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午前 10時 10分開議

出 席 議 員（42名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （日 日 新）

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 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 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 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 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 （自由民主党）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）

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 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 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 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第63号追加上程

○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。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第63号の送付を

受けましたので、本案を日程に追加し、議題と

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63号について御説明申し

上げます。

議案第63号は、教育委員会委員水永正憲氏が

平成22年２月10日付で辞職されましたので、そ

の後任委員として池上武博氏を任命いたした

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。よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○中村幸一議長 ただいまから代表質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおりに取り運びます。〔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、自由民主党、蓬原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党を代表して代表質問を行

います。

まず、質問に入ります前に、１月２日に急逝

されました宮崎商工会議所の中島勝美会頭に対

し、謹んで哀悼の意を表しますとともに、心よ

り御冥福をお祈り申し上げます。

さて、ＮＨＫの夜９時からのニュース番組で

「無縁社会ニッポン」という特集が、年明けか

ら今月上旬にかけてシリーズで放送されており

ました。ごらんになられた方も多いことと思い

ます。無縁社会とは、人々のきずなが永続的に

薄れていく社会のことで、孤独死やひきこも

り、自殺者の増加など、無縁社会がもたらす暗

い影が広くこの時代を覆っている様子が特集で

取り上げられておりました。働き盛りの中高年

者にひきこもりが起き始めていること、お通夜

や告別式を行わない直葬という火葬のみの葬儀

が最近ふえていること、結婚式に親族や友人を

呼ばず、代理役を業者に頼む若者が出始めてい

ることなど、これまで日本人が大切にしていた

えにしやきずなが急速に失われようとしている

現実に、ただただ驚きを感じました。

戦後、日本人は、テレビやクーラー、車など

が普通にそろったアメリカのテレビドラマのよ

うな家庭を目指し、大混乱の中、復興に努め、

豊かな社会を実現してまいりました。世界の奇

跡とまで呼ばれております。多くの日本人は、

豊かになると同時に自由を求め、三世代同居が

当たり前の生活から核家族化の道を選び、結果

として大家族から解放される自由を選んだわけ

であります。子供に部屋が与えられ、だれもが

豊かで自由な社会を実感できるようになりまし

た。しかし、これらのことが知らず知らずいつ

平成22年２月24日(水)
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の間にか、家族や仲間、地域社会における会話

やコミュニケーション、そしてきずなを失わせ

ていったのではないかと思います。永住外国人

参政権や夫婦別姓など新たな制度導入に向けた

議論が始まっております。確かに時代は大きく

変わりつつありますが、一方で、日本人の心を

大切にし、県民一人一人が家族や仲間、地域と

のつながりを深められるような社会づくりを進

めていかなければならないと、改めて実感して

いるところであります。

それでは、通告に従い順次質問をしてまいり

ます。

初めに、知事の政治姿勢について２点お伺い

します。

１点目は、今後の県政運営についてでありま

す。知事は平成19年１月に就任をされ、早いも

ので既に３年が経過し、１期４年の任期は残

り10カ月となりました。ちょうど１年前、昨年

２月議会の代表質問において知事は、任期折り

返しとなるこの年を起承転結の「転」の年と位

置づけられ、今を「転機」ととらえ、旧態依然

としたスタイルを「転換」し、山積する諸課題

が「好転」するよう新たな展開を図っていきた

いと、みずからの考えを述べられました。しか

しながら、昨年夏には衆議院議員選挙への出馬

問題が噴出するなど、起承転結の「転」が国政

転身の「転」に転じてしまった感がありまし

た。ことしも７月には国政選挙を控えておりま

すが、ゆめゆめわき目を振ることなく、じっく

りと県政運営に当たっていただき、任期４年の

結びの年をしっかりと締めくくってほしいと

願っております。そこで、知事にお伺いします

が、任期最後の年となるこの１年について、本

県の将来像をどのように見据え、どういった気

持ち、姿勢で県政運営をされていくつもりでい

らっしゃるのか、お聞かせください。

２点目は、マニフェストについてでありま

す。イギリスでは、国会議員の選挙に際して各

政党がマニフェストと呼ばれる選挙公約集をつ

くりますが、それは、各政党が政権を獲得した

ときに必ず実現する政策を具体的に示した政策

綱領であり、有権者に対する契約や誓約の意味

を持つものとされております。我が国において

は平成15年に、当時の北川三重県知事がマニ

フェストの作成を提唱し、その後、マニフェス

ト選挙が広く世の中に浸透していくことになる

わけですが、最近のマニフェストはどうもお粗

末で、選挙前悪質誇大広告的なものが多過ぎる

のではないかと感じております。財政的な裏づ

けに乏しく、耳ざわりがよいだけで極めて実現

性の低い政策ばかりが並べ立てられているマニ

フェストが、果たして本物のマニフェストと言

えるのでありましょうか。来年は統一地方選挙

の年であります。我々地方議員の選挙は、本

来、会派や政党単位ではなく、個人を単位で競

う性格のものでありますので、マニフェスト型

選挙にはなじまないという意見があります。ま

た、作成することはできても、議員内閣制と二

元代表制の違いや、権限が首長より少ないた

め、限定されたものになることを十分理解した

上でつくらなければいけないとも言われており

ます。特に、議員個人あるいは少数会派でマニ

フェストをつくる場合には、議決に必要な過半

数にはほど遠い状況にあるため、その合意形成

過程を全く無視したようなマニフェストであっ

てはならないと思っているのであります。そこ

でお伺いしますが、知事は、国政選挙、首長選

挙、地方議会選挙のマニフェストについてどの

ように考えておられるのか、お聞かせくださ

い。

平成22年２月24日(水)
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知事のマニフェストにつきましては、早稲田

大学のマニフェスト研究所などが３年間の進捗

度を調査し、その結果が先月23日付の新聞で報

道されました。具体的な政策85項目を進捗度合

いによってＡ、Ｂ、Ｃの３段階で評価をされて

おり、全体の約74％が高評価のＡとなっており

ました。その一方で、生活保護世帯の生活力向

上のための専門支援チームの設置や、知事の政

治資金収支報告書の全面公開などがおくれぎみ

のＢ、Ｃ評価となっておりました。知事は、マ

ニフェスト達成に向けてそれなりの努力をされ

てきたと思いますが、この評価結果をどのよう

にとらえ、またＢ、Ｃ評価となった項目につい

ては今後どのように達成に向けた取り組みをさ

れていくつもりでいらっしゃるのか、お伺いを

します。

次に、地方分権の推進について２点お伺いし

ます。

１点目は、義務づけ・枠づけの見直しについ

てであります。地方分権の一里塚とも言われる

保育所等の基準など、義務づけ・枠づけの見直

しでありますが、昨年12月に閣議決定された地

方分権改革推進計画では、地方が要望する104条

項のうち、勧告どおりに見直しをするとされた

ものはわずか36条項しかなく、大変な失望をさ

せられました。相も変わらず国が主導権を握

り、権限を手放したくない各省庁の後ろ向きな

姿勢によって、地方への権限移譲の道筋がなか

なかつけられない状況であります。

そもそも、地方分権改革推進委員会によって

問題ありとされた義務づけ・枠づけが4,000条項

以上もある中で、見直しをするとしたものがわ

ずか78条項しかなく、これでは地域主権など永

遠に望むべくもありません。はしの上げおろし

まで国が地方の面倒を見る時代ではありませ

ん。このような義務づけ・枠づけの見直しの現

状についてどのように考えているのか、また国

に対して、もっと積極的に見直しを行うよう、

知事より強力に働きかけを行っていくべきだと

思いますが、御答弁をお願いします。

２点目は、子ども手当の地方負担についてで

あります。さきの衆議院議員選挙における民主

党マニフェストの目玉となる政策が、子ども手

当でありました。手当の財源については、地方

自治体関係者の多くは全額国費との認識であっ

たと思います。なぜなら、選挙期間中、当時の

鳩山代表みずからが「全額国が負担すべき」と

街頭で絶叫される姿は多くの国民の目に焼きつ

いておりますし、また原口総務大臣の「全額国

費というマニフェストを曲げるなら、もう一回

選挙をして信を問うべきだ」との発言からも明

らかであります。しかし、来年度については、

これまでの児童手当に子ども手当を上乗せする

という、とても理解しがたい手段で、事実上、

地方に負担が押しつけられてしまう結果となり

ました。そもそも、子ども手当のように裁量の

余地がない施策の財政負担を地方に求めてくる

こと自体が、地方分権のあり方に大きく矛盾す

るものであり、とても納得をし得るものではあ

りません。今回のようなやり方は単年度限りと

されてはおりますが、平成23年度からの全額支

給に際し、国の財源不足が際立つ中、果たして

地方負担がゼロになるのかどうか、大いに疑問

があります。知事は全国的な発信力を持ってお

られますので、ここでぜひ声を大にして発言を

していただきたいと思います。もし、平成23年

度―翌々年度でありますが―の予算編成に

おいて、今回同様、子ども手当の地方負担を求

められてきた場合には、ボイコットも辞さない

厳しい態度で臨むべきだと思いますが、知事の

平成22年２月24日(水)
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考えをお聞かせください。

次に、景気・雇用対策について２点お伺いし

ます。

１点目は、２月補正予算及び平成22年度予算

における取り組みについてであります。一昨年

９月、リーマン・ブラザーズの経営破綻に端を

発した世界的な金融危機は、いまだに我が国経

済に暗い影を落とし続けており、一部内需に明

るい兆しが出てきてはおりますが、景気の二番

底への落ち込みが依然として懸念されておりま

す。一方、本県経済に目を移しますと、昨年１

年間の県内企業の倒産件数は３年ぶりに減少に

転じたものの、個人消費や住宅投資の動きが弱

いなど、実体経済に回復の兆しがなかなか見ら

れず、依然として厳しい状況にあると言わざる

を得ません。県の台所事情は十分に存じており

ますが、本県経済と県民の暮らしを守るために

も、より実効性と即効性のある対策が今求めら

れていると思います。そこで、２月補正におい

て追加の景気・雇用対策を考えておられるよう

でありますが、どのような対策を講じられるの

か、知事にお伺いします。

また、本県の厳しい経済・雇用情勢にかんが

み、平成22年度の重点施策の一つに雇用の確保

と就業支援が掲げられておりますが、主にどの

ような事業に取り組み、どのような効果が期待

されるのか、あわせてお聞かせください。

２点目は、高校生の就職対策についてであり

ます。昨年12月末時点における県内高校生の就

職内定率は、県立高校で前年同期比を8.6ポイン

ト下回る79.1％、私立高校では9.6ポイントマイ

ナスの66.2％と、過去に類を見ないほど雇用情

勢が悪化しております。今の経済状況が、場合

によっては今後さらに悪化するかもしれず、来

年度の就職戦線も相当厳しいものになると想定

されます。県立高校の内定率の内訳を学科別で

見てみますと、大学等への進学を前提としてい

る普通科が非常に悪いわけでありますが、県と

しても早い段階から高校生の就職対策をしっか

りと講じておく必要があるのではないかと考え

ます。現在の就職率の低さをどのようにとら

え、来年度どのような取り組みをされるのか、

教育長にお伺いします。

また、私立高校についても、県立高校より低

い就職内定率の現況をどのように考え、来年度

どのような取り組みをされるのか、県民政策部

長にお伺いします。

次に、低炭素社会の実現について３点お伺い

します。

１点目は、地球温暖化対策についてでありま

す。昔から霧島おろしの寒風吹きすさぶことで

名高い、私の住まいする都城盆地も、近年は水

道管が氷で破裂することも、室内のぬれタオル

が朝方こちこちに凍り固まることもなく、「寒

い、寒い」と言いながらも、年々暖かくなる冬

を身近なところで実感しております。さて、国

は先月26日、昨年末の国連気候変動枠組条約締

約国会議（ＣＯＰ15）で承認されたコペンハー

ゲン合意に基づいて、国連へ提出する温室効果

ガスの削減目標を2020年までに1990年比で25％

削減とすることを正式に決定しましたが、かな

り高いハードルの設定であります。この25％と

いう数字は甚だ実現性に疑問があるとの意見が

多いようでありますが、25％というこの高い数

字をどのようにとらえているか、知事にお伺い

します。

なお、国として正式にその方向性を決めた以

上、目標に向けた取り組みを進めていかなけれ

ばならないのも現実であります。温室効果ガ

ス25％削減に向けて、本県としてはどのような
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取り組みを行っていくのか、環境森林部長にお

伺いします。

２点目は、みやざきソーラーフロンティア構

想についてであります。地球温暖化対策とし

て、低炭素社会づくりに向けた取り組みが、近

年、国内外で活発に行われております。そのた

めに、国民一人一人が省エネルギーを意識した

行動をし、あわせて太陽光発電を初めとした新

エネルギーの導入拡大が図られていかなければ

ならないとされております。本県においては、

昨年３月、日照時間や快晴日数が全国的にも多

いという地域特性を生かし、太陽光発電の導入

に力を入れていくとする「みやざきソーラーフ

ロンティア構想」が策定されました。この構想

は、「製造・発電・活用の三拍子そろった太陽

光発電の拠点づくり」を基本理念に掲げ、「メ

ガソーラー全県展開」「ソーラー住宅普及促

進」「ソーラー産業育成・集積」の３つのプロ

ジェクトによって、具体的な施策展開を図って

いくこととされておりますが、この構想に基づ

き、来年度はどのような取り組みを行い、どの

ような効果が期待されるのか、県民政策部長に

お伺いします。

３点目は、企業局における新エネルギー事業

についてであります。企業局では、来年度、環

境に優しい新エネルギーの普及促進を図るため

の事業に取り組むこととし、一ツ瀬川県民スポ

ーツレクリエーション施設への太陽光発電設備

の設置や、祝子ダムの維持流量を活用したマイ

クロ水力発電設備の設置を計画されておりま

す。これらの事業が新エネルギーの普及啓発に

意義がある事業であることは、十分理解できる

のでありますが、これはあくまで内輪での事業

であります。新エネルギー普及のために、企業

局が持つ発電のノウハウを生かし、外向けにリ

ーダーシップを発揮してほしいと思うものであ

ります。例えば、岩手県においては、クリーン

エネルギーの導入を促進するため、市町村等が

公共施設に小規模なクリーンエネルギー設備を

導入する場合に、県企業局が設置に要する経費

を支援するような事業を行っております。低炭

素社会の実現に向けて、地域や企業が行う新エ

ネルギー導入等の取り組みに対して、金銭的な

支援やアドバイザー的な役割を担うことができ

ないのか、企業局長にお伺いします。

次に、平成22年度当初予算について３点お伺

いします。

１点目に、国の予算編成に係る問題について

であります。現在、国会においては、平成22年

度政府予算案に対する活発な議論が交わされて

おります。今回は、政権交代後初めての予算、

民主党によれば政治主導予算ということであり

ましょう。昨年の秋からの国の予算の編成作業

を見て不安を覚えたのは、事業仕分け作業であ

ります。確かに、無駄を省くこと、これは官民

を問わず絶対的必須条件であります。しかし、

地方を知らず、現場を知らず、現場に足を運ぶ

こともなく、短時間に机上の論理だけで一方的

に結論を導き出すというやり方は、政治的パ

フォーマンスとしては実にお見事でありました

が、スーパーコンピューターの例を出すまでも

なく、果たして実態に即したやり方だったのか

と疑問を禁じ得ません。しかも、財務省のおぜ

ん立てによるメニューぞろえの感、強しであり

ました。

加えて、予算陳情窓口の一本化であります。

民主党は、政府への予算要望は党の地方組織を

経由すべしとの仕組みをつくられましたが、本

来、政治と行政の役割は切り離して考えるべき

ものであり、特に多様化、専門化する行政への
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要望等を政党が一元化し、行政への窓口を閉ざ

すことは、民主主義の原則に反する行為であ

り、憲法で保障する国民の請願権を侵害するこ

とにもなりかねません。これらのことと密接に

関係していると思いますが、予算に関する情報

がことしほど集められなかったことは、これま

でなかったのではないかと思います。こうした

国の予算編成に係る一連の問題について、知事

はどのように考えるのか、お聞かせください。

また、国の予算配分の変化が本県の予算にどの

ような影響を与えたのか、あわせてお聞かせく

ださい。

２点目は、知事最終年度予算の感想について

であります。平成22年度予算は、知事任期４年

の最後の年、区切りとなる予算であります。

「ひかり輝く宮崎の未来へ～県民総力結集予

算」と命名されておりますが、政権交代や景気

後退の影響など、予算編成に当たっては大変な

御苦労もあったことと思います。費目ごとに予

算を見てみますと、雇用対策や地域医療対策な

どで労働費や衛生費が大幅に伸びた反面、農林

水産業費や土木費は、公共事業の削減などでマ

イナス予算となっております。本県の基幹産業

である農業への影響や、道路、港湾などインフ

ラ整備のさらなるおくれが大変懸念されるとこ

ろであります。個別の事業の詳細につきまして

は、それぞれ各委員会での議論に任せたいと思

いますので、ここでは特に触れませんが、財源

が厳しく、またさまざまな県政の課題が山積す

る中で編成された平成22年度予算に対して、知

事はどのような感想を持たれているのか、お聞

かせください。

３点目は、財政改革と今後の財政運営の見通

しについてであります。平成22年度の一般会計

予算規模は5,772億6,000万円余、対前年度比

で2.6％増となり、今年度予算に引き続き２年連

続しての増額予算となっております。歳入面で

は、地方交付税が対前年度比で58億円、3.5％増

加しておりますが、自主財源である県税収入

が95億円、10.9％も減少しており、財政調整の

ための基金からの繰り入れも150億円余となり、

このため、平成22年度末の基金残高は286億円程

度まで減少する見込みであり、今のままでは２

～３年で基金は枯渇してしまう可能性がありま

す。県の借金に当たる県債を見てみますと、地

方交付税の代替財源である臨時財政対策債を除

く発行額は383億円で、前年度より48億円減少

し、発行残高も6,696億円程度で、今年度末に比

べ約309億円減少する見込みとなっております。

臨時財政対策債を除く県債依存度は6.6％と、前

年度より1.1ポイント減少し、過去５年間でも最

低となるなど、財政改革の努力の跡がうかがえ

ます。

しかし、ここで注意しなければならないのが

臨時財政対策債であります。臨時財政対策債

は、国から地方公共団体に分配する地方交付税

が足りないため、その不足する金額の一部を一

たん地方公共団体で借金して賄っておく県債で

あり、返済する年度の地方交付税額を計算する

際には返済金額がすべて上乗せされますので、

理論上、県の腹は痛まないことになります。し

かし、臨時財政対策債が全国的に雪だるま式に

ふえていけば、将来、国の財政負担がふえるの

は当然のことであり、そうなれば必然的にその

ツケが地方へ、すなわち県民に回ってくるので

はないかと懸念をいたします。来年度の臨時財

政対策債は約564億円で、前年度より約90億円、

率にして18.9％も増加しておりますが、臨時財

政対策債に大きく依存をする平成22年度予算を

どのように評価するか、これは国から来られて
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いる副知事にお伺いします。特に、本県の財政

規律の確保の観点からこの予算をどのように見

ているのか、お答えください。

また、来年度は第２期財政改革推進計画の仕

上げの年、最終年度でありますが、これまでの

財政改革の進展ぐあいと今後の財政運営の見通

しについて、知事にお伺いします。

次に、組織改正についてであります。

複雑多様化する県民ニーズにこたえ、効率的

な行政運営を推進するためには、たゆまない組

織体制の構築が重要なことであります。知事は

平成20年度に、県民政策部を初め、大規模な組

織改正を行い、みやざきアピール課の設置など

が話題になりました。さて、今回の組織改正

は、前回に比較して小さな規模となりました

が、お聞きしたいのは、企業立地課の設置であ

ります。企業立地推進局にはこれまで課は設け

てありませんでした。局内に１課だけしか設け

ないのであれば、今の組織体制で職員数をふや

すことで事足りるのではという気がします。企

業立地推進局は、知事のマニフェスト「企業誘

致100社、雇用１万人」に関する重要な組織であ

りますが、企業立地課の設置について総務部長

の考えをお聞かせください。

また、今回の組織改正全体のねらいと、それ

により期待される効果について、知事にお伺い

いたします。

次に、地域医療対策についてであります。

国の平成22年度予算に、10年ぶりに診療報酬

の増額改定が盛り込まれました。診療報酬全体

の増加率は0.19％でありますが、勤務医の待遇

改善につながる入院医療では３％の増加率に

なっております。しかし、その一方で、事業仕

分けで厳しい意見が出された医師確保や救急・

周産期対策の補助金は、前年度当初予算比で３

割程度の削減となったところであります。県内

の市立病院では医師の退職が相次いでおり、県

立病院も含めて本県の医師不足は深刻の度合い

を増すばかりでありますが、鳩山総理が「命を

守る」と声高に叫ばれる割には、その「命」に

直接結びつく地域医療に対する国の取り組み姿

勢が、メッセージとして伝わってまいりませ

ん。このような中、前政権時代の政策でありま

す地域医療再生臨時特例交付金が、本県では、

県北部に25億円、県西部に25億円と、満額の50

億円が認められたことは大変うれしいニュース

であります。今後、この交付金による事業が着

実に進められていくことを期待しているところ

でありますが、先ほど申しました医師確保や救

急・周産期対策の補助金の削減について、本県

にどのような影響があるのか、福祉保健部長に

お伺いします。

また、平成22年度の重点施策である地域医療

の再生に向けてどのような取り組みをされ、ど

のような効果が期待されるのか、福祉保健部長

と病院局長にお伺いします。

エコクリーンプラザみやざきについてであり

ます。

先月５日、エコクリーンプラザの浸出水調整

池の破損問題で背任容疑で書類送検されており

ました県環境整備公社の元役職員５人につい

て、宮崎地検が嫌疑不十分として不起訴処分と

したことが明らかになりました。この結果につ

いて知事は、「刑事責任までは問えないという

判断であり、真摯に受けとめたい。今後は、民

事訴訟等を通じて、原因や責任の所在をできる

だけ明らかにしていかなければならない」との

コメントを出されました。調整池破損による補

強工事などに要する経費は50億円を超えるとも

言われておりますので、ぜひ民事における真相
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解明をしっかりとやっていただきたいと思って

おります。

ところで、エコクリーンプラザにつきまして

は、昨年の２月議会において、当時自民党の会

長でありました中村議長が、「この施設は県が

主導的に整備をしてきたが、処理するごみの

約95％は県央地区11市町村の一般廃棄物であ

り、その８割以上は宮崎市のごみである。法律

上、一般廃棄物の処理は市町村の事務である

が、あるべき姿について知事の見解を伺いた

い」との代表質問を行っております。これに対

して知事は、「エコプラザにおける廃棄物処理

の現状や関係法令等に基づき、県と市町村の役

割分担を明確にする必要があると考えており、

今後、一部事務組合方式などを含めてどのよう

な組織体制にすべきであるか、公社や市町村等

と十分協議してまいりたい」との答弁をされま

した。そこで、知事にお伺いしますが、その

後、県と市町村の役割分担や組織体制のあり方

についてどのような協議検討がなされているの

か、お聞かせください。

次に、新たな産業の展開についてでありま

す。

県は、平成22年度の重点施策の一つに、将来

的な課題への対応として、新たな産業の展開を

掲げられております。すそ野の広い地域経済の

活性化を図っていくためには、それぞれの地域

が現在持っているポテンシャル（潜在能力）を

見きわめ、地域資源を有効に活用しながら、一

方で、将来的な人口減少や少子化、超高齢化社

会、ＩＴ革新、循環型社会などを見据えた新し

い産業をつくり出していくことが重要であると

考えております。本県は、豊かな自然環境と温

暖な気候に恵まれ、この快適な気候風土を生か

して農林水産業や観光産業などがリーディング

産業となっているわけでありますが、こうした

地域特性、地域資源をいかに活用し、具体的に

どういった産業を新たに生み出していきたいと

考えているのか、知事にお伺いします。

次に、農林水産省の公共予算減額に伴う本県

への影響についてであります。

行政刷新会議の事業仕分けにおいて農道整備

事業が廃止とされたことを受け、さきの11月議

会で、「農道整備の継続的な実施と予算確保に

関する意見書」を全会一致で採決いたしまし

た。しかし、このような意見が、本県のみなら

ず全国各地から多数上がっていたにもかかわら

ず、国の当初予算では、農道整備事業やかんが

い排水事業などの生産性向上のための基盤整備

に係る予算が大幅に削減されました。これらの

事業は、農山漁村地域整備交付金として新たに

交付金が創設されたものの、その交付金も総額

で約1,500億円しかなく、一方で、農業農村整備

事業は平成21年度当初予算の5,7 7 2億円か

ら2,129億円と、約3,600億円の減、対前年度比

で63.1％もの減額となっており、とてもその減

額分をこの交付金であがなえるものではありま

せん。本県は農業が基幹産業でありながら、農

道整備率は約40％、また畑地かんがいの整備率

も16％程度しかなく、いずれも他県と比較して

大きくおくれております。統計を見ますと、農

業の基盤整備に係る農業農村整備事業の予算と

農家所得は密接な関係にあることがわかりま

す。事業予算がふえると農家所得も同様に増加

し、事業予算が減少に転じると、それに比例し

て農家所得も減少していくといったぐあいに

なっております。このことから、農業生産の基

盤整備がきちんと進めば農業生産が拡大してい

くことがわかります。農業の基盤整備に係る国

の予算の大幅減額について、本県農業へはどの
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ような影響があるのか、また、影響が生じる部

分については、県として今後どのような対応を

していくつもりでいるのか、知事にお伺いしま

す。

次に、少人数学級の推進についてでありま

す。

幕末、長州藩の吉田松陰が主宰した松下村塾

をごらんになった方も多いと思います。高杉晋

作を初め、多くの維新のすぐれた志士たちを輩

出いたしました。この松下村塾は、聞くと見る

とでは大違い、実に小さな建物で、恐らく少人

数制による松陰とのマンツーマン対話方式のス

タイルではなかったのかと想像を余儀なくされ

ます。さて、本県においては、来年の中学１年

生に35人の少人数学級を本格導入されるとのこ

とであります。小学校においては、既に１年生

と２年生で30人の少人数学級が導入されており

ますが、中学校３年までの９年間を通して考え

ますと、学級人数が減ったりふえたりと一貫性

がありません。教師も子供も戸惑いを感じるこ

と必定であります。継続性を持たせたほうが、

教育効果もより高いのではないかと思います。

しかし一方で、大人数のほうが子供たちの社会

性がはぐくまれる上に、たくましく育つとの意

見もあります。少人数学級について、教育効果

などの面から教育長はどのように考えておられ

るのか、お伺いをします。

次に、宮崎フリーウェイ工業団地についてで

あります。

当団地は、平成３年に当時の松形知事が地元

市町村からの強い要望を受け、整備の検討がな

されたと聞いております。平成３年４月スター

トの第４次総合長期計画では、当時１兆3,000億

円の工業出荷額を10年で２兆1,000億円にふやす

計画で、当団地の整備はその施策の柱でありま

した。平成７年７月の九州縦貫自動車道えびの

―人吉間の開通も大きな判断材料の一つではな

かったかと思います。宮崎フリーウェイ工業団

地は、県土地開発公社が事業の実施主体となっ

て平成６年に整備が始まり、平成11年に完成し

ました。地元の大きな期待を受けながら完成し

た当団地でありましたが、完成して、はや11

年、これまでの企業誘致活動のかいなく、これ

までに２社に対してわずか約0.8ヘクタール、売

り出し分譲面積28.5ヘクタールのうち分譲率

は2.8％という状況で、いまだに27.7ヘクタール

の広大な用地が未利用のまま残っております。

このような中、現在、工業団地を所有・管理す

る県土地開発公社が来年度中に解散をするた

め、来年度予算において県が購入するというこ

とでありますが、なぜ県が購入しなければなら

ないのか、商工観光労働部長にお伺いします。

また、予算額が33億円と非常に大きな金額で

ありますが、平米当たりの単価を１万2,000円と

して積算され、公社の簿価相当額で購入されて

いるようでありますが、この理由について、ま

た、このことにより県の財政にとって大きな負

担とならないのか、あわせて商工観光労働部長

にお伺いします。

次に、県土整備部の平成22年度当初予算につ

いてお伺いします。

民主党連立政権の「コンクリートから人へ」

という理念のもと、国土交通省の公共事業費関

係予算は、事業ベースで対前年度比17％の減と

なりました。本県に限らず、国の直轄事業や補

助事業等に頼る割合が非常に高い地方には、大

きな影響が及ぶものと考えられます。本県にお

いては、行財政改革による公共事業費の削減や

入札制度改革に伴う建設業者の疲弊等、これま

でも大きな痛みを受けてきているところに、さ
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らに追い打ちをかける国の予算削減でありま

す。本県における公共事業費は確保できるの

か、不安が募るところであります。県土整備部

の平成22年度の公共事業予算は約647億円、対前

年度比93.2％、前年度の約694億円より47億円も

減少しております。果たしてこの事業費で、必

要な道路や河川、港湾等の本県の公共事業費の

確保は十分と言えるのか、県土整備部長にお伺

いします。

また、予算のパイが限られてくることになり

ますので、選択と集中ということになれば、今

後、それぞれの事業の優先順位をつけることも

重要であります。県土整備部における選択と集

中の考え方について、県土整備部長にお伺いし

ます。

次に、入札・契約制度についてであります。

今さら申すまでもなく、建設産業は極めて厳

しい経営環境に直面しております。このような

中、県では来年度予算において、重点施策に掲

げる雇用の確保と就業支援の取り組みの一つと

して、昨年度から実施の建設産業育成総合対策

事業を見直し、充実を図っていくこととされて

おります。また、議会開会日のほんの２日前に

発表されました、公共事業における経済・雇用

緊急対策では、最低制限価格を、建設工事は予

定価格のおおむね85～90％をおおむね90％に、

建設関連業務については75～85％をおおむね80

～85％に見直すこととされ、疲弊した建設産業

に一条の光が差したような気がします。私ども

県議会自由民主党が昨年度末に制度の改善を求

めた成果が、ようやく少しばかり実りました。

しかしながら、こうした対策のみで、今のこの

厳しい現状が簡単に打開できるものでもありま

せん。知事は、これまでの議会における入札・

契約制度の質問に対して、「制度の見直しと検

証を継続する」との答弁を繰り返しなされてき

ました。そこで、知事にお伺いしますが、今回

の公共事業における経済・雇用緊急対策はどの

ような観点でなされ、この対策でどのように建

設産業の健全な発展が見込めるのか、お聞かせ

ください。

また、これまでも何度か対策が打ち出されて

きましたが、今後、さらに入札・契約制度の見

直しはあるのか、もしあるとすれば知事は最終

的にどのような制度を目指されておるのか、あ

わせてお伺いします。

以上で壇上からの質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県の将来像と県政運営についてでありま

す。我が国は今後、本格的な少子・高齢、人口

減少社会を迎えようとしておりまして、20年後

の2030年には本県の人口は100万人を割り込むと

の推計がなされております。また、東アジアの

急速な経済成長や資源・環境問題の顕在化、地

方分権の進展、道州制の検討など、今後の本県

をめぐる情勢は大きくかつ急速に変化するもの

と思われます。人口の減少や少子高齢化の進展

による地域活力の低下、経済のグローバル化に

伴う国際競争の激化など、対応すべき課題は多

数ありますが、私は、本県が個性と活力に満ち

た「光り輝く宮崎」として、将来にわたって自

立・持続していく地域であってほしいと考えて

おるところであります。

このようなことから、来年度の重点施策にお

いては、将来的な課題への対応として、本県の

特性や強みを生かした新たな産業の展開や、地

域の未来を支える人材の育成、環境・資源問題

に対応した地域づくりなど、３つの項目を掲
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げ、将来の成長につながる施策に積極的に取り

組んでまいります。また、現在策定を進めてお

ります新たな総合計画におきましても、20年後

の将来像をしっかりと描いた上で、県民共有の

指針として、その実現に向けた道筋を示してい

きたいと考えております。

続きまして、マニフェストについてでありま

す。現在、国、地方を問わず、マニフェスト選

挙が広がりつつあることは、住民主役の政治、

地域主権の確立という志を同じくする方々と設

立した「せんたく」の一員として、その普及に

努め、また実践した者として大変喜ばしいこと

であります。

国政選挙におけるパーティーマニフェスト、

首長選挙及び地方議会選挙におけるローカルマ

ニフェストについては、それぞれ立場や権限に

違いがありますことから、おのずとマニフェス

トの性格も異なるものと考えております。ま

た、不測の事態などが生じた場合にマニフェス

トを修正することは是か非か議論が分かれるな

ど、さまざまな課題もありますが、作成する政

治家と評価する有権者がお互いに工夫し、事例

を積み重ねることで、今後、マニフェスト選挙

がさらに成熟していくことを期待しておるとこ

ろであります。いずれにいたしましても、私

は、マニフェストを掲げ、知事に選んでいただ

いた以上、与えられた任期の中で、県民の皆様

とのお約束を果たすべく、全力で取り組んでい

きたいと考えております。

次に、マニフェスト達成に向けた取り組みに

ついてであります。私のマニフェストについ

て、先月、宮崎日日新聞社と早稲田大学マニ

フェスト研究所による評価結果が公表され、そ

の内容を見ますと、全体としてはおおむね順調

でありますが、中には厳しい評価となったもの

もありまして、結果については真摯に受けとめ

るべきものと考えております。マニフェストは

県民の皆様との約束でありますので、その達成

に向けて努力することは当然であります。一

方、緊急的な経済・雇用対策や中山間対策な

ど、マニフェストに掲げていない喫緊の課題に

ついても迅速に対応していく必要があり、毎年

度の予算編成等においては、その時々の情勢を

踏まえながら、必要な施策について判断してい

るところであります。今回、厳しい評価となっ

た新規立地企業100社、新規雇用創出１万人を初

めとして、マニフェストに掲げた項目について

は、今後とも、その達成に努めてまいりますと

ともに、課題の重要度や緊急性を勘案しなが

ら、県民の皆様の御期待にこたえられるよう、

新みやざき創造戦略や重点施策等の推進に全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

次に、地方分権についてであります。御案内

のとおり、今国会への提出が予定されておりま

す、第１次の地域主権推進一括法案に盛り込ま

れる義務づけ・枠づけの見直しは、一部見直し

を含めても121条項にとどまる見込みであり、現

政権が地域主権の確立を政策の柱に据えている

ことからすると、不十分なものと言わざるを得

ません。私は、地方固有の事務である自治事務

に対する国の関与を廃止あるいは緩和する義務

づけ・枠づけの見直しは、地方分権改革のスタ

ート段階にすぎず、真の地方分権改革とは、国

が持つ権限、財源を大胆に地方に移譲すること

によって、地方の自己決定・自己責任による自

立した自治体運営の枠組みを構築することだと

考えております。このようなことから、先日の

全国知事会プロジェクトチームの会合において

も、政府が導入を検討している一括交付金に対

する本県独自の制度設計案を提案したところで
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ありまして、今後とも、地方分権改革推進委員

会の勧告に沿った義務づけ・枠づけの見直しを

含め、真に実効性のある地方分権改革を推し進

めるよう、政府に対して、さまざまな機会を通

じて強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

次に、子ども手当についてであります。民主

党のマニフェストでは、無駄遣いの排除や埋蔵

金の活用などで新たな財源を生み出し、子ども

手当を含む政策を実行するとされており、また

政権交代後には、鳩山総理などが全額国負担と

言われていたことから、児童手当との併給とい

う形で実質的な地方負担を求めることは、公約

に反するのではないかと考えておるところであ

ります。この問題に対しましては、地方六団体

としても、国が全額負担すべきと主張してお

り、23年度以降の本格的な制度設計について

は、今後法制化される国と地方の協議の場にお

いて、十分な議論を行うこととしております。

私といたしましても、従来から主張している

とおり、子ども手当の財源は国が全額負担する

ことが当然であり、23年度以降の本格実施にお

いては、地方負担が残るようなことがあっては

ならないと考えております。万一そのような状

況が出てきた場合には負担をボイコットするの

かということにつきましては、県民や市町村へ

の影響なども勘案しながら慎重に判断しなけれ

ばならないと思いますが、そのようなことにな

らないよう、我々地方がそれほど重大な問題と

してとらえているということを、政府に対して

はっきりと示していく必要があると考えており

ます。

次に、経済・雇用対策についてであります。

昨日に発表されました内閣府の月例経済報告に

よりますと、我が国経済は持ち直してきている

ものの、自律性に乏しく、失業率が高水準にあ

るなど、依然として厳しい状況にあります。本

県におきましても、若年層を初めとして大変厳

しい雇用情勢にあり、景気回復の動きを実感で

きる状況にはないと考えております。県といた

しましては、平成20年秋以降、切れ目のない経

済・雇用対策を講じてきたところであります

が、厳しい経済情勢やデフレの影響等により、

新規学卒者の就職内定率が大幅に落ち込むな

ど、若年層を中心とした雇用対策が緊急の課題

となっております。

このようなことから、今回の補正予算では、

国において新たに創設された交付金を活用した

公共事業を初め、介護・医療分野等における雇

用機会の創出や、若年層のスキルアップなどの

人材育成等のための基金の増設、地域医療再生

のための基金の新設など、経済・雇用対策とし

て総額203億円を措置したところであります。ま

た、来年度当初予算においても、雇用の確保と

就業支援を重点施策の筆頭に位置づけ、若年層

や中山間地域などを対象に2,900人余の直接的な

雇用の創出を図るほか、介護や農林水産分野へ

の就業支援、さらには中小企業の経営支援を通

じた雇用の維持など、37事業、105億円余を措置

したところでありまして、補正予算分と一体と

なった切れ目のない対策を講じることで、県内

の経済・雇用の回復を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、地球温暖化対策についてであります。

地球温暖化は、人類や生態系に影響を及ぼす大

変重要な問題であり、影響が世界全体にわたる

ことから、その対策には長期間の国際的な取り

組みが必要であります。このため国は、すべて

の主要国の参加を前提として、温室効果ガス

を2020年までに1990年比で25％削減するという
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意欲的な目標を示しており、現在、目標達成の

ための行程表の策定などが検討されているとこ

ろであります。しかしながら、この目標は非常

に高いものであり、実現するためには、国民や

事業者の相当の努力、負担が求められるものと

考えております。本県におきましては、みやざ

きソーラーフロンティア構想を初めとする環境

に優しい新エネルギー等の普及促進や、二酸化

炭素の吸収源としての森林整備の推進など、本

県の特性を最大限に生かした取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

次に、国の予算編成についてであります。行

政刷新会議による事業仕分けにつきましては、

民間有識者も交えたオープンな議論による透明

性の確保や国民的な議論の喚起という点では評

価すべきと思いますが、地方の社会資本整備や

交付税に関する議論を見ますと、対象事業の選

定基準の明確化や地域主権との整合などの課題

が残されたのではないかと考えております。ま

た、民主党の新たな陳情システムにつきまして

は、民主党を通さなければ各省庁に要望できな

いということではないと聞いておりますが、陳

情・要望を効率的に集約、実現するためのシス

テムだと期待をし、そのルールに従って要望を

行ったところであります。しかしながら、来年

度の政府予算案では、全国的なものとはいえ、

インフラ整備がおくれた本県にとって大変厳し

い内容となっております。今回の予算編成につ

いては、政権交代から間がなかったという事情

もあるとは思いますが、私といたしましては、

予算配分がどういう過程を経て、どのような基

準で決定されたのかをオープンにしていただく

とともに、事業仕分けや陳情システムなどのあ

り方についても、地域主権や国民目線での政策

決定という観点から、常に見直しを進めていく

べきではないかと考えております。

次に、県予算への影響についてであります。

国の平成22年度予算の編成に当たり、行政刷新

会議によって行われました事業仕分けにつきま

しては、その結果を受け、国の予算計上が見送

られたため本県でも計上できなかったものは、

ケーブルテレビ施設整備支援事業のみでありま

して、その他につきましては、国の予算が縮減

されたため、本県への事業配分を減少と見込ま

ざるを得ないものの、現段階で影響額が明確と

なっているものはほとんどありません。今後、

事業量や箇所づけによって事業配分が具体化さ

れ、本県の事業額が明確になるものと見込まれ

ますことから、当初予算では、できる限りの情

報を収集した上で、前年度の事業量や現行基準

での算定を参考として所要額を措置していると

ころであります。また、陳情窓口の一本化につ

きましては、本県への予算配分に影響しないよ

う、窓口への要望のほか、私みずからが担当大

臣へ直接、本県の事情を説明し、予算確保のお

願いをしたところであります。さらに、予算に

関する情報につきましては、御指摘のとおり、

私も収集に苦慮し、予算編成スケジュールの維

持に苦労した印象を持っているところでありま

す。

次に、平成22年度予算編成についてでありま

す。平成22年度当初予算の編成に当たりまして

は、私の任期４年の仕上げの年として、マニ

フェストの実現を目指し、本県の厳しい社会経

済の状況等も十分に考慮しながら、選択と集中

の理念のもと、喫緊の課題である雇用の確保と

就業支援を初めとする６つの重点施策を中心

に、優先度の高い施策に積極的に取り組むこと

といたしました。その過程におきましては、景

気後退により県税収入が減少する一方、公債費
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や社会保障関係費の増加などにより非常に厳し

い状況でありましたが、地方交付税の増額を初

めとする地方財政対策を踏まえるとともに、最

終年度を迎える財政改革プログラムに基づき、

徹底した事務事業の見直しや歳入確保などに着

実に取り組み、財源捻出に努めることにより、

現下の厳しい経済・雇用情勢への的確な対応を

初め、本県の発展のための重要性の高い施策や

事業を盛り込んだ予算を編成することができた

ものと考えております。

次に、財政改革についてであります。「宮崎

県行財政改革大綱2007」の財政改革プログラム

の進捗につきましては、執行段階での経費節約

等の取り組みまで考慮する必要がありますこと

から、決算の終了しました平成20年度までの状

況で申し上げますと、２つの見直し目標のう

ち、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676億円を見直すこととしてお

りますが、平成19年度と平成20年度の２年間の

累計で約541億円の見直しを行っております。ま

た、目標２については、私のマニフェストも踏

まえ、平成18年度を基準として、単年度で事業

費ベース350億円を見直すこととしております

が、平成20年度においては約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、この

ような取り組みにもかかわらず、景気後退等の

影響を受け、平成22年度予算におきましても、

税収が大きく減少する中、地方交付税が増額確

保されてもなお、多額の収支不足が生じるとい

う大変厳しい状況であることに変わりはなく、

また今後も、公債費や社会保障関係費などの増

加が見込まれるため、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、引き続

き、財政改革の取り組みを着実に推進していく

必要があると考えております。

続きまして、組織改正についてであります。

今回の組織改正につきましては、平成20年度の

本庁、出先機関にわたる再編からまだ２年とい

うこともあり、大規模な改正はありませんが、

県総合計画「新みやざき創造計画」の着実な推

進、並びに重点施策に掲げられた課題へのスピ

ード感を持った対応を図るという観点から、必

要な部分の強化を行ったものであります。具体

的には、企業立地推進局に課を設置し、専任の

課長と課長補佐を置くこととしたほか、中山間

・地域対策室を課に昇格させ、また、地球温暖

化対策の一元化のため、環境森林課に地球温暖

化対策担当を設置するなどの体制強化を図った

ところであります。私といたしましては、これ

らの体制強化により、大変厳しい経済・雇用状

況の中ではありますが、新規企業立地100社の達

成や中山間地域の活性化、みやざきソーラーフ

ロンティア構想の推進を初めとする低炭素社会

の実現に向けた取り組みなどを着実に、かつス

ピード感を持って進めてまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきに

ついてであります。環境整備公社の組織体制に

つきましては、昨年１月の外部調査委員会の提

言に基づき、責任の所在が明確で効率的なもの

となるよう段階的に検討を進めているところで

あります。その中で３月には、理事会について

関係する11市町村と県で構成するよう改めると

ともに、評議員会には地元対策協議会の代表者

にも入っていただくことといたしました。ま

た、６月には、関係市町村と締結した文書の中

で、公社のあり方に関する抜本的な見直しにつ

いて、「県と市町村の責任やごみ処理の実態を

踏まえ、十分協議を行っていく」と確認したと

ころであります。さらに、現在、事務局につき
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ましては、工事や裁判など当面の諸問題に対応

するため、組織を拡充する方向で関係市町村と

調整を進めております。なお、今後の抜本的な

見直しにつきましては、安全・安心を求める地

元の御理解を得る必要もありますので、まずは

現体制の中で施設の再生をきちんと図りなが

ら、責任や役割等について十分に協議検討を重

ね、エコクリーンプラザが将来にわたって真に

安定的な運営を続けていくことができるよう努

めてまいりたいと考えております。

次に、新たな産業展開についてであります。

私は、本県産業の将来を考える上では、まずは

世界的な人口増加による食料や資源の不足、あ

るいは低炭素・循環型社会への転換といった課

題に対し、本県はどのような貢献をし、産業振

興にどうつなげていくのかという視点、さらに

南九州あるいは九州全体として広域的に産業を

とらえ、そのポテンシャルを最大限に生かすと

いう視点が重要になってくると考えておりま

す。このような観点から見ますと、まず南九州

の基幹産業であります農林水産業を基軸とした

産業振興を図ることにより、東アジアを視野に

入れた食料供給基地となることが可能でありま

すし、すぐれた日照条件や豊富なバイオマス資

源を生かし、太陽光や太陽熱を初めとする新エ

ネルギー関連産業が今後大きく発展していくこ

とも期待できると思います。このほか、東九州

地域における医療関連産業の集積を生かした新

たな展開、さらには九州の恵まれた自然環境や

風土、伝統文化を生かした観光産業など、今

後、本県が発展していく要素はたくさんありま

すので、こうした地域のポテンシャルを引き出

しながら、また、他県との連携も視野に入れ、

個性ある産業づくりを目指してまいりたいと考

えております。

次に、農業生産基盤の整備に係る国の予算に

ついてであります。本県農業は、他県に比べて

耕地面積や農業者数が少ないなど必ずしも有利

でない条件の中で、知恵と工夫によって畜産と

施設園芸を中心に生産拡大を図ってきており、

その結果、現在では全国トップクラスの農業産

出額を誇るなど、食料供給県としての地位を確

立しているところであります。しかしながら、

現在、本県農業は、燃油・配合飼料価格の高騰

による農業所得の低下など大変厳しい状況に直

面していることから、従来の輸入資源に依存し

た生産構造を改革し、加工・業務用需要に対応

した土地利用型農業の生産拡大など、より収益

性の高い新たな生産構造への転換を進めていく

必要があり、そのためにも農業生産基盤の整備

が不可欠であると考えております。

このような中、国の予算の大幅な削減は、本

県の基幹産業である農業はもとより、地域経済

に及ぼす影響が極めて大きいことから、今後と

も、農業の役割や重要性、さらには農業生産基

盤の整備の必要性など本県の実情を訴えなが

ら、予算の重点配分について強く国に働きかけ

てまいりたいと考えております。また、コスト

縮減や事業の重点化など限られた予算で最大限

の効果が発揮できるよう、効率的な予算の執行

に努め、事業効果の早期発現に努めてまいりた

いと考えております。

次に、公共事業における経済・雇用緊急対策

等についてであります。公共事業における経済

・雇用緊急対策につきましては、昨年４月か

ら、最低制限価格の引き上げを含め、さまざま

な対策を実施しているところであります。しか

しながら、建設産業におきましては、依然とし

て本県の倒産件数の約半数を占めており、ま

た、国において公共事業関係費が大幅な削減方
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向にあるなど、建設産業を取り巻く経営環境は

今後一段と厳しい状況に陥ることが懸念されま

す。このため、地域の経済、雇用等を担う建設

産業のさらなる支援を行うこととし、現在実施

しております対策を継続するとともに、今回、

さらなる最低制限価格の見直しを含め、早急に

対応すべきと考え、３月から実施することとし

たところであります。この取り組みとともに、

今議会で提案しております補正予算や新年度当

初予算での事業費の確保や建設産業育成総合対

策事業等の取り組みにより、建設産業の健全な

経営に資することを期待するところでありま

す。

入札・契約制度につきましては、従来から、

建設関係団体の皆さんとの意見交換を重ねるな

ど幅広く意見を伺いながら、最低制限価格の引

き上げや総合評価落札方式の見直し、予定価格

の事後公表など、さまざまな対応を行ってまい

りました。県といたしましては、公正性、透明

性、競争性を保ちつつ、技術にすぐれ、経営努

力を行い、地域にも貢献している建設業者が受

注しやすい環境づくりが必要と考えており、今

後とも、幅広く意見を伺いながら、制度の検証

と必要な見直しや改善を図ってまいりますとと

もに、建設業者の実情に応じたきめ細やかな支

援にも努めてまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○副知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいた

します。

平成22年度予算と臨時財政対策債についてで

あります。平成22年度の地方財政対策におきま

しては、地方税収入や地方交付税の原資となる

国税収入の大幅な減少などによりまして、18兆

円を超す過去最大の財源不足が見込まれました

ことから、地方交付税の総額、また臨時財政対

策債を含む実質的な地方交付税総額が、前年度

より増額して確保されたところであります。こ

のような対策を踏まえ、自主財源の占める割合

が低く、予算編成上、地方交付税及びその代替

財源である臨時財政対策債の役割が極めて重要

となっております本県の平成22年度当初予算に

おきましても、御指摘のように、臨時財政対策

債が大幅に増加したところであります。

財政規律についての御指摘がございました

が、そもそも平成13年度に創設された臨時財政

対策債は、交付税財源の不足を交付税特別会計

の借り入れにより補てんする従来の方法が、地

方の側から実態をつかみにくい、いわば隠れた

借金になっているという反省のもとに、財源不

足を全国レベルで借り入れる方式から地方公共

団体ごとに借り入れる方式へと改めて、これま

で以上に議会や住民のチェック機能を働かせよ

うとするものであります。

その際、地方団体の財政運営に支障が生じる

ことのないよう、一つには、自治体それぞれの

赤字を際限なく補てんする地方債としてではあ

りませんで、普通交付税の代替財源として、基

準財政需要額の算定方法に基づき、客観的な発

行限度額が設けられているということ、またも

う一つには、元利償還金相当額につきまして、

全額を後年度、地方交付税の基準財政需要額に

算入されることが地方財政法に明記されるな

ど、制度的な配慮がなされているところであり

ます。県といたしましては、国に対しまして、

引き続き、こうした確実な措置を求めてまいり

たいと考えております。

ただ、地方財政全体といたしましては、将来

的な財政負担が増加することになり、その持続

可能性につきまして、大いに懸念されるところ

であります。したがいまして、法定率の見直し
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などにより、地方の固有の財源である地方交付

税の総額を安定的に確保することを初めといた

しまして、抜本的な対策として、地方税財源の

充実確保を強く訴えてまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、就職内定の状況等についてでありま

す。私立高等学校卒業予定者の就職内定率につ

きましては、御質問にありましたとおり、大変

厳しい状況にありますが、このような状況は来

年度も続くのではないかと懸念をいたしており

ます。このため県といたしましては、新たに私

立高等学校就職対策強化事業に取り組むことと

いたしております。この事業は、私立高等学校

に就職対策専門員を配置いたしまして、求人の

開拓や就職情報の収集等を行いますとともに、

進路指導担当教諭と連携しまして、生徒への就

職指導等を行うものであります。この事業によ

りまして、私立高等学校と連携を図りながら、

少しでも多くの私立高校生が就職の機会を得ら

れるよう努めてまいりたいと考えております。

次に、みやざきソーラーフロンティア構想に

ついてであります。まず、メガソーラーにつき

ましては、現在、事業化に向けて準備を進めて

おります都農町におけるプロジェクト等につい

て、メガソーラー導入促進事業によりまして、

その円滑な立ち上げを支援していくことといた

しております。また、住宅への普及促進につき

ましては、今年度に引き続き、設置に係る補助

や融資、県民の皆様へのＰＲ等を実施すること

によりまして、世帯普及率全国第１位を目指し

てまいりたいと考えております。さらに、ソー

ラー産業の育成・集積を図りますために、産学

官連携による研究開発や人材育成など、ソーラ

ー関連産業の育成支援を行いますほか、みやざ

きＥＶ―ＰＶ構想推進事業によりまして、太陽

光発電と電気自動車を連携させる取り組みも

行ってまいります。このような取り組みを通し

まして、ソーラーフロンティア構想の基本理念

であります「製造・発電・活用の三拍子揃った

太陽光発電の拠点づくり」を進めますととも

に、低炭素・循環型社会づくりのフロントラン

ナーを目指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〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

企業立地推進局についてであります。企業立

地推進局につきましては、現在の局長、局次

長、その下にすぐ各担当、こういった体制か

ら、局内に課を設置することで、局長、課長、

課長補佐、各担当、こういった体制になりま

す。これまで局次長は、対外的業務と内部の業

務をあわせて担当しておりましたが、これを課

長と課長補佐に切り分けることによりまして、

新設する課長が、局長とともに県を代表する立

場で企業誘致に専念することができるようにな

りまして、企業との調整や交渉を行う体制の強

化が図られるものと考えているところでござい

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。

まず、医師確保等の補助金削減の影響につい

てであります。国の平成22年度予算における医

師不足や救急・周産期医療対策の補助金全体で

は、診療報酬との役割分担を見直すという考え

方から、前年度に比べ約３割の削減となってお

ります。しかしながら、この補助金は相当数の

メニューに細分化されており、現時点では、個

々の補助金の予算額の増減等について明らかに
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されていないため、予算の削減による本県への

具体的な影響は把握できない状況にあります。

厚生労働省からは、それぞれの補助金の全国の

活用状況等を踏まえた削減であり、大きな影響

はないとも聞いておりますが、県としては、今

後、診療報酬改定の影響とあわせて注視してい

く必要があると考えております。

次に、地域医療の再生に向けての取り組みと

効果についてであります。深刻化する医師不足

は、僻地医療や救急医療など本県の地域医療の

確保に重大な影響をもたらしております。この

ため、平成22年度も、地域医療の再生を重点施

策に位置づけ、医師の養成・確保や、医療提供

体制の充実強化などに取り組むこととしており

ます。特に平成22年度には、これまでの取り組

みに加え、平成25年度までの総額で50億円とい

う国の交付金を活用した地域医療再生計画に基

づく事業に着手することとしております。具体

的には、宮崎大学医学部の地域医療学講座の設

置・運営や同附属病院へのドクターヘリの導入

促進、県の医師修学資金貸与枠の拡大、小児救

急医療電話相談事業の拡充など、県全体に効果

の期待できる事業とともに、特に県北部、県西

部については、救急医療の中核を担う医療機関

の体制強化などに取り組むこととしておりま

す。今後、平成25年度までの集中的な事業の実

施により、医師の養成・確保や救急医療体制の

充実等に大きな効果が期待できると考えており

ますので、計画に盛り込んださまざまな事業を

着実に実施していきたいと考えております。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。

温室効果ガス25％削減に向けました取り組み

についてであります。本県では、平成18年３月

に策定しました宮崎県環境基本総合計画に基づ

き、県民一人一人による二酸化炭素削減のため

の実践活動の促進や、新エネルギーの導入、健

全で多様な森林づくりなどを総合的に推進して

いるところでございます。国が示した25％削減

は非常に高い目標でありますが、今後とも、低

炭素社会の実現に向けまして、県民、事業者な

どと一体となって、太陽光エネルギーや木質バ

イオマスなどの新エネルギーの導入、Ｊ―ＶＥ

Ｒ制度の活用など、宮崎らしい取り組みを総合

的に展開してまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

宮崎フリーウェイ工業団地についてのお尋ね

でございます。まず、県が購入する理由につい

てであります。フリーウェイ工業団地を所有し

ている県土地開発公社につきましては、公有地

の拡大の推進に関する法律に基づき、県が100％

出資して設立した法人でありまして、来年度解

散する予定でありますが、その際には同団地を

処分する必要がございます。フリーウェイ工業

団地につきましては、県からの要請に基づきま

して、公社が取得造成を行ったものであり、

県、公社、地元高原町を初めとする西諸地域の

市町村間で締結している協定書の中で、公社解

散時において未分譲の用地がある場合は県が所

有・管理を行うことを定めていることから、今

回、県が購入するための予算を計上するもので

ございます。

次に、予算の積算根拠等についてでありま

す。公社におきましては、フリーウェイ工業団

地の取得造成経費約35億円をもとにして資産を

計上するとともに、この取得造成経費を分譲面

積で割り戻した平米当たり１万2,000円を、分譲
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単価として企業に販売しているところでござい

ます。今回、予算の計上に当たりましては、当

団地が県の要請により公社で造成されたもので

あること、また、県の購入単価と現在の販売単

価に差異が生じた場合、企業の不信感を招くお

それがあること、また、県から公社に対する貸

付金残高が約33億円ありますが、公社は購入代

金により、この貸付金すべて返済する予定であ

りまして、公社が解散した後の残余財産も県に

帰属するため、県の財政にとって新たな負担は

生じないことなどを総合的に勘案しまして、平

米当たり１万2,000円で積算したところでござい

ます。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

公共事業予算についてであります。道路、河

川、港湾等の社会資本は、県民の経済・交流を

支え、また安全で安心な暮らしを支える基盤で

あり、その整備充実と適切な維持管理を行って

いくことは大変重要であります。このため、平

成22年度の当初予算におきましては、東九州自

動車道などの高速道路、都城志布志道路などの

地域高規格道路、並びに地域が必要とする国・

県道の整備、細島港の整備など、物流機能の充

実等を図るための予算とともに、舗装補修、橋

梁維持等の維持管理費及び災害復旧事業費につ

きましても、必要となる予算を計上させていた

だき、事業量の確保に努めたところでございま

す。国の公共事業予算の大幅な削減に伴う本県

への予算配分の影響が懸念されますとともに、

厳しい本県財政状況の中ではありますが、平

成22年度重点施策の一つであります雇用の確保

と就業支援など、さまざまな行政ニーズにも的

確に対応していくことが求められますので、今

後とも、必要な予算の確保に努めてまいりたい

と考えております。

次に、選択と集中についてであります。限ら

れた予算の中で社会資本の整備充実を図るため

には、選択と集中は今後ますます重要となると

考えております。このため県土整備部では、事

業の重要性、緊急性、効果等による優先順位を

念頭に置きながら、財源を有効に活用できるよ

う整備方針を立て、事業を実施しているところ

であります。今後とも、県議会を初め、県民の

皆様の御意見等も伺いながら、計画的、効率的

な整備を進めてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

地域や企業等が行います新エネルギー導入の

取り組みに対する支援についてでございます。

企業局におきましては、これまで健全経営を維

持しながら、電気事業等を通じまして県民福祉

の向上に貢献することを基本に、知事部局が行

う森林整備や環境関連事業などの財源として一

般会計に対し貸し付けを行うなど、間接的では

ございますが、地域への支援に努めているとこ

ろでございます。このほか、地域等に対する支

援につきましては、企業局の長年の電気事業等

の経験やノウハウを生かして、過去において、

日之影町の農業用水を利用した小水力発電の建

設におきまして、設計から建設までを受託して

おりますほか、北方町のＥＴＯランドの風力発

電の建設におきましては、風況調査や建設に対

する技術的な支援を行ってきたところでござい

ます。また、平成17年度からは、市町村等の小

水力開発支援といたしまして、毎年、県内数カ

所で農業用水路等を利用した発電可能性調査を

実施いたしまして、開発方法等の提案や、国の

調査事業の申請手続等への支援を行っておりま
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す。御質問にございましたような、岩手県の金

銭的支援の事例もございますが、新エネルギー

の普及促進のための支援のあり方につきまして

は、公営企業である企業局としてどのような方

法が適切なのか、今後とも、他県の動向等も参

考にしながら、さまざまな角度から研究をして

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〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

地域医療の再生に向けての取り組み等につい

てであります。病院局におきましては、医師確

保を最重要課題と位置づけまして、今年度から

取り組んでおります医師の初任給調整手当の増

額や医療秘書の設置のための費用に加え、平

成22年度は新たに、救急医療における医師の処

遇改善を行うための救急医療体制確保手当の創

設や、出産育児等で離職された女性医師等の復

職を支援するため、短時間（変則）勤務制度の

導入等を行うこととしております。また、地域

医療再生計画に基づき、平成25年度までに延岡

病院に救命救急センター棟の建設を行うなど、

２次・３次救急医療機関としての機能強化を図

ることとしておりまして、平成22年度は基本計

画の策定を行う予定にしております。これらの

取り組みにより、県立病院が、今後も地域にお

ける基幹的な公的医療機関として、地域医療確

保のための重要な役割を果たせるよう努めてま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、高校生の就職対策についてでありま

す。本年１月末現在の県立高校生の就職内定率

は85.0％で、昨年同期と比べましてマイナス6.6

ポイントとなっており、昨年12月末現在のマイ

ナス8.6ポイントに比べると若干上向いておりま

すが、依然厳しい状況となっております。県教

育委員会では、これまで、企業や経済団体を訪

問し、求人の確保・拡大の要請を繰り返し行う

とともに、進路対策専門員を５名から23名に大

幅に増員し、学校における進路サポート体制の

充実などを図ってまいりました。今後とも引き

続き、就職が決まっていない生徒に対しまして

は、親身になって相談に応じるとともに、卒業

時に就職が決まらなかった生徒に対しては、ス

キルアップのための職業訓練等の説明会を実施

するなど、関係機関と連携して支援してまいり

ます。来年度におきましても、高校生を取り巻

く就職環境の厳しさは続くと思われますので、

一人でも多くの生徒が進路実現できるように、

求人開拓や進路指導のより一層の充実を図って

まいりたいと考えております。

さらに、このような厳しい状況においても、

高校生が将来への夢を描き、目標を持って取り

組んでいけるように、キャリア教育の充実が必

要でありますので、来年度の新規事業「県立高

等学校キャリア教育総合推進事業」におきまし

て、すべての県立高校でインターンシップや地

域人材を活用した講演会等を実施するほか、普

通科高校におけるキャリア教育の基盤づくり

や、地域の産業界と連携したものづくりを担う

人材育成に、全力で取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、少人数学級についてであります。少人

数学級につきましては、小学校１年生に平成14

年度から、２年生に平成16年度から30人学級を

実施しており、児童一人一人にきめ細かな指導

が可能となったことにより、学校生活を初めて

経験する児童の学校生活への適応や、基本的な
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生活習慣の習得が円滑に行われるといった成果

が得られているところであります。

今回、少人数学級の導入を目指しております

中学校１年生につきましては、平成20年度から

モデル校６校による少人数学級の試行を実施し

ておりますが、その結果を教師に対するアンケ

ート調査で見てみますと、「生徒一人一人にき

め細かな指導ができるようになり、落ちついた

学級になった」「学力に改善が見られた」など

の良好な結果が得られたところであります。

また、中学校１年生における不登校生の割合

を見てみますと、モデル校の平均は県平均を下

回っております。このようなことから、中学校

に進学した際に生徒が学校生活になじめず、不

登校生が増加したり、学力差が生じたりするな

どの課題がある中学校１年生に少人数学級を導

入することは、中学校３年間の落ちついた学校

生活を送るための基礎づくりをする観点から

も、その教育効果は高いものがあると考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○蓬原正三議員 代表質問の性格上、一括質問

といたしましたので、特に知事には長い時間答

えていただくということで大変だったと思いま

すが、これから、関連することについて一問一

答で質問してまいりたいと思います。また、執

行部の皆さん方には、情報過疎の中、交付金制

度ができたりしてはいるものの、予算配分がな

かなかはっきりしない中で予算をつくっていく

ということで、非常に大変だったと思っており

ます。お疲れさまでございました。

まず、教育長にお尋ねをいたします。ただい

ま御答弁いただきましたが、少人数学級につい

て、一定の教育効果が見込めるとの答弁であり

ます。今後、少人数学級を順次拡大していくと

いうお考えなのか、あるいは少人数学級の長期

的なビジョンについてはどのように考えておら

れるのか、教育長にお尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 義務教育である小中

学校の学級編制につきましては、本来、国の責

任において行われるべきものでありますが、県

単独で少人数学級を他の学年に拡大していくた

めには、教師の確保とその財源措置が大きな課

題であります。このため本県としても、国に対

して、少人数学級の制度化を図るように、これ

まで要望してきているところであります。この

ような中、最近、文部科学省におきましては、

学級編制の標準のあり方を検討する方針が示さ

れたところでありますので、今後、その動向を

十分に見きわめてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○蓬原正三議員 次に、高校生の就職対策につ

いてであります。若者に仕事がなく、夢や希

望、志を持てない社会というのは、やはり異常

な社会と言わざるを得ないと思っております。

高校生の就職が大変厳しくなっている状況を踏

まえて、先ほど、県民政策部長と教育長に、そ

の対策を御答弁いただきましたが、卒業式が３

月１日前後にあるわけですが、ことし就職でき

ない高校生が例年より多く出てくることが予想

されます。こうした卒業生というのは、俗に言

うパラサイトシングルであったり、あるいはニ

ートなどの予備軍になったりする可能性があ

る。また、そうなってはいけないと思います。

こうしたことし卒業する卒業生に対するケアを

すべきじゃないかと思いますが、どのように考

えておられるか、教育長にお伺いしたいと思い

ます。例えば、この人たちは結婚したくても結

婚できない。これが結果的には少子化につな

がって、社会活力減退の負のスパイラルに、今

や日本の社会は陥ってしまっているということ
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になると思いますので、御見解を賜りたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 今お話がありました

ように、現在の状況からしますと、昨年度に比

べまして、本県の高校生で、就職が決まらない

状態で卒業を迎える生徒たちはふえるというふ

うに見ているところであります。そのような就

職が決まらなかった卒業生が、今お話がありま

したように、将来への希望を失うことがないよ

うに、学校におきましては、進路対策専門員や

教職員が中心となり、心のケアを含めて就職支

援を継続してまいります。また、職業訓練を受

け、スキルアップを図ろうとする卒業生に対し

ましては、訓練中の状況を把握し、激励をした

り、相談に応じたりするとともに、県教育委員

会といたしましても、商工観光労働部や労働関

係機関、経済団体との連携を深めて、訓練終了

後の職場開拓などにも努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。こ

れは私立学校もございますので、知事部局とも

十分協議していただいて、重点事項として対応

していただきたいと思っております。

次に、知事の政治姿勢について２～３点お伺

いしたいと思います。私は、２年半、３年前に

なりましょうか、知事に対してちょっときつい

ことを言ったことがありました。東国原知事は

幸せを運ぶ宝船か、恐怖の黒船か、はたまたた

だの幽霊船かと申しましたところ、大変お怒り

になりましたが、少なからず幽霊船でなかった

ということは、ここで申し上げておきたいと思

いますし、黒船については、もう少し任期がご

ざいますから、その時点でのお楽しみとさせて

いただきたいと思っております。

まず、第１点は、この前、知事の提案理由説

明の中で―いろいろマラソン等にも出ておら

れます。頑張っておられますが、お疲れの様子

だなという評価がございました。モチベーショ

ンは大丈夫でございましょうか。まず、お聞き

したいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県民の皆さんに首長

が疲れているとかいった印象を与えているとい

うのは、非常にいけないことだと考えておりま

すので、できるだけ元気に振る舞っているつも

りでありますが、そういう印象を与えたのな

ら、これは反省の材料にしなきゃいけないと考

えております。今後とも、全身全霊を傾けて県

勢発展にいそしんでいきたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 モチベーション十分というふ

うに承りました。

残り10カ月になるわけでありますが、これま

で知事をされて、仕事は十分やってきたという

ふうに思っておられるのか、あるいはやり残し

たことはないのか、また新たな課題として、宮

崎県としてはやはりこういうことをやらないと

いけないのではないかと、見つけられたことと

いうのはありませんか。そのことについてお聞

かせください。

○知事（東国原英夫君） 私は就任以来、県民

の皆様の県政に対する信頼回復と、郷土宮崎へ

の自信と誇りを高めたいという思いで行動して

まいりました。この点では期待にこたえること

ができたのではないかと、おおむね思っており

ます。このほか、マニフェスト全体の進捗状況

について、おおむね順調であるという評価もい

ただいておるところでありますが、急激な景気

後退等の影響もありまして、企業誘致、新規雇

用創出など、思いどおりにならない部分もござ

います。引き続き、その達成に向けて全力で取
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り組んでまいりたいと考えております。来年度

は私の任期の仕上げの年となりますので、新た

な産業の育成や、子育て支援、人材育成、低炭

素社会の実現といった、本県の将来につながる

中長期的な、戦略的な施策にもさらに力を入れ

ていきたいと考えております。

○蓬原正三議員 次は、昨年は衆議院選への転

出のこと等がいろいろ話になったわけでありま

すが、知事職を続けてこられて、知事職として

限界を感じられたこと、あるいは制度的なこ

と、いろいろ中央と地方の関係等々あると思う

んですが、知事職に限界を感じられたこととい

うのは何かございますか。

○知事（東国原英夫君） 上杉鷹山公ではない

ですが、制度あるいは物理的な、あるいは意識

的な壁、そういったものの限界というのを感じ

るところがあります。そのほかにも、制度的に

は国と地方の税財源の配分の問題とか、義務づ

け・枠づけの問題だとか、あるいはひもつきの

補助金など、十分な税財源が確保されていない

というようなところで、限界を感じるところも

あります。また、さまざまな国の関与によっ

て、地域の自主性や創意工夫が十分に発揮でき

ないことも痛感をしております。このため、私

はずっと申し上げておりますが、地方の時代を

つくるべく、地方分権の実現を政治理念とさせ

ていただいておりますので、今後とも、あらゆ

る機会をとらえて積極的に発言し、また地方分

権・地域主権の実現に向けて尽力していきたい

と考えております。

○蓬原正三議員 次に、テレビ出演の話であり

ます。知事就任時はテレビに出過ぎではないか

という批判も多うございました。私もそれを申

し上げまして、地元の方から怒られたこともあ

ります。ただ、地元のために、宮崎県のために

なるテレビ出演であれば、幾ら出てもいいんで

はないですかということを申し上げたんです

が、先般、２月15日、「たけしのＴＶタック

ル」という番組に出ておられまして、政治トー

ク番組、国会議員との論戦というようなことで

ございましたが、こういう地方の声を代弁す

る、地方を守るという立場でのテレビ出演とい

うのは私は結構ではないかと。お笑い芸人東国

原英夫ではなくて、知事として出られる番組と

いうのは非常にいいんではないかなというふう

に感じたところでありましたが、現在のテレビ

出演の状況は、以前、鳥飼議員の質問に対し

て、ある程度自粛するというようなこともあっ

たように記憶しておりますが、お知らせいただ

くとありがたいと思っています。

○知事（東国原英夫君） テレビとかラジオと

か新聞・雑誌等のメディアへの露出というの

は、出ると出過ぎと言われ、出ないと出ないで

また一発屋と言われたり、「あの人は今」とか

言われたり、非常にバランスが難しい。私の基

準としては、基本的に宮崎をＰＲする、これは

マニフェストで県民の皆さんとお約束をさせて

いただいたんです。その基準にのっとって、今

後とも、情報発信なり宮崎のＰＲ等に努めてい

かなければいけないと思っております。また、

議員御指摘の、きちんと制度的に、行政的に、

政治的な地方からの、地方の疲弊を中央に訴え

る、全国に訴えるという、そういう役割も露出

の中には入っておると思いますので、そういっ

たことは鋭意、取捨選択をしながら、宮崎のた

めに、地方のためにどういったものが情報発信

としてためになるかというのを判断しながら、

選択をしていきたいと考えております。

○蓬原正三議員 そういうことで、ひとつよろ

しく、本県のために頑張っていただきたいと思
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います。

次に、話題を変えます。マニフェストについ

てでありますが、先般、テレビである評論家が

言っておりました。名前はわかりませんが、今

回の衆議院選挙でありますが、言いにくいこと

ですが、そのまま申し上げます。「マニフェス

ト選挙を民主党がだめにした」と言う評論家が

おりまして、「得票目当ての選挙前悪質誇大広

告が、政治と金問題と相まって大きな政治不信

を招いてしまっている」と。政党支持率がぐん

と下がって、政党を支持しない人がふえている

ことを見ても、それは証明されていると思って

おります。これは民主主義の危機ではないかと

いうことでございますが、このマニフェストを

都市計画に例えると、基本構想があって、基本

計画があって、実施設計がある。マニフェスト

というのは、その予定だとか数値目標とかを決

めるわけですから、いわゆる実施設計に近いん

だろうというふうに私は思っています。先ほど

も質問いたしましたが、我々地方議会議員とい

う場合は、執行権はありませんから、努力目標

に近いものにどうしてもならざるを得ない。だ

から、基本構想に近いのかなというふうに思い

ます。それで、このマニフェストというもの

が、先ほどまだ成熟の過程というようなお言葉

をお使いになりましたが、守れなかったなら

ば、例えばマニフェストを守れなかったらこう

しますという、おのれに罰則を科すような、罰

則つきのものにして初めて完成品と言えるん

じゃないかなというふうに思うわけですけれど

も、提唱されたのは北川前三重県知事でした

か。そのあたりを議論されたらどうかと思うん

ですが、御感想を賜りたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 基本的にマニフェス

トというのは、達成状況とか、そういったもの

は県民の皆様が評価されるということで、有権

者の皆さんが評価されるという前提に立ってい

ると思います。ただ、議員御指摘のように、こ

れはさきの衆議院選挙がそうだということじゃ

ないんですが、一般論として、スーパーの安売

りの広告みたいにマニフェストが使われるとい

うのは非常に問題であると、私も個人的にはそ

う思っています。ただ、マニフェストは、その

性質上、政権や政策を支えるという反面、マニ

フェストに必要以上に拘束されると政策が硬直

化していく、時代性とかそういったものに合わ

なくなってしまうという面もあります。現在、

政権与党が、国民の期待にこたえるべくマニ

フェストの実現に向けて努力をされていると考

えております。しかし、情勢の変化等々、掲げ

た政策を変更する場合には、国民への十分な説

明責任が果たされるものと思っておりますし、

また、そういう制度を今、政府、内閣のほうで

検討されている状況みたいですので、その検討

状況を見守っていかなければいけないと考えて

おります。

○蓬原正三議員 マニフェストについては、

もっともっと議論すべきことがあるなというふ

うに思っておりますので、また議会を通じて

―このことだけに今、時間を費やせませんの

で、問題提起だけにして次に移ります。

次は、政治主導ということについて、知事の

御見解を賜りたいのであります。これは朝日新

聞の１月11日付の記事でありますがアメリカの

コンサルティング会社ユーラシアグループが

―これも言いにくいけれども、はっきり言い

ます―ことしの世界10大リスク５位に鳩山政

権を挙げたという記事がありまして、６位が気

候変動だと。温室効果ガス25％削減を掲げられ

ているのに、気候変動よりも危険度が高いとこ
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ろに掲げられた、そういうことなんですが、知

事も当初は県職員に対して、どちらかといえば

我々の印象としては挑戦的な態度でございまし

た。しかし、今は非常にうまく組織を動かして

おられるという感があります。官僚も人だし、

県職員も人です。ちゃんと志を持っていると思

います。国家公務員であれば国を背負うという

気概がありましょうし、県職員であれば県を背

負うぐらいの気概はあるはずなんです。これを

ばかだとか無能だとかいう呼ばわり方をされれ

ば、モチベーションも下がるし、国や県の損失

ではないかというふうに考えるわけで、要は、

いかに能力を引き出して、政治家の指し示す大

方針を実現すべく、知恵と汗を出させるかとい

うことではないかと。人は生かさなければいけ

ない。これは国のみでなく県もまた、知事もあ

と残すところ10カ月になったところで、政治主

導とは何かということをしっかり議論すべきこ

とであると思いましたので、お尋ねしておりま

す。知事の政治主導ということについての御見

解を賜りたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 有名な方の言葉に、

「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、

褒めてやらねば、人は動かじ」という言葉があ

ります。僕はこの言葉が大好きでございまし

て、これを組織の長としての自分の理念にして

おるところであります。官僚を含め、県庁職員

の皆様、市町村の職員の皆様は非常に優秀で

す。事務処理能力、問題解決能力、そういった

ものに、専門的に、プロパー的に、あるいはゼ

ネラリストとしてたけていらっしゃると私は考

えています。ですから、首長、政治家の役割と

いうのは、こういう優秀な職員の能力を100

％、120％出し尽くす、そういう環境に持ってい

くことが大切だと思っています。公務員あるい

は官僚が無駄だとか無駄遣いだとかいうこと

が、公務員バッシングがされておりますけれど

も、本当に無駄というのは、公務員の能力を120

％、130％出し切らないことが無駄じゃないかな

と私は考えています。そのような専門知識や技

術を持った官僚あるいは職員の能力を十分に発

揮させ、そしてまた最終的な判断とその責任を

政治家が負うということが、政治主導ではない

かなと思っておるところであります。私も、こ

のような考えのもと、職員の皆さんの協力をい

ただきながら県政運営を行っているところであ

ります。

〔発言する者あり〕

○蓬原正三議員 お隣からも、そのとおりだと

いう、御意見がございます。

次に、政治と金、これもやはり県議会として

しっかり議論しておかなければいけないことだ

と思っています。１月26日の産経新聞、「明日

へのフォーカス」の中で、高畑昭男という人が

述べておられますが、今国会を「マザコン・ゼ

ネコン国会」と、言いにくいことですが、はっ

きり言います。政治屋は次の選挙のことを考

え、政治家は次の世代のことを考える。これは

昔から言われていることですが、政党助成金と

立法事務費が政党解党時に多額、数十億円残っ

ており、これが一政治家の資金管理団体に入金

されたのではという報道があります。私ども

は、いろんなところに行きますが、県民の皆さ

んから、これはどういうことですかと問い合わ

せがあります。あるいは、税金じゃないんです

かという疑問の声もあります。これは、やはり

国民的議論をする必要があると思いますし、そ

の一つの場として、私ども県議会にいるわけで

すから、ここで取り上げているわけですが、不

幸にも３年ちょっと前、安藤事件というのが本
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県でもございましたから、しっかり議論してお

くべきことだと思っています。

先ほど申し上げました２月15日の「ＴＶタッ

クル」で知事は―総務省の渡辺副大臣が同席

だったと思っていますが―鳩山総理の献金問

題について、「知らない得ですか」という言葉

を使って、非常にいい突っ込みをされたなとい

うふうに私は見ておりました。政務調査費と立

法事務費というのは非常に似たものじゃないか

というふうに思っておりますが、国会でその使

い方についてはお決めになっていることですか

ら、その中身までどうのこうの言うつもりはあ

りませんけれども、この政務調査費、私どもは

昨年から１円までしっかりと報告をして、残れ

ばちゃんと県のほうにお返しするという制度を

つくって、かなりのチェックを受けて、報告を

いたしております。この一連の鳩山総理の献金

問題、あるいは政党助成金や立法事務費の一連

の報道に対しての御感想をいただきたい。それ

はなぜかというと、知事は宮崎から日本を変え

るというふうにおっしゃいました。すばらしい

心意気だと思っています。国に対して発信力も

あるわけですから、そのあたりの発信をしてい

ただきたい。でないと、余りにも大きな金額の

中で―後ろにもいっぱい傍聴者の方が見えて

いますけれども―まじめな国民は勤労意欲を

失ってしまう。庶民はこの不況の中で泣いてい

ますよ。また、知事のマニフェストの中で、残

念ながら、政治資金収支報告書の全面公開は

Ｂ、Ｃ評価というのもありましたから、少し反

省のこともあるかなと思いますが、この政治と

金の問題について、一連の報道等について、

「ＴＶタックル」でも御発言になりましたが、

お考えをいただきたいと思っています。

○知事（東国原英夫君） まず、自身の政治資

金収支報告書なんですが、それはホームページ

上で公開するというのはマニフェストにうたわ

せてもらったんですが、それが今月いっぱい、

来月上旬ぐらいにはできる予定です。今、検討

作業を進めているところであります。御理解い

ただければと思います。

また、いわゆる政治と金の問題につきまして

は、私を含めまして、政治家たる者というの

は、清廉かつ高潔、そしてまた公明正大である

べきだと考えておりますので、一般論として申

し上げますと、このような問題が生じた場合に

は、政治家がみずから襟を正し、そしてまた判

断し、しかるべきときにしかるべきところで十

分な説明責任を果たすことが肝要かなと思って

おります。

○蓬原正三議員 知事の政治資金については、

ホームページで報告ということですから、その

ことで理解をいたしました。

次に、もう一回、知事に確認をとっておきた

いと思います。予算陳情窓口の一本化、民主党

さんは政府への予算陳情の窓口を幹事長室に一

本化をされましたが、これは国民の陳情の権利

を奪うものではないか、主権在民に反するじゃ

ないかという意見があります。憲法第15条の２

項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であっ

て、一部の奉仕者ではない。」となっています

から、行政府、政府、行政機関というのは当

然、全国民に対して開放すべきものでありま

す。政党は政党で自由にやればいいわけで、一

政党のみが地方とのパイプになるというのは、

どうも県民の目から見るとおかしいのではない

か。しかも、国からは一方的に通達とか省令と

かがおりてきます。逆に、地方からの声が直接

出しにくい、受け入れないというのは、地域主

権にも矛盾することだし、地域の声が届きにく
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い、届かない、提言もできない。国と地方はも

ともと対等であるということが既に当たり前の

常識なんですから、これは地方がこぞって問題

にすべきことではないかというふうに我々は考

えます。このことについて知事はどのようにお

考えなのか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 各省庁に対する要望

が、民主党の幹事長室を通さなければできない

ということではないようですが、一番大事なこ

とは、地方の声がしっかり政策に反映されるか

どうかということかと思います。私は、民主党

の陳情システムが、効率的に地方の要望を集約

し、予算や政策に反映させるために導入された

という点において評価をさせていただいており

ますが、それゆえに、地方が行った要望・提案

に対して、政府予算がどういう過程を経て、ど

のような基準で決定されたのかを説明いただく

必要があろうかと考えております。また、その

結果が、地域主権の観点から地方として納得で

きないようなものであれば、陳情システム等々

の見直しといったものを求めることも必要にな

るのではないかと考えております。

○蓬原正三議員 地方が不利にならないように

ちゃんと声が届くように、そこあたりを考えな

がら、これからもいろんな場で発言をしていた

だきたいと思います。

次に、地方分権の推進についてということ

で、福祉保健部長に伺いたいと思いますが、子

ども手当の地方負担についてであります。今、

児童手当というのは、念のために申し上げます

が、３歳未満が一律１万円、３歳以上が第１

子、第２子、5,000円、第３子１万円、この分類

はいろいろありますけれども、基本的にそう

なっております。まず、福祉保健部長に確認を

しますが、現在支給されている児童手当の負担

額を今年度で見ると、県と市町村がそれぞれ

約24億円、事業主も負担しておりますが、３歳

未満の場合なんですが、10分の７、総額で15億

円、合計で約65億円ということになります。こ

れが21年度の精算額です。来年度、22年度もほ

ぼ同規模になると理解してよいのか、福祉保健

部長、イエスかノーかだけで結構ですから、お

願いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今年度とほぼ

同じ額の負担になるというふうに見込んでいる

ところでございます。

○蓬原正三議員 県もですが、市町村がそれぞ

れ24億円、事業主は15億円負担しなければいけ

ない。この不景気の中、事業主は児童手当がな

くなると思っていたわけですから、事業主は

がっかり。また本来２万6,000円ということだっ

たわけですから、該当者、子供を持つ親は１

万3,000円しかもらえないということで、これま

たがっかり。自治体は、非常に財政が硬直化す

る中、24億円、市町村はまとまって24億円出さ

ないといけない。自治体はびっくり、こういう

状況でありまして、国の負担は、あくまでも単

純計算ですが、３歳未満であれば１万円に対し

てあと3,000円の上乗せで済む。３歳以上であれ

ば第１子、第２子は8,000円の上乗せで済む、第

３子は3,000円で済むということになるわけで、

神奈川県の松沢知事は当初―後で撤回されま

したが―子ども手当のボイコット発言もされ

ました。それは、制度としておかしいではない

か、言ったことが違うではないかと。知事は先

ほど、公約違反だというようなことも答弁の中

でありました。また知事は、「ＴＶタックル」

が何回も出てきますが、２月15日の放送分で、

総務省の渡辺副大臣の「22年度は地方に負担し

ていただくけれども、23年度はありませんとい
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うことを原口総務大臣が言っている」という言

葉に対して、すかさず横から、「平成23年度の

地方負担はないんですね」「ないんですね」

と、２回念押しされておりましたのを見ており

ます。要は、平成22年度、来年度の予算の地方

負担はどのような経緯で、地方に、あなたのと

ころは負担しなさいということを、表現がよく

ないかもしれませんが、押しつけてこられたの

か。また、知事として、松沢知事のように、そ

れは公約と違うじゃないですかと、ボイコット

の余地はなかったものかどうか、お伺いをした

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 来年度の子ども手当

と児童手当の併給は、大幅な税収不足等の極め

て厳しい財政状況の中で、公約を実現するため

の苦肉の策として打ち出されたものと考えてお

りますが、事前に地方側との協議がなされな

かったことは、大変遺憾に思っております。し

かしながら、今回の措置は、あくまで来年度限

りの暫定的なものでありまして、23年度の本格

実施については、地方の意見を十分聞いた上で

制度設計を行うとのことでありますので、県民

や事業主体である市町村への影響も考慮し、来

年度の児童手当の負担はやむを得ないものと判

断しているところであります。

○蓬原正三議員 どうも国と地方が対等といい

ながら、対等でないものを受けざるを得ないも

のがそこにあるような感じがします。

あと一つ、子ども手当について、これはマニ

フェストの目玉政策でありましたが、要は少子

化対策だろうというふうに思っています。そう

したときに、このマニフェストというのは、当

然、数値目標があってしかるべしだろうという

ふうに思います。肝心の出生率の数値目標とい

うのが、２万6,000円上げますよ、上げますよと

いう話だけがあって、出生率の目標値が見えて

こないということについて、大きな疑問を抱く

わけですが、福祉保健部が少子化の担当部とい

うことになりますが、国から、数値目標という

ことについて、何か具体的な、こういう目標に

するんだよというのを、数値目標として聞いて

おられるかどうか、お尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 国における出

生率に関する数値目標については、これまで、

私どもに対して特に説明などはないところでご

ざいます。

○蓬原正三議員 後は委員会の議論に任せま

す。

あと２点です。フリーウェイ工業団地につい

て、県がお買いになるわけですが、この工業団

地をどのように活用していくのかということが

非常に重要なことだと思います。県有地となっ

た後、分譲促進のため、どのような誘致活動を

行っていくのか、商工観光労働部長、お考えを

お願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） フリー

ウェイ工業団地につきましては、これまで地元

高原町などと連携しまして、企業訪問あるいは

現地案内を行ってまいりました。また、企業立

地セミナーあるいは各種展示会でのＰＲなど、

積極的に誘致活動を展開してきたところでござ

います。県有地になった後も引き続き、地域資

源を活用した食品加工業あるいは流通関連業を

中心に、全力を挙げて誘致に取り組みたいと考

えておりますが、加えまして、企業立地をより

促進するための新たな方策も、今後検討してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。

○蓬原正三議員 あと１点、フリーウェイ工業

団地についてお尋ねいたします。製造業とか物
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流関連企業を誘致することが理想と思います。

もともとそういうところを目指してこられたと

思いますが、発想を転換して、それ以外の活用

方法についても議論していいんではないか。極

端なことを言うと、温泉つきの分譲住宅でもい

いかもしれませんし、あるいは先ほど話が出て

おりますメガソーラーを設置するとか、考えれ

ばいろいろ、県民の皆さんからアイデアを募れ

ばあるんじゃないかと思いますが、知事にお尋

ねいたしますけれども、そのあたりのことにつ

いてのお考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） フリーウェイ工業団

地の整備の背景には、製造業等の企業立地によ

る地域経済の大きな発展を望む西諸市町村の強

い要請や、雇用の確保等を期待して土地を提供

した地元住民の意向もございます。したがいま

して、今後につきましては、基本的には、工場

等の立地に軸足を置いて誘致活動を行うことと

しております。しかしながら、なかなか立地が

進んでいない状況でありますので、地元高原町

などの意向もお聞きをしながら、企業誘致と並

行して、地元の地域振興に大きく寄与する新た

な利活用の方策も幅広く検討してまいりたいと

考えております。

○蓬原正三議員 以上で質問は終わりました。

長い答弁となりましたが、お疲れさまでござい

ました。特に、高校生の、若者の就職支援、こ

れは非常に大事なことだというふうに思ってお

りますので、ほかのもありますが、国からの情

報収集にお努めになりながら、ひとつ適切な予

算の執行に努めていただきますようにお願い申

し上げ、質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は13時10分再開、休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時10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、自由民主党、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） それで

は、午前中に引き続き、私は初めてであります

けれども、自由民主党を代表させていただきま

して代表質問をさせていただきます。

けさの宮日の「ことば巡礼」の欄に、「人生

はつまるところ、一瞬一瞬の積み重ねにほかな

りません」との言葉が載っておりました。私た

ち議員も、執行部の皆さんとともに、この一瞬

一瞬の積み重ねにより、県の行政をよりよくし

ていこうと努力しております。それでは、この

言葉を胸に刻み、通告に従いまして質問を行い

ますので、県民の立場に立っての御答弁をよろ

しくお願いいたします。

まず最初に、知事の政治姿勢についてであり

ます。

昨年秋の民主党政権の誕生により、新たな政

治課題が浮上し、議論されようとしておりま

す。幾つかの課題のうち、本日は２つの課題を

取り上げ、知事の御所見をお伺いしたいと存じ

ます。

最初に、外国人参政権の問題でありますが、

この問題は、平成12年ごろ、自民党内で盛んに

議論され、「外国人参政権は憲法違反であり、

たとえ地方参政権であっても付与できない」と

いう意見が大勢となり、既に決着済みの問題と

認識をしておったところであります。ところ

が、先日来、法案提出の動きが伝えられており

ます。国政レベルが無理であるとするなら、地

方レベルであれば選挙権付与は可能ではないか
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と。その論拠として、「外国人も納税の義務を

果たしている。憲法は参政権を国民固有の権利

とするが、地方では住民が選挙権を行使するも

のであり、外国人も住民であることから付与し

得る。最高裁も認めている。付与は世界的な流

れであること」などを主張しておられます。し

かしながら、その主張のいずれをとっても確か

な根拠があるものではなく、例えば納税につい

ては、行政サービス等をひとしく享受している

ことを考えると、当然に負担すべきものです

し、また、最高裁判所も付与し得るとは言って

おりません。いずれにしても憲法違反であり、

問題の唯一の解決策は、帰化により日本国籍を

取得することしかないと考えます。地方政治に

おいても大いに影響のある課題でありますの

で、知事の所見をお伺いいたします。

次に、夫婦別姓の問題であります。夫婦別姓

問題は、民法の規定の改正を伴う課題でありま

すが、民主党政権になり、担当大臣がかねてか

らの推進論者であることから、にわかにクロー

ズアップされた問題であります。平成18年12月

に実施されました内閣府の世論調査によります

と、「夫婦の名字が違うと夫婦の間の子供に何

か影響が出てくると思うか」の問いに、「子供

にとって好ましくない影響があると思う」と答

えた者の割合が66.2％、「子供に影響はないと

思う」と答えた者の割合が30.3％となっており

ます。このことは、家族としての一体感、きず

ながなくなることを危惧せざるを得ないこと

を、国民の皆様も感じているのではないかと考

えます。まだまだ議論すべき点も多く、拙速な

推進が必要な事案ではないように思われます

が、知事の所見をお伺いいたします。

以上２点を壇上からお伺いいたしまして、以

下、質問者席で質問させていただきます。(拍

手)〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

外国人の地方参政権についてであります。外

国人への地方参政権付与については、さまざま

な経緯や考え方があることは承知しております

が、我が国の制度の根幹にかかわる重要な事項

だと認識しております。このため、地方の意見

も十分踏まえた上で、国会において十分議論し

て結論が出されるべきものだと考えておりま

す。

次に、夫婦別姓についてであります。夫婦別

姓につきましては、結婚に伴って姓を変更する

ことによる不便や不利益を解消する必要がある

等の理由から、選択的夫婦別姓制度の導入を求

める意見がある一方で、家族のきずなや子供へ

の影響等に配慮して反対する意見があるなど、

さまざまな考え方がありますことを私も認識し

ております。夫婦別姓は、婚姻制度や家族のあ

り方と密接に関連する重要な問題でありますの

で、国民の意識の動向に配慮しながら、十分に

議論を重ねていく必要があろうかと考えており

ます。〔降壇〕

○押川修一郎議員 まず、外国人参政権付与問

題の回答でありますけれども、知事のおっしゃ

るとおりだというふうに思います。しかしなが

ら、この問題は地方への影響が大きいと思いま

す。あるいは、地方の声を聞く場というのがな

いようにも思っております。また、民主党の地

域主権の現状からいっても、地方のそういう声

を聞くものが少な過ぎると思います。また、民

主党のマニフェストにも載っておりません。経

済がこのような状況下で、国論を二分するよう

な今のやりとりでいいのか、これはもっと時間

をかけて十分議論した中で国会で議論すべき
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だ。日本人であるがゆえの我々に与えられた一

つのこの主権というものは大事にしていきた

い、そのように思います。先ほど答弁いただき

ましたとおり、全国知事会等々もあるわけであ

りますから、そこらあたりで十分議論していた

だいて、拙速に今回の国会で結論を出すような

ものではないというふうに思うわけであります

けれども、再度、知事の考えをお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 私の基本的な今の立

場、姿勢というのは、平成７年の最高裁判決を

尊重するという立場でございます。その傍論の

中で、「しかしながら」の後だったと思うんで

すが、「専ら国の立法政策にかかわる事柄」と

いう文言が出ておりますので、そういったこと

を尊重する立場にあると私は考えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、そういうことと我々

の地方の声というものを極力国のほうに伝えて

もらうように、いろんな機会を通じてお願いを

しておきたいと思います。

また、夫婦別姓についても、先ほどいただい

たとおりでありまして、結婚して姓が違うとい

うことになると、子供さん方がどちらに自分の

身を置いていけばいいのかとか、いろんな問題

が生じてくることだというふうに思います。こ

の問題においても、今のお答えどおり、やはり

いろんな立場を通じて、知事に宮崎県あるいは

地方の声のリーダーとして、知事会等でもまた

議論をしながら、これもぜひ何とかそういう時

間をつくっていただいて、我々の声というもの

を聞いていただくような場の提供なり、お声と

いうものを届けていただければありがたいと思

います。また、昨夜のテレビ番組を見ておりま

したら、国民新党の亀井大臣が、両方ともおれ

は反対だということを、現政権でありますけれ

ども、強く言っておられますから、我々も亀井

大臣みたいに、この問題、もう少し、日本人で

あるがゆえにそういったものを、主義・主張が

できるようなものを申していきたいなと思うと

ころであります。どうかこの２点につきまし

て、知事の立場として、ぜひ知事会等でその声

をどしどし上げていただきますようにお願いを

申し上げておきたいと思います。

それでは次に、中山間地対策に移りますけれ

ども、先日、美咲町という岡山県の中山間地域

にある町に調査に行ってまいりました。この町

の境地区では、棚田やソバなどの地域資源を生

かした取り組みが、地域住民が中心となって行

われておりました。昔からこの地域で栽培され

ていたソバと地域でとれた野菜などの食材を

使った地元の農家の運営する「紅そば亭」に

は、年間約１万人が訪れ、また、年１回のそば

まつりには、来訪者との交流が行われていると

のことでありました。この地域の高齢化率は50

％を超えているようでありますが、これらの取

り組みにより、地域が活性化しているようであ

りました。宮崎にもこのような地域が多くあり

ますが、これら中山間地域は、安心・安全な食

料を供給するだけでなく、水源の涵養、洪水の

防止、土壌の侵食や崩壊の防止など、多面的な

機能を担っており、多くの県民の豊かな暮らし

を守っております。

知事は、就任以来、中山間地域の活力再生を

図るための対策に重点を置き、施策を推進して

こられたところですが、過疎化や農業者の高齢

化の進展、さらに世界的な経済状況の悪化もあ

り、これらの地域を取り巻く情勢はますます厳

しくなってきていると感じております。そこ

で、中長期的な視点での、中山間地域を活性化

し発展させていくための基本的な方向性につい
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て、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、これまで機会

あるごとに、中山間地域に直接足を運ばせてい

ただきまして、多くの住民の方々からさまざま

な御意見をお伺いする中で、中山間地域の厳し

い実態を肌で感じるとともに、その対策の緊急

性、重要性を強く感じてきたところでありま

す。このようなことから、来年度も、中山間地

域の活性化を重点施策に掲げるとともに、中山

間・地域対策室を課に昇格させるなど、体制の

強化を図ることとしたところでありますが、今

後、高齢化や人口の減少等が進むことによっ

て、中山間地域を取り巻く状況はますます深刻

化することが予想されます。このような中で、

中山間地域の活性化を図るためには、まずは、

いきいき集落など地域住民の方々の主体的な取

り組みを促進し、それをしっかりとサポートす

ること。また、豊かな自然や地域の「コミュニ

ティ力」等を生かした都市との交流や移住の促
りょく

進を図ること。さらには、豊富な資源の活用や

広域的連携による産業振興など、定住自立の条

件整備を進めることなどを基本的な方向性とし

て、国・市町村と連携を図りながら、中長期の

視点に立った中山間地域対策に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

しっかりとやっていただきたいというふうに要

望をしておきたいと思います。

次に、これまでの対策を通じて見えた課題と

いうことで、20年度から、関係部局間の連携、

施策の総合化を図られるため、中山間・地域対

策室を設置し、中山間地域振興への意気込みを

示され、各種事業を展開しておられます。これ

まで実施してこられた対策から見えてきた課題

にはどんなものがあるのか、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） 中山間地域対

策につきましては、これまで３つの柱、「集落

の活性化」、「日常生活の維持・充実」、「産

業の振興」、これを柱としましてさまざまな取

り組みを行ってきたところでありますけれど

も、例えば、集落の自主的な活動による地域づ

くりの動きが広がるなど、一定の成果が見られ

ているというふうに思っております。しかしな

がら、高齢化とか人口減少が進む中で、単独で

は集落機能の維持が困難になっている集落が見

られますほか、医療・福祉を初め、日用品の購

買とか、地域交通などの日常生活の支援の必要

性であるとか、生活のベースとなる仕事の確保

について、改めてその対策の重要性を認識して

いるところでございます。さらには、鳥獣被害

につきましても、その早急な対策を求める声が

高まってきておりまして、特に深刻な課題であ

ると認識をいたしております。

○押川修一郎議員 22年度の施策について、知

事が20年度に中山間地域対策を重点施策に位置

づけられてから２年間、これらの地域の活性化

のため、さまざまな施策を打ち出してこられま

した。来年度も、中山間地域での大きな課題と

なっている鳥獣害対策など、部局横断的な事業

が予定されており、さらに中山間・地域政策課

が設置されることなど、中山間地域対策のさら

なる充実が期待されるところでありますが、こ

れまでの実績を踏まえた上で、来年度の施策に

ついて、その具体的な取り組みについて県民政

策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域を

取り巻く状況は依然として厳しいことから、引

き続き総合的な対策が必要と思っております。

このため来年度は、例えば、住民主体で元気な
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集落づくりに取り組みます「いきいき集落」の

一層の活力強化を図るために、ほかの集落のモ

デルとなるような取り組みを支援いたします

「いきいき集落活性化推進事業」や、本県への

移住・定住を促進するための「宮崎移住！地域

おこし後継者発掘事業」、また、地域資源を活

用した新産業及び雇用を創出する「中山間地域

新産業・雇用創出緊急対策事業」など、地域特

性を生かしたさまざまな施策に取り組むことと

いたしております。さらに、中山間地域で特に

深刻な課題となっております鳥獣被害対策につ

きましては、新たに関係部局が連携した取り組

みを進めることといたしております。

○押川修一郎議員 中山間地ではそういうもの

が本当に大事だろうと思いますから、ぜひよろ

しくお願いをしておきたいと思います。

次に、鳥獣害対策についてであります。中山

間地域の重要な課題の一つに鳥獣害対策があり

ます。猿、イノシシ、シカ、カラスなどによる

被害の深刻な状況は、一刻の猶予もない待った

なしの状態であり、特に猿などは、稲穂までし

ごいて食べるひどい状況であります。被害は年

々拡大するばかりで、それに伴い、耕作する意

欲もそがれ、人家付近でさえも耕作放棄地が見

られるような状況にあります。鳥獣害対策は、

基本的には地元市町村が中心となり、住民と一

体となった対策を講じなければならないと思い

ますが、県としても、この深刻な状況に対し、

今まで以上に積極的に対応していかなければな

らないと考えているところであります。一定の

予算措置もいただいているところであります

が、今後の鳥獣害対策について県民政策部長に

お伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 鳥獣被害対策

につきましては、これまで、捕獲、防除を中心

とした対策を進めてきたところでありますけれ

ども、22年度は、鳥獣被害対策の専門家の活用

を図りながら、地域全体の力で鳥獣を集落に近

寄らせない環境をつくるという、新たな視点に

立った取り組みを全庁的に実施することといた

しまして、その体制を整備することといたして

おります。具体的には、本庁に、副知事をトッ

プとする鳥獣被害対策特命チームを設置いたし

ますとともに、各地域においても、西臼杵支庁

や農林振興局単位に地域鳥獣被害対策特命チー

ムを設置することによりまして、各部局が連携

して総合的な鳥獣被害対策を進めることといた

しております。

○押川修一郎議員 ただいま、鳥獣被害対策緊

急プロジェクトについて、県民政策部長から答

弁をいただきましたが、鳥獣被害は大変深刻で

あり、特に猿への対策については、県民の要望

も強いところであります。そこで、主な取り組

みについて、各専門部会を所管する環境森林部

長と農政水産部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部で

所管しております各専門部会におきましては、

市町村の有害鳥獣捕獲班あるいは野生猿特別捕

獲班に対する活動支援を引き続き行いますとと

もに、22年度からは、シカの捕獲促進を図るた

めに、助成金を、これまでの１頭当たり5,000円

から8,000円にアップしますとともに、雌ジカに

つきましては、基本目標頭数の1,000頭を超えて

捕獲した場合には、１万円を助成することとし

ております。また、本議会に22年度新規事業と

してお願いしております「有害鳥獣（シカ・サ

ル）被害防止緊急対策事業」におきまして、シ

カや猿の被害が多い22の市町村において、シカ

・サル対策指導捕獲員48名が、捕獲や各地域の

特命チームと連携をした、地域ぐるみでの被害
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対策に取り組むこととしております。今後と

も、関係部局や市町村等関係機関と一体となり

まして、より実効性のある鳥獣被害対策に取り

組んでまいりたいと考えております。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部に

おきましては、本議会に、平成22年度の新規事

業といたしまして、「鳥獣被害防止地域力パワ

ーアップ事業」をお願いしております。本事業

におきましては、実効性のある鳥獣被害対策を

講じるためには、お話にもございましたよう

に、地域みずからが主体的に取り組むことが重

要であるとの考え方に基づき、現地指導体制の

確立を図るために、鳥獣被害対策スペシャリス

トを招聘しまして、地域リーダーの育成や地域

研修会の開催を行うとともに、効果的な被害防

止対策のモデル実証や、地域ぐるみでの被害防

止対策の取り組みに対する支援を行うこととし

ております。今後とも、これらの取り組みを、

関係部局や市町村を初め、関係機関・団体、地

域住民一体となりまして進めることにより、鳥

獣被害防止に関する地域力の向上を図ってまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 鳥獣被害対策緊急プロジェ

クトでありますけれども、鳥獣被害対策につい

ていろいろとお伺いをしてまいりました。来年

度設置される鳥獣被害対策特命チームのチーム

長に就任される副知事に、鳥獣害対策の取り組

みへの意気込みをお伺いしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） これまで答弁してお

りますとおり、鳥獣被害というものが地域に

とって大変重要で深刻な状況になっているとい

うことを認識した上で、今、答弁申し上げまし

たように、県庁内で体制を整えるとともに、特

に地域での取り組み、地域での面的な取り組み

によりまして、単にこれまでのように、多く

なったから捕獲すればいいというということで

はなしに、そもそも鳥獣を寄せつけない形での

地域での連携が必要になってまいると思ってお

ります。県庁、市町村、地域住民と一体となっ

て、鳥獣被害対策に真剣に取り組んでまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 今までにない特命チームで

ありますから、ぜひ副知事が先頭に立って、現

場に出ていっていただいて、そういう声なる声

を聞いていただいて、少しでも改善ができます

ようにお願いをしておきたいと思います。

次に、中山間地域における産業振興について

であります。先ほど、来年度の施策について御

説明をいただいたところですが、中山間地域に

は目立った産業がなく、人口、特に若年層の流

出が続き、高齢化が進展し、地域の衰退が進ん

でいます。中山間地域の持続的発展のために

は、若年層が地域に残るために産業の振興、雇

用の確保が重要であると思います。来年度、新

規事業として「中山間地域新産業・雇用創出緊

急対策事業」が計画されていますが、この事業

は、中山間地域のどのような点に着目して事業

展開していくのか、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） 中山間地

域につきましては、特に産業基盤が脆弱である

ことから、一段と厳しい雇用情勢下にありま

す。その対策に早急に取り組む必要があると考

えております。このため、本事業につきまして

は、豊かな自然環境や、それにはぐくまれた農

林水産物、伝統文化など、中山間地域の有する

多様な地域資源に着目しまして、それらを活用

した新たな産業の創出と雇用の拡大を図ること

としております。具体的には、中山間地域の商

工会あるいは森林組合などの経済団体を対象
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に、地域資源を活用した幅広い分野での事業を

募集しまして、採択したものについて提案団体

へ委託して事業を実施することとしておりま

す。県としましては、この事業によりまして、

中山間地域の振興に産業面からの弾みをつけた

いと考えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 中山間地は、こういった雇

用の場というものがなかなかないわけでありま

すし、御案内のとおり、公共事業等が減ってき

た中で現金収入もままならない状況であります

から、ぜひ皆さん方の力を結集していただい

て、すばらしい支援のもとでこういった新しい

雇用の場が創出できますことを、御要望してお

きたいと思います。

次に、都市と中山間地域の協力であります。

都市部の多くが下流域に位置することを考えれ

ば、主に上流域にある中山間地域の崩壊ははか

り知れない損失を招き、同時に、都市部の人の

営みをも崩壊に招く危険性があるのではと考え

ております。人口減少、高齢化の進展が続く中

山間地域を守っていくためには、都市部の住民

の協力が重要なものとなっていくと思われま

す。そこで、中山間地域を維持していくために

は、都市部の住民の協力が重要だと思います

が、協力を進めていく施策について、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） 中山間地域の

振興を図りますためには、地域住民はもちろん

でありますけれども、ただいま御質問にもあり

ましたように、都市住民を初めとする多くの方

々が、中山間地域の実情でありますとか、重要

性に対する理解を深めていただくとともに、こ

れらの地域を守るためのさまざまな活動に参画

いただくことが重要であると思っております。

このような観点から、本年度より、中山間地域

でボランティア活動を行う人材を派遣いたしま

す「中山間盛り上げ隊派遣事業」を実施してお

るところであります。現在、都市部の方々を中

心に231名の方が隊員登録していただいておりま

して、これまで、西米良村とか五ヶ瀬町など５

つの市町村で31回、延べ122人の隊員が支援活動

を行ってきたところでございます。また、中山

間地域の実情を紹介いたします「中山間ネッ

ト」ホームページを開設しておりますけれど

も、平日の平均で約1,000件のアクセスを記録し

ております。このような取り組みを通じまし

て、中山間地域が果たす役割等について都市部

の住民の方々に広く知っていただいて、多様な

主体によります参画によって中山間地域の活性

化が図られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 かなりの方々がこの中山間

盛り上げ隊に登録をされておるということであ

りますから、こういった方々が十分活躍してい

ただき、そういう場というものをどんどんやっ

ていただくことによって一つの改善等々が見え

てくればいいなというふうに思いますから、よ

ろしくお願いをしておきたいと思います。

次に、組織改正の効果についてであります。

このような中、県では、現在、総合政策課の課

内室である中山間・地域対策室を中山間・地域

政策課に昇格させ、新たに、定住自立圏構想や

移住の促進等の業務を所管させることを発表さ

れました。そこで、この組織改正の目的と、こ

れにより期待できる効果について、総務部長に

お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） お話ございました

ように、新年度の組織改正では、平成22年度の

重点施策の一つであります中山間地域の活性化

をより一層推進するという観点から、中山間・
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地域対策室を中山間・地域政策課として課に昇

格をさせまして、専任の課長、課長補佐を置

く。こういった体制の強化を図ることとしてお

るところでございます。今回の改正に伴いまし

て、この課では新たに、お話のございました定

住自立圏構想あるいは移住の促進、さらに、先

ほど来お話のございます鳥獣被害対策の緊急プ

ロジェクトの総括、こういった業務を所管する

こととしているところでございます。今回の体

制強化によりまして、こうした市町村の枠を超

えた地域連携による広域的な地域政策につい

て、より効果的な展開が図られるというふうに

考えております。

○押川修一郎議員 名称とかの変更だけじゃな

くて、目標をきちっと持って、その課ができた

ことによる効果が出てくるような形の中で努力

をお願い申し上げておきたいと思います。

次に、過疎法の延長見込みについてでありま

す。中山間地域の市町村が大きな恩恵を受けて

いる過疎地域自立促進特別措置法が、この３月

末をもって期限を迎えることになっておりま

す。この法律が失効してしまった場合、これら

の地域の市町村では予算編成が困難となり、こ

の地域に暮らす方々に大きな影響を及ぼす事態

が予想されます。そこで、過疎地域自立促進特

別措置法の延長とその内容について、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） 過疎地域自立

促進特別措置法でありますけれども、この法律

は、平成12年に議員立法により制定されたもの

でありますが、先般、与野党間の合意が調いま

して、改正法案が取りまとめられたところでご

ざいます。それによりますと、現行法の期限を

６年間延長しまして平成28年３月末とするとと

もに、平成17年度国勢調査の結果に基づく過疎

地域の要件の追加等が盛り込まれております。

また、過疎対策事業債につきましても、市町村

から要望の高かった地域医療でありますとか、

生活交通の確保等のソフト事業に要する経費が

対象となるなど、その拡充が図られることと

なっております。この法案は早期成立が強く望

まれておりますので、去る２月10日には、各

県、市町村で構成しております全国過疎地域自

立促進連盟を通じまして、与野党に要望を行っ

たところでございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

れでは次に、災害対策についてであります。

我が国の防災対策は、特に平成７年１月の阪

神・淡路大震災を契機に、総合的、システム的

な防災対策が進められてまいりました。「天災

は忘れたころにやってくる」というように、災

害対策は片時もおろそかにできない問題と思わ

れます。国レベルでは、特に首都圏域の大災害

を想定し、種々対策が構築され、これを地方に

波及させていく方針のようです。事業継続計

画、これは災害による影響度を想定し、災害発

生時の事業継続を確実にするため必要な対応策

を策定し、その運用、訓練、継続的改善の取り

組みを含む対策を指すようであります。官公庁

に求められる事業継続と企業活動における事業

継続の概念があるようでありますが、いずれに

しても、災害、事故などの業務中断が短期間で

収束し、業務を短期間で再開させることが望ま

れるところであります。そこで、この事業継続

計画の本県における取り組み状況はどうか、総

務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 事業継続計画でご

ざいますが、今ほどお話ございましたように、

事業者が、大規模災害等の非常時に備え、優先

的に実施すべき重要業務をあらかじめ選定いた
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しまして、人的・物的資源を集中的に投入する

といった一連の対策を計画として取りまとめる

ものでございまして、その重要性は、官民問わ

ず極めて高いものと認識をしております。官と

して、県では、現在この計画の策定に取り組ん

でおりまして、これまでに「継続すべき優先業

務の選定」について、おおむね整理が終わって

いるところでございます。また、事業者に対し

ましては、今年度、県内３カ所で企業防災セミ

ナーを開催いたしまして、事業継続計画の重要

性の啓発、あるいはその作成方法についての研

修を行ったところでございます。県といたしま

しては、今後発生が予想されます大規模災害あ

るいは新型インフルエンザなどの危機事象に備

えまして、事業継続計画の策定の推進を図って

まいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、福祉行政についてであります。

次世代育成計画の成果について。今や子育て

支援対策は、お見合いパーティーに類するもの

から、妊産婦健診、乳幼児等医療費助成など母

子健康対策、育児相談、延長保育から放課後子

どもプランなどの児童への対策、住宅対策、男

性の育児休暇制度と、多岐にわたっておりま

す。こうした結果、いまだ数字は低いものです

が、本県では、平成18年以降、上昇傾向にあ

り、平成20年の1.60の合計特殊出生率は、全国

的には上位にあります。このことは大変喜ばし

いことで、県を初め関係各位の努力の成果であ

ると思いますが、さらにもう一段の努力をお願

いしたいところであります。そこで、今年度が

最終年度の次世代育成計画の成果をどのように

評価されているのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在の次世代

育成支援宮崎県行動計画につきましては、社会

全体で子育てを支える県づくりを目指し、関係

団体の代表者等で構成します「子育て応援みや

ざき県民会議」との連携を図りながら、知事を

本部長とする「子育て応援本部」を中心に、総

合的な施策の推進に努めてきたところでありま

す。この結果、「みんなで子育て応援運動」へ

の参加団体数の拡大や、子育て支援に取り組む

ＮＰＯ法人の立ち上げが進むなど、社会全体で

子育てを支える機運の醸成や仕組みづくりが広

がってきているものと考えております。しかし

ながら、計画の成果指標の一つであります「子

育てに関して不安感や負担感などを感じている

県民の割合」が、現在67.5％となっており、目

標の58％に及んでいないなど、さらなる対策の

推進が必要であると考えているところでありま

す。以上でございます。

○押川修一郎議員 この成果を、平成22年度か

ら平成26年度までの新計画にどのように反映さ

れるのか、あわせて福祉保健部長にお願いいた

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 次期計画にお

きましては、現計画の評価等を踏まえ、引き続

き、総合成果指標として、「子育て家庭の不安

感や負担感の軽減」と「合計特殊出生率のさら

なる向上」を掲げ、施策の推進に努めることと

しております。具体的には、「みんなで子育て

応援運動」をさらに展開するとともに、子育て

支援のための拠点づくりの促進や多様な保育サ

ービスの提供などによる、地域における子育て

支援の推進などに取り組むこととしておりま

す。また、関係部局においても、企業との連携

による仕事と生活の調和の実現の推進を初め、

子供の安全確保や、生きる力をはぐくむ教育の
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推進に取り組むこととしております。今後と

も、市町村や民間団体等との連携を図りなが

ら、次期計画に基づく各種施策を着実に推進す

ることにより、「安心して子供を生み、育てら

れる社会づくり」を実現してまいりたいと考え

ております。以上でございます。

○押川修一郎議員 「安心して子供を生み、育

てられる社会づくり」のためにも、目標達成で

きますようにしっかり頑張ってほしいと思いま

す。

次に、自殺予防対策についてであります。警

察庁がまとめた統計によりますと、昨年の全国

自殺者は約３万2,700人で、前年より約500人増

加し、12年連続で３万人を超える結果となって

おります。一方、本県では346人と、前年に比べ

て36人減少したところであります。自殺が今や

社会問題化していることもあり、県議会におい

ても、自殺対策について繰り返し議論をしてま

いりました。その中で、本県における自殺の要

因としては、健康問題を初め、経済・生活問

題、家庭問題などが多いとのことであり、こう

した分析に基づき、これまで効果的な対策が講

じられてきたことと思っております。昨年は、

自殺者が全国的に増加している中、本県は減少

に転じたわけでありますが、これらは一連の取

り組みの成果があらわれてきたものなのだろう

か、これについて福祉保健部長はどのように分

析をされているのか、お伺いをいたします。ま

た、来年度どのような取り組みをされていくの

か、あわせてお聞きをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 警察庁の統計

によりますと、平成20年、21年と本県の自殺者

数は減少しておりますが、依然として、およそ

１日に１人の方がみずからのとうとい命を絶っ

ており、厳しい状況が続いております。自殺者

数が減少した理由については、現時点で一概に

申し上げることは困難でありますが、県民の自

殺問題に対する関心は高まりつつあり、民間団

体の中にも、自主的に自殺対策に取り組もうと

する動きが見られるようになってきておりま

す。県としましては、22年度におきましても、

普及啓発はもとより、関係機関や民間団体とも

連携しながら、相談支援体制の充実強化など一

層の自殺対策を進めてまいります。

○押川修一郎議員 次に、命を大切にする教育

についてということで、１月24日の西日本新聞

に、「いのちをいただく」という記事がありま

した。これは、福岡県のある高校での実習の話

ですが、生まれたばかりの卵をふ化させ、２カ

月間大切に育ててきた鶏を食肉解体すること

で、命の大切さを実感するというものでした。

これは、若者の命に対する感覚の希薄さを感じ

たこの学校の元教諭の発案によるもので、平成

８年から10年以上続いているとのことでありま

す。他人の命はもちろんのこと、自分の命も大

切にするということを、私は、子供のころから

もっとしっかりと教えていかなければならない

と思っております。命を大切にする教育を進め

ることが、長期的な視点での自殺予防対策につ

ながっていくと考えるのでありますが、こう

いった視点での教育がどのようになされている

のか、また今後どのように取り組まれるのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 現在、学校におきま

しては、すべての教育活動で、命を大切にする

心の育成に取り組んでいるところであります。

具体的には、道徳の時間などにおきまして、子

供たちが自分の誕生の様子について保護者から

聞くことで、改めて命の大切さや自分の存在に

ついて考えるような学習を行っております。ま
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た、各教科や総合的な学習の時間等におきまし

ても、乳幼児と触れ合ったり、動植物の飼育・

栽培を行ったりするなど、さまざまな体験活動

を通して、命のとうとさについて子供たちに実

感させる取り組みを行っ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、現在、県

民総ぐるみで子供たちの人間力をはぐくむ教育

の推進に取り組んでおり、命を大切にする教育

をその重要な柱の一つとして位置づけていると

ころであります。今後とも、生き物と触れ合う

中で命の鼓動を感じさせる活動や、動植物の大

切な命をいただくことによって我々の命が支え

られているということを実感させることができ

るような活動など、より具体的な体験活動も取

り入れながら、かけがえのない命を大切にする

心や態度をはぐくんでまいりたいと考えており

ます。以上です。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

よろしくお願いをしておきたいと思います。

次に、病院の耐震化についてであります。災

害発生時には、民間の保育施設、老人施設、病

院に近隣の方々が多く避難してきた。こういう

事例は数多く報告されております。新潟県中越

地震の例を挙げますと、地震により病院機能は

完全に麻痺した病院がありましたが、たまたま

隣にその病院が経営する新しい老人介護施設が

あり、震災後、直ちに入院患者をそこへ移動

し、何とか急場をしのいだという話がございま

す。こうした視点から、震災時の病院の耐震性

向上、医療機器の転倒防止、ガラス飛散防止が

重要であることを警告する専門家もたくさんお

られます。東海地方と同様に、東南海地震、日

向灘を震源とする地震の影響を受けることが想

定される本県にあっても、対策を怠るべきでは

ありません。そこで、県下の病院の民間・公立

別の耐震性の現状についてどう把握されている

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年１月

に厚生労働省が実施した調査の結果によります

と、県内の民間121病院のうち、すべての建物に

耐震性のある病院は74病院で、耐震化率は61.2

％、また、公立24病院のうち、同様に耐震性の

ある病院は17病院で、耐震化率は70.8％となっ

ております。病院全体では耐震化率は62.8％と

なっており、全国の56.2％と比べ、6.6ポイント

上回っております。以上でございます。

○押川修一郎議員 続きまして、今後の対策と

いうことで、福祉保健部長から現状についての

答弁があったところですが、全国平均より高い

とはいえ、約３分の１の病院については耐震性

に問題があるようです。地震はいつ起こるかわ

かりませんので、早急に対応を進めていくべき

だと思いますが、今後の対策について総務部長

にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 危機管理という観

点からお答えをいたしますけれども、病院の耐

震化につきましては、宮崎県地震減災計画にお

きまして、平成27年度末までに耐震化率を90％

とする、こういった目標を立てているところで

ございます。病院など災害時の拠点となります

施設の耐震化につきましては、防災対策上、極

めて重要な問題であると認識しておりますの

で、関係部局と連携を進めながら、さらに促進

をされるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 総務部長から、平成27年度

までに耐震化率を90％とする目標が示されまし

たが、今後の具体的な対策について福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地震発生時に
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多くの入院患者等を受け入れる病院の耐震化

は、非常に重要であると考えております。この

ため、県におきましては、来年度、国の交付金

を活用して、災害拠点病院や２次救急医療機関

である４つの医療機関を対象に、耐震化を支援

する医療施設耐震化促進事業に取り組むことと

しております。また、今後も、未耐震の建物を

有する病院につきましては、既存の国庫補助制

度を最大限に活用しながら耐震化を促進してま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお取り扱いといい

ますか、そういう方向の中でぜひお願いをして

おきたいと思います。

次に、林業の振興についてであります。

奥地共同間伐促進事業の実施方法について。

先日、県議会の森林・林業活性化促進議員連盟

の一行で、京都府内にある南丹市の日吉町森林

組合に調査に行ってまいりました。この組合の

森林プランナーは、町内の森林を調査した上、

間伐対象となる森林の経費、売上高、補助金な

どを計算し、所有者に森林プランを提案してい

るとのことでした。また、もうからないと思い

込み、森林施業を放棄していた所有者が、先ほ

どの森林プランの提案により、施業に対する意

欲を高めるとともに、小規模所有者の森林の集

約化を図ることで、低コストで効率的なものと

なり、山元にも利益が還元される施業が実現し

ているそうでありました。

ところで、本県の林業は、森林資源の充実と

ともに、杉材の生産量が平成３年から全国１位

を続けるなど、全国有数の国産材の供給県と

なっており、本県における重要な産業の一つで

あります。しかしながら、近年の住宅着工戸数

の低迷等による木材価格の低迷により、林業・

木材産業の経営環境は大変厳しい状況にあり、

間伐などの森林の手入れが十分できない状況に

あります。このような中、来年度、奥地共同間

伐促進事業により、間伐と有効利用を計画され

ていますが、この事業の具体的な実施方法につ

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） 間伐の推進に

つきましては、地球温暖化防止等の観点からも

喫緊の問題というふうに考えておりますけれど

も、議員がおっしゃいましたように、木材価格

の下落による採算性の低下などから、間伐が余

り進まない状況にあります。このため、本事業

によりまして、奥地林など地理的条件の悪い森

林の間伐を促進することとしておりますが、具

体的には、森林所有者と森林組合が連携しまし

て、一定規模の間伐推進団地を設定するととも

に、コスト削減を図るための集約化計画を策定

しまして、林道等から200メートルを超える間伐

区域において、割高となる搬出経費を支援する

というものでございます。このことによりまし

て、森林所有者の収益が見込まれ、間伐など森

林の整備や木材の有効活用が促進されるものと

考えております。

○押川修一郎議員 ただいま説明をいただいた

わけでありますけれども、事業後のフォローに

ついてということで、大変な手間暇をかけ、間

伐などの手入れをしてきた森林においても、現

在の木材価格ではわずかしか森林所有者の手元

には残りません。このような現状では、今回の

事業を活用したとしても、後年、森林所有者の

ためになるものか疑問が残ります。そこで、こ

の事業を行った後について、何らかの支援が必

要になるのではないかと考えますが、この点に

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） この事業は、

採算がとれない奥地の森林を、材質のすぐれた
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大径材を生産できる森林へと整備するものでご

ざいますが、この事業などによりまして、今

後、大径材の増加が見込まれますが、まだ不十

分な大径材の活用の状況にあります。その対策

を講じていくことが大変重要というふうに認識

しておりますので、本議会に新規事業としてお

願いしております「大きな『みやざきスギ』活

用の家パイオニア事業」などによる需要の掘り

起こしや、大径材にも対応できる加工流通体制

の整備を進めまして、県産材の有効活用と森林

所有者の所得の向上につなげてまいりたいとい

うふうに考えております。

○押川修一郎議員 中山間地の宝というと、や

はり材だろうと思います。この宝が生き生きし

てこないと、中山間地というのは光輝いてこな

いと思いますので、ぜひそういうふうな形の中

で、山元に所得があるような施策に今後も努め

てほしいと思います。

次に、観光振興対策について伺います。

オーシャンドーム活用策についてでありま

す。シーガイアの中核施設として開業したオー

シャンドームは、施設の使命として、オフシー

ズンのスイミングと夏場の台風による遊泳禁止

対策という役割を担って開業したと伺っており

ますし、理解をしております。しかしながら、

その維持管理費の膨大さから廃止やむなきに至

り、その後、活用がなされないまま現在に至っ

ております。このたび、会社側からの提案で、

県、市を含め、利活用策の検討が開始されたと

ころでありますが、先日設置されました調査チ

ームの役割、目的について、及び県が財政負担

を含め新たな運営の主体となる可能性があるの

かについて、あわせて知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） オーシャンドームと

いうのは、御案内のように民間施設ではありま

すが、その規模、機能を勘案すると、利活用さ

れれば、今後、県の観光振興等に大きく貢献す

る可能性があることから、今回の調査チーム

は、広くその利活用策を調査するために設置し

たものであります。また、調査は、宮崎市及び

県が無償で提供を受けることを前提とすること

なく、オーシャンドーム等をどう利活用するこ

とが市民、県民にとって一番望ましいものであ

るかに加え、改修コスト、採算性、さらには運

営主体等について行うこととしております。県

の対応につきましては、調査チームの役割はあ

くまで利活用策の調査にとどまることから、そ

の報告を踏まえ、別途判断していくこととなり

ます。そのため、今の段階では何とも申し上げ

られませんが、私といたしましては、できるだ

け民間企業によって運営していただくことが望

ましいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

民間企業に頑張っていただきたいというような

ことでありますけれども、そういう相談等があ

れば、積極的に知事も支援されるとか、そうい

う問題に一緒になって議論していただくような

場というものはもちろんあるだろうと思います

から、よろしくお願いをしておきたいと思いま

す。

次に、新幹線開通対策についてであります。

九州新幹線は、いよいよ来年春に博多―鹿児島

間が全通することになります。開通まで１年足

らずに迫り、関係する福岡、佐賀、熊本、鹿児

島の４県による観光対策の議論もスタートした

ようであります。開通によって、本県にとって

はプラスとマイナスの両面が予想されるところ

でありますが、マイナス面を抑制し、プラス面

を最大に高めることに傾注すべき時期にあると
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考えます。特に、南九州３県、鹿児島、熊本、

宮崎で、ほかの２県にない台湾からの中華航空

を活用し、宮崎への台湾客を鹿児島へ運び、新

幹線で熊本へ、それから阿蘇、高千穂を経由し

て宮崎へ戻し、中華航空でお帰りいただくなど

の旅行プランを展開することが、先日就航した

中華航空利用対策ともなるのではないかと思い

ます。商工観光労働部長の御見解と、御検討中

のプランがあればお示しください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 九州新幹

線を活用した南九州での観光ルートは、多様な

形態が考えられると思います。議員の御提言の

ような、新幹線と台湾定期便を組み合わせた周

遊プランもその一つであろうかと思います。ま

た、九州新幹線全線開通後は、博多―鹿児島間

が約１時間20分で結ばれます。例えばチャイナ

エアラインの利用という点から言えば、宮崎イ

ン福岡アウト、あるいはその逆のコース設定な

ど、南九州にとどまらず、北部九州を取り込ん

だ周遊等も考えられるわけでございます。県に

おいては、現在、熊本駅、新八代駅、鹿児島中

央駅からの本県への観光ルートづくりを、市町

村や交通機関等と一体となって進めております

ほか、鹿児島県や熊本県と連携した誘客の取り

組みを行っているところでございます。今後と

も、南九州３県はもとより、北部九州とも連携

しまして、国内のみならず、台湾を初めとする

海外も視野に入れまして、九州新幹線を活用し

た旅行プラン造成の働きかけ等を行ってまいり

たいと考えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 次に、中華航空の利用促進

についてであります。エバー航空が事実上撤退

した台北路線につきましては、比較的早期に、

過去にチャーター便で実績のあった中華航空で

１月21日から再開されたことは、大変喜ばし

く、知事を初め関係各位の御努力の成果である

と感謝を申し上げるところであります。今後

は、今までにも増して利用促進に知恵を絞り、

国際航空路線の維持に努めていく必要がありま

す。そこで、県民政策部長に、台北線の利用促

進策についてお伺いをいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 台北線につい

てでありますけれども、今回、新たに就航した

チャイナエアラインにつきましては、御質問に

ありましたとおり、これまで多くのチャーター

便の運航実績があり、また、運航スケジュール

につきましても、香港とかバンコクなどへの乗

り継ぎにも配慮した、これまでよりも利便性が

高いものとなっております。台北線の利用促進

につきましては、現在、チャイナエアラインと

連携いたしまして、メディア等を活用した路線

ＰＲを実施しているところでありますけれど

も、来月には、日台双方の旅行会社の招聘事業

等も実施することといたしております。また、

今後につきましては、観光部局等と連携した南

九州周遊ルートの開発でありますとか、県内企

業や団体への働きかけの強化、さらには、将来

にわたって安定的に利用者を確保するために、

修学旅行の誘致や文化・スポーツ交流の促進な

ど、さまざまな取り組みを行いまして、路線の

早期定着、安定化を図っていきたいと思ってお

ります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

こで、中華航空の利用促進についてであります

けれども、宮崎空港には、南九州の他県にはな

い台北線が就航しており、鹿児島空港には上海

路線が就航しております。南九州地域の限られ

たパイの中で、各県それぞれの空港に台北線な

り上海路線なりが就航しても、共倒れとなるこ

とが心配されます。そこで、路線維持について
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は、各県が競争するだけでなく、協力していく

ことが重要であると考えますが、県民政策部長

に御見解をお願いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） ただいま議員

がおっしゃいましたように、鹿児島は上海線が

あるし、宮崎は台北線があると。確かにパイは

限られていますので、これをお互いの県がそれ

ぞれ利用することは非常に大事だということで

ございます。それにつきましては、例えば、鹿

児島県民の方が宮崎の台北線を御利用いただく

ときには補助金を使っていただくとか、そうい

う取り組みもありまして、そういった形で双方

お互いに利用し合っていこうということを、鹿

児島県の交通部局とも連携しながら今話をして

いるところでありますので、その取り組みをさ

らに強くやっていきたいと思っております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

できるだけそういうような方向の中で、今後も

協議を重ねていただきまして、目的が達成でき

ますようにお願いをしておきたいと思います。

次に、農業・水産業の振興についてお伺いい

たします。

戸別所得補償制度についてであります。政権

交代の背景は、いろんな要素が絡み、決して単

一ではありませんが、民主党が示したマニフェ

ストが投票行動に大きく作用したであろうこと

は論をまたないところであります。問題は、マ

ニフェストに掲げられた政策の大半に疑問符が

つき、または変容しつつあることであります。

農政の分野では、戸別所得補償制度は、マニ

フェスト段階と大きく異なってきたケースの一

つであります。すなわち、その制度設計は、マ

ニフェストにいう農家の戸別の生産費と販売価

格の差額を補てんするものでなく、全国平均の

生産費と販売価格の差額を一律の固定価格で補

てんする仕組みとされ、米価が下落した場合は

その損失分も見るとされております。一律１

万5,000円となり、本県の販売価格が低い事態に

なれば、補てん額が不当に低いと感じる事態に

なるのではないか。また、収穫量による生産調

整を守ることができるのか、助成策による他用

途米は混乱を招かないのかなど、心配をいたし

ております。一見、これは農家に手厚い制度の

ように感じられますが、問題点はないのでしょ

うか。この制度で自給率向上や担い手対策は可

能なのでしょうか。そこで、農政水産部長に、

この制度の課題、本県の想定される影響等につ

いてお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国におきまし

ては、食料自給率の向上や水田農業の経営安定

を図るため、戸別所得補償制度を平成23年度に

導入することとしており、その円滑な実施に向

けまして、平成22年度はモデル対策を実施する

こととしております。このモデル対策につきま

しては、生産者の所得を補償していくという基

本理念とか、土地利用率向上のために二毛作に

も助成を行うといったことなど、評価できる点

もございますけれども、一方では、御指摘にも

ございましたように、全国一律の補償水準や交

付単価となっており、地域の実態を踏まえたも

のになっていないといった点、それから、米の

需給調整や米価への影響が不透明であるといっ

た点、さらには、水田農業の将来像や担い手に

ついての明確なビジョンが示されていないと

いったこと等の課題があるものと考えておりま

す。県といたしましては、これまでも、本県の

実情を踏まえた制度となりますように、再三、

国へ要望を行ってきたところでございますけれ

ども、今後はさらに、平成23年度の本格実施に

向けまして、国の動向を注視するとともに、モ
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デル対策の中で出てきます、これらさまざまな

課題を検証しながら、地域の実態を踏まえた制

度となるように、国に対してしっかりと訴えて

まいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 恐らくいろんな問題がある

んだろうというふうに思いますけれども、モデ

ルということでありますから、来年度実施され

るこのモデル事業をよく検証していただき、宮

崎県の実情に合った、あるいは現場の声という

ものが十分反映されるように、国に対して積極

的な要望をお願いしておきたいというふうに思

います。

次に、中山間地域直接支払制度についてであ

ります。農地は、耕作、管理されることで、洪

水の防止や水源の涵養、美しい緑の景観の提供

など、多面的な機能を発揮しております。この

多面的機能により、都市住民を含む多くの人々

の生命・財産や豊かな暮らしが守られておりま

す。しかしながら、中山間地等では、高齢化が

進む中、傾斜地が多いなど平地と比べ不利な面

が多いことから、耕作されずに放棄されていく

農地がふえつつあります。この制度は、中山間

地等で農業を続けて農地を保全し、多面的機能

を守っていくために大きな役割を果たしてまい

りました。平成17年度から５カ年でスタートし

た現在の第２期対策は、21年度で終了いたしま

す。この間の取り組みにより、耕作放棄地の発

生防止や地域集落活動の活性化などの成果が

あったとお伺いしております。現在、次期３期

対策の実施に向け、制度延長が検討されている

とお伺いしております。国における中山間地域

等総合対策検討会の議論等を踏まえ、新たな対

策の見通しについて、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 中山間地域等

直接支払制度でございますけれども、本制度に

つきましては、平成21年度において、本県で

約5,800ヘクタールの農用地を対象に取り組みが

行われておりまして、新たな耕作放棄の防止と

か集落営農の推進、さらには、集落の共同意識

の醸成などを通じて地域の活性化が図られるな

ど、集落からも非常に高い評価を受けていると

ころであります。しかしながら、本制度につき

ましては、本年度で第２期対策が終了しますこ

とから、これまで、国において制度の見直しが

検討されてきたところであります。その結果、

本制度を第３期対策として平成26年度まで継続

することとしまして、高齢農家の方々も安心し

て参加できるよう、集落の農用地を共同で支え

合う集団的サポート型の新設、あるいは、自力

での農業生産活動等が困難な近隣集落の農用地

の保全活動を支援する場合に、新たに交付金を

加算する制度を新設するなど、高齢農業者にも

配慮した取り組みやすい制度として、内容の充

実が図られたところであります。県といたしま

しては、今後とも、関係市町村と一体となりま

して３期対策を積極的に推進し、中山間地域の

農業・農村の振興に努めてまいりたいと存じま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

次に、畜産対策についてであります。肉用牛

肥育経営で非常に重要な事業となっております

肉用牛肥育経営安定対策事業、いわゆるマル緊

事業についてお伺いします。この事業は、素牛

の導入から肥育牛の出荷まで一定期間を要し、

素牛価格、枝肉価格の動向によっては肥育経営

の悪化が懸念されることから、国、生産者、県

による基金で、生産者の推定所得が家族労働費

を下回った場合に、その差額の８割を補てんす

るものであります。この事業は今年度が最終年
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度となりますが、この継続については、平成22

年度の畜産・酪農関連対策として、本日、国か

ら発表があると伺っております。次期対策の概

要について、現在把握しておられる内容を農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いました肉用牛肥育経営の所得の補てんを行い

ます肉用牛肥育経営安定対策事業、いわゆるマ

ル緊事業でございますけれども、これと、肥育

牛生産者収益性低下緊急対策事業、いわゆる補

完マル緊事業と言っておりますけれども、この

事業につきましては、平成21年度をもって事業

が終了することとなってございます。22年度か

らの次期対策につきましては、今お話ございま

したが、きょう、国のほうから対策が公表され

たところでございますけれども、その概要を見

ますと、この２つの事業を統合しまして、肥育

牛１頭当たりの粗収益が生産費を下回った場合

に、差額の８割を補てんするとともに、補てん

金の算定方法を全国一本化するとされていると

ころであります。県といたしましては、これま

でも、現在の肉用牛肥育経営の厳しい現状や地

域の実情を踏まえ、再生産が行える制度の構築

を要望してきたところでありまして、引き続き

次期対策の円滑な推進に努めてまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 マル緊事業についてであり

ますけれども、対策は継続されるとのことであ

りましたので、安心をいたしました。ところ

で、先ほどお聞きしましたマル緊事業と、肥育

牛生産者収益性低下緊急対策事業、いわゆる補

完マル緊事業が一本化されるとのことでありま

す。これまでの補完マル緊は生産者の負担があ

りませんでしたが、一本化されるとなると、生

産者の負担がふえるのではないかと危惧してお

ります。ただでさえ厳しい状況にある生産者に

対して、これまで以上に負担が増すことのない

ように要望をしておきたいと思います。

続きまして、牛肉の消費拡大対策についてで

あります。ただいま、マル緊事業の見込みにつ

いてお伺いいたしましたが、枝肉価格の低迷

や、依然として高い配合飼料価格等の影響によ

り、肥育農家の経営は大変厳しいものがありま

す。配合飼料価格は、発展途上国の経済成長な

ど外部の要因もあり、なかなか下がらないもの

と思われます。このことから、枝肉価格を上げ

ていくことが、肥育農家の経営安定、意欲の向

上に効果的であると思いますが、そのためには

消費の拡大が重要であります。そこで、消費拡

大の対策について農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県産牛肉の

消費拡大対策につきましては、従来から、「よ

り良き宮崎牛づくり対策協議会」などを中心に

して、新規店舗の確保対策とか、知事による

トップセールス等を積極的に展開してきた結

果、首都圏を中心に、常設販売店や指定店が着

実に増加しているところであります。また、県

内では、毎月29日を「肉の日」と位置づけまし

て、牛肉を含む県産食肉の消費拡大キャンペー

ンを、関係団体や食肉販売店などと一体となっ

て実施しているところであります。さらに、今

後の販路拡大を見据えた場合に、海外展開も必

要であるといったことから、宮崎牛を中心に、

アメリカ、香港に加えまして、昨年10月には、

全国に先駆けてマカオへの輸出を開始しており

まして、現在、次なる展開に向けての検討も

行っているところであります。県といたしまし

ては、消費が低迷している今こそ、関係機関・

団体と一体となりまして、消費拡大対策に積極
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的に取り組んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 牛肉の消費拡大対策であり

ますけれども、昨年の12月、自民党の２期生で

上海の状況調査に行ってまいりました。その中

で、デパートの食品売り場を見てまいりました

が、ここで見かける日本産品はリンゴとナシだ

けでした。中国は富裕層も多く、大きな市場で

ありますが、牛肉の輸出はできないと伺ってお

ります。仮に宮崎牛が輸出できるとなれば、価

格の上昇と需要の増大が期待できると思いま

す。そこで、19年度になりますけれども、副知

事も上海に行かれたとお伺いしておりますが、

上海の都市化を見られ、その購買力を見られた

ときには、かなりの販路も期待できるんじゃな

いかと思われたというふうに思うわけでありま

すが、牛肉の輸出解禁を促進するためにお考え

があれば、お聞きしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） まず、畜産物の輸出

制度についてでありますが、輸出国側における

家畜伝染病の発生状況などをもとにした輸出条

件を二国間で締結する必要があります。中国へ

の牛肉輸出につきましては、日本国内でＢＳＥ

が発生したことによりまして、平成13年９月以

降、停止されているところであります。その

後、日本国内でのＢＳＥ対策が徹底されている

ことが国際的にも認められてきておりますの

で、現在、国におきまして、中国との輸出条件

の締結に向けて積極的な働きかけを行っている

ところでありますが、中国当局からの回答はな

い状況にあると伺っております。御指摘のよう

に、経済発展が著しい中国につきましては、私

も実際参りまして、今後とも牛肉輸出の有望な

市場であると考えておりますので、県といたし

ましても、引き続き、国に対しまして輸出が可

能となるよう働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。よ

ろしくお願いをしておきたいと思います。

次に、葉たばこ対策についてであります。来

年度、たばこ税の大増税が予定されておりま

す。また、選挙前の話とは異なり、消費税引き

上げの検討が前倒しで行われるという報道もな

されておるようでありますが、まさに増税メジ

ロ押しといったところでしょうか。葉たばこ

は、1,670ヘクタールで栽培され、889名の耕作

者のいらっしゃる本県における重要な品目の一

つでありますが、耕作面積の大幅な削減が危惧

され、農業経営の維持が困難な状況となるばか

りでなく、耕作放棄地等が増加するなど、地域

農業への影響が懸念されるところであります。

今回のたばこ税の大幅な引き上げは、国民の健

康志向の高まりや引き上げ幅の大きさなど、過

去の引き上げよりも葉たばこ生産へのダメージ

が大きいのではと危惧しております。そこで、

農政水産部長に、生産者への影響についての見

解と生産者への対策についてお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回のたばこ

税の増税でありますけれども、１本当たり3.5円

程度、実質的な値上げは、消費税等を含めます

と、１本当たり５円程度になるということでご

ざいまして、過去の値上げ幅よりも大きなもの

が予定されておりまして、消費量の減少に伴う

耕作面積の削減が行われますと、葉たばこ農家

の経営等に、これまでにない大きな影響が懸念

されるところであります。このような中で、今

後とも、本県畑地帯の基幹作目としまして葉た

ばこ生産の振興を図っていくためには、ＪＴと

の契約栽培の中で選ばれる産地となることが大

変重要でございまして、需要に応じた高品質な
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葉たばこ生産に向けて、関係機関・団体が一丸

となって取り組んでいくことが、何よりも大切

であると考えております。このため、県といた

しましては、現在、たばこ耕作組合とＪＴが進

めております耕作技術再構築対策事業とも連携

を図りながら、品質の向上や安定収量の確保、

さらには省力化・低コスト化などの支援策に積

極的に取り組みまして、収益性の高い葉たばこ

産地づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 土地利用型の品目でもあり

ますから、よろしくお願いを申し上げておきた

いと思います。それから、平成22年度税制改正

大綱で、たばこ事業法を改廃し、新たな枠組み

の構築を目指すと記されております。たばこ事

業法は、葉たばこの全量買い取り制や葉たばこ

審議会制度など、耕作制度の根幹について規定

しております。たばこ作農家が、今後とも安心

して耕作に取り組むことができるよう、県とし

ても、たばこ事業法の堅持に向けて取り組みを

行っていただきますように要望しておきたいと

思います。

次に、水産業対策についてお伺いをいたしま

す。本県は、約400キロメートルの海岸線があ

り、油津、目井津、島野浦など23の漁港を有し

ております。平成19年の統計では、漁業種別漁

獲量では、近海カツオ一本釣りが２万8,193トン

で全国一、沿岸マグロはえ縄が2,461トンで、こ

れも全国一を誇っております。こうした状況に

ある本県の水産業でありますが、今月初めに行

われた漁業関係者の方々の宮崎市内でのデモ行

進に見られるように、その経営は大変厳しい状

況下にあります。平成21年12月末現在の漁獲実

績を見ますと、漁獲量及び漁獲収入とも大きく

前年を下回っております。カツオ一本釣りでは

漁獲量が7.8％の減、収入金額でいうと12％の

減、マグロはえ縄漁獲量は13.6％の増となった

ものの、収入は10.9％の減と、大幅な減少と

なっている状況であります。これは、諸外国に

よる赤道付近での大型まき網船を用いた漁業に

よる漁業資源の減少や、近年の流通市場の変化

による魚価の低迷が影響しているものでありま

す。そこで、国内外の大型まき網船による漁業

への対策を国に積極的に進言していくべきであ

ると思いますが、知事のお考えをお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 議員の御質問、御指

摘等は、きょう、朝日新聞の特集記事で掲載さ

れておりました。カツオ・マグロにつきまして

は、国際的な資源管理の対象となっております

が、中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦ

Ｃ）の調査では、カツオにつきましては、資源

水準は高位との評価がなされております。しか

しながら、本県の漁業者からは、昨年が過去に

ない不漁であったこと、漁獲されたカツオの多

くが小型であったことなどから、「大型まき網

漁業の大量漁獲により資源が減少している」と

の大変厳しい声が寄せられているところであり

ます。このため、私といたしましては、先般、

農林水産副大臣に対しまして、本県の基幹漁業

であるカツオ一本釣り漁業の重要性と厳しい現

状について説明するとともに、国内まき網漁業

と一本釣り漁業との業界間の調整、熱帯域にお

けるカツオ資源管理の強化についてお願いし、

御理解をいただいたところであります。今後と

も、まき網漁業による影響把握や資源の持続的

な利用の確保を図るとともに、カツオ一本釣り

漁業が安定的に継続できるよう、引き続き国に

働きかけてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。
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知事が、国のほうにも副大臣を通じて働きかけ

をいただいておるということでありまして、漁

業者の皆さん方も喜んでおられると思いますの

で、解決に向けてさらに御努力をお願い申し上

げておきたいと思います。

それから、新たな燃油対策についてでありま

すけれども、燃油価格については、一昨年の異

常な高騰から比較すると、最近、落ちつきを見

せてはいるものの、まだまだ高値であると言

え、この点からも漁業経営は厳しい状況が続い

ていると言えます。そこで、この観点からの対

策として、新たな燃油対策を講じる考えはない

か、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 燃油は、操業コスト

に占める割合が高く、その価格動向によっては

漁業経営に大きな影響を与えるものでありま

す。このため、県といたしましては、これまで

も、グループ操業による漁場探索の効率化への

支援や、漁場の選択が容易になる水温や海流情

報等をリアルタイムに提供するサービスの実

施、魚の群れを集めるための浮き魚礁の設置な

どによる操業コストの削減対策に取り組んでき

たところであります。また、昨年９月には、燃

油高騰などにより資金繰りが悪化した経営体に

対して、県の利子補給による低利融資を行う40

億円の緊急的な資金対策を講じたところであり

ます。さらに、本議会には、補正予算といたし

まして、この利子補給金の融資枠の増額を、ま

た、来年度予算といたしまして、カツオ一本釣

りにおける効率的な操業を確立するための予測

システムの実用化事業や、沖縄周辺海域への浮

き魚礁の整備などをお願いしているところであ

ります。新たな対策につきましては、今後の燃

油価格の動向や漁業経営の状況、さらには国の

対策などを踏まえながら検討する必要があると

考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

そこで、知事にお伺いいたしますが、今後の

状況次第では６月議会あたりで対応していただ

けるというふうに理解をしてもよろしいでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 先ほどもお答えした

とおり、今後の動向や国の対策なども踏まえな

がら、必要な措置について検討する必要がある

ものと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういうふうに期待をしておきたいと思います。

次に、県土整備行政についてであります。

高速道の整備状況についてお伺いをいたしま

す。新聞報道によりますと、ことし９月末に開

通予定でありました東九州自動車道高鍋インタ

ーチェンジから西都インターチェンジ間が、８

月の盆時期に前倒しをして開通する見通しであ

り、また、来年３月末に開通予定の門川インタ

ーチェンジから日向インターチェンジ間も、こ

とし12月末までに開通する見込みのようであり

ます。一刻も早く、県民の悲願である東九州自

動車道が全線開通に向けて進むことは何よりで

あります。しかしながら、国の公共事業削減に

より、新規着工は認めないことや、真に必要な

道路事業に重点化するとともに、事業効果の早

期発現の関連から、開通時期が近いもの、事業

年数が短いものを優先することとされ、東九州

自動車道の南側、特に北郷―日南間は２～３億

円となり、とても工事ができる金額ではなく、

事実上工事がストップする状況となります。ま

た、九州横断自動車道についても、北方延岡道

路が１～３億円と、こちらもまた、実質的に工

事がストップすることになります。今後、高速

道路網整備については、国幹会議にかわる新た
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な仕組みづくりがなされることになるでしょう

が、今後、整備促進に向けた取り組みはどうな

るのか。特に、九州横断自動車道の高千穂―山

都間、東九州自動車道の日南―志布志間におい

ては、基本計画のまま、整備の道筋すら見えて

いない区間もあります。今後、高速道の整備促

進に向けてどう取り組むのか、知事にお伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 東九州自動車道を初

めとする県内高速道路の整備促進につきまして

は、県政の最重要課題として幾度となく要望を

行うなど、積極的に取り組んできたところであ

ります。昨年11月に、国土交通省より平成22年

度の事業計画が示された後も、直接、国土交通

大臣にお会いし、本県の実情を訴え、予算の確

保などについて強く要望してまいったところで

あります。しかしながら、この２月に国土交通

省から示された平成22年度予算のいわゆる仮配

分には、要望してきた内容は十分には反映され

ておらず、東九州自動車道の県南地区や九州横

断自動車道延岡線につきましては、前年度を大

きく下回る区間があるなど、不満に思っている

ところであります。本県は、全国的にも社会資

本整備のおくれが顕著で、地域間競争のスター

ト台にすら立てない状況にあり、高速道路の整

備は急務と考えておりますことから、県といた

しましては、政府を初め関係機関に対して、整

備の進捗が今以上におくれることのないよう、

必要となる予算の確保、特に整備のおくれた地

方への重点配分について、さらには、整備のめ

どさえ立っていない基本計画区間の早期事業化

について、県議会を初め、地元や経済界等とも

連携しながら、県民一丸となって、引き続き強

く訴えてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 まさしく知事のおっしゃる

とおりでありますし、我々もそういう気持ちの

中で取り組んでいかなくちゃいけないというふ

うに思います。本県は、高速道路などのインフ

ラ整備をまずきちっとやることが大事だろうと

いうふうに思いますから、ともに頑張っていき

たいと思います。ありがとうございます。

それから、道路整備でありますけれども、今

後の取り組みについてということで、御案内の

とおり、本県の道路整備は全国平均を大きく下

回っております。高速道路の供用率は、平成21

年12月１日現在で、本県は九州で最下位の42％

であり、全国平均にも遠く及びません。また、

平成20年４月現在で、国道の整備率は全国平

均91.3％に対して80％、全国44位、県道は全国

平均67.5％に対し56.5％、全国37位であり、い

ずれも九州最下位であります。本県は、鉄道等

の交通網の整備が十分ではない中、道路整備が

立ちおくれ、県内外への移動に多くの時間を費

やすことは、県民にとって大きな損失になると

同時に、本県企業にとりましても過大なコスト

負担を強いられることになり、諸産業の振興に

大きな障害となっております。改めて言うまで

もありませんが、国県道は、地域経済に直結し

た、県内各地を結ぶ物流、交流のための基幹道

路であるとともに、通勤・通学、買い物等の生

活活動や、災害時における避難・輸送、救急医

療施設への搬送など、県民生活に非常に密着し

ており、まさに命の道であり、その維持整備は

大変重要であります。そのために、今後も計画

的な整備と改良を継続して行う必要があると思

います。このような中、平成15年度に宮崎県の

中長期道路整備計画が策定され、県内１時間構

想の早期実現を目指して、効率的・重点的な整

備が図られておりますが、道路特定財源の一般

財源化や公共事業費の大幅削減など、道路整備
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を取り巻く状況が大きく変化しております。そ

こで、この宮崎県の中長期道路整備計画の見直

しにどのように取り組んでおられるのか、県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 中長期道路整

備計画につきましては、前回の策定から６年が

経過する中で、市町村合併が進んでいることに

加えまして、道路特定財源の一般財源化や県内

の高速道路の供用目標の公表など、諸情勢が大

きく変化しておりますことから、平成21年度よ

り本格的な見直しに着手をしているところでご

ざいます。今回の見直しにおきましては、これ

らの変化に対応するため、今後の道路整備に関

する考え方として、道路の中長期的な将来像や

その実現に向けての基本姿勢を示すとともに、

選択と集中を踏まえた計画となるよう取り組ん

でいくこととしております。内容としまして

は、現在の計画の産業、地域、暮らしを支援す

る道づくりという基本方針の継続性を確保する

とともに、取り組むべき方向性を明確にし、平

成23年度を初年度とする中期５カ年、長期10カ

年の計画期間としたいと考えているところであ

ります。その検討に当たりましては、県民の皆

様や企業等へのアンケートによりニーズを把握

するとともに、県内の有識者の方々で構成する

懇談会を設置し、御議論をいただいているとこ

ろでありますが、今後の検討につきましては、

国の公共事業予算の削減など、道路整備を取り

巻く状況の変化を踏まえるとともに、現在検討

中の県の次期総合計画との整合も図りなが

ら、22年度末までに策定したいと考えていると

ころでございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。県

民の皆さん方が喜んでいただくような形の中で

早急にお願いをしておきたいと思います。

次に、港湾の整備についてお伺いをいたしま

す。細島港大規模岸壁の整備が話題となってお

りますが、本県の港湾整備についての考え方を

お尋ねいたします。本県の港湾は、宮崎港、細

島港、油津港の３つの重要港湾を初め、延岡港

や福島港などの12の地方港湾があります。重要

港湾である３つの港湾計画を見てみますと、宮

崎港は、宮崎県県央部あるいは南九州における

流通拠点、アジアとの間の物流需要に対応でき

るための港湾、細島港は、東九州地域における

流通・物流拠点として、外内貿物流機能の充実

を図る、いわゆる外貿の拠点の港湾、そして油

津港は、県南地域だけでなく、南九州地域にお

ける流通拠点の港湾という位置づけがなされて

おります。しかしながら、国の来年度予算で

は、港湾整備については、国際競争力の強化、

地域の活性化、安全・安心の確保という政策課

題に対して、横浜や神戸などのスーパー中枢港

湾を重点的に整備し、重要港湾の103港から40港

を選定し、新規の直轄事業はこの港湾に限ると

なっております。この40の重点港湾につきまし

ては、地域拠点性や貨物取扱量実績による絞り

込みを行っているように伺っております。本県

の港湾整備、特に３つの重要港湾を将来的にど

う位置づけていき、また、国に対して、40港の

中に選定されるためにどのような取り組みを行

われるのか、県土整備部長にお願いいたしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県の重要港

湾につきましては、議員のお話にありましたと

おり、県北の細島港は、九州の扇のかなめに位

置しており、外国貿易を含む東九州の物流拠点

港として、また、県央の宮崎港は、宮崎の海の

玄関口であり、フェリーを中心とした南九州の

物流拠点港として、さらに県南の油津港は、県
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南地域の物流拠点港として位置づけているとこ

ろでございまして、それぞれの地域の産業や経

済を支える港として重要な役割を担っていると

ころであります。したがいまして、今後とも各

港湾の特徴を生かしながら、必要な施設の整備

やポートセールスによる利用促進を図ってまい

りたいと考えております。

また、直轄事業の新規着手の対象となります

重点港湾の選定につきましては、国が地域の拠

点性や貨物取扱量により絞り込みを行うことに

なっておりますが、県としましては、施設整備

の必要性や緊急性も勘案した上で、今後の高速

道路網の整備や企業進出による貨物量の伸びな

ど、拠点性の高まりを訴えながら、本県の重要

港湾が重点港湾に選定されますよう、国に強く

要望してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、箇所づけの事前通知についてでありま

す。国が所管する個別の公共事業の予算配分

額、いわゆる箇所づけを、予算審議が始まった

直後に、民主党が、都道府県連を通じて各地方

自治体に通知をしていた問題が明らかになりま

した。こういった時期に箇所づけの報告が一部

の関係者に通知をされるということは、過去に

行われたことはありません。これは国会の予算

審議を無視するものであり、民主党による国家

予算の私物化だと言わざるを得ませんが、今回

の箇所づけ情報の事前通知問題について、知事

はどのように考えられるか、お聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 県に対しましては、

２月９日に国から、来年度の直轄事業の仮配分

について説明があったところであります。内容

としては、まだ決定事項ではなく、変更もあり

得るとした上で、公共事業関係費が対前年度比

約15％減額となったほか、都道府県の直轄事業

負担金のうち、人件費などの業務取扱費の負担

がなくなったこと、また、全体としては、宮崎

県分は概算要求時と大きく変わっていないこと

などの説明があったところであります。しかし

ながら、先ほども申し上げましたとおり、例え

ば、東九州自動車道の県南地区や九州横断自動

車道延岡線などで前年度を大きく下回る区間が

あるなど、不満の残る内容でありまして、最終

的には、その予算配分の基準等の考え方を明確

にしていただきたいと考えております。地域間

競争が激しくなる中、本県のように社会資本整

備のおくれている地方に重点的に配分がなされ

るよう、今後とも、県議会を初め地元市町村や

関係団体とも連携しながら、国へ強く訴えてま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 知事も答えづらいんだろう

というふうに思いますけれども、私が聞いてお

るのは、予算成立前に大っぴらに仮配分あるい

は箇所づけが通知された、これは利益誘導に見

えるわけでありまして、この問題について率直

にどうお考えかということで、再度御答弁をお

願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 仮配分の通知につい

ては、私は直接は伺っておりません。正式には

国交省のほうからの説明があったという認識で

おりまして、その国交省の仮配分についての通

知が、直接、利益誘導等々のものに直結すると

いうことは、私は認識しておらないところであ

ります。

○押川修一郎議員 ちょっとかみ合いません

が、我々も、新聞、テレビ報道でありますか

ら、よくはわかりませんけれども、予算審議が

始まった直後に、民主党が都道府県連を通じて
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各地方自治体に通知をした問題が明らかになっ

たということでありまして、この時期に箇所づ

けの報告が一部の関係者に通知をされるという

ことは、過去になかったことであります。これ

は国会の予算審議を無視するものであり、民主

党による国家予算の私物化じゃないかというふ

うに私は思うから、このことについて知事はど

うお考えですかということです。箇所づけとか

そういうものの意味じゃなくて、こういう報道

に対してどう思われるかということで、お考え

があればお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 何度も申し上げます

とおり、その過程よりも、その配分額がどうい

う過程で、どういう公平な基準で、ルールで配

分されたのかというほうが重要なわけでござい

まして、それを明らかにしていただきたいと

思っております。

○押川修一郎議員 わかりました。これは一方

通行になりますから、なかなかでありますけ

ど、今後、こういうことが大っぴらにいろんな

ところで出てくると困るようなことが出てくる

のではないか。我々宮崎県においては、おくれ

ているところにもっといろんな配分というのが

欲しいわけでありますけれども、これが力関係

によって差が出てくるようなことになってくる

と困りますので、そういうことについては、き

ちんと知事のほうからも国に働きかけをしてい

ただきますようにお願いをしておきたいと思い

ます。

次に、県立病院の経営のあり方についてであ

ります。

21年度決算見込みについて。病院局では、平

成18年８月に、22年度までの５カ年の計画とす

る中期経営計画が策定され、現在まで着実な経

営改善を進めてこられました。一方、県立病院

では、医師不足問題等による厳しい状況の中、

地域の医療を守るなど一定の役割を果たしてい

ます。経営改善と医療の確保という両立の困難

な課題に対し、成果が求められるものでありま

すが、今年度の病院事業の決算見込みについ

て、病院局長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 今年度につきま

しても、議員御指摘のとおり、平成18年度の中

期経営計画策定以来続けてまいりました計画目

標の達成を継続できるように、新たな施設基準

の取得や、宮崎病院、日南病院における診療報

酬の包括請求方式でありますＤＰＣへの移行等

により、収益の確保を図る一方で、医療器械や

薬剤等の共同購入、あるいは材料費の節減など

徹底した経費削減に取り組んできたところでご

ざいますが、全体的な患者数の減少や、延岡病

院の医師不足による休診等の影響により、平

成21年度決算は14億円程度の赤字になるものと

いうふうに見込んでおります。

○押川修一郎議員 大変な赤字が発生しておる

わけでありますけれども、いろんな努力はして

いらっしゃるというふうに思いますけれども、

改めて経営のあり方の中で質問を続けていきた

いと思います。

医療の分野で安全と安心は、県民と行政が一

丸となって取り組むべき課題の一つでありま

す。今年度、病院局では、経営形態のあり方に

ついて、民間委員を中心に委員会を立ち上げて

検討を進められ、去る12月に報告書をまとめら

れたことは、大変意義のあることと評価するも

のであります。まず、この委員会を通じての議

論は、多くの県民に、県病院の民営化もあり得

ること、つまり、現在のあり方が当然ではない

ことを知ることができ、どうすればよりよい形

になるのかを考えるきっかけとなったものと思
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います。結論は、経営努力を進めながら現在の

経営形態を引き続きとることとなったようであ

りますが、本県の医療事情全般からは妥当な方

向性であると考えます。そこで、報告書に取り

上げられた魅力ある病院づくりの推進につい

て、具体的にどのように取り組まれるのか、病

院局長にお伺いいたします。また、経営改善の

さらなる推進を掲げられております。赤字対策

としての経営改善は当然のことでありますが、

職員のモチベーションの維持もあわせて病院局

長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） まず、魅力ある

病院づくりの推進についてでございますが、県

立病院が、今後とも県民の皆様の期待にこた

え、その使命と役割を果たしていくために、県

民の皆様に信頼され、職員が誇りと自信を持っ

て働ける病院づくりを目指すものでございま

す。このため、医師など医療スタッフの確保、

患者さん本位の医療の提供、地域の医療水準向

上への貢献などに取り組んでまいりたいと存じ

ます。

また、経営改善のさらなる推進につきまして

は、職員一人一人が主体的に経営改善に取り組

んでいく環境づくりを進めますとともに、職員

の士気を高めるシステムづくりや、風通しのよ

い組織づくりを進めてまいりたいと、このよう

に考えております。このため、平成22年度は、

これまでの取り組みに加えまして、医師の負担

軽減を図るために、臨床工学技士を増員した上

で、各病院に臨床工学科を新たに設置するほ

か、救急医療体制確保対策手当の創設や、女性

医師等の勤務環境改善などに取り組むこととし

ております。以上でございます。

○押川修一郎議員 なかなか大変なものもある

というふうに思いますけれども、職員の皆さん

方も一緒になってやっていこうというような気

持ちで、新たなこのつくりの中で努力をしてい

ただけたらありがたいというふうに思うところ

であります。

次に、教育行政についてであります。

学力テストについて伺います。我が国の教育

は、昭和40年代の高度成長期に、知識詰め込み

受験教育と批判され、平成10年代にゆとり教育

路線に転換したとされています。知育を軽視し

た結果、学力低下という事態を招き、中教審に

おいても、学習指導要領を改め、ゆとり教育か

ら確かな学力の向上に転換する方針に見えると

ころであります。中教審小学校部会では、総合

的な学習の時間を３分の２程度に減らし、国語

や算数など５教科の授業時間を約１割ふやすな

ど、学力重視の方向を打ち出してきています。

本来、知育は、知覚や記憶力、判断力などを相

互に関連させ、物事を正確かつ合理的に把握・

処理する能力を育て、かつ知識を豊かにする教

育であって、教育の基礎であり、最重要とされ

るべきものであります。平成19年４月に43年ぶ

りに全国学力・学習状況調査が実施されました

が、知育における競争導入の一つの手段として

有効であると期待されたところであります。

ところで、来年度以降の学力テストでありま

すが、報じられるところでは、悉皆、すなわち

全国調査ではなく、抽出による一部校による実

施が計画されております。人件費などの一定経

費を要することは理解していますが、本県のよ

うに地理的・資源的にハンディを有する県が他

県に伍して成長していくためには、教育は基本

であります。学力をつけることで人材を育てる

努力を惜しむべきでないと考えます。そこで、

本県の調査への参加状況について教育長にお伺

いいたします。
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○教育長（渡辺義人君） 平成22年度の全国学

力・学習状況調査につきましては、抽出調査で

実施されることになりましたが、その対象とな

らなかった学校につきましても、設置者である

市町村等の希望によりまして、国から調査用紙

を無償で提供を受け、利用できるようになって

おります。県内の市町村立の小中学校につきま

しては、186校が抽出調査の対象になっており、

それ以外のすべての学校も、設置者の判断に基

づき、希望利用方式により本調査を活用する意

向であります。なお、県立学校につきまして

は、４校が抽出調査の対象となり、それ以外の

学校につきましては、すべて希望利用方式によ

り本調査を活用することにいたしております。

以上です。

○押川修一郎議員 希望利用方式によりまし

て、すべての学校が今回は調査ができるという

ことの理解でよろしいでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） ちょっと言葉足らず

のところがあったかと思いますが、抽出調査の

対象校については、すべて承諾の上で調査に参

加をすると。それから、抽出調査の対象となら

なかった学校については、市町村に意向確認し

ましたところ、希望利用方式を使ってやるとい

う意向のようであります。以上です。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。次

に、特別支援学校高等部整備についてでありま

す。県の平成22年度予算案には、障がいのある

方たちの親や子にとって大変喜ばしい予算が示

されております。長年の悲願でありました高等

部の開設に向けて約４億3,000万円という大きな

予算が計上されており、厳しい財政事情の中で

御苦労があったことを推察し、知事を初め、関

係各位に感謝申し上げたいと存じます。自民党

では毎年、障がい者団体の代表の方々、御父兄

の方々と意見交換、研修会を開催いたしてきて

おります。こうした中で第一番目に出る話が、

特別支援学校の高等部の設置要望でありまし

た。研修会の折に、障がいのある人の親と子に

立ちはだかる４つのハードルというお話を、障

がい者関係団体の会長さんがお話になっており

ます。この話を要約して御紹介をさせていただ

きたいと思います。１番目のハードルは、子供

に障がいがわかったとき、親は驚き、なぜ私だ

けがこんなことと言葉を失う。２番目のハード

ルは、小学校に入学のとき、希望の学校に入れ

ないもどかしさと苦しみがある。３番目のハー

ドルが、学校を卒業し、次の進路を決めると

き、選択肢も少ない中で仕事につけてやりたい

という苦しみ。４番目のハードルは、親が年を

重ねていき、障がいのある我が子の行く末を案

じる毎日となることと、大変考えさせられるお

話であります。社会的弱者に手を差し伸べ、可

能な自立を手助けすることは、文明社会の英知

であります。今後の特別支援学校の整備方針、

こういう声を聞かれて、意気込みについて知事

にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、障がいのある

子供たちの自立と社会参加を推進する上で、小

学部から高等部まで、それぞれの地域で一貫し

た教育を実施することは大変重要であると認識

しております。御質問にありました高等部の設

置につきましては、私自身、たびたび保護者や

関係団体の皆様より直接、切実な思いを伺って

きたところでありまして、現在、特別支援学校

高等部設置事業におきまして、未設置校４校の

高等部の設置に係る所要の整備を進めていると

ころであります。なお、このうち、みなみのか

ぜ支援学校高等部につきましては、本年４月に

開設いたします。今後の特別支援学校の整備に
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つきましては、教育委員会が策定した宮崎県特

別支援学校総合整備計画に基づき、本県の財政

状況等も踏まえながら、段階的に進めてまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひよろしくお願いをしておきます。

次に、警察行政についてお伺いをいたしま

す。

まず、青少年、特に高校生の薬物対策につい

てお尋ねします。最近の薬物乱用状況は、昨年

の有名タレントの逮捕など、社会への広がりが

明らかになり、大きな衝撃を与えておるところ

であります。平成10年１月に警察庁が、第３次

覚せい剤乱用期にあると宣言して10年以上経過

しています。次世代を担う青少年にまで薬物汚

染が拡大し、深刻な事態であると指摘したこと

が、よそごと、つまり、東京などの都会の話で

ないことを昨年の報道で県民は知るところであ

ります。本県の高校生の意識調査において、

「興味がある」「機会があれば手にしたい」な

どの回答が見られたところであります。かなり

の数の使用実態があるのではと感じております

が、未来を担う青少年に薬物汚染が広がること

がないように祈らずにはおられません。そこ

で、県警本部長にお伺いいたしますが、青少

年、高校生に対する対策の現状と、この問題の

教育委員会など関係機関との連携はどうなって

いるのか、お尋ねをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） まず、薬物事犯

の検挙状況についてでございますけれども、全

国的には、５年前の平成17年中は、１万5,803人

を検挙し、うち少年が665人で、全体の約4.2％

を占めておりましたけれども、平成21年、昨年

中は、１万4,992人のうち、少年の検挙は482人

で、約3.2％と減少しております。本県におきま

しては、平成17年中は、検挙総数107人で、うち

約4.7％に当たる５人が少年という状況でありま

したけれども、昨年、平成21年中は、総数89人

の検挙の中で少年の検挙はございませんでし

た。

また、青少年に対する薬物乱用防止対策でご

ざいますけれども、昨年中は、教育委員会や学

校と連携をいたしまして、薬物乱用防止教室

を146校、約３万2,000人の児童生徒に対して実

施をしておりまして、さらに、大麻、覚せい剤

などの乱用防止を目的としたポスター約1,600枚

を、公共交通機関や公民館、学校等公衆の目に

触れやすい場所へ掲示するなど、広報啓発活動

等を推進しているところであります。今後と

も、我が国の将来を担う青少年を薬物汚染から

守るために、教育委員会を初め関係機関などと

連携を図りながら、諸対策を強力に推進してま

いる所存でございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

思っていた以上に、高校生を初め青少年のそう

いったものがないということでありまして、

ほっとしているところであります。

次に、サイバー犯罪についてであります。昨

今では、パソコンが生活の一部となっておりま

す。今や、インターネットなどは、経済活動の

根幹を担っているものと言っても過言ではあり

ません。そこで、当然のことながら、広くコン

ピューターを利用した犯罪をサイバー犯罪と定

義すれば、相当数の件数に上るのではないかと

懸念いたしております。また、今後さらに増加

が懸念されるところであります。特に、インタ

ーネット利用による不当請求や身に覚えのない

代金請求などは、パソコンを利用し始めたばか

りの青少年や高齢者に多発することが心配され

るところであります。そこで、サイバー犯罪の
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現状、最近の傾向、また、その対策について県

警本部長にお伺いいたします。また、学校現場

での取り組みについて教育長にお伺いをいたし

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察では、コン

ピューターやインターネット等の情報通信技術

を悪用した犯罪を、サイバー犯罪と定義いたし

まして、取り締まり等を行っているところでご

ざいます。

まず、現状等でございますけれども、平成21

年中の検挙件数は25件で、前年と比較して７件

の減少であります。その内訳でございますけれ

ども、詐欺が13件、脅迫、青少年育成条例違

反、商標法違反がそれぞれ３件等となっており

ます。この中で、18歳未満の青少年が被害者と

なっているものは、青少年育成条例違反の３件

でありまして、高齢者の被害はございません。

主な特徴でございますけれども、ネットオーク

ション利用の詐欺が10件で、前年と比較いたし

まして４件の増加となっております。また、出

会い系サイトを利用した犯罪は２件でありまし

て、前年と比較して12件減少となっておりま

す。この中に18歳未満の青少年が被害者となっ

たものはございません。

次に、対策でございますけれども、インター

ネット上にあります違法・有害情報を取り締ま

るためのサイバーパトロールの強化を初め、学

生等を対象といたしましたサイバーセキュリ

ティカレッジの開催、さらに、テレビやラジオ

等のメディアを利用しての広報啓発活動などを

行っているところでございまして、今後とも､違

法・有害情報の取り締まり・排除、サイバー犯

罪の被害防止を図るための広報啓発活動等、諸

対策を推進してまいる所存でございます。

○教育長（渡辺義人君） 学校におきまして

は、情報に関する教科や総合的な学習の時間な

どで、インターネットや携帯電話利用に関する

危険な側面や犯罪被害の事例を紹介するととも

に、児童生徒が被害に遭わないための具体的な

指導を行っております。県教育委員会といたし

ましては、本年度に立ち上げました「ネットい

じめ対策推進事業」の中で、有害サイトの情報

収集や被害相談に応じる「目安箱サイト」を開

設したり、学校、ＰＴＡ、警察等、関係機関を

交えた対策会議や、子供、保護者、教師を対象

とした講習会を実施したりするなどして、諸問

題の解決や情報モラルの向上に努めているとこ

ろであります。今後とも、インターネットや携

帯電話利用にかかわるトラブルや犯罪から子供

たちを守るために、実態把握に努めますととも

に、学校や家庭、関係機関が一体となった取り

組みを推進してまいりたいと考えております。

以上です。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

今後も、青少年の育成のために連携をよろしく

お願いいたしまして、すばらしい青年が育つよ

うにお願いをしたいと思います。

以上をもちまして、代表質問のすべてを終わ

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

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時７分散会

平成22年２月24日(水)


