

した地域づくり施策に参画するなど、町村職員

や地域住民と一体となって現場で汗を流し、地

域の実情を踏まえた中山間地域対策を実施する

こととしております。

○太田清海議員 わかりました。そこでお尋ね

したいんですが、県の職員の方々が地域の盛り

上げのために頑張るということでありますが、

期待されているのは、そういうところですか

ら、宮崎に住まんでその地域に住んでいただ

く、住民票も移動して土日もできるだけそこで

頑張って、というイメージで考えてよろしいで

しょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） そのようなイ

メージで考えております。

○太田清海議員 これについてどうこうという

ことはありませんが、私も質問で難しいなと

思ったのは、憲法22条の居住、移転の自由とか

ありますので、これ以上はもう言いませんけ

ど、そうすることでまた地域の人となじんでい

くということもありますし、中には、疲れたと

きには、また逆に戻ってくるということも、何

かそんな感じのものも保障されるようなものな

のかなというふうにも思います。ひとつよろし

くお願いしたいと思います。

関連して、実はそういう地方から見た場合、

県の職員の方が、例えば延岡なんかも通勤が多

いんですけれども、できたら延岡に住んでいた

だいて、特別徴収税を落としていただくといい
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なとか、そんなことも思う。でも憲法上の問題

もありますから……。ただ、地域としては、そ

ういうことを望むところであります。

それから、関連して教育長のほうにも、

ちょっと、こういう問題がありますねというこ

とで要望したいのは―私もある先生に聞いた

ら、「実は自分の学校の校区内にはちょっと住

めないんですよ。どうしてもその校区を離れた

ところに住みたい」ということで、これも現代

社会、やむを得ないところでしょうが、その地

域、学校校区に住んで、子供さんたちを見守る

というような形もまたいいかと思いますが、そ

の辺も難しい問題があります。関連して思った

ところであります。ひとつ検討をお願いしたい

と思います。

それから次に、人材登用についてお尋ねをい

たします。

女性職員の管理職登用について、現在の状況

をお聞かせいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 平成20年４月１日

における知事部局の課長級以上に占めます女性

職員の割合は、1.8％となっております。残念な

がら、現状としては、まだまだ不十分と言わざ

るを得ない結果となっております。申すまでも

ありませんけれども、人材の育成には一定の時

間が必要でございます。課長級の管理職になる

前のポストについて、女性職員の占める割合

を10年前と比較して見てみますと、課長補佐級

で4.3％から7.1％に、ポスト係長級で8.9％か

ら14.2％に増加しておりまして、基本的に、こ

の条件が同じであれば、管理職に占める女性職

員の比率は確実に増加していくものと考えてお

ります。

○太田清海議員 確実に増加させていただきた

いなと思います。

それから、現業職からの任命がえ職員が配置

後３年を経過しようとしておりますが、職場で

の支援は十分行われているのかどうか、その辺

をお伺いしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 任命がえ職員が新

たな業務に従事する際には、所属における上司

あるいは同僚による指導、支援が重要であると

考えております。このため、任命がえ職員を配

置しております各所属長に対しては、職員調書

あるいは面談等により、個々の職員の状況を十

分把握いたしますとともに、職場環境あるいは

業務への適応の面において、きめ細かな指導、

支援を行うよう指示をしておるところでござい

ます。また、一定の時間をかけて新たな業務に

習熟してもらうためには、今後の異動につきま

しても、任命がえ後、最初の異動まで、基本的

には５年間程度の在籍期間を確保したいと考え

ておりますけれども、最初の業務になじめない

といったことで、精神的な負担があると考えら

れる職員などにつきましては、必ずしもこれに

こだわることなく、可能な限り本人の意向を踏

まえ、早期の配置がえ、あるいは担当業務の見

直しを行うなどいたしまして、個々の職員の適

応状況にも十分配慮しながら、適切に対応して

まいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。温かい配慮を

いろいろしていただきたいと思います。私も自

分の経験から―小学校を１回転校して、中学

校は３回変わりまして、学校の校歌をとうとう

覚えられませんでしたけど、変わると、転校し

たところでは、物すごくその１週間がつらいん

ですよね。だれも友達になってくれんし、そう

いう心痛い思いがあるものですから、私は転校

してなれてきて、新しい転校生が入ってくると

きには、必ずすぐ友達になってあげるというよ
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うなことをしておりました。大人になってもそ

れはあるんですよ。職場を変わると、電話が鳴

るのをとるのが怖いというのもあるんですよ

ね。そういうのが人間でありますので、ひと

つ、職場にあっては皆さんで温かく見守ってい

ただきたいと思っております。

県職員の病休、休職者のうち、精神面での不

調によるもの、過去３カ年の状況というのを、

わかれば教えていただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 平成18年度から20

年度１月末まででございますが、各年度の知事

部局における傷病休暇の取得者のうち、精神面

の不調による方は、それぞれ18年度が67名中37

名、19年度が69名中27名、20年度１月末まで

で、45名中26名という状況でございます。ま

た、傷病休暇日数が90日を超えますと休職とな

りますけれども、この休職の方で精神面の不調

による方というのが、18年度が40名中33名、19

年度が42名中29名、20年度が同じく１月末まで

で39名中32名となっておるところでございま

す。

○太田清海議員 ひとつ、いろんな配慮をお願

いしたいと思います。

次に、消防の広域化についてお尋ねします

が、本県の消防の広域化の現状、進捗状況等を

お聞かせいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 消防の広域化につ

きましては、現在、県域１消防本部体制と３消

防本部体制の２通りの組み合わせにつきまし

て、消防本部等関係機関と、具体的なメリット

あるいは組み合わせの有効性、課題等の検討を

行っているところでございますけれども、現段

階では関係者の意見の一致を見ていないところ

でございます。したがいまして、組み合わせの

決定には、いましばらくの時間がかかるものと

考えております。

○太田清海議員 まだ見ていないということで

ありますが、これも先ほどのエコクリーンプラ

ザみやざきの問題と同じように、広域というも

のの問題というのもいろいろあろうと思うんで

すね、新たな仕組みをつくるということでは。

ぜひ、私たちが提言しておるような、できるだ

け広い―ないほうがいいんですけれども、そ

の辺を配慮していただきたいなと思っておりま

す。

次に、保育制度のあり方についてお尋ねをい

たします。

昨年12月に、社会保障審議会少子化対策特別

部会第１次報告が出されたようでありますが、

その中でもはっきりと、市場原理に基づく直接

契約、バウチャー方式というものが検討されて

おるようであります。私から見れば、今そう

いった市場原理というもの自体が検証されるべ

き時代に来ておるのに、何か時代錯誤といいま

すか、そんな感じもして、こういった国の動き

があるとするならば、県としても、保育の基本

というものをきちっと押さえて対応しておかな

きゃならぬと思うんですが、見解をお伺いした

いと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） お話しのよう

に、国の社会保障審議会少子化対策特別部会に

おきましては、現在、今後の保育制度のあり方

として、保育の契約の相手方を市町村から保育

所との直接契約に変更、保育料徴収について、

市町村と保育所の役割分担の見直しなどが検討

されているところであります。保護者と保育所

との直接契約方式は、保育所を自由に選ぶこと

ができるなどのメリットが考えられますが、保

育所間の児童獲得競争の激化や、仮に保育料の

徴収業務を保育所が行うことになれば、本来の
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保育業務がおろそかになるおそれがあるなどの

声も、関係者から聞かれるところであります。

いずれにしましても、保育所というのは、子供

の最善の利益の確保が使命であります。このこ

とを十分に踏まえた結論が出されるべきだと考

えますので、今後とも、国の動向を注意深く見

守ってまいりたいと思います。

○太田清海議員 わかりました。

それでは次に、介護現場の実態についてお伺

いしたいと思います。

介護する方で離職していくという人たちが多

い、それから人材不足、人手が少ないという実

態があります。これも新聞報道等でもなされて

きたところですが、新年度から介護報酬がプラ

ス３％改定をされるということを聞いておりま

す。これは、そこに働く人たちの賃金に反映さ

れていくべきだと思うんですが、どうも制度を

見てみると、本当にそっちのほうに行っちゃう

のか、経営のほうに回っちゃうのか、わからな

いところもあります。ただ、予定してるのは、

そういう人材不足を解消するために、その介護

報酬が人件費の分に回ることを期待して上げて

おるわけですから、それが確実に回るように、

県としても何らかの指導といいますか、助言と

いいますか、そういったものが必要だろうと思

いますが、福祉保健部長、答弁をお願いしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今回の介護報

酬改定は、夜勤などの負担の大きな業務に対す

る評価や、事業所における有資格者割合などの

介護従事者の専門性に着目した評価を通じて、

介護従事者の人材確保・処遇改善を誘導すると

いうものになっております。また、国において

は、介護報酬改定後の給与水準の確認等によ

り、介護従事者の処遇改善が確保されるよう努

めることとされております。県といたしまして

も、こうした国の動向を踏まえながら、介護報

酬改定が介護従事者の賃金水準の向上に結びつ

くよう、報酬改定の趣旨の周知を徹底してまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひお願いし

たいと思います。

それから、施設介護の問題でありますけれど

も、これは老健施設の場合になるというふうに

聞いております。施設にそういう高齢者の方を

受け入れた場合、施設への介護報酬から医療保

険が受けられなくて、その高齢者の方の医療費

を、入ってきた介護報酬で出していかないかん

ということで、あんまり病気をたくさん持った

人を施設が受け入れると、どうもまずいなとい

う制度になっておるようであります。これは、

そういう高齢者の方、病気の多い人の受け入れ

を拒むということにもつながっていくと思いま

すので、これは制度上の問題じゃないかと思い

ます。県として、どのようにその辺の実態を把

握しておられるのか。県のほうにも、そういっ

た改善を求めていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護老人保健

施設など、医師の配置義務のある施設につきま

しては、みずからの施設で実施する基礎的な医

療ケアに要する経費は、介護保険における報酬

単価に含まれております。一方で、専門的な診

療等につきましては、医療保険での請求が認め

られているところであり、医療保険と介護保険

とで支給が重複することのないよう、国におい

て両保険の適用範囲を調整しているところであ

ります。県としましても、処置等の内容により

ましては、施設の負担となる場合があることは

お聞きしておりますので、そうした実情につき
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まして、国に伝えてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。

次に、宮崎大学医学部地方枠の設定について

お尋ねをいたします。

これも相談を受けたケースなんですが、自分

の子供が１浪、そして２浪したと。２浪した受

験生は、この地方枠には該当しないと聞きまし

た。２浪してまでも、１浪してまでも、地域医

療のために頑張るという情熱を持った人、それ

でも頑張るという情熱を持った人だというふう

に考えると、もったいないなという気もいたし

まして、こういった２浪に制限を設けるのはい

かがなものかと思うんです。そういったことを

大学当局へも調整していただきたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 宮崎大学医学

部では、地元高校出身者を対象に、平成18年度

から10名の「地域枠」、また、21年度から５名

の「地域特別枠」を設けておるところでありま

す。受験資格は、地域枠が現役だけが対象とさ

れているのに対し、地域特別枠は現役に加え１

浪まで受験が認められております。受験の機会

を２浪に拡大することは、地域医療に対する熱

意を持った人材に門戸を広げる意義があるもの

と考えておりますが、推薦枠については現役を

中心としたいという大学の考え方や、生徒を推

薦する高校側には、浪人の年数がふえると、生

徒の状況が十分に把握できないなどという課題

もございます。このため、県としましては、こ

れらの課題も踏まえながら、宮崎大学と県との

間で設けている入試連絡協議会の場で協議して

まいりたいと考えております。なお、医学生を

対象とした県の医師確保対策としましては、医

師修学資金がございますが、浪人の年数による

制限は設けていないところでございます。

○太田清海議員 わかりました。ひとつ、議論

の一つとして掲げて、大学に上げていただきた

いと思います。

それから、教員免許更新制の問題であります

が、更新講習をする県内の大学というのはどう

いうところがあるのか、お教えください。

○教育長（渡辺義人君） 教員免許更新制につ

きましては、本年４月から実施されますが、免

許を更新するためには、すべての教員免許に共

通の必修領域12時間と、おのおのの免許状に対

応する選択領域18時間、合わせまして計30時間

の更新講習を受講し、修了確認を受ける必要が

ございます。この更新講習につきましては、県

内では、宮崎大学と宮崎学園短期大学が、文部

科学省に開設の申請を行っているところであり

ます。宮崎大学では、必修領域において12時間

単位の講座を４講座、選択領域において６時間

単位の講座を98講座、それぞれ開設する予定と

伺っております。また、宮崎学園短期大学で

は、幼稚園教諭を主な対象として、必修領域に

おいて12時間単位を１講座、選択領域において

６時間単位の講座を３講座、開設する予定と

伺っております。その他、宮崎産業経営大学と

九州保健福祉大学が、３月中には申請する予定

であると伺っております。以上です。

○太田清海議員 この教員免許更新制でありま

すが、私が問題と思うのは、この更新費用の受

講料とか、大学まで行く旅費とか、そういった

ものが、番地が遠い人の場合、泊まらないかん

わけです。自分の命をかけたその免許に、個人

負担をさせて取らせていくというのは、どうも

おかしいんじゃないかなと思います。いかがで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 教員免許更新講習の
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受講費用につきましては、教員免許が個人の資

格でありますことから、県単独で個人に費用を

支援するということは困難であると考えており

ます。しかしながら、費用負担につきまして

は、教育職員免許法の一部改正が行われた際

に、国による支援等を検討するよう国会で附帯

決議が行われており、県教育委員会といたしま

しても、全国の教育長協議会などを通じまし

て、その支援策を講じるよう国に対して要望し

ているところであります。現在審議中の国の来

年度予算案では、受講者への直接的な支援とい

うのは、残念ながら盛り込まれておりませんの

で、引き続き、国において負担軽減について配

慮するよう求めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○太田清海議員 わかりました。ぜひそういう

ことを求めていただきたいと思います。

次に、メンタルヘルスの問題でありますが、

教職員の過去３年間の病気休職者数と、そのう

ち心の病を抱えた方の休職者数等を教えてくだ

さい。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど、総務部長か

ら過去３カ年の答弁がありましたが、それと同

じレベルでお答えをさせていただきたいと思い

ます。教職員の過去３年間の病気休職者数と、

その中の精神性疾患による休職者数ということ

でお答えいたします。平成18年度は、病気休職

者全体で90名おりますが、このうち精神性疾患

によるものが49名であります。平成19年度は同

様に、全体が80名に対し、精神性疾患によるも

のが46名。それから20年度につきましては、昨

年の12月10日現在になりますが、全体で78名に

対し、精神性疾患によるものが42名という状況

になっております。以上です。

○太田清海議員 本当に、心を病まれる方をど

うほっとさせるかということが必要だろうと思

うんですね。私は、学校現場で行われている教

職員評価制度が、職員の多忙感とか圧迫感―

対面方式でいろいろお互い評価し合ったりする

ような―誤認があったら申しわけないんです

が―そういうところも現場ではどうかなと思

います。こういった教職員の評価制度なりも、

そういった心をほっとさせるという意味で、改

善というのが必要だと思うんですが、いかがで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 本県では、新たな教

職員評価制度を平成16年度から導入いたしてお

ります。この評価制度では、教職員自身が職務

や役割について自己評価を行い、それをもと

に、管理職が教職員とのミーティングの中で評

価を行うものであります。この管理職の評価

が、それぞれの教職員にフィードバックされる

ことによりまして、教職員自身が、自分自身の

能力の現状や能力開発の方向性、さらには学校

における役割や目標を認識することができ、教

職員としての資質の向上や学校の組織力向上が

図られているところであります。しかしなが

ら、教職員からは、新たな制度ということもご

ざいまして、「評価に対する負担感がある」と

いう意見もございますので、例えば評価シート

の簡素化や評価する項目の絞り込みに加えまし

て、ミーティングの方法ですとか内容の工夫等

の改善に取り組んできているところでありま

す。今後とも、制度の適切な運用により、教職

員の人材育成や学校の組織力向上が図られるよ

うに取り組んでまいりたいと思います。以上で

す。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ改善をお

願いしたいと思います。

先ほどの免許更新制の試行で講義を受けた方
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の感想なんですが、「例えば30分間の講義を受

けて、その後の試験が記憶力勝負だったという

ような感じ。私が今まで10年間働いてきた、こ

の現場の経験力はどうだろうか」という感想を

漏らした方もいらっしゃいます。ひとつ、いろ

んなことでの御配慮をお願いしたいと思いま

す。

次に、県立延岡病院の問題であります。

今、こういう存亡の危機になっておる県立延

岡病院でありますが、私たちもさまざまなとこ

ろでいろんな対応を打ってきたところでありま

す。まず、率直に、知事は県立延岡病院問題を

どう見ておられ、どう対応されようとしている

かについてお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の問題は、これ

まで延岡病院が、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る医師の疲弊が

最大の要因ではないかと考えております。この

ため、これまでも、いわゆるコンビニ受診の自

粛に、県北地域の市町村や医師会と一体となっ

て取り組んできたところでありますが、医師の

負担軽減を図ることは喫緊の最重要課題であり

ますので、宿日直応援医師の確保や医師の事務

作業を補助する医療秘書の導入等の改善策を、

平成21年度当初予算に盛り込んだところであり

ます。また、給与の大幅な引き上げや研究研修

費の増額など、医師の待遇改善についても積極

的な対応を行うこととし、病院局の医師確保対

策経費として、総額３億7,000万円を新たに措置

したところであります。一方で、市町村の役割

である初期救急医療体制の充実も極めて重要で

ありますことから、患者の大部分を占める地元

延岡市に対しまして、早急な対応を図っていた

だくよう強くお願いしているところでありま

す。県といたしましては、今回の問題を契機と

して、地元と一体となって、県立病院の医師確

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。

○太田清海議員 最後の質問になろうかと思い

ますが、今、抜本的な対策をということであり

ます。

私たちも、実は昨年から、医療機関とか住民

に呼びかけて、日之影、日南、延岡、日向、都

城、宮崎と、「医療シンポジウム」を開催して

まいりました。その前段には、地元医師会の皆

さんとか病院の関係者の方々と、どこに問題が

あるのかということなんかを懇談してきたわけ

です。

実はことし１月には、お隣の鹿児島県の鹿屋

医療センター―これは全国的にもテレビ放映

されて、鹿屋方式として有名になったところで

もありますが―に行ってまいりました。地元

の医師会長、それから医療センター所長のお話

を聞くことができたわけですが、大変大きな示

唆を得ました。ここの方が言っておられたの

は、「県立病院というのは２次・３次に特化し

ていく、それが一番いいんですよ。先生たちも

生き生き働きますよ」ということを教えていた

だきました。現実的にそれを延岡に適用するこ

とは難しいことであるかもしれませんが、そこ

を目指していくべきではないかなというふうな

思いをいたしました。

救急医療体制基本問題検討会が平成９年12月

に報告書として出されています。その中の「初

期救急医療体制の整備は市町村がより責任を

持って主体的に取り組むべきである」というと

ころ、この辺が根拠になって、そういう考えに

なっておるようですけれども。県立病院は２次

・３次に特化していくことを頑張っていくとい
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いますか、それがいいんではないかなと思いま

す。それを受けて、また私たちは知事に、新た

に１月29日にそういう体制をつくることを提言

いたしました。県においては、関係市町村、地

域医師会との調整などを積極的に行うというこ

とも添えながらでありますけれども。いずれに

しても、県立延岡病院は今後、地元の体制が整

うのに合わせて、２次・３次に特化していく

と。手助けをしながら頑張っていただきたいと

思いますが、最後に知事にそれをお伺いしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 平成18年度に策定い

たしました「宮崎県病院事業中期経営計画」で

は、県立延岡病院の今後の運営の基本的な考え

方について、今後は、さらに地域の医療機関と

の機能分担を推進しながら、急性期・高度医療

に特化していくとともに、圏域の交通事情等を

踏まえ、延岡病院を中核とする地域医療連携に

より、地域で医療が完結するシステムづくりに

寄与することとしております。このような考え

方に基づき、計画に沿った病院運営を行ってい

くことで医師の負担軽減が図られ、将来にわた

る安定的な医師確保につながるのではないかと

考えております。そのためにも、地元市町村に

対し、住民が安心できる初期救急医療提供体制

の充実を図っていただくよう、今後とも強く要

請してまいりたいと考えております。以上で

す。

○太田清海議員 大変難しい問題であります

が、私たちも頑張っていきたいと思っておりま

す。

以上で代表質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問を終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52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、愛みやざき、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、武井俊輔でございます。私たち愛みやざき

にとりましては４回目、私にとりましては初め

ての代表質問でございます。いろいろと一生懸

命取り組んでまいりますので、執行部の皆様の

明確な答弁をお願いいたします。

では、早速、質問に入らせていただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

東国原知事は、就任２年が過ぎまして、知事

の好きなフルマラソンに例えますと、25キロぐ

らいの位置にあるのかなと思いますが、この２

年間の自己評価をどのようにとらえていらっ

しゃるか、お伺いいたします。

続きまして、東国原知事は県政初の純粋な民

間知事として就任されたわけですが、外から見

た県庁がどのように見えるか―純粋というの

は、今まで一度も公務員とか外郭とかそういう

経験がなかったという意味ですが―お伺いい

たします。

続きまして、新年度予算編成についてお伺い

いたします。この新年度予算に込められました

知事の決意、思いについてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わりまして、後は

自席から質問させていただきます。ありがとう

ございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。
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この２年間の自己評価についてであります。

私は、就任以来、入札・契約制度改革を初めと

する県政改革を着実に進めるとともに、災害時

安心基金の創設や乳幼児医療費の助成対象の拡

大など、県民の安全・安心な暮らしを守る施策

に力を入れてまいりました。また一方では、本

県を積極的にＰＲすることにより、宮崎牛やマ

ンゴーなどすぐれた県産品のブランド力を高

め、県外からの観光客数をふやすなど、宮崎の

存在感を高めることができたと考えているとこ

ろであります。このほか、ふるさと納税や道路

特定財源などさまざまな事柄に関しまして、い

わば地方の代表として、地方に暮らす人々の声

を中央に訴えてまいりました。こうした取り組

みにより、マニフェストはおおむね順調に進捗

しており、円滑な県政運営が行われていると考

えております。

また、この２年間の私の活動は、ひとえに、

官製談合事件で傷つき、長年にわたり全国的に

はメジャーな存在ではなかった宮崎の真のすば

らしさ、本当の魅力というものを国内外に知ら

しめ、宮崎の再生を図るためのものでもありま

した。その意味におきましては、いまだ道半ば

ではありますが、多くの県民並びに県外に住む

本県ゆかりの方々が、宮崎人であることに、ま

た宮崎にゆかりのあることに自信と誇りを持て

るようになりつつあることが、私自身の最も評

価するところであります。

次に、民間から見た県庁についてでありま

す。就任して２年になりますが、折々に感じる

のが、県庁に限らず役所というものは、えてし

て前例へのこだわりや責任を回避しようとする

こと、スピード感やコスト意識に欠けること、

縦割りで物を考えるといった傾向があるように

思われます。私は、そうした中で、県庁の組

織、職員の意識を変えたい、民間の感覚を県行

政に反映させたいと思い、日々努めてまいりま

したし、変わってきているとも感じているとこ

ろであります。行政は住民のために仕事をして

いるのだという基本に立ち返ることが重要であ

ると考えております。

続きまして、平成21年度予算についてであり

ます。現在の厳しい経済・雇用情勢の中、多く

の国民、県民が不安を覚える状況であります。

私自身、これまで県内各地に出向いて県民の方

々のお話を伺い、悩みや願いを承る機会が多く

ありましたが、そのたびに改めて宮崎を元気に

したいと思い、県民の皆様に、温かい、血の

通った、行き届いた行政サービスを提供したい

と念じてまいりました。こうした中で編成しま

した平成21年度予算は、厳しい社会経済情勢の

もとにあっても、県民の皆様に温かい行政サー

ビスを提供するとともに、未来への確かな礎を

築くため、財政改革を推進しつつ重要施策を積

極的に推進していくという決意を込めたもので

あり、「未来へつむぐ 新みやざき展開予算」

と表現したところであります。これまでの２年

間の経験の上に立って、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、県議会を初

め県民の皆様の御協力を得ながら、引き続き、

一意専心、堅忍不抜の精神で取り組んでまいり

たいと考えております。以上です。〔降壇〕

○武井俊輔議員 ありがとうございます。何か

お相撲さんのあいさつみたいですが、非常に強

い決意をいただいたというふうに理解をさせて

いただきたいと思います。

知事の任期も残り２年足らずとなってきたわ

けですが、この残り２年足らずの任期の中で最

も取り組みたいとお考えの課題は何か、お伺い

いたします。
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○知事（東国原英夫君） まず、何と申し上げ

ましても、県民の皆様とのお約束であるマニ

フェストの達成に向けて、しっかりと施策を進

めてまいりたいと考えております。また、現在

の厳しい経済・雇用情勢を踏まえますと、県民

の最大の関心事である景気・雇用対策に力を入

れてまいりたいと考えております。このため、

平成21年度当初予算案におきましても、雇用創

出・就業支援対策に資する事業を可能な限り盛

り込んだところであります。さらに、本県の未

来を切り開くためのかぎとなる新エネルギーや

農業といった分野につきましても、新たな展開

を図ってまいりたいと考えております。以上の

ような取り組みによりまして、県民だれもが安

心して暮らせる新しい宮崎の実現に努めてまい

りたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いてまいりますが、知事が

懇意にされていらっしゃいます大阪府の橋下徹

知事でございます。国庫負担金の関係で国土交

通大臣とこの前も直談判などされておりました

が、そういった意味で非常に地方の声を反映さ

せるべく、国との対決も辞さないという姿勢が

まま見られます。それに比べまして東国原知事

は、国に対して―いいとか悪いと言っている

わけではないんですが―非常に協調的に対応

されているように見えるんですけれども、橋下

知事との違いを今の段階でどのように認識され

ているか伺います。

○知事（東国原英夫君） 私と橋下知事との違

いを考える上では、まず最大に挙げられるのが

宮崎人と大阪人の違いということです。また、

目指したもの、将来目指したものがタレントと

弁護士との違いがあると思います。と申します

のも、この将来の夢、目指す方向の違いという

のは、根本的な理念とか思想とか感性の違いが

あると思うからであります。さらに、知事選の

際、私が無所属であったことに対して、橋下知

事は府自由民主党と府公明党の支援を受けてい

たという違いもあろうかと思います。宮崎県と

大阪府の財政規模や財政事情、行政課題の違い

もあろうかと思います。しかし、私も橋下知事

も、住民や議会の理解を得ながら、メディアを

活用して積極的にＰＲしていく手法や、政治や

行政を住民に身近なものにしていこうとする考

え方は、相通ずるものがあると考えておりま

す。また、住民の生活や地域の発展を第一に考

え、地方をよくするために国を変えていこうと

いう政治姿勢など、共通する点が多いかと考え

ております。

○武井俊輔議員 橋下知事の国に対しての対決

姿勢というのを、非常に支持している府民―

国民もそうでしょうけれども―多いなと思い

ますので、またそのあたりはいろいろと参考に

していただきながら、お願いをしたいと思いま

す。

続きまして、無駄ゼロ会議についてお伺いい

たします。「行政支出総点検会議」というのが

正式名称でございますが、知事はこれに地方代

表の立場として参加されたわけでございます。

宮崎県での公務を抑えてまで東京で会議に参加

されていたわけですが、この会議をどのように

御自身として総括されているか。また、今後の

こういった政府の委員への就任について、知事

自身どのような基準で臨んでいきたいとお考え

か伺います。

○知事（東国原英夫君） 行政支出総点検会

議、いわゆる無駄ゼロ会議は、昨年12月に、公

益法人への支出削減や特別会計の見直し等を内

容とする指摘を行ったところであります。これ

を受け、来年度政府予算案では、公益法人への
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支出について、指摘を上回る38.5％、3,651億円

を削減するなど、会議の当初の目的はおおむね

達成されたものと考えておりますが、国におい

ては引き続き、みずから積極的に無駄の削減に

取り組んでいくべきと考えております。

また、私はこの会議において、国をはるかに

上回る地方の行革努力の実態等を紹介するとと

もに、地方交付税に関連する議論では、地方の

不利益につながらないよう、指摘内容の修正を

求めて強く意見を申し上げましたが、地方を代

表する立場で意見を申し述べることができたこ

とは、まことに有意義であったのではないかと

考えております。

次に、国の委員等への就任についてでありま

すが、地方にとっての喫緊の課題をテーマとし

た会議であり、本県にとってプラスとなる提言

や意見を申し述べることのできる場であること

を第一に考え、お引き受けしているところであ

ります。例えば、国土交通行政に関する提言を

行う国土交通アドバイザーにも就任しておりま

すが、この会議では、本県のような道路整備が

おくれている地域に必要な財源が確保されるよ

う、公平公正な基準づくりを行うことなどにつ

いて意見を述べさせていただいているところで

あります。このような会議に出席いたします

と、中央で活躍しておられる委員の皆様には、

どうも地方の現状や努力といったものについて

なかなか御理解いただけないことを実感いたし

ます。今後とも、このような場を通じて、積極

的に地方からの情報、意見等を発信してまいり

たいと考えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。今の

話にもありましたけれども、橋下知事と並んで

知事は全国でも大変人気があるわけですので、

そういった意味では、人気取りに使われてしま

うということにはならないように、くれぐれも

御留意いただきたいと思います。

それを踏まえてですが、国政は今、非常にね

じれ現象でありまして、麻生内閣の支持率の低

迷などいろんな状況もあるわけです。ちょっと

お伺いしたいんですが、自民党本部が、地方の

長である知事に、いろいろ応援を要請していこ

うといったような報道も一部あるようなんです

が、具体的にそういった応援要請が今まである

のか。また、仮になければ、今後あったとすれ

ばどのように対処されたいとお考えか。あれば

お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 地方の議員あるいは

国政における国会議員の方たちから、選挙ある

いは御自分の政治・行政活動に関する応援の要

請は、今まであります。かなりあります。これ

からの対応でございますが、その都度検討させ

ていただきたいと思っております。

○武井俊輔議員 わかりました。いずれにして

も、宮崎県の知事でいらっしゃるわけですか

ら、また慎重な対応をお願いしたいと思いま

す。

続いて、副知事続投について、最初は知事に

お伺いいたします。

知事は、総務部長時代を含め在任４年を超え

られる河野副知事について、続投いただくとい

うことを報道等でも述べられております。確か

に、東国原知事という非常に特殊なカラーの知

事のもと、その代役でありますとか、県庁内を

束ねる存在としての活躍はよく拝察しておりま

す。また、河野副知事の、個人的にもいろんな

イベントに参加されたり、御家族と一緒に地域

に積極的にかかわるという姿勢は、一県民、市

民としても、私は高く評価をできると思ってお

ります。
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知事にお伺いいたします。では、知事は副知

事をどのように評価され、続投をお願いされた

のかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 河野副知事には大変

よくやっていただいていると思っております。

現場で担当部局を陣頭指揮し、政策課題の解決

に当たってほしいという期待にもこたえていた

だいておりますし、私自身の行政経験が不足す

る部分を大変よく補っていただいていると、頼

もしく感じておるところであります。このよう

なことから、引き続き、私の補佐役として県勢

発展のために全力を尽くしてもらいたいと考え

ているところであります。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。

では、それを踏まえて、今度は河野副知事に

お伺いいたします。副知事は、副知事として

も、先ほどの知事と同じで任期の後半に当たる

ということになるわけですが、どのように知事

を支え、県庁内を掌握し、取り組んでいきたい

とお考えかお伺いします。

○副知事（河野俊嗣君） まず、県を取り巻く

社会経済情勢が一層厳しさを増している中で、

さまざまな県政の課題は山積をしております。

こういった問題一つ一つにつきまして、知事を

補佐して着実に取り組んでまいりたい、これが

基本であります。その際、この２年間を振り返

りますと、どうしても立場上、留守居役といっ

た面が強うございます。知事の場合は、県民

フォーラム、またさまざまな視察、会議等で地

域に出向く機会が多うございます。また、直属

の出先を抱えますそれぞれの部局長と比べまし

ても、私自身が地域に出る機会というのが少な

かったのではないかと考えております。これか

らは積極的に地域にも足を運びまして、県民の

皆様、また県の出先機関の職員とも意見交換を

しながら、現場の感覚といったものを重視しな

がら仕事に当たっていきたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 一昨年の２月議会でございま

す。ちょうど河野総務部長が副知事になるとい

うようなときでございました。県議会で質問が

出ております。これは中野一則議員の質問で

あったかと思うんですが、そのときに知事は、

ＣＥＯとＣＯＯということについて、「私はＣ

ＥＯとＣＯＯを分けて考えていくと言わせても

らっている。このＣＯＯの部分では河野部長は

まさしく適材適任であると考えている」と答弁

されているわけです。つまり、副知事はＣＯＯ

（チーフ・オペレーション・オフィサー）とい

うことになるわけですが、副知事のＣＯＯとし

ての認識をお伺いしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 一般的に副知事とい

う立場が、議員の言われるところのＣＯＯに該

当するのかどうかという議論はあるところでご

ざいますが、私が副知事に就任しましたとき

に、ただいま御指摘のありましたように、知事

からは、「知事マニフェストを実現するための

事業本部長的な役割として現場の陣頭指揮を

とってほしい」という指示をいただいておりま

す。新みやざき創造戦略推進本部、県庁横断的

なこの計画の実現のための組織の本部長といた

しまして、そのような考えで職務に取り組んで

いるところでございます。

○武井俊輔議員 副知事に最後、もう一点御質

問したいと思うんですが、先日、アメリカのＣ

ＮＮニュースなどを見ておりましたら、経営再

建に取り組むＪＡＬ、日本航空の西松社長の、

自分の部屋を廃止したり、社員食堂で御飯を食

べたり、都バスに乗って出勤したりというよう

なことが、日本の新しいリーダーとして非常に
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賞賛をされておりました。宮崎県も非常に財政

厳しい折なんですが、副知事は、ＣＯＯとして

御自身の率先垂範ということについてどのよう

にお考えか、お伺いいたします。

○副知事（河野俊嗣君） 最小の経費で最大の

効果を上げるという観点からは、予算の編成な

り執行段階、あらゆる場面で副知事という立場

で厳しくチェックするというのが、まず基本で

あります。

その上で、自分なりに気をつけていることと

いたしましては、非常に身近な足元での取り組

みということになりますが、環境やコストに配

慮した省エネのたぐいはもちろんのことでござ

いますが、考えますに、県庁はこれだけの職員

・スタッフを抱えております、人件費の塊のよ

うな形でございますので、それを生きた金とす

るためにも、仕事の無駄をなくして職員の負担

を軽減し、本当にその持てる能力、エネルギー

というのを必要な業務に振り向ける、これが重

要かと考えております。そのような考え方のも

とに、例えば会議や打ち合わせをだらだらと長

引かせないだとか、だらだら残業しないという

ことも心がけております。また、新しい資料を

わざわざつくらせたりせずに、「既存の資料で

間に合うものはそれでいいよ」というようなこ

とを申し上げましたり、また、さまざまな視察

や行事などで職員が対応する場合もあります

が、それも最低限でというようなこと。それか

ら、土日に市内で行事があるときは、可能な限

り公用車を使わずに自分で行くといったような

ことを日々心がけているところでございます。

○武井俊輔議員 非常に一生懸命取り組んでい

ただいていると思います。今後、知事、副知

事、任期の後半も、ぜひその思いでお願いした

いと思います。

次に移ります。予算についてお伺いをいたし

ます。先ほど１問目に思いをお聞きしたんです

が、次に総務部長にお伺いしてまいります。

直轄事業負担金についてお伺いいたします。

先日、新潟県の泉田裕彦知事が、北陸新幹線に

係る負担金について、増額分の支払いを拒否す

るといったようなことが報道されました。本県

も高速道路の新直轄などさまざまな負担金を抱

えているかと思いますが、新潟県のように増額

された事例があるのか、お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 平成21年度の当初

予算における本県の直轄事業負担金は160億300

万円余でございまして、20年度の当初予算と比

べますと7,200万円ほど増加をしておりますけれ

ども、これは東九州自動車道整備に係る新直轄

分が事業の進捗に伴い増加することが主な要因

でございます。直轄事業負担金につきまして

は、事業の進捗状況等によって、年度による増

減は当然ございます。本県の場合、他県のよう

な多額というか莫大といいますか、そういった

負担増を突然求められたといった事例は見当た

りません。

○武井俊輔議員 次に移ります。県単補助金に

ついてお伺いしてまいります。補助金について

は、非常に厳しく選定された結果つけられてい

るものと考えますが、新年度予算において新た

につけられた補助はどれぐらいあるのか。ま

た、その主なものとしてどのようなものがある

のかお聞かせください。

○総務部長（山下健次君） 21年度の当初予算

の新規事業のうち、新たに措置をいたしました

補助事業48件、約７億7,000万円となっておりま

す。その主なものといたしましては、広域拠点

工業団地整備促進事業、あるいは女性医師等の

離職防止・復職支援事業、こういった事業がご
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ざいます。

○武井俊輔議員 新しい補助金も、より効率的

に使われるように、またチェックをお願いした

いと思います。

続いて、予算編成の透明化について。先ほ

ど、午前中も出ましたので、一部割愛をして御

質問してまいります。予算編成の過程が透明化

ということが全国的に求められる中で、本県で

もことしから初めて行ったわけなんです。それ

は評価するんですけれども、この公表を見ます

と、要求額と最終的な計上額、これはこんな事

業ですという事業概要は書いてあるんですが、

肝心の、どのような経過でこれは１割減らされ

た、２割減らされたとか、これは丸のまま通っ

たとか、そういうことが全然書いていないんで

すね。そういった意味では、単に数字がわかっ

たというだけでは、実際の予算編成の透明化と

いうには、ちょっとほど遠いのではないかと考

えますが、総務部長の見解を求めます。

○総務部長（山下健次君） 確かに数字の羅列

といいますか、前と後という格好でお示しをし

ておりますけれども、午前中の質問でもお答え

いたしましたように、とりあえずこういう形で

今年度初めて取り組みをいたしました。そう

いった意味では、多々改善すべき点があろうか

と思います。そういったところは今後、他県の

事例等も含めて研究をしてまいりたいと存じま

す。

○武井俊輔議員 １年目ですから、ぜひ改善を

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、今度、県職員の勤務時間が15分

短縮されるということになりました。県職員、

これは知事部局でございますが、残業手当

は、2007年度、12億6,000万円ということでござ

います。この圧縮も課題と考えますが、先ほど

副知事もそういうことをおっしゃっていました

けれども、例えば、15分短縮されることによっ

て残業手当が増額されるという手当てになって

いるのかどうか。総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 残業手当といいま

すか、職員の時間外勤務手当につきましては、

基本的には職員の給料総額の７％を基準として

予算に計上しておるところでございます。21年

度の当初予算につきましても、同じ基準で計上

しているところでございまして、勤務時間の短

縮に合わせて人件費をふやす、時間外勤務手当

をふやすといったことはしておりません。

○武井俊輔議員 そのあたりもまた留意してお

願いしたいと思います。

次、エコクリーンプラザみやざきの問題に移

らせていただきます。エコクリーンプラザみや

ざきの問題は、午前中もありましたので、少し

重複する部分があればお許しいただきたいと思

います。私たち愛みやざきは、県が真相解明を

しよう、徹底してやろうという努力については

高く評価をいたしております。しかし、県民の

皆さんにいろいろお話を聞いてみますと、相次

ぐ告訴や告発、それから宮崎市との対立とも言

える見解の違い、こういったものが顕在化する

中で、「よくわからん」という声が大変多いと

いうのが事実でございます。今回はそのあたり

に絞って質問をさせていただきます。

まず、去る１月14日、エコクリーンプラザみ

やざき問題外部調査委員会から調査報告書が出

ましたが、知事はこれをどのように評価されて

いるか伺います。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会で

は、専門的かつ客観的な立場から真摯な調査検

討をしていただき、大変感謝をしているところ

でございます。委員会では、今回の問題に至っ



- 101 -

平成21年２月26日(木)

た原因や責任の所在について、設計から施工、

検査の各段階においてさまざまな問題点を明ら

かにし、責任の所在についても言及していただ

きました。また、施設の機能回復に関する工法

等についても、浸出水調整池の補強工事や浸出

水処理システムの対策について見解を取りまと

めるとともに、今回の調査を通して明らかに

なった問題点を踏まえて、今後の公社のあり方

についても提言をいただきました。県といたし

ましては、この報告書の内容を十分に踏まえ、

エコクリーンプラザみやざきが真に安全・安心

な施設へと再生されるよう、最大限努力をして

いきたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、その外部調査委員会

の成果についてお伺いをいたします。私は６月

議会で、捜査権限すら持たない外部調査委員会

に、どういったことが、何が期待できるのかと

いうことを述べてまいりました。それに対し知

事は、「徹底した原因の究明、そして責任の所

在を明らかにし、明確化していただく」と述べ

られておりました。しかし、結果としては、責

任の所在も不明確で、その割合も確定できない

といったことになってしまいました。私は、そ

もそもこういった形で、人数で、捜査権限もな

い中でやった結果ということであれば、この結

果というのは、なるべくしてなった、出るべく

して出た結果であったのではないかと考えます

が、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会にお

きましては、公社や行政に対する不信感が高

まっている非常に厳しい状況の中で、専門的な

立場から、施設の機能回復に関する工法を取り

まとめていただき、地元対策協議会長や関係市

町村長へも直接説明していただくなど、大変な

御苦労をいただいたことと認識しております。

その結果、現在、浸出水調整池の補強工事につ

きましては、着工に向けて予定どおり準備が進

んでおります。確かに、責任の問題に関しまし

ては、関係者の任意の資料提出や陳述等に基づ

く調査であったことから、あくまでも事実関係

の解明とそれに基づく責任の所在の言及にとど

まり、相互の責任割合や個々人の責任問題まで

は踏み込むことはされませんでした。しかしな

がら、この調査によって、責任の問題も法的な

解決に向けた次の段階に進むことになると考え

られますので、この点に関しても、重要な役割

を果たしていただけたのではないかと考えてお

ります。

○武井俊輔議員 もちろん、先生方の努力とか

そういったことについては、本当に一生懸命

やっていただいたということは重々わかってお

るんですが、そもそもの設立の趣旨とかそうい

うことを考えますと、こういった結果というの

は、私は残念だったなと思っております。

続いて、県の告発についてお伺いをいたしま

す。外部調査委員会の調査報告書を受けて、宮

崎県環境整備公社の理事長が個人で告発をいた

しました。また、公社理事会も告訴を決議した

ところであります。そういった形で既に告発と

か告訴が起こっている状況の中で、改めて県が

告発をする意義は何なのかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、去る９月議会

におきまして、「業者や個人に重大な責任が明

らかになった場合には、刑事告発等を検討す

る」旨のことを答弁しております。県といたし

ましても、外部調査委員会の調査報告書が出さ

れた１月14日以降、この問題について慎重に検

討を続けてまいりました。その結果、当時の公

社の役職員に、犯罪の疑いがどうしても払拭で

きないと考えるに至ったところであり、関係市
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町村長や地元住民の方々からも、「徹底的に真

相究明を図り、法的に責任の所在を明らかにす

べき」との意見が強く出されております。ま

た、刑事訴訟法上、公務員には「その職務を行

うことにより犯罪があると思料するときは告発

をしなければならない」と規定されておりま

す。以上のようなことから、法的に真相究明を

図るため、県としても告発する考えであること

を表明したところであり、専門家とも今後協議

しながら内容を詰めていきたいと考えていると

ころでございます。

○武井俊輔議員 もう一点知事にお伺いしま

す。告訴・告発がこういう形で起こったわけで

すが、犯罪の疑いがどうしても払拭できないと

いうふうに至ったから、県として告発するとい

うことなんです。そのあたりなんですけど、犯

罪の疑いがどうしても払拭できないということ

で、県の中で何らかの判断があったというこ

と、つまり、そこをどういうふうに判断をした

かというのが、私たちからしても非常にわから

ないところなんです。そういった判断をして告

発に至った、どうしても払拭できないと最終的

にお考えになったところというのはどういうと

ころなのか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） それは、専門家並び

に関係各位の方と十分これから相談をしなけれ

ばいけないところなんですが、やはり重大な瑕

疵、あるいは重大な損失を公社側に与えたとい

うような疑いがある、そういったことを根拠に

しております。

○武井俊輔議員 とにかく告発するということ

になったわけですから、それを踏まえて、また

話を進めてまいります。

では、今度は環境森林部長にお伺いいたしま

す。県はいつごろ告発をするのか、いつをめど

に告発をしたいと考えていらっしゃるか伺いま

す。また、当時の役職員ということですから、

既に国に帰っていらっしゃる当時の副知事であ

りますとか、当時の宮崎商工会議所の会頭と

いった非公務員の方も含まれるのかどうか伺い

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 告発につきま

しては、現在、関係市町村にも検討していただ

いているところでありますので、時期について

は、その状況も踏まえながらできるだけ早く行

いたいと考えております。また、告発につきま

しては、その内容について専門家とも協議しな

がら詰めていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 つまり、そういう方も場合に

よっては含まれるけど、場合によっては含まれ

ないかもしれないという理解でいいということ

ですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） そういうこと

でございます。

○武井俊輔議員 わかりました。そのあたり

も、特に非公務員の方もいらっしゃるというこ

とも考えれば、慎重に対応をお願いしたいと思

います。

続きまして、今度は警察本部長にお伺いをい

たします。先ほど午前中も少し出ておりました

が、今回の県警察の告訴・告発問題に対する基

本的なスタンスはどのようなものなのか、お伺

いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） よくぞ聞いてい

ただきました。ありがとうございます。

これだけ大きな県の社会問題になっている案

件でございます。そして、今のところ顕在化し

ているものとして、理事長から、もちろん個人

名ではございますけれども、公人に近いお立場

での告発がなされております。そして今、公社
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のほうで告訴という動きが出ております。これ

も公的機関からの告訴という動きでありますの

で、これは大変大きな問題であります。した

がって、基本的に受理に向けて積極的に協力を

していきたいと、このように考えております。

ただ、ここが重要なんですが、告訴・告発と

いうのは「罪あり罪人あり」ということなんで

すね。罪あり罪人ありですよということをおっ

しゃるということなんです。そして、捜査権の

発動を促される、ひいては国家刑罰権の発動を

促されるわけです。罪をつくる、罪人をつく

る、それをお覚悟の上だろう、それだけの事実

認定があるんだろうという前提で、私どもはお

聞きせざるを得ない。わかりやすく言います

と、告訴・告発がただなされたからといって、

その理由でもって強制権限を発動したら、私ど

もが批判を受けることになります。逮捕権の乱

用と言われます。これは当たり前の話なんです

ね。したがって、私どもとしては、罪あり罪人

ありとされることの根拠や疎明資料については

十分にお話を聞かなければならないと思ってお

ります。特に、こういう民事的な責任とすごく

クロスするような問題につきましては、民事責

任の範疇にとどまっている話ではないのかとい

う視点は、非常に重要な視点だと思っておりま

すので、いずれにしても慎重に判断していくこ

とが大切だと。

その際、こういう観点で物事に当たっていく

ということをすれば、警察と告訴・告発を持っ

てこられるところと紛議があってはまずいの

で、公正を期す意味からも、そして本当に意味

のある受理相談が迅速に進むためにも、法律の

専門家の方、具体的には弁護士ということにな

ると思いますけれども、そういう方にぜひ間に

立っていただいて進めていただけば、非常にス

ムーズに進むと思うんです。そのことは、かね

てよりお願いを申し上げております。これだけ

の問題についての告訴・告発でございますの

で、いずれにしても関係機関には協力的にと、

そして事実の認定につきましては慎重にと、い

わばこの２つをキーワードにして対処してまい

りたいと思っておりますし、今後、県から告発

がなされるということであれば、同様のスタン

スで臨みたいと考えております。よろしくお願

いします。

○武井俊輔議員 わかりました。確かに罪人を

つくるというのは重い言葉だなと思いました。

続きまして、知事にお伺いいたしますが、今

回の告発というのは背任罪で告発をするという

ことでよろしいのか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会の報

告書によれば、浸出水調整池が破損した原因の

調査を行った中で、設計業務や工事の検査等に

おいて、環境整備公社に幾つかの重大な問題点

があったと指摘されており、背任の疑いがある

と考えておりますが、内容については、専門家

とも十分協議しながら詰めていきたいと考えて

おります。

○武井俊輔議員 背任の疑いということなんで

すが、いろいろ話を聞いても、背任罪というこ

とで、背任を中心に検討といいますか、背任を

視野にということがあったわけでございます。

続いて、もう一問、警察本部長にお伺いいた

しますが、背任罪というのはどういうものなの

か。構成要件、あと時効は何年なのかお伺いい

たします。

○警察本部長（相浦勇二君） 六法を見ればわ

かるんですけれども、言います。刑法247条に構

成要件が定められておりまして、「他人のため

にその事務を処理する者が、自己若しくは第三
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者の利益を図り又は本人に損害を加える目的

で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の

損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十

万円以下の罰金に処する。」となっておりま

す。控訴時効につきましては、刑訴法205条の規

定により５年間となっております。

ちなみに、わかりやすく言いますと、先ほど

もちょっと触れましたけれども、一般的に民法

上の不法行為、民法704条の世界で、民事上の責
※

任が、故意または過失により認められるとか、

非常に広義にあります。ただ、背任罪が成立す

るというのは、非常に厳格な構成要件の中で認

定されるものでありますので、いろんなものに

ついて何か問題があるのではないかなという場

合は、私の感覚からすると、背任罪を検討する

以前に、まずは民法上の不法行為の議論が通例

なされるであろうというふうに思うんですけれ

ども、ちょっと私、理解しかねておりましてで

すね。済みません。ちょっと余計になりまし

た。よろしくお願いします。

○武井俊輔議員 今伺ってみても、やはり背任

罪というのは難しいですね。難しいというの

は、絶対だめだというわけじゃなくて、大変要

件が難しいなということは率直に感じます。

それでお伺いいたしますが、県が刑事告発を

して、当然、罪ですから、不起訴または無罪と

なった場合というのは、逆に県が対象者から誣

告罪で告訴されるといったようなリスクも非常

に高いのではないかと考えますが、知事はどの

ように認識されているかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） そのような問題が仮

に発生したとしても、法律の専門家とも相談し

ながら適切な対応をとっていくことになるかと

思います。

○武井俊輔議員 人を罰するということですか

ら、そのあたりも本当に考えていかなければい

けないんだなと思っております。ただ、最初に

も申し上げましたが、もちろん、そういったこ

とを恐れてうやむやにするということはあって

はなりませんし、こういった、徹底して解明し

ていくということが東国原県政のよさでもある

と思っております。全力で臨む姿勢は、愛みや

ざきとして評価をいたしております。しかし、

先ほどの答弁を伺っても、背任罪というだけで

は、なかなか不安があるわけでございます。

知事にもう一点だけ伺いたいと思うんです

が、こういう形で告発があった以上は、今後の

調査とかそういったものは、全面的に警察に任

せていくということになるのか。それとも、県

としても、それはそれとしていろんな調査等を

続けていくということになるのか伺います。

○知事（東国原英夫君） 司直にゆだねるとこ

ろは司直にゆだね、そしてまた行政的には行政

処分等も視野に入れながら、それ相応の正当な

対応をしてまいりたいと思っております。

○武井俊輔議員 わかりました。とにかく積極

的な対応をお願いいたしたいと思います。とに

かく、今のお話を聞いても、警察との意思の疎

通が大丈夫なのか、ちょっと不安になるところ

もありましたので、警察との情報交換もまたお

願いをいたしたいと思います。

続きまして、今度は環境森林部長にお伺いい

たします。県はみずからが告発人であり、また

逆に言えば、被告訴人を抱えた組織ということ

にもなるわけですね。役職員を訴えていくとい

うことになるわけですから。この被告訴人の県

職員及びＯＢの方は、業務において訴えられた

ことになるわけですが、この方々の法的費用、

例えば弁護士の費用とか、このあたりは県が負

担することになるのかどうか伺います。

※ 105ページに訂正発言あり

平成21年２月26日(木)
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○環境森林部長（髙柳憲一君） 仮のお話でご

ざいますが、起訴された場合につきましては、

その内容により判断することになるというふう

に考えております。

○武井俊輔議員 その内容ですけれども、ほと

んど県が当事者なわけですから、当事者がどう

いうことで告訴しようというのは、当然こちら

側はわかるわけですねということは、相手が何

を言い出すかわからないということではないわ

けですから、そういった意味では、方向性とし

ては出す方向なのか、自費でやってもらうとい

うことになるのか、決まっていればお聞かせく

ださい。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 仮定の話とい

うことで、起訴の内容等がはっきり―今の段

階ではですね、今から詰めていきますが。当

然、その内容によりまして業務との関連性とい

うのは一つの判断になると思います。例えば背

任ですとか、本来やってはいけないことをやっ

たというような中身での告訴・告発になれば、

当然、それは職務との関係というのは薄いわけ

ですので、そういう場合には、費用負担という

のを県で持つということは一般的には考えられ

ないのじゃないかというふうに考えておりま

す。それは今から詰めて、告発の内容によって

判断をしていくことになるというふうに考えて

おります。

○武井俊輔議員 最後にします。報道によりま

すと、宮崎市が公社に出向している職員を引き

揚げるといったような話も一部に検討されてい

るようでございますが、県と市がここまで激し

く、いろんな意味で対立をする中において、一

方でそういった状況がありながら、一方で工事

費の負担協議なんていうのが冷静にできるのか

というと、甚だ疑問があります。一方では刀を

振り回して、一方で電卓をはじきましょうとい

うような話だと思うんですね。ですから、その

あたりが本当にちゃんと今後進めていけるのか

どうか。環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今までのいろ

んな意見等も踏まえて、マスコミ等でも県と宮

崎市の対立という形でよく書かれております

が、議論すべきことは正しく議論をすべきだと

思います。それは、議論を尽くす過程で意見の

対立というのは、立場が違いますので、あって

当然だと思うんです。しかし、それだから議論

しないということは、問題であると思います。

私は、この問題につきましては、廃棄物行政、

非常に今回の事件で、特に地元、県民に対して

大きな不信感を与えてしまった。今後、この行

政を正しくやっていくためには、県民、地元住

民の方の信頼回復が一番大事だと思っていま

す。そのためには、今回どういうことでこうい

うふうになったのかというのを明らかにして、

一つ一つ誠意を持って私たちは対応していく、

これが責任だと思っています。そういう意味

で、宮崎市とも意見の一致を見ない部分もござ

いますが、そういう県民の視点に立って一生懸

命取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。

○警察本部長（相浦勇二君） 先ほど、不法行

為を民法704条と申しましたが、709条の間違い

です。訂正させていただきます。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。

エコクリーン関連の質問は終わりますが、日

々ごみは出続けてまいります。市民、県民と

いったような立場からしますと、非常に不安も

感じております。ごみを出すわけですから。そ

して、あと５～６年もすれば、そろそろエコク

リーンプラザの次のごみ処理というものも検討
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していかなければいけないという段階ではない

かと思います。そのあたりをくれぐれも協議さ

れて、住民の皆さんが安心して生活できるよう

に、対応を執行部の皆さんにお願いしたいと思

います。

次に移ります。優良県産品推奨制度について

お伺いをいたします。議場のほうには、こちら

のパンフレットを、許可をいただいて配付させ

ていただいております。

この制度は、商品力及び関係法令等の厳格な

審査をクリアした優良品を県が推奨するという

ものであります。私が何度も取り上げました例

のイラスト問題以降、いろんなあり方を模索し

た結果の一つであると思いますし、この取り組

みについては評価したいと思っております。こ

ういったパンフレットもできまして、物産館初

めいろんなところでこの商品を販売したり、知

事が持って回って、いろいろとトップセールス

に使われるということのようでございます。し

かし、いろいろと課題があるのも事実でござい

ます。これについて知事は２月３日の記者会見

で、農政水産部が実施している農産加工物につ

ける地域特産品マーク（Ｅマーク）との整合性

について疑問があるとおっしゃっておりまし

た。縦割り行政という言葉も出たようでござい

ますが、まず知事にお伺いいたします。この制

度を設立された目的、また、Ｅマークとの違い

とはどういうものなのかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 優良県産品推奨制度

は、消費者へ安全で高品質な県産品を県が推奨

することで、販路の拡大を図るとともに、生産

者の商品開発能力の向上を図ることを目的とし

て、今年度新たに創設した制度であります。加

工食品の個々の商品を対象とし、表示を初め衛

生審査、内容量検査など関係法令について審査

するとともに、地域性や市場性、香味、デザイ

ンといった、いわゆる商品力についても審査の

対象としておるところでございます。これに対

し地域特産品認証事業、いわゆるＥマークは、

当初国が創設し、その後県に移管された制度で

あり、全国共通のマークを使用し、地域特産品

の品目ごとに、「優れた品質」「正確な表示」

「地域の環境と調和」の３つに係る認証基準を

定めたもので、現在、本県では千切り大根とた

くあん漬の２品目を認証しております。県とい

たしましては、今後とも、それぞれの制度の趣

旨等を周知・ＰＲして、県産品が厳しい地域間

競争に勝ち抜くことができるよう活用してまい

りますとともに、ひいては、宮崎ブームの高ど

まりにつなげていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 あとは商工観光労働部長にお

伺いをしてまいります。

この優良県産品の商品は、知事イラストとの

併用は認められているのか、お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 知事イラ

ストに関しましては、知事は、「県産品の販路

拡大や地元企業振興の一助になればとの思いか

ら、基本的には、個人の肖像権に関連させるこ

となく自由に使っていただいても構わない」、

そういったスタンスで対応されております。そ

ういったことでイラストと推奨マークを併用さ

れることもあるというふうに考えております。

県といたしましては、優良県産品推奨マークの

ついた商品が、県が推奨するものであるという

ことを広く周知していきたいというふうに思っ

ております。

○武井俊輔議員 Ｅマークは併用ができなく

て、これはできると。両方ついているものも中

を見るとあるということで、いろんなマークが
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ついているものがあって、逆にわかりにくいな

という感じがいたします。ですから、そういっ

た意味では、私は、この制度というのは脱知事

イラスト的な存在になるのかなと思っておりま

した。そもそも論をお伺いしますが、この制度

はどこに力点を置いているのか伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 現在、本

県の産品が全国的に注目を浴びているところで

ございますけれども、このブームを一過性のも

のとせずに定番・定着化を図るために、消費者

ニーズに耐え得る真の商品力を有する県産品づ

くりが不可欠であるというふうに考えたところ

であります。このために、この制度の創設に当

たりましては、生産者の商品開発能力の向上を

図って、県産品全体の商品力の底上げを行うこ

とに最も力点を置いたところであります。その

ようなことから、審査におきましては、宮崎な

らではの特性が感じられるかといった地域性、

商品として消費者に支持されるかといった市場

性などを重要視したところであります。また、

審査の過程で最終的に推奨決定に至らなかった

商品につきましても、今後の改良点などをフィ

ードバックいたしましたり、商品開発アドバイ

ザーによる指導などを行うことによりまして、

本県産品を牽引する優良な産品を一つでも多く

発掘・育成していきたいというふうに思ってお

ります。

○武井俊輔議員 きょうこれを持ち込ませてい

ただいたんですが―これがそのパンフレット

なんですが―これを見てみますと、宮崎とい

えば代表的なこれだなというのが入っていない

のでちょっと驚いたんですが、焼酎ですね。何

で焼酎がこの中に入っていないのか伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 焼酎につ

いてでありますけれども、焼酎につきまして

は、県酒造組合が「宮崎の本格焼酎」との名称

で商標を取得しまして、地域のブランドとして

業界全体で振興を図っていこうという取り組み

をされておりますので、県としましても、そう

いった取り組みを尊重して対象としないとした

ところであります。

○武井俊輔議員 そういった意味で、一体感と

いうか、せっかく県がやるんだったら、県の１

番のものはそれぞれあってもいいのかなと思う

んですが、わかりました。

次に移ります。この件について、実際にエン

トリーされた方からお話をいろいろと伺ってみ

たんですが、その中で、審査員が公表されな

かったということに対して大変強い不満があり

ました。民間の商品を県がセレクションすると

いうことですから、より慎重であるべきだと思

います。今回は60程度が20と、３分の１程度に

絞られたわけですが、本当にこういったものは

売り上げとかに結構直結してしまうものですか

ら、そういった意味でも、より幅広い県民の理

解を得るためにも、だれがどのように審査をし

ているかというのは公表されてしかるべきでは

ないかと考えますが、部長の見解を求めます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 商品の審

査に当たりましては、食や流通に関する事情に

大変明るい県内外の学識経験者、商品開発の専

門家、量販店のバイヤーなどに委嘱しまして、

宮崎の産品が他産地の競合品と差別できるかと

いった視点で厳しく審査していただきますとと

もに、委員の人数を10名とすることで、審査員

会の審査のばらつきを減らす工夫もしたところ

であります。審査員のお名前につきましては、

客観性、中立性、公平性、そういった審査を担

保するために公表していないところでございま

すので、御理解を賜りたいというふうに思って
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おります。

○武井俊輔議員 なかなか理解はできないな

と。つまり、どういう識見を持っている方がさ

れるかというのは非常に大事だと思うんです

ね。例えば、バイヤーさんの中でも得手不得

手、得意不得意というのはかなりあるようです

から、そういった意味では、この制度が本当に

県民、こういった業界の皆さんも含めて愛され

る制度になるためには非常に不可欠ではないか

と考えております。とはいえ１年目ですから、

いろんなこともあると思います。新しいことに

取り組んだということについては評価いたして

おりますが、こういったことも含めて、次年度

に向けて改善すべき点があるのか。あればどの

ようなものがあるかお聞かせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） まず、ス

タートしたばかりのこの制度そのものが消費者

に広く認知されまして、優良県産品に推奨され

た商品は安全・安心で高品質であるということ

が浸透していくことが大変大切だというふうに

思っております。また、今回惜しくも選定に漏

れた商品は、いずれも優秀なものでありますの

で、応募された生産者の皆様に審査員の意見を

できるだけ詳細にフィードバックすることで、

さらによりよき商品づくりにつなげていただき

たい。そういったものを一つの反省点として改

善すべきだと思っていますし、次回の募集に向

けまして、今回落ちた方は頑張っていただきた

いというふうに思っております。本県産品の底

上げを図るために、少しでも多くの皆様に御応

募いただいて、新商品の開発とか販路拡大に活

用していただけるように期待しているところで

ありまして、この制度の趣旨や意義を、消費者

のみならず県内の生産者の皆様に積極的に周知

していきたいというふうに思っております。

○武井俊輔議員 では、続いて観光行政なんで

すが、これは後回しにさせていただきます。裁

判員制度に係る支援体制は割愛をさせていただ

いて、県内における精神科医療の拡充について

に移らせていただきます。

新富町の県立富養園が閉園後、宮崎病院の精

神医療センターが、その機能を急性期治療、難

治性疾患治療、児童思春期治療、身体合併症治

療及び高次救急医療に特化し開設されるという

ことになりました。富養園は391ベッドを有して

いるのに対し、精神医療センターでは42ベッド

となっております。急性期治療がメーンのセン

ターとしては、入院の受け入れから症状の沈静

化、そして退院までの流れを短期間で行ってい

く必要があります。そこで病院局長にお伺いい

たしますが、急性期患者を24時間受け入れるだ

けの体制が整っているのかについて伺います。

先日、私たち愛みやざきでは、千葉県の幕張

のほうにある千葉県立精神科医療センターに研

修をしてまいりました。同センターでは、42
※

ベッドで医師が14名、看護師が49名、精神保健

福祉士が11名配置されておりました。さらに驚

きましたのは、センター内に24時間体制で専門

員がおりまして、直接、電話相談に応じる精神

科救急情報センターを配置して、年間で約３万

件対応されておりました。初期症状時における

専門的介入をすることにより、症状悪化を最小

限に抑えるとともに、宮崎県の課題でもありま

す自殺率低下にも大きな効果を上げているとい

うことでございました。本県の精神医療センタ

ーの人的配置を含む診療体制と電話相談等をど

のように整備される計画であるか、病院局長に

伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立宮崎病院精

神医療センターでございますけれども、ただい
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ま議員御指摘の富養園の病床数は確かに391でご

ざいますが、この稼働数については現在59に

なっておりますので、そういう前提でお話しさ

せていただきたいと思っております。

まず、病床数の大幅な減、これは御指摘のと

おり59床から42床になったわけでございますけ

れども、こうした減にもかかわらず、医師定数

を富養園と同等の７名といたしましたし、看護

師30名、精神保健福祉士４名を配置するなど、

本県精神医療の中核医療機関としての体制整備

を図ることとしております。これらの人員体制

につきましては、今後、運営状況を検証した上

で、必要があれば見直してまいりたいとも考え

ておるところでございます。

なお、時間外の診療につきましては、措置入

院や重症な合併症患者など他の医療機関からの

紹介等による患者さんのみを対象といたしまし

て、精神医療センターや宮崎病院の救急外来に

おいて、当直の精神科医師が、一般科の医師と

も連携しながら、24時間態勢で対応することと

いたしております。また、電話相談につきまし

ては、現在、県の精神保健福祉センターが行っ

ています電話相談業務との関連において検討さ

れることが必要であるものと考えております。

○武井俊輔議員 先ほど申しました千葉の県立

精神科医療センターのベッド数ですが、42と申

しましたが、50でございました。訂正をお願い

いたしたいと思います。

続きまして、病院局長にお伺いいたします。

先ほどの千葉との比較なんですが、同規模の

ベッド数であるにもかかわらず、診療体制にこ

れほどの開きがあって、果たして利用者のニー

ズにこたえられるだけの医療サービスが提供で

きるのか疑問が残るところでもあります。高密

度医療を提供する千葉県立精神科医療センター

の平成19年度入院件数は462件、病床利用率

は96.3％、平均在院日数は38日、１日平均外来

患者数が141.3人となっております。医業収益

が15億5,000万円ということになっておりまし

た。本県の精神医療センターの運営計画がどの

ようになっているか、病院局長に伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 精神医療センタ

ーは、急性期や身体合併症の治療など、民間医

療機関では対応困難な機能を担うことを前提

に、精神科救急の本県の実績、あるいは他県の

状況等を踏まえて患者需要を見込んだところで

ありまして、入院患者さんについては、年間の

新規入院患者数を180名程度、通院患者さんにつ

いては70名程度といたしております。

また、入院患者さんは、合併症や重症の患者

さんを民間医療機関から受け入れ、症状が安定

すれば転院していただくなど、民間との役割分

担や連携を図ることによりまして、在院日数に

ついては原則３カ月以内といたしまして、病床

利用率は80％を超えるよう運営してまいりたい

というふうに考えております。

このような運営をもとにした経常収支につき

ましては、本来、精神医療は採算が厳しい分野

でありますことから、平成21年度当初予算で

は9,000万円程度の赤字を見込んでいるところで

あります。

○武井俊輔議員 センターの病床数も非常に少

なくなるわけですから、性質上、長期療養とい

うのは基本的にはできないということになりま

して、当然、転退院が余儀なくされるわけでご

ざいます。そうなりますと、必然的に地域の精

神科医療機関との連携、また在宅療養のフォロ

ーというものが大変重要になってくると思いま

す。ちなみに、視察に行きました千葉県では、

継続医療提供ということに重きを置きまして、
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退院者のうち約７割は同センターで外来フォロ

ーをすると、それによって受診者を大きく伸ば

すとともに、年間約1,000件程度の訪問介護を実

施しておりました。本県では、症状沈静化され

転退院が必要になった方に対しどのような援助

方針があるのか、病院局長にお伺いいたしま

す。

○坂口博美議長 答弁者は、10分ぐらい答弁時

間がおくれていますので、簡略、明快に答弁を

お願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 本県の民間精神

科医療機関の状況を踏まえまして、かかりつけ

医としてではなく、民間では対応困難な患者さ

んを受け入れる中核医療機関としての役割を担

うこととしております。このため、センターで

受け入れた患者さんが転院可能な程度に症状が

安定した場合には、もとの医療機関へ転院して

いただき、その後の通院医療や訪問看護など、

民間で対応できる診療につきましては、かかり

つけ医としての民間での対応をお願いしたいと

考えております。したがいまして、センターに

おける訪問看護やデイケアにつきましては、医

療観察法に基づく指定通院患者さんなど限定的

な利用になるものと想定しております。

○武井俊輔議員 精神科を利用される方々は、

医療スタッフとの信頼関係というのが、症状の

変動と非常に大きく連動することになります。

病床数が少ないということで、地域連携という

大義名分のもとで安易な転院になるということ

なく、外来フォローというのも非常に重要だと

いうことで、体制をしっかりと整えていただき

たいと要望させていただきます。

では、次に移ります。地元企業育成対策につ

いてお伺いいたします。

ＪＶ（ジョイントベンチャー）についてお伺

いしてまいります。建設工事におけるＪＶとい

うことですが、その中における特定ＪＶといい

ますのは、工事の際のそれぞれの得意分野を生

かして円滑に工事を進めるというものでござい

まして、非常に一般的なものであります。ま

た、大手企業とＪＶを組むことによって地元企

業への技術移転ということも目的としているわ

けですが、まず、過去３年間、公共三部におい

て、特定ＪＶと契約をした工事の件数と契約金

額をお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成18年度か

ら20年度の第３・四半期までに、公共三部にお

きまして、特定建設工事共同企業体いわゆる特

定ＪＶと契約を締結した建設工事の件数は11件

で、契約金額は約110億円となっております。

○武井俊輔議員 わかりました。非常に大きな

金額でもあるかと思うんです。

先ほど申しました趣旨であります技術移転と

いうことについてお伺いをいたします。技術移

転が図られているのかどうかということでござ

いますが、こういった特定ＪＶが、地元企業へ

の技術移転、地元企業の技術力向上にどの程度

効果があったのか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 技術的に難易

度の高いトンネルなどの大規模な建設工事につ

きましては、県内企業への技術移転を目的とし

て、特定ＪＶを対象とする発注を行うことと

し、代表構成員に求める施工実績のない企業で

も、その他の構成員として入札参加を認めてき

たところであります。その結果、県内企業が新

たに当該工事の施工実績を積むことで、例えば

トンネル工事で見ますと、特定ＪＶの代表構成

員として入札参加資格要件を満たす企業が、こ

の10年間で７社から14社に増加をしてきており

ます。このように、特定ＪＶの構成員となった
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県内企業は、技術的に難易度の高い建設工事の

施工経験を積むことによりまして、技術力が向

上してきたものと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、建設資材についてお

伺いいたします。いろいろと聞きますと、県内

業者からの調達が現在９割ということでござい

ますが、この建設資材をすべて県内業者から調

達するということに義務づけられないのかどう

か。県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 県内産業振興

の観点から、県発注工事の受注者に対しまし

て、建設資材を購入する場合には、県内業者か

ら購入することを要請しておりまして、ここ数

年の実績を見ますと、県内業者からの購入割合

が約９割となっております。しかしながら、県

内業者からの購入を義務づけることにつきまし

ては、業者の方々の商取引の自由や、経済圏あ

るいは経営状況などにも配慮する必要がござい

ます。なお、公正取引委員会の見解として、一

般的な要請を超えて義務づける場合には、事業

者の自由な事業活動を制限するおそれがあるこ

とから、競争政策上好ましくないとの判断もあ

るところでございます。

○武井俊輔議員 法律の関係もあれば仕方がな

い部分もあるのはわかるんですが、できるだ

け100％を目指してはいただきたいと思っており

ます。そういった意味で、100％を目指すために

努力をされていることがあるか、お伺いいたし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 県発注工事に

つきましては、宮崎県工事請負契約約款に、資

材購入先については県内業者から選定するよう

努めることを県独自に明記するとともに、県外

業者から購入する場合には、購入先や購入理由

などの報告を義務づけております。また、全受

注者に対しまして、建設資材を購入する場合に

は、県内業者から選定することを契約ごとに文

書で要請するとともに、請負金額が1,000万円を

超えるものにつきましては、資材の購入状況に

ついて報告を求めております。さらに、これら

の取り扱いについては、毎年県内各地で開催し

ております建設業者研修会のテキストに明記を

し、業者の方々に説明及び要請を行っておりま

す。今後とも、本県の経済、建設産業が大変厳

しい状況にあることも踏まえまして、さまざま

な機会をとらえ、重ねて県内業者の活用を要請

してまいりたいと存じます。

○武井俊輔議員 わかりました。では、ぜひ今

後ともよろしくお願いいたします。

次に移ります。宮崎県の道路政策と都市計画

ということについてお伺いいたしてまいりま

す。

宮崎市のみならず、宮崎県の基幹道路であり

ます橘通りについてお伺いをいたします。ま

ず、知事にお伺いいたします。これは市が行っ

たものでありますが、昨年の11月に、２車線化

の社会実験というのがありました。市民アンケ

ートの結果を見ますと、「反対」「どちらかと

いえば反対」というのが、住民の方で64％とい

うことになっておりました。知事はこの社会実

験について、アンケート結果も含めどのように

お感じになったか伺います。

○知事（東国原英夫君） 宮崎市が行った橘通

り４車線化の社会実験に関するアンケート調査

につきましては、メディアによる報道等で、反

対の意見が多かったということを認識しており

ます。

○武井俊輔議員 わかりました。時間も押して

いますので進めてまいりますけれども。そう

いった意味で、非常に渋滞も多く発生をしてい
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たということがあったわけでございます。渋滞

の件は答弁は結構でございます。そういったこ

とも含めて、非常に課題が多いなというふうに

感じます。

県土整備部では、宮崎都市圏総合交通戦略と

いうものを策定しております。最新版は、「暮

らしやすい都市圏をつくる交通の取り組み」と

いうものでありまして、バスに合わせて信号が

変わるシステムなど、いろいろと総合戦略とい

うことで取り組みが進められております。ここ

で２車線化というのは出てきていないわけです

が、この計画を策定するに当たりどのような話

があったのか。また、この宮崎都市圏総合交通

戦略というのは、この２車線化政策等とは整合

がとれるものなのか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 少子高齢社会

の到来や環境負荷の高まりなど、都市を取り巻

く社会経済情勢は大きく変化をしておりまし

て、今後のまちづくりのあり方につきまして

は、公共交通の利便性が高く、歩いて暮らせる

集約型の都市構造が求められております。この

ような中、御指摘の宮崎都市圏総合交通戦略に

つきましては、自動車依存から、環境や人に優

しい交通手段との両立を図るためのさまざまな

取り組みを推進していくものでありまして、交

通事業者などの関係機関と連携して、宮崎市と

共同で策定作業を進めてきたところでございま

す。また、橘通りの社会実験でございますけれ

ども、宮崎市が、将来のまちづくりを見据えた

中心市街地活性化における公共空間活用の一つ

の方策として、今後どうあるべきか検討してい

る段階と認識をしております。

したがいまして、双方とも、長期的な観点に

おいては、公共交通を重視した歩行者あるいは

自転車が利用しやすい、人中心のまちづくりを

目指すものであるというふうに思っておりま

す。具体的な施策の推進に当たりましては、い

ろんな渋滞発生の問題とか、幹線道路としての

機能のあり方等を十分踏まえながら、慎重に検

討していくべきと考えております。

○武井俊輔議員 続いてお伺いをいたします。

今月15日付宮崎日日新聞でございましたが、県

道347号線、これは正式な名称は南宮崎停車場線

というんですが、南宮崎駅の県道です。これに

ついても、北側を２車線化するといったような

計画が取り上げられておりました。この道路

は、ＪＲ南宮崎駅という非常に大きな交通結節

点に向かう道路であり、県全体の交通ネットワ

ークとしても非常に重要なものであると考えて

おります。確かに道路容量的にはあきがあると

はいえ、慎重に考えるべきだと考えます。県道

でございますが、県は道路管理者として、この

計画についてどのように考えているのか、県土

整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 宮崎市の計画

は、北側３車線を１車線減らして景観形成のた

めに利用しようというものでございますけれど

も、県といたしましては、県内幹線道路網を形

成するこの路線の機能のあり方、あるいは周辺

の土地利用との整合性等の観点から、多面的か

つ慎重に検討していくべきものと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 ちょっと答弁を減らしていき

たいと思うんですが、地域の検討会とかそう

いったものにも県は入っていないということで

すから、そういったところでちょっと気にはな

るんですけれども。そうしたときに、報道等を

見ても、例えばこの道を、県道であることをや

めるということで整備をしていくと。一義的に
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は道路管理者が行うものですから、そういった

考え、移管する可能性があるのか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） この路線につ

きましては、県内有数の主要停車場であります

南宮崎駅と国道220号を結ぶ幹線道路であります

ことから、道路法第７条第１項の規定に基づき

まして県道として位置づけるべき路線であると

判断しております。

○武井俊輔議員 では、この問題は最後にいた

します。県道であっても、特例によって市が道

路管理をするということも認められるというも

のもあるようですが、この南宮崎停車場線につ

いて、申請があれば認められるのかということ

と、また、現段階では県として６車線を維持す

るというふうに判断しているという理解でよろ

しいか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 確かに管理の

特例ということがございますけれども、仮に申

請があったらというお尋ねでございますが、現

在、本路線は６車線として都市計画決定され整

備されている道路でございます。先ほども申し

上げましたように、本路線の機能のあり方、あ

るいは周辺の土地利用との整合性の観点から、

管理の特例適用については慎重に検討していく

べきものと考えております。

また、６車線の維持につきましては、交通機

能だけでなくて、沿道施設と一体となった流通

業務的機能とか、都市環境あるいは都市防災な

ど多様な機能をその道路は有しておりまして、

良好な都市環境を形成しておりますことから、

現状では６車線維持というのが適当であるとい

うふうに考えております。

○坂口博美議長 答弁者に申し上げます。ます

ます時間を食ってきておりますので、急ぎ答弁

を。

○武井俊輔議員 済みません。私のほうも気を

つけてまいりたいと思います。

続いて、教育行政についてお伺いをいたして

まいります。

中高一貫教育についてお伺いいたします。

「なるほど地図帳 2009」という本がありまし

て、これを読んでおりましたら、宮崎県のこと

を「公立中高一貫教育発祥の地」というふうに

書いてございました。つまり、本県の五ヶ瀬中

等教育学校の中高一貫教育というのは、まさに

日本でも先駆的な取り組みであるということ

が、そこには書いてあったわけでございます。

しかし、現状を見ると、いろいろと課題もある

と考えられます。

まず、教育長にお伺いいたしますが、本県は

そういった形で中高一貫校の草分けであるにも

かかわらず、その後、まだ宮崎西高附属中１校

しか開校しておりません。いろいろと見ます

と、東京都が11校、北海道が10校―ここは大

きいんですが―例えば和歌山とか新潟、高

知、こういったところでも、もう既に６校開校

しているということでございます。スタートは

一番最初だったにもかかわらず、本県で、その

後、中高一貫校の設置が進まなかったのはなぜ

かお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 五ヶ瀬中等教育学校

は、平成６年４月に五ヶ瀬中学校・高等学校と

して開校いたしました。当時は、中高一貫教育

の研究開発学校として国の指定を受け、その後

の取り組みが全国的に評価をされ、平成11年度

に中高一貫教育校が制度化されたところであり

ます。それ以降、御案内のありましたように、

全国的に中高一貫教育の研究が進められ、本県

におきましても、五ヶ瀬中等教育学校の成果と

課題の検証を行うとともに、中高一貫教育校の
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３つの設置形態であります、１つ目には中等教

育学校、２つ目には併設型、３つ目には連携型

について、学校のあり方や県民ニーズの把握、

さらには全国の動向等を見きわめながら、慎重

に調査・研究を行ってきたところであります。

これらの研究成果を踏まえまして、平成19年度

には、併設型では本県初めてとなる宮崎西高等

学校附属中学校を開校したところであります。

以上です。

○武井俊輔議員 この議会でも何度も何度もい

ろんな形で質問が出ましたが、このたび、都城

・北諸地域、泉ヶ丘高校に新たに附属中学校が

設置されるということになりました。いろいろ

と学校の理念なんかも見せていただきまして、

地域との連携といったことにも非常に配慮され

ているなと感じております。

では、この都城泉ヶ丘高校附属中学校につい

てお伺いをいたします。北諸県地区には都城

泉ヶ丘高校以外に、普通科でございますと都城

西高校、都西ですね。それから、高城高校にも

普通科があります。特に、都城西高校には外国

語科などもある。それぞれ特色のある学校であ

ると思うんですが、この中で、なぜ都城泉ヶ丘

高校に設置されることになったのか、教育長に

お伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 今、武井議員のほう

から設置理念のお話がありましたけれども、設

置理念については、改めての説明は省略いたし

ますが、泉ヶ丘高校に中学校を併設することに

いたしましたのは、主に３つの理由があろうか

と思います。１点目は、設置理念を実現するた

めに理数科に接続するのが効果的であること。

２点目は、余裕教室の数や体育館の広さなど、

中学校を併設するために必要な施設・設備が

整っていること。３つには、遠方から通学する

生徒の交通の利便性がよいこと。こういったこ

とを総合的に判断して、都城泉ヶ丘高校に併設

をするということに、結論としては達したとこ

ろであります。以上です。

○武井俊輔議員 わかりました。今、いろいろ

と理由の御説明があったんですが、私は昨年の

６月議会で、宮崎西高附属中の体育館整備とい

うものが非常に問題ではないかという質問をい

たしたんです。つまり、既存施設に中学生が入

るということは、ハード面でさまざまな課題が

あると考えます。やはり中学１年生と高校３年

生というのは大人と子供ぐらい違うので、体育

館なんかを見ていると、むしろ本当に危なっか

しいという感じがするぐらいでございました。

都城泉ヶ丘高校附属中学校では、そのあたりが

どの程度ハード面について配慮されているの

か、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 都城泉ヶ丘高等学校

への中学校の設置に当たりましては、既存施設

の利用を前提としながら、高校の教科にはない

「技術」の実習室整備や中学生用の保健室の設

置、さらには机・いすなどの備品整備等、より

よい学習環境の提供に努めてまいりたいと考え

ております。また、今ちょっと御案内のありま

した、体育館のお話であろうかと思いますけれ

ども、体育館につきましては、都城泉ヶ丘高校

は生徒が約1,500名いた時期がございまして、そ

の当時から使用しているものであり、中学校を

設置しても中高合わせまして約960名であること

や、中学校・高等学校の授業の時間割等をもと

に検討いたしました結果からも、現在の体育館

で活動が可能であると判断しているところであ

ります。以上です。

○武井俊輔議員 わかりました。ぜひこれから

もまた、実際に始めてみないとわからないこと
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もいっぱいあると思いますが、都城・北諸地域

の皆さんの期待も大変大きいものだと思います

ので、そのあたりを柔軟に対応をお願いしたい

と思います。

続きまして、県北への整備についてでござい

ます。いろいろお話を伺いますと、県内にこれ

で３校、県北、県央、県南・県西という形に

なってきたわけですが、県内の県立中高一貫教

育校の設置というのは、基本的にはこの都城

泉ヶ丘高校附属中学校で最後ということになる

のか。例えば日向・延岡などほかの地区にふや

す予定がないのかどうか、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 本県の中高一貫教育

校につきましては、平成19年度に設置をいたし

ました有識者等から成る「中高一貫教育校調査

・研究委員会」からの報告におきまして、「新

たな中高一貫教育校の設置については、生徒数

が減少していく中で、ほかの公立中学校への影

響や、私立中学校とのバランスに十分配慮すべ

きであり、北諸県地区への併設型１校の設置が

望ましい」、そういった趣旨の提言をいただい

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、この提言を踏まえまして、北諸県

地区に中学校１校を併設することにしたところ

であり、御質問にありました延岡を含む県北地

区につきましては、現在、五ヶ瀬中等教育学

校、２校の私立中学校があり、さらには、地元

の公立中学校への影響等を考慮し、ほかの地区

と同様、中高一貫教育校を設置することは、現

在のところ考えていないところであります。以

上です。

○武井俊輔議員 五ヶ瀬については、確かに県

北にあるにはあるんですが、全寮制でもござい

ますし、そういったことを考えますと、県北の

格差というのはこの辺にも感じられるのかと思

います。宮崎へ通学をしているという高校生も

少なからずおるようでございます。そういった

意味では、県北の生徒も宮崎に通うということ

になるのかもしれませんが、そうであれば、通

学等も含めて一層の配慮をお願いしたいと思っ

ております。

次に移ります。観光行政の推進についてお伺

いをいたします。何点か取り上げてまいりま

す。

先週のＷＢＣキャンプの件につきまして、き

のうもいろいろと取り上げられておりました

が、非常に大盛況で、課題も確かにいろいろあ

りましたけれども、やはり野球人気というもの

はすごいなと、その根強さを改めて感じまし

た。関係者の皆様の努力に敬意を表したいと思

います。

そのような中でございますが、宮崎県にとり

まして大変重要な問題であります、巨人軍キャ

ンプ一部沖縄移転問題についてお伺いをいたし

ます。読売巨人軍は、昨年の12月、2011年から

一部のキャンプを沖縄県の那覇市で行う旨を発

表されました。受け入れる那覇市では球場の整

備を進めているわけですが、この新球場は防衛

施設庁の補助金なんかも出るということでござ

いまして、やはり沖縄というところには、いろ

んな意味で特殊なアドバンテージがあるんだな

ということも感じております。このように、も

ろもろ考えてみますと、沖縄を相手に戦うとい

うのは、これはなかなか大変なんだなというこ

とも改めて感じております。それを踏まえてお

伺いをいたしますが、この巨人軍キャンプ那覇

移転でございますが、県としてはどのような情

報を持っているのか、どのように分析をされて

いるのか、伺いたいと思います。

また、これは持ち込みで配付させていただい
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ておりますが、「巨人、那覇でキャンプ」と

いったことが書いてございます。やはり沖縄の

ほうの受け入れ、こういった看板とかもあちこ

ちに出ております。巨人が那覇でキャンプをす

るというのがですね。すなわち、宮崎の受けと

め方と実際の沖縄県那覇市の受けとめ方という

のは、大分温度差があるなということも感じて

おります。県では、今のところは最終段階の調

整を沖縄で行うといったような認識のようで

す。そういった認識の違いも感じておるんです

けれども、このあたりも含めて見解を求めま

す。

○知事（東国原英夫君） 一連の巨人軍の沖縄

キャンプの移転等については、報道等で認識し

ております。しかし、桃井球団社長から、「あ

くまでもキャンプの中心は宮崎であり、宮崎か

らの完全撤退はない」という確約もいただいて

おります。一部とはいえ、選手が宮崎を離れて

キャンプを行うことは、非常に残念なことだと

思っております。

○武井俊輔議員 引き続きお伺いをいたしま

す。以前は、プロ野球キャンプといいますと、

本県、沖縄と並んで高知県が大変盛んでござい

まして、この３県で御三家みたいによく言われ

ておりました。ところが、見てみますと、高知

県は宿毛市から、当時近鉄がありましたが撤

退、西武が春野町から撤退、ダイエーが高知市

から撤退ということで、この２チームは宮崎に

来ているんですが、今、１軍で残っているのは

安芸市の阪神と高知市のオリックスしか……。

これも後半のみといった大変厳しい状況になっ

ております。この移転について、巨人軍のほう

からは、「沖縄には各球団が集結していると、

実戦経験が積めるんだといったようなことで沖

縄に後半に行く」と、一部移転の理由を述べら

れております。逆に言えば、一度球団の流出が

始まりますと、五月雨的にどんどん出ていって

しまうといった可能性もあるわけであります。

そういった意味でも、本県もまさに高知県の事

例にならないように他山の石にしていかなけれ

ばいけないと思うんですが、なぜこういうこと

になってしまったと考えるか。また、高知県の

ようにならないためにはどのようにしていけば

よいと考えるか、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 一般的に

プロ野球チームがキャンプ地を選ぶ場合には、

まず気象条件、例えば気温とか日照時間、それ

から施設などの練習環境、宿泊施設などといっ

たものを総合的に評価して決定されるというふ

うに伺っております。高知県において減少して

いった理由等につきましては明らかではありま

せんが、球団それぞれにお考えとか事情があっ

たものと存じます。したがいまして、本県とい

たしましては、チームのニーズを的確に把握し

ながら、各チームが充実したキャンプを実施で

きるようなよりよいキャンプ地づくりに、これ

まで以上に努めていかなければならないという

ふうに思っております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。とに

かく、こういうふうにならないように予防的な

対策が必要であると思います。宮崎で、１球団

でも多く、１年でも多く、１日も長くキャンプ

を行ってもらいたいと考えております。

私は、昨年の２月議会でこの問題を取り上げ

まして、プロジェクトチームなどをつくって取

り組む必要があるのではないかということを知

事にお尋ねしたんです。そのときの答弁が、

「関係部局の横断的な取り組みが必要だと思っ

ております。指摘された強化チーム、ＰＴなど
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も含めて検討していかなければならない」とい

うふうにおっしゃっております。しかし、その

後プロジェクトチームができたという話も聞き

ません。先日、この件で観光推進課の方といろ

いろと意見交換する中で、非常に皆さん自身が

よく頑張っていらっしゃるというのはよくわ

かったんですが、そういった意味での動きがな

かったのはちょっと残念だなと思っておりま

す。商工観光労働部長に伺います。こういった

全庁的な取り組みというのは、私は大変重要だ

と思っております。宮崎キャンプを永続的に

行ってもらうためには何が課題だと考えておら

れるか、改めて伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 読売巨人

軍といいますのは、50年以上にわたり本県で

キャンプを行っていただきまして、スポーツラ

ンドみやざきの礎をつくっていただいたという

ことで、本県にとって大変かけがえのない大切

な球団でありますので、宮崎キャンプがさらに

充実して球団が好成績をおさめられますよう

に、今後とも、宮崎市とか関係団体と連携しな

がら、キャンプの受け入れに万全を期すととも

に、宮崎でのキャンプを中心にやっていただく

ように強く要望していきたいというふうに思っ

ております。

○武井俊輔議員 もちろんいろいろと課題はあ

るんですね。ただ、これも一種の企業誘致みた

いなものでございますから、最終的にはキャン

プについても球団や監督が決めることであると

いうのは、もちろんそのとおりであります。た

だ、例えば年間を通じて来られるようなメディ

カル・サポートとか、リハビリといったような

ものも含めて、いろんな知恵というのは、これ

からもっと出していかなければいけないと考え

ております。

また、その中で一つ御提案したいなと思いま

すのは、トロピカルロードの活用でございま

す。これは、巨人がキャンプをしています木花

の運動公園から宿泊地の青島まで約３キロ、い

ろいろと、加江田川に橋をかけたりしているん

ですが、県が総事業費34億円をかけて整備をし

たものでございます。選手もランニングなんか

で活用したりしておりますが、ジャイアンツカ

ラーのオレンジ色で舗装もされております。例

えば、こういったところに手形のレリーフであ

るとか、巨人軍に関するモニュメントとか、い

ろんな整備をするなどして、キャンプ時以外で

も観光名所として売り出すといったことも、年

間通していろいろと仕掛けを考えていく必要が

あるのではないかと思いますが、商工観光労働

部長の見解を求めます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） トロピカ

ルロードにつきましては、例えば青島太平洋マ

ラソンのフルマラソンコースとか、地域住民が

主体となりましたキャンドルナイトプロジェク

ト、そういったイベントでさまざまな取り組み

がなされているところであります。このトロピ

カルロードの観光面での活用につきましては、

宮崎市が昨年３月に策定しました「青島地域活

性化基本計画」におきまして、青島地域と総合

運動公園、木崎浜海岸の一体的な魅力アップを

図るという方向性が示されておりますので、今

後、計画の具体化に向けた地元との議論の中で

検討していくことになろうかというふうに思っ

ております。

○武井俊輔議員 そうであれば、ぜひ積極的に

宮崎市とも情報交換などを進めていただいて、

対応をお願いしたいと思います。

引き続いて、ＴＲ高千穂鉄道で使用していた

トロッコ車両についてお伺いをいたします。私
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も昨年の議会で、ＪＲ日南線での活用を図るべ

きということを質問させていただいたわけなん

ですが、その方向で進んでいるということは大

変うれしく思いますし、知事初め執行部の皆様

の御尽力には敬意を表したいと思います。今か

らでも日南海岸を走っていく姿が思い浮かぶわ

けなんですが、当座は、高千穂から運び出され

て、小倉のＪＲ九州の工場のほうでいろんな整

備を受けていくということになっているようで

ございます。今後、実際にこの車両が日南線で

運用されるまでのスケジュールなど、現段階で

把握されている内容についてお伺いいたしま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） ことし秋から

の日南線での運行に向けまして、今後、ＪＲに

おきましては、車両の整備・改造、観光列車と

しての魅力を高めるための車体の内外装の改修

を行い、便数やダイヤ編成などの作業を進めら

れるということでありますが、具体的な内容に

つきましては、現在、社内で検討中であると聞

いております。

○武井俊輔議員 わかりました。その上で、

せっかく来ても利用者が少ないということであ

れば、結局はまた九州内の別の路線に転用され

るということにもなりかねません。これは答弁

は結構ですが、日南線での活用に当たり、日南

市や沿線の市町村ともいろんな連携をとって、

企画、イベントなど含めて積極的に活用をお願

いしたいと思います。

続きまして、県庁来訪者の回遊について伺い

ます。この宮崎県庁が一躍観光名所になりまし

て、昨年も40万人もの方に訪れていただいてお

ります。まさに東国原効果のシンボル的存在な

のですが、ここを見ておりますと―毎日通る

から見ておりますが―観光バスで県庁に来

て、そのまま本館を見て、大体物産館に行って

バスで帰るというのが一般的になっておりま

す。つまり、これだけの観光客が来ているにも

かかわらず、大部分の方は県庁と物産館しか行

かないわけですね。例えば、県庁でお客様をお

ろして若草通りぐらいまで、デパートあたりま

で中心市街地なりをそぞろ歩いてもらうとか、

高千穂通りあたりからバスに乗ってもらうと

か。そういった意味で、せっかく県庁に来た方

が、どうもここだけで……。しかもここは別に

有料施設ではないですから。物産館は物を売っ

ていますけどね。そういった意味で、せっかく

あるわけですから、来訪者をもっと回遊させる

仕組みが必要ではないか、そういった仕掛けが

必要ではないかと思いますが、見解を伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 県庁を訪れる観光客

に対しては、県内周遊だけではなく、地元宮崎

市の商店街などが行う県庁観光客の市街地周遊

促進の取り組みには、積極的に協力をさせてい

ただきたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、宮崎の観光地として

もう少し積極的な活用が望まれる、平和台公園

についてお伺いをいたします。平和台公園の中

心にある「平和の塔」でございますが、昭和15

年に完成したもので、確かに、その建設の経緯

等についていろいろと意見があるのは承知をい

たしております。県外の方などを連れてよくこ

こに行くんですけれども、「なぜ中に入れない

のか」ということはよく聞かれます。なるほ

ど、扉はかたく閉じられておりますし、昔見た

ような漠然とした覚えはあるんですが、基本的

にはあいているところを見たこともありませ

ん。中身がどうだという説明板もその辺にあり

ませんから、ガイドさんでもいればともかく、
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個人客であれば、中に何があるかすらわからな

いまま帰るということになるわけであります。

「平和の塔」の内部をなぜ公開していないの

か。県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 「平和の塔」

でございますけれども、内部には、この平和の

塔の設計者でもある彫刻家、日名子実三氏が制

作しました８点の石膏壁画などが掲げられてお

りますが、この石膏壁画を含む内部の保存ある

いは安全面などの観点から、公開は行っていな

いところであります。

○武井俊輔議員 わかりました。これはもう答

弁は結構ですが、学術的なものとかは開放して

いるという話でよろしいということですね。た

だ、基本的には一般の方には開放していないと

いうことでございますが……。

今のお話もありまして、内部の構造というも

のにいろいろ課題もあるというのは認めます。

ですから、24時間というのはもちろん無理かも

しれませんが、例えば時間や時期を区切って、

必要があれば、その時間だけ警備員さんを置く

なりして開放するということも考えられるので

はないかと思います。観光振興の観点からも塔

内を開放できないのか、改めて伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 先ほど申し上

げましたように、もろもろの課題がございます

けれども、知事より、平和台公園の魅力アップ

に向けて、塔内部の公開についても検討するよ

うにといった指示もありまして、現在、関係部

局と連携して慎重に検討しているところでござ

います。

○武井俊輔議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。宮崎はもともと城下町でもないので、なか

なか観光資源も乏しいので、そういったものが

よろしいかと思います。

もう時間も来ていますが、急いで進めてまい

ります。国際定期便についてお伺いをいたしま

す。昨日も質問が出ましたが、大変厳しい状況

にございます。アシアナ航空が就航した平成13

年度では69.4％だった搭乗率が、今年度１月ま

でですが51.1％と、損益ベースで言えば完全に

赤字路線でございます。特にエバー航空の台湾

線については１年目で57.5％と。しかも、悪天

候でもないのに機材繰りを理由に５往復10便も

欠航しております。定期便としては大変高い欠

航率になっている。そういった意味で非常に厳

しい現状があるということでございますが、知

事はこの国際定期便の厳しい現状をどのように

認識しているか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のように

大変厳しい状況にあると認識しております。両

路線は、本県が目指している東アジアとの経済

・交流拡大のための基盤でありまして、その安

定的かつ継続的な運航を確保することが重要で

あると認識しており、今後また、なお一層の利

用促進を図っていかなければならないと考えて

おります。

○武井俊輔議員 隣県の鹿児島県が、中華航空

による鹿児島―台北線の就航を目指しておりま

す。鹿児島県の伊藤知事は、昨年の会見の中で

もそういったことを明言しているわけでござい

ます。この議会でも南九州連携してという話も

何度も出るわけでございますが、こういったよ

うに、鹿児島県は鹿児島県で独自の動きをして

おります。なかなか「連携」というきれいな言

葉では片づかない部分があるなと感じておりま

す。確かに昨今の景気状況もあり、先週の日台

間の航空交渉では正式に議題にならなかったよ

うですが、鹿児島県が相変わらず目指している

のは事実でございます。仮に鹿児島―台北線が
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就航すれば、人口規模、九州新幹線の全通を含

めて、かなり大きな影響があるのではないかと

考えますが、県民政策部長の見解を求めます。

○県民政策部長（丸山文民君） 仮の話でござ

いますけれども、鹿児島に定期便が入ります

と、鹿児島県からの利用者や県内の利用者の一

部が鹿児島空港に向かうなど、一定の影響はあ

ると思っているところであります。いずれにし

ましても、宮崎―台北線は10数年来のチャータ

ー便の実績を踏まえての定期便就航であります

ので、今後とも、日台双方で観光地や食といっ

たお互いの魅力を十分に発信し、さらに利用促

進に努めてまいりたいと考えております。以上

です。

○武井俊輔議員 そういった意味では、非常に

前途がまだまだ多難だなというふうに考えてお

ります。いろいろと経費の金額なんかもお話を

伺おうと思っていたんですが、時間の都合もあ

りますので、国際線のことについて、最後に御

質問してまいります。やはり、いろんな補助金

とか助成金というのが、県が出したり、空港振

興協議会が出したりとか、いろいろあるわけで

ございます。国際線を維持するというのも大変

多額な経費がかかるものですが、県の状況も非

常に厳しくなる中では、やはり経費のあり方、

国際線に対しての助成のあり方というのも慎重

に考えていかなければいけない部分があると思

います。そもそも論でございますが、全国的に

もこういう厳しい状況になっている中、宮崎の

国際化は、本当に宮崎空港から直行の国際定期

便を飛ばし続けることにあるのかということ

は、考えていかなければいけないことだと思っ

ております。宮崎空港の国際線の必要性につい

て、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） 宮崎空港の国際線

は、外国人観光客の誘客や地域の国際化、活性

化にとりまして大変重要であると考えておりま

す。また、国際線の利用により、県民の皆様が

気軽に韓国や台湾、さらには、乗り継ぎによっ

て広く世界へ行くことができ、県民の海外渡航

の利便性の向上にも寄与しているものと考えて

おります。現在、昨年秋以降の世界的な経済の

悪化や円高の影響で厳しい状況にありますが、

両路線のさらなる充実に向けて努力してまいり

たいと考えております。

○武井俊輔議員 いろいろな考え方があると思

うんですね。例えば、成田便を頑張ってみると

か、これからは宮崎―成田を考えてみるとか、

いろんなことを考えていくということが大事か

と思っております。

後の質問については、次回の一般質問、また

会派の委員会での質疑といたします。

１点だけ発言の訂正をさせてください。Ｅマ

ークについて、優良県産品推奨制度で申し上げ

たんですが、知事イラストとＥマークの併用が

禁止されていると発言したんですが、併用の禁

止ではないということでしたので、訂正をお願

いしたいと思います。

以上で代表質問のすべてを終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で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

続いて代表質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時44分散会


