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平 成 1 9 年 ６ 月 1 5 日 ( 金 曜 日 )

午前 10時０分開議
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15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）
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21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）
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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 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）
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45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）
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51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）
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議 事 課 主 査 山 中 康 二
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一般質問◎

ただいまの出席議員44名。○中村幸一副議長

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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、22

番押川修一郎議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、○押川修一郎議員

おはようございます。けさも元気よく、あいさ

つが一日の始まりだということでありますか

ら、一日を楽しく一生懸命過ごしていきたい

と、そのように思っております。また、きょう

は、いつものごとくでありますが、５時半ぐら

いには目を覚まして、愛犬であります洋犬のコ

ーギーの散歩をしたところであります。そし

て、雨が降り始めておりまして、恵みの雨だ

な、もっと降れもっと降れというふうに、実は

お願いをいたしました。今ちょうど普通期水稲

の田植え、あるいは準備の時期でありまして、

農家にとってはこの上ない雨であります。こと

しは空梅雨のようでありますから、この雨を本

当に私も喜んでおるところであります。

また、きょうは、傍聴席に地元からもたくさ

んの方が応援に来ていただいております。本当

にありがたいことだな、そのように思います。

そして、もう20年来続いておりますが、地域の

中で「農業を考える会」という組織がありま

す。会長を初め10数名、そういう仲間も実は

きょうは傍聴に来てくれておりますから、本当

にありがたいとそのように思います。そして、

知事とは、２回連続して２月議会、６月議会、

ともに議論ができるということを本当に感謝し

ております。そして、地元の皆さん方から、知

事のことを、どんな人ですかとよく聞かれるか

ら、実は、あなた方のほうがよく知事を見てお

られるんじゃないですかという話をします。と

いいますのが、我々は、朝出て就寝ぐらいま

で、ほとんど政務活動で時間を費やしておりま

すから、知事と話すのは、この本会議ぐらいし

かない、そんなふうに私は話をしております。

これは事実であります。本当に知事とは、この

本会議でこういう身近に顔を見るのもそうであ

りますし、話をさせていただくのも、この一般

質問や代表質問がなければ、なかなか今、宮崎

県のトップセールスマンとして、県外で一生懸

命農畜産物を初め県内のすばらしいものを売っ

ていただいておる知事でありますから。そのこ

とには、まずもって私も心から感謝を申し上げ

ながら、通告に従いまして一般質問に入らせて

いただきます。

まず、宮崎の将来像についてということであ

りまして、道州制であります。

国の調査機関である国立社会保障・人口問題

研究所が、平成17年の国勢調査を踏まえ、「日

本の将来推計人口」を発表されました。これを

見ると、県人口は、平成17年の115万3,000人か

ら、30年後の平成47年には24万1,000人の大幅減

により、91万2,000人まで落ち込むとの推計が出

ております。今日議論されている道州制が導入

された場合、現在の人口はさらに減って、推計

人口である91万人を下回ってしまうのではない

かと、私は心配をしておりますが、総合政策本

部長はどのように考えておられるか、お伺いい

たします。

また、これほど人口が落ち込んでいくと、商

工業はさらに厳しくなると思います。道州制が

導入されると、指定金融機関も中心銀行とな

り、宮崎のような地方の銀行などは吸収、統合

平成19年６月15日(金)
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の可能性もあり、結果、金融投資も中心に多

く、地方は減少するという話も聞くところであ

ります。また、観光業は、産業関連が低く多く

は期待できない、中心は商工業と農業であり、

産業構造の変化が心配であり、食べていけなけ

れば人口は減ります。そこで、道州制が導入さ

れた場合、県の産業構造はどのように変化して

いくと考えられているのか。また、移行しない

場合との比較において、各産業はどちらがメ

リットがあるか、あわせて総合政策本部長にお

伺いをいたします。

次に、去る５月３日、県民ブレーン座談会

で、地元であります西米良村へ知事が見えら

れ、農林業関係者を初め代表者との意見交換を

していただき、心からの感謝を申し上げます。

その席で知事から、山間地域の活性化が地方の

活性化になると発言していただき、地域で生活

を営む者にとって、改めて元気づけられたと聞

いておる次第であります。そこで、何とか山間

地域で食べていける仕組みづくりが大切であ

り、住民がいなくなると、山村の維持に莫大な

財政負担が生ずると言われます。そこで、さら

なる人口減少が予想される中、国土保全の観点

から、山間地域の定住化対策は急務であると思

いますが、この対策について、環境森林部長に

お伺いいたします。

次に、本県農業は、農業産出額全国６位と、

全国に野菜や畜産物を供給する食料供給県とし

て確固たる地位を築いておりますが、その一方

で、国際化の進展や担い手の減少や高齢化の進

行、食の安全・安心の確保など、さまざまな課

題に直面しているのも事実であります。生産農

家の経営も大変厳しいという声を、現場でよく

耳にするのであります。そこでまず、県は本県

農業の現状をどう認識しているのか、農政水産

部長にお伺いいたします。

次に、ふるさと納税についてであります。住

所地に納めている個人住民税の一部を生まれ

育った市町村に納める、ふるさと納税について

でありますが、出生から高校を卒業するまでに

かかる公費は、１人当たり1,599万円になると聞

いております。ところが、過疎化が進む地方で

は、卒業と同時に都会へ出る若者が多く、町が

負担した費用が回収できない。また、税金を納

める生産年齢も15歳から64歳と、人の割合も東

京、神奈川等に比べて地方の県は減少が激しい

わけでありまして、その格差を少しでも縮める

ことができればよいと私は思いますが、総務部

長の考えをお伺いいたします。

次に、入札制度改革についてであります。

先輩議員の皆さん方から、この２日間、この

入札制度改革も出ておりますけれども、私も改

めて質問をさせていただきたいと思います。県

政への信頼を大きく失墜させた一連の入札談合

事件を受け、入札・契約制度改革に関し、県と

しての基本的な考え方を取りまとめた、「入札

・契約制度改革に関する実施方針」が策定され

ました。平成20年１月までには、予定価格250万

円以上の公共事業について一般競争入札に移行

することが示され、既に段階的に推進されてい

るところでありますが、問題なのは、地元の中

小企業であります建設産業への対応と、建設業

を現金収入として頼ってきた中山間地域を初め

とする農村集落から雇用された方々の働く場所

まで奪うことです。そこで、今回の入札制度改

革の推進に当たって、地元企業への配慮につい

て、具体的にどのような対応を考えているの

か。また、落札受注者の下請及び資材調達にお

いても、どのような指導を行うつもりなのか、

県土整備部長にお伺いをいたします。
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続きまして、スポーツランド推進と観光振興

についてであります。

東国原知事誕生に伴い、低迷していた本県観

光も、回復の兆しが感じられるようになってま

いりました。４月上旬から始まった県庁観光ツ

アーも好評で、既に２万5,000人以上の観光客が

訪れているとのことで、とてもすばらしいこと

だと思います。今後さらに観光客をふやしてい

くには、本県のポテンシャル（可能性）を生か

せる秋から春にかけての時期が勝負ではないか

と思います。例えば提案でありますが、本県で

の開催を永年固定させて行う都道府県対抗シニ

アゴルフ団体戦とか小学生サッカークラブ全国

大会など、参加及び観客の多い新たな大会をつ

くるような、そんな趣向は考えられないのか。

また、知恵や工夫を出し合い、民間企業ととも

に実施に向けて検討を行うプロジェクトなど、

さらなるスポーツランド対策はないのか、あわ

せて商工観光労働部長にお伺いいたします。

最後になりますが、これは交通事故後遺症の

難病についてであります。

皆さんは、脳脊髄液減少症という病気を御存

じでしょうか。交通事故により、体内で、脳と

脊髄の周囲を覆い外部の衝撃から守る脳脊髄液

という体液が減少し、脳神経の失調により、体

の不調が長期間続く病気です。症状としては、

頭痛や立ちくらみ、手のしびれなどに悩まされ

ますが、人によっては、吐き気や目まいなどの

症状もあるそうです。治療法としては、自分の

血液を脳脊髄液が漏れている部分に注射し、血

液の凝固作用でふさぐブラッドパッチ治療が有

効とされておりますが、問題なのは、この治療

法が健康保険の適用外となっており、入院費を

含む約35万円が全額自己負担となっておること

であります。このことについて先般、宮崎日日

新聞でも取り上げられました都城市山之口の女

性の方が、治療の推進と保険適用を求める要望

書を県に提出されております。私は、この症状

を早く病気であると認めてあげるべきであり、

病気としての適切な処置がなされるべきだと思

います。

ここでまず、県内の交通事故の発生状況を教

えてください。そのうち、人身事故の状況もあ

わせて、ともに直近５カ年の状況と傾向、分析

について、警察本部長にお伺いをいたします。

次に、この脳脊髄液減少症という症状は、病

気と認められないのか、また治療について支援

策は考えられないのか、福祉保健部長にお伺い

をいたします。

以上で壇上からの質問を終わりますが、自席

に帰って、再質問をさせていただきます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 押○総合政策本部長（村社秀継君）

川議員の御質問にお答えいたします。

道州制についてであります。道州制につきま

しては、現在、国や全国知事会、九州地方知事

会等さまざまな機関で、道州と国の役割分担を

初めとした制度の基本的な枠組みについて、検

討を行っている段階であります。道州内が一体

的に発展するための十分な対策を講じないまま

道州制を導入した場合、過度の一極集中を生ず

ることによって地域間の格差が拡大し、場所に

よっては、御質問にありましたように、人口が

減少したり、産業規模が縮小したりする可能性

も否定できません。県では、道州制への移行が

本県にとってプラスとなるよう、高速道路など

の基盤整備を促進し、産業振興や地域の活性化

を図ることによって、県としての総合力をつけ

ておくことを、道州制導入に際しての重要な条

件の一つに位置づけておりまして、今後、この
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ような点を踏まえ、道州制の議論を深めてまい

りたいというふうに考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えを○総務部長（渡辺義人君）

いたします。

自分が生まれ育ったふるさとに貢献したいと

いった納税者の思いにこたえる「ふるさと納税

制度」は、都市部と地方の税収格差の是正に一

定の効果が期待できるのではないかと考えてお

ります。制度の創設に当たりましては、ふるさ

との定義や納税手続のほか、自治体間の調整な

どさまざまな課題がありますが、国において

は、基本方針2007の原案において、「実現に向

け検討する」と明記され、制度実現に向けた

「ふるさと納税研究会」も設置されるなど、今

後、検討が進められることになっておりますの

で、その検討状況を注視したいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えします。

脳脊髄液減少症の診断及び治療法につきまし

ては、必ずしも確立されておりませんで、この

ため保険適用外となっております。このような

中、昨年11月に日本脳神経外科学会が、１年を

めどにガイドラインを作成する方針を出してお

ります。これによりまして、診断基準や治療法

の統一化が図られるものと考えております。ま

た、県としましては、適切な治療が受けられる

ための支援策として、本年４月から５月にかけ

て、県内における脳脊髄液減少症の方を診察で

きる医療機関の実態調査を行いました。現在取

りまとめ中でありますが、宮崎大学医学部附属

病院等３つの医療機関において、ブラッドパッ

チ療法が実施されております。詳細な結果につ

きましては、まとまり次第公表してまいりたい

と考えております。今後とも、国の動向等を注

視しながら、適切に対応してまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 山間○環境森林部長（髙柳憲一君）

地域の定住化対策についてであります。国土保

全などの公益的機能の維持を担う山村地域の人

口減少は、県民全体の生活に大きな影響を及ぼ

す問題であると認識いたしております。このた

め、山村地域の活性化を図っていくことが重要

であり、これまで、適切な森林整備などを通じ

た就業機会の確保や、地域住民の所得の向上、

生活環境の整備などに努めてきたところであり

ます。最近の外材から国産材への利用転換な

ど、明るい兆しが見られる中で、今後とも、木

材の一層の需要拡大や、乾シイタケを初めとす

る特用林産物の生産振興による所得の向上対策

に取り組みますとともに、さらには、森林資源

を活用した都市との交流を一層進めることなど

によりまして、住民が自信と誇りを持って生活

できる山村づくりを推進してまいりたいと考え

ております。また、山村地域を社会全体で支え

ていくための施策・制度の充実が図られますよ

う、今後とも、国に対する提案・要望を継続し

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〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（高山幹男君）

お答えいたします。

新たなスポーツ大会への取り組み等について

でございます。本県におきましては、温暖な気

候や充実したスポーツ施設など、本県の特性を

生かしたスポーツランドみやざきづくりに取り

組んでおりまして、昨年度、プロ野球やＪリー

グを初めとしたキャンプ・合宿の団体数、参加

人数が過去最高を記録するなど、大きな成果を

上げているところであります。また、全国規模
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の大会につきましては、都城市の「弓まつり全

国弓道大会」、延岡市の「ゴールデンゲームズ

ｉｎのべおか」などの大会が、毎年継続的に開

催されており、また、「全日本グランドベテラ

ンソフトテニス大会」が、昨年から宮崎市で続

けて開催されることになるなど、地域経済の活

性化のほか、県民の競技力の向上にも寄与して

いるところであります。御提案のありました、

新たなスポーツ大会の創設につきましては、受

け入れ母体となる競技団体等の意向や、地元負

担を含めた受け入れ態勢の確保など、検討すべ

き課題がありますので、今後、関係機関との情

報交換等に努めてまいりたいと考えておりま

す。

また、民間等との連携につきましては、従来

から、行政やスポーツ・観光関連団体などで構

成されます「スポーツランドみやざき推進協議

会」におきまして、官民一体となった取り組み

を行っているところであり、今後とも、この協

議会を中心として、スポーツランドみやざきの

より一層の推進に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（後藤仁俊君）

えいたします。

本県農業の現状についてであります。本県で

は、温暖な気候や豊かな自然を最大限に活用い

たしまして、多様な担い手による複合経営を主

体とした生産性の高い農業が展開されておりま

す。そのような中で、平成17年の農業産出額

は3,206億円となっており、２年連続で全国第６

位となるなど、本県は日本の食料供給県として

極めて重要な地位を占めております。しかしな

がら、担い手の現状を見ますと、基幹的農業従

事者に占める65歳以上の割合も50％を超え、農

業就業人口も毎年2,000人程度が減少する中で、

本県農業振興のためには、意欲があり、経営管

理能力のすぐれた担い手の育成確保が極めて重

要であると考えております。また、現在、ＷＴ

ＯやＥＰＡなど、貿易自由化に向けた交渉が加

速化されておりますが、交渉の行方によりまし

ては、肉用牛や酪農などを中心に、本県農業へ

の深刻な影響が懸念されます。さらには、鳥イ

ンフルエンザの発生を踏まえた家畜防疫対策の

徹底など、本県農業の発展のために対応すべき

さまざまな課題があるというふうに考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（野口宏一君）

えいたします。

入札・契約制度改革に伴う地元企業への配慮

についてであります。建設産業は、社会資本の

整備や災害発生時の対応はもとより、地域の雇

用を担う本県の重要な産業であります。このた

め、入札・契約制度の改革に当たりまして、県

発注の工事につきましては、原則として県内建

設業者に発注するとともに、工事の規模や種類

などを勘案し、農林振興局の区域等の地域要件

を設定しております。さらに、下請業者の選定

や建設資材の調達においても、県内業者の活用

をお願いしているところであります。また、価

格と品質を総合的に評価する総合評価方式や入

札参加資格審査においても、企業の地域貢献を

評価するなど、地域の建設産業の育成に配慮し

ております。

次に、受注業者の下請等の指導についてであ

ります。県工事の受注者に対しましては、県内

産業振興の観点から、下請業者には県内業者を

選定するよう、また建設資材についても県内か

ら購入するよう、契約ごとに文書で要請を行っ

ているところであります。これに基づき、県外

業者への下請を発注する場合には、下請金額や
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選定理由を、建設資材を県外から購入する場合

には、資材の数量、購入先、購入する理由など

を報告するよう義務づけているところでありま

す。この結果、平成17年度では、1,000万円以上

の工事において、県内業者への下請率は90％と

なっているほか、資材調達率は件数で92％、金

額で86％となっております。以上でございま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（吉田尚正君）

します。

まず、県内の交通事故の発生状況についてで

あります。過去５年間では、人身事故、物損事

故合わせまして年間約３万3,000件の交通事故が

発生いたしております。そのうちで、全体の約

３割に当たります１万件前後が人身事故であり

ます。また、昨年は、交通事故によりまして、

前年を18人上回る96人の方が亡くなっておりま

す。次に、人身事故の分析結果でありますが、

事故の原因は、わき見、安全不確認によるもの

が約７割、事故の形態は、追突が約４割、出会

い頭が約３割であります。このうち死亡事故に

つきましては、わき見など運転者の緊張感を欠

いた原因によるものが全体の約６割を占めてお

りますが、歩行者、自転車利用者についても、

交通ルールを無視した道路横断などによって発

生いたしております。警察では、今後とも、交

通指導取り締まりや安全教育など、自治体を初

めといたしまして、関係機関・団体と連携をし

て、交通事故の防止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〕

それぞれお答えをいただき○押川修一郎議員

まして、ありがとうございました。おおむね宮

崎県の現状というものは、それぞれ議員の皆さ

ん方や傍聴席の皆さん方もおつかみになったこ

とだろうと思います。そこで、知事へお尋ねを

いたします。道州制が導入されると、本県にお

いては、さらに人口減少に拍車がかかると思わ

れるということで今、質問いたしました。宮崎

県の知事として、道州制導入によって、この人

口減少動向の観点から、どのように考えておら

れるか、率直な御意見をお聞かせください。

お答えします。○知事（東国原英夫君）

道州制につきましては、地方分権推進の観点

から、都道府県にかわる広域自治体制度として

重要な選択肢の一つだと思っております。これ

に関しましては、条件つきで賛成であります。

その条件とは、宮崎にとってプラスになるかと

いう条件でございます。今、仮に道州制を導入

した場合、どれほど九州の一体的発展を唱えた

としても、取り残される可能性が一番高いのは

宮崎県ではないかと考えております。このよう

な認識のもと、先月の九州地域戦略会議におき

ましても、私は、「道州制導入に際して、高速

道路など九州の一体的発展のための基盤整備が

どう担保されるのか、あるいは、都市と地方の

格差を埋めるために道州制を導入するという視

点も重要ではないか」との意見を述べたところ

であります。今後とも、全国知事会や九州知事

会並びに九州地域戦略会議等の場で、道州制の

あるべき姿等について十分意見交換を行ってま

いりたいと考えております。以上です。

そういうことですよね。○押川修一郎議員

やっぱりそういうことを私も想定をしておりま

す。東京から遠い、あるいは九州の中におい

て、仮に福岡、熊本になってもやっぱり遠いわ

けでありまして、今、知事がおっしゃられたよ

うな形の中で、これは県のトップとして、そう

いうことに一生懸命取り組んでいただきたい

と、そのように思います。

あわせて、人口動態と産業構造の推進は密接
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に関係していると思いますが、今回の肉付け予

算で、50億円の企業誘致補助金が打ち出されま

した。これはかなり大きな企業の誘致の場合だ

と思いますが、どのような企業の誘致を考えて

おられるのか。予算として提案されたわけであ

りますから、恐らく見せかけだけではないとい

うふうに思います。誘致できれば、大きな雇用

に結びつき、人口減少に歯どめがかかるのでは

ないかと私も期待をしておりますが、具体的に

どういうところあたりを想定されて企業を誘致

されるのか、考えがあればお聞かせを願いたい

と思います。

本県の産業の振興を○知事（東国原英夫君）

図るためには、企業誘致が大変重要であること

から、これまで積極的に取り組んできたところ

であります。今後の取り組みにつきましては、

成長の見込める業種を中心に誘致活動を進める

ことといたしており、具体的には、半導体・デ

バイス産業、自動車産業、コールセンターを初

めとする情報サービス産業のほか、太陽電池等

の新エネルギー、バイオ、食品製造業、医療関

連企業などを考えております。また、企業誘致

の際の大きなインセンティブの一つである企業

立地促進補助金の最高限度額を、九州最低であ

りました５億円から最高額となる50億円に増額

するなど、充実強化を図ることとしておりま

す。御質問のあった内容、50億円に関しては、

決して見せ金ではございません。具体的な企業

名等は、まだ発表する段階ではございません

し、検討中の段階でございます。さらに、私み

ずから先頭に立って企業を訪問したり、県外事

務所や企業誘致アドバイザー等のネットワーク

を最大限活用した情報の発信や収集、さらに市

町村との連携を密にするなどにより、全力で企

業誘致に努力してまいりたいと考えておりま

す。

まだ今のところは企業名あ○押川修一郎議員

たりは出せないということでありますけれど

も、内々には、それなりの知事が考えていらっ

しゃる、そういうものがあるわけですか。再度

お願いいたします。

イメージだけはござ○知事（東国原英夫君）

います。

ありがとうございます。道○押川修一郎議員

州制があってもなくても、本県の人口というも

のはかなり減少するということには間違いない

わけでありますから、やはりすばらしい企業、

そして知事がおっしゃっておられますよう

に、100社、１万人雇用、それに沿って頑張って

いただきたいと思いますし、我々も１社という

ことで目標が出たわけでありますから、努力し

ていかないかんなと、そのように思います。

それから、中山間対策でありますけれども、

先ほど環境森林部長からもお答えいただいたわ

けでありますが、中山間地周辺の企業誘致、こ

ういったものはやっぱり必要ではないかなと思

います。現金収入を建設労働に頼ってきた道が

細っていくようであれば、当然手を打つべきだ

というふうに思いますし、中山間担い手の定住

が図られなければ、山は荒れてしまって、幾ら

税金を導入しても、維持することは難しいんで

はないかなと思います。知事に新たに何かこの

山間地対策でお考えがあれば、お聞かせ願いた

いと思います。

中山間地域対策でご○知事（東国原英夫君）

ざいますが、中山間地域としては、総合的に考

えていかなければいけないと思っております。

中山間地域での産業の創出というのは、雇用の

創出につながるものであり、中山間地域の衰退

を防ぐものだと思っております。宮崎県の過疎
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地域振興計画では、過疎地域が有する自然や伝

統文化等のすぐれた地域資源を生かした産業振

興と、交流人口拡大について、特に重点的に取

り組むものとしております。この中で、産業振

興のための取り組みとして、地域内での経済循

環を向上する仕組みや、より多くの外貨、地域

外のお金を獲得するための仕組みを構築するこ

とにより、過疎地域の産業振興による地域住民

の働く場の創出、そして確保を図ることとして

おります。また、交流人口拡大のための取り組

みとしては、団塊世代を初め、都市住民を過疎

地域に誘導し、食料、木材の供給や国土保全な

どの過疎地域の持つ役割等について理解を深め

る機会の創出を図りながら、短期滞在から二地

域居住、さらには移住へと結びつける取り組み

を展開し、交流人口の増加による地域の活性化

を図ることとしております。以上です。

知事、人口減少であります○押川修一郎議員

が、私の地元の西都・西米良の例をちょっと挙

げてみますけれども、平成12年、西都の人口が

３万5,381名です。これが30年後には２万4,000

名ぐらいに落ち込みます。そして、西米良村

の1,480名が何と733名です。西都市の場合、ゼ

ロ歳から29歳までが5,807名、65歳以上の方が1

万141名ということで約倍、西米良村に行きます

と、ゼロ歳から29歳まで160名、65歳以上が358

名ということで、もう高齢化ですよね。そうい

う中で、知事、「経済界」という雑誌でインタ

ビューを受けていますよね。この中に、「地域

再生をどうしますか」という問いで、「本県は

農林水産業が基幹産業です。僕は、その中でも

林業に力を入れたいと思っています。21世紀は

木の文化だと考えていますが、これは勉強会な

どを立ち上げ研究していきます。建築・土木関

係の職種は、農林業には転換しやすいというふ

うに思います」というようなことがあるんです

が、具体的に何かこういうことで勉強会や研究

会を立ち上げるものがもうあるんでしょうか。

あればお聞かせください。

インタビューに答え○知事（東国原英夫君）

させていただきましたとおり、私は、県土の70

％を占める森林が非常に重要な要素となってく

ると思います。御案内のとおり森林を守るとい

うのは、国土保全、水の涵養、産業の創出等の

多面的な視野で考えていかなければいけない。

中山間地域を守るのは、農林業だと考えており

ます。昨今、杉材の県内産材が１立方メートル

当たり１万2,000～１万3,000円に上昇してき

て、林業の将来にも少しは光が見えてきたかな

と考えています。しかしながら、皆伐地帯が

約2,000ヘクタールあると。未植栽地ですね。そ

の面積が2,000ヘクタール、こういったものがあ

ると、やはり林業の発展あるいは災害等にも悪

影響が出るということで、これは喫緊の課題だ

と思っております。宮崎の森林が守られれば宮

崎モデルができて、そこから地方のあるべき姿

が日本に問えるかなと考えております。そのた

めに、私は、森林を守る、あるいは中山間地域

を守るために勉強会を立ち上げようというアイ

デアを持っております。具体的にはまだ始動は

しておりませんが、そういった勉強会をこれか

ら立ち上げて、積極的に森林保護あるいは中山

間地域の保護に努めてまいりたいと考えており

ます。

そういうことも本当に大事○押川修一郎議員

だと思いますし、遅かりしかなという懸念もあ

ります。というのが、杉を植えてから金になる

までに40年ぐらいかかるんですよね。それがで

きなかったから、今、山が荒れているし、後継

者がだんだん少なくなってきておるというのが
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現状ですから。それはわかるんですが、そこに

行き着くまでの手当てをどうしてやるのかとい

うのが、中山間地を守るための早急な雇用の創

出をするところ、働く場所というものがなけれ

ば、山に杉を植えて、都会で40年過ぎて、杉が

ひとりで大きくなるわけではありませんから、

知事、そこにやっぱり問題があると思うんです

よ。トップとして、何か中山間地にこういった

ものがあるというものがあれば再度、なければ

結構です。

中山間地域あるいは○知事（東国原英夫君）

森林を守る政策というのは非常に難しい課題か

なと思っています。御案内のとおり、やはり50

年先、60年先あるいは100年先を考えた施策で、

きょうあしたに施策のリワードがすぐ得られる

というものでもございません。それに植林をす

ると、それによって間伐をしなければいけな

い、枝切りをしなければいけない、そういった

ものに費用がかかってまいります。この前、皆

伐地帯を視察させていただきましたが、植えた

苗をシカなどが食べてしまうという害もござい

ます。そのためにネットを張らなきゃいけな

い。年間１回は間伐をしなきゃいけない。人も

金も要ります。でも、この国土、日本全国土を

守るために、あるいは県土を守るために、これ

は無視できないことだと考えております。でき

るだけの手当てをし、その方策を考え、施策を

考え、森林整備あるいは保全に全力を挙げてま

いりたいと考えております。

ありがたいですね。そう○押川修一郎議員

いった勉強も相当していただいておるなと思い

ます。やっぱり今働いていらっしゃる方々にも

十分そういった益というものが出るようなこと

をやってほしいなと。担い手ももちろん大事で

あります。大事でありますが、やっぱり今住ん

でいらっしゃる方が喜んで山を守っていただけ

る。そこで生活をしていただければ、必ず後継

者は残ってくる。あるいはその地域に住んでみ

たいという人は、きのうの井本先生のお話では

ありませんけれども、心と心が通じ合えば、

やっぱりそういう形になってくると思いますの

で、ぜひこういった形でまた、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、農業問題に入りたいと思います。

先ほど農政水産部長の方から、本県の現状につ

いて報告をしていただいたところであります。

知事、宮崎県の農業を具体的にこうしたいとい

うものがあればお聞かせください。

国内外における山地○知事（東国原英夫君）

間競争が厳しくなることが見込まれる中で、農

業産出額全国第６位の食料供給県である本県

が、現在の地位を維持しつつ、将来的に発展し

ていくためには、本県が持つ個性や魅力を磨き

上げて、国内外に発信していくことが必要であ

ります。このため私は、本県農業の将来像とい

たしまして、技術力のみならず経営管理能力の

すぐれた意欲のある担い手が、消費者のニーズ

を踏まえた安全・安心で高品質で、地域の特色

を生かした多様な農産物を安定的に供給し、安

心して農業経営を展開することにより、農業・

農村、ひいては地域が生き生きとしている姿を

目指しておる次第でございます。

部長の答弁とそんなに変わ○押川修一郎議員

らないわけでありますけれども、例えば、担い

手を育成するにはどうするか。例えば、農業高

校あたりでは徹底した経営感覚を勉強してもら

う。そして農業に従事する。そして10年ぐらい

農業をしておれば、これは後継者でありますか

ら、後継者にはそれなりの優遇措置をすると

か、何らかの宮崎県のモデルというものを出し
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てもらうといいなと私は思うんですけどね。例

えば10年間 これはハウス園芸でも畜産でも―

そうであります そこに、経営するまでに資―

金というものが出てくるわけでありますから、

その資金を生産所得から払っていかなくちゃい

けない。あるいは税金ももちろんそうでありま

すけれども、税金あたりの優遇をするとか、何

らかの後継者を守る施策というものはないのか

な、そんなふうに私は考えますけれども、そう

いったことはできませんかね。

頑張ります。○知事（東国原英夫君）

ぜひ頑張ってほしいと思い○押川修一郎議員

ます。ただ言うだけでは後継者は育ちません。

そして今、一生懸命農業をされておられる方た

ちが生き生きと農林水産業をされることによっ

て、後継者なり、そういったものに行こうとい

う人が出てくると思いますので、改めてまたお

願いしておきたいと思います。

それから知事、先ほど部長の方からも答弁い

ただきました。今、国際的にはＷＴＯあるいは

ＦＴＡ、ＥＰＡという国際間競争の問題があり

ます。そして我々自民党も、実は６月８日、開

会日、終了後に、橘通りのボンベルタ、山形

屋、一番街、あるいは若草通りの入り口で署名

活動をさせていただきました。なぜ署名活動を

したかというのは、この宮崎県、基幹産業は農

業であります。そして、牛肉や米や乳製品等々

が関税撤廃あるいは関税が引き下げられると、

大量に今まで以上に輸入農産物が入ってくると

いうことなんです。これが入ってくると、農業

の皆さん方も、これは大変なダメージでありま

す。それから後継者が育つわけがない。そうい

う視点の中で、我々県会議員も、そういった地

道な運動あるいは政治的な活動をやろうという

ことで、星原会長を中心に我々28名全員で、実

はそういう活動をさせていただきました。そし

て、1,000名を目標にやりましたけれども、680

名ぐらいでありました。でも、何とかこれ

を1,000名集めて政府まで届けようということで

我々の気持ちを届けたい。結果は、やっぱ―

りそういうことで……。我々は宮崎の農業を

守っていかないかん。そして、食料を守るんだ

ということで、我々議会の中で知事とこういう

議論ができる。そういうことを県民の皆さん方

にも見てもらう。今後は、我々議会も行動する

議会、そういうことに一歩踏み出すような形で

やっていく。私は、そのことのきっかけになれ

ばと思いました。

そして、やっぱり我々も現地を知らなくちゃ

いかんということで、知事も東南アジアあたり

をターゲットにした輸出をやろうということ

で、私も大賛成であります。２月議会でも知事

に質問させていただきました。このことも現場

を知る、地域を知る、国を知る。我々議会の中

で、県民115万の皆さん方から 全部ではあり―

ませんけれども、有権者の皆さん方から １―

票１票を投じていただいて、議員としてこの議

会に上がってきておるわけでありますから、そ

ういうところを見てみる。百聞は一見にしかず

ではありませんけれども、そういうところを我

々が見ることによって、いろんなことがわかっ

てくる。知事が一人でやるんじゃなくて県民総

力戦、我々も一緒にやっていきたいと思います

が、海外調査を初め、どんなお考えでしょう

か、お聞かせください。

署名活動をおやりに○知事（東国原英夫君）

なったということでございますが、ぜひ誘って

いただければよかったなと思います。私も、Ｗ

ＴＯ、ＥＰＡに関しては、非常に興味を持って

います。基幹産業である農林水産業、これに打
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撃を与えるものがＥＰＡでありＷＴＯだと。試

算によって違うんですが、我が県では800億か

ら1,000億ぐらいの損失が出るんではないかとい

う試算があります。これがあったら、ゆゆしき

問題で、日本に農業をやめろというような意味

づけではないかと思っております。

宮崎の農業を活性化あるいは保護し育成して

いくためには、あらゆる視点からの農業に関す

る施策が必要かなと思っております。御指摘の

あったアジアへの農産物の輸出・進出でござい

ますが、私も、アジアへの農産物の販売に向け

ては、シンガポールや香港等々に出向いていっ

て、これからＰＲ活動には邁進していこうと考

えております。本県の農産物の輸出につきまし

ては、諸外国の富裕層、上海や香港やシンガポ

ール等の富裕層をターゲットにして、高付加価

値化、付加価値をつけていく農産物というのが

ねらい目ではないかと考えております。現在、

農業団体や農業法人が、香港やシンガポール、

台湾において、完熟キンカンやカンショや日向

夏、ゴボウなどの継続的な取引を行っているこ

とは御案内のとおりかと思います。この品目の

取引量の拡大、そして新たな輸出品目やそれを

開拓するために、可能な限り調査し、情報収集

あるいはその品目の提供、さらには商談会等を

通じた販路の拡大に、今後とも積極的に参加し

ていきたいと考えております。

ありがとうございました。○押川修一郎議員

済みませんでした。お誘いすればよかったです

ね。６月８日の日ですね。知事がいらっしゃれ

ば、恐らく2,000～3,000はすぐはけたかもしれ

ないですね。済みませんでした。今おっしゃっ

たとおり、本当にそのことが日本の農業を守

る、あるいは宮崎県の農業や消費者の皆さん方

を守っていくということで、今後もいろんな意

味でまた続けていきたいと思います。

それから、海外調査も一緒に、知事とまた同

行させていただきたいなと、そのように思った

ところであります。農業問題はまだたくさんあ

るわけでありますけれども、また次回の議会で

もやっていきたいと思います。

それから知事、ふるさと納税でありますが、

地方交付税に頼り切ってきた財政が自立してい

くためには、ふるさと納税のように、都市圏か

ら地方へ税源移行が図られるべきだと私も思い

ます。知事は、どのように考えておられるの

か。あるいは、ふるさと納税以外によいアイデ

アがあれば、お聞かせ願いたいと思います。

私は、ふるさと納税○知事（東国原英夫君）

ということに関しては、総論で賛成でございま

す。その総論といいますのは、地方で育った人

間が都市部で生活をして、そのふるさとである

ところに、あるいは親兄弟が住んでいるところ

に、仕送りというような意味でふるさと納税を

するという考え方については賛成でございま

す。それを税制として体系づけるかということ

に関しましては、さまざまなクリアしなければ

いけないハードルがございます。

先日も、全国知事会で、やはりふるさと納税

に対して賛成な立場の方たちというのは地方の

方たち、都市部の方たちというのは、このふる

さと納税に対してしてちょっと慎重な態度。と

いうのが、都市部で集めた税金を地方に振り分

ける、つまり、同じパイを地方同士で取り合っ

て、奪い合っていいのかというような議論でご

ざいましたが、私はやはり都市部の考え方だな

と思いました。というのは、都市部というのが

産業的にも都市構造的にも成立しているという

のは、地方があってのことだと思うんですね。

地方が森林を守り、農地を守り、川を守り、国
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土を守っていることによって都市部に好影響が

ある。そういうことに余りに認識が薄いんでは

ないかなというような率直な感想を持ちまし

た。ふるさと納税を即制度化するということに

関しては、私もいろいろ考えなければいけない

と思っておりますが、ふるさと納税と同時に縦

のライン、いわゆる地方消費税をどうするの

か、あるいは地方交付税を地方共有税化するの

かといったことの税体系全体を考えて、地方に

有利になるように 有利というか、地方に恩―

恵をいただけるような、都市部と地方の格差を

是正するような 体系的な、総合的な税体系―

に見直されるべきだと私は考えております。

都会の知事あたりは反対を○押川修一郎議員

されるだろうなと私たちも思います。ただ、

今、知事が考えていらっしゃるような形を、都

会の知事あたりに説得していただくぐらいの気

概は恐らくあるんじゃないかなと思うんですよ

ね。先ほど、経済界の雑誌に消費税のこともイ

ンタビューで述べておられますけれども、まさ

しくこういった形で、いろんな仕組みの中で格

差是正で、地方に住む人たちがおるから国土な

り人民が生きているということが、とうといこ

とだろうなと、私はそんなふうに思います。そ

こで、改めて知事に気構えをお聞きしておきた

いと思います。都市圏から地方への税源移譲を

図る際には、東京都知事、大阪府知事あたりも

当然反対をされてこられると思いますが、その

渡り合う覚悟はあるかないかだけ、お聞かせく

ださい。

あります。○知事（東国原英夫君）

ありがとうございます。そ○押川修一郎議員

ういうお言葉を聞きまして、私も本当に心強く

思ったところであります。ぜひお願いをしてお

きたいと思います。

それから知事、今回の肉付け予算における公

共予算と入札制度改革の推進により、建設業者

はかなり減っていくものと思います。この雑誌

でも書いておられますけれども、知事、何割ぐ

らいが減っていくと考えておられますか、感覚

的でもよいですから、お考えをお聞かせくださ

い。

経営者は、それぞれ○知事（東国原英夫君）

経営環境などを踏まえて、経営の合理化や新分

野への進出、合併、協業化などの対応のほか、

最終的にはリストラあるいは廃業まで視野に入

れた経営判断を行うことと思っております。何

割かというような具体的な数字は予想しかねま

す。ただ、他府県の現状を踏まえても 他府―

県も余りはっきりした数字は出していませんが

できるだけ少なくなるような手当てをしな―

ければいけないかなというふうには考えており

ます。

できるだけそういうことが○押川修一郎議員

遅くなるように、あんまり出ないような形で何

とかやっていただきたいなと、そのように思い

ます。知事は、就任時に、地元建設業への配慮

も必要という発言もしておられました。談合事

件を受けて、制度改革はきちんとやる必要があ

るとは思いますが、先ほど申し上げたように、

下請や資材調達における地元業者向けの配慮も

重要な問題であると思います。地元企業にとっ

ては死活問題でありますから、このことについ

ても知事の決意をお聞かせください。

入札・契約制度改革○知事（東国原英夫君）

というものは、さきの官製談合を踏まえて、こ

れはきちんとしなければいけない。談合が行わ

れると、これは公費、県民の血税を無駄にする

ことですので、これは絶対やってはいけないこ

とだ。これを前提に改革というのは行われなけ
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ればいけない。かといって、やみくもに改革を

して、その宮崎県の１割と言われる建設土木業

者・関係者あるいは家族の方たちの生活が脅か

される、これは避けなければいけない。その中

にも、やはり自由で平等で公正な競争原理は確

保されなければいけない。そういったバランス

感覚の中で、非常に難しいかじ取りが要求され

るかと思います。これに関しましては、先ほど

県土整備部長からも御説明があったとおりに、

十分な地域要件等を踏まえながら、宮崎の地域

に合った施策の模索というものが必要かと考え

ております。

ぜひお願いをしておきま○押川修一郎議員

す。

それから、中山間地域対策で申し上げました

が、公共事業の縮減と入札制度の改革推進によ

り、結果論として建設業の淘汰というのは進ん

でいくだろうというふうに思います。その建設

業のもとで雇用されていた方々を吸収していけ

るだけの新たな雇用先、具体的には、新たな企

業の誘致や農林分野への業種転換、先ほども

ちょっと言いましたけれども、スムーズに移行

できるようなタイムスケジュール等を知事とし

てはお持ちなのか、お聞かせを願いたいと思い

ます。

建設土木産業の方々○知事（東国原英夫君）

におかれましては、やはり災害時に非常に重要

な仕事をしてくださる、あるいは中山間地域の

方々の雇用の受け皿となっていただいているこ

とは承知いたしております。この方々が、今度

の入札・契約制度改革によって、もしリストラ

や廃業をやむなくされた場合の対策でございま

すが、県としましては、中小企業を守る数々の

施策、事業、そして異業種に転換するための相

談窓口あるいは支援の事業を行っておる次第で

ございます。御指摘のとおり、スムーズに異業

種に転換できるかどうかということは、非常に

難しい側面もございますが、先ほど来話してお

りますように、林業への転換あるいは農業への

転換、あるいは鹿児島等々では焼酎産業への転

換というものを積極的に推進しているようでご

ざいます。それらのケースも踏まえて、今後で

きるだけ速やかに、負荷のかからないような異

業種転換あるいは協同、協業等々に支援をして

いくことを進めてまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。ぜ○押川修一郎議員

ひそういう方向で敏速にやっていただければあ

りがたいな、そのように思います。

それから、さらに知事に質問させていただき

ますけれども、実は昨日、我が党の井本幹事長

の方からも、最低価格と落札価格の問題があっ

たんですが、日向土木事務所と私の地元の西都

土木事務所でありますが、実は、最低制限価格

と落札価格と、これはぴったりなんです、２件

とも同じ業者。昨日もありましたけれども、こ

れは漏えいというのは本当にないんでしょうか

ね、知事。

漏えいがあるかどう○知事（東国原英夫君）

かというのは把握しておりません。ただ、積算

ソフト等の普及により、その最低制限価格に限

りなく近く張りついてくるという現状は、他府

県等々でも見受けられる事象ではございます。

今後、この対策というものを考えていかなけれ

ばいけないと考えています。ランダム方式等々

のことも視野に入れて、その張りつき等の問題

を解決していかなければいけないかなとは考え

ております。

これはもうぴったり同額な○押川修一郎議員

んですよ。だから、これは２件とも同じ業者で
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すから、漏えいがあったんじゃないかなという

感じがありましたから、知事にどうですかと聞

いたんですけど。そして、１位と２位のほうも

日向土木では２円しか変わらないんですよ。だ

から、知事も今後、一生懸命やっていかれると

思いますけれども、こういったものが多くなれ

ば、やっぱり漏えいあたりもあるのかな。それ

と、信じてはおりますけれども、ＯＢの方がこ

こに入っておられるということはないでしょう

か。もしわかれば……。

今おっしゃっ○県土整備部長（野口宏一君）

ている個別の案件、ちょっと手元にデータがご

ざいませんので、調べてみたいと思っておりま

す。

恐らく部長は、手元にはな○押川修一郎議員

いけれども、わかっておられるんではないかな

と私は思いますけどね。後でもいいですから、

それは。しかし、きっちりしてもらわないかん

ということですよ。まじめな業者が職を失った

り、倒産・廃業になるということは、これは

あっちゃならんことです。先ほどから何遍も言

いますように、これは基幹産業の農業と一緒

で、宮崎県は雇用の場を建設業者にゆだねてお

るわけでありますから、何とかこういったこと

がないように、これはみんながひとしく、理解

ができてわかりやすいシステムじゃないといか

んと思います。そして、業者間の談合で建設業

者だけが悪いような言い方じゃなくて、最低制

限価格も、少しは給料が払えて益が残って、次

の仕事の運転資金が出るぐらいの価格にしてい

かないといけないんじゃないかというふうに思

いますから、ぜひお願いをしておきたいと思い

ます。

時間がありませんから急ぎますが、スポーツ

ランドと観光についてということで、先ほど提

案をさせていただきました。これは知事、アイ

デア次第だと思うんですよ。シニアの団体戦で

あれば、監督・コーチを含め参加者も多数来ら

れると思いますし、宿泊や年配者の土産等もか

なり売れるんじゃないかと思います。県内ゴル

フ場は空き状態、これは平日であります。シニ

アは平日開催でも可能だというふうに思いま

す。ゴルフ場の利用税の増につながる。大会後

に観光や野球キャンプ等の観戦も可能。子供の

大会であれば、親やじじばばも含め観戦可能な

客が来られる。マスコミ取材があれば宿泊等の

波及効果になる。出場できなかったチームの宮

崎キャンプへの誘引になる。先に実施したもの

勝ち、例えば広島県では全国都道府県対抗駅伝

等も開催されております。知事も走っておられ

ますから知っておられると思いますが、やっぱ

りこれは今、知事がやられればできるんじゃな

いかという期待を持っております。知事、もう

時間がありませんから、率直にお聞かせくださ

い。

団塊の世代の方たち○知事（東国原英夫君）

をターゲットとした観光誘致を図ることは、大

変重要だと考えております。そのシニアゴルフ

大会という御指摘でございますが、先日、ゴル

フ雑誌の取材を受けましたときに、その企画は

一応提案させていただいております。これも、

受け入れ母体となる競技団体とか、地元負担を

含めた受け入れ体制の確保など、さまざまな問

題がありますものですから、そういったことを

情報交換しながら、連携をとりながら、話し

合っていきたいと思います。私は、これは決し

て後ろ向きに考えるんじゃなくて、宮崎は非常

に積極的にこういうものについては取り組んで

いかなきゃいけないと考えております。

よろしくお願いしておきま○押川修一郎議員
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す。

それから、ハニカミ王子と言われるアマチュ

アゴルファー、石川遼君がことしのダンロップ

フェニックストーナメントに参加できるよう、

大会主催者に働きかけをしてみることはできな

いでしょうか。

それができるかどう○知事（東国原英夫君）

かというのは、アマチュア規定等々の問題もあ

ると思いますので……。恐らくは優勝を１回し

ているので、推薦等々の枠があると思います。

それはちょっと調査して、もしできるようであ

れば、タイガーウッズと石川遼選手が一緒にラ

ウンドするということはまた、これは非常に話

題になると思いますので、詳しいことをちょっ

と調査してみます。

ぜひ知事、お願いいたしま○押川修一郎議員

す。これに東国原知事が絡めば、私はさらに多

くなると思います。よろしくお願いをしたいと

思います。

それから、交通事故後遺症の難病についてで

ありますが、知事、脳脊髄液減少症というこの

症状、御存じでしたか。

済みません。勉強不○知事（東国原英夫君）

足で、今回初めてお伺いしました。

実は私、福岡在住のいとこ○押川修一郎議員

がいるんですが、いとこが２年前に、大型ダン

プに後ろから追突されて、助手席に乗っていて

この病気に、症状になって、今２年ぐらい苦し

んでおるんです。それで私知って、この間、宮

崎の方もいらっしゃるんだな、これは大変だと

思って今回質問をということで立ったんです

が、全国的にはどのくらいいらっしゃるんで

しょうか、福祉保健部長、推測で構いません。

現在把握して○福祉保健部長（宮本 尊君）

おりません。むち打ち症の方がすべてとは限ら

ないようですので、いわゆる脳脊髄液が漏れて

いる状態のむち打ち症の方が幾らおられるかと

いうのは、把握しておりません。

推測は取り消します。ぜひ○押川修一郎議員

これは確たる数字を調べていただいて、宮崎県

においても相当いらっしゃるんだろうなという

ふうに思いますから、これが保険適用になるよ

うに努力をしていただきたい。

最後に知事、全国知事会で、この脳脊髄液減

少症について、ぜひ議論なり保険適用になるよ

うな形の中で言っていただくような努力をして

いただけるでしょうか。

今後とも引き続き、○知事（東国原英夫君）

この脳脊髄液減少症の理解が深まるように、国

に対して、全国知事会でも機会があれば議論の

俎上にのせ、そして全国知事会を巻き込んでの

国への要望という形をとっていきたいと考えて

おります。

ありがとうございました。○押川修一郎議員

以上をもちまして、私のすべての質問を終わり

ます。（拍手）

次は、13番前屋敷恵美議○中村幸一副議長

員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○前屋敷恵美議員

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。質問に入ります前に、さきの一斉選挙

で、県民の皆様の負託を受けて、再び県議会の

場で活動をさせていただくことができました。

心から感謝を申し上げる次第でございます。

新県政はスタートしたばかりでございます。

住民の福祉の増進を図ることを基本とするとし

た、地方自治法の本旨が生きる県政の実現に向

けて、子供たちや高齢者の皆さんが安心して暮

らせる、若者が将来に希望が持てる宮崎県政に

していくために、県民の皆さんの声をしっかり
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と代弁して奮闘する決意をまず申し述べまし

て、一般質問に入らせていただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

ＮＨＫの報道番組の放映を機に、ワーキング

プアという言葉が注目されています。どんなに

働いても生活保護水準以下の暮らししかできな

い階層が広がり、日本全体の約１割を占めると

言われています。これを単純に本県の世帯数に

当てはめてみますと、約４万5,000世帯になりま

す。昨年度の国民健康保険税の滞納世帯が約４

万7,000世帯ですから、ほぼこれに匹敵をいたし

ます。生活保護世帯も年々ふえています。国保

税が払えないために資格証明書や短期保険証が

交付されている世帯は、１万9,000世帯に及んで

います。労働者の非正規雇用も拡大をし、パー

トタイム労働者や派遣労働者もふえています。

また、この６月、昨年に続いて老年者控除の廃

止や定率減税の全廃による住民税の増税が、県

民の暮らしを直撃する事態になっています。知

事は、こうした県民の置かれている暮らしの実

態を、また、格差や貧困の広がりの問題をどの

ように受けとめ、県民の暮らしを支える自治体

として、またその長としての役割をどのように

認識しておられるのか、まずはこの基本的な考

えをお聞きして、後は質問席から質問させてい

ただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（東国原英夫君）

す。

県民の暮らしの実態についてであります。今

般、言われているとおり、都市と地方の地域間

格差は広がり、県民所得は234万円で全国40位、

有効求人倍率は0.67、景気回復の実感はまだま

だ低く、医師不足・偏在、道路等社会インフラ

の整備は不十分、超少子高齢化の波、年金、福

祉、子育て、災害等への将来不安、政治・行政

に対する不信・不満等、県民の間には漠然とし

た閉塞感が漂っているのではないかと感じてお

ります。私は、その閉塞感を県民の皆様の力

で、県民と協働で打破し、県民の皆様が豊かに

生活できる環境づくりを図ってまいりたいと考

えております。以上です。〔降壇〕

私は、何よりも県民の安○前屋敷恵美議員

全、暮らしを守る、生活権、生存権をしっかり

守る立場に立脚をした行政を進めていただきた

い、このことをまず希望するものでございま

す。

それでは、次に移ります。雇用の創出を図る

として、企業立地促進補助金の50億円という補

助金増加が打ち出されました。しかし一方で

は、県の事務事業の見直し、人件費の削減など

で、県職員は少数精鋭でやると、雇用の場を狭

める方向も示され、これらは県民生活に直結す

るという面で、県民サービスの低下や労働強化

が危惧されるところでもあります。この雇用の

確保を図るという点で、企業誘致はその一方策

です。補助金を積み増しして、県外からの誘致

企業に頼るだけでなく、いかに地元、県内企業

を支えて元気になってもらい、地元企業で雇用

をふやすかに重きを置くことも大事だと思いま

すが、知事の見解を求めます。

雇用の確保を図るた○知事（東国原英夫君）

めには、直接的な効果がある企業誘致を進める

とともに、地場企業の振興や新事業の創出を図

ることも大変重要だと認識しております。この

ため県では、中小企業経営基盤強化対策事業な

どによる新商品・新技術の開発支援を初め、下

請振興事業などによる取引拡大支援、産学官の

共同研究の推進、県工業技術センター等による

技術指導など、幅広い支援を実施してきたとこ
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ろであります。また、今後は、地域資源を活用

した事業展開を図る企業への支援や、自動車産

業の振興にも取り組むなど、引き続き、地元企

業の振興に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

今回の補正予算でも、20億○前屋敷恵美議員

円の企業立地の促進補助金が予算化をされてお

ります。この補助金は直接補助という形です。

今、知事が示されました中小企業に対するさま

ざまな支援は、もう一つは、地元企業への低利

の融資というのもあると思うんですけれども、

そういう形で、非常に誘致企業とするとアンバ

ランスといいますか、それこそ格差があるとい

うふうに私は感じております。ですから、もっ

と中小企業対策の予算、ハードもソフトも含め

てふやしていただく、ぜひ次期予算にこれを生

かしていただきたいというふうに思いますが、

いかがですか。

御指摘のとおり、私○知事（東国原英夫君）

は、企業誘致、県外からの企業だけに特化し、

あるいはそこに優遇を強化しようという考えは

ございません。もちろん、地場産業の保護ある

いは育成も重要な視点かと考えております。

ぜひその立場で、地元産業○前屋敷恵美議員

の活性化のためにも応分の予算をつけていただ

きたい、そのことを要求したいと思います。

それでは次に、在日米軍再編成に伴う新田原

航空自衛隊基地への米軍機訓練移転の問題、ま

た、これにかかわる諸問題について質問いたし

ます。沖縄の負担軽減を理由に、新田原基地で

新たな日米共同演習が行われようとしておりま

す。この米軍機訓練移転に当たっては、地元新

富町を初め周辺自治体から、さらなる騒音被

害、事故や事件発生の懸念から訓練受け入れ反

対の声が大きく広がりました。しかし、政府

は、住民の声を無視して閣議決定を行いまし

た。そして４月16日に、福岡防衛施設局と新富

町及び基地周辺自治体の２市３町の間で協定書

が締結をされました。その際、知事が立会人を

務められましたが、県として、知事として、米

軍機訓練移転を容認されたということでしょう

か。改めて今回の在日米軍再編問題について、

また協定書の立会人の役割、責任をどのように

認識して引き受けられたのか、その見解をお伺

いしたいと思います。

県は、従来から地元○知事（東国原英夫君）

の立場に立った対応をしてきたところであり、

防衛施設局との協定についても、地元自治体か

ら要請を受けて立ち会ったものでございます。

地元では、まだ騒音や事故等についての不安が

完全に払拭されてはいない状況にあると考えら

れますことから、立ち会い時には国に対して、

協定書を遵守し万全の対策を講じるよう、改め

て申し入れを行ったところであります。県とし

ましては、今後とも、地元自治体と十分連携を

とりながら、地域の安全・安心の確保に努めて

まいりたいと考えております。

協定書の中身をしっかりと○前屋敷恵美議員

守るように要求をされたということであります

けれども、私はそれでは余りにも認識が不足を

していたのではないかというふうに思うところ

です。新富町では、協定書や覚書についての説

明会というのが町内各地で開かれました。しか

し、余りにも抽象的な協定書の内容に、「これ

では住民の安全・安心は得られない」と、異議

が続出したようです。特に激甚地区と言われる

地域では、これまで騒音被害に悩まされながら

も我慢をしてきたわけですが、もうこれ以上の

我慢はできないというのは、私は当然な言い分

だというふうに思います。また、予想される米
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兵による事件や事故への不安を、地元住民の方

々は払拭されないでいます。今回の協定書は、

住民の合意が全くないままに結ばれました。協

定書の内容を見ますと、「騒音対策について

は、騒音の実態調査を実施するなど措置する」

とあるだけです。安全対策に至っては、「事件

事故が発生しないよう、所要の連絡体制を整備

する」というふうにあるだけなんです。知事

は、この協定書の内容について、また、地元住

民の方々の長年受けられてきた苦痛をどのよう

に受けとめておられるか、お聞きしたいと思い

ます。

協定書の内容につき○知事（東国原英夫君）

ましては私も読ませていただきましたが、解釈

によってそれが抽象的であるかどうかというこ

とは、解釈観の問題だと思っております。この

協定書には安全・安心を守るための十分な事項

が明記されてあったと、私は考えております。

これを、万全の対策を講じるように国に求めて

いくというのが県の姿勢だと考えております。

住民の安全・安心に対する不安感、不信感とい

うのは払拭されてないという事実はあると私は

把握しておりますが、このことが解消されます

ように、今後とも、国に対して要望をしていき

たいと考えております。

この協定書の中身といいま○前屋敷恵美委員

すか、性格がとんでもないものであるというこ

とが明らかになりました。これは私どもの赤嶺

政賢衆議院議員、沖縄出身ですが、この衆議院

議員の報告なんですけれども、この協定書は、

国内各地の基地を抱えるところで締結をされて

おります。しかし、この協定書でやらないと書

いていないからやれるのだという立場に立つの

が向こう側の言い分なんだそうです。ですか

ら、何でもありというような形でこの協定書が

なし崩しにされてきた経過というのが多々ある

という報告がありました。私は、これでは協定

書の意味合いをなさないというふうにも思うと

ころです。ですから、やはり具体的な形での協

定書でないとその効力は発揮しないというふう

に私は思います。

それとあわせてですが、沖縄基地の負担軽減

を図るという形で、新富町を初め、築城基地と

か小松基地とか、もう既に訓練演習移転されて

おります。築城は２回目が近々行われるという

ことにもなっておりますけれども、この築城基

地と小松基地などで既に行われたこの訓練期間

中に、地元沖縄基地では、より一層、訓練の様

子が激しかったということが今、報告されてい

るんですね。だから、全く負担軽減につながっ

ていないということも今明らかになったんです

けど、この点は今、私お話ししたところです

が、どのように受けとめられたでしょうか。

在日の米軍再編に関○知事（東国原英夫君）

しましては、国家間の平和と安全保障の問題に

かかわる問題だと考えております。これに関し

ましては、国において適切な対処をされたもの

と認識しております。具体的に築城基地とか小

松基地の現状については、今のところ把握して

おりませんので、コメントを差し控えさせてい

ただきます。

私は、今報告もいたしまし○前屋敷恵美議員

たこれまでの経過からかんがみて、今後、新富

町におけるこの訓練の中身がどういうものにな

るか、はっきりわからないわけですね。やって

みなければわからないでは、とても住民の皆さ

んの安全・安心を担保することはできないとい

うふうに思うところです。ですから、私はこの

際、協定書の締結を解消して、訓練受け入れを

認めないという、そして、県民の、地元町民の
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皆さんの安全・安心を守るという立場に、ぜひ

知事に立っていただきたいと思うわけですけれ

ども、いかがでしょうか。

協定書の締結という○知事（東国原英夫君）

のは、地元自治体と国との同意をもって締結さ

れたと認識しております。県といたしまして

は、その仲介という立場でございますので、そ

こには介入できないと思います。

私は、立会人という責任も○前屋敷恵美議員

感じてもらわなければならないというふうに思

うんです。でも、地元の方々は、自分たちは認

めたわけではないと言っておられるんですね。

町長さんの独断と言えば言えないこともないん

ですけれども、そういう形で今回の協定書は締

結をされたというふうに思っております。この

問題と別に、新田原で米軍の演習移転が行われ

る、その背景を私は今、宮崎県の皆さん方も考

えなければならない、知事も考えていただきた

いというふうに思うんです。なぜアメリカ軍

が、これほどまでに日本で訓練をしなければな

らないのか。外国の基地をこれほど容認してい

るというのは、世界でも日本以外にはありませ

ん。しかも、その米軍基地の費用を、思いやり

予算という形で国民の税金ですべて賄うという

ことが行われ、そのことが、ひいては国民の暮

らしの予算を削るということになっているわけ

ですから、本当に私は許しがたいことだという

ふうにも思います。そして、この日本の基地

で、また今後、新田原基地などで訓練をした米

軍機がイラク戦争を初め、アメリカの新しい世

界戦略に向けて飛び立つという、まさに出撃基

地にもなろうかというわけです。しかも今、日

本は、憲法を変える、また自衛隊法も変えて、

アメリカの世界戦略に加担をさせられようとい

う状況に立ち至っています。ですから今、日本

の進路は大変な危機、岐路に立たされている。

私は今、しっかり立ちどまって、このままでい

いのかということを考えなければならないとい

うふうに思っているところです。知事、この点

についてはいかがでしょうか。

何度も申し上げます○知事（東国原英夫君）

とおり、日米安全保障条約あるいは地位協定に

関しましては、国と米国との国家間の協定でご

ざいます。憲法改正等々も、あるいは自衛隊法

の改正等々も、御議論にありますけれども、我

々は国の改正、国の態度というものを監視ある

いはチェックしていく立場でございますので、

この国家間の安全保障条約については、国の適

切な施策あるいは措置を期待したいというふう

に思います。

しかし、住民の頭越しにす○前屋敷恵美議員

べてのものが決められて、そして、これはもう

国家間のことだから我慢しなさいという形に

なってしまうわけですね。そういうことでは、

県民の安心・安全、暮らしを守る長としての役

割は果たせない。やはり、住民の立場にしっか

りと立って行政を進めていく、国にもはっきり

物を言っていく、こういう立場が必要じゃない

かというふうに私は思います。今、さらなる問

題が、自衛隊が国民の行動を監視していたとい

うことも問題に上がりまして、戦前に逆戻り

じゃないかということを思われた方も多いかと

いうふうに思います。こういうときです、もろ

もろの要素を含んで、この新田原で新たな日米

共同演習が行われようとしているときですの

で、ぜひ私は知事に再考いただいて、この演習

移転中止のために頑張っていただきたいという

ふうに思うところです。再度御見解を。

自衛隊の国民監視に○知事（東国原英夫君）

つきましては、報道で知りましたが、内容を把
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握しておりませんので、コメントは差し控えさ

せていただきます。そして、その自衛隊の共同

演習についての反対を私にしてほしいというこ

とですか。（「そうです」と呼ぶ者あり）先ほ

ども申し上げましたとおり、安全保障に関して

は、国が適切に措置をしていると認識をしてお

ります。

米軍再編の受け入れでございますが、自治体

と国との協定が結ばれたということは、自治体

の理解を得たというふうに把握しております。

自治体の住民は反対しておるということでござ

いましたが、それでは、議会や自治体が了解を

したということは、住民の方たちの反対を押し

切ってしたというような御指摘がありました

が、果たしてそうなのか。反対者はいるかもし

れませんが、賛成者もいた。その協定に調印を

されたということは、自治体の過半数の賛成

を、同意を得られたと私は認識しております。

これだけで時間をとるわけ○前屋敷恵美議員

にはいかないんですけれども、新富町議会は反

対の立場を今、表明しております。周辺の西

都、それから宮崎市の議会もまだ反対の表明を

続けている、こういう状況ですので、ぜひこう

いうことも認識していただいて、今後に当たっ

ていただきたいというふうに思います。

では、次に移ります。今回、県の部署で発覚

をいたしました「預け」、いわゆる裏金問題に

ついて質問をいたします。

年度末に余った予算を預けという手法で他に

流用していた問題です。私的な流用はないとい

うことですけれども、だからといって許される

問題ではありません。あくまでも公金、県民の

税金ですから、正当な支出でなければなりませ

ん。今回を機に、なぜこうした預けという裏金

が長年存在するようになったのか、その原因を

解明することが必要です。ほかにはないのか、

徹底した調査と再発防止策が確立されなければ

ならないと思います。今後、どのような分析の

もとに、調査の徹底、再発防止策を打ち出され

るのか伺いたいと思います。総務部長、お願い

いたします。

今回、不適正な事○総務部長（渡辺義人君）

務処理が発生したことを受けまして、県では６

月11日から全庁調査を開始したところでありま

す。調査に当たりましては、取引業者等に協力

をお願いしますとともに、弁護士と公認会計士

で構成します外部調査委員会にも指導等をいた

だくなど、公正性や客観性を高めていくことに

しておりまして、預け等が行われた経緯などに

ついても、今後の調査の中で明らかにしてまい

りたいと考えております。不適正な事務処理の

背景には、予算を使い切ろうとする誤った認識

や、公金の取り扱いに対する職員のコンプライ

アンス意識の希薄さなどがあったのではないか

と考えております。また、財務会計制度の運用

や物品購入に係るチェック体制、さらには事務

費に係る予算措置のあり方等についても、見直

すべき課題がないか検討する必要があるという

ふうに考えております。こうした点を踏まえま

して、今後の全庁調査の中で、実態の把握と原

因の究明を行いまして、具体的な再発防止策に

ついて、外部調査委員会の御提言等もいただき

ながら検討したいと、このように考えておりま

す。以上であります。

ぜひ徹底した調査、それか○前屋敷恵美議員

らこれからの方向を見据えていただいて、県民

に納得できるような形で結果を出していただき

たいと思います。県民は、今回の裏金問題、本

当に大きな関心を持っております。県民は今、

厳しい暮らしの中で、無駄遣いはしないでほし
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い、税金はまともに使ってほしいと願っている

からであります。信頼される県政にするために

も、税金の使い方、透明性を図ることは喫緊の

課題ですので、ぜひその方向を追求していただ

きますように、改めて知事の見解もお願いした

いと思います。

裏金、いわゆる預け○知事（東国原英夫君）

の問題については、私も非常に残念で、じくじ

たる思いをしております。私の県に対する「裏

金はありませんか」という呼びかけに関して、

自主的な通報はあったにせよ、その期間等も含

めて、非常に公金に対する意識が薄いのではな

いかという認識はしております。しかしながら

今回、本県におきまして預けという実態が表に

出た、さらされたということは、非常に重要

で、かつ価値のあることではないかと認識して

おります。この契機を宮崎県庁の改革の礎と

し、これをもってすべてのうみを出し尽くし、

県庁挙げての改革、そしてクリーン化に努めて

まいりたいと考えております。具体的には、内

部調査委員会、外部調査委員会を両輪で、両方

の立場で駆使し、庁内の不正な事務処理等につ

いての追加、あるいはそういったものがないか

ということを徹底的に調査・検証してまいりた

いと考えております。

ぜひこの際、公金取り扱い○前屋敷恵美議員

の基本的原則を徹底させていただく、この立場

を貫いていただきたいというふうに思います。

それでは次は、国民健康保険税について質問

させていただきます。

国民健康保険は、命や健康に直結をするまさ

に命綱の制度です。ところが今、国保税が高過

ぎて、払いたくても払えないという世帯がふえ

ております。こうした中で、滞納世帯から保険

証を取り上げる、交付をしないという無慈悲な

ことが今行われております。県が、こうした命

綱を断ち切るような国民健康保険証の取り上げ

を中止するよう各市町村を指導すること、また

払える国保税にするためにも、県から市町村の

国保会計に助成を行うことを求めたいと思いま

す。さらには、国に対して国保財政を立て直す

ためにも、38.5％に引き下げられた現在の国庫

支出金を84年当時の45％に戻すよう国に要求す

ることも、あわせて求めたいというふうに思い

ます。知事の答弁をお願いします。

国民健康保険は、相○知事（東国原英夫君）

互扶助の精神で運営されており、被保険者間の

公平を図る観点から、市町村においては、災

害、病気、失業等の特別な事情がない１年以上

の国保税滞納者には、被保険者証の返還を求

め、これにかわる資格証明書を交付することと

されております。しかしながら、市町村は、滞

納者に対し、機械的に被保険者証の返還を求め

るものではなく、事前に納税相談等を行い、滞

納者の生計状況や納付状況等を十分に考慮した

上で、適正に対応しているところであります。

県といたしましては、今後とも国保事業の円滑

な運用が図られるよう、市町村に対し適切な助

言指導を行っていきたいと考えております。

また、県におきましては、これまでも財政調

整交付金や保険基盤安定事業、さらには高額医

療費共同事業等により、毎年100億円を超える多

額の財政支援を市町村に対して行ってきたとこ

ろでございます。このような状況の中で、県と

しましては、新たな公的負担を行うことは、県

の財政状況等から判断して非常に厳しいものが

あると考えます。一方、国に対しましては、九

州地方知事会等を通じ、国による公費負担への

確実な財源措置を講ずるよう要望してまいりた

いと考えております。
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今、保険証がない世帯は、○前屋敷恵美議員

病気になってもすぐには病院にかかれない深刻

な事態になっているんですね。保険証がないと

いうことは、医療費は全額窓口自己負担です。

今、暮らしが大変な中で、その保険税さえ納め

られない、食べれば納められない、そういう状

況なんですね。納めようと思えば食べずに納め

なければならないという事態になっているわけ

です。お金の工面ができずに、医療機関にかか

るのを我慢して病状が悪化をする。そして今、

全国的には、受診を控えたことで命を落とす、

こういう本当に悲惨な状況が起きております。

保険税を払えない人からの保険証の取り上げ

は、命の格差まで生むという状況になっている

わけです。ですから、人道的にも保険証の取り

上げというのは許されない。そして、払えるの

に払えないという状況じゃないんですね。です

から今、知事もお話しになられましたけれど

も、本当に一人一人の対応を丁寧に適切に行っ

ていただく。しかし、それが果たして十分だっ

たかというと、そうじゃないというふうに思う

んです。ですから、この保険証の取り上げとい

うのは国が決めて、各市町村にそれを徹底する

ように、また県にもそのことが言われてきてい

るというふうに思いますので、ストレートにそ

ういうことをさせない、そういう役割が地方自

治体にある。私は、相互扶助は確かにそうです

けれども、この国民健康保険は社会保障の一環

だというふうに思っております。そういった意

味では、本当に命と健康を守るための命綱です

から、この保険証の取り上げを機械的にすると

いうことは絶対にないように、改めて市町村へ

の指導を行っていただきたいというふうに思い

ます。

それから、特に私がこの保険証の取り上げを

直ちにやめてほしいと思いますのは、ひとり親

家庭とか乳幼児を抱えた世帯、特に子供さんを

抱えた世帯で、子供が病気になって病院に連れ

ていけない、この親のつらさ、私はそれを思う

と本当に胸が痛みます。子供には何の責任もな

いわけですから、子供はどういう家庭環境で生

まれようとも、また子育てがされようとも、子

供たちは国と自治体とで最終的には責任を持っ

て育てなければならない、こういうことだとい

うふうに思うんです。そして、厚生労働省が一

昨年、05年の５月に通達を出しております。乳

幼児医療費助成を受けている世帯は、資格証明

書交付から除外することを検討するというよう

なですね。ですから、厚生労働省も、子供たち

の健康を守ろうという立場ですから、とりわ

け、乳幼児を抱える世帯からの保険証取り上げ

は直ちに中止することを即市町村に指導を徹底

していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

先ほども申し上げま○知事（東国原英夫君）

したとおり、重複するかと存じますが、市町村

は、滞納者に対して、機械的に被保険者証の返

還を求めるのではなく、事前に納税相談等を行

い、滞納者の生計状況や納付状況を十分に考慮

した上で、適正に対応しているということを

伺っております。また、県としましても、御指

摘のように、適切に対応するように、今後とも

助言指導してまいりたいと考えております。

ぜひその立場を徹底して貫○前屋敷恵美議員

いていただいて、私が今申し上げましたよう

に、とりわけ子供さんたちにそういう影響が及

ばないように、ぜひ県の責任でも取り計らって

いただきたいというふうに思います。よろしく

お願いいたします。

時間がなくなりましたので、次に行きたいと
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思います。

次は、乳幼児医療費助成の拡充について質問

をいたします。

現在、３歳未満児までに医療費の助成が行わ

れております。窓口で350円のレセプト料を払わ

なければなりませんけれども、この医療費無料

化は、子育て世帯にとって何よりの支援となっ

ております。今、少子化対策が重要な課題に位

置づけられております。ですから、この対象年

齢を大幅に引き上げることはより求められてい

ると思いますし、私はせめて小学校を卒業する

まではこの助成が必要だと思っています。知事

がマニフェストに示されておりますように、３

歳以降の医療費助成の拡充を図るということも

公約に掲げられました。ですから、ぜひその実

践を早目に行っていただきたい。今、子育て

真っ最中の世帯は、この知事のマニフェストに

大きな期待を寄せております。私も各所でその

声を聞きますので、ぜひこの立場を貫いて実現

を図っていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

乳幼児期の医療費を○知事（東国原英夫君）

助成することは、子育て中の家庭にとりまして

大変有意義な支援になると考えております。こ

のため、一昨年10月に、入院の助成対象年齢を

３歳未満から小学校入学前まで引き上げている

ところでございます。お尋ねの入院外の対象年

齢の拡大につきましては、県や市町村の財政状

況も厳しいことから、今後検討してまいりたい

と考えております。なお、安心して子供を生

み、育てられる社会づくりは、国を挙げて推進

することが重要でありますので、乳幼児医療費

助成制度の創設等について、引き続き国に対し

ても要望してまいりたいと考えております。

子供たちや、また子育て世○前屋敷恵美議員

代をより一層支援するという点でも、この助成

の拡充、早急に図っていただきたいということ

を、私は重ねて強く要求するものでございま

す。よろしくお願いいたします。

次は、障害者自立支援法施行に伴って、障が

い者の負担軽減策について質問をいたします。

昨年４月から施行された障害者自立支援法に

よりまして、福祉サービスなどに原則１割の応

益負担が導入されまして、障がいが重い人に

とっては、今、大変な状況になっております。

負担に耐えられない障がい者はサービスをやめ

るしかないという状況にあります。こういう中

で国も、全国のそういう苦痛の声を受けとめ

て、一定助成も行おうかということになってお

りますけれども、私はぜひ、運営が困難になっ

ている施設やまた小規模作業所、また利用料の

負担がふえてくる、こうした障がいを抱える方

々の県独自の支援を、国の施策とあわせて進め

ていただきたいということを、まず最初にお願

いをしたいと思います。その点では福祉保健部

長、お願いいたします。

障がい者の自○福祉保健部長（宮本 尊君）

己負担分につきましては、国のほうでも、障が

い者世帯の所得に応じて、かなりきめ細かな減

免措置が講じられております。しかも今回、国

のほうでは特別対策として、さらにその上に減

免措置をとっております。県としては、これら

の対策によりまして、相当程度の負担軽減が図

られたものと考えております。今後は、県とし

てやるべきことは、例えば障がい者の地域生活

に必要な住居の確保とか、就労支援を含む所得

対策、こういったことをやってまいりたいと

思っております。以上です。

私は、この自立支援法が成○前屋敷恵美議員

立をしました後、授産施設に通いながら社会と
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かかわって自立をと頑張っておられる障がい者

の方のお話を聞きました。「自己負担が月に２

万4,600円にもなって、障害年金と親の仕送りか

ら差し引くと生活保護以下になってしまう。こ

れでは人間という意識や尊厳が持てなくなる。

お父さん、お母さん、生まれてきてごめんなさ

いと思ってしまう」と、こう言われたんです

ね。私は、本当に胸の詰まる思いで聞きまし

た。まさに、自立支援でなくて、社会参加、自

立を阻害する法律だというふうに思います。で

すから、その是正、これから求めていきたいと

いうふうに思いますけれども。

国が今度の補正予算でも上げられております

が、障害者自立支援対策臨時特例基金事業とい

うのが５億2,000万円ほど計上されております。

サービス事業所や小規模作業所などへの支援が

講じられるというもののようですけれども、ど

ういう中身になっているのか、お答えいただき

たいと思います。通所や在宅、入所にかかわる

１割負担の軽減についてはどうなるのか。入所

についてはこれまで助成がありませんでした

が、対象にすべきだというふうにも思うところ

ですので、ぜひあわせてお答えいただきたいと

思います。福祉保健部長お願いいたします。

障害者自立支○福祉保健部長（宮本 尊君）

援対策臨時特例基金でございますが、概要を申

し上げますと、具体的な事業としましては、大

きく３つに分類されます。１つ目が、新しいサ

ービス体系に直ちに移行できない小規模作業所

等に対して、移行するまでの間、運営費を助成

するというものであります。それから、２つ目

は、障がい者の地域での自立した生活を支援す

るために、県民の障がい者に対する理解促進と

か障がい者の就労支援、障がい児を育てる地域

の支援体制の整備などを行うものであります。

３つ目が、制度変更によりまして、収入減とな

りました施設に対する激変緩和措置として、制

度導入前の報酬額の９割までを保障する、こう

いった対策をとっております。

障がい児世帯についての対策でありますが、

今回の特別対策におきまして、収入のある程度

ある障がい児を抱える世帯につきましても、施

設入所の場合を含めて、負担の軽減策が講じら

れているところであります。

確かに必要な助成でありま○前屋敷恵美議員

す。しかし、２年間の時限立法というふうに聞

いておりますので、それから先の課題もまた出

てくるかというふうにも思っております。いず

れにしても、障がいを抱える皆さん方が、一定

の支援のもとに健常者の皆さんと一緒に暮らせ

るという体制をどうつくるかというところです

ので、県としての支援も十分に行っていただく

よう、お願いをいたします。

また、もう一つ別の問題として、障がい認定

に当たっての程度区分の問題があります。国

は、現在の施設入所22万人を16万人に減らす計

画を打ち出しました。今、県の指導のもとに各

市町村がその計画を具体化しようとしておりま

す。私がお聞きしましたある施設の施設長さん

は、市から５名は退所させるように言われたと

いう話もされました。また、別の施設では、400

名の入所者のうち100名は退所になるという話が

飛び交うなど、入所されている御本人や家族に

今、不安が広がっております。新たな認定基準

のもとで、施設退所を余儀なくされる方々が出

るという事態が今、予想をされているところで

す。この新たな認定判断の基準というのが、そ

のベースが介護保険に置かれているという点が

問題でして、特に知的障がいを抱える方々の認

定が軽くなってしまうという問題があります。
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ですから、機械的な判断でなくて、一人一人の

実態に合わせた認定にすることなどが非常に重

要になってきておりますが、その点ではどうで

しょうか。部長、お願いいたします。

障害程度区分○福祉保健部長（宮本 尊君）

の認定につきましては、まず専門調査員が障が

い者の方の自宅を訪問しまして、御本人や保護

者等の同席のもとに、おっしゃるように、介護

保険の調査項目に障がい者特有の調査項目を加

えた106項目にわたる調査を行い、あと、介護を

行う家族の状況、日中の活動状況等について詳

細な調査を行うことになっております。この調

査結果をもとに、コンピューターによる一次判

定が行われますが、その後さらに、福祉保健等

の有識者で構成する市町村の審査会において二

次判定が行われることになっております。二次

判定の中では、一次判定の結果に加えて、医師

の医学的所見や障がいの特性を加味して総合的

な判定が行われており、利用者の実態に即した

障害程度区分の認定が行われていると認識して

おります。

今、ノーマライゼーション○前屋敷恵美議員

が言われる中で、障がいを抱えた方々で可能な

方は、人としての尊厳が尊重されながら、地域

や家庭でともに暮らす、これは当然のことで

す。そのために、グループホーム、ショートス

テイなどの充実は欠かせませんが、しかし、そ

のことが脱施設を進めるものであってはならな

いというふうに私は思います。そこが非常に大

事なことだと思います。本当に入所が必要な人

の入所が保障される、それが公の役割ですか

ら、ぜひこのことを追求していただきたい、そ

ういうふうに思います。施設を判定によって出

なければならない、そういう方々がグループホ

ームなどでも暮らすことができない。当然、家

庭で受け入れなければならない。そうなります

と、フルタイムで仕事ができない状況になる。

そして、当然収入が少なくなってくるわけです

から、大変な事態になるわけですね。ですか

ら、そういうもろもろの問題もかんがみて、一

人一人の実情、家庭的な問題も含めて、それに

見合った対処ができるように、国の支援、それ

から県の支援もあわせながら、その認定基準の

問題も含めて、知事の御見解をいただきたいと

思います。

御指摘のとおりでは○知事（東国原英夫君）

ございますが、県としても、支援助成となりま

すと、やはり予算づけが必須の問題になってま

いりますので、その点は、非常に財政状況も厳

しい上、適切な対応というのはできかねる部分

もございます。今後、対応としましては、社会

的な弱者が出ないような行政の体質というのは

構築していかなければいけないと考えておりま

す。

では、次に参ります。時間○前屋敷恵美議員

がなくなりました。

青年雇用の対策について、今、若者の雇用の

実態が、非正規雇用の拡大や低賃金、残業代の

未払い、長時間労働の蔓延、働いてもまともな

生活ができないということで、経済的にも自立

できないという状況が広がっております。ぜひ

若者のこうした雇用の実態、生活の実態を調査

していただいて、こうした青年がこの社会に希

望が持てるような、安心して働ける、暮らせる

賃金が確保できるような、こういう状況をつ

くっていくために、県としての役割は非常に重

要だというふうに私は思います。働かされ方の

問題、労働者としての権利がどういうものがあ

るのかさえも知らない。雇いどめになってしま

うようなことがあったり、一方的な解雇に涙を
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のむような事態もあります。ですから、そう

いった意味では、若者の雇用相談窓口を開設す

るとか、労働条件の問題などもしっかり若者が

認識できるような資料、パンフレットなどをつ

くって若者を元気づけていくとか、そういう具

体的な施策も進めていただきたいと思いますけ

れども、商工観光労働部長、よろしくお願いい

たします。

若い人の○商工観光労働部長（高山幹男君）

雇用対策ということでありますけれども、現

在、カリーノの８階に置いております「ヤング

ＪＯＢサポートみやざき」におきまして、いろ

んな方に来ていただいて、気軽にじっくりと話

を聞きながら、自分に合った仕事がないかとか

そういうものを、そして、あればそこを紹介し

ていく、そういった場を持っておりますので、

そういうところで対応してまいりたいというふ

うに思っております。

ぜひ、そういった青年に寄○前屋敷恵美議員

り添った形でその実態を受けとめながら、雇用

の拡大も含めて進めていただきたいというふう

に思います。

それから、最後になりますけれども、生活道

路の改修についてお尋ねをいたします。

長期にわたって懸案事項となっております県

道改修なんですけれども、宮崎市下原地区の木

花小学校に通う子供たちの通学路でもある県道

の大久保木崎線、路側帯に余裕がなくて、地元

の皆さん方が、子供たちの安全を守るためにも

歩道を設置してほしいということを、平成３年

ぐらいから毎年ずっと要望を上げてこられまし

たけれども、全くナシのつぶてで対応がなされ

ないということが言われてまいりました。私

は、こういう生活道路の対応は10年も15年も待

つのではなくて、ぜひ対応していただきたいと

いうふうに思います。県土整備部長、よろしく

お願いします。

歩道の整備に○県土整備部長（野口宏一君）

つきましては、安全で安心な道路空間を確保す

るとともに、高齢者や通学児童など、いわゆる

交通弱者対策からも重要な課題であるというふ

うに認識しております。そのため、歩行者や交

通量の多い通学路を中心としまして、緊急性で

ございますとか、地元からの要望などを総合的

に判断して、現在整備を進めているところでご

ざいます。御質問にありました熊野地区の歩道

整備でございますけれども、県全体にさまざま

な要望がございまして、その全体の状況などを

勘案しながら検討させていただきたいと存じま

す。

私が今回質問に取り上げま○前屋敷恵美議員

したのは 確かに地域の生活道路の改修は、―

計画的にも優先順位があるというのは認識して

おります。しかし、10年も15年も放置されると

いうことは、もうあきらめなさいと言っている

ようなものだというふうに思うんです。私は、

こういう状況が県内に蔓延しているのではない

かというふうに思うわけです。これでは自治体

としての役割は果たせないというふうに思いま

す。しかも、暮らしに身近な公共事業というの

は、地元企業の仕事をふやし、地域の活性化に

もつながることです。ましてや、安心して暮ら

せる生活環境を整えることは自治体の任務です

し、改めてこの対応を図っていただきたいとい

うふうに思います。そして、近々できないもの

であれば、その理由や見通しぐらいは地元に説

明をする、そういう誠意があっていいのではな

いかというふうに私は思います。今後ぜひ、こ

うした生活道路の改修の位置づけを県としても

強めていただきたいというふうに、私は切に要
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望するものです。知事の御見解を賜ります。

歩道の整備というの○知事（東国原英夫君）

は、交通安全対策上の一環として重要な問題だ

と認識しております。現在、歩道の整備が必要

な区間としましては、県内に200キロあると伺っ

ております。整備の推進につきましては、交通

量の状況、通学路としての指定、人身事故の発

生状況等を総合的に勘案して優先順位を決定し

て、必要性、緊急性の高い順に整備してまいり

たいと考えております。御指摘のあった、どれ

ぐらいの期間を置いてこれを整備するのかとい

う進 状況、あるいは将来展望等を説明してほ

しいということがありましたが、その辺も含め

て、今後、検討の課題とさせていただきます。

以上です。

時間が参りましたね。今の○前屋敷恵美議員

生活道路の改修の問題も含めて、県政は総合的

に進めていかなければならないという点では、

確かに厳しい状況があるというふうには思いま

す。しかし、何より県民の日常の暮らしの安心

・安全が総合的に確保されなければならない、

そういうふうに思います。ですから、私は、県

民の暮らしに心を寄せた丁寧な行政を進めてい

ただきたい、このことを最後に要求いたしまし

て、質問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）

以上で午前の質問は終わり○中村幸一副議長

ます。

午後は１時再開いたします。

休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、17番図師博規議員。

〔登壇〕（拍手） それでは、○図師博規議員

児湯郡選出、愛みやざき二番手の図師博規が、

先般通告しておりました通告順に従いまして一

般質問を始めさせていただきます。感無量でご

ざいます。

去る県議選におきましては、選挙区内で一番

小さな町からの立候補でした。非常に不利な状

況であったにもかかわらず、すばらしい成績を

いただきました。きょう、たくさん傍聴の方に

駆けつけていただいています。まだ今、御入場

中の方もいらっしゃいます。これらの方々に支

えられ、選挙戦を乗り切ることができました。

若い力もたくさんいただきました。美しい力も

たくさんいただきました。そして、勉強会を重

ねてきた宮崎維新塾の皆さんからもたくさん力

をいただきました。この場をかりてお礼を言わ

せていただきます。どうもありがとうございま

した。

私は、この選挙戦に臨む前にたくさんの方々

からの声を聞き、そして医療・福祉の現場の情

報を、そして現状をしっかり見据えて選挙戦を

戦ってまいりました。高校は高鍋高校を出たん

ですが、その後、東北福祉大という福祉の専門

大学に進みました。宮城県の仙台市です。きょ

うくしくも、前宮城県の知事であられました浅

野さんが、私の応援のために駆けつけていただ

いた ようではないんですが、傍聴に来られ―

ております。浅野さんにもしっかり宮崎県の現

状を知ってもらうためにも、立派な一般質問に

したいと思います。

余談ですが、私は東北福祉大出身ということ

で、大学は非常に野球も強いんですね、御存じ

の方も多いかと思いますが。今行われておりま

す大学野球の日本選手権、我が大学も出場して
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おります。うまくいきますと準決勝あたりで早

稲田大学と対決するのではと思われます。勝た

せていただきます。阪神タイガースの金本選手

や矢野選手は同期になります。鉄人で有名な金

本選手、大学のときは隣のクラスでした。非常

に仲よく なろうと思ったんですが、野球―

部、学校にほとんど来ませんので、話したこと

もありません。

その後、宮崎の古賀総合病院というところで

医療ソーシャルワーカーとして勤務しました。

高齢者や障がい者の社会復帰、職場復帰をお手

伝いする仕事です。その中で、同じ高齢者や障

がい者の方でも、住む自治体によって受けられ

るサービスに大きな格差があるんです。この格

差に私は愕然としまして、せめて我が町、自分

が住む木城町は何とかしたいという一心で、福

祉を変えるなら政治も変えないかん。そして町

議を２期経験させていただき、ここに今立たせ

ていただいております。「福祉の壁は政治にあ

る」、これが私のキャッチフレーズです。何と

してでも政治をよくし、そして、本当に光を当

てなくちゃいけない弱い立場の方々のために、

しっかりとした政策の立案をしていきたいと思

います。知事を初め先輩議員の皆様、そして執

行部の皆様と、この一般質問の場が単なる質問

の投げかけだけに終わるんではなくて、政策提

言の場となりますように大いに議論をしていき

たいと思います。どうぞ今後とも御指導よろし

くお願いします。

一般質問に入らせていただきます。まず１つ

目は、知事の政治姿勢であります。

知事には、今後とも宮崎県のリーダーとして

大いに宮崎を動かしていただく、そして、その

宮崎を動かすというときには、国の動向をも

ちゃんと見据えた上で、その指標を立てていた

だく必要があります。先日も知事の答弁の中

で、「私は、国の動向を見据え、国を動かす気

概を持って宮崎県政運営に当たる」という旨の

発言がありました。すばらしい。宮崎県発とい

う、宮崎県から発信するというその気概、私も

大いにエールを送りたい。ともに頑張りたいと

思います。

その中で、今後の国の動向を見据える一つの

材料として、国民投票法というものがありま

す。先月の18日に国会を通過いたしました、こ

の憲法改正の手続を定めた国民投票法、この法

律で投票できる年齢は「18歳以上の国民」と

なっておりますが、この18歳という年齢は、選

挙権年齢及び成人年齢規定が18歳に引き下げら

れないと、この国民投票法の年齢も18歳という

形でスタートはしません。つまり、何が言いた

いかと申しますと、この国民投票法が今後随時

動いていくことにより、我々も含む選挙の全

容、あらゆる選挙の全容が大きく変わろうとし

ているのも事実であります。知事の選挙の際に

は、未成人の方からもたくさんの応援を受けら

れておったのが、今しっかり目に焼きついてお

ります。先日も、何と滋賀県の高校生が 修―

学旅行の一環なんですかね 県庁の前に大き―

な横断幕を持って知事が出てこられるのを待っ

ていらっしゃる姿を目にしました。それぐらい

知事は、若い方からも大変人気があられる。今

後の選挙の動向にも大きく影響してくるであろ

うこの国民投票法を、知事はどのように受けと

められているのか、その所見をまずお聞きした

いと思います。

次に、議案第１号「平成19年度宮崎県一般会

計補正予算」について、これも知事にお伺いい

たします。

今回は歳入歳出総額に984億円余りを追加し、
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対前年度比2.6％減で、６年連続のマイナスと

なっております。知事選挙の関係で骨格予算で

スタートした本年度の予算でありますが、よう

やく肉づけができました。しかし、厳しい財政

状況には変わりはありません。ただ、県民の注

目は、知事がマニフェストを掲げられ臨まれた

選挙、その後の予算、そして補正予算、肉づけ

がされたところで、マニフェストがいかにその

予算に反映されたかに非常に高い関心が寄せら

れております。そこで、補正予算の編成に当た

り、知事が意図したところがこの肉付け予算に

どこまで反映されたと思われておるのか、その

あたりの所見をお伺いいたします。

続きまして、不適切な事務処理についてであ

ります。

今回の裏金問題が発覚して現在に至るまで、

知事の報告によりますと この裏金の問題も―

あらゆる角度から質問がされております。私が

とらえる問題点と申しますのは、Ａという物品

を購入するために業者にお金を預ける。ところ

が、年度がかわると、そのＡという物品ではな

い、別のＢという物品がその事業所に購入され

ておる。この品物がかわるというところも問題

なんですが、私が問題にしたいのは、そのＢと

いう物品が、果たして、ちゃんとその部署に現

在もＢという物品のまま残っているのか。小さ

いものから言えば消耗品もあるかもしれませ

ん。中には高価なものもあるかもしれません。

そのＢという物品はちゃんと今も部署に残って

いるという裏づけをとられた上で、知事が報告

された「今回の裏金の件については私的流用は

なかったんですよ」という発言に至られたのか

どうか。どこまでの調査をされて、私的流用が

なかったという発言に至られたのかをお聞かせ

いただきたいと思っております。

続きまして、高齢者保健福祉計画に関する事

項であります。

この高齢者問題につきましては、宮崎県の高

齢化率、高年齢化というのは全国よりも５年速

いスピードで進行しております。それでは、全

国よりも５年速い高齢化率に伴う介護従事者の

確保が、全国より５年速いスピードで進んでい

るのかと申しますと、実際、県内の介護福祉士

を養成する専門学校では、定員を満たしている

専門学校は一つもない。もっと言うならば、半

分にも満たない専門学校がほとんどなんです。

それをもって、これからの宮崎県の高齢者介護

は、十分介護ニーズを満たすだけの従事者がい

ますよと言えますか。これは宮崎県だけの問題

ではないんです。全国的にどこの都道府県でも

介護従事者の数は不足している。国は介護力、

そして看護力までも海外から輸入する政策を今

とろうとしています。もう始まっています。海

外の方々が日本の高齢者を介護する。それは私

は、本来あるべき姿かどうか疑問に思っており

ます。グローバリゼーションの名のもとに、国

は、宮崎県を初めとする、このような高齢化率

が高いところの福祉のあり方を空洞化させてい

るんではないかと。

フリーターやニートはどんどん増加していま

す。この方々がなぜ福祉に興味を持てないの

か。持って、そして仕事について長く続けるこ

とができないのか。若い介護従事者の方は、３

年以内に７割が離職されるというアンケート調

査も見たことがあります。介護の現場は、当事

者のみならず、介護する従事者も非常に厳しい

状況に立たされています。

そして、さらにその国民の不安をあおる問題

が起きました。社会保険庁の宙に浮いた年金の

問題もしかりです。そして、日のように問題と
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なっておりますコムスン問題です。宮崎県にお

きましても、コムスンの事業所は、ことしの５

月、西都、日南を初めとする６事業所が閉鎖・

統合されました。残っているのは８事業所、こ

のうちの５事業所が2011年度までに順次指定打

ち切りとなります。これにより、県内での利用

者は716名、そのうちの671名が路頭に迷う可能

性が出ているんです。もちろんコムスン側も、

次の事業所への引き継ぎ計画を今策定している

とも聞きますが、この事態に対して、県はどの

ように対応されるお考えであるのか、お聞きし

たいと思います。

次に、障がい者の安心プランについてでござ

います。

先ほどの前屋敷議員にお株を奪われてしまっ

たところもあるんですが、ことしの２月定例議

会におきまして、「障害者自立支援対策臨時特

例基金」というものが成立いたしております。

この基金運用は、障がい者の職場実習を受け入

れる企業に対するバリアフリー化のための設備

費用助成を目的の一つにしています。つまり、

障がい者が一般企業に行く場合の、スロープを

つけたり、手すりをつけたり、トイレを障がい

者用のものにしたり、バリアフリー化するため

の助成が目的の一つに含まれております。私が

お聞きしたいのは、既存の企業や施設のバリア

フリー化にとどまらず、障がい者の雇用促進の

ためにも、今後、新たに就労支援や就労継続事

業に取り組む事業所が準備されているとするな

らば、その事業所に対しても、積極的にこの基

金運用をすべきではないかと考えております。

このあたりのお考えを福祉保健部長にお伺いし

たいと思います。

続きまして、高鍋町竹鳩橋周辺の道路改良に
だ け く

ついて、県土整備部長にお伺いするものであり

ます。

この竹鳩橋周辺は、御存じの方も多いかと思

いますが、高鍋町、川南町、木城町の郊外に隣

接しており、病院及び学校等の公共施設や農畜

産業を初めとする地域産業及び地域交流のため

に重要なエリアであります。また近年では、東

九州自動車道建設に伴うインターチェンジの設

置も決まり、また東児湯消防署の新設移転によ

り、その重要度は高まっております。しかし、

この竹鳩橋というのは、昭和32年に潜水橋とし

て架設され、幅員も2.9メートルと非常に狭く、

たびたび転落事故が発生するなど、車両及び通

学児童を含む歩行者の通行が非常に危険な状況

にあります。そして、きょうのような雨、もっ

と激しい雨が２～３日でも続けば、それが洪水

となり橋が通れない。そうなりますと周辺の橋

を利用するんですが、片道５キロも 回しなけ

ればならないというような状況もあり、この周

辺が整備されれば緊急車両等の通行もスムーズ

となり、周辺住民の生命・財産を守るには大き

く寄与する重要な地域の基点となっておりま

す。さらに、この竹鳩橋周辺の整備につきまし

ては、昨年、高鍋町、木城町、川南町３町によ

ります竹鳩橋等整備期成同盟会も発足しており

ます。官民一体となった整備要望活動も再開さ

れ、今後、関係機関及び地域住民の悲願でもあ

るこの橋の整備のために、３町が中心となって

大いに動きが出てくると思われます。このあた

りの整備につきまして、県の御見解をお伺いす

るものであります。

次に、交通違反の取り締まり状況について

を、警察本部長にお尋ねいたします。

交通事故の数自体は、５年前、10年前からす

ると非常に少なくはなってきております。しか

し、先日も報道されておりました、飲酒運転の
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上、幼い兄弟３人を水死させたという大きな事

故、元福岡市職員の事故ですが、このようなド

ライバーのマナーが制御できないがゆえに、幾

ら警察の方が取り締まりを強化しても事故とい

うものは防げないところもあります。ここで

は、平成18年中の交通取り締まり件数の実情を

お聞かせいただくとともに、昨年導入されまし

た駐車監視員制度による駐車監視員の違反確認

状況についてお伺いします。警察業務の効率化

を図りながら、犯罪捜査などの本来の業務を強

化する目的で、この駐車監視員制度が導入され

ておりますが、宮崎県におきましては、宮崎市

を中心に実施されております。その監視員制度

によります駐車違反確認標章取りつけ件数の実

情や、その成果等についてお伺いするものであ

ります。

以上、項目が多うございますが、御答弁を聞

かせていただき、後は質問席にて一問一答方式

で質問を続けさせていただきます。よろしくお

願いします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

国民投票法についてであります。このたび可

決成立した国民投票法において、投票権が18歳

以上とされていることから、公職選挙法など年

齢条項のある法律の改正の必要性について、内

閣において検討が行われていると聞いておりま

す。私は、選挙は民主主義の基盤であり、選挙

を通して若者が政治を身近なものとしてとら

え、関心を持つことは、大変望ましいことだと

考えております。そもそも有権者の投票行動に

ついては、国民あるいは県民の一人一人の価値

観や社会情勢、政治情勢などいろいろな要因が

複雑に絡み合ってあらわれると理解しておりま

すので、なかなか予測しがたいものと考えてお

りますが、一方、候補者の選挙活動について

は、若い世代を意識したものとなる可能性もあ

るのではないかと考えております。

続きまして、平成19年度予算案についてであ

ります。今回の補正予算案は、私にとりまして

実質的に初めての予算編成でありましたが、本

県の厳しい財政状況を十分踏まえつつ、私のマ

ニフェストの具体化のための政策的事業や新規

事業を盛り込んだ、いわゆる肉付け予算として

編成したところであります。地方財政対策等の

結果、本県の収支不足額が拡大し、財源の捻出

には大変苦労いたしましたが、徹底した事務事

業の見直しや歳入確保等により、災害時安心基

金の創設や企業立地促進補助金の最高限度額の

引き上げ、医師確保対策強化、二地域居住や移

住の促進等、現時点で私の考えを事業化できる

もの、あるいは早急に取り組まなければならな

いものは、可能な限り盛り込んだところであ

り、積極的かつ緊縮型予算であると考えており

ます。今後も、財政改革を着実に実施しなが

ら、マニフェストのさらなる具体化に向け、努

力してまいりたいと考えております。

続きまして、不適正な事務処理についてであ

りますが、私的流用がないという根拠について

であります。先日公表した不適正な事務処理に

ついて、自主申告の段階ではありますが、各所

属からの申告だけでなく、当該所属が属する部

局の道路整備課等の職員が現地に出向き、取引
※

事業者にも面談の上、預けの現在残高や主な使

途などについて確認を行っております。その際

には、実際に購入した物品等について、現物の

所在確認なども可能な限り実施したところです

が、現在のところ、各部局、取引事業者いずれ

からも私的流用の事実は確認されていないとこ

ろであります。今後、全庁調査を進めてまいり

※ 180ページに訂正発言あり

平成19年６月15日（金）
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ますので、その中で、使途の洗い出しや現物の

確認なども改めて実施し、私的流用の有無につ

いて明らかにしてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、コムスン問題に対する県の対応

についてであります。株式会社コムスンでは、

今後の事業継続が困難になったことから、国の

指導を受けながら、他の事業者への事業譲渡に

ついて検討されているようであります。このよ

うな状況の中、県といたしましては、介護サー

ビスを利用されている方が不安を抱くことのな

いよう、市町村と連携して、利用者からの相談

等に対し、適切に対応してまいりたいと考えて

おる次第でございます。また、コムスンに対し

ましては、利用者の要望に応じ、誠実かつ適切

にサービスを提供するとともに、円滑な事業の

移行を図るよう指導したところでございます。

今後とも、利用者のサービス利用に支障が生じ

ないよう、市町村や関係団体とも十分連携を図

りながら、介護サービスの確保に努めてまいり

たいと考えております。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

就労移行支援事業者に対する支援についてで

ありますが、現在、16カ所指定しております就

労移行支援事業者につきましては、今後も障が

い者のニーズに対応できるよう、その十分な数

を確保していくとともに、支援事業者が効果的

・実質的に事業を行えるように、お話にありま

した障害者自立支援対策臨時特例基金を活用い

たしまして、職場実習を受け入れる企業のバリ

アフリー化への助成、あるいは就労支援ネット

ワークの構築など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〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（野口宏一君）

えいたします。

竹鳩橋の整備についてであります。竹鳩橋に

つきましては、地元高鍋町等から、通学路とし

ての利用や交通量の増加等を理由に、橋梁整備

の要望を受けているところであります。しか

し、県としましては、東九州自動車道高鍋イン

ターチェンジ周辺の道路網の整備として、県道

石河内高城高鍋線の小丸大橋を平成15年７月

に、また、県道高鍋美々津線の鬼ヶ久保工区を

平成19年２月に完成供用し、さらに現在、高鍋

インター線の整備に取り組んでいるところであ

ります。したがいまして、町道川田竹鳩線につ

きましては、生活道路としての重要性は認識し

ておりますが、竹鳩橋を県が整備することにつ

きましては困難な状況にあります。以上でござ

います。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（吉田尚正君）

いたします。

まず、平成18年中の交通違反取り締まり件数

であります。昨年１年間で10万6,129件の取り締

まり件数となっております。主な内訳は、速度

違反２万3,717件、一時不停止１万4,251件、信

号無視8,043件、駐車違反1,666件、飲酒運転996

件、無免許運転447件となっております。

次に、駐車監視員によります確認標章の取り

つけ件数、その成果などについてであります。

昨年の６月１日から駐車監視員制度が導入され

まして１年が経過をいたしました。この１年間

の確認標章の取りつけ総件数は4,682件、このう

ち駐車監視員によりますものが2,175件でござい

まして、全体の約46.5％を占めております。駐

車監視員と違反者とのトラブルは発生をいたし

ておりません。この駐車監視員制度の導入によ

りまして、デパート前交差点を中心に東西約1.4

キロメートルの区間で瞬間放置駐車台数を調査
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いたしましたところ、制度導入前の２日間で平

均18台であったものが、導入１年後には平均５

台ということでございまして、約72％の減少で

あります。交通の安全と円滑に寄与しているも

のと考えております。以上であります。〔降

壇〕

それでは、知事にお伺いいた○図師博規議員

します。国民投票法についての知事の御見解は

よく理解できたところであります。若年層とい

いますか、未成人の方々にも、今後また新たな

取り組みも必要になってくるものと、私も思っ

ております。

それで、国民投票法についてなんですが、こ

の国民投票法と申しますのは、前置きがありま

す。憲法改正とその改正手続を定めて、この国

民投票法が動き出すわけなんですが、つまり、

憲法改正の論議について少しお伺いしたい。ち

なみに前の知事は、この憲法改正については、

「現憲法は既に還暦を迎えている」、そのよう

な表現を使われ、暗に改憲の意をあらわされた

ときがありました。東国原知事、ここは、現憲

法を知事がどのようにとらえておられるのか。

もう一つ突っ込んで、ずばり、知事は改憲派な

のか護憲派なのか、判断材料はたくさんあるか

と思いますが、今の知事の御見解をお聞かせく

ださい。

お答えする前に、先○知事（東国原英夫君）

ほどの私の答弁の中で間違いがあったことをお

知らせいたします。「道路整備課等」と申し上

げましたが、正確には「連絡調整課等」、つま

り各部局の主管課の間違いでございます。訂正

させていただきます。

それでは、お答えさせていただきます。

憲法は、国の基本を定める極めて重要なもの

あります。今後はこれを機に、我が国の発展や

国民の生命・財産を守ること等の観点から、ど

のように憲法に向き合うか、憲法はどうあるべ

きかということを国民一人一人が考え、十分に

議論していくことが肝要であるかと考えており

ます。御指摘のとおり60年になります。還暦を

迎えます。60年の中で、先進国で改正されな

かったのは我が国だけだと認識しております。

このようなことから、重複しますが、憲法に関

しては、特に第９条に関しては十分な議論がな

されなければいけないということで、改憲派、

護憲派で言うなら、私は論憲派ということであ

ります。

かわされたと申しましょうか○図師博規議員

……。ただ、知事が憲法に対し理解されている

内容は、非常に共感するところもあります。や

はり十分な論議なしに安易な答えを導き出すの

は、私も間違いだと思っております。

それでは続きまして、不適切な事務処理につ

いてお伺いいたします。知事より、徹底的な調

査を全庁挙げて行う旨の答弁をいただきまし

た。大切なのは、再発防止のシステムを構築す

るとともに、県民にいかに納得いく形で責任の

所在を明確にするかというところになってくる

と思います。この責任のとり方、例えば私的流

用が全くなかったという調査結果が出たにして

も、県民の県政に対する信頼を大きく失墜させ

たということには間違いないわけであり、何ら

かの形で県民に謝罪の意を伝える必要があると

私は考えます。知事の御見解をお伺いします。

ちなみに、長崎県の裏金の発覚後の対応につ

いては、もう御承知かと思いますが、調査委員

会とは別に、物品調達問題処分等検討委員会と

いうものを設置し、不適切処理資金の返還と特

別職並びに職員の処分を明確に示しておりま

す。もっと言うならば、不適切処理資金の返還
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については、県に採用されて10年以上の職員に

はすべて返還金を課し、役職員にはさらに上乗

せでの負担を課しております。そして、外部調

査委員会及び処分等検討委員会に要した費用も

返還金に包含され、案分の対象となっておりま

す。裏金のつくり方や、またその金額の大小に

違いはあれども、不適切な公金使用と県民の県

政不信を招いた責任は、はっきりとした態度で

示す必要があると考えます。知事の所見をお聞

かせください。

お答えいたします。○知事（東国原英夫君）

県民からお預かりした公金に関してこのよう

な不適正な事務処理が発覚したことは、重大な

ことと認識しており、職員の責任については、

今後の主要な検討項目の一つとしております。

具体的には、全容の解明や原因の究明を行った

上で、外部調査委員会の意見や他県の事例など

も参考として検討してまいりたいと考えており

ます。お示しのあった長崎県の事例でございま

すが、これは預けのトータル金額が４億円を超

えています。返還金につきましては約２億円と

伺っております。

職員の処分についてでありますが、現在進め

ております全庁調査においては、不適正な事務

処理への職員の関与の状況や私的流用の有無に

ついても、詳細に調査することといたしており

ます。その中で、仮に私的流用が明確になった

場合には、担当職員に対しても厳正な処分が必

要であると思っております。その他関係した職

員への対応につきましては、長崎県でもそうで

ありますように、実態を十分把握した上で、外

部調査委員会の御意見等も踏まえながら、厳正

なる検討をしていきたいと考えております。

具体的な答弁をいただいてお○図師博規議員

るとは思うんですが、さらに突っ込んで、返還

金については、私的流用があった場合には全額

返金をするということで理解してよろしいかど

うか。それと、長崎県につきましては、知事以

下四役、監査委員も含めてだったと思うんです

が、減俸処分も実施されておるようです。その

あたりの処分について、知事の見解をお伺いし

ます。

重複して申しわけあ○知事（東国原英夫君）

りませんが、外部調査委員会、そして内部調査

委員会等の調査結果も踏まえ、他府県等の状況

なども参考にさせていただきながら、厳正なる

対応をしていきたいと考えております。御指摘

のとおり、長崎県では知事初め副知事が減俸処

分になっております。そういうことも検討の対

象になるかと存じますが、これも踏まえて、外

部調査委員会あるいは今後の調査の進 状況を

見ながら考えてまいりたいと考えております。

以上です。

非常に積極的な御答弁と理解○図師博規議員

しております。まだ調査結果がはっきりしない

うちから、処分なり返還金をどうするのかと問

うのは早いかとは思ったんですが、知事の御決

意が県民に伝われば早い回復につながるものと

思いまして、あえて質問をさせていただきまし

た。

それでは続きまして、コムスン問題、もう一

点お伺いしたいと思うんですが、知事は、コム

スン側に対して円滑な事業移行を図るよう指導

する、もしくはしたというふうに私には聞こえ

たんです。次の事業所が、どこがどのような形

で引き継ぐのかということをコムスン側にも指

導しておられるとのことですが、私はもう一歩

踏み込んで……。今後、コムスンの事業は恐ら

く分割移譲されます。この分割移譲されるとき

に、恐らくその利用者が漏れてしまう、どこの
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事業者に引き継がれるかが漏れてしまう危険性

も十分あるかと思います。けさのニュースで

も、日南かどちらかの利用者が、既にコムスン

が来なくなって困っているという報道がされて

おりました。今後、コムスンのサービスを利用

されていた方々が確実に次の事業所に引き継が

れるように、利用者一人一人の事業移行計画書

なるものをコムスン側に提出を求めるような指

導、一人一人が次の事業所、どこに引き継がれ

るのか、コムスン側にそういうような事業計画

書なりの提出を求めることは可能か、できるこ

となのか、福祉保健部長にお伺いします。

株式会社コム○福祉保健部長（宮本 尊君）

スンに対しましては、現在の利用者が他の事業

者のサービス利用に円滑に移行できるよう、事

業移行計画を本年７月31日までに策定し、全国

版は国へ、宮崎県については県へ、各市町村に

ついては各市町村に提出させることとしており

ます。この計画には、事業所ごとの事業引き継

ぎの具体策とともに、利用者一人一人のサービ

ス利用継続のための方法を具体的に記載させる

こととしております。県といたしましては、利

用者の要望に応じて適切なサービスが継続され

るよう、市町村と連携して指導してまいりたい

と考えております。以上です。

今の御答弁、非常によく理解○図師博規議員

できました。コムスン側も一人一人の移行計画

書なりをちゃんと提出する、それは基本的に市

町村になって、その市町村に提出されたものを

国が把握するというような理解でよろしいで

しょうか。もう一度お願いします。

現在のところ○福祉保健部長（宮本 尊君）

は、国に対してはコムスンが一括して報告をす

る、それから宮崎県分については県に対して一

括してというような形になっております。

また、県の方にその報告書な○図師博規議員

りが上がった後の議会への報告もお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。

それでは続きまして、高齢者の保健福祉計画

についてお伺いいたします。今後の高齢者の介

護を考える上で、福祉の施設型のサービスと地

域密着型のサービスが二本柱になってきます。

先ほど言いました、宮崎県は全国よりも５年速

いスピードで高齢化が進んでおる、そのスピー

ドを見越して、県としても、施設型サービスと

地域密着型サービスの適宜適切なサービス供給

体制の整備が必要かと思われます。そして、御

存じのとおり、平成23年には介護療養型医療施

設が姿を消します。つまり、県内にも約2,000床

あるこの介護の施設がなくなるんです。さら

に、この2,000床あるベッドを利用されている方

の８割が介護度３・４・５の重度要介護者であ

ります。もっと言います。現在でも県内の老人

福祉施設 いわゆる特養と言われるものです―

特養に入りたくても入れない、つまり入所―

待機者が昨年４月１日の調査で2,900人を超えて

いるんです。

何が言いたいかと申しますと、23年には療養

型の施設がなくなる、そして待機者は４～５年

内には間違いなく3,000人、下手すれば4,000人

ぐらいになります。４～５年内に、介護のサー

ビスを受けたくても受けられない、いわゆる介

護難民と言われる方々が、県内だけでも5,000人

以上、下手すれば6,000人ぐらいあふれ返る可能

性が出てきております。もちろん、緊急に介護

介入しなくてはいけない方、もしくは予防的に

何年か後で介護が間に合う方、それぞれの分類

はあろうかと思われますが、この数年内に大き

く出てくるであろう介護難民の受け皿となる、

先ほど言いました福祉型のサービスやグループ
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ホームや小規模多機能型居宅介護サービスなど

の地域密着型サービスの供給体制が、今の県の

考えで十分なのか。

それを知る一つの材料として、こちらに宮崎

県高齢者保健福祉計画なるものがあります。こ

れを見てみますと、ここ３年の施設整備の数値

目標が挙げられております。先ほど言いました

老人福祉施設は、ここ３年で240床の増床、老人

保健施設については60床の増床、足しても300床

の増床でしか、計画としては挙がっていないん

です。先ほども言いました、何千人もの介護難

民が出るにもかかわらず、果たしてこのような

整備計画で間に合うのか。施設サービスだけで

はない、地域密着型のサービスをこれに追いつ

くだけ整備する覚悟があるのか、そのあたりを

お伺いしたいと思います。福祉保健部長お願い

します。

まず、介護療○福祉保健部長（宮本 尊君）

養型病床廃止後の受け皿の整備についてであり

ます。医療制度改革の一環として、介護療養型

病床の制度が廃止されまして、現在、その受け

皿の整備について、保険者であります市町村や

関係する医療機関等と協議を重ねているところ

であります。状況を申し上げますと、特別養護

老人ホームや老人保健施設の増床、また、グル

ープホームなど地域密着型サービスを新たに整

備するなど、入所者の介護度とか転換を行う医

療機関の事情などを踏まえ、地域ごとにさまざ

まな検討が今、行われているところでありま

す。

それから、特養の待機者については、おっ

しゃるように、昨年の４月で約2,900人というこ

とでありますが、この待機者のうちには介護度

２以下の比較的軽度な要介護の方が全体の42％

となっておりまして、施設等の声を聞きます

と、いわば予約的な入所申し込みも結構含まれ

ているということであります。そうは言いまし

ても、これらの老人福祉施設、あるいは老人保

健施設、あるいは地域密着型サービスについて

は、今おられる方を初め待機しておられる方の

ニーズにこたえていくよう、それぞれの地域の

実情に合わせて整備をしていかなきゃならない

わけであります。今お話にあった介護保険事業

支援計画、これは介護療養型病床が廃止される

前の計画でありまして、当然、実態に合わせて

数字を見直していかなきゃいけないと思ってお

ります。

また、福祉施設、いわゆる施設入所型の介護

をどの程度ふやすか。これは実際には、各市町

村で徴収いたします介護保険料にすぐにはね返

りますので、介護保険料をどの程度維持しなが

ら受け皿をつくっていくかという、今まさにそ

ういう具体的な、それぞれの市町村に応じた形

での解決策を、それぞれ協議しながら進めてい

るところであります。以上です。

答弁内容はよく理解できるん○図師博規議員

です。ただ、私が言いたいのは、せっかくこの

ような立派な計画をつくられるのであれば、ニ

ーズを的確にとらえた計画でないと 今の部―

長の答弁で、厳しい実情もわかるんです 介―

護保険は、保険者は市町村、さらにサービスを

充実させようと思えば、保険料がそのままはね

上がってくる。ただ、そういう予算ありき、保

険料ありきでこの数字を並べるのは意味がない

ということです。ニーズに即した形で計画をつ

くり、県としては、これからたくさんの利用者

が発生しますよということで市町村に指導す

る。指導するときには予算もつけなくちゃいけ

ないという問題はあるかと思うんですけれど

も、やはり私は、予算ありきでなく、ニーズあ

平成19年６月15日(金)
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りきの計画書を、今後も熟慮されてつくってい

ただきたいと思っております。

では、次に進みます。竹鳩橋周辺についてで

あります。県土整備部長の御説明、そのとおり

です。これは町道であり、県が積極的に介入し

づらい状況があるのも十分承知の上です。ま

た、実際整備するとなれば多額の予算を伴う事

業だけに、前向きな答弁が難しいのは百も承知

ですが、今後も、期成同盟会等が県の方に相談

に来るようなことがあろうかと思いますので、

その際には、ふるさと農道整備事業のような自

治体負担の少ない事業等が生まれる場合には、

大いにそのようなアドバイスもいただきたいと

思います。よろしくお願いします。

それでは、最後になりますが、知事に一言だ

け申し上げます。先日、若い県庁職員の方とお

話しすることがありました。私と同じぐらい

の30代の県職員の方です。そのときに、「私は

今、岐路に立っています。このまま大過なく残

された年数職務を続けるのか。もしくは、県職

員になったときのように、我々の新しいエネル

ギーで新しい県庁をつくるんだという、その思

いのまま仕事を続けるのかという２つの道があ

る」、そしてその県庁職員がおっしゃられたの

は、「今、間違いなく、新しい知事になられ

て、県庁の中で改革案が言いやすい環境になり

つつある」。その方が言われるには、「初めて

県職についたときの熱い気持ちが今、よみが

えってきております」というようなお話であり

ました。「私も行政執行の両輪として頑張りま

すので、一緒に頑張っていきましょう」と握手

をしたところです。知事がおっしゃる県民総力

戦の胎動が、この県庁からも始まっています。

そして黎明が今、この県庁の中から始まってい

るということを知事にお伝えいたしまして、私

もその総力戦の一員として、今後も頑張らせて

いただきたいと思います。

以上をもちまして、一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。（拍

手）

次は、39番井上紀代子議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 通告に従○井上紀代子議員

いまして一般質問をいたします。

「宮崎県に裏金はありませんか」、東国原知

事の就任あいさつ冒頭の発言は意表をつくもの

でした。この発言は十分に印象に残るものであ

り、この問いかけは、それぞれの立場で聞か

れ、それぞれの思いで受けとめられたものと思

います。今回問題になりました「預け」という

不適正な事務処理は、県職員にとっては裏金と

いう認識はなく、常態化したごく普通の事務処

理とすれば、驚きです。知事の呼びかけに対し

ても無反応であったのが、そのあかしでしょう

か。

昨年９月議会代表質問において、我が党の山

口哲雄議員が、岐阜県を例示しつつ、裏金問題

について安藤前知事と代表監査委員にただして

います。当時の安藤知事は、「不適切な執行を

未然に防止し、綱紀の保持及び事務改善の推進

を図る観点から、各部局に服務・財務管理者を

置き、旅費等の会計書類の審査や職員に対する

必要な指導等を行っております」云々と、長々

と答弁をされています。また、監査のあり方に

ついても、「本来あってはならない不適切な会

計処理に対しましては、厳正に対処することが

必要でありますので、いろいろな事態も想定し

ながら、監査の手法を工夫するとともに効果的

な監査の執行に努めます」云々と答弁をされて

います。この答弁後、県当局は何をしていたの

でしょうか。このことだけではないのですが、

平成19年６月15日(金)
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私ども議員が議会で指摘、提案したことはどう

県政に生かされているのか、甚だ疑問に思われ

ます。県立みやざき学園の事例が発覚するまで

何ら対策を打たずにいたのか、お尋ねをいたし

ます。

組織は、その組織を構成する人でその組織の

力をはかることになります。新たな行財政改革

大綱の改革プログラムの中で、入札談合事件や

不適正な事務処理など、全体の奉仕者としての

資質が問われるとして、意識改革が柱の一つに

挙げられています。また、公益通報制度の充実

強化等々、刺激的な意識改革となっています

が、その背景についてお尋ねをいたします。

また、人材を育てる流れがうまくいっていな

いのではないかと思われますが、お尋ねをいた

します。

次に、喫緊の課題であります地域医療体制に

ついてお尋ねをいたします。

医療現場での医師不足、偏在している現状を

見るとき、地域医療は既に崩壊していると言わ

ざるを得ません。即効性のある良案は見当たり

ませんが、地域医療の再生に取り組まなければ

なりません。この観点から、医師不足に対する

認識と県内における必要医師数に対する考え方

を、知事にお尋ねいたします。

次に、温暖化・環境問題について、知事にお

尋ねをいたします。

平均気温の上昇や、それに伴う海水面の上昇

が現実問題として浮上し、世界各国では、洪

水、干ばつ、酷暑、ハリケーンなどの自然災害

が頻発しており、さらなる温暖化の進展と、そ

れによる気候や生態系への影響が危惧されてい

るところです。明年からは京都議定書の第１期

がスタートしますが、日本としても、国際的に

約束した温室効果ガスの90年比マイナス６％の

達成が至上命題となります。2001年に京都議定

書から離脱した、ＣＯ の最大排出国であるアメ２

リカや、急激な経済発展をしている中国、イン

ド、発展途上国に対して何の削減義務がないな

ど、矛盾はある中でのスタートとなりますが、

アメリカの属国などとやゆされる我が国も、こ

のようなときこそリーダーシップを発揮してほ

しいものです。

国連の機関であるＩＰＣＣが、本年２月に

「人為的温室効果ガスが温暖化の原因である確

率は90％を超える」と報告し、「2100年には平

均気温で最大6.4度、海面水位は最大で59センチ

上昇する」とし、「地球の気温上昇を２度以内

に抑えるには、ＣＯ の排出量を50％前後減らさ２

なければならない」と警告をしています。平

成18年版我が国の環境白書によりますと、温室

効果ガスの排出量は、減るどころか年々増加し

ている状況にあります。各県が目標としている

削減目標の達成をそれぞれの県が努力しなけれ

ばなりませんし、我が宮崎県も県民総力戦で取

り組まなければなりません。まずは、地球温暖

化問題に対する認識についてお尋ねをいたしま

す。

ＩＰＣＣの報告や、また、ことしの夏が酷暑

になるとの予報を聞いても、この近年の自然災

害の状況を振り返っても、だれもが地球の変化

は実感できることだと思います。個人レベルに

おいても、できることからと具体的に行動する

ことが大事だと考えています。

次に、特別支援教育の推進について、教育長

にお尋ねをいたします。

少子化の中でも、特別支援学校に在籍する児

童生徒は増加をしています。また、肢体不自由

児養護学校では、児童生徒の75％が重複学級に

在籍をしています。宮崎県障害者計画によりま
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すと、小中学校の特殊学級はこの10年間で毎年

平均16学級ずつふえ、在籍児童生徒数は10年前

の1.5倍にふえており、特に情緒障がい特殊学級

が約16.6倍と著しい増加傾向にあるとしていま

す。障がい児の教育的ニーズにこたえるため、

在籍児童生徒の障がいの重度重複化、多様化に

対応した教育体制の推進が望まれます。国にお

いては、平成18年から特別支援教育に移行しま

したが、今までの特殊教育との違いについて、

教育長にお尋ねをいたします。

観光振興と移住促進対策について、知事にお

尋ねをいたします。

今回の予算案で「経済・交流拡大戦略」は、

生き生きとした事業展開でイメージしやすいと

思いました。一つ一つの事業が他の事業へと転

化していけば、政策的効果が十分に期待できる

と考えます。その視点から、長期滞在型観光促

進事業と移住促進をどうリンクさせていくの

か、これまでの観光宮崎の底力と地域力をどう

生かし切っていくのか、非常に楽しみにしてい

ます。観光振興と移住促進のためには、長期滞

在型のニーズを的確につかみ、宮崎県の地域資

源をふんだんに活用した商品化が必要です。商

品化の可能性と取り組みについてお尋ねをいた

します。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

まず、裏金問題についてであります。私は、

御案内のとおり、就任当初、幹部職員に対し、

裏金はないか尋ねたところでありますが、その

後、特段の申し出がなく、また県では、予算の

適正な執行のためにさまざまな対策を実施して

いると聞いておりました。私としては、その

際、職員から自主的な申し出が上がってくるこ

とを期待したのでありますが、しかしながら、

残念なことに今回、物品調達について不適正な

事務処理が多数発覚いたしました。私としても

大変遺憾であり、じくじたる思いをしておりま

すが、県としてこれまでの対策が不十分だった

と言わざるを得ません。少なくとも、私が就任

してからこの預けが白日のもとにさらされたこ

とを契機に、今後は、徹底した調査により原因

を究明し、再発防止に全力を尽くしたいと考え

ております。

また、預けの背景についてでありますが、私

は、今回の不適正な事務処理については、税金

の使い道について、県民から預かった大切なお

金という認識が甘かった、また法令遵守意識が

希薄だった、または、制度的な問題でございま

すが、単年度主義による予算を使い切ることの

意識、こういうものが背景にあると考えており

ます。そのため、法令遵守の徹底のためには、

それを支える仕組みとして、平成18年度に整備

した公益通報制度も重要であると位置づけてお

ります。ことし４月には、弁護士の窓口を開設

するなど、職員が通報しやすい環境を整えたと

ころであり、仮に組織の中で不正行為があれば

活用してもらいたいと考えております。ただ、

私としてはむしろ、こうしたシステムにより不

正行為を事前に抑止する効果について、大いに

期待しているところでございます。

続きまして、人材育成についてであります。

県ではこれまで、人材育成について、自治学院

での研修を常に見直し、省庁や民間への派遣研

修などの職場外研修にも積極的に取り組むな

ど、さまざまな工夫を行ってきたところであり

ます。しかしながら、入札談合事件や今回の不

適正な事務処理については、県民の目線に立っ
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た業務遂行や法令遵守という、県職員としての

基本を怠った結果生じたものであり、これまで

公務員倫理確立に向けた指導が不十分だったと

言わざるを得ないと考えております。今後は、

職員一人一人の法令遵守意識等の確立に向け

て、本年７月に施行する職員倫理規程の周知徹

底や、自治学院等でのコンプライアンス研修の

強化、そして各職場における職員指導の徹底等

にさらに努めてまいりたいと考えておる次第で

ございます。

続きまして、医師不足についてであります。

本県の医師数は、人口10万人当たりでは218.4人

と、全国平均を上回っておりますが、新しい臨

床研修制度の導入や医師の地域的な偏在等によ

り、僻地や小児科等特定診療科の医師不足が深

刻化していることは、御案内のとおりでござい

ます。このような中、県民の方々が住みなれた

地域で安心して生活ができるようにするために

は、地域医療を支える医師の確保が、何よりも

重要な課題であると認識しております。

また、県内の必要医師数につきましては、さ

まざまな要素があり、一概に定めることはでき

ませんが、本年６月１日現在で調査したとこ

ろ、市町村公立病院等が確保を希望する常勤医

師数109名に対し、23名不足しているということ

がわかっております。このため県といたしまし

ては、従来の医師派遣システムや医師修学資金

貸与制度等のこれまでの取り組みに加え、新た

に市町村と一体となった医師確保対策に取り組

むなど、引き続き地域医療体制の充実に努めて

まいりたいと考えておる次第でございます。

続きまして、地球温暖化についてでありま

す。私は、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ると認識しておりま

す。ことし４月に公表された国連の「気候変動

に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」の報告で

は、地球温暖化がこのまま進行しますと、大洪

水や干ばつなどの異常気象の頻度が高まり、ま

た、感染症による健康被害が増加するおそれが

あると予測されております。地球温暖化対策に

は、県民一人一人が省エネルギーを実践すると

ともに、二酸化炭素等の排出量の少ないライフ

スタイルへと転換していくことが重要でありま

す。このため、「新みやざき創造計画」に基づ

き、二酸化炭素の排出量の削減に向けて、県

民、団体、事業者、行政が一体となって、地球

温暖化防止に貢献する社会づくりの推進に努め

てまいりたいと考えている次第でございます。

続きまして、長期滞在型観光についてであり

ます。本県には、雄大で美しい自然、神話や神

楽などの伝統文化、安全・安心でおいしい食

材、温かい県民性などすばらしい観光資源があ

り、これらは団塊の世代を中心とした長期滞在

のニーズにこたえることができる潜在能力を十

分に有しているものと理解しております。この

ため、新たに、マリンスポーツ、トレッキング

など自然環境を生かしたプログラムや、神話・

伝説、古墳をめぐり知的好奇心を満たすプログ

ラムなど、宮崎ならではの地域資源を活用した

体験・交流メニューの旅行商品化を進めること

としております。また、これらの情報を集約・

提供する場としてワンストップ窓口を設けるな

ど、受け入れ体制を整備するとともに、旅行会

社、マスコミ等への誘致ＰＲに取り組んでおり

ます。今後、長期滞在型観光を促進していくこ

とにより、訪れた方々が、県内各地における体

験・交流や地域住民との触れ合いなどを通じ

て、地域資源のすばらしさを満喫し、宮崎の

ファン、リピーターになっていただけるものと

考えております。以上でございます。〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

特殊教育と特別支援教育の違いについてであ

ります。これまでの特殊教育では、盲・聾・養

護学校や特殊学級等の特別な教育の場で、児童

生徒一人一人の障がいの種類や程度に応じまし

て、きめ細かな指導を行ってまいりました。し

かし、盲・聾・養護学校の児童生徒の障がいの

重度重複化や多様化が進むとともに、小中学校

の通常の学級に在籍をしております発達障がい

のある児童生徒への対応が求められるように

なってまいりました。このため、学校教育法が

改正をされまして、複数の障がいに対応できる

特別支援学校が創設されるとともに、小中学校

等におきまして、発達障がい等のある児童生徒

への教育的支援を行うようになったものであり

ます。このように、特別支援教育は、すべての

学校で障がいのある児童生徒一人一人の教育的

ニーズを把握しまして、適切な指導及び必要な

支援を行うものでございます。以上でございま

す。〔降壇〕

それでは、それぞれ再質問○井上紀代子議員

をさせていただきます。

「不適正な事務処理に対する自主申告の状況

について」というのを５月31日付で総務部から

いただいたんですけれども、その中で、全所属

数292の15.8％に該当するところで自主申告され

たというふうになっています。代表監査委員に

お尋ねしたいんですけれども、先ほど私も壇上

から申し上げましたとおり、「いろいろな事態

を想定して監査をする」というふうに、あのと

き答弁をしていらっしゃるわけですけれども、

文字どおり裏金なので監査ではわからないとい

うことなのか。それとも、いろいろな事態を想

定しながらというときには、裏金があるだろう

と思って監査をするのか。いろいろな問題点が

あると思うんです。「監査の手法を工夫する」

と言われていたんですけれども、本当にそのよ

うな監査がなされたのかどうか、ちょっと疑問

に思うところです。今後こういうものを監査

し、見つけていくためには、体制も含めどうさ

れたらいいとお考えでしょうか。

私ども監査委○代表監査委員（城倉恒雄君）

員は、監査の仕方としまして、もともとそこに

不正があるという考え方のもとに監査をしてい

るわけではございません。あくまでも法令、規

則等にのっとってきちんと財務事務が行われて

いるかどうかということの視点に立ってやって

いるわけでございます。そういう中で今回の状

況が生じているわけでございまして、私どもと

しましては、大変深刻に受けとめておるわけで

ございます。

さはさりながらでございますけれども、現在

の監査制度の中では、会計検査院法の26条だと

か地方自治法の100条のように、強制力を伴うよ

うな調査権が付与されておりませんので、例え

ば、物品購入等において、事務処理が法令等に

のっとってきちんと行われておりますと、物品

の納入業者まで強制的に立ち入ることはできま

せんので、監査には一定の限界があるというこ

とは御理解いただきたいというふうに思いま

す。

私も再三再四、監査に限界○井上紀代子議員

があるということについては、この議場で聞か

されておりまして、一応そのことについては認

識をしているわけです。今後、業務の電子県庁

関連システム導入は進んでいくわけです。この

電子県庁化に向けての効果的な監査のあり方と

いうのは、監査委員はどうお考えなのかお聞か

せください。
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電子県庁化に○代表監査委員（城倉恒雄君）

対応した監査のあり方でございます。御案内の

とおり、現在、電子化が進んでいるわけでござ

いますけれども、その中で、今やっている方法

と申しますと、現状では十分な電子化がされて

おりませんので、原本確認の方法で監査を行っ

ております。しかし、今後、県庁ではさまざま

な分野で電子化が進むと思っておりますので、

私たちも、その電子化に対応した監査の方法と

いうのを、その流れに沿った、適した監査の方

法を検討してまいりたいというふうに思ってお

ります。

私は、監査のあり方につい○井上紀代子議員

て、議員の中では一番多く質問しているのでは

ないかと自分でも思っているんですけれども、

知事にお尋ねしたいんですが、いわゆる監査体

制、また監査のあり方ということについて、知

事はどのようにお考えでしょうか。また、今後

どのような体制で臨みたいと思っていらっしゃ

るのか、お聞かせいただきたいと思います。

監査体制についてで○知事（東国原英夫君）

ありますが、行政のあらゆる分野において、公

正で効率的な業務執行が求められている中で、

独立・専門の機関として、行政全般に関する監

視とチェックを行う監査制度の果たす役割は、

従前にも増して重要度が増していると考えてお

ります。したがいまして、今後、監査委員にお

いて実施される検討の状況もお聞きしながら、

監査体制の充実強化の視点から、知事として対

応できるものには、適切に対応してまいりたい

と考えております。

次に、先日テレビを見てお○井上紀代子議員

りましたら、知事が自分の家から歩いて県庁ま

でおいでになっている、ノーマイカーデーのと

きの様子を見ました。とてもアピール力があっ

て、県民の皆さんは、好感を持って見られたと

いうふうに思うんです。ＣＯ の削減というの２

は、個人によるところというのが非常に大きい

んです。ですから、知事が県民の力、県民総力

戦でというときに、アピール力というのを発揮

していただいたらいいなというふうに実は思っ

ております。関係部長で結構ですので、今、具

体的にどのようなことが取り組まれているのか

をお聞かせいただきたいと思います。

平成18年３月○環境森林部長（髙柳憲一君）

に策定をいたしました「宮崎県環境基本総合計

画」では、県内の二酸化炭素の排出量を、基準

年の平成２年度に比較しまして、平成22年度

に10％削減するという目標を掲げております。

このため県では、県民、団体、行政等で構成を

しております「環境みやざき推進協議会」と連

携しまして、地球温暖化対策の普及啓発に努め

てきているところであります。今後、さらに地

球温暖化対策を進めるために県が法律に基づき

指定をいたしました、地球温暖化対策の普及啓

発の拠点であります「宮崎県地球温暖化防止活

動推進センター」と協働をいたしまして、地域

の創意工夫を生かしたすぐれた取り組みを推進

いたします「一村一品・知恵の環づくり」事業
わ

を、今年度から実施することといたしておりま

す。また、商工会や工業会、あるいは運輸団体

等を通じまして、アイドリングストップなどの

エコドライブを推進しますとともに、二酸化炭

素排出量の多い事業者に対しましては、条例に

よりまして報告を求め、排出量削減を指導して

いくことといたしております。今後とも、県

民、事業者、行政が一体となりまして、地球温

暖化対策に積極的に取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。以上であります。

ぜひ、個人がまずできるこ○井上紀代子議員
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と、エコバックも含めてそうなんですけれど

も、それからレジ袋をできるだけもらわないと

か、そういうことも含めて、みんなでできるだ

けやれることはやった方がいいのではないかな

というふうに思います。

実は私、以前に男性の方のネクタイの問題を

取り上げたことがあるんですが、同じ冷房の温

度だとすると、女性にとってはとても寒いんで

す。男性の皆さんはネクタイをして背広を着て

クーラーをがんがんかけているわけですけれど

も。私は、県議会も、ワイシャツ姿の半そでで

も、県民の皆さんには失礼に当たらないのでは

ないかと思うんです。それで、県議会の中で

も、皆さんが、本来はこの議会の中で真摯に取

り組む態度のほうこそ重要であって、外身の背

広を着てネクタイをしているからしっかりやっ

ているということではないのではないかという

ふうに思います。そのことについては、前、な

ぜネクタイというのができたのかということか

らお話をさせていただいたことがあるんですけ

れども、できるだけそのあたりもみんなで少し

知恵を出しながら 男性のワイシャツ姿とい―

うのはとてもセクシーでいいと思うんです、私

は。だから、ぜひワイシャツ姿で、日ごろは見

られないようなとてもすてきなスタイルで、県

議会に出てきていただけたらと思います。知事

が私どもの県議会の中で、こうしたほうがいい

ですよというのは言いづらいかもしれませんけ

れども、知事としてはどうお考えでしょうか。

私も、６月の１日で○知事（東国原英夫君）

したか、省エネルックとかいいまして、突然

「きょうからネクタイを外して上着をとってく

ださい」と言われました。私は個人的に非常に

寒がりでございまして、「この問題というの

は、ネクタイやジャケットをとることが主たる

目的なのか、それとも省エネが主たる目的なの

か。省エネである。室内温度を28度ぐらいに保

つということによって環境問題を考えるという

ことが主たる目的で、ネクタイを外してジャ

ケットをとることが目的ではないはずである」

と、僕は職員の方に言ったんです。そうしたら

「とってください」と。何も意見が聞かれな

かった。その辺が役所仕事だなと思ったんで

す。その後にお昼ぐらいになりまして、「表敬

がありますからネクタイつけてください」と、

一体どっちなんだという話です。そういったと

ころでも、ちょっと弾力性がないかなという考

えでございます。議会についても御指摘のとお

りでございます。私は、省エネのことを考える

んだったら、冷房を少し緩めにして、それに見

合うような服装であれば、それはそれで構わな

いと考えております。御指摘のとおり、ネクタ

イやジャケットが人の真剣さを演出するもので

はございませんので、私は内容を、実質をとり

たいと考えております。

余談でございますが、岩手県議会でマスクを

つけた議員がございまして、マスクをとるかと

らないかで非常に問題があったときに、「マス

クをつけていると暑い」ということをおっ

―しゃったときに、非常にこの人は本末転倒

またこういうことを言うと問題があるかもしれ

ません。差し控えさせていただきますが……。

御指摘のとおり、それは議会のマターでござい

ますから、議会の方たちで御意見を交換してい

ただいて決定していただけるとありがたいかな

と考えております。

できることからＣＯ の削減○井上紀代子議員 ２

に努力をしましょうということを、できるだけ

皆さんと一緒にやらせていただけたらと思いま

す。
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次に、教育長に特別支援教育の問題でお尋ね

をしたいと思います。障がい児が安全で安心な

学校生活を送れるように、これまでも校舎の新

増築やバリアフリー化、スクールバスの導入、

看護師の配置等、本当に教育環境の充実に一生

懸命取り組んでいただいていることに感謝をし

ているんですけれども、特別支援学校への転換

に伴って、施設設備の整備とか充実というのは

具体的にどう取り組んでいかれるのか、まずお

聞きしておきたいと思います。

特別支援学校への転○教育長（高山耕吉君）

換に伴います施設設備の整備充実についてでご

ざいますが、これまでも県教育委員会といたし

ましては、盲・聾・養護学校にスロープや手す

り等を設置いたしましてバリアフリー化を図っ

ております。教育環境の整備に取り組んでいる

わけでございますが、今後とも計画的に、施設

設備の充実に取り組んでまいりたいというふう

に考えております。以上です。

これからは障がい種別を超○井上紀代子議員

えた特別支援学校、こういうふうになっていく

わけですね。これは私どもも何度も何度も県当

局の方に、障がいは一つではくくれませんよと

いうことは申し上げてきたと思うんです。県の

施設についてもそうですし、いろんな意味で重

度重複化している子供たちの生活がもっともっ

と充実できるようにしてまいりたい、一緒に努

力をさせていただきたいというふうに思いま

す。

中村議員の方からも出ましたが、高等部の設

置というのは喫緊の課題で、教育委員会も本当

に積極的にですね 議会からのこれほどの応―

援のある内容はないと思うんです。だから、だ

れもとめてはいないんです。とめているのは教

育委員会だけなんです。とめずにやっていただ

きたい。そういう思いで再度お聞きいたします

が、高等部の設置の検討というのは本当に喫緊

の課題ですが、それはどのように進んでおりま

すでしょうか。

決して教育委員会は○教育長（高山耕吉君）

とめているわけではございませんで、県の盲・

聾・養護学校再編整備計画に基づきまして、こ

れまでも整備を進めてきたわけでございます。

今後の設置につきましては、改めて「特別支援

学校の総合的な整備計画」を策定する中で、広

く県民の御意見等もいただきながら、全県的な

視野に立ちまして検討を進めて、早急にやって

いきたいと思っています。

これは「みやざきの提案・○井上紀代子議員

要望」ということで国に出された分なんですけ

れども、その中に、高等学校への特別支援教育

支援員の配置について、必要な財源をぜひ国の

方が出してくださいよということを要望されて

います。本当にそうなんですね、教員の負担と

いうのは非常に重くて、教員の努力に頼ってき

た部分というのは本当に大きいわけです。在籍

児童生徒の障がいの重度重複化、多様化、これ

は私は何度も申し上げておりますが、担当教員

の指導力の向上とか、発達障がいに対応できる

教員の養成、これが非常に望まれるわけです。

これについては、教育委員会としてはどう取り

組んでいかれるのか、教育長にお尋ねをいたし

ます。

特別支援学校への転○教育長（高山耕吉君）

換に伴いまして、教員の資質向上が大変重要か

と思っております。今議会にお願いをしており

ますけれども、今年度の新規事業等で、教職員

の資質向上ということにつきまして重点的に取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。
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ここは本当に中心になるべ○井上紀代子議員

きところなので、ぜひ努力をしていただきたい

というふうに思っています。

それから、私も４期16年議員をさせていただ

いて、決まって大変うれしかった内容の一つ

が、養護学校の医療的ケアを必要とする子供た

ちに対する看護師の配置だったわけです。この

医療的ケアを必要とする幼児・児童生徒数とい

うのは、現実に今でもまだ増加しておりまし

て、盲・聾・養護学校全生徒の６％に当たりま

す。今現在の実施体制と今後の状況というの

を、教育長の方から御答弁をいただきたいと思

います。

医療的ケアを必要と○教育長（高山耕吉君）

いたします障がいの重い生徒は、現在、８校の

特別支援学校に36名在籍をいたしておりまし

て、12名の看護師を配置している状況でござい

ます。また、各学校での医療的ケアが安全かつ

円滑に実施されますように、医療・福祉・教育

の関係者から成ります連絡協議会を設置いたし

まして、情報交換を行うとともに、医療的な生

活介護行為であります吸引、経管栄養、導尿等

の技術習得のための研修会も実施をいたしてお

ります。今後も、障がいの重い児童生徒が安心

して生き生きとした学校生活が送れますよう、

積極的に支援をしてまいりたいというふうに考

えております。以上です。

ぜひ積極的に取り組んでい○井上紀代子議員

ただきたいというふうに思います。

次に、地域医療の問題につきまして、知事に

再質問させていただきますが、２月議会の折

に、医師不足のことを取り上げて質問いたしま

したところ、早速、知事、宮崎大学の医学部の

方に行っていただきまして、本当に私はうれし

く思いましたし、県民の皆さんも、やはり即行

で動かれるということについては、すごく喜ん

でいらっしゃるというふうに思っています。

先ほど知事からの答弁をいただいて、勤務医

が不足しているということがありました。実

際、ドイツ等欧州あたりの勤務医の週の勤務時

間というのは大体40時間前後なんです。日本の

場合は70時間前後になっています。勤務医の皆

さんというのは本当に厳しい状況にあるわけで

す。ですから、勤務医をやっていただける方を

見つけるというのは大変難しいのじゃないかと

いうふうに私も思っています。ただ、その条件

を変えたら、こちらに医師が来てくださるのか

どうかというのも、これもまたいろいろ問題点

もあると思います。こういう言い方をして大変

挑発的な言い方になるかもわかりませんが、都

市部から地方にお医者さんを取り戻す方法とい

いますか、方策といいますか、それは知事はど

のようにお考えでしょうか。

御案内のように、本○知事（東国原英夫君）

県は全体から見たら医師不足ではない、県内の

医師の偏在が問題であるということは、もう御

理解いただけていると思いますが、都市部から

医者を地方に招き入れる 先般、プライマリ―

ーケア学会というのがありまして、ごあいさつ

をさせていただいたその場で、西都救急病院の

内科医がいなくなったという現状について訴え

かけさせていただきました。それを聞いた方の

一人が、新潟県魚沼市の先生だったんですけれ

ども、お手紙をいただきまして、魚沼市が取り

組んでいる医師不足を解消するということにつ

いての御提言をいただきました。魚沼市は、医

師の人材バンク等も含めて100～200名の方たち

がアプローチをされているそうなんです。それ

についての具体的な取り組みというものを、ま

たその内容を福祉保健部の方に回したところで
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ございます。

私は、都市部から地方に医師をお招きすると

いうことに関しては、そういった細かいハート

・ツー・ハートな取り組みもさることながら、

地方でしかできないもの、地方でしかできない

生活、地方でしかできない社会貢献といったも

のを、積極的に都市部の医師の方々にＰＲと申

しますか、そういうことを訴えかけていくこと

が重要なんではないかと思っております。勤務

医の勤務状況が非常に厳しくて、開業医になる

先生方が多いと聞きます。その中で、地方では

１人の医師を行政員として招き入れても数千万

単位のお金がかかる。お金を積んだからといっ

て医師が動くわけでもない。そこには、地方に

私の力を、医師力を、技術を、誠意を、貢献し

たいというモチベーションを高めるような何か

を我々が提案していくということが肝要かと考

えております。以上です。

確かに偏在と言われるもの○井上紀代子議員

が現実にあるということは事実で、小児科のこ

とでお尋ねしてみたいと思うんですが、小児救

急医療相談事業、電話相談のことなんですけれ

ども、これは医師会の方が出されたデータなの

で間違いないと思います。2005年11月から2007

年３月までの１年５カ月の間に879件の相談が

あったと、相談者の居住地は宮崎東諸県郡と西

都児湯地区の両者で約75％を占めたというふう

になっています。そして、当事者は大体90％が

５歳未満の子供であったと。そして、相談を受

けたのは土日が多くて、相談を受けた時間帯

は21時までが85％、相談内容は発熱が多かった

ということです。それと、相談を受けた看護師

から小児科へ転送された件数は879件中81件で

あった。相談者の90％は看護師及び小児科医と

の電話相談のやりとりで納得できて、評価をさ

れています。この事業というのはすごくいい事

業だというふうに私は思うんですが、今後この

電話相談事業にどういうふうに取り組んでいか

れるのか、福祉保健部長にお尋ねしたいと思い

ます。

小児救急医療○福祉保健部長（宮本 尊君）

電話相談事業、御指摘のとおり平成17年の11月

から開始をしたところでありまして、今おっ

しゃったような相談件数があります。保護者の

ほうから見ますと、子供の救急の相談に対して

の安心感の確保、あるいは夜間救急病院の負担

の軽減に若干はつながっているものと考えてお

ります。ただ、本県の場合はまだ、実施の相談

時間が土曜、日曜、祝日、それから19時から23

時となっておりまして、完全にいつでも対応で

きる体制ではございません。しかしながら、実

際実行してみますと、小児科医の先生方の負担

も大きくて、なかなかこれ以上の拡大は、今の

ところ難しいのではないかと思っております。

今後は、場合によっては外部委託、これは専門

のそういった相談業務を行う業者もおりますの

で、そういったものを活用する方向も検討して

いきたいと考えております。

地域医療の問題について再○井上紀代子議員

度、知事にお聞きしてみたいんですが、地域医

療は、１人の人を、予防と健康増進、その一方

で介護、生活支援、みとり、トータルで見てい

くということが大切だと思うんです。そのため

には、チーム医療とか医療機関の連携、他職種

間連携の構築、これが物すごく課題だと思って

います。急性期医療から在宅のケアまで、医療

と介護を提供するには、挙げてみますと、救急

救命士、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄

養士、ＯＴ、ＰＴ、ＣＴ、訪問看護師、ケアマ

ネジャー、ヘルパー、行政とか民生委員とか地
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域住民、多くの人の共同作業というのが必要な

んです。そこをつくり上げていくには、この地

域医療に挑む知事の姿勢は非常に強く求められ

ると私は思っているんです。ですから、専門家

の皆さんの知恵というかそういうものを、グル

ープごとでもいいですし、その方たちとの連

携、その方たちの力を県の方に地域力として結

集していただく、そのことが非常に大切だと思

うんですけど、知事のお考えを聞かせていただ

きたいと思います。

今の御指摘で、県の○知事（東国原英夫君）

方に集積するというような、ちょっと意味合い

がわからないんですが、私は、地域、地域に

合った地域としての結集作業、そういったいろ

んなプロパーの方たちの横の連携を維持しなが

ら、確保しながらの地域の体制の確立というも

のは、今後、民間だけではなく、産官学と申し

ましょうか、民間と行政と学等々の連携も図り

ながら、そして地域ボランティア等々の連携も

図りながら、地域で医療体制を充実していくと

いうことはしなければいけないと。それによっ

て行政がどういうふうにかかわっていくのか、

指導するのか助言するのか、あるいは支援する

のかということも検討を含めて考えていかな

きゃいけないと思いますが、いずれにしろ全県

土に満遍なく医療体制を充実させるには、県央

部、都市部、あるいは商業集積部だけではない

地域医療、あるいは中山間医療を総合的に考え

ていかなきゃいけないというふうに考えており

ます。抽象的で申しわけないです。

私の質問も抽象的で大変申○井上紀代子議員

しわけなかったと思うんですけれども、県議会

も特別委員会を設置して、この問題について

は、実態の把握と今後の対策については、とも

にやらせていただきたいというふうに思ってい

ます。

私も、今、知事の言われたように、地域の中

での医療体制と看護体制とがぴったりといかな

いと、なかなかそこに住む人たちのトータル的

なものはできないというふうに考えていますの

で、そのことについては別に異論はないわけで

す。ただ、これについては、やはり行政当局も

その問題点についてはしっかりと受けとめてい

ただくということが大変重要だというふうに

思っています。医師会だけで何かができるわけ

でもありませんし、いろいろな職種間の部門だ

けで何かができるというわけではありませんの

で、ぜひ積極的な関与と積極的なコミュニケー

トをとっていただきたいということは要望して

おきたいというふうに思います。

次に、移住促進対策について幾つか、また知

事に質問をさせていただきたいというふうに

思っています。

私は、今回の予算書で、先ほども壇上で言い

ましたとおり、非常に生き生きとした事業展開

がされていて、その展開が一つ一つがしっかり

と結びついて事業効果が出てきたら、非常にい

いものができ上がっていくんじゃないかと思っ

て、非常に期待をしています。「宮崎に来ん

ね、住まんね、お誘い事業」というのは、私の

大好きな事業で、今度はお試し事業になってお

りますので、発展したというふうに理解をして

いるところです。実は私は移住促進について

は、以前からその取り組みについて申し上げて

きていたわけですけれども、一番の私が言って

いるポイントは、納税者をふやしたいというこ

となんです。宮崎県に住んでいただく、そして

宮崎県で働いていただいて、宮崎県に税金を納

めていただきたいんです。ですから、宮崎県の

財布が豊かになるようにしていただきたい。そ
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のために宮崎に来ていただきたい。だから、だ

れでもいいわけでは そういう言い方は―

ちょっといけないですね。いやしもしたいし、

いろんなことをしたいんですが、一方では納税

者をしっかりとふやしたい、こういう思いなん

です。ですから、私どもにとって納税者をふや

すということが、移住によってどんなふうにし

ていけるのかということは、一つのポイントと

して考えていただきたいというふうに思ってい

ます。

県議会の中でも、県議会議員１人１社ぐらい

企業誘致しろみたいなお話をいただいて、たま

たまきのう出かけていきましたところが、ちょ

うど知事の言われるような企業でしたので、そ

ういうお話をしましたら、ちょっとおもしろい

お話を聞きました。「自治体の熱意も大事だ。

お金も大事だ。だけど、一番企業として考える

のは、そこの政権が長く続くのかどうか、その

ことが一番心配なんだ」というふうに言われ

て、それは大事な一つだなというふうに思いま

した。だから、例えば東国原知事が１期で終わ

りと、だったら来ないというわけです。２期、

３期されるということがはっきりわかって、投

資効果があるということが大事だと言われるん

です。それは一面としてありかなと私も思いま

した。そういう意味では、東国原知事、自分の

今までやってこられたことも含めて、どうプラ

スに転化して県政運営をずっと続けていただけ

るかどうか。それは企業誘致のときのポイント

になるんだなというのを、私もおもしろく聞か

せていただきましたし、一つのポイントにもな

るんだなということを考えた次第でした。

どんな場所でもいいから雇用の場があればい

いというふうに私は考えているわけではなく

て、宮崎は情報ハイウェイ含めてブロードバン

ド化がしっかりとできれば、情報基盤対策とい

うのがきちんとできていれば 前から何度も―

申し上げているんですけど ＳＯＨＯという―

のは可能なわけで、宮崎はそれにぴったりのと

ころなんです。別に東京に行かれる必要はない

し、宮崎、九州で十分です。ですから、そのブ

ロードバンド情報基盤というのをしっかりと取

り組むということは大事だというふうに思って

います。知事は国への要望の中にしっかりと出

していらっしゃいますから、そのことは取り組

んでいただけるものとは思いますが、今現在で

の知事の決意といいますか、それを教えていた

だきたいと思います。

御質問の内容が非常○知事（東国原英夫君）

に多岐にわたっておりまして、企業誘致、移住

誘致の要素として私の任期ということが 非―

常にお答えするのに困るんですが、企業誘致、

移住誘致、移住する方が私の任期を２期、３期

とやっていただきたいというのであれば、30万

人ぐらい欲しいかなという……。

冗談はさておき、企業誘致を１人１社という

ことで、県民総力戦ということで、皆さんも御

協力いただきたいということは、私も常々申し

上げている次第でございますが、今、ふと思っ

たのが、議員の方たち２人に１人の医師を連れ

てきてくれないかなということも、重ねてお願

いできればなと思っております。そういった意

味では、県民の皆さん、県議会の皆さん、県庁

職員の皆さん、県民総力戦でこの宮崎県を盛り

上げていかなきゃいけないと考えておる次第で

ございます。

移住促進対策につきましては、「新みやざき

創造計画」の重要施策としまして、「おもてな

し日本一移住促進」を掲げたところでありま

す。今後、本県への移住をさらに進めるために
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は、住宅や雇用の場の確保を初め、医療・福祉

の充実など生活全般にわたる受け入れ環境の整

備が必要であると考えております。そのため、

雇用の創出、働く場づくり・ものづくり振興の

観点から、地場産業の振興や農林水産業の活性

化、あるいは観光振興、あるいは移住者が何を

もって宮崎をよしとするのか、何を宮崎に求め

ているのかというような調査なども必要なので

はないかと考えております。これらの基盤とな

る交通網や情報通信環境の整備促進など、これ

まで以上に産業面の底上げを図っていく次第で

ございます。

税金をふやすための移住、目的はそうなんで

しょうが、住んでいただければ、おのずと消費

税あるいは住民税、地方税はふえていくわけで

ございまして……。人口減でございます。2030

年には91万人になるというふうな予想もござい

ます。そういった意味でも積極的な移住誘致あ

るいは企業誘致などは、宮崎県のこれからの産

業振興等々の全体的な浮揚のためには必要不可

欠なものと思っております。

お尋ねのブロードバンドの件でございます。

「宮崎情報ハイウェイ21」ということでござい

まして、これに関しましては、全市町村を光

ファイバーで結ぶ「宮崎情報ハイウェイ21」を

市町村役場等まで敷設しますとともに、山間地

等採算性の問題から、民間通信事業者単独では

そのサービスの提供が期待できない地域におい

ては、県単独の補助事業を実施し、サービス提

供エリアの拡大に努めているところでございま

す。また、日常生活の利便性向上はもとより、

災害等の緊急時の連絡手段としても大変重要で

あります携帯電話につきましても、国の制度事

業の活用とともに、昨年度新たに県単独の補助

事業を創設し、サービス未提供地域の解消に鋭

意取り組んでおります。これらを総合的に事業

を展開していって、移住誘致あるいは企業の誘

致ということに結びつけていかなければいけな

いということを認識しております。以上でござ

います。

私の質問の仕方が悪かった○井上紀代子議員

みたいで、申しわけなかったんですけれども、

この移住促進というのは、私はすごくいいコン

セプトだと思うんです。ですから、これを今度

はどのように発信をしていくのかということが

とても大事だと思っています。どうやったら、

そういうニーズのある人たちに伝わっていくの

かというふうに思うんです。その発信方法、こ

れについては知事はどのようにお考えでしょう

か。

今までの発信方法○知事（東国原英夫君）

は、県の昨年度、一昨年度の発信方法を見てみ

ますと、ホームページで紹介しただけとか、都

市部に行ってビラを配った、広告チラシを載せ

たとかいうようなことで、これは私としまして

は、決して発信のうちに入っていないんではな

いかと。じゃ、その発信の後に結果はどれぐら

いついてきたのかと。県でも数百万の予算づけ

がありますが、その予算づけに対する費用対効

果というのは、見返り、あるいは結果はどう

なったのかというのも検証がされておりませ

ん。

今回から、お試し事業という一歩進んだ事業

になっております。今後、私がトップに立っ

て、都市部に向かって、宮崎のよさ、居住空間

としての価値を広く宣伝していくとともに、体

験・滞在型の観光も含めまして、まずは宮崎に

来ていただく、そして宮崎のよさをわかっても

らう、そして長期滞在から二地域居住、そして

完全居住ということの段階的なものを踏んでい
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かなければいけないかなと思っております。

発信につきましては、今後、できる限り私と

しても、そして県といたしましても、新聞、雑

誌等々のすべてのマスコミを通じて発信してい

かなければいけないと思っております。現在、

「宮崎に来んね、住まんね、お誘い事業」の移

住促進の県や国のホームページには１万件以上

のアクセスがあると、これは現在では日本一の

アクセス数だそうです。それが移住にどうつな

がるのかというのは、今後検証していかなきゃ

いけないと思います。相談の件数も数百件来て

いることは事実でございますが、これを実のあ

るものに結びつけていく活動、そういう施策と

いうものが、今後、我々に課せられた課題かな

と思っております。

やはり、どう発信して、ど○井上紀代子議員

う相手に伝わるかということがとても大事だと

思うんです。そのツールの一つとして旬ナビが

ありますが、これのアクセス数というのも非常

に高いんですね。１万ぐらいじゃないんです、

アクセス数は。ただ、惜しいかな、観光の情報

提供だけなんですね。そこでクリックして、い

ろんなホームページとまたリンクできるように

なっているんですけど、そのリンク先によって

は、それが非常に可能なところもあるわけです

よね、住状況だとかですね。丸山裕次郎議員

じゃありませんが、空き家とか 空き家では―

ないんですけど、住宅情報とかも載っていたり

するわけです。例えば、波情報で言えば、サー

フィンに来られる人は、東宮花の森とかによく

皆さん住んでいるわけですけれども、そこがど

んなふうな状況ですよとかという住宅情報も

入っているわけです。私はこの旬ナビも惜しい

なと思うんですが、このアクセス数というのは

本当にすばらしいアクセス数なんです。商工観

光労働部長は御存じだと思うんですけど、アク

セス数をちょっと言っていただいてよろしいで

すか。

申しわけ○商工観光労働部長（高山幹男君）

ありません。手元に今数字を持っておりません

ので……。

失礼いたしました。10万以○井上紀代子議員

上あるんですよ、このアクセス数が。知ってい

たんです。済みません（笑声）。なら早く言え

よという話で、ごめんなさい。すごいアクセス

数なんです。これほどのアクセス数を数えたホ

ームページというのはちょっとないと思うんで

す。ＫＯＮＮＥにももちろんリンクできたり、

いろんなところにリンクできるわけですけど、

せっかくリンクできるところのホームページ間

の情報交換場所みたいなのがあって、これを少

し丁寧にリンクさせることはできないものかど

うか、それをひとつお聞きしておきたいと思う

んですけど……。それは商工観光労働部長のほ

うがいいでしょうか。

申しわけ○商工観光労働部長（高山幹男君）

ありません。もう一度質問をしていただいてよ

ろしゅうございますか。

要望として、ぜひ、旬ナビ○井上紀代子議員

からリンクできるホームページ、このホームペ

ージをつくっていらっしゃるところと、そこを

グループ化するといったらおかしいんですけれ

ども、グループ間で議論をさせていただいて、

ホームページをもっとリンクしたときにそれが

しっかりと伝わっていく、例えば何が欲しいの

かというのがわかるようにですね。

それと、観光ポスターもですね、私は最近疑

問に思うんですけれども、ＱＲコードというの

は、現実にもう御存じだと思うんですが、モバ

イル化すれば、ＱＲコードをつければいろんな
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情報が入るんです。私が長崎に行きましたとき

に、長崎の観光ポスターにはちゃんとＱＲコー

ドがついているんです。今は大体皆さんが携帯

を持っているわけですから、そういう意味で

は、モバイル化していくということについて

も、しっかり考えていただいて、若い子も、今

や年配の人も携帯電話でＱＲコードを見るとい

うことは可能ですので、自分が何を知りたいか

ということをしっかりと見ていただいたらいい

のではないかというふうに思っています。

時間になりましたが、移住の問題も含めて、

地域医療の問題につきましても、地球温暖化の

問題につきましても、これからもしっかりと議

論させていただきたいと思います。

以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○坂口博美議長

した。

次の本会議は、18日月曜日、午前10時開会、

本日に引き続いて一般質問であります。

きょうは、これにて散会いたします。

午後２時48分散会
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