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◎ 代表質問

○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、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、自

由民主党県民の会、水間篤典議員。

○水間篤典議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党県民の会を代表いたしま

して、御質問を申し上げたいと思います。

バンクーバー冬季オリンピックも残すところ

４日となったようでございますが、きょうは、

真央ちゃん対キム・ヨナ、日韓対決あるいは頂

上決戦というような話でございまして、今、我

が国で日航の経営破綻や、あるいはトヨタのリ

コール問題、政権交代後、繰り返される政治と

金の問題を初め、余り明るい話題はない中で、

本当に久しぶりに日本が沸いたのが男子フィ

ギュアの髙橋選手のメダル獲得でありました。

日本の選手の頑張りに、すばらしい感動を与え

ていただきました。この選手たちは、大会本番

のわずかな数分、数秒のために、この４年間、

想像もつかない厳しい練習を積み、１年目より

２年目、２年目より３年目と負荷を上げなが

ら、みずからの限界に挑戦をしながら本番に臨

んでいるわけでありまして、私は、その姿は何

かしら知事にダブって見えるのであります。知

事は、４年目のことしを仕上げの年とされてお

ります。次の４年目について、さきの定例会見

で、また昨日の質問でも、９月ごろの表明が順

当であろうというような表現でありまして、仮

に選挙日が年内になってもそうなのか、いつご

ろ表明をされるのか、また国政についてはおあ

きらめになったのか、ひとつお聞かせをいただ

きたいと思います。

次に、財政見通しについてであります。

国の平成22年度予算案につきまして、現在、

国会において審議中であります。予算編成過程

を見ましても、政権交代を実感させるものでも

あります。昨年秋の政権交代後、前政権が決定

した概算要求基準、いわゆるシーリングの撤

廃、概算要求の見直しに始まり、前政権で編成

した補正予算の執行停止、政府への陳情窓口の

一本化、無駄な事業の洗い出し作業である行政

刷新会議の事業仕分け、そして財務省原案の廃

止など、政治主導を印象づけるものでもありま

す。一方で、世間の注目を集めました事業仕分

けにいたしましても、政権の高支持率に寄与は

したものの、公益法人等の基金、いわゆる埋蔵

金の返納１兆円と、各省の要求削減１兆円を合

わせた２兆円にとどまるなど、当初想定したほ

どの財源は捻出できなかったのではないかと

思っております。また、政府への陳情窓口一本

化にいたしましても、地方の声が果たして国政

に届くのかとか、必要な事業が予算に反映され

るのかといった懸念も出ていたところでありま

す。現在、公共事業の箇所づけの問題など、予

算編成過程の透明性、公平性の問題が提起され

ているところでもあります。

さて、そのような経緯を経て編成された、政

権後初の予算となる平成22年度の予算案であり

ますが、その歳出総額は、政権公約、いわゆる

マニフェストに掲げる各種の施策を盛り込んだ

結果、92兆2,992億円と過去最大の規模となった

のであります。一般歳出53兆4,542億円の内容を

見ますと、「コンクリートから人へ」の基本理

念のもと、公共事業関係費を18.3％減とする一

方、子ども手当などを内容とする社会保障関係

平成22年２月26日(金)
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費は9.8％の増、高等学校の実質無償化などを内

容とする文教及び科学振興費は5.2％増となるな

ど、前年までとは大きくさま変わりをしたので

あります。また、地方交付税交付金について

は17兆4,777億円が計上され、地方に配分される

段階、いわゆる出口ベースでは前年度比で１

兆1,000億円の増額となるようであり、景気低迷

のもとで財政難にあえぐ地方の声に一定の配慮

もなされたようであります。一方、その財源を

見ますと、埋蔵金など税外収入を10兆円以上積

み上げたものの、新規国債の発行が過去最大

の44兆3,030億円、深刻な景気低迷を反映して税

収は37兆3,960億円となり、戦後初めて、当初予

算段階で新規国債発行額が税収を上回る逆転現

象が生じたのであります。この結果、国と地方

を合わせた長期債務残高は862兆円程度、国内総

生産（ＧＤＰ）の1.8倍に達する見通しで、先進

国では類を見ないほどの財政悪化が進んだので

あります。そこで、お尋ねをいたします。国の

平成22年度予算における地方財政対策につい

て、知事はどのようにお感じになったのか、お

伺いをいたします。

次に、県の予算についてであります。

平成22年度予算は、知事にとりまして、第１

期の４年目、最終年度の仕上げとなる予算であ

ります。これまでマニフェストに掲げられた施

策の実現に邁進をされ、子育て支援、観光振興

や入札制度改革などで成果を上げられたところ

でありますが、一方で、雇用や企業誘致ではも

う一歩といったところではないでしょうか。そ

こで、「ひかり輝く宮崎の未来へ～県民総力結

集予算」と銘打った県の平成22年度一般会計予

算は、県税収入が落ち込む中、国からの臨時的

交付金を原資とする基金の活用や地方交付税の

増額などにより、歳出総額5,773億円余、前年度

比2.6％増の積極型の予算を組まれました。社会

保障関係費の伸びや、国の景気・雇用対策、公

共事業費削減などの施策を受けて、初めて民生

費が土木費を上回るなど、「コンクリートから

人へ」の影響は県予算においても見られるよう

であります。県政の直面する課題に対応するた

め、緊急的な課題に対応するものとして、雇用

確保・就業支援、地域医療再生など、６つの重

点施策を掲げ、選択と集中により重点的な措置

を講じられるとのことであります。知事にとっ

て１期目の仕上げとなる平成22年度予算におい

て、知事の考えを十分に盛り込むことができた

のか、また予算編成においてどのような点に苦

労し、苦心をされたのか、お尋ねいたします。

今回の予算編成では、財政改革プログラムに

基づき、経費節減や歳入確保等の取り組みを徹

底するとともに、各種基金の活用や地方交付税

の増額などにより、財政調整のための基金の枯

渇という事態を回避するとともに、後年度に地

方交付税で措置される臨時財政対策債を除きま

すと、県債発行額は前年度比11.1％の減、県債

残高は4.4％の減と、財政健全化にも鋭意取り組

まれているようでもあります。しかしながら、

現下の景気低迷による県税収入の減は今後も続

くものと見込まれ、また今年度は、確保された

地方交付税や臨時財政対策債も国の動向に左右

されるなど、今後の財政状況は予断を許さない

ものと考えられます。そこで、総務部長にお尋

ねをします。今回の予算により、財政改革プロ

グラムに基づく取り組みをどのように進められ

たのか、お伺いをしておきます。

次に、子育て支援対策についてであります。

子育て支援につきましては、平成22年度の予

算編成において、将来的な課題への対応という

ことから、重点施策の一つに掲げられているよ

平成22年２月26日(金)
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うでありまして、この子育て支援は、平成20年

から重点施策として位置づけられました。ま

た、福祉保健部内に「こども政策局」を設置

し、対策が講じられているところでもありま

す。合計特殊出生率につきましては、平成17年

の1.48から20年には1.60と、伸びてはきている

ようであります。しかし、県が20年に実施しま

した「結婚・子育て意識調査」では、依然とし

て子育てに関する不安や負担感を感じている県

民の割合が高く、その内容といたしましては、

「子育てにお金がかかる」「子供との接し方や

しつけの方法が正しいかどうかという不安があ

る」といったものが上位を占めたのでありま

す。県においては、このようなアンケート結果

をもとに、今後５年間の子育て支援対策の基本

ともなる次期の次世代育成支援行動計画案の策

定作業に取り組み、今回の議会に提案されてい

るようであります。次期の次世代育成支援宮崎

県行動計画において重点的に取り組む施策と、

そのため初年度ともなる平成22年度は具体的に

どのように取り組んでいくのか、あわせて福祉

保健部長にお尋ねをします。

次に、雇用の安定確保に対する考え方につい

てお尋ねをいたします。

今、我が国の喫緊の課題は、まさに景気回復

と雇用であります。特に、産業基盤の弱い本県

のような地方にとって、昨今の厳しい経済情勢

では、働く場を安定的に確保していくことは至

難のわざであります。県民生活を守るという観

点から見る場合には、それだけ重要な問題と思

うのであります。働く場が確保されて初めて、

県民の生活が成り立つわけであります。将来を

含めた生活の見通しを持てるようにすること

が、県民が安心して暮らせる基本的な条件であ

ります。このため国も、ある程度の財政赤字を

覚悟してでも、緊急の雇用対策、景気対策を講

じられておりますし、地方においても、国と連

動してさまざまな対策を打っていることは、十

分に認識しておりますが、有効求人倍率などを

見ましても、景気が回復する兆しはまだまだ感

じられないのであります。こういうときにこ

そ、県民に安心と希望を与える施策が必要であ

ります。何か抜本的な対策が必要ではないかと

私は思うのであります。こうした中で、来年度

予算において、雇用の確保と就業支援が重点施

策の筆頭に掲げられまして、県民の不安を解消

し、少しでも県民の生活を安定させる必要があ

るとの情勢認識がそこにはあると思いますが、

雇用の安定確保に向け、具体的にはどのような

対策を実施されようとしているのか、県民政策

部長にお尋ねをいたします。

次に、観光行政についてであります。

私はかつて、韓国岳にロープウエイを設置し

たらどうか、あるいは一ツ葉有料道路から青島

までつなぐ夢の大橋をかける、例えばレインボ

ーブリッジみたいにライトアップして、デート

スポットにしたらどうかというような、そうい

う意味で観光名所にしたらどうかということを

考えたことがあります。これは実現可能性につ

いては必ずしも高くはありませんけれども、観

光振興を図っていくためには、将来の宮崎の観

光、さらには宮崎県そのものに、観光客はもと

より県民も含めて夢やロマンが持てるような施

策に取り組んでいくことも大事と考えるからで

あります。そこで、商工観光労働部長に伺いま

すが、本県観光の目指す姿をどのように考え、

そのために平成22年度はどのような事業に取り

組もうとされているのか、まずお伺いをいたし

ます。

次に、医療問題についてお尋ねをいたしま



- 143 -

平成22年２月26日(金)

す。

医師不足や地域医療の崩壊といった問題が毎

日のように報道され、今の時代では当たり前の

ことのように感じられています。これは大変憂

慮すべき問題であります。特に本県では、私ど

もの小林市立病院や串間市民病院など、地域住

民にとってかけがえのない病院で、医師不足の

ために、病気によっては診察ができない、治療

ができない、入院ができない患者がいるとい

う、極めて深刻な事態に直面をしております。

一言で地域医療が崩壊していると言われます

が、その根本は、格差の問題ではないかと考え

ます。医師が集まるところ、いないところ、県

立病院のような立派な病院があるところ、ない

ところ、この格差は、医療に関して言えば、一

人一人の命の重さにも通ずる重大な問題ではな

いでしょうか。医療資源に恵まれない地域で

は、健康に生きていくことへの不安や、いざと

いうとき本当に助かるんだろうかという恐怖、

そんな心配を毎日持ちながら暮らしていかなけ

ればなりません。同じ県内で、そこに生まれ

た、そこに住んでいるというだけで、極端な不

平等があっていいはずはありません。これは、

地元自治体の能力をはるかに超えております。

県の責任で、県の手厚い支援が今こそ必要では

ないでしょうか。

今回、県の当初予算には、地域医療再生基金

事業という、だれもが実現を願う医療の再生を

掲げた事業が盛り込まれました。果たしてこの

事業が、私が訴えてきたように、本県の医療の

格差を解消し、県民にひとしく安心を与えるこ

とができるのでしょうか。私たちは期待をした

い、期待をしていいのでしょうか。そこで、お

尋ねをいたします。この基金事業のベースに

なっている地域医療再生計画では、本県の地域

医療の現状や課題をどのようにとらえて、どの

ように解決を図ろうとしておられるのか。ま

た、計画に沿って平成22年度から25年度までに

事業が進められると聞いております。計画が終

了する平成25年度末には、本県の地域医療はど

のように再生をしているとお考えになっている

のか、あわせて福祉保健部長に伺います。

次に、入札・契約制度についてお尋ねをいた

します。

私も今まで、代表質問や一般質問などで訴え

てきましたが、建設投資の減少や経済の急激な

悪化に伴って、建設業は倒産の憂き目に遭っ

て、私の地元でもＡクラスの業者さえ少なく

なっている状況であります。さらに、大幅な公

共事業費の削減がなされ、公共事業に依存して

いる地方経済はますます疲弊する一方でありま

す。そのような中、平成19年度から入札・契約

制度改革が行われ、既に２年を経過いたしまし

た。また先日、公共事業における緊急経済・雇

用対策として、最低制限価格が５％引き上げら

れ、今回、３度目の改正でありました。今回の

最低制限価格の引き上げはどのような判断でな

されたのか、知事にお伺いをいたします。

私は、最低制限価格を５％引き上げても、応

札における競争性は変わらず、競争の激化は解

消できないのではないかと思うわけでありま

す。一部指名に戻すなど、もっと抜本的な見直

しが必要ではないかと考えます。今後、さらな

る入札・契約制度の見直しを行うのか、どう知

事の政治判断としてやっていかれるのか、知事

にお伺いをいたします。

次に、木造住宅についてお伺いをします。

昨年の全国における住宅の着工戸数は、80万

戸を下回り、平成20年度に比べて28％減、大き

く減少いたしました。住宅の建設は、建設産業
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のみならず、本県産業のさまざまな分野に影響

を及ぼすもので、景気浮揚対策には大きな効果

があると考えます。また、本県は杉素材生産量

が日本一、この県産材の木造住宅への活用が、

本県経済の活性化のために特に必要ではないか

と思っております。そのような視点から、去る

９月議会において、県産材木造住宅の振興につ

いて質問し、また、家電や自動車業界と同様

に、県産材住宅のエコポイント制度を創設して

はどうかと提案をいたしました。県レベルでは

なかなか難しい面もあったと思いますが、先ほ

ど国の第２次補正において、私が提案しました

ような住宅版のエコポイント制度が創設された

のであります。そこで、住宅着工戸数が減少し

ている中で、本県の木造住宅の着工はどのよう

な状況にあるのか、また住宅分野としてどのよ

うに取り組んでいくのか、県土整備部長にお伺

いをいたします。

また、それを地域の経済浮揚に直接つなげる

ためには、県産材を多く活用していただくこと

が、さらに重要であると思います。そこで、住

宅における県産材の利用促進にどう取り組んで

いかれるのか、この問題については環境森林部

長にお伺いをいたします。

次に、橋梁についてお尋ねいたします。

昨年11月に国土交通省が発表いたしましたと

ころによりますと、地方公共団体が管理する全

長15メートル以上の道路橋のうち、平成20年４

月時点で、橋脚や床版に重大事故につながりか

ねない亀裂や腐食が見つかり、崩落の危険性が

あるとして通行どめした橋は121本、通行車両の

重量を25トン未満に制限する通行規制の橋が680

本あったということでありました。本県では、

市町村管理の橋で通行どめが１本、重量制限に

ついて県管理が１本、市町村管理が11本の合

計12本ということであります。また、一般道路

における橋梁の約14万橋のうち、建設後50年以

上になる橋が、今後20年間で約６万6,300橋とな

り、割合としては47％に増大することになるそ

うであります。そのため国では、橋梁の長寿命

化及び修繕、かけかえに係る費用の縮減を図る

ことが重要であるとして、長寿命化修繕計画策

定事業費補助制度を創設し、橋梁にかかわる長

寿命化修繕計画の策定と、そのための点検費用

を補助しております。本県の橋梁は約2,000本あ

り、この補助制度を活用し、調査などを実施さ

れていると聞いておりますが、現在の調査の状

況及び今後の対策について、県土整備部長にお

伺いをいたします。

次に、戸別所得補償制度についてでありま

す。

農林水産省は、これまでの米政策改革を転換

し、平成22年度は戸別所得補償制度モデル対策

を実施することとし、昨日も質問があったとこ

ろであります、総額で5,618億円の予算措置をし

たようであります。このモデル対策は、全国一

律の基準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」、そして標準的な生

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」

の２つの対策となっております。２つの対策の

特徴は、自給力向上事業では、米の生産調整の

状況にかかわらず助成金が交付されるというも

のであります。米の所得補償においては、生産

費と販売額との差を農家おのおのに算定し、そ

の全額を補償するものではないということであ

ります。新たな対策では、規模の大小にかかわ

らず、すべての販売農家が助成の対象であると

いうことでありますが、これまで農水省は、認

定農業者や集落営農など意欲のある担い手に施
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策を集中してきたと記憶しております。

しかし、国はモデル対策の中で、「サラリー

マン農家も、食料供給や多面的機能の維持に貢

献をしている。担い手を一気に出現させるのは

無理だから、サラリーマン農家を後押しして、

担い手を育てていくのが現実的だ」として、こ

れまでの方向をまさに大転換したのでありま

す。この担い手の定義の転換が、単に米の戸別

所得補償制度モデル事業のみでなく、農業の担

い手全般に及んでいきますと、本県農業にも大

きな影響を与えるものと危惧いたしておりま

す。

さらに、モデル対策は、昨年９月から検討が

始まり、制度の概要が固まったのは年末であり

ます。４月からは、農業者からの申請を国が受

け付けるという慌ただしさの中で、農水省は、

本年に入って全国各地で関係者への説明会を開

催していると聞いております。その中で、需給

調整への懸念や米価への影響など、さまざまな

課題が出されたようであります。私どもの会派

も、地域の農業者や市町村、農協などと意見を

重ねる中でも、全国一律の助成となったことで

地域の特色を生かした作物の振興ができない、

また、作物への助成だけのために、農地の集積

や団地化などの取り組みがおくれるのではない

か、あるいは、具体的な事務手続が示されてい

ないので、どういう役割分担をすればいいのか

といった、具体的な課題が出されているのであ

ります。そこで、本県では、戸別所得補償制度

のモデル対策について、担い手育成も含めてど

のように取り組んでいかれるのか、農政水産部

長にお伺いをいたします。

次に、県立病院事業についてであります。

本県における県立病院を初めとする公立病院

は、地域医療の確保において大変重要な役割を

担っております。医療を取り巻く環境が大きく

変化をする中、大変厳しい経営状況が続いてお

ります。このような中、病院局では、県立病院

が全県レベルあるいは地域の中核病院としての

使命と役割を果たせるよう、経営の健全化と安

全・安心な医療の提供の両立を図る観点から、

経営形態について検討が行われたようでありま

す。その結果、病院局としては、現行の経営形

態の継続がふさわしいとの結論が出され、今、

パブリックコメントが実施されているようであ

ります。

今回の検討は、医療という大変身近で県民生

活に大きな影響を与える課題であり、医療資源

の乏しい本県においては、今回の病院局の結論

は至極当然のことで、私としても歓迎をしてい

るところであります。しかしながら、これまで

も懸命な経営努力をされてきたにもかかわら

ず、全国的な医師不足の影響で、病院局の平

成22年度当初予算では、県の一般会計から約52

億円もの繰入金をもらいながら、約８億円もの

赤字予算を編成せざるを得ない今の県立病院の

経営状況を見ますと、経営の健全化への道のり

はなかなか険しいものではないかと考えるので

あります。

病院局の結論では、今後３年間、期間を区

切って、さらに経営改善に取り組み、再び平

成25年度に経営形態の見直しを行うということ

でありますが、全国的な医師不足の問題に明る

い兆しが見えない限り、病院局での経営改善に

は限界があるのではないかとも思います。そこ

で、病院局では、医師確保がままならないこの

ような現状の中で、今後の経営改善についての

ポイントは何なのか、それをどのように進めて

いくのか、お尋ねをしておきます。

次に、新エネルギーへの取り組みについてで
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あります。

現在、地球温暖化の原因とされております二

酸化炭素など温室効果ガスの発生を削減するこ

とは、世界的に重要な課題となっておりまし

て、国内においても、低炭素社会の実現に向け

て官民一体となった取り組みが進められており

ます。本県は、年間の降水量と日照時間がとも

に全国第３位、水力や太陽光などの再生可能エ

ネルギーを豊富に有しており、これらの貴重な

エネルギーを有効に活用していくことは、地域

の活性化や地球温暖化問題への対応として非常

に重要なことと考えます。県では現在、みやざ

きソーラーフロンティア構想の推進のもとに、

太陽光発電の普及促進に取り組んでおられま

す。来年度の重点施策の中におきましても、低

炭素社会の実現が掲げられております。水力発

電を中心に県内のエネルギー開発に取り組んで

こられた企業局におきましても、今後、これら

の分野などでの取り組みを積極的に行っていく

べきではないかと考えます。そこで、太陽光発

電などの新エネルギーへの取り組みについてど

のようにお考えか、まずは企業局長にお伺いを

いたします。

また、二酸化炭素を削減し、地球温暖化防止

に寄与するためには、山林を守り育てることが

何よりも重要であると考えます。企業局では、

未植栽地を水源涵養機能の高い森林として整備

するために、緑のダム造成事業を実施しておら

れます。事業の取り組みについての状況と効果

についても、あわせてお伺いをいたします。

次に、国民体育大会についてお伺いをいたし

ます。

昨年、新潟県で開催されました第64回国民体

育大会では、本県の成績は天皇杯順位46位と、

目標としておりました30位台には及びませんで

した。私が言うまでもなく、国民体育大会は我

が国最大の国民総合スポーツ大会であり、県民

の期待も大変大きなものがあります。さらに、

昭和54年の宮崎国体から30年が過ぎ、そろそろ

２巡目の国体開催に向け、準備を進めていくこ

とも考えなくてはならない時期であります。本

県の競技力の向上や安定が求められておりま

す。そういう意味からも、ぜひことしの千葉国

体を新たなスタートラインとしてとらえ、本県

選手団の皆さんには、実力を遺憾なく発揮し、

活躍していただきたいと思います。県民の皆さ

んに元気と勇気を与えてもらいたいと考えるわ

けであります。そこで、国民体育大会に向けた

競技力向上対策をどのように考えておられるの

か、教育長にお伺いをいたします。

次に、「スポレクみやざき2009」の総括につ

いてお尋ねをいたします。

昨年10月に、国内最大の生涯スポーツの祭典

である全国スポーツ・レクリエーション祭「ス

ポレクみやざき2009」が開催され、県総合運動

公園での開会式、特別行事を初め、県内15市町

を会場とする都道府県代表参加種目とフリー参

加種目24種目が繰り広げられました。祭典の４

日間はすばらしい天候に恵まれ、県内外及び韓

国からも多くの参加があり、各会場では気持ち

のこもったおもてなしで宮崎の魅力を発信で

き、宿泊、お土産等の経済波及効果もあり、祭

典は大成功だったと思います。この祭典の成果

を、今後の生涯スポーツの振興に生かしていた

だきたいと考えます。教育長に、スポレクを振

り返っての総括をお願いいたします。

最後に、平成22年における宮崎県警察の運営

方針についてであります。

近年、全国の刑法犯の認知件数は減少傾向に

あるということであります。県内においても、
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平成21年中の刑法犯認知件数は9,602件と、昭

和59年以来25年ぶりに１万件以下となり、また

平成21年中の交通事故死者数は73名と、一昨年

より25名は多くなりましたが、過去50年間で見

ると、３番目に少ない交通事故死者数であった

と伺っております。県警にあっては、厳しい治

安情勢に的確に対応するため、街頭犯罪の抑止

に向けたパトロールの強化を初め、自治体や関

係機関・団体と連携した交通事故防止対策な

ど、各種施策を積極的に推進しておられます。

これらの施策により、刑法犯認知件数や交通事

故死者数は減少しているものと考えますが、引

き続き、県民の安全・安心の確保に全力で取り

組んでいただきたいと願うものであります。こ

のような治安情勢の中にあって、本年１月の年

頭に警察署長会議を開催され、平成22年の県警

察の運営方針を示されたようであります。本県

の治安を維持するための県警察の運営方針の要

点について、警察本部長にお尋ねをし、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。

私は、県民の皆様とのお約束であるマニフェ

ストの達成に向けて、そしてまた経済・雇用対

策などさまざまな重要課題の解決に向けて、一

日一日全身全霊を傾けて県政運営に取り組んで

いるところであります。したがいまして、今

は、１期目を終えた後の出処進退について考え

られる状況にありませんが、今後、県民の皆

様、県議会の皆様など幅広く御意見をお聞きし

ながら、私自身熟慮を重ねた上で、一般的には

任期満了の２カ月から５カ月前に出処進退の表

明がされているようですので、私もこうした時

期を目途に態度を明らかにしたいと考えておる

ところであります。今は、県民の福祉の向上と

県勢発展のことだけを考え、一日一日全身全霊

を傾けて、ひたすら県政運営に邁進していると

ころであります。

続きまして、平成22年度の地方財政対策につ

いてであります。平成22年度の地方財政対策に

つきましては、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のほか、社会保障

関係費の自然増などにより、地方にとって過去

最大の財源不足が見込まれたことから、単年度

の措置といたしまして、別枠1.5兆円の加算等の

ほか、国と地方の折半による補てん措置が講じ

られ、地方交付税総額が前年度より1.1兆円増

の16.9兆円、臨時財政対策債と合わせた実質的

な地方交付税は、前年度より3.6兆円増の24.6兆

円が確保されたところであります。これは、厳

しい地方税収の減少に的確に対応するととも

に、これまで地方が訴え続けてきた三位一体改

革による削減額の復元・増額への配慮があった

ものと受けとめており、今後とも、持続可能で

安定した地方交付税制度の確立が図られ、地域

に必要な行政サービスを確実に提供するための

地方の財源が確保されるよう、地域主権改革の

歩を進めていただきたいと希望するところであ

ります。

次に、予算編成についてであります。平成22

年度につきましては、現在の総合計画や行財政

改革大綱2007の最後の年であり、これまでの取

り組みを次のステップへつなげていく重要な時

期と認識しておりますことから、昨年10月に、

平成22年度の県政運営の基本方針を定め、経済

や雇用の回復など緊急的な課題とともに、本格

的な人口減少社会の到来など将来的な課題に対

応するため、雇用の確保と就業支援を初め６つ

の重点施策を掲げ、積極的に推進することとい

たしました。このため、当初予算の編成におき
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ましては、選択と集中の理念のもと、平成22年

度重点施策を初めとする優先度の高い施策に重

点的な措置を講ずることとしたところでありま

す。苦労した点といたしましては、やはり財政

規律とのバランスをいかに確保するかという点

が、予算編成の最重要課題でありました。地方

交付税とその代替財源である臨時財政対策債を

合わせた実質的な交付税は増加したものの、県

税収入の大きな減少や社会保障関係費の増加な

どにより、平成22年度の収支不足額は多額に及

び、非常に厳しい状況でありましたが、財政改

革プログラムに基づき、さらなる事務事業の見

直し、歳入の確保等により捻出した財源を活用

することにより、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、最低制限価格の引き上げについてであ

ります。最低制限価格につきましては、昨年４

月に、建設産業を支援するための緊急的な対策

として、予定価格のおおむね85～90％に引き上

げたところでありますが、引き上げ後において

も、依然として最低制限価格付近に応札が集中

する状況が続いております。また、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、さらに国においては、来年

度の公共事業関係費が大幅な削減方向にあるな

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危惧され、ひいては、

公共工事の品質低下につながるリスクの増大が

懸念されておるところであります。これらの状

況を踏まえて、建設産業の健全な経営に資する

とともに、公共工事の品質確保を図る観点か

ら、緊急かつ時限的な対策として、最低制限価

格を予定価格のおおむね90％に見直したところ

であります。

次に、入札・契約制度の見直しについてであ

ります。本県では、談合事件により失われた県

民の県政に対する信頼を回復するため、一般競

争入札の拡大など、より公正、透明で競争性の

高い入札・契約制度の確立に取り組んでまいり

ました。また、改革と並行して制度を検証し、

幅広く意見を伺いながら、予定価格の事後公表

や、地元の業者が受注しやすい本県独自の地域

企業育成型の総合評価落札方式の創設、最低制

限価格の引き上げなど、必要な見直しを随時

行ってきたところであります。私といたしまし

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、一般競争入札の枠

組みの中で、入札制度のあり方も含め幅広く意

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、厳しい財政

状況ではありますが、公共事業予算の確保や、

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〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

安定した雇用確保のための対策についてであ

ります。昨今の大変厳しい雇用情勢を踏まえま

すと、安定した雇用を確保していくためには、

緊急的な雇用維持や就業支援などの対策はもち

ろんのこと、中長期的な視点に立った産業振興

を図っていく必要があると考えております。こ

のため、来年度の当初予算案におきましては、

今年度に引き続き、雇用の確保と就業支援を重

点施策の筆頭に掲げ、37事業105億円余の事業を

計上しているところでありまして、この中で

は、若年層や中山間地域などを対象とした雇用
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確保を初め、介護・福祉や農林水産分野等への

就業支援、中小企業の経営支援など、当面の緊

急的な課題に対応することとしております。ま

た、将来的な課題への対応といたしまして、新

たな産業の展開や人材の育成についても重点施

策に位置づけ、本県の地域特性や強みを生かし

た新たな産業の展開による安定的な雇用の創

出、さらには、将来の産業や地域を支える人材

の育成にも積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。以上でございます。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

財政改革プログラムについてであります。計

画期間の最終年度となります平成22年度は、財

政改革プログラムの着実な実行を図るため、引

き続き、人件費の削減や投資的経費の縮減・重

点化、事務事業の徹底した見直しを着実に行う

とともに、財源確保対策等の取り組みを推進

し、多額の収支不足額の圧縮を図ったところで

あります。一方で、事務事業見直しにより捻出

した財源等の一部を活用いたしまして、新規事

業119件、104億円程度、改善事業70件、26億円

程度を措置するなど、県政の重要施策を積極的

に推進するための予算を盛り込んだところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、子育て支援対策についてであります。

子育て支援につきましては、今後５年間の対策

の基本となる次世代育成支援宮崎県行動計画を

策定し、今回の議会に提案させていただいてお

ります。この計画では、「子どもと子育てをみ

んなで支え、安心と喜びが広がるみやざきづく

り」を基本理念に掲げ、各種施策に取り組むこ

ととしておりますが、特に、県民全体で次世代

育成を支援する機運づくりや、地域における子

育て支援の推進、仕事と生活の調和の実現など

の施策を重点的に推進してまいりたいと考えて

おります。平成22年度におきましては、民間と

の協働による、みんなで子育て応援運動を展開

するとともに、新たな事業といたしまして、住

民同士の子育ての扶助組織であるファミリーサ

ポートセンターの設置促進や、地域で子育て支

援活動を行っている民間団体への支援などに取

り組むこととしております。また、青少年期に

至るまで切れ目のない支援を行うため、新たに

盛り込みました青少年の健全育成施策を一体的

に推進するなど、引き続き、全庁的な体制で実

効性のある施策展開を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、地域医療再生計画についてでありま

す。地域医療再生計画は、地域医療が抱える課

題の解決を目的に策定したもので、先月29日、

国から総額50億円の交付決定を受けたところで

あります。計画の策定に当たっては、市町村、

医師会、宮崎大学などの関係機関の意見も踏ま

え、地域の中核病院から医師の引き揚げが続く

など、医師不足が深刻化し、救急医療体制の確

保に重大な影響を及ぼしているとの認識に立

ち、医師確保と救急医療体制の強化を、本県の

優先すべき課題としたところであります。ま

た、計画の対象圏域としては、医師不足によ

り、県立延岡病院を中心とする救急医療機能の

低下が著しい県北部・日向入郷医療圏と、医師

不足や拠点病院の老朽化等により救急医療機能

が低下している都城北諸県・西諸医療圏を選定

したところであります。この計画においては、

総合医の養成・確保が期待される宮崎大学地域

医療学講座への支援や医師修学資金の貸与枠の

拡大、また、宮崎大学医学部附属病院の救急部
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門の強化やドクターヘリ導入への支援など、医

師確保や救急医療体制の強化につながるさまざ

まな事業を盛り込んでおります。県としては、

今後、これらの事業を着実に実施することによ

り、本県の地域医療の再生を図っていきたいと

考えております。

次に、地域医療再生の見通しについてであり

ます。地域医療再生計画には、計画対象圏域で

ある県北部・日向入郷医療圏と都城北諸県・西

諸医療圏に効果が及ぶ事業だけではなく、宮崎

大学の地域医療学講座やドクターヘリ導入の支

援など、県全体に効果が及ぶ事業についても多

数盛り込んだところであります。このうち地域

医療学講座については、平成25年度までには、

地域の医療機関への年間４名以上の医師派遣が

可能な体制の構築を目指すとともに、ドクター

ヘリについても、早ければ平成23年度末の導入

を見込んでおり、順次効果が出てくるものと考

えております。事業の中には、医師修学資金貸

与枠の拡大など、平成26年度以降に効果があら

われると想定されるものもありますが、来年度

から４年間で、国費ベースで50億円という大き

な規模の事業を、県内の関係機関と連携して集

中的に実施することにより、医師の増加や拠点

病院における設備機器の充実、それらに伴う救

急医療機能の強化など、本県の地域医療の再生

に向けて、相当の具体的効果が期待できるもの

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

住宅における県産材の利用促進についてであ

ります。県産材を活用した木造住宅を振興する

ことは、再生可能な資源の有効活用ばかりでは

なく、木材を生産する山村地域の振興にもつな

がるものであります。このため、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」を活用し

まして、杉等の大径材を積極的に活用した家づ

くりの提案や、魅力ある製品の開発などへの支

援を行いたいと考えております。また、来年度

の組織改正におきましては、県産材の需要拡大

対策に機動的かつ迅速に取り組むために、山村

・木材振興課内に「みやざきスギ活用推進室」

を設置することとしたところであります。今後

とも、これらの取り組みを通じまして、関係団

体等と連携しながら、県産材の利用促進、ひい

ては木造住宅の振興につなげていきたいと考え

ております。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

本県観光の目指す姿等についてでございま

す。本県の観光実情をよく考えますと、いわゆ

るぬきんでた全国区の観光遺産、資源に乏しい

のは事実であろうかと考えております。しかし

ながら、本県には、韓国岳など美しい山河あ

り、雄大な海原あり、温暖な気候あり、豊富な

農林水産物あり、味あり、神話あり、すばらし

いスポーツ環境あり、人情厚い人柄あり、そし

て県庁ありでありまして、この多様性こそがそ

の特徴ではないかと思います。したがいまし

て、この多様性を構成するそれぞれの資源を磨

き、それらをうまく組み合わせ、さらには束に

して光彩を放つようにすること、そして、この

多彩な宮崎の風土を最大限に生かし、宮崎を訪

れる人々の心と体に伸びやかな充足感を与える

観光地づくりが、今後の本県観光の目指す姿で

はないかと考えております。

来年度の事業につきましても、そのような視

点から、まずは観光地づくりに力点を置いて事

業を推進してまいります。来年度事業で掲げて
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おります「みやざき観光地づくり支援事業」し

かりでありまして、現在実施しています観光地

総点検はその一環でございます。観光ルート形

成も、観光地に中身がないと、旅行商品造成に

結びつかないわけでございます。また、誘致宣

伝事業なども、単なる一過性の宣伝展開に終わ

るのではなく、観光地の課題等を照らし、さら

なる魅力アップにつながる事業展開を進めてま

いりたいと考えております。宮崎恋旅プロジェ

クト事業しかりでございます。

なお最近、ある観光専門家が民間の観光事業

者に対しまして、「自立自走」と言っておりま

す。「行政に頼るな。自分たちで汗をかいたほ

うが、それがたとえ時間がかかろうとも、その

かけた時間だけもつ。そして、汗をかいただけ

輝く」という意味だそうでございます。まさに

観光地づくりは県民総力戦でございます。今

後、本県観光の持続的な発展を期するために

も、民間の力を精いっぱい引き出す形での施策

展開を進めていかなければならないと考えてい

るところでございます。以上でございます。

〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

戸別所得補償制度モデル対策に対する本県の

取り組みについてでございます。本県におきま

しては、これまで、米と転作作物を組み合わせ

た生産性の高い水田農業経営の確立に取り組ん

できたところでございますが、今後は、さらに

今回のモデル対策のメリットも最大限に活用し

ながら、引き続き、本県の特徴を生かした取り

組みを進めていくことが大変重要であると考え

ております。このため県といたしましては、米

については、需要に応じた計画的な生産を基本

にしまして、商品価値の高い売れる米づくりを

推進するとともに、米以外の転作作物について

は、畜産県としての特徴を生かした飼料作物や

飼料用稲などの生産拡大を図るなど、また温暖

な気候を生かした二毛作の取り組みの促進な

ど、農家所得の向上につながる取り組みを重点

的に推進してまいりたいと考えております。ま

た、担い手の育成につきましても、規模拡大等

によるコストの低減に取り組む認定農業者や集

落営農組織などへの支援を行うことによりまし

て、メリット措置を享受できる経営体の育成を

図ってまいりたいと存じます。いずれにいたし

ましても、平成23年度からの本格実施に向けま

して、モデル対策の中で出てくるさまざまな課

題も検証しながら、地域の実態を踏まえた制度

となるように、国に対しましても、しっかりと

訴えてまいりたいと存じます。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。

まず、木造住宅の着工状況等についてであり

ます。国の新設住宅着工統計によりますと、平

成21年の本県における木造住宅の着工戸数

は3,954戸であり、20年の4,585戸と比較します

と、戸数で631戸、率で13.8％の減となっており

ます。

木造住宅の普及促進についてでありますが、

木造住宅は、本県の気候風土に適しているほ

か、地球温暖化対策に寄与するなど環境に優し

い住宅であることから、県といたしましては、

木造住宅の普及促進を図るため、従来から、県

民を対象にした住宅の無料相談やホームページ

による情報提供、技術者向けのセミナー等の開

催を行っておりまして、今後とも、関係部局と

連携して積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。また、国の２次補正予算により新
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たに創設されました「住宅版エコポイント制

度」につきましても、木造住宅の普及促進に役

立つことが期待されますので、この制度の活用

が十分図られるよう、周知に努めてまいりたい

と考えております。

次に、橋梁の長寿命化修繕計画策定について

であります。県におきましては、平成19年度か

ら本年度までの３カ年において、橋梁の新たな

効率的管理手法としてアセットマネジメントの

導入について検討しておりまして、その中で、

県が管理する約2,000橋の橋梁点検を行いまし

た。その結果、交通どめを行うような危険な状

態の橋梁はございませんが、約240橋について

は、維持管理をしていく上で部分的に何らかの

修繕が必要であると診断したところでありま

す。あわせて、橋梁の長寿命化修繕計画の策定

に取り組んでいるところでありまして、今後

は、この計画に基づき、国の補助事業を活用し

ながら、計画的、効率的に橋梁の適切な維持管

理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〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします

まず、企業局における新エネルギーへの取り

組みについてでございます。企業局といたしま

しても、本県の地域特性を生かした環境に優し

い太陽光発電などの新エネルギーの導入は大変

重要なことであると認識いたしておりまして、

県の施策と連係しながら、これらの分野での取

り組みを行っていく必要があると考えておりま

す。このようなことから、本年度から、太陽光

発電やマイクロ水力発電にも取り組むこととい

たしたところでございます。

まず、太陽光発電につきましては、日向市に

ございます工業用水道配水池に最大出力30キロ

ワットの設備を設置し、去る２月３日に運用を

開始したところでございますが、来年度は、さ

らに90キロワット規模の設備を、新富町の一ツ

瀬川県民スポーツレクリエーション施設に設置

する予定にいたしております。

また、マイクロ水力発電につきましては、現

在、祝子ダムに最大出力33キロワットの設備を

設置するための実施設計を行っておりますが、

来年度から工事に着手いたしまして、23年度に

は完成を予定しているところでございます。

なお、新エネルギーに関連いたしまして、環

境への配慮として、来年度は、次世代のエコカ

ーである電気自動車を購入いたしまして、知事

部局が本庁舎に設置予定の太陽光発電を利用し

たＥＶ充電スタンドを、企業局で設置すること

にいたしております。今後とも、新エネルギー

等の導入につきましては、適地調査等を行いな

がら、引き続き取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、緑のダム造成事業の取り組み状況とそ

の効果についてでございます。この事業は、杉

などの伐採後に植林されていない山を購入いた

しまして、水源涵養機能の高い森林として整備

をし、安定的な電力の供給を図ることを目的に

平成18年度から始めたものでございますが、昨

年12月末までに約170ヘクタールの山林を購入い

たしまして、順次、そこに適した広葉樹や杉な

どの植林を行っております。また、これまでに

植林作業などに約230人、延べにいたします

と2,100人の方々に従事していただいておりまし

て、森林整備のほかに雇用面での波及効果も

あったと思っております。さらに、毎年、記念

事業として植樹祭を行っておりまして、ことし

は去る２月６日に、小林市の木浦木地区で実施

したわけでございますが、地元の小学校の児童
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あるいは保護者の皆さん方に参加をしていただ

きまして、植樹を通じ森林の持つ機能の大切さ

について体験していただいているところでござ

います。今後とも、地元の協力もいただきなが

ら、事業の推進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〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

今後の経営改善についてであります。経営改

善につきましては、平成18年度に策定いたしま

した中期経営計画に基づき、さまざまな方策に

取り組んでいるところであります。しかしなが

ら、計画策定時には想定していなかった医師不

足により休診科が発生し、患者数が大幅に減少

するなど、病院を取り巻く状況が大きく変化し

ていることから、平成22年度に中期経営計画を

見直し、さらに徹底した病院改革、経営改善に

取り組むため、新たな計画を策定することとし

たところであります。見直しに当たりまして

は、職員のさらなる意識改革を図るため、これ

まで実施してきました「一人一改善運動」等に

加え、例えば、民間的な経営手法を参考に高コ

スト体質の是正を図る中で、経営意識の徹底を

図ってまいりたいと考えております。また、医

師の負担軽減を図るため、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

るなど、医師の働きやすい環境の整備に努める

とともに、地域連携を推進し、入院・高度医療

に特化することによる収益の確保や、人件費を

初めとする抜本的な見直し等により、一層の費

用の節減を図るなど、経営基盤の確立に向けて

全力で取り組んでまいりたいと存じます。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、国民体育大会に向けた競技力向上対策

についてであります。第64回国民体育大会にお

ける天皇杯順位は、本県は46位となり、本県が

目標としておりました３年連続の30位台を確保

することがかないませんでした。その主な原因

といたしましては、活躍が期待されておりまし

た団体競技種別で、序盤で優勝チームや上位入

賞チームと対戦し、惜敗したことなどが挙げら

れます。

このような中、先般、関係部局や競技団体代

表者等で構成します宮崎県競技力向上推進本部

会議を開催したところであります。その中で委

員の方々からは、「本県競技力の中心である少

年競技力を向上させるために、小学生から高校

生までの一貫した指導体制のもとに、選手育成

を図る必要がある」という御意見や、「成年競

技力を向上させるために、県や民間企業など

が、トップアスリートの受け皿となれるよう

な、受け入れ体制を充実させる必要がある」な

どの御提案をいただいたところであります。県

教育委員会といたしましては、引き続き、一貫

指導体制の充実を図りますとともに、宮崎県競

技力向上推進本部会議でいただきました御意見

等も踏まえまして、県体育協会など関係機関と

十分連携を図りながら、今後も、県民に感動と

元気を与えることができるよう、競技力の向上

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、「スポレクみやざき2009」についてで

あります。「スポレクみやざき2009」につきま

しては、県内外から約12万6,000人もの多くの皆

様に御参加をいただき、また、経済波及効果が

予想を上回ります約22億3,000万円となるなど、

成功裏に祭典を終えることができたところであ

ります。参加された皆様からも、「心のこもっ

たおもてなしがよかった」「運営がスムーズで
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気持ちよく競技ができた」など、高い評価をい

ただいたところであり、県教育委員会といたし

ましても、関係各位の御支援・御協力に、心か

らお礼を申し上げる次第であります。今回の祭

典を通じまして、県民の皆様にはスポーツを一

層身近に感じていただき、だれでも気軽にスポ

ーツに親しむことができる「スポーツの生活

化」への契機になったものと考えております。

また、種目別大会の開催により、競技団体の組

織力の向上や、競技運営に関するノウハウ等の

蓄積が図られましたことから、各種目が地域の

シンボルスポーツとして定着し、スポーツを通

じた地域の活性化が促進されますことを期待し

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、今回の「スポレクみやざき2009」

の成果を今後に生かしていくためにも、県内各

市町村、競技団体等ともなお一層連携を図りな

がら、生涯スポーツの振興に取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

本年の宮崎県警察の運営方針でありますけれ

ども、昨年に引き続き、「県民の期待と信頼に

こたえる力強い警察」といたしますとともに、

サブタイトルとして「安全で安心な宮崎をめざ

して」といたしております。これは、事件・事

故等がますます複雑多様化する昨今の治安情勢

を踏まえまして、郷土宮崎が安全で安心して暮

らせることを願う県民の皆様の期待と信頼にこ

たえるために、宮崎県警察の総合力を結集した

力強い警察活動を、本年も引き続き展開しよう

というものであります。

また、具体的な運営重点としましては、街頭

犯罪等の抑止・検挙と地域安全活動の推進、交

通事故の抑止と交通秩序の確立、重要犯罪の徹

底検挙と組織犯罪の封圧、少年の非行防止と保

護総合対策の推進、テロの未然防止と災害等重

大事案対策の推進、被害者支援の推進、この６

項目を掲げておりまして、身近に不安を感じる

街頭犯罪、侵入犯罪等の抑止対策や、特に高齢

者の交通事故防止対策等の施策を推進すること

としております。本年も、県民の皆様の意見、

要望などに適切に対応しながら、宮崎県警察が

一丸となって、運営方針等に沿った各種施策を

積極的に展開することとしておりますので、御

理解、御支援のほどよろしくお願い申し上げま

す。以上であります。〔降壇〕

○水間篤典議員 どうもいろいろ御答弁をあり

がとうございました。

それでは、ちょっと時間がありますから、２

～３問お尋ねをしておきます。まず、福祉保健

部長に医療問題についてお尋ねをいたします。

部長は、地域医療再生計画が終了する平成25年

度末、本県の医療がかなり改善するであろうと

いうようなお話でございました。今まで取り組

むことができませんでした地域医療学講座、あ

るいはまたドクターヘリの導入、確かに一定の

効果が期待できるのかもしれませんし、また私

も期待をしたいと思うわけであります。ところ

が、その中で、聞いておりますと、今回、県北

部と都城北諸県・西諸医療圏というような特定

した、25億ずつの予算づけでありました。私の

ところは、御案内のとおり小林市立病院の問題

で、先ほど答弁の中で出てこなかったんです

が、４年後が明るい兆しがあるということかも

しれませんけれども、私どもは、ことしの４月

にはグランドオープンするという市立病院を抱

えているわけでございまして、医師確保には大

変苦労しております。これは知事に聞けばよ
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かったのかなと思うところもありますが、福祉

保健部長、どうでしょう、小林市立病院が、医

者がこれだけ不足し、たった１名でグランドオ

ープンしなきゃならない、このような状況を見

ますと、県としてどうにかしていただきたい。

この前、実は私どもの首長―市長、野尻町長

含めて区長会の会長さんと、知事に陳情を申し

上げたところでございます。知事として、最高

責任者として医師確保についてはどうお考えな

のか、まずは福祉保健部長にお尋ねをしたいと

思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 小林市立病院

につきましては、地域医療再生計画の中で、地

元からの要望も踏まえ、現在休診中の産婦人科

を再開するための機器整備事業を盛り込んでい

るところであります。また、現在の小林市立病

院は、この産婦人科の問題に加え、内科の診療

体制も大変厳しい状況になっており、２次救急

医療施設や災害拠点病院として、西諸医療圏の

中核的な役割を担う同病院の現状について、県

としても大変憂慮しております。内科医の確保

に関しましては、小林市と一緒に、私も鹿児島

大学を訪ね、担当教授に直接、医師の派遣をお

願いしてきたところでありますが、現在のとこ

ろ、確保のめどが立たない状況となっておりま

す。大変厳しい情勢でありますが、今後、地元

とさらに密接に連携しながら、医師の誘致活動

を積極的に展開するとともに、医師修学資金貸

与制度の活用や大学への派遣要請などに、全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

○知事（東国原英夫君） 御案内のとおり、小

林市立病院は、２次救急医療施設や災害拠点病

院として県西の中核的な病院だということは、

認識しております。非常に重要であると。地域

住民の安全・安心、命の安全・安心を確保する

上で非常に重要な役割を担っているということ

は、認識しております。今回、鹿児島大学に引

き揚げになった内科の医師の問題、あるいは診

療科間の格差、あるいは絶対的な医師不足とい

うことも十分認識しております。福祉保健部長

が先ほど答弁しましたけれども、鹿児島大学等

々に赴いて、医師確保のことを一生懸命やって

おります。また、鹿児島大学だけじゃなくて、

宮崎大学あるいは熊本大学等々も視野に入れ

て、今後とも医師確保に全力を傾注してまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたい

と思っています。

○水間篤典議員 知事も部長も、医師不足につ

いて、宮崎県をどうにかせないかんということ

で頑張っておられる姿が目に映りますが、いか

んせん、どうしようもないのが今の実情だと思

います。

これは教育委員会に言ったほうがいいのか、

私は質問の項目に入れていませんでしたけれど

も、宮崎大学医学部の推薦入試枠で地域枠10名

あるんですね。2006年ですから平成18年です

か、地域枠をわざわざつくりながら、今回、24

名受験した中でたった２人しか通っていないん

です。何のための地域枠なのか。宮崎県の高校

の学力がそんなに低下している状況なのか、そ

こらあたりがどうなのか。これは教育長の責任

じゃないんでしょうが、もし教育長が答弁でき

るような問題であれば、なぜこんな状況が出る

のか。学校側にも問題があるんじゃないかと思

うんです。こんなに医師不足をいろいろ言いな

がら、せっかく宮崎大学医学部に地域枠10人を

設けながら、２人しか通らないというのは不思

議でならない。もし答弁ができればお答えくだ

さい。

○教育長（渡辺義人君） 私も水間議員と全く
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同感でありまして、大変残念に思っておりま

す。10名の枠に対して本年度２名ということで

ありまして、これまで枠に対しては、10名に対

して10名前後確保していただいておりました

し、我々もそう信じて、ことしに期待をして

おったわけでありますけれども、残念ながら御

指摘のような状況であります。これは言いわけ

というふうにとられても困るんですけれども、

ことしのセンター試験の結果を見てみますと、

理系に関しては、全国のセンター試験の平均点

が５教科で、たしか30点近く下がっているんで

す。このことも影響があるかと思いますけれど

も、そういう中で、宮崎大学において一定水準

以上の生徒を確保したいというような要請も、

一方ではあったようでありまして、私どももこ

のことは強く訴えたところでありますけれど

も、宮崎大学は宮崎大学としての方針があった

ようであります。そのことは先般、学長にお会

いしたときにも、「ことしについては結果が出

てしまいましたので、しようがありませんけれ

ども、来年度についてはひとつよろしくお願い

します」ということで、私のほうからもじきじ

きにお願いしたところであります。

なお、生徒については、今申し上げましたよ

うなセンター試験の状況がありましても、なお

一層、学校現場において宮崎県の医師不足とい

う現状をしっかりとらえて、立派な医師に育っ

ていただきたいと思いますので、学校のほうに

もまた、今以上にしっかりと学力をつけさせる

ように、私のほうからもじきじきに申し上げた

いと思います。以上です。

○水間篤典議員 教育長、突然で申しわけな

かったけれども、高校を担当する県教育委員会

が―私は競技力向上だけで言ってきましたけ

れども、恐らく学力までこういう状況ではない

と思うんです。たまたま、こういう学校の推薦

の仕方もおかしかったのかなと、私なりに考え

ているんですが、そこらあたり、ひとつ今後こ

ういうことがないように、せっかくの地域枠を

有効に生かしていただきたいと思っておりま

す。

次に、病院局長にもお尋ねをしたいんです

が、先ほどの答弁の中に、今回、医師の負担軽

減を図るために、各病院に臨床工学技士を増員

する、そして新たに臨床工学科を設置するとい

うような表現がありました。設置をするという

ことですが、臨床工学技士の役割と効果につい

て、おわかりであればお願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 臨床工学技士で

ございますけれども、医療の高度化が進み、多

様な医療機器が使用される近年の医療現場にお

きましては、医学的な知識に加え、工学的な知

識あるいは技術を持つスタッフが必要とされる

ようになってきました。このようなことから、

法律に基づいて設けられた職でございますけれ

ども、役割といたしましては、医師の指示のも

とに、手術室やＩＣＵ（集中治療室）で使用す

る人工心肺装置などの生命維持管理技術装置等

の操作ですとか、あるいは保守管理等でござい

ます。高度医療を担う県立病院におきまして

は、従来、医師が行っておりました高度な医療

機器の操作業務などを臨床工学技士が行うこと

によりまして、効率的あるいは安全な医療の遂

行、こういった医師の業務負担の軽減につなが

るのではないかというふうに認識をいたしてお

ります。

○水間篤典議員 今、医師不足の一番の原因

は、医者の業務負担といいますか、過重な労働

と言われておりますから、こういう制度が、今

聞きまして、昭和62年に臨床工学技士法が制定



- 157 -

平成22年２月26日(金)

されたということでありまして、万難を排して

設置し、役割と効果については、医師の過重な

労働を軽減していただきたいと思います。

次は要望にかえますが、先ほど国体の成績に

ついて教育長からお伺いしたんですが、これに

ついては、知事が２月14日でしたか、第48回延

岡西日本マラソンに参加をされて、初めての生

中継でありました。知事が手を振りながら、沿

道にこたえながら走っている姿、しかもタイム

を見ましたら３時間23分45秒ですか、すごいで

すね。今の知事の立場にありながら、３時間の

前半で走る。これは４時間以内で走れば十分な

んですけれども、しかし、手を振りながらあれ

だけ走るというのは、恐らく２時間台が出るん

だろうと思っております。そういうトップアス

リートで、知事もそういう思いで、スポーツに

非常に関心がある。学生時代、ハンドボールも

されていた。であれば、宮崎の国体の成績、御

存じですね。ちなみに、手元にありますから言

いますけれども、順位だけ言います。平成６年

からいきます。平成６年が47位、その次45

位、44位、46位、47位、平成11年47位、43

位、46位、そして平成14年､15年が36位と35位で

す。16年41位、17年が45位、18年が40位、19年

が36位、20年が37位、昨年が46位です。知事は

３年前に就任されたんだけれども、知事もそれ

だけ元気で走られる宮崎県で、いつも言うんで

すが、国体の競技力ももうちょっと底上げでき

るようなことをお考えになりませんか。答弁は

要りませんけれども、そういう意味では、知事

も非常にスポーツに明るい。全国の知事会で走

らせたら断トツのトップでしょう。そのくらい

全国にアピールしているんです。であれば、せ

めて宮崎の国体も、成績が半分以上は、20番目

以内には入れるようにと思っておりますから、

どうか次は、お考えをいただきたいと思いま

す。

もう一つは、入札制度改革で５％上げられま

したこと、私はすばらしい英断だと思います。

今、私は子育て問題もやりましたが、実は景気

回復なんです。景気を回復してやることが、子

育てにも最後はつながるんです。ということ

は、雇用にもつながる。会社が元気が出ると、

当然、人が要ります。そして、雇用が生まれ

る。雇用が生まれるということは、税収も上が

る。この前の話じゃないですが、デフレスパイ

ラルの逆バージョンです。今度、５％だけじゃ

なくて事業費も伴って、ある部分、事業費もつ

けてあげる、公共事業を発注してあげると。す

べて何か世の中、公共事業が悪だというような

表現ですが、そうじゃないんです。景気を回復

してやる、そこに重点も置いていただきたいと

思います。どうかそこもひとつお考えをいただ

きたい。

それと最後に、「綸言汗のごとし」と、この

前の議会でも言いました。実は、知事が西諸に

来られたときの話を聞きまして、小林商業高校

の跡地の問題、あれは無償で譲渡してもいいで

しょうとかいうことでしたが、市がちゃんと計

画を出してくればというような表現がありまし

たけれども、フリーウェイの工業団地でもそう

です。無償譲渡とか無償の貸し付けとか、先に

知事が言うべきじゃないと思うんです。ここは

実際２つの業者が入っている中です。その人た

ちの問題はどうするのか。今後、新しく来られ

る人には新しい条件でお貸しいただく。県も、

公有財産の有効活用推進事業、1,500万、今度、

新規事業で予算を組んだんです。この人たちの

立場も考えなきゃならない。県の立場もありま

す。無償―小林にとっては非常にいいことな
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んです。いいことなんだけれども、教育委員会

としては困る部分も出てくる。そういうことを

考えますと、「綸言汗のごとし」であります。

言った言葉は取り返しがつかないというような

こともありますから、どうかよろしくお願いし

まして、私の質問を終わります。以上です。

（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28分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、愛みやざき、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

を代表して質問をさせていただきます。

バンクーバーオリンピックもいよいよ佳境を

迎えまして、フィギュアスケートも女子決勝

が、こともあろうにこの時間に行われるという

ことになってしまいました。私も本当に見たい

なと思いながらでございますが、浅田真央選手

の金メダルをこの議場からお祈りしたいと思い

ます。日本じゅうがテレビにくぎづけかもしれ

ませんが、私にとりましても初めての代表質問

でございます。金メダルがとれるように頑張り

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いを

申し上げます。

私たち愛みやざきも３人での新しい出発とな

りました。代表質問もラストバッターになるな

ど、まだまだいろいろな変化になれないことも

ありますが、とにかく県民目線をモットーに一

生懸命頑張ってまいりますので、執行部の皆様

にも簡潔明瞭な御答弁をよろしくお願い申し上

げます。

また、自殺対策など今まで触れられたものに

つきましては、一部割愛をしながら進めさせて

いただきます。よろしくお願いを申し上げま

す。

では、早速質問に移ります。知事の政治姿勢

についてお伺いをいたします。

「県民総力戦」をキーワードに東国原県政が

始まって３年余りがたちました。県民の皆様か

らすると、もうそんなにたったのかと驚きも多

いほど日々の移ろいの早さを感じます。さて、

そのような日々の中ですが、知事は、この県民

総力戦によって県民の意識がどう変わったと認

識していらっしゃるか。そしてまた、県民の皆

様に今望むことは何か、お伺いをいたします。

続きまして、県と宮崎市の関係についてお伺

いをいたします。先月、宮崎、都城、延岡の３

市の市長選挙が行われました。「３都決戦」と

いうことで大きく報道されてもおりましたが、

その結果、宮崎は新人、都城、延岡は現職がそ

れぞれ再選をされました。その中で、宮崎市で

は戸敷正新市長が誕生いたしましたが、来月合

併をする清武町も含めれば、県民の３分の１以

上が宮崎市民となります。県と宮崎市の連携、

また二重行政の解消などは、県全体としても重

要な課題であると考えますが、宮崎市の新市長

との協議、連携についてどのようにお考えか、

知事にお伺いをいたします。

続きまして、地方分権についてお伺いをいた

します。知事は地方分権の旗手として今までも

取り組んでこられましたが、民主党新政権は、

現行の地方交付税を、地方が自由に使える一括

交付金として変えていく方向を打ち出しており

ます。その場合、県は、県の判断として重要施

策の順位づけをよりしていかなければなりませ
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ん。例えば、宮崎、細島、油津の重要港湾につ

いて、今までは国に要望して、ついたところは

よかったな、つかなかったところは引き続き国

に訴えていくということで、ある意味では国に

責任を転嫁していくことができました。しか

し、これからは自分の判断でそれをつけていか

なければなりません。それがまさに地方分権に

おける地方の責任でもあります。つきまして

は、どのような優先順位、また透明性、そして

説明責任に関し取り組んでいかれるか、仕組み

をつくられていくか、知事にお伺いをいたしま

す。

続きまして、このたび発表された新公社等改

革指針につきまして、知事にお伺いをいたしま

す。この指針は、安藤前知事時代に策定された

ものを再編したものでありますが、公社の方向

性、改革について示したものであります。そし

てまた、今回初めて、削減目標を公社数及び人

員について数値で示されました。非常に意欲的

な取り組みであると考えますが、その理由と思

いをお聞かせください。

続きまして伺います。このたび、新しい教育

委員長に近藤好子委員が就任をされました。県

政初の女性教育委員長とのことであり、県民の

期待も大変高いものであると思っております。

ことしの元日の宮崎日日新聞の「ひと」の欄に

近藤委員長が出ておられました。まだ高校生の

お子さんをお持ちの現役ママということであ

り、好きな言葉は「健やか」、趣味は週１回の

スイミングということだそうであります。近藤

委員長には、今後とも教育行政への一層の御指

導をよろしくお願い申し上げます。

さて、そこで早速お伺いをいたしますが、教

育委員長として、宮崎県の教育の現状をどう認

識し、どのような点に課題を感じておられる

か、お伺いをいたします。

以上で壇上での質問を終わり、後は質問者席

で行います。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。

県民総力戦についてであります。私は、本県

の発展を図るためには、県民一人一人がそれぞ

れの得意分野や持ち味を生かし、自発的に多様

な取り組みを行っていただくことが重要である

と考え、「県民総力戦」を掲げるとともに、さ

まざまな機会を通じ、県民の皆様にそのことを

訴えてまいりました。その結果、座談会や県民

フォーラムの場で直接、県民の皆様と意見交換

を行いますと、陳情、要望の多い中で、｢地域の

ことは自分たちで何とかしなければいけない｣と

いう熱い思いを聞かせていただく機会もだんだ

んとふえておりまして、徐々に意識は変わって

きているのではないかと、手ごたえを感じてお

るところであります。また、いきいき集落にお

ける地域活性化に向けての活発な取り組みや、

企業による植林や食育推進など社会貢献活動の

広がり、あるいはプロバスケットボールチーム

の設立の動きなど、県民の皆様が、みずから地

域や将来のことを思い、行動を起こしている事

例もふえてきておりますので、今後とも、この

ような自発的な行動の輪が県内全域に着実に広

がっていくことを期待しているところでありま

す。

県と市町村は、「住民福祉の向上」という共

通の政策目標に向かって施策を推進していく、

対等で大切なパートナーであります。私は、こ

のような認識に立って、知事就任以来、すべて

の市町村長さんと緊密な連携を図りながら、施

策を推進してまいりました。中でも宮崎市は、
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県人口のほぼ３分の１を擁する県都でありまし

て、スポーツキャンプや企業の誘致を初めとし

て、さまざまな分野で連携を図ってきたところ

であります。今回の選挙で戸敷市長さんが誕生

いたしましたが、引き続き手を携えながら、現

下の厳しい状況を乗り越え、宮崎県勢の発展に

尽力してまいりたいと考えておるところであり

ます。

次に、一括交付金についてであります。一括

交付金については、政府の地域主権戦略会議で

示された工程表において、ことしの夏までに基

本的な考え方や論点を整理し、23年度に導入す

るとされております。地方分権改革を進めるた

めには、使い道が自由な財源の確保が不可欠で

ありますので、私は、この一括交付金の導入に

期待をしており、先日の全国知事会のプロジェ

クトチームでは、本県としての制度設計の提案

をさせていただいたところであります。県で

は、毎年度の予算編成での重点施策の推進や各

種課題への対応において、事業の必要性、効果

等をもとに優先順位を判断しておりますが、一

括交付金が制度化された場合にも、やはり、県

としての戦略、方針のもとで同様の判断をして

いくことになるものと考えております。また、

県の裁量の幅が拡大することで、予算配分に対

する責任が大きくなることは当然であり、県民

に対する説明責任を果たすための新たな仕組み

づくりも必要になると思いますが、こうしたこ

とについては、一括交付金の制度設計の具体的

な内容を踏まえながら、今後検討してまいりた

いと考えておるところであります。

次に、新公社等改革指針についてでありま

す。今回の数値目標の設定は、平成16年３月に

公社等改革指針を策定して以来初めての取り組

みであります。公社等改革につきましては、こ

れまでの６年間で14法人を削減するなど、一定

の成果を上げているところですが、さらに改革

を推進するため、具体的な努力目標を数値で内

外にお示しし、県として責任を持って取り組む

こととしたところであります。今後、数値目標

の実現に向け、公社等ごとに改革の工程表を作

成し、公社等と県の双方が十分な共通理解と認

識のもと、改革に取り組んでまいりたいと考え

ております。〔降壇〕

○教育委員長（近藤好子君）〔登壇〕 昨年12

月24日付で教育委員長に就任いたしました近藤

でございます。本県教育のさらなる振興に邁進

していきたいと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

本県教育の現状と課題についてお答えいたし

ます。

私は、これまで２年間、教育委員として本県

の教育に携わってまいりましたが、子供たち

は、それぞれ学ぶ環境は違っていても、学ぶこ

とへの喜びや、試練を乗り越えていこうとする

たくましさなど、そこには生き生きとした姿が

見えます。また、それを見守る教師、保護者、

地域の方々の温かいまなざしに出会うときに、

本県教育の成果を肌で感じているところであり

ます。このような中、本県教育の課題と申しま

すか、今後充実させるべき内容として私が感じ

ているところを少し申し述べさせていただきま

す。

私が感じておりますのは、今、教育が進めて

おります「生きる力を育む教育」に思いをのせ

まして、子供たちが「幸せに生きていく力」を

身につけていく、そのような教育を進めていく

ことが大切だと考えております。私は、子供た

ちには、生まれてきてよかったと思い、幸せに

生きてほしいと思っております。また２つ目に
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は、学校現場ではさまざまな課題が生じておる

ことは、議員の皆さんも御存じのところと思い

ます。子供たちや教師は日々悩んでおります。

ただ、学校は、生徒、教師、保護者、地域の方

々など人々が多く集うところである以上、課題

が生じるのは当然のことだと思っております。

また、子供たちは日々変化、成長しておりま

す。その中で悩みを抱え、その悩みを抱えた子

供と向き合う保護者、教師もまた悩んでいくの

も学校ならではのことだと考えております。私

は、これらの課題や悩みを真摯に受けとめて、

解決に向けて取り組んでいくその環境を整える

ことが大切なのだと考えております。このよう

なことを含め、誠心誠意取り組んでまいりたい

と考えておりますので、県議会、県民の皆様方

には、教育行政に対して、より一層の御理解と

御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。（拍手）〔降壇〕

○武井俊輔議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。近藤委員長には、また後ほど１～

２点お伺いをしてまいりたいと思います。

では続きまして、さきの議会でも質問いたし

ましたが、行政委員の月額報酬の見直しについ

てお伺いをいたします。さきの議会では、裁判

や他県の状況を見ながらということでしたが、

大分県、熊本県などでも、選挙管理委員会、労

働委員会、収用委員会などについては日額に改

めるという動きも出てきております。まず、総

務部長にお伺いいたします。例えば大分県で

は、委員の報酬を日額３万円にいたしました

が、本県にそれを当てはめた場合、現行額とど

のような差異が出るか、お聞かせください。

○総務部長（山下健次君） まず、大分県の算

式から申し上げますと、９つの委員会のうち４

つの委員会、監査委員、教育委員会、人事委員

会、公安委員会につきましては、月額を5,000円

減じる。残る５つの委員会については、委員長

が日額３万円、委員が日額２万4,600円、こう

いった方式でございます。これを本県における

９つの行政委員会の非常勤委員の報酬に当ては

めてみますと、現在、非常勤委員の報酬５％の

減額を行っており、年間総額8,397万2,400円と

なっておりますが、これを平成20年度における

出勤日数で大分県の方式で算出いたしますと、

合計で4,634万円余となりまして、約3,762万円

の差となるところでございます。

○武井俊輔議員 この見直しについて、全国知

事会でも検討されているようですが、今後どの

ように推移していくのか、また県としてはどの

ように取り組んでいかれるのか、知事に伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 全国知事会での議論

の推移につきましては、12月にプロジェクトチ

ームが設置され、現在、各県の現状等を調査し

ている段階ですので、今後どのように推移する

かは、現時点では断定的なことは申し上げられ

ませんが、４月下旬に出される大津地裁の控訴

審の判決も見ながら、日額化の基準等について

慎重に検討がなされていくものと考えておりま

す。行政委員の報酬につきましては、去る11月

議会でも答弁させていただきましたが、現在

は、行政委員の重要な職責等を踏まえ、月額報

酬とされているものと考えておりますが、全国

知事会での検討状況や司法判断も見きわめなが

ら、議会を初め県民の皆様に御理解のいただけ

る適正な報酬のあり方について、引き続き検討

していく必要があると考えております。

○武井俊輔議員 続いて、さきの定例会見にお

ける知事の、いわゆる無投票発言について、選

挙管理委員長にお伺いします。というのは、答
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弁については、きのうの権藤議員への答弁があ

りましたので、それを踏まえて質問させていた

だきます。今度の知事選挙でございますが、知

事の答弁の中に「無投票であれば５～６億円」

という話があったわけなんですが、実際に知事

選挙にはどの程度かかるのか。また当然、告示

日の５時までは選挙があることを前提に運用さ

れるわけですが、結果として無投票であった場

合でも、準備はされます。その準備経費等はど

の程度かかるのか、選挙管理委員長に伺いま

す。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 平成23年１

月20日に任期満了を迎える知事の選挙におきま

しては、その執行に要する経費として約５

億8,400万円、臨時啓発に要する経費として

約1,700万円、合わせて約６億円程度の費用が必

要になってまいります。仮に告示日の立候補届

け出が１人となりまして無投票当選の場合で

も、投票用紙等の各種選挙資材の作成やポスタ

ー掲示場の設置等、選挙管理委員会が事前に準

備する必要があるものや、候補者が選挙運動の

ために作成したポスターや使用した自動車等に

係る公費負担に要する経費といたしまして、約

１億5,800万円が必要となってまいります。以上

でございます。

○武井俊輔議員 ということでございます。発

言の趣旨はきのうよくわかりましたので結構で

すが、知事は非常に支持率も高く影響力も大き

いので、また御留意をお願いしたいと思いま

す。

続きまして、県立病院の経営形態についてお

伺いをいたします。これは政治姿勢ということ

で伺いたいんですが、病院局では、県立病院の

経営形態について、最高経営会議の中で「今後

も県立維持が望ましい」という結論を出しまし

た。これは昨年まで開催された経営形態検討委

員会の結論に沿うものでもあります。しかし、

委員会では、３年後の平成25年度に改めて経営

形態の見直しを行うという案が示されておりま

す。つまり、課題があるので委員会を設置した

ということであろうかと思いますが、３年後に

また見直しをするということは、事実上の結論

の先送りではないかと考えますが、知事の見解

を求めます。

○知事（東国原英夫君） 県立病院が、今後と

も地域において必要な医療を安定的かつ継続的

に提供していくためには、その時々の課題に的

確かつ迅速に対応していくことはもとより、社

会情勢や病院経営を取り巻く状況等の変化に応

じてそのあり方を見直していく必要があると考

えております。今回の県立病院の経営形態の検

討において、病院局では、現行の形態でさらに

経営改善に取り組み、平成25年度に再度見直し

を行うこととしておりますが、これは、県立病

院を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中

で、まずは経営基盤の確立を図った上で、改め

て医療を提供するにふさわしい経営形態を検討

するものであり、今後とも県立病院がその役割

を果たしていく上で極めて重要なことであると

考えております。

○武井俊輔議員 わかりました。それを踏まえ

て、病院局長にお伺いをいたします。なぜ３年

間かという話なんですが、先ほどもありました

とおり、今、経営環境が非常に激変をしている

という中で、来年がどうなっているのかも予断

を許さない状況にあろうかと思いますが、３年

間というのを設定された理由についてお聞かせ

ください。

○病院局長（甲斐景早文君） 今回の経営形態

の検討におきましては、県立病院経営形態検討
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委員会の報告では、「現状ですべてうまくいっ

ているとは言いがたいものの、ほかの経営形態

に変更したとしても現状の課題を改善できる保

証がなく、むしろ現在の経営形態で今後３年間

さらに経営改善を進め、その成果を踏まえた上

で経営形態を再検討すべき」との御意見をいた

だいたところでございます。県立病院を取り巻

く経営環境が、議員御指摘のとおり激変する中

でございます。こういう中で長期的な見通しを

立てることが極めて困難な状況でありますが、

病院局といたしましては、新たな経営改善の取

り組みを行った場合、その効果を検証するには

３年程度は必要であると、このように考えてお

ります。このため、今後３年間、現行の経営形

態で経営改善に取り組みまして、平成25年度に

経営形態の見直しを行うこととしたところであ

ります。

○武井俊輔議員 わかりました。この問題、最

後にもう一点伺いますが、経営形態検討委員会

で県病院への県民の声を吸い上げて、そういう

形で議論している。これ自体は非常に意味があ

ることであり、高く評価できると思っておりま

す。いろいろ話を聞きますと、延岡病院につい

ては経営検討委員会の分科会の継続を求める声

があるようでございます。県民の声を聞く場と

して引き続き設置が必要ではないかと考えます

が、病院局長の見解を伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院の運営

に県民の皆様の声を反映するため、これまで

も、民間の委員等で構成する県立病院事業評価

委員会を設置いたしまして、中期経営計画の進

捗状況やこれまでの取り組みの成果等について

評価いただくとともに、病院事業全般にわたる

御意見、御提言をいただいているところであり

ます。今後とも、病院運営において、より地域

住民の声を反映できるよう検討してまいりたい

と考えております。

○武井俊輔議員 次に進みます。2010年度当初

予算について、重複を避けながら御質問してま

いりたいと思います。

具体的な施策については、それぞれの項目で

伺ってまいりますが、まず、予算に臨む姿勢と

いうことについて、知事にお伺いをいたしま

す。県は、予算編成過程の公表、透明化に取り

組んでいくということでしたが、残念ながら、

今回の一連の過程を見ても、それが余り感じら

れませんでした。具体的にどのように透明化に

取り組まれたのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 予算編成過程の公表

につきましては、県民の目線に立った県政推進

や透明性の向上の観点から、平成21年度予算か

ら公表を行っているところであります。平成22

年度当初予算につきましては、これまで公表し

ております「款別、性質別、部局別の予算要求

状況及び予算計上状況」や「主な事業の要求及

び計上状況」に加え、予算編成の一環として、

例年、予算要求前の６月から８月にかけて実施

しております「事務事業の見直し」の内容につ

いて、部局別の見直し結果を事業費と一般財源

に分けて新たに公表したところであります。今

後とも、より適切な公表のあり方について検討

してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続きまして、総務部長にお伺

いをいたします。私たちは昨年、行財政改革特

別委員会の視察で、先進的にこの問題に取り組

んでいる鳥取県庁に調査に行ってまいりまし

た。電子県庁で、会派の要求なんかもその都度

その都度ホームページで公表したり、その取り

組みの斬新さに大変驚いたものでございまし

た。このような先進県が取り組んでいる予算編
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成過程の公表について、そもそも必要性を感じ

ていらっしゃるのか。そしてまた、宮崎県とし

ては最終的にどのような形が望ましいと考えて

いらっしゃるか、お伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） お話ございました

ように、各自治体で取り組まれている予算編成

過程の公表につきましては、県民と情報を共有

し、県民の目線に立って開かれた行政を推進す

るために、それぞれの自治体が、その作業工程

あるいはシステムに応じて工夫しながら実施を

されているものでございます。もちろん私ども

としましても、その必要性については十分認識

をしているところでございます。本県としまし

ては、これまでも、予算について、県議会での

御意見あるいは御指摘を初めとしまして、県民

ブレーン座談会あるいは「県民の声」等による

県民の皆様方の御意見、また県内市町村や各種

団体からの陳情・要望等を十分に検証した上で

編成に取り組んでいるところでありますので、

こういった県民ニーズに一層的確に対応すると

ともに、今後の予算編成過程の公表のあり方に

つきましても、県民の皆様へよりわかりやすく

説明できるように、引き続き検討を行ってまい

りたいと考えております。

○武井俊輔議員 県民の皆さんに、県政に関心

を持っていただくのがなかなか難しいという中

で、予算というのは一番そういった切り口にも

なり得ることであろうかと思いますので、ぜひ

今後とも取り組みをお願いしたいと思います。

引き続き、予算についてお伺いをいたしま

す。毎年、予算の発表がありまして、私も議員

になる前からずっと見ておって思っておりまし

たのが、毎年毎年、「予算はこれぐらい縮減を

しました。しかし、こういう新規事業を行って

います」というようなことを発表されます。そ

れはそれでもちろん評価できるわけですが、と

いうことは逆に言いますと、今年度の予算の中

で、昨年から廃止したもの、ないしは大きく縮

減をしていったものが相当あるということにな

ろうかと思います。私は、こういったものも、

もっと予算発表時に発表していくべきだと思っ

ておりますが、昨年からの比較で廃止・縮減が

大きなもの、主なものについて御説明をお願い

いたします。

○総務部長（山下健次君） 平成22年度の当初

予算編成に当たりましては、基本的な考え方で

ございますが、まず、予算要求前の段階から徹

底した事務事業の見直しの作業を行い、すべて

の事業について目的、効果等を検証した上で予

算編成を行ったところでございます。事務事業

見直しの中で主な見直し例を挙げますと、販路

拡大支援プロジェクト事業運営費補助金につき

ましては、宮崎県物産貿易振興センターの収益

動向を踏まえ、運営補助金約5,500万円を廃止い

たしました。また、高齢者総合支援センター運

営事業については、現在の介護実習・普及セン

ターと高齢者総合相談センターを再編・統合し

まして、新たに高齢者総合支援センターを設置

することとして、ほかの事業あるいは市町村事

業との重複等を見直すことによりまして、

約1,500万円の事業費の縮減を図ったところであ

ります。その他、経費の削減や事業内容の検証

など徹底した事務事業の見直しによりまして、

総額86億円程度を削減したところでございま

す。

○武井俊輔議員 そういった意味で、特に県政

に関心のない方から見ると、その辺が非常に気

になるところだという話もよく聞きますので、

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、準公金の取り扱いについてお伺
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いをいたします。医療薬務課の職員が、医師確

保対策推進協議会の負担金から222万円を横領

し、懲戒免職になるという大変残念な事案があ

りました。それで準公金ということが非常に大

きくクローズアップされたわけですが、まず総

務部長に伺います。県庁には、親和会と呼ばれ

る親睦会的なものも含めて、さまざまに職員が

管理する公金以外のお金があるかと思います

が、まず、準公金というものについての定義を

お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） せんだっての不祥

事につきましては、まことに申しわけございま

せんでした。

準公金の定義でございますが、公金が、「国

または地方公共団体の所有に属する金銭」とい

うことで、県として収入、保管、支出する資金

をいうのに対しまして、公金以外の資金で、各

種協議会や所属の親睦会などの任意団体の資金

など、県職員が管理はしておりますが、県とし

ての所有に属さないもの、これを準公金として

整理をしているところでございます。

○武井俊輔議員 では、この準公金が県に一体

全体どの程度あるのか。知事部局及び外局につ

いて総務部長、また、教育長、警察本部長にそ

れぞれ件数をお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） まず、平成20年の

７月に調査を行いましたが、その結果によりま

すと、県全体のうち警察本部及び教育委員会を

除く所属においては591件ございました。内訳と

して、各種協議会等が377件、所属の親睦会等

が214件でございました。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会事務局と

県立学校に分けてお答えいたします。平成20年

８月に行った調査の結果によりますと、教育委

員会事務局につきましては96件であり、内訳

は、各種協議会等が36件、所属の親睦会等が60

件であります。また、県立学校について申し上

げますと、1,045件でありまして、内訳は、各種

協議会等を含む学校徴収金等が980件、所属の親

睦会等が65件であります。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察本部につき

ましては所属の親睦会のみで、40件でありま

す。

○武井俊輔議員 といたしますと、今ざっくり

計算してみると、県全体で1,240件程度の準公金

があるということで、大変な数だと思います。

これを踏まえて、会計管理者にお伺いをいたし

たいと思いますが、さまざまな仕組みを講じて

も、結局は、どうしても個人のモラルに負って

しまう部分が、この手の問題は非常に多いと思

います。今回の事件を見ましても、印鑑と通帳

は確かに別に持っているんですが、白紙の支払

い伝票に何枚も印鑑をついて、それをもって横

領したという事案になってしまったわけでござ

います。すなわち、モラルに負うだけではなか

なか難しいというのが現状ではないかと考えま

す。つきましては、このような準公金において

も公金同様、会計管理局での管理ができないの

か、お伺いをいたします。

○会計管理者（長友秀隆君） 県などの普通地

方公共団体の所有に属しない現金を会計管理者

が保管することにつきましては、地方自治法

上、保管権原と保管の手続などについて、法律

または政令に根拠があるものに限られておりま

す。したがいまして、お尋ねの各種協議会の現

金等の保管につきましては、その保管権原と保

管手続などについて法律または政令に根拠があ

るかどうかによって、個別に判断することにな

ると考えております。

○武井俊輔議員 ということは、逆に言います
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と、個別に判断をしてできるものもあり得るか

もしれないということであろうかと思いますの

で、ぜひ精査をしていただいて、できました

ら、そういったものも公金同様の管理ができる

ように、検討をお願いしたいと思います。

続きまして、新公社等改革指針について伺い

ます。先ほど知事から、そういった取り組みに

ついては伺ったところでございますが、この中

で、県の外郭団体である公社等への人的支援、

派遣について、総務部長にお伺いをいたしま

す。この指針の中では、県職員やＯＢの派遣に

ついて、「真に必要な場合に行う」としており

ますが、どのような場合をもって「真に必要」

というのか、御説明をお願いします。

○総務部長（山下健次君） 公社等への人的支

援につきましては、公社等からの要請に基づき

実施をしているところでございます。人的支援

の検討に当たりましては、公社等の自立化や経

営責任の明確化を促進する観点から、まずは公

社等において、プロパー職員の育成のほか、外

部からの人材登用なども検討していただくこと

が必要だと考えております。そういった中で、

公社等から県への人的支援の要請がありました

場合は、公社等の業務が県と緊密な連携のもと

に推進する必要がある場合に該当するかどう

か、また、経営上の観点からプロパー職員の採

用抑制のため、県に必要な人材を求める場合に

該当するかどうか、こういったことを精査いた

しまして、これらに該当する場合は、県職員の

派遣や県退職者の推薦を行うこととしていると

ころでございます。

○武井俊輔議員 おっしゃることはよくわかり

ますし、そのとおりと言えばそのとおりなんで

すが、ただ、よくわからないんです。「真に」

ということは、どういう議論をして、どういう

協議をした結果、だれの判断でというようなこ

とがあって初めて、本当に「真に」ということ

が言えるのではないかと考えますが、そういっ

た意味で、そういう判断を県がしたのであれ

ば、なぜこの団体に県が派遣することが必要だ

ということを県が判断したのか。そしてまた、

その団体側も、なぜ県からの受け入れが必要な

のかということについて、一連のことが県民に

対して明示され説明されてしかるべきではない

か。例えばホームページで公表するとか、そう

いうことがあってしかるべきではないかと考え

ますが、総務部長の見解を伺います。

○総務部長（山下健次君） 基本的には、職員

を公社等に派遣する場合の制度的な枠組みとい

たしまして、まず、公益法人等への職員の派遣

に関する法律というのがあり、それを受けて条

例がございます。その条例の中で、公益性等を

勘案して必要とされる団体というのを人事委員

会規則で定めております。まずそこでチェック

を受けるということが大前提でございます。そ

ういった中で、御指摘のような、県職員の派遣

あるいはＯＢ職員の推薦について、先ほど申し

上げたとおり、新公社等改革指針の方針を踏ま

えて行っておりますけれども、その一つ一つの

必要性について個別に公表することは、困難だ

と考えております。職員の人事異動について

は、結果はすべて公表しておりますし、知事部

局におきましては、退職者の再就職について、

本庁課長級以上の職で退職した者の再就職状況

を公表しているところでございます。

○武井俊輔議員 確かに、だれがどういうとこ

ろにということは公表されておりますが、別に

個人のどなたがどうだということを申し上げて

いるわけではなく、仕組みとして、真に必要だ

とおっしゃるのであれば、普通、一般的な感覚
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からすれば、ああ、これなら真に必要だなと納

得できることがあって初めて「真に必要」と言

えるのではないかと思います。将来的には民間

からの公募を促進することも必要ではないかと

思っておりますので、長期的にあり方を再検討

していただきたいと思います。

次に移ります。法人の中でも、実際に収入の

大部分、事業の大部分が県からの指定管理料、

すなわち県からの指定管理を受託することで事

実上存在している団体というものもまた、少な

くないと思います。これらの団体は、民間との

競争の中で指定管理を受託しているということ

ですから、逆に言ってしまえば、民間でもでき

ることをやっているということでもあります

し、その意味では、県の外郭団体としての意味

合いとしては大きく低下をしているのではない

かと言えると思いますが、このような法人への

かかわり方について、総務部長にお伺いいたし

ます。

○総務部長（山下健次君） 公社等の改革の基

本的な考え方といたしまして、公社等が実施し

ている事業が県民にとって必要性が高いかどう

か、その他公社等の役割について見直しますと

ともに、公社等に対する県の財政的・人的関与

のあり方についても徹底的に見直すこととして

いるところでございます。こういった観点か

ら、県からの収入にその相当部分を依存してい

るような法人につきましては、法人の自立化に

向けて、自主財源の確保あるいは法人運営のさ

らなる効率化などを求める必要があると考えて

おります。

○武井俊輔議員 この問題について、最後にお

伺いしますが、今まさに自立化というお話があ

りましたけれども、外郭団体の中には、宮崎市

とかほかの自治体の指定管理をとっていくと

いった形で、積極的にどんどん事業に取り組ん

でいる、まさに非常に自立化に取り組んでいる

団体もあるかと思います。公益法人制度改革も

進んでおります。前向きな意味で、例えば株式

会社化するとかいうこともあるのかもしれませ

んが、県から切り離して自立化を促していく取

り組みはできないのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） お話ございました

ように、今後の新公益法人制度への移行を踏ま

えまして、法人によっては、事業内容を見直し

て、県の関与の必要性がなくなるものも出てく

ると考えております。そういった場合は、当

然、御意見のとおり、県の人的あるいは財政的

な関与をなくして自立をしていただくことにな

るものと考えております。

○武井俊輔議員 今、一通りいろいろと見てき

たわけなんですが、ここで知事に１点お伺いを

したいと思います。行政委員の問題、病院局、

予算編成過程の透明化、再就職、いろいろなこ

とを伺ってきたんですが、私たちは知事に、行

政改革のフロントランナーであってほしいとい

う思いが強くございます。以前、大阪府の橋下

知事との違いを問われたときに、御自身で調整

型というようなこともおっしゃいましたけれど

も、常に行革の前を行くんだといったような思

いで、ぜひ積極的に、１期目の集大成に当たっ

て取り組んでいただきたいと思います。知事の

見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 基本的には、行財政

改革大綱2007の工程、プロセスに沿って目的を

忠実に果たすということが大前提だと思ってお

ります。また、公社等あるいは行政委員の月額

報酬の問題、あるいは予算編成過程の公開の問

題は鋭意取り組んでいきたいと思っておりま

す。余り行革等に縛られてしまうと―職員の
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士気あるいは民間とのバランス等々も勘案して

いかなければいけないと思いますので、総合的

な視点に立って、今後とも積極的に改革を進め

ていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 御期待を申し上げておきたい

と思います。

続きまして、市町村合併についてお伺いをい

たします。昨日の満行議員の質問の中で知事

は、「合併については自主的、自立的な取り組

みを期待する」と述べられました。合併特例法

が終結し、いわゆる平成の大合併も一段落をい

たしました。確かに、県が今回の組織改編で合

併支援室を廃止することなどを見ても、そう

いった形に収れんしていくんだなということは

見てとれるわけですが、それを踏まえて今後の

取り組みについてお伺いをいたします。

総務部長に伺います。以前、高鍋町で開催さ

れた東児湯の合併啓発フォーラムなどありまし

たが、こういったような合併機運を醸成するた

めの事業というものは今後は実施されていくの

か。また、来月、清武町や野尻町が合併をいた

しますが、既に合併をした団体への支援は今後

もしっかりと継続をされていくのか伺います。

○総務部長（山下健次君） 御指摘の普及啓発

事業でございますけれども、これまで県におき

ましては、先ほどおっしゃった講演会の開催、

あるいは新聞広報等での県民への情報提供など

によりまして、合併機運の醸成に努めてまいっ

たところでございます。合併が一区切りとなり

ますことから、来年度以降はこのような取り組

みは実施しないことになりますが、市町村から

の要望に応じまして、合併に関する研修会に講

師を派遣するといった側面的な支援は継続して

まいりたいと考えております。

また、合併団体への支援でございますが、合

併団体に対しましては、市町村合併支援交付金

を初めとした財政措置などの支援に努めてきた

ところでございますが、これまでに合併した団

体だけではなく、この３月末に合併予定の宮崎

市と清武町、小林市と野尻町におきましても、

これらの支援措置は当然適用となりますので、

今後も合併団体への支援が滞りなく行われます

よう、県としても十分配慮してまいりたいと考

えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。

県内には、合併をせずに自立を選択した市町

村も同じく数多くあります。これらの市町村

も、いろんな議論の末、住民の皆さんの真剣な

思いの中で自立を選択されたかと思います。今

後、結果として自立を選択した市町村が不利益

をこうむることがあってはならないと考えます

が、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 平成の大合併におき

ましては、合併に取り組む市町村に対しまし

て、普通交付税の合併算定替えや合併特例債な

どを中心とした手厚い優遇措置によりまして、

全国的に市町村合併が進められてきたところで

あります。自主的な合併を推進するという基本

的な考え方に基づき、このような充実した優遇

措置により支援を行ってきたところであり、合

併を選択しない市町村が、合併しないことを

もって不利益な取り扱いを受けるということは

ないと考えております。なお、今回合併しな

かった市町村におきましても、引き続き厳しい

財政状況にございますので、今後も行財政基盤

の強化に努めていただきたいと考えておるとこ

ろであります。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。そこ

は本当に、くれぐれもお願いをいたしたいと思
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います。

続きまして、国際線の活性化についてお伺い

をいたします。

チャイナエアライン、「中華航空」と呼ばず

に「チャイナエアライン」と呼ぶように統一さ

れたということでございますが、この就航につ

いて、県当局の努力は高く敬意を表したいと思

います。エバー航空運休後のチャイナエアライ

ンですから、逆に言いますと、台北線について

言えば、もうこれ以上の切り札はないわけでご

ざいます。積極的な路線政策が必要であると考

えております。そのためには、日本からの利用

者をふやしていかなければいけないと考えてお

ります。まず、県民政策部長に伺いますが、搭

乗者における日本人と外国人の割合等について

お聞かせください。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎―台北線

であります。就航からこれまでの利用割合であ

りますが、おおむね日本人が２割、外国人が８

割と聞いております。このように外国人の割合

が高い要因につきましては、台湾が学校の冬休

み、あるいは旧正月の旅行シーズンに当たって

いたため、座席が台湾の旅行会社に多く配分さ

れたことに加えまして、日本では就航の発表が

昨年の年末だったため、旅行会社の商品造成が

間に合わなかったこと等が影響しているという

ふうに伺っております。

○武井俊輔議員 それは確かにわかるんです

が、安定的な運航ということを考えるに、やは

り、まず日本人の、宮崎からの利用者をふやし

ていかなければいけないのは言うまでもないこ

とであるかと思います。そういった意味で、宮

崎からの修学旅行の取り組み、または隣県、近

県からの集客の取り組みについて、県民政策部

長に伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 確かに宮崎か

らの、日本から台北への客をふやすということ

が非常に大事であると思っておりますが、ただ

いまございました本県からの修学旅行の促進に

ついては、これまでも、国際線修学旅行等補助

事業により、修学旅行等の交流事業を支援いた

しますとともに、教育委員会や学校向けに修学

旅行セミナーを開催しているところであり、さ

らにそういった取り組みを強化していきたいと

思っております。また、本県と台湾との相互交

流を促進するために、スポーツとか文化・芸術

等の分野で交流意欲を持つ団体・グループの交

流の橋渡し事業も積極的に行っております。隣

県からの集客につきましても、チャイナエアラ

インでは宮崎に営業拠点を置き、隣県での営業

も展開されているところであります。県といた

しましても、鹿児島県のメディアを活用した路

線や団体利用補助制度のＰＲ等を行うことにい

たしております。

○武井俊輔議員 続きまして、商工観光労働部

長にお伺いをいたします。エバー航空が運休を

した際でございますが、県はその理由として、

ダイヤが悪かったこと、そして南九州の知名度

が足りなかったということを原因として挙げら

れました。ダイヤは、なるほど見てみますと確

かに改善をされたんですが、一方の南九州の知

名度不足ということについては解消されたの

か。また、どのように取り組まれているのか、

お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県ではこ

れまで、台湾とのチャーター便運航あるいは定

期便の就航、台湾での物産展の開催、知事によ

るトップセールス等によりまして、台湾におけ

る宮崎や南九州の知名度向上に努めているとこ

ろでございます。その結果、台湾の旅行会社を
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初めとする観光関係者の間では、着実に知名度

が向上していると感じておるわけでございます

けれども、全体としてまだまだ低いと思ってお

ります。今後さらに多くの台湾人観光客を誘致

していくためには、台湾の方々にもっと宮崎、

南九州を知っていただくことが必要と考えてお

ります。せんだって就航しましたチャイナエア

ラインも、宮崎の観光ＰＲに非常に力を入れて

おります。このような動きとの連携を深めると

ともに、南九州一体となって、台湾人に好まれ

る共通の魅力、例えば四季折々の美しい自然や

豊かな農畜産物を初めとする食材のＰＲなどに

取り組みまして、知名度の向上に努めてまいり

たいと思っております。

○武井俊輔議員 ぜひお願いいたしたいと思い

ます。

続いて、教育長にお伺いしたいと思います。

先ほども県民政策部長からありましたけれど

も、海外に修学旅行に行かれる学校もふえてき

ているわけですが、そういったとき、韓国、台

湾を目的地にしてもらう、ないしは―一番人

気があるのはシンガポールということですが

―シンガポールに行くときに、トランジット

（乗りかえ）として、インチョンであるとか台

北であるとかを使うということも含めて、積極

的に活用をお願いできないかと思うんですが、

見解を伺います。

○教育長（渡辺義人君） 現在、各県立高等学

校、中等教育学校におきましては、校内に修学

旅行検討委員会を設け、生徒や保護者の意見を

聞きながら、目的や内容、費用等を総合的に検

討して旅行先を決定している状況にあります。

本年度は、43校中12校が海外修学旅行を実施し

ておりますが、このうち、今お話のありました

シンガポール、マレーシアを旅行先とする学校

が６校ございます。それから、韓国を旅行先と

する学校が３校ございます。韓国や台湾を旅行

先または経由地とする修学旅行につきまして

は、宮崎空港振興協議会による補助金制度があ

りますので、校長会等を通じて学校に周知をし

ているところであり、今後とも、学校に対する

情報提供を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 この問題最後にいたします

が、こういう形で台北線とソウル線ということ

で、宮崎は２路線を抱えることになったわけで

す。それはそれでぜひ維持していかなければい

けないわけですけれども、限られた財源の中で

国際線２路線をＰＲし誘客していく、維持して

いくというのは、なかなか予算的にも厳しい部

分があるかと思うのですが、この課題と取り組

みについてどのように認識をされているか、県

民政策部長に伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 国際線、まず

台湾線でありますが、九州では台湾線は福岡―

台北線があるだけでございまして、南九州では

唯一の路線でありますので、県民の皆様はもと

より、鹿児島県などほかの県の方々に対して

も、これまで以上に路線のＰＲを行って、利用

者を確保したいと思っておりますし、特に台湾

におきましては、南九州の観光資源のＰＲを連

携して行っていくことが大変重要であると思っ

ております。

また、これも台湾線でありますけれども、乗

り継ぎが非常に便利な運航スケジュールとなっ

ておりますので、台湾だけでなく、東南アジア

等への商品造成も旅行会社に働きかけていきた

いと思っております。

一方、ソウル線につきましては、ことし４月

には就航９周年を迎えるところでありますけれ
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ども、本年度の１月末時点での搭乗率61.9％と

なっております。今後、日本と韓国双方向で、

これまで以上に、特に夏場の利用促進を図るこ

とが重要であると思っております。

○武井俊輔議員 よろしくお願いします。

次に移ります。鳥獣被害対策プロジェクトに

ついて、環境森林部長にお伺いをいたしてまい

ります。

これは、新年度予算の中で新規事業で鳥獣被

害対策特命チーム―刑事ドラマみたいですけ

れども―を結成し、副知事がチーム長となっ

て取り組んでいかれるというものであります。

積極的な取り組みは評価いたしますが、現場で

いろいろ話を聞きますと、課題もあるようでご

ざいます。まず、最も被害が深刻なシカについ

て伺います。隣県と猟期とか捕獲したシカの確

認方法などが違うと。例えば、本県と大分県は

しっぽで確認をする、熊本県は下あごで確認を

するということで、対応に違いがある。また猟

期も、大分県は本県より長くなっております。

これでは、県外からシカが入ってくるのも、こ

れはまた仕方がないのかなと思いますが、この

ような隣県との連携、基準の統一化などどのよ

うにされるのか、お伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 捕獲したシカ

につきましては、先生、今述べられましたとお

り、各県によって違いがございますが、シカの

捕獲の適正な事業執行を確保するために、各県

と協議いたしまして、来年度からは、宮崎県、

大分県については、しっぽによる確認に統一を

したところでございます。また、シカの狩猟期

間につきましては、おっしゃいましたように、

宮崎県、熊本県、鹿児島県が、11月15日から３

月15日まで、大分県は、これよりも開始日が２

週間早い11月１日から３月15日までとなってい

るところでございます。この狩猟期間の変更に

つきましては、特定鳥獣保護管理計画の変更が

必要となりますので、今後、その必要性につい

て、専門家や隣県等の意見も踏まえながら検討

してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、シカ捕獲促進事業に

ついてお伺いをいたします。これはその名のと

おりシカを捕獲するための事業でございます

が、雄ジカが１頭8,000円、雌ジカは基準を超え

たものが１頭１万円の支払いになっておりま

す。これもしっぽと写真で確認をするというこ

とでありましたが、しっぽだけではなかなか確

認するのは難しいと。また、写真もそのシカと

確定するのは、まして難しいといったような話

も聞きますが、実際に性別の確認等はどのよう

になされていくのか、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 雄と雌の性別

の確認でございますけれども、市町村から捕獲

許可を受けた複数名の有害鳥獣捕獲班員が、ま

ず現場において性別の確認を行った上で、撮影

した性別が確認できる写真を、しっぽと一緒に

市町村へ提出させることにしております。その

写真の撮影に当たりましては、例えばシカの個

体（胴体としっぽ）ごとに整理番号等を表示さ

せた上で、捕獲日、場所、性別等がわかるよう

な方法を現在考えております。事業の執行に当

たりましては、市町村と十分に協議しながら、

適正な執行に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 次に移ります。最後に、シカ

皮の活用についてお伺いをいたします。えびの

市などでは、シカ皮の活用についていろいろと

取り組んできたという事例もございます。肉に

ついては最近、少しずつですが、農政水産部と

も連携しながらの取り組みもあるようでござい
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ます。こういった鳥獣の皮（シカ皮）の活用、

ＰＲについて取り組むおつもりがあるか、県民

政策部長にお伺いをいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） シカを地域資

源として、今お話ございましたように、皮とし

て、あるいは食品として、シカを素材とした料

理などとして、それを利用して地域の振興に活

用しようという動きが、県内各地でいろいろ出

ておるところでございます。ただ、シカ皮を初

め鳥獣の利活用につきましては、地域活性化を

進める上での一つの手段となる可能性もあるわ

けでありますが、一方で、安定的な材料の確保

とかコスト面など、さまざまな課題が考えられ

るところでありまして、その利活用について

は、今後、市町村とか関係部局と連携しながら

研究をしていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 次に移ります。みやざき森づ

くりコミッションについて、同じく環境森林部

長にお伺いをいたします。

同じく新年度事業であるこのコミッションで

すが、これは、みんなで森づくりについてプ

ラットホームをつくっていこうという事業なん

です。最近、確かに企業の社会的責任、いわゆ

るＣＳＲの一環、企業イメージの取り組みとし

ても、このような森づくりは盛んに行われてお

ります。最近ではＭＲＴさんも、ミーモの森と

いうことで、関之尾のほうに森をつくって取り

組んでおられます。そういった意味でも、この

コミッション自体は非常に時宜を得たものであ

るとは思いますが、大事なことは取り組み企業

をどうやってふやしていくかということであろ

うかと思います。この取り組みに対して企業に

どのように働きかけを行っていかれるのか、環

境森林部長に伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県におきまし

ては、森林環境税を活用した「企業による森づ

くり」などにより、県民の理解と参画による森

林づくりを推進しているところでございます

が、企業やＮＰＯ等の中には、森づくりに関心

があっても、フィールドの確保が難しいとか森

づくりの技術がないなど、活動に当たって各種

の課題を抱えているところも少なくありませ

ん。このため、森づくりの情報やノウハウ、

ネットワークを持たない新たな企業等が森づく

りに参加できるように、森づくり活動をサポー

トするための組織として、みやざき森づくりコ

ミッションを設置するものであります。コミッ

ションの取り組みといたしましては、森づくり

に関心のある企業やＮＰＯに対して、ワンス

トップ相談や森づくりの企画・立案のサポート

を行うほか、ホームページ「みやざき森づくり

ナビ」を開設して情報の発信を行いますととも

に、普及・ＰＲするための企業訪問とか誘致セ

ミナーの開催など、森づくり活動への参加を積

極的に働きかけていく予定でございます。

○武井俊輔議員 非常にすばらしい取り組みで

あることは十分わかるんですが、ただ、森づく

りというのは、御存じのとおり非常に息の長い

取り組みでございます。例えば、企業の森とい

う形で取り組んでいったとしても、その企業が

途中で経営的に行き詰まってしまうとかそう

いった形で、取り組みが継続できなくなった場

合、結果としてその山が放置されるということ

になっては意味がないかと思いますが、そう

いったことにならないのかどうか、お伺いをい

たします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 「企業による

森づくり」の協定期間につきましては、10年間

ぐらいの協定期間をつくるのがほとんどなので

ございますが、その間に企業が何らかの事情で
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森づくり活動が続けられなくなったときの対応

については、特に協定には定めていないわけで

ございますけれども、仮にそのような事態が発

生した場合には、森林所有者や森林組合等と連

携して、森林が適正に維持管理されるよう努め

てまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 次に移ります。オーシャンド

ームのあり方についてお伺いをいたしてまいり

ます。

知事にお伺いをします。オーシャンドームに

ついて、この議会でも何度も出ておりました

が、フェニックスリゾート社が無償譲渡を申し

出るなど新たな動きが出てきております。その

中で県は、フェニックスリゾート社とともに調

査チームを立ち上げるなど、新たな動きになっ

ております。午前中の水間議員への渡邊部長の

答弁の中で、民間の自立自走というような話も

ありましたけれども、今この時期に、この問題

にこういう形で積極的にかかわることになった

ことについて、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） オーシャンドーム

は、平成19年10月から営業を休止されておりま

すが、あのような規模と機能を持つ施設ですの

で、私は、本県観光の振興のためにも、いつか

また有効に活用されればいいなと思っておりま

した。このような中、フェニックスリゾート社

から、オーシャンドーム等の利活用について、

宮崎市も県も一緒に検討してほしいという提案

があったところであります。オーシャンドーム

等は民間施設ではありますが、その規模、機能

を勘案すると、うまく利活用さえすれば、今

後、県の観光振興等に大きく貢献する可能性が

あります。このため、民間団体、フェニックス

リゾート社、宮崎市及び県から成る調査チーム

を立ち上げたところであります。

○武井俊輔議員 2001年にシーガイア（第三セ

クター・フェニックスリゾート社）が破綻した

んですけれども、そのとき県議会でも激しい議

論が続いておったようでございます。県は、

「一体的運営の継続、雇用の尊重、地元取引先

への配慮」といういわゆる三原則―これは当

時の商工労働部長がそう呼ばれたということで

ございましたが―これを打ち出しました。当

時の松形知事は、平成13年２月の議会でこう述

べております。「シーガイアの再建は、一体的

な運営の継続、雇用の尊重、地元取引企業への

配慮の三原則を前提に検討してまいりましたが

保全管理人によりますと、再建に当たり、裁判

所ともこの三原則に基づき進めるとのことで確

認されているということでございます。したが

いまして、この三原則につきましては、単に経

営のスタート時点だけではなく、事業を継続す

る上で十分尊重していただけると考えておりま

す」、これは13年３月６日、坂口議員への答弁

のようでございます。今回のシーガイアへの対

応というのは、この三原則から考えますと逸脱

をしていると言わざるを得ないと考えますが、

知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） フェニックスリゾー

ト社は、平成14年の再スタート以降、これまで

さまざまな経営努力を続けられ、三原則を尊重

しながらリゾートを継続して運営してこられた

ものと認識しております。オーシャンドームの

営業が２年以上休止され、今後の見通しも立た

ない中で、今回の提案は、シーガイアエリア全

体の魅力を高めるために、オーシャンドームの

利活用策を宮崎市や県も一緒に検討してほしい

という趣旨でなされたものであります。シーガ

イアエリアのそれぞれの施設が放置されること

なく活性化されれば、エリア一帯の魅力が高ま
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り、ひいては本県観光の振興に大きく寄与する

ことになると考えられます。そのような大局的

な観点から見ますと、県民の皆様のお知恵をか

りながらオーシャンドームの利活用策を検討す

ることは、有意義なことだと考えております。

○武井俊輔議員 質問への答えには厳しいかな

と思いますが、つまるところ、三原則は破棄さ

れるというような理解をさせていただきたいと

思います。

確かに時代の変化もありますから、わからん

ではないんです。しかし、当時はこの三原則を

切り札に、松形知事は県民の理解を求めていっ

たということでございました。そのときに多く

の現場の方の涙を見てきましたが、私にとって

は、まさに政治に携わる原点となったことでも

ありましたので、当時のことをぜひ忘れること

なく、意識して取り組んでいただきたいと思っ

ております。

引き続きこの件で、パブリックコメントにつ

いてお伺いいたしますが、県がホームページで

アイデア募集をいたしております。聞きます

と、現在、オーシャンドームについて421件、そ

の他で21件。それに対して、企業として活用を

希望するという事業展開部門はわずか１件とい

うことでございました。ふだんパブリックコメ

ントを県がとってもほとんど集まらないの

に、400件以上集まっているというのは、非常に

関心と期待の高さを感じるのですが、なぜ県が

ホームページでこのアイデア募集を行うことに

なったのか。そしてまた、これをどのように生

かす御予定であるのか。これは商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今、議員

がおっしゃいましたように、オーシャンドーム

に対する県民の関心、期待は非常に大きいわけ

でございまして、そのあたりを考えますと、県

民の皆様のお知恵をおかりして、調査・検討す

る必要があると考えたところでございます。こ

のため、調査チームとして県民等からの利活用

のアイデアや事業提案を募集しているところで

ございます。調査チームは、お寄せいただいた

アイデア等を十分に踏まえまして調査結果を出

すことになると考えております。以上です。

○武井俊輔議員 続いて、きのうも出ていまし

たが、それを踏まえて調査チームで検討してい

くことになろうかと思います。この調査チーム

には、フェニックスリゾート、県、市、観光協

会の方も入っているかと思いますが、この位置

づけはどうなっているのか。つまり、いつまで

にどのような結論を出し得る組織なのか。ま

た、この調査チームにかかる運営経費はだれが

負担をするのか、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 調査チー

ムにおける調査は、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。さらに

は、改修コスト、採算性、運営主体等について

行うこととしておりまして、ことしの８月をめ

どに、調査チームとしての報告をまとめる予定

でございます。なお、調査チームの会議開催な

どにつきましては、委員には無償でチームの検

討に参加していただくなど、新たな経費をかけ

ずに行っているところでございます。

○武井俊輔議員 最後に知事にお伺いをいたし

ます。県としては、税金はもちろんですが、例

えばリゾート基金の残額でありますとか、公的

な資金の投入を検討することがあり得るのか。

また、県負担が発生することを前提としてオー
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シャンドームの無償譲渡を受けることがあり得

るのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県の対応について

は、調査チームの報告を踏まえ、別途判断して

いくことになるため、今の段階では何とも申し

上げられませんが、私としましては、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。

○武井俊輔議員 オーシャンドームの観光的な

価値ということは、なるほど確かに十分あろう

かと思いますが、慎重に、また適宜適切な情報

公開をお願いしたいと思います。

続きまして、フリーウェイ工業団地について

お伺いをいたします。フリーウェイ工業団地に

つきましては、今まで何度もこの議会でも、ま

た今議会でも質問が出ておりますが、お伺いし

てまいります。

今回の議会で、解散する土地開発公社からフ

リーウェイ工業団地の土地を、県は33億円で買

い取りするということで出ておりますが、この

大前提として、実際にこの土地に今、いかほど

の価値があると認識をされているのか、商工観

光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） フリー

ウェイ工業団地の資産価値につきましては、所

有している県土地開発公社におきまして、取得

造成に要した経費をもとに、貸借対照表上、

約33億円が資産計上されているところでござい

まして、今回の購入予算につきましても、約33

億円を計上しているところでございます。

なお、現在、公社が企業に対しまして平米当

たり１万2,000円で販売しておりますが、同団地

への企業立地の促進を図るため、県と高原町で

土地に対する補助を行っておりまして、実質、

平米当たり4,000円で企業に提案しているところ

でございます。

○武井俊輔議員 現状はよくわかるんですが、

これは非常に大事な問題であると思うんです。

知事に１点伺いたいと思うんですが、33億円の

税金で今回、県がこれを買い取ろうとしている

わけですけれども、例えば不動産鑑定をすると

いったようなことを含めて―知事は以前、含

み損ということも定例会見でおっしゃっていま

すけれども、実際に33億円で今、県が買い取り

をしようとしている土地は、一体いかほどの価

値があるのかということについて、県民に明ら

かにされるべきではないかと考えますが、知事

の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 土地の売買について

は、需要と供給のバランスで決まると理解をし

ておりますので、現時点では計算できないとい

うことで―計算できないではないですね。需

給バランスで価格は決定するものだと考えてお

ります。

○武井俊輔議員 33億円の税金で宮崎県が今、

買い取りをしようとしている土地は、実際に幾

らの価値があるものを買おうとしているのか。

土地開発公社から買わなければいけないこと

は、それは約束であれば仕方がないかもしれま

せん。ただ、今実際に県が33億円で買い取ろう

としている土地は幾らの価値があるのかという

ことは、県民に対して明示されてしかるべきで

はないかと考えますが、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおり、売った価格で、含み損あるいは含

み益というのは出てくるのではないでしょう

か。需要と供給のバランスで価格というのは決

まると、私は把握しております。

○武井俊輔議員 今、33億円で県は予算を立て

てこの土地を買おうとしているんです。この買
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おうとしている土地は、一体幾らの価値がある

ものを33億円で買おうとしているかを県民に対

して説明するのは、当然のことじゃないんです

か。

○知事（東国原英夫君） 平米１万2,000円とい

うので売り出しているんです。それを高原町と

県が、立地を促進するために補助しているとい

う価格でございます。

○武井俊輔議員 結局、平米１万2,000円の土地

を補助して、実質4,000円で売り出しているわけ

です。でも、4,000円でもなかなか売れないとい

うことは、実質的に言えば、33億円で県が買お

うとしている土地の価値というのは３分の１以

下しかないということじゃないんですか。

○知事（東国原英夫君） フリーウェイ工業団

地につきましては、県の要請によりまして公社

で造成されたものであることはわかっています

よね。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

よりこの貸付金をすべて返済する予定であると

いうのは、御案内のとおりですね。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、平米当たり１万2,000円で積算

し、33億円の予算を計上したところでありま

す。鑑定評価は実施しておりません。なお、県

が購入した後、県の管理下で新たな企業誘致を

スタートすることになりますが、その際は、分

譲価格を決定する判断基準の一つとして鑑定評

価を実施する必要があると考えております。

○武井俊輔議員 ということは、確認ですけれ

ども、県は33億円で、実際に幾らするかもわか

らない土地を買うということですか。普通であ

れば、鑑定して幾らぐらいの価値があります

と、それで差異が出れば―もちろん含み損と

か事情の変化もありますから―申しわけない

けれども、今これぐらいの価値しかこの土地に

はないけれども、これは買い戻しをしなければ

いけないということを、県民に対してちゃんと

説明をしなければいけないんじゃないですか。

○知事（東国原英夫君） ですから、今の時点

で公社から買い戻し、これは御理解いただけま

すね。そしてまた、これを売るわけです。売っ

たときの価格で、含み益があるのか損があるの

かというのは公表になるということでございま

す。

○中村幸一議長 武井議員に、申し上げます

が、今、答弁で鑑定評価をしていないというこ

とですから、鑑定評価をしていなければ、今の

価格はわからないんじゃないかと思うんです。

武井議員と知事との議論がかみ合わないんじゃ

ないかと思いますが、これは後でというわけに

はいきませんか。

○武井俊輔議員 でしたら、鑑定評価を速やか

に行って、速やかにこれを公表する意思があり

ますか。

○知事（東国原英夫君） するかどうかは、ま

た担当部局等々の意見も伺い、協議をして検討

してまいりたいと考えております。

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 暫時休憩します。

午後２時18分休憩

午後２時21分開議

○中村幸一議長 再開いたします。

知事にもう一回答弁をお願いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） ですので、この土地
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は政策上、県費を投じて企業誘致の促進のため

等に、あるいは地域経済の発展のために購入し

たということでございまして、事務手続上、公

社がそれをやるということでございます。公社

とのお約束で、余剰は県が買い取るということ

でございます。それが問題であって、今の土地

評価というものはここでは問題ではないと、私

は考えております。あくまでも、県が所有した

土地を今後分譲するときに、その価格というの

は需給バランスで決まるものでありまして、そ

のときに含み損、含み益というものは発生する

と思います。そのときには、土地評価価格は当

然公表しなければいけないということだと思い

ます。

○武井俊輔議員 次もありますから……。結

局、納税者の目線で見ていかなければいけない

と思うんです。つまり、我々が知りたいこと

は、県の税金で買う33億円の土地にいかほどの

価値があるかということです。これで最後にし

ます。繰り返しますが、県が買ってからでもい

いんですけれども、とにかく速やかに鑑定をし

て、速やかに県民に対して実勢価格について議

会で公表するとか、それだけでも最後に約束し

ていただきたいと思います。いかがですか。

○知事（東国原英夫君） ですから、実勢価格

の鑑定評価というのは、あくまでも売る時点、

分譲する時点でなされるものだと思っておりま

す。

○武井俊輔議員 平行線ですのでこれで終わり

ますが、県の税金で買っているものがこれだけ

価値が下がってしまったということで、そうい

うことをちゃんと一つ一つ県民に明らかにして

いくことは非常に大事なことであり、それが行

政の結果責任であろうというふうに思っており

ます。

時間もありませんので次に移りますが、入札

制度改革についてお伺いをいたします。

昨年４月の経済・雇用緊急対策の中で、最低

制限価格を予定価格のおおむね85～90％に引き

上げたということでございました。経済対策と

いうことでされていますので県土整備部長に伺

いますが、これを上げたことによる経済効果や

雇用維持効果がどの程度あったのか。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設産業を取

り巻く経営環境は、建設投資の大幅な減少等も

ありまして一段と厳しい状況にありますことか

ら、地域の経済、雇用等を担う建設産業を支援

するために、昨年の４月から、公共事業におけ

る経済・雇用緊急対策として、さまざまな対策

を講じているところであります。このうち最低

制限価格につきましては、建設産業の健全な発

展や工事の品質確保を図る観点から、予定価格

のおおむね85～90％に引き上げたところであり

まして、本年度第３・四半期までの建設工事に

おける平均落札率は公共三部全体で88.4％と、

昨年度と比較して4.3ポイント上昇しておりま

す。これが建設産業の経営の下支えにつながっ

たものと考えております。このほか、本年度は

６月、９月に公共三部合わせて183億円余の増額

補正を行うなど、公共事業費の確保にも努めて

おりまして、これらの総合的な対策により、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。

○武井俊輔議員 知事にお伺いいたします。基

本が80～85％、これを90％、緊急経済対策とい

うことですが、１年間。すなわち、暫定に暫定

を重ねているわけです。憲法解釈みたいな感じ

ですけど、重ねて重ねてと、既成事実が重なっ

ていっているという感じなんです。つまり、こ

ういった形でされているということであれば、
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いっそのこと基本を90％に変更するとおっしゃ

るほうがすっきりするのではないかと考えます

が、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 最低制限価格につき

ましては、昨年４月に、建設産業を支援するた

めの緊急的な対策として、予定価格のおおむ

ね85～90％に引き上げたところでありますが、

引き上げ後においても、依然として最低制限価

格付近に応札が集中する状況が続いておりま

す。また、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、さら

に、国においては、来年度の公共事業関係費が

大幅な削減方向にあるなど、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

とが危惧され、ひいては、公共工事の品質低下

につながるリスクの増大が懸念されておりま

す。これらの状況を踏まえて、建設産業の健全

な経営に資するとともに、公共工事の品質確保

を図る観点から、緊急かつ時限的な対策とし

て、最低制限価格を予定価格のおおむね90％に

見直したところであります。

○武井俊輔議員 見直したというか、今、緊急

経済対策として、そういう形で取り組んでいる

ということであろうかと思います。ということ

は、暫定の対策というのは、景気が回復をすれ

ば―どういう状態を回復すると言うのかわか

りませんが―また下げるというか、またもと

に戻すことがあり得るということなんでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 最低制限価格は、個

別の契約ごとに請負契約の内容に適合した履行

を確保するために、必要となる最低限の価格と

して設定しており、施工業者を対象にしたコス

ト調査の結果を踏まえ、平成19年10月に、予定

価格のおおむね80～85％に引き上げを行いまし

た。その後、昨年４月と今回の２度にわたり、

公共事業における経済・雇用緊急対策として、

建設産業の健全な経営に資するとともに、公共

工事の品質確保を図る観点から、最低制限価格

を引き上げたところであります。今後の対応に

つきましては、本県の経済・雇用情勢や建設産

業の置かれた状況等を総合的に勘案して、判断

してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 公共工事がふんだんに回復す

るとか最低制限価格に張りつかなくなるという

ことは、現実的に考えてあり得ないんじゃない

かと思うんですが、そういった意味でも、その

辺は慎重に、また丁寧な対応をお願いしたいと

思います。

次に移ります。神社等への土地提供について

お伺いをいたします。

北海道の砂川市が神社に無償で土地を提供し

ていた問題につきまして、ことし１月20日、最

高裁が違憲判決を出しました。先日公表されま

した県の調査では、こういった施設が県内に16

カ所確認されているということですが、今後、

使用料を徴収していく方向になるのか、総務部

長に伺います。

○総務部長（山下健次君） お話ございました

ように、本年１月20日の北海道砂川市の神社に

係る最高裁判所の判決を受けまして、県有地に

おける宗教関連施設等について調査を行い、現

時点で16カ所の存在を確認したところでござい

ます。今後の対応でございますが、施設の設置

経緯、あるいは祭事の状況等の調査を行った上

で、個々の施設が判決の中の宗教施設に該当す

るのかどうかを含めて検討していくこととなり

ますけれども、普通財産を例に申し上げます

と、一般的には、普通財産を貸し付ける場合に

は、一定の条件に該当する場合を除き貸付料を
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徴収することになるところでございます。

○武井俊輔議員 続いて、県土整備部長にお伺

いをいたします。宮崎神宮ないしは宮崎市の生

目神社など、県道を鳥居がまたいでおるものが

ございますが、こういったものの占用料の徴収

の状況、また、仮に徴収するとすれば金額は幾

ら程度になるのか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 県が管理する

道路内にある神社の鳥居は、宮崎市内に３カ所

ございまして、いずれも占用料は徴収いたして

おりません。今後の対応につきましては、今回

の判決結果や過去の経緯等も踏まえて、慎重に

検討する必要があると考えておりますが、仮に

占用料を徴収するとしたら、現在の道路占用料

徴収条例に明確な定めがございませんので、新

たな検討をすることになるものと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 確かになかなか難しいと思い

ます。一の鳥居なんていうのは昔からあって、

いつ、だれがちゃんとつくったのかとか、本当

に宮崎神宮の所有物なのかもよくわからないと

ころもあるかと思います。いろいろとまだ課題

があろうかと思います。

最後に、総務部長にお伺いいたします。それ

でもまだ、鳥居とかは存在もわかるわけです

が、県の報告資料を見ますと、非常に小さなほ

こらとか水神様とか、学校の敷地にあるものも

結構多いようです。こういったものが多いわけ

でございまして、実際にだれのものなのかを確

定するのは非常に難しいのではないかと考えま

す。ただ、今後所有者がどうしても見つからな

いような場合は、こういったものを撤去してし

まうということもあり得るのか、総務部長に伺

います。

○総務部長（山下健次君） 「むやみに撤去す

ると……」という気持ちもいたしますが、今後

の対応については、設置経緯あるいは地域の実

情等踏まえ慎重に検討してまいりたいと考えて

おります。

○武井俊輔議員 別に撤去しろと言っているわ

けではないんです。私の周りでも、「学校の敷

地にあって、近所のおばあちゃんが毎日お水を

あげていて、どうなるのか」と聞かれたりとい

うこともありましたので、地域の皆さんにとっ

ては非常に大切な存在であろうかと思います。

むやみにということはないということですの

で、慎重な検討をお願いしたいと思っておりま

す。

続きまして、学校支援地域本部事業につい

て、教育長にお伺いをいたします。

平成20年度より実施されております学校支援

地域本部事業でございますが、地域の方々や企

業のＯＢの方による、児童生徒の安全、環境整

備、学習補助などのボランティア活動により、

教育活動の充実、教師の負担軽減などにつな

がっていると聞いております。そこで、教育長

にお伺いいたしますが、この事業の成果とし

て、以前、「職員が子供と向き合う時間が確保

されるなど、教育活動の充実が図られた」と

いったような答弁もございましたけれども、具

体的に学校にどのような効果が生まれてきたの

か。そしてまた、国の委託事業が来年度には終

わるわけですが、終わった後の今後の取り組み

についてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校支援地域本部

は、本県では現在、19の市と町に24の本部が設

置されておりまして、小学校47校、中学校23校

で取り組まれております。平成20年度に国の委

託事業としてスタートして２年目の取り組みに

なりますが、これまで、地域の方々による登下
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校時の安全確保や教科の学習指導補助、調理や

書道の実技指導など、さまざまな支援活動が行

われているところであります。その結果、学校

におきましては、教師が子供と向き合う時間の

確保や学習活動の充実が図られ、また、地域の

方々と触れ合うことで、子供たちの地域への愛

着が深まるとともに社会性が高まるといった成

果が得られております。現在、学校を取り巻く

環境が大きく変化する中にありまして、学校は

これまで以上にさまざまな課題を抱えるように

なってきており、地域全体で学校を支援する仕

組みづくりは大変重要であり、本事業の意義は

大きいものがあると考えております。国の委託

事業といたしましては、平成22年度までとされ

ており、その後については今のところ明らかで

はありませんけれども、学校支援の仕組みづく

りが継続できるように、国に要望してまいりた

いと考えております。以上です。

○武井俊輔議員 わかりました。

続いて、先ほど壇上で御答弁をいただきまし

たが、近藤教育委員長にお伺いをいたします。

先ほど所信の中で、例えば、「幸せに生きるた

めの力を身につけていく教育が大切である。ま

た、学校現場の悩み、課題への環境整備などが

課題だ」ということをおっしゃいましたけれど

も、では、その課題解決のためにどのように取

り組みをされていきたいか、お考えを伺いま

す。

○教育委員長（近藤好子君） 先ほど申し上げ

ました課題を解決していくことは、一朝一夕で

はできないと考えておりますが、まずは、地域

住民や保護者の教育に関するニーズや意見を的

確に把握することが求められていると考えてお

ります。このために、まず現場を知ることが何

よりも大切なことだと考えております。これま

で以上に、学校現場の視察や教職員との意見交

換、市町村教育委員会との情報交換等を行い、

教育現場の現状やニーズの把握を積極的に行っ

ていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 では、教育委員長に最後、も

う一点だけお伺いをいたします。中央教育審議

会の中でも教育委員会のあり方というのは―

狭義の意味での委員の皆さんのいらっしゃる教

育委員会ということです―議論をよくされて

おります。一部には、形骸化しているのではな

いかとか、なかなか独自性が発揮できていない

のではないかといったような課題も、まま挙げ

られるわけでございますが、そういった課題に

教育委員長としてどのように取り組んでいこう

とお考えか伺います。

○教育委員長（近藤好子君） お答えいたしま

す。

私たち教育委員は、多様な年齢、職業の委員

で構成されております。余談ですが、平均年齢

が今54歳となっております。その中には在学中

の子供を持つ２名の保護者―私もそうであり

ます―も含まれております。県の教育行政を

運営していく中で教育委員に求められておりま

すことは、その多様な立場を生かし、教育行政

の専門家だけの考え方によらず、広く地域住民

の意向を反映した教育行政を行うことであると

考えております。このため、各教育委員の知識

や経験を最大限に生かしつつ、常に県民目線

で、時にはこれまでの考え方にとらわれない思

い切った発想を持って、教育委員としての役割

を果たしていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございました。

続きまして、最後になりますが、県立高校の

課題についてお伺いをいたします。

まず、普通科高校の課題についてお伺いをい
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たします。教育長に伺いますが、2008年度から

県立高校普通科の通学区域が撤廃をされまし

た。まず、この評価についてお伺いをいたしま

す。

また、いろいろと見ておりますと、非常に遠

距離通学をする高校生がふえたとか、中学校、

それから学習塾の先生なんかに聞きますと、例

えば宮崎市内でも４校あるわけですが、一部伝

統校に人気が集まるなど、格差も生じ始めてい

るとも聞きます。このような格差解消について

どのように取り組まれるか、教育長に伺いま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、通学区域撤廃

の評価ということでありますが、通学区域撤廃

の大きなねらいは、中学生が、行きたい学校を

主体的に選択できるようにすることでありまし

た。このことによりまして、中学生の進路意識

や学習意欲が高まり、生徒はそれぞれの高校の

特色を十分理解した上で、今お話のありました

通学距離等の条件も考慮しながら、個性や能

力、適性に応じた学校を適切に選択しているも

のと考えております。

それから、生徒が一部伝統校に集中している

のではないかとのお尋ねでありますけれども、

昨年度の入試における旧通学区域外からの合格

者数を見てみますと、140名程度であり、これは

普通科合格者数全体の約4.1％でありました。ま

た、それぞれの普通科高校の入試志願倍率にお

きましても、特定の高校に集中するといったよ

うな状況にはございませんで、受検者数の大き

な動きは認められていないと認識しておりま

す。

それから、議員から通学区域撤廃に伴いまし

て、伝統校に集中しているのではないかという

ふうな事象の紹介がございました。このことに

ついて、明確な判断は難しいところであります

けれども、それぞれの高校におきましては、教

育内容の工夫・改善や部活動の活性化、魅力あ

る学校行事の実施などに積極的に取り組み、特

色のある、いわばオンリーワンの学校づくりに

努めているところであります。高校のよさは、

入学してきた生徒一人一人に応じた指導を行っ

て、その個性や能力をいかに伸ばすかにかかっ

ているのではないかと認識しておりまして、今

後とも、県教育委員会としては、それぞれの高

校が、魅力ある高校として地域に認知され頑

張っていけるように、支援をしてまいりたいと

考えております。以上です。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。た

だ、実際に現場の声を聞きますと、成績によっ

て、Ａ校が難しいからＢ校にとかいうような話

も大分あるやに聞きますので、オンリーワンの

校風づくりということもぜひ取り組んでいただ

きたいと思います。

今まさにその話なんですが、校風づくりとい

う意味でいったら、学校も長期戦略で取り組ん

でいくことが非常に重要になってくるかと思い

ます。しかし実際には、現場を見てみますと、

校長先生も２～３年でくるくるかわるわけで

す。こうなりますと、なかなか校風づくりとい

うことも難しいかと思います。そういった意味

で、オンリーワンの学校ごとの特色、また環境

づくりをしていくということであれば、学校の

ＣＥＯとも言えます校長の任期をもっと長くし

ていくことも検討していかなければならないの

ではないかと考えますが、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の校長

は、みずからの学校経営方針に基づきまして、

特色ある学校づくりに取り組んでいると思って

おります。教職員の人事異動方針におきまして
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は、校長が計画的な学校づくりが行えるよう

に、同一の学校勤続３年以上の者を転任対象と

いたしております。ただ、特に必要がある場合

には、同一校勤続が３年未満の校長も異動対象

として考慮することができるというふうに規定

をいたしているところであります。

校長の在任期間につきましては、今お話にあ

りましたように、長期的にじっくり取り組める

ためにはもっと長く置くべきではないかという

御意見も、我々も承知をいたしているところで

あります。一方で、長くいることによって逆に

マンネリ化するとか、中には、地域において嫌

われている校長はいないと思いますけれども、

そんなことも考えられないこともないかなと、

余計なことを考えたりします。高校等の校長の

人事異動につきましては、今後とも学校の活性

化を図り、まさに何のために校長になっている

んだということをじっくりみずから自覚して、

立派に子供たちを育てるために取り組んでいた

だきたい、このように願っております。以上で

す。

○武井俊輔議員 教育長のお言葉、よく承りま

した。新しい教育委員長もお見えになりました

ので、ぜひまた連携をして取り組んでいただき

たいと思います。

愛みやざき、これからもしっかりと県民目線

で取り組んでまいりたい、納税者の目線をしっ

かり持って頑張ってまいりたいと思います。

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 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、３月１日午前10時開会、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44分散会


