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◎ 一般質問

○井本英雄副議長 ただいまの出席議員40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。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 皆さんおは

ようございます。けさ来るとき、日向から車で

来ましたが、猫が事故に３匹遭っておりまし

て、日向で１匹、都農で１匹、高鍋で１匹。

ちょっと不吉な予感がしまして、しっかり気を

引き締めて質問しなきゃいかんなというふうに

思っております。それぞれ５連休で、シルバー

ウイークといいますか、ちょっと体が怠けてい

ますけれども、体にむち打ってしっかり質問い

たします。

まず、細島工業港の大型岸壁についてであり

ます。この事業は、白浜港の対岸に水深13メー

トルの岸壁をつくるというものであります。県

ではこれを通称17号岸壁と言っているわけであ

ります。現在、細島工業地帯の４区内では、30

ヘクタールあるわけでありますが、これには旭

化成が工場を今建設中であります。１区の40ヘ

クタールにつきましては、中国木材が進出を予

定しているところでございます。そのほかの企

業においても大型岸壁を利用するというふうに

いろいろ聞いているわけであります。そのよう

な中に、平成22年度の国交省の概算要求の新規

プロジェクトに盛り込まれなかったことがわ

かったわけであります。地元では非常に落胆し

ているところであります。日向市を初め、県北

の市町村、また議会においても、何回となく県

のほうに陳情いたしたところでございます。県

のほうでも国に対して強く要望していただいた

というふうに思っております。今回の衆議院選

挙で自由民主党から民主党に政権がかわり、国

の事業費が削減されるのではないかと、地元で

は非常に心配をいたしております。大型岸壁の

整備は、新規企業の進出において大変重要であ

り、必要不可欠であります。大型岸壁整備の推

進について、知事に今後のお考えをお伺いした

いと思います。

次に、社会福祉事業団自立化事業についてお

聞きをいたします。これは、さかのぼりまして

平成16年度、生活福祉常任委員会と当時は言っ

ておりましたが、その委員長は濵砂委員長であ

りました。河野哲也副委員長、そしてこの中に

いらっしゃるのが、徳重委員、星原委員、外山

良治委員、そして私。退職された方が２名ほど

いらっしゃいます。この当時は安藤知事であり

ました。中原福祉保健部長でもありました。現

在の高橋博部長は少子化対策監でありました。

現東国原知事は、当時はどこにいたかわかりま

せんけれども、全くこのことはわからないとい

うふうに思います。そこで、福祉保健部長に、

社会福祉事業団自立化事業の内容と今日までの

進捗状況について、壇上からお聞きをいたして

おきます。

次に、教育行政についてであります。

教育長に、人づくり、物づくりの観点から御

質問をしておきます。今回、県立工業高校に行

く機会がありました。県内７校の工業高校のう

ち、私は３校ほど訪ねてまいりました。また、

宮崎工業高校で工業系の校長会があり、その会

議の後に全員の校長先生からいろいろとお話を

聞くことができました。そして、実習室にまず

行ってみました。機械類は非常にぴかぴかに整

平成21年９月24日（木）
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備されておりました。整理整頓あるいは管理も

行き届いている感じでございました。しかし、

皆さんに今配っておる１枚の用紙がございま

す。この用紙を見てください。これは学校の備

品の一部をコピーしたものでありますが、備品

の導入年代を見ますと、40年以上たっているも

のがあるんです。皆さん、年代をずっと追って

ください。40年以上もたっている。私が見たと

ころでは、きれいなんですけれども、骨とう品

みたいな、そういう感じさえ受けたんです。40

年前といいますと、皆さん、自分の年をちょっ

と考えてみると、生まれていない方もいるかも

しれませんね、議員の中には。知事でさえ恐ら

く中学生ぐらいかな。そうでしょう。そうしま

すと、知事の年代の方が扱った教材が連綿と今

使われているんです。それも私はいい面もある

と思うんです。しかし、また後で自席のほうで

やりますから、いいんですが、教育長、この備

品の整備計画をどうしていくのか、お尋ねをい

たしまして、後は自席のほうから質問させてい

ただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、細島港の大型岸壁整備についてであり

ます。御質問にありましたとおり、直轄事業と

して要望しておりました大型岸壁が、現時点

で、主な新規施設として国土交通省の来年度予

算の概算要求に盛り込まれませんでした。私と

いたしましても、本県地域産業の発展のために

必要不可欠な施設と考えておりましたので、非

常に残念に思っております。このような中、か

ねてより誘致を進めておりました昭和シェルソ

ーラーの国富町進出が決定いたしまして、細島

港につきましても、製品の輸出などの貨物量の

増加が期待されるところであります。これを弾

みとしてさらなる利用促進を図るとともに、引

き続き、日向市や産業界などと連携しながら、

大型岸壁の早期着工を国に強く要望してまいり

たいと考えております。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

社会福祉事業団自立化事業についてでありま

す。この事業は、平成16年３月に策定された公

社等改革指針を踏まえ、当時、年間10億円前後

の県からの財政支援に依存していた社会福祉事

業団の経営自立を目的として、17年度に創設し

た５カ年事業で、事業内容は大きく３つありま

す。まず、１つ目は、事業団みずからによる経

営改善策として、職員数の削減や給与制度の見

直し等を行うものであります。２つ目は、事業

団の経営自立を支援する交付金として、運営費

不足分、退職金引当金、施設修繕費等の経費に

５カ年で合計40億円を交付するものでありま

す。３つ目は、経営自立のためには、基本財産

となる土地・建物が不可欠であることから、そ

れらの譲渡を行うものであります。

次に、進捗状況ですが、まず、事業団におい

て、職員数の削減や組織体制、給与制度の見直

し等を行った結果、収入に占める人件費の比率

が、平成16年度の73％から20年度には54％とな

るなど、大幅な経営改善がされております。ま

た、県では、自立化交付金を平成17年度から21

年度に毎年度８億円ずつ交付し、あわせて、平

成18年４月には、県立社会福祉施設10施設を無

償で譲渡し、経営自立を支援してきたところで

あります。これらを一体として実施してきたこ

とにより、平成22年度以降、県からの財政支援

に依存しない自立した経営が可能となりつつあ

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

平成21年９月24日（木）
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○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

専門高校における産業教育の教材としての備

品についてであります。専門高校における産業

教育につきましては、実際に産業用の設備に触

れ、機器の仕組みや取り扱い方法を体験的に学

ぶことが不可欠であります。このため、県教育

委員会といたしましては、従来から、各専門高

校の特性に応じた備品の整備に努めているとこ

ろであります。これらの備品につきましては、

その主なものの導入時期のピークが、1991年か

ら2000年、すなわち平成３年から平成12年まで

の10年間となっておりまして、大部分の備品に

つきましては、議員から先ほど御質問の中にも

ありましたように、教材として適切に使用でき

る状態にあると言えるものでありますが、導入

から相当年数が経過しているものがあることも

御指摘のとおりであります。このため、今議会

におきまして、国の臨時交付金を活用した２

億3,000万円相当の備品更新のための増額補正予

算をお願いしているところであります。将来の

宮崎の産業を担う人材の育成は必要であります

ので、今後とも専門高校教育の充実に努めてま

いりたいと存じます。以上です。〔降壇〕

○黒木覚市議員 細島港の大型岸壁につきまし

ては、知事が今、答弁いただきましたが、ぜひ

必要だということは知事のほうでもわかってい

るわけですから、今後とも引き続き、国のほう

に要望していただきますようにお願いをしてお

きます。

次に移ります。スマートインターチェンジに

ついてでございますが、このことにつきまして

は、今あります有料の延岡道路、門川のほうの

分でございますが、これが現在、門川町側から

延岡に行くほうしか乗れないわけです。乗るよ

うにしかなっていません。私どもは、先般、門

川町長、あるいは地元の米良県議と一緒に、西

日本高速道路株式会社の延岡事務所を訪ねまし

た。東九州自動車道が全線開通した場合には、

門川から宮崎側に乗ることができないんです。

現在のままでは乗ることができない。ですか

ら、ここにスマートインターチェンジという形

で門川から乗れるようにしてくれというのが要

望であります。現在のままでいきますと、門川

から日向のインターまで14キロあるんです。門

川の人たちは日向に行って宮崎の方向に行かな

けりゃならなくなる。おりるときも日向でおり

て門川に帰ると、そういう形になるわけでござ

います。ですから、門川周辺の方が非常に不便

を感じるということで、今、地元でも協議会等

を立ち上げようとしています。協議会を立ち上

げることが第一だというふうに言われたもので

すから、それを準備はいたしておりますが、県

のほうにもそういう声を恐らく上げると思いま

す。できるだけ県のほうでも早くそういう取り

組みをしてほしいというふうに思いますが、県

土整備部長にこのことについて御答弁をお願い

いたします。

○県土整備部長（山田康夫君） スマートイン

ターチェンジの検討につきましては、西日本高

速道路株式会社、国や県、また地元自治体との

協議調整が必要となってまいります。県といた

しましては、各方面の御意見、御要望も踏まえ

まして、関係機関と調整しながら、今後どのよ

うな対応が可能か、検討してまいりたいと存じ

ます。

○黒木覚市議員 東九州自動車道は、門川―西

都間が25年度というふうに予定をされておりま

す。民主党政権になりましたから、これがどう

なるかちょっと不安ですけれども、予定として
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は、私たちはできるというふうに思っておりま

す。スマートインターの全国の整備状況を聞い

てみますと、西日本高速道路株式会社で聞いた

話でございますが、全国で3,000億の資金が用意

してあると。西日本では３分の１の1,000億。設

置箇所も全国で200カ所、西日本で60カ所。整備

期間が平成21年度から29年度というふうに伺っ

ております。そういうふうに伺っておるわけで

ありますが、できるだけ早く地区協議会という

ものを、地元の人たちが協議会をつくっていろ

んな協議、県とも国ともいろんな話し合いもあ

るでしょう。そういうものをつくってほしいと

いうことですから、これはつくるのが第一であ

りますけれども、知事、ぜひ、西日本高速道路

のほうにも陳情方をよろしくお願いいたしま

す。知事のお考えをお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） ただいま議員より御

要望をお伺いしましたので、担当部局に指示さ

せていただきまして、関係機関との調整を図ら

せていただきたい。そしてまた、ＮＥＸＣＯ西

日本さんのほうにも要望してまいりたいと考え

ております。

○黒木覚市議員 次に、環境森林部のほうにお

聞きをいたします。森林環境税についてでござ

います。18年度から22年度まで５年間、今実施

中でありますが、先般、高千穂町のほうでも地

域の皆さんとの意見交換会が始まったようでご

ざいます。県内８カ所というふうに聞いており

ます。森林環境税を導入して４年目ですね、こ

れまでの事業による成果、どういうふうに成果

が上がってきておるのか。もう４年目ですか

ら、成果と今後の取り組みについて、環境森林

部長にお尋ねをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税に

つきましては、県民共有の財産であります森林

を、県民みんなで守り育てることを目標といた

しまして、県民参加と公益的機能の重視という

２つの視点から、森林づくり事業を展開してい

るところでございます。

まず、県民参加の森林づくりでは、森林づく

りへの県民の理解を促進するため、県民の提案

や企業の参加による森林づくりのほか、ボラン

ティア団体の育成や活動への支援を行いますと

ともに、子供たちが森林の役割を学ぶ森林環境

教育に取り組んでいるところでございます。ま

た、公益的機能を重視する森林づくりでは、水

源地等の上流にあります長期間放置されました

森林を対象に、広葉樹造林等の森林整備を行い

ますとともに、花粉の少ない苗木の生産や、公

益保全上の重要な森林を市町村が公有林化する

取り組みへ支援を行ったところでございます。

これらの取り組みによりまして、県民参加の

森林づくり活動の拡大につながりますととも

に、災害の防止など公益的機能の高い森林の整

備が促進されたものと考えております。県とい

たしましては、今後とも、県民協働で支える森

林づくりを推進しますとともに、公益的機能を

重視した森林の整備に取り組んでまいりたいと

考えております。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。も

う一点、森林環境税を導入している他の県で

は、木材の利用促進や間伐材の搬出支援など、

幅広く税を活用しているようであります。本県

ではこれらの事業に活用する考えはないか、お

聞きをします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税に

つきましては、本県では、ソフト、ハード事業

の両面から、森林づくりに重点を置いた取り組

みを実施しているところでございますが、これ

までに、税事業の使途を検討いたします森林環
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境税活用検討委員会での提言を踏まえながら、

渓流の流木を撤去するなどの新たな分野も取り

入れて実施しているところでございます。しか

しながら、森林環境税の全国的な使途を見ます

と、おっしゃいましたような、ソフト事業の木

材の利用促進のための普及啓発や林業担い手育

成などの事業、あるいはハード事業といたしま

して、間伐材の搬出支援や作業路の開設などの

使途も見られるところでございます。これらの

新たな分野での事業展開につきましては、他県

での取り組み事例も参考にいたしまして、森林

環境税活用検討委員会や、現在、地域で開催し

ております県民との意見交換会での意見等を踏

まえながら、今後検討してまいりたいと考えて

おります。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。次

は、先ほど壇上から申し上げました社会福祉事

業団の自立化事業の件についてお伺いをいたし

ます。総務部長、事務決裁規程でいう訓令等の

規定を伺いたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 宮崎県事務決裁規

程におきましては、行政組織の内部的な命令で

ございます訓令、あるいは法令等に基づく処分

などを広く一般に知らせます告示あるいは公告

のほか、要綱、要領などの規定を「訓令等」と

定めているところでございます。

○黒木覚市議員 同じく総務部長に、補助金の

予算の執行に当たり、要綱、要領の決裁権者は

だれか、また、総務部への合議はどうなってい

るのかお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 補助金等の交付に

関する要綱、要領の決裁につきましては、宮崎

県事務決裁規程に基づきまして、次長が決裁権

者と定められております。また、起案に当たり

ましては、文書取扱規程に基づきまして、関係

所属に合議をすることとされておりますが、補

助金等の交付に関する要綱等につきましては、

総務部の財政課に合議するよう、これは通知に

より定めているところでございます。

○黒木覚市議員 同じく総務部長、知事が編成

した予算の内容にかかわる議会への説明は、そ

の後の執行を前提とするべきであると考える

が、この点はいかがでしょう。

○総務部長（山下健次君） 大事なことであり

ますが、予算の編成権は知事にございますが、

その予算案は、県議会において議決をいただく

ことによって成立をするものでございます。当

然、議会への説明に当たりましては、政令に基

づく歳入歳出予算の事項別明細書あるいは給与

費明細書等の説明書のほかに、各部局の新規事

業あるいは政策的な経費など主要な事業につき

まして、具体的にどのような事業を実施するた

めの予算であるかをわかりやすく示した資料を

活用いたしまして、常任委員会において説明す

ることとしておるところでございます。予算

は、県の行政目的を具現化するためのものでご

ざいますので、事業の適切な執行を図るために

も、議会への十分な説明が必要であると考えて

おります。

○黒木覚市議員 総務部長、もう一点、補助金

の予算執行に係る要綱に対して、財政課は意見

を申し上げるのでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 毎年度の予算執行

につきましては、年度の初めに各部局に対しま

して予算執行方針を示しまして、計画的かつ効

率的な執行及び必要最小限の支出による節減合

理化のほかに、事業の執行状況の確認などにつ

いて注意を喚起しているところでございます。

また、それぞれの個々の予算執行に当たりまし

ては、支出負担行為の決裁や補助金交付要綱の
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制定等についての合議を通じまして、対象事業

の内容の精査、さらには適期における適切な金

額の執行であるか等チェックを行いまして、予

算の適正な執行を確保しているところでござい

ます。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。こ

れから福祉保健部長のほうにちょっと振りたい

と思います。この社会福祉事業団、皆さん、頭

の中で、どの施設かなとなかなかわからないん

です。経営している施設を申し上げてくださ

い。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在、社会福

祉事業団のほうで経営しております社会福祉施

設は11施設ございまして、その内訳を申し上げ

ますと、まず、知的障がい児施設が３カ所ござ

います。延岡市にありますひかり学園、都城市

にあります高千穂学園、清武町にありますひま

わり学園。それから、児童養護施設が１カ所あ

りまして、宮崎市にあります青島学園。それか

ら、知的障がい者援護施設、国富町にあります

向陽の里でございます。それから、救護施設、

新富町にあります清風園。身体障がい者授産施

設であります、宮崎市にあります向陽園。それ

から、特別養護養護老人ホームが２カ所ありま

して、都城市に霧島荘、宮崎市にみやざき荘が

ございます。それから、軽費老人ホームが、宮

崎市に青島荘がございます。最後に、養護老人

ホームでありますけれども、都城市に東岳荘、

これは平成20年に都城市のほうから譲渡を受け

たものでございます。以上でございます。

○黒木覚市議員 今、11カ所になったわけです

ね。平成20年度末の自立化交付金によって事業

団が積み立てた金額、また21年度末では幾らぐ

らい見込んでおるのか、お示しください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度末

は約９億7,000万円で、21年度末は約13億2,000

万円の見込みであります。

○黒木覚市議員 私がどうしてこのことを今質

問しているかといいますと、先ほど総務部長の

ほうから、私たちには、こういった重点施策の

説明とか、委員会のほうで新規事業はすべて説

明をいただいております。この中で、皆さんた

ちが今、交付金を積み立てているという部分が

ないんですよ。この中をちょっと読み上げてみ

ますが、星原議員が質問している部分、「どこ

でも、退職者が出ると退職給与引当金みたいな

ものがあるんですが、この場合は、そういうこ

とは、今まで補助金なり交付金で積んでいたと

いうふうにとってもいいんですか」と。福祉保

健課長が、「５年間で40億という想定をいたし

ておりますが、その１年分が８億円ということ

でございます。この40億円の中身につきまして

は、運営に要する経費として給与費等人件費

に13億円想定しております。今、星原委員が

おっしゃいました退職給与引当金に相当する金

額を12億円程度想定しております。残りの15億

円が、施設が10カ所に分散してございますが、

建てかえまではいかないんですけれども、かな

り老朽化が目立つところもございますので、５

年間で修繕に要する経費でございます」と、私

たちにはこの説明しかないんです。どこにも積

立金とはないんです。だから、私は、後、調べ

てみました。どこで積み立てができるように

なったのかと不思議でならなかったんです。そ

うしましたら、要綱が出てきました。これは課

でつくった要綱です。先ほど私は総務部長にそ

れで言ったんです。課でつくった要綱です。私

も皆さん方から要綱をいただきました。要綱の

中に括弧書きで積み立て可と書いてあるんで

す。委員会は３月の15日です。４月の１日から
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もう要綱でやっているんです。なぜ私たちにそ

ういう大事なことも説明しないままに積み立て

ているのかが私は不思議でならなかった。

ちょっと議会を軽視しているものですから、私

はこれを取り上げたんです。余りにもひどいな

と。先ほど言いましたように、ことしで13億余

りになるんです。何にも私たちには知らせない

んです。そのとき議会で40億というものが通っ

ていけばそれでよかったのかと、私は心配する

んです。これはもうちょっと伺っておきましょ

う。この交付金ですね、施設修繕費について、

その大半が使われておらず積み立てに回ってい

るが、どういう理由かということをお答えくだ

さい。

○福祉保健部長（高橋 博君） 事業団の施設

は、向陽の里を初め、老朽化した施設が多く、

また、自閉症等への対応など、利用者に適切な

サービスを提供していくためには、大規模修繕

等の実施が不可欠と考えております。しかしな

がら、この事業がスタートした時期に、平成18

年の障害者自立支援法の制定・施行を初め、福

祉を取り巻く法制度等が大きく変化をいたしま

した。こうした状況変化を踏まえ、施設整備や

経営方針の再検討が必要となったことなどか

ら、大規模な修繕工事の施工等を先送りせざる

を得なくなり、積立金に積み立てたところであ

ります。今後の修繕に係る費用は約26億円程度

と見込まれております。したがいまして、積立

金は今後これらの支出に充当し、利用者のサー

ビスの確保を図っていく必要があると考えてお

ります。

○黒木覚市議員 今後のことはいいんですよ。

私たちに説明がなかったんです。そういうこと

もなかったんです。だから、私は議会軽視だと

言っているんです。交付金を積み立てに回すこ

とについて議会に説明がなかった。議会軽視と

もとれると私は思っていますから、そのときな

ぜ説明できなかったのか、わかりましたら、部

長、答えてください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 社会福祉事業

団自立化事業につきましては、５年という短い

期間でいかに完全自立化を達成するかという点

に私どもの意識や説明の重点があったため、説

明が不十分になってしまい、申しわけなく思っ

ております。

○黒木覚市議員 我々議会に、申しわけなかっ

たでこういうことが通っていけば、いつも議会

を何とかごまかして予算を通過させて、後は自

分たちが自由にいろいろできる。そういうこと

では議会軽視だと本当に思うんです。やっぱり

説明責任、こういう重点施策の中の新規事業の

ときにしっかりそういうことも言っておけば、

我々も認識するんです。だれも積立金は知らな

いですよ。さっき言った委員会の名前の人たち

もほとんどの人が知らないんです。あなたたち

はその後説明を一回もしていない。私は全部議

事録を見ました。見たけれども、どこにも出て

こない。説明した書類も何もないんです。だか

ら私は言うんです。途中で委員会で、積み立て

にこれぐらいこうしておりますと、そういう説

明も全くないんです。総務部と意思疎通ができ

ているのか、これもわからない。総務部に聞い

てみると、総務部はあなたたちが説明している

ものと思っているんです。だから、私は今回こ

うやってお聞きしているんです。

自立化交付金の要綱、例えば、今、修繕費で

積み立てをしておりますね。こういうものが、

今の要綱を見ると、何にでもというか、ほかの

ものに流用ができるんです。私はそういうふう

に見ています。その辺は部長はどう思っていま
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すか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 交付要綱で

は、交付金の対象となる経費は、経営自立のた

めの積み立てに要する経費を含めた事業団の運

営に要する経費と定めております。また、交付

金の具体的な使途につきましては、毎年度、事

業計画策定及び実績報告の都度、真に自立化に

必要な経費であるかという観点でチェックを行

うなど、交付金の適正な執行を図ってきたとこ

ろでございます。

○黒木覚市議員 今の答弁では答えにならない

んですよ。流用ができるんじゃないかと。私は

要綱をもらって見たんです。これでは流用でき

るんです。これは縛りも何もないじゃないか

と。だからほかに流用はできますねと。例えば

積立金、修繕費で積み立てたけれども、人件費

とか退職金とか、そういうものに流用できる要

綱じゃないですかと指摘しているんです。

○福祉保健部長（高橋 博君） 積立金の積み

立てにつきましても、適正かどうか十分に

チェックを行ってきているところでございま

す。

○黒木覚市議員 ちょっと答弁になりませんけ

ど、よう答えられんと思います。わかりまし

た。これは要綱では流用できるんです。だから

私は今指摘しているんです。これをどうやって

今から縛っていくかをやらないといけない、そ

う言っているんです。これは委員会でも後やる

ところがあるでしょうから、そちらのほうで

やっていただきたいというふうに思います。

もう一点、これから先のことを聞いておかん

といかんですね。多額の税金が積み立てられて

いるわけです。22年度以降、県がどういうふう

に管理監督できるんですか、その辺をお答えく

ださい。

○福祉保健部長（高橋 博君） 自立化交付金

から積み立てられた施設修繕費等積立金につき

ましては、この事業終了後の22年度以降におき

ましても、確実に施設修繕費等に充当されるべ

きことは当然のことでございます。このために

事業団に対して、その執行に関する確約書を提

出させるとともに、毎年度、執行計画の事前協

議や実績の報告を行わせるなど、県として責任

を持って執行管理を行ってまいりたいと思いま

す。

○黒木覚市議員 なかなか納得のいく答弁では

ございませんけど、委員会のほうでまたこれも

ですね。

あと、自立化交付金を計画した当時の部長、

先ほど申し上げましたね、私たちに３月議会で

説明をいただいた方です。この方が４月１日か

ら事業団の理事長に行っておる。使う側に行っ

ておる。私たちは、何かなと、あれだけ審議し

たものが、いつの間にか、半月もたたんうちに

使う側に行っているんです。これはやっぱり理

由があるだろうと思うんです。もし、部長で答

えることができましたら、お答えください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 事業団から理

事長適任者の派遣要請があり、必要性を検討の

上、事業団の経営改善の遂行を期して人選され

たものと思います。

○黒木覚市議員 同じく知事に、知事は当事者

じゃないから、答えにくいかもしれんけれど

も、このことについてはどういうふうに思いま

すか。

○知事（東国原英夫君） 部長が申し上げまし

たとおり、事業団からの要請を踏まえた上で、

事業団の経営改善を遂行するために最も適した

人材を派遣したものと思っております。

○黒木覚市議員 大変答えにくいですよね。わ
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かりました。またやりましょう。

事業団が本当に自立化するということであれ

ば、今年で終わるわけですが、県の職員が、派

遣している方が３名、ＯＢが３名。今６名いる

わけです。県から職員が派遣されると向こうで

の給与が高いわけです。もう５年間もこの事業

をやっているわけですから、職員も育ってきて

いるはずです。そこで育った職員を本部のほう

でも使うべきだと。今、本部のほうにそういう

ふうに６人行っているわけですから、自立化し

たらある程度任せると、そういう方向に行って

ほしいと思うんですが、福祉保健部長、今後ど

うでしょうかね、その辺は。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県職員の派遣

につきましては、事業団からの要請に基づき行

われてきたところであります。派遣状況につき

ましては、自立化事業実施前の平成16年度まで

は、現役職員が10名程度派遣されておりました

が、自立化事業がスタートした17年度以降、年

々派遣者数が少なくなってきており、平成21年

度には、現職３名、県ＯＢ職員３名の計６名と

なっております。今後も、事業団からの要請が

あった場合は、その必要性等を十分検討した上

で対応していくこととなります。

○黒木覚市議員 こればかりやると時間がなく

なりますが、後はまた、委員会、決算がこれか

ら控えるわけですから、その中でいろいろ議論

をしていただきたいというふうに思います。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。教育委員長には、どんなところに視察に行

かれたのか、また、工業系の高校に行って施設

設備の実態を把握しているのか、お尋ねをしま

す。

○教育委員長（大重都志春君） 教育委員会の

委員の視察につきましては、学校現場の現状や

課題について理解を深めるため、毎年度２回、

７つの教育事務所のうち、２つの教育事務所管

内の小中学校、また県立学校、市町村教育委員

会等の視察を実施しているところであります

が、お尋ねにありました工業系の高校の視察に

つきましては、最近は実施していない状況にあ

ります。教育委員会委員は非常勤でありまし

て、また、他の職業を持っておられる方がほと

んどであるため、視察先や視察回数には限界が

ありますが、できるだけ早い機会に、工業系も

含めた専門高校の視察を実施したいと考えてお

ります。以上です。

○黒木覚市議員 今お答えをいただきましたけ

れども、確かにそれぞれ職業は持っておられる

と思うんです。忙しい中だろうとは思うんで

す。ぜひ現場を見てほしいなと。私も今回、工

業系の３つの学校を回ってみましたけれども、

どの学校も、先生たちは何も言わないんです。

要求しているけれども、予算がないと言われた

らそれでするしかないんです。先生たちも、そ

ういうことでは子供に申しわけないと思いなが

らも、やっぱり現実はそうなんです。お金がな

いと言えばそれで終わってしまうんです。こと

しは幸いにして補正予算を２億3,000万ぐらいつ

けていただきましたので、できるだけ幅広くそ

ういうものに対応してください。

工作機械を見ますと、20数年前に買ってい

る。横にパソコンが置いてあるんです。一緒に

買ったと。子供たちに聞くと、パソコンは使わ

ない、使えないと言うんです。今のパソコンと

合わないと。動くのも遅くて合わない。そうい

うふうに、子供たちは、パソコンはあるけれど

も使えない、使わない。そういう状況もあるん

です。皆さんに配っている一番上の汎用旋盤で

すね。これは工業高校に行きますと、広い部屋
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にこっちに10台、こっちに10台置いてありま

す。そうしますと、40年前のは全然使わないん

です。置いてあるだけです。いつも磨いておく

だけ。骨とう品ですよ。磨いておくんです。そ

して、20年前に買った旋盤をみんなで使うと。

使えないんですよ。それではほかの学校はどう

かといいますと、宮崎工業と都城工業しか新し

いほうの20年前のはないんです。23台の分は。

あとの３台はほかのところにありますけれど

も、ほかの５校は、新しい旋盤がありませんか

ら、今、全国で旋盤の技術大会があるんだそう

ですが、これにも行けない。校長先生は嘆いて

いましたよ。出したいけれども、旋盤が古くて

通用しないんです。そういうことをやっている

んです。だから、そういう面では非常に問題に

なります。

時間が余りありませんが、もう一点、教育

長、今、どれぐらいの予算が毎年ついているん

ですか。

○教育長（渡辺義人君） 平成17年度以降本年

度まで、５カ年間の当初予算額の平均として申

し上げますと、産業教育設備費として4,420万円

となっております。以上です。

○黒木覚市議員 最後に知事に。校長先生たち

とお話ししますと、子供たちを宮崎県は一生懸

命育てると。ほとんどの子供たち、８割が都会

に行ってしまう。宮崎県が金を出すことも必要

だけれども、全部都会に行くために育てるの

に、もっと国からもらえませんかと言われたん

です。それは当然だなと。それこそ、宮崎県で

人材を育てるけれども、宮崎県に残る人間はほ

んの１割か２割ですね、そういう子供たちは。

みんなが都会に行く。だから、知事に、国から

こういう施設整備の予算をもっと取ってくれま

せんかと。先生たちは何にも言えないと。やっ

ぱり知事や教育長は怖いんですよ。言えないん

です。だから、私はきょうあえてこの問題を出

したんですけれども、知事、何かの機会に、国

にこういう施設整備をやるように、そういう費

用を取れるように、ぜひお願いをして私の質問

を終わりますが、知事の答弁をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、恐らく交付税交付金の議論になるかと思い

ますけれども、そういったものの増額確保も要

望していかなければいけない。あるいは基準財

政需要額と収入額の算入の仕方、その率の割合

ですね。あるいは新政権が打ち出されている一

括交付金、こういったものがどういう交付金な

のか、それは自主財源となり得るものなのか、

配分率はどうなるのか、そういった問題も含め

て、国に強く需要としての要望を行っていかな

ければならないと思っております。

○黒木覚市議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 久しぶりに

壇上に立ちまして、緊張をほぐしながら一般質

問を進めてまいりたいと思います。今ちょうど

歯の治療を始めておりまして、聞きにくいかも

わかりませんけれども、お許しをいただきたい

と思います。

本年４―６月期のＧＤＰは、前年比0.6％の増

と、久々のプラス成長となったとの発表が先日

なされました。政府も事実上の景気の底打ち宣

言をいたしました。しかしながら、九州・沖縄

の主要企業における景況感調査などを見ます

と、依然として景気の底打ちを実感できていな

いとする企業が大方であります。企業集積が小

規模で、かつ出先機関等がその多くを占める本

県としては、案に違わず、回復の兆しを見るに
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はさらに時間を要すものと、国に対しても今後

これらへの効果ある対策の継続や拡充を求めて

いかねばとの決意、そして、その先にある本県

経済の回復への期待に思いをいたしていた矢先

の今回の政権交代でありまして、心に残るもの

にも小さからぬものがあるところでもありま

す。

ところで、知事は、今回の総選挙に際し、

「地方分権、税財源移譲、協議の場の法制化、

これをマニフェストに盛り込むことが、自分が

その政党を支持することの不可欠の条件であ

る」との発言をされ、同時に、「今の政治シス

テムを変えなくては地方の再生はあり得ない」

との発言をなされました。申すまでもなく、地

方分権は時の流れであり、私もみじんだにこれ

を否定するものではありません。しかしなが

ら、その流れの中で、国対地方は、あるいは地

方間における都市対宮崎は、今後どのように論

を闘わせていったとき、果たして何を得て何を

失うことになるのか。とりわけ私には税財源移

譲に係る不安が大きいのであります。

それは、これこそが地方の活路への改革と、

全国知事会のリードのもと、懸命に取り組んだ

交付税改革や三位一体改革でありました。しか

しながら、その果ては、都市部との格差は一層

広がり、地方は、耐え切れぬほどの痛みを余儀

なくされるところへとたどらされたのでありま

す。知事が求めておられる協議の場で、国と地

方とは何を協議することとなるのか。分権に際

し、知事が求めようとしている具体的内容とあ

わせ、お伺いをいたします。

さらに、知事は、税財源配分については、国

と地方とを５対５とすべきとも申されておりま

す。しかし、これが実現し、特会直入の共有税

とされたとき、果たして本県に有利となる見通

しはあるのか。先述しましたように、私はこの

点に大きな不安を持つのでありますが、その自

信の根拠をお聞かせください。

あわせて、分権についてでありますが、本県

には、合併を行わず自立を選択した小規模の自

治体を初め、小規模自治体は少なくありませ

ん。小規模自治体の分権の受け皿的視点も含

め、地方分権に関し、お尋ねをいたします。

以上で壇上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。

国と地方の協議の場についてであります。国

と地方の協議の場は、政府側で政策決定ができ

る責任ある立場の方と地方六団体の代表とが対

等の立場で協議し、地方の意見を政府の政策立

案、執行に反映させることを目的とする場だと

考えております。したがいまして、この協議の

場では、全国知事会が求めている地方分権や税

財源移譲のあり方等の、国と地方の関係に関す

る基本的な事項を協議すべきと考えておりま

す。さらに、国が地方の意見を真摯に受けと

め、その場で合意されたものは、政策の決定・

実施にしっかり反映されていく仕組みにしてい

ただく必要があると考えております。

続きまして、地方分権における権限移譲等に

ついてであります。国から地方への権限や事務

の移譲については、まずは、地方分権改革推進

委員会が勧告で示している約4,000項目の義務づ

け・枠づけの見直しや、国の出先機関の廃止・

統合による二重行政の排除と、それに伴う事務

移譲を着実に実施していただくことだと考えて

おります。具体的には、義務づけ・枠づけの見

直しでは、保育所の最低面積基準の廃止または

条例への委任、都道府県道の路線の認定等に係
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る国土交通大臣への協議の廃止、事務移譲で

は、直轄国道、河川の地方移管などでありま

す。なお、権限や事務の移譲を受けるために

は、それに要する税財源の手当てが不可欠であ

りますので、全国知事会として主張していると

おり、国と地方の税源配分を現在の６対４から

５対５にすることや、地方交付税の復元・増

額、地方消費税の充実等による税財源のパイそ

のものを大きくすることなどが必要だと考えて

おります。

続きまして、地方分権改革においては、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とともに、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。このため、国と

地方の税源配分５対５を目指すことなどによる

地方税財源の充実を図ることが必要ですが、そ

の際には、偏在性が小さく、安定性を備えた地

方税体系の構築を行うべきであると考えており

ます。なお、偏在性の小さい地方税体系の構築

を進めたとしても、宮崎のような地方と大都市

との財政力格差を解消することは困難だと思い

ますので、引き続き、現在の地方交付税制度の

ような財政調整システムが必要だと考えており

ます。また、その財政調整における具体的な配

分方法が、本県のように財政基盤が脆弱な県に

とって不利なものにならないよう、調整システ

ムの制度設計において適切な措置を講じること

を強く主張していく必要があると考えておりま

す。

続きまして、市町村への権限移譲等について

であります。私は、地方分権の本質は、地方が

みずからの意思と力で、それぞれの特性に応じ

た地域づくりを進めることにあり、住民に身近

な行政サービスは、住民の手の届くところで意

思決定できるようにすべきと考えております。

ちなみに、これは地方自治法にも確保されてお

ります。そのためには、住民に最も身近な基礎

自治体である市町村にできるだけ権限を移譲

し、あわせて、その権限を適切に担っていくた

めに必要となる税財源の移譲も行わなければな

らないと考えております。一方、小規模市町村

の中には、組織や職員配置などの事務処理体制

や財政基盤の拡充が難しいところもあると思い

ますが、そういう場合には、広域連携や定住自

立圏構想による市町村間相互の機能補完、都道

府県による垂直補完など、さまざまな選択がで

きるようにしておくことも必要だと考えており

ます。以上です。〔降壇〕

○坂口博美議員 税財源の配分５対５というこ

とですね。そうなりますと、例えば平成19年度

の決算で税収状況を見てみますと、まず、国税

収の総額が52兆7,000億円、地方税収総額が40

兆3,000億円、端数処理がありますから合いませ

んけれども、トータルで92兆9,000億円です。こ

れを５対５と言われるわけですから、46兆5,000

億ずつということになろうかと思います。です

から、現在の地方の不足分６兆2,000億円を国か

ら地方へ移譲してもらうということになろうと

思うんですが、じゃ、その６兆2,000億円をどこ

から持ってくるかという話になる。現在、この

財政の中で、国から地方へ支出されている分と

なると、同じく19年度決算で、まず、地方譲与

税、特例交付税、交付税、こういった交付金の

たぐいがトータルで16兆2,000億円、国庫支出金

が10兆3,000億円、合計26兆5,000億です。ここ

から６兆2,000億を持ってきて、それを地方共有

の特会に入れたときに、この26兆5,000億円とい

うお金こそ、まさに最終的には、段階補正だ、

あるいは補助率のかさ上げだということで、調
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整機能を働かせるところに投入されるお金なわ

けです。これを外して共有としたときに、知事

は今、調整機能が必要だと言われた。必要とい

うことはわかっているんです。ただ、全国、例

えば都道府県だけにしても47、この中で、今以

上有利に宮崎に分配をかち取ることができるの

かということであります。

ちなみに、平成19年の、これは決算ではなく

て基準額ベースですけれども、地方税に限って

どれぐらい税金を納めてどれぐらい使ったかと

いうのを見てみますと、全国平均１人当たり地

方税収入額というのは13万7,000円です。宮崎県

は８万5,000円です。それから、歳出を見てみま

すと、全国平均33万9,000円、宮崎県45万1,000

円。ですから、全国平均の方の６割ぐらいの地

方税を納めて、1.3倍ぐらいの地方行政サービス

に宮崎県はあずかっているというんです。これ

を外して、これ以上のものあるいはこれと同等

でもいいですよ、本当にそういったものが可能

なのか、ここのところを知事はどう考えておら

れるのか、再度お伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 地方分権の中で、現

代税制の中で基幹税とされています消費税と所

得税、こういったものの国と地方の配分のこと

が制度設計に生かされなきゃいけないと、基本

的にはそう思っています。税財源を５対５にし

た場合に、人口あるいは地方税等が少ないとこ

ろには当然しわ寄せが来ると理解しておりま

す。そういったところは、先ほど答弁でも申し

上げましたとおり、交付税を地方共有税として

特会に入れて、その基準財政需要額や収入額の

算入率等を調整していく必要があろうかと思い

ます。それは都市部と地方の格差を是正すると

いう意味です。そしてまた、地方消費税も増税

を視野に入れていかなきゃいけないと思います

が、そういった場合にも、地方に配分される地

方消費税の部分、そういった率も考えていかな

きゃいけない。詳しい制度設計はこれからだと

いうふうな理解をしております。

○坂口博美議員 これからなんですね。今のは

理想なんです。じゃ、先ほど言った６兆2,000億

を仮に地方に回した場合に、まずは、その財源

不足の穴埋めがどうやられるのか。今度は歳出

レベルで見てみますと、国と地方の歳出、２対

３に逆転したというものですけれども、19年度

決算で国の歳出分が61兆4,000億です。地方が87

兆9,000億。149兆2,000億―端数を四捨五入し

て合いませんが、ここで56兆3,000億もの財源不

足が出ている。地方が約10兆円の起債発行で

す。国が30兆円の起債発行。ぎりぎりを越して

いるわけです。どこからそこに持ってこれるか

ということであります。

そしてまた、協議の場というのは、まず、国

と地方の基本的なことについて仕分けをする場

になるだろうという答弁でもありました。税と

いうのは国の基本であります。法定外の目的税

を除いては。だから、税については、これは国

の専権ですよということを、しっかりとそこで

確認させられることになろうかと思っておりま

す。新たな税の創設というのは地方には無理な

わけですね。

そこで、今言われた国税なんですけれども、

例えば、知事が言われるように国税の五税を見

てみますと、今、法人税は、地方の取り分が34

％、所得税、酒税が32％、たばこ税が25％、消

費税、これはややこしいんですけれども、５％

かかった中の１％は属地税です。返してくれ

る。残りの４％の中の29.5％、これが交付税へ

投入される財源です。これは全国で分け合っ

て、ここには先ほど言ったように調整機能がか
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かったものとして分配されるわけです。これを

見てみますと、消費税５％の中の2.8％は既に地

方が取っているわけです。ですから、五税の中

では軒並み３割前後を取っている。しかもこの

五税の法人税、所得税、酒税というのは、昭

和29年に交付税制度が始まったときには、法人

税が19.874％、酒税、所得税が20％から始まっ

て、抜本的な税制改革をやるたびに地方にしわ

寄せが来た。最後には恒久減税をやった。しわ

寄せが来た。これを補てんするためにかさ上げ

されてきて現在の率になっているんです。です

から、国ももう限界なんですね。そして、よほ

どのことがない限りこの数字はいじることはな

いと思うんです。国の専権ですよ、申し上げま

したように。あとは地方が陳情していくに限

る。じゃ、消費税と言われるけど、民主党は４

年間凍結と言っているんです。僕は、この財源

を求めるところはどこにもないと思っておりま

す。

そんな中で、こういった交付税を復元して、

しかも増額を求めていくと言われるわけですけ

ど、どこにそのような財源があるのか。その見

通しを教えていただきたい。なぜかというと、

知事は、まず、これしか地方の再生はないと言

い切られたんです。それと同時に、知事の立場

というのは、あの国政転身の騒動の後で、私は

宮崎のために全身全霊を込めてやるんだ、わき

目も振らないでと言われたから、宮崎の知事と

しての発言と受けとめて私は聞いているんで

す。断定づけられたところのその自信のほどを

伺っているんです。再度お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎のためと確かに

申し上げました。それは宮崎だけではなく、税

財源、財政基盤が脆弱な地方ということを総括

的に申し上げて、その代表である宮崎のために

と、もちろんふるさとである宮崎のためという

ことでございます。御理解いただきたいと思い

ます。

財源不足、御指摘の問題ですが、私として

は、偏在性の少ない消費税に一番着目をしなけ

ればいけないと考えております。この消費税を

新政権は４年間凍結ということでございます

が、これは将来にわたってやはり議論をしてい

かなきゃいけないと思っております。新政権

は、国と地方の二重行政をやめる、地方分権を

する、あるいは国の特会等の会計を一般会計に

入れて総合的に見直すというようなことで、無

駄の徹底的な廃止ということをうたわれており

ますので、これは２～３年、数年はこれに期待

できるかと、財源不足の件でございますが、こ

れは期待できるのではないかと思います。その

後は、やはり何らかの税というものの増税とい

うものは当然視野に入ってくるものだと考えて

おります。議員御指摘の地方消費税、これまで

かさ上げがありましたが、消費税のパイが大き

くなるときに、地方と国の協議の場において十

分な制度設計、つまり、地方を重視した、地方

に軸足を置いた、新政権は「地方主権」と言っ

ておられますので、地方の再生は国の再生と

言っておられますので、そういったものは十分

配慮されるのではないかと考えております。そ

の辺は地方からの、特に税財源が弱体化してい

る地方からの声を大にしていかなきゃいけない

と考えております。

○坂口博美議員 それはわかっているんです

よ。それがかなえば楽な話で、その見通しはな

かなか大変ということと、消費税を上げたっ

て、属地分でしょう、今のは。半分が交付税。

交付税の今後の見直しの中で、基礎的自治体

を20万～30万と言っているわけですから、段階
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補正は下がることはあっても上がることはな

い。そういったときに、消費税で果たしてその

分をカバーできるかということです。どうせ税

に目をつけるなら、例えば揮発油税です。これ

は蔵出し税でしょう。全国で４カ所ぐらいしか

課税されるところはないです。これはプールさ

れる。宮崎県は、東京の１世帯当たりの乗用車

所有台数の３倍です。１台当たりの年間走行距

離も３倍です。こういったところをやっぱり属

地にすべきだ。こういうことを主張していくべ

きだ。これなら、現行の税制の中で、地方の利

にかなった議論をやっていけばかなうことで

す。だから、もうちょっと現実なところに目を

向けてほしい。これは切りがないし、時間が限

られているから、ここで要望、提言にしておき

ます。

そこで、副知事にちょっとお尋ねしたいんで

すけれども、先ほど申しました三位一体改革で

す。交付税改革と一緒に三位一体改革。未来が

あるんだということで、我々は一生懸命その動

きをやってきたわけです。確かに、総務省が

やってくれたことというのは、まず、基準財政

収入額の算定時における県税収入、それまで

は80％が算入率だったですね。それを75％に下

げてくれた。だから、５％へそくれるお金がふ

えたわけです。我々は確かに喜んだんですよ、

あしたがあるということで。ところが、この作

業が終わった平成18年、19年かな、全国の首長

はみんな怒ったんですよ。何だ、この改革は

と。大変な痛みが来たじゃないかということ

で。みんな怒ったから気がつかなかった、宮崎

は特に痛いということを。

それはどういうことかといいますと、５％へ

そくりを取ってもいいですよ、基準財政需要額

と収入額は責任持ちますよとやられたけど、需

要額算定をどんと下げてしまったわけです。あ

のとき、交付税だけでも実質２兆8,000億減らさ

れて、５兆1,000億だまされたなんていうのがば

んばん飛び交ったんですけど、実質２兆8,000億

の交付税の削減。どうなったかというと、財政

の収入額と需要額との間が幅が狭くなったんで

すね。先ほど言いましたように、税収の５％を

へそくらせたわけですから、宮崎は当時で1,000

億あるかないか、50億へそくれたわけです。愛

知県なんて１兆円からの税収ですよ、県税。500

億へそくれたわけです。そこにぼんと来たら、

弾力性のある金は宮崎は50億しか持たない。都

会は500億も600億も持つ。だから、地方に痛み

が来たわけですね。

副知事は、そのときは宮崎にもうお見えに

なっていたのかな。自分の出身母体が中心に

なってやっていった作業ですから、一番おわか

りだと思うんですけれども、今回、今、知事が

言われているような税財源の移譲、特会をつ

くって、地方の固有の税としてまずそこに入れ

るんだ、そして分配をやるんだという作業を

やったときに、この交付税改革は、三位一体改

革と同じようなところに行き着く可能性が大

じゃないか。これを否定するんじゃないんです

よ。こういったものを、逆に知事の思惑のよう

に、財政基盤の弱いところにより有利な配分ル

ールをなんていったときに、これはつくれます

か。平均で13万7,000円納めて33万9,000円と先

ほど言ったんですけど、東京都なんていうの

は33万納めて45万2,000円、宮崎より1,000円恩

恵にあずかっているだけ。税は４倍納めている

んです。そういうところが、どうぞ宮崎さん、

苦しいから持っていけなんていったら、知事は

即座にリコールですよ。そんな難しい作業を知

事はやれるんですか。見通しあるんですか。今
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からこんなのを取り込みたいというのが、今、

知事が発言されるべき立場だと僕は思うんで

す。これしかない、県民はみんな、これが実現

すれば宮崎はよくなると勘違いしますよ。ま

ず、今の僕の心配事に対して何かいい方策があ

れば、副知事、教えていただきたいと思いま

す。

○副知事（河野俊嗣君） いろいろ御指摘をい

ただいたところでございますが、三位一体の改

革というものが、当時、地方交付税に関して、

モラルハザードの問題、無駄遣いの問題、大変

厳しい批判にさらされて、国の財政改革、公共

投資、社会保障とあわせて、地方財政というも

のが非常に目をつけられていた。そういう厳し

い状況の中にあって、交付税改革のみならず、

補助金、税の移譲の問題、三方一両損のような

形で何とかうまく進めていこうというのが、あ

の改革であったということであります。

ただ、その難しさというものは、当時も消費

税の増税というのが封印されておりましたの

で、税財源のパイが大きくならない中での議論

であった。その中での国、地方の取り合いで

あったというところが非常に厳しいくびきで

あったと考えております。今、質問議員御指摘

のように、これからの議論というものを、今、

政権与党におきまして、消費税の増税というも

のが４年間は凍結をされているという中で、全

体のパイはふやすことができない中で同じ手法

をやりますと、また非常に難しい状況になると

いうのは見てとれる中であります。

ただ、その中で、地域主権をうたう政権であ

りますので、地域への権限・財源の移譲という

ものを進めていくという大きな流れの中で、い

かに地方が今から訴えていくかということであ

ります。具体的な制度設計はこれからでありま

すが、三位一体改革のそういう反省も踏まえな

がら、地方への財源・権限の移譲というもの

を、地方六団体が心を一つにして取り組むこ

と、これが重要であると考えております。

○坂口博美議員 言われることを心配している

からなんですね。パイを大きくした、あるいは

節約していった、地方へも配慮しようとしたっ

て、ないそでは振れないんです。21年なんて赤

字国債だけで27兆ぐらい出しているでしょう。

新政権はいろんなことを約束したでしょう。節

約したお金でも足りないですよ。増税をやると

いったら、その前に徹底して予算をスリム化し

ていって、体制をスリム化していって、国民の

理解を得られるところにいって、初めて増税で

すよ。でも、それは起債圧縮にまず優先される

ような世論になっていくと思うんです。今言わ

れたように、地方を交付金で甘やかしていく

と、幾ら使っても節約という感覚がないから、

少し厳しくやって地方を自立させよう、これが

三位一体であって、地方分権なんです。自分の

ことは自分でやれよというところに持っていこ

うと。それなんですよ。だからこの流れを心配

しているのであって。

知事が今言われたことはわかるんですよ。で

も、それはオールジャパンの立場です。オール

ジャパンの見解としては正しいんです。その流

れしかないんです。でも、さっき申し上げまし

たように、知事は、オールジャパンの旗手では

なくて、宮崎の知事だということをぜひ再認識

していただきたいと思うんです。最近、知事は

どうも、余りにも言動が軽率だ、軽過ぎるとい

う批判が結構出てきている。そんなのをよく耳

にするんです。今言われたように、宮崎の知事

の立場としてやっているのか、それとも全国区

かなと、わからない、判断に迷うような発言と
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か判断をされることも、今の税財源移譲、これ

こそ地方の再生と言われた発言もそうなんです

けど、そこをぜひ再認識していただきたいとい

うのと、私は、知事のアピール力はすごく高く

評価しているし、これはどなたにもできないと

思っているんです。ですから、ぜひとも、まず

は、職員の皆さん、議会、市町村、県民の皆さ

んと一体となって、これから向かうところはか

なり厳しいですよ、どこにたどり着くかわから

ない今後のこういった改革の流れです。だか

ら、やっぱり一丸になっていただきたい。その

ためには、申し上げますけれども、オールジャ

パンの旗手の東国原ではなくて、宮崎県の知事

たる東国原という認識をいま一つ強く持ってい

ただきたいということを要望しまして、時間が

随分不足しましたので、次に県土整備部長にお

伺いをしたいと思います。

県では、平成18年から、一般競争入札の中で

総合評価方式による入札を実施してきておりま

す。ことしの８月までに全部で807件、請負総額

にして414億円余りの総合評価方式による契約を

しております。その中の350件ほどが逆転契約、

いわゆる、制限価格の範囲内で一番安い人を総

合評価であるがゆえに逆転して、高いけれども

契約に結びついたというのが350件ありました。

どれだけ逆転した金額があるかと見たとき、

約8,000万ぐらいあるんです。これはこれで置い

ておきまして、頭に入れていただいて、そう

いった総合評価方式の中で際立ったのを調べた

んですけれども、これは農政水産部発注です。

岩戸坂トンネルというのが去年発注されまし

た。予定価格が20億8,000万、落札が17億6,000

万です。この技術提案書を私なりに、素人なり

に見たんですけれども、設計に入っていない金

というのが直工だけで6,000～7,000万あるんで

す。直工だけです。これは設計で計上されてい

ないんです。落札率は84.数％、85％に近いとこ

ろだったんです。

これからが問題なんですけれども、県の入札

方式というのは予定価格上限拘束式です。まず

予定価格をつくって、それから入札に付す。そ

の予定価格をもとに最低制限価格を率計算で決

めていく。その中でこういったことになったわ

けです。これは法的に問題はないのかというこ

とが１つ。それから、総合評価方式も始めて３

年になるんですか、これらを今まで試行してき

たときに、検証結果、課題はどういうものが見

えてきているのか。もともとこの総合評価方式

を導入された目的は何だったのか。この３つに

ついてお伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合評価落札

方式は、工事の品質確保を図る観点から、価格

と、技術力など価格以外の要素を総合的に評価

しまして、落札者を決定する方式であります。

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。

昨年度までの試行結果の検証におきまして

は、工事の成績評価点や発注事務所管内企業の

受注率に関しまして、総合評価落札方式による

入札工事のほうが、価格のみの一般競争入札に

よる工事と比較しまして、高い数字となってお

ります。また、過度な技術提案、いわゆるオー

バースペックへの対応、あるいは試行件数の拡

大に伴いまして、発注者、応札者双方の事務量

の増大、こういった課題も見られたところであ

ります。総合評価落札方式につきましては、今

後とも、試行結果を検証しますとともに、幅広

く意見を伺いながら、必要な見直しを行い、よ

りよい制度の構築に努めてまいりたいと考えて
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おります。

○坂口博美議員 答弁が漏れていたと思うんで

すよ、法的判断というのが。それは後でいいん

ですけど、総合評価方式、おっしゃったとおり

なんです。点数も高いということです。それな

らめでたしめでたしなんですけれども、例え

ば、どの現場と言いませんけれども、最高点の

完成検査をしたのが１年以内で被災する未満災

というのも出ておりますし、また、工事途中で

すけれども、既に沈下とかで目地が、３センチ

目地でしょうか、それが６センチも７センチも

開いて、カルバートが傾いているんですね。こ

んなところも出てきている。高い点数で、未満

災とか、工事途中に不都合が起こってもいいの

か。あくまでも工事の点数というのは、その点

数そのものは、率直にいいもの、悪いものと判

断できるものではないと思うんです。一つの目

安というとおかしいんですけれども、絶対的な

ものではない。品質までわかるものではないと

いうことです。使って何ぼ、何年先に何ぼのも

のです。だから、品質だけでは説得材料になら

ないけれども、総合評価方式に一生懸命取り組

んでおられるから、それはそれでよしとして、

でも３年の試行なんですね。まだ出口が見えな

いトンネルです。ふらふらふらふらやって。だ

から、これについてはけじめをぴしっとつけな

いと、さっき言いましたように、業者は、県が

評価対象を変えれば変えるごとに投資が要るん

です。人を入れたり、物を入れたり、それのた

めの研修を受けたり、コストがかかっているん

です。落札する金額は一緒なんです。目標を変

えられたらまたコストが要るということで、業

者はたまったものじゃないです。だから、倒産

につながっている。ここのところも十分検証し

ていただきたいということです。

そして、もう一つ、今の答弁漏れと一緒にな

んですけど、我々が物を買うとしたら、同じ品

質なら一番安い人がいいわけですね。65点以上

あればいいわけですから。でも、最低制限価格

をかけているわけです。１円でも違ったら失格

にさせられているんです。この最低制限価格を

なぜかけるのかということについて、その法的

な根拠とか、どういうもので最低制限価格は決

まるんだという計算のあり方について、お伺い

したいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 最低制限価格

についてでございますけれども、最低制限価格

とは、「当該契約の内容に適合した履行を確保

するため特に必要があると認めるとき」に設け

ることができるとされているものでございま

す。その法的根拠につきましては、地方自治法

第234条第３項及び地方自治法施行令第167条

の10の第２項の規定に基づいておるところでご

ざいます。

○坂口博美議員 時間がないから先を急ぎます

けれども、結論は、法的な根拠があって、１円

違っても失格になっちゃうぐらい制限力の強い

数字だということです。だから、ぴしっとした

ものが積み上げられなきゃならないけれども、

再入札があったり、予定者が変更になったり。

これは、予定価格が違っていたんじゃないのと

いう業者からの指摘でわかった部分です。わか

らないままにやっている可能性を十分まだ含ん

でいるということです。これは時間がかかるか

らこれでよします。

もう一つは、建設業法の19条の３、ここで

は、原価割れの契約をやってはならないという

のがあります。ここでいう「原価」とは一体何

なんですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設業法第19
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条の３は、不当に低い請負代金の禁止を規定し

たものでございますけれども、この中で「原

価」という言葉が出てきております。「通常必

要と認められる原価」、これにつきましては、

解説によりますと、工事の施工場所の地域性、

工事の具体的内容等を総合的に勘案して、通

常、当該建設工事に必要と認められる価格を指

しております。

○坂口博美議員 わかっているんですよ。た

だ、法がこれはだめだと言っているんだから、

どういうことで求めた数字がこれですというの

がないと、今、原価を出しておられないという

ことになるんですよ、県は。ということは建設

業法に違反してもわからない。建設業法ですか

ら、官と民の取引を当然対象にしています。民

と民の取引も対象にしている。県は下請を認め

て下請届を金額まで入れて出させていますね。

その金額が原価を割っていたときは建設業法違

反になるんです。一方では、総合評価で社会性

を評価しておられる。そんな業者の中に仮にプ

ラスをくれて落札したとする。下請をたたいて

原価割れ契約をやっていたのを見抜かないで、

県は、コンプライアンスの徹底だ、徹底だと、

業者には絞るだけ絞り上げて、県がやっている

ことは余りにいい加減じゃないですか。原価と

最低制限価格、これをまず聞きたいのと、仮に

県の最低制限価格が原価より低かった場合は、

建設業法違反だから、上げなきゃだめなわけで

すね。だから、建設業法でいう原価というの

は、ここはしっかりした根拠を持った算出の仕

方を県土整備部長は説明しないと、これは

ちょっと問題だと思うんですけれども、再度お

伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設業法でい

う「通常必要と認められる原価」というのと最

低制限価格との関係といいますか、まず、そこ

を整理しないといかんのかなと思っておりま

す。これにつきましては、似ているという感じ

もいたしますけれども、建設業法でいっており

ます原価、いわゆる原価割れ契約の禁止につき

ましては、その前提条件といいますか、「自己

の取引上の地位を不当に利用した場合」という

のがございます。優越的な地位にある者が、指

し値発注とかそういった形で経済的に不当に圧

迫するような取引をいうということでございま

して、例えば、競争入札方式によって応札する

請負人が、自己の企業努力によって、通常の原

価よりも安い価格でその企業が施工できると判

断した場合は、この19条で言っております禁止

の場合には当たらない、該当しないということ

でございます。

それから、最低制限価格につきましては、地

方自治法に基づきまして、先ほど申し上げまし

たが、当該契約の内容に適合した履行を確保す

るために特に必要があると認めるときに設ける

ことができるものであるということでございま

す。そして、これは、それぞれの自治体でそれ

ぞれの基準で定めるということになっておりま

す。こういったことで、以上のように、法律上

の取り扱いに違いがあるのではないかというふ

うに考えているところでございます。

○坂口博美議員 違いはあるんですね。優位な

立場というのは、元請は優位なんです。元請さ

んはいろんなところから見積もりをとるわけな

んです。これで来ているよということで。だか

ら、そこに原価割れをやむなくしなきゃならな

いという実態がある。どうしてもそこで原価割

れ、原価というものを県は判断すべきだと思う

んです。と申しますのも、品確法３条の４には

こうあります。「受注者としての適格性を有し
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ない業者」、いわゆる不適格業者の排除を求め

ているんです。だから、法を犯す業者は不適格

業者です。これは排除しなきゃならない。この

工夫は僕はぜひ要ると思うんです。これは宿題

として置いておきます。今のようになかなか難

しいところですよ、ここは判断が。

それで、質問ですけれども、さっき言われた

ように、法律に基づいてしっかり積み上げて、

１円で失格するというような厳しい制限力を

持った最低制限価格、これを過去２回見直され

て上げられています。前回は５％上げた。この

上げられた理由というのは、なぜなんですか、

５％というのを一気にぽっと上げられたけど。

こんな厳しい数字を。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設産業が極

めて厳しい経営環境に直面していますことは、

十分認識をいたしているところでございます。

このため、最低制限価格につきましては、建設

業の健全な発展や工事の品質確保を図る観点か

ら、経済・雇用緊急対策も加味しまして、本年

４月に、今言われましたとおり、予定価格のお

おむね85～90％に引き上げたところでございま

す。この引き上げに当たりましては、平成19年

７月に実施をしておりますコスト調査の結果、

そして現在の経済・雇用情勢、こういったとこ

ろを踏まえまして、今回見直しを行ったところ

でございます。

○坂口博美議員 コスト調査の結果でこれを変

えるということはできないと思うんです。物価

調査会が、単価、歩掛かりというのは、ここが

ぴしゃっとしたもの、共通のものをつくるわけ

です。あるいは単価については地域版を。だか

らそれは理由にならない。言われたように緊急

的な経済対策だと思うんです。業者さんが悲鳴

を上げてきた。陳情も上がってきた。倒産も相

次ぐ。トータル的には、県の経済あるいは県勢

の発展、県民福祉の向上のためにはこのままで

はいけないという、いわば政治判断での最低制

限価格の見直しだったと。もう一回、地方自治

法に照らして上げた理由を説明していただきた

いんですけど、これでなければやっぱり政治判

断ですよ。僕は、その政治判断そのものは正し

かったと思うんですよ、数字は別として。「最

低制限価格を設定することができる」でしょ

う。その大前提があって、契約については、自

治体は最も有利な人と契約しなければいけな

い。最も有利な人とは、支出を伴う行為では一

番安い人である。ただし、安いがゆえに結果的

に損する、手抜きをされたり、そういう心配が

あるときは、その基準で最低制限価格をかけ

て、結果的に納税者を守りなさいよ。だから、

一番有利な人なんですよというのを５％上げ

ちゃったわけです。物価の変動と言われたけ

ど、これはスライド制度だの、物価調査会の調

査による単価の見直しだのあるんです。だから

それは理由にならない。業者がこれだけ厳しく

なって県経済が混乱しだした。平成20年度だっ

て、108件の県内企業倒産の中の57が建設業だっ

たですね。ことしは41件の中の23ですか、５カ

月間で。こういう状況がその前にあった。だか

ら、これに歯どめをかけたいという政治判断

じゃなかったんですか。どうなんですか、合理

的な理由があるんですか。再度お伺いをいたし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 先ほども申し

上げましたけれども、建設業界が非常に厳しい

状況に直面していると。そういった中で経済・

雇用情勢が急速に悪化してきた。そういった社

会情勢を十分かんがみた上で、最低制限価格に

ついては、基本的には建設産業の発展、品質の
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確保、この観点でありますけれども、そういっ

た情勢をかんがみて引き上げたということでご

ざいます。

○坂口博美議員 時間がもったいないんですけ

ど、品質の確保は、最低制限価格のルールの中

にはあるんです。だからそれは違う。政治判断

ですよ。政治判断とすれば、５％上げたその財

政の出動ですね、高くつく。その成果が得られ

ないとだめだと思うんです。建設業の倒産がと

まったとか雇用が維持されだしたと。でも、状

況はいまだに変わっていないです。じゃ、どう

するかですけれども、いま一度政治判断の必要

なときが来ていると思うんです。それをやらな

ければ、法どおり徹底して安くやらせること。

業者を育成していこうとしたら、やっぱりもう

一度政治判断をやるべき。これは県土整備部長

も責任を持って、今の状況と実態というのを知

事に説明する必要が僕はあると思うんです。建

設業法の目的には、建設業者の育成というのが

うたわれているんです。これは、時間がないか

ら県民政策部長に言いますけど、今、公共事業

に1,200億投資しているんです。投資した相手先

の契約した業者がばたばたいっている。こんな

もったいない公金の使い方はないですよ。公共

事業には２つの目的、資本の蓄積と経済波及効

果。この片発飛行しかやっていないというこ

と。県民政策部長は、例えば総合評価方式の中

でもいいですよ、政策誘導的に県政の重要課題

に貢献させるような評価方式を策定するべきだ

と思います。

次に、急ぎますけど、受注制限を総合評価で

入れられたけど、これについて説明をお伺いし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 受注制限でご

ざいます。私ども、受注状況という表現で評価

項目に加えたところでございますけれども、平

成20年度の試行を見てみますと、特に受注の偏

りはなかったと認識をいたしておりますけれど

も、工種によっては、平年並みの受注量を大幅

に超えて受注した企業もあったところでござい

ます。今後、この試行件数を充実していくとい

うことに伴いまして、過度な受注の偏りが生じ

る可能性があるために、品質確保の観点から、

企業が過度な受注により適切な施工体制を確保

できなくなることを防ぐために、今回、評価項

目として受注状況を設定したところでございま

す。

○坂口博美議員 具体的には、過去３年間の平

均受注額を上回ったときは、その年は総合評価

で10点減点するというものですね。どういうこ

とかというと、例えば、目の前に１億の物件が

ある。その次に５億の物件がある。１億の物件

に手を出して、仮に自分が落札したら1.0倍を超

してしまう。10点減点されたら致命的ですよ。

５億はまずあきらめです。そういうときに、何

とか５億の後に１億が出れば、５億に挑戦して

だめだったら、１億は、うちのこの評価は高い

から絶対いけるんだがとなったときに、何らか

の理由で発注者が後ろに回すという恣意の余地

は十分残るんです。恣意でなくても、設計上の

検討とかいろんな状況でおくらさざるを得ない

ことが来る。そういったときに不信は物すごく

募ります。このことは故意にやられたって、Ｖ

Ｅという手法―県土整備部長と専門的に話す

からちょっとわからないかもわからんけど、Ｖ

Ｅにかければ幾らでも知恵は出てくるんです。

所長が担当を呼んでから、「これ、ちょっとＶ

Ｅでやってみらんか」。おくらすことはできま

すよ。挑戦して５億をいけばめでたしめでた

し。外れても１億に再度挑戦です。こういう手
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法なんですよ。しかも1.0倍といったら過去より

上に上がらない。業者育成を放棄している仕組

みだし、これも検討を要する。だから、一般競

争入札に入っていったことでこんなことをやら

なきゃ帳尻が合わなくなった。官製談合で信用

を失ったと言うけど、指名競争入札で談合をさ

せない方法というのは幾通りかあります。時間

が終わったからこれでやめますけれども、知事

にぜひともここのところは、これは宮崎県の大

変な問題ですよ。将来に禍根を残さない改革と

先ほどの政治判断、これはやっぱり必要な時期

に来ていると思います。これをお願いしまして

私の質問を終わります。（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41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、星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 久しぶりの

一般質問であります。おつき合いをいただきた

いと存じます。

先月30日の衆議院総選挙では、自民党が大惨

敗いたしました。敗因としては、都市と地方の

格差や規制緩和、経済不況や雇用、年金や官僚

の天下り問題など、自民党政治が失望感を与え

たこと、国民や地方目線に欠け、おごりがあっ

たと考えております。ところで、前回は郵政民

営化に対し賛成か反対かを問う選挙で、多くの

小泉チルドレンが誕生いたしました。今回は政

権交代選挙で、子ども手当や高速道路の無料化

など、おいしいことを並べての選挙で、多くの

小沢チルドレンが誕生したのであります。チル

ドレンが数多く当選したほうが政権をとるよう

な選挙であれば、定数は小選挙区の300人程度で

いいのではないかと思っております。そして、

選挙区で落ちた人が比例区で復活するのはやは

り納得がいきませんし、選挙制度を見直すべき

だと考えます。また、２度の選挙で感じたこと

は、その時々に吹く風とマスコミの報道の仕方

によって、選挙の行方、流れが決まってしまう

ということです。特に、テレビ報道による漢字

の読み間違いや、不祥事や失態など同じ場面が

幾度となく映し出されると、見ている国民は政

治に嫌気が差し、一度ぐらいは政権交代しても

いいのではないかと思い、あのような選挙結果

になった気がしております。こうした選挙の繰

り返しで政権交代をしていたら、果たして日本

に明るい未来が来るのかと心配し、また危惧し

ております。

それでは、通告に従い一般質問をさせていた

だきます。

初めに、地方分権改革における国と地方の協

議の場の法制化についてお伺いいたします。

全国知事会が８月７日に開催した地方分権改

革に関する公開討論会では、かなり踏み込んだ

討論がなされたようであり、この会議に知事も

出席されておられます。ところで、国と地方の

協議については、過去に三位一体改革の実施に

当たり、平成16年９月から翌17年12月までに14

回開催された実績があり、地方側の強い要望

で、国・地方の定期意見交換会が地方行財政の

課題を中心にして、多くの意見交換がなされて

おります。また、知事会では、平成19年に地方

行財政会議の素案をまとめられ、分権改革委員

会の勧告に協議の場の構想が見られたところで

あります。法制化実現に向けての動きは、今回
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の総選挙に向けてのマニフェストに明記された

ことによるもので、そこに至る経緯については

御案内のとおりであります。民主党は、政府と

地方の代表者等による国と地方の協議の場の法

制化を約束しておりますが、知事はどういう協

議の場を期待されているのかお伺いいたしま

す。

次に、早ければ今月中にも第３次勧告が予定

される地方分権改革推進委員会は、既に第２次

勧告で、法令による義務づけ・枠づけについて

「廃止」「条例に委任」「上書きの許容」を勧

告し、３重点事項の1,207条項について、具体的

に講ずべき措置を検討したところであります。

いよいよ道路構造基準など896条項を廃止とする

ことなどを勧告する見通しであると報道されて

おります。今までも地方分権は権限と財源の移

譲に尽きると言われてきましたが、これらを将

来的に担保するため、分権推進計画に義務づけ

・枠づけの原則を明確にすべきと指摘し、さら

に各府省の法案立案段階でチェックする政府内

部の手続も確立すべきだと提言しております。

地方分権改革推進委員会が近く出す第３次勧告

の内容について、知事はどのように考えておら

れるのかお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国と地方の協議の場についてであります。私

は、真の地方自治を確立するためには、国と地

方の関係を本当の意味で「対等・協力」の関係

に改めていく必要があると考えており、新政権

が約束している協議の場は、国と地方の対等な

関係を明確化し、担保する場にしなければなら

ないと考えております。したがいまして、この

協議の場は、例えば政府の政策決定ができる責

任ある立場の方や地方六団体からの代表とを構

成メンバーの基本とし、全国知事会が求めてい

る地方分権や税財源移譲のあり方等の、国と地

方の関係に関する基本的な事項を協議する場に

すべきだと考えております。さらに、国が地方

の意見を真摯に受けとめ、その場で合意された

ものは、政策の決定・実施にしっかり反映され

ていく仕組みにしていただく必要があると考え

ております。

続きまして、地方分権改革推進委員会の勧告

についてであります。ことしの春に予定されて

おりました第３次勧告は、衆院選の関係などで

時期がずれ込んでおりましたが、税財源の移譲

に関する最終勧告に先立ち、今月下旬にも義務

づけ・枠づけの見直しに関する勧告が行われる

ようであります。その内容は、昨年12月の第２

次勧告で見直しを求めた約4,000項目のうち、委

員会が特に問題と考える約900項目について、よ

り具体的な勧告が行われるようであります。そ

の中には、保育所の最低面積基準の廃止または

条例への委任、都道府県道の路線の認定等に係

る国土交通大臣への協議の廃止など、全国知事

会等の地方側が要望していた項目のほとんどが

盛り込まれる予定でありまして、地方の声が反

映された内容になるものと考えております。ま

た、この勧告では、すべての事項について具体

的な見直しの方法が示される予定でありますの

で、新政権のもとで勧告の内容が確実に実行に

移されることを期待しているところでありま

す。〔降壇〕

○星原 透議員 ありがとうございます。ここ

で、国と地方の協議の場について、懸念される

課題等はないんでしょうか。あるとすれば、ど

んなことが考えられるのか、知事に再度お伺い
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いたします。

○知事（東国原英夫君） 懸念材料といたしま

しては、案件によっては、本県のような地域と

都市部の地域との意見が異なるなど、全国知事

会の内部や地方六団体間で意見の総意が得られ

ないことも想定されまして、その際の地方側の

意思統一をいかにして図っていくか、あるいは

また、国と地方とで意見の一致が見られない場

合の調整方法をどうするかといった点、さらに

合意が得られた事項を具体的な政策決定に反映

させる上で、どういう形でそれを担保させるの

かというような点が、懸念といえば懸念であり

ます。

○星原 透議員 次に、本県農業の振興策につ

いてお伺いをいたします。

現在、長引く経済不況の中、県内のあらゆる

産業で厳しい状況が続いておりますが、今後、

元気で活力のある宮崎を創造していくために

は、まず農業の振興を図っていくべきだと考え

ます。今こそ安定的な農業環境を実現し、農業

収入を伸ばすことを真剣に考える時期であり、

抜本的な農業支援策によって本県の農業を立て

直し、農業を魅力ある産業に育成して、農業の

持つ可能性に注目し、その振興と活性化を図っ

ていくことが重要であると考えております。と

ころで、国内食料自給率がわずか40％と先進各

国の中でも最も低い我が国は、このままの状況

が続けば、やがて食料の需要と供給のバランス

が崩れて、価格の高い食料を輸入することにな

ります。現に昨年は、オーストラリアでの干ば

つなどの天災が原因となり、国内での小麦や大

豆、トウモロコシの価格が異常に高騰し、生活

不安を来したところであります。

さて、我が国の農業政策は、農地の基盤整備

や農業施設の整備、機械の導入補助や育種の改

良等にこれまで力を注いできました。また一方

で、後継者、担い手問題等にもいろいろと取り

組まれてきましたが、なかなか後継者が育って

きておりません。なぜ後継者が育たないのか、

それは農業に夢や将来性と楽しさや喜びを感じ

る魅力がないからだと思います。例えば、仕事

に対する評価が低く、汗をかくけどもうからな

い、嫁さんの来手がないなど、安定した経営や

生活に不安を感じていることが原因ではないか

と考えます。仮に、農業所得がふえて生活にゆ

とりができるような状況になれば、農業後継者

は育ってくるはずですから、どうすればもうか

る農業になるかを考えていく必要があります。

こうした視点から幾つかの質問をいたします。

私は、農家所得がふえ雇用にも寄与できる産業

分野が食品加工産業であり、この産業の育成と

振興により、農業にも新たな成長が見込めるの

ではないかと考えております。本県の基幹産業

である農業の振興策として、食品加工業の企業

誘致や地場企業育成などに長期的に取り組むこ

とで、農産物の付加価値を高め、農業者の所得

向上や地域の雇用にもつながるものと考えてお

りますが、知事のお考えをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 議員が御指摘のよう

に、僕は、農林水産業、農業は、未来産業ある

いは新成長産業にならなければならないと考え

ております。本県におきましては、食料品や飲

料などの食品産業は、製造品出荷額の３割近く

を占めておりまして、本県経済の中核的な産業

であります。県ではこれまで、食品産業を農業

県である本県にふさわしい産業と考え、地場企

業の育成や食品メーカーの誘致等に取り組んで

おりまして、また、食品開発センターを中心と

して、農畜産物の高付加価値化のための試験研

究や技術移転等に取り組んでいるほか、農商工
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連携事業を含め、各種制度を活用して新商品の

開発や販路開拓などの支援を行っているところ

であります。さらに、昨年３月に「宮崎県地域

産業集積・活性化基本計画」を策定し、食品産

業を含むバイオ関連産業を産業集積を目指す業

種の一つとして位置づけ、なお一層、企業誘致

や地場企業の事業拡大に努めることとしており

ます。今後、食の安全・安心を背景とした国産

原材料の国内外での需要の増加等を踏まえます

と、本県は我が国だけでなく東アジア市場も視

野に入れた食品産業の生産拠点にならなければ

ならないと考えており、その振興をこれまで以

上に図り、生産者の所得向上はもちろん、本県

経済の活性化や雇用拡大にもつなげてまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 ぜひ力を入れていただきたい

というふうに思っております。

次に、昨年７月に施行されました農商工等連

携促進法についてお伺いをいたします。この法

律は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連

携し、経営資源を有効活用することにより、両

者の経営改善を図ることを目的としておりま

す。この法施行後の取り組み状況と今後の考え

られる事業展開について、商工観光労働部長及

び農政水産部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 農商工連

携の取り組み状況等でありますが、まず、県行

政や関係機関・団体が一致協力して農商工連携

を推進するために、昨年度、「農商工連携推進

ネットワーク会議」を設置するなど、官民一体

となりました推進体制を整備したところでござ

います。また、支援機関であります県産業支援

財団においては、昨年度から本年８月までに延

べ208件の相談に対応するなど、農林漁業者と中

小企業者のマッチングや新商品開発、事業計画

作成等の支援を行っておるところでございま

す。さらに、本年３月に設置しました「みやざ

き農商工連携応援ファンド」につきましては、

第１回目の公募によりまして、新商品開発や新

技術の開発など８事業を採択したところであり

まして、現在、第２回目の公募を行っていると

ころでございます。今後は、関係各部や関係団

体と連携を図りながら、シンポジウムの開催等

によりまして普及・ＰＲを行い、農商工連携の

取り組みを掘り起こしていくとともに、人材の

育成や連携体構築のためのマッチングの促進等

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。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農商工連携に

つきましては、農業経営の高度化による所得の

向上や、農業を中心とした地域産業の活性化を

図る上で、大変効果的であると考えておりま

す。このため、農政水産部といたしましては、

本年４月に連携推進室を設置しますとともに、

農業振興公社を農業法人等に対してアドバイス

を行う地域力連携拠点として位置づけるなど、

推進体制の強化を図ったところであります。今

後とも、関係部局との連携を一層密にしなが

ら、農業法人等が有する多様な事業企画の掘り

起こしに努め、企業との連携による新商品の開

発や販路開拓等に対するきめ細かな支援を行う

ことにより、本県農水産業の発展につながる成

功事例を積み上げてまいりたいと存じます。

○星原 透議員 先ほど答弁にありました食品

開発センターで、さまざまな商品開発を支援さ

れておるようでありますし、商品化がまた図ら

れ、新たな商品開発にも積極的に取り組まれて

いるようでありますが、過去５年間の予算はど

の程度であったのか、商工観光労働部長にお伺

いをいたします。
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○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食品開発

センターにおける研究開発費でございますけれ

ども、平成17年度から21年度までの５年間の平

均で、年間約2,700万円の予算となっておりま

す。なお、本年度は、通常予算とは別に約4,000

万円の予算措置を行いまして、新たに食品の高

度な成分分析ができる装置を導入することと

し、研究機能の強化を図ったところでございま

す。以上でございます。

○星原 透議員 これまでは大体2,700万円前後

で推移し、ことしは特別に4,000万円の予算とい

うことでありますが、ぜひ研究開発費も予算を

とって取り組みをお願いしたいと思います。

次に、本県は、農林水産物の素材はどこにも

負けないほど豊富な食材料があり、その資源、

宝を生かし切れていないのではないかと考えて

おります。そこで、本県のすばらしい農畜産物

を生かし切るための有効活用法は考えられない

のか、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 近年、食生活

の多様化等に伴いまして、加工用・業務用野菜

などの需要が増加しており、多様な農畜産物を

産出する本県にとりましては、付加価値をつけ

る加工への取り組みを強化することで、農業を

核とした新たなビジネス展開が期待されるとこ

ろであります。このため県では、関係機関・団

体等によります「畑作農業振興プロジェクト」

を立ち上げまして、加工・業務用野菜の生産振

興について検討を進めますとともに、国の事業

も活用しながら、産地と実需者との連携により

ます商品開発等への支援も行っているところで

あります。また、農業団体による冷凍野菜等の

加工施設の整備も計画されていると伺っており

ますが、今後とも、民間企業はもとより、関係

機関・団体等との連携に努めながら、本県農産

物の付加価値を高める取り組みを推進してまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 次に、本県は大消費地に対し

距離的なハンディがありますから、農畜産物を

加工し製品化して付加価値を高め、インター

ネットや直接販売など、物流の見直しにより経

費を抑えられると考えます。また、食品加工団

地を整備して農畜産物を加工することにより、

規格外や傷物などこれまで廃棄処分にしていた

ものも活用し、資源の無駄をなくすことで農業

者の所得向上にもつながると思います。さら

に、関係企業を１カ所に集約して、食品加工の

推進や物流コストを下げることなどを考えたら

どうかと思いますが、商工観光労働部長にお伺

いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食品加工

団地の整備でありますが、本県の豊かな農産物

の付加価値を高めるためには、カット野菜や粉

末、ペースト等に加工する１次加工業者や最終

製品にする食品メーカー等が県内に集積してい

ることが重要な要素の一つであると考えており

ます。特に、同一団地内に食品関連企業が入居

したいわゆる食品工業団地は、原材料流通の効

率化などに効果があるほか、企業間の連携も期

待されるところでございます。本県では、都城

市の志比田食品工業団地が整備されております

が、他の工業団地内においても食品製造企業の

集積が進みつつあるところや、市町村において

は、食品企業をターゲットにした新たな団地の

構想もあると聞いております。県としまして

は、今後とも食品企業の集積が図られるよう、

市町村とも連携しながら、企業誘致等を通じま

して積極的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。

○星原 透議員 次に、農畜産物は生鮮物であ
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りますから、鮮度が落ちれば商品価値がなくな

るわけで、冷凍、冷蔵やチルド、真空パックな

どの保存技術や食品加工技術、輸送技術等の研

究開発に早急に取り組むべきだと考えますが、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食品の保

存技術等の研究でありますが、大消費地から遠

い本県におきましては、食品の品質保持や輸送

コストの低減等につながる技術開発を進めるこ

とが、豊富な農産物を生かした産業の振興や農

業所得の向上を図る上で、大変重要であると考

えております。このため、食品開発センターに

おいては、常温で流通可能な鶏の炭火焼きやピ

ーマンの種子を原料とする抗菌剤を用いたカッ

ト野菜の品質保持技術など、食品の保存や加工

技術の研究開発に取り組んでおるところでござ

います。また、工業技術センターにおきまして

は、農産物を低コストで長期間保存できる装置

の開発を、産学官連携の共同研究により進めて

いるところでございます。このほか、総合農業

試験場においては、青果物の鮮度保持に効果の

あるフィルム資材を活用した長期貯蔵技術等の

確立を進めているところであります。今後と

も、関係機関と連携しながら、このような研究

開発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。

○星原 透議員 実は、私は昨年の10月、千葉

県柏市にあります株式会社アビーの研究室を訪

ねて、アビーのＣＡＳシステムに出会い、急速

冷凍技術の進歩にびっくりしたのであります。

ＣＡＳとは、急速凍結装置内に微弱なエネルギ

ーを均一に発生させ、食材や食品のおいしさを

変質させないように、凍結することにより新鮮

さとおいしさを再現する装置であり、食品を限

りなく生に戻す技術開発であります。私は今

後、このＣＡＳの活用法も考えるべきではない

かと思っております。ところで、工業技術セン

ターでも、農産物を低コストで長期間保存でき

る装置の開発を、産学官連携の共同研究により

進められておるということでありますが、いつ

ごろを目途に考えられておるのか、商工観光労

働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） お尋ねの

研究は、県内農産物の出荷調整等が可能となる

よう、農産物の保存に最適な温度や湿度の調節

等を低コストで実現できる装置の開発を目指す

ものでございまして、本年度から国の委託研究

事業の採択を受けまして、宮崎大学農学部や県

内装置メーカー等と共同で実施するものでござ

います。研究期間は来年度までの２年間となっ

ておりまして、本年度は実験装置の試作を行

い、温度、湿度の調節機能や耐久性など、装置

の基本的性能の研究を行うこととしておりま

す。来年度は、実際に複数の農産物を用いまし

て実証実験を行い、農産物の鮮度維持や長期貯

蔵技術の確立を図ることとしております。本装

置の実用化につきましては、このような実証実

験の成果を受けまして展開してまいりたいと考

えております。以上でございます。

○星原 透議員 産地間競争に勝ち抜くために

も、一日も早い開発をお願いしておきます。

次に、販路開拓についてお伺いいたします。

これまで本県は、ＰＲや販路開拓が不十分だと

言われてきましたが、東国原知事が誕生して以

来、トップセールス等により、地鶏を初めマン

ゴーや日向夏、キンカンなど、認知度は確実に

高まってきております。農畜産物を加工して製

品化したものを、県内外、海外に販路開拓する

販売方策を具体化し販売していくためには、ど

のような課題があると考えておられるのか、商
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工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 販路開拓

の課題でございますけれども、国内外を問わず

販路開拓を図っていくためには、まず本県県産

品のよさを知ってもらうこと、そして次にうま

く流通経路に乗せること、そして消費者の購買

意欲を喚起するための効果的なＰＲ等が重要で

あると考えております。このため、現在、県で

は、国内外での見本市への出展、商談会の開

催、流通関係者の招聘、さらにアンテナショッ

プでの販売や物産フェアの開催などに取り組ん

でいるところでございますが、まずは、今後と

もこれらの事業を本県の特色を出しながら継続

的に実施していくことが必要であると考えてお

ります。また、販路開拓には、日ごろから流通

現場に接しておられます製造販売業者等の皆さ

んの主体的な取り組みが不可欠でありまして、

これらの取り組みを積極的に支援していくこと

も重要であると考えております。さらに、消費

者が求める製品づくり、他の製品との差別化を

図ることが重要であります。優良県産品の推奨

や専門家による商品開発のアドバイスも、今

後、力を入れていかなければならないと考えて

おります。また、富裕層が増加している中国を

初めとしました東アジア諸国への販路開拓につ

きましては、本県食品産業の振興を図る上から

も、今後ますます重要性が増すものと考えてお

ります。県では、昨年度策定しました「東アジ

ア販路拡大戦略」に基づきまして、長期的な視

野に立って戦略的な取り組みを進めております

が、特に各国の輸入規制や文化・商慣習の違い

などに十分留意しまして、それぞれの国・地域

の実情に合った対応を行う必要があると考えて

おります。以上でございます。

○星原 透議員 次に、こうした食品加工産業

と観光を組み合わせた北海道の花畑牧場のよう

な新たな観光スポットとなるような食品加工団

地等は、観光誘致にも役立つと思いますが、商

工観光労働部長の見解を伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 「食」は

観光の重要な要素でございまして、本県ならで

はの食材を加工した製品の製造過程の見学、あ

るいは製品をその場で購入できる食品加工施設

の整備は、本県の観光に新たな魅力を加えるも

のになると考えております。したがいまして、

そのような施設が本県に設置される場合には、

観光施設としての視点を十分取り入れるための

助言等を積極的に行ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○星原 透議員 次に、農業振興策の立場から

もう一点お伺いをいたします。地産地消につい

てでありますが、この運動が始まってかなりの

年数がたちましたけれども、県民にどの程度浸

透しているのかわかりませんが、農業振興の面

から考えれば、積極的に取り組むべきであると

考えております。ところで、学校給食法がこと

しの４月から改正されたのを受けて、農林水産

省が「学校給食地場農畜産物利用拡大事業」を

創設して、新たな地場産物を使った献立の食材

費用を２分の１補助する対策を打ち出しており

ます。隣の鹿児島県では、行政や農業団体、学

校給食会が連携して、県産黒毛和牛の肉を学校

給食に取り入れるようであります。10月からお

よそ月１回の目安で黒毛和牛肉の新メニューが

登場し、これまで鹿児島県のブランド食材であ

りながら、値段が高くて給食に導入しにくかっ

た牛肉の地産地消に、一役買うことになりそう

であります。本県では、この農林水産省の事業

を食育や地産地消を推進する一環として、学校

給食における地場産物の利用拡大に向けてどの
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ように取り組んでおられるのか、農政水産部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 学校給食への

地場産物の利用拡大でございます。次代を担う

子供たちに、本県の安全・安心で多様な食材を

供給する機会をふやすことは、農林水産業に対

する理解促進や命の恵みに感謝する心を培う上

で、極めて意義深いことであると認識しており

ます。このため県では、学校給食における地場

産物の導入や安定供給体制の構築に向けたモデ

ルづくりを支援しているところでございます。

御質問の国の「学校給食地場農畜産物利用拡大

事業」につきましては、県といたしましては、

県下全地域での実施を目標に、各地域ごとに説

明会や意見交換会を行いまして、11月からの実

施に向けまして、学校給食関係者等との調整に

努めているところであります。今後とも、各種

事業を積極的に活用しますとともに、学校給食

関係者等との連携を深めながら、地場産物の利

用拡大にさらに努めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。

○星原 透議員 次に、教育長にお尋ねしま

す。学校給食において地場産物の活用につい

て、どのように取り組んでおられるのかお伺い

をいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、本県の学校給

食における地場産物使用の割合について申し上

げますと、文部科学省が実施しました平成19年

度の「学校給食栄養報告」によりますと、食材

数ベースで32.4％となっておりまして、全国平

均の23.3％を上回っているところであります。

次に、活用に関する取り組みでありますが、学

校給食の実施主体であります市町村におきまし

ては、学校と生産者との契約により、安全・安

心な地元食材を安価で安定的に購入する際の支

援や、生産者や地元企業との連携による「交流

給食会」の開催などによりまして、地場産物活

用が図られ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、毎月16日を「ひむか地

産地消給食の日」とし、県内産食材の利用を働

きかけますとともに、地場産物活用の体制づく

りや地場産物を使った子供たちの食づくり教室

開催などに取り組む「食育実践事業」を推進し

ているところであります。今後とも、市町村や

関係部局等と連携を図りまして、学校給食にお

ける地場産物の活用に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○星原 透議員 なお、今回の農林水産省の事

業に対して、教育長はどのように考えておられ

るのか、再度お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食におきまし

て地場産物を活用しますことは、先ほど農政水

産部長からの答弁にもありましたように、生産

者等への感謝の心を育てますとともに、地域の

食文化への理解を深める「生きた教材」となる

など、教育的効果も大きいものがあると思いま

す。また、地場産業の振興という意味でも、意

義のあるものと思います。県教育委員会といた

しましても、学校における食育を推進する上か

ら、学校給食における地場産物の利用拡大など

を目的といたしました御質問の事業が円滑に進

みますように、農政水産部、市町村教育委員会

等と連携を図りながら、協力してまいりたいと

考えております。以上です。

○星原 透議員 次に、観光行政についてであ

りますが、まず初めに、台湾との交流促進につ

いてお伺いをいたします。

宮崎県と台湾との交流の歴史は、これまでか

なり長期にわたり実績を積んでまいりました。

また、チャーター便による交流の歴史も10数年
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の実績があり、観光や物産、人的交流等を深め

てきたところであります。そのような経緯を経

て、昨年の６月から宮崎―台北線の国際定期便

が就航し、多くの県民は長年の悲願がかない、

大いに喜び期待したところであり、私もその一

人であります。県議会においても、日台議員連

盟を平成７年に立ち上げ、これまで年１回ほど

福岡弁事所の所長さんを招いて、観光関連団体

等との意見交換など研修会を実施してまいりま

した。また、役員が代表して台湾を訪問するな

ど、交流にも積極的に努めてきたところであ

り、定期便就航に一役買うことができたと思っ

ております。今回の就航を記念して、台湾県議

会との交流を深めようと、ことしの１月と２月

に２班に分かれて３県の県議会を訪問し、観光

や農業等についての意見交換を行い、交流を始

めたところでもあります。そうした中、先月、

突然エバー航空より10月から運休するとの連絡

があり、たった１年４カ月で運休になろうとは

だれも予想できなかったと思いますし、驚きと

同時に残念であり、継続してほしかったとの思

いがあります。

ところで、台湾は、九州ほどの島に約2,300万

人が住み、距離的にも近いため、親日的な方々

が多く、相互交流を通じてお互いに共存共栄の

できる経済・文明圏であると思います。今後も

親善交流を深めていくべき国の一つであると考

えております。そこで、今後の台湾との交流に

ついて、県はどのように考えておられるのか。

また、宮崎―台北線の運休について、今後どの

ように対応していこうと考えておられるのか、

知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

東アジアとの交流拡大を目指す本県にとりま

して、台湾は重要な地位を占めておりまして、

これまで経済・観光を初め、文化・芸術、スポ

ーツなど幅広い分野で交流促進に努めてきたと

ころであり、今後とも、さらに拡大を図ってい

く必要があると考えております。このような

中、宮崎―台北線については、長年にわたる要

望活動とチャーター便運航の積み重ねにより実

現できた路線でありまして、本県と台湾との交

流拡大や地域経済活性化の基盤となる重要な路

線だと考えております。県といたしましては、

昨年６月の就航以来、厳しい経済環境の中、関

係団体等と連携し、路線ＰＲと利用促進に取り

組んできたところでありまして、７月、８月の

搭乗率は70％を超えたところでありますが、こ

れからに期待をしていただけに、今回の定期便

運休は大変残念に思っているところでありま

す。このため、早期の定期便再開に向けて、今

後とも航空会社や関係機関に積極的な働きかけ

を行うなど、あらゆる努力をさせていただきた

いと考えております。

○星原 透議員 次に、宮崎―台北線と同時に

就航した小松―台北線は継続となっております

が、なぜ宮崎線だけが運休になったのか、その

原因について、小松と比較してどのように分析

しておられるのか、県民政策部長にお伺いをい

たします。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎―台北線

の運休原因につきましては、エバー航空から

は、就航以来、長引く景気低迷等の影響によっ

て搭乗率が低迷しており、さらに同社の厳しい

経営状況から、路線の見直しを行う必要がある

ためと聞いております。また、小松―台北線と

の比較につきましては、同じくエバー航空から

は、日本人の利用者については余り変わらない

けれども、台湾においては、立山・黒部アルペ

ンルートの知名度と人気が高くて、小松線は宮
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崎線に比べ台湾からの利用者が多いことから、

高い搭乗率を確保しているというふうに聞いて

おります。

○星原 透議員 小松線は人気ルートだという

ことでありまして、我が宮崎県にはその台湾の

人から見て魅力がないのかな、そのように思っ

ておりまして、やはり魅力あるそういう観光地

なり、あるいは食べ物なり、あるいはいろんな

スポーツ等の体験をするような場の提供も進め

ていくべきじゃないかなというふうに思いま

す。

次に、今回の運休により、本県観光産業に

とって、どのような経済的な影響があると考え

ておられるのか、商工観光労働部長にお伺いを

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 平成20年

の県内の台湾人宿泊者数は、延べ約１万5,000人

でございます。その中には福岡の定期便等を利

用した観光客等もおりますので、どの程度本県

定期便を利用していたかはわかりません。しか

し、定期便は本県に直接観光客を呼び込める手

段でございますので、今後、本県への台湾人観

光客数が減少することも予想されます。もしそ

のようになりますと、台湾人旅行者の多かった

宿泊施設、観光地はもちろん、交通機関、飲食

業などに影響を与えるものと考えております。

以上でございます。

○星原 透議員 次に、宮崎―台北線の再開を

目指して、具体的にどのような対策を考えてお

られるのか、県民政策部長にお伺いをいたしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎―台北線

につきましては、日本と台湾の航空関係に関す

る合意によりまして、エバー航空が台湾の航空

当局から運航会社として選定されているため、

引き続きエバー航空に早期再開を要請しますと

ともに、台湾の航空当局にも相談しながら、早

期再開に向けて、あらゆる努力をしていきたい

と考えております。私自身も、今週９月20日か

ら22日にかけまして、台湾を訪問して要請して

きたところでありますが、エバー航空からは

「再度、需要の動向等を分析し、今後について

検討したい」とのことでございました。今後、

運航が再開された場合には、これまで以上に日

台双方においてメディア等を活用したＰＲを行

いますとともに、鹿児島県等と連携した周遊ル

ートの開発、県内企業や団体への働きかけの強

化、さらには将来にわたって安定的に利用者を

確保するために、修学旅行の誘致やスポーツ少

年団等の交流拡大など、さまざまな取り組みを

行ってまいりたいと考えております。

○星原 透議員 一たん休止になったものが再

開するというのは、大変厳しいだろうというふ

うに思いますが、ぜひ粘り強い運動を展開して

いただきたいと思います。

次に、今後の海外観光誘致対策についてお伺

いをいたします。本県の海外誘致対策は、定期

航空路線が就航している韓国のソウルに観光・

経済交流事務所があり、また、中国には上海に

宮崎県政府事務所を置いて、誘致活動を展開さ

れております。ところで、台湾、香港などから

比較的誘客に成功している北海道、東北を見て

みますと、北海道と青森、岩手、秋田の３県

は、ソウルとシンガポールに共同事務所を置

き、広域観光による海外客の誘致に積極的に取

り組まれております。そこで、本県だけでの観

光誘致メニューでは厳しい面があると、そのよ

うに考えておりますので、ぜひ隣県等と連携し

て海外共同事務所を設置し、観光誘致を行って

はどうかと考えますが、商工観光労働部長にお
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伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 隣県と共

同して海外事務所を設置するということでござ

いますが、海外からの観光客につきまして、多

くの場合、複数の県をまたがった旅行行程をと

りますことから、誘致活動に当たりましても、

鹿児島県との連携や、南九州３県あるいは九州

観光推進機構などで、九州一体となったセール

スや観光コースの紹介等を行ってきているとこ

ろでございます。新幹線や高速道路が整備され

るなど、九州内の交通ネットワークが充実して

いく中で、これからの海外誘客につきまして

は、各県と連携しました取り組みがますます重

要となってまいりますので、共同の海外事務所

の設置につきましても、今後、検討課題になる

ものと考えております。本県の海外事務所等に

つきましても、そのあり方について今後検討し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○星原 透議員 それでは、ここで誘客の成功

事例を紹介してみたいと思います。岐阜県高山

市は、平成17年に合併し、人口は10万人規模

で、面積は日本一広い市でありますが、決して

交通の便は恵まれておらず、著名な国宝や世界

遺産等もありません。しかしながら、平成19年

度の観光客数は人口の約40倍の430万人余りで、

４月と10月の高山祭を挟んで夏場をピークに、

年間通して観光客が訪れているそうでありま

す。しかも７割がリピーターで、そのうちの１

割程度が海外客であります。高山市は、ミシュ

ランの旅行ガイドブックに三つ星で載ってお

り、外国人観光客にも高く評価されておりま

す。平成19年には13万人以上の外国人が宿泊

し、特にアジア諸国が多く、そのうちの７割が

台湾人だそうであります。雪や温泉を目当てに

訪ねているようでありますが、一方で、行政の

取り組み姿勢も見逃せません。高山市は、平

成15年の国の観光キャンペーンであるビジット

・ジャパンより20年も早く外国人客に対するＰ

Ｒを開始し、粘り強く働きかけたことが今日の

成果に結びついたということであります。そこ

で、観光産業を本県の柱の一つとして考えてお

られるのであれば、誘致戦略をしっかりと練っ

て取り組んでいくべきだと考えておりますが、

今後、本県への海外からの観光誘致をどのよう

に展開していかれるのか、知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

経済、社会のグローバル化、ボーダーレス化

の進展に対応して、本県におきましても、海外

からの観光客誘致に積極的に取り組んできたと

ころでありますが、今後とも、人的・物的交流

が一層緊密になっていくと予想されます東アジ

アからの誘客を、隣県等との連携を図りなが

ら、戦略的に進めてまいりたいと考えておりま

す。韓国、台湾につきましては、引き続き積極

的な誘客に取り組んでまいりますが、それに加

え、個人の観光ビザが解禁されるなど、今後、

市場の拡大が見込まれる中国についても、まず

は上海などの大都市をターゲットとして、中国

人のニーズに合った旅行商品を開拓し提案して

いくなど、誘客拡大に向けて取り組みを強化し

ていきたいと考えております。

○星原 透議員 質問は終わりましたが、少し

時間が残っておりますので、先ほど質問した食

品加工についての私の思いを少し述べてみたい

と思います。これまでの宮崎は、農林水産業と

建設産業を柱にして、地域づくりが行われてき

たと思います。しかし、現在、その柱が倒れて

しまいそうな中で、次の時代を担う孫たちの世
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代が、宮崎に住み、地域を愛し、誇りを持ちな

がら生活するためにはどうしたらいいのか、孫

たちが先祖の墓参りをしてくれるような地域を

残すことが、私たち世代に課せられた課題だと

考えております。本県の財産、宝の一つが農畜

産物であります。財産を生かすことが今後の本

県の生きる道だと思います。そのための一方策

として、日本一の食品加工団地を目指したらど

うかと考えております。例えば、農畜産物の１

次加工、２次加工、３次加工の加工場を中心

に、ソーセージやウインナーなどの食品加工体

験ができるコーナーや、また周囲には朝夕市を

開いたり、地産地消の総菜や弁当等の販売、そ

して飲食店等も誘致し、また地産地消の資料館

とか学習館など農畜産物を中心とした食料基

地、仮称「21世紀のアジアの台所」、このよう

な名称にして食のテーマパークができれば、観

光客誘致にもつながると思います。そういう地

域をつくることができれば、生産と加工、流通

と販売の一元化により、農家所得の向上や雇用

の拡大にもつながるものと考えております。も

し知事に何かあれば、コメントをいただければ

ありがたいと思うんですが、ありませんでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 先ほども答弁させて

いただいたとおり、私は、農林水産関係、特に

農業は、未来産業、新成長産業になるべき、な

らなければいけないと考えております。そう

いった意味では、議員が提案された、本県が食

の供給地である、あるいはフードアイランドと

しての先進県であるというような取り組みは、

今後も続けていかなければいけない。特に食料

自給率、食の安全・安心あるいは今後の食料戦

略、そういったものを中長期で視野に入れて、

本県がどういうポジショニングをするのか、ど

ういう位置づけをするのか、それはこの県の今

後のアイデンティティーというか、生きる道に

つながるものだと思っておりますので、そう

いったことはきちんと視野に入れて、特に環境

問題も含めて農林水産業というのは重要視し

て、我が県の基幹産業としてこれから成長して

いくように取り組んでいかなければいけないと

考えております。

○星原 透議員 今回、台湾の定期便の運休も

あったわけでありますが、やはり宮崎にそうい

う観光なり、あるいは体験する施設なり、ある

いは食べる物、そういうものが台湾の人から見

て、なかなか宮崎に観光に行こう、食べに行こ

う、そういうものがないからじゃないかなとい

うふうに思っておりまして、できればそういう

面からも、何か宮崎県の財産を生かした食品加

工団地、そういったものをやっぱり官民挙げて

つくるべきだ、あるいはつくっていくことが将

来につながると、そのような気持ちで質問をい

たしたところでございます。

以上で私の一般質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、図師博規です。質問の前に一言述べさせて

いただきます。先日、私の知人がみずから命を

絶たれました。身近な方の思わぬ、予期せぬ訃

報に私は耳を疑いました。その方は、周りの方

には気配りを怠らず、優しい人で、仕事も一生

懸命される方でした。その方がみずから命を絶

つことになった。県におかれましても、マスコ

ミ等を利用され、自殺防止対策には懸命に取り

組んでいらっしゃることはよく理解しておりま

す。しかし、まだまだ差し伸べた手からこぼれ

落ちる方、またその差し伸べた手が届いていな

い方がいらっしゃいます。県はさらなる努力
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を、そして我々一人一人は、もう一度、身近な

方が発せられている心の声に耳を傾けるなど行

動を、何かアクションを起こしていただくこと

を切望いたしまして、質問のほうに入らせてい

ただきます。

通告に従いまして質問をしてまいりますが、

まず、現在、県内では都城盆地、西諸地区、大

淀川左岸・右岸や、そして尾鈴地区などで大規

模畑地かんがい用水事業が展開されておりま

す。今挙げた地域の事業費だけでも、国営事業

部分3,071億円、さらに県営事業部分1,460億円

の公費支出となり、これに市町村負担が加算さ

れ、そして生産者には受益面積に応じた賦課金

が課せられます。規模拡大を望む生産者や収益

が比較的安定している生産者にとっては、早期

整備を望む声もありますが、生産者の多くは高

齢者で、なおかつ後継者のいない方々からは、

賦課金に対する不安を抱く方や、畑かん整備後

の土地利活用に消極的な方がいらっしゃること

も事実です。その生産者の実態を象徴する地域

となっているのが尾鈴地域であります。その生

産者の声に、何度も足を運び、今回耳を傾け、

その代弁をすべく質問を練り上げてまいりまし

た。

６月定例議会でも取り上げましたが、尾鈴北

第２地区においては、県営事業の施行に関して

対象農家の192人中137人の方々が反対されてお

り、知事あてに異議申立書も提出されていま

す。この異議申立書への回答は、現在、棚上げ

になったままです。県営事業施行には、受益者

の３分の２以上の同意がないと施行できないわ

けですから、この申立書から判断するに、今後

の事業推進はかなり困難な状況があると考えら

れます。ここに来て県営事業が頓挫するような

ことがあれば、今後、年次的に着工が予定され

ている整備計画に狂いが生じるだけではなく、

尾鈴地区以外の畑かん事業にも影響が出てくる

ゆゆしき事態にもなりかねません。知事におか

れましては、現場に足を運ばれるなど、実態の

把握に努められる姿勢は評価もし、ありがたく

存じております。そこで、知事として今後の事

業の取り扱いについては、地元調査の結果を

待って事業を進めるのか、中止をするのかの判

断をする意向だと伺っております。そこで、知

事にお伺いします。既に一部マスコミには取り

上げられておりますが、地元調査の結果はどう

だったのか、県営事業の施行同意の徴集―集

める作業はどこまで行われたのか、その結果を

踏まえた明確な答弁を知事に求めるものであり

ます。

以下の質問につきましては、自席より行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

尾鈴北第２地区の同意の状況についてであり

ます。尾鈴北第２地区につきましては、16名の

申請人の方から去る７月31日付で、受益農家187

名中、法定同意率である３分の２を超える131

名、70.1％の方々の同意書及びその他必要な書

類を添えて、県に対して土地改良法に基づく施

行申請書が提出されたところであります。〔降

壇〕

○図師博規議員 今の答弁、繰り返しになりま

すが、尾鈴北第２地区の住民から県営事業施行

申請が上がってきているということは、多くの

方が反対されていたにもかかわらず、ここ２～

３カ月の間に、県営事業施行に必要な法定同意

率の３分の２を超える方々が賛成に転じられた

ということになりますね。これはすごいことで

す。前進と理解していいと思います。
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では、ここで大切なのは、次、農政水産部長

にお伺いしますが、反対の意思を持たれた方々

が事業施行に理解いただくには、地区申請人の

方はもちろん、町当局、農林振興局などが一軒

一軒、受益者宅を精力的に回って説明をされる

など、大変な努力、汗をかかれた、並々ならぬ

努力があったものと拝察できるわけなんです

が、実際には、以前は反対署名をされていた方

が今回、県営事業施行申請に名前を連ねてい

らっしゃる。重複されている方もたくさんい

らっしゃるわけです。前回の署名と今回の署名

の優先性と申しますか、整合性と申しますか、

そのあたりをどのように精査されたのか、今回

の施行申請が正当なのか、その精査結果を農政

水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にもご

ざいましたように、反対者の方々もいらっしゃ

いました。それらを含めまして、今回、申請人

のほうから提出されております施行申請につき

まして、慎重に審査をさせていただきました。

同意書等の申請書類も適正に行われておりま

す。土地改良法に基づく手続も適正に行われて

いると判断しております。以上であります。

○図師博規議員 今の答弁、そのまま理解いた

しますと、今後、その申請書は文書開示の対象

にもなります。それに耐え得る精査がされたと

いうことと理解をいたします。

それでは、申請が正式に受理をされた、これ

はすごいことです。このことを受けて尾鈴北第

２地区への今後の対応はどうされるのか、進め

るのか、中止するのか、知事の判断にかかって

おります。知事に見解をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 法定の３分の２を超

える同意率で施行申請書が提出されまして、土

地改良法上の要件を満たしておりますが、一部

の関係農家から事業の中止等を求める申立書が

提出されていること等を踏まえまして、私自

身、現場に出向きまして、農家の方々の率直な

御意見もお伺いしたところであります。その結

果、将来にわたって国民に食料を安定的に供給

していくという我が国の農業の役割、さらには

その重要な役割を担う担い手の育成確保の必要

性等を考えた場合、広大なまとまりのある優良

農地を有する尾鈴地域において水を自由に利用

できる生産環境を整備することは、極めて重要

であると認識を新たにしたところであります。

このため、同意の状況や事業の必要性等を総合

的に判断した結果、施行申請書に基づき、土地

改良法の手続を進めることといたしました。な

お、県に提出された申立書につきましては、今

後、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○図師博規議員 今後は県営事業施行を粛々と

進めていくというふうに理解をいたします。今

まで尾鈴地区におきましては、地区を二分して

意見の相違が続いてきたわけです。それが今の

知事の答弁をもって、今後の方針を明確に出し

ていただいたことによって収束に向かうことを

期待したいと思います。

〔傍聴席で発言する者あり〕

○中村幸一議長 傍聴席、静かにしなさい。

○図師博規議員（続） それでは続いて、今後

の畑かん事業を展開していく上での県のスタン

スをお伺いしていきます。このたび県は、生産

者の不安や負担の軽減のため考案されたかんが

い用水の開閉栓方式、いわゆる給水栓の設置を

しても水利用をしない限り賦課金が発生しない

という内容を盛り込んだ尾鈴北第１地区土地改

良区の定款を認可しておりますね。この開閉栓

方式を導入している土地改良区は、県内では１
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カ所だけです。前回６月定例議会での質問に対

しての答弁では、開閉栓方式を含む給水栓設置

の整備面積は全体の約５分の１程度にしか達し

ていないという答弁でした。その後実施された

給水栓設置の意向確認の結果はどうだったの

か、またその結果を踏まえられて今後どう対応

していくのか、知事にお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 尾鈴北第１地区にお

きましては、ことし５月から８月にかけて個別

農家ごとに給水栓設置の意向を伺ったところ、

７割を超える農家の方々がその設置を希望され

ているとの結果を得たところであります。広大

なまとまりのある優良農地を有する尾鈴地域に

おいて、水を自由に利用できる生産環境を整備

することは極めて重要であるとの認識のもと、

基本的には現計画どおり事業を進めていくこと

といたします。しかしながら、事業の中止等を

求める請願が出された都農町の受益地を含む

約63ヘクタールの区域につきましては、給水栓

の設置意向が低い状況にありましたので、今

後、受益地の見直しも含め、関係農家を初め、

町、土地改良区と調整していくこととしており

ます。なお、この調整に当たりましては、既に

水を利用されている農家や給水栓の設置を希望

されている農家の意向を十分に尊重していく考

えであります。

○図師博規議員 知事、淡々とした答弁です

が、結果はすごいことになっているわけです。

開閉栓方式を含む給水栓設置の同意が６月以降

から一気に７割の同意まで達しているというこ

とですね。これは、もちろん地元の方なり、県

当局も努力されたことでしょう。今、開閉栓設

置、開閉栓方式の給水栓設置につきましても、

生産者の理解がだんだんと浸透しているという

現状を理解いたします。

では、関連してですが、尾鈴地区以外にも、

県営事業に理解を示すものの、近年の燃料・肥

料の高騰、農産物の価格低迷などの逼迫する経

営情勢から、賦課金に対して不安を抱いている

農家もたくさんいらっしゃいます。このような

状況を勘案して、県としては、生産者の負担軽

減につながる開閉栓方式導入を推進していくこ

とが重要と考えられますが、ここでは農政水産

部長に考えをお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 開閉栓方式に

ついてでございますけれども、土地改良区は、

施設の維持管理等に必要な経費を組合員から賦

課徴収することができますが、その方法につき

ましては、それぞれの地域の実情に応じて土地

改良区の総代会の議決を経て決定されることと

なっております。御質問の開閉栓方式は、給水

栓を設置し、実際に水を利用する方からのみ賦

課金を徴収するものでございまして、後継者が

不在の高齢農家や農地を貸している方でも安心

して事業に参加できるものと考えております。

この方式の導入によりまして、水が自由に利用

できる優良農地の確保や、意欲ある農家への農

地の面的集積が促進され、水利用がさらに拡大

するものと期待しているところであります。

○図師博規議員 今の答弁では、県としては推

進をしていくという姿勢であることと理解いた

します。しかし、開閉栓方式が推進されれば、

今の答弁でもありましたが、水利用をしない生

産者から賦課金が徴収できません。つまり、賦

課金不足が発生するという危険性もはらんでお

ります。そうなると、土地改良区の財政運営が

困難になるという可能性も出てまいります。そ

こで、地元自治体におかれましては、土地改良

区に関する条例の改正を行って、一般財源から

補てんする内容を既に制度化しています。県と
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しても、国庫補助など土地改良区の維持補修に

対し積極的に支援する姿勢は示されています

が、ここではより具体的に土地改良区に対して

どの程度規模の支援が実施されるのか、再度、

農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御指摘にあり

ましたように、土地改良区の適正な運営を確保

していくためには、まずは畑地かんがい用水の

利用拡大が基本になると考えております。この

ため県といたしましては、町、ＪＡなどの関係

機関と連携しまして、担い手への農地集積など

畑地かんがい用水の利用拡大に向けた取り組み

を強化しますとともに、施設の維持管理のため

の、御質問にございました国営造成施設管理体

制整備促進事業や土地改良施設維持管理適正化

事業等の国庫補助事業あるいは県単事業等によ

りまして、適正な運営が確保できるように最大

限の支援をしてまいりたいと思います。

なお、こういった事業を活用しまして、前回

もおっしゃいましたが、維持管理費6,500万とい

う話がありました。一部、その補助を含めます

と、5,000万程度では現段階ではできるんじゃな

いかという見通しがございます。以上でござい

ます。

○図師博規議員 今の御答弁、国庫補助を引っ

張ってくるだけではなく、県単事業をもってで

も支援するという前向きな答弁をいただきまし

た。私は、今の答弁のとおり、この畑かん事業

は、国営部分や県営部分、また市町村や土地改

良区といった縦割りで考えるんではなく、農業

振興のため、県も最大の地方自治体としての役

割や自覚を持って一体となって取り組むという

姿勢が欲しかったんです。今の答弁を待ってい

たんです。ぜひ、今後も市町村を支え、生産者

の声にしっかり耳を傾ける姿勢を貫いてくださ

い。

続けます。先日、マスコミにも大きく取り上

げられていましたが、畑かん用水を畜産にも使

えるようになるということです。これが実現し

ますと、畜産経営にも大きな経済効果があらわ

れると思われます。そこで、畜産用水として利

用が可能になるまでの経緯と、またその所見を

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） かんがい用水

の畜産としての利用でございます。本県の畜産

農家の経営は、御案内のとおり、飼料価格の高

騰あるいは子牛価格の低迷等、大変厳しい状況

に直面しております。こういったことから、か

ねてより、関係市町や関係団体等から、かんが

い用水を畜産にも利用できるようにしてほしい

との強い要望がございまして、こういった要望

がございまして、かんがい用水の畜産への暫定

的な水利用を可能とする特区提案を６月末に鹿

児島県と共同で行ったところであります。国か

らの最終的な回答は９月末ごろになると伺って

おりますけれども、現段階では、既存の制度の

枠内で対応が可能であるという見解が示されて

おります。

なお、本提案が実現した場合の経済効果等に

つきましては、大まかな試算でありますけれど

も、肉用牛、酪農、養豚、養鶏など、幅広い畜

産分野において水代の節減はもとより、衛生環

境の向上や暑熱抑制などの効果が見込まれ、年

間約27億円程度と試算をしております。以上で

あります。

○図師博規議員 大変な経済効果があらわれる

というような試算をされております。ただ、こ

の畑かん用水の畜産利用はあくまでも、答弁に

もありましたが、暫定的なんです。水量に余裕

があるときに利用が可能となるものであって、
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畑かん事業が当初の計画どおり進めば利用がで

きなくなることもありますね。その内容などを

しっかり周知していく、今後その周知の作業が

必要かと思われます。そして、今後、畑かん事

業が着々と進んでいった場合、今後の営農指導

や生産者の所得向上のための戦略が大きな課題

となってきます。当初作成された事業計画は時

代錯誤も甚だしく、費用対効果についても算定

基準となる市場価格や販路選定も刻一刻と変化

している中、再度、生産者が魅力を感じ、夢が

描けるように、この計画を練り直す必要が不可

欠と私は考えます。これは尾鈴地区に限ったこ

とではありません。県としては、県内のかんが

い事業を推進していく上でどのようなビジョン

を、戦略を持たれているのか、知事にお伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 農業を基幹産業と

し、農地の約半分を畑地が占める本県におきま

しては、収益性が高く、競争力のある畑作農業

を展開していくことが極めて重要であると認識

しております。私は、本県の畑作振興に当たり

ましては、畑地かんがい施設を初めとする、安

定的に農産物を生産できる基盤等の条件整備、

意欲ある担い手への農地の面的集積による経営

規模の拡大、水を生かし、消費者ニーズを踏ま

えた品質の高い農産物の生産などに積極的に取

り組み、しっかりとした生産体制を確立するこ

とが重要であると考えております。さらには、

近年、需要が急速に伸びつつある加工用・業務

用野菜をターゲットとして、農商工連携により

ます冷凍・加工施設等の設備促進など、高付加

価値化に向けた新たな取り組みを進め、消費者

の期待にこたえられる安全・安心な産地づくり

と農家所得の安定・向上を図ってまいりたいと

考えております。

○図師博規議員 今の知事の答弁を受け、各部

連携の上、生産者が安心できるような事業計画

の再度の練り直しをお願いしておきます。

今の答弁に続けるならば、特に尾鈴地区にお

きましては、ＪＡ尾鈴に大型出荷場も整備さ

れ、畑かん事業と連動した生産から流通への活

性化が期待されております。私も県議会の立場

といたしまして、これに全面的に協力をし、販

路拡大等にともに取り組んでいきたいと思って

おります。

続きまして、次の質問、新型インフルエンザ

対策についてお伺いをいたします。

執行部におかれましては、宮崎県新型インフ

ルエンザ対策行動計画を策定し、いち早くその

対策に乗り出されておりますが、感染の実態は

計画の予想をはるかに超え、今まさに感染拡大

が本格化する時期を迎えようとしております。

厚生労働省の発表によりますと、感染のピーク

は10月上旬から中旬にかけてということで、も

うそこまで迫ってきているんです。そのピーク

時には全国で約５万人を超える入院患者が出る

と予測されています。さらに、現在は弱毒性の

ウイルスが強毒性に変異する可能性も危惧され

ている。これは周知のとおりです。県として

は、感染者及び感染の疑いのある方を入院させ

る場合、公立も民間も関係なく、すべての医療

施設で受け入れるように方針を打ち出していま

す。では、現時点で県内の入院患者がどの程度

出ると予測されているのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今回の新型イ

ンフルエンザは弱毒性であり、大部分の方は重

症化せず回復しておりますが、患者数の増加に

伴い、一定の割合で入院患者が発生することが

考えられます。流行ピーク時における入院患者
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数につきましては、国の示した新型インフルエ

ンザの流行シナリオを単純に本県に当てはめた

予測でありますが、県民全体の20％が発症した

場合、最大時点で１日当たり411人、また30％が

発症した場合では617人が入院していると試算さ

れます。そのうち呼吸不全や脳症などの重症例

は、入院患者の約１割と言われております。

なお、この試算は最悪の事態を想定したもの

ではありますが、県といたしましては、このよ

うな事態にも対応できるよう医療体制の確保に

努めているところであります。以上でございま

す。

○図師博規議員 今の御答弁ですと、600名を超

える入院患者が出る可能性があるというわけで

すね。感染ピーク時に備えて、今から県内医療

施設に600床を超える入院ベッドを新型インフル

エンザ用に確保させておくということは、県立

宮崎病院クラスの病院を空にして待機させなけ

ればいけないということであり、これは物理的

に到底無理なことです。それを補う手段として

何ができるのか、いや、何をしなければいけな

いのか、再び福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 流行時の入院

患者数の増加に対する対策といたしましては、

一度に多くの患者が発生しないようにし、流行

のピークを低くなだらかにすることが重要と考

えております。そのため、集団感染を早期に探

知し、集団内で患者が増加するようであれば、

学校等の臨時休業の措置を行うこととしており

ます。また、入院患者に対するベッドの確保な

ど医療体制の整備も、医師会や基幹的病院と連

携し、調整を進めております。いずれにいたし

ましても、まずは県民の皆様一人一人が手洗い

やうがい、せきエチケットの励行など、感染防

止対策に努めていただくことが重要であります

ので、その理解の一助とするため、新型インフ

ルエンザ対応ハンドブックを47万部作成し、市

町村を通じて現在、各家庭に配布しているとこ

ろであります。以上でございます。

○図師博規議員 予防が最大の対策であるとい

うことは、やはりこれは認識を共通しなくては

いけないところでありますが、入院ベッドの確

保が困難であれば、ベッド不足が明らかになる

前に、在宅治療体制に切りかえるため、民間医

療施設と連携して訪問診療や訪問看護にマンパ

ワーを集中させること、それに伴う必要な医療

機器を備蓄しておくこと、これ等もあわせて必

要だと思われます。いずれにしても、県民の方

々が不安を抱くことがない万全の策を講じてい

ただきたいと考えます。

それでは続いて、県立宮崎病院精神医療セン

ターの療養環境確保と利便性向上についてお伺

いします。

先日、愛みやざきは、会派としてセンターの

視察に行ってまいりました。センターの構造上

の問題につきましては、開設前から取り上げら

れていましたけれども、現場に足を運んでみま

すと、その課題に直面し、ぜひとも解決しなけ

ればいけない内容を明確にとらえることができ

ました。その課題でありますが、まず成人と児

童が同じフロアで療養されていることから、思

春期にある患者が成人患者の急性増悪症状の影

響を受け、治療上の障害があるということを指

摘しておきます。

例えば、一つの病棟は可動式の仕切りで区切

られてはいますが、音や声は遮断することがで

きていないんです。その成人者の声に子供がお

びえてしまうなど、療養環境としては適当と言

いがたい現状がそこにあります。では、このよ

うな状態があることを病院局長は御存じです
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か。報告を受けていますか。また、そのような

状況をどう理解されているのか、お伺いしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 精神医療センタ

ーの病棟構成でございますけれども、他県の例

等を参考にしながら、ナースステーションを挟

んで成人と児童の病室を配置しているところで

ございます。また、児童の病室につきまして

は、一般の病室よりも防音性能を高めますとと

もに、ただいま議員御指摘ございましたよう

に、廊下には可動式の防音扉を設置するなど、

成人患者さんの声や物音が児童患者さんに聞こ

えないように配慮しているところでございま

す。今後とも、この施設の状況等の把握に努め

まして、必要があれば、新たな遮音装置の検討

や患者さんの隔離エリアへの収容等、ハード面

と運用面の両面での対応を行い、療養環境の維

持に努めてまいりたい、このように考えており

ます。

○図師博規議員 対策は講じられても、それは

十分でないという現実をぜひ病院局長も理解し

ていただきたい。

また、同センターには２階部分にセンターと

病院本館を結ぶ通路があります。ほかの診療科

を受診された方がその通路を利用して精神科受

診をすることが可能になると思いきや、その通

路にはかぎがかかっているんです。職員の同伴

なしにはその通路利用ができない状態になって

います。このため、精神科外来を受診される方

は、本館正面玄関から一たん外に出て、おまけ

にセンターまで移動する。センターの診療室は

２階にありますから、そこまで移動するという

動線が非常に長い状態になっています。雨が

降っているときも困られているとも聞きます。

外来が２階にあることによって利便性の悪さが

あるということは、現場職員からも改善要求が

上がっていると聞きますが、どうしてこのよう

な建築構造になったのか、当局としてどのよう

に今後対応されていく考えがあるのか、再度、

病院局長にお伺いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 今、議員のほう

からいろいろ御指摘がございました。そのよう

なお話は伺っておりますし、私も、工事の終了

後、それと診療開始前、たびたび行っていると

ころでございます。そういうことで、まず患者

さんの視点に立ち、あるいは現場の声に十分耳

を傾けながらやっていきたいというふうに考え

ているところでございますけれども、いろいろ

な立場でいろいろな御意見等をちょうだいいた

しております。そういうことで、県立病院につ

きましては、その時々の医療ニーズに的確に対

応できるように計画的に整備充実を図っている

ところでございまして、当センターの施設につ

きましても、現在いろいろと検証等もやってお

りますけれども、職員の意見等にも十分配慮し

ながら、緊急性や必要性に応じて対応してまい

りたいというふうに考えているところでござい

ます。

○図師博規議員 今後も、今の答弁にありまし

た現場主義での医療サービスが提供されること

と、私、一番心配するのは、センター職員が疲

弊してしまって―疲れ切る前に、ぜひその対

応策を講じていただきたい。働きやすい環境整

備に尽力されることを切に要望いたします。

また、センターが開設されて半年が過ぎてお

ります。ということは、新富にありました県立

富養園が閉鎖となって半年が過ぎているという

ことになります。しかし、いまだに民間事業者

への業務移管は行われておりません。公募した

にもかかわらず、民間から手が挙がらなかった
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ということは、県の貸付条件に問題があること

が考えられます。富養園を利用されていた方々

や家族からは、外来やデイケアの存続を要望す

る内容の要望書も提出されているわけですか

ら、速やかに開設につながるよう貸付条件の再

検討をあわせて申し述べておきます。

それでは、次の質問に移ります。余裕教室・

廃校施設の有効活用についてお伺いいたしま

す。

余裕教室とは、児童生徒数の減少により、既

存の教室数と比較して必要学級数が減少し、将

来とも恒久的に使用されないと見込まれる教室

のことを言います。文部科学省が調査を始めて

累計で全国に約13万教室も発生しているんで

す。また、文部科学省では、遊休スペースと

なった学級や学校については、使われなくなっ

た後も地域の実情に応じて積極的に活用する方

針を打ち出しています。本来、国庫補助金によ

り整備された学校施設を学校教育以外の施設に

転用する場合には、国庫補助相当額を国へ返還

しなければならないのですが、この規制を緩和

して、一定の要件を満たせば、国庫返還をせず

報告書の提出のみをもって転用ができる財産処

分手続の弾力化を現在実施されております。こ

れを利用し、全国的には、遊休スペースを学童

保育に利用したり、障がい者や高齢者の福祉施

設として利用する、またカウンセリングルーム

としての利用、そしてまた郷土芸能の体験や伝

承をするための地域との交流スペースとして利

用しているなど、さまざまな形で余裕教室及び

廃校の利活用が図られています。ここで、教育

長にお伺いしますが、本県の余裕教室の発生状

況及び近年の廃校に関する状況、そして、あわ

せてまた、その後の利活用の状況をお答えくだ

さい。

○教育長（渡辺義人君） まず、余裕教室につ

いてでありますが、市町村立小中学校では現

在、約850室となっております。このうち約94％

が多目的教室や特別教室など、当該学校の施設

として使用されておりまして、残りの教室につ

きましても、大部分が放課後児童クラブなどの

公共用として活用されているところでありま

す。また、県立学校についての余裕教室であり

ますが、約240室ございまして、そのすべてが選

択教科のための教室や生徒会室などとして使用

されているところであります。

次に、近年の廃校の状況についてであります

が、市町村立小中学校におきましては、年次を

平成14年度から20年度に絞って申し上げます

と、この間に33校が廃校となっております。こ

のうち建物が現存しておりますのは28校であ

り、この28校の中の15校で社会体育施設や集会

施設、また研修施設などとして活用されてお

り、もしくは活用予定ということであります。

次に、県立学校の状況でありますけれども、平

成18年度末に閉校となった延岡西高校の施設が

ございますけれども、これにつきましては、現

在、この施設を活用いたします総合的な特別支

援学校の設置計画を進めているところでありま

す。なお、今後閉校を迎える県立学校といたし

ましては、小林商業、日南農林、日南振徳商業

高校等の７校がありますが、これらにつきまし

ては、基本的には教育財産としての活用は考え

ていないところでありますので、庁内の各部局

や市町村の意向を踏まえまして、その取り扱い

につきまして検討していくことにいたしており

ます。

○図師博規議員 この質問を取り上げるきっか

けとなったのは、実は地元木城町の中之又小学

校の閉校後に開かれた跡地利用の説明会に参加
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して住民の方々の声を聞いてきたからなんで

す。中之又地区は高齢化率が70％を超える地域

です。中之又の高齢者の方々の、その生活を図

る上で要介護度を私、調べたことがあります。

しかし、中之又地区の方々、要介護度は低いん

です。これは、健康な方々が多いというわけで

はなくて、介護が必要な状態になると、福祉の

サービスが受けられない環境にあるということ

で、山をおりなくてはいけなくなる、地域を離

れなくてはいけなくなるということを如実にあ

らわしているんです。よって、学校の跡地利用

説明会では、高齢者用の施設に転用を望む声が

圧倒的でした。地区の方々は、運動会や学習発

表会、入学式や卒業式を通して地区の方と深く

つながり、愛着ある学校の再利用を涙ながらに

訴えられていました。しかし、町としては、手

すりやスロープの設置、トイレ改造程度の整備

はできるものの、福祉の人材確保を初めとする

運営費の補助の支援まではできないというよう

な内容でした。以前、この中之又小学校に勤務

されていた校長先生がこの地域をかんがみ述べ

られた言葉に、「普通の小学校は地域の中にあ

る。でも、中之又は小学校の中に地域がある。

それくらい地域とのきずなが深いところなんで

すよ」と、愛情ある言葉を残されています。こ

れは、小学校がなくなれば地域がなくなるとい

うことを意味していると私は思います。今後、

県内には同様な中山間地域が続出するわけで

す。県としても、国の規制緩和策を最大限利用

し、福祉施設等への転用を積極的に図り、市町

村と連携し、地域の暮らしを守る施策の取り組

みが強く求められていると私は考えます。この

点に関して知事、中山間地域の廃校利用につい

ての所見をお答えください。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域におきま

して、学校は教育の場であるだけでなく、地域

住民にとりまして思い入れの深い貴重な資源で

あり、地域の交流の拠点であります。過疎化、

少子化等を背景に、中山間地域の学校が廃校と

なることは残念でありますが、一方、地域コ

ミュニティーの維持や地域の活性化を図る上か

ら、その施設を有効に活用することは大変有意

義であると考えています。県といたしまして

は、廃校施設等の利活用による新たな活動の場

づくりなど、地域の活性化につながる特色ある

取り組みを引き続き国・県の補助制度等を通じ

て支援していきたいと考えております。

○図師博規議員 前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。これは中之又に限ったことではあり

ません。高齢化率が高い地域は年々人口は減少

していきます。余裕教室や廃校を福祉施設とし

て利用し、５年から10年でも運営費の補助があ

れば、昭和の激動期に身を粉にして働いて支え

ていただいた高齢者の方々が人生最後のときま

で住みなれた地域で暮らすことができると私は

考えます。福祉や医療、その政策には費用対効

果だけを掲げるのではなく、我々の世代は高齢

者にそのような恩返し、それをしても私はおか

しくない、またそれが必要じゃないか、この時

代、思っております。

それでは、次の質問に入ります。県有施設の

財産管理についてお伺いいたします。

先ほど教育長の御答弁の中にもありました

が、県立高校においても今後７校が閉校となる

わけです。最近では、先ほども出てきました

が、県立富養園が閉鎖となり、その閉鎖の際、

大量の県有財産、物品が不用となったと考えら

れますが、その県有財産がどのように有効活用

されているのか、またされたのか、総務部長に

お伺いします。
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○総務部長（山下健次君） 個別の有効活用の

方策等については病院局長のほうでお答えにな

ると思いますが、私のほうでは、一般的な不用

となった物品の処理手順について御説明したい

と思います。財務規則におきましては、物品に

ついて物品管理者を他の所管に移しかえます、

いわゆる所管がえというものと、老朽化により

使用不能となった機器等を学校の教材で用いる

等、使用目的を変更いたします分類がえ、例え

ば公用車を廃棄したときにそれを教材として使

うといった例だと思いますが、さらに、公有財

産の附帯設備を取り外しまして物品として管理

いたします、こういった場合には編入がえと

言っておりますけれども、こういった分類を行

いまして、有効活用を図ることとしているとこ

ろでございます。廃止をされる施設におきまし

ても、当然、同様な手続を行った上で、なお効

率的な使用が図られないと認められる物品につ

きましては、所定の決裁手続を経まして、不用

の決定を行いまして、売却、譲与、減額譲渡ま

たは廃棄という処理を行うこととしているとこ

ろでございます。

○図師博規議員 大義は理解できました。その

ような方法で整理がされておるということです

ね。

それでは、個別の案件に入りますが、３月に

閉鎖した富養園ですけれども、その閉鎖時に発

生した一般廃棄物の物品数と総重量をお答えい

ただきたいと思いますが、これは病院局長、お

願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 廃棄処分をしま

した一般廃棄物の数量が1,039点、重量にいたし

ますと33.42トンでございます。

○図師博規議員 今の答弁ですが、私の手元に

は、その一般廃棄物の収集運搬の入札に関する

資料があります。これによりますと、今述べら

れた物品が、病棟ごと、部署ごとにきれいに書

き出されてあります。答弁の内容では、総重量

は33トン余りということでしたけれども、この

資料によりますと、総重量は40トンとなってい

るんです。この７トンの差は一体何を意味する

んでしょうか、病院局長にお伺いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 富養園の物品に

つきましては、精神医療センターや他の県立病

院等で引き続き使用するほか、今後使用見込み

がないものにつきましては、売却処分や廃棄処

分を行ったところでございます。処分に当たり

ましては、病院局財務規程に基づき具体的な判

断基準を定めまして、あらかじめ対象物品のリ

ストを作成した上で、職員に対しても指導の徹

底を図り、適正な処分を行ったところでござい

ます。御質問の一般廃棄物でございますが、ト

ン当たりの単価契約となるために、予定総重量

を示した上で入札を行っております。この予定

総重量につきましては、ただいま議員御指摘に

もありましたように、業者のほうに処分予定品

のリストと現物を見ていただいた上で数量の見

積もりを徴し、40トンというふうに設定したと

ころでございます。また、入札と並行して、他

部局での再利用の呼びかけも引き続き行いまし

て、引き取り手が見つかったものについては、

所管がえの手続を行っておりますので、その分

は予定総重量から減っております。以上のよう

なことから、予定総重量40トンと実際の処分量

との間に約７トンの差が生じたというように考

えております。

○図師博規議員 ７トンはそんな簡単な量じゃ

ないです。その見積もりによっては落札価格も

全然変わってくると思われるんですが、その見

積もりの誤差と他施設への移動等によるという
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内容の答弁でしたが、事業発注の見積もりが、

そんな７トンも違うようないいかげんな見積も

りでいいんですか。私が危惧するのは、病院閉

鎖時のどさくさに紛れて職員の県有財産の持ち

帰りが起こり得るのではないかということで

す。裏金問題以降、職員の公金及び物品管理に

関するコンプライアンスは徹底されていると信

じてはおりますが、今後、県立高校７校の閉校

を初め、行政改革の中で県有施設の統廃合が随

時続いてまいります。この問題を取り上げるに

当たりまして、執行部関係者と厳しい議論を交

わしました。その説明を受ける中で理解に苦し

む部分もありましたが、今回は執行部の方々の

説明をのみ込むことといたします。この際、知

事、裏金問題からも時間が経過しておりますの

で、警鐘を鳴らす意味を込めた知事の所見をお

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 学校等の施設の統廃

合等に伴いまして、当該施設で不必要となった

物品等については、所管がえなどを行い、他の

所属に引き継いで、より有効な活用を図ってい

るところであります。また、今後、県において

使用見込みのない物品については、不用の決定

を行った後、売却、譲渡、廃棄などの方法によ

り処分することとなります。このような一連の

処分手続を含め、昨年４月から、適正な物品管

理事務を確保するため、指導検査及び職員に対

する研修を行う指導専門員を配置して、その強

化に努めているところであります。今後とも、

地方自治法や財務規則等の関係法令の定めると

ころにより、適正かつ厳正に執行するよう指導

の徹底を図ってまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の御答弁ですと、指導専門

員を配置してまで徹底管理、徹底指導されてい

るという姿勢は評価をいたします。今後も、そ

の姿勢を貫いていただき、県民との信頼構築を

進められることを大いに期待いたしまして、私

の質問を終わらせていただきます。（拍手）

○中村幸一本議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時46分散会


