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◎ 常任委員長及び普通会計決算特別委員長

審査結果報告

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、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。

議案第１号から第16号まで、第21号の各号議

案及び継続審査中の９月定例会提案の議案第14

号並びに請願第４号から第５号まで及び継続審

査中の請願を一括議題といたします。

ただいまから、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を求めます。まず、

総務政策常任委員会、19番中野 明委員長。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件及び新規請願１件の計８件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、「平成19年度宮崎県一般会計補正予

算」についてであります。

このうち議案第１号に係る補正は、公共事業

費の国庫補助の決定に伴うもの、その他必要と

する経費について措置するものであり、11

億5,700万円余の増額補正となっております。こ

の補正予算に要する歳入財源につきましては、

国庫支出金の５億8, 1 0 0万円余、県債の３

億6,000万円余などとなっております。

このうち、総務部所管の予算につきまして

は、6,100万円余の増額補正であり、これは県債

管理基金等の利子の増額による財産運用収入

で、補正後の予算額は903億2,800万円余となり

ます。

次に、議案第16号に係る補正は、東九州自動

車道の用地対策に要する経費について措置する

ものであり、1,000万円の増額補正となっており

ます。この補正予算に要する歳入財源につきま

しては、財政調整積立金からの繰入金が62万円

余、諸収入が937万円余となっております。これ

らの結果、補正後の一般会計の予算の規模

は、5,682億3,600万円余となります。

このうち、東九州自動車道の用地対策で、移

転義務者より徴収する行政代執行の費用につい

て、当局より、「移転義務者に請求し、仮に年

度内に支払われなければ収入未済額となるが、

その後も引き続き、ありとあらゆる手段をとっ

て可能な限り徴収したいと考えている」との説

明があり、委員より、「徴収に際しては困難な

場面も想定されるが、県内の他の補償金目的の

植栽行為事例への影響も考慮して、断固たる姿

勢で臨んでほしい」との要望がありました。

次に、議案第４号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。

これは、知事の権限に属する事務の一部を、

取り扱いを希望する市町村へ移譲するため、所

要の改正を行うものであります。このうち、総

務部の所管につきましては、「液化石油ガスの

保安の確保及び取引の適正化に関する法律」

と、「火薬類取締法」のそれぞれに基づく事務

の一部が対象となっております。

このことに関連して当局より、「今回の条例

改正に伴い、県全体で32法令、381事務が取り扱

いを希望する28市町村へ移譲される予定であ

平成19年12月21日(金)
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る。これにより、県から移譲される事務の総数

については、平成20年４月時点で876事務とな

り、「権限移譲推進方針」を策定する前の平

成17年４月と比べ、480事務の増加となってい

る」との報告がありました。

次に、議案第12号「職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例」であります。

これは、平成19年の人事委員会勧告等に基づ

き、職員の給与について改定するため、職員の

給与に関する条例について所要の改正を行うも

のであります。

次に、議案第14号「職員の自己啓発等休業に

関する条例」であります。

これは、地方公務員法の一部改正により、職

員が大学等課程の履修または国際貢献活動のた

めに休業することが可能となったことから、当

該休業制度の導入を図るため、必要事項を定め

る条例を制定するものであります。

次に、議案第15号「職員の育児休業等に関す

る条例等の一部を改正する条例」であります。

これは、地方公務員の育児休業等に関する法

律の一部改正により、育児を行う職員について

短時間勤務が可能となったことから、当該制度

の導入を図るため、関係条例について所要の改

正を行うものであります。

次に、総合政策本部の役割についてでありま

す。

当局より、「総合政策本部は、平成16年度の

組織改正において設置され、今年度で４年目を

迎えているが、各部局にまたがる新たな政策や

行政課題について、どう連携・調整を図ってい

くか、また、限られた財源の中で、総合計画や

それに基づく各種施策をどう展開していくかな

ど、さまざまな課題にも直面している」との説

明がありました。

このことについて、複数の委員より、「発足

当初は、総合政策本部のリーダーシップのも

と、県政運営が行われるものと期待していた

が、財政的な裏づけがない現状では、「政策調

整機能」「政策立案機能の強化」等、本来の役

割を十分果たしていないのではないか」との質

疑があり、当局より、「予算編成とのかかわり

については、施策との連動を図るべく、平成16

年から予算編成方針に合わせて「重点施策の推

進方針」を策定し、さらに今年度からは重点施

策について1.5倍の予算要求枠が認められるな

ど、精いっぱいの取り組みを行ってきた。また

今後、地方分権が進展する中で、市町村との連

携を強化する必要があることから、地域が抱え

る横断的な課題等に対処するための組織・機能

のあり方についても、現在、関係部局と議論を

行っているところである」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、総合政策本部が

県政の総合的な推進役としての機能を発揮する

ことを期待するものでありますので、今後の部

の再編等に際しても、このことに十分配慮して

いただくよう要望いたします。

次に、宮崎県事業仕分け委員会についてであ

ります。

当局より、「事業仕分け委員会は、学識経験

者や県民公募等の外部委員24名で構成され、県

の裁量の余地が大きい県単事業など、198事業に

ついて、「本来どうあるべきか」という視点

と、現実的な問題点等も考慮した「現実的な対

応」という２つの視点から議論していただい

た。事業仕分け委員会の提言内容や検討の過程

でいただいたさまざまな意見や評価等は、今後

の予算編成や県政運営の参考とする」との説明

がありました。
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このことについて委員より、「１事業に係る

審査時間が絶対的に不足しており、各事業の背

景にある制度及び法改正の概要、社会事情等に

至るまで、徹底した議論が行われたかどうかは

疑問である」との意見がありました。

さらに、関連して別の委員より、「県議会に

おいても、事業仕分け委員会と同様の議論を行

うなどして、行財政改革に向けて徹底的に取り

組んでいく必要がある」との意見がありまし

た。

次に、知事イラストの使用・管理についてで

あります。

このことについて、委員より、現時点での当

局の対応方針等について質疑があり、当局よ

り、「イラストは、知事自身の一身専属の肖像

権に関連するものであり、知事や県が推奨して

いるものではないが、現在、イラストの使用に

ついて、知事において検討されている」との答

弁がありました。

当委員会といたしましては、この問題が県や

県産品のイメージにかかわる非常に重要な問題

であると認識しております。知事におかれて

は、イラストの適正な使用・管理のあり方につ

いて、県の関与の適否も含めた検討を進め、早

期に結論を出していただくよう要望いたしま

す。

次に、請願第４号「高鍋土木事務所存続に関

する請願」の審査経過についてであります。

この請願については、他の地域の土木事務所

にも影響を与える非常に微妙な案件であるた

め、当委員会においては、引き続き慎重に審査

を行う必要があるとの意見が大勢を占め、継続

審査とすることに決定したものであります。

このことに関連して委員より、「土木事務所

の再編については、地域住民等から何度も同様

の陳情・要望活動が行われていることにかんが

み、委員会に対して、より詳細な説明を行って

ほしい」との要望がありました。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外「総合政策及び行財政対策に関する調査」

につきましては、地方自治法第109条第６項の規

定により、閉会中の継続審査といたしたいの

で、議長においてその取り扱いをよろしくお願

いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

次は、生活福祉常任委員○坂口博美議長

会、21番十屋幸平委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告い○十屋幸平議員

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件及び新規請願１件の計４件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の議案１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第５号「宮崎県心身障害者扶養共

済制度条例の一部を改正する条例」についてで

あります。

「心身障害者扶養共済制度」は、障がいのあ

る方を扶養している保護者が生存中に毎月一定

の掛金を納めることにより、将来、保護者の死

亡など万一の場合に、障がいのある方に終身一

定の年金を支給する制度であります。現在、こ

の共済制度は、運用利回りの低下や障がい者の

受給期間の長期化等により、深刻な財源不足に

陥っていることから、国が掛金月額等の引き上

げを決定したため、所要の改定を行うものであ
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ります。

当委員会といたしましては、掛金引き上げに

より加入者が減少することが懸念されることか

ら、加入者等に対し、今回の改定の背景や共済

制度の必要性について十分な周知をしていただ

くよう要望いたします。

次に、集落の現状に関する調査結果について

であります。

このことについて、当局より、「この調査結

果をもとに、高齢化率が高いなど特徴的な集落

を抽出し、区長への聞き取りや当該集落の住民

へのアンケートを実施する予定である。これに

より課題を明らかにし、今後の集落整備のあり

方について対処していきたい」との説明があ

り、委員より、「山間部の一部には、活気があ

り、高齢化が余り進んでいない集落も存在す

る。今後の対策を考える上で、そのような地域

についても十分調査をお願いしたい」との要望

がありました。

当委員会といたしましては、中山間地域の振

興対策については、さまざまな分野の対策を必

要とするものであるため、今回の調査結果を踏

まえ、各部が横断的に連携しながら、組織的に

かつ一体的に取り組んでいただくことを強く要

望いたします。

次に、「障がい者雇用促進のための取組指

針」についてであります。

これは、昨年４月に障害者自立支援法が施行

されたことを機に、障がい者の地域における自

立した生活を確保するため、障がい者の就労支

援強化について、関係機関が取り組む内容や連

携方法について共通の指針を定めたものであり

ます。

当委員会といたしましては、平成19年６月１

日現在の障がい者雇用率が、県2.11％、県教育

委員会1.37％、市町村2.28％という状況である

ことから、民間企業に対する模範となるよう、

行政機関として率先して障がい者の雇用促進に

取り組んでいただくよう、強く要望いたしま

す。

次に、さきの９月定例会において付託を受

け、閉会中の継続審査となっておりました議案

第14号「平成18年度公営企業会計決算の認定に

ついて」報告をいたします。

本決算につきましては、各病院ごとに現地の

調査を行うなど、慎重に審査を行ったところで

あります。

以下、審査の概要について申し上げます。

県立病院事業は、昨年４月に地方公営企業法

の規定の全部を適用し、病院事業管理者の設置

を初めとした新しい経営体制を導入し、同年８

月には、平成22年度までの５年間で全病院の黒

字化を目指す中期経営計画を策定し、経営改善

に取り組んでいるところであります。

その計画の初年度となる平成18年度の収支状

況は、総収益が256億500万円余、総費用が273

億1,700万円余で、差し引き17億1,100万円余の

純損失となり、前年度に比べ損失が13億8,700万

円余減少しております。これは、現業業務の委

託化や医薬品等の共同購入、さらには日南病院

及び富養園での病棟削減などの経営の効率化に

より、費用の削減が図られたことによるもので

あります。一方、収益については、医師不足や

地域連携を進めたことにより、入院収益、外来

収益ともに減少しており、厳しい状況でありま

す。

当委員会といたしましては、平成18年度の県

立病院事業については、中期経営計画を上回る

収支改善がなされており、評価するところであ

りますが、今後、さらに費用の大幅な削減を行
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うには限界があることから、診療報酬上の各種

加算の積極的な取得など収益の確保に努めると

ともに、中期経営計画が着実に実行されるよう

引き続き努力していただくよう、要望いたしま

す。

なお、県立病院においても、一連の不適正な

事務処理に関する不適正な現金が保管されてい

る状況がありました。これは、平成17年度まで

の間、臨床検査科において、派遣元からの謝金

を直接、科の通帳で管理し使用していたもので

あり、平成18年度においては、その残金1,241円

が保管されていたものであります。平成18年度

中の新たな現金の入金や使用はありませんが、

残金が残っていたという事実は、公金意識の欠

如という面からは看過できるものではないこと

から、議案第14号につきましては、経営改善へ

の努力は是としながらも、認定しないものとし

たところであります。

当委員会といたしましては、今後このような

ことがないように、職員のコンプライアンス意

識の徹底など、信頼回復に全力で取り組むこと

を強く要望いたします。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外「地域生活行政及び福祉保健行政の推進に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第６項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員○坂口博美議長

会、20番横田照夫委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告い○横田照夫議員

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件の計６件であります。慎重に

審査をいたしました結果、継続審査中の請願１

件を含め、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号及び議案第16号宮崎県一般

会計補正予算についてであります。

今回の補正のうち、議案第１号については、

県土整備部所管の予算について６億7,000万円余

の増額補正であり、これは国庫補助決定に伴う

もの、災害関連事業に要する経費の増加に伴う

もの等であります。

また、議案第16号については、同じく県土整

備部所管の予算について1,000万円の増額補正で

あり、これは東九州自動車道高鍋―西都間の補

償金目的植栽行為箇所に対する行政代執行の実

施に伴うものであります。

これらの補正により、県土整備部の補正後の

予算は915億800万円余となります。

この補正予算に関連して委員より、「建設業

を初め、県民生活はいまだ厳しい状況にある。

新年度の予算については、県民の活力につなが

るものとなるよう努めてほしい」との要望があ

りました。

また、公共工事の請負企業倒産に伴う契約解

除の影響について、委員より質疑があり、当局

より、「工事のおくれ等で県民への不利益が生

じないよう、早急な対応を心がけていきたい」

との答弁がありました。

公共工事は、県民の安全・安心な生活を確保

する上で欠くことのできない要素であります。

しかし、建設業を取り巻く環境が厳しさを増す

現在、倒産を理由とする契約解除件数は急増し
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ており、今後も厳しい状況が続くことが予想さ

れることから、当委員会といたしましては、公

共工事の請負企業倒産により県民生活に不利益

の生じることがないよう、工事の円滑な実施を

要望するものであります。また、あわせて、予

定価格の事後公表の早期導入等を含む入札制度

の見直し、建設産業の育成など、総合的な検討

・対策を要望するものであります。

次に、議案第４号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。

これは、知事の権限に属する事務の一部を、

取り扱いを希望する市町村へ移譲するため、所

要の改正を行うものであります。このうち、商

工観光労働部所管については、「採石法」「砂

利採取法」「国際観光ホテル整備法」及び「工

場立地法」等に係る事務が、県土整備部所管に

ついては、「土地区画整理法」「バリアフリー

新法」に係る事務が対象となっております。

このことについて委員より、「移譲先の市町

村職員に過度の事務負担を強いることで、県民

への行政サービスに影響が出ることのないよ

う、権限移譲に当たっては、この点についても

対象市町村と十分に協議してほしい」との要望

がありました。

当委員会といたしましても、県民への行政サ

ービスの質と利便性の向上のため、関係市町村

と十分に協議を行い、円滑な権限移譲が図られ

るよう、連携した取り組みを要望するものであ

ります。

次に、議案第11号「県道の路線認定につい

て」であります。

これは、現在整備中の東九州自動車道北浦―

北川間に設置される須美江インターチェンジと

国道388号を結ぶ路線について、県道として路線

認定をするため、議会の議決を求めるものであ

ります。

次に、知事の似顔絵イラストの使用について

であります。

今定例会の一般質問において、知事より、

「似顔絵使用の問題は、複雑な問題を含んでお

り、年内の対応は困難」との答弁があったとこ

ろであります。しかし、この問題は、「宮崎県

産」というブランドにとって、大きな不安要素

の一つであると考えます。当委員会といたしま

しては、この問題に対し、早急な対策の検討を

改めて強く要望いたします。

次に、「トンネルじん肺根絶の抜本的な対策

を求める意見書」についてであります。これ

は、当委員会に付託を受けた請願第２号に基づ

くものであります。

じん肺は、最古にして現在もなお最大の被災

者を出し続けている不治の職業病と言われ、特

にトンネル建設工事業においては、いまだに社

会問題になっている状況にあります。ことし７

月に、全国トンネルじん肺根絶訴訟原告団と国

とは、すべての係争中であった訴訟において和

解したところでありますが、トンネルじん肺

は、そのほとんどが公共工事によって発生した

職業病であること等から、早急に解決を図るべ

き重要な問題であります。そのため、国に対

し、和解内容の誠実な履行と、公共工事によっ

て発生するトンネルじん肺被害者を救済するた

めの制度充実を要望するものであります。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第６項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま
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す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、環境農林水産常任委員

会、22番押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号、第４号及び第21号の計３件であり

ます。慎重に審査をいたしました結果、お手元

に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り、いずれも全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号宮崎県一般会計補正予算に

ついてであります。

今回の補正は、環境森林部所管で、一般会計

が３億6,866万円余の増額補正であり、その主な

内容は、台風災害等により発生した民有林内の

山地災害のうち、緊急性の高い治山事業におけ

る増額補正に伴うもので、補正後の一般会計予

算額は243億327万円余となっております。

また、農政水産部所管では5,677万円余の増額

補正であり、その主な内容は、早期水稲被害緊

急対策事業の実施に伴うもので、補正後の一般

会計予算額は468億6,291万円余となっておりま

す。

この中でまず、平成19年産早期水稲被害対策

についてであります。

このことについて、委員より、「来年以降の

早期水稲について、総合的に見直すべき時期に

来ているのではないか」との意見があり、当局

より、「地域で定着している作業体系、作付体

系への影響を見ながら、早期水稲のあり方につ

いて来年度中には検討したい」との答弁があり

ました。

次に、セーフティネット技術実証事業につい

て、当局より、「施肥や深耕等について、地域

ごとに普及センター、ＪＡなどとも協議をしな

がら対策を講じていきたい」との説明があり、

委員より、「地域任せではなく、合理的な理由

や目標を設定した上で実証圃を設置したほう

が、成果が期待できるのではないか」との意見

がありました。

次に、議案第４号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。

このうち、環境森林部所管では「騒音規制

法」に係る事務など８件、農政水産部所管では

「土地改良法」に係る事務など２件について、

知事の権限に属する事務の一部を移譲するた

め、所要の改正を行うものであります。

このことについて、委員より、「身近な行政

サービスは、できる限り住民に身近な市町村で

スピーディーに行うことが望ましい。権限移譲

は市町村の希望ではあるが、隣接市町村との横

並びから、移譲が進んでいない市町村も見受け

られることから、県から指導、推進してほし

い」、また、ほかの委員より、「各部、さらに

は県全体として、権限移譲の進捗状況を把握

し、より効果を発揮できるよう検証を進めなが

ら行うべきである」との要望がありました。

次に、議案第21号宮崎県拡大造林事業特別会

計補正予算についてであります。

今回の補正は、環境森林部所管で７億5,900万

円の増額補正であり、その主な内容は、低利資

金への借りかえに伴う元金利子の繰り上げ償還

に係る経費で、補正後の特別会計予算額は14

億945万円となります。

次に、平成19年台風第４号、第５号による山

地災害の調査結果についてであります。

このことについて、委員より、「数字で見る

平成19年12月21日(金)
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限りは、広葉樹林の被害面積は針葉樹林の10分

の１以下であり、災害防止や県の造林計画策定

の観点からも大変貴重な調査であるので、現場

においてさらに踏み込んだ調査・分析を行って

ほしい」との要望があり、当局より、「今回の

調査は、被害地の樹種や樹齢を調査したもので

あり、災害原因等の判断は困難なことから、最

終的には専門家を交えた分析が必要である。今

後、引き続き検討していきたい」との答弁があ

りました。

次に、一ツ瀬川土地改良区における帳簿外現

金の存在及び目的外水利用についてでありま

す。

このことについて、当局から、「農地かんが

いという事業目的はあるが、畜産等への水利用

については、さまざまな利用形態があるので、

農政局を中心に慎重に利用実態を調査してい

る」との説明がありました。

これについて、複数の委員より、「利用目的

を狭く解釈するのではなく、厳しい経営状況に

置かれている畜産農家の意見も取り入れなが

ら、状況が改善されるよう実情をしっかり国に

も訴えてほしい」との要望があり、当局より、

「本県の実情を踏まえながら、国とも慎重に協

議をして対応を検討していきたい」との答弁が

ありました。

次に、農水産業における燃油高騰対策につい

てであります。

このことについて、委員より、「施設園芸に

ついては、品種改良など、従来の発想にとらわ

れない取り組みも検討すべきではないか」との

意見があり、当局より、「昨今の課題を踏ま

え、必要な対策には積極的に取り組んでいきた

い」との答弁がありました。

次に、「旅館業に対するほう素及びふっ素に

係る水質汚濁防止法に基づく排水基準の適用に

関する意見書」についてであります。

平成13年に、硼素、弗素等に係る排水基準が

水質汚濁防止法に基づき設定され、旅館業も排

水に対する基準の適用を受けることになりまし

た。温泉水を含む排出水から硼素、弗素を取り

除く技術については、現在も、処理過程で大量

に発生する廃棄物の削減、省スペース化、低コ

スト化といった課題があり、その解決に向けた

技術開発を行わなければならない状況にありま

す。硼素、弗素等に係る排水基準は、こうした

技術的課題があるため、平成13年以降、暫定基

準が設けられ、平成19年に再度延長されたとこ

ろであります。

温泉はもともと自然由来のものであり、旅館

業が手を加えて利用するものではありません。

製造業であれば、その製造過程を見直すことに

より、排水基準を達成することはできますが、

旅館業にとっては、今後、処理技術の開発が進

み、中小零細の旅館業にとって無理なく処理設

備を導入できる状況にならない限り、一律に排

水基準を適用することは困難であります。この

ようなことから、国に対して、簡易かつ安価な

排水処理技術が開発・実用化されるまで、暫定

的な排水基準を継続し、基準の強化等を行わな

いこと等について、特段の措置を講じられるよ

う強く要望するものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

きますようお願いいたします。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第６項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ
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ろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○坂口博美議長

会、15番太田清海委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○太田清海議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第２号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の議案１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり決定いたしました。なお、このうち

議案第３号については賛成多数により、その他

の議案については全会一致により決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第３号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。

これは、学校教育法の改正に伴い、県内の特

別支援学校の名称変更等を行うものであります

が、このことについて、委員より、「学校の新

たな名称について、一部の保護者等が署名活動

などにより反対している状況にあると聞いてい

るが、十分に協議をされた上での決定なのか」

との質疑があり、当局より、「平成18年度は、

校長会を初め、学校全体に校名変更の趣旨を周

知徹底した。また、今年度に入り、８月末から

９月初めに、県庁のホームページや新聞、テレ

ビ、ラジオを通じて、学校名の一般公募を行う

とともに、９月中旬には、保護者や各学校の希

望等について調査を実施しており、必要と思わ

れる段階を踏んで慎重に校名変更を進めてきた

ところである。なお、校名変更に反対する一部

の保護者等に対しては、直接その趣旨を説明

し、大部分の方々に理解していただいたと考え

ている」との答弁がありました。

これに対して、委員より、「反対されている

保護者等の心情に配慮し、性急に校名変更を行

わず、協議を継続してはどうか」との質疑があ

り、当局より、「変更する校名については、数

多くの手続を踏んだ上で、保護者や各学校の集

約された意見を尊重して決定したものである。

また、変更時期については、盲・聾・養護学校

を特別支援学校に名称変更した学校教育法の趣

旨を十分に踏まえ、この機会に校名変更するの

が一番よいと判断したところである」との答弁

がありました。

次に、猟銃等の所持許可及びその保管管理に

ついてであります。

長崎県佐世保市のスポーツクラブで発生した

散弾銃乱射事件は、すべての国民を震撼させる

事件であり、改めて銃に対する恐怖を認識させ

られたところであります。

この事件に関連して、委員より、猟銃等の所

持許可の状況や使用されていない猟銃等の把握

等について質疑があり、当局より、「本県の平

成18年度末現在の許可状況は、ライフル、散弾

銃等の合計で7,386丁、対象者が5,014人となっ

ている。許可に当たっては、申請時に欠格条件

の調査や面接等を行って、猟銃等を所持する資

格があるか厳しく審査している。また、自宅で

の銃砲及び弾の保管管理は、別々にして厳重に

行うこととされており、その使用実績について

も提出することとなっている。なお、年１回、

県下一斉に、各警察署において銃砲検査や立入

検査を実施し、銃砲及び弾の保管管理・使用状

況を確認しているところである」との答弁があ

りました。
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当委員会といたしましては、この事件を受

け、多くの県民が少なからず不安を覚え、ま

た、政府が銃規制強化の必要性について検討を

行うとの動きもあることから、当局におかれま

しても、猟銃等の所持許可に当たっては、これ

まで以上に慎重に審査を行うとともに、銃砲及

び弾の保管管理については、厳しく指導を行う

ことを要望いたします。

次に、さきの９月定例会において付託を受

け、閉会中の継続審査となっておりました議案

第14号「平成18年度公営企業会計決算の認定に

ついて」、御報告をいたします。

本決算につきましては、現地調査を行うなど

慎重に審査を行ったところであります。

以下、審査の概要について申し上げます。

まず、電気事業についてであります。平成18

年度の事業収益は51億1,100万円余、事業費用

は42億5, 4 0 0万円余で、当年度純利益は８

億5,600万円余であります。供給電力量の目標達

成率は、年間の降雨量が平年に比べ少なかった

ことから、96.8％でありましたが、電力料金収

入は、平成18年３月に改定した九州電力との料

金契約が見込み額を上回ったこと等から、100.9

％の目標達成率となっております。

次に、工業用水道事業についてであります。

平成18年度の事業収益は４億円余、事業費用は

２億7,000万円余で、当年度純利益は１億3,000

万円余であります。なお、給水量の目標達成率

は99.7％となっております。

次に、地域振興事業についてであります。平

成18年度の事業収益は3,700万円余、事業費用

は2,900万円余で、当年度純利益は700万円余で

あります。一ツ瀬川県民スポーツレクリエー

ション施設については、平成18年度から指定管

理者制度が導入されておりますが、第１・第３

土曜日に特別料金を設定しての誘客対策や、台

風災害がなかったことなどから、年間利用者数

が一昨年度と比べて2,500人ほど増加し、３

万8,520人となっております。

審査の中で委員より、「民間企業であれば、

手元流動性が豊富な場合、積極的に借入金の繰

り上げ償還を行うが、企業局としてはどのよう

に考えているのか」との質疑があり、当局よ

り、「工業用水道事業については、繰り上げ償

還により多少のメリットが生じるとの試算を

行っているが、電気事業会計については、公営

企業金融公庫等に対して繰り上げ償還を行う場

合、そのことにより生じる損失額に相当する補

償金を支払うこととなるため、現時点ではメ

リットが少ないと判断している」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、電力の自由化等

の影響により経営環境が一層厳しくなる中、企

業局が中長期的視点に立って、効率的な設備投

資や企業債残高の削減等による経営基盤の強化

に全力で取り組まれるとともに、緑のダム造成

事業に代表される公益的事業についても、引き

続き積極的に推進されるよう、強く要望するも

のであります。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第６項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、普通会計決算特別委員○坂口博美議長

会、53番中村幸一委員長。

〔登壇〕（拍手） 当普通会計○中村幸一議員

決算特別委員会に付託されました議案第７号
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「平成18年度決算の認定について」、各分科会

を中心に審査を行ってきたところであります

が、その審査の経過並びに結果の御報告を申し

上げます。

まず、平成18年度決算の概要についてであり

ます。

一般会計の決算額は、歳入6,004億1,527

万6,000円、歳出5,944億7,208万3,000円となっ

ており、その差額の形式収支59億4,319万3,000

円から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引い

た実質収支で19億2,560万9,000円となっており

ます。

また、小規模企業者等設備導入資金など13の

特別会計の決算状況は、総額で歳入が11 7

億9,624万5,000円、歳出が80億5,920万7,000円

で、差し引き残額は37億3,703万8,000円となっ

ております。

次に、審査の経過についてであります。

今般、本県においては、不適正な事務処理

が、長年にわたり組織的、慣行的に行われてお

り、いわゆる裏金が存在していたことが県民の

前に明らかになるという、極めて重大な問題が

発生しました。この結果、知事はもとより、職

員499名が処分を受けるとともに、県に与えた損

害を関係者が連帯して返還するという事態に

至ったことは、御案内のとおりであります。

県議会としては、これまでも、このような事

態を招いた原因と責任を厳しく追及してきたと

ころでありますが、18年度決算に不適正な事務

処理による歳出が含まれておりますことから、

このたびの決算特別委員会におきましては、日

程を延長して審査を行ったところであります。

各分科会では、これまでに執行部から示され

た各種資料や報告に加えて、関与した事業者名

の開示や職員の処分状況を把握するため、秘密

会を開催して、詳細に執行部からの説明を受け

ました。さらに、異例の現地調査を実施して、

現場における不適正な事務処理の実態の聴取や

備品等の現物確認を行い、全容の解明に努めた

ところです。しかしながら、強制的な捜査権を

持たない議会にとって、これ以上の調査には限

界があるのも事実であり、私的流用があったの

ではないかとの県民の疑問を完全に払拭するに

至らなかったことは、大変残念であります。

なお、審査の過程では、残された県民の疑問

にこたえる真摯な努力を執行部に強く求める声

や、執行部の行った調査について「外部調査委

員の果たした役割が不十分ではないか」という

疑問の声があったことを申し添えるものであり

ます。

各分科会において、以上のように厳正かつ慎

重に審査を進めた結果、不適正な事務処理及び

官製談合事件の結果が含まれる18年度決算は、

公明性、的確性に欠けたものであり、到底認定

できるものではないとの結論に、すべての分科

会で達したところであります。このため、決算

特別委員会として、平成18年度決算は認定しな

いことに決定いたしました。

続いて、当委員会における指摘要望事項につ

いて申し上げます。

まず、総括的事項のうち、不適正な事務処理

に関連するものについてであります。

不適正な事務処理については、原因の分析や

財務会計システムの見直し、必要な物品等につ

いて予算が確保される予算要求システムの構築

などを行うとともに、監査のあり方についての

検討やコンプライアンス意識の徹底を初め、再

発防止策を確実に実施し、県民の県政への信頼

を一日も早く回復すべく、全力を挙げて取り組

むことを要望いたします。
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また、今回の調査で明らかになった物品購入

手続の不備について、今後、取扱品目や納入基

準の遵守を徹底するとともに、不適正な事務処

理に係る消耗品や備品等の発注が特定の業者へ

集中しているという状況に至った経緯や対象業

者数等について明らかにし、確認が困難であっ

た消耗品の適正額の検証や、部局を超えた肩が

わりなどにおける不明額の縮小に向けて、監査

委員や専門調査機関等による徹底した調査を行

い、報告することを求めます。

さらに、すべての県職員が、この問題をみず

からのこととして重くとらえ、県民の信頼回

復、県議会との新たな信頼構築のため、県民本

意、法令遵守という公務員の原点に立ち返り、

誠心誠意、職務に専念することを強く要望する

ものであります。

次に、不適正な事務処理以外の総括的要望事

項であります。

まず、県財政は厳しい状況にあるものの、県

民に対する行政サービスの確保に留意しなが

ら、景気回復の実感に乏しい地域の現状にも十

分配慮することを求めます。

また、各種委託契約で一般競争入札を実施す

る場合には、品質の確保が十分担保できるよ

う、最低制限価格の設定を検討することを求め

ます。

さらに、出先機関においては、国の事業に伴

う事務費と県の事務費が明確に区分されずに管

理されており、今後、事務費の管理のあり方を

十分に検討し、報告することを求めます。

なお、決算審査をより効果的に実施するため

にも、継続・休止等、各事業の今年度の状況を

資料に明記するなどして、よりわかりやすい報

告にするとともに、すべての課の事業の決算審

査が行えるよう資料の充実に努めることを要望

いたします。

次に、個別的事項として、以下の諸点につい

て、県当局の今後一層の取り組みや検討、改善

を求めるものであります。

１つ、県税の収入未済額の縮減及び効果的な

滞納整理について、他県の先進事例も参考にし

ながら、なお一層努力すること。

１つ、元気みやざき県民運動で集めたサポー

ターの方々については、行政の継続性という観

点からも、今後有効に、一過性のものとならな

いように活用すること。

１つ、中山間地域等における情報通信格差の

是正について、国へ強く要望するとともに、県

としてもさらに主体的に取り組むこと。

１つ、県立看護大学学部卒業生の県内就職率

の向上に努めること。

１つ、県民に対する医療費増大についての理

解や医療費抑制につながる予防医療についての

県民意識の啓発に努めること。

１つ、郵便切手等についても公金と同様の適

正管理意識を持つとともに、適正管理が確保し

やすい後納郵便の活用等を積極的に導入してい

くこと。

１つ、県職員の人事交流に伴う市町村学校へ

の預けの配分が発生した事案について、管理職

である学校長等の所属する市町村教育委員会に

対して、再発防止の徹底を図るための申し入れ

を行うこと。

１つ、森林計画の策定については、木材需要

等を勘案し、長期的な視点から取り組むこと。

１つ、学校給食への地元水産物の提供につい

て、学校給食関係者等からニーズを把握する取

り組みを行うこと。

１つ、高齢者、歩行者等の交通安全教育につ

いて、今後とも、免許を保有していない高齢者
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等に対する交通安全教育に力を入れること。

１つ、サイバー犯罪対策の推進について、県

下の担当警察官に対して有効な研修を継続的に

行うとともに、専門捜査官の増員について検討

を行うこと。

１つ、学社連携の推進について、学校、地域

社会、家庭が連携したさまざまなモデル事業に

取り組んでいるが、特定の市町村に限定した事

業としてだけではなく、県下全域に広がるよう

普及に努めること。以上であります。

なお、各分科会の報告の取り扱いについて

は、会議録への登載を議長によろしくお願いい

たします。

平成18年度決算が、官製談合事件に伴って不

認定となった平成17年度決算に引き続き不認定

となったことは、県政史上に残る重大な汚点で

あり、まことに遺憾であります。

県当局におかれては、不認定に伴う道義的・

政治的責任を深く受けとめて、二度とこのよう

なことが起こることのないよう全力で取り組ま

れることを強く要望いたしまして、決算特別委

員長の報告といたします。（拍手）〔降壇〕

以上で、各常任委員長及び普○坂口博美議長

通会計決算特別委員長の審査結果報告は終わり

ました。

質疑の通告はありません。

討 論◎

これより討論に入ります。○坂口博美議長

討論についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。13番前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 日本共産党の前屋○前屋敷恵美議員

敷恵美でございます。

今定例議会に提案されました議案についての

討論を行います。

まず、議案第５号、第10号について、反対の

立場から討論いたします。

議案第５号「宮崎県心身障害者扶養共済制度

条例の一部を改正する条例」についてです。

同制度は、障がいのある方を扶養する保護者

が生存中に毎月掛金を納めることにより、保護

者が亡くなられるなど万一のことがあったとき

に、障がいのある方に月２万円の年金を支給す

るという制度です。今回の条例改正は、この共

済制度加入者の掛金の引き上げを行うというも

のです。

財源不足を理由に、国が引き上げを決めたこ

とによるものですが、その引き上げ幅が非常に

高いことが問題です。例えば、加入時の年齢

が35歳未満の方で、月掛金が現行の1.6倍、新規

加入者は2.65倍にも引き上げられます。現在の

厳しい社会経済状況のもとで、必要な制度であ

るものの、継続できなかったり加入できなかっ

たりすることなどが懸念され、制度そのものの

目的を逸脱することにもなりかねません。国が

応分の負担をするなどして制度を支えることが

必要であり、掛金の引き上げは認められませ

ん。

次に、議案第10号「土木事業執行に伴う市町

村負担金徴収について」です。

本来、国や県の直轄事業については、それぞ

れが責任を持って事業を執行することが当然で

あって、市町村の財政を圧迫させないために

も、負担金の徴収はすべきでないと考えます。

次に、継続審査となりました請願第５号「後

期高齢者医療制度充実を求める請願」について

です。

同請願は新規請願ではありますけれども、こ
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の後期高齢者医療制度が75歳以上を対象とした

新たな医療制度として、すべての高齢者に保険

料支払いが義務づけられ、高齢化とともに医

療、介護を合わせた高齢者の負担がますます高

くなることが予想されることから、国に、保険

料が過度な負担とならず、高齢者のだれもが安

心して医療が受けられるようにすることなどの

措置を図ることを求めているものです。同制度

は、来年４月から実施が図られようとしている

だけに、速やかな対応が必要であると思いま

す。医療制度の充実を求める請願者の意思を十

分受けとめ、採択を求めるものです。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

以上で討論は終わりました。○坂口博美議長

議案第14号（９月定例会上程）採決◎

これより採決に入ります。○坂口博美議長

まず、９月定例会提案の議案第14号「平成18

年度公営企業会計決算の認定について」、お諮

りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は、生活

福祉常任委員会は不認定、文教警察企業常任委

員会は認定でありますので、原案について採決

いたします。

本案は原案どおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立少数。よって、本案は不○坂口博美議長

認定とされました。

議案第３号採決◎

次に、議案第３号についてお○坂口博美議長

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は委○坂口博美議長

員長の報告のとおり可決されました。

議案第５号及び第10号採決◎

次に、議案第５号及び第10号○坂口博美議長

について、一括お諮りいたします。

両案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、両案は委○坂口博美議長

員長の報告のとおり可決されました。

議案第１号、第２号、第４号、第６号、◎

第８号、第９号、第11号から第16号まで

及び第21号採決

次に、議案第１号、第２号、○坂口博美議長

第４号、第６号、第８号、第９号、第11号から

第16号まで及び第21号について、一括お諮りい

たします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

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、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

議案第７号採決◎

次に、議案第７号についてお○坂口博美議長

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は不認定

であります。委員長の報告のとおり決すること
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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、本案は委員長の報告のとおり不認定とされ

ました。

請願１件採決◎

次に、請願第２号についてお○坂口博美議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

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、本請願は委員長の報告のとおり採択するこ

とに決定いたしました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○坂口博美議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉

会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第５号についてお諮りいたしま

す。

本請願については、委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査とすることに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願○坂口博美議長

は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りいたしました請願を除

き、閉会中の継続審査及び調査については、各

委員長の申し出のとおり決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、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

審査及び調査とすることに決定いたしました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○坂口博美議長

り、委員会より議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成19年12月21日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 濵砂 守

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第２号

宮崎県政務調査費の交付に関する条例の一

部を改正する条例

議員発議案第３号

地方交付税の確保及び地方税財源の充実強

化を求める意見書

議員発議案第４号

都道府県議会制度の充実強化を求める意見

書

議員発議案第５号

ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書

議員発議案第６号

米国の「北朝鮮に対するテロ支援国家指定

解除」の動きに反対する決議

議員発議案第７号

第４回九州各県議会議員研究交流大会への

議員の派遣
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平成19年12月21日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 商工建設常任委員長 横田 照夫

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第８号

トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求め

る意見書

平成19年12月21日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者

環境農林水産常任委員長 押川 修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

旅館業に対するほう素及びふっ素に係る水

質汚濁防止法に基づく排水基準の適用に関

する意見書

議員発議案第２号から第９号まで◎

追加上程

ただいま朗読いたしました議○坂口博美議長

員発議案第２号から第９号までを日程に追加

し、議題と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。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

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。

討 論◎

これより討論に入ります。○坂口博美議長

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、13番前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 議員発議案に対す○前屋敷恵美議員

る討論を行います。

まず、議員発議案第３号「地方交付税の確保

及び地方税財源の充実強化を求める意見書

（案）」についてです。

本意見書案については賛成の立場であります

が、ただ、地方税源の充実強化を図るという点

で、地方消費税の充実をうたっておりますが、

このことが単に税源配分問題にとどまらず、消

費税増税論議につながることのないよう配慮さ

れることを求めるものです。

次に、議員発議案第６号「米国の「北朝鮮に

対するテロ支援国家指定解除」の動きに反対す

る決議（案）」について、反対の立場から討論

いたします。

米国による北朝鮮に対するテロ支援国家指定

解除の問題は、６カ国協議の合意に基づいて、

北朝鮮が進める非核化のための一連の措置への

対応措置として検討されているものであって、

それに日本政府がブレーキをかけることは適切

ではありません。核問題が道理ある形で解決が

図られれば、拉致問題の解決に向けた進展の道

が開かれてくると思います。拉致問題の解決の

ためにも、核問題の解決のためにも、他国が

行っている交渉の手足を縛ることをすべきでは



- 350 -

平成19年12月21日(金)

ありません。

今必要なことは、日朝平壌宣言や６カ国協議

に基づいて、核問題、拉致問題、過去の清算の

問題などを包括的に解決するために、日本政府

としての主体的な外交戦略を持つことが重要で

あり、この方向が強く求められているのではな

いでしょうか。拉致問題の解決も、何より拉致

被害者や御家族の方々の立場に立った真の問題

解決を図るために、他国任せではなく、解決の

ための主体的な戦略を持って当たることが必要

であることを強調したいと思います。

以上申し述べ、本決議案に反対であることを

表明して討論といたします。〔降壇〕

次は、34番丸山裕次郎議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 議員発議○丸山裕次郎議員

案第６号に賛成の立場から、自由民主党を代表

して討論いたします。

北朝鮮による拉致は、幸せに暮らしていた被

害者はもとより、家族、関係者を一瞬にして悲

劇に陥れる残酷かつ卑劣きわまりない国家的犯

罪であるのは周知の事実であります。

平成14年９月、北朝鮮が初めて日本人拉致の

事実を認め、被害者５名の帰国が実現して以

降、６カ国協議を含め、「拉致問題は解決済

み」と主張し、いまだこの問題に対して誠実な

対応を見せておらず、一方で核問題を交渉材料

として、我が国を欺く態度に終始していると言

わざるを得ないところであります。

本県においても、過去に日向灘沖で工作船と

思われる不審船事件が発生し、現に拉致被害者

１名が青島海岸から拉致され、また、拉致被害

の疑われる特定失踪者が３名存在するなど、ま

さに他人事では済まされないものであります。

このようなことから、我々県議会議員も何ら

かの行動を起こさなければならないとの思いか

ら、平成18年４月に、38名の県議会議員が参加

して、「宮崎県議会北朝鮮拉致問題解決促進議

員連盟」を結成いたしました。議員連盟では、

北朝鮮による拉致問題の全容解明と一刻も早い

拉致被害者の帰国実現など、早期全面解決を促

進することを目的として活動しておりますが、

昨年10月には、家族会の増元事務局長、救う会

の西岡常任副会長を招いて「県民のつどい」を

開催し、県民一人一人がこの問題の深刻さを理

解し、その解決に向けて一丸となって取り組む

ことの大切さを訴えました。

平成19年４月の改選後、先般再び、自由民主

党を初めとする社会民主党、愛みやざき、公明

党、民主党、共産党、無所属の会の県議会議

員34名の賛同をいただき、「宮崎県議会北朝鮮

拉致問題解決促進議員連盟」を設立し、先日も

「めぐみちゃんと家族のメッセージ 横田滋写

真展」へ協力するなど、県民への啓発活動に積

極的に取り組むこととしております。

このような経緯を踏まえながら、本県議会に

おいては、米国が北朝鮮に対するテロ支援国家

の指定解除を行わない方針を堅持することを強

く求めるとともに、日本政府がすべての拉致被

害者の一刻も早い救出を実現するため、この問

題に対するかなめであるアメリカに対して、最

大限の外交努力を尽くすことを求めるものであ

ります。

議員各位におかれましては、以上の趣旨を十

分理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上

げます。私の賛成討論を終わります。ありがと

うございました。（拍手）〔降壇〕

以上で討論は終わりました。○坂口博美議長

議員発議案第６号採決◎

これより採決に入ります。○坂口博美議長
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まず、議員発議案第６号についてお諮りいた

します。

本案は原案どおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は原○坂口博美議長

案のとおり可決されました。

議員発議案第２号、第３号、第５号◎

及び第７号から第９号まで採決

次に、議員発議案第２号、第○坂口博美議長

３号、第５号及び第７号から第９号までについ

て、一括お諮りいたします。

各号議案は原案のとおり可決することに御異

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、各号議案は原案のとおり可決されました。

議員発議案第４号採決◎

次に、議員発議案第４号につ○坂口博美議長

いてお諮りいたします。

本案は原案のとおり可決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、本案は原案のとおり可決されました。

知事発言◎

ここで、知事より発言の申し○坂口博美議長

出がありますので、これを許します。

〔登壇〕 貴重な時間○知事（東国原英夫君）

をいただきまして、県議会を初め県民の皆様に

おわびを申し上げたいと存じます。

先ほどの採決におきまして、平成18年度一般

会計及び公営企業会計の決算について、公明

性、的確性を欠くとのことから不認定となりま

した。このことに関しましては、県政をあずか

る者として責任を痛感しており、まことに申し

わけなく、心から深くおわびを申し上げたいと

思います。

今後は、預け等の不適正な事務処理が二度と

起こることのないように、コンプライアンス意

識の徹底を初め再発防止策を確実に実施し、一

日も早く県民の皆様の信頼を得られるよう、私

を先頭に職員一丸となって全力で取り組んでま

いりますので、県議会を初め県民の皆様の御理

解と御協力を、何とぞよろしくお願い申し上げ

る次第でございます。以上です。〔降壇〕

閉 会◎

以上で、今期定例会の議事は○坂口博美議長

すべて終了いたしました。

ここで、閉会に当たり、一言申し上げます。

本年５月に明らかになりました不適正な事務

処理問題は、県政に対する県民の信頼を著しく

失墜させる極めて憂慮すべき事態でありまし

た。そこで、今定例会におきましては、委員の

皆様には、決算審査日程を例年より延長し、そ

の全容解明と万全なる再発防止策の構築を期す

べく、徹底審査を行っていただきました。

これに関し、ただいま知事より発言がなされ

たところでありますが、あえて議会からも申し

上げておきます。当局におかれては、かかる事

態を真摯に受けとめるとともに、２年連続して

普通会計決算が不認定となったことの重みを十

分に認識され、公僕としての自覚を今後は一層

新たにされ行政の推進に当たるなど、失われた

信頼の回復に全力を尽くされることの肝要さを

申し上げておきます。議会といたしましては、



- 352 -

平成19年12月21日(金)

再びこのような不祥事が起こることのないよう

に、県行政の適正な執行のチェックと県政の信

頼回復に引き続き全力で取り組んでまいりたい

と存じます。

さて、本年もあと10日を残すのみとなりまし

た。当局並びに議員各位におかれては、一層御

自愛の上、新たな年を御健勝で迎えられますよ

う、心から御祈念申し上げます。

以上をもちまして、平成19年11月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時21分閉会


