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一般質問◎

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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、これを順次許し

ます。まず、26番田口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） 民主党の田○田口雄二議員

口雄二です。４月の初当選以来、２度目の一般

質問をさせていただきます。本日は12月14日、

赤穂浪士討ち入りの日です。今まさに吉良邸に

乗り込むような気持ちで、この壇上に立ってお

ります。赤穂浪士が吉良上野介を取ることは、

私にとりましては、県当局よりいい答弁をいた

だくことと同じです。私が討ち死にすることの

ないよう、前向きの答弁をよろしくお願い申し

上げます。

さて、いよいよ本日が一般質問最終日となり

ました。今回の一般質問は21名の質問ですが、

そのうち延岡市選出の５人全員を含む県北の８

人が質問しています。それだけ県北の抱える問

題や課題が大きいと御理解いただきたいと思い

ます。

そのような中、このたび、西都―高鍋間の東

九州自動車道建設予定地にある補償金目的の過

密植栽が強制収用の方向に進んでおり、係る経

費が今議会に追加補正として提案されました。

一日も早い完成を待ちわびている県北の人々に

は、延岡―宮崎間の平成26年度内の全線開通に

向けて、まことにありがたい朗報となりまし

た。残された34カ所の解決に向けても、大きく

前進したものと思っております。関係各位の御

労苦に心からお礼を申し上げ、今後もなお一層

の御尽力を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

では、通告に従い質問をいたします。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

いたします。

ことしは東国原旋風が吹き荒れた１年でし

た。昨年の今ごろは、官製談合による知事の逮

捕で、県民は惨めで悔しい思いをいたしており

ました。東京にいる私の大学生の息子は、宮崎

県出身と言うのが恥ずかしいとも言っておりま

したが、東国原知事誕生以来、そんなことは既

に遠い昔のように思えるほどです。芸能界にい

たころよりはるかに知事のネームバリューが上

がり、県庁が観光地になるなど想像もしなかっ

たことが起こり、宮崎県のイメージが大きく

アップいたしました。知事に就任して間もなく

１年が経過しようといたしておりますが、民間

出身の知事御自身が知事になる前に持っていた

知事のイメージと、実際になられてからの印象

はどのように違うのか。

また、この１年間で県内をくまなく回られま

した。改めて宮崎県のいいところ、あるいは改

善点などがよく見えるようになったものと思い

ますが、どのような所見をお持ちか、また今後

の政策にどう生かしていくのか、知事にお伺い

いたします。

次に、知事の多選禁止条例についてお伺いい

たします。神奈川県議会は10月の本会議で、松

澤知事が提案した知事の任期を連続３期12年ま

でに制限する多選禁止条例案を可決させまし

た。施行時期は、地方自治法などが改正され、

条例による多選制限が認められた後になるよう

です。知事の多選自粛を求める条例は埼玉県な

どで制定していますが、禁止する条例は初めて

平成19年12月14日(金)
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のようです。賛同する知事もいれば、否定的な

知事もおり、各地方自治体の首長の今後の対応

に波紋を投げかけています。知事御自身は御自

分のマニフェストに多選自粛をうたっておられ

ましたが、神奈川県知事の多選禁止条例につい

て、知事のお考えをお伺いいたします。

次に、福祉行政についてお伺いいたします。

今回実施された厚生労働省の調査では、2006

年度の認可保育園の保育料滞納が、全国で89

億7 , 0 0 0万円、本県は保護者の８％に当た

る1,059人が１億1,000万円を滞納しています。

不名誉なデータではいつも上位を占めているこ

との多い本県が、滞納者率で全国ワーストであ

ることが明らかになりました。今回のような調

査は初めてのようですので、全国的な推移は不

明ではありますが、県当局の自治体への調査で

は、５年前と比較して滞納額が増加しているよ

うです。給食費などと同様に、払える経済力が

あるのに払わない、モラルが低く義務を果たさ

ないケースがかなりあるようです。公立保育園

においては、滞納分を財政の厳しい市町村が税

金で穴埋めをしている状態です。しっかりと義

務と責任を果たしている者が損をするのでは、

公平公正が原則である社会がおかしくなってし

まいます。今回の不名誉な結果についての所見

と、今後この状況の改善にどのような対策をお

考えか、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）についてお伺いいたします。ＤＶは犯罪と

なる行為をも含む重大な人権侵害です。政府の

調査によれば、20人に１人の女性が生命に危険

を感じるほどの暴力を受けていたことがある、

また離婚調停の約３割が離婚理由としてＤＶを

挙げているとも報告されています。外部からの

発見が困難な家庭内において行われるため、潜

在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄い

という傾向があります。周囲が気づかず、暴力

がエスカレートし、深刻な被害になりやすく、

また直接の被害者のみならず、子供へも精神的

な影響を与え、また親の心理的な不安定によ

り、養育にも影響が出ます。ＤＶの防止及び被

害者の保護、そして自立支援を総合的に進めて

いかなければなりません。そこで、本県のＤＶ

の現状と対応状況について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

次に、観光対策についてお伺いします。

このたび宮崎―ソウル間のアシアナ航空が、

期間限定とはいえ１便増となりました。また今

回、新たに宮崎―台北間の定期便が開設される

ことになりました。大変喜ばしいことで、

チャーター便などの利用者増の実績により、今

回の増便、開設につながったものと思います。

平成18年度の海外からの本県への観光客の推

移、特に韓国、台湾の動向について、また、韓

国、台湾への誘客の取り組み状況を、あわせて

商工観光労働部長にお伺いいたします。

今回新たに開設される台北線は、九州南部で

は本県だけのようですが、増便となったソウル

線ともども維持・充実させる取り組みを、地域

生活部長にお伺いいたします。

交通網の整備に関して、ＪＲ日豊本線の新車

両の導入についてお伺いいたします。

平成８年に空港連絡線が開通し、ダイヤの見

直し等で、宮崎―延岡間は利便性が格段に向上

いたしました。県北部の人たちは、宮崎市に来

るときはＪＲを利用することが非常に多く、特

に宮崎空港の利用者はかなりの比率だと思いま

す。そして、一時は最新鋭の特急「つばめ」の

車両が「にちりんシーガイア」としてさっそう

と走っていたものですが、残念ながら現在は、
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使い古しの老朽化した車両を化粧直しの上、特

急として使用されている状況です。携帯電話は

車内ではマナーとして使用できませんが、連結

機のところではうるさくて使い物になりませ

ん。おまけに車内でのお茶や弁当などの販売も

なく、時間帯によっては３両編成の特急もあ

り、宮崎駅を立つときは通路に立っている人が

たくさんいる情けない状況です。同額の特急券

と乗車券を購入しているのですから、最新型と

は言わなくても、もう少し利用者が快適に乗車

できる車両にすることができないか、取り組み

について地域生活部長にお伺いいたします。

次に、日豊本線の高速化についてお伺いいた

します。現在、九州では高速交通体系の東西格

差が拡大の一途です。３年半後に九州新幹線が

全線開通すると、鹿児島と大阪間が約４時間で

結ばれます。平成５年に日豊本線の宮崎―延岡

間が時速110キロメートルで走行できるように改

良されましたが、それでも宮崎―小倉間が約４

時間半かかる状態で、宮崎駅を出発したにちり

んが福岡県に入ろうとするころに鹿児島を出発

した新幹線は大阪に着くという、情けなくなる

ほどの格差です。日豊本線の宮崎―大分間の高

速化の現状と今後の取り組みについて、地域生

活部長にお伺いいたします。

次に、鉄道高架についてお伺いいたします。

全国的な傾向とはいえ、中心市街地の寂れ方は

ひどく、延岡駅前も例外ではありません。原因

の一つに、鉄道による商店街の分断と国道10号

線からのアクセスの悪さが挙げられます。県内

の鉄道高架は、都城市が昭和56年に県内で最初

に完成し、次いで宮崎市が平成５年に、そして

昨年12月に日向市駅が高架にされ、駅前が新し

い街の顔として再開発が行われており、大きく

変貌しています。鉄道高架事業は、国、県、地

元自治体とＪＲの協力で行われると理解してお

りますが、実現の可能性について県土整備部長

にお伺いいたします。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

平成17年の台風14号で、延岡市は未曾有の大

被害を受け、212億円の激特事業による河川改修

や排水ポンプの設置が決まり、防災に向けて大

きく前進することになりました。その中で、こ

れまで何度も祝子川支流の蛇谷川の水害に泣か

されてきた桜ヶ丘、夏田町は平成17年に、家屋

と事業所を合わせると約400世帯が床上浸水に遭

い、県事業で排水ポンプの設置が決まり、日々

土木工事が進められていました。そんな中、排

水ポンプの土木工事を請け負っていた建設業者

が８月に倒産し、再度入札が実施され、工事が

再開されました。しかし、この間の空白は非常

に大きく、来年の台風に間に合うのかと、地元

の皆さんは気が気でないという状況です。蛇谷

川の排水ポンプの完成予定時期について、県土

整備部長にお伺いいたします。

次に、本県は、有数の竜巻常襲地帯で、全国

４位の発生件数です。記憶に新しいところで

は、昨年、列車を脱線転覆させるほどのパワー

を持った竜巻が市内中心部を南北に縦断し、多

くの死傷者とインフラや家屋に甚大な被害を出

した延岡市を初め、日向市や日南市でも大きな

被害が発生いたしました。延岡の歴史を見てみ

ますと、同規模の竜巻は過去に何度も発生し、

これまで大きな被害を与えてきたようです。長

い海岸線を持つ本県は、沿岸域ではどこに竜巻

が発生してもおかしくない状況です。そのよう

な中、気象庁は、竜巻をもたらす局地的な低気

圧などを観測できるドップラーレーダーを全国

に配備中です。積乱雲の動きをとらえ、竜巻や

落雷の発生のおそれがある地域に細かい情報提
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供をし、予防策を講じることができます。竜巻

常襲地帯へのドップラーレーダーの配備状況

を、総務部長にお伺いいたします。

次に、教育行政について、全国学力テストの

取り扱いについてお伺いいたします。43年ぶり

に実施された全国の小学６年生と中学３年生

の225万人が参加した学力テストは賛否両論あり

ましたが、子供たちの学力や学習状況に関する

貴重なデータを手に入れたことになります。本

県はほとんどの教科で正答率が全国平均を上

回っていたようですが、今回の結果の公表を受

けて、教育長はどのような感想をお持ちか伺い

ます。そして、この手に入れたデータをどのよ

うに活用するのか、学力向上と教育環境の改善

にどう生かしていくのか、教育長にお伺いいた

します。

次に、県立普通科高校の通学区域撤廃につい

てお伺いいたします。もう既に何人かの議員か

ら質問が出ていますが、県北の状況から見ると

納得いかないところがありますので、あえて質

問いたします。来年度から県立高校普通科の入

試制度が変わり、通学区域が撤廃され、どの高

校でも受験できるようになります。これまでも

区域撤廃をする前から、県北や県内各地から宮

崎市の県立高校や私立高校に優秀な学生が入学

してきました。この入学制度改革は、教育レベ

ルの県央一極集中を助長するのではないかと懸

念されます。なぜ通学区域を撤廃しなければな

らないのか、その必要性は何なのか。また、高

校間の格差が拡大し、定員割れも出る可能性が

あると思いますが、教育長の所見をお伺いいた

します。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

知事像ということでございます。まず知事職

は想像以上の激務であります。対外的には、国

等への政策提案や要望活動を初め、トップセー

ルス活動、行事やイベント等への出席、県内各

地域の実情把握などの業務に追われ、県庁内で

は各部局との施策や課題の協議・検討等がメジ

ロ押しのスケジュールをこなすなど、席を暖め

る暇もないほどであります。また、県政の置か

れている現状をつぶさに把握した上で、改め

て、県財政の厳しい状況や、山積する課題解決

の困難さ等を痛感させられております。変革の

時代にあって、既存の制度や仕組みを変えてい

く能力や情報発信能力など、知事に対し期待さ

れる資質や能力が従来とはさま変わりする中

で、県民の期待、時代の要請にこたえられる知

事を目指し、オンリーワンの宮崎を築いてまい

りたいと考えております。

続きまして、本県の実情についての認識と政

策への反映についてであります。本県には豊か

な自然、温暖な気候、豊富で新鮮な食材、神話

や伝説、そして何よりも温かな県民性と、どれ

をとっても全国に誇るべき魅力が数多くあると

確信しております。しかしながら一方で、県内

各地を回る中で、社会インフラ整備のおくれを

痛感するとともに、これらのすぐれたポテン

シャルや魅力が十分に生かされていないのでは

ないかとの思いを強くいたしております。この

ため、知事就任後、私みずからが先頭に立ち、

さまざまなメディアを活用しながら、県産品、

観光、移住促進、企業誘致などのセールスに努

めてきたところであります。私がこれほど宮崎

をメディアに乗せた理由というのは、ＰＲもさ

ることながら、宮崎県民の皆様の意識を変える

ことにありました。つまり、郷土宮崎に自信や
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誇りを持っていただきたいと考えたのでありま

す。ことしの全国和牛能力共進会で宮崎牛が日

本一になりました。まさに宮崎の高いポテン

シャルが引き出された例であります。宮崎の潜

在能力を信じて、今までとは異なる切り口、新

たな発想で、宮崎の持つ本来の魅力、可能性を

引き出す努力が必要ではないかと考えておる次

第でございます。これからは、これまで以上に

県内をくまなく回りながら、県民の方々とじっ

くり話し合うことで、本県の現状をしっかりと

把握して課題を抽出し、政策立案に生かしてま

いる所存でございます。

続きまして、神奈川県の多選禁止条例につい

てであります。私は、同一人物が、権限が集中

する知事の職に長く在任することによって、権

力の腐敗化や県政の独善化、あるいは行政のマ

ンネリなどの弊害が起こりがちであると考えて

おります。このようなことから、私は、知事の

職に長くとどまるべきではないと判断して、マ

ニフェストにおいても多選自粛を掲げていたと

ころでございます。ただ、多選制限の制度化に

つきましては、国の立法政策上の問題があり、

神奈川県の条例についても、実際に施行される

のは、地方自治法等の関係法令が整備された後

と伺っており、今後の国の動きに注目していき

たいと考えております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（渡辺義人君）

たします。

竜巻に関してであります。昨年の本県や北海

道などにおける甚大な竜巻被害を受けまして、

気象庁では、全国で、竜巻をもたらす局地的な

低気圧等が観測できるよう、新たに７カ所で気

象ドップラーレーダーの整備を進めるととも

に、「突風等短時間予測情報利活用検討会」に

おきまして、竜巻に関する新たな情報の提供に

ついて検討を進めているところであります。こ

のうち、本県全域を観測できるレーダーにつき

ましては、福岡と種子島の２カ所であります

が、福岡につきましては、今年の11月15日に完

成いたしております。種子島につきましても、

来年の２月には完成する予定と伺っておりま

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。

宮崎空港の国際線についてであります。ま

ず、宮崎―ソウル線につきましては、先月22日

から週４往復へ増便になったところでありま

す。増便によって、韓国はより便利になります

ので、早速、県内の関係団体や企業を訪問し、

利用促進をお願いするとともに、増便記念搭乗

キャンペーンやメディアを活用したＰＲを実施

しているところであります。次に、宮崎―台北

線につきましては、去る11月１日に路線の開設

が決定し、現在、台湾当局において航空会社の

選定が進められているところであります。台湾

との国際定期便は、九州では現在、福岡―台北

線だけでありますので、宮崎―台北線の開設に

当たっては、県民の皆様はもとより、お隣の鹿

児島県や熊本県の方々に対しましても、より身

近になる台湾のＰＲや広域的に路線を活用して

いただく方策を検討しているところでありま

す。ソウル線及び台北線は、本県が目指してい

る東アジアとの経済・交流拡大を図っていくた

めの基盤となるものであり、県民の皆様には、

多様な分野で幅広く活用していただきたいと考

えております。県といたしましても、全庁を挙

げまして、国際定期便を活用した東アジアとの

経済・交流拡大に取り組んでまいる所存であり

ます。

次に、日豊本線への新型車両の導入について
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であります。現在、日豊本線を走行しておりま

す特急列車は、「にちりん」「きりしま」及び

「ひゅうが」でありますが、いずれの車両も昭

和の時代に製造されたものであります。ＪＲ九

州としましては、車両の更新には多額の費用を

要する一方で、特に宮崎―大分間の利用者数が

減少傾向にあることから、更新が進まないとの

ことであります。そうは申しましても、日豊本

線の利用促進のためには、快適な車両の導入が

不可欠でありますので、県といたしましては、

宮崎県鉄道整備促進期成同盟会などとも連携し

ながら、引き続き、ＪＲ九州本社や宮崎総合鉄

道事業部に対しまして、早期の車両更新を強く

働きかけてまいりたいと考えております。

次に、日豊本線の高速化についてでありま

す。日豊本線宮崎―延岡間につきましては、平

成３年度から平成５年度にかけて高速化事業を

実施し、最高速度が時速110キロメートルに改良

されております。また、延岡―佐伯間も110キロ
※

メートルに改良されておりますが、県境をまた

ぐ佐伯―延岡間につきましては、高速化事業が

実施されておらず、最高速度は85キロメートル

にとどまっております。このため県では、ＪＲ

九州に対しまして再三にわたり要望を行ってき

たところでありますが、宗太郎峠の地形が非常

に急峻なことなどから、この区間の高速化には

莫大な費用を要するということで、事業化には

至っていない状況にあります。しかしながら、

日豊本線は、東九州を縦貫する唯一の幹線鉄道

であり、本県産業の振興や地域の活性化はもち

ろん、九州が一体となった発展を図る上でも、

大変重要な交通基盤であります。県といたしま

しては、今後とも、国及びＪＲ九州に対して高

速化の必要性を強く訴えてまいりますととも

に、地元やＪＲ九州の費用負担を軽減する支援

制度の拡充を、国に対して要望してまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

まず、保育料の徴収状況についてでありま

す。今回公表されました調査結果によります

と、宮崎市を除く県内市町村における平成18年

度中の保育料の滞納額は約１億1,000万円で、保

護者全体に占める滞納者の割合は、全国で最も

高いという残念な結果となっております。滞納

の原因につきましては、県内外を問わず、保護

者の社会的責任感や規範意識の問題が最も多く

指摘されております。保育料の滞納は、保育料

を納めている保護者との公平性を欠くととも

に、市町村の財政を圧迫するなど、極めて重大

な問題であります。このため県としましては、

市町村に対し、保護者への一層の働きかけや滞

納処分を含めた積極的取り組みを、８月に文書

で依頼したところであります。今後とも、行政

指導監査等の機会を通じて、助言等を行ってま

いりたいと考えております。

次に、ＤＶ（配偶者暴力）の現状と対応状況

についてであります。県では、女性相談所が配

偶者暴力相談支援センターの役割を担っており

ますが、平成18年度に受け付けたＤＶ相談の件

数は702件で、平成17年度と比較すると130件増

加しており、ＤＶ防止法が施行された平成14年

度と比較すると、約２倍となっております。相

談の内容としては、身体的な暴力だけでなく、

身体や生命の危険を感じるような脅迫を受けた

ものや、配偶者からの暴力から逃れるために一

時保護を求めるといったようなさまざまな相談

があります。女性相談所では、ＤＶ被害者の抱

えるさまざまな相談への対応やカウンセリング

を行うほか、被害者の一時保護並びに自立支援

※ 297ページに訂正発言あり

平成19年12月14日(金)
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に向けたサポートを行っているところでありま

す。また、警察、市町村、民間団体等で構成す

る「ＤＶ被害者保護支援ネットワーク会議」を

開催し、ＤＶに関する情報交換など、関係機関

との連携強化に努めているところであります。

以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

海外からの観光客についてであります。平

成18年の海外からの観光客は、外国人宿泊者数

で見ますと、６万9,570人となっておりまして、

前年と比較して約9,000人増加しております。こ
※

のうち韓国につきましては、アシアナ航空定期

便を利用したゴルフ客を中心に、３万3,851人と

なっておりまして、前年と比べて約9,000人増加

いたしております。また、台湾につきまして

も、チャーター便による団体ツアーが好調で、

１万9,400人、前年比約2,300人の増加となって

おります。

次に、台湾と韓国からの観光客誘致について

であります。まず、台湾につきましては、新規

就航により、本県は南九州で唯一定期路線を有

することとなりますので、鹿児島県等と連携し

た南九州周遊ルートの開発や、修学旅行、個人

客の誘致にも力を入れてまいりたいと考えてお

ります。また、韓国につきましては、定期便の

増便により、多様な旅行日程を組むことができ

るようになりますので、従来から人気のあるゴ

ルフツアーに加えて、温泉やマリンスポーツ、

トレッキングなど、地域資源を生かした体験メ

ニューや、神話・伝説を取り入れた新たな観光

ルートの提案を行うなど、さらなる誘客を図っ

てまいりたいと考えております。今後、航空路

線増強による利便性の向上や、本県観光の魅力

について情報発信を強化しますとともに、南九

州各県や九州観光推進機構との広域連携を図り

ながら、積極的に観光客誘致に取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ＪＲ日豊本線延岡駅周辺の連続立体交差事業

実現の可能性についてでございます。この事業

の可能性につきましては、延岡市が平成17年度

に、五ヶ瀬川から祝子川の間で「延岡駅周辺鉄

道高架等可能性調査」を実施しております。こ

の調査によりますと、踏切部の交通遮断量が国

庫補助採択基準に達しないことなどから、現時

点での事業採択は厳しい状況であると考えてお

ります。県といたしましては、中心市街地の活

性化や安全で円滑な交通確保の観点から、引き

続き延岡市と一緒に研究してまいりたいと考え

ております。

次に、蛇谷川排水ポンプ場整備工事の完成時

期についてでございます。県では、来年６月か

らの排水ポンプの運転開始を目指し、ことし３

月末に土木工事に着手したところであります

が、工事を受注した建設業者の倒産により、工

程に大幅なおくれが生じている状況となってお

ります。このおくれを取り戻すため、作業時間

の延長や工事用道路の追加などにより、工事の

進捗に努めているところではございますが、排

水ポンプの運転が可能となるのは、現在のとこ

ろ来年９月末の見込みとなっております。以上

でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

全国学力・学習状況調査の結果につきまして

は、これまで県及び市町村教育委員会が取り組

んできましたさまざまな学力向上の施策や、各

※ 300ページに訂正発言あり

平成19年12月14日(金)
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学校の熱心な学習指導の成果であると考えてお

ります。調査結果のデータにつきましては、詳

細な分析を行い、各学校で作成しております学

力向上のための改善計画書の見直しや、教員の

指導力を高める授業研究会などの施策の検証を

行うとともに、指導方法の改善等について具体

的な提案を行うなど、市町村教育委員会と連携

しながら、一人一人の子供たちの学力向上に努

めてまいりたいと考えております。

次に、通学区域の撤廃についてであります。

専門高校や私立高校は、県内どこでも受験でき

るのに対しまして、普通科の志願者だけが、行

きたい学校を自由に選べない状況があり、撤廃

を望む声がありました。このため、普通科高校

についても、中学生が行ける学校から行きたい

学校を選択できるようにすることが、通学区域

撤廃の大きなねらいであり、このことによりま

して、中学生の進路意識や学習意欲が高まるこ

とが期待されます。また、生徒や保護者から選

ばれる学校となるために、各高校の魅力や特色

づくりが一層進むこともねらいといたしており

ます。このようなことから、平成17年度に、20

年度からの撤廃を発表し、これまで新聞広告や

全中学生へのリーフレット配付など、鋭意周知

を図ってきたところでございます。

また、本県の普通科高校は、これまで進学や

就職、部活動などで着実な実績を上げまして、

それぞれの地域にしっかりと根づいておりま

す。さらに、県教育委員会といたしましても、

ハイスクール学力アップ総合推進事業や、中・

高連携推進モデル事業等を推進いたしまして、

普通科高校の特色づくりの支援に積極的に努め

ているところでございます。通学区域が撤廃さ

れましても、生徒は、各学校の特色を十分理解

した上で、通学距離等の条件も考慮しながら、

個性や能力、適性に応じた学校を適切に選択す

るものと考えており、多少の移動はありますも

のの、志願者の大きな変動は生じないものと考

えております。この制度の変更により、本県教

育の一層の充実が図られることを期待いたして

おります。以上でございます。〔降壇〕

それぞれ御丁寧な答弁ありが○田口雄二議員

とうございました。理解を深めるために何点か

質問をさせていただきます。

まず初めに、知事にお伺いいたします。

知事の多選禁止条例に関しまして、先ほどい

ろいろ御答弁いただきました。長くなると、さ

まざまな弊害が出る可能性があるということで

ございます。確かにアメリカの大統領も２期８

年以上できないようになっております。限られ

た時間の中で実績を残さなければなりません

が、そのかわり、思いどおりに仕事ができるよ

うに、絶大な権限が与えられています。それ

は、県民に直接選挙で選ばれる知事も、まさし

く同様の大きな権限を有しております。決めら

れた期限の中で最大限の力を発揮して県政を大

きく発展させていただきたい、そのように感じ

ます。しかし、先日の中村幸一議員の、「知事

は国政にくらがえするのではないか、腰を据え

てやる気はあるのか」との質問に、「宮崎に骨

を埋める覚悟で立候補した」と答えられました

が、知事の多選自粛のコメントとは矛盾してい

ないのでしょうか。知事の言う「骨を埋める覚

悟」とはどういう意味かお伺いいたします。

骨を埋める覚悟とい○知事（東国原英夫君）

うのは、別に長きにわたって権力の座に踏みと

どまろうという意味とは限らないと思うので

す。骨を埋めるということは、宮崎のために貢

献する、宮崎のために何とか地域貢献できない

かということをずっと模索しながら生きていく
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というような意味でございますので、それと多

選とは別問題だと考えております。

ただ、私たちが知事の将来を○田口雄二議員

あれこれと言っても、束縛する権利も何もあり

ませんので……。ただ知事は、「宮崎をどげん

かせんといかん」と言って立候補し、当選され

たわけですから、宮崎をしっかりとどげんかし

た後に次のステップを考えていただきたいと

思っております。

知事の注目度はいまだに高くて、発言や行動

がマスコミをよくにぎわわせています。例の物

議を醸した徴兵制発言を聞いて、私が昔読んだ

ビートたけしさんの本のくだりを思い出しまし

た。たしか「だから私は嫌われる」という題名

の本だったと思いますが、今回の知事の発言の

内容と表現がほとんど同じでした。さすがに師

弟関係、感化されたのかなと勝手に思っており

ます。しかし、ビートたけしさんが発言するの

と、公職である知事が発言するのは全く重みが

違います。115万県民の代表としての自覚を持っ

ていただきたいと思っております。

そんな中、知事の発言で、何を言っているん

だと思った記事を見つけました。残念ながら私

は出席できませんでしたが、12月２日に前三重

県知事の北川さんをお招きして、知事のマニ

フェストをテーマにした討論会が宮崎で実施さ

れております。そして、「４年を１年と書いた

ミスで観光客５％増は無理です。謝罪します」

と、まだ１年もたたないのに早々にギブアップ

の発言をしております。北川さんも、「４年と

１年を間違えたら偽装じゃないか」と発言した

と聞いております。私は６月議会の質問で、

「マニフェストの達成率が60％で成功」と知事

が発言したことで、県民の約束をほごにしたの

ではないかという質問をさせていただきました

が、今回の発言も全く同じだと思っておりま

す。マニフェストの否定にもつながります。

今、国会でも、消えた年金の名寄せの件で、舛

添厚生労働大臣の公約が大きな問題になってお

ります。ただ疑問なのは、知事は、この間違い

にいつ気づかれたのでしょうか。選挙のとき、

知事のマニフェストは本県どころか全国的にも

かなり話題になりました。選挙のときには気づ

かなかったのでしょうか。気づいていたのに訂

正もせず、スタッフも気づかないとは信じがた

いのです。選挙を戦い、選挙後に間違っていた

のに気づいたというのは、どう考えても問題で

すが、知事の見解を伺います。

「そのまんまマニ○知事（東国原英夫君）

フェスト」というのを冊子でつくったときに

は、観光の問題の数値目標は出していないんで

す。その後に各報道機関から、具体的な数字を

挙げてくださいというリクエストがあったんで

す。そのときに書いた数値の中に、「４年間で

５％増」というところを、４を書き忘れまして

年間５％と書いてマスコミに提出したんです。

そして、マスコミがそれを報道したんです。新

聞、テレビ等、雑誌もそうでした。そのときに

はもう訂正する余地がなかった。時間もなかっ

た。そうであるならば、年間５％を目指そう

じゃないかと、自分の中で思ったんです。これ

は非常に難しい。御案内のように、この10年ぐ

らい、県外からの入り込み客というのは年々

減っております。減っている中で持続、つまり

安定に持っていくのも大変なんですけれども、

それを上昇させていくことはもっと大変なこと

だというのは、私認識しておりました。だか

ら、４年間で５％という数値目標を出したんで

すけれども、それは年間５％、だったら、もし

間違って提出しているんだったら、目標は高い
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ほうがいいだろうということで、訂正をさせて

もらわなかったんです。では年間５％でそれに

チャレンジしていこうじゃないかという意思

で、そのままにしておりました。実際就任し

て、観光誘致とかを一生懸命ＰＲさせていただ

いたんですけれども、この年間５％というのが

非常に重い大変な数字だということを、大体１

年たって認識してきつつあるんです。ですか

ら、もしかしたらこれは達成できないかもしれ

ないということで、そういった発言をさせてい

ただきました。

マニフェストを前面に押し出○田口雄二議員

して選挙を戦ったわけですので、知事には、マ

ニフェストの実現に向けて全力で頑張っていた

だきたいと思います。そして、マニフェストの

評価というのは、任期が終わるころに評価され

ればいいのであって、今のうちからもう無理だ

とか、できないから謝罪するというのは非常に

おかしいですね。余りに早く、できないなどの

評価を下すと、厳しいけれども知事のマニフェ

ストのために全力で頑張っている職員のモラル

が低下してしまいます。例えば観光に限って言

えば、商工観光労働部長や観光リゾート課が、

観光客の増加対策に対して一気に気が抜けてし

まったのではないかと思っておりますが、それ

も非常に心配しております。知事の所見を伺い

ます。

マニフェストという○知事（東国原英夫君）

のは、僕は生き物だと思うのです。時代とか社

会性が刻一刻と変化している中で、１年前に書

いたマニフェスト、２年前に書いたマニフェス

ト、それは遂行するのが義務でございますが、

日々変わっていくんですね。変わっていく修正

もしていかなきゃいけないというところもあ

る。例えば、新たなマニフェストの目標が出て

きたり、そういったものも、私は修正していっ

ていいと思うのです。ただ、最初に書いたマニ

フェストというのは、これを達成するために全

力は尽くす、これはもう県民の皆さんとお約束

していますから、それは全力を尽くしたいと

思っております。ただ、生き物だと思っていま

す。

なかなか納得いかない答弁○田口雄二議員

で、生き物であると、絶えず変わるというので

あれば、それはそうかもしれませんが、先ほど

知事も御自身でおっしゃいましたように、この

４年間に向けて、最初のマニフェスト達成に向

けて全力で頑張っていただきたい。そして、ぜ

ひ職員のモラルがアップするような発言もして

いただきたい、そのように考えております。

次に、防災対策について、再度、県土整備部

長に伺います。蛇谷川排水ポンプの完成時期で

すが、大幅におくれて来年の９月ですと言われ

ましても、私は、はいそうですかと簡単には引

き下がれません。県土整備部長がもしここに住

んでいたら、とてもそんなふうには答えられな

いと思います。９月末というのは、台風がほと

んど終わっている時期です。この地区は相次ぐ

水害で、排水ポンプの設置が長年の悲願でし

た。それが、先ほど申しましたように平成17年

の約400軒に及ぶ大水害の甚大な被害で、この多

くの被災者の犠牲によるとはいえ、ようやく設

置が決まって喜んでいるんですね。この団地

は、建設以来40年を超えておりまして、非常に

高齢化が進んでいます。ひとり暮らしが多く、

ポンプに対する期待は、皆さんが思う以上に大

きいものがあります。実はことし７月と８月に

台風が来ましたが、あわやのところまで水位が

上がりました。しかし、それでも３軒の家屋が

２度とも床下浸水しております。平成17年の台
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風時に比べると、大幅に宅地造成も進んでお

り、遊水地が激減しております。今までと同じ

ような雨量でも、かなり違う被害が出るのでは

ないかと思っております。もっと早く、台風時

期に間に合うように完成時期を早めることがで

きないのか、再度お伺いいたします。

県といたしま○県土整備部長（野口宏一君）

しては、夜間工事における振動や騒音など周辺

住宅への影響ですとか、作業の安全確保など、

いろいろな問題・課題がございますけれども、

これらを解決しながら、今後さらに作業の効率

化や工程調整に努めまして、一日も早い排水ポ

ンプの運転開始を目指してまいりたいと存じて

おります。よろしくお願いいたします。

その９月末完成というのは、○田口雄二議員

例えば、その前に台風が何度か来た場合には、

当然工事がストップすることもあると思います

が、それも見込んで９月末なんでしょうか。そ

れとも、順調に何もなしにいって９月末という

時期なんでしょうか。それを教えてください。

気象状況でご○県土整備部長（野口宏一君）

ざいますので、毎年状況変化しますから、こう

いう仮定をしましたというようなお話はできま

せんけれども、通例の工程等を考えて、９月末

ということで先ほど答弁させていただいたわけ

でございます。これから周辺との課題がいろい

ろあるわけでございますけれども、県土整備部

あるいは地元の事務所のほうでその辺しっかり

対応させていただきまして、気持ちとして、本

当に一日も早いポンプの完成を目指させていた

だきたいと思っております。

ポンプの設置が決まったとき○田口雄二議員

には、地域の区長や関係者を集めて説明会がご

ざいましたが、今回このような事態になって、

区長や地域の皆さんへの報告はどのように考え

ているのか、教えてください。

地元説明会で○県土整備部長（野口宏一君）

ございますが、土木工事着手直前の平成19年、

ことしの３月に実施したところでございますけ

れども、工程のおくれに伴う説明会につきまし

ては、まだ実施しておりませんので、できるだ

け早期にさせていただきたいと思います。

一日も早くできるように、ぜ○田口雄二議員

ひ進めていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

それからもう一つ、防災対策ですが、ドップ

ラーレーダーが来年２月には種子島にも配備さ

れて、宮崎県がそのエリアに入るということ

で、安心いたしました。ただ、気象庁から連絡

が来た場合、そういう危険性があるよといった

場合に、市町村への連絡あるいは情報が出た場

合のマニュアルというのはできているんでしょ

うか、教えてください。

気象庁では、ドッ○総務部長（渡辺義人君）

プラーレーダーを活用して、平成19年度末か

ら、竜巻など激しい突風発生のおそれが高まっ

た際に、竜巻に関する気象情報を新たに発表す

る予定というふうに伺っております。なお、こ

の情報につきましては、まだ注意報とか警報と

いったレベルではなくて、注意を促す情報のレ

ベルというふうに伺っております。いずれにし

ても有益な情報でございますので、この情報が

発表された場合には、市町村に伝達しますとと

もに、報道機関等にも御協力をお願いして、県

民の皆様に情報提供を行ってまいりたいと考え

ております。

それから、マニュアルということであります

けれども、気象庁では来年度に、具体的な利用

とか伝達の方法、利用上の注意等に係るガイド

ラインの作成を検討する予定と伺っております



- 297 -

平成19年12月14日(金)

ので、県といたしましても、そのガイドライン

を踏まえながら、御意見にありましたマニュア

ルについて対応を検討してまいりたいと考えて

おります。以上であります。

次に、ＪＲ延岡駅周辺の高架○田口雄二議員

について、再度、県土整備部長に伺います。踏

切の交通遮断量が国庫補助採択基準に厳しい状

況であると御報告いただきましたが、採択基準

に対してどれほど足りないのか、もう少し詳し

く御報告いただきたいと思います。

お答えさせて○県土整備部長（野口宏一君）

いただきます。

採択には、事業計画区間のうち、あらゆる１

キロ区間内で、踏切交通遮断量が１日当たり２

万台時以上必要でございます。延岡市が実施し

た可能性調査では、矢六川ガードから三軒屋踏

切の算定区間で１万2,309台時、岡富踏切から岡

富ガードの算定区間で１万7,888台時などとなっ

ております。そのような状況でございます。

鉄道高架に関してですが、非○田口雄二議員

常に難しいのは、大型ショッピングセンターが

違う場所にできたことによりまして、人の流れ

が変わり、さらに中心市街地が寂れる。よっ

て、駅の近くの通行量が減り、さらに採択基準

に届かないという悪循環になっております。ま

た、高千穂に向かう国道218号はＪＲの下を通っ

ており、大雨になるとすぐに冠水してしまい、

すぐ不通になってしまいます。高架になればそ

れも解決いたしますので、中心市街地の活性化

とあわせて、延岡市と、実現の可能性に向けて

調査研究をよろしくお願い申し上げます。

続きまして、日豊本線の新車両の乗り入れと

高速化について、地域生活部長にお伺いいたし

ます。宮崎の特急はいずれも昭和の時代につく

られたものとのことでしたが、昭和でも後半で

はないように思います。九州では、熊本・鹿児

島の「つばめ」、佐賀・長崎の「かもめ」、大

分の「ソニック」とディーゼル車の「ゆふいん

の森号」など、全国的に人気列車が走っており

ますが、宮崎だけは古ぼけた列車が走っており

ます。実に笑えない話なんですが、宮崎の人が

「にちりん」に乗って小倉に向かい、大分で最

新式の振り子式列車の「ソニック」に乗りかえ

ると、乗り心地のよさになれていないからか、

乗り物酔いをする人がたくさんいるのです。す

ぐに新車両といっても難しいでしょうから、今

大分まで来ている「ソニック」の宮崎までの乗

り入れを、ＪＲ九州にぜひともお願いできない

か。あわせて、現在の特急に少なくとも自動販

売機ぐらいは設置できないか、お伺いいたしま

す。

答弁させてい○地域生活部長（丸山文民君）

ただきます前に、先ほどの高速化の答弁につい

て訂正をさせていただきたいと思います。「延

岡―佐伯間も110キロメートルに改良されており

ますが」と答弁したと思うのですけれども、

「大分―佐伯間も110キロメートルに改良されて

おりますが」の誤りでありました。訂正させて

いただきます。

今の「ソニック」の御質問でありますけれど

も、御指摘のとおり、博多―大分間には新型車

両の特急「ソニック」が運行されております。

たしか「白いソニック」で、博多―佐伯間で柳

ヶ浦・大分行きとありますけれども、大体31往

復ぐらい走っていると思います。仮にこの「ソ

ニック」を宮崎まで延伸する場合は、現行の博

多―大分間の列車本数を維持するために、ＪＲ

九州としては、また新たな車両の導入が必要に

なるということであります。いずれにしまして

も、御質問にありましたように、ＪＲ九州に対
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しましては、引き続き新型車両の導入について

要望してまいりたいと考えております。

それから、自動販売機の御質問だったと思う

のですが、ＪＲ九州によりますと、採算性の問

題等から、県内発着の特急列車の車内販売は

今、廃止をされている現状であります。ただ、

飲み物の自動販売機につきましては、５両編成

の全便に設置されておりまして、３両編成の列

車についても、一部を除いてほとんどの列車に

設置されております。この設置されていない列

車につきましても、すべて設置されるように、

ＪＲ九州に要望を続けてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。

○田口雄二議員 次に、ＤＶについて福祉保健

部長にお伺いいたします。相談件数は、ＤＶ防

止法が施行された平成14年度の２倍になってい

ると伺いました。人知れず悩み苦しんでいる女

性や子供がたくさんいると思うと、本当に胸が

痛くなる思いがいたします。そんな中、県にお

いては、ＤＶ被害者支援マニュアルを作成され

ると聞いておりますが、その進捗状況をお伺い

いたします。また、被害者の安全確保と負担軽

減のため、相談や手続等を１カ所に定めるワン

ストップ制度の実施等の配慮が、そのマニュア

ルの中になされているのか、再度お伺いさせて

いただきます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ＤＶ被害者の

相談や支援に当たりましては、県の女性相談所

はもとより、身近な相談窓口であり、住所の移

転や子弟の編入学などの諸手続の窓口でもある

市町村を初め、さまざまな機関が関係してまい

ります。したがいまして、これらの関係機関の

職員が相談対応や支援を行う際には、ＤＶの特

性や対応方法を理解するとともに、被害者の個

人情報の保護や関係機関相互の連携に留意しな

がら、さまざまな不安を抱えておられる被害者

が安心して相談できるよう配慮することが求め

られます。このため県では、関係機関の職員向

けにＤＶ被害者相談対応マニュアルを作成する

こととしておりまして、現在、準備を行ってい

るところであります。マニュアルの作成に当た

りましては、被害者の安全確保や負担軽減を図

るため、相談・支援にかかわる関係機関相互の

役割や連携のあり方についても、検討してまい

りたいと考えております。

○坂口博美議長 執行部はちょっと答弁を急い

でください。時間がおくれております。

○田口雄二議員 本年の５月に佐土原町で、Ｄ

Ｖによる痛ましい殺人事件が発生しておりま

す。聞きましたら、亡くなった女性は２人目の

奥様で、最初の奥様もひどいＤＶの被害に遭っ

ていたようですが、幸いにも支援されて助かっ

たようです。二度とこのような被害者が出ない

ことを祈りつつ、早急に支援マニュアルを作成

されますよう、よろしくお願い申し上げます。

次に、全国学力テストについて教育長にお伺

いいたします。今回の学力テストでは、子供た

ちの学力や学習環境に関する貴重なデータを手

に入れました。このデータは各市町村の教育委

員会に伝わっているのか。また、その先の学校

関係者は、データの取り扱いをどうされている

のかお伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 全国学力・学習状況

調査のデータにつきましては、文部科学省が各

市町村教育委員会へ直接送付いたしておりま

す。県教育委員会といたしましても、今後と

も、市町村教育委員会と連携を図りながら、児

童生徒の学力向上に努めてまいりたいと思いま

す。また、学校につきましても、直接、市町村

教育委員会から伝達されているというふうに考

平成19年12月14日(金)
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えておりまして、学力向上につきましても、一

緒にあわせてやっていきたいと考えておりま

す。以上でございます。

今回の学力テストでは、県全○田口雄二議員

体はよかったというふうに言われております

が、それは、郡部や都市部あるいは大規模校、

小規模校、そういうところでの差は出ていな

かったのか、それも教えていただきたいと思い

ます。

県内での地域差でご○教育長（高山耕吉君）

ざいますけれども、教育事務所ごとの結果を見

てみますと、いずれの教科におきましても、県

との平均正答率につきましては差が少なく、学

力に大きな差は生じていない状況でございま

す。今後の対応につきましても、詳細な分析を

もとに、各学校におきまして、子供一人一人に

目を向けました学力向上に取り組んでいきたい

考えております。以上でございます。

今回の学力テストでは、秋田○田口雄二議員

・福井・富山県が目立って好成績を上げており

ます。その中でも秋田県が、43年前のテストを

はるかに上回る実績を上げています。県教委

は、全国に先駆けて2001年度から、小学１年、

２年、中学１年の３学年で少人数学級を始

め、2005年度からは地域住民も自由に学校訪問

できる「みんなの登校日」を実施するなどの取

り組みを進めてきた結果だと評価されておりま

す。非行や暴力事件で教員の時間が割かれるこ

とがないとの分析もあります。秋田県は、教育

条件の改善、地域との連携、教員が授業に専念

できる環境を整え、実績を上げています。ぜひ

とも、今回の実績に満足することなく、秋田方

式などを参考にしながら、次世代を担う子供た

ちの育成のため、さらに高い目標に向かって改

革に努めていただきたい、そのように考えてお

ります。

次に、通学区域の撤廃について伺います。教

育長は、「志願者の大きな変動は生じないと

思っている」と答弁されましたが、いささか腑

に落ちないところがあります。生徒や親が普通

科高校に求めているのは、幾ら建前で学校の特

色や環境を述べても、卒業生が有名大学に何人

入ったかであり、それが評価の対象になりま

す。それが現実です。私どもがＪＲで延岡に夜

遅く帰るとき、それからまた土日の夕方の列車

には、小中学生がよく乗ってまいります。乗る

とすぐに、弁当箱を取り出して食事をしており

ます。宿題なのか、食事の後に問題集に取り組

む子供がたくさんおります。そして、延岡に着

くまでに順次おりていくわけですが、子供たち

に聞いてみると、塾の帰りだと言っておりま

す。宮崎まで塾に通う、そういう現実が実際あ

るんですね。この子たちは間違いなく、中学生

や高校生になるときには宮崎市の高校や中学校

に進むものと思われます。松形元知事が当時の

文部省と何度もやりとりして心血を注いで実現

した五ヶ瀬中高一貫校もありますが、今回、宮

崎西高に新たに中高一貫校を開設したことによ

り、五ヶ瀬中高一貫校が定員割れするんじゃな

いかという心配もしております。県施設の宮崎

市一極集中の是正を訴えてきた宮崎市以外の住

民には全くわからない、施設以外の人材までと

られるような事態が発生するんじゃないかと心

配しております。教育長の所見をお伺いいたし

ます。

本県の普通科高校に○教育長（高山耕吉君）

つきましては、これまで進学や就職、部活動な

どでも着実な実績を上げまして、しっかりと地

域に根づいているというふうに理解をいたして

おります。今回の撤廃につきまして、生徒は、
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各学校の特色を十分理解した上で、通学距離等

の条件も考慮しながら、個性や能力、適性に応

じた学校を適切に選択するものと考えておりま

して、通学区域撤廃後も志願者の大きな変動は

ないと考えております。

学校につきましては、どういう学校がいいの

かということでございますけれども、進学実績

だけではなく、学校のよさとは、入学してきた

生徒に対しまして、個に応じた指導を行い、そ

の個性や能力をどこまで伸ばすかということだ

というふうに考えております。各学校も、そう

いった学校を目指して、特色ある学校づくりを

していっていただきたい。私は、これからもそ

ういった方向で支援をしていきたいと考えてお

ります。以上です。

ありがとうございます。○田口雄二議員

次に、保育料の滞納の件です。全国最悪とい

うのは大変恥ずかしい限りです。宮崎県のモラ

ルが問われるものと思います。しっかりと対策

を立てて、滞納の状況を改善していただきたい

と存じます。というのも、払える経済力がある

のに払わない、この事態が改善されない限り、

引き続き給食費などの滞納につながりかねない

からです。どうかよろしくお願い申し上げま

す。

最後になります。実は先日、韓国最大の旅行

会社のハナツアーというところの、旅行者を日

本へ送り出す日本事業部の担当者とお話をさせ

ていただきました。韓国の方々は日本に何を求

めているのかと聞きますと、やはりゴルフと温

泉に人気があるとのことでした。韓国は火山が

なく、温泉が非常に少ない。また、女子プロゴ

ルファーは世界トップレベルにもかかわらず、

ゴルフコースは少ない上に大変高額でプレー費

が４～５万円ほどもすると聞いております。ま

た、冬場は寒くてできないとのことでした。そ

こで早速、今日本で人気のある宮崎県の宣伝も

させていただきましたが、残念なことに、日本

では話題の知事も、さすがに韓国では余り名前

が売れていなかったようでございました。た

だ、暖かい宮崎のゴルフ場は、タイガー・ウッ

ズの影響などもあり、非常に関心が高いようで

した。先ほど部長から、宮崎県の温泉もという

お話がありましたが、宮崎県の温泉の話をした

ところ、全然それが頭の中に入っておりません

でした。認識されておりません。

それと、体験型の旅行ということで、私ども

もサーフィンの話などもしたんですが、向こう

の方に言わせますと、韓国はまだそこまで旅行

が成熟していないと。体験型のような、日本で

やっているようなものはまだはやりません、ま

だ韓国の人は受け入れがたいということでござ

いました。今後、観光開発におきましては、

もっと温泉を前面に出したり、あるいは体験型

も、もちろんそれはいいかもしれませんが、余

り受け入れてくれないような状況でございまし

たので、その辺のことを考慮しながら、今後の

開発にも頑張っていただきたいと思います。以

上でございます。ありがとうございました。

（拍手）

先ほど、○商工観光労働部長（高山幹男君）

海外からの観光客数についての御質問におきま

して、たしか外国人宿泊者全体を前年と比較し

て約9,000人と申し上げたと思いますが、これは

約7,000人の間違いでございました。おわびして

訂正させていただきたいと存じます。よろしく

お願いします。

次は、10番松村悟郎議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主○松村悟郎議員

党、松村悟郎でございます。今回は４つの点に
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ついて質問をさせていただきます。

さて、11月22日、ミシュランガイド東京編が

出版され話題になりました。レストランやホテ

ルの格付をするガイドブックです。アジアで初

めて、世界で22番目とのことでありました。

ヨーロッパでは100年の歴史があり、三つ星レス

トランでは１年先まで予約がとれないと聞いて

おります。今回の日本版には191軒が選ばれ、本

場フランスよりも多かったそうです。日本の食

文化の高さが評価されたと、私もうれしく思い

ました。ただ、１人３万円以上もする高級店で

ございます。それでもお店の予約がなかなかと

れない、そんな華やかな東京の経済力に改めて

驚かされました。

実は、私も20数年前、このミシュランに在職

しておりました。10年ほど前、宮崎に工場進出

の計画があったことを思い出しまして、今後の

足がかりになればと、私も10月に日本ミシュラ

ン東京本社に企業誘致の話を聞きに行ったとこ

ろでありました。そのときに、宮崎からの転勤

で、東京事務所で働く３人の子供を持つ方と話

をする機会がありました。「東京の暮らしは大

変でしょう。早く宮崎に帰りたいでしょう」と

お尋ねをしたところ、「私が住む千代田区は、

子供が高校生になるまで医療費が無料です。家

族も帰りたがらないんです」、そのように言わ

れました。このように、経済格差ばかりではな

く、行政格差もこれだけあるのだと改めて驚い

たところです。国の行き過ぎた改革が地方の疲

弊を生み、都市と地方の大きな格差をもたらし

ているのではないでしょうか。昨日の中野議員

は えびのの中野議員でございます 東京― ―

一極集中、宮崎県においても宮崎市に集中して

いると、地域格差に憂える発言をしておられま

した。私も、格差社会の拡大をどげんかせんと

いかんという思いで質問をさせていただきま

す。

まず初めに、出先機関の再編についてであり

ます。

「宮崎県行財政改革大綱2007」が報告された

のは、６月定例議会であります。出先機関の組

織体制の整備を図るため、土木事務所の統合再

編について明記してありました。その後、該当

する市町村からの存続を求める要望活動が始ま

りました。９月中旬、土木事務所再編案が総務

部行政経営課から総務政策常任委員会に説明さ

れようとしましたが、一たん中止をされまし

た。しかし、テレビで内容が報道され、市町村

からの再度の要望活動が始まったわけでありま

す。「新みやざき創造計画」では、計画推進の

あり方として、県の政策や課題等について積極

的な情報提供・情報公開の推進と、市町村との

連携による計画推進が明記されているにもかか

わらず、それぞれの市町村には説明・協議もな

いまま、わずか３カ月で素案が提出されたこと

に怒りを感じていらっしゃったのでしょう。私

も、行政改革は当然必要だと考えております。

今回の行政改革は、まず地方の出先機関を減ら

すことに主眼を置いております。出先機関は、

県が行う業務のうち現場性が高く、直接県民

サービス向上につながるものであります。知事

は、日ごろから地方に配慮した改革を強く国に

要望しておられます。しかし、今回は、宮崎の

中での地方を切り捨てる改革をしようとしてい

るのではないでしょうか。出先機関の再編に当

たっては、まず本庁をスリム化して、市町村と

の連携のもと、直接県民サービスを担う出先機

関のマンパワーを充実させる行政改革を進める

ことが重要ではないでしょうか、知事の所感を

お伺いいたします。
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次に、特別支援学校の整備計画についてであ

ります。

先日、児湯養護学校の保護者の皆さんの陳情

に、私も同席させていただきました。児湯養護

学校は、情緒面に障がいのある病弱児を教育す

る西都児湯唯一の特別支援学校です。70名の児

童生徒のうち、ほとんどが発達障がいのある子

供たちです。この分野におけるこの学校の指導

力は、保護者や地域から高い評価を得ていると

伺っております。陳情の折、保護者の一人が、

「この学校に入れていただいてありがとうござ

います」と、涙を流しながら教育長にお礼を言

われておりました。子供たちの可能性は教育で

大きく変わります。コミュニケーションづくり

が苦手で環境の変化に敏感な子供たちを、生ま

れ育った地域で学ばせることは、将来必ず、子

供たちの社会的自立の手助けになると思いま

す。特別支援学校高等部の設置について、先日

の陳情で聞かれた保護者の願いをどう受けとめ

られ、未設置校への高等部設置にどう取り組ま

れるか、教育長にお伺いいたします。

後は自席にて行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 出先機関の○知事（東国原英夫君）

再編についてであります。地方分権や市町村合

併の進展などにより、市町村の規模・能力が拡

大する中で、地域住民に身近な行政はできるだ

け市町村が担うことを基本に、県は、市町村へ

の権限移譲を一層進めるとともに、広域的な総

合調整機能等の役割を果たしていくことが求め

られております。また、本県財政の危機的な状

況を踏まえ、分権社会にふさわしい持続的・自

立的な行財政システムを確立するためには、徹

底した事務事業の見直しはもとより、職員数の

削減や、より簡素で効率的な組織体制の整備な

ど、やれることはすべてやらざるを得ない状況

でございます。

このような中、組織につきましては、本庁

は、主に政策立案業務など全県的・専門的視野

に立った業務を担い、出先機関は、現地・現場

性の高い業務等を担うという役割分担のもと、

簡素効率化を進めておりますが、知事部局等の

総職員数のおおむね６割を配置している出先機

関につきましては、近年ほとんど見直しを行っ

ていない状況にあります。このようなことか

ら、先般お示しさせていただきました出先機関

の再編案におきまして、総務、福祉、商工、農

政、県土整備など、ほとんどの部門について組

織体制の見直しを行い、現場に必要なマンパ

ワーの確保、部門内の関係機関相互の一層の連

携強化等を図ることとしたものであります。今

後とも、本庁を含め、限られた人材を有効に活

用できる少数精鋭の組織への転換を進めてまい

りたいと考えております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

特別支援学校の高等部設置についてでありま

す。障がいのある生徒の社会参加、自立に対す

る保護者の方々の切実な思いにつきましては、

私自身、大変重く受けとめております。高等部

につきましては、これまで「宮崎県立盲・聾・

養護学校再編整備計画」に基づきまして、平

成16年度に日南養護学校、平成18年度に清武養

護学校に設置し、また来年４月に高千穂高等学

校内に延岡養護学校高千穂分校の設置を予定す

るなど、計画的に、着実に整備を進めていると

ころでございます。今後の高等部の設置につき

ましては、来年度策定を予定しております「宮

崎県特別支援学校総合整備計画」の中で検討し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕
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ありがとうございました。出○松村悟郎議員

先機関の再編について質問させていただきま

す。さきに述べましたように、東児湯５町を初

めそれぞれの地域から、存続を求める要望・陳

情がございました。地域の実情、思いを知事に

ぶつけられたと思いますけれども、どう受けと

められたのかお伺いいたします。

土木事務所の再編に○知事（東国原英夫君）

関しましては、関係する地元の皆様から直接、

私などに対し存続要望等がなされたところでご

ざいます。これらを通じまして、土木事務所の

役割に寄せる期待や統合再編に対する不安な

ど、いろいろな御意見や御要望をお聞かせいた

だき、改めて土木事務所が地域で果たしている

役割の大きさを認識したところでございます。

厳しい財政状況の中では、限られた人材を有効

に活用できる組織への転換を進めざるを得ない

ところでありますが、地元の皆様方のお気持ち

を十分踏まえ、再編後におきましても、引き続

きしっかりした体制を確保してまいりたいと考

えております。

次に、農林振興局を主管とし○松村悟郎議員

て、地域内の出先機関を構成メンバーとする地

方連絡協議会というのが、それぞれの地域にご

ざいます。地域内の市町村との定期的な協議も

行われているようでございます。その協議会や

関係出先機関に対して、今回の再編に対する説

明や意見を聞くような取り組みはなされたの

か、総務部長にお伺いいたします。

出先機関の見直し○総務部長（渡辺義人君）

につきましては、平成18年２月に策定いたしま

した行政改革大綱2006や、その後、本年６月に

策定いたしました行財政改革大綱2007に盛り込

んだ内容について、それぞれ出先機関を対象と

した説明会や各ブロックの地方連絡協議会を通

じて、説明を行ってきたところでございます。

また、それぞれの関係部局におきましては、再

編の対象となっている出先機関に対しまして、

必要な説明や協議等を行ってきたところでござ

います。

私は今、地方連絡協議会では○松村悟郎議員

地域内の市町村との定期的な協議も行われてお

りますというふうに御質問させていただきまし

た。私も出たことがございますけれども、地域

の首長さんあるいは関係の職員の皆さんと、児

湯農林振興局を主管とした地域でのさまざまな

問題を協議されております。これも年に２回と

か、不定期かもしれませんけれども、あってい

るようでございます。この地域出先機関再編

は、地域にとっては大変重要なことだと思いま

す。このことについて、地域の市町村を含めた

協議会に意見を求められたかという問いでござ

います。総務部長にお伺いいたします。

出先機関の見直し○総務部長（渡辺義人君）

につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、本年６月に策定いたしました行財政改革大

綱2007については、パブリックコメント等を通

じ、広く関係機関や県民の皆様等からの御意見

等をお伺いいたしますとともに、関係部局にお

いては、それぞれ本庁から地元の市町村に対し

まして、必要な説明等を行ったというふうに

伺っております。今お話にありました 不定―

―期ということもお話がありましたけれども

それぞれの地方連絡協議会が独自に地元の首長

さん方とお話をする、そういった会合というの

はございますけれども、そういった場におきま

しては、主に県が所管している事業について説

明し、フリーに意見交換するというパターンが

通例であろうと思います。私も、そのメンバー

にかつて加わっておったことがあるわけであり
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ますが、そういった中で、その出先機関の再編

関係について話題に上がっておれば御議論が

あったんじゃないかなと思います。個々の地方

連絡協議会レベルでどういう議論が交わされた

かということについては、そこまで私は、詳細

には把握いたしておりません。

ありがとうございます。私の○松村悟郎議員

知るところでは、６月以降、９月に６月の行政

改革大綱が報告される以前には、特に児湯地区

ですけれども、一切そういう話は聞いていな

い、意見も問い合わせもない、一切地元へのお

話はなかったということを聞いております。

次に、出先機関の再編に当たっては、部局横

断的な対応にも考慮し、事務処理を一元的に行

う総合事務所化を進める考え方も必要だと思い

ます。あるいは、市町村合併や道州制移行への

対応とか、これから特に予想される国からの権

限移譲に対応できるような組織としての位置づ

けが考慮されたのか、総務部長にお伺いしま

す。

いわゆる総合事務○総務部長（渡辺義人君）

所につきましては、本県においては、いろんな

課題があろうかと思います。１つには、組織が

大規模化することに伴って組織管理上の問題が

あるということ。２つには、各部門によりまし

て所管区域が大きく異なっており、すべて総合

事務所にした場合に、その事務所に同様な機能

が与えられないということ。３つ目には、ほか

の県の事例をお聞きしますと、総合事務所長

仮にそういう名称を使いますと の指揮― ―

命令系統とは別に、各部門の内部組織が本庁の

各部と直結しまして、指揮命令系統が二元化す

る、そういった傾向が見られること。そういっ

た課題等がございますので、現時点では考えて

いないところでございます。このため、今回の

出先機関の再編におきましては、各出先機関に

共通する総務事務等の集約化や、各部門ごとの

組織体制の見直しを行うこととしており、今後

とも、地方分権の進展等も踏まえ、行政組織の

不断の見直しに努めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。

今後の国の権限移譲等にも十○松村悟郎議員

分配慮していただきたいと思います。

行政改革大綱2007を所管する総務部から県土

整備部に対して土木事務所の再編案を出させる

に当たり、どのような方針で指示をされたの

か、総務部長にお伺いします。

出先機関の再編に○総務部長（渡辺義人君）

当たりましては、それぞれの組織が担うべき役

割を十分に踏まえながら、簡素効率化や必要な

マンパワーの確保などを図っていく必要がある

と考えております。県土整備部に対しまして

も、このような観点から検討をお願いしたとこ

ろでございます。

それでは、県土整備部では、○松村悟郎議員

土木事務所の再編案の策定に当たり、どのよう

な視点で取り組まれたのか、県土整備部長にお

伺いしたいと思います。

土木事務所○県土整備部長（野口宏一君）

は、道路、河川等の社会資本の整備や、災害に

強い県土づくりなど、県民生活に直結した重要

な役割を担っていると考えております。このた

め、土木事務所の再編案の策定に当たりまして

は、事務所統合による人員体制の充実等を生か

し、平常時の土木施設等の維持管理や緊急時の

機動力の増強など、現場の体制強化を目指して

検討してきたところでございます。また、再編

後の土木事務所の設置場所につきましては、所

管することとなる区域全体の土木施設の基盤整

備や維持管理の状況、さらには緊急時……。
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質問されたことで答弁を終○坂口博美議長

わってください。

それでは、お配りした資料を○松村悟郎議員

見ていただきたいと思います。高鍋土木事務所

と西都土木事務所を比較した表でございます。

東児湯地区と西都地区を比較して県民サービス

を考えた場合の再編場所、そういう案が出され

たわけでございますけれども、その考え方につ

いて、県土整備部長にお伺いをいたしたいと思

います。

設置場所の再○県土整備部長（野口宏一君）

編案の考え方ということでございますけれど

も、所管することとなります区域全体の土木施

設の基盤整備や維持管理の状況、さらには緊急

時などにおける効率的・機動的な対応などの観

点から選定してきたところでございます。

皆さんに提示した表を見てい○松村悟郎議員

ただきたいと思います。提案された再編案は、

高鍋土木事務所と西都本所、それと西米良駐在

所をそれぞれ置いて、３年後に、高鍋土木事務

所については再度考えるという素案が出された

わけでございます。西米良駐在所は、今もあり

ますけれども、今後も存続していくということ

でございます。西米良駐在所は国道219号線の改

良を計画的にこれまでも、これからも整備して

いくのが主な事業だと思います。この表の中

で、19年４月１日現在のものもございますけれ

ども、大体18年度ということで数字をあらわさ

せていただいております。県が直接関係ない市

町村道と、国管轄の河川あるいは国道も書いて

ございます。西都本所、高鍋土木事務所、それ

ぞれの比較がされております。高鍋土木事務所

につきましては、出先機関の県税事務所、福祉

事務所、保健所、農林振興局等も一体となって

いるところでございます。この表を見て私は、

こちらがどうだと言うつもりはございません

が、このことも参考にして十分な御検討をいた

だきたいということと、先ほども申しましたけ

れども、地域格差に、これから宮崎県もしっか

り取り組んでいかないといけないと思います。

出先機関は、本当に地域の活力、市町村との協

調で地域を活性化させる大事なポジションだと

思います。今後とも十分、御検討いただきたい

と思います。

それでは、次に行きたいと思います。特別支

援学校整備計画についてであります。中間報告

では、すべての高等部未設置校で、高等学校等

の余裕教室を有効活用した高等部設置について

検討すべきであると報告されております。正式

には、今年度中に決まるものだと思います。開

校までにどれぐらいの期間がかかるのでしょう

か。来年の３月にならないと、方向は決まらな

いとは思いますけれども、来年４月に開校され

る予定の高千穂分校の開校までの経緯と期間

を、教育長にお伺いしたいと思います。

延岡養護学校高千穂○教育長（高山耕吉君）

分校についてでございますが、平成15年度に策

定いたしました中期実施計画に基づき、平成18

年度に高等部設置の検討を行いまして、高千穂

高等学校内に設置することといたしました。今

年度、来年４月の開校に向けて改修工事に着手

したところでございまして、現在、鋭意準備を

進めているという状況でございます。以上で

す。

高千穂分校開校というのは、○松村悟郎議員

本当に地域の皆さんも大変長く待たれたんじゃ

ないかと思います。開校までの期間を考えます

と、５年ぐらいかかっているんじゃないかと思

います。これから、今答申されている養護学校

の高等部設置を考えますと、５年、何年になる
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かわかりませんけれども、子供たちは一年一年

育っております。一年でも早い設置を、ぜひと

もよろしくお願い申し上げます。

さて、高等部設置に向けて、障がいのある子

供の教育には、より専門性の高い教員が求めら

れます。その人材育成にはどのように取り組ま

れるのか、教育長にお伺いいたします。

確かに専門性の高い○教育長（高山耕吉君）

人材の育成が必要でございます。障がいのある

子供の教育につきましては、障がいの特性に応

じた指導法が必要でございますから、専門的な

指導技術を身につけるためのさまざまな研修を

実施いたしております。特に、今年度につきま

しては、すべての特別支援学校において、発達

障がい児の具体的な支援策等をテーマとして、

県外の専門家等を講師に迎え、専門的な指導力

向上の研修を実施したところでございます。こ

れに加えまして、この研修会に近隣の幼稚園、

小学校、中学校、高等学校の教員の方も参加し

ていただき、その人材の育成に努めているとこ

ろでございます。以上でございます。

国立病院機構宮崎病院に入院○松村悟郎議員

中の学齢超過者の方は、就学時に重い障がいが

あり、そのときに就学が認められなかった就学

免除を申請された方々です。20名近くいらっ

しゃるのじゃないかと思いますけれども、平

成16年度に就学が認められて、現在、中等教育

を受けられていると思います。このことに関し

ては、県の温かい政策を本当に喜ばれていると

思います。保護者のお話ですけれども、「子供

は、学校に行くようになってからは、動きも非

常に多くなり、興味や関心を何でも持てるよう

になった。生き生きとしています」と、感謝の

言葉がありました。この方々は、引き続き高等

部訪問教育を希望されていると思います。どの

ような対応をされるのか、教育長にお伺いしま

す。

学齢超過者の高等部○教育長（高山耕吉君）

の訪問教育についてでございますけれども、昭

和54年に養護学校が義務制となりましたが、そ

れ以前に学齢期を超過された方々に対して、県

教育委員会といたしましては、教育の機会均等

を保障するという観点から、16年度から訪問教

育を実施いたしております。特別支援学校の高

等部入学希望者につきましても、「平成20年度

特別支援学校高等部募集要綱」に基づき、受け

入れることとしております。お尋ねのありまし

た高等部訪問教育を希望される学齢超過者につ

きましても、この要綱に基づき、的確に対応し

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す。よろ○松村悟郎議員

しくお願い申し上げます。

それでは次に、一ツ瀬川土地改良区における

帳簿外現金と目的外水利利用についてお伺いい

たします。

一ツ瀬川南岸の西都原、そして一ツ瀬川と小

丸川に挟まれた茶臼原台地は、以前から水不足

に悩まされておりました。カンショとか飼料作

物とか、非常に収益性の低い農作物で営農をさ

れておりました。ところが、昭和47年に国営の

かんがい排水事業が着手されました。このこと

により、安定的な水の供給ができるわけでござ

います。豊かな農地として施設園芸など、より

高品質で多様性のある農業が営まれるように

なったわけでございます。最近では、県内だけ

ではなく全国的にも有数の農業地帯となってお

ります。このような中で、突然テレビ報道等

で、畑地かんがい施設の維持管理を行っている

一ツ瀬川土地改良区が不適切な処理を行ってい

るということで、関係の農家、組合員たちは本
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当に不安な毎日を送っているようでございま

す。今回の報道によると、問題点の一つは、決

算書に載せていない帳簿外の現金が、平成12年

度から17年度までの６年間で5,000万円以上ある

というものであります。土地改良区は、水と農

地を守り育てる農業者の組織であります。そし

てまた、農業生産のみならず地域の自然環境の

保全にも大きな役割を持っております。非常に

公共性の高い団体でもあります。その土地改良

区にこのような帳簿外の現金があるということ

に対して、農政水産部長の見解をお伺いし、今

後どのような対処をしていくのかお尋ねしたい

と思います。

一ツ瀬川土地○農政水産部長（後藤仁俊君）

改良区における帳簿外現金につきましては、現

在、事実確認の調査を行っているところでござ

います。その存在につきましては、確認をいた

しております。土地改良区の収支予算・決算

は、土地改良法に基づき、総代会の議決を経る

ことになっておりますので、その議決を経てい

ない収支があることは、土地改良区の運営上不

適切であるというふうに考えております。この

ため、今後、九州農政局と協議しつつ、土地改

良法に基づく検査を行うなどの措置を講じ、そ

の結果を踏まえて適切に指導してまいりたいと

存じます。以上です。

２つ目の問題点は、かんがい○松村悟郎議員

用水を畜舎や鶏舎などの目的外に利用し、その

水利費が今回の裏金の原資に充てられていたと

報じられているところであります。農家経営が

複合化するとともに耕畜連携が進む中、畜産農

家としては、農地へのかんがい同様に、畜産へ

の利用はごく自然な要望であります。畜産農家

が、昨今の産地間競争の激化や輸入飼料の高騰

など経営環境の悪化が著しい状況の中で、現在

の水利用が不可能になると、経営コストが大幅

に上がるなど畜産業に大変な痛手であります。

ひいては、農業全般に与える影響は非常に大き

なものがあると思います。そこで、今後、一ツ

瀬川地区において、かんがい用水の畜産などへ

の水利用について、今後どのように対応されて

いくのか、農政水産部長にお尋ねいたします。

かんがい用水○農政水産部長（後藤仁俊君）

の畜産等への水利用につきましては、さまざま

な利用形態があると認識しております。県とい

たしましては、現在、九州農政局と一体となっ

て、一ツ瀬川地区における利用の実態調査を

行っていることは、先ほど申し上げたとおりで

ございます。今後、調査の結果や地域経済に与

える影響を踏まえた上で慎重に検討を行い、関

係機関とも協議・調整を図りながら対応してま

いりたいと存じます。以上です。

まだまだ調査中ということで○松村悟郎議員

ございます。3,500名以上の農家の皆さんたちが

いらっしゃいます。この方々は、今、畑作だけ

で営農されている方はほとんどいらっしゃいま

せん。あの地域も、養鶏や畜産といった複合的

な農業をされております。これからの農業、さ

らに多面性は広がっていくと思います。一番の

心配事は、これから水をどうやって確保するの

か、この問題はどうなっていくんだろうという

ことで、本当に心配をされております。どう

ぞ、国、県、そして地元の市町村と十分な協議

をしながら、いい解決をしていただきたいと思

います。

次に、県庁ツアーの効果と課題についてであ

ります。

知事就任１年目に、これほどまでに宮崎県を

アピールしていただけるとは、今までの行政ス

タイルでは考えられない驚きであります。子供
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からお年寄りまで知らない人はなく、さすが47

都道府県で最も有名な、人気のある知事ならで

はだと思います。就任早々、知事みずからが提

案されて、県庁自体を観光資源にして、観光ツ

アーも連日、全国から大勢のお客様にお越しい

ただいております。知事の影響と効果が最も大

きくあらわれた事業の一つではないかと思いま

す。県庁見学ツアーの成果と波及効果につい

て、知事の所感をお伺いいたします。

県庁には４月以降、○知事（東国原英夫君）

県内外から25万人を超える方々にお越しいただ

いております。目指せ高千穂、目指せ綾町でご

ざいます。県庁見学の実施により、県民の皆様

にとって、県庁がより身近な存在になりますと

ともに、職員にとっても、みずからがおもてな

しの実践者であるという自覚が高まるなど、意

識改革につながっていると思っております。ま

た、県内各地を訪れていただけるよう、来庁さ

れた方々に対し、観光情報の提供に努めており

ますが、日南市や高千穂町などの主要観光施設

において、前年に比べて入り込み客が増加して

いると伺っており、主要ホテル・旅館の宿泊者

数も増加するなど、県庁見学を契機とした県内

周遊が促進されているものと考えております。

これほどたくさんのお客様が○松村悟郎議員

お見えでございます。この方々に、商店街や県

内観光地へどのように足を延ばしていただくの

かが大事だと思います。県庁見学をきっかけと

した観光客の県内周遊対策について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

県庁を訪○商工観光労働部長（高山幹男君）

れた観光客の方々に県内各地を周遊していただ

くということは、県全体の観光活性化を図る上

で大変重要であるというふうに思っておりま

す。このため、来庁された方々に対して、県内

各地の観光情報を提供しておりますほか、県外

団体ツアー客に対する県庁案内につきまして

は、多くの観光地に足を延ばしていただけるよ

うに、県内に１泊以上することを条件といたし

ております。また、市町村や民間と連携しまし

て、県内各地の魅力を生かした体験メニューや

特典を盛り込んだ「ぽかぽか！宮崎キャンペー

ン」を実施するなど、より一層の観光客誘致と

県内各地への周遊の促進に努めていきたいと考

えております。

次に、職員による観光案内に○松村悟郎議員

ついてお伺いいたします。職員の皆さんが一丸

となって取り組んだ、おもてなし日本一の県庁

ツアーは、お役所仕事と言われた言葉をかき消

すような、スピード感のある取り組みであった

と思います。ただ、このような職員による案内

体制は、初期の役割として十分果たされたと思

います。私もよく知らなかったんですけれど

も、職員による案内体制は、県外ツアーについ

ては商工観光労働部、県内からの団体客につい

ては総合政策本部が対応されているということ

でございます。実は、私の地元の高齢者クラブ

の方が、案内を申し込んだけれども、「１カ月

先も予約でいっぱいと断られました」と。そう

いう声も何件か聞きました。私のほうに振られ

ましたので、これはありがたいことだ、私もお

もてなしの一翼を担えるんじゃないかと思っ

て、県庁案内ツアーの案内を買って出たわけで

ございます。本当にたくさんの皆さんがお見え

でございますけれども、それぞれに不満のある

方もいらっしゃるということでございます。知

事も日ごろから、「民間でできることは民間

で」と言われております。県庁見学案内体制

も、そろそろ観光ボランティアやより専門性の

高い観光業者など民間にゆだねる必要があるの
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働部長にお尋ねいたします。

御質問に○商工観光労働部長（高山幹男君）

もございましたように、県庁ツアーは、「おも

てなし日本一の宮崎」づくりの県庁版として取

り組んでいるものでありますが、先ほど知事が

申し上げましたとおり、職員の意識改革にもつ

ながっているというふうに考えております。現

在、県庁見学につきましては、非常勤職員を中

心に案内しているところでありますが、その対

応が困難な場合には、正規の職員が交代で御案

内しているという状況でございます。今後と

も、職員の通常業務に支障が生じることのない

よう、適切な対応に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、安全対策についてであ○松村悟郎議員

りますが、県庁前庭にも何台もの大型バスが出

入りしております。そして、何台も駐車されて

おります。決して広いとは言えない前庭に、あ

ふれるほど大勢の観光客の皆様です。交通事故

が本当に心配です。また、せっかくのサボテン

や花々など、県庁前の景観にも大変影響してお

ります。近辺での駐車場確保はできないもの

か、総務部長にお伺いいたします。

県庁前庭は、多数○総務部長（渡辺義人君）

のバスの駐車を想定して整備されてきておりま

せんので、景観や安全等の確保の観点から、県

庁周辺に収容力のあるバスの駐車場を確保でき

ないか調査を行いましたけれども、現段階では

適当な場所が見つかっていないところでござい

ます。このため、見学バスの駐車につきまして

は、代替措置として、事前に予約を受け付けて

調整を行った上で、県庁前庭ともう一カ所、県

の住宅供給公社ビル前の外来者用の第２駐車場

で対応しているところでございます。なお、前

庭での事故等への安全対策の強化のため、11

月19日から、交通誘導のための警備員２名を新

たに配置して対応させていただいているところ

でございます。

駐車場対策等についても、積○松村悟郎議員

極的に考えていただきたいと思います。宮崎県

の顔である大淀河畔にはホテル街がございま

す。こちらも、県庁にたくさんお見えの方が流

れてくれば、大変喜ばれると思います。昼間

は、バスの駐車場もあいているんじゃないかと

思います。もしかして、バスで見えた方がホテ

ル街で昼食をとっていただけるかもしれない。

新しいビジネスチャンスがふえてくるのではな

いかと思います。どうぞ、ホテル街の観光施設

等も十分検討していただいて、大型バスの駐車

場確保に努めていただきたい。そして、たくさ

んの皆様に交通事故のないよう、十分配慮して

対策をとっていただきたいと思います。

これで４問の質問を終わりますが、最後に、

地方格差、これはますます広がるような心配が

ございます。すべての案件に対して、元気みや

ざきづくり、県民総参加ということでございま

すので、どうぞ宮崎の地方にも目を向けて、県

政改革を推進していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。終わります。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、休憩いたします。

午前11時46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、34番丸山裕次郎議員。
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〔登壇〕（拍手） 自由民主○丸山裕次郎議員

党の丸山裕次郎でございます。朝の一般質問の

中で田口議員から、きょうが赤穂浪士の討ち入

りの日ということでありましたが、私も少しだ

け引用させていただきたいと思います。赤穂浪

士が決意を込めて死ぬ覚悟で討ち入りに入った

んですが、その前に詠んだ歌に、こういう歌が

あります。「かくすればかくなるものと知りな

がら やむにやまれぬ大和魂」、この気持ちを

もって知事にお伺いしたいと思います。といい

ますのは、知事に質問しますと、「反発する

な、知事の足を引っ張るな」というようなこと

をよく言われます。そうではなくて、知事と

しっかりと向き合うために、大和魂をもってや

りたいという気持ちで質問させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

それでは、通告に従い一般質問を行います。

まず、平成20年度当初予算についてお伺いい

たします。

本県は、自主財源が乏しい上に、三位一体改

革により、大きな財源になっていた地方交付税

等が削減される厳しい予算編成になるというこ

とで、平成16年から財政改革に取り組みまし

た。平成16年12月に県当局から説明のあった財

政中期見通しでは、平成16年度当初予算額6,200

億円程度を保った場合、収支不足を補う基金の

取り崩し額が毎年250億円程度になり、平成18年

度には基金が枯渇し、予算編成が困難になって

しまうという当局の説明を受け、議論を重ね、

最終的には当局が示された内容の、投資的経費

を中心に毎年200億円程度削減する財政改革がス

タートいたしました。三位一体改革等の影響

で、地方交付税、臨時特例債などが、平成16年

度から平成18年度までの３カ年で350億円を超え

る歳入減になり、厳しい予算編成を組まなけれ

ばならない状況にあることは、ある程度理解し

ております。しかし、県には、市町村、団体等

から多くの要望が上がってくると思われます。

しかしながら、財政のことを重視する余り、特

に県単予算が削減されておりますので、県民等

のニーズにこたえられない状況になるのではな

いかと感じております。

宮崎に来ていただいている観光客に対しいや

しを与えている、国道、県道で四季折々に宮崎

の風景を演出している沿道修景が、近年十分に

行われているのか。また、道路の舗装補修、河

川の草刈り、堆積土砂除去などの維持費が十分

なのか。また、補助公共になかなか採択されな

い小さな工事、本当にこれは生活に密着したも

のでありますが、それにも十分に対応できてい

ないと感じております。

私の地元では圃場整備に取り組んでおりま

す。隣接して、県が管理する河川があるのです

が、本来であれば、河川工事が並行して行われ

れば、県民の負担は軽くなるはずなのに、財政

が厳しいということで河川工事は行われず、土

地改良区が河川の護岸をつくるということにな

り、不満が高まっております。また、西諸地域

の命を守る小林市市民病院の改築における要望

に対しても、財政が厳しいという回答が返って

きております。それに反し、県病院には毎年40

億円を超える繰入金をしている状況から、これ

もまた不満が高まっております。恐らく県内各

地で、「県に頼んでも金がないからという理由

で何もしてくれない」という、県に対する不満

が高まっているのではないかと思っておりま

す。県と同様に市町村も厳しい財政状況にあり

ます。三位一体という名のもとに県財政を苦し

くしているのと同じように、県と市町村の間で

も起きているのではないでしょうか。県の財政
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はよくなったが、県民、県経済、市町村が疲弊

したのでは、何のための財政改革なのかと思っ

てしまいます。そこで、財政改革に対する所見

を、知事にお伺いいたします。

平成19年度から新たな財政改革が始まってお

りますが、県財政状況等を私なりに編集した資

料を皆様方に配付しておりますので、それを参

考にして見ていただきたいのであります。一番

左端に１～18という欄があると思いますけれど

も、まず10と書かれた欄を見ていただきたいの

ですが、これは平成19年度から取り組んだ財政

改革の中期見通しのことを書いており、これに

よりますと、毎年200億円以上の基金の取り崩し

が必要になり、平成22年度には基金が枯渇する

となっております。しかしながら、財政改革の

効果かもしれませんが、実際の基金取り崩し額

は、平成16年が144億、平成17年が78億、平成18

年は52億となっており、中期見通しでは平成18

年度には基金が枯渇するという危機があったの

でありますが、基金は667億円になっておりま

す。平成19年度から改めて行われている財政改

革の中期見通しでも、平成22年度には基金が枯

渇するという試算が出ておりますが、この見通

しは、県民、また我々県議に、余りにも危機感

をあおっているのではないかと感じておりま

す。そこで、知事に中期見通しの所見をお伺い

いたします。

財政改革の中で切りやすい投資的経費につい

てでありますが、平成16年度から始まりました

財政改革において、県単事業を毎年30％削減、

補助公共事業を毎年10％削減という厳しい財政

改革でありましたが、公共三部の最終額は、台

風災害復旧事業等により、平成16年度は平成15

年度よりも87億円多い1,609億円、また平成17年

度は1,750億円余、平成18年度が実に1,107億円

となっております。平成18年度までは17年度ま

での繰越金がありますので、ある程度公共工事

は確保できたのではないかと思っております。

しかし、平成19年度の公共三部の当初予算

は1,089億円程度であり、また、ことしは特に災

害が少なかったので、最終予算はさらに少なく

なると思われます。さらに、一般競争入札制度

の拡大により、厳しい経営状況に置かれている

のではないかと思っております。

その数値として、建設業の倒産件数等を見て

みますと、平成18年は１年間で17件だったの

が、平成19年は10月末、10カ月でありますけれ

ども、50件であります。約３倍になっておりま

す。また、建設業から離職した方は、宮崎労働

局のデータによりますと、平成18年４月から７

月、３カ月でありますが、ここで離職された方

が2,500名となっております。また、ことしの同

月、平成19年４月から７月までは、昨年を1,300

人上回る3,800人を超える方が離職している数字

から見ても、非常に厳しいのが理解できるので

はないかと思っております。

平成20年度の重点施策に建設産業対策を掲げ

ているのであれば、現在の建設産業の置かれて

いる環境を考え、建設会社、従業員、日々雇用

で仕事をしている農家の方々も含め、多くの県

民がソフトランディングするための予算拡充、

特別枠の予算が必要だと思います。恐らく知事

は、財源はどこにあるのかというふうに思われ

ると思います。決算ベースの基金残高を見てい

ただくと、667億円になっておりますが、財政改

革の基金残高の予定では608億円ということで、

この差が約59億円あります。また、平成18年度

の決算によりますと､19億円の収支残が残ってお

りますので、これを合わせると約80億円の財源

が確保できると思われ、これを仮に３年間で
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割ったとすれば、最低でも30億円程度は可能に

なるのではないかと思っております。ぜひ知事

の英断で、国の議論の中での国の埋蔵金問題で

はありませんが、県にある基金を有効に活用

し、本県経済を疲弊させないための特別枠創設

を期待しておりますが、知事の見解をお伺いい

たします。

平成20年度もさまざまな政策を予算化される

わけでありますが、その予算を執行する県職員

一人一人が予算の意義を理解し、さらに組織が

有効に活用されないと、絵にかいたもちになる

と考えております。しかし、財政が厳しいとい

うことで、いいアイデアが出ても予算化されな

いため、発想力が停滞し、さらには今回の不適

正な事務処理による返還金が、幹部職員を中心

に返還されることになり、県職員としての意識

の低下が懸念されますが、意識向上にどう取り

組まれるのか総務部長にお伺いいたします。

次に、原油高騰による本県産業への影響につ

いてお伺いいたします。

原油高騰により、私たちが自動車を運転する

のに必要なガソリン価格は150円台に入り、また

冬場に入り、灯油を使う時期になってきたので

ありますが、18リットル1,700円を超す状況と

なっております。すべての石油製品の価格が上

がってきており、第３次石油危機と言えるので

はないかと思っております。本県の産業に多大

なる影響が出ていると思われますが、本県の基

幹産業である農業で見てみますと、原油高騰に

より重油の高騰のみならず、石油製品、ビニー

ル製品等も値上がりしており、生産コストが上

昇し、園芸農家は悲鳴を上げております。ま

た、原油高騰に伴い、バイオエタノールの原料

としてトウモロコシが使用され、そのため飼料

高騰が起きており、畜産農家の生産コストは上

昇し、こちらも悲鳴を上げております。国にお

いても、原油高騰により、中小企業や個別の問

題を抱える建設業、農林水産業、運輸業や低所

得者に灯油の代金を補助する寒冷地の自治体に

対し、緊急対策を講じる方針が出されておりま

す。そこで、本県の中小企業、農林水産業、運

輸業、建設業を初め、多くの産業に影響が生じ

ている状況を、県としてどのように分析し、ど

のように対応されるのか、総合政策本部長にお

伺いいたします。

次に、食育・地産地消についてお伺いいたし

ます。

先ほど述べましたように、原油高騰により農

家の生産コストが上がった分、農家の手取りが

上がればいいのですが、農家の手取りはなかな

か上がらないのに、店頭価格は、入荷価格の増

加分だけでなく、輸送コストや光熱水費など増

加分を加えた販売価格となっております。消費

者にとっては、所得が上がらない景気状況なの

に、原油高騰で生活費、いわゆる電気、ガス、

ガソリン等が値上がりし、生活に余裕がなくな

り、国産品が高く感じるようになり、これまで

の安全・安心な国産品を買うというのではな

く、ひょっとしたら安い輸入品を買うようなこ

とになるのではないかと懸念しております。

そこで、食育・地産地消の取り組みが重要に

なってくると思っております。地産地消は、宮

崎でつくったものを宮崎ですべて消費するとい

うことでなく、国内のリレー販売等を促進し、

国産品を食べるといったことも重要であり、ひ

いては食料自給率の向上にもつながり、農家所

得の安定にもつながると考えております。ま

た、食育については、これまで「みやざきの食

と農を考える県民会議」の中で、さまざまな取

り組みが行われ、さまざまな関係者の協力をい

平成19年12月14日(金)



- 313 -

ただきながら、単年度ごとにはそれぞれ効果を

上げていると思っておりますが、その後のフォ

ローが重要だと考えております。そこで、原油

高騰を踏まえ、食育・地産地消の取り組みにつ

いて農政水産部長にお伺いいたします。

また、食育が学校給食で大きな位置づけにな

る議論がされており、学校という教育の場で正

式に継続的に行われることを期待しておりま

す。我が県は食料供給基地として、率先して食

育に取り組むことが重要と考えております。そ

こで、食育の取り組みについて教育長にお伺い

いたします。

次に、医師、看護師、介護職の確保について

お伺いいたします。

平成16年度から始まった新医師臨床研修制度

で、医局、医大に医師が少なくなり、これまで

の派遣制度が崩れ、特に産科・小児科の医師

や、地域医療を担う医師の確保は大きな問題に

なってきており、県として、医学生に対する修

学資金、ドクターバンク制度、医師派遣システ

ムなどに取り組んでおり、ある程度は評価でき

るのではないかと思っております。私も地域医

療対策特別委員会に所属させていただいてお

り、その調査の中で、西郷病院の院長から、

「前期研修、また後期研修を終える平成21年度

までに、医師が宮崎県に来たいという環境づく

り、宮崎モデルを構築することが重要である」

ということを言われ、非常に心に残っておりま

す。西郷病院では、宮崎大学医学部生を研修で

１～２週間受け入れ、地域の中で生活すること

により地域の住民の生活を理解した上で医療に

取り組むということで、医師と患者の信頼関係

が生まれ、信頼から感動が生まれ、医師として

の原点が生まれるということを聞くことができ

ました。そこで、すべての宮崎大学医学部生及

び宮崎出身の医大生が、宮崎の地域の病院で研

修できるシステムができないか、考えておりま

す。

また、医師の仕事は人間の命を預かるという

重大な責任があり、長時間従事しなければなら

ず、休みでも患者に何かがあればすぐに駆けつ

けなければいけないという状況であり、極めて

厳しい労働環境にあります。心身ともに大手を

振って休養できるのは、学会に参加したときだ

けのようであります。しかしながら、実際には

なかなか学会に参加することはできず、かなり

のストレスが蓄積されているのが現状だと思っ

ております。そこで、学会に参加しやすい環境

づくりとして、学会参加時を補う医師派遣シス

テムができないか、考えております。

また、新医師臨床研修制度により、大学医局

が進路を決める時代が終わり、みずから進路を

選ぶようになった若手医師は、各学会の専門医

資格の取得を望んでおります。そこで、専門医

資格が取得できるシステムができないかと考え

ております。

これまで述べてきました医学生の研修システ

ム、学会参加システム、専門医資格取得システ

ムといった宮崎ならではの医師確保対策に取り

組むことにより、医師が宮崎で仕事をしたいと

いうような宮崎モデルができないか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

次に、看護師の確保についてですが、７対１

看護体制の影響で、都市部、大規模病院に集ま

る傾向が出てきており、特に中山間地域では看

護師の確保が難しくなってきております。ま

た、各医師会が行っている看護師養成所は、中

山間地域での看護師確保に大きく貢献していま

したが、経営は非常に厳しい状況にあります。

今後、看護師不足が想定されますが、県とし
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て、看護師対策はどのように考えているのか、

お伺いいたします。

次に、介護職についてであります。今後、高

齢化がさらに進展し、介護のニーズが拡大して

いくことが想定されますが、介護職は重労働の

割に、介護報酬の改定により賃金体系は抑えら

れており、仕事をやめてしまう方がふえ、別の

職についている人がふえてきております。県と

して、介護職人材確保についてどのように考え

ているのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

最後に、健康増進についてお伺いいたしま

す。

これまで、医療保険各法に基づき医療保険者

が行う一般健診や、労働安全衛生法に基づき事

業者が行う健診、老人保健法に基づき市町村が

行う健診が実施されてきております。「健康日

本21」の中間評価における暫定直近実績値か

ら、糖尿病や糖尿病予備群の増加、また肥満者

の増加、野菜摂取量の不足、日常生活における

歩数の減少のように、健康状態及び生活習慣の

改善が見られない、もしくは悪化している現況

を踏まえ、生活習慣病予防の徹底を図るため、

来年４月から「高齢者の医療の確保に関する法

律」により、医療保険者に対し、糖尿病などの

生活習慣病に関する健康診査、特定健診、及び

特定健診の結果により健康の保持に努める必要

がある者に対する保健指導、特定保健指導の実

施が義務づけされております。特定健診等を実

施することにより、平成27年度には、平成20年

度と比較し、糖尿病等の生活習慣病及び予備群

を25％削減させることとしております。目標を

達成するには、医療保険者が特定健診をただ実

施するだけでなく、受診後の生活習慣を改善す

るための保健指導の徹底が重要であり、被保険

者、県民が率先して特定健診を受診することが

不可欠であります。そこで、来年度から実施さ

れる特定健診・特定保健指導に対しどのように

取り組んでいくのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。また、特定健診を義務化させる医療

保険者は県内にどれくらいいるのか、特定健診

等の財源はどのようになるのか、あわせてお伺

いいたします。

健康増進、健康診査にいち早く取り組んでき

たのは長野県佐久市であり、地域住民に健康診

断の重要性をわかってもらうため、健康診断を

する医師が劇団をつくり、住民にわかりやすく

説明したことにより、健康診断を受ける住民が

ふえたと聞いており、その後、長野県全域に健

康に対する意識が高まり、結果的には現在、全

国一老人医療費が低い状況になっております。

財政的に見ても大きな差が生じているのではな

いかと思います。ちなみに、本県が長野県と同

等の老人医療費であるなら、どの程度財政削減

につながるのか、福祉保健部長にお伺いし、壇

上からの質問を終わります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

財政改革についてであります。第１期財政改

革推進計画に基づきまして、３年間にわたる緊

急財政改革に取り組んできた結果、基金が枯渇

し直ちに予算編成が困難になるという危機的状

況は、当面回避することができました。しかし

ながら、この間、三位一体の改革により、本県

最大の歳入財源である地方交付税等が大幅に削

減されるとともに、社会保障関係費の増大等に

より、本県財政は一段と厳しさを増しておりま

す。地方にとって諸悪の根元というのは、この

地方交付税の削減ではないかと考えておりま

す。地方交付税が復元、確保されれば、さまざ

平成19年12月14日(金)
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まな要望に対応できるのではないかと考えてお

ります。これまでのさまざまな取り組みによ

り、財源調整のための基金については一定額を

確保できましたが、今後も、毎年度200億円を超

える収支不足が見込まれており、財政改革に取

り組まなければ財政が破綻し、県民生活に極め

て甚大な影響が生じるという事態も危惧される

ところであります。したがいまして、将来に禍

根を残さないためにも、財政改革を着実に実行

し、持続可能な財政構造への転換を図っていく

ことが必要不可欠であると考えております。

続きまして、財政の中期見通しについてであ

ります。第２期財政改革推進計画における財政

の中期見通しは、三位一体改革の影響を加味し

た上で、地方財政計画上の地方交付税等が削減

されず、投資的経費を平成18年度額で据え置く

など、一定の条件のもとに試算したものであり

ます。この中期見通しによりますと、新たな財

政改革に取り組まなければ、平成19年度から22

年度までの４年間で収支不足が1,000億円を超

え、平成22年度末には基金が枯渇し、予算編成

が困難になることが見込まれるところでありま

す。このため、平成19年度から第２期財政改革

推進計画に取り組むこととしたものであり、人

件費の削減、投資的経費の縮減・重点化、事務

事業の徹底した見直し、積極的な歳入確保等、

計画を着実に推進することにより、収支不足を

約680億円圧縮し、平成22年度末の基金残高

を200億円程度確保したいと考えております。し

かしながら、既に平成19年度の地方財政対策等

の影響がマイナス95億円に上り、また地方交付

税の原資となる国税が今年度予算を下回る見込

みとなるなど、本県財政を取り巻く環境は厳し

さを増しているため、さらに気を引き締めて、

今後の財政運営に当たってまいりたいと考えて

おります。

続きまして、公共事業の特別枠の措置につい

てであります。平成19年度予算の編成におきま

しては、地方財政対策の影響等により、収支不

足額が財政の中期見通しの238億円から354億円

に拡大いたしましたが、さらなる事務事業の見

直し等を行うことによりまして、何とか256億円

まで圧縮したところでございます。今後も多額

の収支不足が見込まれる上、本県最大の歳入財

源である地方交付税の動向も全く予断を許さな

いなど、本県財政を取り巻く状況は厳しさを増

しており、特別枠を措置することは困難である

と考えております。しかしながら、建設産業の

厳しい状況は認識しておりますので、建設産業

対策を平成20年度重点施策の一つとして位置づ

け、予算編成において重点的措置を図ることと

したところであります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策本部長（村社秀継君）

答えいたします。

原油価格高騰による県内産業への影響につい

てであります。最近の原油価格の高騰により、

施設園芸や漁船で使用する燃油価格が上昇し、

本県農業や水産業の経営を圧迫いたしておりま

す。また、本県と大消費地を結ぶ物流において

も、輸送コストが大幅に上昇するなど、県内産

業に与える影響は非常に大きいものとなってお

ります。これらを受けて、このたび政府におい

て、原油高の影響が大きい中小企業や、個別の

問題を抱える農林漁業、あるいは運送業などの

経営、さらには離島航路、地方バス路線の維持

など、地方の生活に目配りした原油価格高騰に

関する緊急対策が取りまとめられたところであ

ります。原油価格は今後も高水準で推移すると

見込まれることから、今後とも、県としてどの

ような対応が可能なのか、国において講じられ
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る緊急対策も踏まえつつ、関係部局と十分連携

しながら、検討してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

職員の意欲や士気への影響についてでありま

す。特に今回の不適正な事務処理は、組織風土

に根差した全庁的な問題として、職員による返

還や処分については、担当職員の責任よりも管

理監督責任に重点を置いて対応したところでご

ざいます。職員にとって大変厳しい状況とは思

いますが、県政に対する信頼を回復し、新たな

気持ちで職務に邁進していくための一つの区切

りとして、職員全体で真摯に受けとめ、反省の

気持ちを共有できたのではないかと考えており

ます。今後は、これを新たなスタートラインと

して、職員一人一人が公務員としての使命を再

認識し、また新たな発想や創意工夫の努力も重

ねながら、意欲と気概を持って職務に取り組ん

でまいりたいと存じます。以上であります。

〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、医師の確保についてであります。医

師を本県に呼び込むためには、すぐれた指導医

のもとで診療ができることや、認定医などの資

格を取れるように研修・研究体制が整っている

こと、また医師住宅等の生活環境が充実してい

ることなどが求められます。このため県では、

指導医養成講座の開催や医師派遣システム、学

会等に参加する場合の代診医派遣制度等を実施

しているほか、市町村においては、医師住宅の

整備など受け入れ環境の充実に取り組んでいる

ところであります。また、医師確保対策推進協

議会のホームページ等で、自治体病院等の求人

情報はもとより、これらの受け入れ環境を広く

全国に発信することとしております。さらに、

医療関係者や地元住民代表等で構成する県地域

医療対策協議会において、研修環境の整備や地

域住民の協力体制等について協議するなど、医

師の受け入れ環境の充実に努めてまいりたいと

考えております。

続いて、看護職員の確保対策についてであり

ます。本県の看護職員の需給状況を見ますと、

平成18年度末の充足率は96.1％となっており、

若干不足している状況にあります。また、７対

１看護基準の影響で、県外からの求人数が増加

しておりますが、県内15カ所の看護師等養成所

の昨年度の卒業生の就職状況を見ますと、前年

度とほぼ同じ約６割が県内に就職している状況

であります。しかし、今後、在宅医療を初め福

祉分野等への看護職員の活動領域拡大により、

需要も増大していくものと考えております。こ

のため、県としましては、修学資金の貸し付け

や養成所の運営費補助を行うことにより、看護

職員の養成に努めるほか、未就業者の再就業を

促進するなど、今後とも看護職員の確保に努め

てまいりたいと考えております。

それから、介護の人材確保についてでありま

す。質の高い介護サービスを提供するために

は、何よりも人材の養成、確保が重要であると

認識しております。このため、県におきまして

は、社会福祉研修センター等において、専門的

な研修等を行い介護人材の資質の向上を図ると

ともに、福祉人材センターにおいて、就職説明

会や無料職業紹介など就業支援に取り組んでい

るところであります。現在のところ、本県にお

きましては、介護人材が逼迫する状況にはござ

いませんが、全国的な課題として、給与水準等

から離職率が高いなどの指摘もあり、また今



- 317 -

後、高齢化が進行する中、介護需要が増大し、

人材の確保が困難になることが懸念されるとこ

ろであります。このため国においては、ことし

８月、「社会福祉事業に従事する者の確保に関

する指針」を定め、必要な福祉・介護サービス

が提供されるよう、人材確保の観点から、介護

報酬等の設定など、福祉・介護制度の見直し等

を検討することとしております。県といたしま

しては、その推移を見守るとともに、研修等の

事業の充実を図り、人材の安定的な確保に努め

てまいりたいと考えております。

続いて、特定健康診査に係る一連の御質問で

あります。特定健康診査の来年４月からの実施

に向けて、国民健康保険の保険者である市町村

におきましては、事業の基本指針となる「特定

健康診査等実施計画」の策定を進めながら、体

制の整備や健診対象者の確認など、具体的な準

備作業を行っております。県としましては、市

町村国保におけるスムーズなスタートができる

ように必要な助言を行うとともに、国保以外の

医療保険者につきましても、各保険者で構成す

る宮崎県保険者協議会を通じて、円滑かつ適正

な実施が図られるよう、支援してまいることと

しております。

次に、医療保険の保険者数についてでありま

す。県内の保険者数は、国民健康保険が32、健

康保険が８、船員保険が２、さらに、国・地方

公務員等の各種共済が23の、合わせて65の保険

者となっております。

次に、特定健康診査の財源についてでありま

す。市町村国保が実施する特定健康診査等に要

する経費については、政令により国及び県が、

それぞれ３分の１ずつを負担することとされて

おりますが、そのほかは市町村の国保事業で賄

うこととなります。なお、国では、市町村国保

への財政支援策として、保健師配置等に対する

地方交付税措置等も検討されているようであり

ます。

最後に、長野県の取り組みについてでありま

す。仮に長野県と同じような取り組みをしたと

して、どの程度の財政削減につながるかという

ことでありますが、厚生労働省の平成17年度の

老人医療事業年報によりますと、１人当たり老

人医療費の額は、本県が80万823円で、長野県

が67万2,853円と、その差は12万7,970円となっ

ております。どの程度の財政削減につながるか

ということになりますと、長野県のこれまでの

保健・在宅医療体制の整備に要した経費等を考

慮すれば、１人当たり老人医療費だけで単純に

比較することは十分とは言えませんが、仮に長

野県と同水準だとしますと、本県の平成17年度

県費負担額82億円余の16％、約13億円の県費が

削減できるということになります。このよう

に、県としましても、老人医療費の抑制に努め

ることにより、県財政の歳出削減にもつながる

ことから、今後とも引き続き、市町村や関係機

関等と連携して、高齢者への必要な医療を確保

しながら、老人医療費の適正化に努めてまいり

たいと考えております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（後藤仁俊君）

えいたします。

食育・地産地消の取り組みについてでありま

す。健全な食生活の推進や地域農業に対する理

解促進を図る食育や地産地消の取り組みは、国

産農産物の消費拡大を推進する上でも有効であ

ると認識いたしております。県といたしまして

も、引き続き、県産農産物の安心・安全・新鮮

などのメリットを十分にＰＲすることや、県内

の生産者と消費者の一層の交流を図るととも

に、学校教育との連携による地域の食文化を学
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ぶ機会の提供などによりまして、食育・地産地

消の取り組みを推進してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

食育についてであります。食は、生きる上で

の基本でありまして、知育、徳育、体育の基礎

となるもので、生涯にわたって豊かな人間性を

はぐくんでいくために極めて重要なものである

と考えております。現在、学校におきまして

は、給食の時間はもとより、各教科等の時間に

おいて、食べ物を大切にする心や生産者への感

謝の心など、豊かな心の育成に努めますととも

に、バランスのよい食事のとり方や生活習慣病

の予防などにつきまして指導をいたしておりま

す。特に、地場産物を使用した学校給食を生き

た教材として活用するために、地産地消給食の

日や学校給食献立コンクールを実施いたします

とともに、平成18年度からは新たに栄養教諭を

配置するなどして、食に関する指導の充実を

図っているところであります。今後とも、全庁

挙げて取り組んでおります「宮崎県食育推進計

画」に基づきまして、家庭や地域との連携をさ

らに図りながら、学校教育活動全体を通して、

食育の推進を図っていきたいと思います。以上

でございます。〔降壇〕

それぞれ答弁ありがとうご○丸山裕次郎議員

ざいました。

多少時間がありますので、再質問させていた

だきます。先ほど福祉保健部長から、仮に長野

県と同等程度の老人医療費であれば、13億円と

いう多額の県費が削減できるのではないかとい

う試算も出されました。これは老人医療費だけ

でありますので、ひょっとしたら、介護保険な

りを含めると、非常に大きな額が出るのではな

いかと思っています。先ほど長野県の事例を言

いましたけれども、長野県では、わかりやすく

説明するために、医者がみずから劇団をつくっ

て、住民の方に説明したわけであります。知事

は、こういった芸能活動には非常に専門的であ

りますし、また、わかりやすい言葉で住民に説

明する能力が十分にあるというふうに思ってお

ります。新聞報道では、欽ちゃん球団に続く

「そのまんま球団」をつくろうとか、そういう

話もあるんですが、そうじゃなくて、そのまん

ま劇団みたいな形で……。地域住民が健康に留

意していただけば、県、また市町村保険者、そ

れぞれ財政的にも寄与するんだという意識改革

まで含めて、そういった取り組みをやることが

重要だというふうに思っております。県民の健

康に対する意識改革について、私は非常に重要

なポイントになるんではないかと思っておりま

すので、それに関しての所見をお伺いしたいと

思います。

長野県の場合は、地○知事（東国原英夫君）

域柄、塩分のとり過ぎで、それを半減させると

いう活動を、多くの保健師さんたちの尽力によ

りまして それにも非常にコストがかかって―

いるんです。13億円節約なさっているんですけ

れども、かなりのコストがかかったということ

は聞いております。

「そのまんま劇団」については、今後検討し

てみたいと思います。わかりやすい言葉で説明

する能力があるとおっしゃいましたが、私は失

言も多いですから、その辺は気をつけていきた

いと思います。

県民の健康に対する意識の改革でございます

が、県政を推進するに当たっては、県民の皆さ

んが健康であることが、何より大事であると考

えております。本年６月に策定した「新みやざ
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き創造計画」の中でも、生き生きとした健康・

福祉社会づくりを掲げて、県民の健康づくりを

積極的に推進してまいることとしたところでご

ざいます。このような中で、今般、国が進めて

おります医療制度改革においては、これまでの

治療重点の医療から疾病の予防重視へと転換が

図られ、中でも、特に生活習慣病の予防に重点

が置かれております。この生活習慣病対策とし

て、先ほど来、御指摘のありました特定健診・

特定保健指導を実施するとともに、県民みずか

らが実践的に健康づくりに取り組むための環境

を整備するなど、県民の皆さんの健康への意識

改革を進めていきたいと考えております。

県民ひとしく健康に関して○丸山裕次郎議員

は思っているのになかなかできないのが、それ

であろうと思うんです。病気にならないと、な

かなかそういった思いにならないと思いますの

で、なる前に健診だけしっかり受けようという

ことを知事が大きくＰＲしていただければ、あ

りがたいと思っております。

次に、原油高騰関連でありますけれども、非

常に県民生活に大きな影響を与えているという

ふうに認識しております。今、農業、運輸、そ

れぞれの産業、中小企業まで含めて言っていた

だいたんですが、特効薬というのは、県として

はなかなかすぐに見つけられないのではないか

なと思っております。その中で一つだけ、特効

薬としてすぐできることは 建設産業の価格―

決定を握っているのは県でありますので、よ

く、スピード感を持ってとか、ワンデーレスポ

ンスとかいう言葉を使っているのであれば、単

価を年間に数回しか改定をしていないというこ

とでありますが、速やかに単価のスライドをで

きるような形とか、単価変更できる体制ができ

ないのか、県土整備部長にお伺いいたします。

各種建設資材○県土整備部長（野口宏一君）

の単価につきましては、需給の状況ですとか、

取引の実態等の調査をもとに、単価を決定して

いるところでございます。具体的には、毎年４

月に単価を設定し、その後、四半期ごとに調査

を実施し、資材ごとに基準を超える価格変動が

見られる場合に改定を行いまして、予定価格の

積算に反映させているところでございます。な

お、国におきましては、燃料等の主要資材につ

いて毎月改定しておりますが、九州各県におい

ては、おおむね本県と同様の取り扱いとなって

おります。しかし、最近の原油価格の高騰を考

慮いたしまして、対応について早急に検討させ

ていただきたいと考えております。

本当にぜひ早く取り組んで○丸山裕次郎議員

いただきたいと思います。現状は、仕事をすれ

ばするほど赤字ということになっておりまし

て、赤字が続いていくと倒産して、また地域住

民がさらに迷惑をこうむるということも考えら

れますので、早急にお願いしたいと思っており

ます。

また、特別枠のことなんですが、知事から

は、なかなか財政が厳しいということで困難と

いう答弁がこれまで続いているんです。私がつ

くりました資料を見ていただきたいんですけれ

ども、平成16年から財政改革が始まったんです

が、壇上から言いましたとおり、1,600億円の予

算、また1,700億円というふうに、この辺までよ

かったんですけれども、急激に18年、19年、下

がってきております。知事のこれまでの答弁に

よりますと、16年からの削減は30％なり10％

で、厳しかったから設けたのだということであ

りますが、実態は今が一番厳しいと思っており

ます。ソフトランディングするための予算がぜ

ひ必要だと思っておりますが、基金等含めてど
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ういう所感があるのか、お伺いしたいと思いま

す。

建設産業の厳しい状○知事（東国原英夫君）

況は十分認識しております。しかし、本県財政

を取り巻く状況というのは、それよりも一段と

厳しいということでございます。特別枠を設け

るというのは非常に厳しい状況かなと思ってお

ります。御理解いただければと思います。

厳しいんだけれども、県の○丸山裕次郎議員

財政がよくなっても、県民が疲弊すれば意味が

ありませんので、ぜひこれはしっかりとした対

応をしていただくようにお願いさせていただこ

うと思います。

そしてまた、当初予算の中の公共工事の維持

管理で、所要額ということが書いてあるんです

が、所要額というのはどういう意味なのかを総

務部長にお伺いします。

今、議員のおっ○総務部長（渡辺義人君）

しゃったのは、公共事業関係で県は、特に道路

等、相当の施設を持っておりますので、その維

持管理経費が相当かかるということで、これま

でシーリング対象にもしておりましたけれど

も、これについてはその必要な額を措置すると

いうことでございます。

必要な額を措置するという○丸山裕次郎議員

ことであれば、本当に精査していただいて、所

要額は真剣に取り組めるような形をお願いした

いと思っています。本当に厳しい中であります

けれども、県の財政がよくなっただけでなく

て、県民に本当に喜ばれる予算組みになるよう

にお願い申し上げまして、質問を終わります。

（拍手）

次は、27番河野哲也議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 公明党県議○河野哲也議員

団の河野哲也でございます。いよいよトリでご

ざいます。ここまで来ると、ほとんどの質問が

鳥がらの状態ですが、よいだしをとらせていた

だきます。よろしくお願い申し上げます。

「電車の中にいるとき、横浜駅で人込みの中

を歩いているとき、自分が違った世界から来た

宇宙人のように感じてしまうんです。つらいん

です」。「よこはま若者サポートステーショ

ン」の事務局長との意見交換の中で、ある利用

者の声を聞かせていただきました。「いわゆる

世間で言われるニート像からおよそかけ離れて

いることがよくわかる。社会にうまくなじめな

かった、または学校を卒業してすぐに就職でき

なかっただけで、ここまで精神的に彼らを追い

詰めていることを多くの人は気づいていない」

と、話を続けられました。確かに、生き抜くた

めに、若いときに鍛えなければいけないことが

あります。自力で切り開かなければいけないこ

ともあります。しかし、それだけでは解決でき

ない状況に今、若者が置かれております。ま

だ40代の私ですが、今の若者がわからなくなっ

ています。そこで改めて、知事の若者観と、今

まで出会った宮崎の若者をどう思われるのか伺

いまして、壇上からの質問といたします。後は

自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。

若者は、宮崎の将来を担っていく宝でござい

ます。私は、この若者が、夢や希望の実現に向

けて、何事にも憶することなく積極的に挑戦し

ていく気概や社会人としての自覚、そして他人

に対する思いやりを持っている、そういう若者

に育ってほしいと思っております。私は、これ

までいろいろな機会に、宮崎の若者と話をして

まいりました。一部には、県民性から、恥ずか
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しがり屋であったり、消極的であったりする若

者も見受けられますが、大半の若者は未来に希

望を持ち、仕事や社会参加活動に生き生きと取

り組んでおります。宮崎の若者に託して、宮崎

の未来は明るいと確信しております。私の唱え

る県民総力戦による新しい県づくりのために

は、若者の力が必要であり、その一翼を担って

くれるものと、心より期待しております。以上

です。〔降壇〕

厚生労働省は、「若年者雇用○河野哲也議員

の現状と対策」の中で、「若者は、将来の我が

国社会のあり方を左右する存在であり、その進

路選択等をしっかりと支援していくことは、再

チャレンジ支援全体の中でも特に重要」とし、

地域における若者支援の拡充を打ち出しており

ます。また、すべての若者に対応する、一人の

人があらゆる悩みに答える、アウトリーチ（訪

問支援）を行う、ネットワークを構築する、早

期の対応すると、地域における若者支援５原則

も示しております。そこで、宮崎県のあすを支

える若者への総合的支援として、具体的に考え

ていることはございますか、知事にお伺いいた

します。

再チャレンジにつき○知事（東国原英夫君）

ましては、私自身が、その難しさ、そして達成

の喜びというのを非常によくわかっているつも

りでございます。社会的な自立のおくれや障が

いなどがある若者が、その能力や持ち味を十分

発揮でき、努力が報われるように支援していく

ことは重要であると考えております。県内で

も、ニートやひきこもりなど、地域において支

援を必要とする若者が存在していることは認識

しております。そこで、保健所等でのひきこも

りなどについての相談の受け付けや、「ヤング

ＪＯＢサポートみやざき」で就労を希望する若

者への支援を行っているほか、生徒の職場体験

など、各学校段階に応じた系統的なキャリア教

育を行っているところでございます。宮崎の次

代を担う若者が、その能力に応じて社会の一員

として自立することは、県勢発展のためにも重

要なことでありますので、今後とも、若者への

支援については積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

ありがとうございます。若年○河野哲也議員

者就労支援の役割を担う「ヤングＪＯＢサポー

トみやざき」は、若者にとっては大切な拠点で

す。サテライトもぜひ充実させていただきたい

と考えます。

冒頭で紹介いたしましたが、先日、私たち会

派で、横浜市の「よこはま若者サポートステー

ション」の取り組みを調査してまいりました。

前回、我が会派の新見幹事長が、ニートやひき

こもりなどの若者の自立・就労を支援する地域

若者サポートステーションの設置についてただ

しましたが、宮崎にとって必要性の高いもので

あるかどうか、現場を調査し、意見を聞かせて

いただきました。

同サポートステーションは、ＮＰＯ法人

「ユースポート横濱」と横浜市が協働で運営さ

れております。約10名体制のスタッフで、若者

や保護者への総合相談のほか、臨床心理士によ

るメンタル相談、精神疾患に効果のあるスト

レッチ体操や芸術療法、学び直しなどのプログ

ラムを準備し、個別のパーソナルプランで実践

しておりました。利用者は１日平均32名、ひき

こもり状態の人が連携団体でのボランティア活

動やジョブトレーニングに参加して就労に至る

ケース、県の若者就職支援センターやハロー

ワーク等の就労支援施設に移行できたなど、市

内の各施設のネットワークを生かしての成果を
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上げておりました。事務局長のお話では、「来

所者の半数は、精神疾患や発達障がいなどで社

会生活や一般就労が困難な若者。学校や職場の

いじめで対人恐怖症となった若者も多い。ま

た、この要因とあわせて、厳しい家庭環境から

生活保護を受給している利用者、また貧困状態

にある利用者も少なくない」と、来所者の個別

の状況に応じた支援の重要性を強調されていま

した。地域ネットワークの効用につきまして

は、「福祉の知識が乏しかったが、横浜市や連

携団体がカバーしてくれ、助かっている」とも

述べられておりました。今、全国50カ所となり

ました若者サポートステーション設置への見解

を、商工観光労働部長にお伺いいたします。

地域若者○商工観光労働部長（高山幹男君）

サポートステーションにつきましては、国が公

募により選定した民間団体等に事業を委託し、

ニート等の若者の職業的な自立支援を総合的に

行うものであります。県といたしましても、若

者の就労支援は大変重要であると認識してお

り、既に設置されております他県の状況等につ

いて、調査や情報収集を行っているところであ

ります。今後、県におきましては、国の公募に

合わせて広く広報を行いまして、教育とか福祉

部門などの関係機関とも連携を図りながら、事

業の実施主体となるＮＰＯ法人等を掘り起こ

し、国へ推薦していきたいと考えております。

その他の全国のサポートス○河野哲也議員

テーションを調査してみました。東京都足立

区、佐賀県、岡山県にあるサポートステーショ

ンは、訪問対話を行って、見つけ出すという作

業を行っています。そういうふうに、各地の若

者サポートステーションの内容を確認しても、

細やかな若者への支援が位置づけられていま

す。どうか県内ＮＰＯとの連携で、設置の推進

をお願いしたいと思います。

次に、地域の中小企業の支援の充実について

お伺いいたします。

県内、特に県北の景気は、少子高齢化の進展

や雇用の冷え込みにより、県外に人が流出し、

購買力の低下、個人消費の伸び悩みなど、依然

として低迷しております。地域のしにせである

店舗や地元デパート、スーパーの倒産・撤退、

地場中小企業の衰退などが実態としてあり、ま

た最近では、地元建設業者の連鎖倒産による失

業者の増大など悪循環が生まれていることか

ら、地場中小企業の経営健全化に向けて、金融

支援も含め対応策を再構築する必要があると考

えます。そこで、県北の中小企業の現状、実態

についてどのように認識しているのか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

ただいま○商工観光労働部長（高山幹男君）

御質問の中にもありましたけれども、県北地域

におきましては、全国的な動向でもあります

が、中小商工業者数が減少傾向にあり、商店街

の空き店舗率が高い水準にあるなど、依然とし

て厳しい状況にあるというふうに考えておりま

す。また、雇用情勢でも、県北地域における10

月末の有効求人倍率が、ハローワーク延岡管内

が0.45倍、日向管内が0.48倍と、県内でも特に

厳しい状況となっております。このような中

で、例えば、延岡市の山下新天街のアーケード

整備事業とか、日向市駅周辺の商業集積整備事

業、そういった商店街活性化のための取り組

み、あるいは延岡市におきまして工業振興ビ

ジョンをつくり、新たな振興策の推進をされた

ことなど、中小企業振興に向けた取り組みも進

められているというふうに思っております。

先ほども、若者支援について○河野哲也議員

ただしましたが、行政主導の就労支援施設等、
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また施策等を充実したとしても、出口となる雇

用先が確保されなければなかなか難しい、そう

いう現状が、県北の問題として考えられると思

います。

資金確保の円滑化という視点からお伺いいた

します。20年度予算編成方針の貸付金の項で、

「県の資金管理に及ぼす影響が大きいので、そ

の目的、効果、資金需要、金融情勢を考慮し、

貸付対象、貸し付け方法、貸し付け条件、金融

機関の協調等についても検討を加え、真にやむ

を得ないものに限定すると共に、その規模につ

いても過去の実績にこだわることなく、必要最

小限にとどめるものとする」とあり、県は、既

存の融資制度の見直しを図ろうとしています

が、中小企業における各貸付事業はどのように

見直すのか、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

県の中小○商工観光労働部長（高山幹男君）

企業融資制度についてお答えいたします。この

制度は、中小企業の金融の円滑化を図ることを

目的としております。またあわせまして、環境

対策でありますとか子育て支援など、県の施策

推進としての役割も担っているところでござい

ます。現在、21種類の貸し付けがありまして、

多様な資金ニーズにこたえているところであり

ますけれども、一方で利用者からは、種類が多

くてわかりにくいといった意見も出てきており

ます。このようなことから、制度の目的や役割

を維持しつつ、さらに、利用者に役立ち、かつ

利用しやすい制度となるよう、現在、制度の抜

本的な見直しに取り組んでいるところでござい

ます。なお、融資枠につきましては、今後とも

必要な額の確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。道路○河野哲也議員

特定財源ではありませんが、予算編成方針の中

の「真に」という言葉、妙にひっかかったもの

ですから、どうか融資枠を確実に確保していた

だきたいと思います。

事業承継の円滑化という視点からお伺いいた

します。全国では今、中小企業の４社に１社し

か後継者がいない。このままでいくと、年間７

万社が廃業に追い込まれるとの推計があり、今

後10年間で失われる雇用吸収力は、350万人にも

上ると言われております。自営業の方々に話を

聞くと、農林漁業の後継者不足と同様に、後継

についての不安を語られます。今、国会におい

ても議論されておりますが、事業承継優遇税制

の抜本的拡充が重要であり、予算、制度面を含

め、事業承継の円滑化のための手だてを考える

必要があると思います。まず、そういう不安を

取り除く、中小企業経営者・後継者向けのセミ

ナー等の支援の状況をお聞かせください。

中小企業○商工観光労働部長（高山幹男君）

の事業承継の円滑化を図りますために、現在、

国のほうの独立行政法人中小企業基盤整備機構

におきまして、全国を10のブロックに分け、事

業承継のシンポジウムでありますとか、税理士

等の実務家を対象としたセミナーなどを開催し

ているところでございます。また、来年度は、

これに加えまして、中小企業経営者向けのセミ

ナー等も全国各地で開催されるという形で支援

されていると聞いております。

経済産業省の概算要求に、中○河野哲也議員

小企業の事業承継円滑化に向けた総合的支援の

窓口として、後継者不足を理由に廃業を考える

経営者と、開業を希望する若手らとのマッチン

グを取り持つ事業承継支援センターを、来年度

から全国約100カ所に設置する方針が盛り込まれ

ております。これは、公明党のかねてからの主
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張が反映されたものであります。事業承継支援

センターは、地域企業の巡回やアンケート調査

を実施する中で、廃業の危機にある中小企業と

開業希望者を掘り起こし、交流会開催などで両

者を引き合わせ、意向が一致し事業引き継ぎへ

進んだ場合は、株式の譲渡など専門知識が要求

されるため、弁護士、税理士、公認会計士等の

専門家を派遣するという流れで支援を進めま

す。中小企業の事業承継円滑化に向けた総合的

支援体制の充実を図るため、その窓口的な存在

となる事業承継支援センターの設置を推進して

いただきたいと考えます。商工観光労働部長に

見解を伺います。

国におき○商工観光労働部長（高山幹男君）

ましては、事業承継のニーズに対応したワンス

トップサービスを行うために、ただいま質問に

もございましたような事業を行う事業承継支援

センターを各県に設置する方向で検討されてお

ります。本県におきましても、円滑な事業承継

は、中小企業の振興を図るために大変重要であ

ると考えておりますので、当センターが県内に

設置され、十分にその役割が発揮できるよう、

関係機関とも連携を図ってまいりたいと思って

おります。

ありがとうございます。重ね○河野哲也議員

て伺いたいと思います。この事業のモデルに

なっているのが、長野商工会議所が平成14年度

に設置した長野事業承継支援センターでありま

す。18年度までの５年間で計92件の仲介に成功

したという報告がなされております。飲食店、

美容院など既存設備がそのまま使える業種を中

心に後継者が見つかり、商店街の空き店舗発生

防止につながると報告されております。事業承

継支援センターは、都道府県に約２カ所程度、

県庁所在地の商工会議所を中心に、地域の商工

会に設置する方向であります。ぜひ県北への設

置を推進していただきたいと考えますが、いか

がでしょうか。

事業承継○商工観光労働部長（高山幹男君）

支援センターにつきましては、国が指定して、

そこに事業を委託するという方向で検討されて

いると伺っておりますけれども、どういう形で

指定されるか、まだ詳細はわかっておりませ

ん。いずれにしても、県といたしましては、そ

ういった指定が行われ、全県的な支援体制がで

きるように努めてまいりたいと考えておりま

す。

どうか県北、よろしくお願い○河野哲也議員

します。

次に、保育行政について伺います。

我が会派の長友代表は、本年２月議会の代表

質問の中で、保育料の負担軽減をただされまし

た。保育所関係者、保護者の話を聞くにつけ、

この課題をどうにか解決できないか、また、さ

まざまな形態での格差解消を模索しているとこ

ろでございます。そこでまず、保育所の待機児

童数について、福祉保健部長に伺います。本県

の待機児童数はどのようになっているのか、お

示しください。

保育所入所待○福祉保健部長（宮本 尊君）

機児童につきましては、国の定義によります

と、保護者から保育所入所申し込みが提出され

ており、入所要件に該当しているにもかかわら

ず、定員等の関係で入所していない児童を言い

まして、毎年度、市町村を通じて調査を実施し

ております。本県におきましては、平成12年度

以降、今年４月１日現在まで、待機児童はゼロ

となっております。

ということは、他県で課題と○河野哲也議員

なっている待機児童をゼロにするための保育施
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設の拡充については、クリアしているというこ

とになります。しかし、認可外保育施設が存在

しなければいけないということは、認可保育所

だけでは利用者のニーズにこたえられない状況

というのが、本県にもあるということになりま

す。そこで、認可保育所、認可外保育施設別の

運営補助の状況をお伺いいたします。

認可保育所に○福祉保健部長（宮本 尊君）

つきましては、児童福祉施設最低基準を満たし

た上で、保育の実施基準に該当する児童を入所

させなければならないことから、利用者からの

保育料を除いた費用を国、県、市町村で負担を

しております。このほか、多様な保育ニーズに

対応した一時・特定保育や休日保育等の特別保

育事業については、実施している認可保育所に

対しまして、国庫補助事業として助成を行って

おります。認可外保育施設に対しましては、運

営費等の公費負担はございませんが、入所児童

の健康管理を図る観点から、県単独事業として

入所児童の健康診断費の助成を行っているほ

か、職員の健康診断費につきましても、国庫補

助事業として助成を行っております。

認可保育所の運営費県負担金○河野哲也議員

は４分の１です。18年度見込みで25億7,000万

円。先ほどありました一時保育または休日保育

等の特別保育事業が県負担３分の１、１億4,000

万円。認可外保育の助成については健康診断の

みということになって、児童への感染症の予防

の観点から、県は、従業員の健康診断費用を助

成する市町村に対して国庫補助事業を行い、園

児については県単事業で行っております。そこ

で、市町村の健康診断の取り組み状況について

お尋ねいたします。

認可外の保育○福祉保健部長（宮本 尊君）

施設においての健康診断の実施状況でございま

すが、児童に対する健康診断、平成18年度で12

市町村の29施設で実施し、助成しております。

また、職員に対しては、３市町村の５施設で実

施しており、これにも助成しているところであ

ります。

保育行政のあり方を根本的に○河野哲也議員

見直すことはできないかということで 現在―

の保育行政の主役というのは施設に置かれてい

るというふうに思います。利用料も、認可外保

育所と認可保育所を比較すると いろいろな―

条件がございますが 下手をすると４倍から―

５倍という状況も見られます。また、調べたと

ころによりますと、田口議員の質問にもありま

したけれども、18年度の本県の認可保育所の保

育料滞納 私の場合、調べたのは宮崎市も―

入っていますが １億6,000万円であります。―

負担感が解消され、安心して利用者が施設を選

ぶことができるようにすれば、施設側が利用者

のニーズに合ったサービスを行うことができる

のではと考えます。

今、内閣の機関である教育再生会議で、教育

バウチャー制度の導入が検討されています。バ

ウチャー制度というのは、子供を持つ家庭にバ

ウチャーという一種の現金引きかえ券を交付し

た上で、保護者や子供が自由に学校を選択し、

学校は、集まったバウチャーの数に応じて行政

から学校運営費を受け取るという仕組みです。

アメリカでは、複数の州で導入されています

が、いずれも低所得層や極端に教育環境が悪い

学校に通う子供などを対象にしたもので、一種

の社会格差是正策として導入されております。

今、検討されている教育バウチャー制度とい

うのは、所得に関係なく、一律に子供を持つ家

庭にバウチャーを配付することを前提としてい

るようであります。教育バウチャーの利点とし
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ては、国公私立学校を問わず適用することで、

家庭の授業料負担などの公私格差が解消され

る、国公私立を問わずに自由に保護者や子供が

学校を選択することができる、集まったバウ

チャーの数に応じて学校運営費が交付されるな

ど、学校は、より多くの子供を集める努力を

し、教育の質が上がるなどが挙げられます。し

かし、なかなか学校への導入が難しい。であれ

ば、保育行政にこの教育バウチャー制度の考え

を取り入れることはできないか。保育料の負担

等課題の解決になるかと考えますが、知事の見

解をお伺いいたします。

バウチャー制度を導○知事（東国原英夫君）

入することによりまして、保育所利用者が施設

を自由に選択でき、結果としてはサービスの水

準が向上するという御指摘もありますが、保育

所へのバウチャー制度の導入については、保育

の必要性の高い母子家庭などの優先入所や、保

育所の適正な職員配置が困難になるなど、さま

ざまな課題があると聞いております。いずれに

しましても、保育所利用者へのバウチャー制度

を含む直接補助方式の導入につきましては、国

において検討する課題となっておりますので、

その動向を見守っていきたいと考えておりま

す。

保育施設側、運営者側のいろ○河野哲也議員

んな意見、それと利用者側のいろんな意見、本

当に悩んでいるというか、母親が生活のために

働こうとしているのに、我が子を保育所に預け

ることによって、保育料を支払うために働いて

いる状態になっているというこの事実、そこは

本当に理解していただきたいなと述べるにとど

めたいと思います。

教育再生と本県教育についてでございます。

基礎的な知識はあるが、実生活での活用は苦

手である。10月24日に公表された全国学力テス

トの結果では、子供たちのこうした傾向が浮か

び上がりました。今回のテストに参加したの

は、国公私立小学６年生と中学３年生で、全員

対象のテストは、中学生が43年ぶり、小学生は

初めてとなりました。国語と算数・数学の２教

科で、基礎力を問うＡ問題と応用力を見るＢ問

題を課し、国公立と私立の６割に当たる約220万

人が参加、全国平均の正答率は、Ａ問題、小学

校国語・算数と中学校国語がいずれも82％、中

学数学は73％、Ｂ問題は、中学国語の72％を除

き、すべて60％台前半。テストとあわせて実施

した生活習慣や学習環境などの質問調査では、

家庭での学習時間や読書時間の増加が見られ、

また、朝御飯を食べる子供がふえたことも示さ

れました。全体的に地域差は過去に比べて縮小

したものの、一部で地域の教育格差や家庭の経

済力が子供に与える影響を示唆する結果も示さ

れています。今後は、調査結果を踏まえ、子供

たちの実情に即した適切な施策を展開すること

が課題となると考えます。全国学力・学習状況

調査の結果を、知事としてどう評価しますか、

お伺いいたします。

このことにつきまし○知事（東国原英夫君）

ては、「新みやざき創造戦略基本指標」に、全

国平均以上の学力を目標に掲げましたが、今回

の調査で、その目標を達成することができ、本

県の子供たちは確かな学力を身につけているこ

とがわかりました。また、自宅での学習時間や

朝食をとる割合も全国平均より多いなど、しっ

かりとした生活習慣が身についていることもわ

かり、大変うれしく思いました。これは、子供

たちの頑張りはもとより、学校の先生や保護

者、地域の方々など、子供たちの教育にかかわ

るすべての皆様の長年にわたる熱心で真摯な取
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り組みが実を結んだものと考えております。ま

た、こういうものに新たな数値目標などを加え

ていくのかということも午前中申し上げました

が、マニフェストとしての社会状況の変化とい

う意味を、ここに含んでいるわけでございま

す。人づくりが、これからの県づくりの基本と

なりますので、今後とも県民総力戦で、教育の

充実に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

実は、教育長にも、結果をど○河野哲也議員

う受けとめ学力向上対策にどう取り組んでいた

だくかお伺いしようと思いましたが、複数の議

員がこの質問をしていますので、重複した答弁

になると思いますから、より具体的にお伺いし

ます。

全国平均をクリアしたとの分析ですが、小学

校６年国語Ｂの問題の正答率で、国公私立別で

見ますと、国立は正解率80％です。私立78％、

公立62％、厳然と差が生じています。ちなみに

宮崎県は60％です。また、都道府県レベルで見

ると、プラスマイナス５％の範囲にあり、ばら

つきが小さいと答弁でもありましたけれども、

各学校の状況は、Ｂのほうがばらつきが大きく

なっていると分析されています。

そこで、文部科学省からの「全国学力・学習

状況調査の活用について」という通知文を見る

と、３番目に、教育委員会における改善に向け

た取り組みの推進として、「特に課題が見られ

る学校における意欲的な改善の取り組みを」と

通知されていますが、これは例えば、学校訪問

をするとか、指導主事のモデル授業を提供する

とか、積極的にかかわるということでしょう

か。また、教職員の配置も考慮しろということ

でしょうか。あわせて教育長にお伺いいたしま

す。

本県の全国学力・学○教育長（高山耕吉君）

習状況調査につきましては、教育事務所ごとの

状況を見ましても、そんなに大差はございませ

んし、県の平均正答率との大差もございませ

ん。一定の数値に達しているというふうに考え

ております。今後の対応につきましては、文科

省からもそういった通知が来ておりますけれど

も、現在、県、市町村あるいはまた学校等で結

果の分析を詳細に行っておりまして、その調査

結果に基づきまして、県と市町村あるいは学校

と情報交換等をしながら、学力向上に向けて一

生懸命取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

この文科省の分析の報告とい○河野哲也議員

うのは予定より２カ月おくれているんです。本

当はもうちょっと前にこの分析結果が出れば、

学校や教育委員会に対応する時間に、もっと余

裕があったんですけれども、それがおくれたと

いうことで、非常に教育委員会、学校も苦慮さ

れていると思います。せっかく懸命にこの学力

テストを受けた子供たちに、返す時間がなくな

るということにもなります。よく知事が言われ

ます、スピード感を持って取り組んでもらいた

いということで、具体的に質問してみました。

調査の背景には、ゆとり教育の見直しを求め

る声が一因とされております。ゆとり教育の導

入以来、学力や学習意欲の低下を指摘する声は

絶えず、ともすれば、ゆとりがたるみにつなが

り、運用面で課題を抱えているということは否

定できません。弱点としてあらわれた知識の実

生活での活用は、本来、総合的学習等のゆとり

教育でこそはぐくまれるべきだと考えます。

私は先日、福島県で開かれた日本教育技術学

会というのに参加させていただきました。今回

の調査の目的というのは、全国学力テストの調
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査背景である 先日もありましたけれども―

ＰＩＳＡ型読解力向上の提案がされたとい―

うこと、今後、伝承すべき教育システムという

のは何かということでありました。今回の提案

の中で注目したのは、観光立国を授業化した現

職教員の提案でありました。例えば、昨年制定

された観光立国推進基本法を受けて、観光資源

の調査をし、魅力ある観光地の定義を見つけ、

観光プランニング、観光ガイド作成まで、社会

科と総合的な学習の時間を駆使して組み立てて

ありました。ＰＩＳＡ型読解力向上が意識して

ありました。ＰＩＳＡ型読解力で日本の子供た

ちが低下していたのは、非連続テキストの読解

力、つまり、物語とか説明文の読解ではなく

て、ガイドブックとかチラシ等の情報伝達の能

力、こういうことを学会では提案していまし

た。この学会の特徴というのは、不易と流行

流行部分で今、日本の教育に足りないもの―

は何かというのを受けて提案するということで

す。大変有意義な提案だと考えました。

知事は、県民総力戦で観光宮崎の再生を提唱

しております。児童生徒の観光に関する企画力

の可能性も大変大事な財産です。児童生徒が観

光マップ等をつくるような学習は、ＰＩＳＡ型

読解力等を育成する上からも大変意義があると

考えますが、本県においてそのような学習を取

り入れている例はあるのか。またこのような取

り組みに対する教育長の見解をお願いします。

観光マップ等をつく○教育長（高山耕吉君）

るような学習につきましては、グラフや図表な

どの資料を読み取る力、今おっしゃいましたそ

ういった考えを的確にまとめる力、さらには、

多くの人に伝える力などを培うことができまし

て、ＰＩＳＡ調査で求められている読解力の育

成にもつながる大変意義あるものと考えており

ます。本県におきましては、生徒が作成した観

光パンフレットを修学旅行先で、一緒に作成し

ました地元の商工会議所の職員の方と配布した

り、あるいはまた、天然記念物でございます動

物等の保護活動に自治体と取り組むなど、地域

おこしにつなげている例もございます。以上で

す。

ただいま報告がありました実○河野哲也議員

践校の国語Ｂの分析を、ぜひ行ってみてくださ

い。効果の確認もぜひお願いしたいと思いま

す。

それぞれの学校、教育委員会で、学力テスト

の分析が行われ、対策が打たれると思います。

今回講師を務められた政策研究大学院大学教授

岡本薫氏は、「あらゆる政策は、何らかの目標

のために行われる。教育の目標は、卒業後の子

供たちをある状態にすることであり、それを特

定しなければ建設的な議論はできない」と述べ

られていました。学力であれ、いじめであれ、

教育問題を論じるとき、常に最優先すべきは、

子供の幸せ、子供たちの幸せになる力を引き出

すことが重要だと考えます。

いよいよ最後の質問です。教職大学院につい

てお伺いいたします。

実は、今回の学力テストの件で、私も井本議

員に負けないぐらい、フィンランドの教育につ

いて調査しました。ただ私は、フィンランドの

湖を見たことがありませんので、多くを語りま

せん。調べた中で注目したのが、フィンランド

の教師の学歴は、皆、大学院の修士修了である

ということです。

戦後の日本の教員養成は、大学などの教員養

成機関を中心に行われてきました。文部科学省

の中央教育審議会は、教員に対するより高い専

門性を求める社会的な要求にこたえるため、教

平成19年12月14日(金)



- 329 -

員養成を大学院に移行することに関する審議を

行ってきました。教員免許状制度とは直接の関

係を有しないものの、教職大学院は来年４月１

日から開設と決定いたしました。今般、全国

で19の大学が教職大学院の設置を承認されまし

たが、12月３日付で宮崎大学も入ることになり

ました。標準修業年限は２年、教職大学院が定

める在学期間を在学し、教職大学院が定める45

単位以上を修得することで修了すると、教職修

士の学位が授与されることになります。宮崎大

学教職大学院では、学校・学級経営コース、生

徒指導・教育相談コース、教科領域教育実践開

発コース、教育課程・学習開発コースの４コー

スを設けます。確かな教育理論とすぐれた実践

力、応用力を備えたスクールリーダーや、教職

としての高度な実践力、応用力を備えた新人教

員を養成するとされております。また、現職教

員もレベルアップが望めます。宮崎の教育の向

上に絶好のチャンスです。宮崎大学の教職大学

院を県はどのように活用したいと考えておられ

ますか、教育長にお伺いいたします。

県教育委員会といた○教育長（高山耕吉君）

しましては、この教職大学院を中堅教員を育成

する場、あるいはまた、広く本県教職員の専門

的研修の場として、積極的に活用してまいりた

いと考えております。また、この大学院と連携

いたしまして教育課題の解決に取り組むなど、

本県教育水準の向上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。

また、知事も社会人として大○河野哲也議員

学院を経験されております。設置に対してどの

ように期待されていますか、お伺いいたしま

す。

教育というのは、社○知事（東国原英夫君）

会を維持発展させていく原動力であり、私のマ

ニフェストを踏まえて策定した「新みやざき創

造戦略」においても、郷土の宝「宮崎人」づく

りを戦略の一つに掲げたところでございます。

このようなことから、今回、高度な専門性や実

践力を持った教員の養成を目指す教職大学院が

宮崎大学に設置されることを、大変歓迎してお

ります。宮崎大学におかれましては、今後と

も、地域に根差した研究・教育活動を展開して

いただき、本県の教育水準の向上に大きく寄与

していただくことを期待しております。

どうも答弁ありがとうござい○河野哲也議員

ました。

以上をもちまして、すべての質問を終わりま

す。皆さんの前に登壇するのはきょうが最後だ

と思いますので、どうか皆様、よいお年を。

（拍手）

以上で一般質問は終了いたし○坂口博美議長

ました。

議案第17号から第20号まで採決◎

ここで、さきに提案のありま○坂口博美議長

した収用委員会委員及び収用委員会予備委員の

任命の同意についての議案第17号から第20号ま

での各号議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○坂口博美議長

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第17号から第20号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。
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各号議案については同意することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○坂口博美議長

て、各号議案は同意することに決定をいたしま

した。

議案第１号から第６号まで、第８号から◎

第16号まで及び第21号並びに

請願委員会付託

次に、今回提案されました議○坂口博美議長

案第１号から第６号まで、第８号から第16号ま

で及び第21号の各号議案について、質疑の通告

はありません。

当該議案及び今期定例会において本日までに

受理した請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

あしたからの日程をお知らせします。

明日15日から20日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、12月21日午前10時開会、常任

委員長及び普通会計決算特別委員長の審査結果

報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時33分散会
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