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午前 10時０分開議
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19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

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）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 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 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 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 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継
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地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 富 永 博 章

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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代表質問◎

ただいまの出席議員43名。定○坂口博美議長

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、社

会民主党宮崎県議団、14番髙橋透議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○髙橋 透議員

ざいます。昨日、安倍総理の突然の辞任発表

で、私もそうですが、皆さん、びっくりされた

と思います。私は、国民生活がしっかりと守ら

れることが基本だと思っています。その視点に

立って、社会民主党宮崎県議団を代表し、代表

質問を行ってまいります。

ことしの夏は、８月の平均気温が全国の18地

点で過去最高を更新するなど、異常といいます

か、物すごい暑さでありました。熱中症など人

命を奪う事故等も多発し、本県でも早期水稲の

高温障害を初めとする農作物や食料の異変も起

こりました。そんな暑い中でさわやかな風を送

り込んでくれたのが、甲子園で逆転に次ぐ逆転

で優勝した県立佐賀北高校であります。新聞に

は、「普通の高校生たちの快挙」と見出しが載

りました。野球留学による特待生制度が問題化

した後だけに、多くの人に感動と希望を与えて

くれました。専用球場や寮を持つような高校も

あれば、狭いグラウンドを他の部活動と一緒に

使い、用具を買うのもままならないところもあ

ります。佐賀北高校は進学校のため、練習時間

も少ない条件のもと、全国制覇を果たしたこと

に多くの感銘を受けました。知事が無を有にす

る発想や取り組みをよく口にされますが、まさ

にそのことと重なり合ったような気がします。

本県はまだ甲子園で優勝のない16県の一つであ

りますが、ことし出場しました日南学園を初

め、我が母校の日南高校など、希望はありま

す。必ず期待にこたえてくれると思います。

それではまず、知事の政治姿勢、県政運営に

ついてお尋ねをいたします。

今、宮崎が全国から注目を浴び、観光客もふ

え、特産品も売れています。前宮城県知事の浅

野史郎さんが、どこへ行っても人気者、マスコ

ミで引っ張りだこの知事を「東国原現象」と、

雑誌のコラムに書かれていました。さらに浅野

氏は、この現象がまだ続いていることは予想以

上の出来事であり、私が現役の知事だったら、

「何で東国原知事だけが注目されるんだ」と、

ひがんだりやっかんだりしただろうとのことで

した。マスコミが取り上げるから注目され、注

目されるからマスコミが取り上げるという循環

になっています。私もなるほどなと納得したと

ころであります。知事就任わずか７カ月余りで

宮崎を全国へ売り込まれ、県政へ貢献されてい

ます。さらに評価されなければならないのは、

これまで県政に関心のなかった方々が県政に関

心を持つようになったことであります。言いか

えれば、東国原知事の登場で県政が身近になっ

たということであります。裏金問題もあり、県

庁改革はこれからだと思います。知事はテレビ

出演など多く、上京される機会も多いとお聞き

しています。過密スケジュールでお体のほうも

心配されるところであります。

ところで、公務及び政務とお忙しい知事です

が、11月までのスケジュールはすべて詰まって

いると伺っております。職員との意見交換など

十分に行われているのでしょうか。また、緊急

事態に備えて腰を落ちつけて内政に取り組んで

ほしいという声も、一方で聞かれます。県民総
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力戦による県政を推進していくために、重要な

政策課題などについて、知事は職員と意見交換

をじっくり行われているのか伺います。

次に、知事の憲法観について伺います。久間

元防衛大臣が、「日本に原爆が落とされたのは

しようがなかった」と発言され、大臣を辞任し

ました。被爆地の長崎県から選出された国会議

員が堂々と発言する環境にまで日本はなってし

まったと、多くの方が嘆かれたと思います。憲

法を改悪しようとされる方々は、自衛隊の海外

派兵を恒常化して、米軍とともに普通に戦争の

できる国づくりを目指そうとされています。専

守防衛といえども、外から見ればまさしく軍隊

であり、海外での武力行使ができることが国際

貢献だと主張されている今日、現状に合わなく

なったから憲法を変えるという論法には疑問が

あります。一方で、９条を守ろうという運動が

広がっています。第二次世界大戦後も戦火を絶

やさなかったアメリカや中東諸国と、曲がりな

りにも９条のもとで戦争放棄を標榜してきた日

本国の価値観は違います。不戦の誓いをうたう

日本の憲法をどう生かすべきか、知事の所見を

伺いたいと思います。

次に、ふるさと納税の考え方について伺いま

す。

知事は、「自分が生まれ育ったふるさとを大

切にしたい、貢献したい」という思いにこたえ

るという趣旨から評価されています。しかし、

ふるさとの定義づけや認定方式、源泉徴収のコ

スト増、滞納・脱税の扱いなど、実務的にも多

くの課題が山積しています。また、税収格差は

国が東京への一極集中を放置してきた結果であ

り、本来、格差是正は国が責任を持つべきで、

地方間で責任をとらせるのはもってのほかであ

ります。都市と地方の税収格差の原因に、法人

税収入の違いがあります。経済構造の変化とと

もに税収の格差が拡大している法人二税、法人

住民税と法人事業税の改革を大胆に提起すべき

だと思います。改めて知事の所見を伺いたいと

思います。

次に、指定管理者制度導入後の実態と今後の

あり方について伺います。

指定管理者制度が導入されて２年目になりま

すが、公共サービスの質や水準の担保と雇用保

障が厳しく問われています。都城市の健康増進

施設ウエルネスグリーンヒルや三股町立病院

は、指定管理者が途中で運営を放棄していま

す。県有施設において、選定事業者が必要な人

材を確保できない、本来の事業目的を果たせな

い実態はないのか。人件費縮小のため再委託や

派遣・契約労働者での事業運営や、引き継ぎ・

教育訓練がないなど、深刻な事故につながる事

例は出てきていないのか、関係部長に答弁を求

めます。

次に、災害時安心基金についてであります。

昨日も質問がありましたが、基金の弾力性を

持たせた適用についてお伺いしたいと思いま

す。災害による被災者支援を目的に設置された

災害時安心基金は、被災者生活再建支援法の対

象となる自然災害に限られています。いわゆ

る、10世帯以上の住宅全壊の被害が発生したと

きに初めて適用されます。住宅が密集する都市

部と比べ、一戸一戸の住宅が離れて点在する山

村部では、同規模の台風直撃を受けても10世帯

以上の住宅が全壊する可能性は低いし、被災者

生活再建支援法に該当しない割合が高いので

す。７月の台風４号、５号によって甚大な被害

を受けました日之影町見立地区が、まさにその

ケースであります。例えばですが、戸数要件に

加えて面積要件も勘案して適用する方法などの
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定義に変えることは考えられないのか。知事

は、基金の適用に弾力性を持たせたいと言われ

ました。具体的なその道筋について、知事にお

伺いをします。

次に、医療・福祉についてであります。

訪問介護最大手コムスンの不正発覚は、介護

業界への信頼を大きく傷つけましたが、コムス

ン以外でも介護報酬の不正受給などが後を絶ち

ません。本県でも、ずさんな経理や不正受給に

より、11事業所が指定取り消しの処分を受けて

います。不正のチェック、監査は十分に行われ

ているのか。また、地域密着型サービスの監査

は市町村にゆだねられていますが、チェック体

制はどうなっているのか、関係部長の答弁を求

めます。

次に、少子化対策について伺います。

知事の「そのまんまマニフェスト」の中に、

お母さんと子供のための４つの対策がありま

す。その一つに、３歳以降の医療費を補助する

子育て支援幼児入院医療費助成事業の県内拡充

があります。これはもう既に達成している分野

でありまして、子育て支援を求める声は、入院

外、つまり通院の医療助成を就学前まで助成し

てほしいという声であります。県内市町村の実

態を見ますと、１市８町１村が小学校就学前ま

での通院の医療助成をしています。まだ助成の

ない市町村では、さきの６月議会で、それぞれ

の首長へ多数の質問がなされた現状もありま

す。全国的に見ますと、18都道府県が通院の就

学前助成を実施しています。県は本年度、子育

て応援本部を児童家庭課に設置されて、子育て

支援への意気込みも感じられるところです。市

町村で財源の体力差もあります。県が一定割合

を助成して、小学校就学前までの入院・通院と

もに自己負担のない子育て支援をしていくべき

ではないか、知事に伺います。

次に、農林業の振興であります。

二酸化炭素を初めとする温室効果ガスの排出

量の削減に向けて、森林が果たす役割は申し上

げるまでもありません。とりわけ我が国を代表

する国産材供給県の特性を生かし、二酸化炭素

の吸収源となる森林づくりの推進が求められま

す。しかし、本県においても、平成18年８月現

在で、伐採後３年以上植栽されていない植栽未

済地が2,000ヘクタールほどあります。長期間放

置された植栽未済地を解消するためにどのよう

な取り組みを行っていくのか、知事にお尋ねし

ます。

次に、入札改革についてであります。

入札改革アンケートを県土整備部が７月から

８月にかけて実施されました。昨年４月以降に

受注し、ことし６月までに事業を終えた受注業

者99社、123件の事業について回答があったとこ

ろです。事業コストについては50件が赤字で、

中でも落札率が80％台前半より低い事業は、大

半が赤字となっています。落札率が下がるほど

工事のできや工程に対する県の検査の評価点も

低いことが、明らかになっているのです。工事

を請け負い、約４割の事業が赤字になることも

問題ですが、工事のできに、つまり品質に影響

している問題はゆゆしきことであります。現在

の最低制限価格は70～80％ですが、県当局は見

直しが必要と示唆されています。限りなく最低

価格を追求するがために、その品質に疑問を抱

かなければならず、安かろう悪かろうでは、そ

の安全性が担保されているのかが心配されま

す。そこで、価格と技術力など価格以外の要

素、例えば障がい者雇用、少子化対策、特に地

域社会貢献度などを重視した総合評価方式の入

札制度にすべきではないでしょうか。そのこと



- 69 -

平成19年９月13日(木)

で地域の産業も生き残れることになります。知

事の見解を求めます。

次に、教育問題についてであります。

宮崎市内でも、合同選抜試験廃止で普通科高

校の序列化が明確になりつつあるとお聞きしま

す。来年度から実施される普通科通学区域撤廃

は、自由に選べる選択肢を与える一方で、学校

が近くにあるのに希望する学校へ行きたくても

行けなくなる子供がふえてくる環境にしてしま

うことにならないのか、教育長の見解を求めた

いと思います。

最後に、安全・安心なまちづくりについてお

伺いします。

４月統一地方選のさなか、選挙運動中の伊藤

一長前長崎市長が暴力団員の銃弾に倒れ、命を

奪われました。その数日後には、東京町田市で

やはり暴力団員が仲間を射殺、銃を乱射しなが

ら自宅に立てこもりました。この前後にも和歌

山や北九州で銃が発射され、死者が出ていま

す。県内においては、死亡原因は不明ですが、

けん銃を明らかに所持していたと思われる遺体

が日南市で発見されました。日本という国は、

法律上、銃の所持があってはならない社会であ

ります。しかし、警察庁の推計だけでも５万丁

は下らないと言われています。これはあくまで

も推定であり、実情より少なく見積もっている

と見たほうがよく、実際は暴力団員１人に１丁

所持していると言われます。その数７万人とも

８万人とも言われています。さらに、マニアや

一般市民がひそかに持っている銃を加えると、

市中におおよそ10万丁の銃が出回っていると思

われます。警察庁によりますと、昨年１年間に

全国の警察が押収したけん銃は458丁で、３年連

続で減少し、10年前の３割以下に落ち込んでい

ます。本県は、平成14年までは年間５丁前後で

推移してきましたが、15年に１丁、16年と17年

がゼロ、昨年が１丁であります。本年度は、８

月30日現在で５丁となっています。このような

銃の存在と現状を見たとき、県民がいつけん銃

による事件に巻き込まれるかもしれないという

不安があります。けん銃押収の現状と取り締ま

りについて、警察本部長にお伺いします。

以上、壇上での質問とさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようご○知事（東国原英夫君）

ざいます。お答えいたします。

まずは、職員との関係についてであります。

県政を運営していく上で、私を支えてくれる職

員との関係は大変重要であると考えておりま

す。特に、県政刷新が求められ、また新たな創

造に取り組まなければならない今の状況下に

あっては、私と職員が意識を共有し、同じ方向

を向いて、県勢発展のために力を合わせること

が必要であります。このため、県政の課題に関

する検討の場や各種行事・大会等の打ち合わ

せ、さらには職員とのランチミーティング等、

あらゆる機会を通じて職員と腹を割って話し合

い、意見交換を行い、また互いの人となりを理

解するなどして、意思の疎通を図っているとこ

ろでございます。

続きまして、日本国憲法についてでありま

す。私は、日本国憲法が制定された過程は別と

いたしまして、憲法第９条のような形で戦争の

放棄を定めたのは、さきの大戦が我が国にもた

らした惨禍を踏まえた平和主義の理念に基づく

ものであり、大きな意義があると考えておりま

す。現在、現憲法が制定されてから60年以上が

過ぎ、この９条も含めて憲法についてさまざま

な議論があるところでありますが、私は世の中

が時代とともに変わっていく中で、日本が繁栄
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し、平和を維持していくために、どのような視

点で憲法と向き合っていくべきか、そして国民

の皆様の生命と財産を守るために憲法はどうあ

るべきかということを、国民的議論にしていか

なければならないと考えております。

続きまして、ふるさと納税についてでありま

すが、ふるさと納税は、「自分が生まれ育った

ふるさとに貢献したい、応援したい」という思

いにこたえることができるという趣旨から、総

論として評価をさせていただいているところで

ございます。現在、総務省のふるさと納税研究

会におきましては、その税制上の課題から、税

を納付する仕組みではなく、寄附金税制を活用

する方向性で検討がなされているところでござ

います。ふるさと納税につきましては、地域間

の税収格差を解消する方策というよりは、「ふ

るさとに貢献したい、支援したい」という個人

の思いを税制として実現しようという試みであ

り、国民がみずからのルーツを考え、この国に

とってふるさととは何かということを考えてい

ただくことで、都市と地方がよい関係をつくっ

ていく契機となり得る税制として、あるいは宮

崎にも幾らかの収入が見込まれるということ

で、期待しているところでございます。

続きまして、法人二税であります。近年、好

調な企業業績を背景に、大企業が集中する大都

市圏と地方間の税収の格差が拡大傾向にありま

す。財政基盤が脆弱な本県におきましては、県

税を中心とした自主財源の確保が最重要課題で

あり、税源の偏在性が少なく、税収の安定性を

兼ね備えた地方税体系を構築していく必要があ

ると考えております。このため、法人二税につ

きましては、複数の自治体において企業活動を

行っている法人の税収を配分する分割基準の見

直しについて、国に対して要望しているところ

であります。今後とも、全国知事会、地方六団

体等と連携をとりながら、法人二税の偏在の是

正が図られるよう要望してまいりたいと考えて

おります。

続きまして、災害時安心基金についてであり

ます。基金の支援対象となる災害の規模につき

ましては、共同設置者である市町村との議論や

昨年の県議会での決議、隣県の制度等を総合的

に勘案し、被災者生活再建支援法が適用される

大規模な災害としたところであります。しかし

ながら、御質問にありましたように、中山間地

域では住家が分散するなど、都市部と環境が異

なり、同じ適用基準では不利になるという御指

摘や、小規模災害におきましても、住宅が全壊

するなどの被害を受けられた方がおられ、その

支援のあり方が課題となっていることも十分認

識しております。また、県議会や市長会から

も、制度の弾力的運用等の要望を受けていると

ころであります。一方で、適用災害の範囲を拡

大することにより基金の枯渇を早め、県と市町

村の財政負担の増加を招くという財政面の課題

のほか、災害の少ない市町村の負担感が増大す

るなどの課題もあります。このため、このよう

な諸課題を踏まえ、今後、市町村と一緒になっ

て検討してまいりたいと考えております。

続きまして、乳幼児医療費助成についてであ

ります。乳幼児期の医療費を助成することは、

子供さんの健やかな成長と保護者の負担軽減を

図る上で、大変有意義な子育て支援になると考

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

でに引き上げております。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、これらを勘案し、検

討してまいりたいと考えております。なお、安
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心して子供を生み、育てられる社会づくりは、

国を挙げて取り組む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、

引き続き国に要望してまいりたいと考えており

ます。

続きまして、植栽未済地の解消についてであ

ります。現在、約2,000ヘクタールほどある植栽

未済地につきましては、早期に解消したいと考

えております。このため、ことし７月、環境森

林部に森林・林業研究会を設置し、林業関係者

や学識経験者等の意見も聞きながら、その対策

について、スピード感を持って検討を進めてい

るところであります。その検討結果を踏まえま

して、今後、具体的な対策を講じてまいりたい

と考えております。

最後に、総合評価落札方式についてでありま

す。総合評価落札方式は、価格と技術力など価

格以外の要素を総合的に評価し、落札者を決定

する方式であります。価格以外の要素のうち、

企業の地域社会貢献度としましては、本支店の

所在地の状況、管内における災害時の地域貢献

またはボランティア活動の実績、さらには障が

い者の雇用状況を評価の対象としております。

また、少子化対策につきましては、来年度から

の入札参加資格審査におきまして、育児休業制

度の確立を評価の対象としたところでありま

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。

指定管理者制度導入施設の管理運営状況につ

いてであります。指定管理者制度を導入した62

の施設につきましては、県は施設の設置者とし

て、指定管理者と締結した協定等に基づき、関

係法令や施設の管理規則等の遵守、定期的な業

務報告等を義務づけますとともに、必要に応じ

適宜報告を求め、また実地調査を行うなど、常

に施設の管理運営状況について把握を行い、そ

の指導監督に努めているところであります。そ

の結果、特に問題もなく、全体としておおむね

適正な管理運営が行われているところであり、

あわせて、利用者の利便性やサービスの向上等

も図られているものと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

まず、介護保険事業所に対する監査について

であります。県では、適正な介護保険制度の運

営や介護サービスの質の向上を図るため、定期

的に事業所に対する実地指導を行うとともに、

著しい指定基準違反や不正請求などの悪質な事

業者に対しましては、監査を実施し、指定取り

消しなど厳正に対処してまいりました。今後と

も、高齢者等が安心して介護サービスを利用で

きるよう、実地指導や監査を通じて、適正な制

度運営の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、地域密着型サービスに関する監査につ

いてであります。地域密着型サービスにつきま

しては、各市町村が地域の実情に応じて指定を

行うものでありまして、市町村が指導監査を実

施することになっております。市町村におきま

しては、介護保険の担当課が中心になって、適

正な運営確保のための指導監査を実施しており

ますが、今後さらに利用者により近い立場か

ら、きめ細やかな指導監査が行えるよう、体制

の充実を図っていく必要があると考えておりま

す。このため、県といたしましては、これまで

も市町村に対して指導監査のノウハウ等の提供

に努めてきたところでありますが、今後とも、

必要な指導助言を行ってまいりたいと存じま
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す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

普通科の通学区域撤廃についてであります。

本県の普通科高校は、これまでも進学や就職、

部活動などで着実な実績を上げており、それぞ

れの地域にしっかりと根づいているものと考え

ております。また、平成15年度に合同選抜を廃

止した後の在籍状況を見ましても、多少の移動

はありますが、その高校の近隣から通学してい

る生徒がほとんどであります。したがいまし

て、通学区域撤廃後も、生徒は各学校の特色を

十分理解した上で、自分の個性や能力・適性に

応じまして、通学距離等の条件も考慮しなが

ら、自分に合った学校を適切に選択するものと

考えておりますので、志願者の大きな変動は生

じないものと思っております。県教育委員会と

いたしましては、中学生が適切な進路選択を行

えるよう、これまで以上に積極的な情報提供に

努めますとともに、各高校が、さらに魅力ある

学校づくりを進めまして、一層地域に信頼され

る学校となりますよう、全力で支援をしてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

〔登壇〕 けん銃○警察本部長（相浦勇二君）

の押収状況とその取り締まり対策についてお答

えいたします。平成14年以降、罰則の強化によ

るけん銃の隠匿方法の巧妙化、あるいは暴力団

による対立抗争事件といった顕在的動きの減少

等によりまして、全国的にけん銃の押収数は年

々減少傾向にあり、本年６月末現在で、全国で

は244丁を押収しております。一方、県内におき

ましては、先ほど御質問にもありましたけれど

も、平成14年に６丁を押収した以降、年々減少

し、押収のない年もございましたけれども、本

年は、銃刀法での不法所持罪での検挙に伴う押

収２丁を含め、これまでに５丁を押収いたして

おります。議員御指摘のとおり、本年に入りま

して、全国的にけん銃を使用した殺人事件ある

いは暴力団抗争事件が相次いで発生している

中、本県におきましては、平成15年以降、幸い

にけん銃使用による犯罪は発生しておりません

けれども、本年の検挙状況を見ましても、身近

なところにけん銃が隠匿されている実態が認め

られ、県民の皆様に大きな脅威を与えているも

のと認識いたしております。

警察といたしましては、従来から銃器犯罪の

徹底検挙を重点に、暴力団等に対する強力な取

り締まりを推進するとともに、銃器に関する県

民の方からの情報提供を呼びかけるなど、捜査

強化と広報啓発活動を進めてきたところでござ

います。今後とも、先ほど述べました現状認識

を踏まえまして、銃器犯罪のない社会を目指

し、取り締まりを含め銃器犯罪対策を積極的に

推進していく所存でありますので、御理解と御

協力をお願いいたします。以上であります。

〔降壇〕

ここからは一問一答で質問さ○髙橋 透議員

せていただきますが、40分ちょっとまだ時間が

ありますので、よろしくお願いします。

今、答弁いただきました警察本部長に再質問

といいますか、そのけん銃押収の定義をいま一

度教えていただきたい。実は、私が聞いたとこ

ろは、壇上で言いました日南市で亡くなってい

た方、横にけん銃がありました。これも押収と

いうのは数に入れるらしいですね。もうさびが

きていたらしいですけど。そして、長崎市長が

撃たれた銃、あれも押収の数に入るらしいんで

すね。その定義をいま一度教えてください。押

収の定義。
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けん銃の押収と○警察本部長（相浦勇二君）

しての取り扱い、これは警察内部の実務的な取

り扱いでございますが、まず典型的には、銃刀

法により一般の方の所持が禁止をされておりま

すので、不法所持については当然犯罪となる

と。したがいまして、当該犯罪での検挙に伴う

押収、これは典型例でございます。これ以外

に、例えば殺人事件で使用された場合の証拠品

としての押収というのもございますし、情報等

に基づいて捜索をして、銃が出て発見、押収し

た。この場合、不法所持としての被疑者は直ち

にはわからないというケースも多々ございま

す。こうした押収もございますし、もっと周辺

部で申しますと、例えば戦時中の軍用けん銃等

が数十年を経て発見、届け出、押収されたケー

スもございますし、例えば故人の遺品としてけ

ん銃が出てきたと。こういうような押収も含め

て、広く真正けん銃を警察が押収に至った場合

を押収として取り扱っております。したがいま

して、御指摘のありました日南のケースも、当

然これは押収として取り扱っておりますし、長

崎市長のケースも、これは当然長崎県警察での

取り扱いでございますけれども、押収として取

り扱っているものと承知をいたしております。

以上です。

長崎の場合には、もう銃が使○髙橋 透議員

われたわけであって、亡くなりました。当たり

前のことを言いますけれども、銃が使用される

前にぜひ押収いただくように、くれぐれもお願

いしたいと思います。

いろいろと質問に対して答弁いただきました

が、余り前向きな御答弁はなかったような気が

いたします。質問項目もかなり準備しておりま

すので、深く入り込めない部分もありますが、

知事にお伺いしたいと思います。知事は、８

月15日に戦没者慰霊祭に参加をされて、その後

にわざわざ東京に行かれました。靖国神社を参

拝されましたね。今、知事は全国的に余りにも

有名なものですから、内外に与える影響という

のは大きいと思うんです。御存じだと思います

が、Ａ級戦犯が合祀をされている靖国神社、そ

の時点から天皇も参拝を中止されています。知

事は靖国神社をどう評価されているのか、その

点についてお伺いします。

靖国神社でございま○知事（東国原英夫君）

すが、私は例年、都合のつく限り、終戦記念日

に靖国神社を参拝させていただいております。

私ごとになりますが、20数年前に母と一緒に靖

国神社に参拝したのがきっかけでございます。

それは、母の、いわゆる私の親戚筋、あるいは

母の友人が、さきの大戦でとうとい命を亡くし

たということでございます。私は参拝するたび

に、さきの戦争のむごさや悲惨さ、そして今日

の平和と繁栄が、数多くの方々の犠牲の上に築

かれているということを心に刻み、尊崇の念を

抱くとともに、戦争は二度と起こさない、起こ

してはいけないという平和への誓いを新たにし

ております。ともすれば、平和で豊かな暮らし

の中で、戦争の悲惨な記憶が薄れがちな今日に

ありまして、改めてさきの戦争や平和に思いを

いたすことは、日本人として必要なことではな

いかと考えております。靖国神社をめぐって

は、さまざまな議論がありますが、私にとって

は、靖国神社というのは、純粋に非戦と恒久平

和を願う、そして、この平和の大切さを再認識

する場でございます。

いろいろととらえ方の違いが○髙橋 透議員

あるようですが、新しい日本を切り開いてくだ

さった西郷隆盛という偉大な人物がいらっしゃ

います。御存じだと思うんですが、この方は西
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南戦争で自害されましたけれども、いわゆる反

逆者という取り扱いですよね。いわゆる賊軍の

戦死者ということで、靖国神社に祭られていな

い方なんですよ。もともと長州がつくったらし

いんですけれども、参拝させられてきたという

歴史もあるような気がして、非常に疑問がある

ところです。我が党は、宗教にとらわれない、

非戦闘員を含むすべての方々の霊を祭る施設を

つくることを提案しております。東京の千鳥ヶ

淵の戦没者墓苑、これを戦争犠牲者追悼の場と

するということで提案していますが、このこと

について知事はどう思われますか。

分祀論等について○知事（東国原英夫君）

は、いろいろな議論があると思います。御案内

のように、昭和天皇も合祀ということで不快感

を示されたというメモ帳等も出されておりま

す。それについては、いろいろな議論があると

思いますが、私はそれ以前に、靖国という位置

づけは、私にとって非戦と恒久平和を再確認す

るという位置としてとらえております。

知事の思いを聞いただけです○髙橋 透議員

ので、これ以上は質問しません。

次に、歴史教科書の書きかえの問題が最近騒

がれていまして、さきの大戦の歴史認識が自虐

的であるということで、事実を否定したりとか

矮小化するとか、そういう発言とか行動が見ら

れます。一つは従軍慰安婦の問題、あるいは南

京大虐殺の数の問題、そして、この前、沖縄戦

集団自決について軍の関与がなかったというふ

うに歴史教科書から削除させる、そういう検定

意見を出された問題があるわけですが、この問

題はいろんな団体の抗議等ありまして、沖縄県

が動きました。沖縄県の41の市町村議会、そし

て県議会も、検定意見の撤回を求める意見書を

全会一致で採択したわけですよね。その中で

も、自民党の仲里県議会議長の発言を申し上げ

ます。「検定結果は死者を冒瀆している。歴史

の事実を否定すると戦争への道を歩んでしま

う。歴史の事実を歪曲することは この方の―

ことです 祖父、父、弟を沖縄戦で失った者―

として許すことはできない」と、怒りに満ちた

ものだったようです。近年に見られる歴史の事

実を否定する行為について、知事のお考えをお

聞かせください。

沖縄戦で住民を巻き○知事（東国原英夫君）

込んだ集団自決があった等々の歴史表記がされ

ております。歴史事実の確認とか歴史認識とい

うのは、慎重に慎重を期すべきだと私は考えて

おります。歴史というものは厳然とそこにある

ものでありまして、歴史や過去を今に生きる者

が変えることはできないと考えております。歴

史を知ることに意義があるとするならば、その

歴史を生きた先達者たちが残した、やり遂げた

功績とか、あるいは反対に過ちであるとか、そ

ういったものを知り、そして、それらを今ある

いは未来に生かすことが、我々現在をあるいは

未来を生きていく人間に与えられた責務ではな

いかと思っています。歴史に対しては、いつで

も慎重であり謙虚であるべきだと私は考えてお

ります。

ありがとうございます。確か○髙橋 透議員

に、歴史認識については慎重に、そして過去を

しっかりと踏まえた上で未来へ生かす、その知

事の言葉には重みがあると思います。

私、この前の米軍再編の関係で、新田原の共

同訓練のことについてお尋ねするわけですが、

知事も立ち会いをして、この協定というのは結

ばれたわけです。そして、基地周辺の方々には

不安もあったんですが、結果的には、９月３日

～４日、訓練が行われました。今後も共同訓練
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は実施されると思います。そこで、それについ

て、騒音対策とか安全対策、これまでもされて

きたと思いますが、守られない事態が発生した

とき、そういうときにどう対処されるのか、あ

るいは米軍人の事件事故等のトラブル防止、県

民保護のために、県独自で県職員の派遣とかあ

るいは騒音の調査、こんなことを実施する考え

はないのか、知事にお伺いします。

先般、御案内のよう○知事（東国原英夫君）

に、新田原基地で実施された在日米軍の訓練に

際しまして、国からの訓練計画の説明時に、協

定を遵守し、安全対策等に万全を期されるよ

う、改めて文書で申し入れをした次第でござい

ます。今回の訓練は無事に終了したところであ

りますが、今後も訓練の実施に当たっては、協

定を誠実に履行し、地域住民の生命・財産の保

護に万全の対策をとられるよう、機会あるごと

に、国に申し入れを行っていきたいと考えてお

ります。また、今回の訓練時には、県職員２名

を国の現地対策本部や地元自治体の連絡本部に

派遣し、協定の履行状況を確認したところでご

ざいます。さらに、騒音についても、県独自に

常時測定調査を、新富町を含む３カ所で実施し

ております。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。

騒音調査、県独自でやられた○髙橋 透議員

んですか。新富ですか。わかりました。ありが

とうございます。いろいろと内部的な情報とい

うのは、なかなか明らかにしないところであり

ますから、新聞でも新富町長が漏らしていまし

たけれども、訓練の概要がわかったのは１週間

前、ですから、もう少し早くそういう情報を提

示してほしいという苦言がありましたので、県

のほうからも、そういう課題を何とかクリアで

きるように努力いただきたいと思います。

次に移ります。不適正な事務処理、いわゆる

預け金の問題であります。全員協議会でもる

る、そしてきのうの代表質問でも出ましたが、

全庁調査の最終報告書が出されました。不適正

な事務処理、いわゆる預け金については、決し

て認められるものじゃありません。でも、なぜ

職員が違法と認識しつつ、あしき慣習を横行さ

せてきたのかというところをじっくり検証すべ

きだと思うんですね。つまり、その原因解明と

その反省に立って、再発防止に力を注ぐ必要が

あるということ、今でもコメントされているか

もしれませんが、財務会計制度の運用のあり方

はどうだったのか、事務費に係る予算措置のあ

り方はどうだったのか、どこに不備があって、

どこを改善していくのか、こういったところを

しっかり検証して、効率的な予算執行にいかに

寄与していくかが今後求められる課題だと思っ

ています。

そこで、知事就任の１月末、全員協議会でも

この前出ましたが、知事は幹部職員の前で預け

金問題をただされました。あれば出してくれ

と。しかし、報告がなかったわけで、４月に

なって発覚して、知事に対しては県民からこん

な意見が出されました。「知事はだまされた。

かわいそう」と。このことによって、知事はヒ

ーローになられたかもしれません。支持率もた

しか95％前後まで上がったんですよね。マスコ

ミにも取り上げていただいて、こういう知事が

全国にふえなきゃいかんという賛辞をいただい

たことを記憶していますが、なぜもっと早く、

知事が幹部の前で表明されたときに、職務命令

において部下に調査の指示を出せなかったのか

ということを、いま一度答弁ください。

私は就任時に、「裏○知事（東国原英夫君）
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金はありませんか」と、幹部職員に呼びかけま

した。これは、「新しい宮崎に生まれ変わるに

は、もし裏金のようなあしき慣行があるとすれ

ば、それをなくしたい、それが宮崎が変わるこ

とだ」という思いからでした。私としては、も

しあるのであれば、呼びかけに応じて自主的に

申し出てもらうということを強く期待しており

ました。それは、上意下達で強制的に調査、捜

査するということは、先ほどの質問にも関連し

ますが、職員との関係上、私が就任して間もな

いときに、そういったものを断行していいの

か、職員の方たちの自主性を促すということ

で、わかり合える方向、理解し合える方向で、

このあしき慣行がもしあるとしたら、それを是

正し、あるいは表に出す、明らかにしていくと

いう方法を私は選択させていただきました。

それから、私の中では、ある一定の期間、そ

の自主的な通告あるいは申し出がなかったら、

私の方から調査あるいは捜査をするつもりでお

りました。その一定期間というのは、ここでは

言及しませんが、私の呼びかけから４カ月後

に、職員の報告により預け等が発覚し、今回の

全庁調査となったわけでございます。私の呼び

かけが是正のきっかけとなったとはいえ、やは

り裏金が存在した、不適正な事務処理が存在し

たということは、私としてはじくじたる思いが

あります。今後は、再発防止策を早急かつ着実

に推進して、県政に対する信頼の一日も早い回

復に努めてまいりたいと思っております。これ

は全庁挙げて、職員一丸となって全力で取り組

んでいく覚悟でございますので、御理解をいた

だければと思います。

この点については、副知事に○髙橋 透議員

も同じようなことを聞こうと思っていたんです

けれども、総務部長でしたからね。これは私の

憶測なんですけれども、恐らく、知事はもう実

態をつかんでいらっしゃったんじゃないだろう

かという思いも、私たちは抱くわけですよ。だ

から、私はいずれ出てくるだろうと、そのとき

に、話題性もひょっとしたらあるかもしれませ

ん。しかし、そんなことよりも、そういう県庁

のうみを出す、とにかく不正を正すということ

であれば、私は早急に手がけるべきだったと思

うんです。私は、そのことを副知事もしかと、

当時の総務部長として反省すべきじゃないかな

と思います。このことについては、これ以上申

し上げません。

ただ心配なのは、これからが大事であって、

県政をどのように運営していくか、職員の士気

というのは下がっていると思うんです。前回の

官製談合事件に続いての不祥事ですから、外に

出るのもおっくうがっていらっしゃることも、

ちらっと聞きました。ですから、今後、職員の

士気を高めるために、知事として何ができる

か、例えば福利厚生事業というのがあります。

これは県は使用者として職員に与える義務があ

るわけですよね。これは地方公務員法でもちゃ

んとうたわれていますから。そこに予算をつけ

るべきところはつけてあげて、あるいは、ここ

１～２年、旅費規程が見直しをされて、出張に

出れば赤字なんですよ。そういったところを

しっかり見直すべき点は見直して、例えば残業

代、職員の方々にすべて払っていらっしゃいま

すか。私は、そういうところもチェックしてい

ただきたいんですよ。そのことによって職員を

原点に返らせて、それこそ一丸となって、この

後退した県政をしっかりと運営してくれるもの

と思います。よろしくお願いします。

次に、地方交付税の確立についてお尋ねしま

す。「みやざきの提案・要望」というのを毎年
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出されています。ここにもしっかりと書かれて

あります。「地方分権の一層の推進と税財源の

充実について」、この中に「地方公共団体間の

財政力を是正するため、偏在性の少ない地方税

体系とするとともに、地方交付税の財源調整機

能及び財源保障機能を堅持すること」とありま

す。これは言うまでもありませんが、地方交付

税というのは自治体固有の財源であると、私は

今でも思っております。全国どこに住もうが、

最低限同じような行政サービスが受けられる、

そういう仕組みをつくっていると思います。地

方の税収入の格差是正機能を持っているのが、

つまり地方交付税であるということは申し上げ

てきましたが、もう一遍この認識をしていただ

く。交付税がふるさと納税制度、この機能を果

たしていると私は考えているんですよ。とにか

く、ふるさと納税という発想はいいと思いま

す。でも、国の責任論を地方にすりかえる、

ひょっとしたら国からだまされることになるか

もしれんとですよね。私たちはこの問題はその

ことをとらえた上で慎重に対応しないと、間

違った方向に結論が行ってしまうような気がし

ます。私は、地方交付税、これをふるさと交付

税と名称を変えてでも、しっかり確立してほし

いんですよ。いわゆる総額を含めて、この交付

税を昔の姿に戻すべきだと私は思っています。

知事のお考えをお聞きします。

重複しますけど、ふ○知事（東国原英夫君）

るさと納税というのは、税収の地域間格差、そ

ういったものを是正するのに直接資するもので

はないと私も考えております。ふるさと納税と

いうのは、あくまでも思想的な問題、ふるさと

を大切にする、ふるさとの定義をどうするのか

というのは別にしてですね。あるシンクタンク

の調査によりますと、「どこに納めたいです

か」ということで、必ずしも地方が高くはない

んですね。１位が北海道、２位が沖縄で、３位

が東京でしたかね。大阪とか都市部もベスト10

に入っています。ですので、これは地域間の格

差を是正することとは思っていないんですが、

少なくとも幾らか、幾ばくかのものは寄附税制

にしても、地方に支払われるものだと、税収財

源になっていくものだと考えておりますので、

それはそれとして、私は、そのふるさと納税の

考え方には総論で賛成と申し上げた次第でござ

います。

その地方交付税の確保でございますが、御案

内のように、三位一体の改革による税源移譲を

されても、本県は自主財源が約４割と、まだ依

存財源が多いわけでございます。そういった意

味では、財政的には脆弱であります。そういっ

た中での財源調整機能と財源保障機能を有する

この地方交付税というのは、非常に重要な位置

づけであると考えております。この地方交付税

を堅持・維持するということは、地方にとって

死活問題ではないかと考えておりますので、全

国知事会あるいは地方六団体を含めて、その総

額の確保等には、これからも強く働きかけてい

きたいと考えております。

しっかりよろしくお願いした○髙橋 透議員

いと思います。

次に、指定管理者制度に関連して再質問をい

たします。県の公の施設、62施設で指定管理者

制度を導入されたわけです。このことによって

４億円財源の縮減があったというふうにお聞き

しますが、委託料が下がっても選定業者が運営

できるというのは、どこに経費節減を求めてい

るのか、おわかりいただければ教えてくださ

い。

指定管理者の選定○総務部長（渡辺義人君）
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に当たりましては、コスト面だけではなくて、

利用者の利便性やサービスの向上が図られてい

るか、そういった点等も含めまして、総合的な

観点から判断をしているところであります。お

尋ねの各施設の経費削減内容につきましては、

施設によってさまざまでございますけれども、

例えば管理運営体制の見直しですとか、清掃と

か警備などの業務について、これまで委託して

いたものを自前で実施するとか、あるいは光熱

水費等需用費の節減をしたりとか、そういった

さまざまな対応によってなされているというこ

とでございます。

私が期待していた答弁とは違○髙橋 透議員

いますが、恐らく人件費だと思っているんです

よ。人件費に集中して、そこを削減することに

よって運営ができているというふうに、私は認

識をしています。私が心配するのは、４億円も

圧縮、それぞれの62施設の総合計ですから一概

には言えませんが、余りにもコストを下げるこ

とによって、公共サービスの質と水準が保たれ

るかというところ、それともう一つは労働者保

護なんですよ。最低賃金、ここを守ればいいと

いうような経営者の感覚でもって、県が選定の

オーケーサインを出していいかというところな

んですよ。そこのところをしっかりチェックし

てほしいなと思っています。報告書とか実地調

査とか、先ほどの冒頭の答弁でありましたけれ

ども、実地調査は具体的にどういうふうにされ

ていますか。

実地調査につきま○総務部長（渡辺義人君）

しては、御指摘にもございましたけれども、施

設の適正な管理を確保するために、すべての施

設において実施をしているところでございま

す。少なくとも、四半期に１回は実施をいたし

ているところでございます。具体的な実地調査

の内容でありますけれども、例えば、管理運営

業務が協定書等に基づいて適正かつ確実に実施

をされているのか、それから、施設の安全管理

や利用者への対応が適切に行われているのか、

さらには、経理業務が適正に処理されているか

などの項目につきましてチェックを行っており

まして、必要があれば改善を指示するなど指導

監督の徹底に、それぞれの施設の管理担当にお

いて努めているところでございます。

この問題については、後ほど○髙橋 透議員

また時間があったら質問したいと思っていま

す。

次に、介護保険の不正受給についてお尋ねし

ていきたいと思います。介護保険の給付に当

たって、要介護５の支給額が一番高いんですよ

ね。しかし、介護サービスの現場に行きます

と、このような要介護５という人は、動けない

人がほとんどなんですね。だから、おとなしい

人が多くて、むしろ動き回れる介護程度の低い

方々に対して手が要るというふうに、現場の方

がおっしゃるんです。「体力も使う、気も使

う、きつい」というふうに言われています。し

たがいまして、介護サービスの量とその対価が

合わなくなってはいないかという問題点もあり

ます。そして、幾ら質の高いサービスを提供し

ても、受ける報酬というのは一定ですから、業

界では「企業努力が業績に反映されていない」

といういろんな不満もあるようであります。だ

から不正受給が起こったのかなと、そういうこ

とも考えられるわけです。コムスンが事業を撤

退しましたが、その後の受け皿、新聞でも発表

されました。問題は、このコムスンの事業を受

け継いだ後のサービスなんですよね。いわゆる

コムスンの売りは、深夜等24時間のサービスで

した。これを受け継いだ後も、しっかりと受け
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継がれていくのか、福祉保健部長に答弁を求め

ます。

株式会社コム○福祉保健部長（宮本 尊君）

スンにおきましては、御指摘のように、不正行

為によりまして事業継続が困難となりましたた

めに、本県にあるコムスンの事業所について

は、すべてセントケア・ホールディング株式会

社が事業を承継することが決定されたところで

あります。承継法人の選定に際しましては、過

疎地におけるサービスや24時間サービスを含

め、すべてのサービスについて従来どおり継続

して実施することが、条件としてつけられてお

ります。県といたしましては、新たな承継法人

に対しまして、確実に承継の条件が履行され、

利用者が安心してサービスを受けることができ

るよう、十分指導してまいりたいと考えており

ます。以上です。

今、部長がおっしゃいました○髙橋 透議員

ように、問題は、条件はつけても、その条件が

しっかりと守られないといけないわけで、その

後のチェックをよろしくお願いしたいと思いま

す。

この介護サービスの関係で、もう一つの問題

は、介護の職場で働く人の問題があるんです

ね。いわゆる低賃金、そして福利厚生もままな

らない職場だというふうに伺います。ですか

ら、新聞でも発表されていましたが、年間で５

人に１人が離職をされておる職場、しかも、そ

のうちの４割が就業から１年未満らしいんです

ね。そういった実態が明らかになっているわけ

で、本県も調査しましたら、若干その数値は下

回っていますけれども、劣悪な賃金・労働条件

から、ヘルパーさんたちの職場離れというのが

進んでいる実態は同じなんです。そしてまた、

介護福祉士、全国に47万人いらっしゃるそうで

すが、実際にこの資格を持っていて介護職につ

いている人は27万人らしいです。４割の方は介

護職についていない現状なんですね。宮崎県も

調べてみました。17年度末現在で6,816人の方が

介護福祉士の資格を持っていらっしゃいます

が、実際に介護職場に従事する人は3,682人であ

ります。したがいまして、現場ではヘルパー不

足、あるいは資格を持った人たちの不足という

のが出ていると思うんですよね。だから、経営

をする事業所としては、地域を絞ったりとか、

そういうこともやらないと経営が回っていかな

い。そういう心配もするわけで、人材不足から

採算がとれない事業所が出ていないのか、そう

いうところについて部長にお尋ねしたいと思い

ます。

介護保険事業○福祉保健部長（宮本 尊君）

の健全な経営を維持していくためには、経営基

盤となる人材を安定して確保していくことが重

要でありますが、今後、労働人口が減少し、ま

た、介護需要がますます増大していく中で、専

門性を備えた人材などの確保が困難になるとい

うことも懸念されるところであります。このた

め県では、質の高い人材の養成確保を図るため

に、社会福祉研修センターにおいて、さまざま

な専門的研修を行うとともに、福祉人材センタ

ーにおいて、無料職業紹介事業や人材確保に関

する事業所への相談事業等を行っております。

今後とも、介護保険制度が県民のニーズにこた

え十分機能していけるよう、介護の現場を支え

る人材の安定的な確保を支援してまいりたいと

考えております。

部長がおっしゃる意味はわか○髙橋 透議員

らないでもないですが、ただ、人材が研修とか

でそう集まるのかなという気もするんですね。

介護保険、この制度そのものにもいろいろと
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単価が下がりましたよね。こういう問題視―

されるところもあって、もうちょっと違うとこ

ろをしっかりと変えていかないと、せっかくの

有資格者にその能力を発揮してもらえない、そ

ういう実態が続くんじゃないかと私は思ってい

ます。

そしてもう一つ、この介護サービス、求めら

れるのはまだまだ今からなんですよね。今後も

利用はふえ続けていきます、高齢者はふえます

から。そういう意味では、よく心配されます。

先ほども言いましたが、採算がとれない地域は

切り捨てられるんじゃないだろうか、このこと

なんです。したがいまして、高齢者がどこに住

んでいようが、何人だろうが、安心して介護サ

ービスが受けられるような介護事業所をしっか

りと指導していく、育成を図るのも行政として

の任務であると思うんですね。どのように図っ

ていかれるか、福祉保健部長にお尋ねします。

適切な介護サ○福祉保健部長（宮本 尊君）

ービスが住みなれた地域で確実に提供されると

いうことが、大変重要であると認識しておりま

す。このために、介護保険の保険者であります

市町村においては、介護保険事業計画を策定し

て、地域の実情に応じたサービスの確保に努め

ており、また、県としましては、市町村に対

し、必要な助言指導を行い、支援を行うととも

に、事業者への指導監督等を通じて、サービス

の質の向上に努めているところであります。今

後とも、市町村や関係団体と十分連携を図り、

事業所の管理者や介護職員等に対する研修の実

施などによりまして、介護の質の向上を図り、

地域における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。

次に移りたいと思います。県○髙橋 透議員

立病院の経営状況について伺ってみたいと思い

ます。18年度の決算が出されたようですけれど

も、その数字を見てみますと、病院全体として

の事業収支の赤字は、前年度と比較して13

億8,700万改善されました。これについては、中

期経営計画の初年度の目標を大きく上回る成果

であります。局の方々を中心に、皆さん方の努

力があったことと思いますが、これについては

最終が22年度ですが 最終的に黒字化を― ―

目標とされています。その見通しについて、病

院局長にお願いします。

中期経営計画の見○病院局長（植木英範君）

通しについてでございます。県立病院が、県民

の皆様に信頼される医療を持続的に提供してい

くためには、経営の健全化を図ることが極めて

重要でございます。このため、中期経営計画で

は、一般会計からの繰入金の削減を含めまし

て、最終年度である平成22年度には、すべての

県立病院の単年度黒字化を目標として掲げたと

ころでございます。この目標達成に向け、スタ

ートの年である平成18年度におきましては、７

対１看護体制の導入など、さまざまな取り組み

を行ってまいりました。その結果、病院事業全

体の決算見通しでは、初年度の目標値を６億円

余上回る改善を図ることができ、これまでのと

ころ、おおむね順調に計画が推進できているも

のと考えております。しかしながら、医療制度

改革など病院事業を取り巻く環境は、今後さら

に厳しさを増すことが予想されますので、目標

達成に向けての一層の経営努力が必要であると

考えております。したがいまして、引き続き、

収益の確保に向けて、医師確保や診療報酬制度

への的確な対応等に努めますとともに、医薬品

等の共同購入の推進など、費用節減を図ること

といたしております。このように、収益と費用

の両面から、きめ細かな取り組みを実施するこ
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とにより、各病院とも目標が達成できますよ

う、病院局職員一丸となりまして、全力を挙げ

て取り組んでまいります。

その初年度の目標値に対して○髙橋 透議員

大幅な改善がなされたという要因の一つに、業

務委託等、かなりやられました。つまり、職員

数の大幅な減があると思うんですよね。その裏

で、今まで正規で雇用していた看護師に臨時職

員がふえたというふうにお聞きします。そこで

心配するのは、医療の質とかあるいは事故、こ

ういったところにつながらないか、現状を病院

局長にお願いします。

従来から、育児休○病院局長（植木英範君）

業等に対する代替職員を確保する場合には、看

護師の需要に対して柔軟に対応するために、臨

時的任用職員で対応することといたしておりま

す。昨年度導入いたしました７対１看護体制の

確保に際しましても、県立病院全体での病棟再

編等による再配分でなお不足したことから、そ

の不足分を臨時的任用職員により対応したとこ

ろでございます。現在、看護師全体の中で、こ

れらの臨時的任用職員が占める割合は10分の１

以下でございまして、また、７対１看護体制の

導入により、入院患者に対します看護師の数が

全体として増加をいたしておりますので、従来

よりも手厚い看護体制が確保されております。

もとより任用に当たりましては、県立病院の看

護師としてふさわしい能力を持つ人材を求める

とともに、任用後は、看護に関する知識や技

能、接遇といったことについて、適切な指導・

教育を継続的に行っているところであります。

今後とも、医療サービスの低下等を来さないよ

う、十分配慮してまいりたいと存じます。以上

でございます。

わかりました。経営に関して○髙橋 透議員

は、３病院、多少のでこぼこはあると思うんで

すよね。人口の違いもあったりして、条件はそ

れぞれ違いますから、総体で黒字になるという

ことであれば、私はよしとしていいんじゃない

かなと思いますが、それぞれの病院、これから

も経営の健全化が図られますように御尽力いた

だきたいと思います。

次に、救急医療、医療格差についてお尋ねを

していきますが、格差がいろいろと言われる中

で、この医療も格差があるというふうに認識せ

ざるを得ないところがあります。宮崎に一極集

中しているということをよく言われますけれど

も、特に夜間・休日の対応に格差があるという

ふうに感じます。先般、日南で昼、草刈りをさ

れていた方が倒れられまして、県立日南病院に

運ばれて、もちろん医師の適切な処置はされま

した。その後に 家族の方々も何％でも可能―

性があればという思いはありますよね 何と―

か宮崎に運んでほしいという希望もあって、宮

崎市郡医師会病院に搬送されたようでありま

す。しかし、無酸素脳症ということでありまし

て、現在は植物人間になられているというふう

にお聞きしております。家族は、宮崎市に行け

ば何とかなるんじゃないかという認識をお持ち

だと思うんです。高度な医療があるからという

認識のもとに。局長はこういう状況をどう考え

られますか、お答えください。

大変難しいお尋ね○病院局長（植木英範君）

でございます。個別の患者さんの件につきまし

ては、お答えを控えさせていただきたいと思い

ますが、御家族の気持ちといたしましては、何

らかの別の手だてを求められて、宮崎に希望さ

れたんだろうというふうに思われます。以上で

ございます。

私は、たまたまの事例を申し○髙橋 透議員
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上げただけであって、客観的に見て、そういう

ケースをどう思うかということ、いわゆる２次

医療と３次医療の違いだということはわかりま

すよ。そのことをしっかり局長に答えてほし

かったなと思うんですよね。確かに、この方は

助からなかったかもしれません。助からなかっ

たというか、処置ができなかったかもしれませ

ん。ただ、この患者は別にして考えたとして

も、すべての医療において、夜間・休日医療に

おいて格差があるわけですよ。これまで搬送さ

れた中で、ひょっとしたら助かった命があった

かもしれないんですよ。宮崎にある高度医療が

日南にあれば。これは日南だけに限らず、山間

部は大変医師不足ですから。これは命の格差と

いうふうに言ってもおかしくないと私は思うん

ですね。助かった命もあるということ、宮崎市

に住んでいる方との差なんですよ。局長には、

この現状をしっかりと認識された上で答弁して

ほしかったなと私は思ったんですが、知事はこ

の件についてどう思われますか。

御指摘のとおり、本○知事（東国原英夫君）

県の救急医療システムについては、診療科と時

間的な格差というのは否めない事実かなと思っ

ております。特に高度医療になりますと、それ

が整備されている、整備されていない、あるい

は時間的に言いますと、椎葉等々の中山間地か

らの都市部、日向・延岡への救急搬送というの

は１時間半から２時間ぐらいかかる、あるいは

串間から日南、あるいは日南にその診療科がな

い場合には、宮崎まで搬送する場合は２時間ぐ

らいかかると、こういうような時間的な格差と

いうのは認識しているわけでございます。休日

夜間急患センターとか県立病院や市郡医師会病

院等におきまして、救急患者の症状に応じた受

け入れ体制の整備が図られている一方で、医師

不足等の問題がございまして、診療科がない圏

域があるということでございます。県といたし

ましては、広域的な病院相互の連携とか、ある

いは機能分担を促進するとともに、地域に必要

とされる診療科の整備等、県立病院を初めとす

る救急医療施設の機能の充実等に配慮しなが

ら、今後、引き続きその救急医療の整備体制に

取り組んでいきたいと考えております。

なかなか難しい問題だという○髙橋 透議員

ことは認識します。この命の格差というのは、

皆さん方で 私も含めてでしょうが 埋め― ―

なければならない重要な課題だというふうに私

は思っているんですよ。だから、格差を埋める

ための緊急時の医師確保とか医療対策、知事も

おっしゃいましたけれども、今後どういうふう

に取り組んでいくべきかということを、しっか

りとビジョンを描いて いろいろとドクター―

ヘリの問題とかありますよ。そういうところも

視野に入れて、どうすれば命の格差が少しでも

埋まるかというところを、県民にしっかりと示

すべきだと思うんですね。局長、何かコメント

があればお願いします。

ただいまお話のあ○病院局長（植木英範君）

りましたとおり、救急医療体制の充実といいま

すのは、公的医療機関であります県立病院の極

めて重要な役割の一つであります。このため、

従来から救急の専門医を含め、医師の確保に努

力をしてきたところでありますが、新しい臨床

研修制度の導入に伴いまして、医師の偏在や小

児科、産婦人科等、特定の診療科における医師

不足など、医師確保が大変厳しい状況にござい

ます。ちなみに、この９月１日時点の県立病院

の医師数は、充足率が87.6％、定数と比較し

て24名の不足となっており、救急医療体制を確

保するためにも、医師確保は喫緊かつ最重要の
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課題でございます。抜本的な医師確保策がない

中で、大変厳しい状況でありますが、宮崎大学

を初め各大学の医局への派遣要請はもとより、

県出身の医師や臨床研修医への個別の働きかけ

など、引き続き医師確保に積極的に取り組んで

まいりたいと存じます。以上でございます。

いろいろと課題は本当に大き○髙橋 透議員

いんですが、私、議会も含めて努力してまいり

たいと思いますから、なお一層の御尽力をお願

いしたいと思います。

次に移ります。自殺対策についてお尋ねして

いきたいと思います。今、本県の「自殺防止月

間」だと思いますが、９月10日は、世界保健機

関（ＷＨＯ）が定めた「世界自殺予防デー」で

ありました。その10日から１週間が「自殺予防

週間」ということで、連合が後援する日本産業

カウンセラー協会が主催しての電話相談が行わ

れております。本県におきましても、いのちの

電話相談、当初は10時から３時というものでし

た。私も質問をしてきましたが、あらゆる方か

らの質問もあって、今、相談の時間延長もあり

まして、民間の方々も協力いただいて、24時間

の体制も整いつつあると思います。そして、自

殺対策協議会、ここも設置していただいて、努

力してまいられたところであります。しかし、

残念ながら、本県の18年度の自殺率、青森県を

抜いてワースト５位になったんですね。そして

また、本年度の自殺者数、本当にこの数字とい

うのはびっくりします。６月末で210人、このま

ま推移しますと、平成10年が388人という数字で

したから、ひょっとしたらこの数字を上回る最

悪の事態になるんじゃないかと非常に心配をし

ています。この間の自殺の現状について、取り

組みについて、知事はどう認識されているのか

伺いたいと思います。

御指摘のとおり、ワ○知事（東国原英夫君）

ースト５でございまして、18年度、年間361名

と、ほぼ１日に１名の方がとうとい命をなくさ

れている。これはゆゆしき事態だと思っており

ます。原因等については、御案内の自殺対策協

議会等、あるいは庁内の連絡会を立ち上げまし

て、これはスピード感を持って対処していかな

きゃいけないと考えておる次第でございます。

また、自殺については、病気、うつ病であった

り、原因については多岐に及んでいると思うん

ですが、経済問題とか健康問題、人間関係と

か、そういったものも含めて、専門医等、ある

いは地域の方たち、ＮＰＯを含めてボランティ

アの方たちと連携しながら、市町村とも力を合

わせて全県的に、この自殺対策には取り組んで

いかなければならないと考えております。

よろしくお願いしたいと思い○髙橋 透議員

ます。

また県立病院の関係に戻るんですが、実は日

南病院、延岡病院には精神科がありましたが、

医師の不補充で今、閉鎖された状態でありま

す。今、社会状況の変化によって心が病んでい

る人というのは、すごく多いんですよね。人間

関係が希薄になっていることも言われています

し、これから自殺をする方がふえちゃいかんの

ですが、ふえることを非常に心配します。この

予防については、周りにシグナルを発している

んですが、なかなかそこに気づかない、そこに

気づくためのいろんなシステムを構築して、連

携して、見抜かないかんというところが、その

対策の一つになると思うんです。そのために

は、心を病んでいる人、プライドがあって、な

かなか病院に行かないという人もいらっしゃる

んですよ。だから、行きやすい病院、身近に行

きやすい病院、いっぱいいらっしゃる中でその
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一人として行きやすい病院、そういうところが

ぜひなくちゃいけないと私は思っているんです

ね。そしてまた、医療連携もしっかり行われな

きゃいけないし、また、ソーシャルワーカーも

しっかり配置されてなきゃいかんというふうに

思うんですよね。冒頭言いましたように、今、

日南・延岡病院の精神科が閉鎖されています。

どう考えていらっしゃいますか、病院局長。

ただいまのお話に○病院局長（植木英範君）

ございましたとおり、まず、各県立病院の精神

科の医師は、外来患者への対応はもとより、手

術後の精神的に不安定な患者さんや、精神疾患

を有する入院患者さんの治療に従事していると

ころでございます。しかしながら、先ほども申

しましたような昨今の医師不足の中で、精神科

医師の確保も極めて困難な状況にございまし

て、まことに残念ながら、お話にありましたよ

うに、県立延岡・日南においては、精神科を休

診せざるを得ない状況にございます。病院局と

いたしましては、患者数の動向や地域のニー

ズ、また、高度・急性期病院としての県立病院

における精神科医師の役割を踏まえ、引き続き

その確保に努力してまいりたいと存じます。こ

の精神科の関係その他は、医師、看護師、それ

から医事業務の職員、その他と連携しながら進

めていかなければならないというような状況に

ございますので、平成18年度から、それぞれの

病院に医療連携科を設けております。そこで、

家族の方々、それから患者さんはもちろんです

けれども、いろんな医療の相談、医療費の助成

等の相談にも取り組んでいるところでございま

す。今後も、精神科の治療をする患者さんにつ

きましては、こういった各方面の職員も充て

る、そういう体制の中で対応してまいりたいと

いうふうに思います。以上でございます。

医療連携とかおっしゃいまし○髙橋 透議員

たが、自殺予防ネットワークの確立とかも、い

ろいろと言われてきておりますけれども、実態

はうまく機能しているのかなという懸念もある

わけですよね。要はスタッフ不足だと思うんで

す。そこをもう一遍検証いただいて、今後、十

分な取り組みをお願いしておきたいと思いま

す。

時間がありません。予定していたものを飛ば

しながら、時間があれば申し上げますが、農林

振興の関係で申し上げておきたいと思います。

この前、テレビを見ていましたら、知事、９月

１日土曜日だったと思うんですが、植栽未済

地2,000ヘクタールを３～４年で解消しますと

おっしゃっていました。多分県民はすごいなと

思われたと思うんですよ。ただ問題は、伐採が

これはアバウトな数字になるかもしれませ―

んが 年間に多いときには1,700ヘクタールで―

すか、伐採しているんですよね。平均で1,300と

いうときもありますけれども、ただ、植栽は、

再造林、大体５年平均で1,300ぐらいらしいで

す。このほかに森林環境税なんかで植栽したり

とか、あとは企業局が緑のダム事業で植栽して

くれたりとかありますが、なかなか追いついて

いないんですよね。2,000ヘクタールは３～４年

でしますけど、伐採するわけだから、新たにど

んどんふえていくんです。そしてまた、中国木

材 まだ決定はしていませんが もし進出― ―

すれば伐採面積というのはふえます。しかも、

植栽未済地も残念ながらふえるんじゃなかろう

かなという心配をします。そういう意味では、

今の環境森林部が予算計上している国庫補助で

再造林を一生懸命頑張っていますけど、ちょっ

と私は厳しいんじゃないかと思うんですよね。

その辺の予算増が求められていますが、知事の
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お考えをお聞かせください。

御案内のように2,000○知事（東国原英夫君）

ヘクタールぐらいが未植栽地と言われておりま

すが、御指摘のとおり、伐採して植林してい

く、その繰り返しでございますが、全くゼロに

はできないんですよ。それはもう常に伐採して

いますから。ですから、ゼロということではな

い。今のほったらかしの2,000ヘクタールを３～

４年で、できれば３年で植栽したいという目標

を掲げさせていただいております。それについ

て、森林・林業研究会という専門的なチームを

環境森林部の方に立ち上げまして、今、研究を

行おうとしているところでございます。植栽地

に関しましては、人工林と自然林がございます

ので、そういったところも勘案しながら、ここ

は自然林に適しているのか、あるいは自然に生

えてこないところは人工的に植えなきゃいけな

いというのを調査研究しながら、対応していき

たいと思います。予算につきましては、できる

限り植栽未済地をなくすような措置をしていき

たいと考えております。

よろしくお願いいたしたいと○髙橋 透議員

思います。

次に、みやざきブランドなどの食品偽装対策

について伺ってみたいと思います。これについ

ては、６月議会でも我が会派の満行議員が質問

しておりますが、このときは表示に対する質問

だったと思うんですね。私が今回質問するのは

中身、ブランド。いわゆる地頭鶏なんかのブラ

ンドの中身は、偽装するのは非常に厳しいと思

うんですよ。ただ、地鶏と言われている範疇の

もの、定義というのはなかなか難しいらしいで

すけれども、ピンからキリまでありますけれど

も、余りにも商品が、中身が劣悪だったとした

ら、これは類似商品にも悪影響を及ぼすだろう

し、ひいては宮崎のイメージダウンになると思

うんですね。中身ががっかりだったら。中には

あるんですよ、「これが地鶏か」という感じ

の。そういうのをしっかりチェックする取り組

みが大事だと思うんですね。ここは農政水産部

長でしょうか、答弁をよろしくお願いします。

農産物の信頼○農政水産部長（後藤仁俊君）

性を確保するための取り組みということだと思

います。御指摘のとおり、炭火焼きといえば

「宮崎」というイメージが定着しつつある中

で、地鶏を初め本県の農産物は、食べておいし

い、安全・安心という消費者の信頼を、生産か

ら流通の過程における関係者が一体となって確

保していくことが非常に重要だと考えておりま

す。県といたしましては、生産段階において、

生産者、加工業者みずからが積極的に品質管理

に取り組んでいただけるよう、各種の研修会等

を実施しながら啓発・指導しているところで

す。また、流通段階におきましては、適正な表

示が必要でありますので、店舗の巡回調査、そ

れから消費者モニターであります食品表示

ウォッチャー等から寄せられました情報をもと

に、業者への指導を行っているところでありま

す。さらに、県外におきましては、知事のトッ

プセールスなどを活用しながら、市場や小売店

の関係者に対し商品の特徴を説明し、消費者の

理解を得られるよう対応しているところであり

ます。今後とも、消費者に満足していただける

農産物の信頼性の確保に努めてまいりたいと

思っております。

しっかりチェックができるよ○髙橋 透議員

うな知恵と工夫で、宮崎のイメージがダウンし

ないようにお願いしたいと思います。「みやざ

き応援隊」という方がいらっしゃるらしいです

ね。県外に180人ぐらい。宮崎をＰＲしていただ
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くということで、今も300人ぐらい募集されてい

るらしいですが、この人たちにも商品のＰＲと

あわせて、中身も何かいろいろ報告いただくと

ありがたいかなと思います。これは要望です

が、よろしくお願いしたいと思います。

あともう一つ、マンゴーですね。マンゴーに

ついては、いろいろと注目を浴びて高値で売れ

ました。問題は、来年以降にこの高値で売れる

のかなということなんですね。卸値の３倍、４

倍で店頭には並びました。「もう高くて食べら

れなくなった」と言う地元の消費者もいるわけ

ですよね。来年高値がついて売れるのか、そし

てまた、他県の巻き返し、こういうところも予

想されます。マンゴーの産地拡大などの他県の

状況はどうなのか、農政水産部長に答弁をお願

いします。

マンゴーの販○農政水産部長（後藤仁俊君）

売状況、それから他県の動向ということである

と思います。

まず、マンゴーの販売状況についてですが、

本県産の完熟マンゴーにつきましては、今年

度、東京都中央卸売市場の７月末までの平均単

価、これが１キロ当たり約5,500円と、昨年同時

期の平均単価に比較して６割程度高くなってお

ります。これは、生産者の地道な努力に加えま

して、知事の積極的なＰＲが相まった結果、宮

崎産完熟マンゴーへの消費者の評価が高まった

というふうに考えております。来年度以降につ

きまして、このように高く売れるのかというこ

とでありますけれども、現在、作付面積を増加

することで進めておりまして、生産量がことし

を上回っていくというふうに考えておりますの

で、今年度に比べると価格は落ちついて推移す

るのではないかと今考えております。

それから、他県の動向についてでありますけ

れども、今、鹿児島、熊本、こういったところ

でマンゴーの取り組みが始まっております。た

だ、宮崎産完熟マンゴーは、ことしの流行と申

しますか、この流れの中で、宮崎のブランドに

対する市場、それから消費者の信頼感あるいは

評価、こういったものは、他県に比べまして一

歩も二歩も先んじているというふうに自負して

おります。加えまして、平成17年度から取り組

んでおります。マンゴー王国産地確立事業、こ

れにより完熟マンゴーの栽培マニュアルを確立

しまして、「太陽のタマゴ」の割合を高めるな

ど、本県の完熟マンゴーのブランドをより強固

なものにしていきたいと考えております。以上

であります。

時間がありませんので先を急○髙橋 透議員

ぎますが、早期水稲関係、きのう被害に対する

救済の質問がありました。私は視点を変えて、

早期水稲の優位性が今どうなのかという疑問に

ついて訴えるわけです。台風の襲来時期も変わ

りまして、気候の変化もあるわけですが、ひと

ころの価格も極端に下がって魅力がなくなりつ

つあるという現状、そしてまた、ことしのこの

ような被害があったわけで、農家の方が早期水

稲を作付しようという意欲が今、非常にうせて

きていると思うんですね。そういう意味では、

早期水稲の見直しの時期に来ている、あるいは

転換期に来ているのかなというところなんです

よね。そういうところを含めて、恐らく農業試

験場の研究とか進められていると思いますの

で、状況を部長にお願いします。

早期水稲につ○農政水産部長（後藤仁俊君）

きましては、防災営農の観点から、昭和28年、

本県に導入されました。その間、栽培技術の向

上、それから食味向上、こういったものに取り

組んでまいりまして、宮崎の夏を代表する作
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物、そして宮崎の特徴であります施設園芸等と

組み合わせました複合経営の重要な構成品目と

いうことで位置づけられております。今回、災

害によりまして品質低下が見られたわけですけ

れども、過去に経験のない状況でありましたの

で、県といたしましては、昨日、知事も答弁い

たしましたが、関係機関・団体と一体となりま

して、来年度も生産農家が意欲を持って生産で

きるよう、要因分析と対策について総合的な検

討をすることにいたしております。御質問の農

試の研究等を踏まえてということでございます

が、まさしく近年の温暖化は、この米等の農業

生産について、いろいろと懸念されることもご

ざいます。このようなことから、現在、農試で

進めております、高温条件下でも品質が安定す

るすぐれた品種の育成、それから栽培方法等を

含めまして、試験研究の成果を踏まえながら、

今後、品種のあり方、さらには早期水稲のあり

方等について検討してまいりたいと考えており

ます。以上であります。

実は私も早期水稲をつくって○髙橋 透議員

いまして、私は知れた面積なんですけれども、

きのう知事がことしの早期水稲米はまずいとい

う表現をされたんですが、まずくはないんです

よね。食味が例年の新米と比べたら落ちるとい

う表現にしてほしいなと思います。まずくはな

いんです。私の米もおいしいんです。農家に

とって夏場の現金収入なんですよね、この早期

水稲は。だから、今後も研究されて、何とか生

き残れるように、よろしくお願いしたいと思い

ます。

教育問題に移ります。

先ほど教育長は、普通通学区域の撤廃の弊害

で、通学距離を適切に判断して選択するから、

私が言う問題は起きないよというふうにおっ

しゃっていますが、まだ普通科通学区域撤廃は

来年からなんだけれども、実はもう起きている

んですよ。宮崎市に、宮崎市以外の中学生は試

験を受けて入ってきています。ということは、

宮崎市に住んでいる中学生は、はみ出しちゃう

子もいるわけですよ。実際に、宮崎市から都農

高校に通っているという方がいらっしゃること

を聞きました。そこのところはちゃんと調査を

していただいて、慎重に進めていただきたいな

と思っています。

学力テストの問題について御質問しますが、

９月中に全国学力テスト結果公表ということで

お聞きしております。ただ、これは文科省が公

表を義務化しないという方針を立てているらし

いです。県教委としてどうされるのか。また、

公表基準があれば伺いたい。それと、個人情報

保護法もありますけれども、保護者から要求が

あったときにどう対応するのか、答弁を求めま

す。

調査結果の公表につ○教育長（高山耕吉君）

いてでありますけれども、序列化や過度の競争

を招く懸念がありますことから、都道府県が個

々の市町村名や学校名を明らかにした公表は行

わないようにということで、実施主体でありま

す国から強く求められております。また、国が

各都道府県別の結果を公表いたしますことか

ら、県教育委員会といたしましては、調査結果

を公表する考えはございません。以上です。

わかりました。この学力テス○髙橋 透議員

ト、いろいろと問題があるんですよね。事前学

―習とか予想問題の作成とか、誤答の指差し

間違っているところを先生方が指差すらしいで

すね、ここが違うよと、こんなのはもってのほ

かですよね。障がいを持つ子供を排除したりと

か、そういうのを全国的にニュースとなって聞
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いています。子供一人一人は違うわけであっ

て、平均点を出してどういう意味があるのかと

いうところも 莫大な77億円もかけています―

よ、この学力テスト。そういうところをしっか

りと宮崎としても言ってほしい。そして、全国

調査じゃなくて抽出でいい。そのこともぜひ訴

えてほしいなと思っています。

次に移ります、時間がありませんから。教育

問題はまだありましたが、夏休みの短縮とか運

動会の日程とか 子供が亡くなりましたね―

そういうところは、我が会派の一般質問で―

とっていますので。

企業誘致の問題を最後に申し上げておきま

す。４年間に100社、１万人雇用ということでマ

ニフェストに掲げられておりますが、過去４年

間も100社近く誘致しておりますから、可能な数

字であると思います。問題は１万人雇用です

が、これは１次、２次まで含むらしいですか

ら、可能だろうなと思います。雇用のあり方、

これはもちろん正社員であって、労働法を最低

限守ることは当然約束されないといかんと思い

ます。

そして今、知事は日本一注目されている方で

ありますから、さまざまなチャンスがあれば、

それを逃しちゃいかんと思うんですね。実は

私、あるきっかけでアストラゼネカという医薬

品会社を知ったんですが、これは大阪に本社を

置くグローバル企業なんです。この会社は、社

会貢献事業として、高齢化する村を応援するプ

ロジェクトをやっているんですよ。全国の棚田

を清掃するんですね。去年からこれを始めてい

るらしいです。去年40カ所、ことし50カ所にふ

やしまして、10月10日に日南の坂元棚田に来る

んですね。全国50カ所のうちの一つに選ばれて

いるんですよ。これは毎年来ます。しかも、日

南には社長がみずから来るんですよ、50カ所も

あるのに。それだけ注目されているのかなと思

いますが、私、知事にもこの文書を、縁があっ

て届けましたけど、会っていただけませんでし

たが、見られましたか。それは後でまた整理し

ますが、実は一回、要請文書をちゃんと届けて

ありますし、ＤＶＤも差し上げました。見てい

らっしゃいませんね。私は、こういったチャン

スをぜひ生かしてほしいんですよ。あるいは電

話でもいいじゃないですか。出席できないんで

すよと、本社にかけてください。そういった努

力もやってほしいし、できましたら 全国50―

カ所のうちの１カ所を坂元棚田、しかも社長が

来る、何かそこの社員は知事に会えるかもしれ

んと期待しているらしいんですよ お見えに―

なりませんか、10月10日、知事。

10月10日のスケジュ○知事（東国原英夫君）

ールに関しましては、秘書課に聞いてみないと

わからないので……。恐らくあいていないと思

うんですけれども、また対処したいと思いま

す。そのお尋ねの件につきましては、ちょっと

私は記憶しておりません。上がってきたかもし

れませんけれども、記憶しておりません。もう

一度確認させていただきたいと思います。

欠席らしいです。聞いていま○髙橋 透議員

す。

もう時間がありませんから、最後、まとめ

じゃありませんが、知事が動けばマスコミが動

いて、人が動いて、そんな光景を実は先月、目

の当たりにしたんです。８月26日、日南市の堀

川、あそこに木橋がかかりました。この落成式

に、本当に暑い日でしたけど、知事がお見えに

なって、あいさついただきましたが、当日5,000

人参加されました。この数字にもびっくりしま

したが、またびっくりしたのは、式典会場で２
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メートルぐらいのやぐらができて、そこであい

さつされましたね。知事があいさつされまし

た。おりられました。次に日南市長があいさつ

に立ちました。もう目線は知事なんですね。ぞ

ろぞろ動かれるんですよ。あいさつを聞いてい

ません、日南市長のあいさつは。それともう一

つ、その後テープカットをしまして、渡り初め

があって、子供と一緒に渡りました。私も知事

の後をついて行きました。そうしたら、周りも

カメラですごかったんですよ。そうしたら、

「兄ちゃん、兄ちゃん、知事ん写真撮っくれ」

と私の肩をたたくじゃないですか。「兄ちゃ

ん、兄ちゃん」です。知事のつき人か県庁職員

かというふうに間違えられたかもしれません

が、啞然というか、そういうことだったんで

す。

申し上げたいことは、東国原現象、今もって

続いております。弱小県のこの宮崎を、堂々と

全国に名をはせていただいた知事の御努力に敬

意を表しますが、どうか体に留意をされて、県

勢発展のために御尽力いただきたいし、私も県

民総力戦の一員として汗をかく決意を申し上げ

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ま○坂口博美議長

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時45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、愛みやざき、18番松田勝則議員。

〔登壇〕（拍手） 若き政策集○松田勝則議員

団愛みやざきを代表し、質問を行います。

１期１年目からこのような機会を与えていた

だきました関係者に深く御礼申し上げます。同

時に、いつも熱い議論の中、元気と勇気をくれ

る愛みやざきのメンバー、感謝します。ありが

とう。おおきに。我々愛みやざきは、地方分権

の確立や、また道州制への移行を含めた今後の

地方自治改革の流れをくみ、県政に新たな潮流

を起こすために結集しました。国政主導では理

解しがたい中山間地域や過疎地域の小さい声、

そして厳しい生活を強いられている社会的弱者

の声にも耳を傾け、県民の思いを県民の目線で

代弁する地域密着の県民会派を目指していま

す。そして、県の財政再建という大きな課題、

これに取り組むために議員みずからの既得権を

律するための議会改革案を積極的に提案し、県

民の理解が得られる県政実現に努力をいたす次

第でございます。皆さん、お世話になります。

どうぞ御指導よろしくお願いいたします。

それでは、愛みやざきの代表質問を行いま

す。他の会派と重複した部分につきましては一

部割愛いたします。

まず、１問、知事の政治姿勢についてお伺い

いたします。

本年１月23日、そのまんま東こと東国原英夫

氏は第52代宮崎県知事に当選をされました。他

の有力２候補者との激しい選挙戦の中で、県民

の何割が、国民の何％があなたの当選を予測し

たでしょうか。また、当選後もあなたのリーダ

ーシップや手腕を疑問視する声は決して少なく

ありませんでした。それは、過去のことになり

ますが、青島幸男元東京都知事、横山ノック元

大阪府知事と同様に、芸能界出身の首長さんと

いうことであるからだと思われます。しかし、

当選後の日夜をたがわぬ活躍ぶりは、今や47都

道府県の中では、東京の石原か、宮崎の東国原

かと言われるほど、最も注目を浴びる知事と
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なったことは確かです。おかげさまで、本県の

情報発信量は他県のうらやむまでになり、地鶏

やマンゴーといった県産品の売れ行きも品不足

を来す状況です。また、前知事辞職の引き金と

なりました官製談合、これにメスを入れるた

め、入札制度の改革、行財政改革の取り組み、

本当に矢継ぎ早の対応は県民の期待に確かにこ

たえたものであり、そのことがこれまでの県政

不信を見事に払拭してくれたものと考えており

ます。

ところで、知事は当選後に「中央公論」６月

号、この対談の中で、「宮崎県勢の発展には県

行政の改革とともに、県議会の改革が必要不可

欠である」と述べておられます。我々愛みやざ

きの会派から見れば、議会の改革、それから活

性化は、我々議員みずからが判断し、取り組ま

なくてはいけないことと考えております。そし

て、議会内にもそのための検討委員会が設置を

されております。しかしながら、みずからの改

革はみずからの手でといっても、外から見た県

議会はどのように映っているのか、とても気に

なります。また、その声に耳を傾けることこそ

肝要かと思っております。この発言に至った知

事の県議会に対する思いや期待を、ぜひお聞か

せください。

続いてまいります。知事のマスコミ出演とそ

の対応についてお伺いをいたします。知事は就

任以来、これまでの知名度を駆使したパワフル

な行動力、そしてその成果は県民を超えて国民

だれもがひとしく認めるところです。忙しいで

すね。これまでの公務としての知事出演、メ

ディアの取材件数は、テレビ138件を初め約250

件、公務を離れた政務としてのマスコミ活動は

約100件に及ぶようです。ところが、ストレスの

たまる職種でありながら、満足に休暇がとれて

いない話を聞きますと、逆に私どもは知事の体

調を心配しております。「今回は知事さんはえ

らい元気がないが」と、皆心配をしておりま

す。今は充実した職務状況だとしても、いつま

でもこの状況が維持できるとは言い切れず、こ

れからの節目節目におきまして、知事としての

実績や品格が問われることになろうかと思いま

す。知事のテレビを初めとするマスコミでの活

動は、おおむね県民からは好意的に受けとめら

れていると考えますが、一部には宮崎県知事と

は違う品位を欠く表現も見受けられます。知事

は、みずからを律することは十分御承知のこと

と思いますが、マスコミ活動における知事の考

え方をお聞かせください。

次に、不適切な事務処理、いわゆる裏金問題

について、知事及び担当部長にお伺いいたしま

す。

質問に入る前に、私たちが前置きしたいこと

が２つあります。１つ、県民の納得です。最終

的に公開された内容が、県民に対して納得して

いただけるのかどうかということです。知事の

「うみを出し切る」という言葉を県民は信じて

おります。これからの質問は、県政信頼回復の

ための質問です。反省すべきは反省し、けじめ

をつけ、再出発となるような明確な答弁を求め

るものです。そして、今回、知事以下、返還を

含む処分などの方針が示されました。その内容

におきまして知事の潔い姿勢をあらわされてい

る点は、とても評価できます。また、代表監査

委員におきましても、給料月額の100分の20、１

カ月の減給処分を科していますね。裏金問題に

つきましては、執行部だけではなく、我々議員

も県民の厳しい目にさらされているというこ

と、しっかり認識をしております。その自覚に

立って、不適正な事務処理問題についての質問
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に入らせていただきます。

まず、裏金発覚から記者発表までの経緯につ

いてお伺いいたします。去る４月10日、県立み

やざき学園より、不適正な事務処理が行われて

いた可能性がある旨の報告が、主管課になされ

ました。そして、５月８日、学園から、預けな

どが行われていた旨が、児童家庭課及び福祉保

健課に文書で報告されています。この間１カ月

のタイムラグがあるわけですね。相談を受けた

主管課は、現場にどのように指示を出し、また

実態を把握し、現場と連携をとるためにどのよ

うに取り組まれたのか、これをお聞かせくださ

い。

２つ目、備品管理体制です。通常２万円以上

の物品は、備品台帳管理されているわけです

が、裏金で購入された備品については台帳管理

されていたのか、これをお尋ねします。

ちなみに最終報告書では、庁内作業チームに

より、業者の帳簿や納品書と備品を突き合わ

せ、現存確認の精査を実施してきたとの報告が

ありました。このことは、現時点において、裏

金で購入した物品の備品台帳は完成していると

理解してよろしいのかどうか、これをお伺いい

たします。

次に、高千穂線の存続についてお伺いいたし

ます。

日之影線から換算しますと、ことし75歳を迎

えた高千穂線、去る９月６日に高千穂線の約半

分、延岡―槇峰間の廃止が決定いたしました。

残る高千穂―槇峰間につきましては、県を初

め、沿線の市町には休止延長へ御協力いただき

ました。関係者一同、深く感謝しております。

運行再開を目指し、地元が立ち上げました神話

高千穂トロッコ鉄道株式会社、また沿線の住民

の会「高千穂線全線復活熱望県民会議」、そし

てまた全国の支援者が引き続き活動を続けてい

ます。我々愛みやざきは、この多くの人たちと

ともに支援活動を続けてきました。延岡、それ

から東京での署名活動、県北各地、宮崎市での

住民説明会やフォーラム、そして線路の清掃。

高千穂線、将来性や状況が困難であることは十

分に承知しております。しかし、高千穂線を必

要としている人々がいる限り、この活動がある

限り、私たちはその支援を続ける所存です。

さて、12月26日、この休止延長期間が復活の

最後のチャンスだと、こうとらえております。

支援金は３カ月で3,600万円が全国より寄せられ

ました。目標金額の２億円、これにはほど遠い

ものの、関係者が一体となって再建に取り組ん

でいます。その途上において、鉄道に関する２

つの法律、これがこの高千穂線に適用できない

かと模索をしております。10月１日から施行の

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律」、そして特定目的鉄道です。ともに行政が

かかわってこそ大きく活用できる法律です。ま

た、適用になれば双方とも第１号路線になりま

す。新たな観光面での話題性の喚起にもなりま

しょう。本県はどのようにかかわっていけるの

か、お伺いいたします。

次に、高千穂線が運行を休止してバスの増便

などを図りましたが、それでも実情にそぐわ

ず、通勤、通学、通院といった地域の足を求め

る声は今なお大きいものがあります。実際、高

千穂線が運休したことで、旧北方町では４軒も

の世帯が移転をし、高千穂町においては宿泊者

数が１万人減少したなどの例を見ても、地域経

済への打撃は大きなものがあります。総合交通

・流通対策特別委員会の昨年度の報告にも、

「地域経済の活性化の観点から、トロッコ鉄道

による高千穂線運行が一日も早く実現すること
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を期待する」、このようにあります。経済的援

助が困難なことは承知しておりますが、公的支

援は全く不可能であるのか、知事にお伺いいた

します。

また、知事は、宮崎県改革の柱の一本に県民

総力戦を提唱していらっしゃいます。高千穂線

支援活動こそ、まさに総力戦の最も熱い活動の

一つと思っております。これらの人々に対する

知事のお考えをお聞かせください。

次の質問に入ります前に、今回の台風４・５

号で被災された方々に、心からお見舞いを申し

上げます。災害時安心基金についてお伺いしま

す。

今回の台風はまさに惨状でした。見立、鹿

川、黒仁田、二股、曽木、細見、上祝子、北

川、北浦、島浦、さまざまな地域で先祖伝来の

田畑が一瞬にして荒野と化し、川筋そのものが

変わってしまいました。自然の脅威をまざまざ

と見せつけられました。経済的被害は大変大き

かったんですけれども、個人の生活はもとよ

り、地域の暮らしそのものを脅かす被害となり

ました。思いもしない災害に見舞われた被災者

たちが頼りにしたのが、この災害時安心基金の

存在です。この基金の誕生は、台風14号の見舞

金給付制度の不満から生じた、このように聞い

ております。新基金では所得や年齢の制限を一

切設けず、時間や手間のロスのない一律給付を

目指し、制定されました。県市長会は永続的な

制度にしたいとの意見を示されましたね。そし

て、この案に県民は県政改革の大きな手ごたえ

を感じたものです。ところが、８月６日の定例

会見で、「県と市町村で創設したばかりの災害

時安心基金適用は難しい。１市町村で全壊10世

帯以上という被災者生活再建支援法が未適用だ

から」という知事のコメントに、まさかと思っ

たものです。そのほかの対策を考えると発言さ

れたものの、その後の動きが見えません。それ

に対し、各市町で支援策が次々に講じられまし

た。県の災害時安心基金はハードルが高く適用

されない以上、私たち独自に支援をすると、日

之影町、日向市、西都市などで独自に見舞金や

再建支援基金を設けました。さて、そもそもこ

の安心基金はどのような目的で創設されたもの

だったのか、また、適用基準がなぜハードルの

高い被災者生活再建支援法が適用された場合

だったのか、知事にお伺いをいたします。

また、今後、災害時安心基金の運用について

見直しはどうお考えか。適用基準の引き下げ

や、特に過疎地域の振興や支援が求められてい

る今、中山間地域への特例など柔軟な対応は考

えられないものか、これも知事にお伺いいたし

ます。

次に、入札制度改革について、知事及び県土

整備部長にお伺いします。

今般の入札制度改革の結果、建設業界に大き

な影響が出ているのは周知のとおりですよね。

建設企業の倒産について、第１・四半期におい

て倒産が昨年は８社であった。ところが、本年

は21社に及んでおりますし、今後なお一層の増

加が懸念されるところです。宮崎県の普通会計

決算における土木費の比率は14.85％、全国平均

を下回り、九州では福岡に次いで下から２番目

です。そのように特段に土木費が多い状況でな

い中での今回の入札制度の改革です。県として

は、今回の入札改革においてこのように倒産や

廃業などが発生することは予想していたか、し

ていたのであればどの程度と考えていたのか、

お伺いいたします。また、今回の制度改革に当

たり、業者の皆さんとの協議がどの程度なされ

たものなのか、知事にお伺いいたします。
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次に、転業の支援についてお伺いいたしま

す。建設業界が段階的に縮小していかざるを得

ない中で、県は財団法人宮崎県産業支援財団な

どを通じ、セミナーなどを行っています。しか

し、既存の建設事業者が一部門として他の分野

に進出するんだったらともかく、完全な転業、

これはほとんど進んでいないのが実態です。国

におきましては、国土交通省でワンストップサ

ービスセンターを運営しています。各関係省庁

が連携して、建設業の新分野進出に対応してい

ます。例えば、やはり急激な入札制度改革を

行った長野県におきましては、建設業等新分野

事業進出費補助事業、新事業活性化資金などの

さまざまな融資制度の創設、また弁護士や中小

企業診断士による建設相談110番など、物心両面

の支援があります。宮崎県におきましても、こ

のようなチームによる一歩踏み込んだきめの細

かい対応が必要であると考えています。特に長

期的な視野で見た経営改善の支援、特に早目の

転業を促すための支援、さらには新規事業や特

許などへの支援をするべきであると考えます

が、県土整備部長の見解をお伺いいたします。

次に、新規予算がつきました公共工事現場点

検強化事業についてお伺いいたします。県は、

公共事業の品質低下が懸念されるとして当該事

業を新設し、1,983万2,000円の予算を計上して

おります。これは落札率がおおむね80％未満の

工事などについて施工現場の監視、営業所の点

検などを行うというものであります。しかし、

このような事業を行うということは、逆に言え

ば80％未満の工事には不安があると予測された

ため、このような事業化がなされたと考えざる

を得ませんが、県土整備部長、この見解をお伺

いします。

続きまして、観光客誘致、この対策を知事及

び担当部長、教育長にお伺いいたします。

いわゆる東国原知事効果についてです。私ど

も県民は、まさかこの県庁舎が観光地になるな

んて考えもしませんでした。全国で歴史的に価

値のある建造物が県庁舎であったとしても、こ

れほどまでにはならないと思います。観光バス

の立ち寄りは連日全国的な話題となりました

し、夏休み中の来庁客は記録的な数字になりま

した。おかげさまで本県の観光客数の増加が報

道され、現実に日本銀行宮崎支店の概況報告で

も、入り込み客数、それから物販の売り上げが

増加しているデータが出ております。宮崎県が

連日マスコミに取り上げられ、まさに東国原知

事効果てきめん、こう思います。また、この報

道を見聞きし、今まで宮崎県を訪ねたことがな

い人が宮崎に来ているこの状況において、これ

らの人々をどうリピーターとするか、そして宮

崎のファンとなっていただくかが当面する大き

な課題であり、同時にチャンスである、このよ

うに考えています。そこで、一つ、これまで知

事は東京が生活の中心でいらっしゃいました。

外から見た宮崎の観光のよさは何だと思われま

すか。また、今後の観光客誘致政策の展開をど

のようにお考えか、知事にお尋ねをいたしま

す。

次に、修学旅行生の誘致について、商工観光

労働部長にお尋ねをいたします。ピーク時には

年間５万人あった修学旅行生、これが近年で

は3,000人台へと10分の１以上に大きく落ち込

み、低迷をしています。オーシャンドームの閉

鎖、大淀河畔のホテル街の閉鎖、倒産、これは

観光客激減の何よりのあかしでもあります。広

島、長崎という平和学習の拠点訪問、それから

名所旧跡、これをめぐったかつての旅行方式よ

り体験研修型へと修学旅行の内容が大きく変化
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をする中で、本県の特徴をどのように生かそう

としているのか、これをお尋ねいたします。

次に、修学旅行生の相互乗り入れ策につい

て、担当部長及び教育長にお伺いいたします。

宮崎県の児童生徒も他府県に修学旅行に行くの

であれば、訪問県とか近隣県と協議をしたり協

定を結ぶとかして、本県に来てくれる県に宮崎

県も修学旅行に行くとか、実効的な修学旅行対

策を図るべきだと思います。そこで、お尋ねを

いたします。本県と他県の同一名称の旅行会

社、これらの情報交換が行われていると判断し

てよろしいのか、また、本県や他県の旅行会社

にどのような働きかけを行っていらっしゃるの

か、担当部長に伺います。

次に、本県の公立学校の修学旅行先の選定は

だれの責任でどこで決定をされているのか、こ

れを教育長にお伺いいたします。

続きまして、死亡事故多発警報の発令経緯と

今後の対応策につきまして、県警本部長にお伺

いいたします。

先月８月９日に、全県下に死亡事故多発警報

が発令をされました。20年前、30年前と比較を

しますと死亡事故は半減したとはいえ、毎

年6,000名を超すとうとい人命が失われることは

看過できない事態。本県の昨年の死亡事故状況

は89件96人であり、増加は件数にして11件、人

数18人となっています。県警察本部は、交通事

故の総量抑制と交通事故抑止のために、第８次

宮崎県交通安全計画において平成22年度までの

数値目標を立てられました。その数値は死者数

を61人以下、死傷者数を１万1,000人以下とし、

そのための取り組みも検討されてきたところで

す。そこで、今回の発令経緯と対策及び期間中

の交通事故発生状況と今後の抑止対策を伺いま

す。

続きまして、交通違反取り締まり状況につい

て伺います。警察本部は、さきに述べた交通安

全計画の中で、悪質・危険性、迷惑性の高い違

反に重点指向した指導取り締まりや、その効果

を打ち出しています。そこで、平成18年度中の

交通違反取り締まりの状況をお示しください。

３つ目です。信号機の設置状況についてお伺

いします。人や車のスムーズな流れの確保は交

通事故発生抑止の見地からも必要なことであ

り、そのための信号機の設置は推進すべき行政

責任だと考えています。しかし、予算措置を伴

う事業だけに、県民要望と実施事業においては

大きな隔たりがあると考えられます。平成18年

度の状況をお伺いします。

以上で壇上からの質問を終わります。よろし

くお願いいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

まずは、議会改革についてであります。議会

には、二元代表制の中で執行機関に対する

チェック機能が求められているのはもちろんで

ございます。その活動が県民にわかりやすく、

開かれたものであることが必要であると考えて

おります。このような中で、県議会におきまし

ては、議会改革等検討委員会の設置や質問方式

の見直し、また政務調査費の透明化への取り組

みがなされるなど、県民に開かれた議会の運営

や、県民により信頼される県議会の確立に向け

た取り組みが確実に進んでいるのではないかと

評価させていただいており、議会の透明度もま

すます向上していくものと期待しております。

今後とも、我々執行機関との真剣かつ活発な議

論が行われますとともに、県議会におかれまし

ても、改革に向けた積極的な取り組みを期待す

るものでございます。
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続きまして、マスコミ活動等についてであり

ます。私は、私のマニフェストで県民の皆様と

約束させてもらったとおり、知事就任以来、宮

崎のＰＲ、知名度とイメージのアップにどうつ

ながるかを最優先に考え、テレビ出演を初め、

さまざまなメディアの取材を受けているところ

でございます。「宮崎が有名になった」「宮崎

を誇りに思う」との声もいただいております

が、一方で、「テレビに出過ぎだ」とか、「出

る番組を選ぶべきだ」という声をいただいてい

るのもまた事実でございます。しかし、ニュー

ス番組等特定の番組に出ているだけでは、特定

の人々にしか周知をしてもらえないのも事実で

あり、これを全国的に広めるために、そして全

国的に宮崎を知っていただくためには、あらゆ

る番組を網羅し、平等に出演する必要があると

考えております。しかしながら、品格や品位に

つきましては、こうした声を真摯に受けとめな

がらも、今の宮崎県にとって高い知名度を定着

させることが必要であるかと考えております。

このため、引き続き知事としての職責を踏ま

え、健康面にも留意しながら、あらゆる機会を

通じて効果的に宮崎のＰＲに尽力してまいりた

いと考えております。

続きまして、高千穂線についてであります。

高千穂鉄道は、御案内のように、第三セクター

の会社として発足当初から、毎年のように6,000

万円から7,000万円の赤字を出し、県と沿線市町

から多額の財政支援を受けながら鉄道事業を経

営してまいりました。しかしながら、平成17年

９月の台風14号により甚大な被害を受け、その

復旧や維持補修に数十億に上る多額の経費を要

すること、また道路整備の進 や少子化の進行

による利用者の減少など、将来予測も踏まえた

経営の見通しに立って、県と沿線市町で十分検

討した結果、やむなく経営を断念したものであ

ります。このような経緯からして、再び鉄道経

営に財政支援を行うことは困難ではないかと考

えております。なお、現在、民間の力で鉄道再

開を目指しておられる神話高千穂トロッコ鉄道

の熱心な取り組みとその支援の動きに対しまし

ては、敬意を表する次第であり、残された期

間、全力で取り組まれるものと考えておりま

す。私といたしましても、引き続きメディア等

を通じて、高千穂のＰＲ等に全力で取り組んで

いきたいと考えております。

続きまして、災害時安心基金に関するお尋ね

であります。まず、災害時安心基金の目的等に

ついてであります。平成17年の台風第14号など

により多くの県民の方が被災されましたが、国

の支援制度では対象とならない床上浸水が多数

発生したことや、年収や年齢制限などから支援

を受けられない人が多数おられました。このた

め、今後このような状況が生じないよう、いつ

起こるかわからない大規模な災害発生時に速や

かに被災者の生活支援ができるよう、この基金

を設立したところでございます。基金の設置に

当たりましては、共同設置者である市町村とさ

まざまな観点から議論を重ねてまいりました

が、基金の支援対象となる災害の規模につきま

しては、これらの議論や、また昨年９月の県議

会での決議、隣県の制度等を総合的に勘案し、

被災者生活再建支援法が適用される大規模な災

害としたところでございます。

次に、災害時安心基金の柔軟な対応について

であります。基金の対象とならない小規模災害

におきましても、住宅が全壊するなどの被害を

受けられた方がおられ、その支援のあり方が課

題となっていることは十分認識しております。

また、県議会からも、中山間地域について、都
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市部に比べ住宅が分散しており、支援の対象と

ならない可能性が高いなどとして適用基準の見

直しの要望をいただいているほか、市長会から

も、小規模な災害について制度の弾力的運用等

の要望を受けているところでございます。一方

で、こうした適用災害の範囲拡大により基金の

枯渇を早め、県と市町村の財政負担の増加を招

くという財政面の課題のほか、災害の少ない市

町村の負担感が増大するなどの課題もありま

す。いずれにしましても、今後、市町村と一緒

になって検討してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、建設産業の倒産・廃業等につい

てであります。県におきましては、昨年末の談

合事件を踏まえ、県民の県政への信頼を回復さ

せるため、透明性、競争性の高い入札・契約制

度の確立に向けた改革に取り組んでいるところ

でございます。しかし、競争性が高まった結

果、建設産業の経営環境が急激に変化しており

ます。本県における民間投資を含めた建設投資

は、平成５年度の8,384億円をピークに、平成18

年度には4,565億円と約45％も減少している一

方、建設業者は８％程度の減少にとどまってお

り、今後も建設投資の伸びが見込めないことを

考えますと、さらに厳しい状況も予見されると

ころでございます。このような状況にあります

ことから、県といたしましては、地域における

建設産業の役割等を十分に考慮しながら、制度

の検証を行いつつ、入札・契約制度の改善を

図ってまいりたいと考えております。

なお、今回の制度改革に当たりましては、県

議会や民間有識者の意見や提言、多くの県民の

皆様からのパブリックコメントを踏まえるとと

もに、建設関係団体とも協議を行い、３月に

「入札・契約制度改革に関する実施方針」を策

定したものでございます。今後とも、関係団体

等を含め幅広く意見を伺いながら、よりよい制

度の構築に向けて全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、宮崎の観光のよさとそれを生か

した誘客の取り組みについてであります。私

は、本県観光には、太陽と緑といった従来から

の南国イメージだけではなく、天孫降臨などの

神話・伝説、マリンスポーツやトレッキングな

どの体験、四季折々の新鮮でおいしい食材、都

会では味わえない温かみのあるおもてなし、そ

していやしなど、さまざまな魅力があると考え

ております。今後、観光客のより一層の増加を

図るためには、観光客の皆さんにこのような魅

力に触れていただき、宮崎のファンとなり、リ

ピーターとなって、口コミで宮崎のよさを広め

ていただくことが重要であります。真の宮崎の

セールスマンは、宮崎に来た人だと思っており

ます。このため、宮崎の魅力を全国に向け積極

的に発信していくとともに、訪れた方々に満足

して帰ってもらえるよう、県民総力戦で「おも

てなし日本一の宮崎」づくりに取り組んでいき

たいと考えております。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えを○総務部長（渡辺義人君）

いたします。

物品の管理状況であります。不適正な事務処

理で購入いたしました備品につきましては、今

回の全庁調査におきまして、業者の帳簿や納品

書等との照合を行い、品目、購入年月日、購入

価格等の特定をすべて終了し、所属ごとに整理

を行ったところであります。しかしながら、こ

れらの備品につきましては、正規の購入手続を

経ていないために、備品台帳には登録されてお

りません。このため、関係所属に対しまして、

遅くとも10月の上旬までには備品台帳への登録
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が完了するように指導をいたしたところであり

ます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○地域生活部長（丸山文民君）

えします。

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律」の内容についてであります。この法律は、

地域公共交通の活性化や再生を図るため、市町

村による地域公共交通の総合計画の作成や、そ

の計画に基づく路面電車、バス、船舶などの運

送の高度化、あるいは鉄道再生のための事業な

どの実施に関する措置について定めておりま

す。このうち鉄道再生事業につきましては、廃

止の届け出がなされた鉄道について、市町村

や、当該廃止の届け出をした鉄道事業者、住民

などの関係者全員の合意により再生実施計画を

作成することや、鉄道事業法上の各種の届け出

について、手続の特例が設けられているところ

であります。この事業は、廃止の届け出をした

当該鉄道会社による再生を図ろうとするもので

ありまして、第三セクターでの経営を断念した

高千穂鉄道につきましては、この法律に基づく

再生は考えられないところであります。なお、

この法律の制定に伴う鉄道事業に対する新たな

国の助成措置は講じられていないところであり

ます。

次に、鉄道事業法に定める特定目的鉄道につ

いてであります。鉄道事業法では、鉄道事業の

許可に当たって、４つの許可基準が定められて

おります。まず１つ目が、事業計画が経営上、

適切なものであること、２つ目が、事業計画が

輸送の安全上、適切なものであること、３つ目

が、その他、事業遂行上、適切な計画を有する

こと、４つ目が、事業をみずから的確に遂行す

るに足る能力を有することとなっております。

いわゆる特定目的鉄道、すなわち観光目的の旅

客輸送を専ら行う鉄道事業の場合は、ただいま

申し上げましたこの許可基準が、２つ目の輸送

の安全性の確保、それから４つ目の事業遂行能

力の２つに緩和をされております。しかしなが

ら、鉄道事業において最も重要である輸送の安

全性は、安定的な経営がなされて初めて確保さ

れるものでありますことから、特定目的鉄道の

許可に当たりましても、経営面や資金面につい

て、国の慎重な審査がなされると聞いておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

みやざき学園の預けについて、相談から報告

までの経緯についてであります。みやざき学園

の預けにつきましては、４月10日に学園から相

談を受けた際に、主管課であります児童家庭課

は学園に対して、所属の責任で詳細な調査を行

い報告するよう指示をしたところであります。

その後、園が調査を実施しましたが、証拠書類

等も少なく、預けのほかに小口、不正な現金が

あるなど複雑な事案であったために時間を要

し、５月８日に児童家庭課に文書で報告があっ

たものであります。児童家庭課の対応としまし

ては、同日、福祉保健課に報告を行い、早速現

地に赴き、会計書類の調査や関係職員の事情聴

取を行うなど、可能な限りの事実把握に努めた

ところであります。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。

修学旅行の誘致についてであります。修学旅

行につきましては、海外を含めた観光地間競争

の激化に加えまして、修学旅行ニーズが周遊型

から体験学習型に移行していること等によりま

して、近年の誘致実績は大変厳しい状況にあり
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ます。このため、県といたしましては、このよ

うなニーズの変化にこたえられるよう、日南海

岸等におけるマリンスポーツや、リサイクル施

設における環境学習、農家民泊など、本県の有

する地域資源を活用した体験メニューの開発等

に努めているところであります。また、県内外

への誘致の働きかけでありますけれども、これ

につきましては、大都市及び近県の学校に対す

る直接のセールス活動はもとより、旅行会社へ

の訪問による誘致・ＰＲや、修学旅行担当者の

招聘、さらには関係機関と連携した合同説明会

の開催など、積極的な働きかけを行っていると

ころでございます。修学旅行は安定した市場で

ありまして、将来の誘客も期待できますことか

ら、今後さらに、市町村や観光業界と一体とな

りまして誘致促進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〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（野口宏一君）

えいたします。

建設産業の支援策についてであります。これ

まで県におきましては、中小企業制度融資や新

分野進出のための専門家による経営相談、新分

野進出セミナーの開催、経営革新プラン策定に

対する助成などを通じて、新分野への進出を図

ろうとする意欲ある企業の取り組みを重点的に

支援してきたところでございます。今回、補正

予算としてお願いしております事業は、これま

での支援策を強化するもので、今後の建設業経

営に悩んでいる業者を対象にした地区別の講習

会を開催するほか、地域に密着している商工会

議所等を総合的な相談窓口として、税理士や中

小企業診断士等の専門家で構成する経営支援チ

ームにより、経営方針決定に係る助言等を行う

こととしております。また、建設業も営みなが

ら新分野に進出する企業に対し、従来の支援策

では対象とならない設備の整備や研修経費の一

部を補助するなど、ハード・ソフト両面にわた

る助成を通じて、新分野における事業定着を支

援してまいります。今後とも関係部局と十分連

携を図りながら、厳しい経営環境にある建設業

者に対し、きめ細かな支援に努めてまいりたい

と考えております。

次に、公共工事現場点検強化事業の導入の背

景等についてでございます。公共工事の縮減や

条件付一般競争入札の導入に伴い、落札率が低

下し、手抜き工事や下請業者への不当なしわ寄

せなどによる公共工事の品質低下が懸念されて

おります。また、公共工事では、品質確保はも

とより、一括下請や現場技術者の配置義務違反

など、不良不適格業者による施工の排除も重要

であります。このため、落札率が低い工事や下

請金額の割合が大きい工事等について、施工体

制監視チームによる施工体制の重点点検等を抜

き打ちで実施し、不適切な施工を防止するとと

もに、適正な品質の確保を図ることとしたとこ

ろであります。また、監視チームの点検に加

え、監督業務の重点実施や中間検査の追加実施

を行うなど、工事監督・検査体制を充実強化し

ているところであります。以上でございます。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

修学旅行についてであります。修学旅行は、

見聞を広め、自然や文化などに親しむととも

に、集団生活のあり方について学習するなどの

教育的なねらいを持って行うものであります。

このため、その行き先につきましては、児童生

徒や保護者の意見も十分参考にしながら、各学

校が主体的に判断し、決定をいたしておりま

す。以上でございます。〔降壇〕
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〔登壇〕 まず○警察本部長（相浦勇二君）

は、死亡事故多発警報の発令関係についてお答

えいたします。今回の死亡事故多発警報の発令

経緯と対策についてでございます。本年７月か

ら８月にかけての25日間に、県下で12件の死亡

事故が発生いたしました。特に８月に入り７日

間の間に６件の死亡事故が発生しましたことか

ら、８月９日からの10日間、全県下に対しまし

て、県交通安全対策推進本部長である県知事か

ら、死亡事故多発警報が発令されたものであり

ます。警報の発令は、地域住民の注意喚起と関

係機関・団体による総合的、集中的な事故防止

対策の推進を行い、死亡事故の抑止を図るもの

であります。警察といたしましては、その趣旨

にのっとって、警察官を最大動員し、交通指導

取り締まりを強化いたしますとともに、関係機

関・団体と連携して、県民の交通安全意識の高

揚を図るための広報啓発活動等に努めたところ

でございます。

期間中におきましては、事故の発生件数ある

いは負傷者数は、期間前直近10日に比しまして

減少いたしましたものの、死亡事故につきまし

ては、直近10日間と同数の７件という大変残念

な結果に終わりました。その後、８月下旬から

今月上旬には、さすがにこのときに比べますと

多少落ちつきは取り戻しておりますけれども、

予断は全く許さないという状況で推移をいたし

ております。警報発令の前後を含めた８月中の

死亡事故16件の特徴を見ますと、65歳以上の高

齢者が13人、約８割を占めております。これは

従来以上に高齢者の割合が高く、今後とも高齢

者対策が大きなポイントであると認識をいたし

ております。

今後の抑止対策についてでございますが、当

県警察といたしましては、こうした現状を厳し

く受けとめて、重大事故に直結する悪質・危険

性の高い交通違反、そして死亡事故の原因を踏

まえた交通指導取り締まりをさらに強化し、特

にこれから年末にかけましては、現状を踏まえ

て、高齢者の交通事故防止のための高齢者に対

する安全教育、高齢者にやさしい運転、これら

の励行を初め、飲酒運転根絶対策や夕暮れどき

の街頭指導を強化するなど、関係機関・団体と

連携した総合的な対策を推進してまいる所存で

ございます。

次に、平成18年中の交通違反取り締まり状況

についてお答えいたします。警察におきまして

は、重大事故に直結する悪質・危険性の高い違

反を重点に取り締まりを推進しているところで

ございますけれども、18年１年間の取り締まり

総件数を見ますと、総計で約10万6,000件でござ

います。その内訳を単純に件数の多い順に申し

上げますと、シートベルト違反が約４万件、全

体の37.9％、スピード違反、約２万4,000件、全

体の22.3％、一時停止違反、約１万4,000件、全

体の13.4％、携帯電話使用違反、約１万件、9.1

％、信号無視違反、約8,000件、7.6％となって

おりまして、以上の違反で全体の約９割を占め

ております。また、このほか、特に悪質な違反

として飲酒運転の検挙につきましては、件数で

いいますと約1,000件、パーセントでいいます

と0.9％となっております。警察といたしまして

は、冒頭述べましたとおりでありますが、今後

とも悪質・危険性の高い違反を重点に、適正か

つ効果的な交通指導取り締まりを推進してまい

る所存でございます。

次に、平成18年度の信号機の設置状況につい

てお答えいたします。申すまでもなく信号機

は、交通の安全・円滑を図るために最も重要な

交通安全施設の一つでありますが、これまで県
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内に2,160基の信号機を整備してきております。

平成18年度については、既定事業により17基を

整備したほか、高齢者のための信号機新設整備

事業として９基、合計で26基を整備したところ

であります。なお、本年度も昨年同様、計26基

の信号機を整備することといたしております。

県民からは、これまでに約400カ所に対する信号

機の設置要望が寄せられておりますことから、

当県警察といたしましては、今後とも交通事故

の具体的な発生状況、交通量、通学路の有無等

を総合的に判断して、必要性の高い箇所から順

次設置をしていくという考え方で、整備を推進

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

再質問を自席から一問一答式○松田勝則議員

でさせていただきたいと思います。

警察本部長、簡潔な御答弁ありがとうござい

ました。大変、交通事故がふえておりまして、

また、それに対する県警察職員の方々の懸命の

活動も、私ども承知しております。ますます、

よろしくお願いいたします。

では、再質問の１つ目、伺います。県土整備

部長にお伺いします。入札制度改革についてで

す。確かに信頼回復が緊急の課題であったこと

は受けとめております。結果として、余り性急

じゃなかっただろうか、こんなふうに考えてお

ります。また、建設業は中小零細企業も多いの

が特徴ですよね。例えば建設業協会に加盟して

いるのは約780社、しかし、県内には約5,500社

の建設関連企業があります。そのような中小零

細企業の声を幅広く吸い上げる枠組みがあるの

か、それについてお伺いします。

ただいまのお○県土整備部長（野口宏一君）

尋ねでございます。現在、県におきましては、

一日も早く県民の皆さんの県政に対する信頼を

回復するため、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いるところ

でございます。今回の制度改革に当たりまして

は、民間の有識者の御意見でございますとか、

県民からのパブリックコメントを踏まえるとと

もに、専門工事業や建設業関連業種等を含めて

構成されている建設産業団体連合会というもの

がございます、この連合会、29団体、会員数

は、延べ１万4,000社になっておりますけれど

も、こういうところとも協議を行ってきたとい

う状況でございます。今後とも、関係団体等を

含めまして幅広く意見を伺いながら、よりよい

制度の構築に向けて取り組んでまいりたいと

思っております。

今後も、きめの細やかな情報○松田勝則議員

収集をお願いしたいと思います。

次に、転業支援について伺います。確かにそ

うなんですよね。現在、新規事業に取り組んで

いるのは、体力のある大規模な事業者の関連事

業としての存在になっています。実際、建設業

界の完全転業は、わずか１社しかない、このよ

うに聞いています。この施策を実効性の高いも

のにするために、完全転業を図るにはどんげし

たらいいか、これをお伺いします。また、中小

建設企業の方に伺いますと、借金があるから廃

業できないという声もあります。それがタイミ

ングを逃して、結局は負債を増加させて、その

結果として連鎖倒産という被害を拡大させてし

まうことになりかねません。このような転業支

援は、確かに県土整備部だけで責任を負うとこ

ろではないと思うんですけれども、入札制度改

革によって生じた事態であり、責任をとって取

り組んでいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

現在、県にお○県土整備部長（野口宏一君）
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きましては、庁内で横断的な組織といたしまし

て、建設産業活性化支援連絡会議を設置してい

るところでございます。引き続き、この連絡会

議を通じまして関係課と十分連携を図りなが

ら、今回お願いしております新規事業等を活用

いたしまして、厳しい経営環境にございます建

設業者に対して、きめ細やかな支援を行ってま

いりたいと考えております。

きめの細やかなサービス、ま○松田勝則議員

た連携をぜひよろしくお願いいたします。

続きまして、同じく部長にお伺いします。公

共工事現場点検強化事業です。先ほど質問にも

挙げたんですけれども、おおむね80％未満とい

うことですよね。80％未満ということは、工事

内容が不安だという認識があるんじゃなかろう

かと私たちは思っております。今、現実に80％

以下の落札で行われている工事があります。そ

の意味では大きな懸念があるとも考えられます

が、ピックアップした工事だけじゃなくて、80

％以下、そのすべての工事において早急に再

チェックも必要じゃないかと思いますが、いか

がでしょうか。

お答えいたし○県土整備部長（野口宏一君）

ます。

過去に完成した工事の例を分析してみます

と、落札率がおおむね80％未満となるものにつ

いて、工事目的物のできばえですとか、あるい

は施工手順等を評価する工事成績というものが

ございますけれども、これが低い工事の割合が

増加するという傾向にございます。そして、工

事関係につきまして、県の発注工事では、従来

からすべての工事について、中間検査でござい

ますとか、完成検査といった、それぞれの施工

段階で適切に監督、検査を実施してきている状

況でございます。しかしながら、最近、落札率

が低い工事が増加しているということから、工

事中の重点点検でございますとか、中間検査の

追加実施、さらには、先ほど申し上げました監

視チームによる施工体制の重点点検、これらに

より、より一層工事監督・検査体制を強化し

て、工事品質が低下することがないように、で

きるだけの措置をとっているところでございま

す。

これに関しましても、きめ細○松田勝則議員

やかな対応をどうぞよろしくお願いいたしま

す。

続きまして教育長に、修学旅行について再度

質問いたします。例えば隣の鹿児島県との比較

で見ますと、宮崎県の小学校、平成16年データ

で見ますと、宮崎から鹿児島に212校、訪問して

います。翻って、鹿児島県の小学校は宮崎県に

どれだけ来ているかというと40校、これだけし

か来ていません。これは余りにもアンバランス

と言えるんじゃないんでしょうか。県として

も、宮崎県に来てくれるところに行くという姿

勢が必要ではないかと思います。見解をお願い

いたします。

それからもう一つ、続けて伺います。本県観

光の振興策について、知事、それから担当部長

にお伺いいたします。皆様のお手元に、出版さ

れている書籍のコピーを配付させていただきま

した。これによりますと、日南海岸、それから

青島の波状岩は、「鬼の洗濯板」と「鬼の洗濯

岩」、表現が２通りあります。また、私の手元

にある県内出版の観光冊子にも２通りの表現が

なされています。最近配られた冊子です。せっ

かくの宮崎観光のポイントです。ここはぜひ呼

び名を統一しまして、それによって新たなＰＲ

の一端となりはしないかと思います。商工観光

労働部長の見解をお聞かせいただきます。
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確かに小学校では、○教育長（高山耕吉君）

本県からは鹿児島県の割合が最も高い傾向を示

しております。鹿児島県からは少ないという状

況もあります。中学校におきましては、九州管

内から関西方面に行き先を変更する学校が増加

しているという状況もございます。今後そう

いったことも含めまして、研究をしてまいりた

いというふうに考えております。

日南海岸○商工観光労働部長（高山幹男君）

の波状岩についてでございます。ここにコピー

で示していただいたわけですけれども、いろい

ろ調べてみますと、例えば文化庁のホームペー

ジに「文化財選集」というのがあるんですけれ

ども、ここでは「鬼の洗濯板」としておりま

す。また、国土地理院が出しております「日本

の典型的地形一覧」、これでは「鬼の洗濯岩」

と、そういったそれぞれ異なった呼称がござい

ます。そういったことで、いろいろ文献調べた

んですけれども、この２つの呼称を統一すると

いうのはなかなか難しいというふうに考えてお

るんです。例えば県庁の正面玄関横で県の観光

案内をしていますが、ここでは「鬼の洗濯板」

としておりますし、地元の宮崎市が出しており

ます観光パンフレット、これは「鬼の洗濯板」

としておられます。そういうことを見まして、

今後の観光客誘致につきましては、「鬼の洗濯

板」で対応していきたいというふうに考えてお

ります。

ありがとうございました。教○松田勝則議員

育長は先ほど、そういった鹿児島県あるいは隣

県との学校と研究するとおっしゃいました。研

究するっていい言葉なんですけれども、具体的

に、知事がそうであるように、他県に交渉に行

かれるとか、そういった行動を起こされるのか

どうか、その辺をもう一度お聞かせいただきた

いと思います。

修学旅行の行き先に○教育長（高山耕吉君）

つきましては、学校が判断をするわけでござい

ますので、教育事務所あるいはまた市町村教育

長、委員会等も通じましてそういった話をしま

して、研究等を進めさせていただきたいという

ふうに考えております。

かしこまりました。十分研究○松田勝則議員

をしていただきたい、このように思います。

続きまして、観光のほうなんですけれども、

洗濯岩、洗濯板、統一は難しいと伺いました

が、せめて県の発行している刊行物におきまし

ては統一を図っていただきたいな、このように

思います。

次の質問をさせていただきます。カジノで

す。カジノ制度化につきまして、商工観光労働

部長に伺います。本県は４～５年前から、東

京、神奈川、静岡など６都府県でカジノ研究会

を立ち上げましたね。これらの活動実績や研究

成果をぜひお聞かせください。

ただいま○商工観光労働部長（高山幹男君）

の御質問にございましたように、平成15年２月

から平成16年３月にかけまして、今おっしゃい

ました地方自治体カジノ研究会というのに宮崎

を含めた６都府県で参加して、地方自治体の立

場から、我が国にカジノを導入する場合の設置

・運営手法でありますとか、規制のあり方など

について考え方を整理して、研究報告書として

取りまとめております。その後、平成16年８月

に、研究会のメンバーであります同じく６都府

県で、地方自治体カジノ協議会というのを設置

して、地方自治体が考えるカジノの望ましいあ

り方などについて協議を行っていたんですけれ

ども、現在、18年以降につきましては協議会は

開かれないというような状況にございます。以
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上でございます。

かしこまりました。開かれな○松田勝則議員

いといえども、また方向性を探っていただきた

いと思います。

次は、同じカジノ制度化について、知事にお

伺いいたします。カジノを制度化するには、御

承知のとおり、刑法185条及び186条の改正が必

要となります。国会内には超党派による法制化

の議員連盟もあるようですね。観光客の集客施

設として期待する自治体もあります。一方で

は、法制化のハードルの高さ、社会的影響、そ

れから青少年の教育に配慮して否定的な意見が

あることも事実です。知事、オーシャンドーム

の跡地利用について、カジノというお声も出た

ようですが、カジノの制度化につきまして、知

事の所見をお聞かせください。

御案内のとおり、カ○知事（東国原英夫君）

ジノにつきましては、観光、経済等に資するも

のだと考えております。昨年６月に、自民党の

小委員会におきましても、「我が国におけるカ

ジノ・エンターテイメント導入に向けての基本

方針」ということで策定して、議員立法による

法案提出を目指されているとは伺っております

が、その後ちょっと活発な動きがないというの

も事実でございます。数年前ぐらいに、東京都

並びに沖縄等々も、地方も含めまして、国はカ

ジノに非常に積極的な動きを示されておったん

ですが、ここのところ非常にそれが鎮静化して

いるという事実がございますね。どうもそれに

よって、お隣の韓国とか中国等にカジノが行

き、そこが、是非もあるんでしょうけれども、

活性化していることは事実ですね。我が国は数

年来ちょっと消極的であるということが、非常

に私は疑問であります。そういった意味では、

治安とか教育面等でその懸念も指摘されている

ところでございますが、県といたしましては、

引き続き国の動向を大いなる関心を持って見守

りたいと思っております。

大いなる関心を持つことを宮○松田勝則議員

崎県から発信されますと、日本じゅうから、ま

た宮崎県が注目されるかと思います。よろしく

お願いいたします。

続きまして、知事、もう一つお伺いします。

本県の観光資源の世界遺産登録、これについて

お伺いします。今日の本県の観光客の増加は、

いわゆる東国原知事人気、個人の魅力に支えら

れたものでしかない、こんなふうに思っていま

す。縁起でもない話で申しわけないんですけれ

ども、知事がいなくなったら宮崎県は就任以前

に逆戻り、いや、それより悪いんじゃないだろ

うかと、こう思っておるんですが、知事が知事

であるからこそ、今後の10年後、20年後を見据

えた施策を展開していくべきだと、このように

思っております。そこで、提案申し上げます。

本県の観光資源を世界遺産登録へ挑戦してはい

かがでしょう。御承知のとおり、日本国内には

自然遺産が３件、文化遺産11件、計14件が世界

遺産として指定されています。地域的には47都

道府県中の16都道府県に及んでいます。また、

ことしは、文化遺産として登録をされた「石見

銀山遺跡とその文化的景観」は、政府の暫定リ

スト掲載地を勇気づけました。高千穂峡、青島

の鬼の洗濯板、さらには綾の照葉樹林を自然遺

産として、あるいは西都原の古墳群を文化遺産

として研究してみるのも夢のある話だと考えて

います。知事の意欲ですとか考え方をぜひお聞

かせください。

ただいま知事がいな○知事（東国原英夫君）

くなったらどうするのかということで、その流

れによると知事を世界遺産にということでござ
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います（笑声）。そういうことではないと思っ

ているんですが、そういうふうに文脈がちょっ

と聞こえたものですから、失礼いたしました。

世界遺産というのは、御案内のように、ユネ

スコ世界遺産委員会が「世界遺産一覧表」とい

うことで決定するものでございます。本年７月

現在、851件指定されていると思っております。

御案内のように、日本では法隆寺とか石見とか

屋久島とか、そういったところが世界遺産に指

定されているわけでございます。本県につきま

しても、文化遺産と自然遺産が非常に豊富であ

ると思っております。でも、年を追って世界遺

産がふえ続けておりますので、その審査基準が

非常に厳しくなっているということは事実でご

ざいます。そうであっても、県内の観光資源

が、あるいは自然資源が世界遺産に認定される

というのは、観光資源あるいは経済的にも非常

に資するものだと考えておりますので、本県か

らの世界遺産登録へ向けての可能性、御案内の

ように夢を持ち続けて、今後とも邁進していき

たいと思っております。

知事を世界遺産というのは○松田勝則議員

びっくりいたしました。ありがとうございま

す。ぜひそのような取り組み、頑張っていただ

きたいと思います。

続きましての質問になります。裏金発覚から

記者発表までの経緯についてお伺いをいたしま

す。先ほど福祉保健部長の答弁によりますと、

現場から相談を受け、児童家庭課が現場に出向

いたのは、５月に報告書が上がってきてからで

すよね。４月時点のみやざき学園からの報告

は、全庁的な問題へ発展する可能性が大いに

あったにもかかわらず、その調査を学園側に任

せて、約１カ月間、本庁から帳簿の確認にすら

出向いていないということは、非常にゆゆしき

問題ではないでしょうか。このことは、発覚を

先送りにして、うやむやにしよう、こう思って

いたんじゃなかろうかと思われても仕方ないん

じゃないでしょうか。現場は一児童福祉施設と

いうこともあり、児童への影響を考え、現場の

責任を尊重して、情報に精度を持たせる、そう

いった意味で慎重に対応されたことは理解でき

ます。でも、担当課においては現場と慎重かつ

迅速に連携をとるということは教訓にすべき

だ、このように私たちは考えております。

続きまして、先ほども伺いました備品管理体

制について伺います。２万円以上の備品台帳が

完全ではないということですよね。備品台帳

は10月上旬に登録完成を目指すということで

す。でも、業者からの納品書はあるものの、所

在確認ができていなかったものはないんでしょ

うか。つまり業者さんは納品をした、でも、備

品台帳に記載できないものがあったのではない

か、この点をお伺いします。

預け等の不適正な○総務部長（渡辺義人君）

事務処理により購入いたしました備品は、数に

して約1,200でございます。そのほとんどは現物

確認ができております。しかしながら、これは

全庁調査報告書の中にも記載しておりますけれ

ども、西臼杵支庁において所在確認ができな

かったものが２品ございます。そのうち一つが

パソコン用のメモリーであります。もう一つが

ビデオカメラ用のメモリーでございます。金額

にすると、両方合わせまして６万1,133円の備品

でございますけれども、この２品の確認ができ

なかったということであります。

今伺いました、西臼杵支庁で○松田勝則議員

２点ですね。ＵＳＢメモリー、それからビデオ

カメラのメモリーの現存確認ができていないと

いうことですけれども、備品の現存確認ができ
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ていないということは、職員が勝手に持ち出し

たか、あるいは勝手に廃棄をした、破棄をした

んじゃないか、そういうふうに判断されても仕

方ないんじゃなかろうか、こう思います。そう

なると、公務に無関係の個人的使用、それから

着服などがなかったという報告は、報告書の内

容と食い違ってくるんじゃなかろうか、このよ

うに思います。

また、最終報告では、裏金で購入されたもの

にこんなものがありましたね。これを見て県民

は驚きました。また、怒りを覚えました。血圧

計、電子カーペット、アルカリイオン整水器、

図書カード、野球部ユニフォーム、そして稟議

書もないような、職員、それから実習生の研修

会の参加費、この充当などです。これは県民目

線で見ていったら、公務に関係しているとは到

底理解ができません。知事、これは私的流用と

判断してもいいんじゃなかろうかと私たちは思

うんですが、いかがですか。このままでは、職

員の個別的処分を避けるために、私的流用がな

かったということが前提で作成された最終報告

書のようにも映ります。知事の見解を伺いま

す。

私的流用について○知事（東国原英夫君）

は、その定義づけ、枠づけというのが非常に慎

重になされなきゃいけない、あるいは微妙な問

題だと思います。他府県におきまして、例えば

長崎の場合は、私的流用というのは明らかに個

人的な飲食等でお店のツケ回しを払ったとか、

商品券を購入、着服したという明快な事例が出

ておるんでございますが、本県におきまして

は、公務に関するもの、例えば野球ユニフォー

ムであれば福利厚生に関するものであり、それ

を個人的に使用したという事実はないわけでご

ざいます。それで、私は、ここは私的流用では

ないというような判断をしたところでありま

す。未確認の２品目のメモリーなんかもそうな

んですが、物品管理のずさんさは否めないもの

ですが、私的流用と断定するには少し厳しいも

のがあるかなとは考えております。いずれにし

ろ、著しく不適正であるということは揺るぎな

い、変わりないことでありますから、今後の職

員の処分に関しましては、他府県の事例等も勘

案しながら、厳しく厳正に、停職、減給なども

含めて対処したいと考えております。

厳正な処分、これを多くの県○松田勝則議員

民は求めております。再度、知事にお伺いしま

す。公務に無関係の私的流用 個人的流用で―

すね 着服などがなかったかどうか、私的流―

用がなかったかということをみんなが知りたい

んですけれども、この観点で、この部分に集中

して再調査をなされるおつもりはあるのかない

のか、この点についてお伺いをいたします。

この件に関しまして○知事（東国原英夫君）

は、内部調査委員会を初め、外部調査委員会に

も特別にヒアリング等も、あるいは現場での物

品管理の調査も厳正に行ったという報告を受け

ております。私はこの報告がすべてではないか

と考えておりますので、再度調査というのは今

のところ考えておりません。

わかりました。○松田勝則議員

続いて購入価格、この点についてお伺いをい

たします。返金すべき金額の算出において、公

用使用物についても、本庁総務事務センターが

取引した場合の平均的価格差を８％程度とした

にもかかわらず、15％相当を損害額と想定し、

年利２％の利率で計算した額を返還すべき利息

相当額とする方針は、ある程度理解はできま

す。しかし、最終報告書の中には、余りにも市

場価格から逸脱した値段で購入している物品が



- 106 -

幾つかありますね。

幾つか例を挙げます。福祉保健部、ここの中

央福祉相談センターのコピー用紙代のみで200

万8,971円、これは一体どのくらいの量を購入さ

れたんでしょうかね。また、農政水産部です。

南那珂農林振興局、ここでレーザープリンター

を買っています。これは２台で91万6,000円。ち

なみに、同じ農政水産部営農支援課でもレーザ

ープリンターを購入していますが、こちらは３

台で67万950円、単価にすると倍違うんですよ。

大きさや性能が違うのかもしれないんですけれ

ども、しかし、同じ農政水産部での購入にもか

かわらず、余りにも購入価格が違い過ぎやしま

せんか。

次に行きます。福祉保健部都農食肉衛生検査

所のパソコン、パソコンのプロジェクター、ス

クリーン、これが136万3,950円でした。農政水

産部では同じプロジェクター、スクリーンを16

万6,300円で購入しています。同じようなプロ

ジェクター、スクリーンで10倍近くも購入価格

が違うというのは、これはどういうことでしょ

うか。そして、農政水産部東臼杵農林振興局の

シュレッダーがありますね。このシュレッダ

ー、49万2,450円、ほうと思いました。私たち愛

みやざきの会派内のシュレッダーは4,980円で

買っております。100分の１です。手回しじゃあ

りません、電動式です。このように余りにも市

場価格とは大きくかけ離れた金額で購入してい

る備品が、これだけじゃありません、多数見受

けられます。市場価格との差額をキックバッ

ク、接待などに費やされたのではないかと疑わ

れても、これは仕方がないんじゃないでしょう

か。全員協議会では、そこまで追及した調査は

していないということでしたよね。でも、私た

ちは追跡調査をすべきだ、このように思いま

す。また、なぜそのような価格での購入になっ

たのか、それぞれの担当部長の説明を求めま

す。さらに、これらの物品はだれが必要と認め

て、それを上司が承認した上での購入であった

のかどうか、これをお尋ねします。

お答えしま○福祉保健部長（宮本 尊君）

す。

中央福祉相談センターのコピー用紙につきま

しては、平成14年４月から17年９月までの３年

６カ月、39カ月になりますが、この間に必要に

応じて購入したものの累計でありまして、枚数

で言いますと、合計で164万枚でございます。こ

れを１カ月当たりで見ますと約３万9,000枚であ

りまして、この職場には35名の職員がおります

ので、１人当たりでは１カ月平均約1,100枚に相

当いたします。市場価格との関係につきまして

は、用紙の大きさいろいろありますが、例えば

Ａ４判のコピー用紙１箱2,500枚入りにつきまし

ては、定価が5,750円のところを2,750円で購入

しております。

それから、都農食肉衛生検査所の購入の内訳

は、パソコンが１台、プロジェクター２台、ス

クリーン１台でありまして、定価が162万3,300

円のものを、おっしゃったように136万3,950円

で購入しておりまして、定価の84％程度で買っ

ているという状況でございます。なお、この都

農食肉衛生検査所は、 畜場１カ所と食鳥処理

場４カ所を管轄しておりまして、この 畜場、

食鳥処理場で、衛生管理部会とか衛生講習会等

で多人数を相手に病変の画像、こういったもの

をより早く正確に情報伝達するために鮮明に画

像を映し出す必要があることから、解析度の高

い、比較的高価なプロジェクターを購入したと

いうことでございます。これらの物品につきま

しては、それぞれの所属内でその都度、必要性

平成19年９月13日(木)



- 107 -

平成19年９月13日(木)

について協議の上、購入をしたものでありま

す。以上です。

お答えいたし○農政水産部長（後藤仁俊君）

ます。

南那珂農林振興局のレーザープリンターにつ

きましては、定価61万6,0 0 0円の商品を45

万8,000円で平成16年６月に２台購入いたしてお

ります。なお、営農支援課で購入いたしました

レーザープリンターとは、印刷できる用紙のサ

イズ、それから、両面印刷等の機能のありなし

といったような点で性能が異なっております。

次に、東臼杵農林振興局のシュレッダーにつ

きましては、定価70万3,5 0 0円の商品を49

万2,450円で平成18年８月に購入いたしました。

シュレッダーにつきましては、家庭や少人数で

使用する小型のものと業務用の処理量の大変大

きなものとの違い、それから裁断方法の違い、

こういったものからその価格に大きな幅がある

ようでございます。なお、これらの物品につき

ましては、所属内でその必要性について協議の

上、購入したということでございます。以上で

す。

福祉保健部長、コピー用紙な○松田勝則議員

んですけれども、普通の予算計上もできちょっ

て、それ以上にコピー用紙が必要になったわけ

でしょうか。それとも別途業務が生じたんで

しょうか。その辺をお伺いしたいと思います。

それから、農政水産部長、内容は承知をいた

しました。しかし、いただいた資料からはそれ

らが全く見えませんでした。そこまで突っ込ん

だ資料提供をいただきたかったと思います。

正当な予算で○福祉保健部長（宮本 尊君）

のコピー用紙代、需用費、これでも買っておる

かと思いますけれども、それ以外に必要なもの

をこちらで買ったということであります。

わかりました。今後、消耗品○松田勝則議員

においても、その使途と量をしっかりチェック

していただくように、強く要望いたします。

また、質問をさせていただきます。高価で重

要な備品、多々あります。これらを購入する際

には、使途及び規格を勘案した基準、これを設

けて購入時にはチェックする体制を配備すべき

だと考えます。総務部長のお考えをいただきた

いと思います。

備品については、○総務部長（渡辺義人君）

例えば畜産試験場とか、あるいは家畜保健衛生

所とか、それぞれの所属によって、備品の必要

度合いとか、どの程度のものを調達すればいい

のかとか、それぞれ千差万別であります。した

がって、統一的な基準というのはなかなか難し

いんですけれども、一応県の基準では、100万円

以上のものは重要備品ということでありますの

で、これについては特別な管理のもとにきちん

と管理をしているところであります。ただ、備

品については、先ほど来、話がありましたよう

に、預け等を用いて安易に調達をしがちだとい

うことは事実でありますので、その辺につい

て、やはり私どももきちんとしたチェックの目

を持つ必要があると思っております。正規の予

算で来たものについては、きちんと財政当局に

おいて一品一品その必要性等から吟味をしてい

るという状況でございます。以上です。

今後も、県民の納得のいく○松田勝則議員

チェック体制をつくっていただきたいと思いま

す。

再度質問いたします。宮崎県財務規則第157条

に「部局の長は、予算が成立したときは、当該

部局に係る備品の購入計画を立て、備品購入計

画書を作成して、予算成立の日から七日以内に

総務部長に提出しなければならない。」、こう
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あります。また、前項の備品購入計画を変更す

る必要が生じたときは、直ちにその変更部分に

係る備品購入計画書を作成し、総務部長に提出

しなければならないともありますね。この規則

なんですけれども、現在、機能しているのかど

うか、これを総務部長にお伺いいたします。

正規の予算執行手○総務部長（渡辺義人君）

続をとったものについては、十分に機能いたし

ております。以上です。

正規の手続をとったものにつ○松田勝則議員

いては機能しているということは、裏金には全

く機能していないということでよろしいんで

しょうか。

正規の執行手続を○総務部長（渡辺義人君）

経たものについては、きちんと報告をされてお

りますけれども、先ほど言いましたように、不

適正な形で購入をされた、預け等で購入をされ

たものについては、そもそも備品台帳に載って

いないわけでありますから、その辺から御推測

いただければ、おのずとそういう結論になろう

かと思います。

再度お伺いします。同じ財務○松田勝則議員

規則第150条では、一つの物品で取得価格または

取得見積価格が２万円以上、これを備品として

います。２万円以上を備品とした定義を、理由

とか根拠を伺いたいと思います。総務部長、お

願いします。

以前は、備品の基○総務部長（渡辺義人君）

準単価については多分１万円だったと思いま

す。正確には覚えていませんが、たしか平成６

年度ぐらいから金額を上げまして、２万円とい

うことにしていると思います。全国の状況を調

べてみますと、大体30数県が２万円ということ
※

で金額を設定しているようでありますので、そ

の辺を勘案して２万円ということでございま

す。

なぜ備品の取り扱いを伺うか○松田勝則議員

と申しますと、２万円以上は備品、それ以下は

消耗品、つまり２万円以上じゃないと備品管理

台帳には載らないということですね。今回の裏

金問題においては、２万円以上の備品を購入し

ているにもかかわらず、２万円以下の請求書を

複数作成させ納品させる、いわゆる小分けとい

う手法による公金流用がなかったのかというこ

とを伺いたいと思うんです。

ちなみに、今回の調査に当たっては、前例の

ある自治体を参考に、より厳しい観点で調査さ

れたと聞いております。この小分けは、長崎県

では調査、摘発、そして返還対象としていま

す。総務部長、この点はいかがでしょうか。

お答えをいたしま○総務部長（渡辺義人君）

す前に、私、今、２万円以上が30県とかそうい

うことを申し上げましたが、失礼いたしまし

た。２万円としておりますのが18県でございま

す。ちなみに、５万円としておりますのが６

県、10万円が６県等々となっております。

それから、今お話のありました小分けにつき

ましては、宮崎県にはそういう制度がございま

せん。私も記憶が鮮明ではありませんけれど

も、長崎県では、たしか5,000円以下とか、３万

円以下とか、そういった一定の金額基準以下の

ものは予算執行伺いそのものを省略できる、口

頭でいいというふうな、私から言わせれば非常

にずさんな事務処理が行われていたということ

でありますので、本県においてはそのような制

度はないということであります。

そうですね、制度としてはな○松田勝則議員

いわけですよね。制度としてないというより

は、見つかっていないんじゃなかろうかと、こ

のように思うんですが、さらに続けます。長崎

※ 108ページに訂正発言あり

平成19年９月13日（木）
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県です。肩がわりという手法もありました。つ

まり、事務費予算に比較的余裕がある部署が、

ほかの部署にかわって支払うか、もしくは直

接、物品を提供する、そういった肩がわりと

いったことがなかったのかも調査しています。

本県はいかがだったでしょうか、総務部長。

矢継ぎ早に質問を○総務部長（渡辺義人君）

いただくものですから、ちょっと記憶をまさぐ

りながら申し上げますけれども、肩がわりと言

われる事例は、要するに、ある特定の所属がほ

かの所属にかわって物品を購入する、そういう

ことではないかと思いますが、本県においても

そのような事例が若干あったというふうに、報

告は受けております。

あったのであれば、どこがそ○松田勝則議員

うであったのか、詳細にお聞かせをいただきた

いと思います。

今わかりますか。答弁準備す○坂口博美議長

るのに時間が要るようだから、これは後からと

いうことでよろしければ、それで進めていきた

いと思うんですが、これがないと次に入れない

んですね。

暫時休憩いたします。

午後２時31分休憩

午後２時31分開議

会議を再開いたします。○坂口博美議長

失礼いたしまし○総務部長（渡辺義人君）

た。肩がわりがありました所属が５所属ござい

ます。具体的に申し上げます。南那珂農林振興

局がその経費を負担しておりまして、肩がわり

を受けた所属が自然環境課、森林整備課、日南

県税事務所、南那珂教育事務所、県立日南病院

でありまして、その肩がわりの合計金額は

約1,300万円でございます。

総務部長、今の内容は最終報○松田勝則議員

告書に記載はございましたでしょうか。

最終報告書の中で○総務部長（渡辺義人君）

は、肩がわりについて記載はいたしていないと

思いますけれども、これについては基本的に預

けと違いまして、預けの場合は現金が相手取引

業者さんのほうに渡るわけですね。肩がわりに

ついては発注したものが、そのとおりのものが

その所属に入ってくるということですから、た

またま納品先が違ったということでありますの

で、私どもは、預け等と違って、そのような事

務処理上の極めて不適切とか、そういう不正行

為とかの観点からすると危険性は高くはないん

ではないかということで 報告しなかったの―

かと言われれば反省すべき点はありますけれど

も そういう判断のもとに、肩がわりについ―

ては、そういう悪質なものではないんじゃない

かというふうな判断をいたしているところであ

ります。

正式な予算執行がなされてお○松田勝則議員

らんのじゃないだろうかと。知事はうみを出し

切るとおっしゃいました。徹底的に出さんなら

んとです。それを自覚されて報告をいただきた

いと思います。後ほど資料の提出を求めます。

続きまして、今までの答弁を聞く限り、知事

や副知事が徹底的に調査をさせると言われたこ

とが、いいかげんに受けとられて、何というん

でしょうか、網目の大きいそういった調査が行

われていたんじゃなかろうかと思わざるを得ま

せん。知事、それから副知事、どのようにお考

えでしょうか。今の答弁、どのようにお考えに

なりますか、お聞かせください。

不適正な事務処理が○知事（東国原英夫君）

最初に発覚したときから、私は、厳正で厳しい

調査を内部調査委員会、外部調査委員会に指示
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をさせていただきました。数カ月に及ぶ中間報

告も含めて、すべてうみを出し切るということ

で報告を受けた次第でございます。その中に一

―部、解釈に非常に微妙な部分があった部分

確かに肩がわりというものは、物品の購入と、

購入予定品目と実際に購入されたものが一応一

致していますので、これは預けとか書きかえと

かいうような不適切には値しないんではないか

というような、非常に微妙なラインなんですけ

れども。長崎ではそういう事例がございます

が、長崎と比べますと、長崎は平成14年に１回

裏金調査がありまして、２回目ですよね。２回

目と同じような罰則規定、そして処分等も長崎

と同じように 宮崎は初めてだったんです―

が、初めてだ、２回目だ、そういうことじゃな

いんですけれども 長崎の２回目の罰則規―

定、宮崎はそれと同じように厳しくしたつもり

でございます。そういった意味では、厳正な処

分等を含めて調査がなされたと私は思っており

ます。

内部調査委員会の委○副知事（河野俊嗣君）

員長として、知事の指示を受けて厳正な調査に

努めてまいったところであります。庁内の職員

の協力を得ながら、また関係の納入業者すべて

の協力を得ながら、両面からチェックをいたし

ました。また、外部調査委員会の、外の公正

な、客観的公正な専門的な立場からの観点から

のチェックもいただきながら、調査結果をまと

めたところでございます。ただいま御指摘の肩

がわりにつきましては、総務部長等が説明した

とおりでございますが、今、知事も説明いたし

ましたとおり、いわゆる預け等で問題としてお

りますような裏金、民主的なチェックを離れた

そういうお金が生じる危険性がないということ

で、今回の処分の対象なり、今回の報告の中に

は含めておらないところですが、御指摘のとお

り、予算の目的外使用に当たるということで、

予算執行上の問題として再発防止に取り組む必

要があると考えております。

わかりました。どこからつつ○松田勝則議員

かれてもほこりが出ない、そこまで県民がよく

やったと言えるぐらいの調査をしていただきた

い、このように思います。

自席からの最後の質問となります。最後、知

事にお尋ねをいたします。行政経費のすべては

県民皆さんの税金で賄われていることを忘れ

ちゃならん、これはひとしくだれもがわかって

いるところです。私たち愛みやざきは、そのよ

うな意味で、税金の使われ方に公平公正さとと

もに透明化が求められる、こう考えています。

今回の裏金問題、これを表面化できたことは、

慣例に流されずに県民目線で改革ののろしを上

げた勇気ある職員がいたから、こう思っていま

す。また、知事は就任後、全職員に向けて「宮

崎県に裏金はありませんか」、こういうふうに

呼びかけられましたね。唯一自主的に呼応した

職員さん、この方が今回の裏金事件の問題表面

化のきっかけでした。職員の中には、裏金問題

を表面化することもなく、やり過ごしていた

い、こう思っていた人も少なくないはずだと

思っております。県政透明化のため、県政浄化

のため、保身に走らず、公僕としてその職務を

全うしようとする職員、その職員さんを私たち

は大いに称賛します。知事はどのように評価さ

れているのか、お伺いいたします。

平成18年４月に施行○知事（東国原英夫君）

されました公益通報者保護法に基づきまして、

宮崎県職員公益通報制度実施要綱を定めて、公

益通報を行った職員が懲戒処分等の不利益な取

り扱いを受けないように、本県も取り組んでい
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るところです。やはり昨今のトレンドとして、

内部通報というものは非常に重要かなというよ

うな位置づけをしております。

また、私が就任のときの１月23日に「裏金は

ございませんか」と言ったこの本意も、県庁内

に裏金があるとか、そういう確信はなかった。

あるとかないとかいうような疑義がございます

が、私はそれよりも、宮崎県を新しくする、改

革するために、県庁自体からうみを出して生ま

れ変わらなきゃいけないと。それはさきの官製

談合も踏まえてですね。そういった意味で、も

しあるんだったら自主的に出してくださいとい

うような投げかけであった。これは職員に対す

る意識改革の投げかけであり、コンプライアン

スの醸成の投げかけだったんです。ですから、

上意下達で上から強制的に捜査や調査をすると

いう意識は当面なかった。しかし、ある程度一

定の猶予を置いて、もし裏金というものが自発

的に出てこなければ、内部通報がなければ、私

は、ある一定期間について外部調査あるいは内

部調査をしようと思っていた。しかし、その期

日以内に自主的に職員の方が手を挙げてくだ

さった。これは非常に県の職員の意識改革がな

されていた、いや、始まろうとしている、きっ

かけになったと私は思います。その内部通報あ

るいは自主的に申告してくださった方を、松田

議員と同じように私は高く評価、称賛するべき

ものだと。そこから、「アリの一穴」ではござ

いませんが、すべてが明らかになったというこ

とでございます。

今、宮崎県庁は本当に生まれ変わろうとして

おります。今後、職員一同襟を正して、コンプ

ライアンス意識の醸成、内部意識の意識改革に

全庁挙げて取り組んでいきたいと思っておりま

すので、県民の皆さん、議会の皆さん、今後、

県職員のあり方、行動、生活、そして職務に対

する考え方、職務に対する態度をチェックして

いただきたい、そして監視していただきたいと

思っております。

ありがとうございました。今○松田勝則議員

のコメントをお伺いしたかったです。私も東京

でサラリーマン生活を送る中で、国の省庁ある

いは各県の職員さんと接する機会、大変あった

んですけれども、宮崎県の職員さんはいいな、

そんなふうに思っております。また、今回の裏

金問題の一連の中で、こんな声も聞きました。

いわゆる返済の対象になっていらっしゃらない

一般の職員さんから、自分たちも自主的に返還

できないんだろうか、そういった自発的なお声

も聞いております。本当にうれしく思いまし

た。こういった職員さんのポテンシャルの向上

こそが、知事の提唱される改革の一番の基礎に

なると思います。私たち議員も頑張りますけれ

ども、ぜひ職員さんともども、この宮崎県のた

めに頑張っていきたい、このように思います。

以上をもちまして、愛みやざきの代表質問を

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。

あしたは午前10時開会、本日に引き続いて代

表質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時43分散会

平成19年９月13日(木)


