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代表質問◎

ただいまの出席議員45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、公

明党宮崎県議団、28番新見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○新見昌安議員

ざいます。公明党宮崎県議団を代表し、通告に

従い、順次代表質問を行ってまいります。知事

を初めとして関係各部長、教育長には明快かつ

前向きな答弁を何とぞよろしくお願いいたしま

す。なお、通告しておりました観光振興につき

ましては、昨日、一昨日の代表質問と重複した

部分もありますので、知事に同じ答弁を求める

ことにもなりますので、割愛をいたします。

初めに、知事の政治姿勢について伺います。

今回は、連立与党にとって大変厳しい結果と

なったさきの参院選について、知事の見解を伺

おうとしたところでの一昨日の衝撃でありまし

た。今回の安倍首相の辞任、唐突の感は否めな

いと、理由はあれこれ取りざたされてはおりま

すものの、何で今なのと、理解できないという

のが衆目の一致するところではないでしょう

か。いずれにしても、今回の予期せぬ事態によ

る国政への影響を最小限にとどめて、国民生活

を守るためにも、政治空白をつくらず、やるべ

き課題についてしっかりと取り組む体制を構築

してもらいたいものであります。人間、何事も

引き際が大事ということを改めて痛感させられ

た今回の辞任劇でありました。

話を参院選に戻します。今回の結果は、年金

記録問題、政治と金の問題、閣僚の失言などが

相次いで、それらが有権者の投票行動に大きな

影響を与えたということは間違いありません。

我々も含めて与党は、選挙で下された審判を真

摯に受けとめ、反省すべき点は虚心に改める必

要があります。

ところで、今回の選挙結果を総括する中で、

いろいろと考えさせられることがありました。

一つが世論調査であります。今回も頻繁にマス

コミで世論調査が行われましたが、世論調査に

基づく報道に対する読者や視聴者の反応には、

アンダードッグ効果とバンドワゴン効果という

ものがあるそうであります。皆さん御存じだっ

たでしょうか。恥ずかしながら私は今回初めて

この言葉を知ったわけであります。前者のアン

ダードッグというのは負け犬、負けている側、

劣勢にあるほうを応援するという心理で、例え

ば「Ａ候補が優勢、Ｂ候補が追い上げ」という

報道がされると、Ｂ候補に票が流れる傾向だそ

うです。後者のバンドワゴンというのは、パ

レードの楽団車のことであるそうですが、勝ち

馬に乗るという心理が働いて、自分もみんなと

同じ意見だということで、世論調査と同じ投票

行動をとるということだそうであります。今回

の参院選は、明らかにバンドワゴン効果が働い

たというふうに言われております。

もう一つは、世論調査の方法そのものであり

ます。世論調査のやり方の説明として必ず出て

くるのが、ＲＤＤ（ランダム・ディジット・ダ

イヤリング）というものであります。コン

ピューターがランダムにつくり出した番号に電

話をかける手法でありますが、そこには090と

か080といったものは出てきません。今や携帯電

話しか持たない若者が多い中で、親と同居して

いる場合を除いては、ひとり暮らしの若者の声

はこの世論調査には反映されないということに

平成19年９月14日(金)
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なります。回答数も、こんなものと、びっくり

するような数字であります。それでも世論調査

結果ということで立派に通用しています。この

世論調査結果に左右されない、物事をしっかり

見きわめる目を養い、右顧左べんしない自分自

身をつくり上げていかなければならないと、痛

感をさせられました。いろいろ個人的なことを

述べてまいりましたが、本県行政を担う知事と

しては、今回の参院選の結果をどのようにとら

えて、結果に示されたさまざまな民意をどう読

まれたか、お伺いをしたいと思います。

次に、がん対策について伺います。

日本人のがんは1981年以降、死亡原因の第１

位を占めております。今では３人に１人ががん

で亡くなり、近い将来には２人に１人ががんで

亡くなるという予想もされております。そのよ

うな中、公明党の強い主張によりまして、がん

対策基本法が本年４月に施行され、６月には同

法に基づいてがん対策のマニフェストとも言え

る「がん対策推進基本計画」が閣議決定をされ

ております。基本計画は、がんによる死亡者の

減少、それと、すべてのがん患者及びその家族

の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上を

全体目標とし、重点的に取り組むべき課題とし

て、１つには放射線治療及び抗がん剤治療の推

進、２つには治療の初期段階から患者の痛みを

取り除くための緩和ケアの実施、３つとしてが

ん登録の推進を掲げて、分野別の施策を総合的

かつ計画的に実施していくということになって

おります。都道府県においては、本年度中に国

の「がん対策推進基本計画」を基本として、が

ん患者及びその家族の声を反映した「都道府県

がん対策推進計画」を策定し、がん医療の提供

体制の充実やがん検診の受診率の向上、こう

いったもので、がん対策のより一層の充実強化

に向けた具体的な取り組みを実施していくこと

が求められております。そこでまず伺います

が、本県においては、どのようなスケジュール

でどのような点に力を入れて、この計画を策定

していくのか、また、がん患者や家族の声をど

のようにして取り入れていくのか、お伺いをい

たします。

２点目に、緩和ケアの実施のための医師の研

修について伺います。国の「がん対策推進基本

計画」においては、緩和ケアに関する個別の目

標として、１つには、がん診療を行っているす

べての医師が、研修等によって緩和ケアについ

ての基本的な知識を習得すること、２つには、

原則として全国のすべての２次医療圏におい

て、緩和ケアに関する専門的な知識及び技能を

有する緩和ケアチームを設置している拠点病院

等を複数箇所整備すること等が掲げられてお

り、このために、国では本年度から、緩和ケア

の普及啓発を牽引する、各都道府県における指

導者の育成を目的として、国立がんセンター等

における研修会を開催することとしておりま

す。都道府県には、がん診療連携拠点病院等に

おける緩和ケアチームの医師など、緩和ケアに

ついて経験を有している医師をこの研修会に派

遣するとともに、各地域において、研修会の受

講者を講師として、がん診療を行っている一般

の医師を対象とした研修会を開催するといった

ことで、緩和ケアの普及啓発に取り組んでいく

ことが求められております。そこでお伺いいた

しますが、国立がんセンターの研修会にがん診

療連携拠点病院の医師を派遣することをどのよ

うに認識しておられるのか。また、その受講者

を講師として、がん診療を行っている一般の医

師を対象とした緩和ケアの研修会を行うという

ことになるわけでございますが、「通常業務で
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忙しくてなかなか研修に出られない」という声

も、当然出てくるのではないかと思います。そ

ういった中で、どの程度、どのようにして研修

会開催をしていかれるのかお伺いをいたしま

す。

３点目に、放射線治療の体制整備について伺

いたいと思います。がんに対する主な局所療法

としては、手術及び放射線療法がございます

が、我が国においては、胃がんなどのように、

早期発見が可能で手術や内視鏡的な治療の技術

が高いとされる部位のがんについては、欧米よ

りも生存率が高いという評価がある一方で、放

射線療法は、専門的に行う医師の不足、また実

施件数の少なさ、国民における情報量の不足、

こういった問題が指摘をされているところであ

ります。このため、「がん対策基本計画」で

は、がん診療を行っている医療機関が放射線療

法を実施できるようにするために、その先導役

として、すべての拠点病院において、５年以内

に放射線療法などを実施できる体制を整備する

とともに、拠点病院のうち、少なくとも都道府

県のがん診療連携拠点病院及び特定機能病院に

おいて、５年以内に放射線療法部門を設置する

ということが掲げられております。医師確保と

あわせて、実施体制の整備にどのように取り組

んでいかれるのか。以上、知事に答弁をお願い

いたします。

次は、地域資源の活用についてであります

が、経済産業省は先月の31日、本年６月に施行

された中小企業地域資源活用促進法に基づい

て、全都道府県から申請された「地域産業資源

活用事業の促進に関する基本的な構想」を認定

したということが、報道で発表されておりま

す。農林水産品、鉱工業品及びその生産技術、

そして観光資源といった各地の地域資源の第一

弾として認定されたものが、全国では8,354件、

本県では261件ということになっております。今

回の支援施策は、中小企業がこれらの資源を活

用して新しい商品やサービスの開発といった新

しい事業を創出する際、国は補助金などで支援

し、ひいては地域産業の活性化につなげるとい

うことを期待したものでありますが、経済産業

省としては、初年度である今年度、200件の新事

業の創出を目指すというふうになっておりま

す。地域を成長させる原動力の一つとなるのが

中小企業であるということは、論をまたないと

ころでありますが、地域間格差が拡大する現

在、格差を是正し、地域再生を実現するための

施策の一つでもある今回の支援策は、やる気の

ある地域、やる気のある中小企業にとっては、

極めて有効であると考えております。そこで、

県が策定した基本構想の内容を確認する意味

で、何点かお伺いをしたいと思います。

今回の国の取り組みをどのように評価してい

るか、まずは知事にお伺いをいたします。

２点目に、今後は、中小企業による地域資源

を活用した具体的な事業計画の策定、そして申

請と流れてくることになりますが、県として

は、今回の支援施策を中小企業にどのようにし

て周知したのか、また、事業計画が国の認定を

受けた後にどのように支援にかかわっていくの

か、お伺いをいたします。

３点目に、本県の基本構想で特定された地域

資源のうち、農林水産物は101個であります。全

国的にも３番目の多さとなっております。その

中身を見てみますと、すべての品目が載ってい

るのではないかとさえ思われます。これだけの

数のものを申請した理由は何か、その背景をお

聞かせ願いたいと思います。また、観光資源

は121個となっております。中小企業はこれらを
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どのようにして活用できるのか、そのイメージ

をお示し願いたいと思います。以上、商工観光

労働部長にお伺いをいたします。

次は、災害対策について２点伺いたいと思い

ます。

１点目は、地震対策についてでありますが、

まず、緊急地震速報に関して総務部長にお伺い

をいたします。地震の揺れを直前に知らせる気

象庁の緊急地震速報、この一般提供が来月の１

日から始まることになっております。既に去年

の８月から鉄道や病院、工場などの特定の事業

者に対しては情報提供が始まっていたそうであ

りますが、来月からは私たちも、テレビやラジ

オを通してこの新しい防災情報を見聞きするこ

とになるわけであります。速報が流されてから

強い揺れが来るまでの時間、わずか数秒から長

くて数十秒、本当に短い時間でありますが、事

前に地震の発生を知ることができれば、危険を

回避できる可能性はわずかでも広がります。心

構えや我が身を守る準備もできます。要は、速

報に接したときに個々人がどういった行動をと

れるか、これが大きなかぎになってくるのでは

ないかと思います。気象庁は、さまざまな場面

において緊急地震速報を見聞きしたときにとる

べき行動の具体例について、ホームページや

リーフレットなどで知らせていますが、これら

を一人でも多くの人に知っていただき、わずか

数秒が生死を分けることにもなりかねないとい

うことを十分に認識して、行動してもらいたい

と思うものであります。

ところで、地震はテレビやラジオを見聞きし

ているときだけに発生するわけではありませ

ん。いつ何どき遭遇するかわからないのが地震

であります。一人でも多くの県民に速報を知ら

しめるためにも、官民挙げてその体制を構築す

る必要があるというふうに考えます。まずは県

であります。ちょっと難しいかもしれません

が、県庁舎や総合庁舎、出先機関の建物といっ

た県有施設において、緊急地震速報を放送する

システムを構築するといったことなど、主導的

に活用を図るべきであると考えますが、見解を

伺います。また、速報が出たときを想定しての

訓練、またそのためのマニュアルの整備などに

も新たに取り組むべきであると考えますが、見

解をお聞かせください。

ところで、この緊急地震速報、当初はことし

の春から本格運用する計画だったようでありま

すが、５月に気象庁が実施したアンケートによ

ると、速報の内容を正確に理解した人は33％に

とどまったため、認知が進んでいないというこ

とで、この秋まで延ばしたという経緯があるよ

うであります。内容がよくわからないままでス

タートした場合、いざ地震発生時に、地震その

ものよりも、情報を聞いたことによる２次災

害、こちらの方が大きくなる危険性は確かにあ

ります。先ほど述べたように、気象庁はホーム

ページやリーフレットでの周知に努め、ＮＨＫ

もテレビなどで国民への周知に努めていました

が、その認知度がいまだ高いとは言えない現

在、県としても同速報の周知啓発に取り組んで

いくべきであると考えますが、見解をお聞かせ

ください。

災害対策の２点目は、災害発生時における県

と事業所との防災協力・連携についてでありま

す。災害時における地域防災力をより一層強化

するために、それぞれの地域に所在する事業所

に対して防災協力活動を求めていくということ

は、今後において極めて重要な施策の一つに

なってくるのではないかと考えます。一昨年

の12月に、消防庁の「災害時における地方公共
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団体と事業所間の防災協力検討会」が取りまと

めた報告書において、「事業所の防災協力促進

のための７つの提言」というものが示されてお

ります。本年の６月、この提言に基づいた優良

・先進的な取り組み事例をまとめた事例集が公

表されております。これはともにインターネッ

ト上でも公開をされているところですが、全国

の地方公共団体での先進的な取り組みの具体例

は大いに参考になるというふうに思います。本

県における現状はどうなっているのか、また事

業所との防災協力・連携を今後どのように推進

していく考えなのか、総務部長にお伺いをいた

します。

次は、県民生活の安心確保の観点から、多重

債務者問題について伺いたいと思います。

消費者金融や信販会社などから借金を重ねて

その返済に苦しみ、自己破産や自殺に追い込ま

れたり犯罪に走るといった事件が発生してお

り、大きな社会問題となっております。全国に

少なくとも230万人以上いると言われている多重

債務者、その多くは家族にも内緒で借金をし

て、どこにも相談できないまま悩み苦しんでい

るというふうにも言われております。そのよう

な多重債務者を取り巻く環境が今、少しずつ変

わっております。昨年の12月、上限金利の20％

への引き下げ、貸し過ぎの禁止などを盛り込ん

だ改正貸金業法が成立して、新たな多重債務者

の発生には一定の歯どめをかけることはできて

おります。

しかし、その一方で、生き残りをかける消費

者金融会社の間では、貸し倒れの危険性が高い

多重債務者への貸し渋りなども発生しており、

いわゆるヤミ金がこれらの多重債務者を対象に

して跳梁するということも懸念されているとこ

ろであります。改正貸金業法は３年を目途に完

全実施されるため、それまでの間、多重債務者

は引き続き不安な状態のままでありますが、国

においては、本年の４月20日、2009年度末まで

に全市町村に多重債務者の相談窓口を設けるこ

となどを盛り込んだ「多重債務問題改善プログ

ラム」を策定して、借り手対策を本格化させて

きております。現に多重債務に陥っている人た

ちを救済するための相談体制の整備強化はもち

ろんのこと、新たな多重債務者の発生の防止、

ヤミ金撲滅、これらに向けた取り締まりの強化

など喫緊の課題であり、このプログラムに盛り

込まれたさまざまな施策が実効あるものとなる

よう期待するところであります。そこでまず、

多重債務者の救済に県としてはこれまでどのよ

うに取り組んできたのか。また、このたび策定

された多重債務問題改善プログラム、県として

はどのように評価し、今後どのように取り組ん

でいくのか、地域生活部長に伺いたいと思いま

す。

関連しての提案でありますが、多重債務関連

を初め、架空請求などの身近な生活にかかわる

相談、これらに対応してくれる県の機関とし

て、消費生活センターが宮崎、都城、延岡の３

市に設置をしてあります。相談員が対応できる

のは、３カ所とも祝日と年末年始を除いた月曜

日から金曜日までの午前９時から午後５時まで

に来所か電話のみ、土曜日については、宮崎市

のセンターにおいて午前９時から午後５時まで

に電話のみの受け付けというふうになっており

ます。勤務時間の関係等で相談しにくい消費者

もおられるのではないか、消費生活相談をする

ための方法の一つのメニューとして、メールに

よる相談を加えてはどうかと考えますが、同じ

く地域生活部長に見解を伺いたいと思います。

次は、母子家庭支援についてであります。
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国における母子家庭への施策は、平成14年

度、15年度に児童扶養手当中心の支援から就業

・自立に向けた総合的な支援へと、大きく政策

転換をしてきているところでありますが、これ

によって、母子家庭に対する経済的な支援の筆

頭に挙げられていた児童扶養手当について、支

給開始から５年を超えると一定割合で支給額を

減額するという措置が、いよいよ来年度から始

まることとなります。その一方で、自立を支援

するため、さまざまな就業支援策も創設をされ

ておりますが、本県においても、国が示した就

業支援メニューを盛り込んだ「宮崎県ひとり親

家庭及び寡婦自立促進計画」を平成17年３月に

策定されております。現在、その計画に基づい

て施策を推進されていると思っております。離

婚の増加に伴って、ひとり親家庭、特に母子家

庭が増加しているという状況の中で、自立が前

進し、生活の苦しさが改善され、安心して暮ら

せる環境とならなければ、計画の目的を達した

ことにはなりません。具体的な事業の成果が問

われているところであります。

まずは、県における母子家庭の現状と自立支

援給付金事業の活用状況について、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

２点目は、母子家庭医療費助成事業について

であります。現在の助成方法は償還払い、すな

わち医療機関の窓口で保険診療の一部負担金を

一たん支払い、後日、市町村から1,000円の自己

負担分を差し引いた差額が給付されるという方

式となっております。この事業については、平

成15年６月議会において、同じく償還払い方式

であった重度心身障害者（児）医療費公費負担

事業もあわせて現物給付にすべきであるという

ふうに訴えましたが、重度心身障がい者（児）

のほうは、平成18年７月より、入院についての

み現物給付としていただきました。見直しの理

由としては、「入院時には一時的に多額の出費

が必要となって、重度心身障がい者（児）に

とって負担が重いことから、その軽減を図るこ

とにした」とありました。まさしくそのとおり

であり、外来については従来どおりの償還払い

であるものの、一歩前進と喜ばれたところであ

ります。入院することによって一時的に多額の

現金出費で苦しい思いをするのは、母子家庭も

同じであります。どちらかといえば、一人で生

計を支えながら子育てに奮闘している母子家庭

のほうが厳しいかもしれません。重度心身障害

者（児）医療費公費負担事業が先行したことに

よって、入院の現物給付方式のシステムはでき

ているというふうに思います。問題はどれくら

いになるかわからない事業費であります。知事

の御英断を仰ぐことになります。母子家庭の厳

しい経済現況に思いをいたし、母子家庭医療費

助成事業についても、重度心身障害者（児）医

療費公費負担事業と同様に、入院について現物

給付にしていただきたいと考えますが、見解を

伺いたいと思います。

次は、自殺防止についてであります。

警察庁のまとめによれば、2006年の自殺者３

万2,155人、97年までは２万人台で推移してきた

ものが、98年に初めて３万人を突破、以降９年

連続で３万人を超える状況が続いております。

本年７月１日現在の人口では、西都市が３

万3,000人強、清武町が２万9,000人弱、東臼杵

郡全体で３万人強、こういった人口の市や町

が、９年連続で毎年１つずつ消えていっている

ことになります。まことに憂慮すべき深刻な状

況であります。自殺の原因は、ストレスの多い

社会の中で失業、倒産、多重債務など経済生活

の問題、また病気の悩みなどの健康問題、介護
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や看護疲れなどの家庭問題、精神疾患などの心

の健康問題など多岐にわたると思われますが、

このような状況を受けて、国においては、昨年

の６月に自殺対策基本法が成立し、10月に施行

されております。さらに本年６月には、自殺総

合対策大綱を策定して、この中で自殺対策の先

進国を参考に、2005年に10万人当たり24.2人

だった自殺死亡率を2016年には19.4人まで引き

下げるという数値目標が盛り込んであります。

フィンランドや米国、スウェーデンといったと

ころでは、医師や心理学者、ソーシャルワー

カーなどへの研修、また自殺学講座の開設、う

つ病の診断・治療の促進、自殺未遂者の支援プ

ロジェクトといったものを展開して、自殺率の

低下に確実な効果を上げているというふうに言

われております。国を挙げて取り組み、実効あ

るものにしていかなければならないというふう

に痛感をいたします。

一方、本県においては、2006年の人口動態統

計によると、県内自殺者数は361人、自殺死亡率

は31.5人、前年比0.9ポイント増で全国ワースト

５位、1996年から11年連続でワースト３から

ワースト７で推移しているということで、本県

においても、自殺防止対策の強化は喫緊の課題

であります。自殺防止対策については、今議会

でも取り上げられておりますし、過去にも多く

の議員が質問で取り上げております。そのよう

な中、先月７日、県の自殺対策協議会が「総合

的自殺対策に関する提言」をなされておりま

す。この協議会の設置は、昨年度の新規事業で

ある「生きる力」応援・うつ病対策事業におけ

る事業の一つに挙げられ、全庁的な自殺予防対

策事業の提言を行うということになっておりま

したが、今般、15ページに及ぶ提言書にまとめ

ていただいております。そこで、この提言を受

けて、今後、自殺防止対策にどのように取り組

んでいくのか、まずは知事に伺いたいと思いま

す。

ところで、報道によれば、先般、厚生労働省

が実施する「平成19年度地域自殺対策推進事

業」において、防止対策を積極的に推進してい

る都道府県や政令市の中から、モデルとして本

県を含んだ20自治体を選定したとありました。

先ほど述べたように、本県においては、昨年度

から「生きる力」応援・うつ病対策事業を実施

していますが、今回、モデル自治体に選定され

たことにより、今後、この事業を含めてどのよ

うな取り組みになるのか、福祉保健部長にお伺

いをいたします。

次は、ニート支援について伺います。

先月末の新聞報道によれば、政府は職につか

ないいわゆるニートと呼ばれる若者に対する各

地域の支援体制を強化する方針を固めたという

ことで、就労支援拠点「地域若者サポートス

テーション」を全国50カ所から来年度100カ所程

度まで倍増させるとありました。地域若者サ

ポートステーション、略してサポステというよ

うでありますが、聞きなれない名称ではありま

す。それもそのはず、本県にはこのサポステは

存在しておりません。これは昨年度からスター

トした厚生労働省の「地域における若者自立支

援ネットワーク整備モデル事業」において、地

方自治体の推薦に基づいて、各地域で若者支援

に積極的に取り組んでいる民間団体等に国が事

業を委託した拠点として設置し、そこではキャ

リアコンサルタントや臨床心理士、これらを配

置して、総合的な相談支援事業、また職業意識

啓発事業などを実施しているようであります。

当初は全国で25カ所、今年度よりさらに25カ所

ふえて50カ所になっているようでありますが、
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全国的には本県を含めて６県が未設置、九州で

は本県のみが未設置ということになっておりま

す。この事業における地方自治体の役割は、そ

の事業名にある若者支援のためのネットワーク

を構築・維持することとなっていたようであり

ますが、いま一つ不明確で地域力が生かされて

いないという指摘もある中、新しい取り組みで

は、地方自治体が本格的にステーションの運営

に参加するとともに、関係機関の連携を強化す

るため、教育委員会や警察署、保護観察所、児

童相談所等を含む情報交換のためのネットワー

クを構築することも求めております。働く意欲

のある若者の就職活動を支援する体制として

は、「ヤングＪＯＢサポートみやざき」が既に

スタートしております。有効に機能していると

思います。外に出ていかない、すなわち把握で

きていない支援対象者を積極的に掘り起こすた

めの訪問支援を実施するなど、新しい取り組み

に対して期待するところであります。来年度新

たに追加となる50カ所の中には、本県も必ず含

まれると思いますが、県としてはどのような心

構えで取り組んでいく考えなのか、意気込みの

ほどを商工観光労働部長に示していただきたい

と思います。

次の環境保護についてでありますが、昨年の

９月議会で質問した道路舗装切断時の濁水処理

のその後について伺いたいと思います。

土木部長の答弁では、「切削水の処理につい

ては、現場条件によっては周辺環境への影響が

懸念される場合もあるので、そのときは吸引機

により切削水を回収して適切な処理を行うこと

とし、土木事務所などに対して周知を図り、さ

らに所長会議などで対応について徹底してい

く」ということでありました。その後の取り組

み状況について、県土整備部長に伺います。

ところで、コンクリート舗装の切削水はアル

カリ性が強く、農村地帯での工事において、も

しもそのまま排出された場合、農地や農作物に

及ぼす影響が大きいというふうに言われており

ます。農政水産部においては、道路舗装を切断

する工事を行う際、どのように取り組んでおら

れるのか、部長の答弁をお願いいたします。

次は、総合型地域スポーツクラブの現状につ

いて伺いたいと思います。

これは文部科学省が打ち出したもので、平

成12年９月に策定されたスポーツ振興基本計画

の中で、生涯スポーツ社会を実現するために、

成人の週１回以上のスポーツ実施率が２人に１

人となることを目指すとしておりまして、具体

的には平成22年までの10年間で、全国の各市町

村に少なくとも１つは総合型地域スポーツクラ

ブを育成すること、さらには、それを支援する

広域スポーツセンターを各都道府県に１つは育

成することとなっております。地域の住民が日

常的に活動を行う拠点として、経営主体も地域

住民、複数の種目が用意してあり、子供から高

齢者まで利用でき、初心者からレベルの高い競

技者までが楽しめるなど、世代を超えて地域コ

ミュニケーションの核となることを目指したも

のであります。スタート当初は、既存の運動団

体との連携、拠点としての場所の確保、指導者

の活用といったところに関して若干の懸念が見

受けられたものの、当初計画を５年後に見直す

ということで、昨年の９月に同計画は改定され

ておりますが、その改定内容を見てみますと、

生涯スポーツ社会の実現に向けて、同クラブの

さらなる増加を図るということについて記述が

してありました。また、総合型地域スポーツク

ラブが核となって、女性や障がい者がスポーツ

に参加しやすい地域の環境づくりについて、そ
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の他の追加事項ということで、これも記述して

ありました。確かに、少子化の影響で学校での

部活動が成り立たなくなっているという報道を

見るにつけ、総合型地域スポーツクラブの存在

は、地域のスポーツ振興を図る上でも今後ます

ます重要になってくるのではないかと思いま

す。

以上を踏まえた上で何点か伺いますが、本県

においては、平成15年８月に設立された宮崎市

の東大宮スポーツクラブを皮切りに、本年４月

現在で設立済みが10クラブ、設立準備中が６ク

ラブとなっております。県北では、日向市を除

くと設立に結びついていないようであります。

先ほど述べたように、平成22年度までに全市町

村に設置するという計画であります。現状をど

のように認識しているのか、まずは伺いたいと

思います。

２点目に、広域スポーツセンターは、現在ど

のような体制で運営され、どういった活動を

行っているのか、また、市町村との連携をどの

ように図っているのか。

３点目に、今後もさらに設置を推進するため

には、運営面や指導者の確保育成といった解決

すべき課題もあるわけでありますが、県として

はどのようにフォロー・支援していくのか。以

上、教育長に答弁をお願いいたします。

最後に、子供の農山漁村交流について伺いま

す。

「子ども農山漁村交流プロジェクト」と呼ば

れる大規模な事業が、来年度から動き出そうと

しております。小学生が農山漁村に１週間ほど

泊まり込んで、自然の中でいろんな体験活動を

するというものでありますが、都市部に暮らす

子供たちにとっては、豊かな自然に触れ合える

など、田舎の生活に身を置くことは、ふだんの

学校生活ではできない貴重な体験となります。

また、山村の子供たちが漁村を、漁村の子供た

ちが山村を訪ねたりすることもあって、ともに

意義のある交流になるのではないかと思われま

す。現在は概算要求の段階ではありますが、公

明党は早くから子供たちが農山漁村へ体験留学

する重要性を訴えてきております。ぜひとも実

現にこぎつけたい事業であります。

内容的には、2012年度までの５年間で全国２

万3,000校のすべての小学校で実施していくとい

う方針のようで、対象となる子供の数は120万人

ということであります。初年度となる来年度

に、モデル校やモデル地域を選定してからのス

タートとなるわけでありますが、保護者や先

生、受け入れ側の農家、林家、漁家の方々の理

解・協力を得る努力をするなど、入念な準備を

行って、息の長い事業として成功させたいとい

うふうに思います。子供たちにとって貴重な体

験となるこの事業は、受け入れ側にとっても大

きなメリットがあります。地域の活性化はもち

ろんでありますが、豊かな自然環境や伝統文化

そのものが貴重な教育資源になるということを

再認識することができますし、そのような自然

や生活を守り続けていこうという意識を芽生え

させることにもつながるのではないかと考えま

す。家族で旅行する場合などを除けば、子供た

ちにとって１週間に及ぶ宿泊は初めての経験で

不安を抱くでしょうし、保護者にとっては、病

気になったときや宿泊施設の安全性、費用など

も気にかかることになります。そういった不安

や心配にも細やかに配慮した内容の事業にして

もらいたいというふうに思いますが、このプロ

ジェクトにどのような効果を期待するか、どの

ような効果が期待できると考えるか、農政水産

部長並びに教育長に伺いたいと思います。
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以上で壇上からの質問を終わります。（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、参議院議員選挙についてであります。

今回の選挙結果につきましては、今までの政治

や行政による政策や施策に対し、国民の皆様が

不信感や不満感を抱いて、変えてほしい、改革

してほしいという意思表示をしたのではないか

と考えております。つまり、格差の問題や雇

用、医療、年金など生活に直結した問題が山積

し、特に地方が疲弊する中で、国民は、暮らし

が大変に厳しいことを訴えようとしているので

はないかと考えております。私は、こうした国

民・県民の皆様の思いを真摯に受けとめ、これ

を施策に生かし、県政への信頼を回復するとと

もに、県民の暮らしを少しでもよくし、宮崎に

住んでよかった、宮崎に来てよかったと心から

思えるような新しい県づくりに、県民総力戦で

取り組んでまいりたいと、改めて思った次第で

ございます。

続きまして、がん対策についての一連のお尋

ねであります。

まず、がん対策推進計画についてでありま

す。がんは、本県における死亡原因の第１位を

占めており、県民の生命及び健康にとって重大

な問題となっております。がんによる死亡者の

減少を図ることが大変重要な課題となってお

り、来年３月までに、国が定めた「がん対策推

進基本計画」を指針としながら、「宮崎県がん

対策推進計画」を策定することとしておりま

す。この計画におきましては、がんによる死亡

者の減少及びすべてのがん患者、家族の苦痛の

軽減や療養生活の向上を図るため、重点対策と

して、がんの早期発見やがんの予防のための対

策はもとより、医療機関の整備や緩和ケアの実

施、さらにはがん医療に関する相談支援の充実

等を盛り込むことといたしております。なお、

計画の策定に当たりましては、医療関係者や民

間有識者等で構成する県がん対策推進協議会を

設置したところでございますが、がん患者の声

を計画に反映させるため、患者代表の方々にも

委員として参加していただいております。ま

た、パブリックコメント等を通じて、広く県民

の皆様の意見を取り入れ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、医師への緩和ケア研修に対する

本県の取り組みについてであります。がん患者

の多くは、がんと診断されたときから、身体的

な苦痛や心理的な苦痛を抱えており、また、そ

の家族もさまざまな苦痛を抱えていることか

ら、治療の初期段階から緩和ケアの実施が必要

だと考えております。そのため、がん診療に携

わるすべての医療従事者が緩和ケアの知識を持

つことが重要となっております。県といたしま

しては、今月県内の３名の医師に国立がんセン

ターの緩和ケア指導者研修会への参加をお願い

しております。今後は、その３名の医師の協力

をいただきながら、県内のがん診療に携わる医

療従事者を対象に、緩和ケアの知識の普及に努

めてまいりたいと考えております。

続きまして、放射線療法についての本県の取

り組みについてであります。我が国の放射線療

法については、手術療法に比べて、その提供体

制は相対的に不十分であると言われておりま

す。そこで今年度、県内の医療機関に対して、

がん診療に関するアンケート調査を実施し、県

内の放射線療法の提供体制及び放射線療法に携

わる従事者の実態把握をすることといたしてお

ります。今後は、調査結果を踏まえながら、関
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係機関と連携し、放射線療法の推進に取り組ん

でまいりたいと考えております。

続きまして、中小企業地域資源活用促進法に

ついてであります。この法律は、中小企業によ

る地域資源を活用した事業活動を支援すること

により、地域における中小企業の事業活動の促

進を図ることを目的としております。その枠組

みとして、各地域の強みである農林水産物や観

光資源などを活用した中小企業の新商品・新

サービスの開発や販売を総合的に支援するとこ

ろに特徴があり、地域の特性を生かした中小企

業の振興につながるものと考えております。本

県では、先般、国の認定を受けました基本構想

の中で、多くの中小企業に活用していただける

よう、幅広く261件の地域資源を指定したところ

でございます。県としましては、意欲ある中小

企業が、この施策を活用して新たな事業に取り

組めるように、国と連携して支援を行ってまい

りたいと考えております。

続きまして、母子家庭医療費助成事業につい

てであります。この事業は、母子家庭の医療費

の一部を助成することにより、経済的負担を軽

減するとともに、母子の健康と福祉の向上を図

り、その生活の安定を図るものでございます。

お尋ねの入院医療費を、現在の償還払いから現

物給付に変更することにつきましては、給付方

法の変更に伴い、電算システムの改修費用や審

査支払い手数料等、県や市町村の新たな負担増

が生じることから、慎重な検討が必要であると

考えております。

続きまして、今後の自殺対策の取り組みにつ

いてであります。今回、県自殺対策協議会から

提出いただいた提言書において、自殺の原因に

は、健康問題を初め、生活問題や家庭問題等、

個々のさまざまな事情のほか、社会経済活動や

地域社会での人間関係の希薄化などの背景があ

ると示されております。そのため、多角的な視

点で自殺予防の検討を行い、総合的な施策を構

築していくことが課題であると認識しておりま

す。県としましては、広く県民に自殺防止につ

いての意識啓発を図っていくとともに、自殺対

策に関する庁内連絡会を設置し、また他県の取

り組み等も勘案しながら、各市町村及び民間団

体が実施する自殺対策を支援してまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 まず、緊○総務部長（渡辺義人君）

急地震速報についてであります。この地震速報

は、地震災害の軽減を図る上で有効な手段であ

ると考えられますが、県の施設への導入につき

ましては、受信装置の設置や一斉送信システム

の構築など検討すべき課題がございますので、

今後、十分研究してまいりたいと存じます。次

に、速報が出されたときの対応につきまして

は、円滑な対応ができるよう、各地での防災訓

練や自主防災組織の活動などにおいて対処訓練

の導入を促進するとともに、大規模集客施設等

において対応マニュアルの整備が図られるよ

う、働きかけを行っていきたいと考えておりま

す。周知啓発につきましては、県におきまして

も、これまで、気象庁のパンフレットを市町村

や防災関係機関に送付したり、新聞を活用した

広報に努めてきたところでありますが、御指摘

のような状況も踏まえ、さらに県の広報誌など

を活用した広報に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、災害時の事業所との防災協力について

であります。災害時においては、自助、公助と

ともに共助が被害軽減、早期復旧には欠かせな

いものとなっております。特に、地域における

住民や自主防災組織、事業所等が助け合う仕組
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みの構築が重要となっております。その中でも

地域に密着している事業所は、人材はもとより

専門的な技術や資機材を保有しており、災害時

には迅速で多様な活動が期待されることから、

事業所との協力・連携は大変重要であると考え

ております。県といたしましては、現在、県内

の広域的な団体であります県トラック協会や県

建設業協会など８団体と、災害時の応援協定を

締結しているところであります。今後とも、災

害時に協力を得ることが必要と思われる関係団

体との間において、さらに応援協定の締結を進

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

〔登壇〕 多重○地域生活部長（丸山文民君）

債務者対策についてお答えいたします。多重債

務者対策につきましては、これまで県の消費生

活センターや消費者金融相談所におきまして、

随時、多重債務に関する相談を受け付けており

ます。案件によりましては、弁護士等の専門家

に紹介を行ってきたところであります。御質問

にもありましたように、国におかれましては、

本年４月に、「相談体制の充実」「セーフ

ティーネット貸付けの提供」「金融経済教育の

強化」及び「ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強

化」、この４つを柱とした「多重債務問題改善

プログラム」を策定し、行政、弁護士会等の関

係団体が十分に連携しながら、一体となってそ

の施策に取り組むよう、各都道府県に対して要

請をされたところであります。県といたしまし

ても、この多重債務問題は重要な課題であると

認識しており、このプログラムを受けて、８月

１日に国、市町村、弁護士会、司法書士会など

から成る「宮崎県多重債務者対策協議会」を設

置しまして、先般、第１回の協議会を開催し、

情報の共有化や今後の推進体制についての協議

を行ったところであります。今後も、この協議

会を中心に、多重債務者対策に取り組んでいく

こととしております。

なお、メールでの相談受け付けにつきまして

は、有効な手段であると認識いたしております

が、相談内容が複雑であり、また詳細な聞き取

りが必要なことから、現在、電話または相談者

の来所による相談を行っているところでありま

す。今後とも、相談者のニーズを踏まえ、より

よい相談体制の構築に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

まず、母子家庭の現状等についてでありま

す。県は、母子家庭の実態調査を５年に１回実

施しておりまして、最も新しい調査を平成14年

に実施いたしました。この時点では、本県の母

子家庭は約１万4,000世帯となっております。母

子家庭につきましては、子育てと生計の担い手

という二重の役割を母親が一人で担わなければ

ならず、収入や住居の確保、子供の養育等さま

ざまな面で困難があるものと認識しておりま

す。ことしは、この実態調査の年に当たってお

りまして、現在、アンケート調査を実施してい

るところであります。調査結果につきまして

は、本年度末に取りまとめ公表するとともに、

今後の施策に反映してまいりたいと考えており

ます。

次に、自立支援給付金事業の活用状況につい

てであります。平成18年度の給付実績を申し上

げますと、ホームヘルパーや医療事務等、職業

能力開発のための講座を受講した場合に支給さ

れる教育訓練給付金が17件、看護師などの資格

を取得するために専門学校等に就学した場合に

支給される高等技能訓練促進費が８件、母子家
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庭の母をパートタイムから常用雇用に転換した

場合に事業主に対して支給される常用雇用転換

奨励金が２件でございます。今後もこの制度の

周知に努め、その活用を促進してまいりたいと

存じます。

次に、「生きる力」応援・うつ病対策事業の

今後の取り組みについてであります。今回、国

の地域自殺対策推進事業のモデル自治体に選定

されましたが、これは平成18年度から実施して

いる当事業のうち、うつ病対策として西諸県地

域が先駆的に行っている普及啓発や早期発見・

早期治療の取り組みが評価されたものと考えて

おります。事業としましては、講演会の開催を

初め、職場内でのワッペンやＴシャツの着用な

どの普及啓発活動、市町村が実施する健康診断

にうつ病の項目を取り入れた「うつスクリーニ

ング」や、内科医及び看護師に対するうつ病研

修等、早期発見・早期治療につながる予防対策

の実施等であります。今後は、西諸県地域で実

施してきたうつ病対策の取り組みについて、市

町村と連携を図りながら、全県的に実施してま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（高山幹男君）

お答えいたします。

中小企業地域資源活用促進法に関する一連の

御質問であります。

まず、中小企業への周知と支援についてであ

ります。中小企業への周知につきましては、国

と協力しまして、昨年の11月から市町村、商工

関係団体に対する説明会を計３回開催しますと

ともに、地域資源を活用した新商品開発等に関

する調査を行うなど、基本構想の策定の段階か

ら、幅広く中小企業への周知を図ってきたとこ

ろであります。また、中小企業がこの基本構想

で指定された地域資源を活用した事業計画の認

定を受けた場合には、試作品開発や販路開拓等

に対する補助、政府系金融機関による低利融

資、専門家等のアドバイスなど、総合的な支援

を受けることができます。県におきましては、

産業支援財団が支援窓口となっておりまして、

事業化のあらゆる場面で中小企業へ助言してま

いりますとともに、商談会の開催など既存の事

業とも連携させながら、中小企業の取り組みを

支援していきたいと考えております。

次に、農林水産物を多く指定した背景と、観

光資源を活用した事業に対するイメージについ

てであります。地域資源の指定に当たりまして

は、市町村や関係団体、庁内関係部局からの意

見も聴取し、選定を行ったところであります。

本県には農林水産物が豊富でありまして、さま

ざまな加工の取り組みも行われていることか

ら、それを生かすという観点から101件の指定と

なったものであります。また、観光資源を活用

した事業としましては、例えば、観光事業者に

よるサーフポイントを活用したさまざまな体験

プログラムの企画やモニターツアーの実施な

ど、地域の観光資源を生かした新たな観光メ

ニューを開発する事業などが想定されます。

最後に、地域若者サポートステーションにつ

いてであります。地域若者サポートステーショ

ンにつきましては、ＮＰＯなど民間の団体等が

主体となるものでありますが、本県では、こと

し３月に、あるＮＰＯ法人が県の推薦を受けま

して国へ応募いたしましたが、残念ながら選定

をされなかったところであります。県といたし

ましても、いわゆるニートと呼ばれる若者に対

する就労支援は重要であると認識しております

ので、今後とも、この事業の情報収集を行いま

すとともに、事業の実施主体となるＮＰＯ法人
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等の掘り起こしを含め、教育や福祉部門などの

関係機関とも連携を図りながら取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（後藤仁俊君）

えいたします。

まず、道路舗装切断に伴う濁水処理の取り組

み状況についてであります。農政水産部におい

て、道路舗装切断を伴う工事といたしまして

は、畑地かんがい施設や営農飲雑用水施設の整

備を目的として実施する管水路工事等が該当し

ます。これらの工事の実施に際しましては、大

気汚染や騒音、土砂流出の防止等、施工中の環

境対策に十分配慮しながら工事施工に努めてい

るところであります。この中で、道路舗装切断

に伴う濁水処理につきましては、農政水産部と

いたしまして、積算上必要な経費を別途計上す

ることは可能でありますが、統一した取り扱い

を行っていないことから、今後は、趣旨の徹底

を図りまして、環境対策により一層配慮してま

いりたいと考えております。

次に、子ども農山漁村交流プロジェクトにつ

いてであります。子ども農山漁村交流プロジェ

クトは、総務、文部科学、農林水産の３省が連

携して、小学生を対象に農山漁村に１週間程度

の宿泊体験をさせる事業で、現在、国において

概算要求がなされているところであります。こ

の事業は、子供の学ぶ意欲や自立心などをはぐ

くみ、力強い子供の成長を支える教育活動とし

て推進するものですが、子供を受け入れる農山

漁村地域におきましては、農林漁業の作業体験

や地域の伝統行事等へ参加することにより、農

林水産業への一層の理解が深まることを期待い

たしております。また、子供たちとの交流によ

り、地域の高齢者等がその多様な技能を教える

ことで生き生きとし、さらに将来に向けた継続

的な交流も期待されるなど、地域の活性化にも

貢献するものと考えております。県といたしま

しては、今後、国の動向を十分に注視してまい

りたいと存じます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 道路○県土整備部長（野口宏一君）

舗装切断時に発生する濁水処理の取り組みにつ

いてお答えいたします。県土整備部におきまし

ては、昨年９月に、道路舗装の切断に伴い濁水

処理が必要となる対象工事について、切断延長

が100メートルを超える工事とすることとし、文

書で通知するとともに、所長会議等を通じ周知

徹底を図ったところであります。なお、今後と

も、施工実績を把握しながら、より適正な処理

が行われるよう徹底を図り、施工中の環境対策

に十分配慮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〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

総合型地域スポーツクラブについての一連の

お尋ねであります。

まず、設立状況についてであります。県教育

委員会といたしましては、いつでも、どこで

も、いつまでも、スポーツにかかわることがで

きる生涯スポーツ社会の実現に向けた環境づく

りの一つとしまして、総合型地域スポーツクラ

ブの設立を推進いたしているところでありま

す。これまで、県内において５市１町で10のク

ラブが設立されたところでありますが、現在、

今まで設立をされていなかった延岡市や三股町

など３市１町で、新たなクラブが設立準備中で

あります。このように、県内全域でおおむね計

画に沿った形で設立が進んでいると考えており

ます。

次に、広域スポーツセンターについてであり
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ます。県教育委員会といたしましては、県内の

総合型地域スポーツクラブの設立・育成を支援

するため、平成15年に「みやざき広域スポーツ

センター」をスポーツ指導センター内に設置い

たしまして、業務の推進に当たっているところ

であります。活動内容といたしましては、指導

者養成のための研修会や講習会などの開催、施

設や指導者の有効活用を図るための情報ネット

ワークの構築、他県の先進事例の紹介や本県の

市町村の課題に応じた支援の３つの柱で取り組

んでいるところであります。また、広域スポー

ツセンターでは、職員が市町村を訪問いたしま

して、総合型地域スポーツクラブの設立・育成

に対する適切な助言を行うなど、連携に努めて

いるところであります。

次に、総合型地域スポーツクラブの課題につ

いてであります。総合型地域スポーツクラブ

は、会員である地域住民が、自主運営、自主財

源、目的の共通理解という基本理念に基づきま

して、各地域でそれぞれはぐくみ、発展をさせ

ていくべきものだと考えております。実際に総

合型地域スポーツクラブを安定的に運営してい

くためには、会員の確保を基本といたしまし

て、地域のニーズに応じたスポーツイベント等

により財源を確保することが必要であり、その

ため、クラブの運営に直接かかわりますマネ

ジャーの資質向上や、魅力ある講座を担当する

指導者の育成が重要であると考えております。

したがいまして、県教育委員会といたしまして

は、現在行っておりますクラブマネジャー養成

講習会等のさらなる充実を図り、市町村や県体

育協会等と連携を図りながら、優秀な人材の発

掘や有資格者の活用と指導者の育成に、積極的

に努めてまいりたいと考えております。

最後に、子ども農山漁村交流プロジェクトに

ついてであります。本プロジェクトは、小学生

が都市部から農山漁村へ、農村から山村や漁村

へ行くなど、異なる環境のもとで１週間程度宿

泊し、田植えや水産加工などの勤労体験や地域

の人たちとの交流など、さまざまな体験活動を

行うものであります。このように、日常生活で

経験できないことを宿泊しながら体験すること

によりまして、子供たちの学ぶ意欲や自立心、

思いやりの心や規範意識など、豊かな人間性や

社会性がはぐくまれ、よりよい成長につながる

効果が期待できるものと考えております。県教

育委員会といたしましては、今後、国の動向を

見ながら検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

それぞれ答弁いただきまし○新見昌安議員

た。ありがとうございました。時間が４分しか

残っておりませんが、再質問をしたいと思いま

す。

まず、避難所としての学校の耐震化につい

て、教育長にお伺いをしたいと思います。新潟

県中越沖地震発生から間もなく２カ月になろう

としているところでありますが、この地震発生

の２日後に文部科学省が、柏崎市内の39の全部

の小中学校の中で特に目立った被害が報告され

た15校46棟の安全点検を実施したそうです。そ

の結果、５校６棟が使用禁止にしなければなら

ない状況だったという報道がなされておりまし

た。中には、一たん避難所として使用していな

がら、途中、閉鎖を余儀なくされて、避難して

いた住民が別の学校に移らないといけないとい

う状況もあったというふうに聞いております。

本県でも、大地震が発生したときに、当然、避

難所になるであろう公立学校の耐震化の現状が

どうなっているか、また今後どのように取り組

んでいかれるのか、お伺いをしたいと思いま
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す。

県立学校の耐震対策○教育長（高山耕吉君）

の現状と今後の取り組みについてであります

が、平成18年度までに耐震診断はすべて終了い

たしまして、４月現在で耐震化率は80.1％でご

ざいます。本年度は13棟の耐震補強工事を実施

いたしますが、27年度を目標とした整備計画を

策定いたしまして、今後はこの整備計画に基づ

き、計画的に整備を進めてまいりたいというふ

うに考えております。また、公立小中学校につ

きましては、４月現在の耐震診断実施率

は94.8％で、耐震化率は67.6％となっておりま

す。本年度は、17棟の耐震診断と36棟の改築、

補強工事が予定をされております。今後とも、

市町村に対しましては、国の助成制度の積極的

な活用を図りながら、耐震化を一層推進するよ

う、指導助言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。

今の答弁の中で、県立学校に○新見昌安議員

ついては、耐震整備27年度を目標とするとあり

ました。一方、公立小中学校については、目標

年度が今、発表ありませんでしたが、この公立

小中学校についても、しっかり目標年度を設定

していただいて、市町村としっかり連携をとり

ながら、耐震化の整備を進めていっていただき

たいというふうに思っております。

次に、がん対策について、知事にお伺いをし

たいと思います。がん診療連携拠点病院の機能

強化についてです。このがん診療連携拠点病

院、本県では４カ所整備されているようですけ

れども、がん治療の牽引役という役目、どこら

辺までしっかりと果たされているか、よくわか

りません。本県のがん診療連携拠点病院の現状

をどのように把握しておられるか。どんな課題

があると認識しておられるのか、お伺いをした

いと思います。また、がん診療連携拠点病院に

ついては、機能強化事業というのがあります

が、これを活用して、しっかり財政的な支援を

充実させていくべきではないかと思いますが、

見解を伺いたいと思います。

今の御指摘のよう○知事（東国原英夫君）

に、本県では県立宮崎病院と県立日南病院、県

立延岡病院、そして国立病院機構都城病院の４

病院が、地域がん診療連携拠点病院の指定を受

けているところでございます。今後、各拠点病

院の院内がん登録と相談支援センターの拡充強

化及び地域の医療機関との連携の強化を図るこ

とが重要かと考えております。さらに、現在、

未設置であります県のがん治療の中心となる県

がん診療連携拠点病院についてでございます

が、この指定に向けて、今後とも関係機関と調

整を深めてまいりたいと考えております。

あわせて、がん診療連携拠点病院機能強化事

業についての御指摘でありますが、がんから県

民の生命及び健康を守る上で、がん診療連携拠

点病院の果たす役割は大きなものだと考えてお

ります。本県におきましては、現在、各拠点病

院における院内がん登録や相談支援センターの

体制整備などを図っているところでございま

す。このような中で、国におきましては、がん

医療水準の向上と地域格差の是正を図るため

に、医療従事者の研修や患者や家族への相談支

援事業の機能を拡充するとともに、地域の連携

を推進するため、がん診療連携拠点病院機能強

化事業を行っておる次第でございます。今後

は、拠点病院の拡充強化に向けて、本事業の活

用についても検討あるいは推進を行ってまいり

たいと考えております。以上です。

ありがとうございました。が○新見昌安議員

ん対策について、もう一点お尋ねしたいと思い
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ます。がん検診についてであります。国の推進

基本計画においては、がん検診の受診率を50％

以上にする、これを一つの目標としておりま

す。そのために、市町村としっかり連携をとっ

ていく必要があるわけですが、県と市町村との

連携、また市町村に対する支援、これらについ

てどのようにお考えなのか、いま一度知事にお

尋ねをしたいと思います。

国におきましては、○知事（東国原英夫君）

がんによる死亡者の20％減少という目標を掲げ

ているところでございます。この目標達成のた

めには、がん検診受診率の向上や検診の精度管

理の向上も重要な課題となっております。本県

におきましては、民間と協働でのピンクリボン

活動等を通じての乳がんの早期発見とか早期診

断、早期治療の普及活動に努めているところで

ございます。さらに、がん予防展等による県民

へのがん予防の啓発を強化して、がん検診の受

診率の向上を図ることとしております。また、

成人病検診管理指導協議会に５つのがん部会を

設けまして、市町村や検診機関への技術的指導

・支援を行い、がん検診の質の向上に努めてい

るところでございます。今後とも、がん検診の

実施主体であります市町村との連携を深めなが

ら、その強化を図ってまいりたいと考えており

ます。

それぞれ答弁いただきまし○新見昌安議員

た。本当にありがとうございます。今回の質問

は、第１問目の知事の政治姿勢を除いては、国

の動き等をしっかり踏まえながら、本県の進む

べき道を探る意味で質問をさせていただいたと

ころでございます。今回の答弁には、前向きな

ものもあれば、もうちょっと頑張っていただき

たいというものもございました。今回の私の質

問を一つの契機にして、今後、県の進むべき道

をしっかり確立していっていただきたいという

ことを要望いたしまして、質問のすべてを終わ

りたいと思います。ありがとうございました。

（拍手）

ここで、執行部から発言の申○坂口博美議長

し出がありましたので、これを許します。

〔登壇〕 昨日の松○総務部長（渡辺義人君）

田議員の御質問への答弁について、補足説明と

おわびをさせていただきたいと存じます。

昨日、不適正な事務処理問題に関し、南那珂

農林振興局から他の５所属に対して総額約1,300

万円の肩がわりが行われていたことについて、

「調査報告書に記載されているのか」との御質

問があり、「記載はいたしていない」とお答え

しましたが、この答弁は、約1,300万円の不適正

な事務処理が、今回報告した以外にも別にある

と受け取られるおそれがあり、言葉足らずでご

ざいました。私の答弁の趣旨は、この南那珂農

林振興局における肩がわりは、既に預けや書き

かえの中に含まれており、報告書において、肩

がわりとしての記載は行っていないというもの

でありまして、具体的には、当該金額は報告書

に記載の同振興局の預け使用額4,061万9,703円

及び書きかえ総額78万8,385円の中に含まれてい

るということであります。なお、昨日の御質問

の中で、長崎県の報告書についても言及がござ

いましたが、長崎県においても、肩がわりとい

う分類についての説明はあるものの、肩がわり

自体の実態調査は行っておらず、返還に含めた

という事実もございません。私の発言が誤解を

招きかねないものでありましたことをおわび申

し上げます。失礼をいたしました。〔降壇〕

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、暫時休憩をいたします。
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午前11時18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、民主党宮崎県議団、39番井上紀代子議

員。

〔登壇〕（拍手） 民主党宮○井上紀代子議員

崎県議団を代表し、質問をいたします。

まず冒頭に、さきの台風４号及び５号により

被害に遭われました皆様に、心からお見舞いを

申し上げます。早急なる復興をともに取り組み

たいと思います。

一昨日の安倍総理突然の辞任ニュースは、大

変驚きました。安倍政権は、小泉政権がつくっ

た産業構造の変化とその対応の失敗による社会

の疲弊をそのまま受け継いで誕生した政権でし

た。したがって、国民からの支持が得られず、

政権維持が惨たんたるものであったことは、参

議院議員選挙結果を見ても明らかです。しか

し、安倍総理は、自分自身で「政権選択の選挙

だ」と公言して臨んだ参院選で大敗したにもか

かわらず、総理の座に居座り、今回突然、説明

責任も果たさず政権を投げ出すなどとは、国民

を愚弄しており、国際的にも恥ずかしい限りで

す。

小泉政権下での竹中平蔵大臣による新自由主

義の経済運営は、ＧＤＰは22兆円に増加したけ

れども、労働者への配分、雇用者報酬は５兆円

減というとんでもない結果を生みました。株主

配当は３倍になったけれども、1,000万円クラス

の中小企業の役員報酬は大幅に減となりまし

た。そして、生活保護世帯は63万人から104万人

になり、修学援助者は98万人から148万人、貯金

ゼロ世帯が３％から23.8％となっています。つ

まり、構造改革は格差がある社会づくりが目的

だったことが実証されました。内閣府が８日付

で発表した「国民生活に関する世論調査」で

は、日常生活で悩みや不安を感じている人

が69.5％に上り、前回調査を上回って過去最高

となったことが報じられています。自然災害の

想像を絶する状態もあわせての自然破壊、地

域、医療、教育等々の多岐にわたる格差、非行

や犯罪の多発等による社会崩壊の３つの危機感

を国民が感じていると言えます。この状況を打

開するには分権を推進する以外になく、税源移

譲などの地方財政改革は当然のこととして、自

治体の役割を増大することが必要です。「国民

の生活が第一」の視点でマニフェストを掲げて

戦った民主党が多くの国民の支持を得たこと

は、参議院議員選挙の結果でも明らかで、分権

を推進し、より住民に身近な自治体が大きな力

を得ることを国民が望んでいるあかしと考えま

す。

るる述べましたが、知事は今回の選挙結果を

どう受けとめておられるのか、午前中の新見議

員と重複しますが、お尋ねをいたします。

また、税源移譲を進める上で、地方と国の財

源を最低でも５対５に持っていく必要があると

思いますが、知事の所見をお尋ねいたします。

地方分権を推進するためには、財源の確保が

重要であり、財源確保の一手段として、地方独

自の新税導入が他県においては議論されていま

すが、新税の導入について知事の所見をお尋ね

いたします。

次に、地方経済活性化策についてお尋ねをい

たします。本県の国税収納が４年連続で増加し

たことが公表されています。宮日の記事によれ

ば、所得税の定率減税の縮減・廃止や酒税の増

加が要因とされ、宮崎税務署が「消費税の減収
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を考えれば、景気回復の影響とまでは言いがた

い」と分析していると報じています。我が県

は、本格焼酎の需要好調を除けば、産業面で公

共事業に対する依存度が高く、最近の公共投資

縮減などから停滞感があるのは事実です。もっ

ともっといろいろな産業面で、税収増加の

ニュースを聞くことができればと望んでいま

す。今、東国原知事人気によって宮崎県が注目

をされ、地元企業の競争力を強化するには絶好

のチャンスととらえるべきではと考えていま

す。地元企業に対して、困ったときにはいらっ

しゃいというような従来の受け身の支援体制で

はなく、ノウハウ重視のサポートを初めとし

て、強い中核企業を育成する支援はできないも

のかと考えます。お尋ねをいたします。

次に、知事マニフェストの実現についてお尋

ねいたします。

知事のマニフェストの実行が行政運営の基軸

となることは言うまでもありません。マニフェ

ストには、明確な数値目標、財源、具体的な工

程表などが盛り込まれていますし、知事が交代

すれば、そのたびに職員は総合計画の見直しや

政策転換に直面することになります。マニフェ

ストに沿った計画の見直しや政策転換は、実質

的なものでなければなりませんし、当然、実現

可能なものにしなければなりません。そのため

には、知事と職員は、知事は県民に視点を当て

て、職員は自治体職員としての専門性を持った

視点から政策論議が行われる必要があると思い

ます。その論議の過程で、知事と職員との信頼

関係が築かれていき、また、部局長のマニフェ

ストについても責任が明確となります。分権時

代における自治体は、足踏みすることなく、柔

軟に自己改革を重ねながら困難な政策課題に果

敢に挑戦する必要がありますし、その結果とし

て、県民の信頼を得て、活力ある地域、自治体

を確立することが必要です。知事マニフェスト

の実現に向けて考え方が十分浸透するために、

知事が直接職員と議論されることを期待します

し、知事マニフェストとの政策的合意ができる

よう、職員の意識改革にどのように取り組んで

いかれるのか、お尋ねをいたします。

また、知事マニフェストの底力、県民総力戦

については、理念だけではなく、もっと具体的

な県民運動としての展開を図っていくべきと考

えますが、お尋ねをいたします。

次に、入札制度についてお尋ねをいたしま

す。

官製談合事件を受けて、県民の信頼をかち取

るために早急に取り組まれたことは、評価をい

たします。今回の入札制度については、立場に

よって評価と課題とするところが異なるのは当

然です。納税者が求めるものは、透明性、競争

性、客観性、公正公平であること等が考えられ

ます。業者としては、経営の継続が図られ、い

い仕事をする業者が報われること等々。発注す

る側の意識改革も求められると言えます。代表

質問初日に、最低制限価格の引き上げをすると

の答弁がありましたが、予定価格の中に、働く

人たち、特に下請の労賃の確保が十分であるか

危惧するところです。公共事業費が減少してお

り、業界も再編の時期を迎えていることは十分

に認識されていると思いますが、本県の建設業

者は過剰だと言われています。入札制度改革に

よって、業者の再編淘汰がどのように進んでい

くとされているのか、お尋ねをいたします。

受注競争により落札率が低下し、手抜き工事

や下請企業へのしわ寄せが懸念されますが、工

事の品質確保をどのように進められるのか、お

尋ねをいたします。
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次に、不適正な事務処理についてお尋ねをい

たします。

調査報告書を見てすごく驚きましたのは、預

け総額が1,000万円を超えた所属、１．西臼杵支

庁9,861万4,497円、２．畜産試験場4,247

万4,994円、３．南那珂農林振興局4,061万9,703

円、４．高崎食肉衛生検査所1,427万8,635円、

５． これも驚きなんですが 五ヶ瀬中等― ―

教育学校1,421万6,618円。書きかえ総額が1,000

万円を超えた所属、都農食肉衛生検査所1,230

万8,551円。以上のとおりの金額の多さです。節

約してちょっと余ったので預けておくなどとい

うイメージを完全に吹き飛ばす金額です。この

６所属は、どのようにしてこのような多額を積

み上げられたのか、お尋ねをいたします。

次に、教育問題について、教育長にお尋ねを

いたします。

県勢発展のかぎが人づくりであることは、だ

れも異論のないところです。よりよい教育環境

を整備し、より質の高い教育を提供するため

に、学校力、教師力、家庭・地域の教育力の向

上が望まれます。教育においても分権が進む

中、地域の特性を生かした主体的な取り組みが

求められていますが、本県教育の方向性をどの

ように考えられているのか、お尋ねをいたしま

す。

また、本県が進める一貫教育の目指すものに

ついても、お尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、質問席から

質問させていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

参議院議員選挙についてであります。今回の

選挙結果につきましては、今までの政治や行政

による政策や施策に対し、国民の皆様が不信感

や不満感を抱き、変えてほしい、改革してほし

いという意思表示をしたのではないかと考えて

おります。構造改革が格差を生んだのかという

ことについては、さまざまな議論がございま

す。その因果関係は一概に申し上げられないと

考えますが、実際、地域間格差や雇用、医療、

年金など生活に直結した問題が生じていること

は事実であり、特に地方が疲弊する中で、国民

の暮らしが大変に厳しいことを訴えようという

思いが、今回の選挙結果を生んだのではないか

と考えております。

続きまして、税源移譲についてであります。

税源移譲につきましては、真の地方分権を確立

する上で重要な課題であると認識しておりま

す。国と地方の歳出の比率と税収の比率におい

て生じております大きな乖離を縮小し、地方が

担うべき事務と責任に見合うよう、国と地方の

税源配分５対５を目指し、国から地方へのさら

なる税源移譲など、抜本的な見直しを進める必

要があると思っております。また、税源移譲に

当たりましては、地域間格差が拡大することの

ないよう、税源の偏在是正を一体のものとして

行っていくことも必要ではないかと考えており

ます。なお、税財源の少ない本県の場合、地方

税制の見直しだけでは、財政力の格差を解消す

ることは困難でありますことから、安定的財政

運営に必要な地方交付税による財源調整機能の

充実を図らねばならないと考えております。こ

のため、今後とも全国知事会等を通じ、地方税

源の充実強化と偏在是正、財源調整機能の充実

を強く訴えてまいりたいと考えております。

続きまして、新税の導入についてでありま

す。県独自の新税につきましては、平成17年度

に、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルの促進

を目的とする産業廃棄物税を、平成18年度に
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は、森林環境の保全を目的とする森林環境税を

導入したところでございます。新税の導入につ

きましては、重要な政策上の課題解決のため、

新たな財源を必要とするかについて十分な検討

を行うとともに、その財源として税を選択する

ことが適切であるか、さらには課税の公平性、

中立性、簡素性が確保できるか等についても、

総合的な観点から慎重に検討がなされなければ

ならないと考えております。今のところ新税の

構想はありませんが、新税につきましては、新

たに御負担をお願いすることになります県民の

皆様の御理解をいただくことが、何よりも重要

であると考えております。

続きまして、ビジネスチャンスをつかむとい

うような支援についてでありますが、産業経済

のグローバル化や地域間競争がますます激しさ

を増す中、新規創業や経営革新は、地域産業の

活性化を図る上でも大変重要であると認識して

おります。このためには、経営者等が、世の中

の動きや消費者のニーズなどを的確にとらえ、

時期を逃さずに事業化する必要があります。そ

こで、県では、新規創業や経営革新などに関心

のある方々を対象に、産業支援財団や商工会等

を通じて、各種セミナーや創業塾などにより、

経営の心構えや成功事例等の紹介、そして具体

的なビジネスプラン策定などを支援しておりま

す。この結果、新規開業や、新たな商品やサー

ビスの開発に取り組むなど、成果も上がってお

りますので、今後とも関係機関と連携を深めな

がら、創業意欲の醸成に努めてまいりたいと考

えております。

続きまして、マニフェストによる職員の意識

改革についてであります。私は、県政運営の基

本的な視点の一つに意識改革と新たな発想を掲

げているところであり、「これはできん」から

「どうしたらできるか」という可能性を追求す

る発想や柔軟な思考へと転換し、これまでにな

い切り口で宮崎を見詰め直し、本県の本来の魅

力や可能性を引き出していく、そういう新しい

県づくりが重要であると考えております。この

ような観点から、積極的なトップセールス活動

や県庁見学ツアーの実施など、新しい発想に基

づく取り組みを率先して進めてきたところであ

り、職員はこれらの成果を目にし、その必要性

を十分に感じ取り、その意識や意欲も変わりつ

つあると思っております。また、これまでも、

庁内の各種会議や職員と直接語らうランチミー

ティングなど、機会あるごとに、「宮崎をどげ

んかせんといかん」という私の思いや考えを職

員に伝えるとともに、私のマニフェストの実現

に向けて、「新みやざき創造計画」「行財政改

革大綱2007」の策定、さらには「部局マニフェ

スト」の作成に当たっての意見交換等を通じ、

目標の共有化を図ってきたところであります。

今後とも、職員の意識改革や目標の共有化に努

めながら、県庁一丸となって、新しい宮崎の創

造に向けて取り組んでまいりたいと考えており

ます。

続きまして、県民総力戦についてでありま

す。私は、新しい宮崎を実現するためには、県

民一人一人が本県の発展について考え、それぞ

れの得意分野、持ち味を生かしてさまざまな場

面で力を発揮し、その力を結集する必要がある

と考え、県づくりの基本姿勢として「県民総力

戦」を掲げているところであり、これはわかり

やすく言えば「全員野球」ということでござい

ます。そこで、この県民総力戦を実際の行動に

結びつけ、具体的な形にしていくため、私は、

さまざまな場面でＰＲ活動をし、また、直接県

民の皆様と意見交換を行う座談会を開催するな
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ど、その環境づくりに取り組んでいるところで

ありますが、先日、その座談会の参加メンバー

が県民総力戦の趣旨に賛同してくださり、「ま

ちづくり」をテーマとしたフォーラムを自分た

ちの手で開催されました。また、私に、「自分

も県民総力戦で何かやりたい。何をすればいい

か」と聞いてこられる方々も、日に日にふえて

おります。こうした動きを契機として、観光客

や移住者の受け入れ、防災や子育て支援など、

地域の活性化や安全・安心につながる行動が各

地でわき上がり、行政主導型ではない、県民の

自発的な行動の輪が県内全域に着実に広がって

いく、そのような展開を図ってまいりたいと考

えております。

続きまして、公共事業に関する一連の御質問

であります。

公共事業に大きく依存している本県建設産業

は、公共事業費の大幅な減少に加え、入札・契

約制度改革の実施により競争性が高まった結

果、落札率も急激に低下するなど大変厳しい環

境下にあります。加えまして、本県における建

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

る一方で、建設業者数は８％程度の減少にとど

まっており、今後さらに業界の再編等が進むこ

とも想定されているところでございます。建設

産業は、社会資本の整備を通して県民の生活を

支えるとともに、災害時の緊急対応や雇用の受

け皿として大きな役割を担っておりますことか

ら、企業の技術力や地域社会への貢献度なども

評価する総合評価落札方式の適用を拡大するな

ど、技術と経営にすぐれた業者が伸びていける

ような環境づくりを推進してまいりたいと考え

ております。また、これらの取り組みに加え、

今回お願いしております建設産業支援対策の着

実な実施に努めるなど、厳しい経営環境にあり

ます建設業界のニーズに応じたきめ細かな支援

にも努めてまいりたいと考えております。

続きまして、工事の品質の確保についてであ

ります。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り、公共

工事の品質低下が懸念されるところでございま

す。このような状況から、今年度創設した公共

工事現場点検強化事業におきまして、施工体制

監視チームを設置し、施工体制の重点点検等を

抜き打ちで実施するなど、不適切な施工の防止

に努めているところでございます。さらに、工

事の品質確保を図るために、落札率が低い工事

について、監督業務の重点実施、中間検査の追

加実施など、工事監督・検査体制を充実強化し

ておるところでございます。

続きまして、預け等が多額に上る所属につい

てであります。預けには幾つかの類型があり、

予算を余らせたくないという職員の意識から、

年度末の予算残額を預けとするものが一般的で

すが、その他、事務の簡便さゆえ、事業者との

取引が年間を通じて安易に預けにより処理され

るようになったもの、研究や検査等で緊急性や

特殊性の高い備品や試薬等の必要が生じたとき

に随時調達することを目的として、事業者との

取引の大部分が安易に預けにより処理されるよ

うになったものなどが挙げられます。今回、預

け等の額が多額に上った所属は、こうした一般

的ではない取り扱いによるものであり、具体的

には、西臼杵支庁、南那珂農林振興局では、事

務の簡便さゆえ、預けが年間を通じて常態化

し、予算が大規模であることから、預け額も大

きくなっております。畜産試験場や高崎食肉衛

生研究所、都農食肉衛生研究所では、常態化に
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加え、研究や検査等に必要な高額な備品等も預

けや書きかえで随時調達していたことから、総

額が大きくなっております。なお、五ヶ瀬中等

教育学校は、平成６年度の開校であり、平成13

年度以前につくられた預けが残っていたもので

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。

まず、本県教育の方向性についてでありま

す。少子・高齢社会の進行や市町村合併等、社

会経済情勢が著しく変化する中、活力ある社会

を維持するためには、豊かな人間性と創造性を

備え、家庭や地域を大切にする心を持った人材

の育成が極めて重要であります。本県には、恵

まれた自然や豊かな人情、先人から受け継いで

きた歴史や伝統など、すぐれた教育資源があり

ます。このような宮崎のよさを生かし、学校、

家庭、地域が一体となりまして、知・徳・体の

調和のとれた心身とも健やかな子供を育成する

ことが、私たちの果たすべき最も重要な役割で

あると考えております。このため、平成17年度

に「明日の宮崎を担う子どもたちを育む戦略プ

ロジェクト」を策定いたしまして、一貫教育の

推進や学力向上等を中心に、積極的に取り組ん

でいるところであります。今後とも、本県が存

在感ある地域といたしまして輝き続けるため、

地域に根差した信頼される学校づくりを通しま

して、宮崎らしい教育の推進に全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。

次に、一貫教育についてであります。本県に

おける一貫教育につきましては、五ヶ瀬中等教

育学校の開設に始まりまして、本年４月には県

立宮崎西高等学校附属中学校の開校、さらに

は、県内３市１町と県との連名によります一貫

教育特区の認定など、地域の特性を生かした多

様な一貫教育に取り組んでいるところでありま

す。本県が進める一貫教育は、近隣の小中学

校、あるいは小・中・高等学校が課題や目標を

共有し、系統性と一貫性のある継続的な指導を

通しまして、中学校、高等学校への円滑な移行

や、子供たち一人一人の個性や可能性の一層の

伸長を図ることによりまして、学力向上や地域

に貢献する人材の育成を目指すものでありま

す。また、異学年の子供たちとのさまざまな交

流活動によりまして、思いやりや規範意識な

ど、豊かな人間性や社会性の育成にもつながる

ものと考えております。今後とも、県内すべて

の子供たちが、一貫教育を通しまして、よりよ

い教育環境とより質の高い教育を享受できるよ

う、市町村教育委員会等と緊密な連携を図りな

がら、その推進に積極的に取り組んでまいりた

いと思います。以上でございます。〔降壇〕

それぞれ答弁いただきまし○井上紀代子議員

て、ありがとうございました。

それでは、質問席から何点か質問させていた

だきます。

まずは、県立宮崎病院こころの医療センター

の整備計画について、病院局長にお尋ねをいた

します。

この計画については、私は２月の議会で、専

門医はどうしていくのかという問題を一回聞か

せていただきました。そしてその後にまた、整

備計画の関係で、委託予算について、６月の議

会ではこれが承認をされています。本当に県民

もこころの医療センターを待っていました。精

神科医療の分野というのは日本全体でもまだメ

ジャーになっていない部分であるのに、宮崎に

こころの医療センターができるということで、

大変な期待も持っていたわけです。ところが、

いつの間にか整備計画そのものが、だんだん縮
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小傾向になってきているのではないかという印

象を受けるわけです。県のこころの医療セン

ターの整備計画が当初の計画から縮小されたの

はなぜなのかということと、今の縮小された中

で、県民が期待する精神疾患の中核医療施設と

しての機能が本当に十分果たせるのかどうか、

そこをお聞かせいただきたいと思います。

お尋ねの県立宮崎○病院局長（植木英範君）

病院こころの医療センターについてですが、急

性期の治療、児童思春期治療など、民間の医療

機関では対応困難な精神疾患の治療の充実を図

ることを目的といたしております。昨年２月に

策定をいたしました「こころの医療センター施

設整備基本計画」におきましては、成人と児童

思春期を合わせまして55床程度としておりまし

たが、その後、これまで想定しておりました患

者需要等を精査いたしました結果、40床程度と

することが適当と判断したところでございま

す。このセンターは、成人32床、児童思春期10

床の合わせて42床で整備を進めることといたし

ております。当初の計画にありましたとおり、

県立宮崎病院に併設することによりまして、身

体合併症などの治療において、一般科との連携

や、民間精神医療機関との適切な機能分担を図

ることによりまして、本県の精神疾患に関する

全県レベルの中核病院としての機能をさらに充

実させることができるものと考えております。

再度、重ねてお伺いをいた○井上紀代子議員

しますが、非常に期待されたのが、いわゆる思

春期病棟のことなんです。思春期の子供だけで

はなく、子供たちのいろいろなケアを担当する

というところで、病棟の確保をするというふう

に、私が最初説明を受けたときにはそのような

整備計画になっておりました。成人病棟と子供

たちの病棟とがきちんと分けられた形で、今回

の整備計画の中にきちんとされているのかどう

か、そこをお尋ねしておきます。

今お尋ねのとお○病院局長（植木英範君）

り、計画の基本は変わっておりませんので、成

人病棟と児童思春期の問題ははっきり区別をし

て対応してまいります。以上でございます。

私は、今回設置された地域○井上紀代子議員

医療対策特別委員会の委員長をさせていただい

ています。そのときに、自己研さんも含めて、

医師の力を非常に発揮された方たちが認定医を

取られるというふうに聞いておりますが、今

回、思春期病棟に、認定医をきちんと取られた

ような医師確保ができているのかどうか、そこ

をお尋ねしておきたいと思います。

医師確保について○病院局長（植木英範君）

でございます。こころの医療センターにつきま

しては、本県の精神疾患に関する中核医療機関

としての機能を果たすために、医師の確保は極

めて重要であるというふうに認識をいたしてお

ります。現在も、富養園の医師確保につきまし

ては、宮崎大学の医局の御協力をいただいてい

るわけでございますが、こころの医療センター

につきましても、宮崎大学の医局との連携を一

層密にしまして、オープン当初から万全の体制

となりますよう努めてまいりたいというふうに

考えております。

専門の医師の問題でございます。これは昨年

の４月１日現在の数字で恐縮ですが、全国で123

名ということで、大変少ない数でございます。

しかし、私どもは、そういった専門医が全国的

に極めて少ないという大変な状況ではございま

すが、確保に向けまして最大限努力をしている

ところでございます。

再度確認をさせていただき○井上紀代子議員

ますが、最初私が説明を受けたときには、１が
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救急、２、急性期、それから身体合併症、児童

思春期、難治性疾患、この５つの機能というの

は、このこころの医療センターで十分対応でき

ると、それを目的としてこころの医療センター

をきちんとつくり上げていくというふうに説明

を受けているんですけれども、このことについ

ては間違いないですか。

ただいまお話のご○病院局長（植木英範君）

ざいました５つの機能につきましては、そのと

おり実施をいたしたいというふうに思っていま

す。それをやることで、こころの医療センター

が県内の精神科の中核医療機関となるようにと

いうことで計画をしております。これの一番の

目的は、県立宮崎病院に併設することで、一般

の科と連携をして対応できるということ。それ

で、こういった急性期のものにすべて対応し

て、できるだけ早い回復を待って、民間の医療

機関との連携で、また民間のほうにお願いする

と、そういう基本的な流れといいますか考え方

を持っておりますので、この５つの機能を十分

発揮してまいりたいと思っております。以上で

ございます。

ということは、細かく確認○井上紀代子議員

をさせていただきますと、いわゆる難治性疾患

と言われる人格障がいも含めて引き受けること

は可能であるというふうに理解をしていいとい

うことですね。今、宮崎の場合だと、他県に

送っている場合が非常に多いわけです。これも

間違いなくここでやれるというふうに理解して

よろしいですね。

はい、そのように○病院局長（植木英範君）

対応してまいりたいと思っております。

それと救急のことなんです○井上紀代子議員

けれども、こころの医療センターが救急の患者

を引き受けるのか。それとも、今、宮崎県立病

院にある救急センターに運び込まれるのか、そ

こについてはどのようになっておりますか。

精神科につきまし○病院局長（植木英範君）

ては、専門的な措置を要することが大変多いわ

けでございますので、こころの医療センターの

ほうで精神科の救急は対応いたします。

それでは知事に、こころの○井上紀代子議員

医療センターに関して、最後にお尋ねしておき

たいと思います。私、２月にも６月にも申し上

げたと思うんですけれども、採算性を追求すべ

きところと、採算性が追求できないところとい

うのがあると思うんです。今、病院局は本当に

苦労されていて、中期計画の財政的なあれをど

うにかしてクリアしていこう、赤字を減らそう

といって物すごく努力されているわけです。で

すから、南那珂農林振興局が日南県立病院の物

品を肩がわりするようなことが現実に起こるわ

けです。そして、県庁の職員の方もそうですけ

れども、病院局の皆さんも、時間外勤務をして

いながら時間外勤務手当を十分にはもらわない

けれども、気持ちとして一生懸命努力もしてい

るわけです、現実的には。だから、これ以上、

病院局長が、採算性を余りにも周りから言われ

れば、病院の中の質を落とさざる 質を落と―

すというふうに言い切ってしまうと、また働い

ていらっしゃる方にお気の毒で言えないんです

けれども、それはちょっと申しわけないかなと

思いますが……。

ただ、このこころの医療センターについて

は、全国で非常に問題になっています子供の心

の診療、これは本当に必要なんです。虐待に

遭った子供たち、いろいろな場合が考えられる

んです。この前、災害が起こりましたけれど

も、災害のときに受けた心の傷、これをどう

やってケアをするのかという問題がある。それ
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ともう一つ、一番、今、教育の場所でもいろん

なところで問題になっています発達障がい、グ

レーゾーンと言われる人たちをどうしていくの

かという問題とか、いろいろあるわけです。

それで、単に病院局だけでできる問題ではな

いというふうに私も思います。ですから、こど

も療育センターは何ができるのかという問題点

もあると思うんです。ですから、こども療育セ

ンターは「肢体不自由児施設」などというレッ

テルをばかっと張ったままにしていますから、

再三再四申し上げていますけれども、ここは形

を変えていくということが大変必要だというふ

うに思います。ですから、非常におくれている

精神医療の分野のところを、宮崎にせっかく、

こころの医療センターというのができる一番い

い段階―今議会でも議論になりましたうつ病

の問題とか、いろんな意味で精神治療というの

は、もっともっとみんなが注目しなければいけ

ない診療だと思うんです。それが自然体で行け

るような状況になるということが大変重要だと

思うんですけれども、知事は、こころの医療セ

ンターの整備が今のような縮小傾向の中でやら

れること、小さく出発して大きくすればいい

じゃないかという、この発想というのをどんな

ふうにお考えなのか、一回知事にお聞きしてお

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃることはよ

くわかるんですが、県立こころの医療センター

が開設されるという意義については、「精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律」によりま

して、都道府県は精神病院を設置するというこ

とがうたわれております。この法律上の設置義

務がありますとともに、富養園の老朽化という

ことで、県内精神医療の中核を担う医療機関と

して、こころの医療センターというのを位置づ

けたわけでございます。御案内のように、特殊

医療や高度医療は公益性を伴うものであり、採

算性と相反する部分があります。この点は十分

バランス感覚を考えながらやっていかなきゃい

けないと思いますが、整備に当たりましては、

県内の精神医療の全般的な状況はもとより、県

立病院事業の財政的に非常に逼迫しております

経営状況も踏まえた上で、本県の精神医療の充

実を図っていくという観点から、外部有識者な

どの御意見もいただくなど、幅広い議論の上に

これをとり行っていかなければいけないと考え

ております。

具体的には、このセンターは、御指摘のとお

り急性期や身体合併症、そして児童思春期の治

療など、民間精神医療機関では対応が困難な医

療を担うということでございます。それを目指

しているものでございますが、あわせて民間医

療機関と連携を深めて、今後、県民医療の一層

の向上に努めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 こころの医療センターのこ

とについては、本当に県民の皆さんからの期待

感があるということも事実です。そして、富養

園がずっとずっと担ってきたものというのは非

常に大きいんですね。ですから、いろんな形で

こころの医療センターについて注目が高まって

いるというのも事実ですので、いろいろな形で

御配慮いただくように、よろしくお願いしてお

きたいと思います。

次に、障がい者の雇用のことについて、知事

にお尋ねをいたします。

障がい者の一般就労の支援については、こと

し３月に策定された「みやざき障がい者安心プ

ラン」の中で明記をされていますけれども、具

体的にはどのように進めていかれるおつもりな

のか、そこをお聞かせいただきたいと思いま
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す。

障がい者の地域にお○知事（東国原英夫君）

ける自立した生活を確保するために、障がい者

の就労支援の一層の強化を図る観点から、県に

おきましては本年２月に、企業、行政、学校等

の関係機関で構成する「宮崎県障がい者雇用促

進協議会」を設置したところであります。御案

内のように、障がい者就労支援につきまして

は、民間の法定雇用率が1.8、本県では1.9とい

うことで、全国的には５位、６位ぐらいを推移

していて、全国的にはまあまあの取り組みをさ

れているんではないかと思います。さらに本年

６月から、この協議会の中に作業部会を設けま

して、就労支援に係る今後の取り組みの方向性

等を具体的に示した「障がい者雇用促進戦略」

を、来月を目途に策定することとしておりま

す。今後は、この戦略を着実に推進して、官民

一体となって障がい者の就労支援に取り組んで

まいりたいと考えております。

実は、３カ月はたっていな○井上紀代子議員

いと思うんですけれども、２カ月半ぐらい前に

健常な方たちは、いろんなところにイン―

ターンシップで行かれたりしてキャリアを積ん

でいく教育というのは進んでいるわけです。障

がい者の皆さんのインターンシップをどう進め

ていくかということが大変重要で、たまたま御

相談がありましたので、県議会で受け入れがで

きないだろうかという投げかけをしたところで

す。そうしたら、「県にそういう制度がないの

でできない」、ちょっとこれは驚きなんです

ね。地域のオピニオンリーダーは県庁ですか

ら、一番大きな企業は県庁なんです。ですか

ら、県庁が受け入れないで、民間企業の受け入

れを広げていくというのは、ちょっとこれは不

可能なんです。やっぱりその例、モデルをいっ

ぱいつくり上げていくことが大変重要だと思う

んです。それで、県に制度がないということで

したので、私どもの会派でお受けして、会派で

インターンシップを受けていただこうかなと

思ったら、体調を壊されて受け入れることがで

きなかったんですけれども。こういうことは、

まず県庁がやっていただいていいのではないか

というふうに思いますが、このことについて知

事はどんなふうにお考えでしょうか。

就労支援で障がい者○知事（東国原英夫君）

の方々を受け入れるというのは、それに対して

の適性等も含めまして、合う合わない、そぐう

そぐわないようなものがあります。県の教育委

員会などは、法定雇用率がたしか2.0だと思うん

ですが、それを下回って全国的には20数位。全

国的に教育委員会に関しては、いわゆる知的障

がい者の方たちも含めまして、障がい者の方た

ちの就労が進んでいない。それは、そこに適応

しがたいというのがある。県でも、例えば一例

でございますが、教育委員会で募集しましたと

ころ、障がい者の方たちが余り応募してくださ

らないという現実もあります。結果、法定雇用

率が下がっているわけでございます。

県におきましては、10月22日から４週間、企

業における雇用や職場実習の機会が少ない知的

障がい者１名を対象に、県庁の職場におきまし

て、実習を実施することといたしております。

今回は県では初めての取り組みなんですけれど

も、その成果や課題を検証して、今後の取り組

みに生かしていきたいと考えております。

ぜひそのことを広げていっ○井上紀代子議員

ていただきたい。３日間ぐらい、お一人だけで

すから、それに介助員の人がついてこられて、

それにかかる費用というのはそんなにはないん

ですね。いろんな意味でかかったとしても、せ
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いぜい10万円程度でしょうか、最高に見積もっ

ても。ですから、「預け」で預けている金を使

えばもっといっぱい雇えるわけですが……。

それでは、次に移りたいと思います。私は、

知事の「県民総力戦」という言葉そのものも非

常にいいなと思っています。そして、県民運動

としてどう広げていくかということも、非常に

大事だというふうに思っています。そして今

回、知事がつくられた総合計画は、直筆の署名

があったりして、とてもいいなと思っています

し、ソートがきちんとしていることも含めて、

すごく評価しているわけです。

やはり、県民総力戦の運動体の一番核になる

ところはどこなんだろうかということを考える

と、私は、地域コミュニティーをもう一回しっ

かりさせるということが、とても大事なんじゃ

ないかなと思うんです。新みやざき創造計画で

いくと、宮崎もどんどん人口が減っていく、そ

こに住むひとり暮らしの高齢者の皆さんはどん

どんふえていく。いわゆる３人に１人は高齢者

であったりする。全国よりも５年速いスピード

で進んでいるわけですからね。このことについ

ては、松形知事時代から全然変わっていないわ

けです。この地域コミュニティーをどう広げて

いくか。だんだん縮小傾向なんですね。市町村

合併等でいろいろな考え方もあって、なかなか

地域コミュニティーというのがきちんとした形

にない。私どもで言えば「自治会」というふう

な呼び方をしているわけですけれども。その自

治会の皆さんが何をしているかというと、自主

防災組織をやっていただいたり、防犯組織も受

け入れていただいているわけです。そして、地

域の中には高齢者の皆さんもいるんですけれど

も、そこを御存じなのも自治会の皆さんなんで

す。それで、知事に改めてお聞きしたいのは、

知事からのメッセージによって、地域コミュニ

ティーをもう一回つくり上げていきましょう

と。先ほど知事がおっしゃった地域力をつくり

上げていくのには、この地域コミュニティー、

いわゆる自治会をもう一回きちんと、みんなで

参加しつつやっていけるといいなと思います。

その支援策というのを、知事はお考えになった

ことはあるのでしょうか。

21世紀、現在あるい○知事（東国原英夫君）

は今後起こり得るさまざまな課題というのは、

おっしゃるように地域コミュニティーの崩壊と

か希薄化、ここに根幹があるのではないかと考

えています。家庭や地域社会の相互扶助機能が

弱体化して、住民相互の社会的なつながりなど

も希薄化しております。地域コミュニティー機

能というか、地域力あるいは組織力が低下して

いることは事実でございます。

私が考えるに、「地域コミュニティー」とい

う言葉というのがちょっとなじまないと考える

んです。言葉の問題ではないかもしれません

が、「近所づき合い」というのが一つのキー

ワードになるんじゃないかなと思っています。

―近所づき合いによって、隣が何をする人か

監視社会になってしまうという反発もあるんで

すが そういったことが子育てや防犯、いろ―

んなものに資するのではないかと思っておりま

す。互助、自助あるいは公助、助け合う気持ち

というものは非常に大切なんですが、それが地

域福祉の推進に大変貢献するものだと思ってお

ります。高齢者の見守りサービスとか子育てサ

ロン、地域での福祉とのつながり、そういった

地域に密着した取り組みというのが非常に重要

になると。御近所づき合い、あるいは家族づき

合い、親戚づき合い、そういうつき合いが希薄

化した、なくなったことが幾多の問題を増長し
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たというように考えています。これらに加え、

ことし３月には、住民に最も身近な市町村の地

域福祉の取り組みをなお一層促進するために、

宮崎県地域福祉支援計画を策定したところでご

ざいます。今後とも、そういう近所づき合い、

「つき合い」というものをキーワードにして、

宮崎県は、地域コミュニティーの推進、あるい

は強化に努めてまいりたいと思っております。

私が議員になりました平成○井上紀代子議員

３年、４年ごろに、認知症の高齢者の方の徘回

が非常に問題になって、途中で亡くなって、亡

くなってからわかるというようなことがあった

わけです。私、議員になりたてでしたけれども

一番最初にネットワークをつくられたのが―

釧路なんです そこのネットワークをモデル―

にしながら、高齢者のＳＯＳネットワークとい

うのを提唱したことがあるんです。警察本部長

に、今、このＳＯＳネットワークの現状がどう

なっているかということについてお聞かせいた

だきたいと思います。

お答えします。○警察本部長（相浦勇二君）

10年ほど前の話でございますけれども、高齢

化社会の到来に伴いまして、残念なことでござ

いますが、高齢者の徘回事案等の増加傾向が見

られ、中には事故等に遭遇するなど、応急の救

護を要する事態に陥るということが懸念されま

したことから、高齢者の的確な発見・保護を図

り、御家族の皆様の安心感を高めるために、何

らかの地域の社会的な協力の仕組みの構築がで

きないか、こういう機運が生じまして、警察と

しても当時、積極的に取り組むことといたしま

した。この際の議員の熱心なお取り組みについ

ても、承知をいたしております。

具体的には、当県下では平成９年の７月、宮

崎市域を皮切りにいたしまして、県下各地域に

おいて、私ども警察を含め、市町村、交通機

関、医療機関、民間団体等の地域の関係機関・

団体が連携して、徘回高齢者の早期発見・保護

とアフターケア等に当たる新たなネットワーク

を構築いたしました。現在、県下の全警察署管

内に合計で18のネットワークを構築いたしてお

りまして、「ＳＯＳネットワークみやざき」

「ＳＯＳ徘回ネットワーク延岡」等の名称で、

徘回高齢者の迅速な発見・保護活動に努めてい

るところでございます。このネットワークの基

本的な仕組みは、家族の方から警察に届け出が

ありますと、いなくなった方の服装であります

とか、身体特徴でありますとかをネットワーク

を使い流しまして、地域の多くの方々にアンテ

ナを張っていただく。そのことで迅速な発見を

図りますとともに、発見後、所要のケアを行っ

ていこうというものでございまして、警察で

は、届け出のあったもののうち、平成18年で82

人、本年７月末現在で51人の方をネットワーク

手配いたしまして、結果的に全員発見・保護に

至っております。

最近の効果的事例を一例御紹介しますと、こ

としの６月でございますが、80代前半の女性の

方の捜索願を受理いたしまして、ネットワーク

手配。手配された先のタクシー乗務員の方から

早期の通報がございまして、付近を捜索した警

察官が、川にはまっていた状態で女性を救助し

病院で手当てをして、命の別状なく無事保護し

た、こういう事例の報告を受けております。警

察といたしましては、このように有効に機能し

ている本ネットワークの運用に引き続き参画を

して、ぜひ徘回高齢者対策に寄与してまいりた

い、このように考えております。以上です。

最初に造成された団地で○井上紀代子議員

は、皆さんがだんだん高齢化していて、地域内
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では３人に１人が高齢者などと言っていますけ

れども、半数以上が高齢者。今回、限界集落み

たいなお話がありましたけれども、そういう感

じの集落と変わらないような団地というのも意

外に多いんです。それで、厚労省と国交省が、

団地に介護施設を設置したらどうだろうかと

か、団塊の世代の高齢化に備えてつくり上げて

いこうと、実際、予算措置もされるというふう

に思うんですが、こういうのを今やろうとして

いるんです。どこかに一人とか、高齢者お二人

で暮らしていらっしゃる人たちというのは非常

に多いわけです。地域コミュニティーの大事

さ、自治会の大事さというのは、防犯だとか防

災、お元気な方は見守り隊をやっていただいた

りしていることです。だけれども、本当に家の

中にたった一人でいる方というのもいるわけで

す。いわゆる孤独死防止のネットワークをきち

んとつくり上げておくということが大変必要で

はないかなというふうに思います。

それで、そのモデル事業をどこか 今、現―

実に私の知っている団地ではつくり上げようと

しているんです、地域資源を生かして。つま

り、その中心になっているのが派出所であった

り、郵便局の方であったり、地域包括支援セン

ターの方であったり、グループホームの方で

あったり、消防署の皆さんであったりとかして

いるわけです。ですから、地域にあるいろいろ

な行政のシステムをきっちりと使って、それを

ネットワークして、団地の中の自治会が一体と

なって孤独死防止をしていくと。実際動き出そ

うとしていらっしゃるので、私はこれはずっと

応援し、これをもっともっと広げられたらいい

なと思うんですが、これを市町村含めて一緒に

議論をし、広げていくというおつもりは知事に

おありかどうか、そこをお聞かせください。

独居高齢者の問題等○知事（東国原英夫君）

は、孤独死に限らず、災害時に、ひとり暮らし

のお年寄りたちの把握あるいは見守りというの

は非常に重要になってくると思いますが、高齢

者の方によっては、プライバシーの問題等々そ

れぞれの価値観がございまして、「私はよか

が」「私のことはひとりにしておいて」とか、

そういった方もいらっしゃるということを聞い

ております。そういったところは、強制的な見

守りじゃなくて温かい見守りというような観点

に立ちまして、見守り活動、あるいは地域のコ

ミュニケーションをもっともっと活性化させる

ような施策を、市町村と連携しながら、話し合

いながら、今後も取り組んでいかなければいけ

ないなとは思っております。

実は、たった一人で暮らし○井上紀代子議員

ていらっしゃる人たちが、台風災害に遭ったり

いろんな災害があったときには、「もうこの際

だから私はいいわ、ほっておいて」という方は

本当にいるんです。それで今、市町村は、その

方に何かがあったときにお助けするためのいろ

いろな手続をどうぞしませんかというふうに

言っているんです。ところが、市町村から来た

ものというのは、書くのが非常に難しいわけで

す。そうしたら「もういいわ」となってしまう

わけです。ですから、先ほど知事が言われたこ

とは非常によくわかりますが、自然に見守るよ

うなネットワークをきちんとつくり上げること

は大事なのではないかというふうに、再度申し

上げておきたいと思います。

次に移りますが、実は私は、知事のマニフェ

ストで忘れられないのが、企業局のあり方につ

いて知事が書いておられたのが非常に印象に

残っているんです。平成18年度の宮崎県公営企

業決算審査意見書が８月30日に知事あてに提出
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をされているわけですが、この決算審査意見書

によれば、３事業とも潤沢に運営されて、県財

政の一助となっているという報告をされていま

す。今回の決算を踏まえて、企業局のあり方に

ついて、知事の考え方をお聞かせいただきたい

と思います。

御指摘のとおり、私○知事（東国原英夫君）

はマニフェストで、「電気事業の民営化や一般

会計編入による資金調達と債務返済の検討」を

掲げておりましたが、この趣旨は、厳しい財政

状況にある一般会計の立て直しのための財源確

保の一方策として電気事業の資金を活用できな

いかと、それを検討できないかというものであ

りました。本県の電気事業は、全国に先んじて

始められ、公営電気事業としては全国有数の規

模を誇り、健全な経営を続けておるところでご

ざいます。事業を通じて、多目的ダム管理や森

林整備の財源など、毎年10億円程度を一般会計

に支出し、県の財政への貢献をしていただいて

いるほか、緑のダム造成事業などの地域貢献事

業にも取り組んでいることが、調べているうち

にわかったわけでございます。また、今年度

は、私のマニフェストの趣旨を受けて、新たに

災害時安心基金や環境対策事業などの財源とし

て、今後４カ年で11億円を低利で一般会計に貸

し付けもしていただいているという状況でござ

います。近年の決算も良好でありますし、この

ような現在の経営状況や、これら県財政への貢

献などを考えますと、当面は現在のまま、健全

経営を維持しながら、このような貢献を続けて

いただくことがよいのではないかと考えており

ます。

緑のダム造成事業というの○井上紀代子議員

は、非常に私は評価をしていますし、企業局が

今後も企業努力をしなければだめだとは思いま

すけれども、その努力において言えば、今の企

業局というのは非常に効果のある形ではないか

というふうに思っています。

次に、同じ緑の関係で、林業公社のことをお

尋ねしたいんですが、京都議定書で我が日本が

約束したＣＯ などの温室ガスの削減目標２

は、2008～2012年で1990年比６％で、うち3.8％

は森林によるＣＯ の吸収となっています。森林２

はその成長過程で光合成を行いＣＯ を吸収す２

る、そのため森林はＣＯ の吸収源と位置づけら２

れているということは、御存じのとおりです。

間伐を行うことで残った木の成長が促されて、

その過程で多くのＣＯ を吸収する、これも御存２

じのとおりです。つまりは、間伐を行ったり下

刈りや再植林をしたりして適切な管理をするこ

とによって、森林はＣＯ 吸収源の役割を大いに２

果たすということになります。我が県は森林県

であるということなんです。

私は今回、台風が去った後に被災地に行かせ

ていただきました。行ってみて非常に驚いたの

は、削れ方が普通の削れ方ではないということ

なんです。私どもの心が荒廃していくのと同じ

ようなスピードで、山が荒廃している。山が荒

廃する、その国土が荒廃するということは、そ

の国が荒廃するということのあかしではないか

なというふうに、現実に思うわけです。ですか

ら、森林を守り続けるということは、環境の問

題だけではなく心の問題としても、大きく私ど

もが一歩踏み込んでいく必要があるのではない

かというふうに思っています。

知事が言われる、雇用を拡大していくという

ときに、間伐も含めてそうですけれども、未植

栽地を植栽していくということをきのうもおっ

しゃっていただきましたが、そういうことを

ずっと繰り返していくことによって 私ども―
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は常に目先の話をしているわけです。１年、２

年でどうなのかとか、きょうのこれはどうなの

かみたいなお話ばかり、いつもしているわけで

すけれども、本来は、政治は100年先の話が一緒

にできるということがとても大事だと思うんで

す。未来の子供たちにどう何を残していけるの

か。やっぱり森の話、森林の話が一番、私たち

にとってみれば100年先の話ということになると

思うんです。林業公社というのは、いろんな批

判もあり、県の財政の持ち出しが大きいではな

いかとかと言われつつ存続してきたわけです。

この経営形態をどんな形で残していくのかとい

うことは、私は大変重要なことだと思います。

宮崎県の財政にも大きく影響することだという

ふうに思っています。そういう意味では、知事

は林業公社の経営形態をどういうふうにお考え

なのか、お聞かせいただきたいと思います。

林業公社のあり方に○知事（東国原英夫君）

つきましては、本年３月に副知事を座長とする

検討会議を設置しまして、県営林への移行とか

公社としての存続、あるいは他団体との統合に

ついて、林業公社に期待される役割とか、県の

財政負担などの観点から総合的に検討してまい

りました。この結果を受けて、林業公社として

存続することが最も適切と判断したところでご

ざいます。

森林は、木材の供給はもとより、県土の保全

や地球温暖化の防止など、私たちの生活に欠く

ことのできない多くの機能を有していることか

ら、県民共有の財産として大切に保全していく

ことが重要であると考えております。このよう

な中で、木材価格の長期低迷によりまして、林

業採算性の悪化、あるいは過疎化・高齢化の進

行に伴います林業担い手の不足とか、管理の行

き届かない森林の増加が懸念されておる昨今で

ございます。このため、林業公社がこれまで

培った技術力や経験を生かして、全県的な課題

となっている植栽未済地対策や間伐推進対策に

積極的に取り組むとともに、県民参加の森林づ
も り

くりのコーディネーターとして先導的な役割を

果たすこととしております。今後とも、林業公

社の経営改善に全力で取り組みまして、森林の

公益的機能の維持増進はもとより、雇用の場の

確保など、森林に対する県民の皆様の期待に十

分こたえられる公社となりますように努めてま

いりたいと考えております。

林業公社については、公社○井上紀代子議員

として残すことについてのメッセージが、県民

にしてみると、「いや、これは負担が大き過ぎ

るんじゃないか」みたいな、そういうイメージ

で受け取られる可能性というのは非常に高いと

思うんです。ですから、もっと強く、公社とし

て残すことの意味をきちんと県民に対してメッ

セージしていただきたいというふうに思いま

す。これはとても大事なことだと私は思ってお

りますが、ぜひそのようにお願いをしたいとい

うふうに思っているところです。それでない

と、県民の信頼はですね 何もかも一緒くた―

で、そういう不採算のところは切ってしまえば

いいんだという方向に流れる可能性は非常に高

いというふうに思っています。ですから、国か

らしっかり金を持ってくる分については持って

くると。国土を保全していくためには、必要な

金は使わせるということは、非常に大事なので

はないかと思っています。

次に、青島の観光について、私のテーマでも

ありますので、ぜひ知事に、率直にいろんなこ

とをお聞かせいただきたいというふうに思いま

す。

実は、テレビの「ピンポン」を見ていました
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ら、羽柴さんとの関係のことで、ぜひ宮崎の橘

ホテルとかを買ってくださいよみたいなお話を

されておりましたが、その後、このことはどの

ようになっているのかをお聞かせいただきたい

と思います。

６月に羽柴氏が青島○知事（東国原英夫君）

を訪れて、破産管財人とともに旧橘ホテルを視

察しておりますが、その後進展はないと宮崎市

から伺っております。なお、破産管財人に対し

ては２～３社から打診があったということです

が、具体的なプランはまだ示されておらないと

いうことであるようです。

この橘ホテルの問題は、本○井上紀代子議員

当に長い間、だれもが、青島リゾートの関係の

ことをお話しされるときには、非常にこれは問

題だなというふうに思っていらっしゃると思う

んです。地元が以前と違って非常に積極的であ

ること、それから宮崎市も非常に積極的になっ

たこと、それから宮崎県と宮崎市との関係が非

常によくて、一緒に議論をされていること、こ

れは一歩進むのではないかと非常に期待をさせ

るものがあるわけです。私はこれを見たときに

やったと思ったんですが、「東九州自動車道、

県負担80億円ゼロに」、知事はこれは80億円も

うかったと思いませんか。出すはずの金を出さ

なくてよくなったわけです、80億。青島にがつ

んと使えないかどうか、そこを知事にお聞かせ

願いたいと思います。

新直轄方式による高○知事（東国原英夫君）

速道路整備につきまして、地方交付税の算定方

式が改正され、今年度分で約14億円弱、普通交

付税の算定上のプラスとなったところでござい

ます。しかしながら、今年度の普通交付税と交

付税の代替財源である臨時財政対策債の合計額

は、それでも前年度を下回っている状況であり

ます。地方交付税は、三位一体の改革等により

まして、平成16年度から平成18年度まで３年間

で300億円以上も削減されておる状況でございま

す。また、今後についても予断を許さない状況

でございます。本県では毎年度200億円を超える

収支不足が発生しております。こうした状況か

ら、御提案の件につきましては、大変難しい

と、大変厳しいという考えでおります。

青島の橘ホテルの問題は、○井上紀代子議員

宮崎市が橘ホテルを解体するのに大体７億から

８億、アスベストの問題があったりすると、そ

れにプラスしてといったら10億ぐらいかかると

思うんです。これは自分で考えたやつだから違

うかもしれないんです。もっと安いかもしれな

いんですけれども。その10億の金を、「宮崎市

出せよ」と言われたら、宮崎市はこれはちょっ

と無理だと思うんです。ですから、青島の橘ホ

テルに関して言えば、県が５億出すから、あん

たのところは５億出しないよみたいな話じゃな

いと、決着はつかないんじゃないかなというふ

うに思うわけです。

だから、宮崎県民、宮崎市民も含めて、今一

生懸命来ていただいている観光客に、お化け屋

敷みたいなあれをずっとさらし続けていくの

か。それとも、どこかでえいと踏み切って決着

をつけるか、どっちかだと思うんです。私が県

議会議員でありながら、こういう乱暴な言い方

をしているというところが御批判をされるとこ

ろは、甘んじて受けざるを得ないんですが、そ

れほどしない限りは、この青島の問題というの

は こんなときに、実際持っている人に、―

「あなた、10億出して壊しなさいよ」みたいな

ことが通るかといったら、現実に通らないわけ

です。ですから、実質的なきちんとした話をし

ない限りは、本当に宮崎がリピーターを多く受
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けとめるような観光地にしていくために―青

島だけにそれほど使わないよという話にもなる

のかもしれないんですけど―ある意味では一

歩踏み込んだ何らかの形での方策というのをつ

くり上げない限りは、これはなかなか解決はつ

かないんじゃないかと。将来あのまま風化して

いくのを待つしかないということになるのでは

ないかと思うんです。これ以上聞いても無理な

のかもしれませんが、知事は今後、青島の問題

についてはどのように取り組まれるのか、お聞

かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 青島に限らず、高千

穂、えびの、西都原、いろんな観光資源がござ

います。これは県を代表する名立たる観光地だ

と認識しております。そういった意味では公益

性があるということは認識しますが、青島の橘

ホテルに関しまして、今のところ県が何かをや

るということは考えてはおりません。心情とし

ては、財政逼迫の折、観光再生のためには、青

島、高千穂を初め県内有数のいろんなところの

観光資源は開発したいと考えておる次第でござ

いますが、御案内のように何分財政が 迫して

おりますので、非常に厳しい状況じゃないかと

思っております。

それとは別に、青島に対する御質問でしたの

で、青島に関して言わせてもらえば、あそこは

宮崎を代表する観光スポット、あるいは観光資

源の豊富なところだと考えておりますので、多

角的な視座でいろんな方法をもって観光として

開発していかなきゃいけない。観光の手段とし

ては、滞在型、あるいは医療とスポーツ、マリ

ンスポーツ等々の組み合わせ、あるいは自然と

の組み合わせ、農業体験との組み合わせ等も含

めまして、青島の観光の―再生と言うと怒ら

れるかもしれませんけれども―活性化につい

ては、側面的な支援はさせていただこうと思っ

ております。

○井上紀代子議員 青島の問題は、県議会の全

員の皆さんが私の意見に賛成かというと、そう

でもないんですよね。視線でよくわかるという

か、おれんちはどうすっとかみたいなそういう

話で。ただ、青島は本当に大きな観光スポット

になり得て、もう一つは、知事がよく言われる

移住を呼び込むための一つの大きな力であると

いうことも事実なんです。お倉ヶ浜もいいです

し、いろんなところもいいんですが、青島もそ

うなんですね。やはり青島が変わっていくと、

大きな意味で宮崎の観光が、天の岩戸ではあり

ませんが、ぱっと開いたような感覚を皆さんが

持っていただけるのではないかと思っていま

す。これからもいいほうに進むことを御期待申

し上げたいというふうに思います。

それでは、再質問になりますが、不適正な事

務処理についてお尋ねをしたいと思います。私

は、きのうの松田議員に対するお話を聞いたと

き、肩がわりというのは、はっきり言って、ま

た出たみたいな感覚だったわけです。ところ

が、きょう御説明を総務部長からお聞きしまし

たので、そういうことで了承せざるを得ないの

かと。

ただ、私、壇上で申し上げましたが、尋常

じゃない金額を尋常じゃない形で、予算の執行

そのものを丸投げしたみたいな印象すら持つわ

けです。正直申し上げて、私が思う預けの印象

というのは、12万ぐらい余ったのをみんなでた

めておいて次に何か使うみたいな、そういう発

想なんですよ。いわゆる肩がわりの予算の目的

外使用、こういうこともそうですし、予算その

ものを業者に丸投げしたみたいな―業者の人

が、これを運営資金というか経営の資金に使っ
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たりできるんじゃないかなと思ったりもするん

です。これは全員協議会のときに西村議員が

ちょっと言っておりますが、キックバックはな

かったのかという話。一番大きいのはうちに預

けてくれみたいな話になるんじゃないかと思う

ぐらいの高額さなんですね。これは単なるコン

プライアンス意識が低かったなどという範囲の

ものなのかどうかが理解できないわけです。最

初に総務部長に、そのことについてお聞きして

おきたいと思います。

いわゆる預け等に○総務部長（渡辺義人君）

つきましては、今、井上議員からるるお話がご

ざいましたけれども、預けという行為は、現金

が事業者のほうに文字どおり預けられるという

ことで、その取り扱いによっては不祥事を発生

させやすい、そういう温床になるお金というこ

とでありますので、私どもも、今回の全庁調査

に当たりましては、事実確認等を徹底的に行い

ましたが、そういう私的流用は確認をされな

かったということでございます。ただ、いずれ

にしても、預けあるいは書きかえ、それから今

回御指摘のありました肩がわり、こういった行

為はすべて不適切な行為でありますので、今後

の再発防止策の中できちんと是正をして、しっ

かりとした対策を講じたいというふうに思って

おります。以上であります。

予算の目的外使用は不適正○井上紀代子議員

に当たらないと判断する理由というのは何です

か。

不適正に当たらな○総務部長（渡辺義人君）

いということではなくて、私は、予算の肩がわ

りというのは目的外使用であるというふうに

思っております。

県庁の職員の方と、私のよ○井上紀代子議員

うな普通の一般の者は意識が違うのかもしれな

いけれども、この辺の理解がうまくできないん

です。これは処分の対象にもならないわけです

が、なぜこういうことをしても処分の対象にも

ならないのか。意味がぴたっと来ないわけで

す。これは長年の皆さん方の知恵だとか言われ

ると、ちょっと知恵の度合いを過ぎているとい

うふうに思わざるを得ないんです。

私は、これは知事はどんなふうにお考えなの

かをお聞かせいただきたいと思います。不適正

な事務処理についても、予算の目的外使用につ

いても、現実に監査できないわけです。監査し

ている人が預けをしているんです。わかってい

るんです。今まで預けの実態というのを知って

いる人が監査しているわけです。今回も庁内の

調査委員会で決められましたよね。今まで県庁

職員だった人が、県庁の人たちがしているこの

状況というのを監査するということになるわけ

です。ですから、目的外使用をしていたとして

も監査ができないわけです。預けの実態を御存

じだったとしても、そのことが指摘されていな

いわけですよね。そうじゃないんですか。

ただいまの件○代表監査委員（城倉恒雄君）

でございますけれども、私どものほうの職員、

ましてや、私も含めてでございますけれども、

そういった事実を知っていて、あえてそれに目

を向けなかったということは一切ございませ

ん。

私が申し上げたいのは、現○井上紀代子議員

実に今までずっと積み重なるようにして預けと

いう実態はあったわけです。ある程度の上の方

じゃないと預けの実態を知らないのか。１年

生、２年生の職員になったばかりじゃわからな

いでしょうけれども、そこの会計の担当か何か

する人たちは、この預けということについては

よく御存じだったんじゃないかなというふうに



- 151 -

平成19年９月14日(金)

思うわけです。だけど、その実態は、常態化し

ているので、みんなからすればそのことについ

ては当たり前のことで、今回のようなことがな

い限りわからなかったというふうに、私たちは

理解すればいいということですか。

端的な例として申○総務部長（渡辺義人君）

し上げますと、備品がかなり預け・書きかえ等

で購入をされておりますけれども、実は物品の

指導・検査等を行います際に、これまでの検査

方法というのは、書類関係がきちんと整ってい

るかとか、記載に不備がないかとか、そういう

点を中心にやっておりまして、例えば備品であ

れば、備品台帳に記載されている物品が現に保

有されてそこにあるのかということをやって

いったわけです。ですから、今回、預けとか書

きかえ等で購入された備品については、そもそ

も備品台帳に登録がされておりません。実はそ

このところに反省すべき点がありますので、今

後の物品検査・指導等については、そういった

今まで発見できなかったようなところにきちん

と目を向けて、そこからきちんと立て直してい

かなければならない、こういう認識をいたして

おります。

再発防止策というのを見せ○井上紀代子議員

ていただきましたので、それをきちんとやって

いただきたいなと思います。

私は、監査のあり方を代表監査委員に先ほど

唐突に申し上げて、お答えいただけたんですけ

れども、もう公認会計士の方とか税理士の方と

か、そういう外部の方からやっていただいたほ

うが、県民にとってみると、そのことについて

は公平性がある、公正性があるというふうに受

け取られるのではないかと思いますが、そのこ

とについて知事はどんなふうにお考えでしょう

か。

監査のあり方につい○知事（東国原英夫君）

ての疑義でしょうか。外部の方、民間の方の公

認会計士なり税理士さんの会計監査というもの

は、地方自治あるいは地方公共団体にはそぐわ

ないんじゃないかと私は考えております。た

だ、おっしゃる意味はよくわかります。民間の

外部の目線、県民の目線をもっと入れてはどう

かということでございますが、すべてを外部に

委託するということは、公共あるいは公益性と

いう立場からしても、十分慎重に見ていかなけ

ればいけないという立場でございます。

ただいまも弁○代表監査委員（城倉恒雄君）

護士さん、公認会計士さんという話もございま

す。それで私どもは、私どもの今の体制の中で

十分やっていけるんじゃないかというふうには

思っておりますが、一つの方法として外部監査

というような方法もございますので、それは

ケース・バイ・ケースで、そういう方法も取り

入れることは一つの検討すべき課題だろうとい

うふうに思っております。

通告をしておりました子育○井上紀代子議員

て支援については、また別の機会で質問をさせ

ていただきたいと思います。

今回は、いろんな意味で分権ということに視

点を当てて質問をさせていただきました。きょ

うの新聞によりますと、政府の地方分権改革推

進委員会で、分権に対して消極的な意見が大半

を占めたという記事が載っています。そしてま

た、せっかく知事出身で総務大臣になられた増

田さんが、本当に短い期間の大臣でしかなかっ

たということで、地方の実態を反映できると期

待されていたわけですけれども、残念な結果に

なりました。

今回の参議院議員選挙の結果もそうですし、

今の政治情勢を見ていてもそうなんですけれど
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も マイケル・ムーア監督が映画の「シッコ―

ＳｉＣＫＯ」の中で、アメリカという国がい

かに大変な国であるかということをずっとフィ

ルムで出されています。竹中さんは、アメリカ

育ちと言ったらおかしいけれども、アメリカか

ぶれといいますか、そういうところがありまし

たので、本当に新自由主義というのを現実に実

行してこられた方です。ＧＤＰから見ると、資

本家の皆さんというのは、先ほど私が言いまし

た、22兆円、労働者の賃金を削った分の５兆

円、そして減税の３兆円、これを足して30兆円

もうかっているんです。そして、私ども一般の

国民というのは非常に貧困なんです。先ほど言

いましたアメリカは、総体的な貧困率というの

は80年代からずっと１位で、日本は２位なんで

す。そして2005年の国勢調査によると、30歳か

ら34歳の非婚率というのは日本は49.4％なんで

す。これは、国家を維持していくというのにど

ういうことかというような感覚を私は持ってい

るんです。分権を進めるには、地方がしっかり

して、「この宮崎にいらっしゃい。宮崎だった

ら、あなたたちが人生を楽しめるような生活環

境を提供できますよ」ということが言えな

きゃ、本当の分権の推進ということにはならな

いのではないかというふうに思います。改革を

標榜する知事が非常に少なくなったと言われる

ときですが、ぜひ知事にはその先頭に立ってい

ただきたいというふうに私は思いますが、知事

の御見解をお伺いしたいと思います。

貧困率というのはジ○知事（東国原英夫君）

ニ係数のことですか 0.5を超えまして、非常―

に格差というのは広がっていることは数値的に

も出ているわけでございます。おっしゃるよう

に５～６年前から、構造改革に端を発した、ア

メリカナイズされた、あるいは年次改革要望書

のままだというような御指摘もございますが、

新自由主義を採用することによって、こういう

格差社会になったという議論がございます。そ

の因果関係は別にしまして、実際に地方が疲弊

していることは事実でございます。所得格差、

地域格差、あるいは職業格差、いろんな格差が

出ていることは確かでございます。これは政府

・与党にも言えることですけれども、政策転換

していただきまして、地方の疲弊、あるいは中

山間地域、国土を含めたその叫び声に熱い目線

を注いでいただきまして、地方間格差をなくす

というよりも、地方を底上げするような政策転

換をぜひしていただきたい。私も、力はそんな

にないと思いますが、微力でございますが、全

国知事会あるいは地方六団体等を含め、地方か

らの声を今後大にしていきたいと考えておりま

す。

今の発言を大事に、私も御○井上紀代子議員

一緒にきらりと光る宮崎づくりに邁進していき

たいと思います。

これで代表質問のすべてを終わります。あり

がとうございました。（拍手）

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日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時29分散会

平成19年９月14日(金)


