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平 成 2 0 年 ２ 月 2 8 日 ( 木 曜 日 )
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◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員42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、昨日に引き続いて代表質問で

あります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、29番満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 社会民主党

県議団を代表して質問させていただきます。

今、安心・安全の確立が問われていると思い

ます。食の安全ももちろんそうですけれども、

沖縄海兵隊員による少女暴行事件、そして、イ

ージス艦「あたご」による漁船との追突、まだ

親子２人は消息不明であります。そういった

中、新富町新田原基地で日米共同訓練が過日行

われました。在日米軍再編の一環という位置づ

けのようですけれども、訓練の固定化、米軍基

地化しないのか、非常に危惧をするところであ

ります。今回、新年度の当初予算が上程をされ

ました。知事におかれましては、通年予算、初

めての上程であります。就学前医療費の助成な

ど高く評価するところもあります。もっともっ

と頑張ってほしいところもあります。質問の中

で訴えてまいりたいと思いますので、知事、教

育長ほか皆さん方の真摯なお答えをいただきた

いと思っております。

それでは、質問に入らせていただきます。

安心・安全に生活できる県土づくりという視

点から、何点か質問をいたします。

まず、学校の校舎耐震化についてでありま

す。幾度となく推進を訴えてきましたが、県立

学校はようやく整備されてきたようでありま

す。しかし、財源の乏しい市町村立学校の耐震

化は大きくおくれています。県内の市町村立学

校の耐震診断率、耐震化率を教えてください。

また、県教育委員会の対応はどうなっているの

か、お尋ねいたします。

また、耐震偽装のあおりで新校舎着工におく

れがあると報道されています。改正建築基準法

施行に伴う構造計算書などのチェックが厳しく

なった影響で、学校の校舎などの着工がおくれ

ているケースがあるとのことであります。本県

の学校への影響はどうなのでしょうか。事例が

ありましたら、教えてください。教育長にお願

いいたします。

食の安全についてであります。食品の偽装問

題が次から次へと明らかになっています。賞味

期限と消費期限の違い、この期限の決め方を消

費者はほとんど知りません。食品の期限表示

は、食品衛生法とＪＡＳ法の２つにまたがって

います。食品衛生法は、人への健康被害の有無

に関してで厚生労働省所管、ＪＡＳ法は、表示

そのものの違反の有無についてで農林水産省が

所管となっています。売れ残り商品を再度包装

し直して再出荷や再利用した「赤福」の事例で

は、適切な食品管理ができていないとの理由で

食品衛生法違反で営業停止、賞味期限の表示の

改ざんでＪＡＳ法違反となっており、消費者に

は大変わかりにくい状況です。県庁も福祉保健

部と農政水産部にまたがっています。今回、国

も担当窓口を一本にする構想もあるようであり

ます。いずれにしろ、ここまで食の安全が叫ば

れている状況にもあります。ここで、知事もよ

く使われている逆転の発想が必要だと思いま

す。中国産の冷凍ギョーザ事件もありました。

食の安全が求められている今だからこそ、本県

の安全・安心な農作物をどう売り出すか、絶好

の機会でもあります。その戦略はどうなってい
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るのか、担当部長にお尋ねをいたします。

次に、警察音楽隊の演奏活動についてであり

ます。警察音楽隊の演奏活動は、ミュージック

パトロールと呼ばれ、子供から高齢者まで広く

県民を対象に、警察への理解を深めていただく

ための啓発活動の一翼を担っています。２月８

日に県立芸術劇場であった警察音楽隊第15回定

期演奏会に、ことしも子供たちを連れて鑑賞に

行きました。宮崎市も冷え冷えした寒い夜でし

たが、開演２時間前から並んでおられた熱心な

ファンもおられたようです。ことしは音楽隊創

設60周年に当たり、記念演奏会となっており、

趣向を凝らした内容でありました。若手の警察

官が中心となってメンバーが構成され、不規則

な勤務体制、ハードな仕事の合間を縫って本番

に向けた練習を重ねたはずで、その御苦労が報

われるすばらしい演奏会となりました。私の隣

は江藤教育委員長でありましたが、奥様は、国

際音楽祭よりもこちらのほうが好きだとお話し

されたようであります。当日の内容も、クラ

シック、歌謡曲、アニメ、カラーガード隊な

ど、県民に親しまれる県警音楽隊ならではの構

成でした。前本部長は、音楽隊活動に大きな理

解者だったと感じています。相浦本部長は音楽

隊の役割についてどうお考えなのか、お尋ねい

たします。

次に、保健・医療・福祉の充実についてで

す。

１月24日夕方から宮崎市民プラザで、マイケ

ル・ムーア監督の「シッコ ＳｉＣＫＯ」の上

映会がありました。上映会開催の趣旨は、「だ

れでも、いつでも、どこでも、安心して適切な

医療・福祉サービスが受けられるよう、世界に

誇る日本の国民皆保険制度の大切さを、この映

画「シッコ ＳｉＣＫＯ」を通じて県民の皆様

と一緒になって考えていければと思い、今回、

無料上映会を開催することとしました」という

ふうに、案内文にありました。この映画は、先

進国の中で唯一、国民皆保険制度のないアメリ

カ医療の悲劇、たとえ保険に入っていても保険

が使えない、そういった悲劇と対峙するカナダ

・イギリス・フランス、キューバの良質な無料

医療を受けている患者、住民、医師の声を通し

て描き出されているドキュメンタリー映画でし

た。そして、それらの国に住むアメリカ人たち

が、自分たちは外国人でありながら、母国アメ

リカではあり得ない良質で手厚い医療を、国籍

に関係なく無料で受けられているという現実を

語ります。この映画は、まさに病に侵されたア

メリカの現実ではありますが、まさに現在の日

本の医療が進んでいる方向と共通しており、そ

の危機感から、医師会が上映活動をしているも

のと考えます。ここ10数年来の日本の医療の方

向性は、アメリカ型の市場原理主義に基づく医

療の民営化路線に限りなく近いからであると思

います。窓口での一部負担はあるものの、健康

保険証１枚あれば、だれもが、いつでも、どこ

でも、安心して医療を受けることができる日本

の国民皆保険制度を堅持していくためには、医

療現場に人も金も必要だと叫び続けている医師

会の姿が見えてきます。

地域医療の崩壊が始まっています。各地の医

師会の代表が日本の医療制度の危機や地域医療

の崩壊を憂慮する発言が、相次いでいます。先

進国の中で日本の医療費は決して高くないし、

医師の数も先進国の中では圧倒的に少ない日本

の医療の現状が、余り国民に理解されておりま

せん。ただでさえ少ない医療費をさらに抑制し

ようとした小泉政権の政策が、医療崩壊を招い

たと考えます。日本の医療費をアメリカと比べ
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てみました。国民１人当たりの医療費は28万円

で世界７位、ＧＤＰ比で19位です。具体的に盲

腸手術入院の比較で見ると、ニューヨークは１

日の入院で244万円、日本は７日の入院で38

万7,000円です。日本の医療費がいかに安い

か。100床当たりの医師数と看護師数にも大きな

格差があります。アメリカが医師71.6人で、日

本は医師12.5人、アメリカの17％にしかすぎま

せん。アメリカの看護師221人、日本は看護

師43.5人。また、人口10万人当たりの医師数

は、アメリカが253人、日本は184人、アメリカ

の７割にしかすぎません。日本の人口当たりの

医師数は世界で63位、看護師数は27位です。日

本は医師や看護師の絶対数が足りていません。

救急医療医の体制も、欧米に比べておくれてい

ます。しかし、厚生労働省はふやそうという意

思はありません。医師は足りていると今日まで

言い続けてきました。医師をふやすだけ医療費

が上がるというのが、厚生労働省の本音ではな

いかと思います。しかし、将来を見据えた地域

医療政策を進め、先行投資を行っていかない

と、僻地医療どころか、県内の医療は本当に崩

壊してしまいます。国の進める医療制度改革を

どのようにお考えなのか、県医師会など医療団

体からの要望なども多数届いているはずであり

ます。知事の見解をお伺いいたします。

次に、ドクターヘリについてであります。ド

クターヘリの早期導入について、2006年９月代

表質問、2007年、昨年６月に質問をしておりま

す。医師や看護師を乗せて救急患者を応急処置

しながら運ぶドクターヘリの全国展開を目指す

特別措置法が、昨年６月成立しました。運営

費、国の２分の１補助や、民間からの基金で自

治体の財政負担を減らして導入を促す内容と

なっています。最新の救命機器を備えたドクタ

ーヘリは、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれ、僻地

や離島の医師不足対策として期待されていま

す。特に本県は、県土面積の６割を中山間地域

が占めており、地理的条件不利地域を多く抱え

ています。さらに、高速道路網や国道の整備率

は低い状況にあり、空からの救急医療対応が重

要であります。昨年６月に知事に、「法律の成

立まで秒読みの段階だが、本県の導入について

どのようにお考えか」という質問をしました。

お答えは、「専任医師の確保、年間１億円近く

の維持費もかかり、当面は防災救急ヘリ「あお

ぞら」を活用したい」とのことでありました。

ここで再度、知事にドクターヘリの導入の見解

をお尋ねいたします。

都道府県ごとの地域医療計画に、ドクターヘ

リの導入時期や機体数など整備計画を盛り込む

よう定めてあります。今回改正される地域医療

計画では、ドクターヘリはどのように位置づけ

されようとしているのか、担当部長にお伺いい

たします。

次に、公立病院改革ガイドラインについてで

あります。総務省は、昨年12月21日、「公立病

院改革ガイドライン」を策定し、関係自治体に

対して通知を行っています。内容は、「公立病

院は、地域における基幹的な公的医療機関とし

て、地域医療の確保のため重要な役割を果たし

ているが、近年、多くの公立病院において、経

営状況の悪化や、医師不足に伴う診療体制の縮

小など、その経営環境や医療提供体制の維持が

極めて厳しい状況になっている。加えて第166回

通常国会において成立した「地方公共団体の財

政の健全化に関する法律」の施行に伴い、事業

単体としても、また当該地方公共団体の財政運

営全体の観点からも、地方公共団体が経営する

病院事業は、一層の健全経営を求められること
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になる。それを踏まえてのガイドラインの策

定」というふうになっております。病院事業を

設置する地方公共団体は、このガイドラインに

基づき、平成20年度内に経営の効率化、再編・

ネットワーク化、経営形態の見直しにかかわる

事項を記載する「公立病院改革プラン」を策定

することとなります。また、都道府県には、市

町村と共同して計画・構想を策定するなど、積

極的に参画するよう求めております。ここで、

県の役割について、担当部長にお伺いをいたし

ます。

陸・海・空交通網の整備についてでありま

す。

今、地域バスの置かれている状況は大変厳し

いものがあります。特に、少子高齢化の進行

や、原油価格高騰の影響は極めて深刻な経営環

境になっていると思われます。一方では、貸し

切りバスによる重大事故など悲惨な事故が相次

ぎ、飲酒運転の検挙も相次ぎました。これまで

以上に安全対策は重要な課題となっています。

しかし、本年７月には、北海道洞爺湖サミット

が、地球環境対策を主要テーマとして開催され

ることとなっており、マイカーより環境に優し

い公共バスの重要性が注目を浴びることと思い

ます。国の最重要課題である地方再生のための

総合的な戦略として取りまとめられた地方再生

戦略においては、地方の課題に応じた地方再生

の取り組みのために、地方バスの活性化・再

生、コミュニティバス及び乗り合いタクシーの

導入等が盛り込まれており、具体的には、昨

年10月に施行された「地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律」を活用し、鉄道、バス、

旅客船等地域公共交通の活性化・再生に主体的

に創意工夫して頑張る地域の取り組みを支援す

ることとされています。本県では、国に先駆け

て、地域バス再編支援事業を18年度より実施さ

れ、バス路線維持のために、廃止路線代替バス

からコミュニティバス等に転換される市町村に

対し、経費の２分の１を２年間に限って補助さ

れています。一方では、廃止路線代替バス補助

金は、ことし９月で廃止しようとの動きと伺っ

ています。しかし、代替バス補助金廃止の及ぼ

す影響は甚大です。県の補助金打ち切りは、市

町村の財政負担能力の限界を超え、結果として

代替バス路線の廃止を招き、やがて生活交通路

線の乗客減にも影響していくことは必至であり

ます。代替バス補助金の継続について、知事の

見解を求めます。

次に、電子県庁の進捗状況についてでありま

す。

ＩＴが日に日に身近になってきましたが、そ

の一方で、コンピューターウイルスによる情報

漏えいやスパイウエアによる不正アクセスなど

による犯罪も増加し、利用者の不安も増大して

おります。さて、宮崎県電子県庁アクションプ

ランを平成14年11月に策定されており、各種申

請手続のオンライン化を推進する計画でありま

した。今まで何回となく質問をさせていただい

ているところでもあります。今日のＩＴを取り

巻く環境や国の動きなどによって、当初の目標

より大きくおくれているのではないかと懸念し

ております。当初の計画では、県の行う行政手

続・申請、約3,700項目のうち、ＩＴ化になじ

む400項目を選定し、年次的に開発し、県民に提

供するものでありました。電子認証やネットバ

ンキングの普及などが国の想定より進んでいな

い状況や、近年の行財政改革のあおりもあり、

開発費用の捻出が厳しくなったことなど、当初

計画段階より状況変化があったことは理解しま

す。しかし、時間をかけても計画的に県民に提
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供すべきであります。電子県庁の現状と課題に

ついて、400項目の進捗状況を含めてお尋ねいた

します。関係部長、お願いいたします。

以上で壇上を終わります。後は質問者席から

行わせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

医療制度改革についてであります。医療制度

改革は、急速な少子高齢化の進行や、経済の低

成長への移行などが進む中、国民皆保険制度を

堅持し、だれもが安心して医療を受けることが

できる医療制度を、将来にわたり持続可能なも

のとしていくために進められているものであり

ます。これを受け、県におきましては、本県の

地域医療の充実・確保という立場から、安心・

信頼の医療の確保と予防の重視など、改革の基

本的な考え方に沿って、現在、国、市町村及び

関係機関と連携しながら、多様な取り組みを進

めているところでございます。このような中、

地域医療をめぐっては、医師の不足や偏在の問

題など、本県もさまざまな課題を抱えているこ

とから、県といたしましては、地域医療の充実

・確保を「新みやざき創造計画」の重要な柱の

一つに位置づけるとともに、平成20年度の当初

予算案においても、重点施策として、所要の予

算を盛り込んだところでございます。今後と

も、医療制度改革への対応を含め、地域医療の

充実・確保については、国や市町村、関係機関

と十分連携を図りながら、着実に進めてまいり

たいと考えておる次第でございます。

続きまして、ドクターヘリについてでありま

す。多くの山間僻地を抱える本県にとりまし

て、ドクターヘリは、救急医療体制の充実を図

る上で大変有効な手段であると考えておりま

す。一方、その導入に当たりましては、専任医

師の確保や費用面での課題もありますことか

ら、国において、民間基金の活用を初めとする

所要の検討が行われているほか、九州・山口各

県において、共同運航の可能性について協議を

開始したところでございます。今後、これらの

国の動きを十分見きわめるとともに、隣県との

共同運航を含め、調査検討してまいりたいと考

えております。

続きまして、バス対策についてであります。

バスは、県民の安心な暮らしを支える大切な社

会基盤でありますので、県では、国や市町村と

連携してさまざまな施策を実施し、バス路線の

維持・確保に努めているところでございます。

しかしながら、バス事業者においては、厳しい

経営環境の中、不採算路線の廃止を余儀なくさ

れ、さらに、その後の廃止路線代替バスの運行

が、県や市町村にとって大きな財政負担となる

など、既存のバス路線のみで地域交通を維持し

ていくことは困難な状況にあります。このた

め、今後は、地域の実情に応じた、より効率的

な交通システムの導入が必要と考えており、県

では、単一市町村内の廃止路線代替バスへの補

助については縮小・廃止していく一方で、コ

ミュニティバス等への再編を図る市町村を積極

的に支援しているところでございます。今後

は、こうした地域が主体となった新たな交通シ

ステムと、バス事業者が運行する路線との役割

分担と連携を図りながら、利用しやすく、将来

にわたって安定的な、持続可能な公共交通ネッ

トワークを構築していくこととしております。

〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、市町村の公立病院改革プランについて

であります。公立病院改革につきましては、公

平成20年２月28日（木）
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立病院をめぐる状況が厳しさを増す中、安定し

た経営のもとで必要な医療を継続して提供でき

るよう、各市町村において作成することが求め

られております。県内にある15の市町村立病院

につきましては、いずれも厳しい経営状況にあ

りますが、県といたしましては、病院事業が市

町村の財政運営全体に与える影響や、それぞれ

の地域における公立病院の役割等を考慮しなが

ら、地域住民に対する医療サービスが将来にわ

たって安定的に供給されるよう、関係市町村に

必要な助言を行う役割を担うものと認識をして

おります。

次に、電子県庁の現状と課題についてであり

ます。本県においては、国の電子政府の実現に

歩調を合わせまして、平成14年度に「宮崎県電

子県庁アクションプラン」を策定し、宮崎情報

ハイウェイ21等の情報通信基盤や電子入札シス

テム等の各種情報システムの整備を進め、電子

県庁の基盤整備が着実に進展したところであり

ます。今後は、これまでの情報基盤の整備か

ら、その利活用に軸足を移した取り組みを進め

る必要があり、このような観点から、平成19年

３月に「宮崎県電子県庁推進指針」を策定し、

さらなる県民サービスの向上等を図ることとし

ております。また、申請・届け出等手続の電子

化につきましては、平成17年３月から電子申請

届出システムによるサービスを開始し、順次、

対象手続の拡充に取り組み、現在、140手続の電

子化が完了したところであります。今後とも、

県民等の視点に立って、関係部局と連携し、添

付書類の省略など事務の見直しや電子認証制度

のさらなる普及に取り組みながら、申請・届け

出等手続の電子化を進めてまいりたいと考えて

おります。以上です。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ドクターヘリの医療計画への位置づけについ

てであります。厚生労働省が示した医療計画の

策定指針によりますと、ドクターヘリによる救

急医療の確保について都道府県が定める場合に

は、拠点となる病院等、所要の事項を記載する

こととなっております。本県ではその導入がま

だ具体化しておりませんので、新たな医療計画

案では、「遠距離搬送が必要な救急搬送につい

ては、時間短縮に大きな効果を発揮する防災救

急ヘリ「あおぞら」の活用を促進するととも

に、直接、医師が現場に赴いて治療を開始でき

るドクターヘリについては、隣県との共同運航

を含めた導入について、調査・検討を行う」と

しているところであります。以上であります。

〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

安全・安心な農産物を売り出す戦略について

であります。県では、関係団体と連携して、

「宮崎産なら安全・安心」といった消費者の信

頼をかち取るために、みやざきブランド推進対

策を積極的に進めているところであります。こ

の中で、全国トップの「宮崎方式」と言われる

本県独自の残留農薬検査システムを活用し、安

全な農産物を消費者の皆様にお届けする体制の

確立に取り組んでおります。また、産地と消費

地の信頼関係にかかわる安心をお届けするため

に、生産管理記録の記帳等に基づく、産地から

の積極的な情報発信に努めております。さら

に、安全性のチェック体制強化のための残留農

薬分析対象農薬数の拡大や、ＱＲコードを活用

した産地からの積極的な情報発信に取り組んで

おります。今後は、産地におけるこれらの取り

組みを、トップセールスやキャンペーン等で強

平成20年２月28日（木）
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くアピールし、生産者、関係団体一体となっ

て、「安全・安心ナンバーワンは宮崎」を目指

してまいりたいと存じております。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。

まず、市町村立学校の耐震化の状況について

であります。小中学校の耐震化につきまして

は、平成19年４月１日現在、耐震診断実施率

は97.3％であり、耐震化率は67.6％で、全国

第11位となっております。耐震対策は、児童生

徒の安全・安心を確保するためにも極めて重要

な課題でありますことから、これまであらゆる

機会を通じまして、市町村教育委員会に対し、

早急に耐震化を図るよう指導助言に努めてきた

ところでございます。今般、国において、今後

５年間を目途に、大規模地震時に倒壊の危険性

が高い建物につきまして、優先的に事業採択を

行う方針を打ち出しましたので、県教育委員会

といたしましては、去る２月８日に市町村主管

課長会議を開催し、速やかに耐震化計画を策定

の上、計画的に整備を進められるよう強く指導

を行ったところでございます。

次に、新校舎等の着工のおくれについてであ

ります。国富町立木脇中学校の屋内運動場は、

平成18年度に旧基準に基づきまして設計をされ

ていたため、平成19年６月に施行されました改

正建築基準法に適合せず、未着工となっており

ます。このため、県教育委員会といたしまして

は、国富町に対しまして、迅速な手続を行うよ

う指導助言をしてきたところでございます。一

刻も早い着工に向けまして、今後とも支援をし

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

宮崎県警察音楽隊は、昭和22年に、大阪に次

いで全国で２番目に発足をするという古い歴史

を持っておりまして、本年度で丸々60年を迎え

ております。平素は、県民の交通安全、地域安

全などに関し、寸劇等を交えた具体的な広報な

どを演奏の合間に盛り込みながら、啓発活動を

行っておりまして、小中学校等の音楽鑑賞教室

あるいは福祉施設の慰問演奏など、県内各地に

おきまして幅広い活動を行い、各方面から好評

をいただいているところでございます。また、

昨年は、当県におきまして、全国警察音楽隊演

奏会というビックイベントを開催し、多くの県

民の皆様方と音楽を通じて触れ合うことができ

たと考えております。このように、警察音楽隊

は、警察の広報活動を進めていく上で、県民の

皆様に各種警察活動を御理解いただくため、大

変重要な役割を担っているというふうに考えて

おりまして、まさに「県民と警察を結ぶ音の架

け橋」と称されるとおりの活躍をしてくれてい

るというふうに考えております。今後とも、各

種行事等に積極的に参加し、演奏等を通じ、多

くの県民の皆様と交流してまいりたいと考えて

おります。

なお、御質問にもありました、さきの60周年

記念演奏会には、満行議員を初め、議員の皆様

方にも多数御来場の上、温かい御声援をいただ

き、本当にありがとうございました。隊員に

とっても何よりもの励みとなりました。ピアノ

は弾けませんけれども、私も、前本部長の吉田

同様、部内における音楽隊の最大の理解者とし

て努めてまいりたいと考えておりますので、ど

うぞ、引き続き御理解、御支援のほどよろしく

お願い申し上げます。〔降壇〕

○満行潤一議員 それぞれありがとうございま

平成20年２月28日（木）
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した。

サイバー犯罪について、警察本部長にお尋ね

をしたいと思います。パソコンや携帯電話でつ

ながっているインターネット、これを悪用した

サイバー犯罪が社会問題化して久しくなりま

す。インターネットなど高度情報通信ネットワ

ークの発展に伴い、増加しておると思います。

子供たちをねらった犯罪もふえてきました。サ

イバー犯罪は、相手の顔が見えない匿名性が高

いこと、犯罪はインターネット上で行われるの

で犯罪現場がないなど特異性があり、犯人像が

なかなかつかめないなどの特徴があります。我

が家にも、アダルトや出会い系、著作権法違反

のＤＶＤ販売など、多種多様な迷惑メールが毎

日やってまいります。間違ってこんなのにひっ

かかっている人もいるんだろうと思います。警

察本部には、サイバー犯罪対策の総合的な調整

を行うために「サイバー犯罪対策室」を設置し

て、コンピューター犯罪などに関する情報を広

く収集するとともに、事件に関する各種データ

の処理、ネットワークの不正利用などに対応し

た活動を行っていただいております。架空請

求、不当請求などを含めた本県のサイバー犯罪

の実態はどうなのか、お尋ねをいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

昨年、内閣府が実施をいたしました治安に関

する世論調査では、国民の４割を超える方が、

犯罪に遭うおそれのある場所としてサイバー空

間を挙げておられます。サイバー空間は、現実

の社会にもさまざまな影響を及ぼしておりまし

て、その安全確保は、我が国の治安を確保する

上で放置できない課題であると考えておりま

す。こうした観点から、悪質・有害サイトの取

り締まりを初め、その環境浄化のための諸対策

やサイバー犯罪の取り締まりを推進していると

ころでございます。

本県におけるサイバー犯罪の状況は、昨年の

相談件数で申し上げますと、916件ございまし

た。これは前年と比較しますと261件の増加とい

うことで、やはりここに来て、相談件数を見て

も、急増状況がうかがえるということでござい

ます。内容について触れますと、インターネッ

トを悪用した架空請求、不当請求などの詐欺・

悪質商法に関する御相談、掲示板等への書き込

みによる名誉毀損、誹謗中傷等の相談が著しく

増加をしておりまして、増加件数のほぼ全体、

９割程度を占めているという状況下にございま

す。犯罪の検挙の面について申し上げますと、

昨年、トータルで18件の事件を検挙いたしてお

りまして、これまで最も多い検挙件数だったわ

けでございますけれども、その主なものは、青

少年が出会い系サイトにかかわって被害者と

なったというパターンの、いわゆる児童買春・

児童ポルノ法違反事件、あるいは青少年健全育

成条例違反、こうしたたぐいの事件が10件、６

割を占めております。こうした検挙の実態を踏

まえつつ、また、青少年にとっての有害環境を

除去するという観点から、携帯電話を持ち始め

る中学・高校生等の被害を防止するということ

で、生徒・保護者等に対し、サイバーセキュリ

ティカレッジと称する、具体的な留意点に踏み

込んだ広報啓発活動を行っているところでもご

ざいます。大変重要な問題でございますので、

今後とも諸対策を積極的に進めまして、サイバ

ー空間の安全確保に寄与できるよう努めてまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 今出ましたけど、結局、青少

年がかなりの割合で巻き込まれている。未成年

者がかなり、出会い系サイト、伝言掲示板で異
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性と知り合って、そこで性犯罪に巻き込まれ

る。よく報道もされています。子供たちへの携

帯電話の普及が大きな要因だと思うんですね。

電話だけならいいけれども、電話にインター

ネットがつながっている。我が家では高校卒業

までは携帯電話を持たせていません。月に数万

円に及ぶ携帯電話料金もさることながら、メー

ルもできる、インターネットもできる、それが

親のもとじゃないところで使われている。非常

に無防備なものを子供に持たせる。私はとても

心配で持たせる勇気がありません。どこの高校

も携帯電話は禁止して、学校に持ち込んだらだ

めとなっているそうですけれども、そうはいっ

ても、世間では子供にせがまれて携帯電話を持

たせている。うちの高校生の子供たちは、携帯

を持っていないのはクラスで１人か２人だと、

いつもぼやいています。

定期演奏会の中で、フィルタリングというの

はいいという寸劇も披露されておりました。当

日のパンフレットと一緒に、サイバー犯罪防止

対策啓発リーフレットも渡されて、フィルタリ

ング、子供たちをパソコンや携帯から守るとい

う啓発がありました。ところが、内閣府が昨

年11月に調査をしていますけれども、大人の60

％以上がこのフィルタリング機能を知らない、

そういう結果が出ています。フィルタリング機

能を知っているというのは20％にとどまってい

るという調査があります。まずは保護者自身の

意識を高めなければ効果が上がらぬというふう

に考えています。今ありましたけれども、どん

どん小中学校の現場に行くべきじゃないのかな

と。学校での教育の一環としての取り組みが非

常に重要なのではないかと思いますが、地域生

活、教育委員会、警察、それぞれの取り組み状

況を教えていただきたいと思います。

○地域生活部長（丸山文民君） フィルタリン

グソフトについてでありますけれども、御指摘

のとおり、インターネット上の有害な情報から

青少年を守るためには、フィルタリングソフト

の導入が有効な手段であると考えております。

県では、平成18年３月に「宮崎県における青少

年の健全な育成に関する条例」の改正を行いま

して、保護者及び学校、公共施設、インター

ネットカフェなどのインターネット端末管理者

に対しまして、フィルタリングソフト導入の努

力義務の規定を設けているところであります。

このほか、県の広報手段の活用、それから啓発

用のチラシの作成・配布などによりまして、

フィルタリングの重要性についての啓発活動を

行っているところであります。今、御質問にあ

りましたように、フィルタリングソフトの普及

のためには、保護者の理解が重要でありますの

で、今後とも教育委員会、警察と連携を図りな

がら、さまざまな手段によりまして啓発に取り

組んでまいりたいと考えております。以上で

す。

○教育長（高山耕吉君） 教育委員会でござい

ますが、学校におきましては、情報に関する教

科等の学習や、警察などから専門家を招いて開

催する非行防止教室で、インターネット利用の

危険な側面、犯罪被害の事例を紹介いたしまし

て、被害防止のための具体的な指導を行ってお

ります。また、保護者に対しましても、学校だ

よりや保護者会等を通しまして、フィルタリン

グサービスの活用など被害の防止方策の周知に

努めております。県教育委員会といたしまして

は、校長会や生徒指導主事会等を通し、繰り返

し注意喚起を行いますとともに、各市町村教育

委員会や県立学校の情報教育担当者を対象に、

サイバー犯罪等の研修会等を実施するなど、被
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害防止のための指導の徹底を図ってまいりたい

と考えております。以上でございます。

○警察本部長（相浦勇二君） 御質問にありま

したとおりでございまして、子供たちの間に携

帯電話が急激に普及しております。そうしたこ

とが背景にあってか、先ほどのような犯罪の発

生状況を見ているわけでございまして、こうし

た被害を防ぐためにフィルタリングを行ってい

くというのは、大変有効な手段であるというふ

うに考えております。警察といたしましては、

先ほど御披露しましたが、生徒や保護者を対象

に、サイバーセキュリティカレッジというのも

行っておりまして、昨年の実績でいきますと、

トータルで36回、人員でいきますと8,000人にな

るわけでございます。もちろん、さきに答弁の

ありました県当局、教育委員会との横の連携と

いうのも大変重要でありますので、そこはきっ

ちりと確保しつつ、こういう現場に目を向けた

息の長いきめ細かな活動を、普及啓発の手法と

してやっていくことは大変重要だなと思ってお

りますので、この点に真摯に取り組んでいきた

いと考えております。

また、言うまでもございませんけれども、や

はり警察は逮捕権、捜査権を持っておりますの

で、悪質事案を認知した場合に、きっちりとし

た検挙に向けた措置をとっていくということも

大変重要な防犯効果があろうかと思いますの

で、その点についても抜かりがないようにして

いきたいと思っております。今後とも、こうし

た活動を持続させて、携帯電話をめぐる青少年

に対する有害環境の除去に努めてまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 ぜひ関係機関、協力していた

だいて防止に努めていただきたい、さらなる啓

発を行っていただきたいと思っています。

次に、猟銃の管理について、警察本部長にお

尋ねしたいのですが、昨年12月に長崎県佐世保

市で猟銃乱射事件がありました。大きな反響を

呼びました。その中で、県内で銃刀法に基づ

き7,000丁もの猟銃が許可されているとの報道が

ありました。これは、ほとんど県民の方は知ら

なかったわけですね。物すごく多くの猟銃が許

可をされている。その管理の実態が非常に今、

県民の注目を浴びているんじゃないかなと思う

んです。県民所有の猟銃が本当に適切に管理さ

れているのか、その実態と課題についてお尋ね

をいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

昨年の佐世保事件を大きな契機といたしまし

て、全国的にも警察の銃砲行政について、いま

一度慎重に、そして厳格に再点検をするという

ことで臨んでまいりました。具体的には、一斉

検査の時期は、例年ですともうちょっと後なん

ですけれども、本年に入りましてから、新年早

々にやろうということで、１月の中旬から約１

カ月かけて前倒しで実施をいたしました。ま

た、体制的にも、警察本部の職員を多数参画さ

せて体制強化をいたしました。また、時間につ

きましても、従来以上に時間をとって、できる

だけきめ細かな点検に努めたところでございま

す。その結果、御質問の中にもありましたけれ

ども、所持許可者が現在4,702名、許可銃砲の数

にいたしまして6,947丁、これは一応すべて確認

チェックをいたしました。中に１件だけ、検査

の場に、ぼやっとされていたと言ったらそれま

でなんですけど、大変なことなんですけど、実

包を装てんされたまま猟銃を持ち込まれた方が

おられまして、この方については、刑事・行政

両面から措置することを予定しております。ま
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た、体調不良やいろいろな理由で警察のほうで

返納を指導した方も含めてということなのであ

りますけれども、この一斉検査を通じて合計

で147名の方が、銃砲の丁数でいきますと157丁

の銃を自主返納という形で御返納いただいてい

るということでございます。いずれにしても、

これは一過性の問題ではございませんので、当

県警察としては、今後とも継続的な立入検査を

実施しますとともに、特に猟友会を初めとする

関係機関・団体との連携強化を図りまして、引

き続き不適格者の早期発見・早期排除に努める

等して、県民の期待と信頼にこたえる銃砲行政

を厳格に推進してまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

次に、都城警察署の改築についてですけど、

新年度予算に日向警察署の改築計画が上がりま

した。確かに日向は１番目に古くて、都城は２

番目になるんですけど、越されて越されて、今

日まで都城警察署は現状維持です。これは７～

８年前に私もこの場で質問をしておりますが、

そのときもまだめどが全然立っていなかった。

もうあれから７～８年たったはずなのに全然聞

こえてきません。都城警察署の改築計画、見通

しはどうなのか、再度、本部長、お願いいたし

ます。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

申し上げるまでもありませんけれども、警察

署庁舎は大変重要な治安基盤施設であります

し、災害発生時においては、防災活動の拠点の

施設として役割を担っております。お尋ねの都

城警察署の庁舎につきましては、現在の庁舎全

体の約４割を占める部分を昭和32年に建築いた

しております。その後、職員の増加による狭隘

状況を解消するために、昭和55年に大規模な増

築を行いまして、警察署の機能として必要な事

務室等の面積は一応確保しているという状況に

ございます。要するに執務は十分できるスペー

スがあるということでございます。また、平成

９年、10年にかけて、阪神・淡路大震災を受け

て耐震診断をやったわけでございますけれど

も、この際に耐震補強を行いました。それで、

専門家の目からも補強で十分だということで、

防災活動の拠点としての機能も果たせるよう、

必要な措置をとっているという現状にございま

す。御指摘のとおり、最も古い部分は昭和32年

でございますので、この年度で言いますと築

後51年を経過しておりまして、本年度予算が本

会議でお認めいただければ、日向署のほうには

当然一定のめどがつくわけでございます。そう

しますと、残念でありますが、都城署が日本一

古い警察署ということになってしまうところで

はございますけれども、都城警察署以外に、耐

震診断において―これは９年、10年に実施し

た耐震診断でありますが―これは日向署と同

じなんですけれども、補強の効果がなくて、早

期の建てかえが望ましいとされた警察署施設が

別にあるなど、なかなか状況によって防災拠点

としての機能が発揮できない他の警察署施設を

抱えているという当県警察としては、厳しい財

政状況ということも踏まえ、そうした施設の整

備を優先して検討せざるを得ないという状況下

にあることにつきまして、御理解をいただけれ

ばというふうに考えております。

○満行潤一議員 本部長は都城警察署に行かれ

たことはありますよね。スペースはあるのかも

しれませんけど、駐車場もあの状況です。行き

たくもない警察署に呼ばれて行けば、駐車場も
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ない。非常な執務環境にもあるだろうと思うん

ですよ。ぜひ財政当局から予算を早目に取って

ほしいなと、この場をかりて総務部長、お願い

します。やっぱり拠点ですよ、これは。あの執

務環境、あの駐車場ではやっぱり……。余り日

向のことは言いたくないですけど、管内人口で

いけば日向の何倍ですか、都城署の抱える人口

は。ぜひそういうことを勘案して、優先順位と

いうのは、耐震化だけでなくて決めてほしいな

と、お願いをしておきます。

次に、医師確保対策についてであります。本

県最優先の重点課題、政策であると、先ほど知

事にも答えていただきました。本県の小児科医

師数は、15歳未満人口10万当たり全国ワースト

２位という報道も出ています。今回、新聞に

載っていましたけど、県外にいる医師のＵター

ンを後押しする目的で、県と自治体病院を持つ

市町村で「ドクターみやざきナビゲーション」

というのが開設をされています。これは今まで

にない取り組みだと思うんですが、これまでの

医師確保とどのように違うのか、また、このホ

ームページ開設の趣旨と期待する効果につい

て、お尋ねをしたいと思います。福祉保健部

長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ドクターナビ

についてでありますけれども、新臨床研修制度

の開始以来、大学の医局からの医師派遣が難し

くなっておりまして、今後は、各医療機関が独

自に医師を確保することも求められておるとこ

ろであります。このために、本年度、県と自治

体病院を運営する市町村で、新たに県医師確保

対策推進協議会を設置しまして、これまで個別

に行っていた情報発信及び情報収集活動を、相

互に連携し共同で行うことにしたところであり

ます。この協議会のホームページ「ドクターみ

やざきナビゲーション」を先般立ち上げまし

て、これを窓口とし、各医療機関の詳細な情報

や本県の生活環境等の情報を発信することによ

りまして、宮崎出身で県外に在住する医師など

に対し、本県への就業を働きかけてまいりたい

と考えているところであります。

○満行潤一議員 ぜひ効果があるといいなと

思っています。私がずっと何回も質問をしてい

る自治医科大卒の義務年限後の定着率、これ

は2005年６月、2006年９月にも質問しています

けれども、９年義務が終わったら、そのまま都

会に行ってしまう、もとの自治医科大の医局に

帰ってしまうと。非常にもったいないんじゃな

いのかということをずっと訴えてきました。そ

れは、１つは、なぜ帰るかというと、県内に受

け皿がない。だから、帰るか―そのころは

帰っていたんですが、今は医局というのが形骸

化していますので―ほかの病院に移ると。そ

ういうことで、定着率を上げようというふうに

申し上げてきました。委員会の質疑でも、具体

的に検討していくという答えだったと思うんで

すけれども、ことしの予算を見ても、残念なが

ら、この自治医科大卒の義務年限以降の定着率

向上の新規予算というのが見当たらないんです

けれども、これは、部長、予算はどうなったん

でしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自治医科大学

卒業医師の県内定着を図るということは、地域

医療を確保する上からも大変重要でありますか

ら、平成18年度にその受け皿づくりとして医師

派遣システムを創設して、県立宮崎病院に自治

医大卒の医師の医局といいますか、地域医療課

を設けるなど、受け皿づくりに努めてきたとこ

ろであります。また、自治医科大学卒業医師の

多くが、義務明けの後、県外の先進的な医療機
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関で専門的な研修を希望しておりまして、その

支援について検討してきたところでありますけ

れども、研修期間が長期間に及ぶなど解決すべ

き課題がございます。そういうことで、今後と

も、自治医科大学卒業医師のニーズ等を把握し

ながら、県内定着に向けた取り組みについて検

討をしてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 だから、予算要求したのかど

うかというところなんですよね。本当に医師確

保は今、非常に重要な場面だと思うんですけれ

ども、本県の重要な課題の一つです。もちろん

自治医科大の出身者は、本当に優秀な医師ぞろ

いですね。９年宮崎県でキャリアを積んで、み

すみす都会に帰してしまう現状がある。今、部

長もおっしゃいましたけど、本当に医者はまじ

めなほど最先端の医療を勉強したい、だから、

大病院とか都市部に行く。宮崎になかなか残っ

てくれない。だから、県の職員として採用し

て、県病院や僻地の診療所をぐるぐると回す

と。そのかわり、５年、10年勤めたら、１年、

２年、研修に都会に行くということを保証しま

すよと、そういう制度をつくったらどうですか

というふうに今まで申し上げてきているわけで

すね。そういう制度は予算要求されたんです

か。それでだめだったんですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 一応、新年度

の事業を検討する中で検討はいたしました。

○満行潤一議員 部長は言いづらいのかもしれ

ませんけど、結局、予算要求したけれども、総

務部長が削ったということなんですかね。知事

も先ほど重要な課題だとおっしゃったんですけ

ど、部長、副知事、知事、自治医科大を卒業し

て、宮崎に帰ってきたくても帰れないという人

も現実にいるわけですよね。後ほどドクターヘ

リをちょっとやりますけど、日本医大千葉北総

病院に、救命救急センターで働いているドクタ

ーがおります。宮崎県出身、宮崎出身がドクタ

ーヘリに乗っておられるんですよ。彼の夢は、

ふるさと宮崎に帰って宮崎のドクターヘリに乗

りたい、そういうふうに全国放送でお話をされ

ているんだそうです。過酷な条件でも、宮崎の

地域医療、救急医療をやりたいという熱心な医

者は、たくさん全国にいるんだと思うんですよ

ね。この前、椎葉村立病院に行きました。院長

は、ネパールで診療された経験を持つ医者でし

たけれども、この方は大阪出身、京都大医学部

です。だから、要は行政のやる気じゃないのか

なと。知事、お尋ねしますけど―もちろん東

京のテレビも大事だと思うんですよ。マラソン

も必要なのかもしれません。でも、今必要なの

は医師の確保だと思うんですよね。どげんかせ

んないかん、これはもう、医師確保をぜひお願

いしたいと思うんですけど、もう一回、知事、

お願いします。

○知事（東国原英夫君） マラソンと医師の確

保を対等のものとしててんびんにかけられるの

は、ちょっと心外だと思うんですけれども、医

師確保というのは非常に大切だとは認識してお

ります。言われなくてもですね。議員がおっ

しゃる、全国に宮崎に帰ってきたい医師がたく

さんいらっしゃると。何を根拠に……。また、

そういう方がたくさんいらっしゃるなら、ぜひ

紹介していただきたいと思いますね。一昨年創

設しました医師派遣のシステムで、医師と個別

に交渉を進めてきましたところ、本県出身の医

師１名の採用を内定したところでございます。

また、私自身も、医療情報のウエブサイトにお

きまして、直接、宮崎への就業について呼びか

けを行ったところ、県外在住の医師等に登録を

お願いしている「みやざき地域医療応援団」
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に10名の登録がありました。その中で、将来、

宮崎での勤務を希望されている医師もいらっ

しゃると伺っております。今後とも、さまざま

な機会を通じて、関係各位あるいは市町村と連

携しながら、全国の医師に向けて就業を呼びか

けてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 いや、本当に大変な状況なわ

けですよね。マラソンはいかんとは言わないん

ですけど、ぜひそのぐらい医師確保に努力いた

だきたいという多くの期待が知事にかかってい

るということだと思うんです。きょうも新聞、

朝刊各紙で医師不足が出ていました。テレビで

もけさやっていました。本当に全国的に医者の

奪い合いが始まっています。その中で、県病院

の医師が近く退職するという話を聞くんです

が、その多さが、これはただごとじゃないです

よ。延岡病院では、消化器内科の医師が４月に

１名、８月に１名、循環器内科の医師が４月に

１名、９月に１名、外科の医師が４月に１名、

神経内科の医師が４月に１名、これだけで６

名、もっと退職するという話もありますので、

この半年間ぐらいで６～７名の医師が延岡病院

からいなくなる。既に精神科、眼科の医師はい

ません。ほかにも退職という話も聞きますけれ

ども、今の６～７名というのを置いても、現

在、延岡病院の医師定数は66名です。現員は59

名の医師でやっている。今、充足率は90％で

す。これであと６名、７名半年間でやめたら、

充足率は80％を下回ります。残った医師は大変

な状況。これは悪循環ですよね。日南病院も４

月に皮膚科の医師が退職されるという話もあり

ます。これで皮膚科の常勤の医師が日南病院に

はいなくなる。既に精神科もないと。富養園は

来年、こころの医療センターとして宮崎病院併

設になる予定ですけれども、重立った医師が退

職をされるか、また近く退職予定という話に

なっているんです。知事、この実態を、事実を

認識されているのか。されていれば、この医師

確保についてどのようにされようとしているの

か、もう一回、県病院に限ってお願いします。

○知事（東国原英夫君） 根本的には、根源的

には、新医師臨床研修制度に問題があると思っ

ているんですよ。満行議員が先ほど壇上で御指

摘になったように、我が国の医師の絶対数は、

ＯＥＣＤ加盟国の中で最下位という非常に残念

なことなんです。ですから、国策で医師をふや

していただくということを、我々が要望してい

かなきゃいけないというのがまず１つです。そ

して、御案内のように、本日の新聞にも出てお

りましたが、県立延岡病院の循環器系の医師５

人中３人が熊本等に帰ってしまうということは

伺っております。そういった中では、先ほどか

ら御指摘のドクターヘリなんかのことも検討し

ていかなきゃいけない。しかし、ドクターヘリ

は御案内のように１億6,000万円かかるわけです

ね。国が２分の１、地方が２分の１。そのヘリ

のヘリポートをつくるのに、つくり方にもよる

んですけれども、数千万からかかるわけです

よ。そういう財政的な状況も踏まえて、今後は

隣県との共同運航なども含めて、幅広い視野で

検討を進めていかなければいけないと考えてお

ります。

○満行潤一議員 国の政策的な誤りというの

は、私も壇上で申し上げたとおりです。医師が

足らんと地方は言うのに、厚生労働省は、いる

んだ、ちゃんと充足していると言う。ずっとこ

のやり方で今日来て、新研修制度で絶対地方は

医者がいなくなるよというのを、無理やり小泉

政権が医局制度をつぶした。現実はこうなった

ということですね。だから、これは地方が何で
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割を食わないかんのか、命の格差ですよ、今度

はね。地方間格差と言うけど、命の地方間格差

がこれ以上広がっていいのかということを、宮

崎に住んでいて思います。ぜひ知事も先頭に

立って、今後とも医師確保という点に努めてい

ただきたいと思います。

今、知事から出ましたので、次、ドクターヘ

リに移りますけれども、地域医療対策特別委員

会で、我々はドクターヘリの運航を行っている

佐久総合病院に行きました。本物を見ました。

改めて、その整備の重要性を認識しました。佐

久総合病院は、１年間に280件出動しているとい

うことなんですね。先ほど知事がおっしゃいま

したが、新たな出費が要る、１億円近くかかる

ということなんですけれども、医者がいるのか

という話ですけど、医者はいるんですよね、

帰ってきたい医師。そういうすごく優秀な医師

が延岡病院に来れば、その医師を頼って全国か

ら研修医が来ます。佐久総合病院も、20名の研

修医の枠に60名も70名も来て、採用枠を大幅に

超えるので、選別しているんですよ。佐久総合

病院には、宮崎出身の医者が何と９名もいまし

た。何で宮崎に帰ってきてくれんのかなと思う

んですよね。そういう優秀な医者が帰ってきて

指導医となる。そこに集う。延岡病院も当然、

意識も上がるし、いろんな部分の波及効果で、

病院の収益も必ずや上がるんではないかなと思

うんですよ。特に、県内の医療状況、道路の状

況等を考えると、やっぱりドクターヘリの拠点

を県立延岡病院に置くべきじゃないのかな、そ

ういうふうに考えています。

きょうは資料を配付していますので、皆さん

見ていただきたいんですけれども、これは九州

の地図です。今、九州では、福岡県久留米市に

あります。そして、長崎県長崎市にドクターヘ

リが整備をされています。宮崎、鹿児島、熊本

はまだありません。大分はもちろんありませ

ん。この円は半径70キロの円です。ヘリが要請

を受けて飛び立って20分後の距離が70キロにな

ります。心肺停止等で１分を争うという部分で

いくと、この70キロ、20分という時間かなと

思っています。鹿児島、宮崎、熊本、できれば

大分まで含めて、知事がおっしゃる隣県と有機

的にやりたいというのはあるんでしょうけれど

も、鹿児島県は、話を聞きますと、鹿児島は鹿

児島でやりますと。確かに離島もあるし、宮崎

と鹿児島と熊本となると、なかなか我がほうが

というのがあるんでしょう。鹿児島は鹿児島で

この円を描く。それでいくと、やっぱり延岡に

なる。延岡になると、宮崎市まで20分ですよ。

ヘリポートさえあったら、県病院、宮崎大学医

学部に20分で、延岡から医者が乗って患者も搬

送できます。天孫降臨の高千穂に、15分ぐらい

で医師と看護師が空から舞いおりる、そういう

状況ができるわけです。これを見ると、延岡に

設置すると、九州山地がほとんどカバーできま

す。今、延岡から宮崎に来るのは大変な時間が

かかりますけれども、この県境を考えると、熊

本県側、そして大分県側と共同で運航するとい

うより、「延岡でうちが診ますから、その利用

率で熊本、大分の皆さん、負担ください」と

おっしゃれば、その１億円か9,000万円がもっと

減るというふうに考えております。延岡病院に

ぜひ早い段階に設置をする。宮崎が音頭を取っ

て大分や熊本に、「うちがやるんで協定結びま

せんか」、そういうやり方はできないのか、知

事、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、延

岡にドクターヘリの拠点を置くというのは、一

つの案だとは思います。でも、ドクターヘリを
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基盤整備するためには、専門医を置くというこ

ともさることながら、ヘリポートをつくってい

かなきゃいけない。あるいは格納庫もつくって

いかなきゃいけないということなんですね。ヘ

リポートで、駐車場を利用して3,000万円ぐらい

ですか、屋上だと数億円単位かかると伺ってお

ります。その辺を安くするために隣県との連携

が必要なんじゃないかという御指摘でしょう

が、私の情報では、九州では多分、今、ドクタ

ーヘリを採用しているところは長崎だけだとい

うふうに理解しております。ドクターヘリとい

うのは、救急医療の主力を占めるものだと考え

ておりますので、今後、隣県とも連携しなが

ら、共同運航なども踏まえて調査検討してまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 先ほど言いました命の地域間

格差、東京にはドクターヘリは要らないです

ね。その調査があります。東京都の第３次救急

施設までの搬送時間は15分、宮崎県は60分をは

るかに超えています。そういう意味では宮崎

は、助かる命も助かっていない。久留米大学の

ドクターヘリ運航実績―これは福岡県久留

米、先ほど言いました―これは2002年から運

航しているはずですけど、2005年に搬送した半

数の185人が集中治療を必要とする重症患者だっ

たと。そのうち61名が死亡していた。しかし、

ドクターヘリを使わなかったら、さらに36人が

死亡した可能性があるという報告があります。

先ほどの「ドクターヘリ到着時間の目安」の後

ろに、「ドクターヘリがなかったら」という資

料をつけております。これは厚生労働省研究班

の発表した資料ですけれども、救急車搬送に比

べて死亡者数が27％減るわけですね。約４分の

１死亡者が減少する。ドクターヘリでなかった

と仮定すると、救急車で搬送していればそうな

るということですね。社会復帰も５割近くふえ

ることになったということで、これは宮崎でド

クターヘリを運航したら、一体何名の方が救え

るのかなと｡8,000万、9,000万金がかかるからと

知事もおっしゃいますけれども、これはまた違

う議論になると思うんです。トンネルを通して

も10億という単位ですね。道路は、トンネルだ

けじゃだめですから、道路整備をしてやっとつ

ながる。それよりも、年間１億円足らずで命が

救える。それをぜひお願いしたいと考えていま

す。地域医療計画にドクターヘリ導入というの

は、部長、やっぱり無理ですかね。具体的な盛

り込みというのはできないのか、部長、お願い

します。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 先ほどお答え

しましたとおり、ドクターヘリにつきまして

は、隣県との共同運航を含めた導入について調

査検討を行うとして、医療計画案に記載してい

るところであります。

○満行潤一議員 知事も部長もかたいのでなか

なかですけど、ヘリポートのことを知事がおっ

しゃっているので進みますけど、本来、災害拠

点病院というのは、ドクターヘリじゃなくても

「あおぞら」もあるわけですから、常設ヘリポ

ートがあるのは当然だと思うんですね。海上保

安庁も自衛隊もあるわけですから、そういう意

味では、災害拠点病院にヘリポートが当然ある

べきものが、本県はおくれていると。この前、

入郷に行きまして、町長さんが、「うちの病院

にはヘリポートがあるのに、何で基幹病院であ

る延岡病院にないんですか」、こうおっしゃっ

ていたんですけれども、確かにそうだと思うん

ですね。ヘリコプターから一回乗せかえて病院

に搬送しないといけない。時間も10分から15分

無駄になってしまうという状況にあるわけで
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す。山岳救助とか離島の患者の搬送というの

は、直接、救命センターに運ばれればどれだけ

延命率が上がるか、そこをぜひ考えていただき

たい。病院ヘリポートの整備というのは本当に

重要だと思っています。私は熊本赤十字病院の

ヘリポートを見てきました。写真をつけていま

せんけれども、ここは屋上ヘリポートと駐車場

設置と２つありました。金が3,000万かかるとか

おっしゃるんですけれども、駐車場の上に置く

のが3,000万かかるのかな、そんなに必要なのか

なという気もするんですが、本来、災害拠点病

院に常設ヘリポートというのは必要だと思うん

ですね。これは部長、もう一回、済みません

が、新たな地域医療計画にヘリポートの整備と

いうのは含まれませんか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 災害時のヘリ

コプターの活用というのは、非常に有効かつ重

要であるとは認識しております。現在、災害拠

点病院では、主として病院の敷地に近接する場

所を臨時離発着場として緊急時の体制に備えて

いるところであります。各災害拠点病院におけ

る常設のヘリポートの配置につきましては、既

存施設の構造の問題とか、先ほどから出ており

ますコストの問題、そういった課題が大きいこ

とから、計画の中で記載するのは、現時点では

難しい状況にございます。

○満行潤一議員 あれば利用もできるし、利用

頻度はふえる、それで助かる命がふえてくる。

ぜひ計画的に、せめて３次救急である延岡病

院、宮崎病院に整備をいただきますように、心

からお願い申し上げたいと思います。

公立病院改革ガイドラインについて、幾つか

話を進めたいと思います。国による医療費抑制

が行われる。先ほど申し上げました。また、研

修医制度の変更によって、本当に地方の自治体

病院の医師確保が困難になる。医師がいないと

いうことは、それだけ稼ぎ頭がいないわけです

から、経営難に陥る。こういう時期に国から、

経営の効率化、再編、ネットワーク化、経営形

態の見直しをやれと言われるわけですよね。こ

こまで県や市町村立病院の経営が悪化した責任

の一端は、やっぱり国にあると思うんですよ。

その責任はどこかに行って、経営が悪化すれ

ば、民間に身売りしなさい、統廃合しなさい、

そういう地域医療の担い手である公立病院の実

態を見ようともしないと、私は考えるんですけ

れども、何をか言わんや、そういうふうに考え

ています。もともと公立病院の果たすべき役割

は何なのか。端的に言えば、地域において提供

されることが困難な医療、とりわけ採算性を度

外視した山間僻地の医療、離島の医療など民間

医療機関の立地が困難な過疎地等の医療を行っ

ている。救急医療、小児医療、周産期医療、も

ともとそういう不採算部門を担っているのが公

立病院の役割、そういうふうに考えます。この

不採算部門を廃止すれば、経営は好転すると思

うんですよ。でも、地域住民の命を守ることが

使命の公立病院にそんなことができるのか。民

間病院でやれない救急や産科といった政策的な

医療サービスこそ不採算部門になるわけですよ

ね。それが事細かに指示されたガイドラインが

国から示されています。当然、地域地域で実情

が違います。この改革プラン作成に当たって、

国の関与は本当に最小限にとどめるべきだと思

いますし、県にはそういった立場で市町村支援

に当たっていただきたいと思いますけれども、

地域生活部長、いかがでしょうか。

○地域生活部長（丸山文民君） 本県の市町村

立病院につきましては、僻地医療や救急医療を

担う、それぞれの地域における唯一の病院、あ
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るいは基幹的な病院でありますが、取り巻く環

境は、その立地条件はもとより、規模や機能、

それから経営状況などさまざまであります。し

たがいまして、改革プランの内容も、各市町村

において、地域の実情に応じ、公立病院の役割

や市町村の財政状況を踏まえた上で、地域住民

に対する医療サービスが将来にわたって安定的

に供給されるよう、みずからの判断で策定する

ことが重要であると考えておるところでありま

す。以上です。

○満行潤一議員 市町村の自主的な策定、そう

いうふうに部長もおっしゃっていただきました

ので、ぜひそういうことで県も支援を引き続き

していただきたいなと考えています。また後ほ

ど言いますけれども、県病院のあるところは県

病院があればいい。延岡には市立病院はない。

日南にはないんだろうと思うんですね。ないと

ころの市町村は、国保病院、１億円の赤字が出

ても一生懸命その地域の医療を守るために頑

張っていただいておりますので、ぜひそこのと

ころは皆さんわかっていただきたいなと思って

います。

さて、新規事業に小児救急拠点病院整備事業

というのがあります。この小児救急拠点病院整

備、これは私、いつか大分前に質問したなと

思って議事録を見てみましたら、14年２月、

ちょうど６年前に小児救急拠点病院整備につい

て質問をしています。このときの質問の趣旨

は、新年度、14年度から２つの医療圏に１つの

拠点病院を整備する計画なので、本県も設置に

向けて急いでいただきたいという趣旨だったん

ですけれども、そのときの担当部長、だれとは

言いませんが、答えは、具体性はなかったんで

す。やっと今年度、新年度に、こども医療圏プ

ロジェクトにより、県内３つの圏域に小児救急

患者を受け入れる拠点病院を整備する計画であ

るようですけれども、どういった概要なのか、

担当部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） こども医療圏

プロジェクトは、県内を新たに３つの圏域に再

編し、各医療圏ごとに体制整備のあり方をそれ

ぞれ具体的に検討して、主要な医療機関につい

て拠点病院化を図ろうとするものであります。

そこで、県としましては、即戦力となる小児専

門研修医の育成や、国庫補助制度を活用した運

営費の補助等によりまして、必要となる小児科

医師を確保するなど、拠点病院としての安定的

な体制整備を目指していきたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 本県は２次医療圏ごとにやっ

ているんですが、これまた県内で３つという圏

域に分けるということですので、その整合性と

かも聞きたいんですけれども、また次の機会に

そのことについては触れたいと思っています。

次に、都城市の救急医療体制の整備につい

て、これは知事にお願いします。これは昨年２

月に質問をしています。この都城地区の救急医

療体制の整備について、この前、11月15日に都

城市長、三股町長、両議会議長と地元議員で知

事にお会いして、提案活動を行ったところで

す。主なものは、救急医療センター、また２次

医療施設である都城市郡医師会病院を、県西地

域の救急医療拠点病院として位置づける。その

ために今後整備をする。２分の１の施設整備費

補助をお願いしたい。農地転用の手続に配慮い

ただきたいとか、合併支援措置を配慮いただき

たい、県によるふるさと融資の実施をお願いし

たいということでした。そのとき、短い時間で

したけれども、知事のお答えは、「小林市民病

院建てかえとの兼ね合いもあるし、都城市郡医
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師会病院は民間ですからね」という前置きは

あったんですけれども、おおむねその趣旨は御

理解いただいていると理解をしています。知

事、先ほど言いましたように、県西部に県病院

はありません。そのかわりを都城市郡医師会病

院が担っているという状況にありますので、ぜ

ひ配慮方をお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） 満行議員は都城のこ

とが多いですね。それはさておき、都城の市郡

医師会病院は、２次救急とか災害時の医療で、

拠点病院としての非常に重要な役割を担ってい

ただいているということは認識しております。

でも、今、都城市で、「都城地域健康医療ゾー

ン整備に関する協議会」というのを設置され

て、救急医療センターとか市郡医師会病院の移

転等も含めた検討が行われておると伺っており

ます。今この段階では、県としては、その検討

を見守っていくことしかないのかなと思ってお

ります。

○満行潤一議員 この前、前向きな答弁だと思

いましたので、ぜひよろしくお願い申し上げた

いと思います。

病院局長にお願いなんですけど、救急医療と

か政策医療になる部分、不採算になる部分を別

枠で計上できないのかなと。いつも決算は全部

一つですよね。それは会計法上いろんな部分で

一緒なのかもしれませんけど、内訳みたいな仕

切りがあると、県病院は赤字だ、一般会計から

何ぼ入れているということも理由がつくのかな

と。これは政策医療でやっているから不採算に

なってしまいますよというところは、何かつく

れんのかなと思うんですけど、できないんで

しょうか。

○病院局長（植木英範君） 先ほどお話にあり

ましたとおり、県立病院は全県レベル、または

地域の中核病院として、政策医療や高度医療な

ど、一般的に他の医療機関では対応が困難な医

療を中心として担っているところでございま

す。病院事業の会計につきましては、地方公営

企業法により、会計方式の枠組みが定められて

おりますとともに、経営動向を時系列で正確に

把握する必要もありますことから、裁量の範囲

内とはいえども、方式の変更はおのずから制約

があるところでございます。御提案のありまし

た不採算部門を別枠で計上するということは、

これまでいたしておりませんが、県立病院が

担っております政策医療や高度医療などの不採

算医療部門に要する費用は、相当の額になるも

のと思われます。以上でございます。

○満行潤一議員 県病院としてアピールすると

いうことじゃないのかなと思うんですよね。ぜ

ひ今後、御検討いただきたいなと思っておりま

す。

感染症対策に移ります。もう新型インフルエ

ンザがいつ発生してもおかしくない、これは前

の質問でもしました。特にアジアでは、鳥イン

フルエンザが人に感染した症例が、各国から報

告されています。また、母子感染とか、人から

人に感染した事例も報告されている状況です。

ここで、感染症対策について２点お伺いしたい

と思います。

１つは、感染症法に基づく第１種感染症指定

医療機関、まだ本県は指定された病院がありま

せん。今後の見通しについてお伺いしたい。

２つ目は、宮崎空港のＣＩＱ体制ですね。税

関、入管、検疫についてですけれども、検疫

法、感染症法、食品衛生法など、海外から持ち

込まれる、また海外へ持ち出す動植物、食品な

どが、病原体や有害物質に汚染されていない
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か、それを確認するための検疫業務というの

が、厚生労働省福岡検疫所宮崎空港出張所が設

置されて行われているんですけれども、組織改

編で宮崎空港には２人の係官しか駐在していな

い。これでは、緊急時はもちろん、通常の業務

にも支障が出るんじゃないか。増員について国

に対して要望されているのか、担当部長、お願

いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 第１種感染症

指定医療機関についてであります。エボラ出血

熱、痘瘡、ペスト等の一類感染症に対応するた

めに、都道府県の区域ごとに第１種感染症指定

医療機関の指定が求められておるところであり

ますけれども、全国では、19年の５月現在で26

都道府県29医療機関において指定がなされてお

ります。一方、本県におきましては、２次医療

圏ごとに１カ所ずつ７医療機関30床、これを第

２種感染症指定医療機関として指定をしている

ところでありまして、第１種感染症指定医療機

関については、いまだ指定に至っておりませ

ん。こういうことで、第１種感染症指定医療機

関についても早期に指定をすべく、関係医療機

関等との協議を行っているところであります。

専門医の確保等、医療機関の指定が難しい状況

ではありますが、今後とも指定に向けて努めて

まいりたいと考えております。

○地域生活部長（丸山文民君） 宮崎空港の検

疫体制についてでありますけれども、宮崎空港

の税関や出入国管理、検疫といった、いわゆる

ＣＩＱ体制につきましては、平成13年、ソウル

線の就航を機に整備が進められております。現

在では、国際チャーター便を含めまして、年間

７万人を超える利用者を受け入れていただいて

いるところであります。このような中で、ソウ

ル線につきましては、昨年11月から増便となっ

ておりまして、本年６月からは、また台北線が

就航するということになっております。このよ

うな状況で、国際線の利用者はさらに増加をす

ると見込まれているところであります。このた

め、国に対しまして、検疫を初めとするＣＩＱ

機関の人員増、それから体制の充実強化を機会

あるごとに強く要望しているところでありま

す。以上であります。

○満行潤一議員 それでは、地域バスについて

ひとつ担当部長、お願いしたいんですけれど

も。県内の市町村がコミュニティバスを導入す

るに当たって、国土交通省のガイドラインに沿

わない形で運行を始める事例が多々見受けられ

ると、指摘もされているところです。１つは、

地域公共交通会議のあり方、既存のバス事業者

を軸にした企画・立案がなされていません。現

在、市町村において設置されている地域公共交

通会議は、コミュニティバス導入を前提として

いるために、最初に結論ありきの形式的な議論

の場になっていると聞きます。そのため、既存

バス事業者が、企画・立案の段階はもちろん、

実質的な検討の中でも活用されておらず、さま

ざまな不合理が生じています。国土交通省は、

「地域公共交通会議ガイドライン」の中で、次

のとおり指摘をしています。「その際、路線定

期運行を中心に、整合性のとれた地域交通ネッ

トワークが構築されるよう留意することが必要

である。必要性の判断に当たっては、地域の関

係者から成る地域公共交通会議において、地域

住民の生活に必要な旅客運送を確保し、もって

地域福祉の向上に資するため、責任ある議論が

行われることが求められる」とあります。しか

し、実際は、１回の会議で委託業者まで決まる

市町村もあったようであります。国土交通省の

ガイドラインにある委託業者選定に当たって
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の、国土交通省が示した優先順位によることな

く、ただ安いというところに基準が置かれた入

札になっている。多くの自治体で既存のバス事

業者を事実上排除した形となっているのが実情

のようです。

また、問題とするべき安全運行と管理責任の

明確化がなされていないのではないか。市町村

に共通しているのは、コミュニティバス導入の

目的を、いかにコストを安く抑えるかというと

ころに置いている点。例えば、標準的な落札額

の半額以下で落札したタクシー会社、当初、シ

ルバー人材センターに運行を委託した自治体、

自治会へ時給900円で運行を委託した町営バス、

このようなコスト至上主義に対して、国土交通

省九州運輸局は、「地域公共交通の活性化・再

生を目指して」の中で、次のように指摘をして

います。「その運行については、安全の確保に

万全を期すため、単純な価格競争に陥らないよ

う、十分配慮する必要がある」となっていま

す。県として、国土交通省の「地域公共交通会

議ガイドライン」「運行主体選定ガイドライ

ン」などに沿ったコミュニティバス運行事業を

行うよう市町村に助言し、さらに指導すべきで

はないかと思いますが、担当部長、いかがで

しょうか。

○地域生活部長（丸山文民君） コミュニティ

バスについてでありますけれども、市町村にお

きましては、コミュニティバスの導入に当た

り、当該市町村や国、地域住民、バス事業者な

どで構成いたします地域公共交通会議を国のガ

イドラインに沿って設置し、運用し、当該会議

で合意された事業計画等について、国の登録や

許可を受けているところであります。なお、コ

ミュニティバスの運行主体の選定につきまして

は、市町村が、経費面や安全面、その他それぞ

れの地域の実情を踏まえまして運用されている

ものと考えております。県といたしましては、

今後とも国と連携をしながら、市町村に対し

て、安全運行を初め、コミュニティバスの適切

な運営が行われるよう助言してまいりたいと考

えております。以上であります。

○満行潤一議員 ぜひ主体的に県もタッチして

ほしいなと。今回、代替バス補助金が廃止され

て、コミュニティバスも２年間の限定の補助で

すよね。それ以降の本県の路線バスネットワー

クをどう維持していくのか、本県の政策がなか

なか見えてきません。これは外山議員も取り上

げられると思いますので、そちらに譲ります

が、ぜひ主体的に、地域の交通を守るという視

点でお願い申し上げたいと思います。

皆さんの手元に、「平成19年度人権に関する

作品最優秀賞受賞作品紹介」をお配りしていま

す。ここに、「ぼくのおともだち」都城市立南

小学校１年、松本崇さんの作文があります。時

間がありませんけれども、読ませてください。

「ぼくは、しょうがっこうににゅうがくした

とき、おなじクラスのおともだちが、みみにき

かいをつけているのをみました。あれはなんだ

ろう、とおもいました。

いえにかえって、おかあさんにきいたら、

「あれは、ほちょうきだよ。たかしが、めがわ

るいからめがねをかけているのとおなじで、み

みがきこえにくいから、きかいにたすけても

らっているのだよ。」とおしえてくれました。

なんにちかたって、せんせいから、「りょう

たろうくんのほちょうきに、すなをかけたり、

みずをかけたりしたらだめですよ。ほちょうき

がこわれるからね。」とおしえてもらいまし

た。ぼくは、そうなんだ、きをつけよう、とお

もいました。
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おなじクラスのひろとくんは、「りょうたろ

うくんのことばが、すこしだったらわかるよ。

だって、おなじようちえんだったから。」とお

しえてくれました。

ぼくには、あまりわかりませんでした。で

も、りょうたろうくんとおはなしがしたいな、

とおもいました。

いつか、こくごのじかんに、せんせいが、

「あめ、すき。」としゅわでやっていたので、

しゅわではなせばいいんだ、ときづきました。

そして、ぼくとおかあさんとおねえちゃん

で、しゅわきょうしつのけんがくにいきまし

た。たのしかったので、ならいはじめました。

よるだからねむくなることもあるけど、しゅわ

をするのがすきです。

ぼくは、おぼえてすぐ、「わたしのなまえ

は、まつもとといいます。よろしくおねがいし

ます。」とりょうたろうくんに、しゅわでしま

した。

またしゅわきょうしつにいって、こんどは、

「あなたのなまえはなんですか。」をおぼえ

て、つぎのひ、がっこうにいって、りょうたろ

うくんにききました。りょうたろうくんは、

「わたしのなまえは、わたなべりょうたろうと

いいます。」としゅわでやってくれました。ぼ

くは、すごいなあ、とおもいました。

りょうたろうくんも、にゅうがくしたときよ

りおはなしがじょうずになったし、ぼくもすこ

しは、きくのがじょうずになってきました。

これからも、もっとなかよしになりたいで

す。」という作文です。

それ以外に、たくさん優秀な作品、作文が

載っていますので―これは各家庭に配布され

ていますけれども―ぜひもう一回、皆さん見

ていただければありがたいなと思っています。

何が言いたいかというと、ハンディがあって

も、自分たちの行く学校、普通校、そして特別

支援学校、それは当事者が決める、そのことだ

と思います。私が小さいころは、障がいを持

つ、ハンディを持つ友達が学校にはいませんで

した。今の子は、共学が進んで、すばらしい経

験ができているなと思っています。自閉症の子

がいるクラスに、うちの子もいました。うちの

子を見て、本当にいいものだなと感じていると

ころであります。

さて、教育問題、幾つかお話をしたかったん

ですけれども、時間がありませんので、絞って

お話ししますが、特別支援学校総合整備計画と

いうのが出されました。分厚いんでしょうけれ

ども……。保護者からすると、高等部の設置の

要望が依然として多い。あと、スクールバスの

設置と、スクールバスがあっても、もっと広い

範囲に運行していただけないか、これは非常に

大きいわけですね。このことについて教育長、

お願い申し上げます。

○教育長（高山耕吉君） 今後の取り組みでご

ざいますけれども、特別支援学校の整備につき

ましては、これまで全県的・総合的な視野に立

ちまして、計画的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

も、またスクールバスの整備につきましても、

平成20年度中に策定の予定をいたしております

「宮崎県特別支援学校総合整備計画」の中で、

十分検討をしてまいりたいと考えております。

以上です。

○満行潤一議員 ぜひニーズを酌み取っていた

だきたいなと思っています。

もう一つ、最後になるでしょうけれども、北

諸県の中高一貫教育校のスケジュールが発表さ

れています。スケジュールというか、検討する
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ということになるようですけれども、今後のス

ケジュールはどうなっているのか。どうも知事

の出身校になるのかなという、ちまたの話もあ

りますが、教育長、いかがでしょうか。

○教育長（高山耕吉君） 中高一貫教育校の今

後の取り組みでございますけれども、今年度、

学識経験者等で構成をいたします「中高一貫教

育校調査・研究委員会」を設置し、学校の設置

形態や設置地域等について御協議をいただきま

して、北諸県地区への設置が望ましいという御

意見をいただいたところでございます。この提

言を十分踏まえまして、来年度、北諸県地区へ

の新たな中高一貫教育校の設置に向けまして、

設置理念とか効果的な中・高の接続のあり方等

について、具体的な検討を進めてまいりたいと

考えております。以上です。

○満行潤一議員 もう時間がありませんので、

これで終わりますけれども、昨日の知事の答弁

の中に、特別支援教育の充実に努力していきた

いという答弁がありました。私は大変力強く

思ったところであります。知事を先頭に、みん

なが安心して生活できる県土づくりに邁進いた

だきますように、心からお願い申し上げまし

て、私のすべての質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、暫時休憩をいたします。

午前11時36分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、愛みやざき、６番西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

を代表し質問を行います。

我々愛みやざき４名は、当初予算を審議する

この２月議会を経て、おおよそ１年間の流れを

知ることになりました。東国原知事の県民の期

待を集める活躍ぶりに、県政にも注目が集ま

り、同時に、行政のチェック機能としての県議

会のあり方にも、県民の厳しい視線が注がれた

１年でもありました。我々も１年前、行政改革

や議会改革を目標に、それを訴えてきた経緯が

ありますが、議会改革に一緒に取り組んでいた

だいた先輩・同僚議員にも深く感謝申し上げま

す。その結果、本会議における一問一答方式の

導入、政務調査費の全公開、また海外視察の中

断など、どちらかといえば、これまでタブー視

されてきた事案を逐一改革され、現在でも、応

招旅費を初め議員定数削減など、議論は続けら

れております。納税者の立場に立った、あるい

は県民目線においての議会改革の一翼を担えた

ことを、我々も非常にうれしく感じておりま

す。

ところで、衆参における与野党のねじれ国会

において、道路特定財源の改正法案、いわゆる

暫定税率延長か否かで、国民の関心が非常に高

まっているところであります。本県の道路整備

や財源の確保には非常に重要な問題でもあり、

民主党の菅代表代行との討論会では、知事とし

て、地方のおくれた道路整備状況を代弁してい

ただいたと思っております。しかし、ここはあ

くまで県議会です。今議会冒頭のように、国政

の第２ラウンドを県政の場に持ち込まれること

を、我々は非常に危惧しております。県民の期

待する県議会はどうあるべきか、深刻に考えさ

せられたことでもありました。議員１年生の４

人会派ですが、初心を忘れることなく、引き続

き県民目線で、この改革に情熱を注いでまいり
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たいと思っております。

それでは、質問に移ります。

県内外を問わず飛び回る知事の精力的な政治

活動に対し、率直にお考えを伺いたく存じま

す。

最近の知事の政治活動には、道路特定財源の

ことも含め、地方の声を国政に反映させるとい

うお気持ちもあったかと思います。今、地方政

治と国政との間に感覚のずれも感じられ、不信

が募る部分もたくさんございます。昨日の知事

の答弁の中にも、そのような強い思いが感じら

れました。しかしながら、県民の中には、全国

区で活躍する知事の働きを頼もしく思える県民

もおりますが、逆に、もっと県内の地域に根差

した活動をしてくれという県民もたくさんい

らっしゃいます。県民への説明責任を果たす必

要もあるのではないかと思いますが、最近の知

事の政治活動について伺います。

まずは、北川元三重県知事、松沢神奈川県知

事らと１月20日に発足させた「地域・生活者起

点で日本を洗濯（選択）する国民連合」、略称

「せんたく」について伺います。一部報道で

は、３月上旬に発足式を開くそうですが、中心

として活動されている知事の立場は、一県知事

を超えて日本全国を改革しようという気概が見

受けられます。マスコミからは、国政では政界

再編への動きの一つとなるのではないかという

憶測も飛び交っているところでありますが、こ

の活動自体、我々から見ても非常にわかりにく

いところもあります。本来ならば、知事として

県民と向き合うべき公務や政務の時間を使って

までも知事が参加された意図、そして「せんた

く」設立の目的は何か、お伺いいたします。さ

らに、共同代表として名を連ねておられます

が、どれぐらいの活動が予想され、それは県知

事としての職務に影響がないのか、お伺いしま

す。

２つ目に、知事の選挙応援について伺いま

す。大阪府では橋下徹新知事が誕生いたしまし

た。東国原知事も大変懇意にされているそうで

すが、大阪まで応援に駆けつけるほど仲がいい

そうですね。しかし、県知事という影響力を

持った方が大阪まで行った理由が、「以前から

仲よくしていた」というだけでは納得がいかな

い部分もあります。政策か何か橋下氏に期待で

きることがあったからこそだとは思いますが、

これまでどこの選挙応援にも行かなかった知事

が、どのような経緯で応援されたのか、お考え

をお尋ねします。

また、知事として、これを機に大阪・関西圏

との積極的な交流というもののお考えがあれ

ば、アイデアもあわせてお聞かせください。

もう一つ、知事のイラスト使用の問題に対し

てです。昨年の愛みやざき武井議員の一般質問

にもありましたが、知事や宮崎の品位を落とす

使用に対しては、県民アンケートを実施するな

ど、やっと動いてもらえたかなという感想を

持っております。我々も、決してイラスト使用

をやめてくれとは言っておりません。あくまで

適正な使用を望むところです。しかし、アンケ

ートにおいては、イラストの「自由使用」か

「全面使用禁止」の二者択一で県民から意見を

募集しており、103件の回答のうち、使用41件、

禁止17件、回答なし45件とのことだったのです

が、全面禁止を望む声の17件は人気の高い知事

にとって少なかったとは、我々は思っておりま

せん。勇気のある本音だと思っております。回

答がない45件に関しては、「品位を欠くものに

使用すべきでない」という声もあったのではな

いかと思いますが、東国原知事も、今後は悪質
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なケースには厳しい態度で臨むということを、

先日おっしゃっておられました。例えば、過去

のウナギや地鶏のような件があったならば、具

体的にどのような対応をされるのか、また、こ

のアンケートのとり方が正しかったと思うの

か、お聞かせください。

以上で壇上からの質問を終え、自席より一問

一答方式で質問を続けます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まずは、「せんたく」についてであります。

私は今、国政が停滞・混迷している状況の中

で、国民生活というものが置き去りにされてい

る気がしてならないのであります。こうした中

で、日本を変えるためには、戦後の「お任せ民

主主義」「霞が関・官僚主導」を打ち破り、地

域社会や生活の現場から、この国のあり方を根

本から問い直す「地域・生活者起点の日本変革

運動」、いわゆる「平成の民権運動」と言って

おりますが、それらの運動を起こさねばならな

いと考えたところであり、このような趣旨か

ら、志を同じくする方々と「せんたく」を設立

したものでございます。なお、「せんたく」に

は、全国の県議会議員、あるいは市町村長を初

め、現時点で110名を超える方々に参加、御理解

をいただいているところでございます。私自

身、この１年、地方行政に携わってみて、制度

上の限界を感じているのも事実であります。知

事として、あくまで地方に軸足を置いてという

前提ではありますが、制度上の限界をどのよう

に是正していくか、どのように中央集権から地

方分権に変えていくかということを念頭に置い

て活動する必要があり、これがひいては本県の

発展に結びつくものと考え、発起人として参加

させていただいた次第であります。なお、「せ

んたく」における共同代表としての活動につい

ては、現時点ではまだはっきりとはしておりま

せんが、知事としての職務に影響がないよう、

十分に配慮してまいりたいと考えております。

続きまして、橋下大阪府知事の応援について

であります。大阪は、宮崎あるいは九州の農産

物や観光の大きな市場であり、大阪が元気に

なってもらわないと、本県や九州の物産や観光

も振るわないと、かねてから考えておりまし

た。そうした折、大阪府知事選に、昔からの友

人である橋下氏が立候補され、その人となりや

見識についてよく存じ上げておりましたので、

彼こそ大阪府知事にふさわしい人物ではないか

と考えました。その後、橋下氏より応援の依頼

がありまして、大阪のため、ひいては本県のた

めになることでもあると考えて、応援をお引き

受けした次第でございます。

関西圏との交流についてであります。西日本

の拠点である大阪は、エネルギーとバイタリ

ティーにあふれた大都市であり、本県と大阪と

の間における物や人の流れを、これまで以上に

活発化させることが重要であると認識しており

ます。このため、私を先頭にさらなるセールス

活動を展開することで、関西に向けた県産品の

一層の販路拡大を図るとともに、入り込みが伸

び悩んでいる関西方面からの観光客誘致に向け

た取り組みを強化してまいりたいと考えており

ます。今後、橋下知事とは、互いに切磋琢磨し

つつ、宮崎と大阪の連携をより強化すること

で、宮崎から、そして大阪から地方を元気にし

てまいりたいと考えておる次第でございます。

私に似せたイラストについてであります。こ

のたび、私に似せたイラストについては、当

面、現状のような自由な使用を基本とすること

が県全体にとってプラスになると、総合的に判
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断したところでございます。同時に、法令違反

や不適切なイラストの使われ方について的確に

対応するため、県に連絡窓口を設置したところ

であります。この窓口では、悪質なケース等の

情報提供があれば、その事実関係を確認した上

で、個別具体的なケースに応じて、抗議や使用

差しとめなどの対応を検討することにしており

ます。また、今回の意見募集につきましては、

私や県がイラストを管理することは、根本的な

問題があることから選択しないことにいたしま

したので、その考え方について詳しく説明した

上で、残された選択肢として２つの方策をお示

ししたものであり、イラストを使用している企

業を初め、広く県民の皆様の御意見を聞いたも

のであります。なお、この２つの方策以外に

も、「その他」として自由な意見を求めており

まして、二者択一によるアンケートではござい

ません。〔降壇〕

○西村 賢議員 熱の入った答弁、ありがとう

ございました。

「せんたく」について、もう少し伺います。

私個人が思っていた以上に、知事の思いという

ものは深く、高い目標に向かって走っていって

いるんだなというのを感じたところであります

が、我々宮崎県議会の議員に向かって、「ぜひ

一緒にやりましょう」「「せんたく」に入って

ください」というようなメッセージはございま

すでしょうか。

○知事（東国原英夫君） この時点で、「せん

たく」というのがどういうふうな活動をすると

いうのが、まだ具体的に全国的に発表されてお

りません。ですから、全体的な理念、総論でし

かお示しできていない状況でございますが、も

しこういう理念に、地方あるいは地域の生活者

の視点に立って日本国を洗濯（選択）する―

洗うというのと選択、チョイスするという意味

なんですけれども―そういったものに御賛同

いただければ、ぜひ参加をお願いしたいと思っ

ております。

○坂口博美議長 関連質問を許します。武井俊

輔議員。

なお、時間は本人の持ち時間の範囲内になっ

ております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。関連

質問、武井俊輔がさせていただきます。時間も

ありませんので、早速質問に移らせていただき

ます。

イラストについて御質問申し上げます。ま

ず、資料を配っております。ごらんいただきた

いと思います。これは、ネットショップで販売

しているアクセサリーですが、これに「宮崎県

東国原知事公認」というふうに書いてございま

すが、知事はこのようなものを公認されたとい

うことでよろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 公認した覚えはござ

いません。

○武井俊輔議員 わかりました。ということ

は、この会社は、知事が公認していないにもか

かわらず、公認したと詐称しているということ

になりますが、そういうことでよろしいでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 現状ではそういうこ

とになりますね。

○武井俊輔議員 とするならば、午前中にサイ

バー犯罪などという話も出ていましたけれど

も、要は、公認していないものを公認したとし

てネットで販売しているわけです。ということ

は、先ほどの答弁にもありましたが、指導対象

になるこの会社へは指導を行うということでよ

ろしいでしょうか。
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○知事（東国原英夫君） 事実確認をしまし

て、その公認というのがどういう意味なのかと

いう解釈も含めまして、今後、対応を検討した

いと思っております。

○武井俊輔議員 一般的に公認といえば、要は

宮崎県東国原知事が認めた、下のほうにも「超

話題のあの人が…」とか書いてあるわけです

ね。これは一般的に見れば、明らかに東国原英

夫知事が認めましたよというふうに、普通に読

めば見えます。そうなっているということです

から、そこは公認したという事実を詐称してい

るというのは、間違いないと思います。いかに

モラルに頼るのが危険かというのが、この辺で

もよくわかる事例なんですが、総合政策本部長

にお伺いをいたします。今回、イラストに関す

る窓口をつくりまして、そこで、来たものに対

して調査をして苦情を受けるということです

が、こういったものは、ネットで幾つかのキー

ワードでもちょちょっと入れれば、幾らでも出

てくるんですね。ですから、県が本当にこのイ

ラストの問題を問題だととらえているのであれ

ば、はまり込んでやれとは言いませんけれど

も、可能な範囲ででも県として調べて、能動的

に指導するということが必要ではないかと思う

のですが、見解をお伺いします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 御案内のよ

うに、このイラストというのは多種多様な商品

に使われております。また、その取り扱われて

いる範囲というのは、県内はもとより全国津々

浦々でございます。これだけ広範囲に広がって

いるものにつきまして、県として、こちらから

積極的に能動的にそれを調査するということは

無理でございます。これは人的な制約もござい

ます。したがいまして、県としましては、連絡

窓口を設置したことを周知徹底することで、で

きるだけ迅速に的確に対応してまいりたいと考

えているところでございます。

○武井俊輔議員 全然お答えになっていないと

思います。さっきも申し上げたとおり、ちょっ

とネットで調べるだけでも、こういったものが

出てくるわけですね。しかも、宮崎県東国原知

事というのが詐称されている、これは重大なこ

となわけですね。ですから、今のお答えを聞い

ても、来たら対応しますよというだけじゃない

ですか。やはり少しでも自分たちで調べていこ

う、探していこうということがないということ

であれば、これは県として本気で解決する意思

がないということと同義ではないかと思います

が、もう一回お願いします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 先ほど御答

弁したことと全く同じでございます。県として

は、人的な制約もございますので、連絡窓口を

設置したことを周知徹底することで、できるだ

け迅速・的確な対応をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。

○武井俊輔議員 この辺を見ても、県の対応の

意識とか熱意とか考え方というのが、非常によ

くわかるんじゃないかなと思います。大変残念

に思います。

最後に一つお伺いします。このイラストにつ

いて、私は、自社の商品にイラストをつけて販

売している会社と、イラストの版権販売を業と

している会社では、おのずから責任の度合い、

社会的影響が全く違うと思っております。これ

は台湾のウナギの問題を見ても明らかなんです

が、そういう意味では、こういった版権販売を

業としている会社からは、例えば審査基準の公

表とか対応の体制などをちゃんと県としてヒア

リングをして提出させるというような、一歩踏

み込んだ対応が必要ではないかと思いますが、
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いかがでしょうか、知事にお伺いします。

○知事（東国原英夫君） このイラストの版権

販売をなりわいとしている企業に、その規定基

準を公表させるとか出させるというのは、それ

こそがイラストの管理になってしまう側面もご

ざいますので、今のところは、私のイラストを

私の肖像権に絡めることなく自由にお使いくだ

さい、つまり関与しませんという態度でござい

ます。その点に関しては、イラストの版権をな

りわいとされている方、それ以外の方には、平

等というか公平に対応している、対処している

わけでございます。

○武井俊輔議員 以上で終わります。

○西村 賢議員 平成20年度の予算案について

伺います。

平成20年度当初予算案について質問いたしま

す。冒頭に、私が９月に質問しました日向警察

署の建てかえで、知事のテレビ等での発言で、

日向署が非常に全国的に有名になりました。こ

れが新たな観光地になればいいのでしょうが、

恐らくそれはないと思います。新年度の予算に

建設整備検討事業、このようについておりまし

た。非常に感謝申し上げます。これに続きまし

て、都城警察署に早期に取りかかっていただく

ようにも、あわせてお願いしておきます。

当初予算が提案されましたが、厳しい県の財

政事情を反映し、７年連続の超緊縮予算編成と

なっております。もちろん無駄遣いのできる余

裕はありませんし、知事にとっても断腸の思い

で見直しを行われたとは思います。また、基金

等の枯渇も懸念されております。知事も就任時

から絶えず厳しい財政事情を叫ばなければなら

ない状況にあり、「こんなに借金をだれがつ

くったんだ」という声には、我々も同感してお

ります。しかし、そうはいっても、減収対策や

将来の見通しなど、しっかりとした展望を持っ

ておかねばならないと思っておりますので、ま

ず知事にお伺いします。予算編成への思いと財

政再建、基金について、知事のお考えをお聞か

せください。

○知事（東国原英夫君） 平成20年度当初予算

編成は、私にとって初の通年予算という本格的

な予算編成でありましたので、私のマニフェス

ト達成に向けて、19年度の肉付け予算では盛り

込むことのできなかった事業や、中山間地域・

植栽未済地対策等の３つの重点施策を中心に、

積極的に取り組むことといたしました。19年度

地方財政対策等の影響などにより、収支不足額

が拡大し、大変苦しい予算編成を強いられたと

ころであります。しかし、さらなる事務事業の

見直し等を進めるなど財源捻出に努めることに

より、３つの重点施策を初め、本県が直面する

喫緊の課題に対応した優先度及び重要性の高い

事業については、しっかりと措置することがで

きたのではないかと考えております。また、財

政改革につきましては、第２期財政改革推進計

画に基づき、人件費の削減や投資的経費の縮減

・重点化、事務事業の徹底した見直し、歳入確

保対策により、一般財源ベースで100億円の削減

を行ったところでございます。先ほど申し上げ

ました事情により、収支不足額が拡大し、20年

度末の基金残高は213億円程度となる見込みです

が、今後も財政改革に着実に取り組むことによ

り、可能な限り基金の確保を図ってまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 さらに厳しいという話はわ

かったのですが、知事が民間の目線を県政に入

れるということで誕生しました事業仕分け委員

会、また県民フォーラムや県民ブレーン座談会

などの機会を通じて、事業の見直しを県民目線
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で行ったということがありましたが、実際にこ

の予算案にとってどのような見直しを行ったの

でしょうか、お伺いします。

○知事（東国原英夫君） 事務事業の見直しに

つきましては、事業仕分け委員会において、民

間の委員の方からいただいた御提言や、県民

フォーラムなど、さまざまな機会を通じていた

だいた県民の方々からの御意見等を参考にしな

がら、すべての事務事業について目的、効果等

を検証し、ゼロベースから見直しを行ったとこ

ろでございます。この結果、事業の必要性が薄

れたものについて廃止したり、事業主体を民間

に移行するなどの事業見直しを行いまして、一

般財源ベースで総額76億円の財源捻出を図った

ところでございます。

○西村 賢議員 知事にとって、この事業仕分

け委員会の提言で、非常に心に残ったという

か、これはいつかはやらなければいけないとい

うような、強い思いがあるような提言というの

はあったのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） あくまでも民間、生

活者基点での見直しということで、そこに重き

を置いたつもりです。見直しの例としまして

は、民間看護教員養成補助事業あるいは産業開

発青年隊、そういったものを見直させていただ

いたところでございます。

○西村 賢議員 厳しい財政事情により、歳出

カットというものが仕方がない状況であった部

分もありますが、今後は、県としても歳入アッ

プを図っていかなければならないと思っており

ます。私がさきの９月議会で、財源獲得の手段

として、発電事業の事業証券化という案を提案

しました。実際に財源につながるような検討

は、これまでなされてきたのかお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 資産・事業証券化に

よる資金調達につきましては、前回、平成19年

９月議会で西村議員から御質問いただいた

後、10月に担当者が金融機関から話を伺い、そ

の内容を検討しましたが、活用できる場合が、

収益が出る事業に限られること、そしてまた、

かなり低利で資金調達している現状と比べて、

コスト面で有利にならない等々の課題があるも

のと考えているところでございます。現時点で

は、事業証券化については、本県にとってのメ

リットが見出しにくい状況かと思いますが、資

金調達手法につきましては、近年、さまざまな

手法が出てきておりますので、さらに研究して

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今、収益がある事業に限られ

ると発言されたと思いますが、普通、収益が出

る事業にしか民間からお金は集まらないと、私

は思うのです。これ以上の質問は行いません

が、基本的に昨年と全く同じ返答で、非常に残

念に思っております。

財源確保に苦しんでいるのは県だけじゃなく

て、県内の市町村も同じ状況にあると思いま

す。宮崎市が導入を検討しております「地域コ

ミュニティ税」のような法定外目的税を、知事

はどのように考えておられますか。

また、県の新税導入に関しては、昨年９月の

代表質問において、他の会派から質問がなされ

ました。あのとき、知事は「今のところはな

い」という話をされたと思いますが、厳しい予

算編成を行った後、そのお気持ちに変わりはな

いのか、２点ほどお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 市町村が、厳しい行

政運営・財政運営上、必要な財源をどのように

確保するかというのは、住民の皆様との十分な

意見交換も含めて、十分な議論が必要かと思っ

ております。
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本県におきまして新税をどうするかという質

問でございますが、簡単に申しますと、今のと

ころ考えてはおりません。

○西村 賢議員 新税を考えていないとすれ

ば、県民にとっては非常に安心した部分はある

と思いますが、やはり県の収入を上げていくと

いう上では、非常にいろんなことを考えていか

なくてはならないと思っております。ネーミン

グライツ、やっと芸術劇場１件決まりました

が、今後もあのような事業を考えていくお考え

はございますでしょうか。

○知事（東国原英夫君） あらゆるものを対象

に、収入の増加というのを図っていかなければ

いけないと思います。そういった意味では、ネ

ーミングライツとかそういったものは、有効な

活用方法ではないかと思っています。私は個人

的に―個人的にと言うと怒られるかもしれま

せんが、県庁をネーミングライツできないかな

と思ったんですけれども、これに対しては、ま

だまだ議論の余地があると考えております。

○西村 賢議員 今までの答弁から考えます

と、現時点では税収減はしようがない、また新

たな収入の手法も見つかっていない。結果的に

今のままというか、なすがままというか、歳入

減は仕方がないというところに行き着いてしま

います。そうなれば、結果的に予算の減額をし

続けなくてはならないような状況にもなります

し、また県民サービスが削られていき、地域間

の競争力が落ちてしまうことを非常に懸念して

おります。収入増に、もっと今以上に知恵を出

して、真剣に取り組んでいただくことをお願い

申し上げます。

それでは、次に移ります。

昨年、宮崎県において、３億7,000万円にも上

る不適正な事務処理が発覚しました。県内自治

体にも同様な不適正な事務処理が見つかり、県

内一円にこの不信が拡大しました。今後は、県

民の不信を払拭するためにも、新たなスタート

を切る年にしなくてはなりません。新年度予算

案にも、この裏金対策がなされていると伺って

おります。

対策本部長の河野副知事にお伺いします。昨

年末、県職員、ＯＢからの返還目標額を掲げ、

その返還金を集めましたが、今どのような状態

になっておりますでしょうか。

また、再発防止策が確実に実行されるため

に、調整事務費の導入などをされております

が、これにより裏金問題の再発の心配はないの

か。実際、職員の意識が変わることが非常に大

事なことだとは思いますが、副知事自身は職員

の意識が変わったと思われますでしょうか。こ

の２点、お伺いします。

○副知事（河野俊嗣君） 職員等による返還に

つきまして、まず数字の面でございます。課長

補佐以上の職にある現役職員や課長級以上の退

職者等を返還対象としまして協力を依頼した結

果、昨年12月21日時点で取りまとめて公表した

ベースの数字では、返還目標額7,054万4,250円

に対しまして8,423万2,779円を県に返還したと

ころでございます。その後も返還協力の入金が

続いておりまして、２月26日現在におけるその

後の追加入金の合計額は276万4,990円となって

おります。この金額を加えました返還見込み総

額でいきますと8,699万7,769円となっておりま

して、目標額として設定した額を約1,600万円ほ

ど上回っているという状況でございます。

今後の再発防止策につきましては、昨年９月

に公表いたしました全庁調査報告書において、

さまざまな対策をそれぞれの実施時期を明らか

にした上で総合的な対策として取りまとめたと
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ころでございまして、既に、管理職員を対象と

したコンプライアンス研修や所属に対する実地

指導・検査など、実施可能な対策については着

手しております。平成20年度におきましては、

地域ごとの総務事務センターの設置により、出

先機関においても物品調達や管理事務の一元化

を図るほか、各部局の連絡調整課への調整事務

費の措置、また予算流用手続の簡素化などによ

ります迅速な予算執行への対応など、システム

面での対策も実施することとしております。こ

うした取り組みに加えまして、御指摘のありま

したように、最も重要なのは職員自身の意識改

革であると考えております。職員の厳しい処分

や返還を第一歩といたしまして、今後、全庁的

なコンプライアンス推進体制を整備いたしまし

て、各所属での事務の点検や職場研修の実施な

ど、職員一人一人のコンプライアンス意識徹底

のための取り組みを積極的に推進してまいりた

いと考えております。こうした再発防止策を徹

底することによりまして、二度とこういった事

務処理を発生させないという強い決意で取り組

んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 非常に、職員またはＯＢの方

々の反省の気持ちというか、そういう思いは感

じます。我々も、裏金問題に対しましては最後

の最後まで全容解明を求め、また、調査を継続

するべきだと訴えました。このような不適正な

事務処理が今後再発しないように望みますし、

また、今後の対策に非常に期待をしておりま

す。どうぞよろしくお願いします。

さらに、予算案の重点施策について質問いた

します。新年度予算には子育て支援策の拡充が

感じられ、その中でも「子育て支援乳幼児医療

費助成事業」では多額の予算も計上し、まさに

子育て世代にとっても、やっと希望の光が差し

てきているのではないかと感じております。し

かし、県内でも子づくり・子育て対策には地域

差があるように感じております。例えば妊娠中

の妊婦健診も、５回まで無料の市町村もあれ

ば、現段階では２回までしかないところもあり

ます。また、今回の新規事業でも、ＮＰＯなど

の地域団体の連携や活用が書かれているものが

幾つもありますが、実際、地域によっては、Ｎ

ＰＯや子育て団体の未整備・未成熟地域という

のがたくさんあります。これによって、地域に

よりサービスに差が出てくることも考えられま

すが、多額の予算をかけないまでも、対策が立

てられるのではないでしょうか。福祉保健部長

にお伺いします。このような県内地域差に対

し、県はどのように指導を行っていくのでしょ

うか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦健診の公

費負担につきましては、平成19年１月に国か

ら、今までの２回から５回程度へ公費負担をふ

やすよう通知が出されておりまして、今年度

は、県内の８市町村が５回の公費負担を導入し

たところであります。県としましては、そのほ

かの市町村に対しましても、妊婦の健康診断の

充実や経済的負担軽減を図るために、会議等を

通じ、平成20年度から妊婦健診の公費負担の回

数を増加させるよう、指導助言をしているとこ

ろであります。

また、ＮＰＯ等との共同の事業であります

が、福祉保健部といたしましては、子育て支援

対策の一つとして、「地域の絆で子育て支援事

業」を来年度から取り組むことにしておりま

す。この事業は、ＮＰＯや老人クラブ、自治会

など民間団体からアイデアを公募して、地域の

きずなや近所づき合いを再生・活用したモデル

的な子育て支援の取り組みや、市町村が実施す
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る子育て支援事業に対して補助を行うものであ

ります。県としましては、この事業を通して、

地域における継続的・自立的な子育て支援の取

り組みを促進いたしますとともに、当該事業の

成果を、取り組みが活発でない他の地域にも広

く波及させることにより、県内全域での子育て

支援の仕組みづくりにつなげてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 非常に今、全国的に、妊婦の

かかりつけ医の問題などに注目が集まっており

ますので、ぜひ県内格差の解消に御尽力いただ

きたいと思っております。

次に、植栽後の森林管理に関して伺います。

重点施策の目玉とも言える「中山間地域・植栽

未済地対策」は、昨年の台風被害の記憶がまだ

新しい今、中山間地域だけでなく、全県民も注

目していると思っております。しかし、せっか

く植栽しようとする苗木が、今、中山間地域を

脅かす動物たちの格好のえさになるのではない

かという心配もあり、とりわけシカの害に苦し

んでいるという声を聞きます。シカから見れ

ば、こんな山にだれがしたんだという思いも恨

みもあるかもしれません。もはや食害では済ま

されず、地域存続にかかわる一大事となってお

ります。狩猟区域の拡大や狩猟期間の延長等、

対策も講じられてはおりますが、決定打とは

なっておらず、この際、対症療法的な対策では

なく、モデル地域を設け、山一つ、また集落一

つをネットで囲むなどして、大胆な対策をやっ

てみてはいかがかと思います。今後の大規模造

林では、このような深刻な鳥獣害対策はどのよ

うに考えておられますか、環境森林部長にお伺

いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） シカによる農

林作物への被害につきましては、平成18年度に

は１億円を超えまして、そのうち民有林の森林

被害は約1,700万円に上っております。そのた

め、森林所有者の経営意欲を減退させる一因に

なっております。このため県では、造林地への

シカの侵入を防止する防護ネットの設置、ある

いは造林した木をシカの食害から守る忌避剤散

布への助成のほかに、有害鳥獣捕獲班の活動に

対する助成、さらには、今お話にありましたよ

うに、雌ジカの狩猟区域を県下全域にするとと

もに、シカの狩猟期間を１カ月延長する区域の

拡大に取り組んできたところであります。ま

た、平成20年度から新たに、シカの生息数が多

く被害の大きい地域におきまして、市町村と連

携し、シカの捕獲活動経費に対する助成を行い

まして、集中的にシカの捕獲促進に取り組むこ

とといたしております。さらに、去る２月21日

に施行されました「鳥獣被害防止特別措置法」

という法律―これは鳥獣による被害の防止を

総合的、効果的に推進するものでありますが

―に基づき、市町村の被害防止計画の策定な

どを支援することといたしております。今後と

も、関係部局あるいは市町村等と一体となりま

して、効果的なシカ被害の防止対策に努めてま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 先ほど、満行議員の質問に警

察本部長から回答がありました。猟銃等を返還

される方が多いという話が、先ほどちょっと出

たんですが、そういうことによって、シカもし

くはイノシシの猟に出る方が少なくなったと

か、そういう報告というものはあるんでしょう

か。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 一般的に、有

害鳥獣を駆除する捕獲班の高齢化等で、そうい

う狩猟をされる方が減少しているということは

ございます。
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○西村 賢議員 ありがとうございます。引き

続いての鳥獣対策は、今後、山の方のやる気を

そぐことにならないように、重点的によろしく

お願い申し上げます。

さらに、林業は、植栽から木材生産まで40

年、50年と長い期間を要する事業であります。

今回、植栽計画で植えられた苗木は、先ほどの

シカ対策を含めて、管理がされてこそ立派な木

材として成長することは言うまでもありませ

ん。定期的な間伐など森林の健全保育が不可欠

ではありますが、今、中山間地域にはその管理

能力がないのが実情です。ですから、植栽もま

まならず、放置される山林が生まれるわけです

が、植えても管理することができるのか、本当

に疑問もあります。未植栽地の植栽後の森林管

理を今後どう進めるのか、環境森林部長にお伺

いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話のよう

に、植栽後の下刈り、あるいは除間伐等の保育

というのは、適正な森林管理を行う上では欠か

せないものでございます。このため今回、植栽

未済地解消対策事業で実施いたします植栽地に

ついては、森林所有者が市町村と保育等の覚書

を締結いたしまして、国庫補助事業を活用し

て、下刈り、あるいは除間伐等を実施すること

といたしております。また、森林環境税を活用

して行います「広葉樹造林等推進事業」の植栽

地につきましては、県が下刈りを行うこととい

たしております。

○西村 賢議員 さらに、不在村者有林対策に

ついてお伺いします。平成 1 8年の調査で

は、2,000ヘクタールの未植栽地のうち、実に25

％が不在村者有林、いわゆる不在地主が所有す

る山林でありました。これが未植栽地を増加さ

せている一因でもあるという見方もあります。

不在村者有林の問題は、ほとんど管理が放棄さ

れているということですが、植林を進めて管理

体制を整えても、手を入れることがない林が増

加すれば、結局、健全な育林はおぼつかないと

考えます。今回の未植栽地対策には、植栽未済

地発生の抑制の項目が設定されておりますが、

この不在地主の所有する山林の対策は今後どう

なるのか、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 不在村者が所

有します森林につきましては、間伐等の手入れ

が行き届かない森林が多く見られます。また、

お話のように、現在の植栽未済地の約25％を占

めるなど、その対策が課題となっております。

このため県では、平成19年度から、森林組合が

所有者にかわりまして、植栽から保育までの作

業を受託するモデル事業に対しまして支援をし

ているところであります。また、平成20年度か

らは、林業関係者や行政機関で構成されており

ます「流域森林・林業活性化センター」が行う

不在村者などへの再造林の意向調査、あるいは

市町村の行う公有林化に対しまして、支援を行

うこととしたところであります。今後とも、市

町村や森林組合等の関係団体と連携を図りなが

ら、不在村者が所有する森林の適正な管理対策

に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今後も不在村者有林がふえて

いく可能性もありますし、長期的な対策をぜひ

ともお願いしたいと思います。また、森林関係

は、非常に後継者育成にも問題が多くあります

し、また、何しろ厳しい職業でもあります。長

い期間をかけて後継者育成にも力をかしていた

だくよう、よろしくお願い申し上げます。

続きまして、行政改革についてお伺いしま

す。

今回、組織改正が行われ、県庁内の仕組みを
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新しく変えて、県民にわかりやすく、そして県

民サービス、職員の意識向上を目指し取り組ん

でいこうという意識は見てとれます。我々も期

待しているところでありますが、いわゆる箱が

変わっても中身の人が変わらなければ、何も意

味をなしません。そこで、幾つか提案を申し上

げます。

まず、知事のおかげもあって、県庁ツアーが

一つの観光地として人気を博しております。そ

のツアーを支えているのは、観光・リゾート課

の職員初め県職員の方々ですが、ガイドが足り

なくなるほど盛況な日もあります。我々も、地

元からお客さんが来たときには、見よう見まね

でツアーガイドをして回るんですが、そのとき

の感想も踏まえて、一つ提案申し上げます。正

直、数名の職員の方は好きでやっているような

感じは受けるんですが、みんながみんな好きこ

のんでやっているようには見えないところがあ

ります。また、一生懸命案内をしている隣を、

ほかの県職員の方が、ぶすっというか、何もあ

いさつもせずに通り抜ける姿というのは、正

直、余り印象がいいものではありません。やは

り「おもてなし日本一」を県庁からと打ち上げ

るのであれば―こういうことを言うのは非常

にレベルが低いかもしれませんが―「おはよ

うございます」とか「いらっしゃいませ」とい

う一言をかけることによって、非常に県庁内の

イメージというものはよくなると思っておりま

す。

また、県庁ツアーの導入時、これはとにかく

県職員がやらなければならない状況にあったと

思いますが、もう１年も経過しようとしており

ます。県職員は本来の仕事や職責を全うするべ

きであり、もうそろそろ現場の仕事に戻して

やってはいかがかなと思っております。例え

ば、青島や飫肥のような民間人で組織する観光

ボランティアなどを積極的に導入してはいかが

かなと思います。商工観光労働部長にお伺いし

ます。今後、いつまで現体制でツアーを継続さ

せていくのでしょうか。ボランティア等に任せ

ることを検討できないのか、お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県庁ツア

ーにつきましては、御指摘にもございましたよ

うに、「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、職員の

意識改革にもつながっているものと考えており

ます。また、職員みずからが案内を行いますこ

とで、観光客とか旅行業関係者にも好評をいた

だいておりますほか、マスコミにも取り上げら

れるなど、観光客誘致の大きな要因ともなって

おります。現在、県庁案内につきましては、基

本的には非常勤職員を中心に対応しているとこ

ろでありますけれども、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。

○西村 賢議員 それは、我々も、もちろん職

員の方の仕事を守ってあげなければという気持

ちもあるんですが、正直、県民から見ても安い

給料をいただいているとは思えない、平均から

見れば非常に高額な給料をいただいている方が

案内していくのは、ちょっとみずから美化し過

ぎではないのかなと思っております。だった

ら、県内の観光地、いろんなところを県職員の

方のツアーガイドで賄ったらいい話ですから。

そうではなくて、やはり県内のほかの観光地の

ように、ボランティア体制をつくっていくとい

うことを見習ってはどうかということを提言し

ておるわけです。ぜひ今後とも検討いただい

て、臨時職員といえども、その方の能力もあり
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ますし、その方がやらなければいけない仕事が

あるから臨時職員を雇っているわけであります

から、ぜひそういうふうな改革をよろしくお願

いしたいと思います。

続きまして、人的交流について伺います。小

説がヒットして、織田裕二さん主演で映画化さ

れました「県庁の星」という映画がございまし

た。この映画は、県庁職員がスーパーマーケッ

トに派遣されるところから始まります。この映

画のように、まさに県庁職員を地元の企業に派

遣して、民間企業で働く人たち、またその会社

の実態把握を行い、それにより、職員自身のス

キルを上げ、可能性も広げ、場合によっては、

官から民へ移していく事業なども検討できるの

ではないかなと思っております。確かに、県職

員の入庁時には１週間程度の民間での職場体

験、また、数名の職員を県外の大企業へ１年程

度派遣しているという話は伺っております。こ

のことは続けていっても構わないと思います

が、それだけではなく、職員の意識改革のため

にも、地場企業への派遣も必要ではないかなと

思っております。また逆に、民間から県庁への

任期付職員―現在は１名いらっしゃるそうで

すが―さらに拡大して民との人的交流を深め

ていく。例えば、教育現場でも民間校長の登用

というのもありますし、新しい人材は新しい感

覚をも取り入れると思っておりますが、こうい

う刺激によって県を活性化する思いはないで

しょうか。

総務部長にお尋ねします。県外企業だけでは

なくて、地元企業への職員派遣や民間からの任

期付任用など、人的交流についてどう考えてい

るか、所見をお伺いします。

○総務部長（渡辺義人君） 今、西村議員のお

話にありましたように、民間企業の持っている

ノウハウとかコスト意識、あるいは顧客に対す

る姿勢、そういったことを実地に学んで職に生

かしていくことは、職員の資質向上に大変役立

つものと考えております。今お話にありました

けれども、新規採用職員につきましては、１週

間程度でありますけれども、地元のいろんな企

業へ派遣して、実地体験をさせているところで

あります。また、企業派遣につきましては、長

期派遣としては、これもお話がありましたけれ

ども、若手の職員を県外の百貨店あるいは製造

業等、民間の企業、団体に毎年派遣して養成し

ているところでありますが、地元企業への派遣

ということになりますと、例えば補助金を出し

ておったり融資をしておったりといったこと

で、県との利害関係が出てくるんじゃないかな

と思います。したがって、その辺の慎重な見き

わめが必要であろうと考えております。

それから、任期付任用の制度につきまして

は、公務部内では得られにくい、民間の持つ専

門的高度な知識というものを県の内部において

活用するということは、大変重要なことである

と思います。これもお話にありましたけれど

も、現在、民間のＩＴ関係の情報通信技術に精

通した方１名を情報政策課に配置して、情報シ

ステム調達の適正な執行の面で、いろいろと御

活躍をいただいているところであります。こう

いった民間の方の任期つきの任用というのは、

短期間で成果が求められる施策には大変有効で

ありますので、今後とも柔軟に対応してまいり

たい、このように考えております。以上であり

ます。

○西村 賢議員 ほかの県内自治体も―例を

挙げれば宮崎市なんですが―地元企業に対し

て派遣している例もあると伺っております。ぜ

ひとも、今後は柔軟な活用を期待しておりま
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す。

さらに、教育長にお伺いいたします。本県で

は民間人校長の導入の検討はなされているか、

お伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 民間からの校長登用

についてでありますが、少子化の進行や情報化

・国際化の進展など、社会環境が大きく変化す

る中で、個性豊かな子供たちを育てるために

は、特色ある学校づくりが必要となっておりま

す。そのためには、管理職としまして、組織的

・機動的な学校運営を行うことができる資質を

持つ、すぐれた人材の登用が必要であろうと考

えております。民間からの校長登用につきまし

ては、企業等におけるマネジメント経験を生か

した学校経営等が期待できますことから、企業

的手法を教育効果を高める上でどう生かすこと

ができるのかも含めて、現在、検討を行ってい

るところでございます。以上です。

○西村 賢議員 特色ある学校ということが今

出てきましたが、実際、宮崎県は数年も前か

ら、例えば五ヶ瀬中学でありますとか西高附属

中学、もしくは小中一貫校、そういう特色のあ

る学校づくりということを、非常に積極的に

行ってきたと思います。それを考えますと、そ

の特色ある学校づくりが出たときに、民間校長

という選択肢があったのか、今おわかりになり

ますか。

○教育長（高山耕吉君） その時点ではなかっ

たと思います。

○西村 賢議員 それは選択肢がなかったとい

うか、初めからそういう登用というものは全く

考えていなかったと思いますが、これは今後と

も考えていっていただかねばならない問題だと

思います。今、全国の模様、資料をいただいた

ら、全国の民間人校長は、平成19年４月現在で

全国35都道府県、また102名の民間校長の方がい

らっしゃるようでした。宮崎県は、どちらかと

いうとまだ試したことがないという、表現は悪

いのですが、民間校長の実例がないわけです。

こういう例も参考にしながら、他県のいい面は

いい、もしくはデメリットがあるとしたら何か

ということを、いち早く教育の現場にもたらす

必要があると思いますが、教育長はいかがお考

えでしょうか。

○教育長（高山耕吉君） 民間からの登用に当

たりましては、社会環境の変化にも対応した特

色ある学校づくりという観点で進めていく必要

があろうかと思いますが、人材確保やその募集

方法、支援体制等、工夫改善が必要でございま

すので、登用につきましては、時期も含めまし

て、現在いろんな角度から検討しているという

状況でございます。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

それでは、戦略的な産業政策について質問い

たします。

農産物、また県産品の戦略的な海外輸出につ

いてお尋ねします。お手元に資料を配付してお

ります。我々愛みやざき３名が、昨年10月に上

海に現地調査に行きました。どのような調査を

行ったかは、我々の県政報告会、またホームペ

ージでも報告しているところです。

上海市は人口約1,800万人、経済成長著しい中

国の中にあって、さらに突出して発展を遂げて

おります。九州から見ると、東京都とほぼ同じ

１時間半のフライトで着く距離でもあり、距離

的にも商圏として極めて魅力的な地域でありま

す。日本からのさまざまな企業や自治体も、そ

の魅力を感じ、上海に進出している状況もうか

がえました。また、宮崎県も例外ではなく、宮

崎県上海事務所を設置しており、現地では、大
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隈所長にも通訳を含め大変お世話になりまし

た。

その上海市内で、地元の人々が通う市場、外

資系のスーパー、また日系のデパートの食品売

り場を回りました。それぞれ購買層が異なり、

商品の値段も異なりますが、「超」のつく大金

持ちの市民も多いため、デパートのお客も多

く、日本メーカーの食品も数多く見られまし

た。上海の高級デパートでは、写真のとおり牛

肉、いわゆるサーロインステーキの肉が100グラ

ム4,000円以上で売られており、高いものから売

れる現象もあるとのことです。

また、日本からの食材で特に驚かされたの

は、輸出が可能なリンゴ（青森産のリンゴ）が

１個1,600円、ナシ、これは季節によって時期が

ずれますが、日本産のナシが１個600円、非常に

高額でありました。また米も、新潟産コシヒカ

リが２キロで約3,200円前後。ちなみに、宮崎市

内のスーパーで、新潟産コシヒカリは同じく２

キロ1,400円でありました。安全面から見ても、

非常に日本の食品は人気があり、上海の旅行業

者との意見交換でも、日本への旅行の際のお土

産は、粉ミルクなど子供の口に入るものが多い

と聞きました。日本産食品の安全性が中国でも

高い評価をされており、高いお金を払っても日

本産を手に入れたいという気持ちもあります。

しかし、実際の輸出入などで、チャイナリス

クと呼ばれる中国独自の商習慣で苦労している

企業があるのも事実です。現地にある日系の銀

行の方々と懇談会をしましたが、商習慣の違い

は、かなりネックになっております。そんなチ

ャイナリスクを低減させるためにも、情報を集

め、現地をよく知る方々の力は必要不可欠で

す。いわゆる人脈と言いますが、実は上海には

上海宮崎県人会という会があり、100名を超える

メンバーが在籍され、定期的に懇談会を行って

おりました。上海での県主催の経済交流会で

も、副知事は現地で交流されたと聞いておりま

す。このような力をかりるのも一つの手段では

ないかと思っておりますが、もちろん、上海だ

けでなく世界各国へ日本の農産物を売り出して

いく攻めの農業を国も支援しており、国として

も、農林水産物・食品の輸出額を平成25年まで

に１兆円規模とするということを打ち出し、輸

出促進室までつくり、積極的な指導も始まって

おります。

以上のとおり、上海の一例を挙げさせていた

だきましたが、国ごとのルールも異なり、一筋

縄ではいかないでしょうが、以上のことを踏ま

えても、原油高騰の影響で、飼料や肥料、重油

の値上げに苦しむ農家が多い中、本県も新たな

市場を探していくことが必要だと考えます。そ

れが結果的には、農業生産の拡大により収入が

保たれ、農業や農地が守られ、後継者の確保に

つながっていくのではないかなと思っておりま

す。また同時に、水産物、木材、加工品、焼酎

など県産品も同時に行っていくことで、相乗効

果が得られるものだと思っております。個人農

家だけではとてもリスクを背負い切れず、経済

団体との連携も踏まえて、積極的に攻める農業

を本県から推し進めていく必要性は十分にある

と考えますが、まず知事にお伺いします。知事

は、国内の本県産品の売り上げに大きく貢献さ

れ、今後も積極的な広報をされていくと思われ

ますが、知事のトップセールス先として、中国

を初めとする海外市場についてはどのようなお

考えをお持ちでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 西村議員は先ほど、

「知事は県外にばかり出て、県内のことをおろ

そかにしているんじゃないかという御意見も多
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数ある」とおっしゃいましたが、今度は国外に

行けというわけですね。もちろん海外市場とい

うのは成長著しいですね。特に東アジア、中国

を初め東南アジアのマーケットをターゲットに

するというのは、本県県産品の振興にとっては

非常に重要だと考えております。特に成長著し

い中国の富裕層をターゲットに、本県の県産品

をセールスしていくというのは、特に重要じゃ

ないかなと考えております。販路拡大は、県内

外、国内だけじゃなく、私のマニフェストにも

示させていただいておりますように、広くアジ

ア、世界を視野に入れなきゃいけないと思って

おります。今後とも、高品質で安全・安心な本

県の農産物、あるいは木材、加工食品等を中心

に、広くトップセールスを行っていきたいと

思っておりますので、御理解いただければと思

います。

○西村 賢議員 非常に前向きな答弁だと思い

ますが、ここでもう一言言えば、ぜひ一度上海

を―知事は上海に行かれたことがあるんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 10年ほど前が最後

だったと思いますが、それ以前には５回ほど

行ったことがございます。

○西村 賢議員 先ほど、ああいうことを言っ

ておいて申しわけないのですが、ぜひいま一

度、現在の上海も見に行っていただきたいと思

いますし、また、現地での宮崎県人会との交流

等も踏まえて、上海に活路を見出していただき

たいと思っております。

それでは、農政水産部長にお伺いします。本

県の農畜産物においても、攻めの農業を行って

いくためには、各種団体、農水省との連携は必

要と思いますが、現在どのような形で進めてお

るか、お聞かせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） その前に、農

業は本県の基幹産業でありますが、これが今

後、持続的に発展していくためには、いろいろ

な情勢の変化を的確に把握しまして、先見性を

持って戦略的に施策を展開する、こういった攻

めの姿勢が不可欠だというふうに考えておりま

す。そのため県といたしましては、関係団体等

と連携しながら、多様な担い手による安全・安

心な農産物の安定生産と、他産業とも連携した

付加価値の向上、さらには、御指摘の東アジア

あるいは大都市に対する販売対策の充実強化に

取り組んでいるところでございます。中でも、

海外への農産物輸出につきましては、国が提供

いたします農産物輸出情報を活用するととも

に、県内関係団体で構成しております「みやざ

き農水産物海外輸出促進協議会」を中心に、販

路開拓に向けた輸出可能性調査、それから他産

業との連携による商談会等を開催しておるとこ

ろであります。農政水産部といたしましては、

今後とも国や関係部局と連携しながら、輸出に

意欲のある団体等の主体的な取り組みを積極的

に支援していきたいと考えております。

○西村 賢議員 答弁いただきましてありがと

うございます。例えば県庁内には、そのような

対策室とか連携するような部署とか課とか、主

に賄っているところはあるのでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 組織としては

ございません。ただ、品目等に応じ、必要に応

じまして適宜、連携をとっております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

商工観光労働部長にお尋ねします。東アジア

に向けての県産品などの海外輸出戦略につい

て、今、県ではどのように考えていらっしゃい

ますでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県産品の
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海外への売り込みにつきましては、これまで海

外のスーパーとか百貨店などでの宮崎県フェ

ア、それから上海等での商談会の開催などを通

じまして、農林水産業や食品産業といった各分

野の企業や団体等の輸出の取り組みを、関係各

部において積極的に支援しております。こうし

た中で、より効率的で効果的な販路拡大を図る

ために、県におきましては、来年度に、県や関

係団体が一体となりまして、総合的な輸出促進

に取り組む指針となる「東アジア販路拡大戦

略」を策定することといたしております。この

戦略におきまして、どのような国、あるいはど

のような品目に重点を置くか、こういったこと

を明確にした上で、企業等民間の方々や行政な

どが連携を強化しながら、より一層、販路拡大

を図っていきたいと考えております。

○西村 賢議員 今の販路拡大を打ち立てるな

ら、やはり宮崎県も海外拠点を幾つか持ってお

りますので、ぜひそこを中心に、まずやってい

ただきたいと思っております。

続きまして、海外戦略は農業だけでなく、観

光客の誘致等もありますが、この際に知事の対

アジア観光政策についても伺います。特に今回

は、航空便についてお伺いしたいと思います。

本年６月には台湾便が就航するとのことです

が、本当にこれまでの関係各位の努力には頭が

下がる思いです。特に観光は、人口が多い地域

や経済が発展しているところとの交流に即効力

があると考えます。その中で知事のマニフェス

トにおいては、国内外の航空会社へ台湾、上海

への定期航空路線開設のための働きかけを強化

するという項目がありましたが、新みやざき創

造計画では、「上海」の地名が消え、「台湾」

だけとなりました。これはなぜに外れたので

しょうか。確かにソウル便は既に就航してお

り、台湾便は、知事就任前からの長年の積極的

な交流により、どちらにせよ就航目前であった

という話も伺いますが、知事にお尋ねします。

どうして外されたのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、去

年の11月にソウル便が増便されまして、ことし

の６月からは、長年の悲願であった台湾との定

期便が就航する予定でございます。観光という

視点で申しますと、韓国や台湾から来ていただ

くだけではなく、この九州、宮崎から出ていた

だく、行っていただくということも重要かなと

思っております。それはインタラクティブな、

相互交流といいますか、人的な交流が大切だと

は認識しております。御指摘の上海便なんです

けれども、お隣の鹿児島に定期便がございま

す。そういったこととのバランスを勘案してい

かなきゃいけない問題だと思いますが、いずれ

にしろ、これからチャーター便の実績を着実に

重ねるとともに、上海との定期便というのも視

野に入れた取り組みをしていかなければいけな

いと考えております。

○西村 賢議員 特に外国になりますと、交流

を深めていくには非常に長い時間がかかると思

いますし、信頼感を高めていくのは非常に難し

いことだと思っております。今から始めたとし

ても、また台湾のように長い年月がかかること

だとは想像できますが、地域生活部長にお伺い

いたします。今後、例えば創造計画に、今から

スタートするという意味で盛り込むつもりはな

いでしょうか。

○地域生活部長（丸山文民君） 知事も申し上

げましたけれども、ソウル線は増便になったば

かりであります。そしてまた、台北線も６月１

日に就航ということであります。まずは、この

２つの国際定期便の路線を着実に定着させてい
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くということが、現状では一番大事であろうか

なと考えております。今後の取り組みについて

は、今言いましたようなソウル線及び台北線の

定期便の状況、あるいは上海とのチャーター便

の実績を踏まえて検討していきたいと考えてお

ります。以上であります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜひ

前向きな検討をよろしくお願い申し上げます。

次に、県内の観光政策について伺います。

特に今回は、プロスポーツのキャンプについ

て伺いたいと思いますが、06年度の経済効果

は125億円という数字が出ておりました。県内に

は、ことしもプロ野球、Ｊリーグを初め、アマ

チュアキャンプ等、たくさんのスポーツ団体が

来ております。非常に波及効果も上がっている

ように思いますが、特にことしはジャイアンツ

が50年目のキャンプということで、全国からも

注目を浴びておりました。知事も非常に露出も

多く、大変だったと思っております。商工観光

労働部長にお伺いいたしますが、現在、プロス

ポーツキャンプの実施に対して、県はどのよう

な取り組みをされているのか、また、県の観光

協会、市町村の観光協会との連携はどのように

なっているのか、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） スポーツ

キャンプの誘致につきましては、市町村とか競

技団体との連携、あるいは先ほどおっしゃいま

した市町村の観光協会などとの連携を図りなが

ら、温暖な気候とか充実したスポーツ施設等の

本県のすぐれた受け入れ環境をアピールするな

どいたしまして、積極的な誘致活動を進めてお

ります。また、キャンプの受け入れにつきまし

ては、施設を有する市町村において主体的に取

り組んでいただいておるんですが、県におきま

しても、ガイドマップとか観光情報サイト「旬

ナビ」による広報・ＰＲ、宮崎牛などの県特産

品の贈呈、さらには市町村の施設整備への支援

を行うなど、他県に負けないキャンプ地づくり

に努めておるところでございます。そういった

ことで、スポーツキャンプは経済波及効果が大

変大きゅうございますし、子供たちとの交流な

どを通じた地域の活性化、それから競技力の向

上にも寄与するものでありますので、今後とも

受け入れ市町村との連携を密にしながら、新た

なキャンプ誘致はもとよりでありますけれど

も、既存キャンプの継続についても積極的に働

きかけていきたいと考えております。

○西村 賢議員 キャンプの取り組みについて

は伺いましたが、キャンプに来てくれていた球

団が事情により撤退、もしくはほかの地域に

行ってしまうということも過去にございまし

た。私の出身地であります日向市も、かつては

近鉄が来ておりましたし、また、その後は楽天

も一時期来てくれましたが、残念ながら今、欽

ちゃんのみとなっております。欽ちゃんのみで

も非常にありがたいのですが、やはりプロスポ

ーツというものには非常に大きな魅力もありま

すし、年間を通して応援できる、気持ちが乗る

というような市民の気持ちもあります。特に、

宮崎市の木花でキャンプを張っておりましたジ

ャイアンツの沖縄移転のうわさも、時折聞かれ

ます。実際、多くの県民、市民からも、ジャイ

アンツは大丈夫かという声が上がっております

が、商工観光労働部長にお伺いします。ジャイ

アンツの沖縄移転のうわさもありますが、県は

どう認識されておりますでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 読売巨人

軍は、昭和34年からスタートしまして、50年の

長きにわたり本県でキャンプを行っていただい

ておりまして、「スポーツランドみやざき」の
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礎を築いていただいた大切な球団であるという

ふうに認識しております。このため、宮崎市や

関係機関と力を合わせまして、キャンプの受け

入れに万全を期すとともに、知事を先頭にいた

しまして、機会あるごとに巨人軍を訪問し、本

県でのキャンプ実施のお礼とか、今後の継続実

施についてのお願いをしているところでござい

ます。また、特にことしの春季キャンプでは、

「宮崎キャンプ50年記念事業」としまして、受

け入れ協力会を中心にさまざまな記念イベント

を開催し、知事からも感謝状を贈呈するなど、

関係機関が一体となりまして、50年目のキャン

プの盛り上げを図ったところであります。そう

いった成果もありまして、ことしはかなり観客

も多かったというふうにお聞きしております。

県といたしましては、本県で引き続きキャンプ

を行っていただけるよう、関係機関と十分に連

携を図りながら、あらゆる機会をとらえて働き

かけを行ってまいりたいと考えております。

○坂口博美議長 関連ですか。武井俊輔議員。

○武井俊輔議員 関連で、再び武井が巨人キャ

ンプ関係で質問をさせていただきます。

知事にお伺いいたします。いろいろ努力をさ

れているということはよくわかります。この件

について、私も観光・リゾート課からいろいろ

と話を聞いてきたのですが、その中で、宮崎の

ほうが非常に施設がすぐれているとか、巨人と

は信頼関係ができているといった話を伺ったり

もいたしました。その努力は非常に是とするも

のなんですが、私はその辺の危機感がいま一つ

薄いんじゃないかなと率直に感じております。

沖縄は本当に本気でキャンプをとりにきており

ます。例えば、ここに資料がありますが、去年

の６月11日の那覇市議会、翁長那覇市長の答弁

というのがあるのですが、「那覇市としては、

今残された中で、唯一の、一番大きなすばらし

い球団であると思っておりますので、全力を挙

げてやっていきたい。那覇キャンプをぜひとも

実現すべく、全力で取り組んでいきたい」と、

市長が市議会で答弁しております。沖縄振興と

いうのが国策であることは、九州・沖縄サミッ

トの経緯等を見ても明らかであります。そう

いった意味で、その中の県庁所在地であります

那覇市が全力でとりにくると言っているんです

が、これに対して非常に大きな危機感があるん

ですけれども、知事はこの危機感をどのように

認識して、どのように取り組んでいきたいと

思っていらっしゃるか、決意をお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 50年の長きにわたり

巨人軍が本県でキャンプを張っていただいたこ

とは、本県にとって、「スポーツランドみやざ

き」として、あるいは健康増進、スポーツ教育

の礎となったと考えております。ここはぜひ、

今後とも末永くキャンプに来ていただき、おつ

き合いをしていただこうと考えています。その

ためには、那覇市以上に全力で取り組んでいく

必要があると思います。先日、空港で長嶋終身

名誉監督とお会いした際に、ぜひお願いします

と、個人的なレベルではお願いしております。

そういった意味でも、機会あるごとに、幹部の

皆さん方、フロントの方々にお願い申し上げ、

かつ市との連携も深めながら、ジャイアンツさ

んにとって、どういう形、どういう環境がいい

のかというのを模索しながら、ジャイアンツさ

んがキャンプをしやすいような環境の拡充ある

いは強化に努めてまいりたいと思っておりま

す。

○武井俊輔議員 関連で、知事にもう一問お伺

いします。
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確かに、危機感をお持ちだということはよく

わかりました。私は、ずっと観光の仕事をして

おったんですけれども、現場から上がってくる

声をいろいろと聞く機会が非常に多かったんで

すが、やはりおやっと思うことも正直ございま

した。特に知事にお願いいたしたいのは、県庁

内部の意思疎通についてでございます。旗を振

るのが観光・リゾート課、商工観光労働部、あ

とはメーン会場は総合運動公園ということにな

るんですが、こういった部署の連携について、

具体的には触れませんけれども、やはり課題が

あると。例えば一つの会議で、一方が参加して

いる会議でやりましょうと決めたものが、後に

なってできませんでしたと。その中には球団の

副代表ぐらいまで出席しているような会議も

あったようなんですが、こういうことがある

と、「同じ県なのに何なんだ」というようなこ

とにもなってしまうわけですね。知事にお伺い

したいのですが、さっきも申し上げたとおり、

今、那覇がすぐそこまで来ている現状がござい

ます。本当に危機的な状況にあると思っており

ますので、知事がリーダーシップをとって、県

の関係者を一堂に集めて檄を飛ばしていただい

て、県の対策本部的な位置づけで、しっかりと

対応していただきたいと思うのですが、重ねて

御見解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおり、読売巨人軍の宮崎キャンプという

のは、教育行政だけでなく、経済効果等々に対

しても大変貢献していただいているところでご

ざいます。そういった意味においては、巨人軍

のキャンプは宮崎にとって非常に重要なポジ

ションを占めていると思います。この巨人軍に

限らず、スポーツキャンプの受け入れについて

は、関係部局の横断的な取り組みが必要かと

思っております。議員の御指摘になった強化チ

ーム、ＰＴなんかも含めて、また検討していか

なければいけないと思いますけれども、真摯に

受けとめて、全力で読売巨人軍の宮崎キャンプ

が維持・継続されますように努力していきたい

と考えております。

○西村 賢議員 続きまして、食の安全と食育

についてお伺いいたします。

昨年からことしにかけては、非常に食品の偽

装事件が続きました。その中でさらに先月、中

国製ギョーザの問題が全国を震撼させ、宮崎県

内でも被害者が122名にもなりました。全員から

殺虫剤成分が検出されなかったということは、

不幸中の幸いかもしれませんが、事件の発端と

なった天洋食品の冷凍食品が非常に全国的にク

ローズアップされました。中国製食材の安全性

というのは、いまだ疑問視しなければなりませ

んが、この冷凍食品の大量消費先にもなってい

る一つに、学校給食がございます。文科省の調

査によりますと、同社の商品を食材として取り

入れていた学校は、過去３カ月間で34道府県

の578校となっております。教育長にお尋ねしま

す。一方で、宮崎県の公立学校においては、同

社の製品、また中国製食材の使用はなかったの

かお尋ねします。

○教育長（高山耕吉君） 中国産の冷凍食品の

使用の実態でございますけれども、本県の公立

学校における給食で使用されている冷凍食品

は、すべて国内で製造されたものでありまし

て、天洋食品を含め中国で製造されたものはご

ざいません。

○西村 賢議員 非常に安心いたしました。万

が一、そのような事態が起こったとしても、速

やかな対策・対応はとられていると思います

が、教育長、いかがでしょうか。
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○教育長（高山耕吉君） 食品につきまして

は、基本的には安全・安心ということで考えて

おりますし、いろんなことからそういった調査

等もしながら、子供たちにいいものを食べさせ

たいという観点で事業を執行していますので、

御理解いただきたいと思います。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

続いて、学校給食に対して、本県でも「食ル

ネサンス「いただきます」推進事業」など地産

地消に取り組み、県産品の消費拡大に取り組ん

でいると伺っております。地場の食品というの

は、新鮮さも含め食育に大きくかかわってくる

と思っております。教育長にお伺いします。学

校給食の場における県内食材の自給率と、利用

促進のための取り組みについてお伺いいたしま

す。

○教育長（高山耕吉君） 学校給食における食

材の県内産自給率についてであります。一部抽

出した調査でございますが、カロリーベースで

ここ数年、約６割で推移いたしておりまして、

全国平均を上回っている状況でございます。県

教育委員会としましては、学校給食を生きた教

材として活用するために、各種の行事等を実施

いたしまして、地場産物の積極的な使用に努め

ているところであります。地域の食材を活用す

ることは、地域の食文化の理解を深めたり、生

産者への感謝の気持ちを抱くなど、教育的効果

も大きく、さらには地場産業の振興という観点

からも非常に大事でございますので、今後とも

関係機関と連携を図りながら、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上です。

○西村 賢議員 ここで我々は、小学校の一定

学年までの完全米飯化というものを提案したい

と思っております。既にえびの市では週５回の

米飯給食を導入されており、県平均でも3.2回と

いう全国的には高い数字になっておりますが、

１位の福井県は週3.7回、２位の高知県が3.6回

と、まだまだ大きな差がございます。ここはぜ

ひ全国１位を目指して、米飯給食を促進してい

きたいという気持ちがあります。それも、昨

年、文教警察企業常任委員会の県外調査で非常

に多くのこと、非行の減少とか体づくりであり

ますとか、脳にしっかりとエネルギーが伝わ

る、そのようなデータを交えて大切さを学んで

きた経緯からでございます。一般的に味覚が決

定すると言われる低学年の間、せめて２～３年

生までは完全米飯化ができないものか、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 議員御指摘のとお

り、本県の学校給食における米飯実施状況につ

きましては、平成18年度で週当たり3.1回で、全

国平均の2.9回を上回っております。これは各市

町村ばらつきがございまして、今、最高がえび

の市の５回でございます。御案内のとおり、米

飯給食は、児童生徒が、日本人の伝統的食生活

の根幹であります米飯の正しい食習慣を身につ

けることや、稲作についての理解をさせると

いった教育的意義も大変大きいものがございま

すので、関係機関とも連携を図りながら、今後

ともその促進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 例えば、完全米飯化をしてい

るえびの地区と他地域との比較や、さまざまな

データ収集等を行って、今後はぜひ県内一円に

広げていただき、そしてまた、低学年でも米飯

化の完全実施をよろしくお願いしたいと思って

おります。

以上で、愛みやざき代表質問のすべてを終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま
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した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続いて代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時30分散会
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