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◎ 総括質疑

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、議案第28号から第32号までに

対する総括質疑であります。

それでは、ただいまから総括質疑に入りま

す。

総括質疑についての取り扱いは、お手元に配

付の総括質疑時間割のとおり取り運びます。

〔巻末参照〕

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自民党の外山衛でございます。

質疑の前に、先日、急逝をされました中川昭

一前議員に対し、御冥福を心からお祈り申し上

げます。志半ばでもあり、さぞ無念であったろ

うと思います。人は生まれたときから死に向

かって生きているとも言います。一秒先、一分

先に起こることがわかるのならば、事故などに

遭うこともないのであります。一方、過ぎ去っ

た時間、つまり過去は取り戻せない。私がこう

して話すうちにも時は進んでいるわけでありま

して、すべてが過去の出来事となっておりま

す。日々の暮らしに忙殺され、厳しい社会環

境、まさに混濁の世に身を置いている日常であ

りますが、わかっていてもなかなか実践できな

い一日一日を、もっと言えば一分一秒を、瞬間

を大事に後悔することなきよう生きるべきと思

うところであります。中川前議員の死に限ら

ず、人の死に直面しますと、いろんなことを考

えさせられます。自分にどのくらいの時間が与

えられているのかは神のみぞ知ることでありま

すけれども、生きざまというものに重きを置い

て頑張らねばと思っております。

議案第28号から第32号の「平成20年度決算の

認定について」に対し、自由民主党を代表しま

して総括質疑を行います。

さて、昨年度の県政を振り返ってみますと、

平成20年度当初予算は、東国原知事にとっては

初めての通年予算でありました。また、組織に

おいても、知事部局を１部減らし、少子化対策

や企業誘致推進、観光誘客やＰＲ強化のために

新たに局を設置するなど、思い切った組織体制

の構築をなされました。平成20年度当初予算に

ついて知事は、財政改革を推進しつつ、存在感

のある自治体になることを目指し、優先度が高

く、特色ある施策には積極的に取り組む「オン

リーワンの宮崎を目指して～宮崎再生推進予

算」として編成をしたとされております。予算

編成時に目指された方向に基づいて、予算がき

ちんと執行され、その結果、当初目的とした成

果がしっかりと上げられたのかという観点か

ら、各分野にわたり、通告に従いまして質疑を

させていただきます。

まず初めに、平成20年度決算に対する総括的

な質疑を行います。

平成20年度の一般会計決算は、歳入が5,783億

円余、歳出が5,711億円余となり、前年度と比較

して、歳入が219億円余の増、歳出が194億円余

の増となっております。率で言いますと、歳入

が前年度に比べ3.9％の増、歳出が3.5％の増

と、10年ぶりに増加に転じております。翌年度

への繰り越すべき財源を差し引いた実質収支で

は、23億7,425万円余となり、黒字が確保されま

したが、単年度収支については、前年度の約５

億5,000万円の黒字から、一転して約１億余の赤

字となっております。
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内訳を見てみますと、歳入については、税源

移譲の平年度化の影響で個人県民税が増収と

なったことにより、県税が0.6％増となったもの

の、財政調整積立金の取り崩し等による繰入金

が53.8％も増加しております。また、地方交付

税は0.1％の微減で、前年度とほぼ同額を確保で

きており、国庫支出金が15.9％増となっており

ますが、全体的には基金の取り崩しで賄ってい

るのが実情であり、依然として大変厳しい状況

になっております。歳出については、労働費

が、ふるさと雇用再生特別基金、緊急雇用創出

事業の創設積み立てなどにより、675.9％の大幅

な増となりましたが、農林水産業費や土木費

は、公共事業の削減などにより、それぞれ6.2％

の減、5.5％の減となっております。なお、県債

発行額は677億7,090万円と、前年度に比べ３

億4,740万円の減と、５年連続減少しておりま

す。一方、県債現残高は9,104億8,342万円と、

前年度と比べ約42億円減ってはおりますが、依

然として今後の公債費負担が本県財政にとって

大きな圧迫要因となることが懸念されます。ま

た、財政指標を見てみましても、財政構造の硬

直度を示す経常収支比率が94.5％とさらに悪化

し、公債費負担比率も23％と、危険ラインとさ

れる20％を超える状況が続いております。この

ように大変厳しい財政状況の中での県政運営で

あったわけでありますが、平成20年度の決算状

況について、どのように受けとめ、どう総括を

されているのか、知事に所見をお伺いします。

そしてもう一点、少子高齢化、過疎化の進行

や世界的な経済危機の影響に加え、依然として

厳しい財政状況など、本県を取り巻く情勢は、

極めて厳しい状況が続いているところでありま

す。こうした状況におきまして、県において

は、平成19年度から22年度までの４年間、行財

政改革大綱2007の財政改革プログラムに基づ

き、将来にわたって健全性が確保される財政構

造への転換に向けた取り組みを推進されている

ところであります。この財政改革プログラムに

は、知事のマニフェスト等も踏まえ、収支不足

の圧縮額についての目標と、事業費ベースでの

歳出見直し額についての目標という２つの目標

が掲げられておりますが、その進捗状況、ま

た、それに対してどのように評価しているのか

を伺い、壇上からの質疑を終わり、以降、自席

から質疑をいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

決算の総括についてであります。本県の財政

は、自主財源の占める割合が低く、財政基盤が

脆弱な上に、地方交付税等の減少や社会保障関

係費の増大等により、引き続き、大変厳しい財

政運営を強いられました。このため、平成20年

度の財政運営に当たりましては、宮崎県行財政

改革大綱2007の財政改革プログラムに基づき、

義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重点

化、事務事業の見直しの強化など、行財政改革

の徹底を図る一方、選択と集中の理念のもと、

新みやざき創造戦略等に基づく重点施策の推進

に取り組みますとともに、世界的な金融危機の

影響による深刻な本県経済情勢に際しまして

は、国に先駆けて措置した経済・雇用緊急対策

に係る補正予算による対策を講ずるなど、スピ

ード感を持って取り組んだところであります。

また、予算の執行に当たりましても、本県の財

政状況について、職員一人一人が十分認識し、

年度を通じて計画的・効率的な執行を図るとと

もに、県税収入を初めとする自主財源の積極的

な確保や徹底した経費節減に努めたところであ

ります。このような取り組みの結果、平成20年
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度は、全体としては厳しい財政状況に対応した

堅実な財政運営を図ることができたものと考え

ております。

続きまして、財政改革プログラムの見直し目

標のうち、まず目標１については、４年間の計

画期間累計で一般財源ベース676億円を見直すも

のでありますが、平成20年度は、目標額147億円

に対して約319億円の見直しを行ったところであ

り、２年間の累計で約541億円となっておりま

す。また、もう一つの目標２については、平

成18年度を基準として、単年度で事業費ベー

ス350億円を見直すものでありますが、平成20年

度は約504億円の見直しを図ったところでありま

す。しかしながら、こうした歳出削減等の取り

組みにもかかわらず、景気後退に伴う県税の減

収や地方財政対策等の影響など、目標の設定以

降の状況変化によって収支不足額は拡大しつつ

あり、今後とも、県の財政状況は予断を許さな

い状況にあるものと認識しております。〔降

壇〕

○外山 衛議員 次に、県税収入についてであ

ります。

県税収入の決算状況を見てみますと、1,009

億350万円余と、前年度と比べ５億5,000万円余

の増収となり、前年度に引き続き増加をしてお

ります。一方、不納欠損額は、市町村が賦課徴

収する個人県民税も含め、２億500万円余と、前

年度と比較して3,300万円余り減少しております

が、収入未済額は26億800万円余と、前年度より

１億4,000万円余りふえております。世界的な金

融危機からくる不況が、我が国全体の景気悪化

に影響をもたらしている状況をかんがみます

と、やむを得ない側面があるかとも思います

が、県民負担の公平性といった観点からすれ

ば、収入未済額の圧縮は大変重要な課題である

と考えます。収入未済額の圧縮に対する平成20

年度の取り組みと今後の対策について、総務部

長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のとおり、

平成20年度の県税の収入未済額につきまして

は、前年度に比べまして１億4,000万円余増加し

ておりますが、これは、税源移譲によりまして

個人県民税の収入未済額が１億9,000万円余増加

したことによるものでございます。個人県民税

につきましては、市町村から滞納案件の引き継

ぎを受けまして、県が滞納処分を行います直接

徴収、あるいは税務職員の併任人事交流など、

市町村と一体となりました徴収対策を行うとと

もに、徴収対策会議の開催あるいは徴収実務研

修を実施してきたところでございます。この結

果、現年度課税分につきましては、徴収率

は96.3％から97.0％ということで、0.7ポイント

改善されました。さらに、収入未済額につきま

しても、前年度に比べまして１億5,000万円余の

圧縮となったところでございます。また、滞納

繰越分でございますが、これについても徴収

率28.3％から32.5％ということで、これも4.2ポ

イント改善できたところでございます。さら

に、県が直接賦課徴収を行います自動車税など

その他の県税につきましては、滞納整理の早期

着手を行いますとともに、滞納処分の的確な実

施、タイヤロックやインターネット公売、こう

いった手法の活用など、滞納処分の強化を図っ

た結果、収入未済額を4,000万円余圧縮できたと

ころでございます。今後とも、これらの対策を

積極的に進めてまいりますとともに、特に収入

未済額の７割を占めます個人県民税につきまし

ては、市町村との連携を密にした取り組みをよ

り一層強化してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、ふるさと納税制度につ
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いてであります。

平成20年５月に、ふるさと納税制度がスター

トいたしました。これは、かつて住んでいた

り、子供時代を過ごした地域など、現在本人が

住んで生活をしている地域以外の自治体に、住

民税の一部を納めることを可能とする制度であ

ります。制度そのものの是非はいろいろと意見

が分かれるところであり、ここでとやかく言う

つもりはありませんが、県においても「ふるさ

と宮崎応援寄付金」として、県外在住の方々か

ら幅広く寄附を募ってきたところであります。

他県におきましては、一人で億単位の寄附をさ

れた方もいるようでありますが、平成20年度の

寄附金の状況とこの実績をどう評価されるのか

を総務部長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度におけ

る県の受け入れ件数及び金額でございます

が、36件、878万7,000円となっておるところで

ございます。また、この評価についてでござい

ますけれども、この寄附金は、ふるさとを応援

したいという思いを寄附という形で受け入れる

ものでございまして、基本的には、寄附される

方の自発的な意思に基づくべきものと考えてお

ります。したがいまして、一概に件数や金額だ

けでは評価することは難しいものと思いますけ

れども、宮崎県を「ふるさと」として思い、そ

して力をかしたいという皆様のお気持ちに対し

ましては、心より感謝申し上げますとともに、

大変ありがたい浄財でございますので、御意思

に沿って本県の活性化につながる施策に有効活

用させていただきたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、組織改正についてであ

ります。

厳しさを増す財政状況の中で、県民総力戦に

よる新しい県づくりや新みやざき創造戦略の着

実な推進を図るため、人材や財源など限られた

経営資源を有効に活用できるよう、知事は平

成20年４月１日付で大規模な組織改正を実施さ

れました。本庁においては、県民基点の政策立

案や総合的な政策推進を図るとともに、県民協

働を推進し、質の高い県民生活の実現を図る県

民政策部を新設したのを初め、少子化対策や子

供に関する施策を総合的に推進するこども政策

局、企業誘致を推進する企業立地推進局、県外

への情報発信や観光客誘致、移住等の交流促進

を図る観光交流推進局など、３つの局を新たに

設けたところであります。また、課の単位で

は、中山間地域対策などに対応するための中山

間・地域対策室、知事のトップセールスや県外

ＰＲを強化推進するためのみやざきアピール課

の設置などが、この当時、大きな話題となりま

した。さらに、出先機関においては、県税・総

務事務所や福祉こどもセンターなどが設置をさ

れております。民間企業などでは、経営上、意

思決定を迅速化させることや、決定された方針

がより効率的・効果的に実施できるよう、組織

の見直しを行うのが一般的でありますが、平

成20年度の組織改正により、行政運営の迅速化

・効率化がどのように図られたのか、総務部長

にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 議員御指摘のよう

に、各種の組織改編を20年度において行ったと

ころでございます。この効果でございますけれ

ども、やはり重点目標の推進のために、一定の

決裁権限を局長等に持たせるということで意思

決定が迅速となって、機動的な対応が可能に

なったのではないかと考えております。また、

福祉と農政の出先機関等の統合等をやりました

けれども、これら関連性の高い分野を統合する

ことによりまして、マンパワーの確保が図られ
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るとともに、業務執行に当たりましては意見交

換が活発化するということで、各分野のより一

層の連携強化につながったと考えております。

○外山 衛議員 続きまして、中山間地域・植

栽未済地対策についてであります。

中山間地域という言葉が公式に使われるよう

になったのは、昭和63年の農業白書からであっ

たと記憶しておりますが、それから20年以上が

経過し、中山間地域の状況はそれ以前に比べて

大きく変化し、深刻さの度合いを増しておりま

す。本県の県土を大きく占める中山間地域が衰

退していくことは、本県全体の衰退につながる

ものであり、中山間地域の活力再生を図る取り

組みが必要であるとして、平成20年度の重点施

策の一つに中山間地域対策を位置づけられまし

た。また、中山間地域を限界集落などのマイナ

スイメージでとらえるのではなく、中山間地域

にありながら、元気な集落づくりに取り組んで

いる地域を「いきいき集落」と命名するなど、

イメージの転換にも努められております。平

成20年度の中山間地域対策の事業として、どの

ような取り組みをされ、その成果はどうであっ

たのか、県民政策部長及び環境森林部長にお伺

いします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域対

策でありますけれども、昨年度は、中山間・地

域対策室を新設いたしますとともに、知事を本

部長にいたしまして全部局長等で構成します中

山間地域対策推進本部を設けるなど、庁内の体

制整備を図ったところでございます。また、中

山間地域が抱える課題や施策の整理を行いまし

て、集落の活性化、日常生活の維持・充実、そ

れから産業の振興、これを今後の対策の３つの

柱といたしまして、全部局が連携して施策を推

進していきますことを推進本部で決定したとこ

ろであります。具体的な取り組みといたしまし

ては、先ほど御質問にもございましたけれど

も、住民主体の元気な集落づくりに取り組む集

落を「いきいき集落」と命名いたしまして、県

下全域から募集するなど、集落づくりの機運の

醸成に努めましたほか、コミュニティバスなど

地域の実情に応じた効率的な交通システムの再

編に対する支援、地域資源を活用した新たな雇

用創出のための支援等に取り組んだところでご

ざいます。これらの取り組みによりまして、集

落の自主的な活動による地域づくりの動きが活

発化するなど、一定の成果が得られたところで

ありますが、地域を取り巻く状況は依然として

厳しいものがございますので、引き続き、推進

本部を中心に効果的な対策を講じていく必要が

あるというふうに考えております。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部に

おきましては、山村地域における産業の振興と

いう観点から、中山間地域対策に取り組んでい

るところでございます。具体的には、山村地域

における就業機会や所得を確保するための森林

整備を行うとともに、乾シイタケの生産振興の

ための乾燥機22台の導入に加えまして、木材生

産のコスト削減につながります林道等の基盤整

備や、高性能林業機械29台の導入を支援したと

ころでございます。また、林業担い手を確保・

育成するため、林業担い手対策基金を活用いた

しまして、林業技術者25名の養成研修や、林業

就業者の各種社会保険の掛金助成等も実施いた

しております。このような取り組みによりまし

て、生産コストの削減や就労環境の改善が図ら

れますとともに、乾シイタケ生産量が646トンと

対前年比７％の増加や、林業への新規就業者

が200名となるなど、山村地域の活性化に寄与し

たものと考えております。
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○外山 衛議員 中山間地域の森林は、土砂崩

れや洪水の防止、良質な水や木材の供給、人々

の憩いの場の提供など、多くの役割を担ってお

りますが、伐採後３年以上過ぎても植林がされ

ていない植栽未済地の解消を図ることが、健全

で多様な森林づくりのためには重要でありま
も り

す。この植栽未済地の問題につきましては、県

も相当力を入れて取り組まれておりますが、そ

の対策の成果と今後の施策の展開について、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 植栽未済地対

策につきましては、平成18年の調査で確認され

ました約2,000ヘクタールに、その後発生しまし

た約500ヘクタールを加えました約2,500ヘクタ

ールを対象に事業を実施しております。平成20

年度から総合対策で取り組んだわけでございま

すけれども、その成果といたしましては、補助

事業等を活用しました造林や天然更新によりま

して、419ヘクタールを解消しております。これ

までに全体の約４割に当たる1,100ヘクタールが

解消されておりまして、今後とも、市町村の

あっせんにより、林業公社が有利な制度事業を

活用して行う造林に加えまして、森林環境税を

活用した広葉樹の植栽や、分収林制度を活用し

ました造林などに積極的に取り組みまして、平

成22年度までに解消することとしております。

○外山 衛議員 次に、県民との協働について

であります。

知事は、平成20年度当初予算編成の基本方針

として、財政の健全化、選択と集中、県民総力

戦の３つの柱を掲げられ、各種施策を推進され

てまいりました。この中の県民総力戦について

は、ボランティアやＮＰＯを初めとする民間と

の協働に積極的に取り組んでいくとし、そのこ

とで、より県民の視点に立った事業を実施され

てきたことと思います。ＮＰＯとの協働につい

ては、本来行政が責任を持って担うべき分野の

事業に対して、行政とＮＰＯの役割分担をしっ

かりと行い、ＮＰＯの有する専門性や柔軟性な

どの特性をうまく引き出しながら取り組むこと

が重要であると考えます。昨年度の新規事業で

ある「県民との協働」推進事業では、県とＮＰ

Ｏとの提案公募型事業を実施されております

が、どのような公募型事業を実施され、それに

ついてＮＰＯの特性をどのように活用すること

ができたのかを、県民政策部長にお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 提案公募型事

業でありますけれども、これは新みやざき創造

戦略の中から、例えば、子育てとまちづくりと

いうような複数の施策分野に関連していること

を条件に、ＮＰＯから事業の提案を受け、３つ

の事業を選定して、県とＮＰＯとの協働で実施

したものでございます。具体的には、大淀川等

でのカヌー体験など、自然環境を生かして観光

を推進する事業、西都原考古博物館に竪穴式住

居を復元しまして、文化的資源と観光資源とし

て活用する事業、それから韓国で県産木材の認

知度を高めますとともに、木材を通して宮崎と

韓国の子供が交流する事業、この３つを実施い

たしました。これらの事業につきましては、Ｎ

ＰＯの持ちます柔軟な発想力でありますとか、

特定分野における専門的知識、迅速に対応する

機動力、新しい課題への先駆的な取り組みな

ど、ＮＰＯの特性が生かされたものと考えてお

ります。

○外山 衛議員 行政とＮＰＯでは全然文化が

違うわけでありまして、当然仕事をする人の考

え方も根本的に違うと思いますが、行政とＮＰ

Ｏが一緒に仕事をしていく中で、いわゆる混乱
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等はなかったのか、県民政策部長にお伺いしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 提案公募型事

業を実施するに当たりましては、県とＮＰＯ

が、事業の内容、スケジュール、役割分担等に

つきまして、事前に十分協議しまして、合意し

た上で事業を開始いたしまして、実施段階にお

いても、緊密に連携を図りながら、協働で取り

組んだものでございます。事業の中には、複数

の部局にまたがる関係で、事前協議に時間を要

したものもございましたが、協議を重ねる中で

相互理解が図られまして、計画どおりに実施で

きたというふうに考えております。

○外山 衛議員 次に、地域医療体制について

であります。

いつでもどこでも県民が安心して良質な医療

サービスを受けられるように、地域医療体制を

充実させることは重要であります。しかしなが

ら、平成16年度から始まった新臨床研修制度に

より、研修医みずからが研修施設の病院を選べ

るようになったため、地方で研修を行う臨床研

修医が減少し、地方と都市部における医師数の

偏在や小児科などの特定診療科における医師不

足など、地域医療を取り巻く環境は厳しい状況

となっております。私の地元日南市の医師不足

も深刻な問題となっております。このような

中、県においては、平成20年度を初年度とする

宮崎県医療計画を策定し、すべての県民が質の

高い医療サービスを安心して受けられる医療体

制の確立を目指し、さまざまな施策を推進され

ておりますが、慢性的な医師不足は容易には解

消されない状況にあると思われます。そこでお

尋ねします。平成20年度に、僻地や小児科など

特定診療科の医師不足対策として、どのような

取り組みを行い、成果はどうであったのか。ま

た、僻地医療の確保や医師不足等で深刻の度合

いを増している救急医療体制の充実強化をどの

程度図ることができたのかを、福祉保健部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、深刻化

する医師不足対策といたしましては、医師修学

資金等の県独自の事業を展開するとともに、市

町村と一体となった医師確保事業の推進や国へ

の抜本的な対策の要望など、さまざまな取り組

みを行ったところであります。この結果、僻地

では、自治医科大学卒業医師等11名を７市町村

に派遣したほか、医師派遣システムにより、新

たに１名の医師を採用したところであります。

また、小児科については、新たに県内で小児科

の専門研修を行う研修医に対して研修資金を貸

与する「小児科専門研修資金貸与制度」を創設

し、６名の医師に貸与を行っております。次

に、僻地医療の確保につきましては、無医地区

巡回診療や僻地診療所の整備・運営への補助を

行い、医療の確保に努めるとともに、医学生の

僻地医療に対する理解を深める臨床研修ガイダ

ンス事業を実施し、27名の参加があったところ

であります。また、救急医療につきましては、

２次、３次の救急医療施設の支援に努めるとと

もに、市町村に対し、初期救急の充実を働きか

け、延岡市の夜間急患センターで診療時間が延

長されるなど、一定の充実が図られたところで

あります。医師確保を初め解決すべき医療課題

も多いことから、今後とも、全力を挙げて取り

組んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 続きまして、子育て支援対策

についてであります。

本県の平成20年の合計特殊出生率は1.60と、

平成19年よりわずかに上昇はしましたが、少子

化の進行に歯どめがかかったとは到底言い切れ
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ない状況であります。ことし６月に発表された

東京都のＮＰＯ法人の子育て環境調査におい

て、宮崎市が全国の政令指定都市や中核市の中

で、最も子育てをしやすい都市に選ばれており

ますが、このように安心して子供を産み育てる

ことができる環境づくりを全県的に進めていく

ことが重要であると思います。さらに、経済的

負担の軽減や、地域で子育てを支援する体制づ

くりの推進、ワーク・ライフ・バランスなど働

き方の見直しも大きな課題であります。平成20

年度に取り組まれた子育て支援対策の事業とそ

の成果について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度

は、少子化対策や子供に関する施策を総合的に

推進するため、福祉保健部内に「こども政策

局」を設置し、各部局との連携により、次世代

育成支援宮崎県行動計画に基づく各種施策の推

進に努めたところであります。具体的には、平

成20年10月から、乳幼児医療費助成事業の助成

対象年齢を、入院・入院外とも小学校入学前ま

でに拡充するとともに、地域における子育て支

援を推進するため、市町村やＮＰＯ等に対する

助成事業などに取り組んだところであります。

また、社会全体での機運醸成を図る「みんなで

子育て応援運動」や、多様なニーズに対応した

保育サービス・児童の放課後対策の充実、さら

には子育てと仕事の両立支援など、幅広い観点

からの対策に取り組んだところであります。こ

のような取り組みの結果、子育て家庭の経済的

負担の軽減を初め、子育て支援の機運の醸成や

仕組みづくりが進むなど、安心して子育てので

きる環境の整備が図られつつあるものと考えて

おります。

○外山 衛議員 次に、自殺予防対策について

であります。

我が国では、平成10年以降、年間の自殺者が

３万人を超える状況にあり、自殺は今や大きな

社会問題に発展しております。本県において

は、平成９年に年間の自殺者が300人を超え、平

成10年以降はおおむね300人台後半で推移してお

りますが、人口100万人当たりの自殺者数（自殺

死亡率）においては、全国平均を大幅に上回る

状況にあり、全国でも自殺死亡率が高い県と

なっております。自殺者の70～80％程度は精神

障がいにかかっており、その中でも約半数は、

うつ病を中心とする気分障がいとの報告もある

ようであります。このため、うつ病などの気分

障がいの早期発見や治療体制の整備、専門的な

相談体制の整備などが重要になると思われます

が、これら自殺予防対策について、どのような

取り組みをされてきたのかを、福祉保健部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） うつ病などの

精神疾患を早期に発見し、適切に対応するた

め、県では、平成20年度から新たに内科医など

のかかりつけ医を対象に、うつ病診察の知識や

技術及び精神科医等との連携方法を習得するた

めの研修会を開催したほか、看護師、薬剤師に

対する研修も実施したところであります。ま

た、自殺者には中年の男性も多いことから、職

場におけるメンタルヘルス対策を進めるため

に、企業の経営者に対する研修なども行ってお

ります。さらに、専門的な相談体制の整備とし

て、精神保健福祉センターに「こころの電話」

を開設し、平成20年度には5,323件の相談に対応

しているほか、当センターや各保健所では、定

期的に精神科医による健康相談を実施しており

ます。

○外山 衛議員 また、自殺予防の受け皿とな
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る相談窓口についてでありますが、どこに相談

すればよいのか、相談を受け付けている時間が

どうなっているのか、県民の皆さんのほとんど

が知らないのではないかと思います。窓口をつ

くっても、それを知っている人が少なければ意

味がないわけですが、相談窓口の県民への周知

は十分に図られてきたのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、自殺

など深刻な心の悩みを初め、経済・生活問題、

健康問題など、さまざまな相談窓口を記載した

「こころの電話帳」を、市町村、保健所、社会

福祉協議会、警察署等を通じて県民に配布し、

相談窓口の周知に努めているところでありま

す。また、昨年４月には、インターネットを通

じて相談窓口の情報を提供する「みやざきここ

ろ青Ｔねっと」の運用を開始し、年間約５万件

のアクセスがあったところであり、県民への周

知が徐々に進んできていると考えております。

○外山 衛議員 次に、森林環境税についてで

あります。

本県が有する豊かな森林は、県民の生命や財

産の保全を初め、良質な水や空気の供給など、

本県の豊かな自然環境や生活環境を守る役割を

果たしているほか、毎年100万立方メートルを超

える杉などの木材を生み出し、林業・木材産業

を通じて地域経済を支える役割を担っておりま

す。しかしながら、中山間地域における人口の

減少や高齢化、木材価格の低迷などにより、適

切な管理や整備が行われない森林がふえてきて

おり、森林の荒廃と環境への影響が懸念されて

おります。このため、森林の持つ公益的機能が

将来にわたって持続的に発揮できるよう、県や

県民などが協働して取り組む森林環境の保全に

関する施策を推進することを目的に、平成18年

度から森林環境税が導入されたところでありま

す。新たに税金が導入された際には、いろいろ

と話題にもなったようでありますが、その後、

税金がどのように活用されているのか、余り県

民に広く認識されていないのではないかと思っ

ております。平成20年度に実施された森林環境

税を活用した森林保全等の取り組み状況はどう

であったのか、また、実施した事業の県民への

周知や説明はどのようになされたのかを、環境

森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税の

平成20年度の主な取り組みといたしましては、

森林への理解や関心を深めるために、55の森林

ボランティア団体などに対しまして、活動費の

助成とか苗木の提供を行いまして、66ヘクター

ルの森林づくりが実施されました。また、企業

への働きかけを行うことによりまして、県内外

５つの企業が森林所有者等と協定を結びまし

て、企業による森林づくりが行われたところで

あります。また、42の学校、地域に対しまし

て、自然体験活動の指導者を派遣するなど、森

林環境教育への支援も行ったところでありま

す。また、さらには、公益上重要な森林を対象

にいたしまして、広葉樹の植栽や針葉樹と広葉

樹が入りまじった森林へ誘導するための間伐等

を、23市町村で378ヘクタール実施しますととも

に、新たに４市町村が取り組みました約26ヘク

タールの公有林化に対しても支援を行ったとこ

ろでございます。次に、県民への周知につきま

してでございますが、県立図書館等でのパネル

展示によるＰＲ活動に取り組みますとともに、

新聞やテレビ等のメディアによる広報活動を初

め、森林づくりの活動報告書などを県内各市町
も り

村等に配布しまして、周知に努めたところでご

ざいます。
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○外山 衛議員 次に、企業立地についてであ

ります。

近年、全国各地で企業誘致活動が競い合うよ

うに進められており、地域に新たな企業を呼び

込むことは、今後、人口減少と高齢化が同時に

進行していく中では、雇用の場や税収を確保で

きるといったメリットにとどまらず、地域全体

の活性化に寄与する面もあると考えておりま

す。新みやざき創造計画にあるとおり、平成22

年度までに、新規立地企業件数100社、新規雇用

創出数１万人を目標に、さまざまな取り組みが

なされていると思いますが、平成20年度におけ

る企業誘致の件数と最終雇用予定者数につい

て、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 企業誘致

の件数などについてでございますけれども、平

成20年度の企業誘致件数は25件であります。こ

れに伴う最終雇用予定者数は1,239人となってお

ります。

○外山 衛議員 20年度には、企業立地を促進

するために、製造業などの第一線で活躍されて

こられた民間企業経験者を企業誘致コーディネ

ーターとして公募されましたが、どういった経

験を持つ方々を選定されたのかを、商工観光労

働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 企業誘致

コーディネーターでありますが、企業誘致コー

ディネーターにつきましては、東京地区２名、

愛知地区、大阪地区、福岡地区にそれぞれ１名

の合計５名の方を選定しておりまして、電気・

情報関連企業の経験者が２人、自動車関連企業

の経験者、それから商社経験者、ＩＴ専門誌の

経験者がそれぞれ１名でございます。

○外山 衛議員 企業誘致コーディネーター

は、各県外事務所と連携をしながら活動を行っ

ていると聞いておりますが、県外事務所にもそ

れぞれ企業誘致活動を行う県職員が配置されて

いると思います。それぞれどのように役割分担

をして活動を行っているのか、また企業誘致コ

ーディネーターを設置した成果は具体的に何か

出ているのか、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 企業誘致

コーディネーターと県外事務所の職員との役割

分担などでありますが、県外事務所の企業誘致

担当職員につきましては、これまでに培ったノ

ウハウや本県関係者等の人脈を生かしまして、

企業訪問を初めとする誘致活動を行っていると

ころでございます。一方、企業誘致コーディネ

ーターにつきましては、民間企業の経験による

ノウハウ、人脈を活用しまして、本県の企業立

地環境のＰＲや企業情報の収集を行うほか、状

況に応じまして、適宜、県外事務所の企業誘致

担当職員と連携しまして、誘致活動を行ってい

るところでございます。具体的な成果といたし

ましては、平成20年度における企業訪問の全体

の件数が1,448件と、前年度より807件増加して

おります。また、首都圏で開催された展示会に

おきまして、企業誘致コーディネーターが接触

したことをきっかけとしまして、誘致活動が始

まりまして、本県への立地につながった事例も

ございます。そのほか、県内自治体の企業誘致

担当者研修会の場や県内企業を訪問した際に直

接助言をいただくなど、本県の企業誘致活動の

レベルアップにつながっております。

○外山 衛議員 続きまして、知事のトップセ

ールスについてであります。

知事は就任直後から、県産品の販路拡大や観

光客誘致を図るため、全国各地でトップセール

スを積極的に展開され、マンゴーや地頭鶏、宮
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崎牛などの農産物を初め、県庁の観光スポット

化、高千穂のスピリチュアルＰＲなど、本県の

知名度を全国的に高められたものと考えており

ます。平成20年度は、みやざきアピール課が新

たに設けられ、知事のトップセールスを戦略的

に実施されてきたところでありますが、具体的

にどのようなトップセールスをされてきたのか

を、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） トップセ

ールスについてでありますが、知事の情報発信

力を最大限に活用し、本県の魅力を効果的に発

信するため、各部局と連携しまして、数多くの

トップセールスに取り組んだところでございま

す。具体的には、大手量販店や有名ホテルな

ど、情報発信力の強い民間企業の協力を得まし

て、全国の主要都市で開催しました「宮崎フェ

ア」などで、しゅんの農産物を初め特産品や観

光地など、本県の総合的な魅力を知事が直接、

消費者等にアピールしました。また、東京や大

阪、山形、宮城など、他県の知事と連携しまし

て、相互に郷土の魅力を競い合うなど、ＰＲ効

果の高いイベント等を通じたトップセールスも

実施いたしました。これらは、知事みずからの

セールスということで、注目度も高く、多くの

来場者でにぎわったほか、マスメディアでも大

きく報道されまして、本県のさまざまな魅力が

全国各地に発信できたものと考えております。

○外山 衛議員 関連ですが、ことし２月に

は、首都圏を中心に、県産品と観光を集中的に

ＰＲするためのイベント「みやざきウィーク」

を開催されましたが、事業の内容と成果につい

て、あわせて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） 「みやざ

きウィーク」についてでありますが、「みやざ

きウィーク」は、本県の魅力を効果的に発信す

るため、大消費地であり、報道各社の集積する

首都圏をメーン会場に、本県の代表的な農産物

の出荷が集中します２月初旬に開催いたしまし

た。その内容につきましては、大手コンビニエ

ンスストアや有名百貨店におきまして、本県の

食材を活用したお弁当やスイーツといったオリ

ジナル商品を開発・販売していただくなど、

約4,000店舗の協力を得まして実施したところで

ございます。また、大手量販店における農産物

フェアのほか、有名ホテル等におきましては、

宮崎グルメフェアなども実施いただいたところ

でございます。これらによりまして、本県の魅

力を集中的にＰＲできましたほか、各企業の情

報発信力を活用したことで、広がりのあるアピ

ールになったものと考えております。加えまし

て、協力いただいた企業の中で、宮崎の食材を

活用した新商品の開発や観光キャンペーンの検

討が始まるなど、新たな動きも出てきていると

ころでございます。

○外山 衛議員 次に、九州観光推進機構によ

る観光誘客についてであります。

官民が一体となって九州観光を活性化するこ

とを目的に、平成17年に九州観光推進機構が設

立され、九州における観光客の受け入れ体制の

整備や、国内外の重要市場をターゲットとした

観光誘客活動などを実施しております。九州観

光推進機構は、九州７県を初め、旅行会社や旅

客会社などからの出向職員で構成されており、

その活動に要する経費は、それぞれの負担金な

どで賄われております。九州観光推進機構が設

立されて今年度で５年目を迎えており、県も毎

年約3,000万円の負担金を拠出し、あわせて職員

も派遣しているわけでありますが、正直なとこ

ろ、その成果がよく見えてこないと思っており
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ます。3,000万円を県単事業で活用すれば、それ

なりの大きな事業が展開できるわけであります

が、九州観光推進機構が平成20年度にどのよう

な事業を行い、それが本県観光にどの程度の効

果をもたらしたのかを、商工観光労働部長にお

伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 九州観光

推進機構の活動等についてでございますが、九

州観光推進機構は、国内外からの誘客等に広域

で取り組むために、九州各県と経済界が一体と

なって設立したものでございます。平成20年度

の事業につきましては、国内の誘客対策としま

して、東京など主要都市で延べ８回、120社の旅

行会社を集めての旅行商談会や、12万人を集客

しました東京での観光・物産ＰＲイベントなど

を開催するとともに、大手航空会社やＪＲと連

携しました大型タイアップキャンペーンを実施

したところでございます。一方、海外からの誘

客につきましては、東アジア地域で計８回、延

べ265社の旅行会社を集めての旅行商談会を開催

しましたほか、宮崎ルートを組み入れた旅行会

社等の招聘事業を16回にわたり実施しますとと

もに、台湾など６カ所の国際観光展で九州観光

をＰＲしたところでございます。これらの取り

組みによりまして、単県で実施するよりも効果

的・効率的な観光ＰＲやセールス、認知度の向

上などが図られ、本県を含む広域ルートの旅行

商品の造成などに結びついたものと考えており

ます。

○外山 衛議員 続きまして、耕作放棄地対策

についてであります。

本県の耕作放棄地は、平成12年度から平成17

年度までの５年間で240ヘクタール増加し、その

うち230ヘクタールが、農業に全く従事しない土

地持ち非農家となっておるようであります。こ

れは、農地を相続したものの、実際には農業を

継いでいない事例が大半を占めているものと考

えられます。農業従事者の高齢化によって、規

模縮小や離農が進み、農地を受ける担い手がい

なくなっている状況においては、土地条件が悪

い農地を中心に、今後ますます耕作放棄地が増

加していくことが懸念されます。耕作放棄地が

ふえれば、農業生産の減少による食料自給率の

低下、農地の多面的機能の維持が困難になると

いった問題のほか、地域の景観が損なわれるな

ど、地域全体の活力にも悪影響を及ぼすとされ

ていることから、全国的にその解消に努めてい

るものと理解しております。県においては、平

成20年度にどのような耕作放棄地対策に取り組

み、どの程度の解消を図ることができたのか

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） 耕作放棄地対

策でございます。本県では、平成20年度に耕作

放棄地の現状を把握するための全体調査を実施

しまして、県全体で2,907ヘクタールの耕作放棄

地を確認しており、このうち1,209ヘクタールは

再生利用を図るべき農地とされております。こ

れらを踏まえまして、県といたしましては、平

成20年度より「みやざきフロンティア農地再生

事業」を積極的に推進し、事業の進行管理を行

いますプロジェクトチームや専任のコーディネ

ーターを市町村に設置しまして、耕作放棄地の

再生整備などに取り組んだところであります。

これらの取り組みの結果、平成20年度では、24

市町において約76ヘクタールの耕作放棄地を解

消したところでございます。以上でございま

す。

○外山 衛議員 次に、食の安全・安心確保の

取り組みについてであります。

大阪の高級料亭における牛肉産地偽装事件、
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長崎県の食品加工工場で起きた中国産冷凍野菜

の産地偽装事件、本県の業者も影響を受けた事

故米の不正転売事件など、記憶をさかのぼる

と、私たちの食の安全を脅かす事件が近年、相

次いで発生していたことが思い出されます。本

県において、台湾産ウナギが宮崎県産として偽

装販売されていた事件も、またしかりでありま

す。警察庁の生活経済事件のまとめによると、

食品の産地を偽装するなど食の安全にかかわる

違法行為で、全国の警察がことし１月から６月

に摘発をした事件は45件、昨年１年間に摘発さ

れた37件を既に上回り、急増しているとのこと

であります。食の安全・安心を確保するために

は、食品業界のコンプライアンスの徹底や、店

頭に並ぶ食品表示の適正化に向けた取り組みな

どが重要であると思いますが、昨年度実施され

た「みやざき食の安全・安心確保総合対策事

業」の内容と成果について、農政水産部長にお

伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問の「み

やざき食の安全・安心確保総合対策事業」は、

食の安全・安心の確保に関する普及啓発や、食

品表示の監視・指導体制の強化を目的として取

り組んだところでございます。具体的には、食

品事業者等に対しまして、食品表示や衛生管理

等を内容とする研修会を開催しますとともに、

「食品表示110番」の設置や「食品表示ウォッ

チャー」及び「みやざきブランドＧメン」の委

嘱、さらには県職員による小売店等の巡回調査

を実施したところでございます。これらの取り

組みを通しまして、食品関係者における意識の

醸成や不適正な表示の監視体制の強化、販売店

等に対する迅速な改善指導が図られ、食品表示

の適正化に寄与することができたものと考えて

おります。

○外山 衛議員 次に、農水産業における燃油

・飼料高騰対策についてであります。

金融市場が不安定な中において発生した昨年

の異常な原油価格の高騰は、原材料や飼料、食

料等の価格高騰と相まって、県民生活や県内の

産業全体に深刻な影響を及ぼしたところであり

ます。特に本県の基幹産業である農業において

は、ビニールハウスを主体とする施設園芸を中

心に、重油価格の高騰が経営を圧迫し、畜産業

では飼料価格が、また水産業でも燃油価格の高

騰が、それぞれコスト削減努力を上回るような

形で影響を及ぼし、危機的な状況に陥ったとこ

ろであります。このような中、県議会自由民主

党では、知事に対する緊急の申し入れを行い、

県においては、補正予算での対応を含め、各種

資金の利子補給や省エネ対策などを実施された

ところでありますが、これら緊急対策の効果は

どうであったのか、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問の燃油

・飼料価格高騰への緊急的な対策につきまして

は、補正予算での対応を含めまして、各種資金

制度の拡充・創設や施設園芸の省エネ対策の拡

充を行ったところでございます。この結果、資

金対策では、緊急支援資金が施設野菜を中心

に293件で７億600万円余、家畜飼料運転資金

が50件で13億600万円余、漁業近代化資金が13件

で１億9,900万円余の融資実績となったところで

あります。また、省エネ対策では、国庫・県単

事業を活用しまして、583戸の生産農家に、内張

二層カーテン74ヘクタール、循環扇等54ヘクタ

ールの整備を行ったところであります。これら

の対策によりまして、農業者や漁業者の資金繰

りの円滑化や燃油経費の削減が図られ、経営の

維持・安定に寄与することができたものと考え



- 365 -

平成21年10月７日(水)

ております。

○外山 衛議員 もう一点ですが、農水産業に

おける雇用対策についてであります。

昨年度は、年末年始を中心に、国内景気が急

速に冷え込んでいく中、製造業を中心に非正規

労働者の解雇が急増し、こうした派遣切りが大

きな社会問題にまで発展したところでありま

す。このような中、慢性的な担い手不足に悩む

農業や漁業に対する関心が高まり、ことし１月

下旬に県庁で開催された臨時の就農相談会に、

契約を解除された派遣職員など、多くの方が相

談に来られたと聞いております。本県の新規就

農者は、平成10年以降、増加傾向にあります

が、みずから農業経営を開始しようとする者

は、依然として低い水準にあり、一方で農業法

人等への就業者はふえております。また、漁業

従事者は、全国同様、年々減少している状況に

あります。県では、平成20年度１月補正予算に

おいて、景気低迷により企業活動が縮小してい

く中、農業や漁業への就業を促進するため、緊

急対策の事業を実施されたところであります

が、これら取り組みの内容と成果について、農

政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 就業促進のた

めの緊急対策でありますが、まず、農業分野に

つきましては、農業大学校などの圃場管理のた

め、農業に関心のある方々を３月末まで臨時雇

用しますとともに、就農に向けた技術指導や営

農相談など、きめ細かなフォローアップを実施

いたしました。また、農業法人等と県内外の求

職者とのマッチング面接会を実施しますととも

に、新たに雇用を行った農業法人等に対して、

雇用に要する経費を支援したところでありま

す。これら取り組みの結果、45名の方々が農業

法人への就職や就農に向けた研修など、農業分

野へ進んでおられます。次に、漁業分野につき

ましては、漁業就業希望者に対しまして、３月

末まで漁業経営体において水揚げ作業等の現場

研修を実施し、研修生と受け入れ先に対しまし

て、研修に係る経費を支援したところでありま

す。これらの取り組みの結果、４名の方々がブ

リ等を対象とした沿岸漁業法人に雇用されたと

ころであります。以上であります。

○外山 衛議員 次に、道路整備の取り組みと

成果についてであります。

近年、都市部を中心に、地方における道路整

備が税金の無駄遣いの象徴であるかのように言

われることに対して、強い憤りを感じていると

ころでありますが、道路は、活力ある地域社会

を形成し、豊かで潤いのある生活空間を実現す

る上で、欠かすことのできない最も重要な社会

資本であります。特に中山間地域が多い本県に

とっては、公共交通機関が未発達であること

や、自動車の人口当たりの保有台数が他県と比

較して高いことなどから、道路の整備促進を多

くの県民が熱望している状況にあります。しか

しながら本県は、道路交通への依存度が極めて

高いにもかかわらず、高速道路の供用率が42

％、国県道の改良率が65％しかなく、これはい

ずれも九州最下位であり、全国的に見ても下位

に位置しております。そこでお聞きします。平

成20年度において、道路整備にどのように取り

組み、どのような成果があったのかを、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） 道路整備につ

いてでございます。本県の道路整備につきまし

ては、高速交通ネットワークを形成する東九州

自動車道等の整備促進とこれに合わせたアクセ

ス道路の整備、災害時の孤立化解消を目的とし

た生命線道路の整備や防災対策、さらに渋滞緩
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和及び交通の安全確保などを目的とした道路整

備を重点項目としまして、効率的・効果的に進

めてきたところであります。平成20年度の具体

的な成果としましては、国道218号北方延岡道路

の延岡市北方から舞野間約６キロメートルの完

成供用に合わせまして、北方インター線の供用

を行っているほか、宮崎市の国道269号加納工区

や日南市の酒谷榎原線榎原工区など、12路線

の12工区を完成供用し、部分供用を含めまし

て、約15キロメートルを供用したところであり

ます。さらに、交通安全対策として、自動車交

通量が多い通学路を中心に、約４キロメートル

の自転車歩行者道を整備しております。以上で

ございます。

○外山 衛議員 次に、建設産業対策について

であります。

前知事が官製談合により逮捕された事件を契

機に、県では入札・契約制度改革を急速に促進

し、これに近年の公共事業の大幅な縮減なども

相まって、建設業の平成20年の倒産件数は55件

と、前年の55件と連続して50件を超えるなど、

建設産業を取り巻く環境は極めて厳しい状況に

なっております。しかしながら、建設産業は、

社会資本の整備や地域経済・雇用の担い手とし

て、その果たすべき役割や寄せられる期待は、

極めて大きいものがあると考えております。県

においても、建設産業を、災害時の緊急対応な

どに大きな役割を果たすとともに、中山間地域

等における地域経済と雇用を支える重要な産業

の一つとして認識されており、平成20年度は、

建設産業対策を特に重点的に推進すべき施策と

して位置づけられたところであります。建設産

業対策として、平成20年度にどのような取り組

みをされ、成果はどうであったのか、県土整備

部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 県におきまし

ては、大変厳しい経営環境にある建設産業に対

し、県内建設産業の健全な発展を図るため、平

成20年度は、建設産業対策を重点施策の一つに

位置づけまして、総合的な対策を講じてきたと

ころであります。具体的には、県内９カ所に設

置しました経営相談窓口において134件の経営相

談を受けたほか、県内３カ所で新分野進出セミ

ナーを開催したところであります。また、建設

業に軸足を置きながら、新分野への進出を目指

す32の建設業者に対して補助を行いますととも

に、県建設事業協同組合を通じた金融支援など

も行ったところであります。このような取り組

みにより、建設業者における経営基盤強化のた

めの環境整備などが図られたものと考えており

ます。また、経済・雇用緊急対策等として、本

年１月と２月に、県土整備部で総額51億円余の

公共事業を柱とする増額補正を行いまして、切

れ目のない発注にも努めてきたところでありま

す。

○外山 衛議員 建設産業に関する最大の課

題、これが入札・契約制度改革であります。前

知事による官製談合事件以降の性急な制度改革

が、建設産業を取り巻く環境を大変厳しいもの

にしておると考えております。この入札・契約

制度改革について、平成19年度の決算質疑にお

いて、知事は「制度の検証と見直しを継続して

いきたい」と答弁されておりますが、平成20年

度において、どのような検証と見直しが行われ

たのかを、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設投資の大

幅な減少や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、建設産業は極めて厳しい経営環境に直面し

ているところであります。入札・契約制度につ
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きましては、このような状況も踏まえ、入札状

況等の分析に加えまして、発注機関や関係団体

等からも幅広く意見を伺いながら、随時、見直

しを行ってきております。平成20年度は、予定

価格の事後公表の試行を行いますとともに、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を整備する観点から、

本県独自の地域企業育成型の総合評価落札方式

を創設したところであります。また、経済・雇

用緊急対策として、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

拡充などを20年度に決定いたしまして、今年

度、取り組んでいるところであります。

○外山 衛議員 次に、学校支援地域本部事業

についてであります。

近年、いじめや不登校、非行など、子供を取

り巻くさまざまな問題が発生しておりますが、

その背景には、都市化や核家族化、少子化の進

行、さらには地域のつながりの希薄化、個人主

義の浸透などによる、いわゆる地域の教育力の

低下があると指摘されております。それぞれの

地域で、子供が多くの人たちと触れ合い、さま

ざまな活動を通じて学ぶことは多いはずであり

ます。地域の子供は地域で育てる環境づくりが

大切なのであります。一方、教育現場において

は、学校が余りにも多くの問題を抱えており、

教員が本来最も力を注ぐべきである教育活動以

外の業務量が大幅に増加していることも問題に

なっております。こうした状況を改善するた

め、平成20年度に新規事業として取り組まれた

学校支援地域本部事業の成果について、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校支援地域本部事

業は、学校が必要とする活動につきまして、地

域の方々をボランティアとして派遣することに

よりまして、地域ぐるみで子供を育てる体制を

整えるものであります。事業初年度であります

平成20年度は、17の市町におきまして、21の学

校支援地域本部が設置され、学校と地域との連

携・調整に当たりますコーディネーターを配置

したことなどによりまして、延べ２万5,000人を

超える地域の方々に、ボランティアとして、例

えば登下校時の安全指導や読み聞かせ活動、学

習支援活動などをしていただいたところであり

ます。これらの活動によりまして、教職員が子

供と向き合う時間が確保されるなど、教育活動

の充実が図られたと考えております。一方、学

校支援ボランティアの方々にとっては、子供た

ちと触れ合う活動が、自己実現や生きがいづく

りにつながっているという声も寄せられている

ところであります。県教育委員会といたしまし

ては、未実施の市町村への普及啓発に努めます

とともに、今後とも、学校支援活動の充実に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

○外山 衛議員 続きまして、学校職員の健康

対策についてであります。

今から３年ほど前、東京都内の公立小学校

で、採用されたばかりの新人教員が、教室での

いじめをきっかけに保護者との関係がこじれ、

うつ病を発症して自殺をしたという大変痛まし

い事件が起き、私も大きな衝撃を受けたことを

覚えております。病気やけがなどで休職してい

る全国の教職員のうち、うつ病などの精神性疾

患で休職している教員数は、平成19年度で4,995

人と前年度より300人以上ふえており、年々増加

傾向にあります。本県におきましても、平成20

年度に精神性疾患で休職をした教職員数は51人

と、平成16年度の33人から大幅に増加している
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状況にあります。教育現場におきましては、少

子化が進む中にあって、学校や教職員に求めら

れる機能や役割が複雑化・多様化しており、あ

わせて、保護者の過大な要求や期待などが、教

員の心理的負担を増大させているのではないか

と思っております。精神性疾患で休職する教員

が増加している現状について、どのように考え

ておられるのか、また、その対策としてどのよ

うな取り組みをされたのかを、教育長にお伺い

します。

○教育長（渡辺義人君） 教職員の精神性疾患

につきましては、職場でのストレスや家庭内の

問題など、その原因はさまざまでありますが、

本人やその家族の生活に深刻な影響があるばか

りでなく、学校運営にとりましても大きな課題

の一つであると認識しております。このため、

県教育委員会といたしましては、平成20年度か

ら新たに「学校職員健康づくり総合支援事業」

に取り組むこととし、管理職や衛生管理者等を

対象とした研修会の開催や、メンタルヘルスに

関する相談窓口の設置等により、教職員の心の

病の予防や早期発見・相談に努めたところであ

ります。あわせまして、精神性疾患等により休

職中である教職員の円滑な職場復帰と再発防止

を目的として、平成17年度から希望者に対して

行っております教職員職場復帰トレーニング

を、平成20年度におきましても引き続き実施し

たところであります。以上です。

○外山 衛議員 次に、企業局の平成20年度決

算についてであります。

平成20年度の公営企業会計決算では、電気事

業は純利益が７億4,000万円余で、前年度と比較

して２億7,000万円余の増、率にして58.2％の増

となりましたが、工業用水道事業は純利益

が5,400万円余、前年度比で2,900万円余のマイ

ナス、地域振興事業は純利益が400万円余、前年

度比で140万円余のマイナスとなっております。

また、平成20年度末の電気事業の企業債残高

は75億7,000万円余で、前年度より約６億7,000

万円減少しており、工業用水道事業の有利子負

債残高も１億6, 0 0 0万円余と、前年度より

約5,200万円減少するなど、計画的に削減が行わ

れております。電力市場の自由化など、企業局

を取り巻く環境も厳しさを増す中、計画的な事

業運営に努められているようでありますが、平

成20年度の決算状況について、どのように受け

とめられ、どう総括されておるのかを、企業局

長にお伺いいたします。

○企業局長（日髙幸平君） 企業局におきまし

ては、平成20年度は、電気料金の引き下げ等、

厳しい経営環境の中でございましたが、引き続

き健全経営を維持しますために、「企業局経営

ビジョン」に基づきまして、電気事業及び工業

用水道事業につきましては、適切な設備の運用

に努めますとともに、業務の効率化や経費の節

減、効率的・計画的な設備投資などに取り組ん

だところでございます。また、地域振興事業で

は、指定管理者と連携しながら、サービスの向

上と利用促進に取り組んでおりまして、平成20

年度は３事業とも純利益を確保できたところで

ございます。このような中で、基幹事業でござ

います電気事業では、森林整備事業や環境関連

事業等の財源といたしまして、一般会計へ６億

円の貸し付けを行いますとともに、ダム上流域

の未植栽地等を購入いたしまして、水源涵養林

として植林を行う「緑のダム造成事業」などに

取り組んだところでございます。また、工業用

水道事業では、受水企業の負担軽減を図るため

に、未達水量料金を引き下げるとともに、配水

池の耐震補強工事などを実施したところでござ
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います。このようなことから、平成20年度はお

おむね順調な経営ができたものと考えておりま

して、経済性を発揮しながら一般会計や地域へ

の貢献など、公営企業としての目的でございま

す県民福祉の向上に寄与できたものと認識いた

しております。

○外山 衛議員 次に、県病院事業中期経営計

画についてであります。

これまで多くの県民の生命を救ってきた県立

病院は、近年の少子高齢化の進展や疾病構造の

変化、医療を取り巻く環境の変化などにより、

経営状況が厳しくなっております。しかしなが

ら、地域医療の中核病院として県立病院が果た

す役割は大きく、安心で安全な医療サービスが

持続的に提供されることを多くの県民が期待し

ているものと考えます。このような中、病院局

においては、経営健全化を図り、高度で良質な

医療を効果的・安定的に提供するため、平成18

年度から22年度までの中期経営計画を策定した

ところであります。計画では、各病院とも経営

改善に努め、一般会計からの繰入金の削減を

行った上で、平成22年度にはすべての病院での

黒字化を目指すとされており、また、職員数も

アウトソーシングなどによって、最終年度に

は119名の削減を図るとしております。この事業

運営の目標について、平成20年度決算における

実績と、計画の最終年度となる来年度の見通し

を病院局長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成20年度は、

４病院全体で８億6,800万円余の赤字となりまし

た。前年度であります19年度と比較いたします

と、いわゆるコンビニ受診の自粛や医師不足等

による患者数の減少により、２億100万円余り赤

字が拡大したところでございます。しかしなが

ら、診療報酬改定に伴う施設基準への的確な対

応や、延岡病院における診療報酬の包括請求方

式でありますいわゆるＤＰＣへの移行等の収益

確保に努める一方で、徹底した経費削減に取り

組んだ結果、中期経営計画の目標を1,900万円上

回り、３年連続で目標を達成したところでござ

います。近年、医師不足が全国的な問題となる

など、病院事業を取り巻く環境は計画策定時と

は大きく変化しておりまして、計画の最終目標

である３病院すべてにおける単年度での黒字化

の達成についても大変厳しい状況にございます

が、引き続き、最重要課題であります医師確保

に努めますとともに、これまでの経営努力を一

層徹底いたしまして、目標達成に向けまして、

病院局職員が一丸となって全力で取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

○外山 衛議員 次に、薬物乱用防止対策につ

いてであります。

最近、有名芸能人や大学生などが薬物使用で

逮捕される事件が相次いでおり、大麻などの薬

物が現代社会の中に広く蔓延している実態を改

めて認識し、その事実に恐ろしささえ感じてお

ります。県内においても、ことしの春、宮崎市

内のサーフショップ店長などが大麻取締法違反

で検挙されておりますが、９月14日の宮崎日日

新聞の報道によりますと、本県でも毎年50人か

ら80人が薬物の使用や所持で検挙されていると

のことであり、大変驚かされたところでありま

す。そこで、警察本部長にお伺いいたします。

平成20年に薬物の使用や所持で検挙された者は

何名おり、年代別の内訳はどうなっているのか

をお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県における平

成20年の覚せい剤や大麻等の薬物事犯の検挙人

員は、合計79名でございます。その年代別内訳

につきましては、19歳以下が５人、20～29歳
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が24人、以下30代が27人、40代が11人、50代

が12人、60歳以上につきましてはゼロという状

況でございます。この薬物事犯の検挙人員79人

のうち、30人が大麻事犯によるものであります

が、その６割に当たります18人が30歳未満の若

者でありまして、本県におきましても、全国傾

向同様、若者の間における大麻事犯の蔓延、こ

れが危惧されるところであります。

○外山 衛議員 薬物は、最初は本当に軽い気

持ちから始めるケースが多いとも聞きますが、

それが依存症になってくれば、もはや取り返し

がつかなくなり、いずれ大きな事件に発展する

ことも懸念されるわけであります。平成20年度

における薬物乱用防止対策について、どのよう

な取り組みをされたのかを、警察本部長にお伺

いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 薬物事犯対策に

つきましては、供給源の遮断と需要の根絶が重

要と考えておりまして、そのため、税関、海上

保安庁等の関係機関と連携して、密売人や末端

乱用者などの徹底検挙を図っております。ま

た、取り締まりだけではなく、広報啓発活動の

推進も重要でありまして、これまでも、県、市

町村、厚生労働省等の関係機関・団体と連携を

緊密にいたしまして、薬物乱用防止のための

キャンペーン等の広報啓発活動を強力に推進し

てきたところであります。特に若い世代に対し

ましては、規範意識醸成のために、小・中・高

校生に対して直接、薬物乱用の危険性、有害性

を訴える薬物乱用防止教室を開催しておりまし

て、平成20年度は、延べ161回、約３万6,000人

の児童生徒を対象に実施しております。さら

に、新たな取り組みといたしまして、県内10大

学の学生担当者を集めて薬物乱用防止対策会議

を開いたほか、大学生を対象とした薬物乱用防

止講話を実施いたしまして、これまでに県内５

つの大学で合計約2,000人が受講しているところ

であります。

○外山 衛議員 質疑は以上で終わりますけれ

ども、時間がありますので一言。

先日、激動の昭和史を駆け抜けた実業家・白

洲次郎の生涯を描いたテレビドラマがＮＨＫで

放送されました。ごらんになられた方も多かっ

たと思いますが、終戦直後、ＧＨＱ支配下の我

が国で、吉田茂首相の側近として政治の中枢で

活躍をし、日本国憲法の成立にも深くかかわっ

たのは、皆様御存じのとおりであります。彼の

生き方は、カントリー・ジェントルマンと称さ

れておりますが、これは、地方に住みながらも

中央に目を光らせる本当の紳士であるという意

味や、時流に流されず、みずからの考えを身を

もって実行する人のことをあらわすとされてい

ます。また、妻である白洲正子は、自身の著書

の中で、遠くから中央の政治を眺めているた

め、渦中にある政治家には見えないことがよく

わかる、有事になれば中央に駆けつけて意見を

する、といった表現でこの言葉の意味を説明さ

れております。

ここであえて申し上げたいと思いますが、今

議会におきまして、自由民主党が提案した「平

成21年度補正予算の適正な執行を求める意見

書」「地方の道路整備予算の確保に関する意見

書」に、一部の会派の方々が反対をされまし

た。私は、カントリー・ジェントルマンのごと

く、地方から中央に目を光らせ、必要があれば

中央に意見を上げていくという精神が感じられ

なかったことが非常に残念であります。地方議

会にある私たちは、地方のことを第一義に考

え、政党にとらわれることなく、中央に対して

常に意見を上げていく姿勢を失ってはならない
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と考えるのであります。私たちは、政権与党が

自由民主党であったときも、よいことはよい、

悪いことは悪いと意見を申し上げてきたつもり

でおりますし、今後もこの姿勢を崩すつもりは

ありません。皆様に理解を賜りますよう申し上

げ、私の総括質疑を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質疑は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時36分休憩

午後１時０分開議

○井本英雄副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 台風18号が

接近をしておりますが、被害のないようにお祈

りをするばかりでございます。

社会民主党県議団を代表して総括質疑を行い

ます。

東国原知事就任後、東国原現象とまで言われ

た知事人気で、宮崎が全国から注目を浴びるよ

うになりました。観光客はふえ、特産品も売

れ、県庁が宮崎観光の新たなスポットになりま

した。知事就任２年目の20年度も、その勢いを

持続されたままスタートしたと思います。そ

の20年度は、宮崎再生の正念場の年と知事が位

置づけられた決算であります。まず、３つの重

点施策でありました中山間地域・植栽未済地対

策、子育て・医療対策、建設産業対策の総括的

な成果について、知事に伺います。

後は質問者席から質疑を行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

重点施策についてであります。平成20年度に

おきましては、新みやざき創造戦略や本県が直

面する課題を踏まえた重点施策として、３つの

項目に取り組んだところであります。

まず、中山間地域・植栽未済地対策につきま

しては、中山間・地域対策室の設置など庁内の

体制を整えるとともに、地域が抱える課題に対

応した取り組みを展開したところでありまし

て、「いきいき集落」を初め、集落の自主的な

活動による地域づくりの動きの活発化が図られ

たものと考えております。また、県内の植栽未

済地約2,500ヘクタールの早期解消に向けて、造

林事業等を実施し、昨年度は、計画を上回る419

ヘクタールの解消を図ったところであります。

次に、子育て・医療対策についてでありま

す。子育て対策として、乳幼児医療費助成対象

の拡充や地域における子育て支援など、総合的

な対策を講じたところであり、平成20年の本県

の合計特殊出生率は1.60と、一昨年から0.01ポ

イント上昇しております。また、医療対策とし

て、医師修学資金の貸与や僻地医療機関に対す

る医師派遣などにより、医療提供体制の充実に

努めたところでありますが、現在の状況を踏ま

えますと、一層の取り組みの強化が必要と考え

ております。

最後に、建設産業対策につきましては、建設

投資が減少する中、他分野への進出や経営基盤

強化への支援を行っております。また、世界的

な経済危機を踏まえた公共事業の追加実施など

の緊急的な対策もあり、経営や雇用を下支えす

る一定の効果があったものと考えております。

しかしながら、建設産業は依然として厳しい経

営環境にありますので、今後とも、実情に応じ

たきめ細かな支援に努めてまいりたいと考えて
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おります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 それでは次に、３つの重点施

策につきまして、それぞれ具体的に伺ってまい

りたいと思います。主要施策で成果を得たもの

があると思います。あるいは事業の背景、情勢

の急激な変化などさまざまな要因があって成果

が得られなかったものもあると思います。これ

から効果があらわれるものがあると思うんで

す。率直な答弁を執行部にお願いしたいと思い

ます。

まず、中山間地域・植栽未済地対策でありま

す。中山間地域の課題を地域の人々が解決する

コミュニティビジネス創業、このことについて

の実績はどうであったか、担当部長にお尋ねし

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） まず、中山間

地域コミュニティビジネス応援事業であります

けれども、これは、地域資源を活用した産業の

振興など、地域の課題に地域の人々が主体と

なって取り組む新たなビジネスの立ち上がりを

支援するものでございます。今回、例えば木城

町におきまして、その豊かな自然環境等を活用

した心の人間ドックとか、子供の心理相談を行

います「木城福祉村」を開設する事業など、合

計３つの事業が創出されまして、23名が雇用さ

れております。

○髙橋 透議員 今るる説明がございました

が、このコミュニティビジネスの創業、中山間

地域活力再生事業というのがあります。この概

要の一つであると思いますが、お配りされてお

ります各部局別の新規・重点事業として挙げら

れていたものなんですね。ただ、「主要施策の

成果に関する報告書」には記載されていないん

です。その理由について伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域の

振興を図るための事業といたしましては、先ほ

ど御質問にありました「コミュニティビジネス

応援事業」のほか、「個性と工夫で頑張る地域

づくり応援事業」とか、「国土保全山村集落生

活環境整備事業」等の各種事業を実施いたしま

したけれども、このうち、「主要施策の成果に

関する報告書」の中には、主な事業としまし

て、市町村と住民が一体となった地域づくりを

支援する「個性と工夫で頑張る地域づくり応援

事業」とか、過疎地域等の活性化に資する体験

・交流イベントを実施いたします「宮崎魅力再

発見 出会い・ふれあい交流事業」等を記載し

たところでございます。

○髙橋 透議員 年度当初に主な新規と重点事

業として挙げられていたわけです。そのすべて

をこの成果報告書に載せることは困難だと思う

んですが、私がここで申し上げたいのは、成果

が出ていない事業について明らかにすること

は、少ししにくいかもしれませんが、報告書に

ない事業についても、今後、決算特別委員会が

設置される予定でありますから、その中でしっ

かり率直な総括を、報告書にないものも説明を

丁寧にいただきたい。そのことは要望にしてお

きたいと思います。

ところで、今おっしゃったコミュニティビジ

ネス創業ですけど、中山間地域活力再生事業と

いう中の一つであったわけですが、この事業

は21年度の施策に反映されたんでしょうか。お

尋ねします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域活

力再生事業につきましては、昨年度、部局連携

による総合的な事業といたしまして実施したも

のであります。この中では、例えば、先ほどの

コミュニティビジネスの創業支援でありますと

か、次世代に引き継いでいきたい県民の宝を
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「みやざき観光遺産」として認定する事業、各

地域を代表する「みやざきの祭り」の選定な

ど、さまざまな取り組みを行ったところであり

ます。21年度におきましては、これらの事業の

成果を踏まえまして、中山間地における幅広い

創業を支援いたします「中山間地域雇用創出支

援事業」や、みやざき観光遺産やみやざきの祭

りをより一層ＰＲいたします「一村一祭アピー

ル事業」など、中山間地域の活性化を図るため

の各種施策に取り組んでいるところでございま

す。

○髙橋 透議員 先ほど、新規事業で主要施策

の成果の報告書に載せたということで、個性と

工夫で頑張る地域づくり応援事業、これをよく

調べてみますと、当初予算は5,372万1,000円

だったのが、補正で3,145万9,000円に減額さ

れ、決算では2,824万8,000円となっているんで

す。この事業についてはどのように総括してい

らっしゃるのか、お答えください。

○県民政策部長（高山幹男君） 個性と工夫で

頑張る地域づくり応援事業、これは、市町村と

地域住民が一体となって進めます個性豊かな地

域づくりに対しまして、３カ年を限度に支援を

行うものでありまして、20年度は11件を採択い

たしております。市町村からは計16件の申請が

ありまして、事業の趣旨に合致する12件の事業

を採択したところでありますが、その後、市町

村の都合によりまして辞退等がありまして、大

幅な補正減を行ったものでございます。この事

業におきましては、例えば、綾町における新た

な滞在型ツアーの実施など、個性豊かな地域づ

くりについて一定の成果が上がったものと考え

ております。活力ある地域づくりのためには、

このように地域が主体となった取り組みに対す

る支援が必要でございますので、今後も市町村

と十分に連携しながら、事業が有効に活用され

るよう努めてまいりたいと思っております。

○髙橋 透議員 次に進んでいきますが、植栽

未済地対策であります。午前の質疑の中で、い

わゆる2,000ヘクタール、その後の500ヘクター

ル、そのうちの1,100ヘクタールが初年度で解消

されたということで、ひょっとしたら３年でゼ

ロ、これは間違いない数字じゃないかと思っ

て、よく頑張ってこられたなというふうに思っ

たところであります。問題は、今ある未済地と

は別に、新たに伐採された後の植栽未済地が発

生いたしますね。その対策がどうなのかという

ことが一つのポイントになるわけであって、新

規事業の方針にもあったんですが、新たな植栽

未済地の発生を抑制するための事業、計画的に

再造林がされているのか、初年度の実績につい

てお尋ねします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 新たに植栽未

済地を発生させないための取り組みといたしま

しては、主に、植栽未済地抑制対策事業という

ことで取り組んでおりまして、その抑制対策事

業の中身といたしましては、いわゆる再造林を

促すと。森林所有者の負担を軽減して、通常の

補助率に７％のかさ上げをするというようなこ

とを行いまして、再造林を促進するということ

でありまして、平成20年度の計画は1,100ヘクタ

ールでありましたけれども、1,120ヘクタールの

実績は出しているところでございます。

○髙橋 透議員 今、1,100の計画とおっしゃっ

ていましたが、その計画というのは、伐採され

た面積を調査されて把握した数字かどうか、確

認します。

○環境森林部長（吉瀬和明君） その1,100の計

画は、伐採された後の数字をそのときそのとき

に把握することは―今の2,500ヘクタールとい
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うのは昨年調査したわけでございますけれど

も、これから調査してそういうのは明らかに

なってくるわけでございますが、それまで再造

林をやられていた面積、あるいは再造林を目指

していた面積というのは、1,500あるいは1,600

という目標があります。それにつきまして、自

力で再造林される方もいらっしゃいますので、

補助事業といたしましては、1,100を一応目標と

しておるというところでございます。

○髙橋 透議員 調査がなかなか困難というこ

とで、過去のいろんなデータからして、計画

が1,100で、自力で造林されているものをひっく

るめると、おおむね順調にいっているような状

況がうかがえました。わかりました。

次に、子育て・医療対策についてお尋ねして

いきますが、子育て支援及び医療対策、特段成

果のあった取り組みについて、それぞれ担当部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、子育て

支援対策の成果についてであります。平成20年

度は、子育て家庭の経済的負担の軽減や、地域

における子育て支援などに重点的に取り組んだ

ところであります。具体的には、乳幼児医療費

助成事業の助成対象年齢を、入院・入院外とも

に小学校入学前までに拡充し、地域における子

育て支援を充実するため、ＮＰＯ等に対する助

成事業などに取り組んでおります。また、子育

て支援の意識醸成を図る「みんなで子育て応援

運動」や、多様なニーズに対応した保育サービ

スの充実などにも取り組んでまいりました。こ

のような取り組みの結果、経済的負担の軽減を

初め、意識の醸成や仕組みづくりが進むなど、

子育て支援の充実が図られつつあるものと考え

ております。

次に、医療対策の成果についてであります

が、深刻化する医師不足に対処するため、平

成20年度も、県の重点施策としてさまざまな医

師確保対策に取り組んだところであります。具

体的には、僻地における医師確保を図るため、

自治医科大学卒業医師等11名を７市町村に派遣

するとともに、医師派遣システムで新たに１名

の医師を採用しております。また、僻地や救命

救急科等特定診療科の医師を確保するため、９

名の医学生に新たに修学資金の貸与を行ってお

ります。さらに、特に不足している小児科医の

確保を図るため、昨年度、専門医研修資金貸与

制度を創設し、６名に貸与を行ったところであ

ります。

○髙橋 透議員 次に行きたいと思います。子

育ての関係で２～３具体的に聞いていきます

が、未婚化・晩婚化に対応するための、独身男

女の出会いの機会づくりを支援する「みやざき

新たな出会い応援事業」の成果について、担当

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 独身男女の出

会いのきっかけづくりと民間における取り組み

の活性化を目的に、「みやざき新たな出会い応

援事業」に取り組んだところであります。具体

的には、「縁結び応援団」として活動していた

だく県内の民間団体などを募集し、80の団体に

登録していただいており、この応援団が企画す

る出会いの機会の情報を、約600名の独身男女

に14回にわたり提供してきております。これら

の取り組みにより、多くの独身男女がさまざま

な企画に参加され、出会いのきっかけができる

とともに、応援団の活動により、社会全体で結

婚を応援する機運の醸成が図られつつあると考

えております。

○髙橋 透議員 同じような趣旨だと私は理解

をするんですけど、中山間・地域対策室に「宮
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崎魅力再発見 出会い・ふれあい交流事業」と

いうのがあるんですが、この成果と、今おっ

しゃった「みやざき新たな出会い応援事業」と

の関連はどうなっているのか、お尋ねします。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎魅力再発

見の事業でありますけれども、これは独身男女

の出会いの場を創出することによりまして、地

域資源の再発見とか交流人口の拡大を図ろうと

いうものでございます。平成20年度は、福岡地

区から独身女性延べ40人近くの参加をいただき

まして、西米良村と諸塚村において交流・体験

イベント、福岡市において両村のＰＲイベント

をそれぞれ実施しまして、地域資源の再発見と

か地域情報の発信等を行ったものであります。

事業終了後も、県外からの参加者がプライベー

トで再び両村を訪れるなど、交流の拡大が図ら

れておりますが、この事業の目的は地域活性化

というものであったんですけれども、その結果

として結婚のきっかけづくり等につながれば、

「みやざき新たな出会い応援事業」の趣旨にも

通ずるものというふうに思っております。(「連

携関係」と呼ぶ者あり）直接事業として連携し

ておりませんが、そういったもので結果的に結

婚等につながれば、趣旨としては通ずるものが

あるというふうに思っております。

○髙橋 透議員 この２つの事業については、

独身男女の出会いをサポートするねらいは共通

するものがあると思うんです。だから、部局を

超えて連携があってもよかったんじゃないかな

と思うんです。縦割りをいろいろ批判されます

し、横断的な政策を今目指しているわけですか

ら、連携を今後ひとつよろしくお願いしたいと

思います。

次の建設産業対策については、午前の質疑に

重複しますので、割愛をいたしたいと思いま

す。

次に、20年度の決算の総括についてお尋ねを

していきたいと思います。

これについても午前の質疑である程度出てお

りますが、収入未済額及び不納欠損額について

どう総括するか、お尋ねするわけです。自主財

源の根幹、いわゆる県税収入ですけれども、午

前の知事の答弁、県税収入は減少したというふ

うにおっしゃっています。これはとらえ方の違

いでしょうけど、19年、20年はふえているんで

すね。1,000億円を超えて県税収入は上がってい

るわけだから、それは訂正していただきたいと

思っているんです。20年度も対前年度比0.6％ふ

えているわけです。一方で、収入未済額という

のは、午前もありましたが、26億800万ふえてい

る。昨年度に比べて、県税だけ見ても１億4,700

万余ふえているんです。監査委員も指摘してい

ますけれども、効果的な徴収対策の要望もあっ

ております。どう総括するか、担当部長にお尋

ねします。不納欠損額もあわせてお答えくださ

い。不納欠損額も午前の質疑で出ておりました

が、２億500万円余。これも前年度と比較して、

県税に限って今申し上げていますが、不納欠損

額については昨年より3,300万円ほど減っている

んです。これについてもあわせて総括をどうす

るのか、担当部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 収入未済額、不納

欠損額、いずれも髙橋議員御指摘のとおりでご

ざいまして、まず、収入未済額につきまして

は、個人県民税の収入未済額が大きく増加した

ということが主要な要因となっております。一

方、不納欠損額につきましては、お話ございま

したように3,300万円余減少しているところでご

ざいます。個人県民税の総量が大きくなったと

いうことでは、滞納整理の早期着手なり、ある
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いは滞納処分の的確な実施、さらには、直接徴

収するのは市町村でございますので、市町村と

連携した徴収対策を進めるといったことが重要

ではないかというふうに考えております。

○髙橋 透議員 税源移譲されたものですか

ら、個人県民税がふえたわけですね。しかし徴

収率はよくなったということで、努力を理解す

るわけですが、収入未済額の割合というのが余

り変わらんから、これでよしということにはな

らんと思うんです。徴収率はもちろん上げても

らっているんですが、パイがふえたら、その分

収入として徴収するべきだと思うので、限りな

くその努力はしていただきたい。しかし、午前

の答弁にもありましたように、自動車税につい

てもすごくアップされているし、タイヤロック

などいろんな手段もとられましたね。そういう

意味では大変御苦労があると思うんです。特

に20年から不景気で、大変な公務員バッシング

にも遭いながら。実は、私も１年ほど徴収の経

験があるんです。ちょっと思い出すんですけれ

ども、滞納整理で夜間徴収に行きましたら、目

の前に包丁が刺さりました。２人で行きます

が、そのときにひるんじゃいけないんです。私

はそばにいて、上司を前に出しました。そこで

うまく話をして帰るわけですけれども、現場で

徴収に携わる方々には非常に御苦労があるんで

す。行けば、公務員に対するやっかみどころか

罵声を浴びせられています。おまけに、けさの

新聞では、県の人事委員会から報告があって、

また給与も下がるというようなことでしょうか

ら、現場の士気も心配するわけです。一方で

は、一生懸命仕事をされて徴収率を上げてい

らっしゃるわけです。執行部の方々はその辺は

百も承知でしょうから、末端の現場の方々への

一層の御配慮、そしてまた、一層の徴収努力を

お願いしておきたいと思います。

次に移りますが、不用額もそれぞれ昨年から

ふえたところがあるわけで、20年度の不用額

が20億8,300万円余です。前年度に比べて7,700

万円余の増となっております。主なものが農林

水産費の６億5,100万円余、総務費が３億8,900

万円余、教育費２億8,900万円余、公債費が２

億8,200万円余などであります。その内容と原因

について、担当部長にそれぞれお尋ねいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 私のほうから総務

費と公債費の不用額についてお答えいたします

が、総務費の不用額の主なものといたしまして

は、県税、国庫補助金等県で収納した歳入につ

いて還付が生じた場合の償還金、これが8,100万

円余ございます。さらに、鳥インフルエンザの

防疫業務あるいは緊急災害等の不測の事態が発

生した場合の、主として職員の時間外勤務手当

でございますが、これが8,400万円余、市町村の

雇用創出及び離職者対策に係る施設整備等を支

援する元気市町村支援資金4,400万円、こういっ

たものでございます。こういったような費用に

つきましては、年度末までの所要額を見込むこ

とが困難でございまして、予算の性質上、不測

の事態に備える必要がありますことから、年度

末まで予算を計上しておりまして、結果として

不用額が生じたものでございます。また、公債

費の不用額につきましては、そのほとんどが、

最終予算に対して年度末に発行する県債に係る

経費でございまして、発行額の抑制など経費の

節減に努めたことによるものでございます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部の

不用額でありますが、御質問にございました農

林水産業費の不用額６億5,100万円余のうち、５

億2,008万円余でございます。その主な内容であ
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りますが、農作物対策費における負担金補助及

び交付金の２億2,800万円余や、農地防災事業費

における工事請負費の7,700万円余、内水面漁業

振興対策事業費における負担金補助及び交付金

等の1,200万円余でございます。その主な原因

は、農作物対策費及び農地防災事業費につきま

しては、入札残や計画の見直しによる執行残で

ございます。また、内水面漁業振興対策事業費

につきましては、コイヘルペスウイルス病の発

生がなかったことによる処分費等の執行残によ

るものでございます。以上であります。

○教育長（渡辺義人君） 教育費のうち、教育

委員会に係る不用額は２億7,000万円余でありま

す。その主な内容は、学校職員の給料、職員手

当等の人件費が7,095万円余、育英資金貸与事業

における貸付金が2,271万円、宮崎県教職員互助

会に対する補助金が2,253万円であります。主な

原因でありますが、人件費につきましては、職

員の産休・病休等補充のための臨時的任用職員

に係る給与等の執行残によるもの、育英資金貸

与事業の貸付金につきましては、家計急変に対

応するための緊急採用枠等の不用分によるも

の、また、宮崎県教職員互助会に対する補助金

につきましては、補助対象事業の見直しに伴う

執行残によるものであります。以上です。

○髙橋 透議員 次に移ります。予算執行に対

する監査委員審査意見についてお尋ねをしてま

いります。

予算執行に対する監査委員の審査意見につい

て伺うわけですが、工事等の変更契約について

審査意見書の欄に、「変更理由に妥当性を欠く

と思われるもの」あるいは「他業者の受注機会

を損なうおそれもある」と指摘されているわけ

ですが、それぞれ具体例をお伺いします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） まず、工事等

の変更契約における変更理由に妥当性を欠くと

思われる具体例についてでありますけれども、

例えば、漁港関係の津波対策工事におきまし

て、水門操作盤や道路排水のつけかえ工事の追

加を行っていたもの、それから、土木関係の主

要地方道改良工事におきまして、歩道の舗装工

事の追加を行っていたものでありますけれど

も、いずれのケースも、当初の工事設計の段階

で十分に検討を行っておれば、変更契約の必要

はなかったのではないかというふうに思ってお

ります。

次に、他業者の受注機会を損なうおそれのあ

るものの具体例でありますけれども、土木関係

の地すべり激甚災害対策特別緊急工事現場業務

委託におきまして、本来、別途契約すべき道路

維持作業の業務を変更契約で追加していたもの

がございました。以上です。

○髙橋 透議員 その中の道路改良工事に絞っ

てお伺いしますが、変更契約について、もう少

し経過を県土整備部長にお伺いしたいと思いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 注意事項の対

象となりました工事でございますが、延長320メ

ートルの車道及び歩道の舗装工事であります。

当初、旧道部分については道路区域の廃止を考

えておりましたが、一般車両からの不法投棄を

防止し、段差のない安全な歩道敷として有効に

活用するため、変更契約により歩道舗装を追加

で施工したものでございます。

○髙橋 透議員 これについて私も担当と話を

させていただいたんですが、確かに、最初か

ら、現場説明なり、現地の地域住民の方を含め

てそういう協議をしておくべきものだったのか

なと思いますが、強いて言えば変更の時期だと

思うんです。だから、ここまでこういった書き
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物にして指摘をされることかと。これは一生懸

命指摘された結果だと思いますが、職員の現場

での士気もいろいろと踏まえながらやっていた

だいたほうがいいかなと思います。私は変更の

時期に問題があると思われるものですから、そ

の辺の監査側からの指摘について、いま一度代

表監査委員にお尋ねいたします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） この道路改良

工事の設計変更につきましては、私も実際この

現場を見ておりますけれども、設計段階での現

場の状況確認とか事前の検討が十分行われてお

れば―歩道舗装の面積が当初736平米であった

ものが約２倍の1,428平米に拡大されているもの

でございますけれども―設計変更は必要な

かったのではないかというふうに思っておりま

すし、変更契約による工事の追加施工などが安

易に行われることがないように、職員の業務に

対する取り組み姿勢も含めて注意を促したもの

でございます。

○髙橋 透議員 わかりました。次に移ってい

きます。その他の施策について重立ったものを

お伺いしていきます。

まず、「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業の

成果であります。午前も質疑があったわけです

が、19年は全国ワースト２位でしたね。20年度

はやや改善されて、自殺者数も394人から363人

に減少をして、自殺率はワースト４位でありま

す。しかし、依然として自殺率は高い水準にあ

るわけですが、20年度特に効果のあった取り組

みについてお伺いします。自殺対策本部長であ

る知事に答弁をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 「自殺ゼロ」プロ

ジェクト推進事業につきましては、自殺に対す

る偏見を取り除くための啓発活動などの１次予

防、自殺のリスクが高い方の早期発見・早期治

療ができるような人材の養成や体制の整備など

の２次予防、さらに、自死遺族や自殺未遂者に

対する心のケアなどの３次予防に取り組んでい

るところであります。自殺対策につきまして

は、中長期的な取り組みが必要と言われており

ますので、現時点で事業の効果について一概に

申し上げることは困難でありますが、普及啓発

の結果、県民の自殺問題に対する関心は高まり

つつあると考えております。

○髙橋 透議員 知事も今おっしゃいましたよ

うに、関心度の高まり、午前中もありましたよ

うに、相談の仕組みというのをよく御存じない

んですね。午前中も相談件数についてありまし

た。特にその中でも日南からの相談が少ないら

しいんです。この前の自殺対策フォーラムでそ

ういう報告を受けました。いろんな啓発を今後

お願いしたいと思います。それと、昨年度末に

つくられた自殺対策行動計画、300人以下という

数値目標は私はいかがなものかなと思うんで

す。後で交通対策問題で聞きますけど、交通事

故死50人以下、これはないでしょう。300人以下

という数字を人の命に照らすのはどうかなと思

いますので、御一考いただければというふうに

思います。

次に、宮崎フィルム・コミッション事業の取

り組みと成果について、担当部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 宮崎フィ

ルム・コミッションは、映画、テレビドラマ、

コマーシャル等のロケーションの積極的な誘致

を図るため、平成18年に官民共同で設立された

ものでございます。平成20年度におきまして

は、ホームページ等を活用した本県ロケ地情報

の発信を行うとともに、ロケ地候補地等を掲載

したロケガイドブックを作成しまして、映画制
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作会社などへの誘致活動を行ったところでござ

います。また、本県でのロケの可能性を持つ映

画やテレビ番組の事前調査等に対する支援や情

報提供も積極的に行ったところでございます。

このような取り組みの結果、映画「39枚の年賀

状」やテレビ番組など、33件のロケ等がござい

まして、映像を通じて本県の魅力を全国に発信

することができたと考えております。

○髙橋 透議員 次に、新みやざき創造計画に

おける戦略別施策体系に、「知事を先頭に、映

画制作会社や監督等へのＰＲ活動」とありま

す。このフィルミ・コミッションに関係するこ

となんですが、ロケ誘致の積極的な推進に知事

はどう取り組まれたのか、その実績もあわせて

知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、映画やテレビ

ドラマ、ＣＭなどのロケの誘致につきまして

は、映像を通じて本県の魅力を広く発信できる

ことから、これまでさまざまな機会を通じて、

宮崎のすばらしいロケ環境等をＰＲしてきてお

ります。先ほど部長がお答えしましたロケ等の

実績には、このような私のセールス活動の効果

もあったものと考えておりますが、あくまでも

ＦＣが窓口になったものでありまして、それ以

外にも多数ロケの実現に至った番組などもござ

います。また、ロケの誘致に関しましては、私

が出演することがロケの条件だったり、他の番

組に出演すること、そのかわりに別の番組でロ

ケをするというような、いわゆるバーターの条

件もあったりしております。今後出演番組を取

捨選択する中、そういうバランスをどう検討し

ていくか、あらゆる機会もとらえながら今後と

もロケの誘致に積極的に取り組んでいきたいと

考えております。

○髙橋 透議員 フィルム・コミッション事業

は、結構大きな経済効果をもたらします。ぜひ

知事の能力を発揮いただく分野じゃないかと思

いますので、今後とも御努力をお願いしたいと

思います。

全部できないような時間になりましたので、

飛ばしていきます。順番がちょっとかわるかも

しれませんが、警察本部長になるんですが、交

通事故発生状況と対策及び成果についてお尋ね

をしていきます。平成20年中の交通事故の発生

状況と24時間経過後の死者は何人であるのか、

また、その事故防止のためにどんな対策がとら

れたのか、また、その成果についてもお伺いを

いたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 平成20年中の交

通事故の発生状況でありますけれども、物損事

故も含めましたすべての事故発生が３万1,266

件、人身事故が9,384件、死者が48人、負傷者が

１万1,607人でありまして、前年対比で人身事故

件数、死者数及び負傷者数が減少をしておりま

す。また、24時間経過後30日以内に亡くなられ

た方は10人であります。過去５年間では合計65

人で、各年６人から19人の間で推移をしている

という状況であります。

事故防止のための対策でありますが、平成20

年中は、「交通死亡事故抑止“チャレンジ70・

５Ｓ”プラン」と銘打ちまして、高齢者の交通

事故防止、飲酒運転の根絶、速度抑制等被害軽

減対策の強化、信号の遵守等交通マナーアップ

の推進、薄暮時の街頭活動強化等の死亡事故抑

止対策を推進したところであります。その結

果、交通事故死者数は２年連続して減少、対前

年比マイナス32人、特に高齢者の死者がマイナ

ス20人と大きく減少しましたことから、交通死

亡事故抑止対策については相応の成果があった

ものと考えております。
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○髙橋 透議員 その説明のあった中で、24時

間経過後30日以内の交通事故による死亡者数、

これは公表されていませんね。これは公表でき

ないものなんですか。

○警察本部長（鶴見雅男君） 24時間経過後30

日以内の交通事故死者数につきましては、統計

としての数字はとっております。警察におきま

しては、一般的に、交通事故によって発生か

ら24時間以内に亡くなった方を交通事故死者数

として公表をしております。その理由といたし

まして、統計というのは、交通事故防止対策を

推進するためのものであるということで、早い

段階で把握できる数値が必要であるというこ

と、それから、国の交通安全基本計画が24時間

死者を採用していることなどによるものであり

ます。30日死者につきましても、当県におきま

して統計をとっておりますので、必要に応じて

活用しているところでありますけれども、現

在、一般的に使われている24時間死者数を用い

た迅速・的確な交通死亡事故抑止対策を推進し

ているところでございます。なお、警察庁等に

おきましては、全国統計をホームページ等で公

表しているというところでございます。

○髙橋 透議員 公表できない理由というのは

わかるんですが、私、実は10月１日に免許の切

りかえに行きまして、優良運転者ですから、30

分で講習は終わるわけです。その中で指導官が

交通事故の状況なり、今、本部長がおっしゃっ

たような統計を説明されるわけです。確かに昨

年の交通事故の死者は48名とおっしゃいまし

た。事故も３万件を超える件数が毎年起きてい

ると。ということは１日に80件ですか、毎日80

件事故が起きていると。問題は、死亡者は48人

だけど、それ以外にも実は亡くなっているんだ

ということをおっしゃるんです。だから、交通

事故の死というのは大変な数字というのが実は

あるんだと。そして、よく考えてみると、20

年、30年前と比べるとかなり医学は発達しまし

たから、延命装置で助かっている部分があると

思うんです。だから、20年、30年前に引き直す

と大変な数字になってくるような気もして。私

は、こういった数字をしっかり県民に明らかに

すべきじゃないかと思うんです。直近の数字は

できなくても、過去の数字をああいう講習会で

県民に教えることはできないんですか。

○警察本部長（鶴見雅男君） 先ほども申し上

げましたけれども、当然統計はとっております

が、１カ月後になるということでございます。

この数字につきましては、必要に応じて活用し

ているということでございまして、議員御指摘

のように、更新時講習等、それから交通事故防

止の啓発、そういったところでそういった数字

を活用している状況でございます。

○髙橋 透議員 わかりました。必要に応じて

活用されているということですから、これは県

民の啓発に十分効果をあらわすと思うので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、教育委員会のほうにお尋ねしていきま

す。学力向上関係の事業でありますが、授業力

リーダー養成塾の塾長というのがいらっしゃい

ます。講師の方ですね。スーパーティーチャー

という方もいらっしゃいますが、この方々たち

の連携をどう図られてきたのか、教育長にお尋

ねをします。

○教育長（渡辺義人君） 授業力リーダー養成

は、特定の教科ごとに地域性も考慮して養成塾

を設けて、授業力にすぐれた中堅の教諭を塾長

として、塾生となる若手教諭の授業力の向上を

目指すものであります。一方、スーパーティー

チャー制度は、他の教諭のモデルとなるような
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教諭が、公開授業等を通して、そのすぐれた教

育実践力や高い指導技術などを、県内全域のあ

らゆる世代の教諭に普及させようというもので

あります。このような２つの取り組み等を中心

として、教員に求められる指導力や資質の向上

を図っているところでありますが、授業力リー

ダー養成にスーパーティーチャーがかかわるこ

とや、養成塾の塾生が将来スーパーティーチャ

ーを目指すことなど、今後とも相互の連携が深

まっていくように努めてまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○髙橋 透議員 授業力リーダー養成塾の平

成20年度の塾長の名簿を見ましたら、５人い

らっしゃいますけど、スーパーティーチャーは

１人なんですね。私は、スーパーティーチャー

だからこそ指導ができるという冠がついたと思

うんです。あと４人の方になぜスーパーティー

チャーがつかなかったのか、その点について説

明できるでしょうか。５人塾長がいらっしゃい

ますが、１人しかスーパーティーチャーの肩書

きがないんです。あと４人の方にスーパーティ

ーチャーの肩書きがない理由は何でしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申し上げまし

たように、授業力リーダー養成塾の塾長につい

ては、若手教員に対して直接指導するというこ

とをねらいにしたものでありますので、いずれ

も教科指導力等のすぐれた教員を任命している

ところでありますけれども、平成20年度の場

合、５名の塾長の中に１名はスーパーティー

チャーが加わっておりました。もともとスーパ

ーティーチャーについては、県内全域の教諭を

対象にするということでスタートした経緯等も

ございまして、そのような形ですみ分けをして

いるところでありますけれども、一部教科に

よっては、スーパーティーチャーが塾長に加わ

るということも、可能性としては当然にあり得

るということであります。スーパーティーチャ

ーの方々が養成塾の塾長にすべてというわけに

はなかなかまいらないと思いますけれども、一

方ではスーパーティーチャーの負担感もあるわ

けでありますので、その辺にも配慮しながら適

切に運用していきたい、このように考えており

ます。以上です。

○髙橋 透議員 もうちょっと細かいところを

聞きたいんですが、時間がございませんので、

次の問題に移ります。小規模校を残す施策につ

いて質疑を行うわけですが、中学校における少

人数学級編制モデル校、昨年度は６校指定され

ているわけです。学力向上対策のために推進さ

れてきたと思います。逆に、小規模校の学力向

上対策、小規模校を残すための施策というもの

はどう取り組まれたのか、教育長にお尋ねしま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、小規模校にお

ける学力向上対策でありますけれども、小規模

校におきましては、人数が少ないという特性を

生かして、一人一人の児童生徒に応じたきめ細

かな学力向上対策が行われております。一方、

児童生徒一人一人が互いに切磋琢磨しながら学

力向上に取り組むことができるように、県内の

市町村におきましては、近隣の小学校同士が連

携を図りまして、一つの学校に集合して学習に

取り組むなど、さまざまな対策が講じられてい

るところであります。県教育委員会といたしま

しては、県教育研修センターにおきまして、小

規模校に初めて赴任した教諭を対象とした研修

講座を開設したり、小規模校のニーズに応じて

直接学校に出向いて指導方法についての校内研

修をサポートしたりするなどの、小規模校の学

力向上に努めているところであります。
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一方で、小規模校を残す施策というか、あり

方でありますけれども、基本的には、設置者で

ある市町村において十分に検討がなされるべき

ものというふうに考えておりますけれども、各

市町村におきましては、小規模校において児童

生徒を確保するために、地域のよさを生かしま

して、都市部から留学生を受け入れます山村留

学制度でありますとか、大規模の学校から小規

模の学校に就学することができる小規模特認校

制度を設けているところもございます。県教育

委員会といたしましては、市町村の意向を十分

尊重しながら、子供たちによりよい教育環境が

提供できるように、今後とも情報提供や必要な

支援を行ってまいりたいと考えております。以

上です。

○髙橋 透議員 私も小規模校出身でありまし

て、母校がもう40人を切りました。小学校は。

小規模校に対する目配りをぜひひとつよろしく

お願いしたいと思います。

最後に１点だけ、全部できませんので、農政

水産部長、農産物のブランドの取り組みと成果

ですね。知事の強力な宣伝力によって20年度も

かなり物を売っていただいたというふうに思い

ます。知事の宣伝によってブランド化を押し上

げて付加価値もつけていった。代表される取り

組みについてごく簡単に説明いただけば幸いで

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ブランド対策

でございますけれども、本県では、「宮崎産な

ら安全・安心」、「選んで買うなら宮崎産」と

いった、消費者の信頼獲得によります定番・定

着化を目指したブランド対策に取り組んでいる

ところであります。平成20年度の主な取り組み

としましては、新たに「みやざきフレッシュ

キャベツ」を商品ブランドとして認証しますと

ともに、県内外でのみやざきフェアの開催や、

知事のトップセールス等によります情報発信、

全国トップクラスの残留農薬検査体制を確立す

るための支援等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、県産品の認知

度の向上や取引先とのパートナーシップの強化

が図られ、本県農畜産物の定番・定着化が一層

進んだものと考えております。以上でありま

す。

○髙橋 透議員 もう時間がありません。足ら

ざる面あるいは具体的ないろんな質疑につきま

しては、この後、設置される予定の決算特別委

員会で議論を深めていきたいと思います。

以上で質疑を終わります。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、松田勝則です。ここにおりますと、今大変

はげらしい思いがいたします。下界の天候はど

うであるのか、この天候が大きな災いに転じぬ

よう祈りつつ、また、この質疑の機会を与えて

くれた会派の仲間の、それから、多くの支援者

の方々、職員の方々に感謝を申し上げ、愛みや

ざきを代表し、総括質疑を行います。

平成20年度の国の予算のキーワードは、「希

望と安心の国の実現」でした。歳出の特別枠と

しての地方再生対策費の創設など、地方財政対

策が講じられたものの、地方財政計画への歳出

規模は83兆4,014億円と前年度比0.3％の増にと

どまり、厳しい財政状況でのスタート。一方

で、本県は、東国原知事にとって初の通年予算

であり、財政改革プログラムを推進しながら存

在感のある自治体を目指しました。そして、

「オンリーワンの宮崎を目指して～宮崎再生推

進予算」として20年度予算は編成されたわけで

すが、徹底した経費の削減、予算の効率的な執
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行に県民も大きな期待を寄せました。財政の硬

直化の中で制限ある予算をどのように活用した

のか、苦心の跡が主要施策の成果報告書からも

随所に見てとれます。新みやざき創造戦略に基

づく重点施策の推進、県民目線による見直し、

そして県民総力戦による実行を基本計画とした

宮崎再生推進予算は、ポイントを３つに絞り込

み、中山間地域・植栽未済地対策、子育て・医

療対策、建設産業対策と、３大重点施策を選定

したことに大きな意気込みを感じたものです。

知事にその取り組みと成果を伺います。

以下は自席にて質疑いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 重点施策の

成果についてであります。平成20年度におきま

しては、中山間地域・植栽未済地対策、子育て

・医療対策、建設産業対策の３つを重点施策と

して取り組んだところであります。

まず、中山間地域対策につきましては、中山

間・地域対策室など庁内体制を整備し、集落の

活性化、日常生活の維持充実、産業の振興の３

つを施策の柱として、全部局が連携した取り組

みを行ったところであります。その結果、「い

きいき集落」を初めとする地域づくりに向けた

自主的な活動の活発化や、地域資源を生かした

雇用の創出など、厳しい状況の中、中山間地域

の活性化に向けた一定の成果があったのではな

いかと考えております。また、植栽未済地対策

につきましても、計画を上回る419ヘクタールの

解消を図るとともに、新たな発生防止に努めた

ところであります。

次に、子育て・医療対策につきましては、乳

幼児医療費助成対象の拡充や、地域における子

育て支援の充実などに取り組んでおりまして、

本県の平成20年の合計特殊出生率は1.60と、一

昨年に続き、全国２位となっておりますが、地

域医療については依然として多くの課題があり

ますので、引き続き、医療提供体制の充実に向

けて取り組んでいく必要があると考えておりま

す。

次に、建設産業対策につきましては、経営基

盤の強化や新分野進出に対する支援を行ったと

ころであります。また、経済危機に対応した緊

急的な経済・雇用対策の実施により、経営や雇

用の下支えに努めてきたところでありますが、

建設産業を取り巻く環境は大変厳しい状況にあ

りますので、今後とも実情に応じたきめ細かな

支援に努めてまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○松田勝則議員 次に、その３つの重点施策の

各分野から１点ずつ担当部長に伺います。

まずは、中山間地域・未植栽地対策について

です。里山エリア再生交付金森林整備事業で

は、森林の機能増進のために、居住地域周辺の

森林、いわゆる里山での森林整備を進めまし

た。決算額は、前年度と比べ1,480万円余アップ

の約２億8,100万円余となり、地域の魅力づくり

へのさらなる取り組みの姿勢は評価するところ

ですが、主要内容の造林、除間伐などの実績

は、面積にして、前年度と比べ209ヘクタール減

の1,810ヘクタールとなっております。予算の増

額に対し、この施業面積の減少の理由を環境森

林部長、お聞かせください。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この事業につ

きましては、里山周辺の森林整備と獣害防護さ

くを設置するものでございます。近年、シカに

よる被害が人家や里山近くまで拡大しています

ことから、平成20年度は、この防護さく設置の

事業量が増加したことが森林整備の実施面積が

減少した理由でございます。
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○松田勝則議員 シカが県の造林事業にまで影

響したということになるかと思います。

次に、子育て支援計画について伺います。

「安心して子どもを生み、育てられる社会づく

り」をスローガンに、子育て支援体制の充実が

図られました。中でも、女性や子供の健康に対

する保健医療体制の充実を推進する母子保健対

策事業においては、予算が、19年度の6,400万円

余から、20年度は７億9,000万円余と大幅に増額

しております。福祉保健部長、この10倍近くの

増額理由は何か、お示しください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度の

母子保健対策事業では、国からの交付金を財源

に、宮崎県妊婦健康診査支援基金として７

億2,754万6,000円を造成いたしました。この造

成により大幅に決算額がふえたところでありま

すが、本基金の活用により、平成21年度と22年

度に市町村が行う妊婦健康診査の公費負担分を

助成し、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担

の軽減を図ることとしております。

○松田勝則議員 続けて伺います。この事業の

中で、不妊サポートの一環として特定不妊治療

費給付事業があります。保険の適用されない不

妊治療を受ける方々への支援ですが、件数にし

て、前年度から25件増加して304件と前進してい

ます。しかし、不妊治療は、ケースによって

は50万から100万もの高額の治療費がかかるのが

現状であります。全額を行政が負担せよとは申

しませんが、県の不妊治療に対するこの財政支

援は県民の実情に即しているのか、評価と課題

について、同じく福祉保健部長に見解を伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 不妊治療費助

成事業につきましては、体外受精や顕微授精な

どの特定不妊治療を対象として、夫婦１組に対

し、年２回、１回につき10万円を限度に助成す

るものであります。不妊治療につきましては多

額の費用がかかり、経済的負担も大きいことか

ら、所得要件の緩和や助成期間の延長などの制

度の拡充が図られ、毎年助成件数が増加してい

るところであります。今後とも、不妊に悩む方

々の経済的負担の軽減を図っていく必要がある

と考えております。

○松田勝則議員 年２回、１回につき10万円の

支援を５年間継続、最高で１組100万円の財政支

援が受けられるということなんですが、さら

に、不妊対策は、出生届の窓口である市町村こ

そ、大きく任を負うべきだと思うんですけれど

も、県内の各市町村で、県の補助に上乗せして

治療費を支給している自治体があれば、お示し

ください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県の助成に上

乗せした助成を実施している市町村は、綾町と

三股町でございます。

○松田勝則議員 続きまして、自主財源の確保

について２点、総務部長に伺います。

20年度の本県の自主財源比率は38.6％、前年

度0.1ポイントの増にすぎず、財政基盤が脆弱で

あることは変わりありません。自主財源の根幹

をなす県税での収入未済額の現状とその圧縮に

どう対処されたのか。なかんずく、個人県民税

の徴収については、監査委員から毎年このよう

な指摘を強く受けております。すなわち、「賦

課徴収を行う市町村と連携を一層密にして、各

市町村の実情に即した支援策を進めるよう」と

の要望ですが、指摘を受け、20年度はどのよう

に取り組んだのかお聞かせください。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度の県税

収入未済額は26億800万円余となっておりまし

て、前年度に比べて１億4,000万円余増加をして
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いるところでございます。収入未済額の圧縮に

つきましては、租税負担の公平性あるいは収入

確保の観点から、重要な課題でございます。滞

納整理の早期着手あるいは滞納処分の的確な実

施を行ってきたところでございますが、特に、

収入未済額の約７割を占めます個人県民税につ

きましては、重点税目として位置づけまして、

県が市町村にかわって滞納処分を行います直接

徴収、あるいは税務職員の併任の人事交流な

ど、市町村と一体となった徴収対策を行います

とともに、徴収対策会議の開催あるいは徴収実

務研修を実施してきたところでございます。今

後とも、市町村との連携をより一層密にして、

個人県民税の徴収対策を進めて進めてまいりた

いと考えております。

○松田勝則議員 20年度は、地方法人特別税の

創設、またリーマンショックに端を発する景気

の後退により、本県の企業収益も悪化の傾向に

あったと聞き及びます。法人二税、軽油引取税

などは減少しましたが、法人事業税においては

徴収状況はどうであったのか、20年度の法人数

と徴収率を伺います。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度に法人

事業税の申告があった法人数は、２万1,828法人

でございます。また、20年度の徴収率でござい

ますが、現年度分で99.9％、滞納繰り越し分

で21.0％、合計99.7％となっているところでご

ざいます。

○松田勝則議員 法人税につきましては、法人

税の占める内訳の中で誘致企業がどれぐらいの

割を占めているのか、このようなデータを求め

ましたら、そういった情報は持ち合わせていな

いということでありました。これは総務部の所

管でないとしても、商工観光労働部におきまし

てはやはり押さえておくべきことではなかろう

かと思っております。

続きまして、平成18年度に判明しました不適

正な事務処理、県民は裏金事件と呼んでいまだ

に記憶に新しいところなんですが、再発防止に

向け、全庁挙げて予算執行システムの見直しや

職員の意識向上などを図り、また調整事務費を

導入するなど、努力の跡が見られます。その中

で、特に、会計管理局は再発防止にどう取り組

み、それはどう功を奏したのか、会計管理者に

伺います。

○会計管理者（長友秀隆君） 会計管理局で

は、平成20年度に、不適正な事務処理の防止策

として３つのことに取り組みました。第１に、

会計職員の意識の改革でございます。第２とい

たしまして、財務会計職員の研修の充実強化で

ございます。第３といたしまして、組織体制の

充実強化でございました。

具体的なその取り組みでございますけれど

も、意識改革につきましては、各所属の出納員

と会計事務の正しいあり方につきまして意見交

換会を行いますとともに、出納員の使命感と責

任感の自覚を促すための「出納員心得」という

ものを作成・配付いたしまして、改めて会計職

員としての公金に対する意識改革に努めまし

た。続きまして、財務会計研修につきまして

は、これまでの一方的な講義形式の研修から、

事例等を中心といたしまして、職員がみずから

考えるといったものに変えまして、工夫を凝ら

しまして、実務の強化を行ったところでござい

ます。また、組織体制につきましては、平成20

年度から、会計課の中に専任の特別審査指導担

当を設置いたしまして、これまで一部でしか実

施いたしておりませんでした実地指導検査を、

予算を執行するすべての出先機関について実施

するなど、きめ細かな対応をいたしたところで
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ございます。その結果、職員の公金に対する意

識改革や、財務会計事務への理解不足の解消が

図られまして、以前に発生いたしました不適正

な事務処理の再発防止につながっているものと

考えておるところでございます。以上でござい

ます。

○松田勝則議員 会計職員の意識の改革、実務

能力の向上、スキルアップを図って再発防止に

尽力していると、自信のほどを伺ったわけなん

ですが、一方、現場においての書きかえや肩が

わりなどの不適正な事務処理は、物品調達のあ

り方に起因するとの報告がなされました。物品

調達部門での再発防止策はどう改善されたの

か、総務部長、お示しください。

○総務部長（山下健次君） 物品調達事務につ

きましては、各県税・総務事務所ごとに、管内

出先機関の物品調達事務及び納品検査を一元化

いたしまして、さらに本庁におきましても、総

務事務センターに物品納品検査員を１名配置す

るといったことで、物品の検査を原則一元化し

たところでございます。また、例外的に各所属

において行います納品検査、これにつきまして

も、２名以上による検査の実施に努めることと

いたしまして、検査体制の充実を図ったところ

でございます。さらに、総務事務センターには

物品管理事務指導専門員を２名配置いたしまし

て、平成20年度においては、出先機関117カ所に

おいて指導・検査を実施したところでございま

す。加えまして、職員に対する研修につきまし

ては、物品管理の基礎研修や各地区での出前研

修等を実施して充実を図ったところでございま

す。これらの取り組みを継続して実施していく

ことによりまして、不適正な事務処理の再発防

止は図られるものと考えております。

○松田勝則議員 のど元の熱い今だけでなく、

これから未来永劫にわたって、本県においては

こういった不適正な事務処理の再発防止が図ら

れるものと考えるのですが、さらに、不適正な

事務処理が知事の呼びかけで判明するまでは、

従前の監査体制をもってしては見抜けなかった

わけですが、その再発防止のために、監査事務

局は監査能力の向上にこの20年度、一年をかけ

てどう取り組んだのか、代表監査委員に伺いま

す。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 平成20年度に

おきましては、内部統制機能に視点を置いた監

査を実施するとともに、対象所属や対象項目の

絞り込みなど、監査の重点化を図ったところで

ございます。具体的に申し上げますと、１つに

は、法令遵守に関する研修や職場内における自

己点検の取り組みが行われているのか。２つに

は、物品取扱業者との取引で、納入品や金額が

契約と一致しているか、物品の発注に際し、一

部の業者に偏っていないか、予算消化のための

予算令達はなかったのか、などについて重点的

に監査を実施したところでございます。なお、

加えて、今年度は、事前の通告なしに行う監

査、いわゆる抜き打ち監査を実施するなどしま

して、再発防止により一層努力していきたいと

いうふうに考えております。

○松田勝則議員 抜き打ち検査は今までなくて

今年度から導入ということを伺いましたが、監

査委員からの指摘のほとんどが文書により通知

をされているというふうに伺います。つまり、

現場での指導はまだまだ少ないと感じるんです

が、指摘事項の改善確認というのはどのように

行われているのか。精査に精査を重ねて指摘し

た事項が確実に各部署において改善されている

のか。そのチェック機能はどう働いているのか

を代表監査委員に伺います。
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○代表監査委員（城倉恒雄君） 監査において

指摘事項等があった場合には、所属長に対して

はもちろんでございますけれども、そこを所管

する部長等に対してもその改善状況について報

告を求めておりまして、毎年改善内容を確認し

ております。さらにまた、翌年度も監査をする

わけでございますけれども、その際にも、指摘

事項等については改善状況を再度確認しており

ます。以上です。

○松田勝則議員 再々のチェック機能が働いて

いるというふうに理解いたしました。このよう

に、各部署で不適正な事務処理の再発防止に懸

命に取り組み、県民の信頼の回復にこたえんと

した20年度の一連の対策を知事はどう総括され

るか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 一連の不適正な事務

処理に対し、予算・物品の購入システム面など

における再発防止策について、全庁的に積極的

に取り組んできた結果、一定の成果を上げたも

のと考えております。加えて、不適正な事務処

理があのように長期にわたり県庁内で行われて

きた原因は、やはり、職員のコンプライアンス

意識の問題や公金に対する意識の欠如であると

考えております。このため、庁内に副知事を

トップとするコンプライアンス推進委員会を設

置するとともに、各所属にコンプライアンスリ

ーダーを配置して、定期的な点検、職場研修を

行うなど、全庁的に職員の意識改革に取り組ん

できたところでありまして、以前に比べ、職員

のコンプライアンス意識も相当程度高まってき

たものと考えております。今後とも、職員の意

識改革の取り組みを継続して行うことにより、

不適正な事務処理のような問題が二度と生じな

いよう、職員を指導してまいりたいと考えてお

ります。

○松田勝則議員 次に、テーマを県民の意見の

反映に移します。

県民一人一人の思いが反映されてこその県民

目線、県民総力戦の宮崎県であり、そのために

は、県民による県政への参加意識を醸成するこ

とが肝要と強く感じております。その中で、20

年度は広聴活動が一段と活性化しました。県民

の皆様の声をもっともっとお聞きするため、県

内各地に知事また職員が赴き、ひざを交える県

民フォーラム、県民ブレーン座談会、そして、

県民からの御意見・御要望をちょうだいする

「県民の声」のコーナーなどの事業。私は、５

月に、県内最大の離島である延岡市の島浦島で

開催された座談会に出席し、島の方々の熱烈な

歓迎と白熱した意見交換に、県民総力戦の醍醐

味を味わいました。「もっと県は知事をつれて

きてくれ」と、知事のコンパニオンを自称する

漁師の方々が、常に知事だけではなく、県の職

員さんがこの島に来てくれたということに対し

ての喜びを感じていらっしゃいました。県民が

最も求めているサービスの一つが、これら行政

とのひざ詰めの会話にあると感じておりま

す。20年度における県の広聴活動の実績を伺い

ます。そして、大切なことは、県民からの一方

通行ではなくて、貴重な御意見を県が受けとめ

た後、どう対応したのか、さらには、どのよう

に県政に反映させたのかを、県民政策部長、お

聞かせください。

○県民政策部長（高山幹男君） 20年度におき

ましては、知事が地域の皆様と意見交換を行い

ます県民フォーラムを県内各地で７回、県政の

重要課題に関して専門家等と意見を交換いたし

ます県民ブレーン座談会を、少子化とか林業な

どさまざまなテーマで８回開催をいたしており

ます。また、電話やはがき等によります「県民
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の声」につきましては、約3,300件を直接受け付

けております。これらを通じまして、県民の皆

様からは、中山間地域の現状でありますとか有

害鳥獣の問題など、幅広い貴重な御意見をいた

だいております。フォーラム等におきましては

知事が直接お答えしておりますが、その他につ

きましては、必要に応じ、関係部局から回答を

いたしております。また、業務の改善等すぐ取

り組めるものにつきましては、迅速に対応いた

しますとともに、施策の立案とか新規予算への

反映についても努めているところでございま

す。

○松田勝則議員 今お聞かせいただきましたよ

うに、「県民の声」に対しましては、当然相手

方がわからない要望もあるでしょうけれども、

スピーディーに対応しているということなんで

すが、知事がよく言っていらっしゃるスピード

感というものを持ってすれば、県民の方々から

いただいた要望・意見に、県はどのような間

隔、どのようなスパンで答えているのか、お聞

かせください。

○県民政策部長（高山幹男君） 先ほど申しま

したように、県にたくさんの御意見をいただい

ているんですけれども、このうち「県民の声」

につきましては、お答えが必要なものにつきま

しては、受付日から原則として２週間以内に回

答することといたしております。また、さまざ

まな御意見のうち早急に対応すべきものについ

ては、担当部局において直接お話をお伺いした

り、現場を調査するなどの迅速な対応に努めて

いるところでございます。

○松田勝則議員 ２週間以内の回答ということ

ですが、１点伺います。１回お声をいだたいた

ら最長２週間まで延ばしているのか、それと

も、よく民間では着確といって、「御意見を承

りました」という着確の連絡をするんですが、

それも２週間以内になされているのか、お聞か

せをいただけますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 済みません、

質問がよく理解できなかったんですが、もう一

度お願いできますか。

○松田勝則議員 県民へ反応するときに２週間

以内ということであります。最初の反応が最長

２週間まで余裕があるのか、それとも、例えば

電話ではなくてメールですとか手紙の場合もあ

るじゃないですか。その場合に、「届きました

よ。確かに受け取りました」という反応をすぐ

にしているのかということを伺っております。

○県民政策部長（高山幹男君） 御意見等伺い

まして、私どもからお答えするというのが２週

間以内と、そういう対応をしております。

○松田勝則議員 民間の感覚からすると２週間

というのは長いのかな。その内容を答える云々

は別として、とりあえず、とりあえずという言

い方は悪いですね、「確かに意見を承りまし

た」というファーストアプローチはもっと早く

てもしかるべきじゃなかろうかと思います。

続きまして、県民政策部長に伺った次に、我

々議員も県庁職員も宮崎県民の一員ですが、そ

の県職員から県政の課題に対応するプランを募

集した「提案・かえるのたまご」事業は話題を

喚起しました。知事の独自性を打ち出した取り

組みの一つと評価しますが、この事業のねらい

はどこにあるのでしょうか。何をもって選考の

基準とし、そして20年度は何件事業化されたの

か。その結果、この取り組みは県庁職員の意欲

の向上にどうつながったのか。プランナーであ

る知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 「提案・かえるのた

まご」は、県庁内に埋もれたアイデアを掘り起
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こし、県政の各種課題の解決や事務改善に役立

てるため、職員から提案や取り組み事例を募集

するものであります。平成20年度には143件の政

策提案がありまして、アイデアの実効性、実現

性、費用対効果や独創性などの観点から優秀提

案を選考し、５件について知事表彰を行ったと

ころであります。また、職員からの提案をもと

に平成20年度に事業化したのは、「宮崎おもて

なし日本一実践事業」や「みやざき新たな出会

い応援事業」など３件であります。これらの取

り組みにより、職員一人一人が新しい発想と

チャレンジ精神を持って業務に取り組む組織風

土が醸成されるとともに、優秀な提案は表彰さ

れ、事業化されるチャンスもあることから、職

員のモチベーション向上につながっているもの

と考えております。

○松田勝則議員 このかえるのたまごをまさに

ふ化させるために、知事はこの事業をどう育て

たのか。選考過程での情報把握や選考へのかか

わりをいま一度伺います。

○知事（東国原英夫君） 「提案・かえるのた

まご」につきましては、集まったすべての提案

について私みずからが目を通しております。ま

た、最終審査を行う「かえるのたまご審査委員

会」では、私自身が審査委員長を務め、提案し

た職員からプレゼンテーションを受けた上で、

優秀提案の選定を行っております。

○松田勝則議員 続きまして、人づくり事業に

ついて福祉保健部長に伺います。

人材の育成は早急に結果が出るものではあり

ませんが、各課各分野においても担い手育成は

重要な課題と認識しています。人づくり事業の

中において、20年度は、婚活とも言えるマッチ

ング事業が目立ちました。私たちは、婚活は行

政が行うことかとの疑問も持ちましたが、２点

の事業について伺います。先ほど休航となった

エバー航空を利用した「台北出会いの旅」事業

は、そこにおいて県費はいかほど負担されたの

か、その成果として、参加された方々のその後

の状況はどう把握しているのか、県民政策部長

に伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 台北出会いの

旅は、御質問ありましたように、台北線開設記

念事業の一環といたしまして実施したものであ

りまして、その中には、台北の旅行会社とかマ

スコミを招待しての「宮崎の夕べ」、宮崎の観

光と物産フェアなどとともに、路線の利用促進

を目的に実施したものでありまして、交流会に

関しましては、交流会の開催やバス借り上げの

経費として約110万円を支出いたしております。

また、参加された方々のその後につきまして

は、同窓会を開催されたといった情報をお聞き

しております。

○松田勝則議員 その後の成果については、同

窓会までのレベルで、その後は把握をしていな

いということですね。先ほどの「提案・かえる

のたまご事業」の関連で、縁結びネットワーク

の創設や、その縁結び事業への支援が目立ちま

す。「宮崎魅力発見 出会い・ふれあい交流事

業」は、出会いの場の創出で、地域資源の再発

見、交流人口の拡大を通じた過疎地域の活性化

を図りました。一方、児童家庭課が主体となっ

て取り組んだ「みやざき新たな出会い応援事

業」は、まさに少子化対策として、結婚を社会

全体で応援する仕組みづくりに着手、メルマガ

による出会いの情報提供から結婚のきっかけづ

くりを支援するというような事業です。このユ

ニークな事業はどう成果を上げたのか、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） この事業は、
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「縁結び応援団」として活動していただく県内

の民間団体等を募集し、この応援団が企画する

出会いの機会の情報を独身男女に提供すること

により、出会いのきっかけづくりと民間におけ

る取り組みの活性化を目的に実施したものであ

ります。これにより、20年度末で縁結び応援団

が80団体、独身男女が約600名の登録があり、県

内において、毎月多くの出会いのイベントや結

婚に関する講座などが企画されたところであり

ます。これらの企画には多数の独身男女が参加

されており、出会いのきっかけづくりや社会全

体で結婚を応援する気運の醸成について、一定

の成果が得られたものと考えております。

○松田勝則議員 600人の登録があったという成

果なんですが、その後、カップルの成立はどこ

まで進んだだろうか、県民として気になるとこ

ろなんですが、事業の成果の延長線上にありま

す進展状況はどう把握していらっしゃるのか、

伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） この事業は、

独身男女の出会いのきっかけづくりと民間にお

ける取り組みの活性化を目的に実施したもので

あることから、イベントに参加された方のその

後の状況は調査しておりませんが、縁結び応援

団の方々からは、イベントでの出会いを契機に

おつき合いを始められた参加者もいらっしゃる

というふうに伺っております。

○松田勝則議員 出会いの場をつくるまでが県

の仕事ということですね。

続きまして、人づくりを受けて、次に、子育

て支援事業について教育長に伺います。

「郷土の宝『宮崎人』づくり」事業は、人材

育成がこれからの県づくりの基本となるとの概

念で推進されています。特に、知事の提唱され

る「全ての大人は全ての子どもの教師たれ」の

スローガンのもと、家庭、学校はもとより、地

域が一体となっての子育ての気運が感じられま

す。教育庁では、「地域で子どもを育てる『地

域教育システム創造』実践モデル事業」で地域

教育の推進を図りましたが、その成果と、さら

に課題をお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 御指摘の事業につき

ましては、学校、家庭、地域社会が一体となっ

て地域ぐるみでの教育の推進を目指すものであ

りまして、宮崎市を初め、県内に７つのモデル

地区を指定し、平成18年度から３カ年間実施し

てまいったところであります。本事業の成果と

いたしましては、例えば、地域住民による子供

の登下校の見守り活動や、竹馬、おじゃみ遊び

などの子供たちと地域住民とのふれあい活動な

ど、本事業への参加者が、平成20年度には延

べ17万6,589名と、３年間で約５倍になるなど、

モデル地区における地域ぐるみの教育が推進さ

れたところであります。今後は、モデル地区に

おける取り組みを継続していただきますととも

に、他の地域にも普及・拡大していくことが必

要だと考えておりますので、市町村が独自に実

施される事業や、平成20年度から取り組んでお

ります学校支援地域本部事業の中で、本事業の

成果を生かしていただくよう、市町村を支援し

てまいりたいと考えております。以上です。

○松田勝則議員 次に、育児の分野で総務部長

に伺います。我が会派では、間もなく父親に

なって１年を迎えようとする西村議員もおるわ

けでございますけれども、我が会派は男性職員

の育児休業について提案をしてきました。平

成20年度、県庁の男性職員における育児休業の

取得状況はどうなっているか、お示しくださ

い。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度の県庁
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全部局におきます男性職員の育児休業取得者数

は、５名でございます。

○松田勝則議員 ５名ということで、育児休業

の対象となる職員が今回いかほどいるのか調査

できなかったんですけれども、子育てにおいて

県庁の男性職員が育児休業などを取得しやすい

環境づくりにどう取り組んでいるのか、続けて

総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） これまで、育児休

業を初めといたしまして、男性職員の育児参加

休暇や子の看護休暇などの制度について整備拡

充を行いますとともに、会議の場とか庁内の電

子掲示板での制度周知等、制度の活用促進ある

いは意識の醸成を図ってきたところでございま

す。こういったことで、今後とも職員の意識の

的確な把握、さらなる啓発に努めつつ、支援制

度の充実あるいは利用しやすい環境づくりにつ

いて、一層の取り組みを行ってまいりたいと考

えております。

○松田勝則議員 続きまして、入札制度の改革

について４問、県土整備部長に伺います。

公共三部において20年度の発注状況はどうで

あったのか。一般競争入札、指名競争入札及び

随意契約の件数を、代表して県土整備部長、お

示しください。

○県土整備部長（山田康夫君） 発注件数でご

ざいます。環境森林部、農政水産部及び県土整

備部の三部合計で申し上げます。建設工事は、

一般競争入札が2,227件、随意契約が818件の合

計3,045件となっております。また業務委託は、

一般競争入札が482件、指名競争入札が768件、

随意契約が840件の合計2,090件となっておりま

す。

○松田勝則議員 続いて、事業契約後の工事費

の変更状況はいかがか、伺います。工事費・委

託費の増額、減額の件数と割合、また事業費の

大幅な変更は、競争入札制度が正しく機能して

いるのか、あるいは発注側であります県の積算

技術に改善の余地があるのではないかなどと疑

問を呈するところですが、理由をお聞かせくだ

さい。

○県土整備部長（山田康夫君） 工事につきま

しては、3,045件のうち、増額変更が1,878件で

全体の61.7％、減額変更が362件で全体の11.9％

となっております。主な変更理由としまして

は、工事の実施過程において、現地の形状や地

質、湧水等の状態が設計図書に示された施工条

件と一致しないために、施工数量や工法等に変

更が生じたことによるものであります。業務委

託につきましては、2,090件のうち、増額変更

が770件で全体の36.8％、減額変更が217件で全

体の10.4％となっております。主な理由としま

しては、ボーリング調査において、地盤が当初

の想定と異なり、地質ごとの数量等に変更が生

じたことや、用地測量において、当初予定して

いた面積と実測による面積との間に増減が生じ

たことなどによるものであります。

○松田勝則議員 現場においては必ず変更がつ

きものだという認識は持っておりますが、さら

に同じく、20年度の事業で工事・業務委託で不

調・不落となった件数はいかほどであったか、

お示しください。

○県土整備部長（山田康夫君） 応札者が一者

もいない入札不調につきましては、公共三部合

計で、建設工事で102件発生をし、業務委託では

発生いたしておりません。また、応札はあるが

落札者がいない不落につきましては、公共三部

の合計で、建設工事で57件、業務委託で７件発

生をいたしております。

○松田勝則議員 入札不調は、聞きますと、県
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土整備部がとりわけ多かったということです

が、その理由をどう分析されているか、お聞か

せください。

○県土整備部長（山田康夫君） 入札不調のお

尋ねでございます。県土整備部におきまして

は、主に昨年12月以降、1,000万円未満の小規模

な災害復旧工事や舗装工事を中心に発生をいた

しております。主な原因としましては、災害復

旧工事の発注が、一部の地区で12月に地元市の

発注と重なったことや、小規模な工事におきま

しては、建設業者が応札を敬遠する傾向にある

こと、増額補正したことにより、12月以降に舗

装工事が集中しまして、配置する技術者が不足

したことなどが考えられます。以上でございま

す。

○松田勝則議員 続いて、就業支援について商

工観光労働部長に伺います。

産業人材の確保・育成施策の一環として、研

究開発などの分野に特化した人材育成の取り組

みが進む中、20年度の新規事業である誘致企業

ＩＴ人材養成支援事業など、ＩＴに特化した事

業が３件あります。誘致企業への人材育成、特

に、約2,800万円の予算を組んで振興に当たった

コールセンター人材育成の取り組み内容及び成

果をお聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 誘致企業

への人材育成につきましては、コールセンター

を含むＩＴ関連企業への就職内定者を対象とし

た研修事業を実施しておりまして、20年度はコ

ールセンター１社の108名について研修を行い、

誘致企業の円滑な事業開始を支援したところで

ございます。また、コールセンターへの就職希

望者に特化した研修事業も実施しておりまし

て、20年度は３地区で計14回開催して、受講者

は400名でありました。このうち125名がコール

センター等に就職しております。

○松田勝則議員 受講者のうち約３分の１がコ

ールセンターへの就職がかなったということで

すね。企業誘致とあわせまして、何といっても

地場産業、また県内企業の育成支援も大きな課

題になりますが、新たに事業を起こそうという

動き、いわゆるベンチャー企業などに対して本

県の支援状況はどうであるのか、続けてお聞か

せください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県で

は、ベンチャー企業等が行う新商品開発や新分

野進出等に対する支援策を、県産業支援財団と

連携しながら実施しておるところでございま

す。平成20年度の主な実績としましては、総合

相談窓口に配置している専門性の高い７名のコ

ーディネーターが、977件の相談に対応し、アド

バイスを行ったほか、新規創業者向けのセミナ

ーを２地区で開催いたしました。また、産学官

共同研究グループが行う研究開発７件への支援

を行ったほか、新商品開発や販路開拓を支援す

る２つの基金を造成したところでございます。

さらに、ベンチャー企業等の資金調達を支援す

るため、県内のベンチャーファンドを通じて２

件の投資を行うなど、創業から事業化までの各

段階に応じた各種の支援を行ったところでござ

います。

○松田勝則議員 次に、警察本部長に伺いま

す。まさに本県に台風17号、18号が接近してお

ります。けさ、各出先に電話をしましたら、早

くもけさからそれぞれが宿直体制で今夜に当た

るということでありました。災害対策は各課で

体制をとっているということですけれども、警

察では、災害・テロ対策充実強化として、装備

機材や非常食の購入などに2,369万円余を充当し

ております。日々の災害に対する準備は心強い
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限りなんですが、テロ対策は我が宮崎県民には

なじまない事業でもあります。本県においてテ

ロはどのような想定のもとに取り組まれている

のか、機密事項も多いこととは存じますが、伺

います。

○警察本部長（鶴見雅男君） テロの現状と取

り組みということでございますけれども、世界

各地でイスラム教過激派による大規模無差別テ

ロが続発しております。日本もその標的として

名指しをされているということもありまして、

極めて厳しい情勢にあるという認識をしており

ます。警察といたしましては、全国警察を挙げ

ての問題でありまして、国際テロリストの入国

を阻止し、テロを未然に防止するために、入国

管理局等関係機関と連携した水際対策、関連情

報の入手に努めておりますほか、多数人が集ま

る空港、主要交通機関、そういったところや、

国民生活に重大な影響を及ぼすライフラインな

ど、関連施設の警戒を強化しているところであ

ります。災害・テロ対策につきましては、装備

資機材の充実を図りますとともに、部隊に対す

る実践的訓練の実施により技能の向上に努め、

災害・テロ警備に万全を期しているところでご

ざいます。

○松田勝則議員 ＤＶに関しましては割愛をさ

せていただきます。

最後の設問になります。県立病院の経営につ

いて病院局長に伺います。

過ぐる20年度は、医師不足問題に市民が一丸

となって取り組み、大難を乗り切った、そのよ

うな感想を持つ日南、延岡の各県立病院です

が、本県の県立病院は、今まさに経営形態を定

める岐路にあり、宮崎病院を含め、その動向は

県民の大きな関心を集めていることは言うまで

もありません。経営の安定化と地域医療の充実

を主眼に、病院局は日々大変な努力を重ねてお

られることに敬意を表しますが、さて、４月に

移転した富養園を合わせた県立４病院における

人件費はどのような状況か。医師、看護師、事

務職員、その他の職員の４つに分類して、医業

収益に対する人件費比率を伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 医業収益に対す

る人件費比率でございますが、全体では53.4％

となっておりまして、御指摘の職種別によりま

すと、医師が13.5％、看護師が31.1％、事務職

員が2.6％、その他の職員が6.2％というふうに

なっております。

○松田勝則議員 同じく分母となります県立病

院における診療科ごとの収益状況はどうなって

いるか、伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 診療収入の多い

診療科ごとに申し上げます。ベスト３で申し上

げたいと思いますが、まず多い順に、内科、外

科、整形外科の順となっております。また、少

ない診療科につきましては、これも３科申し上

げますと、少ない順に、麻酔科、放射線科、精

神科となっております。

○松田勝則議員 私の地元であります延岡病院

を見ますと、どうしても収益の少ない診療科か

ら次々に休診という形になっているような気が

しますが、そのようなことがないように努力を

いただきたいと思います。

最後になります。県立病院の医師不足の一因

として、延岡病院では過重労働が挙げられてい

ます。市民の協力で夜間救急患者も３割ほど減

少し、医療現場にもゆとりが出てきたと聞いて

おりますが、実際、医師や看護師の方々は十分

に休めているのか気になるところであります。

県立病院における医師、看護師の育児休暇の取

得率についてお伺いいたします。
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○病院局長（甲斐景早文君） 育児休業の取得

率の定義でございますが、出産または配偶者の

出産、この両方を合わせましたもののうちで、

育児休業を開始した者の占める割合を育児休業

取得率ということで申し上げますと、平成20年

度は、医師14名が育児休業取得の対象となりま

す。このうち１名が取得しておりまして、率に

しますと7.1％になろうかと思います。それか

ら、看護師につきましては、50名のうち43名が

取得しておりまして、取得率ということになり

ますと86.0％になります。

○松田勝則議員 以上申しまして、愛みやざき

の総括質疑を終わらせていただきます。ありが

とうございました。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従いまして、平成20年度の決算につい

て、公明党を代表し、総括質疑を行います。

山積する県政の諸課題の解決が期待される

中、平成20年度の予算は、東国原県政にとって

初の通年予算となりました。知事は、本県の厳

しい財政状況にかんがみ、行財政改革を推進し

つつ、本県が存在感のある自治体となることを

目指され、予算の編成執行に当たっては、優先

度が高く、また特色のある施策には積極的に取

り組むとして、「オンリーワンの宮崎を目指し

て～宮崎再生推進予算」と銘打ち、20年度予算

を編成し、執行されました。所期の目的が達成

されたか否か、以下、何点かについて知事並び

に関係部長、病院局長、教育長、警察本部長に

お尋ねをしてまいりたいと思います。

初めに、行財政改革について知事に伺いま

す。本県財政は大変厳しい状況であり、多額の

収支不足の圧縮を図る努力とともに、将来にわ

たって健全性が確保される財政構造へ転換しな

ければなりません。そのために県は、宮崎県行

財政改革大綱2007の財政改革プログラムを作成

し、実行しておられますが、20年度の成果と評

価について知事に伺います。

また、一方、改革には痛みが伴います。今回

の衆議院選の与党の敗北の一因に、三位一体の

改革を初めとしたさまざまな構造改革により、

労働のあり方の激変、都市と地方の格差、ま

た、持てる者と持たない者との間に大きな格差

が生じてしまったことが底流にあったと思われ

ます。県政においてはこのような格差は絶対に

つくってはなりません。県の進める行財政改革

は、果たして県民に大きな負担を強いることに

なっていないのか、県民生活に及ぼす影響につ

いて知事はどのように分析されておられるの

か、お尋ねをいたします。

次に、総務部長に２点お伺いをいたします。

平成20年度決算の本県の実質公債費比率は12.6

％で、早期健全化基準の25.0％を下回ってお

り、是正改善を要する事項、特に指摘すべき事

項はないとなっておりますが、実質公債費比

率12.6％というのは全国的に見てどのような位

置にあるのか、また、財政の健全度から見てど

のような状況と考えてよいのか、お尋ねをいた

します。

次に、将来負担比率についてお伺いをいたし

ます。本県の将来負担比率は、平成20年度決算

において194.3％で、早期健全化基準の400％を

下回っており、これも、是正改善を要する事

項、特に指摘すべき事項はないとなっておりま

す。そこでお尋ねをいたしますが、将来負担比

率194.3％は全国各県の中ではどういう位置にあ

り、また、この数値は、現状から見て、県民へ

の負担というものはどのような状況にあると見

ておられるのか、お尋ねをいたします。
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以上で壇上の質問を終わります。後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 財政改革プ

ログラムの成果等についてであります。本県の

財政は、自主財源の占める割合が低く、財政基

盤が脆弱な上に、地方交付税等の減少や社会保

障関係費の増大等により、引き続き大変厳しい

財政運営を強いられました。このため、平成20

年度の財政運営に当たりましては、宮崎県行財

政改革大綱2007の財政改革プログラムに基づ

き、歳出面において、義務的経費の圧縮や投資

的経費の縮減・重点化、事務事業の見直しの強

化等を図るとともに、歳入面において、ネーミ

ングライツの導入を初めとする収入の確保等に

取り組んだところであります。また、予算の執

行に当たりましても、年度を通じた計画的・効

率的な執行や、県税収入を初めとする自主財源

の積極的な確保、徹底した経費節減等に努めた

ところであります。しかしながら、このような

取り組みにもかかわらず、地方財政対策等の影

響や予想を上回る歳出の増加など、見直し目標

を設定した後の大きな状況変化によって収支不

足額は拡大しつつあり、今後とも県の財政状況

は予断を許さない状況にあると認識しておりま

す。

次に、行財政改革の影響についてでありま

す。行財政改革大綱2007の財政改革プログラム

におきましては、大幅な増加が見込めない歳入

に見合った歳出規模・構造とするため、人件費

や公債費など義務的経費を圧縮するほか、公共

事業を初めとする投資的経費を縮減・重点化す

るとともに、一般行政経費についてもゼロベー

スから徹底した見直しを行うなど、収支不足を

圧縮する対策を集中的に実施しているところで

あります。一方では、少子高齢化の進行等に伴

い、累増する社会保障関係経費について、効率

的かつ適切な措置に努めるとともに、本県が抱

える政策課題に的確に対応するため、選択と集

中の理念のもと、事務事業の見直しにより捻出

した財源を有効に活用して、新みやざき創造戦

略等に基づき、重点的に推進すべき新規・改善

事業等について積極的に取り組んでいるところ

であります。したがいまして、これまでの改革

の取り組みにより、歳出構成の割合は変化して

きているものと認識しておりますが、依然とし

て厳しい財政状況において、県民にとって必要

不可欠な行政サービスの水準を維持するために

は、財政改革プログラムに基づく取り組みを着

実に推進していくことが重要であると考えてお

ります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、実質公債費比率についてであります。

実質公債費比率は、公営企業の元利償還金に対

する繰出金等を含めました実質的な公債費の財

政規模に占める割合を示す指標でありまして、

当該年度を含む過去３年間の平均値で算出をい

たしますが、本県の平成20年度決算における実

質公債費比率は12.6％でございますけれども、

これは総務省発表の速報値によりますと、全国

平均の12.8％を下回っておりまして、数値の低

いほうから全国15位となっているところでござ

います。実質公債費比率につきましては、18％

以上になりますと、県債の発行に当たって総務

大臣の許可等の制限が生じますし、さらに25％

以上になりますと、財政健全化計画策定等の義

務が課されることとなります。本県の数値を見

ますと、直ちに起債許可団体となることなどは

想定できないところでございますが、今後とも

本県財政の健全性を確保していく観点から、財
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政改革プログラムの着実な取り組みにより、地

方税や地方交付税を初めとする一般財源の確保

とともに、歳出全般にわたる徹底した見直しを

行いまして、県債発行額の抑制に努める必要が

あるものと考えております。

次に、将来負担比率についてであります。こ

の将来負担比率は、一般会計や特別会計だけで

なく、公営企業、公社、さらには第三セクター

等を含めた、県として将来負担すべき負債総額

の財政規模に対する割合を示す指標でございま

すが、本県の将来負担比率194.3％は、これも総

務省の速報によりますと、数値の低いほうから

数えて８番目に位置しておりまして、全国平均

の219.3％と比較して25ポイント低い状況にござ

います。しかしながら、財政規模の約２倍の額

が県民の将来負担となり得るという状況は重い

事実でございまして、本県財政の健全性を確保

していく観点から、県債残高の圧縮や公社等の

経営の自立化と効率化など、財政改革プログラ

ム及び公社等改革指針に基づく取り組みを着実

に推進することが必要であると考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○長友安弘議員 今、財政改革等についてお尋

ねをしたわけでありますけれども、例えば投資

的経費の決算額で見てみますと、その年により

まして災害等ありますから、いろいろあるんで

すけれども、平成17年は投資的経費が1,897億

あったわけです。ところが、平成20年は1,135億

ということで、実にその差が498億円あるわけで

ございます。これがいかに建設事業を初めとし

た部門に多大な影響を与えているかということ

はよく考えていただかなくちゃいけない。ま

た、一般行政経費につきましても、20年度は、

国の施策、生活対策等が入りまして大変な膨ら

みを持ちました。したがって、行政の分野に

よってはゆとりを持てる、ゆとりを持てると

いったらおかしいですけれども、今までできな

かったことを少しでもやれるような余裕が生じ

たかもしれませんが、冷静に見ますと、平成17

年度1, 7 5 3億円であったものが平成19年度

は1,677億円ということで、これも76億円減って

いるんです。これが事務事業等の縮小にもつな

がっておりましょうし、あるいは人件費の削減

等にもつながっている。ひいては景気等にも影

響してきているというふうに思われます。した

がいまして、財政を健全に保つことは当然の責

務でございますけれども、同時に、改革の痛み

という部分、このことはくれぐれもよく考えて

いただいて県政の運営に当たっていただきた

い、こういうことを申し上げておきたいと思い

ます。

それでは次に、20年度の重点施策について関

係部長にお尋ねをしてまいりたいと思います。

重なる部分ははしょる部分もありますので、

それは申し上げたいと思いますが、初めに、中

山間地域・植栽未済地対策について伺います。

杉生産量日本一を誇る本県林業というのも、木

材価格の低迷によりまして生産意欲もそがれて

いる。一方、農業もまた、農地の集約というの

はなかなか困難を極めて、大規模農業というの

もままならずに、農林業を継ぐ後継者というの

は本当に限られ、地域では高齢化、過疎化が進

行し、中山間地域の荒廃等も大変懸念をされま

す。また、中には、集落の存続さえ危惧される

ところもあるという状況でございます。それゆ

えに、重点施策の一つとして中山間地域・植栽

未済地対策を上げられたと思うんです。中山間

地域対策として、個性と工夫で頑張る地域づく

り応援事業、中山間地域商業活性化支援事業等

実施をされたわけでありますけれども、どのよ
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うな成果を上げられたのか、また、どんな課題

が残ったのか、お尋ねをしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 個性と工夫で

頑張る地域づくり応援事業でありますが、これ

は、市町村と地域住民が一体となって進める個

性豊かな地域づくりを、３カ年を限度として支

援するものでありまして、20年度は11件を採択

したところであります。この中では、例えば綾

町におきます、照葉樹林ボランティアガイドな

どと連携した新たな滞在型ツアーの実施、日之

影町におきましては、神楽や歌舞伎などの伝統

芸能の後継者を育成する体制づくりに着手され

るなど、地域資源を生かした魅力ある取り組み

が進められたところでございます。活力ある地

域づくりのためには、このような取り組みが県

の支援終了後も持続していくことが重要でござ

いますので、継続的な住民参加や市町村との協

働を、今後ともより一層推進していくことが必

要であるというふうに思っております。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中山間地

域商業活性化支援事業についてでございます

が、中山間地域においては、住民の高齢化や人

口減少による個人商店の廃業等によりまして、

日用品の調達に不便を来しているところがござ

います。このため、商工会、行政、宅配事業者

などで構成する協議会を設置しまして、県内４

地域を対象にアンケート調査を実施しますとと

もに、生活用品等の宅配事業や簡単な家屋補修

など、日常生活に必要なサービスを提供する事

業につきまして、調査研究を行いました。この

結果、採算性や実施体制等について課題が明ら

かになったところでございます。

○長友安弘議員 次に、植栽未済地解消対策に

ついて取り上げておりましたけれども、植栽未

済地解消対策事業並びに植栽未済地抑制対策事

業、わが町のいきいき森林づくり推進事業、こ

れは省きます。

次に、同じく20年度の重点施策の中で、子育

て・医療対策について福祉保健部長にお尋ねを

いたします。本県の合計特殊出生率は、先ほど

から出ておりますように1.60となりました。全

国の1.37に比べますと高いと言えますけれど

も、合計特殊出生率が2.07以上ないと社会の活

力は保てないと言われておりますが、子育て支

援策の充実は本県にとっても喫緊の課題であり

ます。また、本県の医療の急がれる課題という

のは、医師不足の解消、特に産科・小児科医等

の不足の解消、救急医療体制の整備であり、ま

た県域全体の医療格差の是正を図ることであり

ます。そこで、初めに、重点施策の子育て・医

療対策について伺いますが、子育て対策につい

て、子育て支援乳幼児医療費助成事業、あるい

は安心してお産のできる体制推進事業等が進め

られましたけれども、具体的な成果と今後の課

題について伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、乳幼児

医療費助成事業についてであります。平成20年

度の助成実績は、件数では対前年度比38.2％増

の79万4,512件、金額では17.8％増の７億2,169

万1,000円となっております。このうち、昨年10

月から拡大しました３歳以上小学校入学前の入

院外医療費の助成につきましては、件数で19

万1,053件、金額で１億582万2,000円となってお

ります。この結果、子育て家庭の負担軽減が一

層図られたところであり、今後とも、事業の安

定的な運営に努めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、認可外保育施設安全対策事業に

つきましては、施設職員を対象に、県内３カ所

で救急救命法等の安全管理研修を行いますとと
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もに、10施設に対し、ガラス飛散防止等の整備

への助成を実施したところであります。この結

果、児童の安全・安心の向上が図られたものと

考えておりますが、今後とも施設職員の安全管

理意識のさらなる向上が必要でありますので、

引き続き啓発等を行ってまいりたいと存じま

す。

次に、安心してお産のできる体制推進事業に

ついてであります。本県におきましては、地域

分散型の周産期医療体制の整備により、安心し

てお産のできる体制の確保を図っております。

平成20年度は、ネットワークの中核となる県総

合周産期母子医療センターに宮崎大学医学部附

属病院を指定し、県立３病院を含め、地域の中

核となる７つの医療機関を地域周産期母子医療

センターに認定したところであります。今後と

も、連絡会議の開催や周産期保健医療ガイドラ

インの活用等により、関係機関相互の連携を一

層強化してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 医療対策についてであります

が、小児科専門医の育成確保事業は省きます。

へき地診療委託事業あるいは小児救急拠点病院

整備事業についての成果と課題について伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君) まず、へき地診

療委託事業につきましては、県医師会等の協力

を得ながら３つの事業を実施したところであり

ます。１つは、無医地区巡回診療委託事業で、

４市町村の７地区で84回実施し、605名が受診し

ております。また、無歯科医地区巡回診療委託

事業を１市１地区で27回実施し、167名が受診し

ております。さらに、最寄りの開業医等が僻地

診療所に出張して診療を行うへき地出張所診療

委託事業では、３市１町の７診療所で295回実施

し、2,455名が受診しております。いずれも僻地

医療を確保するための主要事業であり、引き続

き、効果的に事業を実施していくことが求めら

れていると考えております。

次に、小児救急拠点病院整備事業であります

が、これは小児科医の絶対数の不足を背景に、

県において３つのこども医療圏を設定し、広域

での小児医療体制の整備について検討する中

で、都城市郡医師会病院を県西部の拠点病院と

して位置づけ、その運営を支援したところであ

ります。今後の拠点病院の整備につきまして

は、各圏域における小児科医数の動向を見なが

ら、引き続き、県医師会や宮崎大学、地元市町

村等の関係機関との協議を行っていく必要があ

ると考えております。

○長友安弘議員 次に、同じく平成20年度の重

点施策の３つ目でございますが、建設産業対策

について商工観光労働部長に伺います。建設産

業対策の一つとして実施されました中小企業融

資制度貸付金建設産業等支援貸付の実績と課題

について伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 建設産業

等支援貸付は、厳しい経営状況にあります建設

産業などの中小企業者の資金繰りを支援するた

め、平成20年度に創設したものでございま

す。20年度の融資実績は、融資枠20億円に対し

まして23件の１億4,550万円にとどまりました

が、これは昨年10月末、国の資金繰り対策とし

て緊急保証制度が創設されたことに伴いまし

て、この制度と連動したセーフティネット貸付

に利用がシフトしたものと考えております。建

設産業など厳しい経営状況にある中小企業者に

対しましては、引き続き、関係機関と連携し、

金融面、経営面双方から総合的な支援を行う必

要があると考えております。

○長友安弘議員 今、重点施策につきまして
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は、成果と課題についてのみお伺いをいたしま

した。評価につきましては、政策評価が内部的

にも行われましたし、評価委員会による外部評

価もなされたということでお尋ねをいたしませ

んでした。その中で、進捗状況に関しては、

「すべての項目において、工程表どおり進んで

いる」というＡ評価が71％でございますので、

これは本当にいいほうではないかというふうに

思っております。しかしながら、成果に関しま

しては、24項目が「概ね順調に成果が上がって

いる」ということでありますけれども、30項目

が「一定の成果は上がっているが、努力を要す

る」、１項目が「十分な成果が上がっていると

は言えず、全体的にさらなる努力を要する」と

いうことで、53％以上が、努力を要するという

評価が出ました。このことにつきましては、今

後さらなる施策の成果が上がるように、評価が

上がるように頑張っていただきたいと思いま

す。

特に、Ｃという評価が与えられましたのを見

てみますと、生活保護世帯の生活力向上及びひ

とり親家庭の自立のための支援の強化というこ

とで、これもなかなか限度があろうかと思いま

すけれども、確かにさまざまな施策の中でそう

いう声が上がっているのも実態であります。生

活保護の申請をしたいという人がふえてまいり

ました。このあたりを十分に勘案しながら施策

を考えていただかなくてはいけないんじゃない

かというふうに思っております。

あと、２項目が、「現時点では、成果が上

がっているか判断できない又判断することは適

当でない」ということで、地域ぐるみで取り組

む治療から予防への医療に関する問題、さらに

また、被災者の生活を支援する災害時安心基

金、これは災害がないほどいいわけでありまし

て、その評価をどうするかというのは今後の話

になろうかと思いますけれども、いずれにしま

しても、さらなる成果が施策に対しては上がっ

ていくように努力をお願いしたいというふうに

思います。

次に、重点事業等について関係部長にお尋ね

をいたします。

「郷土の宝『宮崎人』づくり」戦略について

でありますけれども、これも３項目お願いして

おきましたが、２番目の中学校学級編制調査研

究事業は省きます。みやざき小中学校学力向上

推進事業、みやざきの教師力アップ事業、この

成果と今後の課題について教育長にお尋ねいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 初めに、みやざき小

中学校学力向上推進事業でありますが、この事

業は、児童生徒の学力等の状況を総合的かつき

め細かに把握・分析し、的確な学力向上対策に

生かすことを目的としておりまして、小学校５

年生と中学校２年生を対象とした学力意識調査

や、教員の指導力を高める授業研究会などを実

施したところであります。事業の成果といたし

ましては、各学校において、学力意識調査の結

果をもとにしながら、学力向上に向けた改善計

画書を作成したことにより、子供たちにとって

これまで以上に理解しやすい、いわゆるわかる

授業が展開されるようになってまいりました。

また、教員の指導力を高める授業研究会を県内

で52回開催したことによりまして、授業改善の

視点を明確にした工夫ある取り組みが進められ

たところであります。課題といたしましては、

活用する力を高めていくための取り組みを充実

させていくことであるととらえておりますの

で、国が行っております学力学習状況調査と関

連づけた分析を行いながら、今後とも学力向上
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に努めてまいりたいと考えております。

次に、みやざきの教師力アップ事業について

でありますが、この事業は、教師に求められる

授業力、幅広い社会性、マネジメント力の育成

を目指しまして、スーパーティーチャー制度の

推進等を内容として、平成19年度から実施して

いるものであります。成果といたしましては、

各学校における校内研修の活性化や、授業力リ

ーダー養成塾の開催、スーパーティーチャーに

よる授業公開を通して求められる授業力や専門

性が高まり、教師一人一人の指導力と資質の向

上につながっていると考えております。課題と

いたしましては、事業の成果を県内の教師に広

く普及していくことが必要であると考えており

ますので、今後とも、市町村教育委員会や各学

校との連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○長友安弘議員 次に、「成熟社会における豊

かな暮らし」戦略について１点だけお伺いをい

たします。「予防から終末期までのがん対策体

制整備事業」の成果と課題について、福祉保健

部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 予防から終末

期までのがん対策体制整備事業につきまして

は、平成20年度は、がん診療連携拠点病院の機

能強化や、がん診療に携わる医師を対象とした

緩和ケア研修会を実施するとともに、市町村の

がん検診情報等のブログを開設するなど、体制

の整備を図ったところであります。しかしなが

ら、がん検診の受診率が低いことや、在宅緩和

ケア体制の整備がおくれていることなどの課題

があり、今後とも、事業の着実な推進により、

これらの課題の解決を図ってまいりたいと考え

ております。

○長友安弘議員 次に、「『経済・交流』拡

大」戦略について、これも１点だけ伺います。

東アジア販路拡大戦略策定事業につきまして、

商工観光労働部長に成果と課題について伺いま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 東アジア

販路拡大戦略策定事業は、急速な経済発展を遂

げる東アジアへの県産品の一層の販路拡大を

図っていくための指針となります「みやざき県

産品東アジア販路拡大戦略」を策定したもので

ございます。この戦略では、富裕層が増加して

います中国や、輸出の障壁が比較的少ない香

港、シンガポール、台湾など、６カ所を重点国

・地域として定め、県産品の定番・定着化、県

内企業の輸出力の強化、輸出拡大の支援の３つ

の柱に基づきまして、総合的な取り組みを行っ

ていくこととしておりまして、平成20年度現

在、52社の本県の輸出者数を、平成25年度に

は70社にするという数値目標を設定したところ

でございます。今後は、この戦略に基づき、各

国の輸入規制や文化・商慣習の違いなどに十分

留意しながら、物産フェアや商談会の開催な

ど、それぞれの国・地域の実情に合った施策

を、関係団体と一体となって積極的に展開して

いく必要があると考えております。

○長友安弘議員 最近、漁業関係者から、漁業

に対する質問が少なくなったんじゃないかとい

うことがありまして、少し漁業の問題を農政水

産部長にお尋ねしたいと思います。まず１点目

は、地域漁業経営改革対策事業につきまして、

その成果と今後の課題についてお伺いしたいと

思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 地域漁業経営

改革対策事業でございますけれども、本事業

は、経営改善計画に基づく新技術の導入や経営

の多角化など、地域の漁業者グループが実施し
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ます経営安定に向けた新しい取り組みを支援す

るものでございます。初年度であります平成20

年度におきましては、３つのグループの計画を

認定し、コスト削減のための発光ダイオード集

魚灯や、漁獲物の鮮度を保持するための海水冷

却装置の導入などへの支援を行ったところでご

ざいます。今後は、策定された経営改善計画が

着実に実施されることが重要でございますの

で、十分なフォローアップを行いますととも

に、本県漁業が直面している厳しい経営環境を

踏まえまして、本事業の積極的な活用を促進し

てまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 もう一点伺いますが、近海物

の魚が非常に少なくなったということでありま

すけれども、さまざまな対策が考えられると思

います。豊かな日向灘創出プロジェクト事業に

ついて、成果と課題をお伺いしたいと思いま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 豊かな日向灘

創出プロジェクトでございますけれども、本事

業は、日向灘の沖合や沿岸域に生産力の高い漁

場を造成するため、魚のえさとなりますプラン

クトンなどを増加させるマウンド魚礁などの新

たな魚礁の整備について、適地選定などの基礎

調査に取り組んでいるものでございます。平

成20年度におきましては、沖合域のマウンド魚

礁の適地選定や、沿岸域におきます試験礁の設

置を行ったところでございます。今後は、引き

続き調査を実施しますとともに、この結果を踏

まえまして、国の事業を活用しまして、魚礁の

整備と生産力の高い漁場の整備に取り組んでま

いりたいと考えております。

○長友安弘議員 底びき網の漁業者との間では

話し合いがされたということでございますの

で、構造物をつくるときには、そのほかのそう

いう関係の方々とも調整を図っていただいて、

よろしくお願いしたいと思います。

次に、警察本部長にお伺いをしたいと思いま

す。最近、犯罪が大分抑制されたというお話は

伺っておりますけれども、地域の安全を守る街

頭活動強化事業につきまして、具体的な成果

と、今後の課題があればお伺いをしたいと思い

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 地域の安全を守

る街頭活動強化事業の平成20年度におきます主

な活動実績でございますけれども、まず、交番

相談員につきましては、12警察署の主要交番

に47名を配置いたしまして、地理教示や拾得・

遺失物、各種相談に対応いたしましたほか、平

成20年度からは、交番前の立ち番や子供見守り

活動等を実施するなどの運用強化を図っており

ます。また、警察安全相談員につきましては、

警察本部及び８警察署に18名を配置し、約4,500

件の相談に適切に対応しております。さらに、

スクールサポーターにつきましては、警察本部

及び都城、延岡の各警察署に計４名を配置いた

しまして、約150件の相談・助言、約1,500回の

学校訪問及びパトロール活動等、少年の非行防

止や犯罪防止活動を推進したところでございま

す。これらの対策を推進しました結果、刑法犯

認知件数、検挙件数ともに過去最悪を記録いた

しました平成14年と比較いたしますと、平成20

年は、認知件数が約6,600件、35％減少した一方

で、検挙率は約20％近く向上したということ

で、数値的には治安の回復が図られているとい

うふうに考えております。少年の非行問題に関

しましても、不良行為少年補導人員数が、ピー

クであった平成17年と比較いたしますと約5,000

人減少しているところであります。今後も引き

続き、地域住民の皆様と一体となって、犯罪の
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起こりにくい安全で安心なまちづくりに取り組

むほか、家庭、学校はもちろんのこと、地域ボ

ランティアの協力をいただきながら、子供の見

守り、社会全体での青少年の健全育成など、こ

ういったことに取り組んでいきたいというふう

に考えております。

○長友安弘議員 先ほどの重要施策のところで

外部評価のお話をさせていただきましたけれど

も、さまざまな施策を展開されて、課題をお聞

きいたしました。事業も、単年度で終わるも

の、継続的なもの、さまざまありまして、課題

のあるものないもの、あるかと思うんですけれ

ども、そういうものにつきましては、さらに県

民の目線に立って、成果が大いに上がるように

お願いしておきたいと思います。

最後に、監査意見書についてでありますけれ

ども、１点目は、平成20年度の歳入歳出決算意

見書によりますと、審査の結果、計数は正確で

あり、事務事業は所期の成果をおさめ、財産の

取得管理・処分並びに財務会計事務はおおむね

適正に執行されているとありました。その中

で、予算の執行について、随意契約並びに工事

等の変更契約について検討する必要があるとの

意見が付されておりました。ただ、このことに

つきましては、19年度の決算についても指摘が

あったわけですけれども、当局がかなり努力を

されまして改善が重ねられております。しかし

ながら、本年度もそういう意見が付されていた

ということで、先ほどちょっと出ましたけれど

も、農政水産部長にお伺いします。どういう事

例があったのか、また、その改善にどう取り組

んでいかれたのか、お尋ねをしたいと思いま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問の件に

つきましては、門川漁港及び土々呂漁港で実施

いたしました津波対策工事についてでありま

す。内容につきましては、当初の工事設計が十

分でなかったことから、変更契約による追加工

事を行っており、「留意を要する」といった御

指摘でございました。このため、現場条件を十

分に把握した上で、関係機関や設計コンサルタ

ントとの十分な調整を行いまして、複数人で設

計書の精査を徹底することにより、適切で円滑

な事業の執行が図られるよう改善を図ったとこ

ろでございます。以上であります。

○長友安弘議員 一層の改善が図られるように

お願いをしたいと思います。

最後に、宮崎県立病院事業会計の審査意見に

ついて病院局長にお尋ねをいたします。県立病

院会計は、平成９年度に赤字に転じて以降、累

積欠損金が増加しており、厳しい経営状況に

なっているとして、中期経営計画及び各病院の

実行計画を着実に実行するとともに、医師の確

保、費用削減への取り組み、診療報酬制度に的

確に対応した取り組み、医業未収金の回収及び

発生防止等に留意し、改善を図ってほしいとの

意見が付されておりました。その中で、後発医

薬品、これの採用についてはどのように取り組

んでいこうと思っておられるのか、お尋ねした

いと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 後発医薬品でご

ざいますけれども、経営上の効果が高いという

ふうに考えられることから、金額の高いもので

各病院における薬事委員会で院内の合意が得ら

れたもの等について、順次採用に向けた取り組

みを行っているところでございます。医薬品の

採用に当たりましては、薬効に関する科学的デ

ータの検証はもとより、メーカーの納入や情報

提供の体制等が重要となりますので、薬品ごと

にこれらの状況を確認しながら対応していると
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ころでございます。今後とも、安全で安心な医

療を提供することを最優先しながら、後発医薬

品の採用について着実な推進を図ってまいりた

いと、このように考えております。

○長友安弘議員 後は決算分科会のほうでさら

に論議をさせていただきたいと思います。

以上をもちまして総括質疑を終わります。

（拍手）

○井本英雄副議長 ここで休憩いたします。

午後３時16分休憩

午後３時30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、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 民主党県議

団を代表いたしまして総括質疑を行います。知

事を初め、各関係部長や病院局長、教育長にお

伺いいたしますので、答弁をよろしくお願い申

し上げます。

まず、財政運営について、知事にお伺いいた

します。

平成20年度の一般会計の歳入決算額は約5,784

億円、前年度比約220億円の増加、歳出決算額は

約5,712億円、前年度比約194億円の増となって

います。この結果、歳入歳出差し引き額である

形式収支は約72億円の黒字、これから翌年度に

繰り越すべき財源約48億円を差し引いた実質収

支は約23億円の黒字です。さらに、この実質収

支額から前年度の実質収支額約24億円を差し引

いた単年度収支は約１億円の赤字です。本県の

財政は、県税等の自主財源比率が低く、財政基

盤が脆弱な構造で課題を抱えており、今後、社

会保障関係費や公債費の増大等により財政状況

はさらに厳しさが増すことが予想されます。厳

しい本県の財政状況を踏まえ、将来にわたって

安心で健全性が確保される財政構造への転換に

向けて、行財政改革大綱2007の財政改革プログ

ラムの着実な実行が大きな課題です。義務的経

費の圧縮や投資的経費の縮減・重点化を図ると

ともに、一般行政経費について、ゼロベースか

らの徹底した見直しを行うこととされました。

知事はこの１年を振り返り、この平成20年度の

財政運営をどのように総括しているのか。ま

た、行財政改革大綱2007の進捗状況についてお

伺いをいたします。

また、知事のマニフェストを具体化するため

の宮崎県総合計画「新みやざき創造計画」の重

点施策について、平成20年度の取り組みを対象

とした政策評価委員会の評価の結果について、

知事にお伺いします。各重点項目の取り組みを

進捗と成果の観点から実施した評価です。全体

的な評価の進捗状況は、Ａ評価が40項目、Ｂ評

価が16項目、Ｃ評価はなし。成果に関しては、

評価の高いＡが24項目、一定の成果を評価する

Ｂが29項目、さらなる努力を要する評価のＣが

１項目、成果が判断できないが２項目です。経

済情勢が激変した中での評価でもありますが、

知事の所見をお伺いいたします。

以上、壇上からの質疑は終わります。残りの

質疑は質問席からとり行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

決算に対する評価についてであります。本県

の財政は、自主財源の占める割合が低く財政基

盤が脆弱な上に、地方交付税等の減少や社会保

障関係費の増大等により、引き続き大変厳しい

財政運営を強いられました。このため、平成20

年度の財政運営に当たりましては、宮崎県行財
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政改革大綱2007の財政改革プログラムに基づ

き、義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重

点化、事務事業の見直しの強化など行財政改革

の徹底を図る一方、選択と集中の理念のもと、

新みやざき創造戦略等に基づく重点施策の推進

に積極的に取り組みました。また、世界的な金

融危機の影響による深刻な本県経済情勢を踏ま

え取りまとめました「経済・雇用緊急対策」に

基づき、国に先駆けて補正予算を措置するな

ど、スピード感を持って取り組んだところであ

ります。さらに、予算の執行に当たりまして

も、本県の財政状況について職員一人一人が十

分認識し、年度を通じて計画的・効率的な執行

を図るとともに、県税収入を初めとする自主財

源の積極的な確保や徹底した経費節減に努めた

ところであります。このような取り組みの結

果、平成20年度は、全体としては厳しい財政状

況に対応した堅実な財政運営を図ることができ

たものと考えております。

次に、行財政改革の進捗状況等についてであ

ります。平成20年度における行財政改革につき

ましては、行財政改革大綱2007に基づき、簡素

で効率的な組織の見直しや適正な定員管理に取

り組むとともに、財政健全化に向けた取り組み

をさらに積極的に推進したところであります。

具体的には、８部体制を７部体制に見直し、総

職員数を91人純減したほか、財政面では、平

成21年度予算編成に当たり、一般財源ベース

で、投資的経費の縮減・重点化により約５億

円、事務事業や県単補助金の見直しにより約58

億円の収支改善を図ったところであり、全体と

してはおおむね順調に推移していると考えてお

ります。

政策評価の結果についてであります。政策評

価につきましては、平成20年度の取り組みを対

象として、新みやざき創造戦略を工程表どおり

実施できたかどうかを評価する進捗評価に加

え、今回は新たに、県民生活に及ぼした効果等

を評価する成果評価を行いました。その結果、

進捗については、おおむね順調との評価であり

ましたが、成果については、今後努力を要する

とされたものが過半数を占めるなど、全体とし

て厳しい評価でありました。私といたしまして

は、この評価結果を真摯に受けとめ、努力を要

するとされた項目については、その要因等の分

析を行った上で、今後の新たな施策・事業の検

討を行い、新みやざき創造戦略の一層の推進に

努めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○田口雄二議員 御答弁ありがとうございまし

た。

知事に再度お伺いいたします。政策評価の結

果につきましてですが、知事のマニフェストを

具体化するための宮崎県総合計画「新みやざき

創造計画」の評価でありますので、知事御自身

にとりましてのいろんな思い入れもあるかと思

いますが、力を注いだにもかかわらず、経済環

境の激変等により思いどおりに進捗しなかった

施策も当然あるかと思います。しかし逆に、知

事御自身と評価委員会の評価が異なっているも

の、評価に対して異を訴えたい、もう少し評価

をしてほしいと思うような主要施策があるかお

伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 政策評価につきまし

ては、まず、担当課及び総合政策課で内部評価

を行い、その評価結果を踏まえた上で評価委員

会の中で議論を重ね、最終的な評価結果を取り

まとめていただきました。この中で成果評価に

つきましては、成果があらわれるまでに時間が

かかるものがあることや、昨年来の厳しい経済

情勢の影響などにより、進捗に比べて厳しい評
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価になることはある程度予想していたところで

ありまして、内部評価と外部評価、そして私自

身の認識に大きな差はなかったものと考えてお

ります。私といたしましては、厳しい評価と

なった項目については、県の今後の取り組みに

対する期待のあらわれでもあると思いますの

で、その結果をしっかりと受けとめ、少しでも

成果が上げられるよう取り組んでいきたいと考

えておるところであります。

○田口雄二議員 ありがとうございました。知

事御自身の評価と政策評価委員会の評価には大

きな差はないものと確認することができまし

た。

次に、総務部長にお伺いをいたします。20年

度決算状況について、一般会計の歳出の義務的

経費は約2,562億円で、前年度に比べ公債費が約

８億円増となったものの、人件費が約46億円の

減となっています。行財政改革の進捗によるも

のなのか、この人件費の大きな減少の要因につ

いて、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘ございまし

たように、19年度と比較しまして人件費46億円

減少しておりますけれども、主なものといたし

ましては、一つは、退職者数が前年度より70名

程度減少したことに伴います退職手当の減によ

りまして約21億円、宮崎県行財政改革大綱2007

に基づく適正な定員管理や給与構造改革による

一般職給与水準の引き下げに伴います一般職の

給料の減によりまして約13億円、さらに、期末

勤勉手当等の職員手当の減によりまして約９億

円、こういったものでございます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。人件

費の減の要因は、退職者が70名ほど減少したと

いうことで約21億円の減、それと職員の給与と

手当の減の計22億円が主な要因とわかりまし

た。

再度伺いますけれども、約70名もの退職者が

減少したのはなぜか、たまたま前年度の退職者

が多かったのか、退職者の推移も含めて、総務

部長に再度お伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） これは、知事部

局、教育委員会、さらに警察本部を合わせた退

職者数でございますけれども、平成17年度か

ら19年度にかけまして、いわゆる団塊の世代の

影響もございまして増加をしてきたわけでござ

いますが、これが20年度は一たん減少したとい

うことでございまして、21年度の予定としては

またふえる見込み、そういった状況でございま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

それでは、再度、20年度決算状況についてお

伺いをいたします。投資的経費は約1,136億円

で、前年度に比べ、公共事業の減などにより普

通建設事業が約54億円の減、災害復旧事業費が

約52億円の減となっており、総額で前年度比8.6

％、約107億円の減となっています。官製談合事

件による入札制度の見直しにより一般競争入札

が導入されました。改革前の平成18年度と比較

すると落札率が下がっていると思いますが、平

成20年度の事業と比較した場合、落札率の低下

分はどの程度の総額になるのか、公共三部の各

部長にそれぞれお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部の

平成20年度の建設工事に係ります落札率は、平

成18年度に比べますと12.5ポイント低下してお

りまして、82.8％となっております。この低下

分を平成20年度建設工事の予定価格総額49億円

に乗じますと約６億円となります。以上です。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部の

平成20年度の建設工事に係る落札率は、平成18
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年度に比べまして9.2ポイント低下し、85.4％と

なってございます。この低下分を平成20年度の

農政水産部の建設工事の予定価格総額133億円に

乗じますと約12億円になります。

○県土整備部長（山田康夫君） 県土整備部の

平成20年度建設工事に係る落札率は、平成18年

度に比べまして8.9ポイント低下し、84.0％と

なっております。この低下分を平成20年度の県

土整備部の建設工事の予定価格総額485億円に乗

じますと約43億円になります。

○田口雄二議員 それぞれありがとうございま

した。単純に、公共三部の低下分の合計は約61

億円になると思います。この分新たな事業がで

きるということではありますが、減り続けてい

る投資的経費も前年比で107億円減少しておりま

すので、建設業の皆さんはやっぱり大変だと

思っております。状況をよく理解することがで

きました。

続きまして、医療・福祉行政についてお伺い

をいたします。

昨年も県内の各地域において、またしても医

師不足問題で明け暮れた１年でありました。特

に県立病院を見てみますと、日南病院の小児科

医２名、延岡病院の６名の医師の年度末の退職

問題等で、平成20年度も大揺れに揺れました。

地域の高度医療を一手に担う総合病院の危機

に、地域の皆さんは、地域医療の確保の強い思

いから、コンビニ受診を抑制し、また署名活動

を実施し、日南病院で約４万人、延岡病院で

約15万2,000人と、短期間に実に多くの署名を集

め、知事と宮大医学部長に届けさせていただき

ました。その切なる思いと関係各位の御尽力に

より、日南、延岡の両県立病院は、万全とは言

えませんが、どうにか体制を維持することがで

きるようになりました。改めて、平成20年度の

県立病院の医師確保対策と実績について、病院

局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、医師の確保は喫緊かつ最重要の課題で

ありまして、そのため平成20年度は医師の勤務

環境の改善や医師確保体制の強化に取り組んだ

ところでございます。具体的には、今お話にも

ございましたように、いわゆるコンビニ受診自

粛キャンペーンの取り組み等により、救急の外

来患者を県立病院全体で約３割減少させたほ

か、宿日直応援医師の派遣依頼を行うなど医師

の負担軽減に取り組むとともに、臨床研修医等

の確保に向けて報酬単価の大幅な処遇改善を

行ったところでございます。

また、各病院長が連携を強化いたしまして、

県立病院全体の視点に立って医師確保に関する

情報収集を行うとともに、宮崎大学医局を初め

各大学医局に対し医師の派遣を繰り返し強力に

要請したほか、本県出身の医師や臨床研修医へ

の個別の働きかけも積極的に行ってきたところ

でございます。その結果、本年４月現在、県立

病院全体で、今お話にございましたように診療

科による偏在等もありますけれども、昨年４月

に比べまして４名増の173名を確保したところで

ございます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。延岡

病院はここ数年、例年のように、年度末になり

ますと医師の退職問題が発生しております。こ

れから先がちょっとまた心配ではありますけれ

ども、引き続き医師確保対策には全力を尽くし

ていただきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。

同じく、本県の医師不足対策と実績について

お伺いをいたします。本県が医師不足といって

も、県全体では医師が減っているわけではあり
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ません。逆に増加いたしております。平成18年

の12月末で2,557人、平成８年時と比較してもこ

の10年で363人、約16％も増加しています。現在

の都城北諸県郡医療圏の医師数の357人以上増加

しているということになります。人口10万人当

たりの医師数にしても、全国平均を上回る222.7

人、全国で22番目です。しかし、小児科や僻地

における医師不足、宮崎市周辺地域に医療資源

が集中し、医療格差が増大する一方です。本県

の医師不足対策と課題、そして実績について、

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） 御指摘があり

ましたように、医師不足や医師の地域的な偏在

が、僻地医療や救急医療など地域医療提供体制

の確保に深刻な影響を及ぼしておりますことか

ら、平成20年度も医師確保に重点的に取り組ん

だところであります。具体的には、僻地におけ

る医師確保を図るため、自治医科大学卒業医師

等11名を７市町村に派遣するとともに、医師派

遣システムで新たに１名の医師を採用しており

ます。また、僻地はもとより、救命救急科等特

定診療科の医師を確保するため、９名の医学生

に新たに修学資金の貸与を行っております。さ

らに、特に不足している小児科医の確保を図る

ため、昨年度、専門医研修資金貸与制度を創設

し、６名に貸与を行ったところであります。こ

のほか、公立病院等の求人情報を全国に発信す

るなど、市町村と一体となった取り組みや臨床

研修医を確保する取り組みなども行ったところ

であります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。先ほ

ども申し上げましたように、県全体では10年で

医師が363人増加しております。これで医師不足

になるわけですから、医師の適正配置ができな

いものか、本当にやり切れない思いがいたして

おります。県レベルではどうしようもありませ

んが、先進国で行われているような地域ごとの

定員枠などが設けられないか、新政権に期待を

したいと思っております。

次に、本県の医師不足の要因の一つに、本県

に医学部が宮崎大学１校しかなく、またその宮

崎大学医学部に本県出身者が少ないことがネッ

クになっていました。本県出身者をいかにふや

すかが医師不足対策の一つで、県は平成18年度

から地域枠を設定いたしました。平成20年度の

宮崎大学医学部に入学しました本県出身者数と

全体に占める比率について、地域枠の入学実績

とあわせて、福祉保健部長に再度お伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度の

宮崎大学医学部における入学者総数は100名で、

このうち本県出身者は26名、全体の26％となっ

ており、この26名のうち地域枠による入学者数

は10名となっております。なお、地域枠が設定

される前の平成17年度の実績と比較しますと、

平成17年度は入学者総数100名に対し本県出身者

は16名でありましたので、本県出身者の割合は

着実に高まっているものと考えております。

○田口雄二議員 本県出身者の比率がかなり上

がってきていることは心強い限りです。ただ医

療現場で活躍するにはまだまだ時間を要しま

す。さらなる医師不足対策には力を入れていた

だきたいと思っております。

続きまして、景気・雇用対策について、商工

観光労働部長にお伺いをいたします。

一昨日は、太陽電池製造の昭和シェルソーラ

ーが国富町の日立プラズマディスプレイの宮崎

工場を買収して第３工場の誘致企業認定、立地

調印式がとり行われたといううれしいニュース

がありました。経済状況が大変厳しいときに世
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界最大級の工場ができることは、本県にとりま

して大変明るい話題です。その企業誘致につい

てお伺いをいたします。

平成20年度後半は、リーマンショックにより

世界同時不況に陥り、景気状況が大幅に悪化

し、日向市の細島に進出予定である中国木材な

どのように進出を一時的に保留する企業や、完

全に白紙に戻した企業もあるかもしれません。

先ほどの知事に伺いました新みやざき創造計画

の重点施策の評価では、「戦略的企業誘致活動

の推進」の重点項目は、進捗、成果ともにＢ評

価と厳しいものでありました。平成20年度の誘

致企業の件数は前年より３件増加して25件、最

終雇用予定数が前年より65人増の1,239人とお聞

きしています。誘致企業の25社の内訳につい

て、業種別、地区別等の状況や特徴をお伺いさ

せていただきます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 25件の業

種別につきましては、製造業が18件、情報サー

ビス業が５件、流通関連業が２件となっており

ます。地区別では、県央地区が12件、県西地区

が８件、県北地区が３件、西都・児湯地区が２

件となっております。また、県外からの新規立

地が８件、既に誘致した企業の増設や地場企業

の増設による立地が17件となっております。特

徴といたしましては、昨年夏ごろまでは、精密

機械関係製造業、自動車部品関係の製造業、そ

して雇用効果の大きなコールセンター等の立地

がありましたが、経済に陰りの見え始めた秋以

降は、食品関係や木材加工関係など地域資源を

活用した製造業の立地が多くなっております。

〔「県北が少ないぞ」と呼ぶ者あり〕

○田口雄二議員 ありがとうございます。今話

にもありましたが、ちょっと県北が少ないなと

いう思いもいたしております。

ただ、高校生なんかも県内に就職したいとい

う方が非常に多いわけですが、実際、就職口が

なく、県内にとどまることができずに県外に

行っている方も非常に多いということもありま

すので、さらに企業誘致には努力していただき

たいと、そのように思っております。

次に、農林水産業者と商工業者がそれぞれの

有する経営資源を持ち寄り、新商品や新サービ

スの開発等に取り組むのが農商工連携ですが、

各種助成を行う「みやざき農商工連携応援ファ

ンド」の概要と助成対象事業の具体例につい

て、また、21年度からの運用に向けて企業や農

林水産業者への周知等の取り組みについて、再

度、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） ファンド

事業は、県や県内金融機関の融資によりまして

県産業支援財団に総額25億2,000万円の基金を造

成し、その運用益を財源としまして県内の農林

漁業者と中小企業者の連携体が取り組む事業等

に対しまして支援を行うものでございます。対

象となる事業は、本県の農林水産物を原料とし

た加工食品などの新商品・新サービスの開発や

販路開拓の取り組みのほか、中小企業が有する

技術を生かしました農林水産物の生産や加工に

必要な機械、生産システム等の開発等でござい

ます。また、ファンドの運用等の周知につきま

しては、昨年度、農林漁業団体や商工業団体

等26機関の参加による「農商工連携推進ネット

ワーク会議」等を設置しまして、これらを通じ

て関係機関や末端組織への周知を図ったところ

でございます。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

次に、県立産業技術専門校についてお伺いを

いたします。平成15年４月に、21世紀にふさわ

しい職業能力開発の中核的施設として開校され
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ました。確かな技能を身につけられる専門校と

して貴重な人材育成の場となっています。西都

市と高鍋町に設置されていますが、それぞれ

の20年度の在校生の実情と修了生の状況につい

て、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） まず、西

都市にあります本校につきましては、高校卒業

者等を対象に幅広い分野のニーズに対応できる

中核的技能者を育成しております。県外からの

入校生１名を含む76名が入校し、在校生は139名

となっております。修了生は、女子３名を含

む62名、平均年齢は20.7歳となっております。

１人平均12の資格を取得しまして、県内40名、

県外21名、計61名が就職しているところでござ

います。

次に、高鍋校は、中学校卒業者や知的障がい

者等を対象に若年技能者の育成に努めておりま

す。在校生が28名、全員県内出身者となってお

ります。修了生は、女子３名を含む20名、平均

年齢は17.4歳となっておりまして、このうち18

名が就職し、全員が県内への就職となっており

ます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。かな

り厳しい経済環境の中で非常に高い就職率だと

思っております。特に２年間の履修期間で１人

で平均12の資格を取得するというふうにお聞き

しましたが、これは目的意識をはっきりと持っ

て取り組んでいるからではないかと思っており

ます。今後も貴重な人材育成の場として可能性

をしっかりと引き出せる指導をお願いしたいと

思っております。

それと、高鍋校には、非常にうれしいことに

知的障がい者を対象にした販売実務科があるよ

うですが、知的障がい者の在校生の状況を、再

度、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） 知的障が

い者の訓練を行う販売実務科の在校生は８名で

ございまして、そのうち６名が県内に就職して

いるところでございます。以上でございます。

○田口雄二議員 ありがとうございました。障

がい者雇用の面からも非常にありがたい専門校

だと思っておりますので、さらなる充実を図っ

ていただくように、よろしくお願い申し上げま

す。

次に、道路行政についてお伺いします。

本県の長年にわたる大きな課題である道路整

備についてお伺いをいたします。公共交通網の

極めて少ない本県においては、道路交通に依存

する度合いが極めて高いにもかかわらず、午前

中の外山議員の答弁にありましたように、高速

道路の供用率、国道、県道の改良率も九州最下

位と、道路事情は非常に厳しい状況です。今回

私は、総選挙の関連で、広い宮崎２区の中山間

地を初め、ふだん余り走らないところも走り回

り、さらに道路事情がよくわかりました。結

構、思っていた以上に幹線は以前に比べるとい

い道路になってきているんですが、いざ枝葉の

道路に入ると離合するのも困難なところの連続

でした。道路整備のおくれ、改良の必要性をま

さに感じることとなりました。そこで、平成20

年度はどのような点に力を入れて道路整備を

行ってきたのか、またどのような成果があった

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） 道路整備につ

いてであります。本県の道路整備につきまして

は、東九州自動車道を初めとする高速道路やイ

ンターチェンジのアクセス道路としまして、国

道218号北方延岡道路の延岡市北方から舞野間約

６キロメートルの完成供用にあわせ北方インタ

ー線の供用を行ったところであります。また、
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都市部の渋滞対策としまして、宮崎市の国道269

号加納工区や日向市の県道土々呂日向線平岩工

区を整備するなど、合わせて12路線12工区を完

成供用しまして、部分供用を含めまして約15キ

ロメートルを供用したところであります。さら

に、災害時の孤立化解消を図り、救急医療施設

へつながる生命線道路としまして、延岡市の県

道樫原細見線の黒仁田工区など、新たに11路

線13工区の整備に着手をしております。

○田口雄二議員 それでは次に、災害対策につ

いてお伺いいたします。

本年はもう台風は来ないと安心していました

ら、それをあざ笑うかのように、今まさに台風

が接近してまいりました。大きな被害が出ない

ことを願うばかりです。

平成17年９月の台風14号の未曾有の洪水被害

を受けた大淀川、五ヶ瀬川流域に対し、河川激

甚災害対策特別緊急事業、通称激特事業が採択

されました。河川の掘削、築堤、護岸、ポンプ

設置による内水対策といった河川改修などによ

る整備がおおむね５カ年をめどに行われ、同規

模の洪水が発生しても床上浸水などの被害を軽

減するものです。私は県議会一般質問で、激特

事業で建設されていた延岡市の排水ポンプを請

け負った建設会社が２度にわたり倒産し、完成

が大幅におくれた件で何度か質問させていただ

きました。その排水ポンプも無事、台風シーズ

ン直前の昨年の９月１日に、完成ではありませ

んが、緊急時に手動でポンプを動かしていただ

けることになりまして、事なきを得ました。幸

い、その後台風の襲来はありませんでしたが、

この機転のきいた対応に地元の皆さんも大変喜

んでいました。心からお礼を申し上げます。

激特事業は、一部を除き、基本的には平成21

年度までの事業期間ですが、平成20年度までの

進捗状況について、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） いわゆる激特

事業についてでございます。まず、大淀川につ

きましては、平成20年度までに国において、本

川の河道掘削や、宮崎市瓜生野地区外４地区で

築堤が完成しております。また県では、支川大

谷川の金竹川樋門の改築や飯田川の排水ポンプ

が完成したところであります。また、支川瓜田

川等において、河道拡幅、橋梁かけかえ等の工

事を行ったところであります。

次に、五ヶ瀬川につきましては、平成20年度

までに国において、大瀬川との洪水の流れを分

離する隔流堤を760メートルのうち500メートル

を、さらに大瀬川の河道掘削を完成しておりま

す。また県におきましては、蛇谷川の排水ポン

プが完了したところでありまして、さらに、国

から受託して整備をしている安賀多橋につきま

しては、平成20年度は、旧橋を撤去しながら、

６基の下部工のうち３基の建設に着手しており

ます。平成20年度末の事業全体の進捗状況につ

きましては、事業費ベースで大淀川が約76％、

五ヶ瀬川が約80％となっております。

○田口雄二議員 最後の質疑になりますが、教

育行政について教育長にお伺いをいたします。

県内のすぐれた指導力を有する教師の活用な

どにより、県立高校教師の指導力向上を図り、

本県の高校生の学力向上を目指す「高校生の学

力向上支援事業」の取り組みと成果について、

教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 「高校生の学力向上

支援事業」は、県立高校教員の指導力向上を図

ることによりまして、本県高校生の学力の向上

を目指すもので、３つの事業から成っておりま

す。１点目は、教科指導力向上支援教員の任命
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と指導力向上研修会の開催であります。すぐれ

た指導力を有する教員54名を教科指導力向上支

援教員に任命し、授業公開や授業研修会を行

い、延べ318名の教員が参加いたしました。２点

目は、問題作成力アップ研修会の開催でありま

す。教員のテスト問題作成や教材作成の能力を

高めるため、外部講師を招聘し教科別の研修会

を行い、114名の教員が参加いたしました。３点

目は、普通科高校サマーセミナーであります。

教科指導力向上支援教員を講師として、大学進

学を希望する高校３年生を対象に、進路希望別

に９つの講座を設け、３日間の合同学習会を開

催し、私立高校生34名を含む580名の高校生が参

加いたしました。

事業実施後のアンケートによりますと、研修

会に参加した教員の98.4％が「授業改善に活用

できる」と答え、合同学習会に参加した高校生

では、その95.5％が「参加してよかった」と答

えております。教員にとりましては自分の授業

を見直す機会となり、生徒にとっては、同じ目

標を持つ他校の生徒の刺激を受け、目標達成へ

の意欲を高める契機となるなど、一定の成果が

上がっていると考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。サマ

ーセミナーとは、夏季講習の延長線上ぐらいに

私は思っていたんですが、進路希望先の東大や

九大、あるいは医学部などの具体的な大学名や

学部を挙げて、そこに進路希望先が同じ私立校

生も入れて実施すると、今回の件で教育委員会

の皆さんとのやりとりの中で聞くことができま

した。まるで塾や予備校がやっているような取

り組みで、意識を高めながら目標に向かって生

徒同士が競い合う、また参加した先生同士も感

化され相乗効果が出るのではないかと、想像し

ていた以上に踏み込んだ取り組みであると私は

思いました。

それぞれに丁寧な答弁をいただきまして、あ

りがとうございました。

最後になりますが、台風18号の被害が最小限

にとどまることを祈りつつ、これをもちまして

私の総括質疑を終了いたします。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、濵砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

県民の会の濵砂守でございます。

本日、10月７日は、グレゴリオ暦で年始か

ら280日（うるう年では281日）目になります。

年末まであと85日、まさに光陰矢のごとし、日

々大事に生きたいものであります。お疲れで

しょうが、もうしばらく御辛抱賜りたいと思い

ます。

さて、前回私が総括質疑をさせていただいた

のは、平成18年11月定例会の11月18日、ちょう

ど、本県土木行政のトップである土木部長など

幹部職員３名が、官製談合事件、公共事業発注

に関する競売入札妨害の容疑で逮捕された２日

後のことでありました。それから13日後の12月

１日、このことにより本県議会が安藤忠恕前知

事の不信任決議案を可決、安藤前知事は一たん

は、議会を解散させず、みずからも辞職しない

という方針を表明されました。しかしながら、

その３日後の12月４日、一転して辞職の意思を

表明され、任期途中において安藤前知事が辞職

されたのは、いまだ記憶に新しいところでござ

います。

その後、翌年の平成19年１月21日、安藤前知

事の辞職に伴う出直し知事選で東国原英夫知事

が初当選をされました。早いもので、東国原知

事就任から３年が経過しようとしております。

議場の顔ぶれもかなり変わってまいりました。
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今ではすっかり東国原県政が定着してまいりま

したが、知事が就任した直後の平成18年度決算

は、官製談合事件からの出発で決算不認定、翌

年の平成19年度決算は、裏金、預け等不適正な

事務処理問題で決算不認定、２年続けて不名誉

な結果となっております。平成20年度決算こそ

は、しっかりと議会の認定を受け、県民の信頼

を回復していただきたいと願うものでありま

す。

それでは、議案第28号「平成20年度歳入歳出

決算の認定について」、議案第31号、第32号、

公営企業会計決算の認定についてに対し、自由

民主党県民の会を代表して総括質疑を行いま

す。

初めに、平成20年度決算についてでありま

す。

県では、第２期の「新たな財政改革推進計

画」に基づき、予算の効率的・重点的な配分を

基本としつつも、大規模な基金の取り崩しをせ

ざるを得ないなど、大変厳しい財政運営が行わ

れていると考えますが、昨年度は５億5,800万円

余の黒字であるにもかかわらず、平成20年度の

単年度収支は１億900万円余の赤字となっており

ます。単純な比較はできないものと思います

が、歳入の確保、歳出の削減といった努力をし

てもなお赤字であることについてどのように分

析しておられるのか、知事にお伺いをいたしま

す。

次に、平成20年度の３つの重点施策のうち、

建設産業対策についてお伺いいたします。建設

業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況ではあ

りますが、地域経済と雇用を支える重要な産業

であることから、技術と経営にすぐれた業者が

伸びていける環境づくりや新分野進出に対する

支援策として、平成20年度から22年度までの事

業で建設産業育成総合対策事業を策定し、１

億8,600万円余が予算化されております。その内

容は、経営基盤の強化支援、地域企業としての

建設産業の育成、不良不適格業者排除のための

総合的な対策の確立であります。県土整備部長

にお伺いいたします。事業の効果があれば建設

業の倒産も底をつくはずでありますが、なかな

か下げどまりにならないようであります。それ

ぞれ事業の成果はどうだったのかお伺いをいた

します。

次に、一般競争入札の拡大により、だれでも

入札に参加できることになり、経営力のない業

者が応札した結果、倒産などにより工事がと

まったりした例があると聞きます。実態につい

てお伺いいたします。

また、不良不適格業者排除のため、施工体制

監視チームが平成19年度より設置されていま

す。平成20年度の実績についてお伺いをいたし

ます。

次に、年度末における財産の状況について、

２点伺います。まず、物品であります。物品に

ついては、自動車類及び取得価格100万円以上の

備品現状が報告されております。区分に「机・

椅子類」という項目があり、平成20年度末現在

で登録数は46であり、平成20年度中に１点減少

しております。取得価格100万円ということで、

机・いす類でそのような高額なものがあるかと

若干不思議でありますが、机・いす類には具体

的にどのようなものがあるのか。また、昨年減

少している備品については何なのか、総務部長

に伺います。

２点目は、債権であります。債権のほとんど

が貸付金であり、その総額は平成20年度末で437

億円余が計上されております。内訳は、林業公

社貸付金元利合計229億1,900万円余を筆頭に、
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順に、市町村振興基金64億円、育英資金貸付

金50億円などになっております。基本的には貸

付金は償還されるものと考えておりますが、仮

に償還されないとなると県財政に大きな打撃と

なるわけであります。そこで、債権総額の約半

分を占める林業公社貸付金元利金について回収

が困難となるようなことはないのか、環境森林

部長にお伺いいたします。

次に、１月補正についてであります。リーマ

ンショックに端を発した世界的な不況のあおり

を受け、国はもとより各県においても緊急の経

済対策が行われ、本県におきましても、昨年１

月補正に引き続き、本年度当初予算、６月補

正、６月追加補正、９月補正とたび重なる対策

が講じられたところであります。これらはいず

れも緊急対策であり、即時の効果が期待される

ところでありますが、１月補正の効果はどう

だったのか、繰り越しの状況も含めて知事に伺

います。

次に、使用料・手数料についてであります。

決算額については103億円余で、歳入に占める割

合は1.8％とさほど大きくはありませんが、県税

等と異なり、施設の使用や許可等に当たって徴

収されるものであり、徴収漏れが発生するケー

スはそれほど多くなく、逆に徴収漏れがあって

はならない歳入であると思います。今回の使用

料及び手数料の収入未済額が2,600万円余あり、

そのほとんどは公営住宅使用料であります。徴

収対策の取り組み状況について、県土整備部長

にお伺いをいたします。

次に、交通基盤整備事業について伺います。

地域自立・活性化交付金事業における道路整

備についてであります。この事業は、主要観光

地へのアクセス道路の整備を行い、地域資源を

生かした観光振興活動に寄与するというもので

あります。県土整備部長に伺います。事業費

は21億1,000万円、事業期間は平成20年度から22

年度まででありますが、平成20年度に実施した

事業内容、件数、箇所等についてお伺いをいた

します。

次に、道路関連であります。主要観光地への

アクセス道路も必要でありますが、公共交通手

段の少ない中山間地域こそ道路網の整備は必要

であります。平成20年度の中山間地域の道路整

備はどうであったのかお伺いをいたします。

今後、中山間地域、特に過疎・高齢化の進む

山間僻地の道路整備がどうなるか不安でありま

す。今後の中山間地域の道路整備についてどの

ような見解をお持ちなのかお伺いをいたしま

す。

次に、特別会計決算についてであります。本

県には13の特別会計がありますので、そのうち

幾つかについて質疑をいたします。

初めに、小規模企業者等設備導入資金特別会

計についてであります。歳入歳出予算現額５

億7,400万円余に対し調定額27億円余で、約４倍

以上でありますが、収入率が425.9％であり、収

入済み額についても24億円余となっておりま

す。この予算現額と調定額との差が何であるの

か。また、収入未済額が２億9,000万円余と前年

度に比べ増加しており、未済額の圧縮が課題で

あると考えますが、どのように取り組んでこら

れたのか、あわせて商工観光労働部長にお伺い

をいたします。

次に、農業改良資金特別会計であります。決

算状況を見てみますと、貸付金の収入未済額が

１億300万円余となり、前年度に比べ623万円余

増加しております。厳しい経済状況等も収入未

済額の増加に影響しているものと思われます

が、収入未済額に対するこれまでの取り組みに
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ついて、農政水産部長にお伺いをいたします。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計についてで

あります。本特別会計は、収入済み額１億8,900

万円余のうち繰越金が１億4,700万円余と多額に

なっておりますが、資金の効果的な活用につい

てどのように考えているのか。また、歳出につ

いても、予算現額１億8,700万円余に対し支出済

み額が1,400万円余となっており、執行率が7.9

％と低調であります。その原因について、農政

水産部長にお伺いをいたします。

次に、山林基本財産特別会計及び拡大造林事

業特別会計についてであります。これらはいず

れも県営林事業の円滑な運営を図るために設置

されているものであります。地方公営企業等金

融機構からの借入金残高が両会計合わせて約25

億円にも上っており、諸経費の節減と、より効

率的な運営が望まれますが、20年度中の取り組

み内容について、環境森林部長にお伺いをいた

します。

次に、林業改善資金特別会計についてであり

ます。木材価格が長期間にわたり低迷を続ける

など、林業経営を取り巻く環境には大変厳しい

ものがあります。この資金は林業従事者への支

援の大きな柱でありますが、収入済み額４

億5,700万円余のうち、主なものは繰越金の３

億3,700万円余及び農林水産業貸付金元利収入１

億1,400万円余となっております。予算現額に対

して収入済み額は２億円余の増となっているに

もかかわらず、収入未済額1,500万円余のほとん

どが過年度収入となっております。林業・木材

産業改善資金貸付金の利用状況及び収入未済額

の状況について、環境森林部長に伺います。

最後に、母子寡婦福祉資金特別会計について

であります。調定額に対する収入率は74.7％、

収入未済額は２億1,800万円余に上っておりま

す。前年度に比べ439万円の増となっております

が、その内容と20年度中の回収への取り組みに

ついて、福祉保健部長に伺います。

また、それぞれの特別会計における債権保全

方法についても、あわせてお答えをいただきた

いと思います。

次に、議案第31号、宮崎県地域振興事業会計

決算の中で、一ツ瀬川県民スポーツレクリエー

ション施設について伺います。この河川敷ゴル

フコースは平成２年11月１日から営業を開始し

ておりますが、河川敷ならではのフラットなレ

イアウトに加えて低料金でもあり、高齢者や女

性の利用者もふえていると聞いております。し

かし、年間の延べ利用客を見ますと、20年度で

は３万7,971人と、目標の３万7,000人は上回っ

たものの、18年度、19年度ともに維持してきた

３万8,000人台後半を割り込んでしまいました。

対前年比では事業収益で227万8,000円の減、事

業費で87万6,000円の減、結果、収支が140

万2,000円の減となっております。目的である、

県民の健康増進や生きがいづくりに寄与するた

めにも、利用者数をふやす工夫が欲しいもので

あります。そこで、企業局長にお伺いをいたし

ます。利用者をふやす取り組みとして、これま

でどのような方策をとってこられたのか。ま

た、今後さらなるサービスの改善についてはど

のようにお考えになられておるか、お伺いをい

たします。

次に、議案第32号、宮崎県立病院事業会計決

算についてお伺いをいたします。県立４病院合

計の20年度事業収益は259億6,700万円で、前年

度比10億2,700万円の減、事業費用は268億3,600

万円で、前年度比８億2,500万円余の減となって

おります。結果、収支が２億200万円の悪化と

なっております。大幅な費用の減額があるた
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め、赤字は拡大してはいないものの、費用の削

減の努力だけではおのずと限界があります。事

業収益の拡大を図らない限り、黒字化の目標達

成は困難ではないかと思われます。

病院局長にお伺いをいたします。まず、収益

確保策として、新たな施設基準の取得はどのよ

うなものがあり、どれくらいの効果があったの

か。今後の施設基準取得の見込みについてもあ

わせお伺いをいたします。

また、経費削減対策として診療材料調達の委

託料や薬剤の共同購入等の取り組みが図られて

おりますが、それぞれどのくらいの効果が上

がっているのか。また、今後の改善策について

はどのようなことを検証されているのかお伺い

をいたしまして、壇上からの質疑を終わりま

す。後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

単年度収支についてであります。単年度収支

は、当該年度の決算による実質収支から前年度

の実質収支を差し引いた額でありますが、実質

収支には前年度までの収支の累積が含まれるこ

とから、当該年度だけの収支を把握する場合に

利用する数値であります。平成20年度の財政運

営に当たりましては、宮崎県行財政改革大

綱2007の財政改革プログラムに基づく行財政改

革の徹底を図る一方、選択と集中の理念のも

と、新みやざき創造戦略に基づく重点施策の推

進に積極的に取り組むとともに、世界的な金融

危機の影響による深刻な本県経済情勢を踏まえ

取りまとめました「経済・雇用緊急対策」に基

づき、国に先駆けて補正予算を措置するなど、

スピード感を持って取り組んだところでありま

す。

御指摘のように、平成20年度の単年度収支は

マイナスとなっておりますが、これは平成19年

度の実質収支、いわゆる剰余金を平成20年度に

おける積極的な施策推進のための財源として活

用した結果であると考えているところでありま

す。また、平成19年度の実質収支が大きかった

ことも、平成20年度との差し引きにおいて影響

しているものと考えております。

続きまして、平成20年度１月補正予算につい

てであります。本県におきましては、昨年末

の12月26日に「経済・雇用緊急対策」を策定

し、それに伴い緊急を要する対応として、１月

に臨時議会をお願いし64億2,000万円余の補正予

算を議決いただいたものであります。この補正

予算においては、経済対策として、中小企業融

資制度のセーフティネット貸付融資枠拡大に15

億円、県民生活に直結する公共事業等による県

内経済への波及を図る対策として39億8,000万円

余、公共事業以外では、木材流通設備等の整備

等に６億7,000万円余、雇用創出につながる産業

振興のための対策として１億8,000万円余、雇用

対策として介護職等への就職支援など8,000万円

余を措置いたしました。議決後は速やかに事業

を実施するよう努め、１月補正予算額のうち36

億円余を執行することにより、県民生活や中小

企業を初め、県内経済の回復、また雇用創出に

寄与したものと考えます。また、補正の時期的

にも切れ目のない対策の実施を想定しており、

残り28億円余につきまして翌年度に繰り越して

予算を執行したところであります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

取得価格100万円以上の備品の机・いす類の内

訳についてであります。机類の主なものといた

しましては、会議用机が５点、いす類につきま

しては、応接セットや治療用いすが７点、その



- 416 -

平成21年10月７日(水)

ほかは展示台や実験・実習台及び診察台、手術

台等のいわゆる台類が34点となっております。

また、平成20年度に１点減少しておりますけれ

ども、これは、老朽化により使用不能となりま

したスポーツ指導センターの陸上用の決勝審判

台でございます。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。

母子寡婦福祉資金についてであります。ま

ず、未収金の償還対策につきましては、福祉こ

どもセンター等に配置している母子自立支援員

等が電話や面接等による日常的な償還指導を行

うとともに、年３回設定している償還指導強化

月間には、夜間を含めた訪問指導や徴収、さら

には滞納者及び保証人に対する催告等も実施し

てきたところです。また、本庁と出先機関の長

等で構成する貸付制度運用対策連絡会議におい

て、滞納の発生防止や早期対応など償還の方策

を協議し、効果的な収納促進に努めたところで

あります。

次に、債権の保全につきましては、すべての

貸付について保証人を立てることを要件とし、

さらに、高校や大学などへの進学に必要な就学

支度金や修学資金につきましては、児童も連帯

借受人として貸し付けを行ったところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、林業公社貸付金についてであります。

林業公社が平成19年度に過去５年間の立木価格

をもとに試算しました長期収支によりますと、

県の貸付金につきましては、分収林事業が終了

いたします平成80年度には利息を除いて返済で

きることになっております。しかしながら、現

在、木材価格は大幅に下落しておりまして、こ

のまま推移した場合は償還見通しに影響するこ

とも考えられますので、木材価格の動向等を注

視しながら公社の経営改善を指導してまいりた

いと考えております。

次に、山林基本財産特別会計及び拡大造林事

業特別会計についてであります。両特別会計の

債務につきましては、平成14年度から19年度ま

での借りかえによりまして約７億7,000万円の債

務の軽減を図ったところであります。また、森

林整備など県営林の事業運営につきましては、

国庫補助事業等の積極的な導入や事務費等の管

理経費の節減など効率的な運営に努めてきたと

ころであります。この結果、昨年度は両会計合

わせまして約1,900万円の歳出の縮減を図ったと

ころでございます。

次に、林業改善資金特別会計についてであり

ます。平成20年度の林業・木材産業改善資金貸

付金の利用状況につきましては、貸付枠２

億5,000万円に対しまして、その84％に当たる２

億1,057万円となっております。その主なもの

は、製材・加工施設の整備や高性能林業機械の

購入などであります。また、収入未済金の状況

につきましては、平成20年度末現在で1,551

万4,715円が収入未済となっておりますが、昨年

度は49万6,000円を回収し、わずかずつではあり

ますが年々減少している状況にあります。

なお、債権の保全につきましては、連帯保証

人を立てるとともに、600万円以上は担保提供等

を条件として貸し付けることとしております。

以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

小規模企業者等設備導入資金特別会計につい

てでございます。この特別会計は、国の制度事

業であります小規模企業者等設備導入資金貸付
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などを実施するために設置しております。予算

現額と調定額に差異が生じておりますが、これ

は近年、貸付需要の低迷によりまして新規貸付

額が償還額を下回ったために多額の繰越金が発

生したためでございます。

また、収入未済案件につきましては、訪問や

電話、文書督促等による回収に努めてきたとこ

ろでございます。しかしながら、大半が抵当権

の実行等による手続も終わっておりまして、ま

た、貸付実施後30年余を経過し、加えまして、

主債務者、連帯保証人の高齢化も進んでおりま

すことから、年々回収は困難となってきており

ます。

なお、本特別会計の貸付につきましては、連

帯保証人の徴求に加え、必要に応じて不動産担

保を徴求するなど、債権保全に努めているとこ

ろでございます。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、農業改良資金特別会計についてであり

ます。農業改良資金特別会計の収入未済につき

ましては、償還の督促とあわせまして、借受者

の農業経営の改善が適切に図られるよう、各農

林振興局と農協等が連携しまして、延滞が発生

した初期の段階から営農指導等を実施しますと

ともに、保証人を交えた面談を行うなど、分割

納付も含め延滞者の個々の実情に応じた償還指

導を行っているところであります。しかしなが

ら、経済変動など農業を取り巻く情勢は一段と

厳しくなっておりますことから、今後はさらに

きめ細かな償還指導を行いまして収入未済額の

圧縮に努めてまいりたいと存じます。

なお、債権保全の方法につきましては、平

成14年度までは県が直接貸し付け、保証人２人

以上を立てていただいておりました。平成15年

度以降はすべて融資機関を通した転貸貸し付け

を行っておりまして、機関保証をつけていただ

いております。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計についてで

あります。本特別会計では、沿岸漁業者に対し

て経営改善等のための資金の貸し付けを実施し

ておりますが、水産業を取り巻く環境が厳しい

中で設備投資意欲が減退していることなどによ

り、近年の貸し付け実績は年々減少傾向にある

ところでございます。このため、平成20年度は

漁協に対して要望調査を行い、借入申請の随時

受け付けや貸付回数制限の緩和を行ったところ

でありますが、昨年度は、御案内のような急激

な燃油価格の高騰等もありまして、資金需要が

減少し、執行率が低下したものと考えておりま

す。今後は、さらなる運用面での改善等を検討

しながら、本資金の有効活用を図ってまいりた

いと考えております。

なお、債権保全の方法につきましては、連帯

保証人２人以上を立てていただいておるところ

であります。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

建設産業育成総合対策事業についてでありま

す。まず、経営基盤の強化支援といたしまして

は、県内９カ所の経営相談窓口の設置のほか、

新分野進出セミナーの開催や、建設業に軸足を

置きながら新分野への進出を目指す建設業者32

社に対して補助を行ったところであります。

次に、地域企業としての建設産業の育成につ

きましては、小規模工事を念頭に、技術力や地

域貢献度の高い地元の建設業者が受注しやす

い、本県独自の地域企業育成型総合評価落札方

式を導入したところであり、平成20年度は予定

価格2,000万円未満の土木一式工事を対象に110
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件の試行を行い、このうち109件の工事で発注事

務所管内に本店を有する企業が落札したところ

であります。

最後に、不良不適格業者排除のための対策と

いたしましては、昨年12月に、建設業法の法令

遵守に関する情報を幅広く収集するための「建

設業者ホットライン」を設置しまして、32件の

相談を受けたほか、154件の立入検査を実施し、

法令に違反した建設業者には、建設業法に基づ

く監督処分等の措置を講じたところでありま

す。このような取り組みにより、技術と経営に

すぐれ地域に根差した企業が伸びていける環境

づくりが図られてきているものと考えておりま

す。

次に、県土整備部における工事の倒産などに

よる影響についてであります。平成20年度の建

設工事においては、倒産により契約の解除を

行ったものが２件ございます。なお、この２件

の契約については、契約解除後直ちに再入札し

契約を行い、工事は年度内に完了しておりま

す。

次に、施工体制監視チームの実績についてで

あります。平成20年４月から21年３月までの間

に施工中であった工事のうち577件について、主

任技術者の常駐の状況や下請契約の締結内容、

元請業者の下請業者に対する関与状況などにつ

いて点検を実施いたしました。その結果、現場

に備えておくべき施工体制台帳等の不備や、工

事内容が不明確な下請契約が締結されている例

などが確認をされまして、発注機関を通じて是

正指導を行ったところであります。また、現場

の主任技術者が適正に配置されていない建設業

法違反が確認をされまして、入札参加資格停止

処分を行ったケースもございました。監視チー

ムの点検を通じて、手抜き工事や下請業者への

過度なしわ寄せなどの防止と、発注者と受注者

双方の施工体制の確保に関する意識の向上が図

られたものと考えております。

次に、公営住宅使用料の徴収対策への取り組

み状況についてであります。平成20年度の公営

住宅使用料の収入未済額は2,327万3,730円と

なっており、前年度と比較しまして328万7,377

円増加をしております。公営住宅使用料の徴収

対策への取り組みにつきましては、滞納者に対

しまして滞納の初期の段階から文書や電話によ

る督促を行いますとともに、11月の滞納整理強

化月間や、３月及び５月の出納閉鎖に伴う滞納

整理重点月間を中心に、夜間訪問や連帯保証人

を交えた個別相談など集中的な徴収対策に、組

織を挙げて取り組んだところであります。ま

た、再三にわたる納入督促にも応じない滞納者

に対しましては、必要に応じて明け渡し請求訴

訟などの法的措置を講じたところであります。

今後とも、入居者の負担の公平性の観点から、

滞納者への徴収対策を徹底しますとともに、必

要に応じて法的措置を講じるなど、収入未済額

の解消に向けて取り組んでまいりたいと存じま

す。

次に、地域自立・活性化交付金事業における

道路整備についてであります。地域自立・活性

化交付金事業は平成19年度に創設され、地域の

活性化を支援するために基盤整備事業やソフト

施策を一体的に実施するものであります。御質

問にありますとおり、本県におきましては、主

要観光地へのアクセス道路を対象に良好な道路

環境づくりを重点的に取り組んでいるところで

あります。平成20年度に実施した内容としまし

ては、国道218号外15路線において、舗装補修

が28カ所、災害防除が６カ所、橋梁補修が２カ

所、道路情報装置の更新が１カ所の計37カ所と
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なっております。また、ソフト施策としまし

て、九州風景街道に関する地元の活動団体に対

しまして活動費を補助しております。

最後に、中山間地域の道路整備についてであ

ります。本県の中山間地域の道路整備につきま

しては、災害時の孤立化解消を目的としました

生命線道路の整備や防災対策などを重点項目と

しまして、効率的・効果的に進めてきたところ

であります。平成20年度には、生命線道路の改

良事業としまして、西米良村の国道219号木之口

工区や小林市の県道宮崎須木線下田工区などの

完成供用をしており、また新たに、椎葉村の国

道327号石原工区や美郷町の国道388号牛山工区

に着手したところであります。さらに、落石等

の防災対策としまして、平成20年度に24カ所の

危険箇所の整備をしたところであります。

今後の中山間地域の道路整備につきまして

は、厳しい財政状況ではありますが、1.5車線的

道路整備の手法を取り入れるなど、創意工夫を

凝らしながら、安全で安心して暮らせる県土づ

くりに向け道路整備が着実に進みますよう、取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

一ツ瀬川県民ゴルフ場の利用者増への取り組

みと今後のサービスの改善についてでございま

す。

まず、利用者増への取り組みでありますが、

これまで企業局では、指定管理者と連携をし良

好なゴルフコースづくりに努めますとともに、

県民が利用しやすい低廉な基本料金を設定して

まいりました。その上で、高齢者やジュニア、

女性を対象とした割引料金や土曜日の食事つき

プレー、早朝・薄暮プレーの割安な料金設定な

ど、利用形態に応じて多様な割引を行いますと

ともに、飲料メーカーなどの企業が協賛するコ

ンペを初め、魅力ある企画コンペを年間160回以

上実施をいたしまして、利用者増に取り組んで

まいってきたところでございます。

また、今後のサービスの改善についてでござ

いますが、指定管理者と引き続き連携いたしま

して、ゴルフコースの状態やレストランのメニ

ュー、接客の状況などにつきまして、利用者の

意見やニーズを細かく把握しながらサービスの

改善に努め、高齢者や女性、ジュニアなど広く

県民に愛されるゴルフ場づくりを目指してまい

りたいというふうに考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、施設基準の取得についてであります。

平成20年度は、４月に行われた診療報酬の改定

に対応いたしまして、新たに53の施設基準の取

得を行ったところであります。このうち主なも

のでは、ハイリスク妊娠管理加算で約1,500万

円、検体検査管理加算Ⅱで約2,000万円の収益増

があったと推計をいたしております。また、今

年度は、施設基準取得に必要な人員体制が整っ

たことにより、入院時医学管理加算や医師事務

作業補助体制加算等、新たに17の施設基準の取

得を行っておりまして、来年４月に行われる予

定の診療報酬の改定につきましても的確に対応

いたしまして、収益の改善を図ってまいりたい

と考えております。

次に、経費節減策の効果と今後の改善策につ

いてでございます。まず、診療材料の調達につ

きましては、平成19年11月から委託を行ってお

りますが、初めて年間を通して実施いたしまし

た20年度では、約１億8,300万円、率にして6.9
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％の削減が図られました。また、薬品費につき

ましては、総額で約２億3,500万円の減となって

おりますが、このうち共同購入による効果は、

前年度比で約1,400万円、率にして0.4％と試算

しているところであります。今後の経費節減に

つきましては、これまでの取り組みに加えて、

共同購入の拡大や一人一改善運動の推進等によ

り、職員一人一人がコスト意識を持って徹底的

に見直しを図るなど、病院局職員が一丸となっ

て全力で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〕

○濵砂 守議員 それでは自席から、時間があ

りませんので、はしょって質疑をしていきたい

と思います。

まず、物品についてでありますが、事務用の

机とかいす、100万円以上の高価なものがかなり

あるという説明でありましたが、最も高価な

机、いすというのは、どこでどのように使用さ

れているんですか。

○総務部長（山下健次君） まず、机でござい

ますが、高いものから３点申し上げますと、県

立美術館のミーティングテーブルが207万円余、

これは会議室で使っていらっしゃるようでござ

います。さらに、芸術劇場の役員会議用テーブ

ル、これは176万円、さらに、議会事務局の議運

室の机、これが130万9,000円でございます。そ

れからいす類でございますが、知事室の応接

セットが266万円、ちなみにこれは平成２年の購

入でございます。それから西都原考古博物館の

応接セットが173万円余、それから県立美術館の

応接セット、これは館長室のようですが、155

万、こういった状況でございます。

○中村幸一議長 総括質疑の途中であります

が、本日の会議時間は、議事の都合により、あ

らかじめこれを延長いたします。

○濵砂 守議員 ちなみに、我が県のトップで

あります知事の机、いす、あるいは議長の机、

いすはいかほどですか。

○総務部長（山下健次君） 知事室の机が、片

そで机とわき机２つ合わせまして58万224円、そ

れから議長室の机は、両そで机で10万7,520円。

さらに、いすでは、知事室が12万円、議長室

が27万円ということで、これはいずれも取得は

平成３年とか昭和63年とか、そういったことで

ございます。

○濵砂 守議員 わかりました。

次に、債権について伺います。林業公社貸付

金についてでありますが、林業公社が管理して

いる森林面積はどれくらいあるのか、立木価格

の見込みはどのくらいあるのかお尋ねいたしま

す。環境森林部長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業公社が管

理しております森林面積につきましては、20年

度末で１万855ヘクタールとなっております。立

木価格でございますが、今の実績で言います

と、平成20年度は、杉の45年生以下で１立米当

たりの立木価格は3,000円ということになってお

ります。以上です。

○濵砂 守議員 約１万800ヘクタールの立木価

格の総額、見込みで結構ですが、どのくらいで

すか。環境森林部長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） その数字を今

手元に持っていません。済みません。

○濵砂 守議員 先ほど平成80年に回収できる

見込みだということだったんですが、ここでの

立米当たりの金額は幾らぐらいで見積もってお

られるんですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 先ほども

ちょっと申しましたけれども、過去５年間の立

木価格をもとに試算した長期収支でございます
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ので、例えば杉の45年生以下でいきますと、１

立米当たり3,800円で計算をしております。

○濵砂 守議員 木材価格はだんだん低迷をし

ていく、今、市場価格で立米当たり7,000円

ちょっとぐらいなんです。出しに9,000円ぐらい

かかりますから、価格を森林勘定であらわすと

よくわかるんですが、これは貸付金で見たとき

も229億円余りあるということですから、実際に

この価格ほどの森林の木材価格があるのかどう

かということなんです。どうですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 非常に現在、

木材価格は低下しておりますので、そこらあた

りは今のところ厳しい状況かと思います。今の

相場価格で言いますと、なかなか厳しい状況か

と思います。

○濵砂 守議員 そうなんです。完全に宮崎県

の林業政策の失敗策なんです、これは。（「全

国」と呼ぶ者あり）全国ですが、宮崎は素材生

産量日本一ですから。長期的に見て見通しがな

かったということなんです。だから、これは今

からの検討課題として、山主にその責任を押し

つけないように、毎年８億円なり９億円の繰り

出しをやっています。そのお金はだんだん積み

重なっていくが、すべて山に負担させる。する

と、分収ですから、山主に３割、県が７割とか

いう形でやっていると思うんですが、その部分

が山主に負担が毎年毎年かかっていくというこ

となんです。これをさせないようにしていただ

きたい。お願いしておきます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 先ほどの長期

収支で見込みました全体の立木価格につきまし

ては、現在約580億円を見込んでいるところでご

ざいます。

○濵砂 守議員 間違いないですか。森林勘定

じゃないですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 現在の価格で

はなくて、試算しました長期収支で見込んだ立

木価格の全体が約580億ということでございま

す。

○濵砂 守議員 それは、時間がありませんの

で……。

それから農業改良資金特別会計ですが、収入

未済額、14年度までの直貸資金の件数と金額を

お願いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業改良資金

の平成14年度までの直貸資金のうち、収入未済

額につきましては、22件、１億300万円となって

ございます。

○濵砂 守議員 次に、林業改善資金特別会計

ですが、これの収入未済額のうち貸付基準日の

最も古いものはいつなのか、件数と金額につい

てお願いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この貸付金の

最も古いものは53年度に貸し付けたものであり

まして、件数は４件、収入未済額は394万4,000

円となっております。

○濵砂 守議員 この資金で購入された林業機

械など既に現物がないものもあると聞いておる

んですが、実態はどうなんですか。環境森林部

長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この収入未済

に係るものにつきましては、事業の中止や火災

等による消失等によりまして、現在はそのほと

んどのものが処分されている状況にあります。

○濵砂 守議員 それで、かなり長期化になっ

て貸付が回収されていない。それに保証人がつ

いているんですが、保証人も払う意思があれば

時効を中断しているんです。時効が成立しな

い。だから、督促なんかを送って払う意思を確

認ができれば、時効中断しますので、ずっと引
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き続いてやってきている。もうそろそろその辺

のけじめをつけるべきじゃないかと思うんで

す。何十年も引きずって現物もない、本人が死

んでおるところもある、そういう状況だもので

すから、それをどうするのか。環境森林部長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） その方法も一

つの方法かとは思いますけれども、現在、収入

未済のうち約半数が、わずかずつではあります

けれども毎年償還されております。また、残り

の方につきましても、督促なり面談を行ったり

しまして、返還に応じる考えの方もいらっしゃ

いますので、今後とも可能な限り、面談等によ

りまして返還していただく取り組みを粘り強く

続けていきたいというふうに考えております。

○濵砂 守議員 農業改良資金特別会計も林業

改善資金特別会計も、それぞれ特別会計には不

納欠損額が発生していないんです。ずっと。例

えば住宅使用料とかについては５年で不納欠損

に計上していきますね。この分はないんです。

全部、支払い能力のない保証人にずっとかぶせ

ているという状況なんですが、その辺について

はどうですか。環境森林部長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 保証人を含め

まして約半数の方が返済されているという現状

もありますし、面談に応じて返還に応じる考え

の方もいらっしゃるようでございます。また、

不納欠損処理といいますと、これは国の原資も

入っておりますので、そこらあたりとの協議も

必要になってきますので、今のところは粘り強

く対応していこうと思っております。

○濵砂 守議員 時間が経過をいたしましたの

で、またゆっくり質問させていただきたいと思

いますが、もうそろそろ不納欠損処理をする時

期じゃないかと思うんです。両会計とも。ほか

の会計も、母子寡婦福祉資金もそうですね。だ

から、そのようなものを今後検討していただき

たいと思います。

以上で私の質疑を終わります。（拍手）

○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。最後の質疑となります。

早速入らせていただきます。

平成20年度決算に関する総括質疑を行いま

す。

今回の決算の結果は、一般会計において、歳

入5,783億8,600万円余、歳出5,711億7,800万円

余、実質収支で23億7,400万円余の黒字となって

います。しかし、これまでの三位一体の改革の

中で、後年度措置をするとしながら、臨時財政

対策債など地方に負担を負わせるやり方で、借

金をしながらの厳しい財政運営が強いられ、20

年度、県債発行は抑制したとはいえ、県債残高

は9,104億8,300万円余と、依然として膨大な額

が残されています。県民生活では派遣切りやリ

ストラの風が吹き荒れる中、企業の社会的責任

を問いながらも、自治体としての失業・雇用対

策も求められる深刻な状況でもありました。20

年度の決算をしっかり総括して新年度予算に生

かさなければならないと思います。

まず、財政運営について伺います。歳入で、

地方交付税の代替債である臨時財政対策債の当

年度額及び対策債がどれほど交付税措置されて

いるか。また、これまでの対策債に対する交付

税措置状況を総務部長にお伺いし、後は質問者

席から続けさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

臨時財政対策債についてであります。平成20

年度における臨時財政対策債の発行額は234
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億7,300万円であります。また、臨時財政対策債

の償還費につきましては、平成20年度におい

て88億円余が地方交付税で措置をされていると

ころであります。なお、臨時財政対策債の元利

償還金相当額につきましては、地方公共団体の

財政運営に支障が生じることのないよう、地方

財政法等におきまして、その全額を後年度、地

方交付税の基準財政需要額に算入することが明

記をされているところでございます。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 続いて、県税収入につい

て、税源移譲により個人県民税が増収になる中

で、個人県民税の収入未済もふえています。ま

た、公営住宅使用料の収入未済も増加をしてい

ますが、それぞれの要因をどのように分析して

おられるか伺います。

○総務部長（山下健次君） 個人県民税の収入

未済額につきましては、前年度に比べまして１

億9,000万円余増加をしておるところでございま

すが、これは、平成19年度におきます税源移譲

によりまして調定額、未済額とも大幅に増加し

たことに伴いまして、平成20年度に繰り越され

ました収入未済額が５億7,000万円余増加するな

ど、前年度の税源移譲の影響があらわれたこと

によるものと考えております。なお、現年度課

税分の収入未済額は１億5,000万円余圧縮をされ

まして、徴収率は、現年度課税分及び滞納繰越

分ともに、それぞれ前年度より改善されたとこ

ろでございます。

○県土整備部長（山田康夫君） 公営住宅使用

料の収入未済についてでございます。平成20年

度におきましては、滞納者数288名で、収入未済

額は2,327万3,730円となっておりまして、前年

度と比較して、滞納者数で70名、収入未済額

で328万7,377円増加をしております。このこと

につきまして滞納者の状況から分析いたします

と、金額10万円未満の少額の滞納者が、288名の

うち214名で、前年度に比べて65名増加するな

ど、昨今の厳しい経済情勢に伴う収入の減少等

の影響もあったものと考えております。

○前屋敷恵美議員 収入未済については、悪質

な滞納者を除けば、県民の厳しい生活状況の縮

図であるとも言えるというふうに思います。で

すから、その状況をしっかりと把握して対応す

ることが大事だというふうに思います。

次に、歳出について伺います。20年度、不用

額が28億8,300万円余と、前年度より増加をして

います。特に民生費と衛生費の不用額につい

て、その主なものと不用になった理由、また、

不用になったものについて十分な手当てができ

ていたのか伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 民生費の不用

額につきましては、昨年度末に障害者自立支援

対策臨時特例基金が延長されたことに伴い、施

設改修等の事業の一部が翌年度以降の実施に変

更されたこと、障がい者に対する自立支援医療

費やひとり親家庭医療費助成事業について、患

者数が見込みを下回ったこと等によるものであ

ります。また、衛生費の不用額は、肝炎医療費

や難病患者を対象とした特定疾患医療費につい

て、受給者数や治療費が見込みを下回ったこと

等によるものであります。いずれの不用額につ

きましても、翌年度以降の実施となったこと

や、実績が見込みを下回ったことによるもので

あり、必要な額は手当てされていると考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 扶助費等の予算については

十分措置ができるように努める必要があるとい

うふうに思いますので、今後ともその方向で執

行していただきたいと思います。



- 424 -

平成21年10月７日(水)

また、28億円もの不用額ですが、効果的な運

用で県民施策に活用できるように―28億とい

うと巨額ですから―的確な予算の編成、そし

て運用が必要であるということを指摘しておき

たいと思います。

次に、予算執行における監査意見書での指摘

事項について伺います。県の補助金交付に係る

事務処理についての指摘がなされております

が、どのような内容でしょうか。また、財務会

計事務についても、依然として多くの事務処理

の誤りが見られたと指摘があります。この点に

ついても、どのような内容か、あわせてお聞か

せいただきたいと思います。

○代表監査委員（城倉恒雄君） まず、補助金

交付に係る事務処理についての指摘でございま

すけれども、例えば、年度当初に行うべき補助

金の交付決定が、特段の理由がないのにもかか

わらず年度末に行われていたケースがありまし

たし、また別の事例では、補助事業の内容が20

％以上の大幅な変更となっていたのにもかかわ

らず、交付要綱に沿った変更手続が行われてい

ないものなどがございました。

次に、財務会計事務の指摘でありますけれど

も、その中で、例えば収入支出の事務では、財

産貸付料などの納入期限が誤っていたもの、生

産物売り払い収入などの調定事務がおくれてい

たもの、それから通勤手当等の認定誤りにより

支給額に過不足を生じていたものなどがござい

ました。また、契約事務では、５月に結んだと

される委託契約が、契約そのものの作成は10月

に行われたといった例などがございました。以

上です。

○前屋敷恵美議員 ただいま指摘事項の内容を

お示しいただきましたが、特に財務会計事務に

対する指摘に対して、その受けとめと今後の対

応、どのように考えておられるか伺いたいと思

います。

○会計管理者（長友秀隆君） 財務会計の事務

処理の誤りが多く発生する原因は、財務会計の

知識不足、あるいは公金に対する認識不足があ

ると考えております。会計管理局といたしまし

ては、このような監査委員の御指摘を厳粛に受

けとめまして、事務処理の誤りがなくなります

よう、財務会計の研修や個別の事務指導をさら

に徹底してまいりたいと考えております。以上

でございます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ改善に努めていただき

たいというふうに思います。

次に、特別会計について伺います。沿岸漁業

改善資金特別会計については、貸付金の執行残

が不用額として毎年多額に及んでおります。執

行率が極めて低い状況ですが、十分有効活用で

きるように制度の改善を図ることが必要だと思

います。監査委員からの指摘にもこの点ござい

ますが、どのように分析しておられるのか伺い

たいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 沿岸漁業改善

資金特別会計につきましては、昨年度は、御案

内のような急激な燃油価格の高騰等もございま

して、資金需要が減少し執行率が低下したもの

と考えております。この資金につきましては、

平成20年度に借入申請の随時受け付け、あるい

は貸付回数制限の緩和等を行ったところであり

ますが、今後はさらに運用面での改善等を検討

しながら、本資金の有効活用を促進してまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 一部改善も図られているよ

うでありますけれども、実際、漁業者を助ける

ものにならなくてはなりませんので、さらに引

き続いて、利用しやすいように改善を図ってい
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ただきたいというふうに思います。

次に、各種施策、事業について伺います。

まず、福祉関連で、市町村国保において、各

自治体における国保税の滞納の状況、また、滞

納世帯に発行される短期保険証や資格証明書の

発行状況、無保険世帯の状況など、把握してお

られるところを伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年６月

１日現在で滞納世帯数は５万870世帯で、このう

ち短期被保険者証を交付されている世帯数は１

万4,414世帯で、資格証明書を交付されている世

帯数は3,762世帯であります。また、被保険者

証、短期被保険者証、資格証明書いずれも持っ

ていない、いわゆる未交付世帯は、平成20年11

月30日現在で9,193世帯となっております。

○前屋敷恵美議員 あわせて福祉保健部長に、

後期高齢者医療制度についても伺いたいと思い

ます。保険料の滞納世帯には、１年以上経過し

た場合に、ここも資格証明書が発行されるとい

うような制度の中身になっておりますが、１年

半経過した中で、今の現状を教えていただきた

いと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 後期高齢者医

療制度で平成20年度中に短期被保険者証及び資

格証明書を交付された方はおりません。

○前屋敷恵美議員 今いらっしゃらないという

ことでありましたけれども、個別に聞いた点で

は数名おられるというところがありましたの

で、県全体の状況を伺いたいと思って質疑をさ

せていただいたところです。また把握に努めて

いただきたいというふうに思います。

昨年と比べても滞納世帯はふえております

し、資格証の発行もふえているという状況があ

ります。保険証がないという状況が何を意味す

るのか、県民の暮らしがどういう状況なのかと

いうことが推しはかられるというふうに思って

おります。現在、子供のいる世帯には短期保険

証を交付することが義務づけられるようになり

ましたけれども、保険証のない世帯に思いをは

せて、適切な指導、援助、また支援を行えるよ

うな体制をとっていただきたいというふうに

思っております。

次に、商工労働政策関連で伺います。失業対

策、雇用の確保としてどのような取り組みが行

われてきたか、その成果について伺いたいと思

います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 失業者対

策等についてでございます。平成20年度におき

ましては、雇用情勢の悪化を受けまして、宮崎

労働局等と連携し、緊急の労働相談窓口を設置

したほか、共同就職支援センターの設置による

非正規労働者の再就職支援など、失業者等への

支援に取り組んだところでございます。また、

新たな雇用の創出を図るため、２月補正予算に

おきまして、ふるさと雇用再生特別基金及び緊

急雇用創出事業臨時特例基金を創設したところ

でございます。

○前屋敷恵美議員 あわせて、中小商工業者へ

の融資について、信用保証協会の保証承諾件

数、また金額の実績を伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 信用保証

協会の保証承諾状況でございます。平成20年度

の信用保証協会の保証承諾件数は、前年度

比32.8％増の8,953件、保証承諾額は、前年度

比41.4％増の937億8,934万円となっておりま

す。

○前屋敷恵美議員 今、景気の低迷が長引く中

で、地域経済を支えるのは地元の中小業者であ

りますので、ここへの大きな支援が新たな雇用

の拡大にも結びつくという観点から、そういう
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方向性を持って対応することが必要であるとい

うふうに思っております。ぜひその点でよろし

くお願いしたいと思います。

次に、教育関連で伺います。平成20年度にお

ける県立学校についての耐震化の取り組みと耐

震化率について、その到達を伺います。

また、特別支援学校についての現状、また教

育に携わる教員の方々への研修等の実施状況に

ついてお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） まず、耐震化につい

てでありますが、平成20年度における県立学校

の耐震補強工事は、14校16棟について行ったと

ころであり、20年度末における耐震化率は85.4

％に達したところであります。なお、この耐震

化率は、九州では第１位、全国では第10位と

なっております。

続きまして、特別支援教育関係であります

が、まず、本県の特別支援学校は現在15校あり

まして、在籍する幼児・児童生徒数は、平成21

年５月１日現在で1,188名であります。

次に、平成20年度の研修の実施状況でありま

すが、特別支援学校のすべての教職員と、幼稚

園や保育所、小中学校、高等学校の希望者を対

象に、特別支援教育専門性向上研修を実施

し、2,442名が受講しております。また、小中学

校、高等学校等の特別支援教育コーディネータ

ーを対象にしまして、特別支援教育コーディネ

ーターステップアップ研修を実施しております

が、672名が受講しております。さらに、平成19

年度から３カ年計画で、小中学校のすべての管

理職と教員を対象に、特別支援教育理解啓発研

修を実施しておりますが、平成20年度は2,061名

が受講しております。以上です。

○前屋敷恵美議員 続いて、県立病院事業会計

について伺いたいと思います。県立病院事業の

決算で、単年度の純損失が８億6,000万円余、累

積欠損額が258億6,000万円余となっておりま

す。この赤字の要因をどのように分析されてお

られるかということ、また、今回の決算を踏ま

えて、地域医療の中核を担う県立病院としての

役割をどのように総括し、どう改善を図ること

にしているのか、あわせて伺いたいと思いま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成20年度は、

診療報酬改定に伴う施設基準への的確な対応

や、延岡病院におけるＤＰＣ（診療報酬の包括

請求方式）への移行などによりまして収益確保

に努める一方で、徹底した経費削減に取り組ん

だところでありますが、いわゆるコンビニ受診

の自粛や医師不足等による患者数の減少によ

り、前年度より赤字幅が広がる結果となったと

ころでございます。地域医療の中核としての県

立病院の役割は、地域の医療機関との機能分担

や連携の強化を図りながら、地域からの紹介等

による重篤な患者さんの受け入れを行い、民間

で対応できにくい高度医療を提供していくこと

にあると考えております。このため、これまで

の経費節減の取り組みを一層徹底しますととも

に、最重要課題である医師の確保に努めまし

て、収益の向上を図り、経営改善に努めてまい

りたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひそういう方向で進めて

いただきたいと思います。県民の生命、健康に

責任を負い、地域医療の中核として高度医療に

も責任を負う県立病院は、一面的に採算性を問

えるものではないというふうに思っています。

公的病院の役割は、自治体本来の役割として、

私は再認識することが大事だというふうに考え

ます。今後の努力を大いに期待をしております

ので、よろしくお願いをいたします。
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最後になりますが、今回の質疑も限られた時

間の中での質疑でしたので、決算の内容は特別

委員会でもっと深めさせていただきたいと思っ

ておりますが、決算を通して、行政運営、財政

運営のあり方、またさまざまに県民の暮らしの

実態が浮き彫りになり、改めて県民の暮らしに

責任を負う地方自治体としての役割が問われて

くることと思います。

最後に知事に、平成20年度の決算をどのよう

に総括をしているのか伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の財政は、自主

財源の占める割合が低く財政基盤が脆弱な上

に、地方交付税等の減少や社会保障関係費の増

大等により、引き続き大変厳しい財政運営を強

いられました。このため、平成20年度の財政運

営に当たりましては、宮崎県行財政改革大

綱2007の財政改革プログラムに基づき行財政改

革の徹底を図る一方、選択と集中の理念のも

と、新みやざき創造戦略等に基づく重点施策の

推進に積極的に取り組みました。また、世界的

な金融危機の影響による深刻な本県経済情勢を

踏まえ取りまとめました「経済・雇用緊急対

策」に基づき、国に先駆けて補正予算を措置す

るなど、スピード感を持って取り組んだところ

であります。さらに、予算の執行に当たりまし

ても、県税収入を初めとする自主財源の積極的

な確保や徹底した経費節減に努めたところであ

ります。このような取り組みの結果、平成20年

度は、全体としては、厳しい財政状況に対応し

た堅実な財政運営を図ることができたと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 質疑の中でも申し上げまし

たけれども、今、県民の置かれている暮らしの

状況をしっかりと踏まえて、県民の暮らしに責

任を負う県政を進めていくためにも、この20年

度決算をしっかり踏まえて、新年度の予算に生

かしていくという方向で進めていただきたい。

このことを申し上げて質疑を終わらせていただ

きます。（拍手）

○中村幸一議長 以上で総括質疑は終わりまし

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、議会運営委員会より議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読をいたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成21年10月７日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 中野 廣明

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２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第６号

決算特別委員会の設置について

◎ 議員発議案第６号上程、採決

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第６号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

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。

討論の通告はありません。
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これより採決に入ります。

本案は原案のとおり可決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 御異議なしと認めます。よっ

て、議員発議案第６号は原案のとおり可決され

ました。

◎ 議案第28号から第32号まで

決算特別委員会付託

○中村幸一議長 次に、議案の委員会付託につ

いてお諮りいたします。

議案第28号から第32号までの各号議案につい

ては、ただいま設置が決定しました決算特別委

員会に付託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。

ここで、決算特別委員会の正副委員長互選等

のため、暫時休憩いたします。

午後５時26分休憩

午後５時35分開議

◎ 議長の報告（決算特別委員会正副委員長

互選結果）

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

決算特別委員会 委 員 長 井本 英雄

副委員長 髙橋 透

○中村幸一議長 以上で報告は終わりました。

あすからの日程をお知らせします。

あす８日から19日までは、決算特別委員会及

び議事整理のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、20日午前10時開会、決算特別

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後５時36分散会

平成21年10月７日(水)


