
11月30日（月）
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平 成 2 1 年 1 1 月 3 0 日 ( 月 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（41名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 浜 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 押 川 修一郎 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （自由民主党）

欠 席 議 員（１名）

16番 外 山 良 治 （社会民主党宮崎県議団）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 浜 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 高 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一



- 12 -

◎ 議案第16号及び第17号追加上程

○中村幸一議長 ただいまの出席議員40名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、議案第13号から第15号までに

つきましての常任委員長の審査結果報告から採

決まで、並びに一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第16号及び第17

号の各号議案の送付を受けましたので、これら

を日程に追加し議題にすることに御異議ありま

せんか。〔巻末参照〕

〔「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。

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案第16号及び第17号について

御説明を申し上げます。

まず、議案第16号は、教育委員会委員大重都

志春氏が平成21年12月23日をもって任期満了と

なりますので、その後任委員として谷口美恵子

氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により、

県議会の同意を求めるというものであります。

次に、議案第17号は、収用委員会委員矢野鴻

次氏が平成21年12月28日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として齊藤晃一氏を

任命いたしたく、土地収用法第52条第３項の規

定により、県議会の同意を求めるというもので

あります。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。以上です。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明が終わりました。

◎ 常任委員長審査結果報告

○中村幸一議長 次に、議案第13号から第15号

までの各号議案を議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、高橋透委

員長。

○高橋 透議員〔登壇〕 総務政策常任委員会

から御報告申し上げます。

今回、当委員会に付託を受けました議案第13

号及び第15号について、慎重に審査をいたしま

した結果、議案第13号については賛成多数で、

議案第15号については全会一致で、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

以下、審査の概要について申し上げます。

議案第13号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」について、当局より、「今

回の改正は、平成21年度の人事委員会勧告等を

踏まえ、所要の改正を行うものであり、給料月

額を平均で0.2％引き下げ、期末勤勉手当につい

て支給月数を年間で0.3月分引き下げる等の改正

を行うものである。また、平成21年４月から11

月までに支給された給与の公民較差相当分につ

いて、12月に支給される期末手当で所要の調整

措置を実施する。この改正により、職員１人当

たり年額で約13万円の減額、全体では一般会計

で約23億円の減額となる」との説明がありまし

た。

このことについて複数の委員より、「今後、

さらに購買力が落ち込み、地域経済に及ぼす影

響が懸念される。地元消費を呼びかける市町村

があるように、県においても職員等に県内消費

について啓発していくことが必要ではないか」

との意見がありました。

平成21年11月30日(月)
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また、議案第15号「議会の議員の給与等に関

する条例等の一部を改正する条例」について、

当局より、「今回の改正は、国の特別職等の給

与改定の状況等を踏まえ、県議会議員及び知

事、副知事など特別職に係る期末手当につい

て、支給月数を年間で0.25月分引き下げる改定

を行うための改正である」との説明がありまし

た。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、文教警察企業常任委員

会、横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕 文教警察企業常任委

員会でございます。御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました議案第14

号について、慎重に審査をいたしました結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

議案第14号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例等の一部を改正する条例」について、

当局より、「今回の改正は、平成21年度の公民

較差に基づく人事委員会勧告及び教員給与見直

しの状況を踏まえ、所要の改正を行うものであ

り、給料月額を平均で0.2％引き下げ、義務教育

等教員特別手当の最高限度額を月額１万5,900円

から１万1,700円に引き下げる等の改正を行う。

また、平成21年４月から11月までに支給された

給与の公民較差について、12月に支給される期

末手当で調整を行う規定を設ける」との説明が

ありました。

このことについて、委員より、「今回の改正

により、12月支給の期末・勤勉手当にどのよう

な影響があるのか」との質疑があり、当局よ

り、「40歳の教員で配偶者と子供２人を扶養と

いうケースでは約５万4,000円の減額となり、今

回の条例改正による年間予算の減額は、教育委

員会全体では約13億円となる見込みである」と

の答弁がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

議案第13号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」及び議案第14号「市町村立

学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正

する条例」について、反対の立場から討論をい

たします。

県は、人事院勧告に準ずるとする県の人事委

員会勧告を受けて、県職員及び市町村立学校職

員の給与に関して、給与月額及び期末手当・勤

勉手当等の引き下げを行うとしています。

この給与引き下げに反対する理由の第１は、

人事院が本来果たさなければならない役割を投

げ捨てていることです。人事院は、公務員労働

者の憲法で保障された労働基本権を制約する代

償措置として設けられたものであり、本来、公

務員労働者の労働条件の向上に資する役割が求

平成21年11月30日(月)
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められていると考えます。しかし、人事院

は、1999年から毎年のように給与や期末手当の

引き下げを勧告し、県もそれに準じてきまし

た。しかも、2002年には、小泉内閣が打ち出し

た総人件費抑制政策が、本来中立であるべき人

事院にも押しつけられてきました。こうして人

事院勧告そのものが旧政権の圧力でゆがめられ

てきており、これでは人事院本来の役割が果た

せないどころか、弊害さえもたらしていると言

えます。

第２に、ここ10年以上続けられてきた公務員

労働者の給与や期末手当の引き下げが、公民較

差の是正などと言いながら、果てしのない公務

員と民間の賃金引き下げ競争をつくり出してい

ることです。今、政府はデフレ宣言を行い、デ

フレから脱する方向性を見出すとして追加経済

対策を取りまとめようとしていますが、デフレ

から脱するためにも、個人消費を温めることが

必要です。今回の公務員給与の引き下げは、そ

れに逆行するものではないでしょうか。

県が人事委員会勧告どおりに給与削減を実施

すると、職員１人当たり年額で約13万円の減額

が試算され、全体で約23億円の減額に上るとさ

れています。こうした人事院勧告に準拠する自

治体の給与の引き下げは、職員やその家族の生

活にとどまらず、民間企業、広範な労働者や県

民生活に悪影響を及ぼし、消費低迷と景気悪化

の悪循環を加速させることにしかならず、地域

経済に極めて大きな影響を及ぼすことは明らか

です。したがって、今回の給与等の引き下げ改

定は認められるものではありません。

以上、反対の理由を述べまして、議案第13号

及び第14号に対する反対討論といたします。

〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第13号及び第14号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議案第13号及び第14号について、一括

お諮りいたします。

両案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、両案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第15号採決

○中村幸一議長 次に、議案第15号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

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、本案は委員長の報告のとおり可決されまし

た。

◎ 一般質問

○中村幸一議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。11月議会、一般質問初日でありま

す。きょうは、４名とも自民党議員が一般質問

を行うことになっておりますが、トップバッタ
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ーでありますので、三振を食らうなということ

でありますから、ヒットを打って塁に出て、ホ

ームベースまで帰ってきたい、そういう思いも

込めて一般質問に入らせていただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いしてま

いります。

政権与党の権限のうち最たるものは、集めた

税金をどう配分するかという権限、すなわち予

算編成権を握ることにあります。前内閣は、７

月１日に来年度予算の概算要求基準を決め、８

月31日は財務省が各省庁から概算要求を受け付

ける締め切り日でありました。こうした、まさ

に予算編成の一つの山をあすに控えた８月30日

でありましたが、その後の展開については御案

内のとおりであります。

議会制民主主義をとる諸外国においても、今

回の我が国と同様な政権交代はまれなことでは

なく、保守党から労働党へかわったイギリスを

初め、シュレーダーからメルケル首相の政権に

かわったドイツ、ミッテランからサルコジ大統

領にかわったフランス、ブッシュからオバマ大

統領へかわったアメリカと、軒並み政権交代と

言えるものであります。しかしながら、このよ

うな諸外国の例と我が国を比較すると、いわゆ

る55年体制以降初めて50年ぶりの本格的な政権

交代であります。

まず、政権与党の民主党は、マニフェストに

盛り込んだ政策の財源を捻出するため、麻生内

閣が成立させた補正予算約14兆円のうち、３兆

円程度の執行を中止し、予算内容を組み替え、

景気対策予算を減額するという前例のない事態

が出現いたしました。

そして今、事業仕分けであります。もちろん

評価の声もあります。見なれない事態に拍手を

送る国民もいると思いますが、世の中、効率の

みで論じていいものか、費用対効果のみでいい

ものか、あの穏やかな宇宙飛行士の毛利さんの

「赤字だからといって小中学校をつぶします

か」という言葉には、同感せざるを得ません。

「火事を起こさなければいいのだから、消火器

を常備するのは無駄だ」という議論に聞こえま

す。こうした事態の進行は、この国の先行きに

暗い影を落とさざるを得ないものと言えるので

はないでしょうか。交付税制度の見直し論が提

起され、農道整備事業の廃止、危険国道の改良

費の凍結など、地方財源を直撃しそうな論議が

まかり通ろうとしております。

また、県の来年度の予算編成方針を見ても、

「国の動向を見ながら」という表現で、ある意

味、同情を禁じ得ませんが、極めて見通し不透

明と言わざるを得ません。そこで、知事にお伺

いいたしますが、この政権のもと、地方の声が

くみ上げられていくとお考えであられるのか、

どう対処していこうとしておられるのか、お伺

いをいたします。また、現在の事態は、本県の

来年度予算編成にどのような影響が懸念される

と予測されておられるか、あわせてお伺いをい

たします。

ところで、知事も年が明けると在職３年が経

過し、４年目を迎えることになります。県民の

間では、知事の２期目の話に関心が持たれるよ

うになってまいりました。ことし夏の国政への

転身騒動では、多くの県民が引き続き県政を

担っていただくことを願っており、知事の支持

率も、ある新聞社の８月調査では82％と高いも

のでありました。そうした中、このたびの県の

次期総合長期計画の策定に当たっては、20年後

の本県の姿を明らかにし、これを見据えた部門

別計画の策定や、４年間のアクションプランを

策定されるとのことであり、私は、このことは
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知事の県政運営に対する並々ならぬ決意のたま

ものではないかと考えております。来年夏には

参議院議員選挙もあり、また県民が心配をいた

します。ここで、県民に対し、次期知事選に向

けての知事の意欲のほどを明確にお聞かせいた

だきますようにお願いをいたします。

次に、インフラ整備について県土整備部長に

お伺いをいたします。

予算削減が各方面に大きく影響を及ぼすこと

が十分予想されるところでありますが、中でも

心配しているのは、道路や港湾などのインフラ

整備のおくれている本県にとっては、ますます

取り残され、地域間格差が広がってしまうので

はないかということであります。とりわけ、高

速道を初めとする道路整備が、九州では最下

位、全国的に見ても下位グループである本県に

対する影響は大きいのではないかと思います。

そこでお伺いします。民主党政権になって大幅

な公共事業の削減が予想されておりますが、イ

ンフラ整備、とりわけ高速道や都城志布志道路

を含めた国・県道等の道路整備についておくれ

ることはないのか、お尋ねをいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県では、新政権における方針決定に伴い、去

る11月15日に、平成22年度政府予算に対する重

点要望事項23項目を民主党県連に提出いたしま

した。また、特に重要な課題につきましては、

今後、担当大臣等にも直接要望を行えればと考

えております。私はかねてから、地方から大挙

して上京し、要望書を抱えて霞が関を回ること

に大いに疑問を持っておりましたので、新政権

の手法がうまくいくこと、そしてこのシステム

によって本県の要望が実現することを期待して

おるところであります。

しかしながら、現在進めておられる事業仕分

けや、先日、九州地方整備局長から説明を受け

た公共事業の概算要求状況などを見ますと、ま

すます疲弊していく地方の実情、地方の叫びが

予算や政策にどの程度反映されるのか、不安を

覚えるのも事実であります。御案内のとおり、

新政権は、地域主権の確立、国民目線での政策

決定をマニフェストの柱に据えておられますの

で、この新しいシステムが有効に機能すること

が非常に重要になると考えております。したが

いまして、我々の提案や要望の内容は、政府内

でしっかり検討、議論をいただき、公平公正な

判断がなされるものと考えており、その結果に

ついては納得のいく説明をいただけるものと期

待をしているところであります。

次に、国の予算削減の影響についてでありま

すが、国の平成22年度予算編成につきまして

は、新政権のもと、マニフェストを踏まえ再提

出された概算要求では、子ども手当の創設に係

る地方負担の問題や公共事業費の大幅削減、増

額分が事項要求とされている地方交付税の動向

など、地方にとって重要な問題が不安定、不明

確な状況であり、大きな影響を受ける可能性が

あると考えております。加えて、この概算要求

の一部について、先週まで行政刷新会議のワー

キンググループにより事業仕分けが行われまし

たが、その中では、地方全体の固有財源である

地方交付税を仕分けの対象としたり、農道整備

事業を廃止と判断するなど、これらの結果によ

る本県への影響を懸念しているところでありま

す。今後、こうした事業仕分けの結果が、行政

刷新会議での最終判断や財務省の査定を経て各

府省庁の予算にどのように反映されていくの
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か、現段階では不透明な状況でありますので、

引き続き、国の予算編成の動向を注視するとと

もに、地域の実態や意見を国に対し積極的に伝

えていくなど、的確に対応してまいりたいと考

えております。

続きまして、次期知事選についてでありま

す。私はこれまで、県民の皆様とのお約束であ

るマニフェストの達成に向け、一日一日を全身

全霊で県政運営に取り組んできたところであ

り、現時点ではっきりしていることは、１期目

の任期を全うするということだけであります。

今後、県民の皆様の幅広い意見も聞いた上で、

しかるべき時期に私自身が判断して結論を出す

ことになると考えております。以上です。〔降

壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

公共事業の削減による道路整備への影響につ

いてであります。10月15日に発表されました国

土交通省の平成22年度概算要求におきまして

は、道路事業費が今年度当初予算と比べて約20

％の減額となっておりまして、本県の道路整備

への影響が懸念されるところであります。ま

た、11月24日に九州地方整備局長から知事に説

明をされた本県関係の平成22年度直轄事業の事

業計画におきましては、東九州自動車道の北郷

─日南間や国道10号都城道路などにつきまし

て、今年度当初予算から大幅な減額となってお

り、このままでは事業進捗のおくれにより都城

の定住自立圏構想など地域の各種プロジェクト

にも多大な影響を及ぼすのではないかと、大変

危惧しているところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

○山下博三議員 ありがとうございました。次

期知事選については、知事も県民の世論をしっ

かりと受けとめたいということであり、大変政

情不安定なときでありますから、県民の声を

しっかりと受けとめていただきますようにお願

い申し上げておきたいと思います。

引き続き、県土整備部長にお伺いしてまいり

ます。そもそも、現在の社会資本整備は都市部

に集中しているのが現状であり、地方に行けば

行くほど、道路、河川などいろんなところで必

要とされるべきインフラ整備ができていないの

が実情であります。「コンクリートから人へ」

という言葉は都市部の話であって、社会資本整

備が進んでいない地域は、人、命を守ることや

地域の活力を生み出すことをあきらめろと言っ

ているようなものであります。

今月24日、国土交通省九州地方整備局より、

県庁で国道などの建設事業に関する2010年度当

初予算の概算要求について説明がありました。

ちょうどその日の夕方、都城商工会議所創立80

周年記念祝賀会が開催されておりまして、都城

市長より、都城志布志道路予算大幅削減の情報

が伝えられ、出席者の皆さんの落胆の表情は、

言葉の言いあらわしようもありませんでした。

翌日の新聞報道によりますと、都城市の九州自

動車道都城インターチェンジと鹿児島県の国際

港湾志布志港までを結ぶ国道10号志布志道路

は、本県分13.4キロメートルのうち、１期分５

～７億（21年度17億9,500万円）に削られ、２期

分は０～１億（21年度１億円）の内容でありま

す。一刻も早い完成を願い、大幅増額予算を期

待しておりました。平成の大合併により１市４

町、17万人の人口になり、合併特例債を利用

し、都城インターチェンジ付近に市郡医師会病

院移転も着々と準備が進められております。公

共事業削減のあおりを受け、都城志布志道路の

整備計画がおくれればおくれるほど、地域住民
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の抱いていた拠点都市構想などもまた夢となる

わけであります。特にこの道路は、都城地域の

今後の発展にとっては最重要な道路でありま

す。もっと積極的に整備促進の要望を行うべき

であると考えますが、県土整備部長の見解をお

聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 都城志布志道

路につきましては、都城インターチェンジから

五十町インターチェンジ間を国土交通省におい

て、国道10号のバイパスとして平成12年度から

整備が進められております。一方、五十町イン

ターチェンジから梅北インターチェンジ間につ

きましては県が整備をしておりまして、平成22

年度の完成供用を目標といたしております。都

城志布志道路は、南九州の物流を担うなど重要

な道路でありますことから、その重要性は十分

認識をしているところでありまして、11月15日

に民主党宮崎県連政策会議に対し整備促進の要

望を行ったところであります。また、先ほど申

し上げましたが、11月24日に九州地方整備局長

から知事に平成22年度直轄事業の事業計画を説

明された際にも、整備促進について強く要望を

いたしております。今後とも、県議会を初め、

県民の皆様の御支援、御協力をいただきなが

ら、早期整備に向けて積極的に取り組んでまい

りたいと存じます。

○山下博三議員 これ以上インフラ整備がおく

れることになれば、南九州の発展、いや、九州

全体の発展もおくれるのではないかと大変危惧

をいたしております。知事は常日ごろ、県民総

力戦と力強く言われておりますが、予算確保に

向けて県民の先頭に立ち、県民総力戦で国・政

府に対し力強く要望していただきますようお願

い申し上げます。知事の決意のほどをお伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、そしてまた山田部長が申し上げたとおり、

今後とも、重要なインフラ整備、社会基盤整備

については、声を大にして国あるいは新政権の

もとに届けてまいりたい、要望、提案をしてい

きたいと思いますので、御理解をいただければ

と思います。

○山下博三議員 ぜひ、我々県議団も一致団結

して執行部とともに陳情、要請をしてまいりた

い、そのように思っております。

次に、本県における農商工連携と本県県産

品、特に農畜産物の販路拡大の取り組みについ

て、商工観光労働部長にお伺いをしてまいりま

す。

本県は、全国でも有数の食料生産基地であ

り、農畜産業は本県経済の柱であって、特に都

城地域はその中枢を占めております。農畜産業

の安定した所得を確保するには、生産者の意欲

向上による生産量の増大はもとより、安全・安

心な食品を求める国民の声にこたえるような品

質の農産物を供給することが必要であります。

そのためには、例えば野菜、牛肉、豚肉など、

素材そのものの品質向上に取り組むことはもち

ろんでありますが、安定した価格と所得を確保

するには、加工や流通にまで踏み込んで、付加

価値の高い商品を開発、販売することが不可欠

であり、農商工連携の取り組みに期待するとこ

ろであります。また、農商工連携により開発さ

れた製品の販路をどのように拡大していくかが

今後重要になると思われますが、少子高齢化に

よる人口減少の兆しが見られる我が国の市場だ

けにとどまらず、急速に成長を遂げている中国

を中心としたアジアの国々に販路を拡大してい

くことが、将来のために必要であると考えてお

ります。
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以上を踏まえてお伺いしますが、県ではこれ

までも農商工連携に積極的に取り組んでいくと

答弁をされており、県独自の支援策として25億

円の農商工連携応援ファンドを創設し、支援を

行っておられるところでありますが、現時点に

おけるこのファンドによる支援状況について、

具体例を含めお伺いをいたします。また、農畜

産業の盛んな都城地域における取り組みや支援

について、特筆すべきものがあればお伺いをい

たします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 農商工連

携応援ファンドにつきましては、６月に８

件、11月に６件を交付決定したところでござい

まして、合計で14事業に対し3,000万円余の助成

を行うこととなっております。

内訳としましては、新商品開発や販路開拓に

対する助成が11件で、新たな技術開発に対する

助成が１件、農商工連携の支援機関の活動を支

援する事業が２件となっております。中でも新

商品の開発では、例えば銘柄鶏肉を使ったハン

バーグやブルーベリー葉と黒酢を使ったサプリ

メントなど、農畜産物を活用した食品や飲料の

開発に係るものが８件と、大部分を占めている

ところでございます。また、都城北諸県地域の

事業では、地元の喫茶店と農業法人、社会福祉

法人が連携して取り組む、青大豆と黒酢を使っ

たスイーツ食品の開発のほか、農商工連携の支

援機関として国の認定も受けております社団法

人霧島工業クラブが行います農商工連携セミナ

ーや専門家派遣など、合計２件の取り組みを支

援することとしております。このほかにも、Ｉ

Ｔを活用した生産管理等に取り組む農業生産法

人等の例がありますが、都城北諸県地域は、我

が国を代表する農業地域でございますので、今

後とも、地元の農畜産資源を活用した取り組み

が出てくることを強く期待しているところでご

ざいます。以上でございます。

○山下博三議員 同じく商工観光労働部長にお

伺いいたします。商工観光労働部では、「みや

ざき県産品東アジア販路拡大戦略」を策定し

て、本県の県産品について、中国を初めとする

東アジアにおける販路拡大を図っておられると

聞いております。具体的にどのような取り組み

を行っておられるのか、あるいは何を行おうと

しておられるのか、特に本県の農畜産及びその

加工品についてお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 急速な経

済発展を遂げる中国等への県産品の販路拡大を

図っていくため、県では、東アジア販路拡大戦

略に基づきまして、さまざまな事業を展開して

いるところでございます。具体的には、それぞ

れの国・地域の実情に合った物産フェアや商談

会の開催、流通関係者の招聘などに取り組みま

すとともに、輸出促進セミナーの開催や専門家

による商品開発アドバイスなど、県内企業の輸

出力強化に取り組んでいるところでございま

す。

現在、香港や台湾におきまして、焼酎を初

め、本県産のカンショや漬物等が定番化してき

ているほか、宮崎牛の海外指定店第１号が香港

に誕生するなど、着実に県産品の販路拡大が進

んできていると考えております。また、輸出の

障壁が高いものの、経済成長に伴い富裕層が増

加する中国に対しましても、販路開拓の第一歩

として、県産品の常設棚の設置を現在検討して

いるところでございます。国内市場の縮小が見

込まれる中、東アジアへの販路開拓は、本県農

林水産業、食品産業の振興を図る上で極めて重

要であると認識しておりますので、本県の農畜

産物及びその加工品を中心に、今後とも、意欲
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ある県内企業、団体と連携しながら、その輸出

促進に努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。

○山下博三議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。今、１次、２次、３次産業を合わせて６

次産業という言葉がよく使われておりますが、

これも第１次産業であります農業が安定して生

産できることが一番大事であると思っておりま

すから、ぜひ今後、農政水産部ともしっかりと

連携を密にしていただきますように、お願い申

し上げておきたいと思います。

次に、農業関係の公共事業について農政水産

部長にお伺いしてまいります。

政府の行政刷新会議ワーキンググループの事

業仕分けでは、農林水産省関係で対象となって

いる97事業のうち、公共事業や基金を中心に廃

止や国庫返納など次々と報告されております。

特に公共事業の中では、農政の重点事業の一つ

であります農道整備事業は、歴史的意義は終

わったとして廃止、かんがい排水事業について

は、継続的なコストカットを進めるべきとして

予算要求の縮減20％と、大変厳しい表決結果が

出されております。今回の農道整備事業の廃止

との結果は大変衝撃的であり、来年度予算の確

保ができなければ工事中の橋梁は一体どうなる

のか、道路が途中で途切れてしまうのではない

かなど、地元は大変不安に思っております。本

県農道の実施状況とその影響についてお伺いを

いたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 現在、県内に

おきましては、14の路線を対象に農道の整備に

努めているところでございます。その整備状況

につきましては、全延長110キロメートルのう

ち87キロメートルは既に完成し、残りの23キロ

メートルの区間が実施中もしくは未採択となっ

ております。農道の整備は、大型の農業機械導

入による農作業の効率化や、農産物輸送の合理

化に大きく寄与しており、特に中山間地域では

重要な生活道路としての役割も担っておりま

す。もし事業が廃止され、補助金が打ち切られ

るようなことになりますと、厳しい地方の財政

状況等を踏まえると本県の農道整備の推進は極

めて困難となり、地域農業の振興や農山村の活

性化等に多大な支障が生じるものと懸念される

ところであります。

○山下博三議員 今、答弁のあったとおりであ

ります。私の地元都城では、広域農道や各種農

道の整備により、農産物の集出荷や輸送の合理

化が図られ、農業・農村の振興に大きく寄与し

ていると考えております。現在、基幹農道整備

事業和田２期地区でメーンとなる橋梁工事、こ

れは上部工なんですが、本年度から来年度にか

けて２年にわたる契約で実施されると聞いてお

ります。仮に、来年度、国の予算が打ち切られ

た場合、施工中の工事についてどうなるのか、

お伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県営農道整備

事業のうち、複数年契約によります施工中の工

事につきましては、現在、トンネルとか橋梁工

事で３件を実施中でございます。仮に国の予算

が打ち切られた場合の施工中の工事につきまし

ては、当該市町村を初めとする関係者と十分協

議を行い、今後の取り扱いを決定していく必要

がありますが、先ほど申し上げましたように、

厳しい地方の財政状況等を踏まえますと、工事

の大幅な遅延や継続についての判断をせざるを

得ない状況も想定されるところでございます。

以上であります。

○山下博三議員 大変な影響が出るかと思うん

ですが、廃止もしくはこのようなことになった
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ときの14路線については、それぞれ今後、地元

の議員、自治体、一緒になって現地検討会を開

かせていただきたい、そのように思っておりま

す。

次に入らせていただきますが、私の地元で進

められております国営かんがい排水事業都城盆

地地区では、木之川内ダムが既に完成し、平

成22年度からは、いよいよダムからの水が供用

を開始されようとしています。それに附帯する

末端関連事業については、まさにこれからピー

クを迎えるところであり、今から畑地かんがい

を重点的に進めていかなければならない状況に

あります。このようなときに、国の概算要求で

は対前年比84.7％となされ、その上、今回の仕

分けでは、かんがい排水事業は予算要求の縮

減、さらに20％との表決が出されており、末端

関連事業の進捗に影響を及ぼすのではないか

と、大変心配いたしているところであります。

そこで、本県の国営かんがい排水事業の実施状

況と、今回の事業仕分けでの予算要求の縮減20

％となった場合の影響について、お伺いをいた

します。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県では現

在、県内で４地区の国営かんがい排水事業と、

これに附帯します関連事業を積極的に進めてい

るところであります。このうち、国営の都城盆

地地区、綾川２期地区は来年度完成予定でござ

いますが、西諸地区、尾鈴地区はダム本体工事

に着手したばかりであり、また関連事業はこれ

から整備の最盛期を迎える状況でございます。

このような中、国の概算要求額の削減に加え

まして、今回の事業仕分け結果を踏まえ、さら

に予算額が減額されますと、国営事業並びに関

連事業の推進に大きな影響が生じるものと危惧

しているところであります。この結果、農家の

方々が実際に水利用できる時期が大幅におく

れ、収益性の高い畑作農業の振興に多大な影響

が生じるとともに、さらには、施設の維持管理

を行います土地改良区の運営への影響等も懸念

されるところでございます。以上です。

○山下博三議員 この畑かん事業の予算削減

が、末端の地域、水を求めている農業振興地域

にどれほど影響が出てくるか、大変危惧をいた

しております。今、県内５つの畑かん事業が実

施されておりますが、特に都城、尾鈴、西諸

は、22年、23年、26年度でそれぞれ国営事業の

ダムが完成いたします。水はたまっても、後、

支線水路の工事がおくれますと、地域農業振興

というのは大変影響してまいりますから、ぜひ

ともこの予算確保については、絶対的に確保に

向けて努力していきたい、そういう思いであり

ます。まだ西諸については１割も県営工事は進

んでおりませんから、ぜひこのこともしっかり

と国・政府に予算要求をしていきたい、そうい

う思いであります。

次に入らせていただきます。今回の事業仕分

けでは、「仕分けの時間が１時間程度で短い」

「447の対象事業を選定したプロセスが明らかに

されていない」などの意見があるほか、地方重

視を言いながら、都会の論理が際立っているな

ど、地方の声が果たして届いていくのか、非常

に懸念をいたしております。農業が基幹産業で

あります本県にとりまして、農家の生産向上に

寄与する農道整備や、かんがい排水事業を初め

とする農業基盤整備を積極的に推進すること

は、極めて重要であると考えます。そこで、今

回の事態を受けて、県は今後どのように対応し

ていかれるのか、国に対して本県の実情と農業

農村事業の必要性をもっと強く訴えていくべき

と思いますが、見解をお伺いいたします。
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○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県の農業・

農村の振興を図るためには、かんがい排水事業

や農道整備事業を初めとする農業農村整備事業

の推進は必要不可欠なものでございまして、先

般の事業仕分け作業における廃止とか予算の縮

減といった方針は、農業を基幹産業とします本

県にとりまして、多大な影響を及ぼすものと懸

念をしているところでございます。県といたし

ましては、これまでにも、本県における農道や

畑地かんがい整備の必要性、整備状況などの実

情を訴えつつ、事業の存続や予算の確保につい

て、国に対して要望してきたところであります

けれども、今後とも、あらゆる機会を通じまし

て、積極的に国へ働きかけてまいりたいと考え

ております。以上であります。

○山下博三議員 次に、同じく農政水産部長

に、戸別所得補償制度のモデル対策についてお

伺いしてまいります。

私の地元である都城北諸地域においては、こ

れまで米の生産調整に協力しながら、飼料作物

や麦、大豆といった地域の特色を生かした転作

作物の栽培を進めてまいりました。転作作物を

進める上で、地域独自の取り組みとして、農家

がそれぞれの水田にさまざまな作物をつくるの

ではなく、地域の話し合いの中で、米の作付を

行う地域と転作作物をつくる地域に分けて、３

年程度で回していくブロックローテーションに

取り組んでまいりました。さらには、高齢化の

進む地域農業の担い手として集落営農法人の設

立に積極的に取り組むなど、国の米対策改革大

綱や構造政策の流れを踏まえて、農業構造改革

にいち早く取り組んでまいりました。このよう

な取り組みを進めてきた地域でありますが、

今、集落営農のリーダーを中心に、今後どのよ

うに地域の営農を進めていけばいいのか、大変

不安を感じております。といいますのも、来年

度から実施される民主党政権の農政改革の柱で

ある戸別所得補償制度のモデル対策がどのよう

に取り組まれるのか、明確でないからでありま

す。

このモデル対策は、22年度予算の概算要求に

おいて、米をつくらせない形の現行の生産調整

を廃止し、戸別所得補償制度により食料自給率

向上、農山漁村の再生を図ることを目的に、総

額5,618億円が計上されております。具体的に

は、標準的な生産に要する経費と販売価格の差

額を全国一律の基準で補償する「米戸別所得補

償モデル事業」と、大豆、飼料用米などの生産

を行う販売農家に対して全国一律の単価で助成

金を農業者に直接交付する「水田利活用自給力

向上事業」の２本立てとなっております。今ま

での制度では、助成金の使い方は地域の特徴を

生かすという観点から地域の判断にゆだねられ

ていましたが、全国一律ということになり、農

業者からは、「来年から水田農業をどのように

すればいいのか」「新たな助成体系の中で何を

つくればいいのか」など、さまざま不安の声が

聞こえております。そこでまず、県は戸別所得

補償制度のモデル対策についてどのように受け

とめておられるか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 戸別所得補償

制度のモデル対策のうち、米戸別所得補償モデ

ル事業につきましては、生産費を基準に補償水

準が算定されますことから、農家の再生産を確

保する上で一定の評価はできるものと考えます

けれども、全国一律の水準で補償が行われます

ことから、小規模農家が多く生産費が全国平均

より高い本県にとりましては、生産費に見合う

補償が受けられないことなどが懸念されます。

また、もう一つの柱でございます水田利活用
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自給力向上事業につきましては、助成体系が大

幅に簡素化されておりまして、わかりやすい制

度とはなっておりますけれども、本県の重要な

転作作物であります野菜等が対象となるか明確

となっていないといったことや、これまで構造

改革を推進する観点から、団地化等に対する加

算助成を重点的に行ってきました地域におきま

しては、交付金の減額とか、あるいはブロック

ローテーションへの影響などが懸念されるとこ

ろであります。

このように本県の実情を考えますと、さまざ

まな課題があると考えておりますが、いずれに

つきましても、水田農業の担い手像とか、ある

いは構造改革の方向性など、今後の水田農業の

あるべき姿を早急に示していただくことが重要

であると考えております。以上であります。

○山下博三議員 モデル事業については、評価

できる点もあるものの、さまざまな課題もある

ということであります。県ではこれまで、農業

構造の改革を進め、意欲ある担い手として認定

農業者の育成確保を進めるとともに、高齢化等

の進行の進む地域においては、集落営農組織の

育成を積極的に進めてこられました。これまで

の成果として、集落営農組織や集落営農法人が

どれぐらい設立され、どのような生産活動を行

い、それぞれどのように地域貢献してきたと思

われますか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農地の利用調

整とか農業機械等の共同利用等によります集団

的な農業生産活動に取り組んでおります集落営

農組織は、本年９月末現在で県内に105の組織が

ございまして、このうち集落営農法人でありま

すが、20法人ほどございます。特に集落営農法

人につきましては、転作田を活用した大豆、飼

料作物、加工用・業務用野菜の生産など、地域

が一体となった経営を通じまして、農地の有効

利用や規模拡大を積極的に行っておりまして、

雇用の確保とか若者の集落定着など、地域農業

の振興に大きく貢献していると考えておりま

す。以上であります。

○山下博三議員 一定の地域貢献があったとい

うことであります。国の対策の行方が全く見え

ない中で、県は今後、集落営農法人の育成をど

のように進めていこうとしておられるのか、お

伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 集落の農地を

将来にわたりまして安定的に担い、地域農業を

支える集落営農法人の育成は、大変重要であり

まして、現在、策定作業を進めております第７

次の農業・農村振興長期計画におきましても、

重要な担い手として考えているところでござい

ます。このため今後とも、関係機関・団体と連

携しながら、農作業受託や転作作物の生産のほ

か、契約取引や加工品開発等によります農商工

連携の推進など、経営の安定化や多角化に向け

た取り組み等を支援することによりまして、集

落営農法人の育成はもとより、その維持発展に

努めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 引き続き、集落営農法人の育

成を進めていくということでありますが、今

回、概算要求されている5,618億円のモデル対策

について、新聞等の情報をもとに本県にどれぐ

らい交付されるのか、試算をしてみました。県

全体では、転作部分である食料自給率向上対策

として、現在の助成金総額とほぼ同水準の31億

円程度、また米の戸別所得補償として、生産調

整に協力すれば10アール当たり１万円以上が交

付されるということであり、その額が20億円程

度ということで、合わせると50億円を上回る交

付金が見込まれるかと思われます。しかし、冒
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頭に申し上げましたように、先進的な集落営農

法人の設立に積極的に取り組んできた地域にお

いて集落営農のリーダーと話をすると、「転作

作物として、飼料用米やホールクロップサイレ

ージなど水を使う作物が入った場合、ブロック

ローテーションが組めなくなる」とか、「団地

化加算金がなくなることにより助成金が減る」

という不安の声が高まっております。そして何

よりも、これまで地域が一体となって取り組ん

できた集落営農が今回の対策で崩壊するのでは

ないかという大きな懸念を抱いておられるのが

実態であります。このような現場の声を踏ま

え、県は今後、戸別所得補償制度のモデル対策

にどのように取り組んでいこうと考えておられ

るのか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県におきま

しては、これまでも、担い手を中心とした水田

農業の構造改革の推進や、地域の特色を生かし

た多様な作物の生産振興を図るなど、生産性の

高い水田農業経営の確立に、関係者が一体と

なって取り組んできたところであります。この

ような中で、今回のモデル対策の実施に当たり

ましては、団地化等に対する加算助成や、野菜

等の地域特産作物を助成対象に加えるなど、地

域の実態に即した制度となるよう、国に対しま

して要望を行ったところであります。県といた

しましては、これまでの集落営農の取り組みの

成果等を今後とも持続発展させていくことが重

要であると考えておりますので、引き続き、国

に対しまして本県の実情を強く訴えていくとと

もに、新たな対策も有効に活用しながら、農家

所得の向上と生産性の高い水田農業経営の確立

に努めてまいりたいと存じます。

○山下博三議員 ここでちょっと紹介したいと

思うんですが、都城のモデル的にやっている

「きらり農場高木」、ここが今、４年目を迎え

ておるんですが、長期利用権設定（10年契

約）76町、短期利用権設定（５年契約）68町、

組合員312名、189ヘクタールを管理している農

業法人であります。21年度の作付でカンショ17

ヘクタール、ジャガイモ20ヘクタール、大豆40

ヘクタール、米40ヘクタール、飼料作物40ヘク

タール、里芋２ヘクタール、これだけの作付を

計画的に行っている地域なんですが、売り上げ

見込みでことしは１億9,600万、雇用労賃3,700

万を支払われます。事務・雇用費として310万、

合わせて4,010万円、いわゆる雇用として支払わ

れるお金が発生しております。当期利益1,980万

円を見込んでおられます。これだけ国の制度を

利用して今まで積み上げてこられた農業法人

「きらり農場高木」に限らず、県内各地域にこ

ういう法人が育ってきたと思うんですが、民主

党の戸別所得補償制度でこの集落営農の積み上

げたものが崩されることのないように、しっか

りと地元の意見を聞いて新たな制度をつくって

いただきますように、お願いを申し上げたいと

思います。

農政水産部長への最後の質問となります。県

も、情報量が乏しい中にあって、大変厳しいか

じ取りが求められると思いますが、地域の農業

者の不安解消を第一に進めていただきたいと思

います。早期水稲地帯では、12月には種子の注

文が始まりますし、ブロックローテーションに

取り組む普通水稲地帯においても、来年度の作

付計画を早く決定しなければならない極めて重

要な時期であります。県では、それぞれの取り

組み方針について、いつごろ確定し、農業者に

周知徹底していくのか、今後の予定についてお

伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話ございま
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したように、本県は早期水稲を抱えてございま

して、次年度の営農準備等の関係から、少しで

も早い時期に、県段階の方針とか進め方等につ

いて農業者に周知徹底することが大変大事であ

ると考えております。このため、県といたしま

しては、これら地域の実情等を踏まえ、遅くと

も12月中旬ごろまでには、県の水田営農対策協

議会において、生産数量目標の情報あるいは当

面の取り組み方針等を取りまとめ、速やかに県

内の各市町村、ＪＡ等に対しまして説明を行っ

てまいりたいと考えております。いずれにいた

しましても、現場の農業者等にできるだけ混乱

が生じないよう、国の動向も注視しながら、適

切な対応に努めてまいりたいと存じます。

○山下博三議員 農政問題最後の要望になりま

すが、お聞きください。今回のモデル対策につ

いては、具体的な仕組みや手続が明らかでない

現状で、来年度の米や転作作物の準備を進めな

ければならない状況であります。これまでの情

報等をもとに、私なりに試算をしてみました

が、実際にどれぐらいが本県、各地域に交付さ

れるのか、まだわからない状況であります。さ

らには、今回の対策では、全国一律の所得補償

単価では制度が目的としている生産費が補償さ

れないという課題があります。また、米の消費

量が減少する中で、米の生産調整が選択制とな

ることから、米地帯、いわゆる東北や北海道の

農業者が米の生産に取り組むのではないかとい

うことも懸念されます。もしそうなると、間違

いなく米の生産過剰となり、消費者米価が下落

すると考えるのは私だけでしょうか。消費者米

価が下がり、米が買いやすくなるかと思います

が、それが民主党政権の言う「国民生活第一の

友愛社会」「人に愛」なのでしょうか。消費者

米価が下がれば、それ以上に生産者の販売価格

は下がります。しかし、その下がった分を所得

補償で補てんするということかもしれません

が、農業者は、農産物の生産を通して、自分で

努力し、生きがいを感じ、収穫をする喜び、働

く喜びがあるのではないでしょうか。

また、食料自給率を向上させるとあります

が、単価を高くしてホールクロップサイレージ

の生産を拡大することが、穀物自給率向上につ

ながるのでしょうか。ホールクロップサイレー

ジとは、稲が乳熟期のときに刈り取って、牛の

飼料にするということであります。私もみずか

ら酪農経営の経験がありますが、ホールクロッ

プサイレージが使える畜産農家は、酪農や肉用

牛繁殖経営に限られており、飼料用自給率が低

い肉用牛肥育経営などは、イタリアンライグラ

スや稲わらなどの乾草を必要といたします。ホ

ールクロップサイレージが自給率向上になると

いうのであれば、飼料作物も高い単価でもいい

のではないかという疑問も残ります。

今後、このモデル対策が実施されていく中

で、地域の実態に基づくさまざまな課題がわき

上がってくるのではないかと、大変危惧をいた

しております。国への要望の方法がこれまでと

大きく変わり、民主党県連を通さなければ国へ

の要望事項が上げられなくなったということで

あります。民主党県連の果たす役割が大変大き

くなったようでありますが、今後、地域の実情

を十二分に御理解いただき、いかに党本部や各

省庁を動かすかが重要となってまいります。県

におきましても、地域の実態を踏まえた制度そ

のものの改善や充実に向けて国に働きかけてい

ただくとともに、農業者の不安を少しでも解消

できるよう、関係者が十分に連携して知恵を出

していただくよう、知事を初めとする執行部に

強く要望いたします。
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福祉政策に入ります。障害者自立支援法につ

いて福祉保健部長にお伺いします。

宮崎労働局から今月20日に、６月１日現在の

障害者雇用促進法に基づき障がい者雇用が義務

づけられている従業員56人以上の545社の雇用状

況が発表されました。県内企業のうち、法定雇

用率1.8％を達成した割合は65.1％で、前年よ

り1.8ポイント増、３年連続で全国２位となり、

企業の法令遵守に対する意識の向上があったも

のと思います。また、それぞれの障がい者受け

入れのＮＰＯ、社会福祉法人等の事業所や、障

害者就業・生活支援センター等のたゆまない努

力の結果と、深く感謝を申し上げる次第であり

ます。

さて、平成18年よりスタートした自立支援法

でありますが、障がいのある人がだれしも健常

者と変わらない社会生活が営まれる地域づく

り、この理念は私は間違っていないと思ってお

ります。政権交代により自立支援法が廃止さ

れ、新たな制度づくりが議論されております

が、どのような制度に移行していくのか、お伺

いをいたします。

また、今回の仕分け作業において、「工賃倍

増５か年計画支援事業費」が半減される方向で

ありますが、どのような影響があるのか、お伺

いをいたします。

次に、精神障がい者の社会復帰に向けての取

り組みについてお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 国において

は、障がい者に係る法制度の抜本的な改革と基

盤の整備のため、内閣総理大臣を本部長とする

「障がい者制度改革推進本部」を設置する方針

と聞いております。障害者自立支援法の廃止

と、それにかわる新しい制度の創設について

も、今後、この推進本部において、障がい者団

体等の意見を聞きながら、具体的な検討がされ

ていくものと考えております。県としまして

は、その動向を注視しながら、障がい者にとっ

てよりよい制度となるよう、必要に応じて国へ

意見・要望を出すなど、適切に対応してまいり

たいと考えております。

次に、「工賃倍増５か年計画支援事業」につ

いてでございますけれども、これは、障がい福

祉サービス事業所等に対して、経営の専門家が

新商品の開発や販路開拓等について助言を行う

事業や、障がい者が製作した商品の共同販売を

行う事業などに支援を行うものであります。今

回、行政刷新会議の事業仕分け作業において

は、この事業の重要性は御理解いただいたもの

の、平成22年度予算要求を半額に縮減するべき

等の評価結果が出されたと聞いております。当

該予算の今後の取り扱いについては、現時点に

おいては不明確な部分もありますことから、県

としましては、引き続き国の動向を注視してま

いりたいと考えております。

最後に、精神障がい者の社会復帰についてで

ございますが、精神障がい者の社会復帰のため

には、地域社会での理解の促進や相談支援体制

の充実に加え、居住の場の確保や就労に向けた

支援が必要であると認識しております。このた

め県では、精神障がい者への理解を促す研修会

を開催するとともに、本年10月からは、精神障

がい者に関する電話相談を開始したところであ

ります。また、グループホームやケアホームの

開設に要する経費に対する助成を行い、居住の

場の確保に努めているところです。さらに、精

神障がい者の方に一定期間、企業などで職場体

験をしていただき、集中力や対人関係の築き方

を習得することにより社会的自立を促す、社会

適応訓練事業を行っているところであります。
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県としましては、今後とも、市町村や関係機関

と連携を図りながら、精神障がい者の社会復帰

に向けた支援に努めてまいります。以上でござ

います。

○山下博三議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） 今任期５回

目の質問でございます。今回も一問一答方式で

すから、質問項目の通告と、口頭で趣旨をお伝

えしただけで恐縮ですが、知事、関係部長には

御自身の言葉で答弁いただければ大変幸いでご

ざいます。

知事は今日まで、全国知事会、メディアなど

を通して、地方分権、地域主権の旗振り役とし

て大活躍、全国的に話題を提供され、いつも注

目の的であり、時間的にも相当シビアであった

と思います。しかしながら、新政権誕生後は、

幾分じっくりと県政に取り組める環境になった

かと考えますが、いかがでしょうか。知事には

どっしりと腰を据えて県政に打ち込んでいただ

けるのではないかと期待をいたしております。

さて、私は先般、「構想日本」代表の加藤秀

樹氏のセミナーを受講しました。「新政権で地

域政策はどう変わる」とのタイトルに引かれま

して、参加の申し込みをいたしました。しばら

くして加藤氏が行政刷新会議議員兼事務局長に

就任されたことで、セミナーには全国の首長や

地方議会からの受講者が殺到し、大盛況であり

ました。気負うことなく淡々と話をされたセミ

ナーの内容は、行政関係者ならだれしも問題点

を認識しながら、改善あるいは踏み込んでいな

い事柄が多くありました。例えば、国の指示ど

おりすれば補助金が出るため、コストを考えな

い事業。全国画一の地域振興策は地域の発想と

か生活者からの視点が欠けているのに、地域ご

との多様な発想へ転換することのためらい。国

の補助金・交付金・公共事業頼みから、もう一

度、種火として残っている地域産業を一つ一つ

丁寧に点検し、人材や、ばらばらになっている

技術をつなぎ合わせ直し、今の経済や生活に合

うものづくり、もの売りに組みかえていく必要

がある。これが地域再生の切り札である。そこ

でかぎとなるのは人で、これをつなぐプロデュ

ース、コーディネートが極めて大事となる。言

われてみれば当然至極のことであります。何か

あったら国にお伺いをする癖がついている、ま

た長年の上下関係がしみついている私どもに

は、そのような発想する気力すらなくなってい

ると、じくじたる思いでありました。

そこで、本県においてこのような役割を、ど

こが、だれが担うのかと考えますと、私は、知

事を先頭にした県行政組織しかないと思い、こ

れをプロデュース、コーディネートする活気、

気力をまず取り戻す必要があると考えました。

行政刷新会議の事業仕分けは、民間の企業では

公開は別としても普通に行われている経営手法

であります。これに一喜一憂するより、食料基

地という最大の財産、そして国内では最も住み

やすいと言われる気候風土、自然を持つ県土、

この資源を知事を最高責任者にプロデュース

し、コーディネートするシンクタンクとして県

庁組織をいかに生かすか、またいかに効率的に

県民に役立つ県行政へと改革するか、これが私

どもの大事な仕事と考えます。そこで、このよ

うな行政刷新会議等の動きを踏まえ、知事は地

域主権・再生の旗振り役としていかなるスタン

スで今後県政に取り組んでいかれるのか、お尋

ねをしたいのであります。

以下、質問者席において質問をいたしたいと
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思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 新政権にお

きましては、政治主導、国民目線を基軸として

さまざまな取り組みを行っているところであ

り、さらに今後、第２次補正予算や来年度当初

予算の内容が明らかになるとともに、年内には

将来に向けた中長期的な成長戦略が示されると

伺っております。県といたしましては、このよ

うな国の動きを踏まえながら、必要な事項につ

いて国に提案・要望を行うとともに、県として

も、戦略性を持って施策の構築及び展開を図っ

ていく必要があると考えております。

このような観点から、先般策定いたしました

来年度の重点施策におきましても、雇用の確保

や地域医療の再生、中山間地域対策など、緊急

的な課題への対応を定めるとともに、本県の成

長につなげていくための将来に向けた課題への

対応として、地域資源や強みを生かした新たな

産業の展開や、太陽光を初めとする新エネルギ

ーの利活用推進など低炭素社会実現に向けた先

導的な取り組み、さらには子育て支援や地域を

担う人材の育成などを定めたところでありまし

て、今後、このような施策に積極的かつスピー

ド感を持って取り組んでまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○福田作弥議員 知事の全国段階での活躍には

敬意を表しているわけでありますが、全国知事

会等で強力に働きかけをされまして動き出した

直轄事業負担金の廃止の問題でありますが、全

国で１兆円を超える負担金が不要になり、各県

とも財政的にはゆとりが生じることになります

が、これは素直に喜んでいいものか、まずお聞

きをしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 国の平成22年度予算

編成につきましては、新政権のもと、９月29日

に予算編成方針が閣議決定されまして、10月15

日には各府省庁から概算要求が再提出されたと

ころであります。その内容は、子ども手当の創

設に係る地方負担の問題とか公共事業費の大幅

削減のほか、地方交付税についても増額分が事

項要求にとどまっている一方で、国税の減収見

込みや、直轄事業負担金、暫定税率の廃止との

関係などから、今後の地方財政対策をめぐる折

衝において減額の可能性もあるなど、地方に

とって重要な問題が不透明な状況にありまし

て、本県への影響が強く懸念されているところ

であります。このため、県といたしましては、

国の予算編成の動向を注視するとともに、国に

対し地域の実態や意見を積極的に伝えていくな

ど、的確に対応してまいりたいと考えておりま

す。また、御質問のある直轄事業負担金につい

ては、今後、制度設計等が不透明なことから、

懸念もありますし、期待もあるところでありま

す。

○福田作弥議員 私は、この動きに対しては大

変ありがたいなと思っているんですが、一方で

は、直轄事業負担金の廃止相当金額を地方交付

税から減額をされるおそれはないのかなという

ことを、報道があった時点から感じておったん

です。そういうことにならないように─言う

なれば、ぬか喜びになる可能性がかなりあるな

ということを感じておるわけでありますが、そ

の辺については知事は大丈夫だとお考えです

か。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおり、一抹の懸念、そしてまた期待もあ

るところでありますので、地方交付税等の減額

がないように、国に対しては提言、要求をして

いきたいと考えております。

○福田作弥議員 御尽力をお願いしたいと思い
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ます。

それから、最近、ショッキングなニュースを

目にしました。本県におきましては、知事を先

頭にオール県庁で企業誘致に取り組んでおるわ

けでありますが、この企業誘致と補助金に関す

るニュースであります。三重県にシャープが進

出をして、亀山のテレビで大変有名であります

が、この第１工場を中国に売却したと。これに

ついて、三重県が大変なことだということで補

助金の返還手続を進めているという報道であり

ました。本県においても今後、企業誘致に関し

て大口の補助案件が出てくると考えるんです

が、三重県の事例をどのように見ておられるの

か、知事にお尋ねをしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 近年のグローバル化

した産業、経済の中では、誘致した企業が最先

端業種の大企業であっても、市場の変化やスピ

ードを予測できないこともありますので、短期

間で撤退する場合も考えられます。しかしなが

ら、大消費地から遠く、交通インフラの整備も

進んでいない本県の厳しい立地環境や、本県の

産業振興を図る上での製造業等の振興の重要

性、さらには昨今の厳しい経済情勢下での雇用

確保等における即効性などを考えますと、積極

的に企業誘致に取り組む必要があると考えてお

ります。企業誘致に当たりましては、立地した

企業が本県に根をおろし、事業を継続していた

だくことが重要でありますので、今後とも、企

業に対して持続的な事業展開というものを強く

お願いしてまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 もちろん、企業誘致には積極

的に引き続き取り組んでいただきたいわけであ

ります。三重県の場合は、補助金で取得した財

産を譲渡する場合には、企業は知事の承認を得

ることになっているようでありますが、このケ

ースでは、知事の承認なしに中国に液晶の第１

製造工場を売却したということが引き金のよう

であります。本県においては、こういうことは

ちゃんと念頭に置いて、そういう対策等は考え

ておられるんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 三重県の場合は、恐

らく補助金の返還要求等々がなされるかと思っ

ておりますが、本県に関しましては、企業誘致

に関しまして、そういったことがないように、

企業に強くお願いを申し上げていきたいと考え

ております。

○福田作弥議員 次に、行政刷新会議に関係す

ることでありますが、今、この会議が政府の公

益法人関係の見直しを徹底的にやるということ

が報じられているわけであります。本県におき

ましても、県議会に行革委員会を設置し、県の

関与する公益法人の検証をいたしておりま

す。90余りの団体に補助金や助成金、人的支援

が行われておるわけであります。その中には、

役割を終えたと思われるのに漫然と残っている

もの、あるいは経営困難で債務超過も心配さ

れ、近い将来、県財政本体に悪影響を及ぼすお

それのある団体もあり、本県においても国同様

に県関与の公益法人の徹底した見直しが必要だ

と思われますが、知事はどのように考えておら

れますか。

○知事（東国原英夫君） 済みません、質問の

趣旨がいま一つ整理できないので、もう一回、

失礼ですけれども、お願いします。

○福田作弥議員 同じことでありますから、時

間の無駄ですね。行政刷新会議が公益法人の徹

底見直しに着手するということが報じられてい

ますね。本県でも今、県議会で行革委員会をつ

くりまして、検証はしておりますが、知事部局

自体としても、先ほど申し上げたような理由か
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ら、もう一回徹底した見直しが必要かなと考え

ますが、その点についての知事の御所見をお聞

きしたいと思っているんです。

○知事（東国原英夫君） わかりました。失礼

いたしました。御指摘のとおりだと思っており

ます。公益法人あるいは出資法人に関しては、

今後もなお一層の行財政刷新と行財政改革とい

う名のもとに見直していきたいと考えておりま

す。

○福田作弥議員 ぜひ、徹底した見直しをお願

いしておきたいと思います。

本県について、いろんな分析がいろんな方か

らされておるんですが、宮崎県は、所得のラン

キングあたりから見ると非常に貧しいように見

えるが、しかしその割には物がよく売れると

か、あるいは住みやすいとか、いろいろプラス

の評価を受けております。それは何だろうなと

いうことで考えるんですが、私は、基幹産業の

農業が数字に出にくい富を生んでおるのではな

いか、そういう感覚的なものを持っているんで

す。そこで、農業の再生を通じて、地域コミュ

ニティー、県の活性化をやる必要があると考え

ているんです。言うなれば、農業を核として県

内外から人、物、金の流れを活発化させて、県

内に内発的な成長のエンジンをつくることが大

事だと思うんですが、その辺、知事はどのよう

にお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 県民所得に関しまし

ては、平成19年の数字がこの間、出たところで

ありますが、建築業、土木業の落ち込み以上

に、食料品加工等々あるいは観光等のサービス

業が伸びまして、県内ＧＤＰが上がりました。

結果、県民所得は２万程度上がっております。

ただ、県民所得イコール県民収入ではないとい

うことでございますので、県内の消費志向が高

いというのは、恐らく議員御指摘の県内の農林

水産業等々が、この19年、20年、非常に元気が

よかったのではないかと私も考えております。

農業でございますが、今後、新産業として展開

をしていかなければいけないと考えています。

先ほど来、話がありますように、６次産業の問

題、あるいは産官学の問題、あるいは農商工連

携の問題、農業を新しい産業として、新しい成

長産業として確立していく、そして進めていく

というのが、我々に課せられた重要な課題だと

考えております。

○福田作弥議員 次に移りたいと思います。米

政策と言えば、これは農政の転換であります

が、本県の対応について、農政水産部長を中心

にお尋ねをいたしたいと思います。

我が国の米政策は農政の象徴的なものなんで

すね。40年以上にわたりまして減反政策が実施

をされておりまして、７兆円の国費が投じられ

ておるわけであります。米の生産金額のピーク

は３兆8,000億ぐらいあったようですね。現在で

は１兆8,000億でありますから、かなり少なく

なっています。国内の農業生産額のパーセンテ

ージを見ますと、米は約22％、あとは畜産が２

兆5,000億で30％ちょっと、野菜が２兆円で24.3

％ぐらい、あと果実・フルーツが8,000億で10％

弱。本県の場合は、3,000億強の中で米は160億

からちょっとで、５％ぐらいしかないんですか

ら、そんなに大きなウエートがあるわけではな

いんです。しかし、今までは、やっぱり農政の

象徴でありますから、全国一律の政策に従順に

従ってきたところでありますが、私はこの全国

一律の農政に限界を感じています。長く現場に

おりましたから。もうそろそろ宮崎県版の農政

を展開する時期ではないかなと考えておるわけ

であります。そこで、新政権において農家戸別
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所得補償方式が図られようとしているわけであ

りますが、本県の対応についてお伺いしたいの

でありますが、まずどのように対応されていく

考えなのか、これは農政水産部長にお願いしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 先ほども

ちょっとお答えしましたように、現段階で所得

の補償水準とかいろいろ不明確な部分がありま

すし、野菜等が対象に含まれるかどうか、ある

いは加算等がなくなっているといったこと等も

ございまして、不透明な部分はあるんですが、

県としましては、所得補償という観点では一定

の評価はできるんじゃないかと思っています。

ただ、まだまだ、本県の農業の実態から見たと

きに、合わない部分も多々あるんじゃないかな

というふうに考えておりますので、そういった

点につきましては、国のほうにも積極的に提言

等もしながら、本県農業者、米づくり、転作を

含めて生産性の向上、所得の確保が図られるよ

うに、我々としては努めてまいりたいと考えて

おります。

○福田作弥議員 私はかつて、本県の中部沿海

地帯の早場米地帯におきましては減反するのは

惜しいなということをいつも考えておりまし

た。生産調整の、行政、市町村あるいはＪＡを

含めての作業というのは、大変な、膨大な労務

コストを要しております。本県の早期水稲は、

米余り現象の中でも、よほど品質が悪いとき以

外は、新米の優位性が以前ほどはありません

が、それでも普通地帯の米が出る前に完全に売

り切っているんです。これは、一般の野菜的感

覚に立てば、夏場の換金作物として依然、魅力

があるんです。ですから、私は、党派は違って

も、選択制となった生産調整は本県の約半分近

い早期地帯においては非常に魅力ある制度かな

というふうに見ておるわけであります。それ

は、結果を見ないとわからないといえばわから

ないと思いますが、従前のように膨大な労務コ

ストをかけて無理な減反を推し進めていくより

も、そのものずばり、生産者の自主性に任せた

ほうが、農家の現場からは喜びの声が上がって

くるのではないかと推察するのでありますが、

農政水産部長、どのようにお考えか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県の早期水

稲でありますけれども、御案内かと思います

が、昭和36年ぐらいから防災営農計画の中で本

県に導入されてまいりました。特に、コシヒカ

リが36年ぐらいから試験的に入っているんです

が、平成６年ですか、一時は、60キロ３万円ぐ

らいまで、新潟のコシヒカリを超すような価格

になりました。ところが、その後、低温保管と

か流通の改善等がございまして、現段階を見ま

すと、60キロ１万5,000～6,000円という状況に

ございまして、県外の卸さんあたりの話を伺い

ますと、本県の早期米、１万5,000トンあたりが

指定席かなと。ただ、よくて２万トン、以前は

３万トンございました。それがそういう状況に

なってございます。そういう厳しい―今後ど

う動くかというところは、なかなか見通しがつ

きにくいところがございますけれども、きちっ

と需要に応じた生産、米つくりをしていく、あ

わせて、本県は複合経営が中心でありますか

ら、転作作物を含めて経営の安定をどう図って

いくかということが、今後の本県の農政の方向

じゃないかなというふうに考えております。

○福田作弥議員 農政水産部長の立場からは、

そのあたりが限界かと思うんですが、40％近い

生産調整から、100％作付できるということは、

これは耕作者の喜びであります。兼業農家で

も、米をつくる人は600万円近い機械投資をやっ
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ているんです。この稼働率が６割ぐらいですか

ら、稼働率も上がりますし、償却もかなり進む

と思うんです。さらに、何といいましても農村

の水田環境がよくなります。４割近い未耕作地

がなくなるんですから。いろんな対策は打たれ

ますが、現実は、ほかの品目が作付できない箇

所がかなり多くて、やはり水田は水田という感

じでありますから、非常に環境もよくなって喜

ばれるのではないかと考えておりまして、こと

しの米政策の転換を非常に注目しておるところ

であります。さらに、県や市町村や農業団体

が、生産調整という実りのない事務や作業のく

びきから解放され、新たな農政の展開をしてほ

しい、こういう期待も持っておるところであり

ます。

次に移ります。農政が転換されますと、農業

のいろんな競合関係も出てくるんです。先般、

私どもは会派で北海道の農業事情を視察いたし

ました。ちょうど本県の精液ストロー盗難事件

が起こった後でございましたから、北海道のほ

うもけげんな顔をしておったんですが、以前に

松形知事が、口蹄疫が発生したときに大変お世

話をされた町でございまして、町長さん以下、

たくさんの関係者に出迎えていただき、勉強会

ができました。そこで考えましたことは、北海

道は本県と変わらないぐらいの和牛産地になっ

ておるなということであります。しかも、レベ

ル的に、農家段階で受精卵移植等が進んでおり

まして、コストの引き下げに成功しているとい

うことを、私なりに感じました。本県において

は、もう少し和牛の繁殖コストの引き下げをや

らない限り厳しいなということを考えていま

す。かつて50万円台半ばの牛が今、全国平均で

は36万円台、本県でも中央地区の11月の競りを

見ますと39万円ぐらいですから、大変厳しいと

考えておりますが、今の枝肉市況の低落や牛肉

の消費の伸び悩みを考えますと、生産技術の改

良とコストの引き下げが急務と考えます。農政

水産部長、現況をどのように分析し、どのよう

な対策をお考えになっておられますか、お聞き

したいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御指摘ござい

ましたように、最近の肉用牛を取り巻く環境

は、まさに子牛価格の低迷、あるいは枝肉価格

も低下しているということで、非常に厳しい状

況にあるというふうに思っております。こうい

う中で、肉用牛生産農家の実態を見ますと、高

齢化、担い手の減少といった状況がございます

し、きちっと今後とも生産を維持していくため

には、生産基盤をさらに、御指摘ございました

コスト低減等を含め強化していくことが大事で

あるというふうに認識しております。こういっ

たことから、まずは経営感覚にすぐれた担い手

をつくっていきたい、それから、高齢化等が進

んでおりますので、ヘルパー制度あるいはコン

トラクターあたりのサポートシステムをつくり

ながら、いかにコストを下げるか、さらには効

率的な飼養管理のための施設整備、牛舎等を含

めた施設整備あたりの施策を、今後とも積極的

に取り組んでまいりたいと思っております。特

に今後、将来を見据えた上で考えますと、平場

なり中山間、それぞれの地域に応じた生産拡大

に向けた取り組み―先般、椎葉まで私、現場

を回りましたけれども、そういうところでも肉

用牛生産、繁殖経営されているといった実態等

を見ますと、そういった取り組みを積極的に支

援しながら、さらには御指摘ございました受精

卵移植の技術改良促進あたりまで、受精卵を

使っていくといった取り組みなどを通じて、高

品質化あるいはコスト低減できる肉用牛生産体
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制の構築に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上であります。

○福田作弥議員 次は、物流強化への決断につ

いて、知事にお尋ねをしたいと思います。

同じように、北海道では物流問題についても

勉強させていただきました。なぜ北海道かと申

しますと、資料を読みますと、これは亡くなら

れた黒木知事時代でございますけれども、本県

のカーフェリーの始まりは、北海道の会社から

のいろんなお助けをかりておりました。大体、

長距離フェリーを使うというのは、内航では北

海道と南九州ぐらいしかないんです。あとは高

速道路とか、ほかの輸送手段が完備しておりま

すから、余りメリットがないんです。北海道と

南九州、大体似ているんですね。そこで感じた

んですが、物流の量は、北海道は大きいですか

ら、３倍、４倍あるんですが、農畜産物が主体

になるとか、内容的に似ているんです。

そこで私は、調査から考えまして、まず知事

に決断いただきたいのは、港の絞り込みです

ね。３つ、どれを使おうかなと。我々も絞り込

みについては、行政が決定すればそのとおりだ

と思いますが、川崎近海汽船にも今月行きまし

たからお聞きしましたら、「茨城県でも同じで

すよ。たくさんある港から１つを県が限定し

て、そこを使うようにしたんです。そこに集中

的な投資をしたんですよ」と。当然、経済合理

性、荷物の発生から、絞り込みについてはおの

ずから答えが出てくると思います。それから、

スペースチャーターです。運航企業は赤字では

やりませんから、スペースチャーターの参加企

業の確保が大事だと。それから、貨物専用船

（ローロー船）以外は今の時代では成り立たな

いと、はっきりおっしゃいました。そして、や

はり消費地に物流基地を持つ、この４点を教

わったわけでありますが、知事としての御見解

をお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 大消費地から遠隔地

にあります本県にとりましては、物流の効率化

というのは重要な課題と認識しておるところで

あります。このため、昨年７月に物流対策推進

本部を設置させていただきまして、産業界との

意見交換や物流の実態調査などを行ってまいり

ましたが、今年度からは、これらの結果を踏ま

えまして、各企業・団体に対するモーダルシフ

トの働きかけや、各産業ごとの物流の課題の把

握などに取り組んでいるところであります。ま

た、貨物量の確保という観点から、トラック輸

送から関東向けのローロー船「南王丸」を初め

とする海上輸送や鉄道輸送にシフトする貨物に

助成を行う「物流効率化支援事業」なども実施

しているところであります。

物流は、地理的条件はもとより、貨物の種

類、出荷先、納品時間等の輸送条件がさまざま

でありますので、利用港や運航形態など、それ

ぞれのニーズに応じた取り組みも求められてい

るところであります。今後とも、御提案の趣旨

も考慮しながら、産業界と行政とが共通の課題

認識に立ちまして、しっかりとした連携を図り

ながら、効率的な物流体制の構築に取り組んで

まいりたいと考えております。

○福田作弥議員 １年前の御答弁とほとんど変

わらないようであります。私は、この議会で物

流に関してどういう論議が今までなされている

のかということを見たんですが、かなり厳しい

論戦がなされておりまして、ある方─今ほか

のお仕事をなさっていますが、県の物流対策は

失策が多いということをここで言明されている

方もおられました。私はそこまで申しません

が、北海道と同じような条件下にありながら、
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一歩も進んでいないなと思うんです。

一昨年の私どもの会派の勉強会についても御

紹介申し上げましたが、スペースチャーターと

いうことはわかっているんです。川崎近海汽船

の「南王丸」も、８割を王子製紙がスペース

チャーターしているんです。あと２割だけ企業

が集荷の努力をすればいいわけですから、その

辺をスペースチャーターの方式で参加企業を県

の強力な指導のもとに募られまして、調整をさ

れて、立ち上げを早くする必要があるんじゃな

いか、こういうふうに考えております。それを

待ち望んでいる大きな団体もあるわけです。ぜ

ひ知事、本腰を入れて頑張っていただきたいと

思います。私も30年これをやっていますが、途

中まで行きましたが、途中でポシャってしまっ

た。残念でなりません。ぜひ知事、頑張ってい

ただきたいと思いますが、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 本県の重要港湾は細

島と宮崎と油津なんですが、それぞれに特徴あ

るいは目的があると思うんです。細島は外貿、

外ですね。宮崎は、おっしゃったように主に農

産物の取り扱い、そしてまたスペースチャータ

ーは油津ということでございます。これはそれ

ぞれに機能を果たしていると、私は考えており

ます。それを総合的に物流に生かしていかな

きゃいけないと思っておるんですが、おっ

しゃったように、北海道の事情というのは、苫

小牧とか函館、これは海で運ぶしかなかった。

鉄道も津軽海峡を通らなきゃいけないのでとい

う事情があったようでございます。そしてま

た、関東地域に最短で行けるのが船だったとい

うような歴史的な事実もあるみたいです。本県

の場合、北海道と似たところは、大阪、関東に

向けて、鉄道、陸路よりも半分ぐらいの距離で

行けるということで、非常に有利だと認識はし

ているところであります。そこに荷を集めて効

率的な物流体制をとっていくということが肝要

かと思いますので、物流対策推進本部を立ち上

げさせていただいたところ、ここは歴史的に物

流に関しては産業界の縦割りの状況があったと

認識しております。それらを協力体制を得て、

農産物や工業製品等々も荷を集めるということ

が大切なんじゃないかなと思っております。ま

た、細島港に関しては、17号岸壁も国に対して

今後も強く要望していきたいと思いますけれど

も、その辺に中国木材や、あるいは昭和シェル

さんとかの荷が集まる予定ですので、その辺は

スペースチャーターというような観点でも整理

できる、トライできるんじゃないかなとは考え

ております。

○福田作弥議員 高速道路の無料化が予定され

ておりまして、これは九州は確実だろうと思い

ます。そうしますと、今の宮崎―大阪間のフェ

リーについて、特に貨客併用のフェリーについ

てはかなり厳しいと見るんですが、それがなく

なりますと、海陸併用の運送システムがなくな

りますから、今が一番のチャンスだと思うんで

す。船価も下がりつつある。いわゆる準備期間

ですね。やっていただきたいと思うんですが、

高速道路の無料化に伴う宮崎―大阪間のフェリ

ーの運航というのはかなり厳しいと見るんです

が、県民政策部長、どのように感じておられま

すか。

○県民政策部長（高山幹男君） ただいまおっ

しゃいましたように、高速道路が無料化されま

すと、フェリーが、競争力といいますか、大変

厳しい状況になるんじゃないかというふうに考

えております。そういうことで、県におきまし

ては、フェリーに限らず、鉄道とかバスとかを

含めた公共交通機関への支援策を講じることな



- 35 -

平成21年11月30日(月)

く、高速道路の無料化がないように、今、国に

対して要望しているところでございます。

○福田作弥議員 いずれにしましても、長期間

放置されている県政上の重要事項でありますか

ら、私は、ぜひ知事にお願いしたいんですが、

オール県庁で取り組んでいただきたい。ある先

輩議員の質問には、朝から晩まで物流問題を考

える課を設置しなさいとまでありました。その

ように大事なことだと考えております。

次に移りたいと思います。次は、高齢者福祉

施設等の諸課題について現場の意見を申し上げ

まして、解決策をお聞きしたいと思うんです。

まず、何回も質問していますが、特養のショー

トステイ床の定床化は急ぐ必要があると考える

んです。１床（１ベッド）1,000万ぐらいのお金

がかかっているものが毎日５～６床あいている

ような感じになりますから、これは有効利用さ

れている施設があるとも聞いておりますが、そ

うでないところもある。一方では、各施設に50

人も60人も入所待機者がいらっしゃるんです。

福祉は最優先の課題なんです。お金をかけずに

―介護保険制度の問題も絡んでくるんです

が、そこを言いますと、今からの施設拡大はで

きないわけですから、ぜひ早急にやっていただ

きたいと思います。前回の質問では、だめです

という答弁でしたが、今、調査等をされまし

て、前向きな姿勢が幾分出たように感じます

が、現況を担当部長にお聞きいたしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） ショートステ

イ専用床の定床化については、入所待機者対策

として一定の効果があると考えております。し

かしながら、定床化は介護報酬が増加し、住民

の保険料にも影響しますので、現在、市町村の

意向を確認しているところであります。以上で

ございます。

○福田作弥議員 ぜひ、早期実現するようにお

願いをしたいと思います。これで新たなコスト

をかけずに─介護保険は別ですよ─建設コ

ストをかけずに、かなりの入所待機者を救済す

ることができると思いますから、積極的な取り

組みをお願い申し上げます。

続きまして、同じ施設の関係でございます

が、私は、福祉法人等の経営が今後悪化しない

ためには、できるだけコストをかけない施設づ

くりが大事だと思っていまして、補助金をもら

うことも大事でありますが、それ以上にコスト

を抑えることが大事だと思います。そのために

は、行政やあるいは公共性を持った組織等が

持っている遊休施設が宮崎県にはたくさんあり

ますが、それを有効利用することが大事だと思

います。どうも近年、法律上の改正でそれがで

きなくなった、こういう不都合を今、現実に感

じておるわけであります。調整区域での既存施

設の有効利用ができない、この件について福祉

保健部長は福祉の担当者としまして、あるいは

土地の用途規制等については県土整備部長に、

ぜひ解決をお願いしたいと考えておりますが、

御見解をお聞きしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 市街化調整区

域内の遊休施設の高齢者福祉施設などへの活用

につきましては、土地利用規制の問題がありま

すので、こうした御相談があった場合、まずは

市や町の担当部局と協議を行うよう指導してお

ります。今後、市や町からこうした案件につい

て協議があれば、県土整備部にも検討をお願い

してまいりたいと考えております。

○県土整備部長（山田康夫君） 福祉施設や医

療施設などの公共公益施設につきましては、一

定の集落に小規模のものが立地することを想定
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していたことから、従来、許可不要とされてお

りました。しかしながら、モータリゼーション

の進展等に伴う生活圏の広域化と安価な地価等

を背景としまして、当初想定されていたような

範囲を超えた立地が見られるようになったこと

から、平成18年の都市計画法改正によりまして

開発許可が必要とされたところでございます。

許可に際しましては、主として、周辺の市街化

調整区域の居住者が利用する施設である場合

や、市街化を促進するおそれがないと認めら

れ、かつ福祉施策の観点から支障がない場合な

ど、一定の要件を満たす場合には許可ができる

こととされております。お尋ねの遊休施設につ

きましても、これらの要件を満たせば、用途変

更の取り扱いという形で許可できることとなり

ます。今後とも、福祉保健部と連携しながら、

個別施設ごとに判断してまいりたいと考えてお

ります。

○福田作弥議員 ぜひ、連携をよろしくお願い

したいと思います。

最後に、福祉の人材確保について、教育長の

ほうになると思いますが、お尋ねしたいと思い

ます。

今、就職難の時代でありますが、どうも福祉

の現場には求人をしても応募が少ない、こうい

うおかしな現象があります。私は、やっぱり福

祉の職場が厳しいからかなと思っているんです

が、給与等については民間の企業とそんなに遜

色ないんですね。今、県立の高等学校、職業系

の高校等では特に就職がなくて、進学を希望す

るなど進路変更する時期になっていまして、そ

ういう希望者も出てくると聞いております。そ

こで、教育の現場で、福祉の重要性あるいはそ

ういう専門学校に進学することで国家資格が取

得でき安定した職場につくことができるという

ことを、ぜひ教育の段階、高卒以前の段階で教

えてほしいと思うんですが、いかがでございま

しょうか、教育長。

○教育長（渡辺義人君） 県立高校では、福祉

科３校、総合学科１校におきまして、福祉分野

の人材育成のための専門教育を行っておりま

す。ちなみに、昨年度の介護福祉士の国家試験

の合格率として申し上げますと、93名が合格し

ておりまして、その合格率は67.9％で、全国の

高校生合格率の平均56.3％を大きく上回ってい

るところであります。また、すべての学校にお

きまして、家庭科や公民科の授業の中で高齢者

の生活や福祉について学んでおります。さら

に、福祉を学ぶ専門学科はもとよりであります

が、多くの学校におきまして、社会福祉協議会

等の関係機関と連携しながら、福祉施設での体

験活動や福祉ボランティア活動、福祉の現場で

働く方に講話をしていただくなどの取り組みを

通して、介護の仕事のやりがいや魅力、大切さ

などを伝えているところであります。これから

の高齢社会を支える人材育成は重要であります

ので、今後とも、福祉保健部や関係機関と連携

を一層深めて、本県の高齢社会を担う人材育成

に努めてまいりたいと考えております。以上で

す。

○福田作弥議員 ぜひ、現場での積極的な取り

組みをお願いしておきたいと思います。

以上をもちまして、私の質問のすべてを終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時０分開議
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○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問を行います。

まず、農商工連携について、６月定例県議会

に引き続き行わせていただきます。

本県は、第１次産業の農業、林業、水産業が

基幹産業であり、県民所得に占める割合でも第

１次産業が高い県であります。この基幹産業で

ある農林水産業を軸に、商工業と真の連携によ

り地域経済の底上げと活性化が図られ、新しい

宮崎パワーが構築されることを信じておりま

す。新しい宮崎パワーが構築されれば、新たな

雇用の場の創出等により県民所得の向上が図ら

れ、さらには国全体からすると食料自給率の向

上の大きな力になると思っております。６月議

会の私の質問に対し、「みやざき農商工連携応

援ファンドの活用や農商工連携推進会議、そし

て宮崎発・大地を活かす農商工連携ビジネスモ

デル創出事業等を通じて積極的に取り組んでい

く」との答弁をいただきましたが、これまでの

具体的な実績はどのようなことがあったのか、

担当部長にお伺いいたします。

農商工連携について、私なりに、地元の役

場、ＪＡ、商工会、そして福岡在住の方も入っ

た農商工連携に関する研究会を立ち上げており

ます。福岡の方からは、「全国の地方、田舎に

行けば、山があって、川があって、水がきれい

で安全・安心な新鮮な農産物がたくさんありま

す」とよく聞かされます。また、「多くの県が

農商工連携に取り組んでおり、農商工連携に取

り組むに当たっては、宮崎県の地域特性、宮崎

らしさを生かし、消費者ニーズに対応すること

をやらないと地域間競争に勝てない。そこで、

宮崎県は他にない特性として、高原町にある神

武天皇の発祥の地や県内各地にある天孫降臨な

どの神話伝説が数々あり、神々の時代から引き

継がれた聖地的な感じがあり、非常に興味深い

し、消費者ニーズでもある健康・美容といった

スピリチュアル的な要素にもつながるものを農

商工連携で取り組んでいくことで、他県との違

いを出せるのではないか」という議論をしてお

ります。特に近年、健康志向が高まっており、

赤米、黒米、麦、ヒエなどの雑穀等の古代食に

対し消費者が注目しております。宮崎県は、先

ほど述べましたとおり、県内各地に神話があふ

れた地であり、古代食にふさわしい県と言える

ことから、「農商工連携により古代食産業とい

う付加価値の高いブランドづくりに取り組む県

として最適地ではないか」とか、「県として古

代食産業に積極的に取り組むことにより、食と

農、そして神話のコラボレーションによる観光

振興にも大きな効果が期待できるのではない

か」といった議論もしております。

また、本県で本格的に古代食産業を取り組む

に当たり、総称できるブランドネームが必要と

いうことで、宮崎県は昔から「日向の国」と言

われたり、また神々の時代から大事にしてきた

食材を生かすというイメージとして、「日向神
ひ ゆうがかみ

代食」というブランド名を提案してもらいまし
よ しよく

た。私は、この日向神代食というのは、本県の

イメージを持たせ、消費者の安全・安心、そし

て健康・美容によいといったニーズをとらえた

ものと思っております。そこで、農商工連携に

より、安全で安心、そして美容・健康といった

ニーズをとらえた事業展開ができないのか、担

当部長にお伺いいたします。

あわせて、食と農、そして神話のコラボレー

ションによる観光振興を、農商工連携により進
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めるべきではないかと考えておりますが、担当

部長の見解をお伺いいたします。

次に、鳥獣被害対策についてお伺いいたしま

す。

本県では、鳥獣被害対策として、農地などへ

の電気さく設置の補助、有害鳥獣駆除、生態系

調査、森林づくりなどさまざまな事業を、県、

市町村、県民一体となって取り組んできており

ますが、なかなか特効薬がないのが現状で、鳥

獣被害の推移を見てみますと、平成18年度１

億8,500万円余、平成19年度２億2,700万円余、

平成20年度２億6,900万円余となっており、毎年

被害が拡大しており、被害金額以上に、精神的

にも大きな影響を受けております。私の地元高

原町では、「シカ、イノシシの被害がだんだん

広がっており、これまで作付できていた山里の

農地では、つくってもつくってもすべてだめに

なる。圃場整備事業でつくった優良農地にもシ

カなどが来るのは時間の問題ではないか」と

いった意見や、野尻町では、「ハウスに猿が入

り収穫前のメロンが被害に遭った」とか、「マ

ンゴーにはまだ被害は出ていないけれども、時

間の問題ではないか」といった声もあり、非常

に深刻になっております。

そこで私なりに、全国で鳥獣被害にどのよう

に取り組んでいるのか調査したところ、各地で

さまざまな取り組みをされている中で目を引い

たのが、鳥獣の天敵でもある犬を活用したモン

キードッグでした。特に徳島県では「モンキー

ドッグ利用ガイドライン」まで作成しておりま

した。徳島県でもさまざまな対策を講じており

ますが、野生鳥獣による農産物被害の増加が続

いており、平成16年度には被害額が１億円を超

えて非常に深刻な状況のときに、長野県でのモ

ンキードッグの活用で、「犬猿の仲」と言われ

るように猿を追い払うのに効果があり、農作物

被害が減少したという情報をつかみ、平成18年

度から３カ年の県単事業で、モンキードッグを

活用した鳥獣被害対策に取り組みました。平

成20年４月には、先ほど述べました「モンキー

ドッグ利用ガイドライン」まで作成しており、

猿による被害額は、平成18年度3,000万円余、平

成19年度3,900万円余と拡大しておりましたが、

平成20年度には前年度比76％の2,900万円余と

なっており、利用している地域からはかなりの

被害減少の効果があるということでした。この

モンキードッグ事業に取り組むに当たり、「家

庭動物等の飼養及び保管に関する基準」を所管

する保健部局と協議し、平成18年度には条例改

正まで行い、モンキードッグ事業ができるよう

になったということでした。

また、徳島県では現在、犬をモンキードッグ

として訓練する訓練所が３カ所あり、訓練所に

聞いたところ、「犬には猿を追う本能があり、

訓練を３カ月から４カ月するとモンキードッグ

として使えるようになる。モンキードッグは、

猿を減らすのではなく、猿が通るコースを変え

ることで農作物の被害軽減につながる仕組みな

ので、導入した地域はかなりの効果があるが、

他の地域へ影響が出ることもあるため、山に鳥

獣が食べるものをふやすことも並行して取り組

むことが重要だ」ということを聞くことができ

ました。また、「モンキードッグを導入するに

当たり、犬の放し飼いになるため、地域のコン

センサスを図ることも重要」という意見も聞く

ことができました。

そこでまず、本県がこれまで行ってきた鳥獣

被害対策の総括をどのようにされているのか、

お伺いいたします。

また、本県においても、鳥獣被害対策技術と
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してモンキードッグの導入を図るため、利用ガ

イドライン等を整備するべきと思うが、担当部

長にお伺いいたします。

あわせて、導入しようとする場合に法的な制

限があるのかをお伺いいたします。

次に、畜産行政についてお伺いいたします。

本県は、昭和44年に設立した宮崎県家畜改良

事業団による全県下を網羅・統一した事業や、

畜産農家、県、市町村が連携し、日々、和牛改

良の努力を重ねてきた結果、一昨年行われまし

た和牛のオリンピックと言われる第９回全国和

牛能力共進会で、９部門中７部門で優勝すると

いうすばらしい成績を上げました。しかし、３

年後に開催される次の長崎大会に向けて一致団

結して頑張ろうとしていたやさき、ことしの４

月上旬、私の地元にある県畜産試験場からの和

牛精液ストロー盗難が発覚というショッキング

なニュースが流れ、これまで「和牛精液の管理

体制は万全」と言っていたことがもろくも崩れ

るだけではなく、「県は何をやっていたか」と

いう悲痛な声を多く聞きました。これまで議会

でも事件について質問がありましたので、事件

の詳細には触れませんが、まことに遺憾なこと

であり、大変残念でなりません。種雄牛に要す

る経費として、平成21年度でも委託費約7,998万

円、補助金約9,455万円、合計約１億7,453万円

という貴重な県費を使って、知的財産と言える

和牛精液を管理、また改良してきております。

昭和44年から約40年間に、相当な経費、農家等

の協力でできたこの知的財産とも言える和牛精

液について、県では事件発覚を受け、９月の定

例県議会での環境農林水産常任委員会で、「和

牛精液管理体制強化を検討している」と報告し

ております。

そこでまず、これまでの精液の管理体制はど

のようなものであり、どのように総括している

のか、担当部長にお伺いいたします。

私も、９月定例県議会環境農林水産常任委員

会で配付された資料をもとに意見交換を行いま

した。意見として、「これまでの和牛精液を管

理しているシステムはあいまいで、時間的タイ

ムラグが大きく在庫管理が不十分」「管理体制

強化は、これまで各地域改良協会に加盟してい

る人工授精師のみを対象にしているようだが、

今回の事件でもあったように、冷凍精液保管用

のボンベを持っている農家や、人工授精師協会

に入っていない非協会員も強化対象に広げるべ

きではないか」とか、「事件が発覚した畜産試

験場は、家畜改良増殖法によると、研究機関な

ので立入検査は不要になっているが、県畜産試

験場の棚卸し、在庫管理は大丈夫なのか」と

いった意見を聞くことができました。また、

「特殊技術を活用した精液証明書作成による精

液の適正流通の確保を図るとあるが、精液スト

ローと精液証明書に同じナンバーをつけて流通

させるべきではないか」といった意見も聞くこ

とができました。そこで、県当局においても、

さまざまな意見交換を行い検討されたことと思

いますが、どのような意見が出され、どのよう

な検討が行われ、今後どのような管理体制強化

が行われるか、お伺いいたします。

次に、医師確保についてお伺いいたします。

新臨床研修制度がスタートして以来、地方と

都市部及び小規模病院と大規模病院の医師の偏

在が顕著になり、国でも医科大学の定員の増や

都市部への研修医定員の見直しを行っておりま

す。しかし、医療の細分化により医師の絶対数

が不足しており、また、救急医療や小児科、産

婦人科といった特定の診療医師の不足が生じて

いるのは御案内のとおりであり、医師不足は地
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方に行けば行くほど深刻であります。県内の医

師総数を調べたところ、平成10年の2,343名か

ら、平成18年には214名増の2,557名になってお

りますが、各医療圏ごとの医師数を調べたとこ

ろ、宮崎東諸医療圏は1,159名から179名増

の1,338名、宮崎県北部医療圏は265名から21名

増の286名、日向入郷医療圏は133名から５名増

の138名、日南串間医療圏は163名から３名増

の166名、都城北諸県医療圏は336名から21名増

の357名になっておりますが、残念ながら、この

後に述べます医療圏は医師数が減少しておりま

す。まず、西都児湯医療圏は140名から７名減

の133名になっており、私の住んでいる西諸医療

圏では147名から、県内最大削減数の８名減

で139名になっており、医療格差が広がっている

と思います。

西諸医療圏の診療科ごとの推移は、外科医師

はふえているものの、内科医師は69名から12名

減の57名、小児科医師は７名から２名減の５名

に、そして産婦人科医師は11名から５名減の６

名になっており、急激に医師数が減少しており

ます。さらに、ことしに入り小林市民病院の内

科医師引き揚げなどがあり、医療崩壊状態に

なっております。そこで、県では僻地医療など

の対策として医師派遣システムや修学資金貸与

事業などを行っておりますが、県立病院や国立

病院がなく急激に医師が減少している西諸医療

圏に、優先して事業を進めることはできないの

か、担当部長にお伺いいたします。

また、来年度には修学資金貸与事業で初めて

医師が現場に出ると聞いておりますが、どのよ

うな状況になっているのかお伺いいたします。

最後に、教育事務所の再編についてお伺いい

たします。

さきに行われました９月定例県議会の開会中

に、教育委員会より、来年度、教育事務所の再

編を行うという報告がありました。昭和42年に

県内７カ所の教育事務所体制となったが、教育

指導主事の専門性の向上や市町村合併などに伴

う対応のため、宮崎、都城、延岡の３カ所に再

編するということでした。報告を受け、地元の

役場、教育委員会などに今回の教育事務所の再

編について聞き取り調査を行いました。私の地

元の教育委員会などの意見として、「突如、再

編計画が出された感じが強いので、市町村の状

況等も配慮しながら段階的に進めてほしい」と

か、「再編によって西諸教育事務所がなくなり

都城教育事務所になると、距離的、時間的、精

神的に、これまでどおりの連携がとれるのか心

配。これまで２年に１回は各学校に来てもらい

指導してもらっていたが、広くなり、学校数が

ふえるので、指導の弱体化があるのではない

か」などという意見を聞くことができました。

また、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」の改正により、各市町村の教育委員会に

教育指導主事を置くことができるようになりま

したが、「各市町村の財政状況により配置にば

らつきが見られるので、県費負担による教育指

導主事派遣はできないのか」といった意見を聞

くことができました。そこで、教育事務所を再

編するに当たり、現場である各市町村教育委員

会との調整はどのように行われてきたのか、教

育長にお伺いいたします。

また、現場が非常に心配している事項につい

て、どのように対応されようとしているのかお

伺いいたします。

あわせて、県費負担による教育指導主事派遣

はできないのかお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕
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○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、モンキードッグの導入に関する法令的

な制限についてであります。犬の飼育者は、社

会生活の安全や狂犬病予防対策及び動物愛護の

推進等の観点から、原則、人の生命、身体及び

財産等への危害を加えるおそれのない方法で、

常に飼い犬をつなぎとめる係留義務がありま

す。ただし、「宮崎県犬取締条例」及び国が定

めた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基

準」の規定では、警察犬、狩猟犬等必要な訓練

を受けた犬をその目的のために使用する場合

や、野生鳥獣による被害防止を目的として追い

払いに使用する場合は、係留義務の例外として

認められております。したがいまして、野生鳥

獣被害防止の目的で必要な訓練を受けた犬をモ

ンキードッグとして導入し、適正な管理のもと

で飼養する場合は、法令的な制限は受けないも

のと考えております。

次に、西諸医療圏の医師確保に係る県事業の

優先実施についてであります。深刻化する医師

不足は、救急医療や僻地医療など本県全体の地

域医療体制の確保に深刻な影響を及ぼしており

ます。このような中、西諸医療圏において近年

医師が減少している現状や、中核病院である小

林市立病院の内科医の引き揚げが報道されるな

ど、県としても大変憂慮しております。このた

め県では、医療対策を重点施策に位置づけ、医

師派遣システムや医師修学資金貸与事業など、

全県を対象にした独自の医師確保策に取り組ん

でいるところであります。その具体的な運用に

当たっては、全県的な医師不足の状況を踏ま

え、医師の派遣の必要性・緊急性や、医師本人

の希望等を総合的に勘案することとしておりま

す。西諸医療圏への医師派遣についても、この

ような考え方に即して判断してまいりたいと考

えております。

次に、医師修学資金の貸与を受けた医師の動

向についてであります。県では、平成18年度に

医師修学資金貸与制度を創設し、今年度まで

に35名の医学生に貸与しておりますが、そのう

ちの１名が臨床研修を今年度で終える予定であ

ります。この医師の貸与期間は２年間であり、

制度上、貸与期間の２倍の期間、具体的には来

年度から４年の間に、貸与期間と同じ２年間、

県の指定する僻地等医療機関で勤務すること

が、貸与資金の返済義務免除の条件となってお

ります。県としては、来年度からの勤務開始を

大変期待していたところでありますが、御本人

に確認したところ、来年度は大学に残り実力を

つけたいという意向のようであります。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。

鳥獣被害対策についてでございます。近年、

温暖化による野生鳥獣の生息域の拡大や狩猟者

の減少、高齢化などによりまして、シカ、イノ

シシ、猿などの野生鳥獣による被害額は年々増

加しておりまして、特に中山間地域では、農林

家の生産意欲の減退をもたらすなど深刻な状況

となっております。県ではこれまでに、電気さ

くや防護ネットの設置などの防除対策、有害鳥

獣捕獲対策の推進、狩猟期間の延長といった規

制緩和など、さまざまな対策を講じてきたとこ

ろでございますが、十分な成果が上がっていな

い現状にあります。このため、特定鳥獣保護管

理計画に基づきます特別捕獲などの実施により

個体数管理を一層強化するとともに、狩猟免許

の取得講習会の開催などによりまして狩猟者の

さらなる確保を図ってまいりたいと考えており
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ます。また、地域ぐるみの被害防止の取り組み

が重要であるという観点から、野生鳥獣を近づ

けない集落環境づくりや被害防除対策を徹底

し、さらには、地域住民を対象にしました野生

鳥獣の生態などに関する普及啓発や地域の指導

者の育成が必要であると考えております。今後

とも、市町村等関係機関と緊密に連携しまし

て、より実効性のある鳥獣被害対策に努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。農商工連携に関する一連の質問

についてであります。

まず、取り組み実績についてでございます。

みやざき農商工連携応援ファンドにつきまして

は、第１回目の公募で８事業、第２回目の公募

で６事業、合計14事業を採択し助成することと

したところでございます。また、国が認定を行

います農商工連携事業計画については、これま

で３件が認定されておりますが、県産業支援財

団を初めとする支援機関の活動を通じて、現

在、新たに３件の申請が行われているところで

ございます。さらに、農商工連携のリーダー養

成を目的とした研修会を９月から１月まで実施

しているほか、11月初めに都城市で行われまし

た「みやざきテクノフェア」においても、農商

工連携や植物工場をテーマとするセミナーを開

催するなど、普及・ＰＲに努めたところでござ

います。このほか、関係機関の参加による「農

商工連携推進ネットワーク会議」を７月に開催

し情報交換等を行うとともに、今月から来年１

月にかけて、関係機関の協力のもとに、シンポ

ジウムや事業者間のマッチングを促進するため

の商談会等を開催する予定でございまして、引

き続き、関係部局や関係機関との連携を図りな

がら、農商工連携の推進に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

次に、健康・美容等への事業展開についてで

ございます。県では、健康や美容等に対する関

心の高まりを踏まえまして、本県の豊富な農林

水産物に含まれるさまざまな機能性成分の研究

を産学官共同で推進しておりまして、その結

果、本県の農林水産資源の中に、健康や美容に

有用な機能性成分が含まれていることがわかっ

てきております。このため、これらの機能性成

分を活用した魅力ある新商品の事業化を図って

おりまして、例えば、ブルーベリーの葉を使っ

たお茶の開発、あるいはチョウザメの養殖や調

理方法の開発などの取り組みに対して支援を

行っているところでございます。また、農商工

連携応援ファンドにおいても、ハト麦を原料に

した飲料や青大豆を使ったスイーツといった健

康や美容につながる新商品の開発を採択してい

るところでございます。これらは、単に農産物

を活用した新商品というだけでなく、新たな産

業の創出にもつながるものでありまして、今後

とも、安全・安心や健康・美容といった消費者

ニーズに対応した事業展開を推進してまいりた

いと考えております。

次に、食と農、神話のコラボレーションによ

る観光振興についてでございます。本県は、豊

かな自然にはぐくまれた農産物を初めとする豊

富な「食」や、日本発祥にまつわる「神話」と

いった数多くの観光資源に恵まれておりまし

て、県内には、地域固有の「神話・伝承」と

「食」を組み合わせたさまざまな取り組みも見

られるところでございます。魅力的な観光地づ

くりを行うためには、外部の視点も入れなが

ら、その地域ならではのいろいろな素材を再評

価しまして、それらを組み合わせて新たな観光
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資源として磨き上げ、活用していくことが大変

重要でありますので、県としましても、そのよ

うな各地域の取り組みを積極的に支援してまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農商工連携の取り組み実績についてで

ございます。「宮崎発・大地を活かす農商工連

携ビジネスモデル創出事業」につきましては、

８月からビジネスモデルの公募を行っておりま

して、先般、県外のＩＴ企業と宮崎市の農業法

人が共同で新たな農業法人を設立し、大規模な

トマト栽培を行うビジネスモデルを採択したと

ころであります。この事業計画では、約20名の

新規雇用により３ヘクタール規模の施設栽培を

行いますとともに、栽培技術のデータベース化

を図る先進的な取り組みであることから、県と

しましても積極的にコーディネートを行ってき

たところであります。今後とも、関係機関・団

体との一層の連携のもと、農業を核とした宮崎

発の農商工連携モデルを創出し、本県農業・農

村の活性化に努めてまいりたいと存じます。

次に、モンキードッグの導入についてであり

ます。モンキードッグにつきましては、平成19

年度から川南町の果樹園において実証事業を実

施しているところであり、猿の目撃頻度が減少

し被害が少なくなるなどの効果を確認してお

り、有効な手法であると認識しております。し

かしながら、より効果的に被害を防止するため

には、えさ場や隠れ家となる耕作放棄地の整備

等を通じた鳥獣の住みにくい集落環境づくり

や、大規模な被害防止さくの設置など、地域ぐ

るみでの取り組みが大変重要であると考えてお

ります。このため県では、今後、国や先進県の

取り組み事例等を参考にしつつ、モンキードッ

グの活用を含めた総合的な鳥獣被害対策につい

て、関係機関と連携を図りながら幅広く検討し

てまいりたいと考えております。

次に、県有種雄牛凍結精液の管理体制につい

てであります。現在、県有種雄牛は、社団法人

宮崎県家畜改良事業団で一括管理を行っており

まして、その凍結精液は、各地域の家畜改良協

会を経て家畜人工授精師に譲渡されておりま

す。凍結精液の譲渡を受けた家畜人工授精師

は、その利用状況を情報入力システムにより家

畜改良事業団へ報告することになっておりま

す。しかしながら、現行のシステムでは、凍結

精液ストローを毀損した場合とか、実際にみず

から使用しなかった場合などは把握できないこ

と、また、使用の都度報告することが担保され

ていないことなどから、すべての利用状況が十

分には把握されていなかったものと考えており

ます。

最後に、管理体制の強化に向けた検討につい

てであります。県といたしましては、８月に、

県と家畜改良事業団、各地域の家畜改良協会等

で構成する「宮崎県家畜人工授精業務改善推進

協議会」を設置いたしまして、県有種雄牛凍結

精液の適正な流通を確保するための需給管理体

制の整備について検討を進めてまいりました。

この中では、凍結精液の不適切な流通を改善す

るためには、家畜人工授精師自身のモラルと法

令遵守意識の向上に加え、立入検査の強化が重

要であることや、凍結精液の利用状況を的確に

把握できる仕組みの構築が必要であるなどの意

見が出されたところであります。このため、今

後、家畜人工授精業務の適正化を図るため、畜

産試験場を含めた県有種雄牛凍結精液を所有す

るすべての家畜人工授精所の立入検査を強化す
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ることなどを内容とします、新たなルールを定

めることとしております。また、利用状況をリ

アルタイムで把握するために、インターネット

を活用した需給管理システムを新たに導入する

ことにより、県有種雄牛凍結精液が県内で適切

かつ有効に活用されるための体制整備を図って

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、教育事務所の再編に係る市町村教育委

員会等との調整についてであります。教育事務

所の再編につきましては、平成19年６月に策定

いたしました「宮崎県行財政改革大綱2007」の

中で、教育委員会の出先機関のあり方について

検討することを明記したところであります。こ

れに基づきまして、平成19年度においては、す

べての市町村教育長並びに無作為に抽出いたし

ました260名の小中学校長及び360名の教諭に対

しまして、教育事務所の役割等に関するアンケ

ート調査を実施しますとともに、平成19年度か

ら20年度にかけまして、全国各都道府県の状況

の調査を行ったところであります。これらの調

査を踏まえた上で、教育事務所の再編を行った

場合の効果や影響等について検討を重ね、本年

９月に再編案を取りまとめたところでありま

す。教育事務所は、市町村教育委員会への指

導、助言、援助を主たる目的にする機関であり

ますことから、再編案につきまして、９月下旬

から市町村長や市町村教育長に対する説明を行

いましたほか、県内のすべての市町村の教育長

から構成されます市町村教育長連絡協議会とも

協議を行ったところであります。これらの説明

や協議に際しましては、再編の理由や再編後の

体制につきましてきめ細かな説明に当たるとと

もに、出された御意見につきましては、真摯に

耳を傾けながら調整の努力を重ねてきておりま

す。

次に、市町村教育委員会の不安への対応につ

いてでありますが、今回の教育事務所の再編に

つきましては、これまで行ってまいりました市

町村教育委員会に対する指導、助言、援助の質

及び量を維持・充実させることを基本方針とし

ているところであります。したがいまして、再

編後の体制につきましては、担当リーダー以下

の職員は現在の職員数を維持するとともに、教

科や生徒指導等の各専門分野に対応した指導主

事の構成となるよう、各教育事務所の体制を整

えることとしております。教育事務所を再編す

ることに伴い、教育事務所までの距離が遠くな

る地域が生じることは事実でありますが、心理

的な距離までもが遠くなることがないように、

再編後におきましても、指導、助言、援助に万

全を期していくことにより、市町村教育委員会

の不安を解消していきたいと考えております。

最後に、県費負担による指導主事の派遣につ

いてであります。市町村教育委員会に派遣され

る指導主事は、派遣先での業務に従事すること

になりますことから、その人件費につきまして

は、派遣先の市町村が負担すべきものであり、

職員の派遣について規定しました地方自治法

第252条の17も、この原則を示したものとなって

おります。このため現在、県教育委員会で

は、47名の指導主事を９市２町１村の市町村教

育委員会に派遣しているところでありますが、

その人件費は、いずれも各市町村が負担いたし

ております。

なお、過去に九州各県におきましても、教育

事務所を全廃することに伴う暫定的な措置や市

町村合併に伴う支援策として、それぞれ一定の
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期間、県費負担による指導主事を置いた事例は

ありますが、現在は、本県と同様に、すべてそ

れぞれの市町村で人件費を負担しているところ

であります。以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 それぞれ答弁いただきまし

て、ありがとうございました。

多少時間がありますので、再質問させていた

だきます。まず、和牛精液の管理体制強化につ

いてお伺いいたしますが、部長より答弁の中

で、「人工授精業務の適正化を図るため、畜産

試験場を含めた県有種雄牛凍結精液を所有する

すべての家畜人工授精所の立入検査を強化す

る」ということであります。私が一番心配して

いるのは、「これまでも本当に検査がしっかり

行われてきたのか」というのを聞くことが多い

のと、西諸、北諸は多くの家畜、特に和牛が県

内の半分以上いるんじゃないかと思っておりま

すので、本当に対応できるのかなというのがあ

ります。特に、先ほど言いました西諸、北諸を

所管する都城家畜保健衛生所で本当に大丈夫な

のかという意見も聞くわけでありますけれど

も、今後の立入検査業務は十二分に行える体制

なのか。また、人員は確保できているのかを含

めてお伺いいたしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） これまで家畜

保健衛生所では、家畜改良増殖法に基づきまし

て家畜人工授精所の設備とか器具、家畜人工授

精簿等の確認を中心とする立入検査を実施して

おりますけれども、今回の改善では、新たに県

有種雄牛凍結精液の利用状況の確認も検査内容

に加えましたことから、立入検査の際には各地

域の家畜改良協会の立ち会いを求めることとし

たところであります。現在、具体的な検査内容

等につきましては関係者間で協議を重ねており

ますが、家畜改良協会の立ち会いに加えまし

て、今回、補正でお願いしております新たな需

給管理システムを有効に活用することによりま

して、現行の体制でも的確な検査・指導業務を

行うことが可能であるというふうに考えており

ます。以上であります。

○丸山裕次郎議員 恐らく、新しい管理システ

ムは来年の４月以降正式に始まると思っており

ますけれども、体制、人員含めてしっかりとし

た強化が行われることを、まず要望したいと思

います。

また、種雄牛造成に関してですが、これまで

それぞれの地区でもＪＡ単位等で種雄牛造成に

当たっての努力をしてきたわけでありますけれ

ども、西諸県郡市ではなかなか種雄牛がつくら

れていないということもあったものですから、

西諸県郡市の中で、農家も、市町村も、また、

えびのＪＡ、小林ＪＡ２つのＪＡがあるんです

が、それぞれお金を出しながら、種雄牛の造成

に当たるプロジェクトチームを立ち上げており

ます。こういったプロジェクトは他の地域でも

あるというふうに聞いているんですけれども、

ぜひ西諸で立ち上げたプロジェクトにバック

アップができないのかなという思いがありま

す。また、畜産振興全体にわたり、県畜産試験

場と地元の西諸県との連携をもっと深めてもら

いたいと思っているんですが、部長の見解を賜

りたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） まず、お話に

ございました西諸県郡市の種雄牛造成プロジェ

クトでありますけれども、それぞれの地域で能

力の高い地元産の種雄牛が造成されますと、生

産者の意欲が高まりますとともに、子牛購買者

の増加等によりまして市場も活気づくといった

ことなどにより、地域経済への波及効果も大き

いものがあると期待されるところでございま
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す。このため、県といたしましては、将来の種

雄牛候補を選抜するため、能力の極めて高い雌

牛に代表的な種雄牛を交配する経費とか、産肉

能力を判断するため、種雄牛候補から生産され

た子牛の肥育にかかる経費に対しまして、西諸

県郡市畜連を初め県内各地域の畜連、ＪＡに助

成を行っているところであります。

それから、畜産試験場と地元との連携という

ことでございますけれども、現在、畜産試験場

におきましては、家畜改良や飼料作物の肥培管

理技術などの基礎研究や技術開発を行いますと

ともに、県内各地域からの要望や課題に応じた

試験研究に取り組んでいるところであります。

特に西諸県地域におきましては、本場が立地し

ているといったこともございまして、地元の畜

産技術員会に職員を参加させるなど、情報交換

や技術的な相談等にも応じているところでござ

います。今後とも、県内各地域のそれぞれの特

徴を踏まえながら、地域の畜産振興に貢献でき

るように努めてまいりたいと存じます。以上で

あります。

○丸山裕次郎議員 ぜひ連携強化をしていただ

きまして、いろいろなバックアップもしていた

だければというふうに思っています。

なおまた、５年ごとだというふうに聞いてい

るんですけれども、長崎で、和牛のオリンピッ

クと言われる第10回の全国和牛能力共進会があ

ります。本年度の予算でもついているんです

が、これは２連覇することに大きな意義がある

というふうに思っておりますので、県、市町

村、農業者、畜産団体が一致団結して取り組ん

でいただくことを要望したいと思っておりま

す。

次に、医師確保についてお伺いいたしますけ

れども、先ほど答弁の中で、修学資金貸与を受

けている学生が今35名いるということでありま

した。私もこれができた当初は、すぐに医師が

県内で働いていただけるというふうに、即効性

がある事業だと思っていたんですけれども、今

回は残念ながら、まだ大学のほうで勉強される

ということです。聞いてみますと、宮崎大学

だったからまだよかったのかなと思っているん

ですが、この事業の特性上、倍の期間の中で宮

崎県内で医師として働けばいいということであ

りますので、もし県外に行かれたり就職される

と、そこの病院が、「県から借りたお金はうち

の病院のほうで払ってやるよ」と言ったりした

ら、帰ってこなくて即効性もなくなるのではな

いかと、非常に心配しております。こういった

貸与資金で出てくるであろう医者が―同じよ

うな事業で、小児科のほうも専門医師をつくろ

うという研修資金貸与事業をやっているわけで

ありますけれども、このような修学資金等貸与

事業で養成している医師の県内定着をしっかり

やっていただきたいというふうに思っているん

ですが、今後、こういった研修で出てくる医師

の定着率向上についてどう考えているのか、お

伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 修学資金等貸

与事業による医師確保の効果は一定の期間のみ

でありますので、貸与資金の返済義務を終えた

医師の県内定着の促進が大変重要なことと認識

をしております。このため、今後とも県内の関

係機関と連携しながら、医師の処遇改善や研修

機会の確保など、医師にとって魅力的な働きや

すい勤務環境づくりに取り組んでまいりたいと

考えております。

○丸山裕次郎議員 貸与資金で養成される医師

のみならず、自治医大の医師も同じだというふ

うに思っております。宮崎県から出ている自治
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医大の医者も、他県と比べると定着率がいいほ

うではないと聞いていますので、適切な対処を

お願いしたいというふうに思っています。

最後に、農商工連携による神代食について、

知事にお伺いしたいと思います。壇上から述べ

ましたけれども、「安全・安心」プラス「健康

・美容にいい」といった消費者ニーズに対応で

きる総称として、「日向神代食」という名前を
ひゆうがかみよしよく

提案させていただきました。この日向神代食と

いう名前を定着できれば、宮崎県全体が安全・

安心であり、さらに健康・美容にいいというこ

とで、大消費地である東京、大阪等で有利販売

につながるとか―恐らくほかの県でも、少子

高齢化が進む中、人口減少という大きなことを

踏まえながら、アジア、中国等への輸出に力を

入れておるのが現状だろうと思っています。輸

出する場合でも、これまで安全・安心というこ

とが大きく取り上げられたんですが、今後、健

康とか美容といったことも注目されるのではな

いかというふうに考えておりますので、こう

いった日向神代食ということが定着できれば、

輸出に関しても有利になるのではないかと考え

ております。県では、来年度の県の重点施策と

して、中山間地域の活性化や農商工連携の推進

などによる新たな産業の展開を掲げ、また、本

県の地域特性を生かし、真に自立していくため

のビジョンを描く新たな総合計画の策定も始

まっていると聞いております。そこで、日向神

代食のような地域資源を生かした取り組みや地

域の連携が、県づくりにとって重要だと考えて

おりますが、知事の所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 御質問にありました

日向神代食の取り組みというのは、本県の基幹

産業であります農林水産業と神話・伝説といっ

たもの、宮崎ならではの地域資源を生かそうと

いうものであり、興味深く聞かせていただいた

ところであります。少子高齢化の進展や地方分

権の推進など、地方をめぐる情勢が大きく変わ

ろうとする中、これからの県づくりを進める上

では、よそにはない、その地域独自の特性や長

所を伸ばしていくこと、県民一人一人がみずか

ら考え行動していくことが、そしてまた、相互

に連携して個性や活力のある地域づくり、産業

づくりにチャレンジしていくことが重要である

と考えております。したがいまして、現在策定

中の新たな総合計画におきましても、このよう

な観点から、地域特性を生かし、真に自立して

いくために、しっかりとしたビジョンを描いて

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ありがとうございます。

私の記憶があいまいで大変申しわけないんで

すが、たしか10数年前に、宮崎県では「Ｍの

国」というブランド名を立ち上げましていろん

なことをやったんですが、いつの間にか消えて

しまっているというのが現状だと思います。知

事が御存じなのかわかりませんけれども、「Ｍ

の国」というので農産物を売り出していた時期

もあったんです。

今の消費者ニーズを踏まえて、健康・美容と

いった大きなニーズにこたえられるような形

を、知事の発信力をもって、できれば私の提案

しました「日向神代食」というブランド名など

を十二分に活用していただいて、宮崎ならでは

の、宮崎の特性を生かしたものをぜひ推進して

いただきますことをお願い申し上げまして、私

の一般質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、外山三博議員。

○外山三博議員〔登壇〕（拍手） 一番眠い時

間になりましたが、目はつぶってもらっても結

構ですから、耳だけはこっちへ向けて、お願い
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いたします。

それでは、通告に従って質問をしてまいりま

すけれども、まず、来年度予算編成に当たって

の知事の基本的考え方をお尋ねいたします。

次に、消防団員の確保の問題についてお尋ね

をいたします。現場の消防団員の方からは、最

近、団員の確保が非常に難しくなってきている

ということをよく聞きます。「地域のことは地

域で守ろう」という流れが、一つの今の流れで

すけれども、そういう意味で、消防団員の確保

というのは喫緊の課題だと思いますが、消防団

員の現状は今どのようになっておるのか、お尋

ねをいたします。

以下の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成22年度

の当初予算編成についてであります。少子高齢

化や過疎化の進行、世界的な経済危機の影響に

加えまして、依然として厳しい財政状況など、

本県を取り巻く情勢というのは極めて厳しい状

況が続いているところであります。こうした状

況を踏まえますと、まずは、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、引き続き着実に実行して

いく必要があると考えております。その一方

で、経済や雇用の回復など緊急的な課題に対応

するとともに、本格的な人口減社会の到来など

将来的な課題への対応として、新みやざき創造

計画に基づく新しい宮崎づくりのための重要施

策を積極的に展開していく必要があると考えて

おります。したがいまして、平成22年度当初予

算につきましては、徹底した財政改革により収

支不足の圧縮等を図るとともに、選択と集中の

理念のもと、県が抱える諸課題に的確に対応し

た優先度の高い施策や事業に積極的に取り組

み、私のマニフェストの総仕上げを目指してま

いりたいと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

消防団の現状認識等についてでございます。

消防団の現状でございますが、条例定数が県全

体で１万6, 0 9 3名に対しまして、実員数１

万5,128名、充足率94％となっております。もと

より、消防団は地域に密着した活動を行う地域

防災のかなめでありまして、住民の安心と安全

を確保するために欠かすことのできない組織で

あります。しかしながら、人口減少あるいは高

齢化、サラリーマン化の進展に伴いまして、消

防団員数は減少傾向にございます。このため、

各市町村や消防団においては、団員の確保に大

変苦労されていると聞いておりまして、大規模

な災害も発生する中で、消防団員の確保は喫緊

の課題であると考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○外山三博議員 今、冒頭に知事から予算編成

の方針を聞きましたけれども、知事の役割とい

うか、県民の日々の生活を守っていく、そうい

う役割は当然ですけれども、それと別個に、県

のトップリーダーとして、中長期的に考えて、

将来の宮崎の理想像というか、宮崎県が目指

す、あるべき宮崎の姿、そういうものを知事と

して県民に提示していくということも大きな役

割じゃないかと思うんです。この議会で知事か

ら、宮崎県の将来のあるべき理想像というかそ

ういうのを聞いた記憶はございませんので、ど

うか、知事の哲学というかロマンというか、こ

の場でお聞かせをいただけたらありがたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 私は、機会をとらえ
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て、この県があるべき姿、あるいは私の構想と

いったもの、理念といったものを発信している

つもりでおるんですが……。まずは、中長期に

向けた計画というのを立てた中で、この県が人

口減少、少子高齢化等々の問題を抱えている

─これは全国的にそうなんですけれども─

そういったものを抜本的に対策をとっていくと

いうことです。

私は、地方、本県の発展は、人材育成と新産

業の創出、この２つにかかっていると思いま

す。ですので、まず、子供を産み育てる環境を

つくる、そして人材を育てていく。そしてまた

産業としては、新エネルギーあるいは農商工連

携、そういった新しい産業を創造していく、つ

くっていくということが大切だと思います。そ

してまた、宮崎県が保持します地域特性といい

ますか、気候、風土、自然、観光、あるいは歴

史、伝統・伝説、付加価値、そういったものを

十分に利活用した、地域の特性を生かした自主

自立の地域をつくっていくということが肝要か

と思っております。そういう個性のある、存在

意義のある自治体にしていきたいと考えており

ます。

○外山三博議員 今、国のほうで事業仕分けを

やっておりますが、知事は、宮崎県でこれをお

やりになるつもりはありますか、ございません

か。

○知事（東国原英夫君） 現在、新政権におい

て実施されている事業仕分けは、民間の有識者

などが参加するとともに、インターネット中継

等によりまして作業自体を広く公開するなど、

客観性及び透明性の観点から一定の評価はでき

るものと考えております。しかしながら、地方

の固有財源である地方交付税を仕分けの対象と

されたり、整備のおくれている地域の実態を踏

まえないまま農道整備事業とかを廃止判断する

など、対象の選定、議論の視点が財務省主導で

はないかという感が否めません。また、国政の

大きな施策までも対象としているにもかかわら

ず、１件当たりの検討時間が短いこと、概算要

求の削減のための目標額ありきの議論が見受け

られること等の点につきまして、疑問を感じて

いるところであります。さまざまな問題点はあ

る、でも利点としては、この事務事業、税金の

使い方を衆人環視のもとで国民に広く公開した

ということは非常に意義あることだと思いま

す。問題点は数多くあります。本県も２年前に

やりましたが、第１回目でしたので、問題点は

あったんです。その問題点を修正しながら、よ

りよい事業仕分けということを考えていかなけ

ればいけないと思っております。

本県におきましては、平成19年度に事業仕分

けを行っておりますが、その結果は、議会審議

での御意見を初め、県民ブレーン座談会、県民

の声等と同様、予算編成や事務事業の見直し等

において、事業の効率化や役割分担、費用負担

を検証する際の重要な視点となるとともに、職

員全体の意識改革にもつながると思っておりま

す。事業仕分けを改めて実施するかどうかにつ

きましては、事務事業の実施期間が通常３～５

年であることや、国の政策転換の動向等を踏ま

え、また県民の皆様のお声もお聞きしながら、

今後、検討するかどうか考えていきたいと思っ

ております。

○外山三博議員 国は議院内閣制です。議員の

中から総理大臣を選び、大臣も選んでいく。と

ころが、地方の知事は直接選挙で選ばれます。

ですから、県民の負託を受けて強大な権限があ

るわけです。予算編成から、その実行、人事権

まで、そのほかいっぱいあるわけですけれど
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も、私は、知事は事業仕分けは第三者にゆだね

る必要はないと思う。知事がみずからやるべき

であって、どうしてもやる必要があるならば議

会にやらせるという方法はあるかもわかりませ

んけれども、知事が自分で予算全般に目を通し

て、その中から、これは大事だ、これは削る、

それを直接おやりになったほうがいいんじゃな

いかと思います。

それで、来年度の予算編成に当たって、４年

１期でやり上げるという予算の編成をされるの

か。それとも、将来、中長期的に見て宮崎県の

あるべき姿、そういう方向に軸足も入れながら

の予算編成になるのか、そこのところをお尋ね

いたします。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、中

長期と短期を両輪あわせ持つということが、そ

の視点としては重要かと思っております。た

だ、将来予測が非常に困難であり、不透明な時

代に来ておりますので、中長期にわたる新しい

総合計画の策定は重要だと思っております。以

上でございます。

○外山三博議員 それでは、時間の都合もあり

ますので、次に行きます。先ほど総務部長のほ

うから、消防団員のことを話をしてもらいまし

たけれども、現在の本県の消防本部、消防署の

数及び定員数をお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県には消防本部

が９つございまして、この９つの消防本部の下

に消防署が12、さらに消防署の下に分署、出張

所が22ございます。また、消防本部職員の条例

定数でございますが、これは先ほどの消防団員

とは違いまして消防本部職員の数ですけれど

も、平成21年４月１日現在、県全体で1,125名と

なっているところでございます。

○外山三博議員 消防本部の数は今聞きました

が、消防団の数、全県的にはいいんですが、宮

崎市に関してはどういうふうになっています

か。

○総務部長（山下健次君） 個別の団の数は手

元に資料がございません。先ほど申し上げたよ

うに、全体の消防団員の定数が１万6,093名とい

う状況でございます。

○外山三博議員 将来の消防の広域化というこ

とを県もいろいろ検討されて、市町村と協議も

されておられますが、現在の広域化の計画と、

それに見合った見通しはどんなふうになってい

ますか。

○総務部長（山下健次君） 現在、一部広域化

といいますか、９つの消防本部の内訳といたし

ましては、事務委託方式によります広域消防が

３つ、宮崎市と都城市、日向市３本部ございま

す。さらに、一部事務組合方式による広域消防

が東児湯、西諸の２つの本部、さらに、残りの

４つ、市の単独消防が延岡、日南、串間、西都

の４本部という状況でございます。このうち６

つの消防本部は、管轄人口が10万人未満の小規

模な消防本部ということになっております。こ

ういったことで、県では昨年の３月に消防広域

化推進計画を策定いたしまして、本県の消防本

部体制のあり方につきまして、全県１消防本部

体制あるいは３消防本部体制、この２通りの組

み合わせを提示いたしまして、それぞれの有効

性あるいは課題等について、市町村とともに検

討を行ってきたところでございます。ただ、現

段階では、まだ意見の一致を見ていないところ

でございます。広域化に当たりましては、関係

機関が共通の認識を持つことが大変重要でござ

いますので、今後とも、市町村や消防本部等と

十分に協議をしながら取り組んでまいりたいと

考えております。
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○外山三博議員 意見の一致を見ていないとい

うのは、どういう論点があって意見の一致がな

かなか見られないんでしょうか。

○総務部長（山下健次君） いろいろ考え方は

ありますが、基本的に広域消防の目指すところ

は、個別の消防の負担を減らす、そして広域化

によって効率性を上げる、当然、装備内容も充

実させるということではございますけれども、

やはり個別の消防本部になると、従前の職員と

の関係、それから広域化が必ずしも効率化につ

ながるのかどうか、そういったところでいろん

な議論がございまして、現在に至っているとこ

ろでございます。

○外山三博議員 先ほど消防団の数と消防本部

の数を聞いたのは─消防団も広域化の考え方

の中で、宮崎市だったら幾つかありますが、そ

れを１消防団にしていこうと、そういうような

広域化の枠の中に入っているんですか。

○総務部長（山下健次君） 消防団は全く別扱

いでございまして、市町村で個別に持つという

ことで、消防団の性格上、地域との密接なつな

がりということが非常に大切にされております

ので、消防の広域化とは別扱いということでご

ざいます。

○外山三博議員 正確じゃないかもわかりませ

んけれども、宮崎市の場合は、今、佐土原にも

消防団があるんですが、来年に向けて１つのま

とまった消防団にしていこうという流れがある

ようですけれども。なぜこういうことを言うか

というと、組織を大きくすれば―消防団は団

長の指揮下にあるわけです。消防団の守備範囲

というか行動範囲も広くなってくるわけです。

ですから消防団の負担が非常にふえてくる。そ

このところは、今後、消防団を統合していくこ

とと消防団の守備範囲をどうするかということ

は整理していかないと、いろんな問題が出てく

るんじゃないかと思うんです。そのことだけ申

し上げておきます。

今の消防団員の被雇用率、サラリーマン化さ

れた消防団員、どのくらいになっていますか。

○総務部長（山下健次君） 平成21年４月１日

現在で、本県の消防団員に占めます被雇用者の

割合は67.7％となっております。これを地域的

に見ますと、例えば都市部では、宮崎市が61.9

％、都城市が62.2％ということで、比較的、全

体の割合からするとサラリーマンの割合、被雇

用者の割合が低いという状況ですが、これに対

して中山間地域では、諸塚村が85.7％、美郷町

が77.5％などと割合が高くなっている状況にご

ざいます。

○外山三博議員 70％近くがサラリーマンの消

防団員ということになれば、雇用者の理解がな

いと消防団員の確保は非常に難しくなってくる

と思うんです。そこで、こういうことをお聞き

したいんですが、消防団員の出動には、火災、

災害、夜間警備、人捜しとかいろいろありま

す。宮崎市の消防団員の出動回数がどういうふ

うになっておるか、お尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 宮崎市の消防団の

出動状況でございますが、これは20年のデータ

ですけれども、全体で239件ございまして、その

うちのおよそ半分が火災124件となっておりま

す。その次に多いのが広報・指導31件、そして

演習訓練25件、その次が救助活動の19件といっ

た状況でございます。なお、この19件と並ん

で、誤報等による出動というのが19件ございま

す。

○外山三博議員 この前、霧島で子供さんが事

故に遭いましたけれども、消防団が出動しまし

た。人捜しというのは結構聞くんです。この前
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も、年寄りの方が行方不明、２～３日みんなで

捜した。人捜しの出動というのはどのくらいに

なっていますか。

○総務部長（山下健次君） 宮崎市の例でまい

りますと、捜索の件数が平成20年では５件と

なっておりますけれども、これは正式に消防団

に捜索願があった件数でございまして、地域に

おいては任意に、消防団が地元住民の要請を受

けて捜索を行う、こういった統計にあらわれな

い例があると聞いているところでございます。

○外山三博議員 それは正式な報告があったも

のでしょう。多分、ここにおられる議員の方も

しょっちゅう聞かれると思うんです。自分の地

域で、あそこのお年寄りが行方不明になって消

防団が出たとか。私も、私の周辺でしょっちゅ

う聞きます。この前も、３日ぐらい捜したけれ

ども結局わからなかったとかですね。それほど

今、地域を守っていくというか、消防団の役割

というのは非常に大事になってきています。地

域で機動的に命令一下動く団体というのは、消

防団しかいないんです。特に、高齢化が進ん

で、ひとり住まいのお年寄りの家が結構ありま

す。そういうところをチェックしながら巡回し

ていくとか、それから、宮崎ではまだ少ないん

ですが、幼児とか女の子の誘拐事件とか、地域

に熟知した地域の消防団が、常時そういうこと

に目配り、気配りをやっていくというのは大事

なことだと思います。

そういうことで、消防団員をどうやって確保

していくかということになれば、これは市町村

が当然やるべきことですけれども、県としてで

きることもあると思うんです。例えば長野県で

は、消防団員確保のための条例があります。い

ろいろ検討したんでしょうが、何をやっておる

かというと、消防団員を出しておる企業に県税

の減免措置があるんです。こういうことをやっ

ておる県もある。ですから宮崎県も、何か消防

団員を確保するための方策はないのかというこ

とを検討していく必要があると思うんですが、

部長どうでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 消防団員の確保で

ございますけれども、先ほども申し上げました

ように、団員の７割がサラリーマンということ

でいけば、やはり企業等への働きかけというの

が大変重要になるかと思います。そういった中

で、長野県の例を御指摘いただいたと思うんで

すけれども、県でも、こういった企業等に対し

ましては、各種団体を通じまして傘下企業に対

する協力要請等を行ってはおります。さらに、

県土整備部と協議をいたしまして、地域貢献と

いう観点から、消防団員を雇用している建設業

を評価して、入札参加資格審査における加点措

置、こういったものを講じるということと、本

年の１月からは、小規模工事の一部を対象とし

て総合評価落札方式が試行されておりますけれ

ども、その評価項目に消防団員の雇用状況が盛

り込まれたところでございます。

また、これは名目でございますけれども、企

業の社会的貢献を評価するために、国におい

て18年度に、消防団協力事業所表示制度という

のが創設されておりますので、市町村に対し

て、これを積極的に導入するよう働きかけを

行っているところでございます。

御指摘の長野県の件につきましては、団員確

保という観点からどういった方法があるのかと

いう見地で、今後研究をしてまいりたいと存じ

ます。

○外山三博議員 私はできたら、企業に対する

認識、県民に対する啓蒙等々を含めて、県の条

例をつくって、それで徹底していくというぐら
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いのことが必要だと思うんですが、どうでしょ

うか、条例化を目指して研究していくというこ

とは。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

大変理念的な部分が―消防団は究極のボラン

ティアというふうに言われておりますけれど

も、特に県民の意識に働きかける部分が大変大

きいと思いますので、研究をしてまいりたいと

存じます。

○外山三博議員 次に行きます。県の委託事

業、リース事業、それから物品購入等々入札に

かかわることがありますが、どのような方法で

入札が行われているのか。公共事業に関する委

託事業については議会でも大分議論して、やり

方を一つの枠の中に入れました。ところが、そ

のほかの委託事業がいっぱいある。それからリ

ース事業もあるし、物品購入、それがどういう

ふうになっておるのかお尋ねしたいんですが、

これは各部それぞれ違うと思うんです。幾つか

の部の部長に、あなたの部ではどうやっておる

かというのを―どなたに聞きましょうか。総

務部長にはまとめて後で聞きますから、商工観

光労働部長、商工観光労働部ではどういうやり

方で、入札件数がどのくらいで、落札率が平均

どういうふうになっておるのか、お尋ねいたし

ます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 商工観光

労働部では、さまざまな入札をやっておりま

す。そういう中で、事例的に今手元に持ってき

ていますのが、ことしやった分で消費動向調査

というのをやりました。これにつきましては、

入札方式は指名競争入札で実施したところでご

ざいます。業者の指名に当たりましては、県の

要綱に基づく該当する業者の中から、県内に事

業所を有する業者すべてを指名したところであ

りまして、予定価格に占める落札額の割合を示

す落札率75.1％となっております。もう一つ事

例を紹介しますと、スポーツランドみやざき受

入基盤強化事業における調査委託業務というの

をやっておりまして、これは一般競争入札で実

施しております。予定価格に占める落札額の割

合を示す落札率51.5％となっております。以上

でございます。

○外山三博議員 同じ質問ですが、環境森林部

長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部で

も幾つかやっておりますけれども、公共事業を

除きます委託業務につきましては、平成20年度

の100万円以上の契約実績は108件でございま

す。そのうち一般競争入札と指名競争入札、い

ろいろやっているわけでございますけれども、

リース事業についての入札といいますか、契約

が２件ということでございます。

○外山三博議員 それでは総務部長に、リース

事業、それから物品購入、どういうやり方をし

ておるかお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 済みません、指さ

れる前に先にお答えしようと思ったんですが…

…。入札をする場合の定めというのが財務規則

上ございまして、一般的なことをお答えしよう

と思ったんですけれども、今、各部長が答えた

委託業務の関係は、予定価格が100万円を超えた

場合には入札に付します。リース契約の場合

は、予定価格が80万円を超えた場合に、同じよ

うに実施します。

それと、印刷物を除きます物品の購入につき

ましては、予定価格が160万円を超えた場合に実

施します。さらに、印刷物の場合には予定価格

が250万円を超えた場合に、同じく一般競争入札

を実施することになっております。
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○外山三博議員 今、３人の部長にお聞きをし

ましたが、やり方がそれぞれ、指名競争もある

し、一般競争入札もあるし、それから最低価格

はどこも決めておるということはなかったです

ね。

まとめて総務部長、全件を見たときに、委託

事業、リース事業、物品購入、全部でどのくら

いの入札件数があるものですか。それと落札率

はどんなものですか。

○総務部長（山下健次君） これは全部局、教

育委員会も含めております。ただし、企業局、

病院局は含めておりません。平成20年度のデー

タですが、業務委託が539件、リースが72件。こ

の落札率でございますが、業務委託が平均落札

率88.5％、リースが81.6％となっております。

○外山三博議員 私がなぜこの問題を取り上げ

たかというと、公共工事に関しては、いろいろ

議論の末に最低価格を決めて、できるだけ地元

育成と。ところが、それ以外のところは最低が

ありませんから、物件によると県外の大手がぼ

んと持っていってしまって、県内の業者がはじ

き飛ばされるというケースが幾らも出ているん

です。公共工事と同じように最低価格を決める

ことはできないんですか。

○総務部長（山下健次君） 基本的な考え方で

ございますが、地方自治法上、地方団体は、当

然のことでございますが、事務処理に当たって

は最小の経費で最大の効果を上げるようにしな

ければならないというのがございます。したが

いまして、支出に係る契約を締結する場合に

は、最低価格の入札者を契約の相手方とするこ

とが原則でございます。その例外として、請負

契約におきまして、例えば委託の場合でもそう

なんですが、契約の内容に適合した履行を確保

するために認められているのが最低制限価格制

度ということでございまして、本県の委託業務

では、清掃委託あるいは警備委託業務について

設定をしているところでございます。なぜこう

いった業務について設定しているかといいます

と、これらは人件費の占める割合が高い、そし

て著しく低い価格で落札をした場合にはダンピ

ングのおそれが高い、さらには契約内容の適正

な履行が確保されないおそれが高くなる、こう

いったことから最低制限価格を設定しているも

のでございます。

したがいまして、委託と申し上げましても、

対応によって最低制限価格を設定しているもの

もあれば設定していないものもある。ただ、今

後、方向といたしましては、やはり委託業務の

質の確保ということと、公正性、機会均等性、

経済性の観点から十分検討した上で、入札を行

います個々の業務の内容に応じまして最低制限

価格の設定の要否について検討してまいりたい

と考えております。

○外山三博議員 今、ずっといろんな条件を言

われました。しかし、そういう中で、公共工事

も測量設計とか委託がありますね。それなんか

も最低を決めた。だから、今ずっと聞いていっ

たような物件も当然、最低価格を設定してやる

べきじゃないかと私は思います。検討しましょ

うということですから、前向きに検討して―

各部でそれぞれちょっとおかしいんです。県と

しての一つの統一したやり方というのをきちっ

とつくっていくべきだと思いますから、そのこ

とだけ申し上げておきます。

それから業務委託について。教育長、この

前、スポレクがありましたね。スポレクに関し

ては業務委託というのはあったんですか。

○教育長（渡辺義人君） スポレクに関して

も、実行委員会方式で実施をいたしましたけれ
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ども、委託業務を行っております。具体的に

は、委託業務で100万円以上のものについて申し

上げますと、全体で10件を委託しておるという

ことでございます。

○外山三博議員 具体的にはどういう案件を委

託されたんですか。

○教育長（渡辺義人君） 細かいところでは、

開催の150日前のイベント業務とか、協賛事業の

参加賞のボールペンの購入とか、種目別大会の

ゼッケン製作とか、そういう細々としたものは

ありますけれども、大きなものとして言えば、

開会式、閉会式の式典関係、それから宿泊・輸

送関係、こういったところが大口の委託業務と

いうことであります。

○外山三博議員 これは県のほうから、例えば

宿泊関係、委託料が出ておるんですか。

○教育長（渡辺義人君） 宿泊関係について

は、基本的には参加者のほうから宿泊料をいた

だきますので、県からの委託料ということには

なりませんけれども、例えば、開閉会式関係等

でバスの借り上げ費とか、それにまつわる開会

式、閉会式等の式典の実施関係のプランニング

費用とか、そういった経費等を基本的には実行

委員会のほうから委託をしているということで

あります。

○外山三博議員 会期が結構あったですから、

実行委員会の皆さん方、それから選手の皆さん

方に弁当を支給したと思うんです。弁当なんか

に関しては委託ですか。

○教育長（渡辺義人君） 弁当につきまして

は、県のほうがコンペ方式で宿泊・輸送業務等

で委託いたしておりますけれども、これは全体

のプランニングとか、バスであれば運行計画等

に関する委託がほとんどであります。弁当につ

いては、基本的にはそこで決まった業者に対し

て業者のほうが手配をして、購入者からいただ

いて、その中から払うということになりますの

で、県から直接弁当代を支給するということに

はならないと思います。

○外山三博議員 私が聞いておるのは、県がど

この会場で何食、どこで幾らか。それを委託業

者のほうにおろして、集金業務はやったかどう

かは別として、そこがマージンを取っているん

です、マージンを。零細業界からそういうエー

ジェントに、ワンクッション入れるだけなんで

す。業務は実際弁当屋さんが持っていくわけで

す。そこでマージンが抜けていく。このやり

方、今回に限らず、宮崎県のいろんな大きなイ

ベントは全部下にエージェントが入ってくるん

です。この入り方も、さっき３者共同と言われ

たけれども、弁当に関しては１者です。これが

どういう形でそこに決まっていったのか。その

辺のところが非常に不透明なところを感じる

し、今回に限らず、前の世界ベテランズ大会と

か大きな大会は、全部そういう業者が入ってい

ます。そのあたりのセレクトの仕方、完全に自

由に競争させて入っておるのかどうか、私もよ

くわからない。今後は、総務部長が中心になっ

て、大きなイベントをやるときの、そこに入っ

てくる業者の決め方を、もう少し透明にしてい

く必要があるんじゃないかと思います。

来年また、教育委員会、全国高文連大会をや

りますね。もう業者が決まっておるという話は

聞くんですが、これはどうなんですか。

○教育長（渡辺義人君） 業者が決まっている

かどうか、私もちょっと記憶が定かではありま

せんけれども。

今お話がありました弁当業関係の取りまとめ

につきましては、一言で言えば、トラベルセン

ターというところに企画提案コンペ方式で選定



- 56 -

平成21年11月30日(月)

をして、応募のあった中から最もすぐれたもの

ということで、県内業者も入っている共同企業

体１社のほうにお願いをしたということであり

ます。その中で弁当関係についても手配がなさ

れたということでありますが、これまでの開催

県の例等も踏まえて、さっき議員がおっしゃっ

たようなマージンといいましょうか、手数料と

いいましょうか、そういったことも取り扱った

のではなかろうかなというふうに考えていま

す。

○外山三博議員 来年の高文連の大会に関して

ちょっと聞いたんです、今｡これはまだ決まって

いないんですか。来年のことで、もう実行委員

会もできたでしょう。当然決まっておるはずな

んです。

○教育長（渡辺義人君） 手元に資料がござい

ませんが、今、突然の質問で、私の記憶が

ちょっと不分明でありますけれども、おっしゃ

るとおり決まっていると思います。

○外山三博議員 もうこれ以上言いませんけれ

ども、弁当一つとっても、全県下でやるわけで

すから、地元の零細な弁当屋さんがそこに入っ

ていくわけです。ですから、エージェントの決

め方をどうやって決められたかということもあ

るし、どういう業務をどういう形でオープンに

流していくか、そういうところも今後の課題と

して全県的に、総務部長のほうで御検討をお願

いしておきます。

それでは、次に参ります。青島の活性化計画

というのが、大分前、市のほうから発表されま

した。ようやくこの12月に旧橘ホテルを壊すと

いう報道はなされておりますが、まだ現在、そ

の動きは具体的には見えないんですが、現在の

活性化計画はどのようになっておるかお尋ねを

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 青島地域

につきましては、旧橘ホテルの再開発計画ある

いはこどものくにの改修計画が動き出すなど、

大変重要な時期を迎えていると認識しておりま

す。長年の懸案でありました旧橘ホテルにつき

ましては、事業者であるブルーアイランドリゾ

ート社と折生迫財産区の間で土地の定期賃貸借

契約が締結され、年内に解体工事に着手しまし

て、平成23年２月までに開業予定と聞いており

ます。このような中で、宮崎市におきまして

は、青島参道南側部分につきまして、亜熱帯植

物の景観を生かしながら、旧橘ホテル跡地の再

開発と連動した施設整備の検討が進められてい

ると聞いております。青島地域は、本県の観光

振興にとって大変重要な地域でございますの

で、今後とも県の関係部局と十分連携しなが

ら、地元宮崎市に対しましてできる限りの協力

をしてまいりたいと考えております。

○外山三博議員 ちょっと前に宮崎市の市長か

ら知事のほうに、今、部長が言われた国民宿舎

跡地、亜熱帯植物園、県有地について利用した

いということで申し出があったということを聞

いておりますが、具体的に知事にはどういう形

で協力をお願いしたいという話があったんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） ことし８月の下旬に

宮崎市長さんから県の施策全般に対する要望が

なされた際に、青島地域の活性化について、市

が策定した青島地域活性化基本計画の早期実現

への支援要請がありました。その中で、市長か

ら私に対して、特に植物園や国民宿舎跡地等の

参道南側の県有地に対して、宮崎市において一

体的に整備をしたいので、県有地を無償で譲渡

してほしいとの話がございました。

○外山三博議員 無償で譲渡ということは─
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貴重な県有財産です。これは県土整備部長、国

民宿舎跡地と亜熱帯植物園、全部の面積と、時

価で言うとどのくらいの時価でしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、面積で

ございますけれども、青島亜熱帯植物園が約２

万3,000平方メートル、国民宿舎跡地が約9,000

平方メートルということでございまして、合わ

せて約３万2,000平方メートルということでござ

います。

時価総額につきましては、総務部長のほうで

答えていただきます。

○総務部長（山下健次君） 時価でございます

が、ただいまの面積で、この土地そのものの評

価額というのはございませんで、近傍地の固定

資産評価額というのがございます。それでいき

ますと１平米２万円ということでございますの

で、大体固定資産評価というのは実勢価格と乖

離があるんですが、仮に1.3倍ということでいき

ますと９億2,000万ほどになります。

○外山三博議員 大変な土地なんですけれど

も、今、国民宿舎跡地は普通財産になっていま

す。亜熱帯植物園は行政財産。行政財産のまま

で譲渡はできないはずですから、普通財産に変

える必要がある。この手続はどういうことにな

りますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 植物園につき

ましては、公の施設ということで県の条例で定

めております。したがいまして、この植物園を

貸し付けとかそういったことになりますと、公

の施設の廃止手続が必要となりますので、条例

改正の議案として議会にお諮りするということ

になろうかと思っております。

○外山三博議員 条例改正案は議題になると。

そのときに、この植物園のシンガポールとの姉

妹提携をどうするかとか、貴重な樹木をどうす

るかというのは議論すればいいと思いますの

で、議案ということで了承します。

その次に、普通財産になった後に市のほうに

無償で譲渡するということは、議会の議決案件

になりますか、総務部長。

○総務部長（山下健次君） 価格が９億円以

上、面積が３万2,000平米ということでございま

すので、無償、有償を問わず議決の対象になる

ということでございます。

○外山三博議員 それでは、青島の貴重な土地

については、どっちにしろ市の計画がはっきり

してきた段階で議会で議論するということを

はっきりお伺いしましたので、それはそれで結

構です。

その次に、宮崎駅西口の再開発計画というの

があるようです。この前も新聞に出ておりまし

たが、現状はどうなっておりますか、県民政策

部長。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎駅西口の

拠点施設整備事業ということだと思いますが、

これは宮崎市が平成19年に公募したものであり

まして、民間の企画力とか資金力を活用して、

宮崎の陸の玄関口にふさわしい、にぎわいとか

交流とか、鉄道、バスなどの交通の結節、そう

いった機能を備えた施設を整備することを目的

とするものでございます。事業実施者には、宮

崎商工会議所を中心としたグループが選定され

まして、ことし７月には宮崎市と事業実施者と

の間で基本協定が締結されております。事業計

画の中では、市有地においてはバスセンターと

かホテルを備えた複合ビル、そして県有地にお

いては立体駐車場を整備する予定でございまし

て、現在、平成23年秋のオープンを目指して準

備が進められているところでございます。た

だ、県有地につきましては、今後、就業機会の
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設の整備も検討される可能性があるというふう

に聞いております。

○外山三博議員 県有地も利用したいというこ

とのようですが、買いたいということですか、

それとも借りたいということなんでしょうか。

その辺の話はどうなっていますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎市が計画

いたしました公募事業の中では、貸し付けが前

提となっておったんですけれども、県有地につ

いては、売却の選択肢も含めて公募していただ

きました。その結果、採択となった案件が貸し

付けを前提とした提案であったことから、これ

を基本に今検討しているところでございます。

○外山三博議員 ちなみに、ここの面積と時価

はどのくらいになりますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 面積が約6,200

平方メートルでありますが、評価額は、あくま

でも利用目的が駐車場を前提とした不動産鑑定

評価を実施しておりまして、その結果約４億円

というふうになっております。

○外山三博議員 方法として売却と貸すという

２つがあるということですが、売却の場合は議

会の議決案件になりますか。

○総務部長（山下健次君） 売却の場合には、

先ほどの面積要件ではなくて金額要件に当たる

ということになりますと、当然議会の議決の対
※

象になります。

○外山三博議員 それでは、貸し付けをする場

合は議会の議決案件になりますか。

○総務部長（山下健次君） 貸し付けの場合

に、財産に関する条例で、無償ないしは減額貸

し付けということになりますと、これは一定の

条件をはめております。この一定の条件にはま

らない場合、典型的に言えば、民間事業者に減

額貸し付けなり無償貸し付けなりする場合に

は、当然議会の議決の対象になります。

○外山三博議員 地方自治法96条で、適正な対

価なくしてこれを譲渡もしくは貸し付ける場合

は議会の案件になるということになっているん

です。適正な価格でというその適正な判断は、

どういう判断で適正か不適正かということを判

断することになるんでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 当然、正式な鑑定

評価を求めまして、それが適正な評価というこ

とになると思います。

○外山三博議員 これは商工会議所が中心と

なって目的会社をつくった。株式会社ですね。

当然、会社としては安く借りようとします。相

手があることですから、近いうちにその辺の交

渉が始まって、どうしてもこれだけの値段じゃ

ないと借りられないと言ったら―適正な価格

がある場合がある。そのときは議決案件になる

し、鑑定士が出してきた価格で貸すときは議決

案件にならないということでいいんですか。

○総務部長（山下健次君） 貸し付けの場合は

そういうことになります。

○外山三博議員 時間は少々ありますが、以上

で質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会

※ 62ページに訂正発言あり

平成21年11月30日(月)


