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22番 外 山 衛 （ 同 ）

23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 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 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 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○井本英雄副議長 ただいまの出席議員41名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、順次一般質問を行います。知事を初めとし

て、関係各部長、警察本部長には、答弁をよろ

しくお願いいたします。

初めに、自主財源の確保に関してであります

が、これについては、一昨年３月の地方自治法

の一部改正により、幾つかの特定された場合

に、行政財産をその用途または目的を妨げない

限度において貸し付けることができるように

なったことを受け、昨年の６月議会において、

行政財産の活用についてただしたところであり

ます。その後の取り組み状況についてどうなっ

ているか、まずは総務部長にお伺いをいたしま

す。

次に、防災・防犯対策に関して何点か伺いた

いと思います。

１点目は、ＢＣＰの策定に関してでありま

す。ＢＣＰ（Business Continuity Plan）、訳

せば事業継続計画、企業が自然災害などの緊急

事態に遭遇したときに、中核となる事業の継続

あるいは早期復旧を可能にするために、平常時

に行うべき活動や緊急時における事業継続のた

めの方法、手段などを取り決めておく計画のこ

とで、行政の場合は業務継続計画とも呼ばれて

おります。新型インフルエンザに関する報道が

連日のようになされている中、経済産業省のホ

ームページを見てみますと、新型インフルエン

ザに対応したＢＣＰの策定を勧めております

が、県が策定した「新型インフルエンザ対策行

動計画」においても、「社会・経済機能の維

持」の項で、県や市町村、各事業者に対し同計

画を策定するよう勧めております。そこでまず

は、県における業務継続計画、ＢＣＰの作成状

況はどうか、総務部長にお伺いをいたします。

２点目は、火災警報器についてであります。

総務省の消防庁が昨年の８月に発表した「平

成19年における火災の状況（確定値）」により

ますと、住宅火災による死者は放火自殺者等を

除くと1,148人、前年と比べると39人の減少とい

うことで、２年連続で減少はしているもの

の、65歳以上の高齢者はそのうちの684人、59.6

％となっておりまして、前年が58％ですから、

その割合はふえております。今後、高齢化が進

めば、この割合はさらに増加してくるのではな

いかと危惧するところでもあります。住宅用火

災警報器につきましても、昨年の２月議会にお

いて何点か質問をいたしました。そこで、前回

の質問以降、本県における住宅用火災警報器の

設置状況はどうなっているか。あわせて、その

普及啓発には今後どのように取り組んでいくの

か、同じく総務部長に伺いたいと思います。

３点目は、青色回転灯を装備した車両、いわ

ゆる青パトの活用について伺いたいと思いま

す。今月10日の毎日新聞に、宮崎市青島内海地

区の青色防犯パトロール隊発足式の様子が掲載

されておりました。記事によりますと、同地区

では65歳以上の高齢者が約35％を占めており、

隊員17名も多くが高齢で、最年長者は何と81歳

平成21年９月18日(金)
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ということでありました。隊長さんの年齢も77

歳、高齢を物ともせず、防犯ボランティア活動

に立ち向かわれる姿に心から敬意を表したいと

思っております。ここでは、県内の防犯ボラン

ティア団体の活動の現状、青パトの配備・運用

状況について、警察本部長にお伺いをいたしま

す。

次に、農林水産業に関して２点伺いたいと思

います。

１点目は、農作物の野生猿被害対策について

であります。近年、野生猿やイノシシ、シカな

どによる農作物への被害が深刻化してきており

ます。えさを求めて里におり、畑や果樹園にあ

る農作物を食べてしまう。手元にあるデータ、

内容が少々古くて恐縮でございますが、平成18

年の日本の鳥獣被害の総額は196億円に上り、こ

のうちイノシシによる被害が55億円、シカが43

億円、野生猿が16億円だったようであります。

そして、これらのいずれも増加傾向にあると

言っております。本県における野生鳥獣による

農作物被害の現状はどうなっているのか。ま

た、そのうち野生猿による被害はどの程度ある

のか、農政水産部長に伺いたいと思います。

２点目は、マグロはえ縄漁業の国際減船につ

いてであります。この問題は、少々古い話であ

りますが、昨年11月の大西洋まぐろ類保存国際

委員会における大西洋クロマグロ漁獲量の３

割、同年12月の中西部太平洋まぐろ類委員会に

おけるメバチ漁獲量の３割のそれぞれ削減が合

意され、これを受けて、国際漁業再編対策に基

づいて減船が実施されることになったもので

あって、減船の漁業者に対して、救済費交付

金、不要漁船処理費交付金が交付されることに

なったところであります。しかしながら、不要

漁船処理費交付金は処理費用の３分の２相当額

にとどまり、減船を希望はしたものの、非常に

厳しい漁業経営にある所有者が、残りの処理費

用を負担することが難しいという問題が発生し

ています。ここでは、全国及び本県における減

船の実施状況はどうなっているのか、同じく農

政水産部長に伺いたいと思います。

次は、医療問題に関してでありますが、これ

については福祉保健部長に３点伺いたいと思い

ます。

まず、女性特有のがん検診推進事業について

であります。私たち公明党が、がん対策を求め

る署名に取り組むなど強力に推進した結果、今

年度補正予算で措置されたこの事業、対象とな

る年齢は、子宮頸がんが20歳から５歳刻みで40

歳まで、乳がんが40歳から５歳刻みで60歳ま

で、実施主体は市町村であり、準備が整ったと

ころから順次スタートするということになって

おります。この事業に対する県内市町村の取り

組みはどのような状況か伺いたいと思います。

２点目は、はしかワクチンの追加接種に関し

て伺いたいと思います。はしか流行防止に関す

る厚労省の対策推進会議というものが開か

れ、13歳と18歳を対象にしたワクチンの追加接

種率が目標の95％を下回り、13歳が85.1％、18

歳が77.3％だったとの報告がされたという報道

が先般なされておりました。追加接種は一昨

年、はしかが若者を中心に流行し、高校や大学

の休校が続出したのを受けて、小学校入学まで

の接種が１回だった年代を対象にして、免疫力

を高める目的で平成20年度から５年間の時限措

置として実施されるようになったものでありま

す。そして、流行を抑えるには95％以上の接種

率が必要だともされております。そこで、平

成20年度における本県の13歳及び18歳の追加接

種率はどのようになっているか。また、全国と

平成21年９月18日(金)
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比較するとどういう状況なのか。

あわせて、県内における13歳及び18歳の追加

予防接種の接種率が95％を超えている市町村は

どれぐらいあるのか伺いたいと思います。

３点目に、狂犬病予防ワクチンの接種につい

て伺いたいと思います。あさっての20日から26

日までの１週間は、動物愛護週間になっている

ようであります。ことしは制定60周年の節目と

いうことで、動物に対する正しい理解、そして

関心を深めるためのいろんなイベントも各地で

開催されることになっているようであります。

最近は愛好家がふえ、ペット市場の規模も大き

くなっている中で、肝心かなめの飼育方法を知

らない人も見受けられるようであります。これ

らのイベントに参加することによって、動物に

関する知識を少しでも習得してもらえたらと望

むところであります。ところで、これもちょっ

と前の新聞情報ではありますが、いささか気に

なる記事を見つけました。それは、すべての飼

い犬に義務づけられている狂犬病の予防ワクチ

ンの接種率が、かなり低い水準にとどまってい

るというものでありました。そして、推測され

る理由として、マンションなどでの室内飼育が

ふえたと、そして感染の危険性がないと思い込

んでいる飼い主がふえているのではないかとい

うふうにもありました。もしそうであれば、極

めてゆゆしき問題であります。確かに、国内で

は狂犬病は50年以上発生していないということ

になっておりますが、予防ワクチンの接種は法

律に基づいたものであって、すべての飼い犬に

義務づけられているものであります。また、中

国では、年間約3,000人がこの狂犬病に感染して

死亡しているようでありまして、いつ日本に侵

入してもおかしくないというふうに専門家も警

告しております。飼い主には、いま一度認識を

改めてもらうとともに、我々も危機意識を高め

ていく必要があるのではないかと考えます。以

上を踏まえ、本県における接種率はどのような

状況か、また、全国的に見ればどういった状況

か。あわせて、今後、接種率を向上させていく

ために、どのように取り組んでいくのか伺いた

いと思います。

通告していました最後の質問でありますが、

警察本部長に１点だけ伺いたいと思います。

バス専用レーンに関してであります。宮崎市

橘通りでは、朝夕２時間ずつ、交通量の多い時

間帯にバス専用レーンが設定されております。

これは、公共の交通機関である路線バスが、他

の車両からの妨げを受けることなく、すなわち

路線バス以外の車両による違法走行あるいは違

法駐停車によりまして、定時通行に支障を来す

ことがないようにするために設定されているこ

とは認識をしております。しかし、宮崎市内に

おいては、路線バスのみならず、タクシーも高

齢者あるいは障がい者の足となる大事な公共の

交通機関であるというふうに思います。また、

バス専用レーンは、地域によってはその運用が

異なり、路線バス以外にもタクシー、ハイヤー

などの通行が認められているところもあるよう

であります。さらには、市内中心部を流れる大

淀川にかかる新たな２本の橋、天満橋及び赤江

大橋によりまして、交通量にも若干の変化がう

かがえます。以上を踏まえた上で、宮崎市内に

おいても、バス専用レーンへのタクシーの乗り

入れについて検討の余地はないものか伺いたい

と思います。

以上で壇上からの質問を終わります。障がい

者対策についてを含め、後は自席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい



- 171 -

平成21年９月18日(金)

たします。

まず、行政財産の貸し付けについてでありま

す。庁舎等の行政財産につきましては、平成18

年度の地方自治法の一部改正により、庁舎等の

用途または目的を妨げない範囲におきまして貸

し付けができることとされたところでありま

す。これまで貸し付けについて数件、相談はご

ざいましたが、今のところ貸し付けの事例はご

ざいません。今後とも、貸し付けについて相談

があった場合は、適切に対応してまいりたいと

考えております。

次に、新型インフルエンザに係る業務継続計

画についてであります。県では、インフルエン

ザが蔓延する事態にあっても県民生活の維持に

最低限必要とされる業務を継続するため、各所

属単位に業務継続計画を作成することとしたと

ころであります。これまでに、最も重要となり

ます継続すべき優先業務の選定と、最大４割は

勤務できなくなることを想定いたしました人員

配置については、おおむね整理されているとこ

ろであります。さらに、先日、９月１日の県の

総合対策本部会議では、秋以降の感染拡大に備

えまして、計画のさらなる充実を図るよう改め

て確認したところでありまして、現在、所属ご

とに、職場における感染対策、業務に不可欠な

物資・サービスの調達方法、関係機関との情報

共有や協力体制などについて検討を進めている

ところであります。

最後に、住宅用火災警報器についてでありま

す。この警報器の普及状況につきましては、各

地域で実施された調査の結果をもとに、消防庁

において平成21年３月時点の普及率を推計して

おりますが、それによりますと、本県では26.2

％となっておりまして、全国の41.6％と比べま

すと低い状況となっております。これを消防本

部ごとに見ますと、調査を実施いたしました７

消防本部の中で、普及率が最も高いのは日向市

消防本部の35.1％、最も低いのは西都市消防本

部の16.2％となっております。また、住宅用火

災警報器の普及啓発でございますが、各市町村

において、消防団員による戸別訪問を行うな

ど、主体的に取り組んでいただいているところ

であります。本県では、毎年10名以上の人が建

物火災によりお亡くなりになっているところで

ありまして、住宅用火災警報器の早期普及は、

県民の安心・安全を確保する上で大変有効であ

ると考えておりますので、県におきましても、

新聞やテレビ、ホームページ等による広報啓発

を引き続き行うなど、市町村や消防本部と連携

して、より一層の普及推進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〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、女性特有のがん検診推進事業の取り組

み状況についてであります。この事業は、国の

平成21年度補正で予算措置されたもので、一定

の年齢の女性に対し、子宮がん及び乳がん検診

の無料クーポン券と検診手帳を配付することに

より、検診受診率の向上を図ることを目的とし

て実施されるものであります。９月１日現在

で、県内の約３分の１となる９つの市町村で、

無料クーポン券等の配付が行われたところであ

ります。その他の市町村につきましても、補正

予算計上などの事業実施に向けた準備が進めら

れているところであり、ほとんどの市町村

で、10月ごろまでに無料クーポン券等の配付が

完了する見込みであります。

次に、本県の麻疹の接種率についてでありま

す。本県の平成20年度における麻疹の予防接種
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率は、中学１年生に相当する年齢―13歳であ

りますが―を対象とする第３期では、本県

が88.4％で全国平均の85.1％を上回っており、

全国の順位は27位となっております。また、高

校３年生に相当する年齢―18歳でありますが

―を対象とする第４期では、本県が81.4％で

全国平均の77.3％を上回っており、全国の順位

は24位となっております。

また、平成20年度において、予防接種率が95

％を超えている市町村は、第３期では、門川町

など８町村、第４期では、諸塚村、日之影町の

２町村となっております。これらの町村のう

ち、第３期では、門川町、日之影町、西米良

村、諸塚村、椎葉村の５町村において、また、

第４期では諸塚村において、接種率100％を達成

している状況であります。

次に、この予防接種率向上の取り組みについ

てでありますが、県では現在、麻疹予防接種率

の向上を図るため、新聞、テレビ、ラジオを活

用した啓発を行っております。また、教育委員

会や医師会と連携し、学校において接種勧奨を

行うとともに、接種率の調査を実施し、未接種

者に対しては、さらなる接種勧奨を行っている

ところであります。さらに、予防接種の実施主

体である市町村に対しましても、未接種者への

個別通知や電話による接種勧奨を要請しており

ます。また、医師会の協力のもと、麻疹を初め

とする予防接種の広域化を図り、県内どこでも

予防接種を受けられる体制を整えております。

今後とも、市町村、医師会及び教育委員会との

連携を図り、麻疹の予防接種率の向上に努めて

まいります。

次に、狂犬病予防ワクチンの接種率について

であります。厚生労働省の平成19年度の統計で

は、接種率の全国平均が75.6％に対し、本県

は78.3％で、全国17位となっております。御承

知のとおり、狂犬病は一たん発症するとほぼ100

％死に至る疾病であり、公衆衛生上の影響が極

めて大きいことから、狂犬病予防法に基づき、

犬の飼い主には年１回の予防注射が義務づけら

れております。このため、県におきましては、

接種率の向上に向けて、市町村や県獣医師会と

も連携し、飼い主へのはがき等による個別通知

や予防注射の休日実施、動物病院での接種など

に取り組むとともに、マスメディア等を活用

し、接種の必要性について啓発を行っていると

ころであります。今後とも、市町村職員や獣医

師等関係者の知識や予防対策への意識向上を図

るとともに、接種の利便性の確保や県民への啓

発に取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、野生鳥獣による農作物の被害について

でございます。本県におけるイノシシ、シカ、

猿などの野生鳥獣による被害状況につきまして

は、平成20年度の市町村報告によりますと、面

積で1,584ヘクタール、金額で１億9,883万円と

なっており、近年、増加傾向にございます。こ

のうち猿による被害につきましては、386ヘクタ

ール4,165万円となっており、主な作目で申し上

げますと、野菜と芋類で97ヘクタール2,009万

円、果樹で68ヘクタール925万円、水稲で146ヘ

クタール429万円となっております。

次に、マグロはえ縄漁業の減船対策について

でございます。国際的なマグロの漁獲規制の強

化を受けまして、国は本年１月、マグロはえ縄

漁船を削減する減船事業の実施を決定いたしま

した。この事業によります減船を希望し、交付

金の支払いの対象となった漁船は、全国で87
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隻、本県では２隻となっております。なお、減

船した漁業者に対しましては、お話にありまし

たように、国からの救済措置として、漁船のス

クラップ処分に伴う損失や乗組員の退職金など

の経費等を補てんするための交付金が支払われ

ることとなっております。以上でございます。

〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、県内の防犯ボランティア団体の現状に

ついてでありますが、防犯ボランティア団体

は、そもそも地域住民の皆様方が各地域におけ

る自主防犯活動を行うために結成されているも

のでありまして、その数も年々増加傾向にあり

まして、昨年末現在、把握しておりますところ

では、309団体、約２万人の御参加をいただいて

いるところであります。この防犯ボランティア

団体の取り組みといたしましては、防犯パトロ

ールや防犯広報、子供の登下校時における見守

りなどの活動を活発に行っていただいていると

ころであります。また、青色回転灯装備車両の

運用状況についてでありますが、本県における

青色回転灯装備車両は、平成17年から運用を開

始しておりまして、本年８月末現在で、78団体

において合計388台が運用されております。具体

的に申しますと、防犯ボランティア団体が314

台、県と市町村が66台、防犯協会が８台を活用

して、防犯パトロールを行っておるところであ

ります。警察といたしましては、防犯ボラン

ティアの皆様方の献身的な活動に対して、心か

ら敬意を表するものでありまして、今後も連携

を強化して、官民一体となった地域安全活動を

推進してまいりたいというふうに考えておりま

す。

次に、バス専用レーンについてであります。

バス専用レーンの設置目的は、先ほど議員御指

摘のとおりでございます。バス専用レーンは、

朝夕の交通量の多い時間帯で、路線バス等の正

常な運行に支障を及ぼすおそれのある道路を指

定しておりますが、これを通行できるのは、路

線バス、通学・通園バス、通勤バス、それと二

輪車でありまして、これ以外の一般車両につい

ては通行できないということになっておりま

す。御質問がありましたように、タクシーがバ

ス専用レーンを通行できるようにするために

は、タクシーをバス専用レーン通行の指定車両

とする必要がございます。そういたしますと、

タクシーはバス専用レーンのみしか通行できな

くなりまして、他のレーンを通行できるのは、

追い越しや右折のための進路変更の場合に限ら

れることとなります。また、前を走っているバ

スを追い越す場合に進路変更をしたり、追い越

し後に再度バス専用レーンに戻る場合など、頻

繁な進路変更をすることとなりまして、交通の

危険性が増大するといったような問題がござい

ます。こういったことも踏まえまして、本県に

おけるバスの交通事情から検討いたしました結

果、タクシーがバス専用レーンを通行すること

となれば、バス専用レーン内の混雑が予想され

まして、路線バス等の正常な運行が困難となる

おそれがあることなどから、現状では、タクシ

ーのバス専用レーン通行の指定は困難と考えて

おりますので、御理解をお願いいたしたいと思

います。以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただき、あ

りがとうございました。何点か伺っていきたい

と思います。

まず、自主財源の確保についてですが、行政

財産の貸し付けについて、相談はあったが、実

績に結びついたものはないということでありま
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した。貸し付けという言葉のイメージからする

と、どうしても空き部屋あるいは未使用の施

設、こういったものを想像してしまうというこ

とでしょうけれども、最近、他県において、狭

いスペースを貸し付けることによって、増収に

結びつけている事例があるようであります。何

かといえば、施設内に設置してある清涼飲料水

などの自動販売機に着目したものであります。

例えば愛知県ですが、まだこれは試行の段階

だそうですけれども、従来は目的外使用という

ことで、一部の業者に特例で認めてきた県有施

設への自動販売機の設置、これを県庁舎の２台

分の設置スペースについて競争入札による公募

制で貸し付けることにしたところ、３年間分の

契約で2,059万2,000円の価格がついた。それま

で１台当たりの設置料は平均で年間１万2,785円

だったそうなので、約2,000万円以上の増収が見

込まれるということになったようであります。

愛知県の県有施設内には1,020台の自動販売機が

あるそうですけれども、そのうち施設内の食堂

あるいは売店といった一体的に管理がなされて

いるものを除いたものが約560台ほどあるそうで

すが、これを貸し付けということで公募に切り

かえて、来年度から本格的に実施をしていくと

いうふうな情報がありました。

そのほか川崎市でも同様の取り組みをしたと

ころ、これについては台数はちょっとわからな

いんですけれども、それまで年間２万円程度の

目的外使用許可料といったものを取って、総額

で年間約600万円の収入だったところが、昨年の

２月からことしの２月にかけて、４度にわたっ

て一般競争入札を実施した。その結果、収入は

何と年間で１億5,596万円に上って、１億5,000

万円の収入増ということになったそうでありま

す。俗っぽい言い方をすれば、本当においしい

話じゃないかと思います。

そこでまず、知事部局の行政財産における自

動販売機の設置台数、そしてその使用料はどう

なっているのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 知事部局の庁舎等

におきまして設置を許可しております自動販売

機の台数は、約260台でございます。使用料でご

ざいますが、地域により若干異なっておりまし

て、消費税を除いて１台当たり年額6,600円から

１万円ということになっております。

○新見昌安議員 知事部局だけでもこれだけの

台数があるわけであります。そのほかの教育関

係の施設あるいは警察関係施設まで含めると、

相当の台数があるんじゃないかと思います。先

ほど紹介した他県の取り扱いに当てはめてみる

と、すべての台数が対象にならないとしても、

かなりの収益が見込まれるのではないか。これ

はぜひ本県でも、自主財源確保という観点か

ら、同様の取り組みをしてはどうかと思います

けれども、これは知事に見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 厳しい財政状況の中

で、歳入の確保を図る手段の一つとして、県有

財産の利活用を推進する必要があると考えてお

ります。入札による自動販売機の設置につきま

しては、平成18年度の地方自治法の一部改正に

よりまして可能となったところでありますが、

収入の増加を図る上で有効な手段であることか

ら、庁内での設置状況や他県の事例について調

査を行ってきたところであります。自動販売機

については、その設置場所によって利用状況に

差があることや、設置の許可期限が異なってお

りますことから、個別の状況を踏まえながら、

現在、入札の導入方法について検討を進めてい

るところであります。

○新見昌安議員 ありがとうございました。か
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なり前向きな答弁だったというふうに評価をい

たします。しっかり検討して、早目の結論を出

していただければというふうに思います。

次に、防災・防犯対策についてです。

新型インフルエンザの発生・流行時において

も、県としての行政機能を維持し、県民生活に

支障を来すことがないように、職場における感

染対策あるいは継続すべき業務の選定、職員の

勤務体制、こういったものをあらかじめ定めて

おくのがＢＣＰであるというふうに思います

が、これは市町村においても同じじゃないかと

思います。県としては、この策定に向けて、市

町村にはどのような働きかけをしているのか、

総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 市町村の業務継続

計画、ＢＣＰにつきましては、市町村が住民サ

ービスの直接の担い手でございますことから、

県以上にその策定というのは重要であると考え

ております。したがいまして、市町村に対して

は、本年４月の県のインフルエンザ対策本部設

置のときに、本部長名で、国や県の行動計画を

参考にして万全の対策で取り組むよう要請をし

たところでございます。その後も、インフルエ

ンザ発生状況、国の運用方針等に加えまして、

県の対策本部の決定事項について、その都度情

報提供しているところでございまして、市町村

の状況についても随時連絡を受けるなど、相互

に密接な連携を図ってきたところでございま

す。

○新見昌安議員 パンデミックが現実のものに

なるかもしれないという危機意識のもと、しっ

かりと連携を図っていただきたいというふうに

思います。

ところで、ＢＣＰの策定は、行政機関のみな

らず、企業にとっても極めて重要であります。

そもそもこのＢＣＰは、企業などの組織におけ

るリスクマネジメントの一部であります。繰り

返しますけれども、大地震などの災害で被害を

受けても、重要な業務が中断しない、また中断

しても可能な限り短い期間で業務を再開できる

ようにするためのものであります。これができ

なければ、地域経済に大きな影響を及ぼすこと

にもなり、事業の縮小、最悪の場合は廃業にも

追い込まれることになるかもしれません。新型

インフルエンザの大流行もある意味、災害であ

ります。従業員や顧客の命を守り、会社を守る

ためにも、きちんとしたＢＣＰを策定すること

が重要でありますけれども、事業所等に対して

はどのような働きかけをしているのか、同じく

総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 事業所につきまし

ては、お話にございましたように、電力、ガ

ス、通信等のライフライン事業者に対して、本

年４月の県対策本部設置のときに、これは市町

村と同時でございますが、同じく本部長名で、

供給体制や備蓄の状況、流通対策などの確認を

行うとともに、重要業務の着実な継続のための

計画の策定等、万全の体制で取り組むよう要請

したところでございます。その後も、関係部局

を通じて、その都度情報提供をしているところ

でございますが、今後さらに、今議会で予算を

お願いしております「事業者向け業務継続セミ

ナー」を開催いたしまして、その意識向上を

図ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 県内の事業者の皆さんは、現

下の厳しい経済状況の中で、ＢＣＰにお金をか

ける余裕はないというところも多いんじゃない

かと思います。その意味では、先ほど提案の

あった今回のセミナー、意識づけとして大変有

効じゃないかと思います。ぜひとも実効あるも
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のになるよう取り組んでいただきたいというふ

うに要望いたします。

今回、新型インフルエンザの流行に備えての

ＢＣＰ策定に関して伺ったところでありますけ

れども、先ほども述べたように、本来のＢＣＰ

は災害発生を想定して策定するものでありま

す。県は災害発生時に、県民の生命・身体の安

全確保、被災者支援、こういったもののため

に、災害応急業務、復旧業務、こういったもの

をする責務を負っているわけであります。その

ためにも、ＢＣＰの策定は本当に重要であると

考えるんですけれども、全国的に見ても、策定

済みの地方公共団体は少数にとどまっていると

いう調査結果もあります。この業務継続計画、

ＢＣＰの重要性をどのように認識しておられる

のか、知事に伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 業務継続計画は、事

業者が、事業活動の全面中断を回避するため

に、あらかじめ欠かすことのできない業務を選

定し、緊急時に人的・物的資源をその業務に集

中投入するといった一連の対策を計画として取

りまとめるものであります。特に、ライフライ

ン機関や行政等の社会機能の維持にかかわる部

門にあっては、地域住民の生活に密接に関与し

ていることから、計画策定の重要性は極めて高

いものと認識しております。このため、新型イ

ンフルエンザを含め、災害・事故発生時にも対

応できる計画として充実を図る必要があると考

えておりますが、当面は、先ほど総務部長が答

弁しましたように、新型インフルエンザへの対

応を優先して、計画の充実整備に向けて努めて

まいりたいと思っております。

○新見昌安議員 よろしくお願いいたします。

次に、住宅用火災警報器についてであります

けれども、前回、県営住宅の設置状況について

も伺ったところです。その後、どんなぐあいで

すか、計画どおりに進んでいるでしょうか、お

伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成16年６月

の法改正により、設置が義務づけられました住

宅用火災警報器の県営住宅への設置につきまし

ては、全戸数約9,000戸のうち、既に設置済みま

たは解体予定のものを除く約7,700戸に対して、

平成20年度から22年度までの３年間で設置する

こととしておりましたが、計画を早めまし

て、21年度中には設置を完了することにしてお

ります。

○新見昌安議員 前倒しで取り組んでいただき

まして、ありがとうございます。

県営住宅にお住まいの、聴覚に障がいのある

方、あるいは耳が不自由な高齢者への配慮につ

いてはいかがでしょうか、同じく県土整備部長

に伺いたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 消防法では、

火災の発生を警報音等で知らせる警報器の設置

が義務づけられているところでありますが、聴

覚に障がいのある方や、高齢者等で耳が不自由

になられた方の場合には、音と同時に光や振動

を発生する補助装置が有効とされております。

このため県としましては、機種の選定に際し、

光や振動を発生する補助装置との接続が可能な

警報器を、全戸について採用したところであり

ます。

○新見昌安議員 これについても、優しい配慮

をありがとうございます。

防災・防犯対策について最後となりますけれ

ども、防犯ボランティア団体に参加されている

方々が２万人ということで、本当に自分たちの

地域の安全は自分たちで守るという熱い思いが

伝わってくるのではないかと思います。また、
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青パトの台数も388台ということで、これだけの

車が県内を走り回っていれば、犯罪抑止に一定

の効果もあるのではないかというふうに期待を

いたします。青パトを活用した防犯パトロール

の効果、これはどのように認識されておられる

か。また、防犯ボランティア団体に対する顕彰

はどのように行われているのか、警察本部長に

お伺いをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 青色回転灯装備

車両を活用した防犯パトロールにつきまして

は、視覚的なアピール度、それから機動力等か

ら、防犯効果は非常に大きいとされており、そ

の見守り活動によりまして、犯罪者を寄せつけ

ないといったこととか、地域住民の方に安心感

を与えるといった効果が大変期待できるという

ことで、全国で現在導入をされております。実

際にその活動に対しましては、地域の皆様方か

ら、「子供の登下校時にパトロールをしてくれ

ており、大変安心だ」とか、「顔見知りの人が

活動してくれているので親しみがわく」、そう

いった声が多く寄せられておりまして、地域安

全の推進に大変大きな効果を上げているものと

理解しております。また、防犯ボランティアに

対する顕彰状況でありますけれども、警察にお

きましては、毎年、防犯協会との連名によりま

して、多年にわたり防犯活動に尽力され、ある

いは犯罪の防止に顕著な功労があった団体や個

人の方に対して、表彰を行っております。ちな

みに本年は、合計68の団体と個人の方に表彰を

行っております。今後も、安全で安心なまちづ

くりを推進する観点から、功労のあった団体や

個人の方に対しては、適切に顕彰に努めてまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。

続いて、農林水産業の問題について伺いたい

と思います。

先ほどの野生鳥獣による農作物被害に係る答

弁、２億円近くの被害額にも驚いたところです

が、そういった被害が続けば、営農意欲にも影

響を及ぼしてしまうということで、看過できな

い問題じゃないかと思います。対策もいろいろ

講じてこられたと思うんですけれども、イノシ

シやシカといったものは電気さく等で防止でき

る。ただ、猿については、なかなか有効な策が

なかったと言われる中で、モンキードッグと呼

ばれる犬を育成して、農地にやってくる猿を追

い払おうという試みが全国的に広がっているよ

うでありますけれども、本県におけるモンキー

ドッグを活用した野生猿の被害防止への取り組

み状況はどうなっているか、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） モンキードッ

グでございますけれども、県では平成19年度か

ら、川南町の果樹園におきまして、猿を追い払

うモンキードッグの実証事業を実施していると

ころでございます。猿の目撃頻度が減少し、被

害が少なくなるなどの一定の効果が確認されて

おります。しかしながら、より効果的に被害を

防止するためには、広域的な取り組みが必要で

あるといったことから、県といたしましては、

モンキードッグの導入支援に加えまして、えさ

場や隠れ家となる耕作放棄地等の刈り払いや、

大規模な被害防止さくの設置など、地域や集落

ぐるみの総合的な取り組みに対しまして、支援

を行っているところであります。

○新見昌安議員 答弁の中では触れられません

でしたけれども、効果がある一方で、専門の訓

練士によるしつけ、あるいは飼い主による毎日

の訓練、こういったものも欠かせないというこ

とで、動物であるがゆえの手間や費用がかかる
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といった問題もあるというふうに聞いておりま

す。いずれにしても、被害防止のための一つの

メニューですので、川南町の実証事業の結果に

ついてもしっかり検証していただいて、一定の

効果が確認できれば、前向きに取り組んでいた

だければというふうに思います。

次に、国際減船についてでありますけれど

も、国は今年度補正予算に盛り込まれた地域活

性化・経済危機対策臨時交付金の活用事例の一

つとして、まぐろはえ縄漁業国際減船対策事業

というものを示しております。これは、減船が

地域経済に与える影響を緩和して、その足腰を

強化するために、スクラップ処分にする場合の

費用算定額の３分の１相当を単独事業として交

付することを実施する場合には、臨時交付金を

充当してもいいというものであります。今回の

減船は国際漁業再編対策の一環ということで、

本来ですと、不要となる漁船の処理費用につい

ては、全額国費で交付するのが筋ではないかと

いうふうに思うんですけれども、ここに至って

もそのような対応がなされていない以上、厳し

い漁業経営の状況に置かれている所有者の漁船

処理費用の負担を軽減してやるためにも、この

臨時交付金を活用すべきじゃないかと考えるわ

けですけれども、農政水産部長の見解を伺いた

いと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話にござい

ました漁船のスクラップ処分に係る国の交付金

は、処分費用の直接的な補てんではなく、廃船

することによって失われる利益を補償する性格

を有していると考えられますことから、実際の

スクラップ費用を十分賄える金額が交付される

見込みでございますので、県としての追加交付

は難しいと考えております。なお、厳しい状況

に直面しております本県水産業全体の経営改善

を早急に支援するため、今回、国が行う漁業緊

急保証支援対策の対象者に対しまして、県の利

子補給により総額40億円の低利融資を行う漁業

緊急保証対策資金利子補給金を本議会にお願い

しているところであります。この低利融資を通

じた資金融通の円滑化や金利負担の軽減を幅広

く行うことによりまして、漁業経営の安定化が

図られ、地域経済への影響も緩和されるものと

考えております。以上であります。

○新見昌安議員 次に、障がい者対策について

伺います。

障がい者用の駐車場の適正な利用を図る観点

から伺いたいと思います。公共施設やさまざま

な店舗、ホテル、この辺には身障者マークをつ

けた駐車場、現在では至るところで目にするよ

うになっております。この身障者用駐車場は、

身体に障がいのある方が施設を利用しやすくす

るように、出入り口に近いところに設置してあ

るわけですけれども、そのスペースはかなり広

くとっております。これは、歩行が困難なため

に車いすを使用しなければならない方が、車を

乗りおりする際にドアを全開にしなければなら

ないために確保してあるわけですけれども、障

がいのない方がそこに車をとめているために、

障がいのある方がとめられなくなるという話は

よく聞くところであります。

ところで、九州内においては、真に身障者用

駐車場を必要とする人に共通の利用証を交付す

ることで駐車場を利用できる人を明確にする、

いわゆるパーキングパーミット（身障者用駐車

場利用証）制度を導入している県があるようで

あります。佐賀県と長崎県は同じ名称のパーキ

ングパーミット制度、熊本県では内容はほとん

ど同じですけれども、ハートフルパス制度と言

うそうであります。当初は、それぞれの県の利
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用証は、それぞれの県内の協力施設でしか利用

できなかったようですけれども、今月１日に、

３県で利用証の相互利用に関する協定を締結し

たということが、佐賀県のホームページに載っ

ておりました。そこには、調印した後、にこや

かに握手を交わす３人の知事の写真があったわ

けですけれども、これに加えて、鹿児島県が同

様のパーキングパーミット制度を11月から導入

するようであります。宮崎県、何となく置いて

きぼりを食らっている感じがしますけれども、

本当に身障者用駐車場を必要とする方のための

この制度は、宮崎県でも導入すべきじゃないか

と考えます。知事の見解をお願いします。

○知事（東国原英夫君） パーキングパーミッ

ト制度は、身体障がい者用駐車場の不適正利用

を防止し、真に必要な方が駐車場を利用しやす

くすることを目的としております。実施してい

る県では、利用対象者を車いす使用者に加え、

内部障がい者、高齢者、妊産婦などで歩行困難

な方に広げ、利用証を交付しており、これらの

方にとりましてはメリットのある取り組みだと

考えております。しかしながら、利用者の増加

に駐車場整備が追いつかず、最も必要度の高い

車いす使用者が利用しにくくなる、利用証を持

たない障がい者などが利用できないなどの問題

点があるほか、駐車場設置者に新たな負担が生

じるなど、整理すべき課題もあるようでござい

ます。身体障がい者用駐車場の不適正利用は、

基本的にはマナーの問題と認識しております

が、今後、駐車場利用のあり方について、この

制度も含め、障がい者団体や駐車場設置者など

の意見を広く聞いてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 身障者用駐車場を必要とする

のは、車いすを使われている方はもちろんのこ

とですが、心臓や腎臓、直腸、小腸などに障が

いがある、いわゆる内部障がいの方たちも含ま

れております。内部障がいをあらわすものとし

て、ハート・プラスマークというものがありま

すが、これはまだまだ認知度が低いようであり

ます。要は、これらの活用も含めて、真に身障

者用駐車場を必要とする方たちが楽しく外出で

きるように、優しい目線で対処していただけれ

ばいいなというふうに要望いたします。

次に、医療問題についてですが、まず、女性

特有のがん検診推進事業についてであります。

先ほどの答弁によりますと、県内の状況は、ほ

とんどの市町村で来月ごろまでには無料クーポ

ン券配付が完了する見込みであるということで

ありました。推進に取り組んできた私たちとし

ても、ほっとしているところでありますけれど

も、がんで亡くなる人を減らすためにも、がん

検診の受診率を向上させ、早期に発見すること

が重要であることは、論をまたないところであ

ります。ところで、検診の実施主体は市町村で

すけれども、自分が住んでいる市町村内の医療

機関のみならず、他の市町村でも受診できるよ

うにするなど、県としても対象者が受診しやす

い環境づくりに取り組むべきじゃないかと考え

ますが、そのような観点から、市町村に対して

どのような働きかけをしておられるのか、福祉

保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県としまして

は、休日検診の実施など、女性の方が検診を受

けやすい体制の確保について、市町村に対し要

請するとともに、円滑に事業が実施できるよ

う、市町村への情報提供等を行ってまいりまし

た。また、受診者の増加に対応できるよう、検

診機関への協力を依頼するとともに、検診設備

を持つ医療施設を検診機関として追加登録した
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ところであります。今後も、この事業をきっか

けとして、女性特有のがん検診の受診率向上が

図られるよう、市町村や検診機関等と連携して

取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 今回の事業は、女性特有のが

ん検診の受診率が低いということから、経済危

機対策における未来への投資につながる子育て

支援の一環として、今年度補正予算に措置され

たものであります。ただ、これは今年度限りで

あります。私たち公明党としては、恒久的な制

度にするよう取り組もうとしていたやさきの残

念な下野であります。新政府におかれては、こ

の制度、ぜひとも継続して実施してもらいたい

と強く望むところであります。

ところで、この質問をまとめるために情報収

集をいろいろする中で、広島県が開設している

「広島がんネット」というホームページを見つ

けることができました。このトップページで

は、情報を「がんを知る」「がんの早期発見」

「病院を探す」「がんと向き合う」「広島県の

取り組み」といった５つに分類してありまし

て、例えば「がんの早期発見」では、市や町の

がん検診の実施内容や受診率をまとめておりま

すし、検診受診を勧めております。また、「が

んと向き合う」というコーナーでは、緩和ケア

の説明、相談窓口等を掲載しております。ま

た、胃がんとか大腸がん、そういったものを初

めとして、がんの種別メニューも盛り込んであ

りまして、がん情報を一元的に網羅してある、

なかなかすぐれたものであります。がん対策に

ついては、２年前の９月議会でも知事に多くの

観点から質問をしておりますので、県民に対し

ての一元的ながん情報の提供、本県も積極的に

取り組んでいくべきだと考えますが、知事の見

解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 「広島がんネット」

は、予防から終末期までに必要となる情報が、

ホームページ上で大変わかりやすくまとめられ

ているようであります。本県におきましては、

平成21年３月から、県庁ホームページ内に、

「みやざきのがん情報」として、宮崎県がん対

策推進計画や相談支援センター等の情報を掲載

するとともに、「がん情報ブログ」を設置し、

市町村のがん検診情報の発信を始めるなど、情

報提供の充実に努めているところであります。

今後、市町村や関係機関及び民間団体と一層連

携し、県民の皆様にとってわかりやすい情報が

一元的に提供できるよう、取り組んでまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 最後に、はしかの13歳と18歳

の予防接種率向上のためにお伺いをしようと

思ったんですが、先ほど聞きましたので結構で

ございます。

以上で終わります。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸であります。自由民主党からは最初

の質問でありますが、さきの総選挙で、自由民

主党、大敗をいたしました。自由を取れば民主

党であります。一昨日、民主党政権がスタート

いたしました。国民に対してどのような政治が

なされるか、不安を持ちながら見詰めていきた

いと思っております。

それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、一般質問を行いたいと思います。

まず、知事の政治姿勢について伺いたいと思

います。

知事が宮崎県知事に就任されて２年半が経過

いたしました。知事はこの２年半の間、厳しい

財政事情の中、入札問題を初め幾つかの課題の
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解決に、東国原流の手法で取り組みを進められ

てまいりました。私たちは、知事の行政経験の

なさを危惧し、芸能人という経歴に県組織の

トップリーダーとしての権限行使、組織の運営

手腕、財源をどう生み出すか、さらに財源をど

う活用していくのか、そしてまた、国との関係

はうまくいくのかなど、真剣に心配をいたした

ところでございます。知事の評価は、その任期

の４年間をもってなされるべきとも考えますの

で、きょうは評価をいたすことは控えますが、

知事の日誌、ブログにも書いてありましたが、

起承転結、この「転」が深い意味を持って拡散

し、思わぬ方向へ転じ、いささか県政への就任

時のひたむきさが薄れてきたのではないかと感

じております。

さて、今、我が国や私たちの宮崎県がどのよ

うな状況にあるか、このことを的確にとらえ、

正確にとらえることが必要であり、重要な時期

にあると思います。周りが次々にやめていく中

で、より高い報酬を目指し転職した介護福祉

士、企業倒産や派遣の契約切れなどでやむなく

職を探さなければならない若者たち、さらにま

た、手塩にかけて育てた農産物の価格の低さ、

そして高齢者医療制度の適用に怒りをあらわに

される高齢者の人々、年金制度を揺るがすずさ

んな社会保険行政、そしてまた、先行きの見え

ない障がい者支援行政、そして11年連続して自

殺者は３万人を超え、宮崎県は自殺率全国第４

位であります。国民、県民にこんな思いをさせ

て本当に申しわけない、政治に携わる者、行政

に携わる公務員は、この思いに駆られなければ

ならないと思うのであります。特に、政治家が

一層この思いを強くしていかなければなりませ

ん。生活格差、労働格差、教育格差が拡大し、

強い者が勝つのは当たり前の論理がまかり通っ

ております。このことが国民から政治に対し課

題として強く今求められ、今回の総選挙の結果

を導き出したと言っても過言ではないと思いま

す。既に日本は、主要国では下から４番目の格

差大国になっていると言われております。中

国、ロシア、アメリカに次ぐ格差大国になるな

ど、ほんの10年前、国民のだれが予想したで

しょうか。

長期にわたり政権を担ってまいりました自由

民主党の地方議員の一人として、自戒の念を込

めて申し上げますが、私たちは、国民生活を守

るセーフティネットを整備することなしに、市

場万能、弱肉強食の政治を推し進めてきた結

果、日本の社会は公正さが失われ、あらゆる分

野で格差が拡大したのではないかと考えており

ます。今こそ、国民、県民一人一人が落ち着い

た生活の営みを守り、安心して将来が見通せる

施策の展開が必要なのではないでしょうか。そ

こで知事にお伺いいたします。県経済の一つの

バロメーターであります県民１人当たり所得

が46位である現状をどう感じているのか、また

今後どう対処していくのかお尋ねいたしたいと

思います。

次に、市町村合併に関する質問をさせていた

だきます。

本年６月16日に、政府の地方制度調査会が、

平成11年から国主導で推進してきた平成の大合

併について、自治体の行財政基盤強化に一定の

成果があり、現行の市町村合併特例法の期限で

ある来年３月末で打ち切るとした答申を取りま

とめ、新聞発表されました。この答申内容によ

りますと、平成11年３月末に3,232あった市町村

が、来年３月23日時点では1,760と、ほぼ半減す

るとのことであります。また、この答申では、

地方分権の受け皿としての行政体制が整備され
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つつあり、財政基盤が強化され、少子化・高齢

化対策などが行われていると一定の評価をして

いる反面、合併により市町村の規模が大きくな

り、住民の声が届きにくくなっている、地域の

伝統・文化の伝承発展が危うくなるなど、合併

による懸念が現実化している地域もあるとのマ

イナス面も指摘されております。

本県におきましては、この平成の大合併によ

り、44市町村が現在28市町村に減少しておりま

す。我が地元清武町も、来年３月23日をもちま

して宮崎市に合併されることになりました。昭

和25年、清武村から清武町になりまして60年、

その歴史がついに終わるのであります。何とな

く寂しい気がいたします。市に吸収された町村

におきましては、５年間は特例区になるとのこ

とでございますが、当然旧役場の職員数は減ら

されるわけでございまして、当然事務量も減る

わけでございます。そうなると、地元業者の事

務量も減り、飲食業関係にも影響が出ることで

しょう。合併した影響で町が廃れるようなこと

があってはならないと思っておるわけでござい

ます。市町村合併支援室をつくり、国と一緒に

なって合併を強力に推進してきた県としまして

は、合併後において、周辺町村が寂れないよう

に、地域の伝統・文化が伝承発展できるよう

に、住民サービスが低下しないように、新市に

対して指導監督する必要があろうと思っており

ます。そこで、総務部長、知事にお伺いをいた

したいと思います。既に平成の大合併で合併し

た本県の市町村におきまして、旧町村で合併の

影響により倒産に追い込まれた業者がいるかい

ないか。また、住民サービスが低下したとか文

化・伝統が守りにくくなっているとかの追跡調

査は行っているかどうか。

また、合併後の市に対して、今後の指導監督

はどのように行うのか、具体的な答弁をお願い

いたしたいと思います。

次に、新規就農者に関してお伺いいたしま

す。

今年６月に九州農政局から発表されました九

州農業白書によりますと、九州では認定農業者

数が2008年12月現在で５万1,188経営体となって

おり、全国の21％を占め、ブロック別では１位

を誇っております。県別には、熊本県が１

万1,309経営体で全国３位、鹿児島県が8,878経

営体で全国５位、宮崎県は8,840経営体で全国６

位でございます。特に鹿児島県と宮崎県が最近

大きくふえているとのことでございまして、こ

れは非常に喜ばしいことだと存じております。

一方、先月13日に農水省が、2008年度の新規就

農者が前年に比べ約２割減少し、６万人にとど

まったと発表されております。新聞報道にあり

ましたように、2008年は肥料や燃料などの生産

資材価格の高騰に加え、消費の低迷で農畜産物

販売価格も低迷し、新規就農者の受け皿となっ

てきた施設野菜や花、茶、畜産経営などの景況

感が悪化したことが、このような結果になった

のでありましょう。

しかしながら、我が国農業の基本である地域

農業を維持発展させていくためには、農業後継

者である自営農業就農者を確保するのが重要な

課題だと思っておるのであります。後継者の就

農率が低下したのは、他産業並みの給与を後継

者に支払うことが困難であることも影響してい

ると思われます。したがいまして、国や県とし

ましては、政策的な手当てを行い、農業後継者

に裏づけのある経営展望や将来性を示す必要が

あるのではないでしょうか。既に宮崎県では、

高鍋町に広大な敷地を有する県立農業大学校を

設立しており、農業後継者育成に取り組まれて
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おります。また、７月の新聞で開講式の模様を

拝見いたしましたが、高校卒業者以外にも、み

やざき農業実践塾として、県内外を含めた脱サ

ラ、Ｕターン、Ｉターンなどの方々を対象にし

た新規就農者育成を実施されております。今年

は20名も入塾されたとのことでございます。そ

こで、農政水産部長にお伺いいたします。本県

における新規就農者数及び農業大学校卒業生の

就農率は過去５年間でどのように推移している

のか。

また、低迷を続けているのであれば、就農率

を上げるために、どのような施策を講じられる

のか、お答え願いたいと思います。

次に、企業の農業参入及び農地制度改正関連

問題についてお伺いいたします。

国では、農業従事者の６割を65歳以上が占め

ており、耕作放棄地が農地全体の約６％となっ

ている現状を踏まえ、効果的及び効率的な農地

の利用を目指すため、本年６月17日に農地法の

改正法案を可決成立いたしました。改正の最大

ポイントは、農地の利用権を原則自由にすると

いうことであります。改正前は、所有・利用と

も農業者あるいは農業生産法人に限られていた

のでありますが、改正後は、利用について、一

般企業やＪＡ、ＮＰＯ法人にも認めるというこ

とであります。当然、外国資本でも賃貸契約で

きるのであります。ただし、企業が借地する場

合には、役員１人以上が常時農作業に従事する

ことや、農業委員会の許可に当たっては、市町

村が関与するなどの要件が付加されておりま

す。

今年６月発表されました九州農業白書でも、

近年、農外からの企業参入が九州では増加して

おりまして、2009年３月現在で、43法人が126ヘ

クタールで農業を経営しているとのことであり

ます。耕作放棄地拡大に歯どめをかけ、食料自

給率の向上を目指すためには、今回の法改正

は、平成の農政改革前進に向けた第一歩である

と受けとめているところであります。既に大手

企業が農業参入している地元では、「雇用拡大

で地域農業全体が活気づく」という意見もある

一方、「もうからなければ撤退し、農地が荒

廃、逆に利益が出れば農地を買いあさり、規模

拡大を目指す地元の担い手と競合するのでは」

といった声もあるようでございます。そこで、

農政水産部長にお伺いいたします。本県におけ

る企業の農業参入の実態はどうなっているの

か。

また、法改正に伴い、賃貸での企業参入を認

めるかどうかの判断や、適正な利用がなされな

い場合の許可の取り消しなど、今後、市町村農

業委員会の業務が複雑・多岐にわたることが予

想されますが、改正農地法の施行に当たって、

どのように市町村の農業委員会の指導監督を行

われるのか、お答えください。

次に、食農教育問題に関してお伺いいたしま

す。

食農教育に関しましては、平成17年に食育基

本法が制定され、国としては、食料自給率の向

上、農山漁村活性化などを目指して、農林漁業

体験活動の促進、学校給食における地産地消の

推進などに取り組んでいるところでございま

す。食及び農は、その国の重要な産業であると

ともに文化であります。その意味から、子供の

うちから食の大切さを教え、健全な食生活の実

現を図るとともに、都市と農山漁村の交流を深

め、地域社会の活性化、豊かな食生活の継承を

図ることで、最終的には食料自給率を向上させ

るというこの食育推進運動は、極めて意義深い

ものだと思っております。
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さらに、国では平成20年度から、農山漁村で

の長期宿泊体験を推進する「子ども農山漁村交

流プロジェクト」を進めており、２万3,000の小

学校の約120万人が１週間の民泊を体験するとの

ことであります。また、全国各地の小中学校で

農業・農村体験を実施しているところがふえ、

高校生の農業体験型修学旅行もあるそうで、い

ずれも生徒には好評のようであります。農業・

農村の教育的機能も高いとの調査結果もあるそ

うでございます。

これは８月の農業新聞に載っていた記事であ

りますが、高知農業高校では、「孫600人の援農

隊」と名づけ、600人の生徒を市内の高齢農家に

派遣する校外実習事業を今年から始めたそうで

あります。暑い中、稲刈りの作業を手伝ったそ

うでありますが、高齢で農繁期の労働力が不足

している農家を援助するとともに、高齢者から

の知恵を受け継ごうということがねらいだそう

であります。この制度を県内でもぜひ導入して

ほしいものであります。そこで、農政水産部長

及び教育長にお伺いいたします。県におきまし

ても、平成18年度から22年度までの食育推進計

画を作成しておられますが、具体的な施策及び

現在までの進捗状況はどうなっているのか、農

政水産部長にお尋ねいたします。

また、本県におきまして、高知農業高校が取

り組んでいるような校外実習事業は取り組めな

いものか、教育長にお伺いいたしたいと思いま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕お答えいたし

ます。

県民所得についてであります。１人当たり県

民所得は、雇用者報酬、企業所得、財産所得の

合計を県の総人口で除したものでありまして、

必ずしも個人や家計の所得水準を示すものでは

ありませんが、御質問にありましたように、平

成18年度の本県の全国順位は46位となっており

ます。なお、その主な要因は、人口に比較して

企業所得が少ないことが考えられます。豊かさ

や暮らしやすさをあらわすものとしては、物価

や住環境、自然など、さまざまな要素があり、

県民所得だけが唯一の指標であるとは考えてお

りません。しかしながら、県民所得が地域経済

の水準を総合的に示すものであることは事実で

ありまして、本格的な少子高齢・人口減少社会

を迎える中で、県民生活の一層の充実を図るた

めには、県民所得の向上に向けた取り組みも大

変重要であると認識しております。このため、

基幹産業である農業の活性化や太陽光発電の拠

点づくりといった本県の強みや地域特性を生か

した新たな分野の産業集積など、県民の所得の

向上につながる施策を展開してまいりたいと考

えております。

続きまして、合併後の新市町への対応につい

てであります。県におきましては、合併後の速

やかな一体性の確立と均衡ある発展が図られる

よう、合併市町を総合的に支援しているところ

であります。具体的には、市町村合併支援交付

金や国の支援策の活用等による支援を行います

とともに、合併後の事業計画であります市町村

建設計画や合併市町村基本計画に位置づけられ

ました県事業の優先採択、重点投資等に努めて

いるところであります。合併市町に対しまして

は、今後とも、合併後の新たなまちづくりを積

極的に支援してまいりますとともに、適切な助

言に努めてまいりたいと考えております。な

お、新宮崎市におかれましては、これらの支援

・助言に加え、合併特例区の設置や総合支所の
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効果的な活用などにより、住民サービスが低下

しないよう、また、地域の文化・伝統が継承発

展できるよう、十分御検討の上、取り組まれて

いかれるものと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

市町村合併の影響についてでございます。御

指摘の課題等につきましては、個々具体的な事

例としては聞いておりませんけれども、地域に

勤務する職員数の減少あるいは行政改革等によ

る住民サービスの見直しを、合併のマイナス面

としてとらえられるケースもあるというふうに

聞いております。また、建設投資の大幅な減少

や最近の急激な景気の悪化等によりまして、建

設産業等が厳しい状況にあるということは認識

しておりますが、合併の影響を直接受けた事例

について把握することは難しいと考えておりま

す。県におきましては、合併市町の訪問あるい

は担当者会議の開催等によりまして、合併に係

る諸課題等について意見交換を行っているとこ

ろでございますが、今後とも、合併市町と連携

しながら、合併後の効果や課題の把握に努めて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、本県における新規就農の状況について

でございます。本県における過去５年間の新規

就農者につきましては、最も多い年で平成18年

の243名、最も少ない年で平成19年の190名とい

うことで、おおむね200名前後の水準で推移して

おりまして、ここ５年間で合計で1,120名となっ

ております。また、農業大学校卒業生の就農率

は、卒業後直ちに就農する者と研修後に就農す

る者を合わせますと、最も高い年で平成18年度

の65％、最も低い年で平成16年度の49％と、全

国平均の38％を上回る60％近い就農率で推移し

ております。

次に、就農率を上げるための取り組みについ

てでございます。農業大学校につきましては、

昨年度、今後の基本的な方向を整理しまして、

「たくましい実践力を備え、即戦力となる農業

者の育成」を基本方針として掲げたところでご

ざいます。この中で、就農率を上げるための主

な取り組みとしましては、学生の希望する資格

取得や就農準備に向けたきめ細かな指導助言を

行う就農コーディネート担当を配置しますとと

もに、大規模経営の担い手や農業法人が求める

人材を育成するため、アグリビジネス学科を来

年度から新設するなど、就農に向けた支援体制

の充実強化やカリキュラム・学科の再編を行う

こととしております。今後とも、確実に就農へ

とつなぐ仕組みを構築し、即戦力となる農業者

の育成に努めてまいりたいと存じます。

次に、企業の農業参入についてでございま

す。本県におきましては、御指摘のございまし

た九州農業白書にございます農地リース方式で

の参入の例はございませんけれども、地場企業

を中心に本年１月現在で58法人が参入してお

り、業種別では建設業からの参入が、また作目

別では野菜の経営が最も多くなっております。

地域の雇用の受け皿として農業の果たす役割が

注目され、全国的にも資本力・経営力のある企

業の農業参入が進んでおりますが、こうした取

り組みがしっかりと地域に根差して、本県農業

や農業者を活性化させる視点で進めることが大

切でございます。県といたしましては、既存の

農業法人やＪＡ等と連携し、地域における調和

や発展が図られる形での参入となりますよう

に、積極的に支援を行ってまいりたいと考えて
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おります。

次に、市町村農業委員会への指導についてで

あります。今般の農地制度の見直しにおきまし

ては、優良農地を確保し、その有効利用を図る

ための新たな措置としまして、農業に参入した

企業が農地を適正に利用していない場合の許可

の取り消しや、農地の利用状況調査の実施、農

地の相続が行われる場合の届け出の受理など、

農地利用に関する監視業務が追加され、農業委

員会の果たす役割がより重要になったところで

あります。県といたしましては、これらの新た

な業務がすべての農業委員会において確実かつ

円滑に実施されるよう、きめ細かな指導助言や

研修を行いますとともに、増加する業務の軽減

を図るための農地情報システムの導入・活用な

どを積極的に支援してまいりたいと考えており

ます。

最後に、食育の推進についてであります。県

では、「宮崎県食育推進計画」に基づきまし

て、関係部局が連携しながら食育の推進を図っ

ております。具体的には、例えば農政水産部に

おきましては、食と農の身近な関係づくりを図

る観点から、学校給食における地場産物の利用

促進や子供たちが一連の農作業を体験する教育

ファームの設置などの、家庭・学校・地域等に

おける食育への取り組みを支援してきたところ

であります。計画の進捗状況でありますが、学

校給食における地場産物の利用割合や農業体験

者数が増加するなど一定の成果が見られる一方

で、市町村における食育推進計画の策定が十分

に進んでいないなどの課題も残されているとこ

ろであります。このため、今後とも、食育の意

義について県民に対する理解促進に努め、県民

運動として自発的な活動が展開されるよう、計

画の推進に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

農業高校における校外実習への取り組みにつ

いてであります。県内の農業高校におきまして

は、本県の基幹産業であります農業の担い手を

育成するために、栽培や飼育、加工、流通、販

売までの一連の学習を通じて、生徒に基礎的・

基本的な知識や技術を習得させますとともに、

農業に対する理解を深めさせているところであ

ります。この過程におきまして、経営面も含め

先進的な技術を持つ農家や農業生産法人等の御

協力をいただきながら、実践的で実体験を伴う

校外学習を積極的に取り入れてきております。

さらに、学校によりましては、地域に根差した

さまざまな農業関連の取り組み、例えば棚田保

存会による農作業体験や里山づくり、地域食文

化の継承などに生徒を参加させることで、地域

で長年培われてきました、いわゆる農村文化に

触れる体験を与えているところであります。御

紹介にありましたような「孫600人の援農隊」、

大変ネーミングもすばらしいと思いますけれど

も、このような高知県を初め他県の取り組みも

参考にしながら、今後とも、地域や農業関係団

体等との連携のもと、校外学習をさらに進める

ことによりまして、本県農業・農村の将来を支

えるたくましい人材の育成を図ってまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○河野安幸議員 民主党のマニフェストについ

て、知事にお伺いいたしたいと思います。

財源のはっきりしていない子ども手当月額２

万6,000円を、知事としてどのように思っておら

れるのか、お伺いをしておきたいと思います。

次に、高速道路の無料化についてもですが、

どのようにお考えになっているのかお伺いした



- 187 -

平成21年９月18日(金)

いと思います。これにつきましては、運送業界

に言わせますと、高速道路が一般道路化になり

ますと、混雑が予想され、宮崎の農産物が関東

・阪神方面の市場に時間どおりに着かないとい

うような心配もあるようでございますから、お

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 子ども手当につきま

しては、子育ての経済的負担の軽減につながる

ものとして期待を持たれている方も多くおられ

るようでありますが、その一方で、多額の財源

を要することや所得制限を設けないことなどか

ら、一部で疑問の声が上がっているのも事実で

あります。財源や支給方法など詳細につきまし

ては、現段階では明らかになっておりません

が、今後、国会等において、予算化に向けた議

論が始まることとなりますので、県といたしま

しては、国の動向を注視してまいりたいと考え

ております。

次に、高速道路の無料化についてでありま

す。民主党はマニフェストで高速道路の無料化

を掲げておりますが、その具体的な内容はまだ

不明確でありまして、特に本県の東九州自動車

道門川―西都間のような現在建設が進められて

いる区間については、今後どのように進められ

ていくのか、大変憂慮しているところでありま

す。また、高速道路の無料化は、これまでその

利用者の通行料金によって成り立っている高速

道路の制度を、広く一般から徴収される税金で

賄うこととする施策の大きな転換であること

や、流通コストの削減、観光客の増加などによ

る経済効果がどの程度あるのか、一方で鉄道や

海上輸送などの運輸産業への影響、環境への影

響などがどの程度あるのかといったさまざまな

点において、慎重に議論されるべきものと考え

ております。

○河野安幸議員 次に、教育長にお伺いをいた

したいと思いますが、公立高校授業料の実質無

償化が行われた場合に、県費支出は伴わないの

か。

そしてまた、この制度をどのように教育長と

してお考えなのか、お伺いいたしたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、県費支出に関

してでありましたけれども、民主党のマニフェ

ストによりますと、「公立高校生のいる世帯に

対し、授業料相当額を助成し、実質的に授業料

を無料とする」とされております。この制度の

創設及び創設された場合の財源や仕組みにつき

ましては、今後、議論がなされていくものと存

じますので、現在の段階で確定的なことを申し

上げられる状況にはありませんけれども、創設

をされる場合には、実質的な県費負担が生じな

いよう期待したいと存じております。

それから、どのように考えるかということで

ありますけれども、県教育委員会における取り

組みといたしましては、県立高等学校等在学生

のうち経済的に困難な家庭に対しましては、現

在、授業料減免制度で対応しているところであ

ります。公立高校授業料無償化の詳細につきま

しては、先ほど申し上げましたとおり、明らか

にはなっておりませんけれども、民主党のマニ

フェストによりますと、家庭の状況にかかわら

ず、高校生が安心して勉学に打ち込める社会を

つくるという政策意図のもとに、同党のマニ

フェストに盛り込まれたものというふうに認識

をいたしております。以上です。

○河野安幸議員 次に、県土整備部長にお伺い

をいたしたいと思います。高速道路が無料化に

なれば、今、供用の高速道路の維持管理費はど

こが負担するのか、お伺いいたしたいと思いま
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す。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在、高速道

路の有料区間における維持管理費は、高速道路

株式会社の料金収入により賄われております

が、民主党のマニフェストでは、高速道路の無

料化を実施するための具体的な内容はまだ不明

確でありまして、無料化後の高速道路の維持管

理費をどこが負担するかについては示されてお

りません。県としましては、県の負担がどうな

るかなども含め、今後の動向を十分注視してま

いりたいと存じます。

○河野安幸議員 マニフェストについては終わ

りますが、再度、県土整備部長にお伺いいたし

たいと思います。国道269号線清武町正手交差点

は、依然、渋滞が激しくなるばかりでありま

す。通行者の半分は、正手交差点、いわゆる高

岡郡司分線、清武停車場線の交差点でございま

すが、役場方面へ左折する車が半分おるわけで

ございまして、コカ・コーラの跡地が空き地の

うちに専用の左折帯の設置をできないものか、

これは要望として町も上げておるようでござい

ますが、部長の考えをお聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 国道269号正手

交差点付近につきましては、昨年７月の加納バ

イパスが開通して以降、交通量が増加しており

ます。特に朝夕の通勤時には、宮崎方面から田

野・清武方面に向かう車両により混雑をしてお

ります。この交差点の交通解析をしましたとこ

ろ、田野町方面への直進車と清武町役場方面へ

の左折車の混在による影響がやはり大きいと判

断されます。したがいまして、御質問の左折車

線の設置について、検討してまいりたいと考え

ております。

○河野安幸議員 ありがとうございました。

次に、清武町船引川の改修についてお伺いい

たします。船引川につきましては、数年前、国

庫補助による改良計画がなされておりました。

そして、一部は用地買収も県のほうでなされて

おるようでございますが、その後どうなってお

るのか、県土整備部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 船引川につき

ましては、平成13年度までに、清武川の合流点

から県道高岡郡司分線の島内橋上流までの460メ

ートル区間につきまして、国庫補助事業で河川

改修が完了しております。これより上流につき

ましては、県の単独事業により河川改修を進め

ていたところでありますが、用地取得の困難な

箇所があったために、平成16年度から事業を中

止しております。現在、県では、限られた予算

の中で、大規模な浸水被害が発生いたしました

箇所において、重点的に河川改修を実施してい

るところであります。このようなことから、船

引川の抜本的な河川改修に早期に着手すること

は難しいと考えておりますが、今後、浸水状況

の把握や用地取得について、地元との調整を

図ってまいりたいと考えております。

○河野安幸議員 ありがとうございました。

最後になりますが、先ほど、農政水産部長の

答弁にありましたが、農業大学校にアグリビジ

ネス学科を来年から新設するとお答えいただき

ましたが、これは具体的にどのような学科なん

でしょうか、お伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） アグリビジネ

ス学科には、一応２つのコースを設けることと

しております。１つは、農業法人などの企業的

な経営を担う人材を育成しようということで、

大型農場の栽培技術とかあるいは経営管理など

を体系的に学習する大規模経営コースを予定し

ております。それからもう１つは、みずからの

経営の中で、加工販売とかあるいはグリーンツ
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ーリズムなどの地域資源を活用した新たな取り

組みを担う人材を育成するため、加工の知識と

か技術、直売所の経営などを体系的に学習する

グリーンライフコース、この２つのコースを一

応設けることとしております。以上です。

○河野安幸議員 それぞれ御無理な質問をさせ

ていただきましたが、御答弁いただきまして、

ありがとうございました。

以上で質問を終わります。（拍手）

○井本英雄副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 議長から発

言の許可をいただきましたので、一般質問をさ

せていただきます。

一昨日、民主党、社民党、国民新党から成る

鳩山新政権がスタートしました。大型公共事業

の中止、後期高齢者医療制度の廃止、国の出先

機関の原則廃止、暫定税率廃止などなど、これ

までの政策が次々に中止、廃止となるようであ

ります。本県に与える影響が心配されるところ

であります。

それでは初めに、知事の政治姿勢についてお

伺いをいたします。今議会、代表質問で何人も

質問がありましたが、確認の意味を含めまして

お伺いをいたします。

今回の衆議院議員選挙で、自由民主党は、公

示前の300議席から119議席と歴史的な敗北、一

方民主党は、480議席のうち308議席をも獲得

し、公示前の勢力図が逆転したわけでありま

す。連立をする社民党、国民新党及び無所属議

員で民主党系議員を含めると、３分の２以上で

ある320議席を超えることになります。また、自

主財源比率が３割しかない本県にとっては、国

からの財源が来ないとにっちもさっちもいかな

い状況であります。これまでは、国のいわゆる

官僚との関係で、ある程度県の事業も調整可能

であったかもしれませんが、今後は民主党政権

であります。脱官僚を旗印に選挙戦を戦ってこ

られた経緯を考えたときに、今後は、政府・与

党、つまりは民主党との関係が宮崎県のために

は重要になるのであろうと考えます。そのよう

な中、御自身を「自民党総裁候補に」などとい

うような条件をつけられた知事は、明らかに自

民党寄りであると考えますが、今後、政府・与

党である民主党とどのように接していかれるの

か。さらには、民主党の中に人脈を持っておら

れるのか、まずお伺いをいたします。

以下、自席で一問一答にて質問をさせていた

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。

私が自民党寄りだという御意見であります

が、さきの総選挙における私の行動は、しっか

りした２大政党制が我が国に根づくために、自

民党に自己変革を求めたものでありまして、私

は知事として、中立、不偏不党という立場に変

わりはございません。

また、新政権に対しましては、県勢発展のた

めに、県選出国会議員の皆様と連携し御協力を

いただきながら、あらゆる機会をとらえて地方

の実情、地方の声を訴えていきたいと思ってお

ります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。
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次に、知事は地方分権・道州制を高らかにう

たっておられますが、現在の行財政や税制のシ

ステムのままで地方分権及び道州制になって

も、税収などの自主財源も人口も少なく、ま

た、国庫補助を初めとする国の関与が深い事業

に頼っての県政運営が行われているのが目に見

えております。こういう状況を考えたときに、

ますます地域間格差を生んでしまうのではない

かと心配するものであります。私は、現在の国

と地方の役割分担を明確にする必要があると考

えます。国の役割は、外交、防衛、危機管理、

治安、エネルギーや通貨などの国の根幹にかか

わるものに限定し、全国一律の基準でなく、住

民に一番近い行政が住民のニーズに応じてサー

ビスを行うシステムをつくることが地方分権で

あると考えます。いずれにせよ、三位一体の改

革のような、国に地方がだまされないように、

自治体間の財政格差の拡大、地方の直面してい

る財源不足に対応するために新たな財政調整、

財源確保の制度を創設するとともに、地域間の

格差を是正する意味からも、財政力の弱い地方

の自治体に手厚く財政措置が行われるような制

度とすることが必要であります。財源を含めた

権限の移譲でなければ地方分権の意味がないと

考えますが、知事の考えておられる地方分権、

道州制とはどのようなものをイメージされてい

るのか、目指す方向性も含めてお伺いをいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 地方分権改革は、明

治以降続いてきました中央集権体制から脱却を

し、住民目線での政策の決定・運営がなされる

地域主権国家への改革を進めるものと考えてお

ります。そのためには、国と地方の役割分担を

明確にした上で、国から地方への大胆な権限移

譲を行うことにあわせて、地方の自立的な行政

運営を支える税財源の確保・充実を図ることが

不可欠であります。この税財源の問題について

は、現在、地方分権改革推進委員会において最

終勧告に向けた検討が進められておりますが、

まずは、国と地方の税源配分を５対５にするこ

とや、地方交付税の復元・増額あるいはその算

出方法の見直しを行った上で、地方消費税等の

偏在性の少ない地方税源の拡充を図ることが必

要だと考えております。いずれにしても、地方

分権というものは、国から与えられるものでは

なく地方からかち取るべきものだと考えており

ます。

また、道州制については、行政権、立法権、

財政権を兼ね備えた地方政府の樹立を目指すも

のでありまして、地方分権改革の最終形となり

得るものと考えております。いずれにしまして

も、本県のような地方にとって、またそこに暮

らす住民にとって真にメリットのある改革を進

めていかなければいけないと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。地

方分権を進める上で重要なこととして述べられ

たように、地方の自立的行政運営を進めていく

ためには財源の確保が重要であり、道州制も含

めて本県にメリットのある改革となるために

も、知事には頑張っていただきたいと思いま

す。要望にしておきたいと思います。

次に、知事の後援会主催の政治資金パーティ

ーについてお伺いをいたします。この後援会パ

ーティーについては、９月12日の知事のブログ

を読ませていただき、御自身悩んでおられるこ

ともわかっておりますが、政治資金法第８条の

２項に規定されているパーティーということ

で、合法的なパーティーでありますから何も問

題があるわけではありませんが、数点お聞かせ

をください。
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これまでの議会でもたびたびこの件につきま

しては取り上げられていますが、今議会が10日

に開会され、翌日となります11日に宮崎観光ホ

テルにて、会費１万円で、演題「定番・定着化

県民総力戦」ということで講演会並びにパー

ティーが開催されたようであります。まず、知

事の指示で開催されるものなのか、御自身の後

援会が知事の日程を勘案しながら開催されるも

のなのかお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 後援会は、私の政治

活動を支え、県民の方々とのパイプ役にもなっ

ておりまして、重要な役割を果たしているもの

と考えております。しかしながら、全県１区の

組織でもありますことから、後援会を維持する

ためにはそれなりの費用が必要となります。個

人献金や会員収入では賄えないことから、いわ

ゆる政治資金パーティーも開催させていただい

ているところであります。このパーティーは、

県民の方々と直接意見交換を行う場であり、ま

た県政応援への感謝の気持ちを伝える貴重な機

会でもあります。お尋ねの件につきましては、

後援会が主体的に企画しておりまして、私と相

談した上で公務に支障のない日程で実施させて

いただいております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、これまで県内、県外何回ずつ開催され

たのか。さらには、これまで何人の方が参加し

ていただいたのかお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 知事就任以降、県内

で19回、県外で２回、計21回開催させていただ

きまして、合計約１万人の方々に参加していた

だいております。ちなみに、パーティー収入の

うち約半分は開催経費に充てられておりまし

て、実際の後援会の収益は大体約半分、残りの

半分ということです。このパーティー１回当た

りの平均収益は約290万円となっております。人

件費など後援会の１カ月分の運営費がおおよ

そ300万円ぐらいですので、ほぼそれで消えてし

まうということでございます。

○宮原義久議員 それでは次に、パーティー券

の販売方法はどのように販売しておられるのか

お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 基本的には、後援会

が会員や団体、企業等に御案内を差し上げまし

て、開催の趣旨に賛同し出席の御返事をいただ

いた方に購入していただくという方法をとって

おります。

○宮原義久議員 次に、パーティー券に関して

ですが、知事の後援会の方々が、各種県内の団

体へパーティーへの参加、つまりパーティー券

購入の依頼をしておられるようでありますが、

「しがらみのない」ということを標榜されて選

挙も戦ってこられたし、知事御自身の姿勢もそ

うであったというふうに思いますが、知事の後

援会の方がパーティー券の依頼を各団体、つま

り県と密接に関係のある団体へ依頼をされるこ

とは、団体からすれば知事サイドからの圧力と

なりませんか。知事にお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、特定の政党や

団体の支援を受けずに、「しがらみのない県

政」を基本的政治理念としまして県民の皆様に

お約束をさせていただき、知事に就任させてい

ただきました。先ほど申し上げましたとおり、

いわゆるパーティー券は趣旨に賛同していただ

いた方々の自由意思で購入していただいており

ますので、議員が御指摘のようなことはないと

考えております。なお、後援会も十分認識して

おりますし、私も日ごろからそのようなことが

ないよう指示させていただいておるところであ
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ります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。言わ

れるように、直接知事の後援会の方から各団体

のほうに、こういう企画をやりますということ

で案内が行くようであります。ただ、行って、

直接返事が後援会のほうに返れば問題はないの

かなというふうに思うんですが、会場の都合、

人数の都合の把握もあるでしょうから、「出席

のほうはいかがでしょうか」、買ってくれとと

られるような再度の電話連絡等があるというこ

とを聞かせていただきましたので、そうなると

圧力になるんじゃないかなというふうな考えが

ありましたので、質問させていただいたところ

であります。

次に、１万円のパーティー券を購入すること

で、一般の方にすれば、知事に直接会えます

し、写真も一緒に撮ってもらえる。知事の人気

でありますからできることだというふうに思い

ます。とても私どもには無理だと思います。１

万円のパーティーもいいと思うんですが、１万

円出せない県民の方が多いわけであります。政

治資金パーティーだけでなく、市民会館や各種

ホールを知事御自身の後援会で借り上げての講

演会を開催されたことがあるのか、お聞かせを

いただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 議員の言われる方法

で講演会を開催したことは、恐らくなかったと

思います。私は、県民目線、現場主義で県政運

営に当たっておりますことから、政務活動の中

でも、イベントや視察、会合等、あるいはマラ

ソン大会等々県内各地を訪問させていただき、

積極的に県民の方々とお話しし意見交換を行う

ように努めているところであります。

○宮原義久議員 ほとんどのここにいる議員

も、県政報告ということで、機関紙を発行しな

がら県民の声を吸い上げて努力をいたしておる

ところであります。厳しい県内の経済状況を考

えたときには、県民に余り負担にならない形で

の報告会というのも―先ほどありましたが

―考えてほしいなというふうに思っていると

ころであります。これは要望にかえたいと思い

ます。

次に、テレビ出演についてであります。知事

就任１年後であった昨年の２月議会で、私はテ

レビ出演についてのお尋ねをさせていただきま

した。質問内容は、「テレビ番組等で、「こと

しはテレビの出演を多少控えさせていただき仕

事に専念したい」という発言をされておりまし

たが、現在、多少控えておられる状況なので

しょうか。また、今後のテレビ出演についての

知事のお考えをお聞かせいただきたい」という

質問をさせていただきました。知事の答弁は、

「メディアを通じて全国にＰＲするとか、地方

の声を中央あるいは全国に届けていくというこ

とは非常に重要なツールかなと思う。テレビの

露出をちょっと控えさせていただこうというよ

うな気持ちでもあったが、県内の隅々まで声を

聞くと、「一部の産品はＰＲされたが、まだう

ちの産品はＰＲされていない」とか、「一部の

観光地はにぎわっているが、まだ県内全域に

至っていない」、あるいは「地方の窮状という

ものをもっとメディアを通じて全国に訴えてい

ただきたい、中央に訴えていただきたい」とい

う声が相変わらず多い。反面、「テレビに出過

ぎではないか。内政はどうしているのか」と

か、「県民に目線は向いているのか」というよ

うな批判もあるが、そういったものを総合的に

勘案して、今後、宮崎がどうあるべきか、どう

いうふうな展開を遂げていくか、このブームを

定着・定番化するためにどうしなきゃいけない



- 193 -

平成21年９月18日(金)

かというのを自分の中で十分整理して熟慮し

て、また、今後対処していきたいと考えてい

る」ということでありました。一方、さきの国

政転出騒動の際、全員協議会の中で知事に対し

ていろいろと厳しい意見が出され、その中でも

内政重視に向けた意見があったと思います。知

事からは、「これからは内政に専念し、テレビ

出演を控え、番組も取捨選択する」というよう

な内容の発言をされていたと記憶しております

が、今後のテレビ出演、メディアへの対処方法

についてどのように考えておられるのか、知事

にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、マニフェスト

で県民の皆様と宮崎をＰＲするということをお

約束させていただいておりまして、テレビ出演

を初めさまざまなメディアにおいて情報発信を

行ってまいりました結果、宮崎県の知名度は上

がりブランド力が高まる等、一定の成果があっ

たと考えております。今後、さらに本県の定番

・定着化を図り中長期的に安定して発展してい

くためには、県民の皆様一人一人が総力戦で情

報発信に取り組む段階に来ていると感じており

ます。私のメディアへの出演につきましては、

宮崎県のためになるかどうかを十分精査して出

演番組を取捨選択し減らしてきているところで

ありまして、今後は、今まで以上に県政運営に

全力を尽くしてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 知事に就任されて２年以上が

たちました。全国での宮崎の場所（位置）も宮

崎の産品も、知事のおかげをもちまして十分Ｐ

Ｒをされてきたと思います。厳しい激動の時代

であります。宮崎県の将来をどのようによくし

ていくか、今後ともこれまで以上にしっかりと

内政にも取り組んでいただきたいと思います。

次に、財政問題についてお伺いをさせていた

だきます。

民主党政権となることで、麻生政権のもとで

決定された補正予算の見直しが進められようと

しています。全国の自治体においては、厳しい

経済状況を打開するために経済・雇用対策とし

て創設されたものであり、基金を造成して今後

３年間であらゆる対策を打つ計画であったわけ

であります。知事もこのことについては、「予

算を執行したもの、内示したものを召し上げる

のは、行政の継続性から非常に不適切である」

との考えを持たれており、訴訟も辞さない姿勢

で挑まれるような覚悟も持たれているようであ

ります。私も同じ考えでありますが、本日、午

前の閣議で、「補正予算のうち、国民生活に支

障がないと判断したものの執行を停止する」と

の決定がなされたようであります。詳細はまだ

これから詰められることになるというふうに思

いますが、県内の各自治体や46都道府県知事と

この問題についての今後の対応についてはどの

ような行動をとられるのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 現時点では詳細は明

らかでありませんので、具体的な対応につきま

しては何とも申し上げられませんが、いずれに

いたしましても、非常に厳しい経済・雇用情勢

にかんがみ、また地方に混乱を生じさせないよ

う慎重に対応していただきたいと思っておりま

す。

国と地方の協議につきましては、さきの９月

の９日、地方六団体から民主党に対して要請が

なされておりまして、国と地方との協議の場も

早期に持たれると聞いておりますので、私とい

たしましては、他の知事とも連携を図りなが

ら、国と地方の協議の場を初め全国知事会等に

おける積極的な発言を通じて地方の立場を強く
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訴えてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、本県の６月補正額は182

億5,800万円で、九州管内では、熊本県の801億

円余、鹿児島県の651億円余、人口の最も少ない

佐賀県でも310億円余の補正となっておりまし

た。九州管内の９月補正では、福岡県の717億

円、次に我が宮崎県の449億円余となっていま

す。６月補正と９月補正を合計すると、当初予

算比でどこの県も横並びの補正額となっている

ようであります。いずれにしましても、各県と

もかつてない大型補正予算となっており、執行

停止となれば深刻な影響が懸念されるところで

あります。さきの野辺議員の質問に対する総務

部長の答弁を踏まえますと、国の交付決定が済

んでいない事業が特に心配であります。熊本県

や鹿児島県など６月のうちに多額の補正予算を

組んだ県は、既に多くの事業が国の交付決定を

受け、片や本県のように６月より９月に重点を

置いた補正予算としている県は交付決定がおく

れ、その結果、執行停止の影響が大きくなる、

そのようなことは心配されないのか、総務部長

にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 国の補正予算の執

行停止につきましては、先ほど知事からもござ

いましたが、詳細が必ずしも現時点では明らか

ではございませんけれども、通常、国の交付決

定は各都道府県とも同時期に行われることが多

うございまして、その際に各都道府県における

予算成立のあるないが影響することはないもの

と考えられますことから、仮に国の交付決定の

あるなしが執行停止の基準となった場合であっ

ても、予算成立の前か後かということで違いは

ないと考えておるところでございます。

○宮原義久議員 そういうことにならなければ

いいがなというふうに心配をしているところで

ありますが、先が見えませんので、今後努力を

いただきたいと思っております。努力して何と

かなればいいんですけれども、そういう状況で

ありますから……。

次に、建設業対策についてお伺いをさせてい

ただきます。

申すまでもなく、建設業は社会資本整備の担

い手であります。また、地域経済・雇用を支え

る重要な産業でもあります。しかしながら、建

設投資の大幅な減少や入札制度改革に伴う一般

競争入札の拡大による競争性の高まりなど、厳

しい環境のもと大変な状況であります。そのよ

うな中、我々自由民主党会派による知事への申

し入れなどにより、最低制限価格の引き上げや

事後公表の試行などに取り組んでおられます

が、厳しい状況に変わりないのであります。私

の地元でも、５業者あった地域に１者しか残っ

ておらない地域があります。その１者もなかな

か仕事の受注が厳しいと伺っております。一般

競争入札の拡大で仕方ないと言えばそれまでで

ありますが、問題は災害が起こった場合であり

ます。今までであれば、災害発生と同時に、災

害現場に近い業者さんたちが協力して、重機な

どを持ち寄り、住民の生活に支障がないように

土砂の除去など早急に対策を講じてきたわけで

あります。このような地域は、一たん災害が発

生すると孤立する状況となるようなところであ

り、人的災害などが一遍に発生でもした場合、

この１者での対応は満足にできないのではない

かと危惧するものであります。

これまでの議会答弁の中でも、「建設産業

は、社会資本の整備を通じて県民の生活を支え

るとともに、災害時の緊急対応や地域の雇用に

大きな役割を担っている」と答弁されておりま

す。入札・契約制度改革に当たっては、地域に
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おける建設産業の役割を考慮して、県発注工事

については原則県内業者に発注するとともに、

入札参加資格として地域要件を設定され、ま

た、総合評価落札方式についても評価項目の見

直しを行い地域企業育成型が導入され、地域に

根差した、技術力や地域貢献度の高い業者が受

注しやすい環境を整備してこられております。

しかし、実態としては倒産へと追い込まれた業

者も多々あります。地元企業優先となっている

はずでありますが、現在の公共事業における地

元業者への発注率と、今後優秀な業者の育成を

どのように進めようと考えられておるのか、県

土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、地元業

者への発注率についてであります。県土整備部

において平成20年度に一般競争入札で発注しま

した土木一式工事は671件でありまして、このう

ちの540件については発注事務所管内の建設業者

が落札しておりまして、管内業者への発注率

は80.5％となっております。

次に、地域の優秀な建設業者の育成について

であります。現在試行しております総合評価落

札方式は、価格と技術力など価格以外の要素を

総合的に評価し落札者を決定する方式でありま

して、地域の建設業者の役割を適切に評価する

とともに、技術力向上の意欲を高め、地元の建

設業者の育成につながるものと考えておりま

す。さらに本年１月からは、小規模工事を念頭

に、本県独自の方式である地域企業育成型の総

合評価落札方式も試行しており、今後とも、技

術力や地域貢献度の高い地元の建設業者が受注

しやすい環境を引き続き整備してまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 ただいま答弁をいただきまし

た状況で、優秀な業者の育成をするとの考えを

お示しいただきましたが、建設業界の方々が銀

行へ融資の申し込みをされたときに必ず言われ

る言葉があるというふうにお聞きをしておりま

す。「経営計画が立たないでしょう。いつ受注

できるかわからない状況で厳しい」と言われる

ようであります。「この状況では保証協会の保

証も引き受けてもらえない。事業量も減少し、

受注もくじを引くようなもので、先行きのめど

が立たない」と言われております。ほとんどの

業者がこのような状況となっているようであり

ますが、県として、建設業界の育成という観点

から、受注のめどの立ちにくい制度となってい

るようでありますので、金融機関に相手にして

もらいにくい産業になっていることについて、

県土整備部長はどのような感想を持っておられ

ますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 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、景気の急速な悪化によりまして

建設産業が大変厳しい経営環境にあることは十

分認識いたしております。このため、先ほども

お答えいたしましたけれども、本県独自の地域

企業育成型の総合評価落札方式を創設するな

ど、技術力や地域貢献度が高く、地域に根差し

た建設業者が受注しやすい環境の整備を図って

いるところであります。今後ともよりよい制度

の構築を図ってまいりますとともに、建設業者

の実情に応じたきめ細やかな支援にも努めてま

いりたいというふうに考えております。

○宮原義久議員 次に、工事の前倒し発注につ

いてお伺いをいたします。国の経済危機対策に

よりまして、創出効果が一日でも早く発揮され

るように、公共事業について実質的に過去最高

水準の前倒し執行が進められ、国土交通省の直

轄工事については、平成21年度当初予算の上半



- 196 -

平成21年９月18日(金)

期の契約率については、特別な工事があるもの

を除いて、入札改革の進展も勘案して、実質的

に過去最高水準の前倒しである８割を目指し最

大限努力するということになっていたわけであ

ります。このような国の経済危機対策を受けて

県において６月補正が行われており、県におい

ても公共事業等の施行方針という形で、平成21

年度上半期契約済み額の割合のめどを８割と

し、最大限の努力を行うよう積極的な執行に努

めることという通知がされておるようでありま

す。しかしながら、業界の方々にお聞きします

と、「本当に前倒し発注は８割となっているの

か甚だ疑問である」という声が多いのでありま

す。そこで、公共三部を所管する環境森林部

長、農政水産部長、県土整備部長にお伺いをし

ますが、現時点において契約状況はどのように

なっているのか、それぞれお聞かせをいただき

たいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部に

おきましては、林道等で施工時期の調整を必要

とする工事、あるいは国の交付決定のおくれた

もの等諸事情があるものを除きまして、平成21

年度当初予算及び平成20年度からの繰越予算を

対象に、景気回復に全力を尽くす観点から、上

半期の契約目標を８割として早期発注に努めて

おりまして、８月末で約28億円を契約し、発注

率は72％であります。今後とも引き続き目標達

成に向けまして取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部に

おきましては、交付決定のおくれたもの、農作

物の作付や台風等の気象条件との関係から施工

時期の調整を必要とする工事など諸事情がある

ものを除き、平成21年度当初予算及び平成20年

度からの繰越予算を対象に、上半期の契約目標

を８割として早期発注に努めておりますが、８

月末までの契約額は約64億円を契約し、進捗は

約52％であります。今後とも引き続き目標達成

に向け取り組んでまいりたいと存じます。

○県土整備部長（山田康夫君） 県土整備部に

おきましては、交付決定のおくれたものや、河

川等で施工時期の調整を必要とする工事など諸

事情があるものを除きまして、平成21年度当初

予算及び平成20年度からの繰越予算を対象とし

まして、上半期の契約のめどを８割として早期

発注に努めております。８月末で約282億円を契

約し、発注率は約58％であります。今後とも引

き続き目標達成に向け取り組んでまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 それぞれ状況をお聞かせいた

だきました。目標達成に向けて努力しておられ

るようでありますが、実態としては経済対策と

しての効果がなければ意味がないのではないか

と思います。また、いつも思うんですが、補助

事業等国の予算の執行状況で仕方がないのかも

しれませんが、年度末にどっと事業が発注され

ることが常であります。現在の国全体の経済状

況や地域経済の疲弊した現状を考えれば、今後

は切れ目のない事業の執行を継続していただき

たいということをお願いしておきたいというふ

うに思っております。

次に、他県の入札状況を分析させていただき

ますと、前にも質問がありましたが、一般競争

入札は、福岡県で5,000万円以上、長崎県土木

で3,500万円以上、建築で5,000万円以上、熊本

県が3,000万円以上、大分県が4,000万円以上、

鹿児島県が5,000万円以上、沖縄県１億5,000万

円以上、本県と佐賀県が250万円以上となってい

ますが、佐賀県においては限定つきで改善との

話も聞こえておるようであります。時代の流れ
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が一般競争入札であろうとは考えますが、他県

に比べてなぜ早急に250万円という金額を設定し

なくてはならなかったのか、県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成18年の入

札談合事件により公共工事の発注のあり方が厳

しく問われるとともに、公共事業発注の公平

性、透明性の確保や談合の土壌の排除など、再

発防止のための改革が求められたところであり

ます。このため、民間有識者、県民の方々の御

意見等もいただき、大きく失われた県政への信

頼、県民の誇りを一刻も早く回復するため、職

員の意識改革とコンプライアンスの徹底や一般

競争入札の拡大など、より公正、透明で競争性

の高い入札・契約制度の確立を目指して抜本的

な改革に取り組んできたところでございます。

○宮原義久議員 次に、現在のこの厳しい状況

で、指名競争入札で談合でもやれば、企業はそ

の時点で倒産へと追い込まれる時代であろうと

いうふうに思っております。県と建設業界との

信頼関係が本県では完全に崩れているようにも

感じます。業界の方々と意見交換をさせていた

だきますと、受注した管内の工事箇所には、工

事終了後も、やはり自分がしたということであ

りますから煩悩があるというふうに言われま

す。自信を持ち完成させたものであり、地元の

住民にもどこの業者が工事をしたかがちゃんと

知れ渡るわけであります。そうした箇所がさら

に災害でも発生しようものなら復旧に全力を挙

げるが、管外の工事をしても、煩悩も薄く地域

の面倒まで見られないという話であります。県

内の建設業の方々との信頼関係を県土整備部長

はどのように考えておられるのか、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） 建設産業は社

会資本整備の大事な担い手でありまして、災害

時の緊急対応などに大きな役割を果たしますと

ともに、中山間地域を初め地域の経済と雇用を

支える重要な産業であると十分認識いたしてお

ります。このため、入札・契約制度につきまし

ても建設関係団体の皆さんとの意見交換を重ね

るなど、これまで幅広く意見を伺ってきたとこ

ろであります。本年４月には、これらの意見も

踏まえまして、公共工事における経済・雇用緊

急対策として、建設業の健全な発展や工事の品

質確保を図る観点から、最低制限価格を予定価

格のおおむね85～90％に引き上げました。ま

た、技術力や地域貢献度の高い地元企業が受注

しやすい環境を整備する観点から、地域企業育

成型の総合評価落札方式の適用範囲を予定価

格3,000万円未満まで引き上げたところでありま

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・契約制度につきまして

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。

○宮原義久議員 例えば、災害が発生したとき

に業界の方が言われるのには、「市町村道の復

旧が先だ。県道、国道はその次ですかね」とい

うような話になるんです。やっぱり気持ちが離

れてしまっていますので、そのあたりの信頼関

係ということになると、それなりに業界の皆さ

んの意見も十分聞いていただいた上での改革に

してほしいなというふうに思っております。

次に、250万円未満の工事というものがありま

す。逆になかなか受け手がいないと聞いており

ますが、どのような状況となっているのか。さ

らには、受け手がいなかった場合の対応につい

て、県土整備部長お聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 250万円未満の
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建設工事は随意契約で行っておりますけれど

も、工事価格が少額であっても技術者の配置は

必要であることや、受注額が小さくとも施工に

手間を要する工事もありますことから、施工業

者から敬遠されるというようなものもございま

す。したがいまして、案件によっては契約の相

手方を決定するまでに時間を要するものもある

ようでありますが、このような場合には、相手

方を変更して再度の見積もり依頼を迅速に行う

ことにより、工事に支障が生じないよう対応し

ているところであります。

○宮原義久議員 次に、事業量の減少、景気の

悪化、風水害等の災害の減少ということから、

優秀な技術職員の確保が困難になってきている

と聞いております。給与の減少や倒産等によ

り、若い技術職員から見て、あこがれの仕事で

ない、やりがいのある仕事でなくなっているよ

うであります。若い技術職員は建設関連業に見

切りをつけて他産業へと転出をされるとも聞い

ておりますし、今後、技術職員の高齢化につい

ても業界としては心配をされておりますが、現

状と、若手技術職員の育成・確保については県

としてどのような考えをお持ちなのか、県土整

備部長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） お答えしま

す。

まず、建設産業における高齢化の現状につい

てであります。国の全国調査によりますと、建

設業就業者のうち年齢50歳以上の就業者が占め

る割合は43.2％でありまして、近年わずかな増

加傾向にあります。それに対し15～29歳の年齢

層の就業者の割合は13％であり、近年減少して

いる状況にございます。このため若手技術者の

育成・確保は重要な課題であると認識をしてお

りまして、建設技術者に対する土木施工管理技

士等の研修を行うとともに、産業開発青年隊に

指定管理者制度を導入することとし、若者に

とって魅力ある教育環境の整備を行うことにし

ております。また、建設産業に対しましても、

経営基盤強化を図るために助成や融資等による

きめ細やかな支援に努めますとともに、入札制

度の検証と必要な見直しを行うなど、地域に根

差した建設業者が伸びていける環境づくり、ひ

いては若手技術者にとって魅力ある産業となる

よう支援してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

それでは次に、予定価格の中に含まれている

人件費、つまりは労務単価の現状を調べてみま

した。設計労務単価は、特殊作業員、普通作業

員、のり面工、とび工、鉄筋工、運転手（特

殊）、運転手（普通）、土木一般世話役という

ような分類になっているようでありますが、設

計労務単価を10年前の平成12年と平成21年で比

較をしてみたいと思います。特殊作業員という

分類のところが、平成12年で２万800円、平成21

年が１万6,400円となっております。4,400円の

減で、12年比21.2％の減。運転手（特殊）とい

う形で、クレーンのオペレーターとかそういう

関係になるようですが、平成12年が２万1,800

円、平成21年が１万6,500円、5,300円のマイナ

スで、平成12年比24.3％の減。現場責任者クラ

スになると言われますが、土木一般世話役、平

成12年２万4,300円、平成21年１万8,300円、マ

イナス6,000円、平成12年比で24.7％の減。その

ほかの分類も12.2～24.7％減少となっているよ

うであります。このように設計単価が厳しく見

直され、最低制限価格も九州で一番厳しい。さ

らに、入札も一般競争入札250万円以上という厳

しさであります。業界からは、「単価が平成12

年以前の水準ならやっていけるが、このような
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設計単価では従業員の雇用も厳しい」と言われ

ているようであります。公共工事の積算におけ

る労務単価が低下していることについて、県土

整備部長の考えを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） 公共工事の積

算に用いております労務単価につきましては、

実際の賃金支払い状況の調査結果に基づきまし

て国において決定をされております。この労務

単価は、公共投資の減少の影響などから、全国

的にこの10年程度継続的な下落が続いておりま

して、本県も同様な状況にあるところでありま

す。建設産業につきましては、建設投資の大幅

な減少、あるいは一般競争入札の拡大による競

争性の高まりに加え、景気の急激な悪化により

まして極めて厳しい経営環境や雇用情勢に直面

していることは十分認識しているところでござ

います。

○宮原義久議員 次に、労務単価が、今言われ

たように平成12年に大きな見直しがあったよう

であります。平成11年と比較をしてみると、全

職種で本県の平均の下落率が単年度で18.9％減

になっているようであります。その下落の上

に、先ほども述べましたように、平成12年と平

成21年で比較して12.2～24.7％減となっている

わけで、このような厳しい現状を分析したとき

に、雇用環境、労働環境、さらにはすぐれた業

者の育成は困難であると私は考えますが、この

ような厳しい経営環境の中、地域に根差した建

設業者が確保されると考えておられるのか、知

事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 建設産業が極めて厳

しい経営環境に直面していることは十分認識し

ております。このため今年度、建設産業を支援

するための緊急的な対策として、入札・契約制

度については、最低制限価格の引き上げや混合

入札の柔軟な対応による受注機会の確保、地域

企業育成型総合評価落札方式の対象範囲の拡充

などさまざまな取り組みを実施しているところ

であります。また、公共事業予算につきまして

は、６月補正で58億円余、今議会で提案してお

ります124億円余、合わせて183億円余の増額補

正を講じることとしたところであります。県と

いたしましては、技術と経営にすぐれた業者が

伸びていける環境づくりが必要と考えており、

今後とも、幅広く意見を伺いながら制度の検証

と必要な見直しを行うとともに、建設業者の実

情に応じたきめ細やかな支援にも努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 答弁にあったように、「今後

とも、幅広く意見を伺いながら制度の検証と必

要な見直しを行うとともに、建設業の実情に応

じたきめ細やかな支援にも努める」ということ

のようであります。「実情に応じたきめ細やか

な支援」ということで、制度の検証、見直しを

きっちりとやっていただいて、やはり知事にも

直接業界の皆さんの意見を聞いていただき、適

切な見直しをしていただきますよう強く要望し

ておきたいというふうに思っております。

次に、医療問題についてお伺いをいたしま

す。

現在、医師確保が非常に厳しいということ

で、全国の各自治体でも深刻な問題となってい

るようであります。医師を取り巻く現状は、救

急患者のたらい回しや、勤務医師の過重労働、

女性医師の増加、医療リスクの問題、臨床研修

医制度の導入など多くの問題を抱えておりま

す。これまで私は何回となく、高度な医療を併

設する中核病院の整備について質問をしてきま

したが、病院が幾ら立派になっても、必要とさ



- 200 -

平成21年９月18日(金)

れる医師の確保が、市町村での対応では限界で

あることを聞かされております。

県内の医師数は、平成18年12月31日の資料に

なりますが、2,557名ということのようでありま

す。年齢別に見ますと、40～49歳が753名、30

～39歳が606名、50～59歳が517名となっており

ます。通常の仕事であればリタイアされてい

る70～79歳でも207名、80歳以上でも100名の医

師が頑張っておられるようであります。男女の

比率は、男性85.9％、女性14.1％となっている

ようでありますが、今後は女性医師の比率が40

％になる日が近いと言われております。こうし

た現状を踏まえて、県内公立病院の医師確保の

現状は、県立３病院で193名の定員であるようで

ありますが、休診している部分の定数を勘案し

たところで10名の不足となっているようであり

ます。これに、県内18の市町村立の公立病院で

の必要医師数111名に対して、現在の医師数は85

名というふうになっております。26名の不足と

なっておりまして、このうち７つの病院は充足

率100％となっておりますが、充足率最低は41.7

％であり、厳しい現状があります。さらに、県

内にある国立病院３カ所の必要医師数60名に対

して現在の数字は56名で、４名の不足となって

おります。これを合計しますと、県内の公立病

院だけでも40名の医師の確保がどうしても必要

となります。そこで、県立病院の医師確保の取

り組みと確保に対する問題点について、病院局

長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、医師の確保が喫緊かつ最重要の課題で

ありますことから、その対策として、今年度に

部長級の「医監」を設置いたしまして医師確保

対策に係る体制の強化を図りますとともに、医

師給与の大幅な引き上げや医療秘書の導入な

ど、医師の待遇改善や負担軽減についてできる

限りの対応を行っているところであります。し

かしながら、近年の全国的な医師不足の中、医

師を派遣している各大学医局においても医師の

確保が難しくなってきていることから、大学へ

の派遣要請や本県ゆかりの医師等への個別の働

きかけを強化するとともに、県立病院における

勤務環境の改善に積極的に取り組むことが何よ

りも重要であると考えております。

○宮原義久議員 それでは次に福祉保健部長

に、医師確保についての市町村との連携はどの

ようにしておられるのかお聞かせください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、市町

村と連携した医師確保対策を推進するため、公

立病院を有する15の市町村とともに「宮崎県医

師確保対策推進協議会」を平成19年度に設立

し、各種事業に取り組んでいるところでありま

す。具体的には、本県の地域医療に関心のある

医師に「みやざき地域医療応援団」として登録

いただき、本県に招いて実際に公立病院等を案

内し、本県での就業を働きかけたり、また、医

師求人サイトや広報誌に公立病院の情報を掲載

して医師の募集を行うなどの取り組みを行って

おります。市町村の公立病院は僻地医療や救急

医療など地域医療を支える重要な役割を担って

おりますので、今後とも当協議会を中心に市町

村と一体となった医師確保に努めてまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 次に、市町村が首長さんを中

心に医師確保に努力をされておりますが、医科

大学の医局にも、派遣してもらおうにも対応で

きる数の医師がいないというふうに聞いておる

わけであります。各公立病院の統合や、医師会

の先生方とこれまで以上に踏み込んだ何かのシ

ステムをつくっていかなくては地域医療は確保
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されないと考えますが、運営は各自治体であり

ますので、厳しいということは十分承知の上で

ありますが、市町村を含めて協議はされている

のか、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、地域

医療を担う医師を養成・確保するため、医師派

遣システムや医師修学資金貸与制度等独自の施

策を展開しているところであります。このうち

医師修学資金貸与者につきましては、早ければ

平成22年度から地域の公立病院等への医師派遣

が可能となり、その後徐々に増加していく見込

みであります。また、公立病院を有する市町村

と一体となった活動の成果として、現在、常勤

医師１名と非常勤医師１名が県内の公立病院で

勤務しているところであります。さらに来年

度、宮崎大学医学部が「地域医療学講座」の開

設を予定されており、県としても新たな医師の

養成・確保策として期待しているところであり

ます。医師確保については、全国的に医師の獲

得競争が激化している中で画期的な解決策がな

いため、さまざまな事業や手法を展開し、県全

体での医師確保につなげていくことが重要と考

えております。今後さらに、市町村や県医師

会、宮崎大学等と連携を深めながら対応してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 これまで、医療問題というこ

とで小林市立市民病院の改築問題を何回となく

質問させていただきました。県からお金はいた

だけませんでしたが、今月の13日に無事落成式

が実施されたところであります。県からは高橋

福祉保健部長にも御出席をいただいたところで

あります。ありがとうございました。今月24日

の開業に向けて準備が進められておるところで

す。総事業費53億円の巨費を投じて建設された

んですが、残念なことにかなりの医師不足に苦

しんでいる現状があります。医師確保のために

も、担当部署のお力添え、また知事のお力添え

を十分いただきますように要望しておきたいと

いうふうに思っております。

時間がありませんが、最後に、農業問題とい

うことで質問させていただきたいと思います。

お茶の生産状況についてお伺いをしますが、

農業分野のほとんどの分野において厳しい状況

が続いておりますが、特にこの２～３年、急激

にお茶の生産現場が危機的状況になっているよ

うであります。このごろの各種会合においても

ペットボトルのお茶が主流となっておりまし

て、きゅうすを使うようなリーフ茶の使用量が

大きく減少しているようであります。生産量も

平成15年1,430ヘクタールが平成20年には1,650

ヘクタールということで、15年と20年で比較し

て680トンほど生産が伸びておるんですが、一番

茶の価格が他県と比較して非常に安いというこ

とで、鹿児島県と比較して一番茶だけで８～９

万円の差、静岡県と比較して12～13万円の差と

いうことであります。５ヘクタールぐらい持っ

ているところで加工施設をつくると１億円程度

のお金がかかるというふうにお聞きをしており

ます。こういう状況を考えたときに、現在の状

況を農政水産部長はどのようにお考えなのか。

また、このような現状を踏まえて、県としてど

のような対策を打たれているのか、お聞かせを

いただきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お茶につきま

しては、ただいまお話ございましたように、全

国的なリーフ茶の消費の減退、あるいは在庫量

の増加などによりまして、荒茶の価格は近年著

しく低下している状況にございます。本県にお

きましても、平成21年産の一番茶の状況を見ま

すと、荒茶価格の低迷に加えまして収穫前の晩



- 202 -

平成21年９月18日(金)

霜害の影響等も重なり、一番茶の収入が例年の

６割程度になっているといった農家も見られる

ところでございます。また、二番茶、三番茶の

価格につきましてもいずれも低迷しておりまし

て、茶業経営をさらに圧迫している状況にござ

います。このようなことから、他作物との複合

経営、あるいは規模縮小を検討される農家も見

られるといったことで、茶業経営はこれまでに

ない厳しい状況にあると認識しております。

こういったことを踏まえまして、県のほうで

は、本年の一番茶の厳しい現状を踏まえ、関係

機関・団体で組織します茶業経営対策会議を６

月に設置しまして、緊急的な対策として、各普

及センターに相談窓口を設置しますとともに、

農家の緊急的な巡回指導等を行ってきたところ

であります。また、資金繰りが厳しい農家に対

する資金の円滑な融通に向けた特段の配慮を融

資機関にお願いしますとともに、晩霜害等の被

害農家に対する共済金の早期支払いにつきまし

ても、国のほうに要望した結果、昨日までに共

済金の支払いが行われたと伺っております。

さらに、本県茶業の再生のためには品質向上

が喫緊の課題であると思っておりまして、緊急

対策としまして、晩霜害を受けた早出し地帯に

おける防霜ファンの整備と製茶技術向上のため

の研修センターの設置について、本議会にお願

いしているところであります。県といたしまし

ては、関係機関・団体と一体となりましてこれ

らの品質向上対策に取り組みますとともに、今

後はさらに、生産から流通に至る総合的な取り

組みを進めることによりまして、本県茶業経営

の安定向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございました。今

言われるように、融資を受けても非常に厳しい

から返済ができないということであれば、融資

を受けられないということにもなりますし、共

済金の支払いが先日ありましたということのよ

うですが、どうも共済に入っておられる方が非

常に少ないという話もあります。それは、非常

に厳しいという状況があるからそういう状況だ

と思いますので、そのあたりも十分踏まえて対

策を打っていただきたいと思います。

少々延びましたが、以上で質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 昨日、本会

議終了後、社民党県議団は、来年度の予算要求

に係る要望事項を知事に行いました。大変多忙

な中、知事には丁寧な対応をいただきまして、

心から感謝を申し上げております。一般質問も

よろしくお願いを申し上げたいと思います。

それでは、知事の政治姿勢についてお尋ねい

たします。

まず、えびの市政の混乱についてでありま

す。えびの市の宮崎市長が９月16日付で退職と

なりました。今回のえびの市長の入札妨害事

件、地元では大きな混乱が起こっています。市

議会の不信任決議に対抗して、筋違いの市議会

解散を断行、一時再出馬の動きもありまして、

辞表提出のおくれにより、市議選、市長選の同

日選挙もできない状態になりました。８月30日

に衆議院選挙もあったばかりですが、あすには

市議選が告示され、来月には市長選、本当に大

きな問題になっております。今回のえびの市の

混乱についての見解を知事にお聞きします。

道州制についてお尋ねいたします。東京大学

名誉教授の大森彌先生の道州制についての講演

を聞く機会がありました。大森先生は、全国都

道府県議会議長会、制度研究アドバイザー、ま
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た国の審議会委員、多数歴任をされておりま

す。大森先生の講演の趣旨は次のようでありま

した。

宮崎と福岡がなぜ一緒にならないといけない

のか。道州制の目的は中央集権の是正のはず。

しかし、中央はそうは考えていない。神奈川県

の知事は、横浜、川崎の政令市を抱えており、

東京都との合併ばかり考えている。それに千

葉、埼玉が加わり４県で関東州、人口約3,500万

人、地方自治体とは呼べないような巨大な組織

が誕生する。人口でも中央には勝てない。2001

年小泉骨太の方針に「道州制」が明示をされ

た。憲法に、自治体の枠組みは「地方公共団

体」という名称になっている。だから、地方自

治法の改正だけで道州制は可能になる。今の道

州制議論の広がりは、現職知事が道州制を唱え

ているという憂いすべき事態も要因であろう。

道州制の対案として広域連合も設立可能とな

り、都道府県を越えた事業もできる仕組みに

なった。それでもだめだったら県と県の合併と

いう手法も可能である。なぜ、どこが現行の都

道府県制度でだめなのか、道州制のどこが現行

制度よりまさるのかはっきりさせなくてはなら

ない。住民自治の代表は首長ではない、議会で

ある。道州制の議会はどういう形になるのかほ

とんど議論はない。

こういった趣旨でありました。大森先生本人

は「当局側の学者ですよ」というふうにおっ

しゃっておりますが、現在の道州制議論に疑問

を投げかけておられました。

ここで知事にお尋ねします。私の考える道州

制議論のあり方、これは受け売りもたくさん

入っていますが、お聞きいただきたいと思いま

す。財政的要因による国主導の道州制導入で

あってはならない。財政調整機能、企画立案機

能が備わっていなければならない。焦ってはな

らない。大政奉還、幕藩体制の廃止から明治４

年の廃藩置県の幾多のクーデターを経て、現在

の国の枠組み、中央集権化になった。時間の長

い壮大な制度設計が必要である、そのように考

えています。国から目線の地方分権から、個

人、家族、コミュニティーから見た、補完性の

原理から見た地域主権型社会へ、そのことが担

保されて真の地方自治確立につながる。地方政

府と呼べるレベルの組織が道州制のイメージと

考えますが、知事の見解を求めます。

以下、質問席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

えびの市長の今回の事件についてでありま

す。過去、官製談合事件があった本県におい

て、その教訓が生かされることなく、このよう

な不祥事が発生し、政治に対する不信感がもた

らされたことは極めて残念であります。私たち

県民の負託を受けて行政をつかさどる者は、コ

ンプライアンス意識や自浄能力を高め襟を正

し、常に県民の皆様から信頼されるよう努めて

いかなければならないと考えております。

続きまして、道州制についてであります。道

州制は国の形の根本にかかわるものであり、

国、地方双方の政府を再構築し真の分権型社会

を実現するためのものであって、国の都合によ

る行革や財政再建の手段にしてはならないと考

えております。また、道州制の検討に当たって

は、国、道州、基礎自治体の具体的な役割分担

を明確にした上で、それにふさわしい税財政制

度のあり方、道州間の財政調整をどうするか、

地域経営の主体となる基礎自治体の行財政基盤

の強化、小規模自治体に対する補完のあり方を

どうするかなどなど、しっかりした制度設計を
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行う必要があると考えており、それに並行して

国民的な幅広い議論を巻き起こしていくことも

必要だと考えております。〔降壇〕

○満行潤一議員 安心しました。ほとんど認識

は違わないなと思っておりますので、ぜひ慎重

な対応というか、やっていかにゃいかんなと

思っています。

さて、私たち社民党議員団は、北海道庁に道

州制に向けた取り組みの調査をこの前行ってき

ました。北海道の道州制の定義は、「中央省庁

の権限、財源を含めた大胆な地方分権。それに

伴う中央省庁、国の出先機関、都道府県、基礎

自治体の再編」と位置づけてありました。道州

制移行に伴う効果として、東京一極集中の是

正、地域の独自性の発揮が期待でき、地域が活

力を持つ、日本全体も元気になる、そういう構

図になっています。具体的な動きとしまして道

州制特区推進法―これは今のところ北海道し

か使えない法律ですが、国からの権限・財源移

譲を進める。国の事務・権限約5,100項目のう

ち3,100項目を市町村へ順次移譲する。これらを

一歩一歩積み重ねることが道州制の展望が開け

てくるとの説明でありました。また、住民、経

済団体、市町村との意見交換にも力を入れてい

るということであります。本県の道州制に向け

た取り組みについて、知事に、取り組み状況、

そして課題について、担当部長に、具体的な取

り組み状況についてお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、私、先ほど答弁させていただいたように、

国のあり方を根本的に見直すものでありまし

て、県や市町村に大変大きな影響を与えること

から、しっかりした制度設計を行う必要がある

と考えております。このため、道州制を想定し

た場合の本県のメリット、デメリットや課題の

整理、道州制に移行した場合に本県が埋没しな

いための方策はどうあるべきかなどについて具

体的な検討を行うことを目的に、県では今月１

日に、庁内横断的な組織として「地方分権・道

州制に関する研究会」を設置したところであり

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 具体的な取り

組みであります。ただいま知事が答弁申し上げ

ましたように研究会を今月１日に立ち上げたわ

けですが、実際に、先ほど議員が御指摘にあり

ましたいろんな問題点があります。知事もお答

えしましたように問題点ございます。その辺を

全庁的に、各部でどういう問題点があるかを導

き出していく、そのためにはどういった対応が

必要であるか、そういったものを具体的に引き

出しながら、検討しながら共通認識を高めてい

く、そういった取り組みをやっていきたいとい

うふうに考えております。

○満行潤一議員 おっしゃるとおりだと思いま

すが、国の都合による、特に地方の財政削減な

どという合理化的発想の道州制ではいけないと

思います。地域主権、地方からの積み上げによ

る地方政府確立が肝要だと思いますので、この

ことについては引き続き議論させていただきた

いと思っています。

次に、危機管理についてお尋ねいたします。

まず、消防の広域化です。何回も質問してい

ますので多くを語りませんが、昨年３月に策定

しました広域化推進計画の進捗状況について、

今回お尋ねいたします。これまでの質問の中

で、「スケールメリットが働くできるだけ大き

な枠組みの消防体制を構築することを目指し

て、県内を１か３の消防体制で検討中」という

ことであります。現在の検討状況について、宮

崎市、延岡市、都城市、それぞれ核になる都市
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ですが、それぞれの意見も含めて知事にお尋ね

いたします。

○知事（東国原英夫君） 消防の広域化につき

ましては、昨年３月に消防広域化推進計画を策

定した後、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いて、消防本部等関係

機関と、それぞれのメリットや組み合わせの有

効性あるいは課題等について検討を行ってきた

ところであります。組み合わせにつきまして

は、より大きい枠組みのほうがスケールメリッ

トが得られやすいとの意見がある一方で、広域

化に伴う初期投資、消防団と市町村との連携へ

の影響、また管轄面積が広くなることなどを懸

念する意見も出されているところであり、現段

階ではまだ意見の一致を見ていないところであ

ります。いずれにしましても、消防業務は市町

村の自治事務であり、消防の広域化は自主的に

行われることが基本であります。広域化に当た

りましては、関係機関が共通の認識を持つこと

が大変重要でありますので、今後とも市町村や

消防本部等と十分に協議しながら取り組んでま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、県内の自治体、消防本

部と今後とも意見交換を重ねて、よりよい消防

のあり方を検討いただきたいなと思っていま

す。

もう一つ、消防の問題につきまして、広域化

の阻害要因になっております非常備７町村の常

備化の動きについてお伺いします。西臼杵３町

では消防常備化検討会を、美郷、諸塚、椎葉で

は日向市を入れた検討会を実施していると伺っ

ています。残る西米良村はどうなっているのか

よくわかりませんが、それぞれの進捗状況につ

いて、いかになっているのか、また県の関与を

どうされているか、担当部長お願いいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） ただいま御質問ご

ざいましたように、現在、消防非常備７町村の

常備化を進めているところでございますが、そ

の中で、常備化に向けた取り組みに対しまし

て、昨年度から助成を行うなどの働きかけを

行ってきているところでございます。その結

果、先ほど御質問ございましたように、関係消

防本部との協議、あるいは同様の状況にある県

外市町村への調査など、７つのすべての町村に

おいてそれぞれ検討が開始されているところで

はございます。地域ごとの動きにつきまして

は、ただいま議員御指摘のとおりでございまし

て、県といたしましては、これらの非常備町村

に対しましてこれまで以上に働きかけを行いま

すとともに、適切な情報提供はもとよりでござ

いますが、相談への対応等積極的な支援を行っ

てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 今までないところは財政状況

の悪いところですから、財政基盤という部分も

あってちゅうちょされているところもあるだろ

うと思いますので、ぜひそういうところを含め

て一日も早い全県下の常備化を推進していただ

くように、今後ともよろしくお願いしたいと思

います。

シロアリ対策、ここでは外来種のシロアリ、

アメリカカンザイシロアリという、従来日本に

生息していなかったシロアリの被害が広がって

いる。これは５月13日の宮崎日日新聞に載って

おりました。「延岡に侵食「対処急がないと拡

大」」の見出しで、県内で初確認されたと大き

く報道されておりました。記事によりますと、

輸入家具や輸入木材によって渡来したとされる

北米大陸原産のシロアリ、これがアメリカカン

ザイシロアリ。これによる家屋の食害が県内で
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初めて延岡で確認された。20都府県で被害が今

まで確認されていて、木製の家具や柱の中など

に分散して発生するため、発見や駆除が難しい

のが特徴だ。調査に当たった吉村剛先生による

と、「今回確認された周囲の家や地域一帯にも

被害が広がっている可能性がある」というふう

に記事にはなっていました。今のところ建物被

害報告は県内では延岡市だけですが、鹿児島県

でも報告されているということであります。県

内どこかの町で発生している可能性も高いと考

えられ、本県としても取り組む必要があると感

じますが、現状認識について、担当部長の見解

をお願いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 新聞報道を受

けまして、県としましては直ちに、社団法人日

本しろあり対策協会―これは全国的にシロア

リ対策の中核的役割を果たしている法人であり

ます―の宮崎県支所に対してアメリカカンザ

イシロアリ対策等についての意見を求めたとこ

ろであります。同支所からの回答では、「外来

種であるアメリカカンザイシロアリは、在来種

であるヤマトシロアリ等に比べ、被害の程度や

範囲、進度等が比較的弱いものであるため、冷

静な対応が必要」とのことでありました。ま

た、現在、同協会の本部において抜本的な防除

方法を研究中とのことでありますので、県とい

たしましては、当面の駆除方法について、同協

会と連携しながら県民への情報提供に努めてま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 新聞報道、私の感覚からする

とかなり……。大丈夫だということのようです

けれども、それでよしとするのかわかりません

が、また研究してみたいと思います。

耐震化についてお尋ねします。今回の補正予

算案に耐震化関連予算が計上されています。県

立学校の耐震化はかなり進み、小中学校の耐震

化もそれなりに進んでいると考えますが、福祉

施設の耐震化がおくれているというふうに危惧

しております。その現状と、今回の補正予算案

の期待される事業効果についてお尋ねいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 社会福祉施設

の耐震化の現状につきましては、関係施設の調

査を行いましたところ、耐震化率は約90％と

なっております。このため、国の社会福祉施設

等耐震化等臨時特例交付金を活用して基金を設

置し、耐震化されていない建物の改築等を行う

とともにスプリンクラー整備を進めたいと考え

ております。この事業の実施により社会福祉施

設等の耐震化などが促進され、施設利用者の安

全・安心の確保が図られるものと期待しており

ます。

○満行潤一議員 はい、わかりました。

次に、太陽光発電システムの普及についてお

伺いいたします。１戸建ての皆さん、議員もそ

うですが、何軒の方々が太陽光発電システムを

つけていらっしゃるのか。私は、９年前、2000

年10月に設置をしております。3.36キロワット

のシステムに、新エネルギー財団から90万円の

補助、ＮＰＯ法人から60万円、計150万円いただ

いて設置をしました。今と比べたらすごく高い

んですが、設置費用は当時１キロワット当た

り90万円、掛けますと280万円かかっていますか

ら、差し引き130万円の自己資金が必要だったわ

けです。この設備で私の家では年間８万円発電

をしています。自宅で消費する分、そして余っ

た分は九州電力に売電をしている、そういうこ

とになるわけですが、設置費用は、今は９年前

からすると大きく値下がりをして、昔、私のこ

ろは１キロワット当たり90万円ぐらい、今60
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～70万円ぐらいに下がっているということのよ

うです。今回の補正予算案に太陽光発電システ

ム導入促進事業が計上されています。県庁舎屋

上、この議会棟の上に太陽光パネルをのせると

いう事業も含まれているようですが、この事業

の概要についてお尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 太陽光発電シ

ステム導入促進事業であります。今回提案いた

しておりますけれども、この事業は、ソーラー

フロンティア構想に掲げました３つの柱の一つ

であります、太陽光発電の導入拡大を図って低

炭素社会の実現に資することを目的とするもの

でございます。この中には、今質問にございま

した県庁舎へのパネル等を含めまして２つの取

り組みを予定しております。まず１点目が、住

宅に太陽光発電システムと省エネ設備をあわせ

て整備する場合に、設置経費の補助として１キ

ロワット当たり３万円、上限10万円を助成する

制度を創設するものでありまして、家庭におけ

る普及促進を図っていくものでございます。も

う一点は、先ほどございました、県庁舎に10キ

ロワット程度の発電システムと発電状況等を表

示するパネルを設置いたしまして、県民に対す

る普及啓発を図りますとともに、太陽光発電の

拠点を目指す本県の姿勢を広くアピールしよう

というものでございます。

○満行潤一議員 設置する家庭に対して補助金

制度を創設するということですが、これまでは

融資制度というのが本県にありました。この融

資制度と今回創設する補助金制度というのはど

うなるのか。併用できるのか、選択制なのか、

そのあたりはいかがでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） ことし４月か

らスタートしました融資制度は、金融機関から

資金を借り入れて太陽光発電システムを設置す

る場合に、低利で資金調達できる環境を整える

ことによって導入促進を図ろうというものであ

りまして、今回提案しております補助制度は、

設置経費自体を低減しようとするものでありま

す。国の補助制度とか県の融資制度に加えまし

て今回の支援策を講じますことで、今後、県内

における太陽光発電システムの普及が加速化す

ることを期待しているところでありまして、併

用は認める考えでおります。

○満行潤一議員 後ほど質問しますけれども、

これまでずっと制度を創設するようにお願いを

していましたので、大分前進だなと思っていま

す。

そうするうちに、昭和シェルソーラーが国富

町の日立ディスプレイ跡地に進出する。このこ

とについては代表質問で外山議員もしました

し、出ていますので、企業立地という部分では

質問をしませんけれども、大変大きな世界最大

級の太陽光発電関連の企業だということで、こ

れが軌道に乗ると、本県が太陽光発電関連産業

が集積をする世界的な生産拠点になる可能性を

秘めている、非常にこれは明るい話題だと思っ

ています。

そのことを踏まえて、次に質問させていただ

きます。私は今まで何回も太陽光発電システム

の普及については質問をしているんです

が、2000年11月の質問では、先ほど言いました

「個人住宅への助成と並行して県有施設での設

置を検討いただきたい」、これは今回日の目を

見ました。もう一つそのときに提案をしていま

す。「特に学校においては、これからの21世紀

を担う子供たちの環境・省エネ教育に高い効果

が期待できます。学校にパネル１枚でもいいか

ら設置できないか」という提案です。これはま

だいまだに実現していません。県内すべての学
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校に環境教育とか理科、科学の教材として設置

できないものか、教育長お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県の公立学校にお

ける太陽光発電パネルの設置状況であります。

出力10キロワット以上の場合で申し上げます

が、県立学校におきましては２校、市町村立学

校におきましては８校が設置をしているという

ことでございます。県教育委員会といたしまし

ては、太陽光発電の導入を進める本県の施策に

応じますとともに、環境教育を進める観点か

ら、今回の補正予算案におきまして、県立学校

１校における太陽光パネル、及びこれと一体と

なる学習用の発電量等表示モニター設置のため

の経費を計上し、御審議をお願いしているとこ

ろであります。また、市町村教育委員会におき

ましても、このたびの国の補正予算の活用によ

りまして、現時点におきまして17の学校で太陽

光発電パネルの設置が予定されているところで

あります。

○満行潤一議員 全体で何校になるかわからな

いんですけれども、10キロワットというのは、

私は要らない。商業ベースに乗せれば家３軒分

ぐらいの発電が10キロワットでできるわけです

けれども、パネル１枚、モジュール１枚各学校

につけたらどうかという提案をずっとしていま

す。これは担当部長にお願いしますが、今回、

太陽光関連の産業が集積する世界的な生産拠点

になる可能性がある。本県にとって有意義な関

連事業じゃないのかなと。先ほどおっしゃいま

した、本県が掲げるソーラーフロンティア構想

にも乗る、県民運動としても新たな産業集積に

向けた一助になる。「うちの県は、全部の小学

校、中学校、高校に太陽パネルのっていま

す」、これは非常にいいことじゃないのかなと

思うんですが、担当部長いかがでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 県におきまし

ては、製造・発電・活用の三拍子そろった太陽

光発電の拠点づくりを進めておるわけでござい

まして、発電におきましては、県内において、

メガソーラーであるとか、一般家庭などにさま

ざまな主体によって多様な形で発電されること

が望ましいというふうに思っております。その

ため今回このような制度にしておるわけです

し、あわせまして、一般事業所とか工場、学校

などの公共施設等においてもシステム導入が広

がりますことは、太陽光発電の拠点づくりを進

める上で大変有効なことと思っております。し

たがいまして、学校におきますシステム設置に

つきましては、教育委員会等とも連携しなが

ら、ソーラーフロンティア構想の趣旨とか太陽

光発電の効果等について広く普及啓発を行いま

して、その機運醸成に努めていきたいというふ

うに思っております。

○満行潤一議員 富士通日立プラズマディスプ

レイ、ああいう状況で撤退をされました。今度

こそ、昭和シェルソーラー、地元にしっかり根

差した真の地元企業になるように、県民で運

動、応援するべきじゃないのか。県民の意識高

揚になると思いますので、ぜひ事業化に向けて

再度検討いただきたいなと思っています。

次行きます。新型インフルエンザ対策につい

てであります。

新型インフルエンザは流行がとまりせん。県

内でも、夏休みが終わりまして、本格的に学校

で爆発的に感染が広がっていると言っても過言

ではなかろうと思います。しかし、その怖さと

いうのが一般の県民の方にまだまだ理解いただ

いていないのかなと。これまでの通常のインフ

ルエンザの死亡数、直近でいくと、 2 0 0 0

年、2003年、2005年と通常のインフルエンザが
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流行していますが、ＷＨＯが概念として提唱し

ています超過死亡概念による死亡者数をとる

と、2000年は全国で１万3,800人、2003年１

万1,200人、2005年１万5,100人の方々が亡く

なっているわけです。流行時に多くの高齢者が

亡くなっている。この現状をもう一回みんなで

認識するべきじゃないのか。流行すると一定の

率で死者が出ます。今回の新型インフルエンザ

は0.5％の確率で死者が出ると言われています。

大流行するほど死者がふえる。体力のある、感

染しても重症化しない子供たちが、学校などの

集団で流行を広めます。それに重症化しやすい

人（ハイリスク者）が感染して命を落とす、こ

ういう構図になるわけです。学校での感染防止

は、子供たちを守るだけでなく、社会防衛上非

常に重要な対策である、そのように考えていま

す。ぜひ、公衆衛生概念というので、ピークを

抑える、流行をいかに抑えるか、これが非常に

大事だろうと思います。そのためにも学校の対

策が非常に重要だろうと思います。これまでの

集団発生件数と主な集団の種別、また確定患者

・疑似患者数をお願いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 新型インフル

エンザにつきましては、現在、県内の59カ所の

定点医療機関からのインフルエンザ患者数の報

告と、医療機関及び施設からの集団発生の報告

により流行状況の把握を行っているところであ

ります。定点医療機関当たりの報告数では、８

月10日から16日の週には流行期に入ったことを

示す「１」を超え、それ以降も増加を続け、９

月７日から13日の週には3.54となっておりま

す。また、集団発生の件数は９月12日までの累

計で123件となっております。こうした状況を踏

まえ、特に学校などでの集団発生に対しまして

は、学校内はもとより地域への広がりも防止す

る観点から、学級閉鎖など臨時休業の措置がと

られているところであります。なお、新学期が

始まってから９月12日までの措置の状況は、小

学校４校、中学校７校、高等学校８校となって

おり、これまでの累計は、保育所５施設、小学

校４校、中学校９校、高等学校８校となってお

ります。

なお、確定患者数あるいは疑似患者数につき

ましては、個別の人数の把握は現在行っており

ません。以上でございます。

○満行潤一議員 次に、学校閉鎖、学級閉鎖の

基準をお願いしたいと思うんですが、鎌倉市の

ある保育園では、４分の１の園児が感染しても

休園しないとの方針だという報道がありまし

た。仕事を持つ保護者の都合に配慮してのこと

だそうです。職員の多くが感染して保育所の運

営が困難にならない限り続ける、こういう保育

園も存在をする。本県の学級閉鎖、学校閉鎖の

基準についてお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、９月１日付で学校の臨時休業基準

を設定し、その内容でありますが、当該学級に

おいて、インフルエンザに罹患した児童生徒が

２人以上かつ在籍者数の１割に達したときを一

応の基準として、４日間程度の学級閉鎖、ま

た、学級、学年を超えて広範な感染が認められ

る場合には、同じく４日間程度の学年閉鎖、学

校閉鎖を行うことを、県立学校や市町村教育委

員会に対しまして通知したところであります。

○満行潤一議員 夏休み期間中も学校のクラブ

活動で多くの患者が発生しております。患者だ

けの出校停止や部活動禁止ではなくて、チーム

の対外試合禁止や学校の全体集会の禁止など強

い姿勢で臨まないと、今後の流行はもっとスピ

ードを上げることになると考えています。ま
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た、高校の進学校などの朝課外、夕課外の対応

なども的確な対応を望みます。特別支援学校の

対応にもっと気を使うべきと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。

もう一つ、職場として県庁の対応はどうなっ

ているのか。大手企業では、家族ぐるみの体温

測定や健康管理をかなり厳しく指示をしている

ところもあると伺っています。危機管理上、県

の職員にばたばたと倒れられたら業務に大変な

支障も出ます。どのような対応になっているの

か、担当部長お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 新型インフルエン

ザ対策につきましては、事案発生当初から知事

を本部長とする総合対策本部を立ち上げまし

て、全庁を挙げてもろもろの対策に取り組んで

いるところでございます。先ほど福祉保健部長

からございましたが、最も重要な公衆衛生上の

対策につきましては、福祉保健部を中心に医療

体制等の強化・充実を図っているところでござ

いますが、その他の部局にございましても、そ

れぞれ部局対策室を組織いたしまして所管業務

に係る新型インフルエンザへの対応に当たりま

すとともに、各所属で業務継続のための体制整

備に努めているところでございます。特に蔓延

期には最大４割程度の職員が欠勤するというこ

とも想定されておりますので、日ごろから職員

の感染状況の把握に努めておりますとともに、

県民の社会経済活動に密接に関連して最低限度

継続する必要のある窓口が感染の場とならない

よう、その感染防止対策についても徹底してい

くことにしているところでございます。

○満行潤一議員 ぜひ対応方よろしくお願い申

し上げたいと思います。

次に、ドクターヘリ導入についてお伺いいた

します。

これまで何度となく早期導入を求めてきまし

た。今まで何回質問したのか議事録をひっくり

返してみましたら、2004年11月議会から６回

やっていますので、きょうで７回目です。ドク

ターヘリ導入の意義、効果についてはもう多く

を申し上げませんが、今回、東京にあります救

急ヘリ病院ネットワーク（ＨＥＭ－Ｎｅｔ）

と、札幌市でドクターヘリを運航しています手

稲渓仁会病院を社民党議員団で調査をしてまい

りました。全国的には、本年４月現在でドクタ

ーヘリ配備拠点数16道府県18カ所と少しふえて

きました。九州では福岡県と沖縄県が２機目の

導入を目指しています。長崎県は既に１機配

備、鹿児島県は鹿児島市立病院に配備が決定を

しています。佐賀県は10月から長崎県とドクタ

ーヘリの共同運航を始める、長崎県のドクター

ヘリを協定を結んで使う。今まで長崎県は福岡

県ともそういう協定を結んでおりましたので、

佐賀県は長崎、福岡両方のドクターヘリを活用

するということになっています。あと宮崎と大

分と熊本がまだ今からということです。

ドクターヘリの効果というのを、先ほど言い

ました救急ヘリ病院ネットワークが調査をして

おります。少し紹介をしたいと思うんですが、

医療費も格段に減り、救急車より入院が４日か

ら18日短縮されるという集計が出てきていま

す。交通事故で重傷となった患者をドクターヘ

リで搬送するのと救急車で運んだ場合に比べ

て、入院日数が、今言いましたように18日ぐら

い短縮をされるし、医療費も５万円から116万円

ぐらい安くなる、これを救急ヘリ病院ネットワ

ーク（ＨＥＭ－Ｎｅｔ）がまとめています。そ

ういう意味では、知事も今まで、7,000万円要る

とか、ヘリポートに3,000万円経費がかかるとか

おっしゃるんですけれども、予後もよくて社会
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復帰ができる。いろんなメリットが現実に報告

で明らかになっております。救命効果、後遺症

の軽減効果、入院日数の軽減、医療費削減、本

当に多くの実績があって、全国的に見れば、実

に多くの重症患者がまさに死のふちから何事も

なかったかのように生還して社会復帰をする、

またその方が働いて税金を納める、そこまで

なっています。

国は新たな財政支援として、県が負担するド

クターヘリ運航費用の２分の１を特別交付税で

手当てすることを20年度から適用するというこ

とになりました。これによってドクターヘリ全

国配備が現実のものになってきました。まずは

調査費等の予算化が急がれております。ぜひ導

入に向けて決断いただきたいと思いますが、知

事いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） ドクターヘリを用い

た救急医療が、傷病者の救命や後遺症の軽減等

に果たす役割の重要性は、県としても十分に認

識しているところであります。その一方で、ド

クターヘリを導入・活用するためには、必要な

財源の確保はもとより、これを運営する医療機

関が救急医の確保等十分な体制を整える必要が

あるなど、導入に向けての厳しい課題もあるか

と存じます。こうした中、宮崎大学において

は、本県の地域医療の充実を図るため救急部門

の機能強化を検討されております。県といたし

ましては、ドクターヘリ導入の可能性につきま

しても宮崎大学と協議しながら、地域医療再生

臨時特例交付金を受けるために策定を進めてい

る地域医療再生計画の中で検討しているところ

であります。

○満行潤一議員 「地域医療再生計画の中で検

討」ということは、その中にドクターヘリの導

入に向けて予算化をすると、調査費とかを宮崎

大学医学部と県でつくる計画の中に盛り込むと

いうことでいいわけですか。

○知事（東国原英夫君） 計画の中に、宮崎大

学と協議して、ドクターヘリの整備に向けての

計画を盛り込んでいくことを検討している段階

であります。

○満行潤一議員 地域医療再生基金に伴う計画

書は10月16日が締め切り、日州医事という医師

会の会報に会長のページにあるんですが、10

月16日までに提出するということですから、今

から提出される。その中にドクターヘリの導入

に向けての計画を入れるということですので、

ということは、地域医療再生基金を国が認めれ

ばその中で計画が進んでいくと。それは宮崎大

学医学部も当然了解というか、宮崎大学医学部

がドクターヘリ導入に向けて県と協議を始める

ということですね。ありがとうございます。

消防防災ヘリが入る前に、私はドクターヘリ

の導入を訴えています。それが2004年なんです

けれども、歴代の知事もなかなか難しい課題で

した。卵が先か鶏が先かという議論なんです。

医者がいない、お金がない。でも、全国的に、

知事の一声でドクターヘリを導入したところは

導入できているわけです。そこにドクターヘリ

を置くということは、その基地病院になるとこ

ろが、一生懸命地域医療、救急医療を頑張るた

めにやる。それに医者が魅力的な職場というこ

とで日本じゅうから集まる。本県もいっぱい医

者が全国に散らばっています。何回か申し上げ

ますが、千葉北総病院にもいます。千葉北総病

院には無給の医者もいて、その医者はドクター

ヘリに乗りたくて無給で働いている。長野県の

佐久総合病院、畑のど真ん中に大きなＪＡの病

院がありますが、そこには本県の医者が19名も

勤めているという現状を見ると、いっぱい日本
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じゅうに優秀な医者が宮崎県出身者がいらっ

しゃるわけですから、宮崎大学医学部がドクタ

ーヘリを使って地域医療、救急医療を頑張ると

なれば、日本じゅうからいっぱい帰ってくる。

またそういうことになるんだろうと思いますの

で、ぜひ急いでいただきたい。ありがとうござ

います。よろしくお願いしたいと思います。期

待をしております。

最後、パソコンリースの見直しによる経費節

減についてであります。

これは前回、６月議会でやったんですけれど

も、大部分の議員の皆さん、何のこっちゃかよ

くわからんかったと不評だったので、もう一回

わかりやすくまとめたつもりですので、皆さん

よく聞いてください。どうしたらパソコンリー

ス見直しによって経費節減ができるかというこ

とであります。前回の提案は、５年リースをや

めて備品として購入をして６年から７年使え

ば、経費の大幅削減になるという提案です。平

成21年度の５年リースパソコンは5,197台、年間

経費１億6,400万円だそうです。１台当たり年間

３万1,585円、これを５年間で60月にすると、１

台当たりの５年間のコストは15万円を超えるわ

けです。もちろんリース料には故障したときの

ための保守料も含まれていますし、金利も入っ

ています。単純に、５年間で更新しているパソ

コンを６年使うと、今までの５分の１の経費、

すなわち１年分の経費が浮きます。わかります

か。わかりやすく言うと、5,200台の５分の１で

すから1,020台分が浮くわけです。しかし、問題

になるのは備品で購入したときの故障などのメ

ンテナンスをどうするかです。しかし、今申し

上げたように、1,020台分のパソコンが浮く勘定

ですから、たとえ６年間で500台壊れて新品を追

加購入しても520台分は経費が浮く、単純に言う

とそういうことになります。いかがでしょう

か、県民政策部長。

○県民政策部長（高山幹男君） パソコンの調

達に当たりましては、毎年、モデルチェンジで

ありますとか新たなソフトウエアの開発動向な

どを調査した上で、導入方式を含めまして総合

的に判断して決定しているところでございま

す。今御指摘にありましたとおり、パソコンの

使用期間を延ばすこと、長く使うことで故障が

ふえてくるということがありますことと、故障

した場合の部品調達等が可能かどうか懸念され

るところですが、その一方で経費の節減には有

効であるということは事実でございます。そう

いったこともありますので、実際他県でやって

いる状況等ございます。九州のかなりの県が５

年のリースでやっておりますので、その辺の状

況等含めまして、最も効率的な方法につきまし

て引き続き検討してやっていきたいというふう

に思っております。

○満行潤一議員 最新のパソコンが６年間で500

台も壊れるということは想定できないわけで

―5,000台ですから相当壊れるかしれません。

しかし、任期つきのパソコンの技術職を配置す

れば保守料はかなり安くで上がる、自前でメン

テナンスを行えば安く上がると思うんです。こ

れはブラックボックス化してなかなか中身がわ

かりません。リース料の内訳、パソコン本体分

と保守料分と保守の業務実績表、一体毎年何台

のパソコンが壊れて業者に修理を頼んでいる

か、こういうのがはっきりすると経費節減の金

額というのはもっとはっきり皆さん方に示せる

と思うんですけれども、これは公表できないん

でしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 平成16年度導

入のパソコンの例ですけれども、１年目で12
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台、２年目が20台、３年目が30台、４年目が50

台、そういった形でふえてきているというよう

な状況にございます。

○満行潤一議員 10台、20台、30台でしょう。

合わせて100台ぐらいしか６年間で壊れないのか

なと思うんです。リースというのは、企業会計

なら意義があります、償却できるわけですか

ら。でも、これは一般会計ですから、企業会計

じゃないんです。行政会計は全く税法上のプラ

スも何もないです。備品購入費で購入して何が

問題があるかというと、僕はメリットがあるば

かりだと思うんです。

話は飛びますが、毎年精査してパソコンは導

入されているというんですけれども、ことしも

７月31日で切れていますので新しいパソコンが

入りましたが、ことしのパソコンのメーカーは

どこなんでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） ことしの分は

把握しておりません。申しわけございません。

○満行潤一議員 ことしのはＮＥＣだと聞いて

います。去年もＮＥＣ、おととしもＮＥＣ。結

局、宮崎県庁のリースである5,200台、全部ＮＥ

Ｃ、これはやっぱりおかしいと思うんです。毎

年毎年入札とかされているんだろうと思います

けれども、それは入札の効果が上がっていない

んじゃないのか。担当部署は楽です、メーカー

に任せておけばいいわけですから。でも、保守

料とか要らん金を払っている可能性が高いと思

うんです。何でＮＥＣが毎年5,200台全部本県か

らとれているかも非常に不思議であります。ぜ

ひそのところも含めて今後見直しをしていただ

ければありがたいなと、経費節減につながるだ

ろうと思います。

時間が来ました。終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、議員より議案の送付を受けましたので、事

務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成21年９月18日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 蓬 原 正 三

野 辺 修 光

河 野 安 幸

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

平成21年度補正予算の適正な執行を求める

意見書

◎ 議員発議案第１号追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を日程に追加し、議題とするこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案を日

程に追加し、議題とすることに決定いたしまし

た。

〔「議長、意見書案提出の動議を求めま

す」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 ただいま髙橋透議員ほか３名

から意見書案提出の動議が提出され、所定の発

議者がありますので、動議は成立したものと判
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断いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時47分休憩

午後４時15分開議

◎ 議員発議案第１号提案理由説明

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

まず、議員発議案第１号の提出者に提案理由

の説明を求めます。野辺修光議員。

○野辺修光議員〔登壇〕（拍手） それでは、

発議者を代表して、「平成21年度補正予算の適

正な執行を求める意見書」の提案理由を説明さ

せていただきます。

世界的な金融危機による景気後退は、我が国

の経済を急速に悪化させ、その影響を受け、本

県の景気・雇用情勢も厳しい局面を迎えており

ます。

このため、さきの麻生政権においては、経済

危機対策として総額約14兆円の平成21年度補正

予算を５月29日に成立させ、これを受けて、本

県においても６月補正予算及びこの９月補正予

算を相次いで計上し、本県経済の早期回復に向

けた取り組みを行っているところであります。

本県経済は、個人消費や生産活動の一部に持

ち直しの兆しがあるものの、７月の有効求人倍

率が0.40倍と、先月より0.01ポイント後退する

など、雇用情勢は依然として厳しい状況が続い

ており、失業率も今後さらに悪化することが予

想されております。

このような中、このたび発足した民主党を中

心とする新政権において、今年度補正予算につ

いて一部執行停止が議論されておりますが、仮

に地方向けの予算が執行停止されることになり

ますと、本県の景気・雇用はもとより県民生活

に多大な影響を及ぼすおそれがあります。

よって、本会議は国に対して、地方経済に与

える影響が大きい平成21年度補正予算につい

て、執行停止を行うことがないよう要望するも

のであります。

何とぞ議員各位の御理解と御賛同をいただき

ますようお願い申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 質 疑

○中村幸一議長 これより質疑に入ります。

質疑についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。権藤梅義議員。

○権藤梅義議員 ただいま提案理由の説明を野

辺議員からされましたので、野辺議員のほうに

お答えをいただければと思います。

補正予算の執行停止が非常に問題だという指

摘は、一部理解をしておりますが、例えば、今

回行われました15兆円の補正をそっくりそのま

まやれと、こういう意味なのか、そこのところ

をお聞きしたい。この意見書の趣旨とするとこ

ろです。

○野辺修光議員 ただいまの質問であります

が、国においてのことであって、県議会に提案

されておる15の基金に与える影響ということ

で、宮崎県議会に与える影響ということで、あ

くまでも県民の生活を守るために必要だという

ことでお願いをしておるところであります。

○権藤梅義議員 引き続きお願いします。本

来、意見書等を出す場合には、何らかの検証、

検討がなされてしかるべきというふうに思うん
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ですが、どういった議論がなされたのかお伺い

をしたいと思います。

○野辺修光議員 提案の自民党としては、今報

道されておりますように一部でも執行停止があ

ると、県民生活に多大な影響を受けるから、こ

のことについては早急に、タイミングを失する

ことなく国に要望という形での意見書を上げた

いという議論をしてまいりました。

○権藤梅義議員 私が聞いておるのは、支障が

出るんじゃないか、どういうところに出るの

か、そういったこと等については、例えば愛媛

県議会では、「経済とか雇用情勢への対応はも

とより」云々と、「介護の処遇改善や介護施設

の整備、あるいは学校の耐震」、こういったこ

とを上げて影響が出るんではないかというよう

な心配をされての意見書が出ているんですが、

本件においてはそういったこと等を党として検

討されて、問題が大きい、これはやっぱりきち

んと物を言っておかにゃいかん、そういう検討

をされたんでしょうかということです。

○野辺修光議員 そういうことにつきましても

もろもろ検討したわけであります。今、組閣さ

れて、きょうのニュースでもありましたよう

に、10月の２日に向けて、各省庁、補正の見直

しについて検討するよう言われたわけでありま

す。そのことは前から予測されておったわけで

ありますが、例えば15の県の基金について、今

まで196億6,000万円、６月議会で10億3,000万

円、９月議会で37億3,000万円の予算計上がされ

ておりますが、来年度からの残りが149億円ある

ということであります。ことしの分については

停止されないかもしれませんが、来年度分から

のほうが大変心配される。そのほか単年度基金

についても、経済危機対策臨時交付金99億円、

定住自立圏等民間投資促進交付金等の単年度基

金も影響を受けるのではないか、そういう心配

がありますので、自民党としてはそういうこと

のないように―あすから連休ですから、きょ

うがタイムリミットだということでお願いをし

ているわけであります。

○権藤梅義議員 さきの本会議で野辺議員その

ものが、内示と交付決定、執行停止、こういっ

た議論をされて、私どももある程度理解を深め

たところであります。これは執行部じゃないと

わからないかもしれませんが、私は個人的に

は、交付決定というものについて執行停止があ

るのかなと首をかしげます。ただ、内示につい

てはあるかもしれない。こういうことがあるわ

けでありまして、これをはっきりした基準等が

ない中で議論してもいかんと思いますから、こ

の質疑はいたしませんが、私は、今後について

こういう問題は起こってくると。政権が交代す

るということは、その主眼とするところが変

わってくるわけですから、こういうことは今か

らも起こってくる。そういう意味ではきめ細か

な議論が必要ではないかというふうに感じてお

ります。

先ほどの３時のＮＨＫの解説等を見てみます

と、緊急性や経済性の低いもので削減した分

は、より効率的なものに使うのであれば、減額

してそのままじゃなくて別な方面で使うんだか

ら、その波及効果が高ければプラスになるん

じゃないか、そういう意見も解説の中で述べて

おられましたので、今後について、検証もでき

ていないということでありますから、私どもと

しては、検証を含めた執行停止というものに対

して、政権が変わってやる第一歩だということ

で、温かく見守ってほしいなということをつけ

加えまして、終わります。以上です。

○中村幸一議長 以上で質疑は終わりました。
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○中村幸一議長 次に、事務局長に議員発議案

第２号を朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成21年９月18日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 鳥 飼 謙 二

髙 橋 透

太 田 清 海

外 山 良 治

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第２号

生活者を優先し地方重視の予算措置を求め

る意見書

◎ 議員発議案第２号追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第２号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたします。

◎ 議員発議案第２号提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、議員発議案第２号の

提出者に提案理由の説明を求めます。髙橋透議

員。

○髙橋 透議員〔登壇〕 発議者を代表し、議

員発議案第２号について提案理由を申し上げま

す。

自民党政権が進めてきた市場原理優先の規制

緩和や構造改革路線によって、富める者はさら

に富み、貧しき者はさらに貧しくといった社会

がつくり出され、さまざまな格差が生まれまし

た。所得格差、教育格差、医療や介護の格差、

都市と地方の格差などなどであります。今や日

本の全労働者の３分の１が非正規雇用となり、

懸命に働いても生活できないワーキングプアと

呼ばれる方々がその格差の象徴ではないでしょ

うか。

昨年、容赦なく首を切られ、派遣村で年を越

された方々は記憶に新しく、その方々を初めと

する国民の怒りと、将来にわたって安心して生

活できる政治の転換へのあらわれが政権交代へ

とつながったものと確信をいたします。

これからは、将来にわたって地方が大事にさ

れる政治と、生活者の視点に立つ政策、財源へ

の配慮が求められてきます。

ここで私が強調したいことは、三位一体改革

を通じた地方財政の圧縮などによる地方切り捨

てであります。その地方切り捨てこそが、少子

高齢化と中山間地域における過疎化を一層加速

させ、地方の衰退を招いたと思います。

だからこそ、これまでの市場経済至上主義か

ら脱却した、「支え合いの社会」へ政治のかじ

を大きく切りかえていくことをしっかりと追求

していくことが大切であると主張するもので

す。

よって、私たち社民党県議団は、将来にわた

り安心して生活できる地方重視の予算措置を求

める理由から、意見書案を提出するものであり

ます。

さらに、私が申し上げたいことは、私が議員

になったころだと思いますから、もう６年にな

るんでしょうか、熊本、鹿児島、宮崎３県で構

成をする南九州観光振興議員連盟の総会が鹿児
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島で開催されました。当時は米良政美議長でご

ざいましたが、そのときのあいさつが今も強く

印象に残っております。内容は、「九州新幹線

の開通を目前に控える熊本、鹿児島に比べて、

本県は新幹線どころか高速道路も未完成であ

り、鉄道も単線、しかも車両はぼろぼろ」と、

米良議長は「悲哀を感じる」という表現で、本

県のインフラ整備がおくれ、交通網がいかに貧

弱かを嘆き訴えられました。まだ記憶に残って

いらっしゃると思います。最近では、後ろにい

らっしゃる中村議長も、安易な道州制論議にく

ぎを刺されるかのように、「各県に比べ最もお

くれをとっている本県インフラ等の整備の確立

なしに道州制論議はあり得ない」と、九州議長

会でも発言をされています。他県では高速道路

も鉄道の複線化・高速化も当たり前です。本県

はその当たり前のものを整備しなければならな

い大きな課題があるのでございます。

だからこそ、政党間で主義主張の違いがあっ

たとしても、宮崎県議会で一致結束できる課題

は団結して中央に物を言っていくことを、私は

大事にしたいと強く主張するものであります。

意見書採択における全会一致の原則は、例外の

名のもとに崩れましたが、本県の限りない発展

を願う社民党県議団の思いを御理解いただき、

我が会が提出する意見書案に賛同くださるよう

切にお願いし、提案理由といたします。（拍

手）〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

質疑の通告はありません。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 議員発議案第1号及び第2号に対する討論

○中村幸一議長 これより両案に対する討論に

入ります。

討論についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第１号「平成21年度補正予算の適正な執行を求

める意見書」について、賛成の立場で討論いた

します。

県民の方とマスメディアの方に申し上げます

が、通常は、こういう場合は反対討論が出た後

に賛成討論というのが普通であります。ところ

が、１号議案に対案して、先ほど社民党から出

た第２号議案を反対討論とみなすという議会の

ルールがございますので、今の髙橋議員の上程

が反対討論とみなして、私が賛成討論するわけ

ですから、御理解いただきたいと存じます。

「地域主権の確立」「地域のことは地域が決

める」、これは民主党がさきの総選挙で示した

マニフェストに掲げられている文言でありま

す。我が国が直面している100年に一度と言われ

る世界大不況に対して、速やかに景気・雇用対

策を講じていくのは当然のことであり、そうで

あるからこそ、本県議会においても昨年の12月

議会で緊急経済対策（生活対策）の早期実現を

求める意見書を採択し、あわせて、年明け早々

からの相次ぐ補正予算の審議において、各会派

の皆さんからもそれぞれ議案に御理解を示され

たものであります。このことは、民主党のマニ

フェストにありますとおり、まさに地方のこと
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を我々地方議会が議論して決めているわけであ

ります。国が取り組もうとしている施策、ある

いは進めていく施策について、それが地方への

影響が懸念されるものであれば、しっかりと地

方から声を上げるのは当然のことであり、この

姿勢は、自由民主党が政権与党であった時代に

あっても全く同じことでありました。

私どもは、このたびの総選挙で国民の負託を

受けた民主党がこれから取り組もうとしている

政策に対して異を唱えようとしているわけでは

ありません。むしろ心から、不安よりも期待を

大にしているところであります。民主的な手続

を踏んで一たん成立した予算を、一方的に執行

停止しようとする動きがあることに大きな不安

を抱かざるを得ない状況であることから、地方

の経済対策、ひいては県民生活に影響が出ない

ようにお願いをしたいというものであります。

新政権の方針がはっきりしない段階で拙速過

ぎるという御意見があったと思いますが、予算

の執行停止の方針が出てしまってから行動して

いたのでは遅いのであります。繰り返します

が、私たちは、今ここで民主党の対立軸を示そ

うとしているわけではありません。一連の経済

対策は国と地方が協力しながら取り組みを進め

ていかなければならない課題であり、一刻も早

く本県の景気・雇用が回復するように、そして

県民の皆さんが安心して生活できるようにとの

思いからの要望であります。昨日は、愛媛県議

会においても同様の意見書が、民主党、社会民

主党も賛成して採択されております。

なお、けさの大臣会見の要旨についてちょっ

と御紹介いたします。この大臣は、今度就任さ

れました藤井財務大臣、それと原口総務大臣の

２人の会見の様相であります。「地方の予算を

どうするのかということでありますが、地方と

いっても全部とは言えない、いわゆる一切除く

ということではない。それと同時に、地方とい

えども聖域だということにはできないんだ」と

いうことを言っております。そういう事案も今

後出てくるであろうということを、けさの藤

井、原口両大臣の会見で示されております。

114万県民の安心・安全を確保できるようにと

いう思いから、民主党政権に対して切なる願い

を込めての要望であります。どうか議員各位の

皆さんにおかれましては、以上の趣旨を十分御

理解の上、御賛同賜りますようよろしくお願い

申し上げまして、私の賛成討論を終わります。

ありがとうございました。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕 民主党の田口でござ

います。

議員発議案第１号「平成21年度補正予算の適

正な執行を求める意見書」について、反対の立

場で討論いたします。

リーマンショックに端を発する世界的な金融

・経済危機により、急激に我が国経済も悪化の

状況に陥り、麻生自公政権がその経済危機対策

として、過去最大の13.9兆円の補正予算を成立

させました。しかし、緊急の経済対策として疑

問がある予算が数多く見受けられ、当初から、

「前年度末に成立させた定額給付金に続く総選

挙前のばらまきではないか」との批判が各方面

より上がり、民主党もこの補正予算案には反対

の立場をとってまいりました。しかし、参議院

では否決されたにもかかわらず、衆議院の３分

の２条項を使って約１カ月で成立させたもので

あります。

そのような中、本年の６月30日、当時の民主

党の鳩山由紀夫代表の会見において、「政権交

代が実現した場合、平成21年度の補正予算は凍
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結したい」との見解を示しました。その後民主

党は、「国民の生活が第一」と訴え総選挙を勝

ち抜き、政権交代を社民党や国民新党の皆さん

と実現させました。政権交代とは、税金の使い

方を変えることであり、政策の優先順位を変え

ることであります。国民との約束（マニフェス

ト）に基づき予算を組み替えていきます。国の

総予算207兆円を徹底的に効率化し、無駄遣い、

不要不急の事業を根絶してまいります。しか

し、景気・雇用対策はもちろん、子育て、教

育、年金、医療、地域主権などの国民生活の立

て直しには集中的に使ってまいります。

よって、麻生内閣が成立させた補正予算は、

経済対策としての効果や必要性に疑問が残る予

算が数多く計上されており、民主党は、執行の

抑制や凍結、そして停止が必要だと考えていま

す。

ただし、対象となるその多くは、独立行政法

人や公益法人等で、在籍する天下り数が約750人

いる国の関連機関への約３兆円の支出や、事業

内容も不明確なままに単に資金を積んだ、官僚

の埋蔵金となりかねない4.4兆円の46基金です。

また、だれのための経済対策なのかわからない

官公庁用の施設整備費の2.9兆円、また、アニメ

やテレビなどの日本の新しい芸術分野の拠点と

して117億円をかける国立メディア芸術センタ

ー、通称「アニメの殿堂」であり、補正予算で

組むべきものとはとても思えないこのような事

業等は厳しく見直すべきと考えています。

しかし一方では、地方に対しては、地方活性

化公共投資臨時交付金、地方活性化経済危機対

策臨時交付金を初めとして医療や環境などの分

野で資金が交付されています。これらに対して

は、「小泉政権時代の改革、規制緩和や歳出削

減などを進めた結果、格差が拡大し、疲弊した

地方にとりましては現下の厳しい地方財政の状

況を踏まえて、各地域において積極的な政策実

施の財源になると考えられますから、その執行

を凍結、停止など民主党は考えてはおりませ

ん。そして特に、国の補正予算に応じて地方議

会が行った議決を事後的に国が否定するような

ことは全く予定しておりません」、これは、一

昨日誕生した鳩山政権の経済産業相に就任した

直嶋正行氏が、７月３日時点で、政権交代が実

現した場合を想定し、民主党の政策調査会長と

して答えたものであり、その後も一貫してその

方針は変わっておりません。鳩山新首相も、組

閣後の記者会見はもとより、終始、「地方に迷

惑がかかるような予算の凍結や執行停止はしな

い」と明言しております。

よって、意見書に、「地方向けの予算が執行

停止されることになると、本県の景気・雇用に

多大な影響を及ぼすことになり、県民生活に大

きな混乱が生じることが懸念される」とありま

すが、民主党は地方と協議する場も提唱するこ

ととしており、その心配は全くなく、意見書そ

のものが必要ないものと私は考え、意見書の提

出に反対をいたします。

議員の皆様の御理解と御賛同をよろしくお願

い申し上げます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 我々愛みや

ざきは、幹事長会及び議会運営委員会におきま

して終始一貫、この意見書提出につきまして

は、今までの申し合わせのとおり全会一致での

提出を求めてまいりました。それは、今後、こ

の意見書提出を境に幹事長会及び議会運営委員

会が混乱し、議会運営がさらに難しくなるとい

うことが必至になるからです。それを避けるた

めにも、我々はここで力を合わせ、やはり宮崎
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を守るという意を固めなくてはいけないはずで

す。

その中で、社会民主党のほうからは折衷案の

提出を求める意見が再三出されました。自民党

からの歩み寄りを期待いたしましたところです

が、残念ながらそれはかないませんでした。そ

して今回、各会派に配慮したという形の第２号

議案が提出されております。その姿勢を大いに

評価するとともに、意見書内容につきましても

理解に値すると考えております。

よって、愛みやざきは、第２号議案に賛同の

意をあらわし、賛成討論といたします。以上で

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

議員発議案第２号「生活者を優先し地方重視

の予算措置を求める意見書」案に賛成の立場か

ら討論いたします。

さきの衆議院選挙では、自公政権への批判が

強まる中、国民の意思で政権交代を実現し、民

主党を中心とする連立政権が誕生いたしまし

た。新政権にあっては、国民の、政治を変えた

い、よくしたい、その思いをしっかり受けと

め、国民の期待にこたえられる政治の実現を強

く望むものです。

日本共産党は、国民のための政治を一歩でも

二歩でも前進させるために、建設的野党の立場

で奮闘するものです。

さて、今回、国において今年度補正予算の一

部執行停止が議論される中で、国民生活や地方

自治体など地方経済に与える影響が懸念されて

います。地域経済への混乱は極力避けなければ

なりません。本議員発議案第２号の「生活者を

優先し地方重視の予算措置を求める意見書」案

は、国民の中で医療、年金、介護、雇用などの

不安が渦巻く中で、生活者の立場に立った予算

措置は、今後の予算編成のあり方として国民か

ら強く望まれている課題でもあり、当然賛成す

るものです。

また、県民の不安を解消するためにと、議員

発議案第１号「平成21年度補正予算の適正な執

行を求める意見書」案が提出をされました。現

時点での速やかな予算執行を要望する同意見書

案にも、県民の不安を払拭する意味から、反対

するものでないことを申し添え、討論を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第２号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第２号「生活者を優先し地

方重視の予算措置を求める意見書」についてお

諮りいたします。

本案は、原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立少数。よって、本案は否

決されました。

◎ 議員発議案第１号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第１号「平

成21年度補正予算の適正な執行を求める意見

書」についてお諮りいたします。

本案は、原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

次の本会議は、24日午前10時開会、本日に引
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き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時46分散会


