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平 成 2 0 年 1 2 月 ５ 日 ( 金 曜 日 )
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員43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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。民主党の田口雄二です。本

年の締めくくりの11月議会でも質問の機会をい

ただき、感謝申し上げます。さて、私はまだま

だ若いと思っていましたが、つい２日前の12月

３日でとうとう50歳を迎えてしまいました。し

かし、身体的にはちょっときつくなってまいり

ましたが、精神的には青春真っただ中のつもり

で、これまで以上に責任と自覚を持って、宮崎

県発展のために議員活動に取り組んでまいらね

ばと、改めて決意をしているところです。今後

とも、先輩議員の皆様の御指導をよろしくお願

い申し上げます。

さて、世間では気が重くなる暗い話題ばかり

ですが、県北に明るいニュースが飛び込んでま

いりました。11月23日に東京で開催された農林

水産祭で、北浦養殖マサバ協業体の「ひむか本

サバ」が内閣総理大臣賞をこのたび受賞いたし

ました。知事の抜群のＰＲ効果で、宮崎地鶏や

マンゴー、キンカン、宮崎牛などが全国ブラン

ドになる中、県北地区関連の物産がないなと寂

しく思っていましたが、今回の快挙に、待って

ましたと言いたいところです。お隣の大分県の

関サバにも全く引けをとらないすばらしい味

で、このまま全国ブランドへ定着してほしいも

のです。出荷までには何かと手がかかるんです

が、関係者各位のこれまでの御尽力に敬意を表

しますとともに、知事を初め、県当局の今後の

ＰＲもよろしくお願い申し上げます。

さて、早速質問に入らせていただきますが、

何分教養不足のために、漢字の読み間違い等が

あるかもしれませんが、単なる勘違いと軽く笑

い飛ばしていただきたいと存じます。

では、通告に従いお伺いしてまいりますの

で、御答弁をよろしくお願い申し上げます。

まずは、知事の政治姿勢についてお伺いしま

す。

アメリカ発の金融危機で世界同時不況が進行

し、日本国内の株価の暴落と円高のダブルパン

チで、輸出立国の日本の経済状況の先行きが大

変不透明になって、暗雲が立ち込めています。

特に、近年、日本経済を力強く牽引してきた自

動車関連産業各社の減産や派遣社員の大量解雇

等のニュースが連日、マスコミに流れていま

す。前回の９月議会以降、すぐに総選挙かと思

われていましたが、麻生総理は完全に解散の時

期を逸してしまい、相次ぐ失言と政策のミスで

求心力を急速に失いつつあります。100年に一度

の不況と首相みずから言い、「まずは景気だ」

「政局より政策」と訴え、臨時国会を延長した

にもかかわらず、第２次補正予算案は提出もさ

れません。経済が順調なときは、政治はそれを

見守るだけでいいと思いますが、不況のとき

は、政治が経済をスピーディーに、そして力強

くリードしていかなければなりません。９月24

日に就任して以来、約２カ月を経過いたしまし

たが、麻生政権を知事はどのように評価してい

るのか、また第２次補正予算案についてどのよ

うにお考えか、お伺いいたします。

次に、ばらまきあるいは選挙対策ではないか

平成20年12月５日（金）
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と批判がある、第２次補正予算案の総額２兆円

の定額給付金についてお伺いします。総務省

は、来年３月の給付開始を目指して調整に入っ

ているようですが、一番煩わしい世帯主への給

付に関する業務を、麻生総理はなぜか地方分権

と称し、それでなくても忙しい年度末に、地方

に丸投げするつもりのようです。しかし、給付

された世帯が、この給付金をこれまでの生活費

とは別にすぐに使ってくれれば、景気浮揚にも

寄与するものと思われますが、これだけ先行き

が不透明ですと、実際にはそれを望めるような

状況にはありません。

先日、宮崎県北部広域行政事務組合、つまり

県北地区の市町村長さんたちと、「平成21年度

の県の施策・予算に対する要望」について、私

たち県議会議員も同行し、知事と副議長に陳情

させていただきました。そのとき、知事も御存

じのように、ある自治体のトップがこの定額給

付金を痛烈に批判し、「国の政策であるテレビ

の地上デジタル放送への全面移行に伴い、中山

間地のまさにテレビしか娯楽のない人々の難視

聴対策で膨大な事業費を自治体が負担しなけれ

ばならない。２兆円もばらまくのであれば、難

視聴対策は全国でも数千億円で済むので、こう

いうところに予算をつけてほしい」と訴えてい

ました。教育や福祉、困窮する地方に有効に

使ってほしいものだと私も思いますが、定額給

付金について知事の所見をお伺いいたします。

次に、知事のマニフェストについてお伺いし

ます。間もなく年が明けますと、知事の任期も

折り返しとなり、後半の２年を迎えることにな

ります。知事が掲げたマニフェストの実現に向

けて、そろそろ仕上げの態勢に入っていかなけ

ればなりません。しかし、知事誕生時に比較

し、経済状況は極端に厳しくなってまいりまし

た。４年間で新規企業誘致100社、新規雇用創出

数１万人、観光客の年間５％増等々、大きな目

玉になったものもありました。これまで順調に

推移してきたものもありましたが、知事は御自

身のマニフェストの達成見込みについてどのよ

うにお考えか、お伺いいたします。

次に、多重債務問題についてお伺いします。

消費者金融の利用者は全国で1,400万人、多重

債務者は230万人いると言われています。こうし

た多重債務が原因となり、自己破産や自殺を引

き起こすケースも多く、深刻な社会問題になっ

ています。本県においては、国の多重債務問題

改善プログラムに基づき、2007年８月に多重債

務者対策協議会を立ち上げ、既に協議されてお

ります。1997年より年間300人以上の自殺者を出

しており、自殺率において全国でワースト２の

本県は、本年度中に策定する自殺対策行動計画

に、１つ目に相談窓口の整備強化、２つ目に金

融経済教育の強化、３番目にセーフティネット

貸し付けの提供、４つ目にヤミ金撲滅に向けた

取り締まりの強化を柱にするとされています。

年間３万人の自殺者のうち、8,000人が経済問題

が原因と見られており、多重債務問題の解決

は、自殺対策においても大きな効果が期待され

るのではないでしょうか。心配される経済の行

方によっては、この問題はさらに深刻さを増す

可能性もありますが、県内の多重債務者の状況

と、この状況の解決に向けてどう取り組んでい

るのか、県民政策部長にお伺いいたします。

次に、医療・福祉行政について３点お伺いい

たします。

私は、質問のたびごとに、県北26万人の生命

を預かり、高度医療を一手に引き受ける県立延

岡病院の医師不足について、質問させていただ

いております。この県立延岡病院を、10月23

平成20年12月５日（金）
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日、知事につぶさに視察をしていただきまし

た。楠元院長や梶本看護部長等に、延岡病院、

そして県北救急医療の置かれている現状の説明

を受け、集中治療室などを見ていただいたと聞

いております。医師不足はもちろんのこと、看

護師も慢性的に不足している状況も報告された

ものと思います。現状の厳しさは以前よりあ

り、既に改善の声があったにもかかわらず、実

際にはさらに深刻さを増しております。現場の

生の声をじかに聞いた知事の率直な所見をお伺

いいたします。

次に、国民健康保険の長期間滞納による、保

険証のない無保険の中学生以下の子供がいる家

庭が、全国に１万8,200世帯あり、３万2,900人

の無保険の子供がいることがわかりました。現

在、払える経済力がありながら、給食費や保育

料などを納めない無責任な親が問題になってお

り、悪質な未払いに対しては支払いを求めてい

くことは当然ですが、子供たちの命や健康にか

かわる問題で、責任のない子供に対しては、同

じ条件で保険診療が受けられるようにしてほし

いものです。この事態を受け、厚生労働省は10

月末に、滞納世帯から相談があれば、無保険の

中学生以下の子供に対し、短期保険証を交付す

るように地方自治体に通知しています。また、

子供たちが安心して医療を受けられるよう、民

主党は11月27日、社民党、国民新党と共同で、

「国民健康保険法の一部を改正する法律案」を

衆議院に提出しました。この事態を早期に解決

する一助となってほしいものです。そこで、本

県の15歳以下の無保険の子供の状況と救済措置

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、Ｂ型・Ｃ型肝炎に関してお伺いをいた

します。Ｂ型・Ｃ型肝炎は、2000年ごろから、

血液製剤フィブリノゲンで感染が爆発的に広が

り、国内最大の感染症となっております。肝炎

は放置していると肝臓がんに進行し、肝臓がん

の主たる要因となっております。しかし、適切

な早期治療を実施すれば、肝臓がんへの移行を

劇的に減らすことができます。週１回のインタ

ーフェロン注射と毎日の服薬を６カ月から１年

半続けることで、ほぼウイルスを除去できる治

療法が確立されています。ところが、新治療法

が確立されたことを知らない患者が多く、ま

た、以前の治療法のイメージからか、積極的に

治療を受ける人が少ない実態があります。国は

本年４月、インターフェロン治療の助成制度を

導入し、治療を促しています。治療費の自己負

担上限を所得に応じ月額１万円から５万円と

し、差額を国と県が助成するものですが、この

制度を知らず、申請者も多くなく、せっかくの

助成制度が活用されておりません。そこで、本

県におけるＢ型・Ｃ型肝炎患者の実態と、助成

制度の申請状況、あわせて助成制度の周知啓発

はどのようになされているのか、お伺いいたし

ます。

次に、新型インフルエンザ対策についてお伺

いいたします。

新型インフルエンザがいつ発生してもおかし

くないと、数年前から言われ続けていますが、

国、地方自治体の対策が不十分の声も聞かれま

す。しかし、最近のマスコミの報道を見ていま

すと、事態が緊迫度を増してきたのか、新型イ

ンフルエンザに関するものが急増し、専門家な

どがしきりに語っております。これまで、1918

年のスペイン風邪の、世界で4,000万人、国内

で39万人が死亡した被害がよく語られます

が、2003年以降、世界15カ国で387人が感染

し、245人が死亡しています。特に日本の隣国で

の発生が多発しており、死者も東南アジアに集

平成20年12月５日（金）
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中しています。一たん国内で発生した場合、飛

行機や列車などの交通網の発達、都市部の人口

密集等により、爆発的に被害が拡大し、拡散し

ていくことが予想されます。2005年に、政府は

「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定

し、検疫の強化や医薬品の備蓄・投与など、海

外での発生、国内での大流行など、段階ごとに

国、都道府県などの自治体の対応を公表してい

ます。しかし、発生時に最前線となる自治体の

体制整備は、財政状況もあり、厳しいものがあ

ります。本県の新型インフルエンザ発生に備え

て、体制整備の取り組みについて、福祉保健部

長にお伺いいたします。

次に、雇用の確保について、来年卒業予定の

高校生や大学生の就職内定率をお伺いいたしま

す。

昨日の髙橋透議員への答弁で、残念ながら、

現時点で３人の学生の内定取り消しがあったと

お聞きいたしました。夢を持って初めて社会に

羽ばたこうとしているそのときに、余りに冷た

い仕打ちに残念でなりません。今後も、経済状

況はさらに厳しさを増すことが予想されます

が、現在の来年卒業予定の本県の高校生や大学

生の就職内定率を、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

次に、物流対策についてお伺いをいたしま

す。

地理的に大きなハンディを持っている本県で

は、物流のインフラ整備を進めるため、本年７

月、知事を本部長とする物流対策推進本部を設

置し、産業界と連携し、貨物の集約を促進し、

航路誘致やＪＲ貨物の利便性向上対策に乗り出

し、本県の企業誘致にも大きくネックとなって

いる物流対策に取り組み始めました。来年３月

には鹿児島県の志布志港に新埠頭が完成予定

で、利便性が格段に向上し、本県の物流促進に

大きな脅威と予想されます。それでなくても、

これまで多くのトラックなどが、大分、志布志

などの他県や陸送に流れている状況もあり、県

内の体制づくりは急務です。産業界と県は、荷

主がばらばらに運んでいる荷物を集めて、鉄道

や海上輸送の利用を促進し、輸送網の充実につ

なげる方向で一致し、体制づくりに動き始めま

した。これまでの取り組み状況をお伺いいたし

ます。

次に、教育行政についてお伺いいたします。

日本では、1960年に生じた深刻な大気汚染や

水質汚濁等の自然破壊の問題に対する社会運動

が発展し、その解決法として認められるように

なったのが環境教育の原点です。その後、車公

害、ごみ問題、ヒートアイランド等の都市化に

伴う環境問題、地球温暖化、オゾン層の破壊、

森林の減少などの地球規模の環境問題などと推

移し、私たちの便利で快適な暮らしに起因する

環境問題が顕在化しています。美しい郷土や地

球の環境を守り、環境に配慮した生活を実践で

きるよう、大人から子供までの環境教育を進め

ていくことが大切です。全国的に、環境教育に

熱心に取り組む学校や地域、企業が増加してい

ますが、本県において環境教育はどのように取

り組んでいるのか、教育長にお伺いいたしま

す。

最後に、警察本部長にお伺いいたします。

最近、大学生を初めとする大麻に関するニュ

ースを連日耳にいたします。有名私大の学生が

なぜと思いますが、見ていますと、余りにも罪

の意識が薄く、犯罪を起こしているという自覚

がないのではないかと思えるほどです。昨年、

全国で大麻に関連して3,282件が検挙され、過去

最多を記録しています。覚せい剤などと比較し
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て、若い世代に広がっているのが特徴で、検挙

されたうち７割近くを未成年と20歳代の若者が

占め、高校生も28人、中学生も１人含まれてい

ます。インターネット等で大麻や大麻の種子が

簡単に手に入るのも犯罪を助長しています。大

麻取締法では、所持や栽培は規制されているの

に、使用についての規定がない上に、国によっ

ては大麻が違法とされていない国もあること

が、たばこの延長線上にあるぐらいの感覚しか

ないのかもしれません。大麻の別名「マリファ

ナ」は、スペイン語で「安いたばこ」の意味で

もあります。しかし、大麻は、テトラヒドロカ

ンナビノールという依存性成分が含まれてお

り、摂取量によって陶酔感を覚えたり、知覚、

感覚に変化が生じ、感覚変化や現実との遊離

感、幻視、幻聴等の症状があらわれ、たばこや

酒よりはるかに有害です。しかも大麻は、依存

性の強い覚せい剤等への入り口になるケースが

多く、この事態は憂慮すべき事態です。そこ

で、本県における大麻、覚せい剤等の薬物事犯

の情勢と今後の対策について、警察本部長にお

伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。麻生政権についてであります。山積

する課題に対し、麻生内閣は懸命な努力をされ

ていると考えております。しかしながら、政策

決定がいま一つスピード感に欠けるイメージが

ありますし、対応が後手後手に回っている感が

いたします。新聞報道によりますと、内閣の支

持率が低下している現状にもあります。また、

国民が生活に不安を覚える中で、私は、景気対

策として、速やかに２次補正予算案を国会に通

すことが、何よりも国民が求めていることだと

考えておりますが、追加の補正予算案の提出は

来年の通常国会ということでありまして、大変

残念に思っております。麻生総理は地方重視の

姿勢を示されていたので、私としては、今後そ

の考えに沿って、地方道路の整備財源の確保

や、地方交付税の充実、疲弊した地方を支える

景気対策といった、地方に配慮した政策決定が

スピード感を持ってなされることを期待したい

と思いますが、もしそれがなされなければ、地

方からの厳しい評価が下されることと思いま

す。さらに言わせてもらえば、今は未曾有の世

界的な金融危機と、これに続く景気後退局面に

ありますので、国の最高の意思決定機関である

国会を機能不全に陥らせることなく、与党と野

党の枠を超えて、協力すべきところは協力し

合って、国民目線に立った国民生活を守る施策

の立案・施行をお願いしたいと考えておりま

す。

定額給付金についてであります。景気が一段

と厳しさを増す中、国においては、経済対策の

一つとして、定額給付金の検討が行われており

ますが、家計の側からすれば、少なからず助か

るのではないかと考えております。しかしなが

ら、一方で、この給付金はあくまでも一時的な

ものであり、これが景気を回復させるための十

分な効果を上げられるかどうかについては、未

知数という感じもいたしております。いずれに

いたしましても、国において、現在、この給付

金も含めた経済対策について検討が進められて

いますので、その動向を注視していく必要があ

ると考えております。

続きまして、マニフェスト達成の見込みにつ

いてであります。私がマニフェストに掲げた項

目のうち、乳幼児医療費助成制度の拡充や災害

時安心基金の設置、行財政改革などにつきまし
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ては、これまでのところ着実に実施してきてお

り、全体としてはおおむね順調と認識しており

ますが、新規立地企業100社や新規雇用創出１万

人などについては、国内外の経済情勢に大きな

影響を受けるため、９月以降の急速な景気悪化

に伴い、非常に厳しい状況にあると考えており

ます。このような経済環境の変化により、全体

としてハードルが高くなったことは事実であり

ますが、マニフェストは県民の皆様との約束で

あるため、さらなる努力により、達成を目指し

てまいりたいと考えております。

次に、県立延岡病院を訪問した感想について

でありますが、私は、去る10月23日に延岡病院

を訪問し、病院や県北地域の医療の現状等につ

いて、現場の生の声を聞いたところでありま

す。その中で、医師を初め職員の方々が、ス

タッフの不足など厳しい環境の中で、地域の中

核病院として高度で良質な医療を提供するた

め、昼夜を分かたず懸命に取り組んでいる状況

を伺い、改めて医師等の人材確保の必要性を感

じたところであります。また現在、地元自治体

や医師会等と協力して、いわゆるコンビニ受診

の自粛を呼びかける「延岡病院支援キャンペー

ン」を行うなど、医師の負担軽減にも取り組ん

でおりますが、さらにさまざまな手だてを講じ

ながら、県北の地域医療の確保に全力を挙げて

取り組んでいく必要があると考えております。

〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、多重債務問題についてであります。多

重債務につきましては、消費生活センターにお

いて、平成19年度に900件を超える相談を受けて

おり、依然として大きな社会問題であると認識

をいたしております。このため県といたしまし

ては、昨年８月に設置した国、県、市町村、弁

護士会及び司法書士会などから成る多重債務者

対策協議会において、円滑かつ効果的に多重債

務施策を推進するため、情報の共有化や相談体

制の連携を図っているところであります。ま

た、出前講座での消費者教育を初め、街頭での

啓発キャンペーンを実施するとともに、消費生

活相談員による相談対応を行い、債務整理方法

など、案件によっては弁護士等の専門家への紹

介を行っているところであります。さらに、多

重債務問題を解決していくためには、気軽に安

心して相談できることが重要でありますことか

ら、昨年に引き続き、弁護士会や司法書士会等

の協力により、無料相談会を実施しているとこ

ろであります。今後とも、市町村や関係機関と

連携しながら、啓発や相談の充実に努めてまい

りたいと考えております。

次に、物流対策についてであります。御案内

のとおり、本県の物流効率化を図るためには、

低コストで大量輸送が可能な海上輸送やＪＲ貨

物の利便性を向上させることが必要でありま

す。しかしながら、このような大量輸送機関の

維持充実には、採算に見合う貨物の確保が不可

欠でありますことから、工業会やＪＡ経済連に

おいて、産業界が連携した貨物の集約を図ろう

とする取り組みが進められているところであり

ます。一方、県におきましては、海上航路の利

用促進のための助成事業等を実施しているとこ

ろでありますが、さらに、ことし７月に設置い

たしました物流対策推進本部におきまして、産

業界との意見交換や、荷主やトラック事業者に

対するヒアリング調査等を実施しているところ

であります。今後は、これらの結果を踏まえま

して、産業界との連携や役割分担のもとで、本

県物流の効率化に取り組んでまいりたいと考え
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ております。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、国民健康保険税の滞納世帯の状況等に

ついてであります。本年９月に実態調査を行い

ましたところ、滞納世帯は全体の20.1％に当た

る４万562世帯であり、そのうち資格証明書を交

付されている世帯は3,931世帯あり、子供のいる

世帯はこのうち264世帯となっております。国か

らは、今回の実態調査を踏まえ、子供のいる滞

納世帯に対する資格証明書の交付に際しては十

分に配慮するよう、10月30日付で通知があった

ところであります。県としましては、市町村に

対しまして、この通知の趣旨を踏まえ、滞納者

に一律に被保険者証の返還を求めるのではな

く、事前に納税相談等を行い、滞納者の生計状

況や納付状況を十分に考慮した上で、子供がい

る世帯について個別に適切に対応するよう助言

指導をしているところであります。

次に、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの感染者及び

肝炎治療費助成事業の実績についてでありま

す。Ｂ型及びＣ型肝炎につきましては、国内で

およそ200万人ないし300万人の感染者がいると

言われており、本県では２万人ないし３万人の

感染者がいると推定されます。なお、Ｂ型及び

Ｃ型肝炎の肝がんへの進行予防や治療効果の促

進を図るとともに、インターフェロン治療に要

する患者の経済的負担を軽減することを目的と

した肝炎治療費助成事業を本年４月から開始

し、その受給者につきましては、11月末時点

で402人となっております。

次に、肝炎ウイルスに関する啓発と検査につ

いてであります。感染の可能性がある方への啓

発につきましては、県庁ホームページや新聞等

において、肝炎ウイルス検査の実施についての

周知を図り、検査を受けるよう勧めているとこ

ろであります。また、検査につきましては、県

内各保健所や医療機関において無料検査を実施

しております。今後も引き続き、県民の皆様に

対し、無料検査の実施及び肝炎治療費助成事業

に基づく医療費の公費負担制度の活用について

周知を図り、肝炎治療の効果的推進に努めてま

いりたいと考えております。

最後に、新型インフルエンザ発生に備えての

取り組みについてであります。県としまして

は、新型インフルエンザの発生に備え、抗イン

フルエンザウイルス薬タミフルの備蓄や、感染

症指定医療機関と連携した初動体制の整備、大

流行時の入院施設の確保、医療従事者や県民に

対する啓発等の対策を進めてまいりました。さ

らに、新型インフルエンザの感染拡大を可能な

限り防止し、健康被害を最小限に抑え、社会・

経済機能の破綻を防ぐことを目的として、事前

準備と各発生段階に応じた対応を盛り込んだ新

型インフルエンザ対策行動計画を、年内をめど

に策定しているところであります。今後、この

計画を実効性あるものとするために、県民の皆

様の御協力をいただくとともに、国、市町村及

び医師会等の関係機関と連携しながら、新型イ

ンフルエンザの対策の推進に取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

卒業予定者の内定状況についてであります。

宮崎労働局の調査によりますと、まず、大学生

につきましては、10月末現在で就職希望者2,396

人のうち、内定者が1,091人、内定率は45.5％

で、昨年同期と比較しますと0.4ポイントの増加

となっております。また、その内訳は、県内企
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業が351人、県外企業が740人となっておりま

す。次に、高校生につきましては、就職希望

者3,177人のうち、内定者が2,120人、内定率

は66.7％でありまして、前年同期と比較します

と0.7ポイントの減少となっております。また、

その内訳は、県内企業が947人で、内定率55.2

％、県外企業が1,173人で、内定率80.3％となっ

ております。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

環境教育の取り組みについてであります。環

境問題が地球規模の問題となっています今日、

学校における環境教育を推進し、児童生徒が環

境問題への理解を深め関心を高めていくこと

は、重要なことであると考えております。この

ため、県教育委員会におきましては、現在、県

内の小学校３校、中学校３校、県立学校４校

の10校をモデル校に指定いたしまして、環境教

育を推進しているところであります。それぞれ

の学校では、ごみ処理問題や河川の水生生物の

観察、緑化活動、一人一鉢運動などの学習や活

動に積極的に取り組んでおります。このほか、

県内の多くの学校で、総合的な学習の時間など

におきまして、環境に関する学習に取り組んで

おります。

具体的な例として申し上げますと、例えば、

日南市の小学校ではアカウミガメの保護活動

を、延岡市の小学校では野鳥の観察を行いなが

ら、環境教育に取り組んでおります。また、日

向市の中学校では、クリーンエネルギーに関す

る研究を通して環境教育に取り組むなど、各学

校の地域の状況に即して、さまざまな取り組み

を行っているところであります。これらの学校

の取り組みの成果を他の学校にも広めながら、

児童生徒が環境保全に対する実践的な態度を身

につけることができますように、今後とも環境

教育の推進に努めていきたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

全国的に覚せい剤事犯は、ここ数年、減少傾

向で推移いたしておりますが、大麻事犯につき

ましては、本年10月末現在で、検挙件数で

約3,000件、検挙人員で約2,200人と、過去最高

の水準で推移をしているものと承知しておりま

す。当県におきましては、本年10月末現在で、

覚せい剤事犯で54件、43名の検挙、これは昨年

同期比でプラス５件、10名でございます。大麻

事犯につきましては21件、20名の検挙、昨年同

期比でプラス２件、３名でございます。なお、

大麻事犯の人員の20名というのは、既に10月末

現在の段階で過去最高の数字でございます。

御質問にありましたとおり、全国的には、大

学生の大麻事件での検挙が昨今、社会問題に

なっておりますけれども、本県におきまして

は、一昨年、昨年、本年と調査いたしました

が、大学生の大麻事犯の検挙は今のところない

という状況でございます。しかしながら、大麻

事犯の検挙の内訳を見ますと、御質問でも触れ

られましたけれども、10代、20代の若者が、こ

としで65％、昨年で72％を占めておりまして、

若年層を中心に乱用されている状況がうかがわ

れ、全国と同様の傾向にあると考えておりま

す。

この種の事犯に対する警察の取り組みについ

てでございます。薬物事犯につきましては、暴

力団等の資金源ともなりますことから、これま

でも取り締まりを徹底してきたところでありま

す。大切なことは、供給源を絶つということと

需要をなくすということでございます。今後と
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も、税関、海上保安庁等関係機関と連携をし

て、密売人や末端乱用者を徹底して検挙してま

いりたいと考えております。

また、薬物の乱用防止のためには、広報啓発

活動の推進が大変重要でありますが、最近の検

挙事例からは、大麻の若者層への広がりが危惧

されますことから、若い世代の規範意識の醸成

が肝要でありまして、薬物乱用防止教室の開催

等により、特に中高校生と直接向き合う機会を

利用して、薬物乱用の危険性、有害性について

効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと

考えております。今年度は、10月末現在で、小

・中・高校生等を対象に、延べ95回、約２

万4,000人の児童生徒を対象に薬物乱用防止教室

を開催したほか、乱用防止をアピールするため

の街頭キャンペーン等を実施しております。今

後とも、県、市町村、あるいは厚生労働省麻薬

対策部局等、関係機関・団体と連携をして、広

報啓発活動についても強力に推進してまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○田口雄二議員 それぞれ御丁寧な御答弁あり

がとうございました。先ほど私は、50歳になっ

たと申し上げましたが、壇上では眼鏡は何とか

見えを張ってつけなかったんですけれども、さ

すがにここに来ると見えづらくなったものです

から、お許しをいただきたいと思います。別に

知事のスタイルをまねしているわけじゃありま

せんので、よろしく。

総裁選を華々しく圧倒的な勝利で誕生した麻

生総理の評価についてですが、先ほども申しま

したように、景気対策が最優先と言いながら、

第２次補正予算は先送りされました。緊急経済

対策のおくれから、待ち切れずに長崎県で

は、50億円の中小企業経営緊急安定化対策資金

を独自に創設することを決め、県議会に提案さ

れました。県が30億円、地元の複数の金融機関

が20億円を出資し、年末年始に向けて資金繰り

が厳しくなる中小企業に低利で貸し付けて支援

に乗り出すようです。これだけを見ても、麻生

政権にはもう期待ができないと言われていると

言っても過言ではない状況に陥っているように

見えます。早く解散総選挙をして国民に信を問

うべきだと思っております。

さて、10月28日に、日向市に進出計画を進め

る国内最大手の製材会社中国木材が、林業３連

合会と覚書の調印を取り交わしています。とこ

ろが、その席で、急激な円高などの影響で工場

進出が大幅におくれる見通しを明らかにしてい

ます。「必ず進出するが、経済状況を見ながら

タイミングを考えたい。時期は未定」と、進出

が不透明になってしまいました。地元林業関係

者も、低迷する林業の発展と早期進出を待望し

ていただけに落胆のようです。旭化成関連の新

工場の建設と中国木材の進出で地元の皆さんの

期待が大きかっただけに、非常に残念です。知

事のマニフェストの達成にも大きく寄与してく

れるものと思っていましたが、今回の件につい

て知事の所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 中国木材の進出につ

きましては、同社と林業関係団体との間で、10

月28日に進出条件を取りまとめた覚書の調印が

とり行われるなど、立地に向けた取り組みが進

んでいるところであります。今後、厳しい経済

状況が続くと予想される中、同社の具体的な進

出計画はまだ提示されておりませんが、本県の

林業や工業などの産業振興や、新たな雇用の創

出による地域経済の活性化につながるものであ

りますので、今後とも取り組みが円滑に進みま

すよう、期待しているところであります。
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○田口雄二議員 ありがとうございます。これ

は昨日も質問がありましたが、再度お伺いをし

たいと思います。９月議会閉会日からの知事の

宮崎１区の衆議院選立候補か否かのどたばた以

来、県民は知事の本心を見た感じで、やっぱり

そうかと思った方が多いように思います。私の

周りでも、知事に対してがっかりしたという声

が多いこともお伝えしておきます。知事職の１

期全うや国政転出の件で、昨日、徳重議員の質

問にお答えになりましたが、なぜもっと明確に

断言できないのか。必ずただし書きがつきま

す。奥歯に物が挟まったような思わせぶりな話

し方で、きのうの答弁で、知事が腰を据えて知

事職に専念してくれるんだと安心した県民は少

なかったのではないでしょうか。かえって未練

たっぷりの姿勢が見えて、不信感を募らせてい

ます。しかし、知事、絶大な支持をしている県

民は、宮崎県の知事だから支持をしているのだ

と私は思っております。県民に、「任せておい

てください。心配要りません」と、力強く断言

をしていただきたいのですが、もう一度知事の

所見を伺います。

○知事（東国原英夫君） きのうも申し上げま

したとおり、私の政治行動の大命題、大前提と

いうのは、宮崎県の浮揚、発展でございます。

宮崎が、この時代に、あるいは社会状況で国の

中で埋没しないように、私は、全身全霊、一日

一日県知事職に没頭している、誠心誠意務めて

いるということでございます。きのうも申し上

げましたとおり、将来のことは予測が非常に難

しい時代背景になっております。不測の事態や

未曾有の事態が発生する可能性もありますの

で、先のことは何とも申し上げられません。し

かし、きのうも申し上げましたが、今は県民の

皆様との約束を果たすべく、マニフェストの実

行も含めて、一日一日県勢発展に全身全霊を傾

けて、今は考えられませんと、国政転身は今は

考えられませんということを、ずっと一貫して

述べさせていただいております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。また

今回もただし書きがついているわけなんです。

ただ、私が昨年当選をして以来、１年ちょっと

になりますが、昨年の議会のときには、知事

は、そこにいるときは非常にはつらつとして、

議員とのやりとりも楽しんでいるようなシーン

が見受けられたんですが、ここのところ、ずっ

と知事はそこにいるのがいかにも苦痛といいま

すか、余り楽しくないように見えるものですか

ら、議場の中でももうちょっとはつらつとした

感じでいてほしいなと思っております。またこ

れから、いろんなお誘いがあっても、それはぜ

ひ振り切っていただきまして、宮崎県発展のた

め、マニフェストの達成のために全力で取り組

んでいただきたいと思います。それがまた宮崎

県の発展にもつながりますので、どうかよろし

くお願い申し上げます。

それでは次に、多重債務の件で再度お伺いい

たします。自殺率がワースト２で、また、本県

は不名誉なことでもありますが、破産率もかな

り悪い順位です。多重債務率がもしあれば、本

県はかなり高いものが予想されます。本県にお

ける多重債務に陥る主な要因は何か、また特徴

的なものがあるのか、県民政策部長にお伺いい

たします。

○県民政策部長（丸山文民君） 消費生活セン

ターでの相談状況によりますと、多重債務に

陥った要因として、生活費、教育費等の不足、

あるいはクレジットカードの過剰な利用などが

挙げられております。相談者の平均債務額は

約280万円となっております。また、相談者は給
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与所得者が約６割を占めておりまして、年齢層

としては20代から40代が多くなっているような

状況であります。以上であります。

○田口雄二議員 ありがとうございました。そ

れでは再度、知事にお伺いいたします。先ほど

県立延岡病院を視察した感想をお伺いいたしま

した。私どもも、大変厳しい条件の中で、身を

粉にしながら日夜頑張っている医療スタッフに

は、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。先ほ

どの答弁の中では語られませんでしたが、視察

した折、地元紙に「県内には医療格差がある」

と発言していますが、何をもってそう思われた

のか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県における地域別

の医師数は、人口10万人当たりで見ますと、最

も多い宮崎東諸県医療圏が314.4人であるのに対

しまして、県立延岡病院のある県北部医療圏

は181.0人となっており、医師の地域的偏在がご

ざいます。また、新しい医師臨床研修制度の導

入に伴い、大学からの医師派遣が厳しい状況と

なったこと等から、小児科や産科、内科等の診

療科の医師が不足している圏域がありまして、

医療提供体制に地域間で格差が生じていると認

識しているところでございます。県といたしま

しては、このような医療面の地域間格差が縮ま

るよう、僻地への医師派遣、医師修学資金や医

師派遣システム等による医師確保、大学への医

師派遣の要請等の対応あるいは対策に、全力を

挙げて取り組んでいるところであります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。政治

も行政サービスも、公平公正が最大の原則でも

ありますので、格差是正のために全力で取り組

んでいただきたいと思っております。

再度、県病院の医師確保についてお伺いをい

たします。よく、各大学の医局に医師の派遣要

請をすると答弁いただきますが、現実はなかな

か厳しい状況です。先日の地元紙に「宮崎大学

医学部の医局も医師不足」の記事を拝見し、あ

る意味、私どもの要望に際どい牽制球を投げら

れたようにも見えます。医師不足対策で、医学

部の定員を今年度168人ふやしましたが、国は慌

てて来年度から700人ふやし、これまでで最も多

い8,486人にするそうです。これはこれで大変あ

りがたいのですが、彼らが医者になって地域医

療に来るまでには最短でも８年かかり、私たち

はそんなに待っていられません。医療現場は、

体制がいつ崩壊するかわからないほど緊迫して

おり、即効性が求められています。そこで、医

師の資格を持ちながら医療現場を離れている休

眠状態の医師が、本県には何人いるのか、ま

た、医療現場復帰にはどのような取り組みをし

ているのか、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 就業していな

い医師数でありますが、平成18年12月現在の調

査で35名でありまして、このうち20名の方は70

歳以上であります。また、70歳未満の15名のう

ち、女性が11名を占めている状況にあります。

一方、医師国家試験合格者の３分の１を女性が

占めるなど、女性医師は今後ますます増加し、

それに伴いまして、出産育児で医療現場を離れ

る医師も増加することが予想されております。

このため、県といたしましては、院内保育所の

運営費を助成するなど、女性医師が医療現場に

復帰し、育児をしながら働き続けられるような

勤務環境の整備に努めているところでありま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございます。やは

り予想したとおり、女性の方が非常に多いとい

うのがわかりました。女性には何かと多くの負
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担がかかりますので、少しでも軽減するような

策を講じていただきまして、できるだけ早く現

場に復帰していただくような体制を整備してい

ただきたいと思っております。

再度、福祉保健部長にお伺いします。Ｂ型・

Ｃ型肝炎の件でお伺いいたします。本県には２

万人から３万人の感染者がいると推定されてい

るようですが、これは40～50人に１人の比率で

すから、非常に多いのに驚きました。適切な治

療をしっかり受ければ、非常に効果が高く、ま

た補助金があるにもかかわらず、助成事業がス

タートして８カ月もたっていながら、他県の状

況はわかりませんが、いまだ402名しか受給者が

いないのは少な過ぎるのではないでしょうか。

うまくいけば完治し、しかも助成金まであるの

に受給者が少ないのは、今の啓発やＰＲの仕方

にも不備があるのではないかと思われますが、

福祉保健部長に今後の取り組みをお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 肝炎治療費助

成事業の啓発につきましては、県庁ホームペー

ジや県の広報誌、あるいは新聞等で周知を図る

とともに、医療機関を対象に説明会を行ってき

たところであります。今後も、県民の皆様に対

しては、講演会等を開催して肝炎治療の必要性

についての啓発を行い、事業の一層の周知を

図ってまいります。また、かかりつけ医と肝炎

の専門医との連携を強化し、肝炎患者が適切な

医療を受けられる体制を整備してまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 先ほども話しましたように、

今、完治に近い状態まで治せるようになってお

りますし、助成金もしっかり出せるようになり

ましたが、それを知らずに苦しんでいる方もい

らっしゃると思いますので、ぜひとも啓発には

力を入れていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

再度、福祉保健部長にお伺いします。新型イ

ンフルエンザ対策について伺います。新型イン

フルエンザ対策行動計画を年内をめどに策定す

るとのこと、市町村との連携をしっかりして万

全を期していただきたいと思います。ただ、私

ども素人判断ですが、いざ発生したら、県民

は、やはり、抗インフルエンザウイルス薬タミ

フルをすぐに投与してほしいと思うのが普通だ

と思います。抗インフルエンザウイルス薬タミ

フルを本県はどれほど備蓄しているのか、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） タミフルにつ

きましては、国全体では、治療用の備蓄として

国が1,050万人分、都道府県で1,050万人分、流

通分を合わせまして計2,500万人分が確保されて

いるところであります。そのうち本県では、人

口案分による割り当て分の９万6,000人分を備蓄

しております。

○田口雄二議員 備蓄数を聞いて、安心してい

い数字なのかどうかはわかりませんが、私個人

としては、随分備蓄しているんだなというのが

実は実感です。ちょっと安心しました。しか

し、発生した場合、医療現場の最前線で働いて

いただく医療スタッフの防疫体制はどうなって

いるのか。幾らタミフルを備蓄しても、扱える

人が新型インフルエンザにかかってしまっては

どうにもなりません。医療スタッフの防疫体制

はどうなっているのか、再度、福祉保健部長に

お伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新型インフル

エンザ対策において、医療スタッフの確保は大

変重要でありますことから、医療機関に対しま

して、国の「医療施設等における感染対策ガイ
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ドライン」に沿ったマニュアルの整備を指導す

るとともに、患者発生を想定した訓練を実施し

ております。また、国の行動計画やガイドライ

ンによりますと、医療スタッフに対しては、第

一段階の事前準備として、プレパンデミックワ

クチンを優先的に接種するとともに、十分な感

染防止策を行わずに患者に濃厚接触した場合

は、タミフルを予防投与することになっており

ます。

○田口雄二議員 プレパンデミックワクチンと

いうのを初めて聞きましたけれども、いろいろ

医療対策も進んでいるようですね。実は私、２

月議会のときにも同様の質問をいたしたんです

が、今回の質問では、かなり体制が進んだよう

にも見えるんですけれども、その後の進捗状況

を再度、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 毎年、全庁内

の情報の共有を図り、新型インフルエンザ対策

への理解を深めるために、感染症危機管理対策

本部幹事会を開催しておるところであります

が、今年度は、新型インフルエンザ対策行動計

画を策定するために、３回の幹事会を開催し、

全庁的な体制整備を進めているところでありま

す。また、保健所を中心に関係機関との合同訓

練を実施するとともに、地域住民への講演会や

県広報誌による啓発などを実施したところであ

ります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。しか

し、相手は自然の猛威であります。自然はこれ

まで、人間に何度も痛手を負わせてきておりま

す。そういう意味ではさらに準備怠りなきよう

に、よろしくお願い申し上げます。

最後に、教育長に２点お伺いをいたします。

先ほど、本年の就職内定状況をお聞きいたしま

した。現時点では前年に比較して大きな変動は

ありませんが、今後の内定が昨年同様にいくの

かは非常に心配です。求人倍率もどんどん下落

しています。本年はまだ、一たん内定を出して

いるので、企業側も、批判も大きくなっており

ますので採用する可能性がありますが、来年度

は、一気に採用枠そのものが激減するおそれが

あります。就職担当の先生方は、企業の情報収

集等、企業訪問などを積極的に行っていただ

き、一人でも多くの就職口を見つけ出していた

だきたいと思いますが、教育長の所見をお伺い

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校の生徒の就

職対策につきましては、これまで、企業の人事

担当経験者や教職経験者などを進路対策専門員

や就職支援教員として学校に配置し、求人の開

拓や進路相談などを行いますとともに、各学校

の教職員や県教育委員会事務局職員が企業を直

接訪問することによりまして、求人の確保に努

めてきたところであります。このような取り組

み等もありまして、今年度の県立高校の10月末

現在の就職内定率は、昨年同期より2.0ポイント

高い66.8％となっております。しかしながら、

御所見にありましたように、景気後退に伴う今

後の雇用については大変憂慮されますことか

ら、これまで以上に企業に足を運びまして、求

人について強力なお願いをしてまいりますとと

もに、宮崎労働局などの関係機関とさらに綿密

な連携を行うなど、就職を希望する生徒の願

い、希望がかなえられるように、全力で取り組

んでまいりたいと思います。以上であります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。卒業

生というのは、初めて社会に出るわけですの

で、そういう意味では非常に大きな夢を持って

飛び立とうとしております。そんなときに、い

きなり内定を取り消されたり、就職口がないと
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いうのは、まるで、いきなり社会に裏切られる

ような思いもするかもしれません。そういう意

味では、ニートになるというのが今、非常に大

きなテーマにもなっておりますので、就職口の

確保には全力を尽くしていただきたいと思って

おります。よろしくお願い申し上げます。

それでは、最後の質問をさせていただきま

す。先ほど大麻の検挙状況を警察本部長に御報

告いただきました。大学生はいなかったようで

すが、10代と20代が65％を占めています。余り

罪の意識もなく、軽い気持ちで手を出してし

まったのではないかと思います。そして、検挙

された若者はほんの氷山の一角ではないか、ま

だまだすそ野は広いのではないかと思います。

そして、忘れてならないのが、この大麻は覚せ

い剤への入り口である、入り口になるケースが

非常に多いという事実です。取り返しのつかな

い事態に陥る前に、大麻や薬物の恐ろしさ、失

うものの大きいこと等を、中高生のときから知

らしめる必要があります。学校における薬物乱

用防止教育の取り組みについて、教育長にお伺

いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 薬物乱用につきまし

ては、御所見にありましたように、児童生徒の

健全な心身の発達に悪影響を及ぼす重大な問題

として受けとめております。小・中・高等学校

におきましては、日ごろから、保健体育科の授

業はもとよりでありますが、学級活動や総合的

な学習の時間などの教育活動全体を通しまし

て、薬物乱用と健康について指導しますととも

に、警察職員や学校薬剤師等による薬物乱用防

止教室などを開催しているところであります。

また、非行防止の観点から、ＰＴＡや地域の方

々の御協力をいただきまして、巡回指導等を

行っていただいているところであります。県教

育委員会といたしましては、児童生徒の発達段

階に応じた的確な指導ができますように、文部

科学省が作成をいたしております指導資料やビ

デオ等を学校に配布して、指導の充実に努めて

いるところであります。今後とも、学校はもと

より、家庭や地域と緊密な連携を図りながら、

継続的な乱用防止対策の推進に努めてまいりた

い、このように考えております。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございました。こ

れですべての質問を終了いたします。（拍手）

○星原 透副議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 本日の質問

項目は、田口議員と、新型インフルエンザ対

策、そして大麻の乱用問題と重複しました。質

問する中で答弁がダブる部分もあるかもしれま

せんが、御了承をお願いしたいと思います。ま

た、質問のスタイルも、一通り壇上で全項目に

触れられるというものが私と一緒なので、共感

を覚えます。ただ、定額給付金に関する評価は

全く相反するものでございますので、これは残

念でありました。

それでは、通告に従い、順次一般質問を行っ

てまいります。知事を初めとして、関係各部

長、教育長に答弁をお願いいたします。

初めに、中小零細企業支援について伺いま

す。

政府・与党が去る８月29日に決定した安心実

現のための緊急総合対策、この中に盛り込まれ

ていた新しい保証制度、いわゆる原材料価格高

騰対応等緊急保証制度が10月31日からスタート

をしております。これは、売り上げの減少、原

材料価格・仕入れ価格が上がっても、値上げが

できないことによって経営が悪化し、必要な事

業資金の調達に支障を来している中小・小規模

企業者に対して、円滑な資金提供を行うための
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保証制度であります。その大きな特徴の一つ

が、対象となる業種、それまでは185業種だった

わけですが、これが545業種に、その後さらに73

業種ふえて、現在618業種となり、その結果、全

国の中小企業の３分の２、保証制度の拡充を求

める中小企業のほぼすべてをカバーできた点に

あると思います。

この制度、スタートしてからまだ１カ月

ちょっとでありますが、経済産業省の発表によ

ると、12月３日現在、全国における保証承諾件

数４万3,769件、金額にして１兆800億1,300万円

になったそうであります。本県においては、昨

日最終で、緊急保証制度を含めたセーフティ

ネット保証５号全体で97件、金額で17億7,700万

円となったようであります。なお、全国の数字

と比較すると、本県の数字はちょっと低過ぎる

のではないかと思われるかもしれませんが、県

の保証協会では、セーフティネット保証５号、

すなわち業況の悪化している業種に対して、本

年４月以降積極的に取り組み、11月末現在で328

件、金額にして64億6,300万円の保証承諾をして

おります。この８カ月間の数字は、19年度１年

間と比較して、件数で301％、金額で235％の伸

びということですので、念のため申し添えま

す。

いずれにしても、これらの数字は、日本経済

を下支えしている中小企業がいかに資金繰りに

苦しんでいたか、この実態を改めて浮き彫りに

したと同時に、この制度によって多くの中小企

業が救われたことも如実に物語っているのでは

ないかと思います。その一方で、「銀行の窓口

で早々と断られた」「なかなか保証してくれな

い」といった声も、私たちのもとに届いてまい

ります。保証承諾が先ほどの数字ですから、そ

れ以前の相談等はかなりの数になっているので

はないかということは容易に想像できます。金

融機関や保証協会において、人的または時間的

にも十分に対応し切れていない現実もあると思

いますが、中小企業の目線に立った対応をぜひ

ともお願いしたいというふうに思います。

私たち公明党県議団としても、11月11日、緊

急保証制度のスタートに当たって、制度の周知

徹底、金融機関の窓口における柔軟で丁寧な対

応、円滑でスピーディーな市町村長の認定事務

の実施、この３項目を知事に申し入れたところ

であります。県や市町村といった地方自治体、

信用保証協会や金融機関が、お互いにしっかり

と連携を密にして、今回のすばらしい制度が有

効に機能するように、全力を挙げて取り組んで

いただきたいと強く思うところであります。そ

こで、まずは、今回の緊急保証制度についてど

のように評価しているか。また、県として信用

保証協会や県内の各金融機関に対してどのよう

に働きかけたのか。以上２点について知事にお

伺いをいたします。

次の生活支援については、２点伺いたいと思

います。

まず１点目が、定額給付金についてでありま

す。政府・与党が10月末に取りまとめた、新た

な経済対策の大きな柱である２兆円規模の定額

給付金、先月12日の与党合意によって、実施に

向けスタートしているところであります。この

定額給付金は、物価高や金融危機に伴う景気の

減速といった厳しい経済状況のもと、収入の中

から貯蓄に回す余裕などない中で、消費を下支

えする効果が期待でき、家計にとって大きな救

いになることは間違いありません。ところで、

知事は11月６日の記者会見において、この定額

給付金について感想というか見解を述べておら

れます。既に１カ月が経過いたしましたが、こ
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の定額給付金についてどのように評価している

か、評価に変化があったか、改めて知事に伺い

たいと思います。

２点目は、生活福祉資金貸付制度についてで

あります。定額給付金はあくまでも単年度措置

でありますが、この生活福祉資金貸付制度は、

所得の少ない世帯、障がい者・高齢者世帯など

を対象に、国が３分の２、都道府県が３分の１

を出資して創設された公的な貸付制度でありま

す。昭和30年創設ですから、既に半世紀以上が

たっているわけですけれども、その目的は、生

業費や就学資金などを低金利あるいは無利子で

貸し付けることによって、経済的な自立を促す

ことを目指していくものであります。種類は目

的別に９種類あって、借りたいときは、市町村

の社会福祉協議会や民生委員に相談、県の社会

福祉協議会の審査が通ればオーケーということ

になります。ここで、本県における同制度の最

近の実績について、福祉保健部長に伺っておき

ます。

次に、高速バスの停留所設置について伺いま

す。

私は、九州内を高速自動車道を利用して移動

する場合、そのほとんどは自家用車での移動と

いうことになりますが、高速バスを使って福岡

に行くことも、たまにあります。その際、不思

議に感じるのが乗りおりする場所であります。

スーパーフェニックス号を利用したとき、宮交

シティを出発後、次にとまるのは都城北であり

ます。ここは停留所は本線上にあります。その

次にとまるのは小林インターチェンジでありま

すが、ここは本線を離れて料金所の手前をＵタ

ーンして乗るという形になります。その次は人

吉インターチェンジでありますが、そこでは一

たん料金所を出たところで乗りおりして、再び

料金所に入って本線に戻るという形になりま

す。何で都城北みたいに本線上に停留所がない

んだろうという素朴な疑問が起こってきます。

この疑問は、当然、現在建設が進んでいる東九

州自動車道にも向かってきます。東九州自動車

道の高速バスの停留所を、どこにどのような形

でつくられるのか、県土整備部長に伺います。

次は、薬物乱用防止問題についてでありま

す。

この件については、以前にも質問しておりま

すが、最近、大学生が大麻を自宅や寮で栽培し

たり、キャンパス内で売買して吸引したという

ことで、大麻取締法違反容疑で逮捕されるとい

う事件が頻発しております。大麻汚染につい

て、その広まりは深刻な状況にあると危惧する

ところであります。防止の観点から再度質問を

していきたいと思います。新聞報道によります

と、たばこより害がないと言われる大麻であり

ますけれども、危険性は高く、急性、慢性、い

ずれの精神障害も来す可能性があるというふう

に言われております。また、依存性は覚せい剤

より弱いものの、常用者の３分の１から半数が

依存に発展するそうであります。別の新聞報道

によりますと、現代医学は、幻覚や妄想などの

慢性中毒を治すことは可能であるけれども、薬

物依存は治療法がないそうであります。依存か

ら回復した人もいるけれども、それは治ったの

ではなく、今なおやめることを続けている状態

であるにすぎないというふうに言われておりま

す。大麻は、より強力で危険な薬物への入り口

となるゲートウエイドラッグとも言われており

ます。若者に薬物の誘惑をはね返せるだけの強

い意志を持たせるためには、教育機関や医療機

関、地域ボランティア、こういったところが

しっかり連携し、社会全体として取り組んでい
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くことが重要であると考えます。そこでまず

は、深刻な若者の薬物汚染の状況を、知事はど

のように考えておられるのか、伺いたいと思い

ます。

次に、新型インフルエンザ対策についてお伺

いをいたします。福祉保健部長に答弁を求めま

す。

鳥インフルエンザウイルスが変化して、人か

ら人へと効率よく感染する疾患、これが新型イ

ンフルエンザと言われるものであります。病気

の感染をなぜ「効率よく」と表現するのか、よ

くわからないところでありますけれども、その

ように言うそうであります。Ｈ５Ｎ１というウ

イルスは、鳥からヒトへの感染も世界的に見ら

れ、2003年11月からことしにかけて世界保健機

構に報告されたＨ５Ｎ１のヒト感染確定症例数

は、世界15カ国で387人、うち245人が亡くなっ

ており、死亡率は60％を超えております。本当

に恐ろしい数字でありますが、このＨ５Ｎ１が

ヒトからヒト間で効率よく感染するように変化

するものが、新型インフルエンザになるのでは

ないかと言われているようであります。

この新型インフルエンザがいつ、どこで発生

するか、全く予測がつかないことが恐ろしく、

不安が募るところであります。流行するサイク

ルは10年から40年と言われております。ウイル

スに対する免疫が基本的にないために、一たび

発生すると、飛行機での移動などによって短期

間で世界じゅうに蔓延するということになりま

す。この世界的な流行をパンデミックと言うそ

うでありますが、これを阻止することは困難、

しかし、発生初期の段階でタミフルなどの抗イ

ンフルエンザウイルス薬の投与、そして移動制

限を行うことで流行の拡大をおくらせ、その間

にワクチンなどの開発を急ぐことは可能だそう

であります。国においては、昨年３月に、全人

口の約４分の１が感染すると仮定した対策を策

定しており、現在はこれに基づいて、大量の抗

インフルエンザウイルス薬の備蓄、また対応訓

練などが行われています。以上を踏まえ、２点

伺いたいと思います。

まず１点目に、本県では、ことし２月に合同

訓練を実施したと聞いております。実施内容と

その成果はどうであったか。また、実施した中

で課題も浮き彫りになったと思いますが、どの

ようなものが出てきたか。その解決に向けてど

のように取り組んできたのか、あるいは取り組

んでいくのか、伺いたいと思います。

２点目に、厚生労働省の専門家会議は、先月

の20日、１人でも感染者が確認された時点で、

都道府県単位に学校などを休校にし、また、不

特定多数の人が集まる集合施設に対しても営業

などの自粛を求めるなど、緊急時のガイドライ

ンの見直し案をまとめております。県として

は、それらを受け、どのように対応していくの

か。以上、福祉保健部長に伺います。

最後に、地上デジタル放送への移行について

伺います。

地上デジタル放送へ完全移行する日は、平

成23年７月24日、既に３年を切っております。

テレビでは毎日のように、普及推進キャラクタ

ーを務めるＳＭＡＰの草彅剛が地上デジタル放

送への移行を盛んにアピールしているのは、皆

さんよく御存じのとおりであります。この地デ

ジの魅力は、高画質・高音質のデジタルハイビ

ジョン放送が楽しめるだけでなく、字幕放送や

音声での解説放送など、高齢者や障がい者にも

配慮したサービス、ワンセグの充実なども期待

されているところでありますが、総務省が去る

９月に行った調査によると、地デジ対応の専用
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チューナーや対応型テレビといった受信機の普

及世帯数は2,350万世帯、普及対象の全5,000万

世帯に対して46.9％であったそうであります。

今後、完全移行日までに全5,000万世帯を達成す

るためには、半年で500万世帯を超えるペースで

普及世帯をふやす必要があるということで、完

全移行がおくれれば、放送局はその間、現行の

アナログ、地デジの両方式で放送しなければな

らないという状況に陥る危険性もあるようであ

ります。アナログ放送から地上デジタル放送へ

の移行は、まさしく国策であり、国において

は、テレビ放送を通じてはもちろんのこと、全

国各地域におけるきめ細かな説明会の開催、さ

らには、必要に応じ相談員が各家庭を訪問して

説明を尽くすとまで言っておりますけれども、

県としても、円滑な移行がなされるよう一定の

取り組みをしていく必要があると考えます。そ

こで、ここでは、県として周知広報に今後どの

ように取り組んでいくのか、県民政策部長に伺

います。

以上で壇上からの質問を終わります。後は自

席から行います。(拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 緊急保証制

度についてであります。今般の国の緊急保証制

度は、資金繰りに大変苦労している県内の中小

企業者にとって、大いに役立つものと高く評価

しているところであります。県では、国の対策

を踏まえ、県制度資金の充実強化を図るととも

に、金融機関及び信用保証協会に対し、制度の

活用を推進するため、制度の説明会や積極的な

対応を文書等で要請したところであります。さ

らに、私も金融機関を直接訪問し、協力を要請

することとしております。

次に、定額給付金についてであります。定額

給付金につきましては、生活支援という観点か

らは、少なからず家計は助かるのではないかと

考えております。また、やっていただくなら、

スピード感を持って、個人消費喚起という観点

からも、せめて年末年始、クリスマス商戦前に

やっていただく必要があったのではないかと考

えております。一方で、景気浮揚という観点か

らは、この給付金はあくまでも一時的なもので

あり、景気回復のための十分な効果を上げられ

るかどうかについては、未知数といった感じも

いたしております。

続きまして、若者による薬物乱用についてで

あります。最近の、若者による大麻等の薬物乱

用につきましては、非常に憂慮すべき事態であ

ると考えております。これは、インターネット

等で違法薬物を容易に手に入れることが可能と

なるなど、若者を取り巻く社会環境の変化が大

きな要因の一つであるとともに、違法薬物に対

する知識の欠如も背景にあると考えておりま

す。薬物乱用は、単に自分の精神や体の健康上

の問題にとどまらず、犯罪など社会全体の問題

へと発展する危険性をはらんでおり、県民全体

で取り組まなければならない課題であると考え

ております。薬物乱用防止のためには、厳しい

取り締まりはもとより、特に若い世代に対する

正しい知識の啓発が大切であり、児童生徒を対

象に薬物乱用防止教室を開催するとともに、薬

物乱用防止指導員による各地域ごとの啓発活動

や、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動などを通し

て、広く県民に啓発しておるところでございま

す。今後とも、関係機関と連携しながら、大麻

等の薬物乱用防止に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

続きまして、定額給付金を地域経済の振興に

つなげるためには、まずは給付されたお金を

使っていただくことが必要かと考えております
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ので、私といたしましても、機会をとらえ、で

きれば県産品の購入などの消費を呼びかけてま

いりたいと考えております。以上です。〔降

壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地上デジタル放送の周知広報活動についてで

あります。地上デジタル放送への移行は、国の

政策として推進されているもので、国及び放送

事業者の責任において、周知広報活動を実施す

べきものであると考えておりますが、県といた

しましても、すべての県民に地上放送のデジタ

ル化に対応していただけるように周知広報の徹

底を図ることは、大変重要であると認識をいた

しております。このため、県はこれまで、国及

び放送事業者が合同で実施するＰＲイベントや

市町村への説明会の開催などを通じまして、協

力を行ってきたところであります。今後は、来

年県内にも設置される予定であります「総務省

テレビ受信者支援センター」が実施する説明会

などの支援も行うこととしております。県とい

たしましては、地上デジタル放送への円滑な移

行が図られますよう、今後とも国等への協力を

行い、周知広報に万全を期してまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

初めに、生活福祉資金についてであります。

生活福祉資金の平成19年度における貸付件数に

つきましては77件で、貸付金額は7,819万1,000

円となっております。資金種類を見ますと、高

校、大学等への進学のための貸し付けである修

学資金が、42件の4,783万4,000円と最も多く、

全体の５割を超える利用となっております。ま

た、19年度末時点での貸し付け中の金額は、14

億5,580万円余となっております。

次に、新型インフルエンザ合同訓練の内容及

び訓練の成果等についてであります。新型イン

フルエンザの訓練につきましては、各医療圏ご

とに保健所を中心に、医療機関、市町村、消防

などとの合同訓練を行ってきております。この

中で、平成20年２月の「県北地区新型インフル

エンザ防疫訓練」につきましては、県北の３保

健所、医療機関、延岡市、消防署などの関係機

関から約60名が参加して実施されたところであ

ります。訓練では、新型インフルエンザ患者発

生を想定し、医療機関における患者対応や、消

防における患者搬送、関係機関との連絡調整な

どについて確認をすることができました。訓練

を通じて感染防御対策等の課題が見つかりまし

たので、それらを踏まえて、今後とも関係機関

と連携して、対策の充実に努めてまいります。

最後に、「新型インフルエンザ対策ガイドラ

イン（案）」を受けての対応についてでありま

す。国の新しいガイドライン案におきまして

は、国民への医療サービスの維持と流行による

感染拡大を最小限に抑えることを目的として、

学校の休校等の判断基準や、発生段階における

抗インフルエンザウイルス薬の流通のあり方な

どの対策が盛り込まれております。県としまし

ては、現在、「宮崎県新型インフルエンザ対策

行動計画」を策定しているところであります

が、今後、この新しいガイドラインを参考に、

必要な対応を検討してまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

東九州自動車道における高速バス停留所の設

置予定についてであります。東九州自動車道に

おいては、供用区間において、現在、宮崎西イ

平成20年12月５日（金）



- 147 -

ンター付近と国富の２カ所の停留所が高速道路

本線上に設置をされております。また、事業を

行っている区間につきましては、西都インター

付近と門川インター付近の２カ所が高速道路本

線上に、さらに日向インター線上の料金所の外

側と延岡インター線の市道交差点付近におのお

の１カ所、合わせて４カ所の停留所が設置され

る予定となっております。以上でございます。

〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし

た。ありがとうございました。何点か伺ってい

きたいと思います。

まず、中小零細企業支援についてでありま

す。今月２日の地元紙によれば、「県は１日、

セーフティネット貸付の新規融資枠を年度当初

の52億円から100億円に拡大した」とありまし

た。これから年末に向け、中小企業の資金需要

はますます高まってくることが予想される中

で、大変心強い配慮であるというふうに思いま

す。これは高く評価したいと思います。ここ

で、県の中小企業融資制度について何点か伺い

ます。

その一つが、「みやざき頑張る企業応援貸

付」というものであります。これは、その内容

から見れば、平成16年４月に安藤前知事が創設

した「小規模企業サポート貸付」の後継ではな

いかというふうに思います。この小規模企業サ

ポート貸付は、厳しい経済状況の中で、少額で

あるにもかかわらず、金融機関がなかなか融資

してくれないと、資金繰りに苦しんでいた小規

模・零細企業の経営者にとっては、本当に救わ

れた貸付制度であったというふうに思っていま

す。この実績はどうだったか、またどのような

役割を果たしてきたと考えるのか、商工観光労

働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 小規模企

業サポート貸付についてであります。その融資

実績ですが、16年度から18年度までの３年間で

件数が3,177件、69億9,889万3,000円となってお

りまして、小規模企業者の金融の円滑化に大い

に役立ったものと考えております。

○新見昌安議員 続いて、後継の「みやざき頑

張る企業応援貸付」の位置づけと実績について

はどのような状況なのか、同じく商工観光労働

部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 「みやざ

き頑張る企業応援貸付」は、小口貸付に対しま

して金融機関等から要望が寄せられてきたため

に、先ほど御質問にございましたように、小規

模企業サポート貸付の後継の貸し付けとし

て、19年10月に創設したものでございます。創

設に当たりましては、小規模企業サポート貸付

と同様に、無担保・無保証人として、融資限度

額は300万円から500万円に拡大したところであ

ります。創設から本年10月末までの融資実績

は、145件の３億2,897万円となっております。

○新見昌安議員 もう一点伺いたいと思いま

す。昨年の10月から、信用保証協会と金融機関

とが適切な責任の共有を図る、その名のとおり

の責任共有制度が導入されております。これに

よって影響を受けやすい小規模零細企業を対象

として、責任共有制度の対象外となる全国統一

保証制度ということで、小口零細企業保証制度

というものが創設されております。県の融資制

度の中では、小規模企業経営安定貸付として位

置づけられていると思いますけれども、この実

績はどうなっているか、もう一度商工観光労働

部長に伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 小規模企

業経営安定貸付の昨年10月１日創設からの実績
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でありますけれども、本年10月末まででござい

ますが、437件の15億1,515万円となっておりま

す。

○新見昌安議員 以上、新たな緊急保証制度を

初めとして、支援策を伺ってきたわけですけれ

ども、答弁いただいた限りでは、利用の度合い

として、ばらつきがあるように思います。要は

壇上で申し上げたとおりです。中小企業の目線

に立った、きめ細かな対応を心がけていただき

たいというふうに思います。

続きまして、生活支援についてであります

が、まず、定額給付金についてお伺いをしたい

と思います。先ほどの知事答弁、お聞きしまし

た。私の家は夫婦２人ですので、２万4,000円で

す。隣の河野県議は大所帯ですので、何と10

万4,000円だそうです。少なからずどころか、か

なり家計の助けになると思います。年度末の臨

時ボーナスというふうに、私たちは考えていま

す。知事の答弁にあるように、私もこの２

万4,000円を使って県産品を買って、県外の友人

等に送ってやりたいというふうに思っておりま

す。

まず、改めてこの定額給付金についてであり

ますけれども、総務省が先月28日に、都道府県

や政令指定都市の職員を対象にして、事業の概

要に関するたたき台を提示して説明会を開催し

ております。その状況については、報道されて

おるとおりでありますけれども、これを受け

て、本県でも一昨日、全市町村の担当者に対す

る説明会を実施したというふうに聞いておりま

す。この事業の実施主体は市町村であるわけで

すけれども、県としても、市町村が円滑に事務

を進められるように、しっかりかかわっていく

必要があると思います。取り組みを総務部長に

お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 議員が今お話のよ

うに、先日、総務省から、現時点での検討内容

についての説明を受けたところでございます。

それによりますと、この事業は、市町村が実施

主体となりまして、国の補助事業として実施さ

れるということで、ほぼすべての住民を対象

に、年度内に支給を開始する内容ということで

ございます。したがいまして、支給の窓口とな

る市町村では、短期間のうちに膨大な事務を処

理する必要がありまして、やはり相当な困難が

予想されるところでございます。このため、県

といたしましては、早速、市町村への説明会を

開催したところでありますけれども、今後は、

国と市町村とのパイプ役として、情報提供ある

いは意見・要望の集約等を迅速かつ的確に行う

ことによりまして、事業の円滑な推進が図られ

るよう努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 次に、生活福祉資金貸付制度

についてでありますけれども、多くの利点があ

る一方で、制度そのものを知らない、利用者が

少ないという結果も出ております。一昨日、厚

生労働省の地域福祉課予算係に確認したとこ

ろ、47都道府県の出資合計額約2,000億だそうで

す。このうち平成18年度末現在で、貸し付け中

の金額は約977億円、半分以下でございます。私

が持っていた３年前のデータでは、貸し付け中

の金額は約970億円でしたので、全国的に見ても

余り利用されていないということを物語ってい

るのではないかと思います。せっかくの制度で

あります。さらなる利用促進に向けて、周知に

もしっかり取り組んでいただきたいというふう

に考えますが、県としてはどのようなＰＲ活動

を行っているのか、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 生活福祉資金
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につきましては、貸付主体である県社会福祉協

議会や相談窓口になっております各市町村社会

福祉協議会において、パンフレット、広報誌等

により周知に努めているところであります。ま

た、各地区の民生委員・児童委員協議会等の場

におきまして、制度の説明はもとより、活用を

促すよう要請しているところであります。県と

しましても、一層の利用を促進するために、県

社会福祉協議会と一体となった周知・ＰＲに努

めるとともに、各市町村の福祉担当部局に対し

ましても、活用促進を要請してまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 利用者が伸びないもう一つの

理由があります。それは、その使い勝手の悪さ

だと思います。「連帯保証人を立てる必要があ

る」「申し込んでから借り入れまでに１カ月程

度要する」「借りたいときに借りられない」と

いう声があります。そのため安易に高金利の消

費者金融に走ってしまう。その結果、多重債務

者になってしまうというケースもふえているよ

うであります。セーフティネット機能の充実と

いう観点からも、使い勝手がいいように、利用

面での制度改善が必要ではないかと思います

が、福祉保健部長に見解を伺いたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 生活福祉資金

につきましては、国が制度を定めておりまし

て、保証人の確保や民生委員の意見書の添付な

ど、一定の要件が必要となっております。当資

金は低利で、返済についても生活に著しい負担

が生じないよう、据置期間を初め、無理のない

返済期間を設定しており、条件面では極めて有

利な制度であると認識しております。今後と

も、円滑な利用が図られるよう、県社会福祉協

議会等とともに努力してまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 円滑な運用をぜひともよろし

くお願いしたいと思います。

続いて、高速バスの停留所についてでありま

す。先ほどの答弁によりますと、西都バス停留

所の次は日向ということになるようでありま

す。随分離れているなというのが率直な感想で

す。その間に新富町、高鍋町、川南町、都農町

とあるわけですが、どうしてそこには設置され

ないのか。高速バスの利用者にとっては不便き

わまりないのではないかと思います。高速バス

の停留所の設置はどのように決まっていくの

か、県土整備部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 高速道路に設

置されますバス停留所の決定の過程でございま

すけれども、候補地の選定に際しては、県、沿

線市町村、バス事業者、高速道路事業者から成

るバス停留所設置のための協議会を設置するこ

ととなっております。東九州自動車道におきま

しても、平成13年度に、「東九州自動車道バス

ストップ設置連絡協議会」が設置されておりま

して、必要性、整備効果等の検討を行うととも

に、高速バス事業者、沿線市町村の意向を確認

した上で候補地を決めております。それを受

け、本線上のバス停留所につきましては、国土

交通省が位置を決定し、当時の日本道路公団に

通知をしております。また、本線外に設置する

バス停留所につきましては、高速バス事業者や

沿線市町村、停留所を設置する箇所の管理者と

の協議により、位置が決定されているところで

あります。

○新見昌安議員 関連して、もう一点伺いたい

と思います。宮崎自動車道の都城北バス停留所

の下だったと思うんですけれども、駐車場が設

置をしてあります。これは都城市が整備したと
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いうふうに聞いておりますけれども、最近よく

聞く言葉に、パーク・アンド・ライドあるいは

パーク・アンド・バスライドというものがあり

ます。これは、自宅から自家用車で最寄りのバ

ス停または駅まで行って、車を駐車させて、バ

スや電車などの公共交通機関を利用して目的地

に行くというシステムのことであります。これ

は、渋滞の緩和だけではなくて、排気ガスによ

る大気汚染の軽減、また二酸化炭素の排出量の

削減といった効果も期待されています。この点

からも、これから整備が本格化する東九州自動

車道、単に道路ができ上がればいいというので

はなくて、利用価値の高いものにする、沿線地

域における利用者の利便性の向上に寄与できる

ものとするためにも、先ほど言った高速バスの

停留所の設置、バス利用者のための駐車場の整

備、こういったものに県としても積極的にかか

わっていくべきというふうに考えますけれど

も、もう一度、県土整備部長に見解を伺いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 東九州自動車

道につきましては、一部区間を除いて、御承知

のとおり、平成22年度から26年度まで順次供用

が公表されているところでありまして、既に、

先ほど申し上げました高速バス停留所の設置位

置が決定しておりますことから、新たな設置は

困難であると考えております。しかしながら、

今後、高速バス利用者の利便性向上のために、

特に必要が生ずれば、県としても、関係機関と

調整を図るなど、適切に対応してまいりたいと

存じます。

○新見昌安議員 今となっては、何で早い段階

で４町の方々が声を上げなかったのかよくわか

らないんですけれども……。いずれにしまして

も、これから必要があれば、県としてもしっか

り関係機関と協議しながら調整を図るというこ

とですので、そのときはまた、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

続きまして、薬物乱用防止についてでありま

す。現行の大麻取締法は、先ほど田口議員も

おっしゃいましたが、種子自体に有害性がな

い、また国際条約も規制を求めていないという

ことで、種子の所持は規制していない。また、

許可を得て栽培している正規の農家の方々を、

大麻の受動吸引から保護するために、大麻の使

用、吸引も処罰の対象になっていないというこ

とだそうです。時代状況に合わせた法の見直し

が求められているゆえんではないかと思いま

す。法の改正は国会議員に任せるとして、地方

としては、広報啓発活動にしっかり取り組んで

いく必要があるのではないかというふうに思い

ます。先ほどの答弁にあった薬物乱用防止教室

の開催状況及び薬物乱用防止指導員の配置状

況、活動状況はどうなっているか、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 薬物乱用防止

教室につきましては、平成19年度は、県内の小

・中・高238校で、また、専門学校や地域団体に

対して７回開催し、薬物に対する正しい知識の

普及を図ったところであります。

次に、薬物乱用防止指導員についてでありま

すが、保護司会やＰＴＡなど11の団体、376名に

依頼しておりまして、県内各地区での薬物乱用

防止教室の開催や啓発活動に努めていただいて

おります。

○新見昌安議員 それぞれの地域においては、

薬物乱用防止指導員の存在が非常に大きいもの

があるというふうに思います。こういった方々

の資質の向上にどのように取り組んでいるの

か、同じく福祉保健部長に伺います。
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○福祉保健部長（宮本 尊君） 指導員の資質

向上につきましては、毎年、研修会を開催する

とともに、麻薬・覚せい剤乱用防止センターが

行う研修会へ派遣するなど、指導員としての知

識を深めていただいておるところであります。

○新見昌安議員 関連して、ちょっと古い話に

なるんですけれども、５月、６月は不正大麻・

けし撲滅運動月間だったようであります。その

成果について、同じく福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 不正大麻・け

し撲滅運動は、おっしゃるように毎年５月から

６月に実施しておりまして、この期間中に広く

県民に、大麻やケシに対する正しい知識の普及

に努めるとともに、栽培が認められていないケ

シの撤去を行っており、平成20年度は56カ所で

１万4,094株の撤去を行ったところであります。

○新見昌安議員 薬物乱用防止について最後の

質問であります。先月29日の毎日新聞に、沖縄

県教育委員会が、すべての県立高校60校を対象

として、薬物使用に関するアンケートを実施し

たところ、4.5％の高校生が大麻など薬物使用を

誘われたことがあるという実態が明らかになっ

たという記事がありました。４万6,842人の対象

者のうち４万347人が回答したようですが、誘わ

れた経験があるというのは1,821人だったそうで

あります。沖縄県の教育長は、「衝撃を受け

た。憂慮すべき非常事態」というふうに語った

ようでありますけれども、薬物が着実に若者に

忍び寄っているという実態に身震いする思いで

あります。このことは、ひとり沖縄県だけの問

題ではなく、その他の地方においても同様の問

題が発生しているのではないかというふうに思

います。本来ならこんなアンケートはやりたく

ないものですけれども、本県の未来を担う若者

たちの実態を掌握するためにも、沖縄と同じよ

うな実態調査をすべきではないかと考えます

が、教育長の見解を伺います。

○教育長（渡辺義人君） 現在、本県の学校に

おきましては、警察職員や学校薬剤師等の協力

を得まして、先ほど田口議員の質問にもお答え

いたしましたように、薬物乱用防止教室などを

実施しますとともに、保健体育科の授業を中心

に、教育活動全体を通して、心身の健康の保持

・増進に関する指導に努めているところであり

ます。薬物乱用は、児童生徒の心身の発達に悪

影響を及ぼす重大な問題であるという認識は、

私どもも全く一緒であります。お尋ねの沖縄県

でのアンケートによる実態調査ということであ

りますが、これを本県でも実施してはどうかと

いうことでありますが、これにつきましては、

教育活動全体を通して、薬物乱用の防止という

ことに努めているところでありますけれども、

念のためにと申しましょうか、そういう意味

で、実態調査については、やるかどうかという

ことも慎重に考えなきゃいけない部分もあろう

かと思いますので、何らかの形で検討はしてい

きたい、このように考えております。

○新見昌安議員 ぜひ検討を重ねた上で実施を

お願いしたいと思います。

新型インフルエンザ対策についてでありま

す。去る10月19日の日曜日に、宮崎港をメーン

会場にして大規模津波防災総合訓練が実施され

ました。私も参加させていただいたわけですけ

れども、主催は国土交通省、協賛は内閣府、後

援は公益法人等18機関、訓練参加機関は、国、

地方自治体、公共機関等76機関ということで、

陸・海・空総動員、まさしくその名のとおり、

大規模なものであったというふうに思いまし

た。地域住民もたくさん参加しておられまし
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た。どんな訓練であれ、実際に実施するという

ことによって初めて気づく点、また課題等も見

えてくるのではないかというふうに思います。

この津波防災総合訓練ほどのものは求めません

けれども、新型インフルエンザに係る訓練につ

いても、可能な限り大規模に行う必要があるの

ではないかと思いますが、福祉保健部長の見解

を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君) 新型インフルエ

ンザの訓練につきましては、先ほど申し上げま

したように、これまでは、各医療圏ごとに保健

所を中心に実施してきたところであります。ま

たことしの10月には、天然痘による生物テロ発

生を想定した国、県、市町村等による共同図上

訓練が実施されたところでありますが、この訓

練は、新型インフルエンザ対策を実施する上で

も非常に有益であったと考えております。今

後、新型インフルエンザ対策行動計画の策定を

踏まえ、新型インフルエンザの大流行を想定し

た全庁的な訓練の実施について検討してまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いします。

地デジへの円滑な移行についてです。この地

デジへの移行に便乗して、「工事が必要だ」と

言葉巧みに高齢者、障がい者に近づいて工事費

を振り込ませたりする事件も、他県では既に発

生しているようであります。このような悪徳商

法への対応について、県民政策部長に伺いま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） 地上デジタル

放送移行に便乗した悪質商法につきましては、

ほかの県において、公的機関などと称しまし

て、地上デジタル放送受信に関する不当な費用

請求や勧誘を行うなどのトラブルが発生してい

るところであります。このようなことから、国

におきましては、地上デジタル放送に関する悪

質商法の窓口を設置して啓発に取り組んでお

り、県におきましても、市町村等に対して、悪

質商法に関する注意喚起を促しているところで

あります。平成23年７月24日の全面移行が近づ

くにつれまして、工事費等の架空請求などさま

ざまなトラブルが想定されることから、消費生

活センターのホームページや出前講座などにお

いて、悪質商法の被害防止に関する啓発に取り

組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 それと、地デジへの移行に

伴って、アナログテレビが大量に排出されると

いうことも十分考えられます。リサイクル対策

など適正処理の推進についてどのように取り組

んでいかれるのか、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 地上デジタル

放送へ移行します平成23年には、全国で最大

約2,600万台のアナログテレビが排出されると予

測されております。こうした使用済みアナログ

テレビの不法投棄の防止やリサイクルの促進の

ためには、いわゆる家電リサイクル法に従って

適切に処理される必要があります。このため、

県といたしましては、不要となったアナログテ

レビが、消費者から確実に小売業者へ引き渡さ

れ再商品化されるよう、国や市町村とも連携を

しながら、啓発等に努めてまいりたいというふ

うに考えております。

○新見昌安議員 不法投棄等厳重に監視して

いっていただきたいというふうに思います。

最後の質問であります。昨年の６月定例議会

において、私は知事に対して、宮崎県民歌に関

連し、宮崎県の新しい宣伝歌、ＰＲ歌について

伺いましたけれども、そのとき知事は、「宣伝

歌あるいはＰＲソング、応援歌を広く県内外か

ら公募してコンペにかけ、県民の御理解、御賛
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同をいただいてＰＲソングとするような企画を

私は考えている。まだ実現に至るわけではあり

ませんが」という答弁をされました。その後ど

うなったか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎を宣伝するいわ

ゆるＰＲソングにつきましては、歌の持つＰＲ

効果が大きいことから、宮崎を宣伝する有効な

手段の一つと考えております。しかしながら、

それがＰＲソングとして広く受け入れられるた

めには、歌詞や曲の内容だけでなく、歌い手さ

んや演奏者、また、そのタイミング等にかかる

ところが大きく、事前にその効果が予測できな

いところであります。また、その制作には、歌

手等への報酬やＣＤの作成等に多額の経費が必

要となるなど、さまざまな課題もございます。

したがいまして、宮崎にちなんだ現にある歌や

これからつくられる歌を、さまざまな方々に

歌っていただくことでＰＲいただければと期待

しているところであります。

○新見昌安議員 北九州市は、ことし市制45周

年だったそうですが、北九州を元気にする応援

ソングというのをつくったそうです。これは特

定の歌手じゃなくて、15チームぐらいが一緒に

なっての応援ソングだったそうです。私はそれ

でいいと思います。宮崎を元気にしたいという

思いの方々が集まって、この宮崎をさらに宣揚

するような歌をつくる。そういった企画をして

いっていただきたいというふうに要望して、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）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時53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、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。一般質問に立た

せていただきます。知事並びに各部長に明確な

御答弁をいただきます。

それではまず、知事の政治姿勢について伺い

ます。

最初に、宮崎県に許認可権のある港湾の使用

についてです。県内の港には、ことしになって

からでも７月に米軍掃海艦「ガーディアン」が

宮崎港へ、８月には海上自衛隊の輸送艦「しも

きた」が宮崎港へ、護衛艦「あけぼの」が細島

港へ、掃海艇「あおしま」が福島港へ、また10

月には掃海母艦「うらが」と掃海艦「やえや

ま」「つしま」「はちじょう」が細島港へと相

次いで入港しています。このように、民間商業

港に軍艦が頻繁に入港・寄港し、自衛隊の独自

活動が展開されています。こうした軍艦の入港

・寄港に際し、県は港に停泊余地があれば拒否

できないと、いつでも無条件ですべて許可を出

しております。こういう許可のあり方自体、正

常ではないと思いますが、知事の御見解をお聞

かせいただきたいと思います。

後は質問者席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

自衛隊艦艇の港湾使用についてであります。

このことにつきましては、港湾法第13条第２項

で、「港湾管理者は、何人に対しても施設の利

用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取り

扱いをしてはならない」と規定されております
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ので、港湾の管理上の支障がない限り、他の船

舶と同様に取り扱い、許可しているところであ

ります。なお、県といたしましては、県民の安

全確保は重大な問題でありますので、国に対し

まして、安全面に十分配慮していただくよう、

機会あるごとに申し入れを行っているところで

あります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 安全に行っていただくこと

は当然のことでありますけれども、軍艦の入港

をとりわけ問題にするのは、現在、在日米軍再

編の名のもとに、陸海空の自衛隊と米軍が一体

になって、アメリカが引き起こす無法な戦争に

日本を巻き込む危険が強まっているからです。

県内でも、新田原基地を使用した日米共同訓

練、日向灘での日米共同掃海訓練、霧島演習場

を使用した米軍の実弾訓練などが実施されてき

ました。先日は、油津港の沖合いで実施されて

いた掃海訓練で、火薬の入った機雷を訓練中に

流失させる事故を引き起こし、近海で操業する

漁船や船舶に不安を与え、怒りを呼びました。

日本共産党は直ちに、一日も早い機雷の回収と

事故の原因や訓練内容の公開など、県民の安全

を最優先させた対応を求めて申し入れも行って

まいりましたが、こうした日常的に行われてい

る各種の軍事訓練と一連の民間港への軍艦寄港

は無関係ではありません。港湾法を理由にして

おられますけれども、港使用の目的も何も一切

尋ねないで無条件で許可するなどは、一般的に

も到底考えられないことではないでしょうか。

危機管理上も問題があるのではないでしょう

か。改めて知事の御見解を聞かせていただきた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 防衛省にかかわる、

この国を守るという取り組みにつきましては、

県といたしましては、そこには立ち入れないと

いうことでございます。国防は、国の責任ある

管理下において遂行されているものと思ってお

ります。ただ、県といたしましては、県民の安

全確保というものが重要でございますので、そ

ちらのほうは、今後とも機会をとらえて国に強

く要望してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 立ち入れないということで

ありましたけれども、自治体が港湾管理者とし

て入港を拒否できないということはありませ

ん。実際やっているところがあるわけです。現

実には、神戸港で「非核の神戸方式」を実施

し、「核」の搭載がないなどの証明書がなけれ

ば入港を認めてはおりませんし、沖縄の那覇市

でも、ずっと入港を拒否し続けております。で

すから、県民の安全・安心を守るという立場か

ら、危機管理上も無条件で許可するということ

はあってはならないというふうに思います。私

は、宮崎でも「民間港を軍事利用させない」と

いう明確な態度でぜひ臨んでいただきたい、こ

のことを強く申し上げたいというふうに思いま

す。

続けて伺います。次に、知事にお尋ねいたし

ます。消費税問題についてです。財政制度審議

会や政府税制調査会が相次いで消費税増税の方

向を打ち出し、社会保障の財源を消費税で賄う

ことを示唆し、年内にも実施時期を明らかにす

るよう求めております。麻生首相は既に、「３

年後に消費税の引き上げをお願いしたい」「税

率は10％ぐらいのものが要るのではないか」

と、あからさまに税率10％にも言及しておりま

す。そもそも消費税は、所得の低い人にほど負

担が重くのしかかるという逆進性の大変強い、

まさに弱い者いじめの税金です。今、庶民は大

増税、負担増に苦しみ、景気の低迷は深刻な状

況です。こうしたときに消費税の増税など、と
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んでもありません。消費税の引き上げは絶対に

やめるべきと思いますが、知事の御見解を伺い

ます。

○知事（東国原英夫君） 現在の消費税５％の

うち１％分は、地方一般財源としての地方消費

税であり、また、残り４％の国税部分の一部

は、地方交付税の原資となっておりますので、

地方消費税を含む消費税は重要な基幹税である

と認識しております。三位一体の改革以降、さ

らに厳しさを増す地方の財政状況において、今

後とも確実に増加が見込まれる医療、福祉等の

社会保障や教育、警察、消防といった住民生活

に直結した不可欠なサービスを安定的に提供し

ていくためには、その財源として、税源の偏在

性が小さく、税収が安定的な地方消費税の充実

が必要であると考えており、全国知事会におき

ましても、ことし７月に、地方消費税の充実を

含む税体系の抜本的改革の必要性について提言

を行ったところであります。消費税のあり方に

ついては、今後、国の税制改正の中で議論され

るものと思いますが、引き続き、知事会を通じ

て、我々地方の意見を積極的に訴えながら、国

会等での議論を注視してまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 知事は地方消費税に言及さ

れますけれども、新たな負担を国民や県民に及

ぼして、それで地方消費税をふやすという点で

は、私は本末転倒だというふうに思います。

今、国は社会保障予算を毎年2,200億円ずつ削減

するなど、命と暮らしを支える予算を切り詰

め、また、一度きりの定額給付と引きかえに、

消費税増税の方向を指し示しております。そん

なやり方では将来不安は増すばかりです。今や

るべきことは、将来不安を取り除き、個人消費

を伸ばすことではないでしょうか。今や、イギ

リスやフランスでも、消費税の引き下げを打ち

出しました。欧州連合（ＥＵ）が金融危機と景

気後退に対応するために、各国に消費税や労働

者の所得減税を勧告したことによるものです。

こうした景気対策の世界の流れにも消費税増税

は逆行しているのが、今の日本のやり方だとい

うふうに思います。日本でも、増税ではなく、

せめて食料品にかかる消費税を非課税にするこ

となどで、家計を応援すべきだというふうに思

います。さらに言えば、この10年間だけでも、

大企業や大資産家は７兆円も減税されてきまし

た。これをもとに戻す、また、年間５兆円も費

やしている軍事費の見直しなど、この２つの聖

域にメスを入れるだけでも、消費税増税に頼る

ことなく、社会保障の安定財源を確保する道は

開けてまいります。こうした方向を追求するこ

とが、県民の暮らしを守り、地域経済を立て直

すことに道を開くことになりますから、地方消

費税がふえるからなどと安易な増収に期待する

ことなく、大局的に県民の暮らし、地域経済そ

のものを守る見地で県政に当たっていただきた

い。このことを強く申し上げて、次に移りたい

と思います。

では次に、子供のいる世帯への国民健康保険

証の交付について伺います。

親の国民健康保険税滞納によって保険証を取

り上げられ、無保険状態になっている子供が多

数いることが、全国的にも問題になり、厚生労

働省が全国的な実態調査を行った結果、中学生

以下の子供が全国で３万2,903人、県内には264

世帯427人いることがわかりました。罪のない子

供たちが医療から排除されている実態が浮き彫

りになりました。厚生労働省は、子供のいる滞

納世帯に対し、機械的に資格証明書の交付を行

わないこと、医療を受ける必要のある子供には
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速やかな短期保険証の交付を行うよう、地方自

治体に要請を行いました。既に全国の県庁所在

地と政令市のうち29市が、保険証を一律に交付

する救済措置をとるか、近く実施予定であるこ

とが明らかにされております。県内の状況はど

うなのか、また、県はこの厚労省通知をどのよ

うに受けとめ指導に生かしていくのか、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国からは、今

回の実態調査を踏まえまして、10月30日付で通

知がございました。県としましては、市町村に

対し、この通知の趣旨を踏まえ、滞納者の生計

状況等を十分に考慮した上で、個別に適切に対

応するよう助言指導をしているところでありま

す。

○前屋敷恵美議員 県内すべての自治体でしっ

かり対応していただくように、県の指導も強く

期待をしているところです。しかし今、さらな

る問題では、今回行った資格証明書交付世帯だ

けの調査では、子供たちの無保険状態の把握は

不十分であるという問題があります。それは、

資格証明書すら交付されていない世帯がかなり

あって、そこに子供たちがいるということで

す。この実態も早急に調査して対処していく必

要があると思いますが、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 被保険者証、

短期証、資格証明書、これらのいずれも持って

いない、いわゆる未交付世帯の状況については

把握しておりませんけれども、現在、市町村に

対して調査を行っているところであります。

○前屋敷恵美議員 ぜひその調査を早急に行っ

ていただいて、子供のいるすべての世帯で無保

険状態を解消して、子供たちの健やかな成長を

保障することは、自治体、行政の務めでありま

すから、ぜひ対処していただきたい。そのため

には財政負担が生じるわけですけれども、国に

もその負担を求めるとともに、県も応分の負担

を担っていただいて、子供たちをしっかりと守

る、この立場に立っていただくことを強く求め

るものです。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

では、次に行きます。次は、重症心身障がい

児（者）施設の県央設置についてお尋ねをいた

します。

障がいを持つ子供さんを育てておられる保護

者の方々から、県央部に「重症心身障がい児施

設を建設してほしい」との強い要望が寄せられ

ております。恐らく県のほうにもそういう要望

が届いているのではないかと思うんですが、一

時も気を抜けない日々の暮らしの中で、「親の

元気なうちはまだ何とかなるけれど」と、先々

の不安が切実に語られます。現在、県内の重症

心身障がい児施設は、日南市の愛泉会日南病院

と川南町の国立病院機構宮崎病院の２カ所にあ

りますが、距離的な条件を考えれば、県央部の

設置はどうしても必要というふうに考えます。

県としては、県央への施設設置の必要性をどう

認識しておられるか、また、どのように今後対

応しようとしておられるのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 現在、県内の

重症心身障がい児施設につきましては、お話の

ように日南市と川南町の２カ所となっておりま

して、県央地域において保護者の方のニーズが

あることを承知しております。このため、県立

こども療育センターにおきまして、重症心身障

害児（者）通園事業の実施やショートステイの

拡充を図るなど、保護者の負担軽減に努めてい

るところであります。また、県央の民間病院に

おいて設置に向けた動きがありますので、県と
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しましては、今後、必要な助言等を行ってまい

りたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 当面、通園事業やショート

ステイをぜひ充実させていただきたいというふ

うに思います。また、民間病院でこの施設を立

ち上げるということで県が御努力もしておられ

るようですけれども、やはり民間病院ともなり

ますと、なかなか建設に踏み切れないというと

ころが現状かと思うんですけれども、その踏み

切れない課題は何なのかということも県はしっ

かりと把握していただいて、その問題解消のた

めにぜひ積極的な対応を行っていただきたいと

いうふうに思います。重症の子供さんたちの生

活と命を守っていかなくてはならない施設です

から、一日も早く期待にこたえていただきたい

というふうに思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。見通しなどがもしあれば、お

聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 民間病院の動

きにつきましては、私どもも御相談を受けたり

情報をいただいたりしておるわけですけれど

も、施設整備の問題もありますけれども、まず

は担当する小児科医の確保がなかなか難しいと

いうことで、当面は大人の施設から手をつけて

いきたいという意向を聞いております。

○前屋敷恵美議員 確かに、施設そのものがで

きても、マンパワーがそろわないと成り立って

いかないことは事実ですので、医師確保に、あ

わせて御努力をしていただきたいというふうに

思います。

それでは、続いて、河川のしゅんせつについ

て県土整備部長にお尋ねをいたします。

県内の多くの河川で、河床の上昇が常態化し

ている状態があります。このことが台風時など

の河川のはんらんの原因ともなっていることが

考えられ、それぞれの地元から河床のしゅんせ

つ、いわゆる掘削をしてほしいという要望が強

く寄せられております。来年度の予算編成の時

期でもありますので、ぜひ積極的な予算化で期

待にこたえていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成17年の台

風14号を初めとしまして、近年の多発する集中

豪雨による山腹崩壊などによりまして、御指摘

のとおり大量の土砂が県内河川に堆積しており

ます。そのため、平成17年度から19年度末まで

に、五ヶ瀬川や小丸川など、治水上、緊急性の

高い箇所を優先的に、おおよそ28億円の予算を

投入しまして、約180万立方メートルの土砂を除

去したところでありまして、本年度も２億円余

の予算で年度末までに約23万立方メートルの土

砂を除去することとしております。今後とも、

掘削した土砂を公共事業の盛り土に使用するな

ど、積極的な活用を図りますとともに、公募に

より募集した砂利採取業者に搬出させる制度、

こういったものも活用しながら、引き続き、治

水安全度の向上のために、来年度以降、堆積土

砂の除去に努めてまいりたいと存じます。

○前屋敷恵美議員 御努力しておられることは

十分理解するんですけれども、なかなかそのこ

とが今の県民の皆さん方の期待に追いつかな

い、要望に追いつかないという状況だというふ

うに思うんです。厳しい財政状況ではあります

けれども、地元の公共事業の拡大にもつながる

ことだというふうに私は思います。新年度の予

算は、不用額を余り出さないような適切な予算

を組んで、そういう努力もしていただきなが

ら、必要なところに予算を回すという県民の皆

さんの期待にこたえられるような予算編成を

行って、積極的に対応していただきたいという
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ふうに思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

では、続いて参ります。次は、中小・零細企

業、また農家への金融対策、財政支援、雇用対

策などについて順次お伺いをしていきたいと思

います。

長引く景気低迷の中で、中小・零細企業はい

つ倒産してもおかしくない、こういう状況に

至っているのではないでしょうか。帝国データ

バンクの調査でも、中小企業の約３社に１社

が、年末にかけ資金繰りが厳しくなると答えて

います。中小・零細企業の資金繰りと仕事の確

保をきちんと行い、安心して年を越せる状況に

する必要があります。今、中小・零細企業への

融資も厳しさを増していますが、信用保証協会

の保証承諾の状況や制度融資の状況、また貸し

渋りや貸しはがしなどといった問題はないか、

あれば適切な指導も求め、商工観光労働部長に

状況も含めてお伺いをしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 信用保証

協会の保証の状況から申しますが、本年の４月

から10月末までの保証承諾状況は、件数が4,128

件、保証承諾額は400億円余となっておりまし

て、いずれも前年同期比９％以上の増となって

おります。今後、年末を迎えまして、中小企業

の資金需要も本格化しますことから、県制度の

中で最も有利なセーフティネット貸付につきま

して、対象業種の拡大でありますとか融資要件

の緩和を行いますとともに、融資枠自体を12月

１日に100億円に拡大するなど、制度の充実強化

を図っているところであります。また、その融

資保証関係がスムーズにまいりますように、市

町村、商工会、商工会議所等を通じまして、制

度の周知を図りますとともに、金融機関とか信

用保証協会に対しまして、積極的な対応をお願

いしているところでございます。

○前屋敷恵美議員 今、セーフティネット貸付

の枠をふやしたということで、年末に向けて、

この融資枠拡大というのは大変評価ができるこ

とかなというふうに思います。それで、融資に

対しては、もっと柔軟に、業者の立場に立って

融資が活用できるような、そういう施策が必要

じゃないかというふうに、私は思います。その

一つには、利子補給や保証料負担のための財政

措置の拡充を図るということや、貸し付けの際

に必要となっている認定書の発行などを自治体

が迅速に行うようにすること、すぐにでも借り

られるという体制をつくるということ、また、

県や市町村の制度融資で、添付が義務となって

おります市町村民税の完納証明書を融資要件か

ら外すというようなことも行いながら、すぐに

使える使いやすい融資ということで対応するこ

とが必要じゃないかというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県の制度

融資につきましては、金融機関に対しまして原

資を預託し、例えば信用保証協会に対する保証

料、実際借りる方が保証料が安くなるように、

保証協会に対して保証料を補助する。また、保

証協会が、代位弁済が発生した場合に損失補償

するということによりまして、中小企業の方の

金融の円滑化とか負担軽減を図っておるところ

でございます。そして、今年度につきまして

は、その保証の枠について、前年度新規融資が

トータルで328億円に比べまして164億円多い492

億円の保証額を用意しているところでございま

す。そして、それを実行するための先ほどの保

証料に対する補助、あるいは代位弁済の損失補

償の予算枠を確保しておりますので、それにつ

いては十分対応できるというふうに思っており
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ます。それと、必要な制度融資に対する市町村

の証明の関係でございますけれども、先ほど申

しましたような県の制度融資に対して、県のト

ータル予算額が県単で286億円を要しているわけ

でございまして、その制度を安定的に維持して

いくためには、税金の完納は必要というふうに

考えております。ただ、市町村の認定というの

は、迅速にやることが非常に大事なことでござ

いますので、それにつきましては、緊急保証制

度を発足するに当たりまして、市町村担当者に

対する説明会を実施しますとともに、商工会等

にも認定の協力をお願いしたところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、融資制度が柔軟な対

応で即使えるというような形で進めていただき

たいと思います。中小企業というのは地域経済

を支えているかなめですから、今こそしっか

り、それぞれの経営を支えて、地域経済を守り

活性化させる、この観点を重視して、今後の対

策にもぜひ当たっていただきたい、そういうふ

うに思います。よろしくお願いいたします。

同じく、農業分野でお尋ねをいたします。

今、減反を押しつけられながら輸入自由化が推

し進められ、自由競争路線の中で収入が激減

し、農業が続けられなくなっている米農家を初

め、原油高騰の影響をもろに受けて経営が苦し

くなっている施設園芸農家など、農業分野でも

しっかりと今、農家を支える手だてが求められ

ているというふうに思います。この間、原油や

飼料高騰での対策の取り組みが行われてまいり

ましたけれども、この取り組みの経過と現状に

ついてお伺いをさせてください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 長引く原油や

飼料価格の高騰によりまして、経営費が増加

し、一方では農業所得が減少するなど、農家経

営に対する深刻な影響が出ております。このた

め、県といたしましては、県単独の緊急支援資

金の大幅な拡充や新たな利子補給事業の創設を

行うとともに、施設園芸におきましては、省エ

ネ効果の高い二層カーテン等の整備への重点的

な支援、それから畜産におきましては、国の緊

急対策等を活用して、自給飼料の増産、家畜の

生産性向上対策を実施することなどで、農家経

営への影響緩和を図っているところでございま

す。また、こういった対策とあわせまして、農

業普及部門を中心に、市町村やＪＡと一体とな

りまして、「原油高騰に負けない技術力アップ

作戦」を展開いたしまして、繰り返し現地で農

家に出向きまして巡回指導を行い、個々の農家

の声に耳を傾けながら、影響緩和のためのきめ

細かな支援を行っているところであります。今

後とも、関係団体・機関と連携しまして、経営

安定に向けた効果的な支援に努めてまいりたい

と考えております。

○前屋敷恵美議員 続いて、汚染米で問題とな

りましたミニマムアクセス米ですけれども、こ

のことが、やはり農家に厳しい状況を強いてい

るというふうに思います。私は国に、このミニ

マムアクセス米の輸入削減・中止を要求するの

はもちろんのこと、関税の引き下げ、輸入自由

化に応じないことも、あわせて要請すべきだと

いうふうに思います。それとあわせて、県とし

ても価格保証の対策を講ずるべきだというふう

に思います。また、農家への融資制度の活用

も、利用しやすいように見直して積極的に生か

していく。そのことがとりわけ重要で、これま

でも、いろいろ農家を支える施策も行ってまい

りましたけれども、本当に農家を応援する、

使ってよかった、農業が続けられるというよう

なものにならなくてはいけないというふうに
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思っております。そのところもあわせて、農政

水産部長にお答えいただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ＭＡ米、いわ

ゆるミニマムアクセス米でございますけれど

も、これはガット・ウルグアイ・ラウンド農業

合意に基づきまして、平成７年から輸入が行わ

れておりまして、これまで902万トンが輸入され

ております。ＭＡ米の主な用途としましては、

国産米ではコストの合わない、みそ、せんべ

い、酒造用原料などの加工用米として利用され

るなど、米生産農家に対する一定の配慮がなさ

れております。県といたしましては、現在、Ｗ

ＴＯ農業交渉が継続されているところでありま

して、ＭＡ米の取り扱いも含めて、その交渉の

行方は、農業・農業者等に大きな影響を与える

ことが懸念されることから、その行方を注視し

ながら、関係団体と連携し、適切な対応をする

よう国に要望しているところであります。

それから、米生産農家の支援策ということだ

と思いますけれども、米生産農家につきまして

は、国の水田経営所得安定対策や米政策改革推

進対策の中で、その加入者に対しまして、米の

収入が減少した場合、一定の補てんが行われて

いるところであります。県といたしましては、

引き続き、これらの対策の活用促進を図ります

とともに、関係団体とも連携しまして、稲作の

生産コスト低減に向けた技術支援や機械・施設

導入への助成制度の活用等によりまして、米生

産農家の経営安定に努めてまいりたいと存じま

す。

○前屋敷恵美議員 米生産農家は、本当に今、

厳しい米の価格低下の中で大変な状況にありま

す。今、１俵当たりの生産費は約１万7,000円に

対して、収入はそれに及ばないという状況の

中、時給に換算すると256円ということで、県の

最低賃金にもはるか及ばないという中で、農家

の皆さん方が営農に励んでいらっしゃる状況で

す。やはり、しっかり農家の暮らしそのものを

支えるという立場からも、この価格補償の制度

も含めて充実を図っていく必要があるというふ

うに思います。また、私は、しっかりと農家の

後継ぎをつくっていくという後継者対策も、力

を入れなければならない課題だというふうに思

います。来年度の予算編成の時期でもあります

ので、この後継者対策などで、今、直接補助、

直接支援を充実させる予算をぜひ確保して、農

家が農業をしっかり引き継いでいけるような、

そういう手厚い制度にしていく必要があるとい

うふうに思います。県の今後の見通しなど聞か

せていただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 担い手の減

少、それから高齢化が進行します中で、将来の

本県農業を支える新規就農者の育成確保は大変

重要な課題であると認識しております。新規就

農者への支援につきましては、具体的には、県

内外での就農相談会や農地・施設情報の提供、

さらには、みやざき農業実践塾における研修、

それから農業改良普及センター等によります就

農後の重点指導など、就農啓発から定着までの

支援を行っているところであります。その中

で、新規就農者の負担軽減の視点から、社団法

人宮崎県農業振興公社の基金を活用いたしまし

た研修経費の助成や奨学金の貸与、さらには施

設・機械等の整備に係る無利子資金の貸し付け

などの支援を行っております。今後とも、市町

村、ＪＡなど、関係機関・団体と連携を図りな

がら、新規就農者の育成確保に向けた総合的な

支援に努めてまいりたいと存じます。

○前屋敷恵美議員 よその県では、新規就農者

に対して月々10万円から15万円支給し、そして
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農業に従事し３年また５年続ければ、あとは返

還は無用というような、本当に農業をしっかり

とやっていこうという方に対しては手厚い制度

などが充実しておりますので、この宮崎におい

ても、食料基地を自負する宮崎ですから、ぜひ

そういった手当て、対策を強化していただきた

いというふうに要望いたします。

それでは次に、雇用対策に移らせていただき

ます。景気の悪化は、完全失業率や有効求人倍

率を深刻に悪化させております。宮崎労働局

は、「10月の県内有効求人倍率は前月比0.02ポ

イント減の0.52倍の低水準に陥った」と発表

し、「世界的な金融情勢の悪化に伴い景況感が

冷え込んでおり、製造業やサービス業を中心

に、さらなる雇用情勢の悪化が懸念される」と

分析をしております。今、一度失業すると簡単

に仕事は見つからない、こういう深刻な状況に

立ち至っております。厚生労働省が行った調査

で、非正規労働者の雇いどめの現状が明らかに

なりました。全国では３万67人に及び、宮崎県

は578名という状況が示されております。その大

半を国富町の日立プラズマディスプレイの派遣

労働者の解雇で占めるという問題が明らかにな

りました。この問題についての対応、県の対策

について伺いたいというふうに思います。

県の誘致企業として国富町で操業してきた、

当初の富士通から日立製作所の完全子会社と

なった日立プラズマディスプレイが、生産コス

ト削減につながるとして生産ラインを変更し、

大規模な従業員の県外への配転や解雇を行おう

としており、聞くところによりますと、正規労

働者の約半分に当たる500名の県外への配置転

換、約400名の派遣労働者を派遣元に戻す、事実

上の解雇を行うと言われております。こうした

実態を県はどのように把握しておられるのか、

また労働者の働く場と暮らしをどう守っていく

のか、また日立プラズマに誘致企業としての責

任をどのように果たさせるのかなどについて、

まず県当局の対応を、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 日立プラ

ズマディスプレイ株式会社国富工場におきまし

ては、現在行っておりますプラズマディスプレ

イパネルの製造を来年３月までで終了して、モ

ジュール製造のみに特化するということでござ

います。それに合わせまして、社員の雇用の確

保につきましては、全力で雇用維持を図るとい

うことで、現在、同社において鋭意検討を進め

ておるというふうにお聞きしています。また、

派遣社員につきましては、プラズマディスプレ

イパネルの生産の終了に伴いまして、来年３月

末までに派遣元に返すというふうに聞いており

ます。

○前屋敷恵美議員 そういう状況をつかむ中

で、日立プラズマにはそういう方々の対応につ

いてどのように求めておられるんでしょうか、

県としての方向を。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 会社にお

きまして、まず社員の方の雇用の確保について

一生懸命努力するということでございますの

で、今、会社のほうの検討をお待ちしていると

いうことでございます。

○前屋敷恵美議員 日立プラズマは、県の誘致

企業として、長年、地元の雇用、また県外から

も宮崎に永住しようと移ってきた労働者の方々

を中心に操業を続けてきた会社です。会社の経

営方針とはいえ、一度に今回のような大量の人

員整理という一方的なやり方は、私は許されな

いというふうに思います。今回、仮に県外への

配置転換や雇いどめが強行されると、従業員家
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族の生活破壊は火を見るよりも明らかでありま

す。県外からやってきて家を建て、支払いはこ

れからという方、夫婦の両親を呼び寄せてとも

に生活を始められたという方、子供を抱えて共

働きの世帯などいろいろです。今後どうなるだ

ろうかと、不安が渦巻いていると聞いていま

す。それぞれの労働者にはそれぞれの暮らし方

があるわけです。せめて会社は、従業員各人の

希望を聞き、丁寧に対応することをしなくては

ならないと思いますけれども、今どういうふう

な状況にあるのか、ぜひお伺いをしたいと思い

ます。また、その辺がわからなければ、ぜひ積

極的に日立のほうに問い合わせをしながら状況

も把握していただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほどか

ら申し上げますように、会社につきましては、

社員の雇用の確保に全力で努力するということ

でございます。その対応につきましては、今お

話にございましたけれども、社員の方々のいろ

んな事情、その辺も踏まえながら、認識された

上で取り組んで、一生懸命努力されているとい

うふうに思っております。

○前屋敷恵美議員 私は、今の時点で会社の努

力だけを期待するということは、非常に自治体

としても無責任なやり方じゃないかというふう

に思うわけです。今、派遣労働者のことが全国

的にも問題になっておりまして、いつでも首が

切れるような、会社の経営上の調整弁ともなっ

ているのが派遣労働者の実態であります。今回

の日立プラズマディスプレイでは、400名の方々

が対象になって派遣元に戻されるということを

聞いておりますけれども、派遣元に戻された

ら、それから先の雇用についてはどういうふう

な責任を負うのか。今、この問題も厚労省が適

切な指導を求めるという状況にも至っておりま

す。この派遣労働者については、それぞれが契

約満期を迎える方々なのか、また途中解雇とい

う状況になるのか、私はその実態もぜひ把握す

る必要があるというふうに思います。

特にこの派遣労働者の方々について言えば、

会社の寮などに身を置いている方であれば、解

雇と同時に住む家さえ失うということになりま

す。ましてや、次の仕事の保証があるのかどう

か、今お話ししましたけど、そこのところも非

常に不透明であります。年の瀬を迎える、そう

いう状況の中で、会社のほうは、また来年３月

までというようなことも言っているようであり

ますけれども、３月、年度末となると、子供さ

んを抱えた世帯などは大変厳しい状況に至ると

いうふうに懸念されるところです。こうしたさ

まざまな不安な事態に追い込まれようとしてい

るのが、今、日立プラズマディスプレイに身を

置く従業員の皆さんではないでしょうか。

この日立プラズマディスプレイは、県の誘致

企業として、県からの支援、また地元国富町か

らの手厚いいろいろな支援を受けながら、これ

まで操業を続けてきた企業です。労働者、地元

と企業は、一体不可分の関係で進めていく必要

があるというふうに思います。一方的な解雇に

甘んじるということがないように、県はぜひそ

この責任をとることが必要じゃないかというふ

うに思いますが、今後の見通しなどを聞かせて

いただきたいと思います。対応の見通しも含め

てです。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 日立プラ

ズマディスプレイに関しましては、ことしの10

月、知事が直接、本社であります日立製作所に

も参りまして、雇用の確保とか事業の継続と

か、いろいろ協力をお願いしまして、会社のほ
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うも全力を挙げて取り組むということでありま

すので、その会社のほうの努力を十分見守って

いきたいというふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 私は、これほど大量の県外

への配転や解雇、このことは労働者自身の暮ら

しを脅かすと同時に、地域経済にも深刻な影響

を及ぼすことになるというふうに思います。私

は、こうした状況を放置しておくことはできま

せんし、県は何らかの対策を講じなければなら

ない、そういうふうに思います。今、御答弁が

ありましたように、また、きのうの質問の中で

のお答えのように、知事が親会社の日立製作所

に出向いて、国富工場における事業展開と雇用

の確保を要請したということでございますが、

私は非常に評価に値する行動だったというふう

に思います。

その先が問題なのでありまして、日立製作所

は、この不況の中でも年間売り上げ５兆円を超

すというような大企業です。営業利益は1,970億

円に及ぶという状況の会社です。仮に日立プラ

ズマの経営が厳しいというのなら、親会社の日

立製作所がしっかり手を入れて、従業員の雇用

を守るべきだというふうに思います。そうでな

くて、さらに営業利益を上げるための手段だと

したら、これほど労働者を犠牲にした横暴・勝

手は、許されないというふうに私は思うんで

す。先ほど紹介もいたしましたが、これまで県

の誘致企業として、地元や県の手厚い優遇策を

受けながら営業を続けてきた会社ですから、社

会的責任をしっかりと果たしていく、私はこの

ことが重要だというふうに思います。

聞くところによりますと、今、個別に、配置

転換で県外の工場に行くか、そうでなければ退

職かというような、二者択一を迫るようなやり

方も行われているやに聞いております。私は、

非常に冷たいやり方だというふうに思います。

今、新たな生産ラインをこの国富工場に持って

くるというお話もありましたが、その方向性が

あるのであれば、その見通しを具体的に従業員

の方々にも示して、先の見通し、自分たちの身

の振り方の判断ができるような条件も提示しな

がら、県外の工場に行くのかどうかというとこ

ろも含め、そして、それぞれの暮らし方の実態

に合わせて、それができない家庭もあるでしょ

うし―それならば退職だ、首切りだというよ

うな迫り方はないというふうに私は思うんで

す。今後、この国富工場での新たな生産ライン

の見込みも示しておられるわけですから、県は

その辺のところをもっと具体的に事情聴取もし

ながら、労働者の皆さんのこれからの暮らしを

守っていくという方向のために努力をすること

が必要だというふうに思いますが、知事、いか

がでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 先日、私が上京しま

して、日立プラズマディスプレイ、同社及び親

会社である日立製作所の社長等にお会いしまし

て、国富工場における事業展開と雇用の確保を

確実に実行していただくように、直接強くお願

いしたところであります。現在、日立グループ

においては、全力を挙げて対応していただいて

いるところであります。その非正規雇用の雇用

問題につきましては、労働者派遣法等々も含め

まして、雇用対策は政府与党・野党からいろん

な対策が出ておりますので、国の動向も見詰め

ながら、順次スピード感を持って対応していか

なければいけないと思っております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、そこで働く方々が、

家族も含めて、この年の瀬、そして年を越して

からも路頭に迷うようなことがないように、そ

こは大企業としての、また誘致企業としての責
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任を持って対処していくことが―そして、や

はりそれはスピード感を持ってやらないと、従

業員の方々も今後の生活設計ができないという

ことに至っているというふうに思いますので、

その辺は、ぜひ県も密な連絡もとりながら、具

体的なところをぐっと引き出していただいて、

従業員の皆さんの安全・安心を図っていくとい

う方向で進めていただきたいと思いますが、部

長、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 私どもの

聞いている限りでは、日立グループ、一生懸命

やっていただいておりますので、私どもも協力

できることは一緒に取り組んでまいりたいとい

うふうに思っております。

○前屋敷恵美議員 ぜひそういった方向で、県

民の暮らしそのものをしっかりと支えるという

立場に立った行政を行っていただきたいと思い

ます。私はきょう、さまざまな分野で働く県民

の皆さん方の立場に立って、県がいかにそう

いった、今、不況の中で暮らしておられる県民

の皆さん方の暮らしや経営、農業をどう支えて

いくかという点で、県民の皆さんの立場に立っ

た、心に寄り添う行政を進めていくということ

が必要だという立場から、それぞれ質問をさせ

ていただきました。消費税の問題にも言及いた

しましたが、消費税はまさに国民の暮らしその

ものを脅かす制度でもございますので、そのと

ころも含めて、これから県民のための行政をよ

り一層進めていただくことを申し上げて、一般

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の西村賢でございます。既に質問済みの項目も

ありますので、一部割愛いたしますが、通告に

従いまして質問をさせていただきます。

東国原知事の知名度は、本県にとって、もは

や財産であり、知事のトップセールスのおかげ

で、本県の観光地や県産品などがマスコミ等で

紹介されることがふえたことは、県民も周知の

ことです。これまでも宮崎県のＰＲにはさまざ

まな手法を用いてまいりましたが、トップがか

わることでこれほどまでに劇的に変わります

と、逆にこれまでの県の情報発信、ＰＲのあり

方も考えさせられます。宮崎県の情報発信につ

いて質問いたします。

まずは、県が眠っている地方の宝を求め募集

しました「ふるさと遺産」について質問いたし

ます。東国原知事が就任して以降、この県庁を

ＰＲすることで、72万人をも超える観光客が県

庁に押し寄せ、一大観光地となりました。当然

その中には、初めて県庁に来る県民、そして数

十年ぶりに来たという方も多く、県庁を身近に

感じる機会がふえたのではないかと思います。

一昨年の官製談合事件で印象が悪くなったこの

県庁のイメージを刷新するには、非常に大きな

効果を与えたと思っております。このように、

今まで地元の人が存在を知っていながらも観光

などに結びつけることのできなかったものを、

県がバックアップし、一つの名所としてＰＲし

ていこうというものですが、県内地域の歴史や

自然、風土などを考えると、非常にすばらしい

アイデアだと思います。報道によりますと、210

件くらいの応募があったようですが、その応募

で紹介のあったものを今後どのように利用して

いくのか、物や場所によっては管理者の制限な

ども考えられますが、どう活用していくのかお

尋ねいたします。

続きまして、県が委嘱されている「みやざき

大使」について質問いたします。県内観光地や

平成20年12月５日（金）



- 165 -

物産のＰＲを行うのは、何も知事だけの仕事で

はございません。知事も公務多忙の中、全国各

地でＰＲしていくには時間的な限界もあるで

しょうし、また、知事の知名度が既に全国区と

なった今、これ以上の効果が図れるのかもわか

りません。逆に言えば今これからが、まさに県

民総力戦が必要なときであると思います。そこ

で、先月、隣の熊本県が熊本県出身タレント、

スザンヌ（本名、山本紗衣）さんを熊本県宣伝

部長に起用しまして、その意外性は広く報道さ

れておりました。どうやら宣伝部長というの

は、熊本県が農畜産物の販路拡大や観光立県を

推進するため新設したポストであり、スザンヌ

さんは新聞や雑誌等の広告に登場し、企業誘

致、またホームページで熊本県の観光地などを

ＰＲ、県の主催イベントにも出演するというこ

とですが、これを聞いておりますと、ふだん知

事が行っていることと全く同じことのように感

じました。そのような東国原知事の日々の努力

にも敬意を表しながらお尋ねいたしますが、本

県も、ゆかりのある著名人などに「みやざき大

使」を委嘱されているとは思いますが、知事は

就任当初、前知事時代の「ほっとみやざき観光

大使」のあり方について見直すとおっしゃって

おりました。そこはどう変えたのでしょうか。

以降は、自席より一問一答方式にて質問させ

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。

「宮崎遺産」の活用についてであります。

「宮崎遺産」につきましては、現在多くの観光

客が訪れている県庁舎のように、本来高い集客

力を有する埋もれた地域資源を発掘し、新たな

観光資源として活用したいと考えております。

今回、予想を上回るたくさんの応募がありまし

て、反響も大きかったことから、現地調査や外

部有識者等の意見も踏まえながら十分な審査を

行い、年度内には認定したいと考えておりま

す。認定後は、その遺産を生かした観光振興が

図られるよう、市町村や地域の方々などと連携

して、観光客の受け入れ体制等を整備するとと

もに、パンフレットやホームページなどによる

ＰＲ、旅行代理店や報道機関等への情報提供な

どにより、その魅力を積極的にアピールし、県

内外からの誘客を図ってまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、「みやざき大使」についてであ

ります。全国に宮崎の魅力をアピールするため

には、県外に在住する宮崎ゆかりの方々が、日

常のさまざまな機会において、宮崎の魅力を御

紹介いただくことが効果的であり、かつ重要で

あります。そこで、昨年度に、これまでの

「ほっとみやざき観光大使」を見直し、観光だ

けにとどまらず、農産物や特産品、文化など、

本県のさまざまな魅力をＰＲしていただくた

め、「みやざき大使」を創設し、情報発信力の

強化を図ったところであります。以上です。

〔降壇〕

○西村 賢議員 今の「宮崎遺産」についてで

すが、募集は非常に好調だということで、これ

は毎年続けてもいいのではないかなと思ってお

ります。例えばカテゴリー別に分けて募集して

みるのもいいかもしれませんし、応募していた

だく方が常に楽しく応募できるようにしていた

だくこともあわせてお願いいたします。

さて、「みやざき大使」につきまして再質問

を申し上げますが、「みやざき大使」を活用し

たＰＲを県は事業化しておられますが、実際ど

なたが「みやざき大使」なのか、私は存じ上げ

ません。また、県のホームページなどを見て
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も、特にそのようなものは載っておりません。

県民や県外の方々は、大使になっている方を知

ることはできないのでしょうか。知事にお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 「みやざき大使」に

は、本県出身のスポーツ・芸能関係者を初め本

県勤務経験者など、各界で活躍されている138名

の方々にお願いしているところでございます。

現在、芸能関係者など著名な方々については、

お名前等を公表しておりまして、今後、県のホ

ームページ等に掲載しＰＲしてまいります。そ

れ以外の大使の方々につきましても、御了解い

ただいた方々については、ただいま公表の方法

を検討しているところでございます。

○西村 賢議員 名前がわかっていれば、県民

も「この人知っている」ということもあります

し、例えば個人的なつながりがある場合は、地

域の特産品でありますとか旬のものなどを送っ

たり、企業であれば新製品などを送ったりし

て、非常に県から離れたところで勝手に宮崎の

ＰＲができると思います。住所等まで載せる必

要はないとは思いますけれども、今後、ぜひそ

のような有効活用は考えていただきたいと思い

ます。

さらに質問を続けます。また、多忙な知事に

かわって働いてもらえる、例えば熊本県の宣伝

部長のようなもののかわりに、「みやざき大

使」をそのように有効的に使ってはいかがかと

思います。知事とは異なりまして、公職選挙法

に触れることも少ないとは思いますが、この活

用についてどう思われますか、知事にお伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 「みやざき大使」の

方々には、日ごろから、本県の観光地をデザイ

ンした名刺の活用や全国各地で開催される宮崎

フェアへの応援、宮崎への旅行の企画等、さま

ざまな御協力をいただいておるところでござい

ます。また、スポーツ・芸能関係の方々には、

テレビ番組や情報誌のインタビュー等で宮崎を

紹介しＰＲいただいております。このように、

それぞれのお立場で、さまざまな情報発信に御

協力いただいておりますので、県といたしまし

ては、宮崎の旬の魅力や情報を的確にお伝えし

ていくことで、「みやざき大使」の方々がより

効果的な情報発信ができるよう努めてまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 活用法はいろいろあるとは思

いますが、ぜひ有効的に活用していただいて、

知事が少しでも身軽になっていただくようにお

願いいたします。

続きまして、さらに再質問させていただきま

す。県の「みやざきＰＲネットワーク強化事

業」では、「みやざき大使」を昨年115人に委嘱

し、「みやざき応援隊」274名の認定を行い、ま

た、みやざきブランドの確立のために、「情熱

みやざき！サポーター制度」でサポーター115名

を育成しております。役割、選考基準などは若

干違うかもしれませんが、重複しておられる方

がいたとしても、500名以上の方々を認定するこ

とは必要なのでしょうか。また、先ほどの知事

答弁では、「ほっとみやざき観光大使」の「観

光」を抜いたことによって、観光以外にも県産

品のＰＲをやっていただきたいということで、

「みやざき大使」に統一した、変えたというよ

うな話があったんですが、それであれば一つに

まとめてもいいのではないかなと思います。知

事はどうお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 宮崎を応援いただく

これらの方々には、本県の観光地などをデザイ

ンした名刺や県の情報誌等をお送りし、それら
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を日常の活動の中で御活用いただくなど、本県

のＰＲを無報酬、ボランティアで行っていただ

いておるところでございます。「みやざき大

使」というのは、基本的にはこちらからお願い

する、「みやざき応援隊」というのは自発的に

していただく、「情熱みやざき！サポーター」

の方々には県産品などをお送りするというよう

な区分をしておるところでございます。これら

の方々が全国各地、各界に多数いらっしゃるこ

とは、本県にとっては本当に心強くありがたい

ことでありまして、本県をアピールする上で大

変効果的であると思っております。

○西村 賢議員 続いて、商工観光労働部長に

お伺いいたしますが、19年度決算の主要施策の

成果に関する報告書では、この「みやざき大

使」と「みやざき応援隊」より、全国各地か

ら、また多方面から情報が発信されるなど、情

報発信力が強化されたとありましたが、どのよ

うな見地から強化されたと感じたのでしょう

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほど知

事が申し上げましたとおり、新たな「みやざき

大使」につきましては、スポーツ・芸能関係者

あるいは報道関係者など、さまざまな分野で活

躍されている方々に御就任いただいておりま

す。それら各界の情報発信力のある方々により

まして、観光だけにとどまらず、農畜水産物や

物産、文化など、本県のさまざまな魅力を御紹

介いただくことで、情報発信力の強化が図れら

れたというふうに思っております。

○西村 賢議員 情報発信とかＰＲといったも

のは、効果をはかるのが非常に難しいものであ

りますし、また、時代の波に乗るという部分も

非常に重要なことだと思います。ぜひとも、今

後も絶えず検証を続けながら、時代に合った手

法を検討していただきたいと思います。我々県

議会議員も、知事とまではいきませんけれど

も、県外に行く際にはいろんな手土産を持って

訪問したり、県産品がなるべく広がるようには

努力しております。特に日向の先輩議員であり

ます黒木覚市先輩は、いつもヘベスを持って非

常に努力されて、我々も見習わないといけない

と思っておりますので、ぜひ今後ともよろしく

お願い申し上げます。

続きまして、子育て支援について質問させて

いただきます。

私ごとですが、私も子供を授かりました。う

ちの家内も現在妊娠中でありまして、産休をと

らせていただいておりますが、今、幸せと、ま

た背中合わせに不安もいっぱいであります。ま

さに子育て世代の一人として質問をさせていた

だきます。９月議会でも、少子化・子育て対策

について質問させていただきましたが、本県の

重要施策の一つである子育て対策にしては、残

念ながら特別に力を入れているようには思えま

せんでした。当然、財源が少ないこともあるで

しょうが、それを理由にすることなく、部局横

断的に県全体で取り組むべきことはやっていた

だき、出産適齢期の女性が一人でも多くの子供

を安心して産み育てられるように、また県内ど

こで産んでもひとしく育てていけるようにして

いただきたいと思います。

本日はまず、ワーク・ライフ・バランスの県

の取り組みについて質問させていただきます。

国も少子化対策におきまして、この仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）というも

のを、働き方改革というものを掲げ、国の重要

課題としております。現在、社会整備が進み、

女性が働きやすく、また女性の社会進出が進ん

だ国ほど出生率が高い傾向にあることは、現代
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の常識でもありますが、このような動きもあ

り、最近では、このワーク・ライフ・バランス

という言葉をよく耳にするようになりました。

新聞記事や関連する書籍が多く出ているのにも

気づかされます。

数冊読んでみましたけれども、確かに個々の

生き方、また価値観を変えていくということは

非常に重要なことなんですが、現実問題とし

て、社会全体が変わらなければ、なかなか女性

の社会進出も進みませんし、男性の子育て意識

も変えていくことはできません。これを当たり

前にしていかなくてはならないんですが、国で

も、次世代育成支援対策推進法、いわゆる次世

代法が2005年に施行され、従業員の仕事と子育

ての両立を進めるため、301名以上の従業員を雇

用するすべての事業所を対象に義務づけた法律

ですが、今後はさらに300人以下の事業所にも義

務化が広がることとなっております。また、厚

労省もそういう企業に対しまして、ファミリー

フレンドリー企業として表彰なども行っており

ます。しかし、現在、社会的にどこの企業も経

営は非常に苦しい状況にあります。それでも、

このような取り組みをしていただく企業を、価

値が上がるように応援していかなくてはならな

いと思いますし、それが行政としての仕事だと

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、本県のワーク・ライフ・バランス

への取り組み、啓発活動はどのようになってお

りますか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ワーク・

ライフ・バランスに関する取り組みであります

けれども、これにつきましては、例えば各種の

講演会でありますとか県立図書館におけるパネ

ル展の開催、パンフレットの配布等によりまし

て、広く県民の方々へ普及啓発を図っていると

ころであります。また、関係部局と連携しまし

て、仕事と家庭の両立応援宣言や子育て応援サ

ービスなどの募集や登録、子育て支援に意欲的

に取り組んでいる企業、団体等の顕彰などによ

りまして、子育てのしやすい地域づくりや仕事

と家庭の両立しやすい環境づくりの推進を図っ

ているところであります。今後とも、宮崎労働

局や関係機関等と連携を十分に図りながら、ワ

ーク・ライフ・バランスの推進に努めてまいり

たいというふうに思っております。

○西村 賢議員 いろんな啓発活動をしていた

だいているとは思うんですが、先ほど申し上げ

た次世代法の施行自体は確かに国の事業である

んですが、宮崎県内で該当する75社中、優良な

企業としての認定がなされたのは、わずか３社

であったと聞いております。まだまだ企業で子

育てを応援しようという啓発が足りていないと

ころはあると思いますし、今後、300名以下の企

業に広がった際にも、ぜひ巻き返しというか広

がっていくように、啓発をよろしくお願いした

いと思います。

続きまして、父子手帳の導入について提案さ

せていただきます。お手元に資料を配付してお

りますので、ごらんください。２枚目になって

いると思います。先月、愛知県の子育て支援の

取り組みを学ぶため、愛知県庁に政務調査に

行ってまいりました。そのときにいただいた父

子手帳の一部をコピーしております。愛知県は

お父さんの子育て支援のために、父子手帳なる

ものを、妊娠届が出された全世帯に母子健康手

帳とともに配付しております。この取り組み

は、東京都、栃木県、大分県でも同様に行われ

ているようであり、市町村単位で作成している

ところもあるようです。この父子手帳は、お父

さんの目線で子育て参加や、出産前後のお母さ
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んへの気遣いなど、詳細にアドバイスをしてお

ります。実はこのような取り組みが、社会全体

で子育てを支えていくためには非常に重要では

ないかなと思っております。愛知県では、県と

市町村が協力し、専門家の方々も加わって作成

したようですが、読んでみると本当にすばらし

い内容です。ここに私が取り寄せたのは愛知県

と栃木県のものがあるんですが、母子手帳と異

なりまして、様式が法令にて制約されていない

ために、さまざまなアイデアを盛り込むことが

できます。中には、「お父さんの子育て奮闘

記」とか、身近な方の体験記も載っておりま

す。導入している県では、女性からも「よくつ

くってくれた」という意見や、父子手帳交付前

に出産をした夫婦からも「ぜひ欲しい」という

要望があるとのことでした。他県のこのような

先進的な取り組みは、本県も導入してみてもい

いのではないかと思いますが、福祉保健部長に

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 父親が育児に

参加するということは、母親の子育てに対する

不安感や負担感を軽減していく上で非常に重要

であり、子供の成長にとっても大切なことであ

ると考えております。このため県では、「みん

なで子育て応援運動」の推進や、経営者団体、

行政の代表者による「子育て応援共同宣言」の

締結を行うなど、子育てと仕事が両立できる職

場環境づくりを進めているところであります。

また、市町村においても、両親学級の開催や啓

発パンフレットの配布など、さまざまな取り組

みがなされており、御質問にありました父子手

帳につきましても、既に県内の一部の市町村で

取り組まれております。県としましては、今後

とも市町村と連携しながら、このような普及啓

発活動を推進し、父親の子育て参加を一層促進

してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 男性の子育て参加も聞きた

かったんですけど、まず、この導入はいかがか

という答弁をいただきたかったんです。先ほ

ど、市町村に広げていくという答弁をいただき

ましたが、市町村とは幾つぐらいで、配付した

冊子数などは把握しておられるでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 父子手帳につ

きましては、これは少ないですが、県内の４市

町村で毎年、約600部程度配付されていると聞い

ております。このほか、その他の市町村におい

ても、手帳形式でないものの、父親の育児参加

を啓発するためのパンフレットやチラシを作成

・配布するなどの独自の取り組みがされている

ところであります。

○西村 賢議員 市町村の独自性というものは

非常に尊重しなければならないと思うんです

が、今、市町村で配付されているものは、いわ

ゆる市販品を買ってきて配付している状況だと

聞いております。もちろん、それも育児本の一

つであり、重要だとは思いますが、残念なが

ら、１万数千人の新しい赤ちゃんが生まれる中

で、600部というのは非常に少ないのではないか

なと思っております。しかし、そもそも市町村

というものは、県民により近い立場にありま

す。その立場の近い市町村が、興味があるとい

うか、必要性を感じるからこそ導入していると

思います。小規模の自治体では、なかなか自分

たちでつくるというのは難しいと思いますし、

だからこそためらっている部分があるのではな

いかなと思いますが、逆にそこをカバーするこ

とが、県としての子育て支援になるのではない

かなと思います。宮崎県らしい子育て支援とい

うものは何でしょうか、福祉保健部長にお尋ね

いたします。
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○福祉保健部長（宮本 尊君） 県らしい子育

て支援といいますと、なかなか難しいのであり

ますが、いわゆる全国共通の経済的な支援、あ

るいは保育の提供、そういったことがまず中心

になろうかと思います。それプラス、その地域

における、地域の社会資源を使って子育てをす

る。私どもがやっております子育て応援運動と

かそういった形で、その地域の独自性を出した

支援をやっていくことだろうと思っておりま

す。

○西村 賢議員 なかなか難しい質問をぶつけ

てしまいまして……。本当にありがとうござい

ました。

栃木県がこの父子手帳を導入した背景には、

平成15年に「父親の育児参加に関する実態調

査」を実施したところ、育児がしたくても実際

は仕事を優先させている父親が多いことや、父

親は参加しているつもりでも母親から不十分だ

と思われているケースなど、父親の育児参加に

は男女間で認識のずれがあったということがわ

かったと。そこで、父親にも自覚を持ってもら

い、育児に主体的にかかわるきっかけにしても

らうために、平成16年に作成したと聞きまし

た。まずは、このような調査、父親の育児参加

に関する実態調査というようなものは本県でも

行っているのでしょうか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 父親の育児参

加に関する実態調査、アンケート調査というの

は実施しておりませんが、県で毎年度実施して

おります県民意識調査というのがございます。

これによりますと、「男は仕事、女は家庭」と

いう考え方に関する設問に対して、今申し上げ

た「男は仕事、女は家庭」に「賛成」もしくは

「どちらかといえば賛成」と答えた男性の割合

が約４割となっております。これは大ざっぱな

アンケートでありますけれども、この結果を見

ますと、父親の育児参加の促進というのはまだ

まだ大きな課題であるというふうに認識してお

ります。

○西村 賢議員 今、意識調査の話を聞いたん

ですが、賛成男性は４割ということです。これ

に反対女性がどのぐらいいたのかなというのは

非常に気になるところであります。９月議会で

も質問させていただきましたが、本県は非常に

離婚率も高い傾向にありますし、ひとり親調査

等は非常に細かくやっているのを見ました。今

後は、このような調査も加えていただきまし

て、やはり調査があると進展状況も把握できる

と思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

また続けて質問させていただきますが、九州

は、今の部長答弁のように、男尊女卑的なイメ

ージが強い地域でもあります。全国的にこのイ

メージを変えていくには、このような父子手帳

の導入の取り組みは重要だと思いますし、ま

た、県民に対して県の意気込みが感じられると

思うのです。これは部長ではなく知事に質問し

たいと思いますが、所見を伺います。

○知事（東国原英夫君） 父子手帳は、育児や

しつけの方法など、父親が子育てを行う際の参

考に配付されているようでありまして、県内に

おいても、先ほど部長答弁にありましたよう

に、既に一部の市町村で配付に取り組んでおら

れまして、父親の子育て参加を促進する一つの

効果的な手法・手段だと考えております。県と

いたしましては、父子手帳を初め、さまざまな

意識啓発の取り組みを市町村に紹介し、広げて

いくと同時に、県として何ができるのか、でき

ないのか、今後検討してまいりたいと思いま
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す。

○西村 賢議員 今の最後の「検討」というと

ころが気になるんですけど、非常に前向きに検

討していただいて、導入するのであれば、やは

り真剣に他県よりいいものをつくっていただく

と。そういうことで、さらに男性の育児参加が

進むということを期待したいと思います。

それでは、次の質問に移ります。産前・産後

の女性の不安解消について質問いたします。産

前・産後の女性は、体調の変化から精神的に不

安になることが多く、最近では、「マタニティ

ーブルー」や「産後うつ」といった言葉もあり

ます。年配の方々から話を伺うと、昔ならば村

にお産婆さんがおり、ふだんのつき合いから、

気軽にお産や育児の相談ができたと聞きまし

た。今、社会状況の変化から、なかなか他人に

は心を開けず、子育ての悩みなどから本当にう

つ病になっているケースも多いようで、精神的

なケアは必要だと考えます。産前・産後にかけ

ての子育てに関する不安解消のために、県はど

のような取り組みを行っているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 子育てに関す

る不安の解消についてでありますが、まず妊娠

中につきましては、市町村において、妊娠届け

出時や母親学級を活用した妊婦との面接、助産

師等による訪問等が実施されております。ま

た、出産後につきましては、同じく市町村にお

いて、乳幼児健診時の相談や保健師等による新

生児訪問指導、さらには地域子育て支援センタ

ーでの育児相談などが行われております。県で

は、これらの取り組みに対して支援を行うとと

もに、市町村保健師等関係者に対する研修や、

県下の保健所、児童相談所等での相談対応・情

報提供などを行っているところであります。

○西村 賢議員 またさらに、そのケアも進め

ていただきまして、宮崎からこのような「う

つ」を連想させるようなものがなくなるように

期待したいと思います。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

続きまして、細島工業地域の交通インフラ整

備についてお尋ねいたします。

配付資料がありますので、ごらんください。

ちょうど黒く塗りつぶしているところが該当箇

所になるんですが、私の地元の日向市でありま

す。これは細島港臨海工業地帯の地図でありま

す。天然の良港、細島港に面し、企業誘致にも

随分と苦労してまいりましたが、先人たちの御

努力や当局の御尽力で、だんだんと工業団地も

埋まってまいっております。御存じのとおり、

４区地域には、旭化成ケミカルズがハイポア製

造のために１期、２期の工事を行っており、順

調にいけば平成22年に操業開始予定となってお

ります。１区には、先ほどの質問でも出ました

が、中国木材の進出も検討されており、早期の

工場建設を林業関係者も待ち望んでいるところ

であります。

ちょうど工業地帯の中心を走るのが県道日知

屋財光寺線であります。工業地帯の区間のみ、

いまだ２車線区間でありまして、いずれは完成

する東九州自動車道へのインターへ通じるお

倉ヶ浜有料道路方面―右下に延びる道路であ

ります―また亀崎川にかかる新開橋から10号

線方面へ抜ける道路も４車線化しております

が、現在でもこの２車線区間は、朝夕の通勤に

かかる時間帯は非常に渋滞が見られます。また

今後、企業が進出し操業を始めれば、今以上の

渋滞も予想されます。周辺の細島地域は、図の

右下側になりますが、馬ヶ背、クルスの海な

ど、日向市の主要な観光名所もあり、先月は旬

平成20年12月５日（金）



- 172 -

の食材が味わえる「海の駅ほそしま」というも

のがオープンして非常ににぎわっております。

日向市も観光に力を入れているところでありま

すので、ぜひ皆様も一度はお立ち寄りいただけ

ればと思います。今後は、通勤、観光だけでな

く、資材搬入などの車両がこの道路を利用せざ

るを得ないと思いますが、日向土木事務所にも

いらっしゃった県土整備部長にお尋ねいたしま

す。このような状況を踏まえ、県北の重要港湾

である細島港を有効活用するために、早期の４

車線化導入は可能でしょうか、お伺いいたしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 県道日知屋財

光寺線につきましては、重要港湾であります細

島港における物流や企業立地に伴う交通量の増

大に対応するために、港と東九州自動車道日向

インターや延岡方面を結ぶ幹線道路として位置

づけておりまして、４車線道路として都市計画

決定をしております。これまでは、企業の立地

状況等を踏まえながら整備を進めてきておりま

して、新開橋の前後約２キロメートル間につき

ましては、交通の状況や、ゆとりある空間利用

等にも配慮して、２車線で整備を行ったもので

あります。しかしながら、都市化の進展等によ

りまして、議員御質問のとおり、朝夕の渋滞が

見られているところでございます。新たな企業

進出も見込まれていることや、東九州自動車道

の開通等も控えておりますので、その渋滞や今

後の交通動向等の状況を見ながら、交通の円滑

化について検討してまいりたいと存じます。

○西村 賢議員 企業が操業を始めてからでは

遅いと思いますし、早期に整備していただける

ことで、さらに工業地帯に来ていただく企業が

ふえることを願いたいと思っております。ぜひ

とも早期の導入を計画していただくように、お

願い申し上げます。

それでは、次に移ります。中山間・過疎対策

についてお伺いいたします。

県が募集しました「いきいき集落」の名称

は、限界集落という暗いイメージを変え、確か

に明るい希望に満ちた感じはいたします。こう

いった元気づけは非常に重要なことだと、後か

ら感じた次第でした。

さて、さらに県は「いきいき集落」を募集し

ておりますが、元気な集落の応募状況はいかが

でしょうか。これは県民政策部長にお伺いいた

します。

○県民政策部長（丸山文民君） 今回の募集に

つきましては、今月末を応募の締め切りとして

おりますけれども、本日現在、12件の応募が

あったところであります。なお、幾つかの市町

村におきまして、複数の集落がこの応募に意欲

を示していると伺っておりますので、今後を期

待しているところであります。以上でありま

す。

○西村 賢議員 ありがとうございます。まだ

ちょっと寂しい数字ですが、今後の伸びを期待

したいと思います。中山間地が元気を出すに

は、このような情報発信は必要だと思います。

元気があるところには活気が出てきますので、

もっと参加を促すようにしていただきたいと思

いますが、当然ながら名称だけでは根本的な原

因は解決いたしません。中山間地に行きます

と、やはり医療、仕事、インフラ、また学校等

の非常に重い切実な悩みを聞くことが多いんで

すが、これまで議会でも幾度となくさまざまな

議員が質問してまいりました。その中で知事自

身は、県民フォーラムというものを通じまし

て、直接、中山間・過疎地域に住んでいらっ

しゃる方々と話し合いを行っております。最も
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早急に解決しなければならないもの、そして最

も印象に残っている訴えは何だったのかお伺い

します。

○知事（東国原英夫君） 私は就任以来、県内

をくまなく回りまして、多くの県民の皆様から

さまざまな御意見をちょうだいしてきたところ

であります。このような中で、とりわけ中山間

地域で暮らす住民の方々からは、農林業従事者

の高齢化や担い手の減少により、耕作放棄地や

植栽未済地が増加している現状、医師不足によ

る僻地医療への深刻な影響、路線バスの廃止に

よる生活交通の確保の問題、そういったものな

ど、日々の生活にかかわる深刻な悩み、厳しい

実態について、生の声をお伺いしたところでご

ざいます。また、県内の至るところで発生して

いる鳥獣被害、たび重なる台風災害による荒廃

した森林の復旧、さらには災害時に集落が孤立

しないための道路整備など、中山間地域が抱え

るさまざまな課題に対し、その解決に向けた強

い要望をお聞きしたところであります。私は、

これらのさまざまな声は、いずれも切実かつ重

要なものであり、早急に解決すべき課題である

と考えておりますので、今後とも、県民の知恵

と力を結集し、まさに県民総力戦で取り組んで

いきたいと考えております。

○西村 賢議員 知事のそのような熱意は、中

山間地域に住む方々に非常に希望を与えると思

います。我々県議会議員も、選挙区に関係な

く、今後も中山間地域の気持ちを持って議会に

臨みたいと思っております。ともに頑張ってい

きたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

続きまして、警察行政における広報活動につ

いて伺いますが、拾得物について伺います。

警察本部に拾得物のインターネット検索につ

いて伺いたいと思います。昨年12月に法改正が

行われ、県下の拾得物の届け出がインターネッ

トにて検索できるようになっております。私も

実際見てみましたが、非常にわかりやすく使い

勝手のいいものでした。警察本部長にお伺いい

たしますが、ことしは何件掲載し、そのアクセ

ス件数はどの程度あったのか、また、ネット検

索が導入された結果、どれほど持ち主のもとに

返すことができたのか、導入後の影響を警察本

部長に伺います。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

お尋ねのありました遺失物管理システムでご

ざいますけれども、このシステムは従前、各警

察署単位で管理をしておりました拾得物を県内

で一元的に管理するということ、そして、この

管理情報をホームページで公表することにより

まして、遺失者の方が遺失物を探しやすくして

いただくということを目的に、お尋ねにありま

したとおり、去年の12月に導入されました。こ

としの状況でございますが、11月末現在で、拾

得届のあった５万6,204件のうち、拾得届があっ

た後、ホームページ掲載前に遺失者の方があら

われたものが3,302件ございます。したがって、

これを除く５万2,902件をホームページに拾得物

情報として表示いたしております。このう

ち6,389件が、最終的に遺失者に返還されている

という状況にございます。この間、このホーム

ページに対するアクセスの件数は１万6,681件、

ここ半年、月平均で見てみますと、大体1,100件

程度で推移いたしております。

したがって、評価の話になってきますが、こ

の6,389件の返還というのが、新システムへのア

クセスした結果で直ちにこうなったのかどう

か、なかなか正確な統計もなくて検証できない
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部分があり、また、返還の総件数も、このシス

テム導入後、大幅に増加したという状況は特段

見当たりません。ただ、これは一応、ホームペ

ージへのアクセスで直ちに返還が可能になった

ものが30件あったというふうに把握いたしてお

りますし、現実、実務的に、アクセス後、つま

り「ホームページを見たんだけれども、私ので

はないだろうか」という問い合わせを受けて、

詳細な状況を聴取した後に返還できたものがし

ばしばあると、このように承知しております。

また、こういうふうにシステム化した関係

で、遺失者の方が交番・駐在所に赴いて遺失届

を出される際に、まず勤務員がシステムで既に

届け出のある拾得物の検索、マイ検索と言いま

すが、既に拾得物が来ていないか検索できます

ので、その場で解決ということもありますし、

その時点で拾得情報がなくても、後にこのシス

テムを使っての照合でうまくいくということ

で、従前の手作業に比べると、かなりシステム

によりうまくいくようになったんではないかな

というふうに思っております。

また、これは全国それぞれの都道府県警察で

同時に立ち上がっていますので、仮に観光等で

他の県に出かけられて遺失された場合は、当該

県警察のホームページにアクセスしていただけ

ば、ほぼ同じ仕組みができ上がっておりますの

で、ここでも同様に情報を入手することができ

るということでございます。このようなことで

ございますので、今回新たに導入したシステム

は、一応、県民の利便性に一定程度の効果があ

るのではないかなというふうに考えておりま

す。

○西村 賢議員 今の本部長の答弁で、非常に

効果がある導入だったという結果をいただいた

んですが、1,100件という月平均のアクセスが多

いかどうか、まだなかなか判断はしにくいと思

います。やはり有効活用するためには、もう少

し広報が必要だと思います。私は偶然見つけた

んですが、知らない人はまだかなりいると思い

ます。このようなＰＲ不足を、警察本部として

は今後どのように解消していかれますか、本部

長にお伺いします。

○警察本部長（相浦勇二君） 今お話にあった

ように、アクセス件数の評価はなかなか難しく

て、一応ことしのアクセス総件数が、先ほど御

披露しましたように１万6,681件、この半年の月

平均で1,100件になります。例えば、ことし11月

末現在で出ました遺失届が２万3,961件あるんで

す。したがって、その約２万4,000件の遺失届が

ある一方で、アクセス件数が１万6,681件あると

いうことになれば、これは一概には言えません

けれども、少なくとも落し物を何とか自分の手

元に戻したいと思われている方々は、それなり

に御活用されているのではないかと、一定程度

の類推はできるのかなと考えております。

いずれにいたしましても、御指摘のとおり、

システム自体は大変いいものでございまして、

去年の導入時にはテレビでもかなり取り上げて

いただきましたし、いろいろパンフレットとか

ビラとか配って、インターネットで利用できま

すよということで声がけをしました。当初は、

アクセス件数も一時期多かったようなこともあ

りましたが、ちょうどこれで約１年ということ

でございますので、ここでもう一度、このシス

テムを再認識していただくために、また県警ホ

ームページでの広報内容等もちょっと考えてみ

たいと思いますし、交番・駐在所でのミニ広報

誌、こうしたものにも紹介していこうと思って

います。また、できればチラシの配布等も新た

に考えていきたいというふうに考えておりま
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す。

○西村 賢議員 やはり県民に知っていただく

ためには、交番のような身近なところで配布さ

れるのも非常に効果があると思います。また、

地域それぞれの状況があると思いますので、自

治体とか防犯協会等と協力しながら、進めて

いっていただきたいと思います。以上になりま

す。

大麻問題はかぶっているということで割愛さ

せていただきますが、最後に、失業者対策につ

いて、私からも要望を申し上げます。

昨日は髙橋議員からもありました。そして、

先ほどは前屋敷議員からもありましたが、派遣

社員の失業対策です。昨日、日比谷で2,000人以

上の人が集まって集会があったそうです。その

失業された非正規雇用の方々のほとんどが派遣

社員であり、また好況を逆に裏で支えた方々で

あって、使い終われば切り捨てられるというの

は非常に忍びないことだと思います。またその

ほとんどが20代、30代といったバブル後に社会

に出てきたような若い人たちが多い状況であり

ます。ぜひとも国に対しても、派遣社員という

システム自体をどう変えていくのか―また、

国の補正予算だけではとても問題解決につなが

りません。ぜひ知事は全国知事会等で強く訴え

ていただきたいと思います。私は９月議会でも

出稼ぎ労働者にも触れました。多くの派遣社員

が宮崎を出て、大きな工業都市で働いておりま

す。その人たちの思いを持って届けていただく

ようにお願い申し上げます。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、８日午前10時開会、本日に引

き続いて一般質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時38分散会
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