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22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○井本英雄副議長 ただいまの出席議員41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、水間篤典議員。

○水間篤典議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。早いもので、もう３カ月前のことで

ありますけれども、６月23日、知事は、古賀選

対委員長との会談後のあの発言、あの一言がな

ければ、今ごろは衆議院議員のバッジをつけて

赤じゅうたんを踏んでおられるんではないかと

言われる県民の声もあります。そういう中で知

事は、「政治家の発言をどう考えますか」とい

う問いには、「綸言汗のごとしですよ」と言っ

ておられます。一回言ったことは取り返しがつ

かない、政治家の宿命、あるいはまた、二転三

転はできない、政治理念とか信念とかにかかわ

る部分はぶれてはいけないんだと言っておられ

ました。まさにそのとおりだと思います。私も

一言一句を大事にしながら御質問をしたいと

思っております｡

まずは、知事の政治姿勢についての問題であ

ります。

人事院勧告についてでありますが、ちょうど

１年ほど前の９月15日、アメリカの大手投資銀

行リーマン・ブラザーズが約56兆円もの負債を

抱えて破綻をいたしました。この日を境にし

て、世界経済は坂を転げ落ちるように下落の一

途をたどり始めました。いわゆるリーマン

ショックであります。このリーマンショックを

皮切りに、国際金融市場は麻痺状態に陥り、世

界経済は急速に失速をしたのであります。そし

て、世界経済の低迷が日本経済にも深刻な影を

落とし、トヨタやソニーに代表される自動車、

電機の輸出企業を直撃したのを初め、我が国経

済は大幅に悪化の道をたどりました。このよう

な状況下で私が特に心配をいたしますのは、個

人消費の低迷であります。個人消費は内需拡大

による地域経済の活性化に欠かせないものであ

ります。厳しい雇用情勢や給与所得減少が消費

者心理を冷え込ませて、消費支出を抑制し、景

気回復の足かせとなりかねず、景気のさらなる

悪化にもつながりかねません。しかしながら、

このように国を挙げて経済対策に取り組もうと

する中、５月１日には、人事院が国家公務員の

夏のボーナスに関して一部凍結の勧告を行った

のであります。経済対策をこれからやろうとい

うさなかに、どうして公務員の給与の凍結をす

るのか、どうも私には納得がいかないわけであ

ります。経済対策に水を差している気がしてな

らないのであります。また、本県においても、

５月12日、人事委員会が国と同様の措置を検討

するよう報告を行いました。これを受け、本県

でもボーナスの一部凍結が実施をされました。

そして、８月11日には、人事院が、国家公務員

の年間のボーナスについて0.35月分の引き下げ

勧告を行いました。夏に0.2月分を凍結しており

ますので、冬に0.15月分の削減となるわけであ

ります。消費マインドに与える影響は極めて大

きいものと考えます。これを本県に当てはめて

考えれば、大きな民間企業の少ない本県で、公

務員の給与削減の影響はさらに大きく、県内各

地域の商店街や飲食店などにとって、売り上げ

減少につながり、地域経済に相当なマイナスと

なってあらわれるのではないかと懸念をいたす

ものであります。
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そこでお伺いをいたします。この時期、景気

浮揚のためにも、公務員給与を引き下げるべき

ではないと考えます。公務員給与のあり方につ

いて、知事の御所見をお伺いいたします。

また、６月のボーナスにおける国と本県での

凍結額と、人事院勧告どおり0.35月分の削減を

行った場合の国と本県への影響額について、総

務部長にお尋ねをいたします。

次に、県有施設の活用についてお伺いをいた

します。

ある県有施設の近隣に住む住民が念願の住宅

建設をすることになり、上棟式に伴う来客用の

駐車場として県有施設の外来者駐車場の一部使

用を認めてもらいたいとお願いをしたところ、

そのような目的の利用は認めていないと断わら

れたようであります。県民あっての県有施設で

ありまして、当日は休日で使用していないので

あり、県有施設の近隣に住む住民が特別な事情

がある場合には使用許可を認めてやるべきでは

ないかと考えます。優しく思いやりのある県の

行政を考えるわけでありますが、どうか柔軟な

対応をいただくように、この問題については要

望いたしておきます。

公共事業についてであります。

御案内のとおり、本県建設業を取り巻く環境

は非常に厳しいものがあり、昨日の質問にもあ

りました。その原因の一つに、公共事業を初め

とする建設投資の減少があります。特に本県の

ような地方の建設業者にとって、生活の糧と

なっている県や市町村の公共事業が減少するこ

とは、大きな痛手であります。これに加えて、

県は、全国の先陣を切って入札制度改革を進め

ており、建設業者の経営が大きく揺らぎかねな

いことを改めて指摘しておきたいと思っており

ます。県にとっても重要な課題である地域の活

性化、雇用の確保は、地元の建設業者に負うと

ころはまことに大きいのであります。まして

や、災害時の早急な対応が求められる中で、そ

の役割を担える地元の建設業者はなくてはなら

ない存在であります。県の進める公共投資の削

減や入札制度の改革については、やむを得ない

背景があることは理解ができます。しかしなが

ら、建設業者を疲弊させ追い込むような施策だ

けでは、良好な連携は当然図れないのでありま

す。建設業を支援し育成することこそ、まず重

点的に取り組むべきであります。県は、本年３

月に、公共事業における経済・雇用緊急対策を

講じました。この中では、経営の厳しい建設業

者を支援する対策が講じられたはずでありま

す。そこで、県はどのような対策を講じられた

のか、県土整備部長にお尋ねをいたします。

次に、農政問題についてお尋ねをいたしま

す。

我が国の農業は、農業所得の減少や高齢化、

耕作放棄地の増大が進む一方で、新たな担い手

の確保は進まず、農村部の条件不利地域などで

は、産業としての持続性も危ぶまれる状況に直

面していると言っても過言ではありません。し

かし一方では、農業法人や集落営農組織などの

元気な農業経営体の出現や、農商工連携などに

よる新たな取り組みと雇用創出への期待、消費

者の国産志向や地産地消の高まりなど、窮地に

置かれた我が国の農業の危機を救ってくれる新

たな動きも生み出されてきております。私は、

こうした状況下であるからこそ、これまで当然

のこととされてきた従来の発想を転換し、危機

を好機ととらえる前向きな取り組みが重要であ

り、農業者に安心と希望をもたらす思い切った

農業改革の断行が求められていると思うのであ

ります。この魅力あふれる郷土宮崎の農業は、

平成21年９月25日(金)
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幾多の困難を知恵と工夫で乗り越えた先人たち

の努力により築かれたものであり、私はこの財

産を私たちの手でしっかりと受け継いでいかな

ければならないと考えます。そのためには、本

県の農業者が希望を持って経営に邁進できる仕

組みづくりや、疲弊した農業・農村の地域経済

に活気と明るさを取り戻せるような施策に対し

て最も力を注ぐべきではないかと考えます。本

県農業・農村が今後とも持続的発展を続けてい

くためには、ぜひ、こういった視点から施策の

さまざまな検証を行い、思い切った改革を行う

決意を持って本県農業振興のビジョンを示して

いただきたく強く願っておりますが、農政水産

部長の見解をお尋ねいたします。

次に、牛肉の消費販売対策についてお伺いを

いたします。私は、これまでも幾度か質問をし

てまいりました。飼料用の穀物価格の高騰は

ピークを越えたとはいえ、いまだ高どまりの状

況であります。また、生産物である畜産物価格

は、世界的な景気低迷を背景に、下げどまって

いる状況であります。牛肉の出荷動向について

見ますと、直近のデータとして、全国の屠畜頭

数は９万8,000頭で、昨年同月比105.8％、昨年

より相当増加をしており、その中でも和牛は３

万8,900頭で、昨年同月比では113.2％と過去１

年間で最も高い伸び率となっております。この

傾向は秋以降も続くと予想されるようでありま

すが、このように、価格と需要が低迷する中で

出荷量だけが伸びている状況にあっては、牛肉

相場が上昇するというのはとても考えにくいの

であります。そのような中で、私の地元、西諸

畜連の子牛市場の状況を見ますと、９月の競り

価格が平均で36万582円、去勢が39万8,026円、

雌が31万5,019円と、去勢子牛に比べて大きく雌

子牛の価格が下がっているのであります。これ

は、子牛生産農家の生産拡大や更新に対する意

欲が大きく低下していくのではないかと懸念を

するものであります。このような状況である今

こそ、生産者の元気が出て生産意欲を高めるた

めには、消費販売対策に力を入れることが一つ

の突破口になるのではないかと考えます。そこ

で、宮崎牛を初めとする牛肉の消費販売対策に

どのように取り組んでおられるのか、農政水産

部長にあわせてお尋ねをいたします。

次に、西諸県地区の高校の再編整備について

であります。

昨年４月、小林秀峰高校が開校し、現在、工

業科と商業科の１、２年生約400名が新しい校舎

で学んでおります。平成23年度には、さらに高

原高校が再編をされ、農業科と福祉科の生徒た

ちが加わり、平成25年度には６学科720名から成

る総合制専門高校が完成を迎えることになりま

す。県内初の総合制専門高校が西諸県地域に設

置をされ、その準備が順調に進んでいることは

大変喜ばしいことであります。ところで、小林

工業高校敷地は小林秀峰高校へと引き継がれま

すが、小林商業高校は、これからの跡地活用に

ついて考えなければなりません。教育委員会で

は、県立学校の跡地については、基本的に県の

教育財産としての活用は考えていないとしてお

りますが、私としましては、地元のことでもあ

りますし、今後どのように活用されるのか大変

心配をいたすものでありますが、そこで、小林

商業高校の跡地活用の検討状況について、教育

長にお尋ねをいたします。

また、小林秀峰高校の体育館の改築について

であります。このたび、９月補正予算に小林秀

峰高校体育館の改築に係る経費が上程をされま

した。同校体育館の改築は、同校関係者はもち

ろんのこと、生徒たちや地元住民の長年の夢で
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あり悲願でありました。今般、その改築が実現

される予定であることは大変喜ばしいことであ

ります。ところで、小林秀峰高校は、小林工業

高校からの時代を通じて、全国大会等で数々の

優勝実績がある新体操部やハンドボールを初

め、部活動が盛んな高校であります。体育館の

改築により体育授業の環境等が向上することは

もちろんのことでありますが、新体操を初めと

する部活動が今後ますます発展をし、全国にさ

らに宮崎県の名をとどろかせることを期待する

ものでもあります。そこで、教育長に、小林秀

峰高校体育館がどのような形になるのか、改築

計画の内容についてお尋ねをしておきたいと思

います。

次に、介護問題についてであります｡

現在、県内に要介護者は約４万6,000人おられ

るということであります。高齢化の進行により

要介護者数は今後ますますふえることが予想さ

れまして、介護保険などの社会保障費の増加が

懸念をされるところであります。また、平成18

年から20年度の第３期介護保険事業支援計画に

おける介護保険施設の整備実績は、平成23年度

末までに廃止をされる介護療養型医療施設を除

き、全国では計画総数約11万5,000床に対し、実

績は８万1,000床と71％の整備率であったのに対

して、本県では有料老人ホームなどの特定施設

を含めまして97.5％と、ほぼ計画どおりの整備

が行われたとのことであります。しかし、その

一方で、昨年の４月時点での本県の特別養護老

人ホームの入所待機者は約3,200名に上ってお

り、中には予約的な申し込みもあるとは聞いて

おりますが、要介護度４や５といった重度の

方々は、老老介護などで家庭での介護力が減退

する中で、在宅での介護も困難になってきてい

ることから、特別養護老人ホームなど施設にお

ける介護サービスの充実が必要と考えます。そ

こで、特別養護老人ホームの入所待機者の解消

に向けて、県としてどのような対策を考えてお

られるのか、福祉保健部長に伺います。

次に、林業再生事業についてお伺いをいたし

ます。

本県の杉を中心とする森林資源は年々充実の

度を増し、まさに伐採時期を迎えており、いか

にこの資源を有効に活用し山村地域の振興につ

なげていくかが重要な課題であります。特に、

経済不況のあおりを受けた住宅着工戸数の落ち

込みに伴い、木材需要は低迷をし、木材価格は

昭和54年のピーク時に３万5,500円であったもの

が、ことしに入って7,000円台にまで下落するな

ど、山村や林業をめぐる情勢は極めて厳しい状

況にあります。こうした状況を踏まえ、国で

は、経済危機対策の一環として、総額1,238億円

の森林整備加速化・林業再生事業が創設された

ところであります。県でも、この事業を活用し

て、森林整備の推進や林業・木材産業の振興を

図るため、去る６月議会で当該事業に係る基

金10億円を積み立て、今議会に41億円余の基金

積み増しを提案しておられます。そこで、現在

の森林整備加速化・林業再生事業の取り組み状

況はどうなっているのか、また、今後どのよう

に対応されるのか、環境森林部長の見解をお伺

いいたします。

次に、県産住宅の振興について伺います。住

宅投資は、木材やコンクリートなどの資材部門

ばかりではなく、大工さんや左官、上下水道、

内装に至るまで際めて幅広い分野にまたがるこ

とから、オーケストラ産業とまで言われており

ます。住宅関連団体の調査によりますと、住宅

建設は家具や家電の購入にもつながることなど

から、その経済波及効果は、１戸当たり、
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約5,000万円とも言われております。政府も、景

気後退に対応するために、住宅ローン減税や贈

与税の軽減、省エネ家電の購入補助、エコポイ

ントの導入など、個人消費を押し上げる対策を

とっております。減税対策を講じるだけでな

く、住宅建設を刺激することのできる施策の充

実が必要であろうと思います。このような中

で、県では、緊急経済対策として県産材需要の

拡大を図るために、柱81本プレゼント等、木材

住宅の建設促進に努めておられます。その推進

状況について、環境森林部長にあわせてお伺い

をいたします。

次に、宮崎県医療計画の現状について、特に

小林市民病院の問題として特化してお尋ねをし

てまいります。

去る９月13日、小林市立市民病院の落成式が

行われました。私も出席をさせていただきまし

た。知事代理として高橋福祉保健部長のごあい

さつをいただいたところでもありました。小林

市や西諸県地域住民の待望久しかった一大プロ

ジェクトがようやく実を結んだはえある落成式

でもありました。電子カルテや最新式のＭＲＩ

の導入など、病院の機能等の充実も図られ、今

後、この地域の医療の向上に大いに貢献すると

期待をされております。しかしながら、一方で

大きな課題を抱えてのスタートともなりまし

た。鹿児島大学から派遣されていた内科医が９

月末で１名退職することや、再開が待たれてい

た産婦人科に常勤医師の派遣が得られないこと

が、落成式の直前に相次いで明らかにされまし

た。小林市立市民病院は、県の医療計画で定め

る７つの医療圏の一つ、西諸医療圏の中核病院

であります。第２次救急医療施設や災害拠点病

院として重要な位置づけがなされております。

この２次医療圏が県内７つに分割して設定され

ている前提は、あくまでも、その医療圏内で住

民に対し十分な２次医療が提供できるというこ

とであります。にもかかわらず、西諸医療圏で

は、その中核病院である小林市立市民病院が、

せっかく施設は充実したのに、医師不足で十分

な機能が発揮できないというのでは、県の医療

計画は一体何を定めているのかと言いたくなる

のであります。そういう意味で、小林市立市民

病院の医師不足は、ある地域の単なる一つの病

院のことと片づけることはできないと考えま

す。同病院は来年４月にグランドオープンを迎

えます。小林・西諸地域の住民が安心して生活

するためのよりどころとして早急な医師確保が

不可欠であります。

そこでお尋ねをします。医療計画を策定し、

県民にひとしく医療を提供する県の責任とし

て、西諸県地域の拠点病院である小林市立市民

病院の医師確保について、積極的に取り組むべ

きだと考えますが、いかがでしょうか。見解を

お伺いいたします。

最後に、老人クラブについてお伺いをいたし

ます。

先日、県老人クラブ連合会が主催する第34回

のさんさんクラブ大会に出席をしてまいりまし

た。知事も出席をしておられました。県内各地

域を代表する元気な高齢者の皆様の集まりであ

ります。老人クラブの代表者の方々が1,000人余

り集まられた大会でありましたが、そこでお聞

きをしました「我々高齢者が健康であること

が、既に日本に貢献をしている」という言葉に

非常に感銘を深くいたしました。また、老人ク

ラブでは、高齢者の社会参加はもとより、高齢

者が元気であれば社会保障費の増加も抑制がで

きるというすばらしい理念のもとに、健康づく

りの活動にも積極的に取り組んでおられること
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に対しまして、心から敬意を表するものであり

ます。そこで、高齢者の社会参加の中心的な役

割を担っている老人クラブへの支援について、

どうお考えか、福祉保健部長に伺いまして、以

上、壇上からの質問といたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

公務員給与のあり方についてであります。県

職員の給与は、地方公務員法により国や他の地

方公共団体の職員の給与、民間企業の従事者の

給与などの事情を考慮して定めることとされて

おり、給与の決定に当たっては、人事委員会勧

告制度の趣旨を遵守することが大切であると考

えております。今年度の給与改定につきまして

は、現時点では、人事委員会勧告が出されてお

りませんので、申し上げる段階ではありません

が、基本的には、人事委員会勧告を踏まえなが

ら、諸般の情勢も見きわめ、決定していきたい

と考えております。なお、議員からお話のあり

ました経済対策については、県として大変重要

な課題であると認識しておりますが、その実施

に当たっては、先ほど申し上げたことを踏まえ

ますと、公務員給与を介してではなく、別の施

策により実施することが適当であると考えてお

ります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

ボーナス凍結額についてであります。まず、

この６月の期末・勤勉手当の凍結額ですが、国

が約740億円、本県が一般会計で約13億円であり

ます。

次に、0.35月分の削減を行った場合の影響額

についてであります。今回の人事院勧告全体の

国での影響額につきましては、約1,390億円とさ

れておりますが、このうち期末・勤勉手当の削

減額については、国から公式には発表されてお

りませんけれども、先ほど申し上げた金額740億

円が0.2月分ということでございますので、そこ

から機械的に計算をいたしますと約1,295億円と

なるところでございます。また、本県で同様の

削減を行った場合、一般会計で約23億円となり

ます。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、特別養護老人ホームの入所待機者解消

策についてであります。待機者解消策につきま

しては、療養病床の転換に伴う受け皿として特

別養護老人ホームなどのベッドを確保すること

に加え、今回、補正予算をお願いしております

介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用して、

小規模特別養護老人ホームなどの整備を、市町

村とも協議しながら計画的に進めてまいりたい

と考えております。さらに、ショートステイの

活用や訪問介護等の在宅サービスの利用促進に

も努めてまいりたいと考えております。

次に、小林市立病院の医師確保についてであ

ります。小林市立病院は、県の医療計画におい

て２次救急医療施設や災害拠点病院に位置づけ

られるなど、西諸医療圏における中核的な病院

として、重要な役割を担っていただいておりま

す。昨日から新病院での診療が開始されたとこ

ろでありますが、このような中で、１名の派遣

医師が９月末で大学に引き上げられ、また、産

婦人科の再開のめどが立っていないなど、医師

不足が深刻化しており、本医療圏全体の医療提

供体制の確保という観点からも、大変厳しい状

況にあると認識をしております。地域の中核病

院における医師確保は、喫緊の課題であります

ので、県といたしましては、市町村との連携を
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さらに強化し、宮崎県医師確保対策推進協議会

による医師の誘致活動を積極的に展開するとと

もに、医師派遣システムや医師修学資金貸与制

度等により、医師確保に全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、老人クラブへの支援についてでありま

す。県では、老人クラブの皆様が友愛活動、社

会奉仕活動、健康づくり活動や子供たちの見守

り活動などに日ごろから取り組んでおられるこ

とは大変意義深いものと考えており、老人クラ

ブが行う活動等に対し助成を行うとともに、

リーダー養成研修会などの取り組みについても

支援しているところであります。また、今後の

活動の励みとしていただけるよう宮崎県さんさ

んクラブ大会において、模範となる地域貢献活

動等に取り組む個人やクラブに対して県知事表

彰を実施しているところであります。今後と

も、老人クラブ活動の活性化に向けて、引き続

き支援してまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

林業再生事業についてでございます。まず、

森林整備加速化・林業再生事業は、県に基金を

造成し、定額方式での間伐の推進や、木質バイ

オマス利活用施設の整備等を支援し、地球温暖

化の防止や地域産業の振興を目的としておりま

す。県では、この予算を最大限に活用するた

め、５月に市町村、林業・木材産業関係者等で

構成する協議会を立ち上げまして、要望調査や

審査等に取り組むとともに、６月議会で10億円

の基金を造成したところでございます。このよ

うな中、８月末に総額で51億円の国の内示を受

けましたことから、既に国への交付申請の手続

を行ったところでございます。県といたしまし

ては、川上から川下に至るさまざまな分野から

多くの要望をいただいておりますので、今後、

予算の執行が可能となり次第、事業が円滑に推

進できるよう万全の準備を進めていきたいと考

えております。

次に、県産住宅の振興についてであります。

県内で生産される製材品の９割が住宅などの建

築用でありまして、最近の住宅着工が急激に落

ち込んでいることから、県産材の需要拡大を図

るため、大黒柱１本を含む杉の柱81本をプレゼ

ントする取り組みや、県産材をふんだんに使っ

たＰＲ効果の高いモデル的な木造住宅づくりの

新たな取り組みを緊急に実施することとしたと

ころであります。現在の推進状況につきまして

は、柱81本プレゼントは、120棟分の公開抽せん

会を２回に分けて先日行いましたが、合計340名

の申し込みがありました。モデル的な木造住宅

づくり公募には、県内の工務店や設計事務所か

ら17件の提案の応募がありまして、先日開催い

たしました県内外の建築木材など各分野の専門

家から成ります審査会を経まして、高い事業効

果が見込めます10件の提案を選定したところで

ございます。今後は、選定いたしました木造住

宅の展示会の開催などを通しまして、県産材を

使った木造住宅の普及促進を図ることとしてお

ります。いずれの事業も、「建てるなら県産材

で」という県民意識を醸成し、県産材の需要拡

大、ひいては地域経済の活性化につなげていき

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農業改革のビジョンについてでありま

す。本県農業・農村が今後とも持続的に発展し

ていくためには、現在の厳しい諸課題を真正面
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からとらえ、世界的な視野と長期展望を持ち、

変革の時代を勝ち抜ける魅力ある宮崎の農業を

確立していく必要があると考えております。こ

のため、県では、もうかる農業を実現できる先

見性を持った攻めの施策展開と、時代の潮流・

変化に的確に対応できる構造改革を推し進め

る、新たな農業・農村振興長期計画の策定作業

に着手したところであります。本計画の策定に

当たりましては、産業の垣根を越えた人・技術

の連携や農業資源のフル活用による生産拡大や

所得の向上、多様な担い手の参入や、農地、施

設、農業技術などの資源が円滑に継承できるシ

ステムの構築、生産と加工・流通の一体的な取

り組みなど、本県農業の持つポテンシャルを生

かした新たな産業の創出などの観点から、さま

ざまな分野の方々からの御意見等をいただきつ

つ、本県農業と農村に意欲と活力を取り戻す将

来展望を明らかにしてまいりたいと考えており

ます。

次に、牛肉の消費販売対策についてでありま

す。牛肉の消費販売対策につきましては、従来

から「より良き宮崎牛づくり対策協議会」を中

心に、新規店舗の確保対策や、知事によるトッ

プセールス等を積極的に展開した結果、首都圏

における宮崎牛の常設販売店や指定店が着実に

増加しております。また、県内では毎月29日を

「肉の日」と位置づけ、牛肉を含む県産食肉の

消費拡大キャンペーンを関係団体や食肉販売店

などと一体となって実施しているところであり

ます。さらに、今後の販路拡大を見据えた場

合、香港を初めとする東アジア地域は有望な市

場であることから、ミヤチクの食肉処理場を輸

出の拠点として整備するなど、体制の強化を

図っているところであります。また、７月末に

は、香港のレストランを海外では初めて「宮崎

牛」の指定店として認定したところであり、現

在、さらに、マカオへの展開に向けた取り組み

を進めているところであります。県といたしま

しては、消費が低迷している今こそ、関係機

関・団体と一体となりまして消費拡大対策に積

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。

公共事業における経済・雇用緊急対策につい

てであります。建設投資の大幅な減少や一般競

争入札の拡大による競争性の高まりに加え、景

気の急速な悪化によりまして、建設産業は極め

て厳しい環境に直面しているところでありま

す。このため、建設産業を支援するための緊急

的な対策として、まず、最低制限価格につい

て、建設業の健全な発展や工事の品質確保を図

るため、建設工事につきましては予定価格のお

おむね85～90％に、建設関連業務につきまして

は、おおむね75～85％に引き上げたところであ

ります。また、地域企業育成型総合評価落札方

式について、その対象を土木一式の予定価

格2,000万円未満の工事から3,000万円未満の工

事へと引き上げるなど、地域の企業が受注しや

すい環境をさらに整備したところであります。

このほか、発注の迅速化を図るため、入札手続

の短縮を行うとともに、受注機会の確保のため

混合入札を拡充するなど、さまざまな取り組み

を実施しているところであります。県といたし

ましては、技術と経営にすぐれた業者が伸びて

いける環境づくりが必要と考えておりまして、

今後とも、幅広く御意見を伺いながら、入札・

契約制度の検証と必要な見直しを行いますとと

もに、建設業者の実情に応じたきめ細やかな支

援にも努めてまいりたいと存じます。以上でご
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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。

まず、小林商業高校の跡地についてでありま

す。小林商業高校の跡地につきましては、教育

財産としては活用いたしませんが、公有財産の

有効活用を図るために、地元小林市の意向も踏

まえながら、その取り扱いについて現在検討を

進めているところであります。なお、小林商業

高校は、現在、３年生のみとなりましたが、生

徒たちは、毎日、明るく元気に学習や学校行事

等に取り組んでいると聞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、小林商

業高校の最後の卒業生となる生徒の皆さんが笑

顔で無事卒業の日を迎えることができるように

見守りながら、学校と連携して閉校に向けた準

備を進めてまいりたいと考えております。

次に、小林秀峰高校体育館の改築についてで

あります。同校の体育館につきましては、耐震

化等の緊急整備事業として、同校西側敷地に、

延べ面積約1,600平米、鉄筋コンクリートづく

り・一部鉄骨づくりの平屋建てとして改築を計

画しているところであります。実施設計に当た

りましては、アリーナ面積を現在の体育館の

約1.8倍程度にする中で、体育の授業や卒業式な

どの式典での活用に十分対応できるものとする

ことはもとよりでありますが、懸案でありまし

た新体操やハンドボールなど部活動での年間を

通じての円滑な利用についても配慮した形状と

するなど、学校の要望にできるだけこたえられ

る内容としたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○水間篤典議員 それぞれ御答弁をいただきま

した。ちょっと時間があります。知事にお尋ね

をしておきますが、小林市の市民病院の医師確

保の件であります。これは、私、議員になりま

して今、11年目を迎えているんですが、本当

に、この市民病院の問題、何度ここで御質問申

し上げたかと思うぐらいやってきたわけであり

ます。今回、53億円をかけて小林市民病院が完

成をいたしたわけでありまして、そういう中

で、部長も全力を挙げて医師確保に取り組んで

まいりたいとおっしゃいました。宮崎県医師確

保対策推進協議会に諮りながら、県と市と連携

をするということであります。そこで、知事も

県内９市の市長会あるいは県内９市の議長会等

で直接病院問題の医師確保についてお話をお聞

きだと思うんです。県の医療計画も平成５年６

月に設定をされて、その中に二次医療圏の設定

がなされたわけでありまして、そういう意味で

は、県の責務として、先ほど壇上で申しました

けれども、知事には一肌も二肌もここで脱いで

いただいて、そして、せっかく来年４月にグラ

ンドオープンするこの市民病院について、医師

確保をぜひともお願いをしたいと。これは、小

林市民からいつも言われるのは、我々も県民税

を払っているんだよという声ばかりなんです

よ。市民病院は市立のいわば自治体病院ですか

ら、市が一般会計から繰り出しをするのも当然

のことであります。県は県で県病院に繰り出し

するのも当然であります。そういう中では、ぜ

ひ、我々、県税を払いながらやっているんだか

ら、県立病院がないこの西諸地域の、そしてそ

の中核病院の小林市民病院、どうにかしていた

だきたいという要望が強いんです。知事も今ま

での流れをすべて御存じだと思いますけれど

も、知事のお考えをここで御披瀝いただきまし

て、ぜひ、確保していただくようにお願いをし

たいと思いますが、知事の見解をお願いしま

す。
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○知事（東国原英夫君） 小林市立病院は、御

指摘のように、西諸医療圏における中核的な病

院として重要な役割を担っていただいておりま

して、また、医師不足が深刻化し、大変厳しい

状況にあると現状の医療関係に関しては認識し

ております。県といたしましては、医師確保を

重点施策としてさまざまな施策を展開している

ところでありまして、今後も引き続き、市町村

や県医師会、宮崎大学等と連携しながら、全力

を挙げて医師確保に取り組んでまいりたいと

思っております。

○水間篤典議員 ぜひ、よろしくお願いをいた

しておきたいと思います。

それと、人事院勧告について私の考えといい

ますか、今、御答弁をいただいたわけでありま

すが、国も100兆円にも上る経済対策をやろうと

するさなかに、片や一方では1,300億にもなるよ

うな公務員給与の引き下げ、ボーナスのカッ

ト、これを含めて、今の時期ではなくて、

ちょっとずらした─私は下げるなとは言って

いないんです。ただ、人事院もそういうことを

考えていただきたい。谷総裁もあと２年任期を

残しながらおやめになるんですよ。まことに無

責任だと私は思うんですけれども、勧告をしな

がら、せっかく景気の底上げを図ろうとする中

で、また２番目の底が来るかもしれないという

ような表現の中で、県内の状況を見ますと、先

ほど御答弁の、一般会計で23億ありますよ。こ

れは、市町村を入れますと、市町村で夏で８

億2,800万ぐらいあるんです。冬で約６億ぐら

い。合わせますと約14億。約37～38億の県内の

影響額もあるということなんです。これは可処

分所得として消費拡大につながるものを、片や

経済対策を打ちながら、ここでは一方に下げ

る、このような勧告というのは、私は人事委員

会の局長にもお聞きをしたかったんですけれど

も、きょうはそこはよしますが、国もそういう

ところでは、人事院もおかしいなと思っておる

ところであります｡

次に進みます。県産材の住宅の振興について

でありますが、私は、地球規模での環境問題に

対する関心が非常に高まっている、再生可能な

資源である木材のよさが今こそ見直されてきて

おると思っております。しかしながら、木材を

生産する山村地域においては、価格の低迷など

とともに活力が失われてきているのも事実であ

ります。そこで、質問で申し上げましたが、自

動車業界、家電業界、今、エコポイント制度と

いうのもあるわけです。ですから、これだけ宮

崎県が林業県として、あるいは杉粗生産18年全

国ナンバー１のこの宮崎県から、県産材を使っ

たらエコポイントを何点か上げるよと、今、柱

を81本上げるのも大事ですけれども、エコポイ

ント制度も、宮崎県独自の、あるいは県産材で

なきゃ今度は国産材でいいんですよ。そういう

ものを国に働きかけていただきたい、そんなふ

うに思っております。ですから、知事として

は、またいろいろ知事会等でお話があると思い

ますけれども、全国レベルで創設できるような

ことで、本県県産材の活用を考えていただくよ

うに、エコポイントの導入も含めて、ひとつよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

もう時間が迫りました。先ほど総務部長に壇

上で言いましたけれども、ひとつ柔軟な対応を

お願いしたいと思っております。県有施設は、

県民のものですから、隣で何があるかわからな

い、近隣の人も大事にしていただきたい。優し

さ、思いやりをよろしくお願いしたいと思いま

す。

また、商業高校の跡地の問題ですが、小林市
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も、当然考えておりまして、減額譲渡とかある

ようでありますが、延べ払いはできないか、ま

た検討をいただければと思っております。

以上で私の質問を終わります。よろしくお願

いします。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） きょう、う

ちの息子が初めて就職試験を受けることになり

ました。けさ早く、まだ夜が明ける前に、家内

と一緒に西都市の速川神社にお参りに行ってき

ました。神社に着いたころ、ようやく白々して

きて夜が明けました。せっかく行ったのに神様

が寝ておられたら何にもならないということ

で、鈴をがらんがらんと大きな音で鳴らさせて

いただきまして、とりあえず目を覚ましていた

だいて、それからしっかりとお願いをしてまい

りました。まさに神様、仏様、東国原様の心境

でございます。私が高校とか大学を受験すると

きも、両親が速川神社にお参りに行ってくれま

した。時代が変わっても、世代が変わっても、

親が子を思う気持ちは変わらないんだなとつく

づく思った次第であります。余計なことをしゃ

べってしまいました。これからちょっと早口で

しゃべらせていただきますので、お許しをいた

だきたいと思います。

おごれる者は久しからずの栄枯盛衰ではない

のでしょうけれども、今度の衆議院総選挙で自

民党が惨敗をしました。自民党は、戦後の混乱

期の日本を、世界のトップレベルの経済大国に

導いたという実績には誇りを持っていいと思い

ますが、でも、中には失政と言わざるを得ない

ものもあったと考えます。行き過ぎた市場原理

に基づく規制緩和や構造改革もその中の一つだ

と考えます。自民党は、それらの失政に対して

謙虚に反省をし、速やかに見直しをしていく必

要があると思います。民主党も、今回、308議席

というすごい議席を獲得しました。その数にお

ごることなく、例えば補正予算の執行の一部停

止などを含め、国民や地方が混乱を来すことが

ないように、慎重な政権運営に努めていただく

ことを強く望みたいと考えます。

さて、私は、平成18年２月定例議会の一般質

問で、ごみ拾い県民運動の展開を提案させてい

ただきました。安藤知事のころです。当時、本

県は、「元気みやざき県民運動」ということ

で、「人と自然にやさしい『元気のいいみやざ

き』」を基本目標にして、その目標を実現して

いくために、行政と県民の協働の考え方に立

ち、その運動を展開していました。具体的に

は、健康みやざき推進運動、環境みやざき推進

運動、地域見守り推進運動の３つの運動で基本

目標の実現を目指そうというものでした。そし

て、まさに健康みやざき推進運動の成果でしょ

うか、朝夕に散歩をする人が非常に多くなりま

した。

そこで、散歩をする人に袋を持ってもらい、

ごみを拾いながら歩いてもらってはどうだろう

か。環境みやざき推進運動とあわせて一石二鳥

の運動になる。割れ窓理論と同じで、だれかが

捨てたごみを放置しておくと、ほかの人までも

が次々と捨ててしまう。ごみ拾いを経験した人

は捨てないと思うし、周りの人がごみ拾いをし

ている姿をいつも見ていれば、これまで捨てて

いた人も捨てにくくなる。ごみがないことも観

光立県の重要な要素であるということで、ごみ

拾い県民運動の展開を提案したわけです。しか

し、軽くいなされてしまいました。でも、残念

ながら、今でも沿道などは目を覆いたくなるよ

うなごみの山です。あのときと知事がかわりま

した。だれも考えもしなかった県庁を一大観光
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地にしてこられた東国原知事です。この提案に

共鳴してくださるのではないかと期待をして、

再び取り上げさせていただきました。ごみ拾い

県民運動の最終目的は、ごみを拾うことではな

く、ごみを捨てないという意識の醸成です。県

民みんなにこういう意識を持ってもらえれば、

県外にも大きくアピールできると思いますし、

県民自身も心豊かな暮らしができると考えま

す。知事、県民に対して、知事の口から「ごみ

を拾いましょう」と訴えてもらえませんか。知

事の素直な感性での答弁をお願いいたしまし

て、壇上からの質問を終わります。後は自席か

らの質問といたします。(拍手)〔降壇〕

○知事(東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

ごみ拾い県民運動についてであります。お話

のとおり、ごみの投げ捨てや不法投棄が後を絶

たない中にありまして、街中や沿道等で県民の

皆さんが自主的にごみ拾いや清掃をされている

姿をお見かけする機会が多うございます。その

ような姿は、まさに、これまで私が申し上げて

まいりました県民総力戦の目指す姿であり、さ

らには「おもてなし日本一 宮崎」につながる

取り組みとしまして、経緯と感謝の念を覚える

次第であります。町なかの方々に県民総力戦と

は一体どういうことをすればいいですかと尋ね

られるたびに、私は、まずはごみを捨てないで

ください、拾ってください、そしてあいさつを

してくださいとよく申し上げておるところでご

ざいます。県では、平成17年に「みやざき県民

の住みよい環境の保全等に関する条例」を制定

し、空き缶等のごみの散乱防止を図りますとと

もに、県内一斉の環境美化運動を実施するな

ど、環境の美化や環境保全意識の向上に努めて

いるところであります。今後は、条例の一層の

周知を図りますとともに、御提言の趣旨につき

ましても、あらゆる機会をとらえて県民の皆さ

んへの呼びかけを行ってまいりたいと存じま

す。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 道路愛護デーなどの特別な日

だけのごみ拾いではだめだと思うんですよね。

ふだんの日常的なごみ拾いがごみを捨てない意

識づくりになるというふうに思います。そうい

う意味でのごみ拾い県民運動にできればいいな

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

次に、落書きに対する提案をさせていただき

ます。ガード下などのコンクリート壁に落書き

をよく見かけます。消しても消しても書かれて

しまいます。まさにイタチごっこです。でも、

よく見ると、実に上手に書かれているんです

ね。芸術的です。こういう落書きをする人はど

ういう気持ちで書いているんでしょうか。もし

かすると自己表現をしたいのかもしれません。

そこで提案ですが、それらの人たちに自由に

表現をしてもらう場を提供したらどうでしょう

か。例えば、橘公園とか橘橋、または一ツ葉

ビーチなどにコンパネの壁をつくってやって、

そこに自由に落書きをしてもらうんですよ。観

光などのテーマを与えてもいいと思います。そ

して、落書きコンテストをするんです。優秀者

には表彰状と記念品を贈呈します。落書き作品

は、欲しい人に買ってもらってもいいと思いま

す。全国大会をしてもいいんじゃないでしょう

か。一大イベントになるかもしれません。観光

的にもおもしろいのではないかと思います。み

んなが落書きとその技術を認めてやれば、町な

かなどの落書きは少なくなるような気がしま

す。世知辛い世の中です。それぐらいの余裕と

ユーモアのある施策があってもいいのではない
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でしょうか。これも知事の素直な感性での答弁

をお願いいたします。

○知事(東国原英夫君) これは、決して公共施

設等への落書きを肯定しているものではありま

せんが、落書きをする方の心理としては、隠れ

てこそっとやるから楽しいんではないかなと。

決して肯定しているわけじゃございませんが。

その芸術性の高いものに関しては、ストリート

アートというようなジャンルもございますの

で、この展覧会等が催されているイベントも実

際ございます。御提案のようなイベントとして

は、斬新な発想でユニークな発想だと理解して

おります。でも、その内容からして、民間団体

等や市町村が、地域のさまざまな催しの中で企

画してみるのも一考かなと、おもしろいんでは

ないかと思っております。いずれにいたしまし

ても、これからの観光誘致、観光振興には、県

庁を観光地にするといったような前例にとらわ

れない自由な発想が大切ですので、常にそのよ

うな柔軟な姿勢で臨んでまいりたいと考えてお

ります。

○横田照夫議員 県庁職員は、非常にまじめで

高い能力を持っておられると思いますけれど

も、ちょっとかた過ぎるんですよね。外国の報

道なんかで、何でこんなことにこんなに多くの

人が集まるんだろうと思われるような催し物が

よくあります。言い方は悪いですけれども、ば

かみたいな催しに喝采する人も多いと思うんで

す。頭を柔らかくしてユーモアのある発想で考

えてみれば、びっくりするような結果が出るか

もしれません。考えてみていただきたいと思い

ます。

次に、農業政策について質問します。

まず、お礼を申し上げます。私は、平成20年

２月定例議会におきまして、かんがい用水の畜

産への利用について質問をしました。その答弁

では、本来ならば目的外使用で難しいが、県と

しては、地域の実情を十分に踏まえるととも

に、関連する制度との関係もあるので、国等関

連機関とも必要な協議・調整をしていくとのこ

とでした。それから１年半。先日、新聞に「畑

かん用水畜産に利用 全国初 来年度にも」と

いう記事が出ました。非常に難しい状況の中

で、担当部局の皆さんは、国との協議を重ねて

こられ、全国初の判断を引き出していただきま

した。難しいと答えたものはそれから先に進む

ことは余りないと思いますが、県民のために何

とかしたいという思いで頑張ればこういう結果

も導き出せるんだなと感激をしているところで

す。これまで、国との交渉をしてこられた担当

者に心から感謝を申し上げ、農家が一日も早く

この恩恵を受けることができるように、さらな

る御努力をお願いしたいというふうに思いま

す。

さて、質問ですが、田野町は畑作農業地帯で

あります。田野町のある農家から相談がありま

した。この前、燃油や肥料、飼料の高騰があり

ました。肥料の高騰分に対しても補助があると

いうことで、納品書や領収書を持って申請に行

かれました。その農家は100万円以上の肥料を

使っており、20万円ちょっとの補助金が出ると

言われたそうです。でも、結果的には補助金は

１円ももらえませんでした。田んぼの減反・転

作をしていなかったからです。この農家は畑作

主体の認定農家で、葉たばこや大根などを何町

もつくっておられますが、田んぼはいわゆる迫

田で、３～４畝のものを合わせて１反５畝ぐら

いしかない、いわゆる飯米農家であります。こ

のような畑作農家に対しても、肥料高騰対策の

支援を受ける要件として、転作の達成を求める
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のはいかがなものでしょうか。農政水産部長、

考えをお聞かせください。

○農政水産部長(伊藤孝利君） 農家への支援に

ついてでございますけれども、認定農業者等の

地域農業の担い手に対して、各種の支援策が十

分に行き届くことは大変重要であると考えてお

ります。御質問にございました肥料高騰対策

は、国が20年度の補正事業として実施したもの

でありまして、事業の対象農家は生産調整の達

成者となっておるところであります。こういっ

たことから、県といたしましては、生産調整の

実施に当たりましては、関係機関・団体と連携

を図りながら、各種制度の周知徹底と必要な情

報の提供を行いますとともに、地域の実態を踏

まえた生産者間の調整など、達成に向けた取り

組みを進めてきたところでございますが、今後

は、さらに御質問のような農家の要望が十分反

映された取り組みとなるよう、最大限の努力を

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、そのように御努力をお願いしたいと思いま

す。

例えば、以前の品目横断的取り組みでもそう

だったと思いますけれども、直接農家に指導し

たり、いろいろな手続の世話をする職員は、全

国一律の農政に対して、これはおかしい、宮崎

に合わないと感じることはないんでしょうか。

もし感じるのであれば、国の方針に従順に従う

のではなく、国に物申すぐらいのことがあって

もいいのではないかと思いますが、いかがで

しょうか。先ほど申し上げました畑地かんがい

用水の畜産利用などは、まさに現場の実情を

しっかりと国に訴え、国が認めたという成功例

であります。農業政策は、国が北海道から九州

まで全国一律で進めるのではなく、各地域の条

件に合ったものをそれぞれの地域の判断で進め

ていくべきだと考えます。まさに、知事がいつ

も言われる地方分権が必要だと思います。今

回、民主党が進めようとしている農家所得補償

制度も、本当に宮崎県農業にプラスになるのか

どうかをしっかりと見きわめ、合わないと判断

できれば、その旨を堂々と伝えていくべきだと

考えますが、知事はどう思われますか。

○知事（東国原英夫君） 民主党のマニフェス

ト等によりますと、今回の所得補償制度では、

「生産数量の目標に従って、米・麦・大豆など

の主要農産物を生産する販売農家に対し、全国

一律の単価に基づく生産費と販売価格との差額

を補償する」とされております。さらに、畜産

物や水産物などに対象範囲を拡大することと

なっております。一方、本県の基幹品目である

ところの野菜や果樹については、土地利用型作

物と異なりまして、恒常的に生産費が販売価格

を上回る状態ではないとの判断から、所得補償

の対象とされておりません。この所得補償制度

につきましては、平成23年度からの本格実施に

向け、来年１年間をかけて、詳細な制度設計を

行うスケジュールとなっておりますので、その

動向等も十分見きわめながら、本県において

は、米は、東北・北陸の大産地に比べて、零細

規模農家が多く、かつ、麦・大豆の作付面積も

少ないこと、そして野菜・果樹も、昨今の重油

や各種資材の価格高騰の影響等で、経営は大変

厳しい状況にあることなどの本県の実情が十分

反映され、本県農業者にとりましても、生産意

欲の向上や将来的な経営展望が描ける制度とな

るよう、国に対し強く働きかけてまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 ぜひ、そのように御努力をお
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願いいたします。

次に、幼児保育及び幼児教育についてお伺い

します。

女性の労働力率は、いわゆるＭ字カーブを描

くそうです。つまり、20代前半でピークになっ

た後、20代後半から30代前半にかけて結婚、出

産などのために低下をし、その後再び上昇し

て、40代後半にもう一度ピークを迎えるのだそ

うです。宮崎県では、女性の労働力率も出生率

もともに高いという統計結果が出ています。こ

れは、本県で子育てと仕事の両立が非常にうま

くいっている証拠であり、その第一の理由とし

て、認可保育所の充実が挙げられます。宮崎県

では、ことしの４月１日現在で399カ所の認可保

育所があり、２万7,600人という多くの児童が通

園をしております。これらのうちの多くの認可

保育所では、通常の保育に加え、例えば延長保

育や一時・特定保育、休日保育などの特別保育

事業や放課後児童クラブなど、子育て世帯の保

護者のニーズに応じたきめ細やかな保育事業を

積極的かつ真摯に取り組んでおられます。

このような認可保育所を取り巻く情勢としま

して、国が新たに進めようとしている保育制度

改革があります。この保育制度改革に当たっ

て、ことしの２月24日の「次世代育成支援のた

めの新たな制度体系の設計に向けて」という第

１次報告では、現在、保育は、市町村に実施義

務があり、保育所はそれに基づいて委託を受け

て保育を実施していることから、保育料は直接

市町村が徴収しているわけでありますが、これ

を保育所に行わせるなどの検討案が示されてい

るようであります。このような動きに対して、

現場の声として、保育所は子供の幸せを第一に

考える地域の子育て支援拠点であり、保育の質

の向上につながらないのではなどの不安の声も

聞こえています。そこで、今回の「次世代育成

支援のための新たな制度体系の設計に向けて」

という第１次報告に対する県の認識を、福祉保

健部長、お聞かせください。

○福祉保健部長(高橋 博君) 第１次報告にお

きましては、保育の契約の相手方を市町村から

保育所との直接契約に変更することや、保育料

徴収について、市町村と保育所の役割分担の見

直しを行うことなどが示されております。この

報告に対しましては、保護者が保育所を自由に

選ぶことができるなどの声がある一方で、仮に

保育料の徴収業務を保育所が行うことになれ

ば、本来の保育業務がおろそかになるおそれが

あるなどの声も関係者から聞かれるところであ

ります。いずれにしましても、保育所は子供の

最善の利益の確保が使命であり、慎重に結論が

出されるべきだと考えますので、今後とも、国

の動向を注視してまいりたいと思います。以上

でございます。

○横田照夫議員 今回の保育制度改革はまだ検

討中でありまして、昨年の12月16日案では、例

えば、フルタイムではなくパートで半日ぐらい

働いている親は、半日は保育が可能ということ

で、４時間から６時間ぐらいしか保育所に預け

られないというようなことが書いてあったそう

ですが、２月24日の第１次報告では、パートタ

イム、早朝・夜間の就労などの場合も保育の必

要性を認定するとなっております。まだ最終結

論には至っていないようでありますので、この

段階で、地域の実情に配慮して、保育の質の低

下につながらないよう国に申し入れをしてほし

いと考えますが、福祉保健部長、いかがでしょ

うか。

○福祉保健部長(高橋 博君） 保育所は、保育

者と保護者が緊密な連携のもと、子供を育てる
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保育の専門施設として、さらには、地域の子育

て支援拠点として、近年ますます重要になって

いると認識しております。保育の質の確保につ

きましては、従来から国に対し、保育士配置の

最低基準の引き上げ等について申し入れを行っ

ているところでありますが、引き続き国に要望

してまりいたいと考えております。

○横田照夫議員 親が失職をした場合、本来な

らば保育に欠ける状態ではないから預けられな

いのですけれども、求職期間中は最大２カ月の

保育が認められているそうです。でも、この就

職難の時代に２カ月ぐらいではなかなか職は見

つけられません。一定期間の延長はできないも

のでしょうか。福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長(高橋 博君) 保護者が求職中

の場合は、平成17年６月の国の通知により保育

所の利用が可能となっております。これを受

け、市町村においては、保育需要や保育所の受

け入れ体制等地域の実情を十分考慮の上、受け

入れの適切な期間を設定されております。県と

しましては、近年の厳しい雇用情勢から、求職

期間中の保育所利用が容易となるよう、市町村

に対し助言してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○横田照夫議員 現在、公立保育所の社会福祉

法人への移譲、いわゆる民営化が進んでおり、

平成18年度から20年度の３年間で22カ所が廃止

され、民営化されております。この民営化につ

いての県の認識をお伺いします。福祉保健部

長、お願いします。

○福祉保健部長(高橋 博君) 市町村において

は、多様な保育サービスの提供や行財政改革の

観点から、近年、公立保育所の民営化が進めら

れております。民営化については、地域の実情

を踏まえ、市町村において判断されているとこ

ろでありますが、県としましては、市町村が行

う民営化につきまして、安全・安心な保育サー

ビスの継続・向上を図る観点から、引き続き、

必要な助言・指導を行ってまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 この保育事業について担当部

局と話をしておりますと、何とももどかしさを

覚えてしまいます。保育制度改革に対しては国

に要望していくということですし、現場の保育

に関しては事業主体である市町村に助言をして

いくということです。県が主体的・主導的にで

きることというのはないのでしょうか。保育現

場からは、県に対して、ああしてほしい、こう

してほしといった要望はどんどん上がってきま

す。それらの要望に対して、どのように対処し

ていこうと考えておられるのか、福祉保健部長

にお尋ねします。

○福祉保健部長(高橋 博君) 保育現場の意

見・要望等につきましては真摯に耳を傾けるべ

きと考えており、従来から、保育の実施主体で

ある市町村と協議しながら対応してきていると

ころであります。県としましては、子供の最善

の利益が確保できるよう、市町村や保育現場の

意見等を踏まえるとともに、子育て中の家庭の

実情を把握しながら、今後一層、適切に対応し

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。市町

村や保育現場との意見交換を十分にしていただ

きながら、適切な対応をお願いいたします。

あわせて、このまま少子化が進んでいきます

と、保育所全体の定員割れが起こってくること

が考えられます。その対策も今から考えておく

必要があると思いますので、しっかりとした検

討をお願いしたいと思います。

次に、幼稚園についてお伺いします。幼稚園
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に対しては、平成12年度より私立幼稚園入園料

軽減補助事業を創設され、新入園児の入園料の

一部を県費で負担することにより、園児の確保

による経営の安定と保護者負担の軽減を図って

こられました。この補助事業は、少子化対策と

しても、公私間、幼保間の公的助成格差是正の

ためにも極めて有効であります。よって、この

入園料軽減補助事業は今後ともずっと堅持して

いくべきと考えますが、福祉保健部長、いかが

でしょうか。

○福祉保健部長(高橋 博君) 私立幼稚園入園

料軽減補助事業は、事業開始から10年を経過し

たところであり、その間、保護者の負担軽減に

役立ってきているものと考えております。今後

の実施につきましては、当事業を初めとする子

育て支援策の展開に十分留意しながら、本県の

財政状況も踏まえ、総合的に検討してまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 また、私立幼稚園でも、保護

者や地域のニーズに応じて、預かり保育に取り

組んでおられます。ここ数年、預かり保育希望

者はふえ続け、担当職員を増員するなど、経費

支出増の状態になっているようです。しかし、

私立幼稚園の預かり保育におきましても、その

助成額は、先日の徳重議員の質問にありました

保育所の放課後児童クラブと同じように、国の

予算措置額に全く達しておりません。詳しく言

いますと、保育担当教職員１名以上、預かり園

児１～15名の場合、国基準額100万円に対して現

行額60万円、教職員２名以上、園児16～30名の

場合、140万円が80万円、教職員３名以上、園

児31名以上の場合、180万円が80万円となってい

ます。これでは、私立幼稚園が、地域における

幼児教育センターとしての役割はなかなか果た

せません。私立幼稚園の預かり保育補助交付額

を国庫補助水準まで引き上げる必要があると考

えますが、いかがでしょうか。福祉保健部長、

お願いします。

○福祉保健部長(高橋 博君) 私立幼稚園の預

かり保育は、子育て支援対策の一環として、ほ

ぼすべての幼稚園で実施され、保護者等からそ

の充実が望まれております。県といたしまして

は、極めて厳しい財政状況にありますが、補助

対象となる幼稚園のすべてに支援を行っていき

たいという考えから取り組んでいるところであ

ります。今後につきましては、子育て支援策の

展開や財政状況を踏まえながら、総合的に検討

してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 前の質問も今の質問も、財政

状況を踏まえながら総合的に検討していくとい

う答弁ですが、これに対しても何とももどかし

さを覚えてしまいます。子育て支援は、本年度

の重点施策の一つですよね。重点施策もその他

の施策も同じように予算の削減をするのであれ

ば、何のための重点施策かわかりません。選択

と集中とか分別のある予算配分を言うのであれ

ば、重点施策にはもっと予算配分があってしか

るべきと考えます。この質問に対しては、今後

の成り行きをしっかりと見守っていきたいと思

います。

次に、認定こども園についてですが、認定こ

ども園は平成18年度に就学前の教育・保育の

ニーズに対応する新たな選択肢として誕生しま

した。国では、現在、2,000園の認定こども園を

想定しておりますが、本年４月現在で全国358施

設、本県では11施設しか対応しておりません。

助成金がないことが大きなブレーキになってお

り、これ以上の拡大には黄色信号が点滅してい

るような状態です。認定こども園を軌道に乗せ

るためには行政の支援が必要不可欠です。出生
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率の優等生である宮崎県民のニーズが高い少子

化対策・子育て支援対策をさらに進展させるた

めにも、認定こども園に対する格段の財政支援

と市町村への指導が必要と考えますが、福祉保

健部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長(高橋 博君) 認定こども園に

つきましては、制度創設からこれまで、新たな

財政支援はございませんでしたが、昨年度設置

しました安心こども基金の活用により、事業費

の補助が可能となったところであります。市町

村に対しましては、引き続き、安心こども基金

や制度の周知を図ってまいりたいと存じます。

○横田照夫議員 よろしくお願いいたします。

次に、商工会について質問します。

商工会は、地域経済の振興、雇用創出、そし

て地域産業の活性化を図る唯一の地域経済団

体・経営支援団体として、より豊かな地域社会

を築くことを目指して、いろいろな活動をして

おられます。そこで、まず最初に、地域産業振

興の核である商工会の役割、必要性について、

県はどのような認識を持っておられるのかをお

伺いいたします。商工観光労働部長、お願いし

ます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 商工会の

役割についてでございますが、商工会は、商工

会法に基づきまして、原則、町村を単位として

設立されておりまして、商工業の総合的な改善

発達と社会一般の福祉の増進に資することを目

的に、日ごろから、地域の商工業者に対しまし

て、金融、税務、労務などの相談や研修会、講

習会の開催など、さまざまな経営支援を行って

おります。さらに、近年では、関係機関等との

連携による商品開発や販路拡大など、高度・専

門化する経営課題にも取り組んでいます。地域

経済が厳しい中、まさに商工会は地域振興の牽

引役として、また、国・県・市町村の施策の推

進役として、大きな役割を果たしているものと

考えております。以上でございます。

○横田照夫議員 商工会は基本的に営利活動が

制限されており、その財政収入の７割を補助金

に頼っております。しかし、国・県・市町村の

財政が厳しくなったり、会員数が減少する中

で、事業の効率化や高度化を進めるために、み

ずから組織の合理化計画を策定し、人員削減を

進めてきました。しかし、これ以上の削減は、

商工会の特徴である地域密着型の経営支援体制

の崩壊を招きかねません。商工会職員及び人件

費補助金の確保についての県の考えをお聞かせ

ください。商工観光労働部長、お願いします。

○商工観光労働部長(渡邊亮一君） 本県には現

在39の商工会がありまして、県では、経営指導

員等の人件費補助など、その運営費について助

成を行っているところでございます。近年、商

工会に対しまして、小規模事業者のさまざまな

支援ニーズや、農商工連携、地域資源活用等の

新たな施策への対応が求められております。こ

のため、商工会がその役割を果たすためには、

優秀な人材の確保が重要でありますので、県と

いたしましては、そのあたりを十分配慮しなが

ら、引き続き支援を行ってまいりたいと考えて

おります。なお、県も厳しい財政状況にありま

す。商工会にありましては、地域内の商工会議

所等との連携によりまして、効率的に広域的・

専門的な取り組みができる経営支援体制の構築

を期待しているところでございまして、また、

お願いもしているところでございます。以上で

ございます。

○横田照夫議員 会員からの経営支援ニーズ

は、社会情勢の変化に伴い多様化、個性化して

きております。この支援ニーズに的確に対応す
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るためには、職員の資質向上は喫緊の課題で

す。経営指導員、経営・情報支援員の中小企業

大学校への研修派遣枠の拡大はできないもの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長(渡邊亮一君） 小規模事業

者の多様なニーズに対応しまして、的確な経営

支援を行うためには、経営指導員等の資質の向

上が重要でありますことから、県では、職員研

修にかかる経費を助成しております。お尋ねの

中小企業大学校の研修派遣枠につきましては、

平成19年度に５名、平成20年度に11名、さらに

今年度は14名と拡大しておりまして、今後も意

欲ある職員につきましては、積極的にこたえて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。

○横田照夫議員 先ほど、商工会は地域振興の

牽引役として、また、国・県・市町村の施策の

推進役として、大きな役割を果たしていると御

答弁いただきましたが、それならば、なおのこ

と、その役割を十分に果たせるような体制強化

をする必要があると考えます。しかし、現場か

らこのような要望がいつも上がってくることを

考えると、県の持っている認識との乖離がまだ

まだあるように感じます。その乖離をできるだ

け縮められるように、さらなる御努力をお願い

したいと思います。

次ですが、先日、新聞に「過疎地で店舗を構

え、トラックで移動販売も続けてきた個人商店

が閉店した」という記事が載っていました。こ

の移動販売に頼っていたひとり暮らしの高齢者

は、これからどうやって生きていけばいいのか

と肩を落としていたそうです。正直言って、こ

ういう過疎地で個人商店を維持していくのは無

理だと思います。でも、どういうところに住ん

でいようと、人並みの生活を守ってやるのは行

政の義務なのではないでしょうか。県が地元商

工会と連携して移動販売車を回すための手助け

はできないものかをお尋ねいたします。商工観

光労働部長、お願いします。

○商工観光労働部長(渡邊亮一君） 中山間地域

におきましては、住民の高齢化や人口減少によ

る個人商店の廃業によりまして、日用品の調達

が困難となっております。このため、県といた

しましては、昨年度から、中山間地域の商工会

と連携しまして、宅配の事業化について検討を

行っておりまして、今年度は、美郷町の北郷地

区、南郷地区でモデル事業に取り組んでいると

ころでございます。このほか、ふるさと雇用再

生基金を活用した宅配事業が、すき商工会等に

おいても実施されております。既にこういった

事業に取り組んでいる民間事業者も存在してお

りますが、少子高齢化の進展等とともに、宅配

事業の需要は高まってくると思いますので、商

工会がどのように関与していくのか、市町村や

商工会とも十分議論していきたいと考えており

ます。以上でございます。

○横田照夫議員 中山間地などの過疎地では、

ビジネスとして成り立たないから業者が撤退す

るのだと思います。ビジネスとして成り立たな

いものを何とかするのが行政の役割なのじゃな

いでしょうか。住みなれた地域で最後まで暮ら

したいという高齢者が、過疎地で自立した生活

を続けるためには、商工や福祉が垣根を越え

た、共同の取り組みが必要だと思います。中山

間地域対策も重点施策の一つです。早急の取り

組みをお願いしたいと思います。

次に、三世代同居についてお伺いします。

家族の分化・核家族化の傾向が進み出しても

う随分になると思います。核家族化が進み出し

た要因は幾つもあると考えますが、この傾向は
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今後もさらに進行していくのではないでしょう

か。私の周りでも、親が立派な家を持っていて

も、子供は別に家を建てているという例がたく

さん見れます。でも、これはこれで、建設関連

業などが潤うなど、いわゆる内需の拡大等で経

済発展に大きく寄与しているとは思います。し

かし、高齢者の単独世帯や高齢者夫婦のみの世

帯が大幅に増加するなど、核家族化が抱える問

題も次第に顕著になってきました。大きな家族

規模のときは、病気になったときや高齢者介護

なども家族内の相互協力でカバーできていまし

たし、子育てや教育なども祖父母の手助けや経

験が大いに役立っていました。しかし、核家族

ではそれができず、高齢者介護は公的なサービ

スとして行う必要が出てきましたし、育児ノイ

ローゼや児童虐待などの現象も多く見受けられ

るようになりました。そして、このような核家

族により生み出される現象をカバーするため

に、行政は大きな財政負担をせざるを得ないよ

うになったと考えますし、その行政負担は今後

さらに大きくなるのではないかと思います。

そこで、それらの負担を家族内で吸収しても

らえるように、三世代同居へ政策的誘導はでき

ないものでしょうか。今、エコカー減税やエコ

カー補助金で、ハイブリッドカーの製造が間に

合わないくらい注文が来ているそうです。これ

は、まさにエコカー転換に対する政策誘導だと

考えます。減税や補助によりさらに財政負担が

ふえるじゃないかという意見もあるかもしれま

せんが、それ以上のものを家族内で吸収しても

らえるようにも思えます。もちろん、どういう

家族形態で住むのかという判断はそれぞれの自

由であります。でも、社会負担や行政負担がさ

らに大きくなっていくことを考えると、ここら

あたりで三世代同居への誘導も考えていいので

はないでしょうか。三世代同居への政策的誘導

に対する知事の考えをお伺いいたします。

○知事(東国原英夫君) 親、子、孫が一緒に暮

らす三世代同居は、昭和60年には全世帯の約13

％であったものが、平成17年には6.9％と、本県

においても減少しておりまして、その背景とし

ては、やはり都市部への人口流出や住環境の問

題、あるいは県民の価値観の変化などが挙げら

れる要因だと思っております。一方、核家族化

の進行や高齢者世帯の増加によりまして、介護

や子育てへの不安など、さまざまな課題が生じ

ております。御指摘のとおり、三世代同居ある

いは近居は、このような課題の解決につながる

ことが期待できるほか、子供たちの豊かな人間

性や社会性をはぐくむためにも、その意義は大

きいと考えておりますが、その一方で、だれと

一緒にどこに住むのかということは、各個人の

判断・価値観によるものであることも事実であ

ります。このため、まずは、すべての世代が生

き生きと安心して暮らせるよう、各地域におけ

る働く場の確保や、医療・福祉の充実等に取り

組みますとともに、あわせて、三世代同居ある

いは近居につきましても、同居率の高い他県の

状況や、本県における実態等について調査して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 今は、以前と比べると、ある

意味では比較にならないほど豊かになりまし

た。でも実際は、高齢者の問題とか子育て、教

育の問題など、これが本当に豊かな社会なのだ

ろうかと思われるような事象が多発をしており

ます。その原因の一つが核家族化だとしたら、

それの解消に向けて第一歩を踏み出すことも大

事なのではないでしょうか。みんなで考えてい

ただきたいというふうに思います。

ちょっと急ぎ過ぎまして、時間が余りました
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けれども、これで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）

○井本英雄副議長 以上で午前の質問を終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕[拍手） 昨年、延岡市

が募集した詩集「あなたの大切な人に伝えたい

こころのメッセージ」が発表されました。その

中に２つの感動的な詩がありました。作者名は

公表されていません。その一つに次のような詩

があります。お父さんが息子に贈った詩です。

「学校に行けんでごめんなさいと謝った結婚

披露宴 泣くなよ もう自分を許していいんだ

よ」。登校拒否だったのでしょうか、両親に心

配をかけ続けたのでしょうか、結婚披露宴で

「学校に行けんでごめんなさい」と泣く自分の

息子に、「泣かんでいいがね。いろいろあった

けど、こんなに立派なお嫁さんをもらえたじゃ

ないか。おまえこそ立派な社会人になったじゃ

ないか」。登校拒否という回り道をしたけれど

も、学歴ではなく立派な社会人となった息子を

前に、家族の危機を乗り越えた父の許しや愛が

感じられます。「学校に行けんでごめんなさい

と謝った結婚披露宴 泣くなよ もう自分を許

していいんだよ」。

もう一つは、自分の夫に贈った言葉です。

「結婚させてください 頑固一徹の父の前に手

をついたあなた あの日の手の震えを忘れられ

ません」。説明は要らないと思います。作者名

は公表されていませんので、私は、この詩の作

者は、いろいろな家庭の問題を持つ40歳ぐらい

の主婦の方だろうなと想像しておりました。そ

して私は、この詩を私の議会だよりに載せまし

た。ところが、しばらくしてある日、１通のは

がきが私の家に届きました。中身は、「太田さ

んの議会だよりに載せられていたこの詩は私の

詩です。私の詩を取り上げていただいてありが

とうございます。亡くなった父の法事のとき

に、頑固だった父のことを思い出しつくったも

のです」とありました。私はお会いしたくな

り、その方を訪ねていきました。何とその方

は70歳を超えるおばあちゃんでした。老いても

なおそのみずみずしい感性に感動いたしまし

た。そしてまた、この人間社会を健全につくる

ことができるのは家庭であり、夫婦愛が基本な

のではないかなと思いました。

県行政の中には、人間の心を育て扱う教育行

政、そしてよき人間社会の秩序を守ろうとする

警察行政があります。そのいずれもが今日の日

本の家庭のありよういかんに大きく左右されて

いるのではないでしょうか。県教育委員会、県

警察本部の御苦労もいかばかりかと思うわけで

すが、一方、県民の皆様にも、よき家庭づく

り、健やかな家庭づくりを強く訴えたいと思い

ます。そして我々議員の県政の場での努力が、

そのための条件づくりの一助になればいいがな

と思うところであります。

それでは、通告に従い質問をいたします。こ

の話は後で教育問題との関連もあります。

まず、地方分権についてであります。

知事はよく、地方分権ということをこれまで

訴えてこられました。私も、20代のころから市

役所に勤め、同僚や先輩職員と、「地方自治と

は何だろう」「真の住民サービスとは何だろ
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う」、そういった議論をしてきました。そして

３割自治の問題、超過負担の問題、補助金行政

といった問題に触れたとき、自治体が憲法の範

囲内においてある程度の自主権を持つべきでは

ないか、国の意向に余りにも縛られ過ぎで、そ

の自治体特有の行政ができないのではないかな

どの疑問を持ったことがあります。そういう意

味では、40年近く前、私が議論していたこと

が、ようやく「地方分権」という言葉でクロー

ズアップされてきたようにも思います。ただ、

当時と違ったことは、今日の地方分権というも

のが市町村合併や道州制との関連を持って語ら

れているという思いがあります。特に知事は、

９月16日の新聞報道によると、「道州制を考え

る研究会発足」という記事の中で「分権の最終

形は道州制となる」と言い切っておられます。

そこで、知事が考えておられる分権の中身、ま

た、それが市町村合併や道州制とどのような関

連があるのか、どのようにイメージされている

のかを伺いたいと思います。

後は質問者席で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。

地方分権についてであります。地方分権の本

質は、地方がみずからの意思と力でそれぞれの

特性に応じた地域づくりを進めることにあり、

住民に身近な行政サービスは住民の手の届くと

ころで意思決定できるようにすべきだと考えて

おります。そのためには、住民に身近な地方に

権限を移譲し、あわせて、その権限を適切に

担っていくために必要となる税財源の移譲も行

わなければならないと考えております。その中

で、小規模市町村の中には組織や職員配置など

の事務処理体制や財政基盤の拡充が難しいとこ

ろもあると思いますので、広域連携などによる

市町村間相互の機能補完や都道府県による垂直

補完などさまざまな選択ができるようにしてお

くことも必要であり、そのような中では、市町

村の自主的な判断として合併を選択されること

もあり得ると考えております。また、道州制

は、行政権、立法権、財政権を兼ね備えた地方

政府の確立を目指すもので、地方分権の一つの

姿になり得るものと考えておりますが、まずは

権限・税財源を地方に移譲する地方分権改革を

確実に推進していくことが必要だと考えており

ます。〔降壇〕

○太田清海議員 権限を地方に移譲させていく

ということ等でありますが、私がこれまで知事

のいろんな発言を聞いておりまして、地方分権

を進めていく場合の国の形といいますか、あり

よう、国の役割といったものをどう考えておら

れるのか。権限移譲した場合のですね。

○知事（東国原英夫君） 私は、この国のあり

ようとして、これまでの中央集権型国家から、

地域や住民が主役となる、いわゆる地域主権型

国家への大きな転換が必要だと考えておりま

す。そのためには、国と地方の役割分担を明確

にし、国から地方への権限移譲を大胆に進める

必要がありますが、基本的には、国は、外交、

防衛、危機管理、治安など国家の存立や安全保

障に係るもの、国土の保全、食料安全保障、資

源エネルギー対策などの国家戦略に係るものに

徹し、地方は、住民生活や地域づくりに直接か

かわる分野について幅広く役割を担うべきだと

考えております。

○太田清海議員 国の役割でありますが、一般

的に、今言われたように防衛とか外交、条約締

結、そういったものが言われたりもするわけで

すが、地方分権を進めていく上において、国は
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これだけの仕事ですよという中に―総選挙も

ありましたけれども―医療とか年金の問題、

がたがたしてきた社会保障制度の中で分権を進

めていって、その分権されたところの自治体が

自己責任ですよと言われるようなことではやっ

ていけないのではないかという不安もあるわけ

です。私もきのう読んだんですが、道州制ビ

ジョン懇談会の中間報告の中に、国の役割とし

て16項目ほど挙げられております。この中を読

んでみると、その16項目以降に、生活保護、年

金、医療保険等のナショナルミニマム並びに警

察云々ということについては十分な論議を行

い、自治体と道州、そして国が責任を持つべき

部分を今後検討しなければならないというふう

な表現になっておりまして、医療保険とか年金

といった制度ががたがたになったら、幾ら分権

をしたって、自治体の経営といいますか運営が

難しいのではないかという思いがするわけです

が、知事からの今までのメッセージで余りその

辺を聞かなかったものですから。社会保障の確

立・安定が基本的に大事ではないかと思うんで

すが、その辺は知事どうお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、社

会保障制度は、国民の安全・安心、そして生活

の安定を支えるセーフティネットでありまし

て、大変重要な課題であると考えております。

したがいまして、この分野に関する分権改革に

ついては、基本的には全国的に一律の水準を確

保するとともに、質の高いサービスを効率的に

提供していくという視点に立って、年金、医療

保険、介護保険、生活保護など、それぞれの制

度の特性に応じた個別具体的な検討が必要であ

ろうと考えております。

○太田清海議員 結局、雇用の問題とか金融対

策、景気対策、景気・雇用対策に失敗して失業

者がちまたにあふれるという状況の中で、道州

制なり分権の基礎自治体の中で、地域主権と言

いながら、そういった対応が果たしてできてい

くのかなという不安もあります。ですから私

は、国の責任として、社会保障制度の根幹に当

たる部分はきちっと国のほうで確立をしてもら

わないと、なかなか困難ではないかなという感

じがいたします。これは今後の議論に付してい

きたいなというふうに思います。

次に、今度は権限移譲を受ける自治体のほう

の事情なんですが、けさも水間議員のほうから

も、公務員の賃金を上げるべきじゃないか、地

域の活性化のためにはそういう視点を持つべき

じゃないかという指摘もあったわけですけれど

も、今、自治体では、人をふやすということは

何か悪いイメージで見られているような雰囲気

がある中で、果たして分権という名の権限移譲

でそれを本当に受けることができるかどうか、

その辺は知事はどうお考えでしょうか。今、地

域の雰囲気として、人をふやしたらならんと

か、賃金を上げたらならんというような雰囲気

が醸成をされている中で、果たして権限移譲等

がうまくいくのかどうか、その辺はどうでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 行財政改革は、行政

事務を効率的・効果的に遂行し、低コストで質

の高い行政サービスを提供するという意味で、

常に取り組んでいくべき課題だと考えておりま

す。一方、地方分権の推進は、住民に最も身近

な基礎自治体である市町村に、権限と必要な財

源を移譲することが中心でありますので、行財

政改革にも留意しながら、分権に対応できる、

しっかりした体制の整備を図っていくことが必

要だと考えております。また、先ほどの答弁と

重複いたしますが、自治体によっては、組織や
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職員配置などの事務処理体制や財政基盤の拡充

が難しいところもあると思われますので、広域

連携や定住自立圏構想による周辺市町村との相

互の機能補完、都道府県による垂直補完など、

さまざまな形態の選択ができるようにしておく

ことも必要だと考えております。

○太田清海議員 本当にいろんな悩みが出され

るわけですが、自治体において、そういう仕事

を住民の身近な仕事として受けようじゃないか

というのはあると思うんです。そういった受け

るだけの力をつけてあげるということも、私は

大事なことではないかと思います。

それから、道州制の研究会というものが設置

をされたということで、この前、知事のほうか

ら答弁がありました。この研究会の設置であり

ますけれども、道州制の導入を前提にしたもの

なのか、道州制がどういうものなのかというこ

とを研究するものなのか。この設置の目的につ

いてお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 地方分権・道州制研

究会は、今月１日に庁内横断的な組織として設

置したものでありますが、その設置目的は、財

政基盤が脆弱でインフラ整備もおくれている本

県にとっての望ましい地方分権推進のあり方を

検討するということであります。その中で道州

制につきましては、広域連携等の道州制によら

ない手法との比較、本県としての道州制導入の

メリットやデメリットや課題の整理、道州制導

入を想定した場合、本県が埋没しないための方

策はどうあるべきかなどについて検討を行うこ

ととしております。

○太田清海議員 私も自分の議会だよりには道

州制の問題を書いて、市民の方々には配ったと

ころなんですが、道州制の議論というのも、住

民の方々の議論も通しながら合意をもって形成

されるべきだと思います。県民にぜひそういっ

たものを、是非も含め知らしめていただきたい

なと思うわけです。

私は、一つ道州制で心配するのは、例えば琵

琶湖というのが滋賀県にありますけれども、開

発をする場合、琵琶湖も淀川が流れております

ので、関連すれば京都、大阪、それから大阪湾

ということで考えれば兵庫、奈良、三重県あた

りがその流域として関連があるということを聞

いております。琵琶湖の開発をするということ

になったときに、１つの道州をつくれば道州の

議会で一発で意思決定ができるじゃないかとい

うようなことでは、やや問題がまた出てくるの

ではないか。いわゆる意思決定を余りにも簡略

化するような道州制になってはいけないのでは

ないかという危惧を持っております。それぞれ

の関連するそれぞれのロケーションにおける自

治体が、それぞれの議会で、琵琶湖のいろんな

開発、変更を加えることがいいのかどうかとい

うことを、いろんな角度から議論をして時間を

かけてでもやっていくというのは、私は民主主

義の形成としては必要な時間ではないかなと思

います。ただ、道州制というものが意思決定の

効率化という視点だけで述べられるとするなら

ば、問題があるんではないかということを指摘

しておきたいと思います。その時間をとること

のほうが、私は日本の民主主義の発展のために

はなるのではないかというふうに思っておりま

す。

それから合併との関係でありますが、宮崎県

も合併をずっと行ってきました。合併せずに頑

張っているところも、職員に問いかけしなが

ら、「覚悟を決めて残っていくぞ」という首長

からのメッセージも贈られながら頑張っている

ところがいっぱいあります。市町村合併につい
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ても、道州制ということに議論を持っていこう

とするならば検証をすべきではないか。行政の

中で検証なしに道州制ということにはならんの

ではないか、検証をすべきではないかと思いま

すが、例えば道州制研究会の中でそういった検

証がなされるのかどうか。検証するのかどうか

も含め知事の意見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 将来、道州制が導入

された場合、現在の県の垣根がなくなりまし

て、すべての市町村は厳しい地域間競争にさら

されることになることが予想されます。また、

これまで県が行ってきた業務の多くは市町村が

担うことになります。このため市町村におきま

しては、合併を選択するかどうかにかかわら

ず、何らかの方法で行財政基盤の強化を図り、

基礎自治体としての体力をつけておく必要があ

ると考えております。このような中で、お尋ね

の市町村合併の検証でありますが、合併の効果

があらわれるには一定の期間を要することか

ら、本来その検証には中長期的な視点が必要で

あると考えております。しかしながら、国にお

いて今回の合併推進が本年度をもって一区切り

とされたこともあり、今後、関係市町と連携し

ながら、合併後の効果や課題の把握に努めてま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 合併の効果等を把握するとい

うのは、いつごろからとかいうお考えがありま

すか。その辺はどうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 合併は今、遂行、促

進されたばかりですので、これは中長期で見な

きゃいけないと思います。１～２年たってから

の話となると思いますが、いずれにしても、市

町村と意見を交わしながら検証に努めてまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 先ほど言いました道州制ビ

ジョン懇談会中間報告の中にも、道州制を導入

するプロセスの中で、これまで取り組んできた

市町村合併、三位一体改革、構造改革の問題、

その効果について早急に検証を行い、修正すべ

き点は速やかに修正していくことが重要である

というふうにも述べられています。いわゆる検

証をしなさいということなんですが、これは先

ほどのビジョンの23ページに書いてあります。

こういったのもできるだけ早くしていかない

と、道州制との関連が強いと思いますので、そ

れはぜひお願いしておきたいと思います。

ちょっと話題は変わりますが、分権のところ

で言いますと、気になる新聞記事が載っており

ましたので披露しますと、実は和歌山県では、

市町村負担金については県職員の人件費や旅費

が含まれておると、であるから来年度から原則

廃止するというような報道がなされておりま

す。今まで常任委員会やこの議場でも質問され

た方もいらっしゃいますが、県としては「問題

ない」というような言い方で聞いておりますけ

れども、本県では和歌山であるような問題がな

いのかどうか。市町村負担金の、県で分権のあ

あいう立場から見た場合の問題はないのかどう

か。見直しの検討といったものはないのかどう

か。もう一回確認させていただきます。

○知事（東国原英夫君） 県が実施する公共事

業等の一部につきましては、法律等に基づき、

受益者負担の観点から市町村から負担金を徴収

しております。本県の市町村負担金の内訳は国

庫補助事業の対象経費のみでありまして、直轄

事業負担金のような職員の退職手当や管理職の

人件費、庁舎の維持管理費など、国庫補助事業

で認められていない経費については負担を求め

ておりません。ただし、市町村負担金に関しま

しては、県から市町村の担当部局に対する負担
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金の詳細提示や説明が不十分な事業もあったこ

とは反省すべき点と考えておりますので、今

後、その内容について説明責任を果たしていく

ため、市町村への十分な情報提供や説明を行う

方向で、関係部局において検討を進めてまいり

たいと考えております。

また、御質問にありました報道について確認

しましたところ、和歌山県では、今後、市町村

から意見を伺った上で事業の内容、性格を分析

し、廃止するもの存続するものを整理する予定

であるとのことでありました。

○太田清海議員 わかりました。

次に、テーマを変えまして、青少年自然の家

の利用の問題について、福祉保健部長にお伺い

したいと思います。

県内に３カ所、青少年自然の家というのがあ

ります。宮崎県青島青少年自然の家、むかばき

青少年自然の家、御池青少年自然の家と聞いて

おりますが、この家の設置目的と利用状況につ

いてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 青少年自然の

家につきましては、自然体験活動、スポーツ活

動、交流活動や集団宿泊生活を通じ、青少年の

豊かな情操や社会性等を養うことによって、心

身ともに調和のとれた青少年の健全育成を図る

ことを目的として設置しております。平成20年

度の青少年自然の家の利用状況は、日帰りも含

めた利用者数では３施設合計で16万8,689人で、

このうち宿泊利用者数は７万238人であります。

施設ごとの内訳は、青島が３万4,051人、むかば

きが１万7,987人、御池が１万8,200人で、学校

行事の集団宿泊学習や部活動などでの県内の

小・中・高校生等の利用が約９割を占めており

ます。以上でございます。

○太田清海議員 この３施設については、指定

管理ということでなされているというふうに

伺っております。今、数字の発表がありました

が、年次的に見ると傾向的にはふえているとい

うふうに見ていいんでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宿泊延べ人数

の推移で申し上げますと、平成17年度、平成18

年度、平成19年度と年々増加しておりますけれ

ども、平成20年度においては、平成19年度より

若干下回っているというような傾向でございま

す。

○太田清海議員 指定管理の中でそれなりの努

力をされているということでもあろうかと思い

ますが、実はいろんなホテル業界の方に聞きま

すと、設置目的以外の宿泊をさせているんでは

ないかとか、民業圧迫になるぞというような声

も聞かれるわけです。本当に設置目的どおりで

あればいいんですが、そういう声もあるわけ

で、民業圧迫にならないための調和のとれたお

互いのすみ分けというのが必要だろうと思うん

ですが、その辺はどう対応されているんでしょ

うか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 青少年自然の

家は、一般の宿泊施設とは異なり、社会教育研

修施設としてのさまざまな機能や特色を有して

いることから、利用者の方々が、自然体験や交

流活動などその目的に応じて利用されているも

のと考えております。県としましては、施設設

置の趣旨に即した利用者受け入れが重要である

と考えておりますので、施設の適切な運営を図

ることを目的とする運営連絡会議等の場で、青

少年の健全育成活動を伴わない単なる宿泊のみ

の利用等の受け入れを行わないよう指導してお

ります。以上でございます。

○太田清海議員 先ほど言われた運営連絡会議

というものですが、これは具体的に言いますと
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どういう組織になるんでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） これは、県と

指定管理者による青少年自然の家の運営改善に

向けた協議の場ということで、関係者の集まり

でございます。

○太田清海議員 県も加入されているというこ

とですが、民業同士のお互いのすみ分けという

のは、微妙な線もあって大変だろうとは思いま

す。ただ、死活問題もかかってくるものですか

ら、目的を逸脱したやり方をされると、やっぱ

り大変なんです。それで、そういったところを

お互いきちっとさせるためには、お互いの組織

が活性化していけばいいわけで、地元のホテル

業界と青少年自然の家の指定管理を受けている

団体との定期的な話し合いの場といいますか協

議の場、そういうのはあったほうがいいんでは

ないかと思うんですが、その辺はどうでしょう

か。

○福祉保健部長（高橋 博君） 協議の場の設

定につきましては、施設の運営に関して地元の

皆様に御理解をいただくことは重要であります

ので、各施設所在地の地元自治体などと意見交

換を行いながら対応してまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 今、地元自治体と協議しなが

らということですが、直接話し合うということ

はまだ想定されていない、いわゆる自治体を通

しながらということなんでしょうか、今の説明

は。

○福祉保健部長（高橋 博君） 当面は、地元

自治体の御意見も伺いながらということで考え

ております。

○太田清海議員 わかりました。確かにそうで

しょう。地元自治体をトンネルで越してはいけ

ませんので、そういうやり方をせざるを得ない

と思いますが、地元の方々との円満な協議の場

というのは、私は将来必要ではないかなと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、長浜海岸の侵食対策についてでありま

す。これについては、以前から要望したり質問

をしたりしておるわけですが、私も、長浜海

岸、方財という延岡の海岸があるんですが、侵

食状況を見てまいりました。県としてはどのよ

うに現状を認識されておられるのか、県土整備

部長にお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 長浜海岸につ

きましては、侵食傾向の海岸であるというふう

に認識をいたしております。しかしながら、平

成17年台風14号が来襲いたしましたけれども、

それ以降台風の接近が少ないことや、平成19年

度からは延岡新港のしゅんせつ土砂を侵食対策

として長浜海岸に搬入したこともありまして、

現在は比較的安定している状況であるというふ

うに考えております。

○太田清海議員 今、言葉で「侵食傾向の海

岸」というような言われ方をしましたが、この

意味は、侵食されているんだよという意味の言

葉なんですか。もう一回確認させてください。

○県土整備部長（山田康夫君） 侵食が著しい

海岸という認識でございます。

○太田清海議員 わかりました。実は方財でも

護岸をつくっておりますが、下から砂が掘られ

て護岸がだんだん低下したり陥没しているとこ

ろもあります。これも対策を早急にやらないか

んのじゃないかなと思いますが、実はあそこに

は延岡新港もあります。この新港のしゅんせつ

土砂の取り扱いについて、これは長浜海岸に戻

すべきじゃないか。それを永久に繰り返さなな

らんけれども、基本的には戻さないと、どんど
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ん侵食が始まりますよということを訴えてきた

ところでありますが、延岡新港のしゅんせつ土

砂の扱いの基本的な考え方をお伺いしたいと思

います。

○県土整備部長（山田康夫君） 港湾等のしゅ

んせつ土砂につきましては、海岸侵食対策等の

有効な資源であるということから、県と港を利

用している企業によりまして、しゅんせつした

延岡新港の土砂は、長浜海岸を含む一連の海岸

へ運んで砂浜の復元を図っているところであり

ます。

○太田清海議員 延岡新港の砂は、港湾課が港

湾のほうで管理している砂と旭化成の管理して

いる砂もあるんですが、これを両方とも戻すと

いうことになったということでよろしいでしょ

うか。

○県土整備部長（山田康夫君） そのとおりで

ございます。

○太田清海議員 わかりました。戻すというこ

とを決定してもらっているということであれ

ば、よかったと思っております。

実はきょうは、ことしの３月15日の朝日新聞

を資料として出したかったんですが、タイミン

グが悪くて出せませんでした。これはどういう

ことが書いてあるかというと、鳥取砂丘も、港

にたまった砂を戻すということで、がけ崩れ、

侵食がだんだんおさまってきているという報告

もあります。これは事前にお渡ししております

ので。やむを得ないけれども、砂はもとに戻

す。外に運び出さない、埋め立て等に使わない

ということを基本としなければ、だんだん予算

の無駄遣いになっていくがなという思いもいた

しますので、その辺の確認をお願いしたいと思

います。鳥取砂丘の取り扱いについての御感想

は、専門家から見た場合どう思われますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 海岸侵食対策

につきましては、海岸の地形や波の条件などを

総合的に勘案しまして、砂を補給する工法、あ

るいは構造物の設置によりまして波や砂の移動

を制御する工法、こういった工法がとられてお

るわけでございます。御質問にありました、港

湾に堆積した土砂を近くの侵食された海岸に砂

浜材料として戻すサンドリサイクルということ

につきましては、有効な方法の一つであるとい

うふうに考えております。

○太田清海議員 五ヶ瀬川の激特事業がありま

したが、本当にありがたく思っております。災

害をなくすための事業でありますが、その掘削

土砂についても長浜海岸に戻してはどうかとい

うことを、地区の区長さんたちの署名を持って

要望したこともありますけれども、この掘削土

砂の再利用、長浜に戻すということについては

いかがだったんでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 五ヶ瀬川激特

事業につきましては、国土交通省の事業でござ

いますけれども、この事業で掘削した土砂の利

用につきましては、関係機関等と協議を行った

結果、掘削した土砂が長浜海岸の砂の質と著し

く異なるということから、環境に影響を及ぼす

ことが懸念をされましたので、利用を見送った

ところでございます。

○太田清海議員 ちょっと濁りが出るとかいう

ことだったのかなとは思いますが、どうせ川に

ある砂は海に行っちゃうんです。海に戻るわけ

ですから、それを戻すだけのことだから、私は

そんなに関係ないと思うんです。専門家から見

た場合、いろんな問題があろうかと思います

が、今後、土砂が出た場合には、川底を掘ると

いう意味もありますので、ぜひ戻すことをお願

いしたいと思います。
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最後になりますが、五ヶ瀬川河口、いわゆる

北川から流れ込む河口があります。船が通るわ

けですけれども、このしゅんせつ土砂の取り扱

いはどうでしょうか。これもやっぱり戻すとい

うことになっていますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 延岡港のしゅ

んせつ土砂につきましては、これまで北浦古江

港の埋め立てに利用してまいりましたけれど

も、今後のしゅんせつ土砂につきましては、関

係機関等と調整を図った上で、長浜海岸などの

砂浜の補給材として活用してまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 古江のほうに持っていったと

いうことですが、今後、埋め立てには使えない

だろうと思うんです。ひどい状況になっていく

ということをぜひ―基本的には戻すというこ

とを確認していただきたいと思っております。

あといろんな具体的な提案もありますが、これ

は次の機会にしたいと思います。

次に、県立病院の問題についてであります。

病院局長にお尋ねいたします。

県立病院の経営形態検討委員会の分科会が行

われております。実は、延岡でこの分科会をす

るときに多少さざ波が立ったといいますか、分

科会の目指すところが、県としては既に方針が

決まっているんじゃないかというようなことも

ささやかれたりしたことがあります。この分科

会に対する県としての基本的なスタンスはどう

いうことかということを、きちっと確認してお

きたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） この分科会でご

ざいますけれども、医療を提供する立場や医療

を受ける立場の代表、さらには経営等の専門家

や関係機関など幅広い分野の方々を委員といた

しまして、地域の実態に即した自由な議論・検

討を行っていただいているところでございま

す。各分科会の検討結果につきましては、今

後、検討委員会で総合的に検討を行いまして、

さらには分科会での再検討も経て、検討委員会

としての最終結論をまとめていただくことに

なっております。

○太田清海議員 私は、この分科会というの

は、本当に分科会の皆さんにお任せをしながら

ということ、いろんな資料の提供は県がやりま

す、その誘導先は県は思っておりません、どこ

に持っていこうというのは県はありませんとい

うことだろうなと思いながら質問したんです

が、そういうことでいいですか。県としては、

独法がいいとか何とかがいい、そういうものは

持っていなくて、皆さんに本当に協議をお願い

したという基本的なスタンスでよろしいんで

しょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 御指摘のとおり

でございます。

○太田清海議員 わかりました。

ちょっと順番を変えますが、延岡市では、新

規開業者に対する助成を行って地域医療を守ろ

うという努力をしております。今回また、延岡

市の夜間急病センターの深夜帯での診療日を拡

充していくということも、10月３日からやると

いうことで報道されています。こういったこと

について延岡市のほうでも、医師確保のため

に、地域医療のためにいろいろ手を打っておる

わけですが、ここに対する病院局としての評価

といいますか、そういったのはどうお考えで

しょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立延岡病院に

つきましては、医師負担の軽減を図ることが喫

緊かつ最重要の課題でありまして、医師の派遣

元であります大学医局からも、医師の疲弊した
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現状の抜本的な解決を強く求められているとこ

ろでございます。このため病院局におきまして

は、いわゆるコンビニ受診自粛のキャンペーン

等に積極的に取り組むとともに、地元市町村に

対して初期救急医療体制の充実を要請してきた

ところでございます。このような中で、御指摘

のように延岡市夜間急病センターでの深夜帯の

診療日が、現行の週１回から、内科に限ってで

はございますけれども、週２回に拡充されます

ことは、市民医療の充実はもとより、救急医療

における延岡病院の負担軽減に資するものと考

えております。今後とも、地元市町村におかれ

ましては、初期救急医療体制のさらなる充実を

図っていただきたいというふうに考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。県と市の関係

も、お互いの努力をお互いに促進し合うような

関係であってほしいなとも思っております。

ちょっとまた話題は変わりますが、県病院の

問題で感じたことであります。医師や看護師、

宮崎市などから通勤している人もいらっしゃる

と思うんですが、通勤されている方がどれくら

いいらっしゃるのか。また、例えば列車事故等

があってばったりとまったり、不測の事態も

あったりするのかなと思いますが、その辺の対

応はどうなっておるんでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成21年６月現

在で総勢519名の医療スタッフがおりますけれど

も、このうちで地元の延岡市、門川町及び日向

市以外から通勤している職員は63名となってお

りまして、全体の12.1％となっております。今

御指摘ございました、例えば台風など前もって

予測ができる場合は、必要な職員は病院内に待

機いたしますけれども、地震災害の場合など予

測できない場合は、まずは近隣に居住しており

ます職員で必要な体制を確保しますとともに、

その他の職員につきましても、可能な手段で至

急、病院に駆けつけることといたしておりま

す。

○太田清海議員 不測の事態ということですか

ら、常にそういったことを想定しながら努力は

されていると思いますが、ぜひ十分な対応をお

願いしておきたいと思います。

続きまして、教育問題についてお伺いいたし

ます。

まず、免許更新制度でありますが、これも私

もたびたび質問をしてまいりました。ただ、ど

うしても気になるところもありまして、特に今

度、政権交代のある中で、民主党政権の中で

は、免許更新制については、６年制の大学での

養成期間を設けて、基本的には廃止するという

ふうなイメージでとらえておりますが、この免

許更新制度については、受けなくていい人が既

に存在をするというふうにも聞いております。

どういう人たちが免除されているのかを確認し

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 教育職員免許法に基

づく同法施行規則及び県教育委員会規則におき

まして、免許管理者であります県教育委員会に

更新講習の免除申請を行うことによりまして、

免許状が更新されることになる免除対象者が規

定をされております。その内訳といたしまして

は、１つには、校長、副校長、教頭などの教職

員を指導する職にある者、２つには、教育委員

会事務局の指導主事や社会教育主事などの学校

教育または社会教育に関する専門的事項を指導

する立場にある者、３つ目には、学習指導や生

徒指導に関し特に顕著な功績があったとして、

教育委員会が実施する教育功労者表彰などを受

けた者、４つ目には、免許状更新講習の講師に
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なった者とされているところであります。

○太田清海議員 これは国の制度でありました

ので、宮崎県の教育委員会の中での議論もなか

なか大変だったろうと思います。ただ私は、教

育現場から見たときに、これは余りいい制度じ

ゃないなと。特に免除されている人がおる、現

場の第一線で働く人たちは免許を受けなきゃい

かんという心理的な圧迫というのは、教育にな

じまないものを持っているんじゃないかなとい

うふうにも思っておりました。後でまた言いま

すが。

次に、この更新研修を受講するに当たって、

個人負担というのがあるというふうに聞いてお

ります。具体的にはどんなことでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） まず、更新講習を受

講するに当たりまして受講料が必要になりま

す。この受講料につきましては、講習を開設す

る大学等が決めておりますが、県内の大学で

は、更新に必要な30時間の受講につき３万円と

なっております。またこのほか、更新等申請手

数料や受講に当たっての交通費等が別途必要に

なります。以上です。

○太田清海議員 先生方が公に黒板に向かって

一生懸命子供に教えていく、その自分の免許に

また３万円というお金を費やすというのも、制

度の欠陥じゃないかなと思っております。この

免許更新制が見直されるのではないか、見直し

てほしいと私は思っておりますが、これも聞く

ところによると、２年間で免許更新を受ければ

いいということですから、今、廃止されるのか

なと思ったら、「おれ、来年受けよう」とか引

き延ばして、「廃止されたら受けんでいいか

ら」というようなことにもなるわけです。現場

の先生は、３万円を納めてやるのかどうかでは

物すごく心配なことだろうと思います。将来の

人もですね。こういう混乱をもたらした政治が

悪かったわけですが、そういう混乱がないよう

いろいろ対応しておかにゃならんと思います

が、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 今、議員の御指摘に

もありましたけれども、教員免許更新制につき

ましては、教育職員免許法の改正によりまして

ことしの４月から導入されたものでありまし

て、この更新制を含めた教員免許制度全般につ

きましては、法律に基づきまして全国的に実施

をされているところであります。今、現場に混

乱が生じないかという御意見もありましたけれ

ども、今申し上げましたように、法律に基づい

て全国的に実施されておるものでありますの

で、そういった御懸念の点も含めまして、国に

おいて十分な議論がなされるべきものというふ

うに考えております。以上です。

○太田清海議員 わかりました。

次に、教職員評価制度についてであります

が、管理職が─「部下の人」という言葉がい

いかどうかわかりませんが、職員の方を評価す

るというのはあるだろうと思います。ただ、教

職員同士がお互いを評価し合う仕組みがあると

いうふうにも聞いております。こういったのが

どういうものか。

○教育長（渡辺義人君） 管理職が行います教

職員の評価は、透明性・納得性の高いものとす

るため多面的に行われる必要があります。この

ため、教務主任や学年主任などの教職員が、関

係する教職員の授業力や企画立案力、人材育成

力、使命感や自己管理力などについて把握いた

しまして、これを「参考意見聴取シート」とし

て管理職に提出しております。管理職はこれも

参考にして評価を行い、当該教職員に対しまし

て、この結果をフィードバックする際に、他の
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教職員がどういった見方をしているのかを、必

要に応じて本人に伝えているところでありま

す。この教職員評価制度につきましては、これ

までも評価の方法や内容の工夫等改善を図って

きたところでありますけれども、今後とも、制

度の適切な運用によりまして、教職員の人材育

成と学校の組織力向上に取り組んでまいりたい

と考えております。以上です。

○太田清海議員 教職員評価制度というのは、

私は、校長先生が自分の責任でもって評価をし

ていくというのが基本的な形だろうと思うんで

す。それをお互いがというのは、やり過ぎじゃ

ないかなという感じもいたします。その辺があ

るとするならば、多少改善をすべきところはし

ていただきたいというふうに思います。

特に教育現場では、聞いた話ですが、先生が

一生懸命教えている、生徒から「三流大学じゃ

ないか」と言われたりする、非常にがくっとく

ることです。それは相手の子供さんの親がそん

なふうに言っているのかなとも思ったりするん

ですが。それから、運動会のときに花火を上げ

る。罵詈雑言の電話が学校にかかってきたりす

る、「何で花火を上ぐっとか」というようなこ

とで。昔に比べて、今の地域の中での難しい問

題も出てきていると思います。モンスターペア

レントの問題もありました。自分の子供がアル

バムの真ん中に写っていないじゃないかという

ようなこともあったりする、そういった世の中

になっていますので、先生方も非常に苦労され

ていると思うんです。ぜひこのあたり、ふわっ

とするような県の教育行政を追求していただき

たいなと思っております。

続きまして、基金事業についてお尋ねをいた

します。

高等学校の修学支援金基金事業において私立

高等学校の授業料が減免、その要件の中に市町

村民税均等割の世帯が加えられたと聞いており

ます。最近の経済状況の悪化を見ると、所得が

減った家庭については、税の制度上、均等割と

いうのは１年後に反映されますので、即効性が

ないのではないかというふうに思います。現行

制度ではこのような家庭に対する対応はどう

なっているのかということをお伺いしたいと思

います。県民政策部長。

○県民政策部長（高山幹男君） 私立高等学校

の授業料減免補助金についてでありますけれど

も、これは、私立高等学校が授業料を減免した

場合に、それに対して補助を行うことによりま

して、生活困窮世帯等の生徒の学費負担の軽減

を図ることを目的としておるわけでございます

けれども、その補助要件の一つに、「解雇、倒

産等による家計急変」というものがございま

す。御指摘の経済状況の悪化等に伴い収入が激

減した世帯につきましては、この要件を適用す

ることによりまして、家計が急変したその年度

から対応することが可能となっております。

○太田清海議員 家計急変ということで即でき

るということですね。これは本当にそのＰＲを

しないといけないと思います。知らない人がお

るということじゃいかんと思いますので、ぜひ

その辺はよろしくお願いしたいと思います。

最後に、総務部長にお伺いしたいと思いま

す。妊婦健康診査支援基金、こういったものは

６月議会で議決されたわけですが、この基金事

業、いわゆる３カ年とか２カ年という限りのあ

る事業で適用するのはちょっと問題があるんじ

ゃないかという気がしますが、市町村でも基金

が終わった後の問題もありますので、そのあた

りのお考えはいかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のありまし
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た妊婦健康診査支援基金、こういった事業のよ

うに実施期間終了後の対応、２年なり３年なり

のその後の対応はどうするのかということでご

ざいますが、これらは地方が抱える喫緊の課題

に対応した事業でございます。さらに今回、従

来、財政措置のなかった部分に対して、経済対

策として臨時交付金により時限的な措置がなさ

れたものでございますけれども、その後の事業

継続のための財政措置について、現段階では示

されておりません。少子化対策など地方が取り

組むべき重要施策につきましては、その着実な

推進の観点から、財政措置の継続が必要でござ

いますので、基金事業の実施期間終了後に大き

な混乱が生じないよう、市町村を初め関係機関

との連携を図りながら、国に対して財政措置の

継続を強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 以上で質問を終わりたいと思

います。残されたのは次の議会でやりたいと思

います。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 代表質問、

一般質問の最後の登壇者となりました。議場の

皆さんも大変お疲れと思いますが、気合いを入

れて質問したいと思いますので、最後までよろ

しくお願いいたします。

それではまず、国土形成計画について伺いま

す。前金子一義国土交通相は、衆議院選挙直前

の８月４日に、北海道と沖縄を除き全国を８ブ

ロックに分けた、今後10年の地域づくりの基本

となる広域地方計画を決定しております。国土

形成計画は、1962年から５次にわたって策定さ

れた全国総合開発計画（全総）にかわるものと

して、国主導の開発を見直し、地方の自発的取

り組みを尊重するため、全国計画とは別に、初

めて地方計画を定めたものであります。した

がって、これに先立ち、地方自治体や経済団

体、国の出先機関などでつくる協議会が原案を

つくり、各地の意見を募って修正を加えたもの

であります。また、国交・農林水産両省は同日

に、地方計画と連動して道路や港湾、農地など

の整備を進めるため、各地の５年間の「社会資

本の重点整備方針」も発表しております。この

中での九州圏としての役割は、日本の中でも東

アジアに最も近い位置にあることから、アジア

の企業や人材を受け入れるための環境整備を促

進し、交通網を充実させることにより、九州と

東アジアの日帰りビジネス圏を広げる。そして

集積が進んでいる自動車や半導体産業をさらに

成長させ、九州の発展を引っ張ること等がうた

われております。そこで知事に、東アジアと九

州、九州の中の本県の役割等がどのように期待

できると受けとめているか伺います。

また、九州や本県では、関西に次ぐ太陽電池

の集積地となる中、昭和シェル石油が、国富町

の日立プラズマディスプレイの土地、建物を活

用しＣＩＳ太陽電池製造工場に転用するとの朗

報もあります。さらに、若干遅きに失した感は

ありますが、南九州地域の自動車関連産業の取

引拡大を図ろうとする県は、企業同士の連携体

構築に動き始めているようであります。一方、

福岡県では、水素タウンの整備が９月から始ま

ると聞きます。これは、九州大学や新日鉄、ト

ヨタ自動車、東芝といった有力企業と福岡県な

どが一体となって水素の活用を現実化させよう

との力強い試みであり、三菱重工業やホンダな

どの福岡県以外の九州地区に生産拠点を持つ企

業も多く、九州全体に広がる可能性があると言

われております。少し飛躍しますが、沖縄発の

バイオ燃料ジャトロファの話も―本県でもテ
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スト的に一部栽培されているようですが―夢

でなくなりつつあると言われております。今

後、本県の工業化に向けて重要な時期を迎える

と思うのでありますが、知事のこれらに対する

認識を伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 九州圏広域

地方計画についてであります。ことし８月に策

定されました九州圏広域地方計画におきまして

は、「東アジアとともに発展し、活力と魅力あ

ふれる国際フロンティア九州」を基本目標に、

九州圏の今後の発展についてその基本的方向が

示されたわけであります。この中では、成長す

る東アジアを視野に入れ、自動車関連産業や環

境・エネルギー産業、農林水産業など、各地域

の特性や強みを生かした産業分野の成長を促進

するとともに、貿易の拡大や国際的な交流・連

携を深めていくこととされております。この中

で本県におきましては、「九州圏の持続的な成

長を実現する成長型・牽引型産業群の形成」に

おける太陽光関連産業や環境・バイオマス関連

産業、「東アジアへの近接性等を活用したフー

ド・観光アイランドの形成」における農林水産

業や観光産業など、本県の資源や強みを生かし

た産業振興の方向性が位置づけられたところで

あります。さらに、「九州圏の一体的な発展を

実現する基幹都市連携軸の形成」において、本

県の産業振興を図る上で重要な意義を有する東

九州自動車道や九州横断自動車道延岡線などの

社会基盤の整備促進が盛り込まれたところであ

ります。

続きまして、本県の工業化についてでありま

す。九州圏広域地方計画等を踏まえながら、私

は、本県工業振興の今後の方向といたしまし

て、本県のイメージにふさわしい太陽光関連産

業のさらなる集積や、林産資源、畜ふん等を活

用したバイオマス関連産業の創出など、新エネ

ルギー分野に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。また、本県の豊かな農産物等

を生かせる食品関連産業につきましては、その

生産拡大だけでなく、機能性食品等の開発を進

め、健康・医療分野への参入を目指してまいり

たいと考えております。さらに、自動車関連産

業につきましても、北部九州地区の集積を生か

して、県内企業の参入、取引拡大をより一層図

るとともに、電気自動車など次世代自動車への

転換も見据えた取り組みを進めてまいりたいと

考えております。〔降壇〕

○権藤梅義議員 ありがとうございました。

次に、米国とのＦＴＡ交渉について伺いま

す。

国際間の協議で大変難解な問題であると認識

をしておりますけれども、既にＷＴＯ交渉等の

スケジュールが非常に進んでおります。この問

題は、世界貿易機構（ＷＴＯ）の多角的貿易交

渉（ドーハ・ラウンド）の非公式閣僚会合とし

て、次官級会合が９月４日ニューデリーで開か

れ、次の段階として９月15日にジュネーブで再

開されております。その後、昨日から本日にか

けてピッツバーグでのＧ20金融サミットで何ら

かのメッセージを発する必要があると言われて

おります。ただ、４日と15日の会合では、あく

まで交渉日程や手法について話し合っただけ

で、具体的な争点が議論になったわけではない

とも言われております。４日の会議には主要国

は大臣が出席しましたが、日本からは石破前農

相は出席しませんでした。しかし一方では、主

要国の首脳間で合意した2010年中のラウンド妥

結に向けて一応の道筋を示したとする見方もあ
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ります。このような中で、米国など先進国は、

「自由化される品目の細部まで同時に詰めるべ

きであり、そのためには２国間交渉も重視すべ

きだ」という主張であります。この点が、イン

ドやブラジル等の工業化の途上国と利害が対立

し、特に昨年の場合、特別緊急輸入制限（セー

フガード）の発動要件をめぐって行き詰まって

しまったと聞いております。

そこで、ＦＴＡもＷＴＯも、もともと一連の

ものでありますし、もっと言うならば、農家の

所得補償制度もこれらにつながる論議であろう

と思うわけであります。そういう中で所得補償

やＦＴＡを各論として論じる向きもあります

が、農業県の知事として、また知事会として、

今日までどのような立場でこの問題に取り組ん

でこられたのか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 経済のグローバル化

が進み、我が国の対外的・経済的発展や世界と

の協調・協力の重要性が高まる中で、現在、Ｗ

ＴＯの多国間貿易交渉が進められております

が、それを補完するＥＰＡやＦＴＡ、いわゆる

２国間協定の締結が近年急速にふえてきており

ます。ＷＴＯ交渉につきましては、その行方が

いまだ見えない中で、農業を基幹産業とする本

県においては、農業者はもとより関連産業も含

めた県経済への影響が懸念されることから、農

業分野の交渉に当たっては、食料安全保障の確

保や農業の多面的機能に配慮し、我が国農業の

持続的な発展が可能となるよう交渉すること、

万が一、重要品目数の確保などで我が国の主張

が配慮されない交渉結果となった場合は、国の

責任において、国内農業に与える影響を最小限

にとどめる十分な支援策を講じること等の提

案、要望を本県独自に行うとともに、九州及び

全国知事会などあらゆる機会を通じて働きかけ

てまいりました。

また、日米ＦＴＡ交渉に関しましては、現

在、民間レベルでの議論の段階と伺っておりま

すが、農業分野の対応については、我が国は今

や世界最大の農畜産物の純輸入国であり、仮に

競合する農畜産物がさらに市場開放されれば、

本県のみならず我が国の農業全体に致命的な影

響等を及ぼすことから、農業者の将来的な不安

等を払拭する観点からも、断固たる厳しい姿勢

で臨んでいただきたいと考えております。

○権藤梅義議員 ちょっと欲張って通告してお

りますので、次の問題に入らせていただきま

す。

次は、知事の「訴訟も視野に入ってくる」と

いう発言で、我々も何のことかなと思ったんで

すが、知事は、今月10日の県議会の招集日に記

者団に、「民主党が検討している補正予算の一

部執行停止が実施された場合に、法的根拠はど

う整理するのか。訴訟も当然視野に入ってく

る」と述べ、強い反対の態度を表明されており

ますが、その真意を伺いたいと思います。当

時、知事は、執行停止の民主党の態度そのもの

に反対したかったのか、それとも本当に法律に

触れるような行動を民主党がとると感じての発

言なのかであります。私などからしますと、一

国の政府が法に触れるようなことをするはずが

ないと思います。過去にも、原潜の寄港や自衛

隊の海外派遣の問題等で、常に内閣法制局が横

にいて判断を示してきました。今回も我々はそ

んなことをするはずがないと思いますし、知事

の見識にもかかわる問題と考えます。知事は政

治的に民主党にプレッシャーを与えるために

行った発言としか思えないのでありますが、い

かがお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 予算の執行停止に関
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しまして、マスコミの取材に対する私の発言

は、仮に執行停止が行われれば、本県を初め地

方公共団体に大きな混乱が生じることが懸念さ

れるため、適切ではないという気持ちから、強

い抗議として表現したものであります。いたず

らに法的な手段に打って出るという趣旨ではご

ざいません。マスコミの報道等によりますと、

さきの閣議決定に基づき、現在、各省庁におい

て対象事業を検討されているところであります

ので、地方における経済・雇用対策に支障を来

すことがないよう、全国知事会や「国と地方の

協議の場」を初め、あらゆる機会を通じて地方

の立場を強く訴えてまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 わかりました。

次に、東国原知事のマニフェストに基づく重

点施策「新みやざき創造戦略」の達成度につい

て、外部の有識者でつくる評価委員会は、９月

１日に2008年度の評価結果を知事に報告してお

ります。56項目のうち、進捗評価の７割はＡ評

価でありますが、成果の評価になると４割にダ

ウンしております。成果が順調な「Ａ」評価

は24項目、一定の成果は上がっているが努力を

要する「Ｂ」は29項目などとなっております。

昨年の評価公表の際に、県議会から「機能が不

十分」との意見がありまして、2008年度実績か

ら成果評価も加えることになったものでありま

すが、知事はどのようにこの結果等について受

けとめておられるか伺います。

○知事（東国原英夫君） 政策評価につきまし

ては、新みやざき創造戦略を対象として、工程

表どおり実施できたかどうかを評価する進捗評

価に加え、今年度は、県民生活に及ぼした効果

等を評価する成果評価を行いました。その結

果、進捗についてはおおむね順調との評価であ

りましたが、成果については、今後努力を要す

るとされたものが過半数を占めており、各施策

の取り組みが成果に十分に結びついていない面

があるとの評価でありました。私といたしまし

ては、この評価結果を真摯に受けとめ、努力を

要するとされた項目については、その要因の分

析等を行った上で、今後の新たな施策・事業の

検討を行い、新みやざき創造戦略の推進に努め

てまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次に、７月16日の地元の宮日

の「くろしお」欄で以下のような指摘がされて

おります。

「橋本大二郎前高知県知事がかつて、政党と

の関係を厳しく戒めたことがあった。知事は政

党と関係を絶つべきだと。（中略）政党が知事

に近づく理由がある。知事の持つ現実的な権力

の近くにいて、その政党の所属議員や関係者が

自分の仕事のしやすい環境をつくるためとい

う。（中略）全国知事会が、与野党のマニフェ

ストの地方分権政策で特定政党支持を表明しな

いことを決定。代わりに政策を採点し、公表す

ることで一致した。（中略）特に東国原知事の

ような無党派を旗印に当選した知事が特定政党

支持を主張することに、多くの県民には戸惑い

が残る。（中略）多様な民意が交錯する知事会

の場が、単一方向に集約されること。採用され

なくてよかったが、その方向がミスリードした

際にどんな責任をとれるのか。

佐々木毅東京大前総長が新著「政治の精神」

（岩波新書）で「政治権力の魔性」に触れてい

る。その帰結としての堕落についても。権力は

陥りやすい自己陶酔をどこかで抑制しなければ

ならない。謙虚を映す鏡は常に「民」から送ら

れる」と述べています。

知事の国政転身騒動を総括した全員協議会の



- 310 -

平成21年９月25日(金)

場で、知事は、政党との関係を、「今後はニ

ュートラルに戻して知事職に専念したい」と述

べたと私は記憶しているのでありますが、衆議

院選挙後の「自分が荷担していればもっと別の

結果になったのではないか」といった趣旨の発

言が聞かれますと、「何だ」ということになり

ます。大変失礼な引用を用いての質問でありま

すが、知事の言動は本当にニュートラルになっ

ているのか、所感を伺います。

○知事（東国原英夫君） さきの総選挙をめぐ

る私の一連の行動は、「宮崎のため、地方のた

め、地方分権・地域主権をかち取る」という私

の政治理念に基づくものであり、また全国知事

会と歩調を合わせた行動でありました。特に議

員が引用されました、全国知事会における政党

支持に関する発言は、政権選択選挙という機会

をとらえて、マニフェストを評価した上で、知

事会として地方分権に限定した政党支持を行う

ことが、地方分権を確実に前進させるために有

効ではないかと問題提起したものであります。

また、総選挙後の発言につきましては、さき

の総選挙における一連の私の対応が自民党大敗

の原因の一つではないかと尋ねられたことに対

して回答したものであります。この発言の趣旨

は、「多くの国民が自民党に変化を求めてお

り、また政治全体に変化を求めている。私も、

「日本のために、例えば中央集権から地方分権

へと国家のあり方を根本から変えるなど、政権

与党として自民党に自己変革していただきた

い」と申し上げました。しかしながら、こうし

た声に十分にこたえていただけなかったことが

敗因の一つではないか」とお答え申し上げたも

のであります。私は、県知事として、特定の政

党や団体の支援を受けず、いわゆる「しがらみ

のない県政運営」を基本的政治理念としており

ますので、今後とも、これまでと同様に中立、

不偏不党の姿勢でまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 十分ではありませんが、大体

わかりました。

次に、九州農業白書が発表されまして、九州

の2007年の農業産出額は前年比2.4％増の１

兆6,256億円と、２年ぶりにふえたことが報告さ

れています。一方では、担い手不足や高齢化等

で今後の生産体制は弱体化し、農業基盤は揺ら

いでいるとも警鐘を鳴らしております。しか

し、農商工連携や新商品開発、そして集落営農

やブランド化の推進など、工夫によっては今後

の農業に光明やたくましさを感じさせるところ

であります。

なお、白書によりますと、今後の課題解消に

向けて、生産体制の整備や地産地消の動き、さ

らには観光資源としての農業振興等の芽が育ち

つつあるとも指摘されております。また、自然

環境には恵まれておりますが、本県は消費地か

ら離れております。おのずと品目や分野も限ら

れるものと思いますし、ある程度集約された現

状ではあります。

しかし、さらに農業従事者が希望を持って農

業を続けるためには、行政としてどのような環

境整備が今後必要であり、県央地区と県南、県

北、あるいは平野部と中山間部でも違いがある

ものと思います。７月に本県で行われた全国農

業コンクールを前に、知事は熱く本県の農業振

興を語っておられますが、本県農業の課題と対

処するための施策の基本的な点をお示し願いた

いと思います。

また、農政水産部長には、県が取り組んでお

ります農業経営力強化支援事業の応募や進捗状

況などの現状をお尋ねします。
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○知事（東国原英夫君） 温暖な気候に恵まれ

ながらも、大消費地から遠隔地にある本県は、

冬場の施設野菜や畜産を中心に集約的な施設型

農業を展開してきた結果、ピーマンを初めキュ

ウリ、肉用牛、豚、ブロイラー等で全国上位の

生産量を誇るなど、全国屈指の農業県に発展し

てまいりました。しかしながら、本県農業も担

い手の減少や高齢化が進む中で、原油・配合飼

料価格の高騰を初め、景気悪化による農畜産物

価格の低迷など、かつて経験したことのない大

変厳しい経営環境に直面しており、新たな変革

の時を迎えていると考えております。そのため

にも、あらゆる分野の人・技術と連携しなが

ら、これまで培ってきた農業資源と潜在能力を

フル活用した収益性の高い生産構造への転換が

急務と考えております。具体的には、多様な担

い手の参入を促し、育て、支える環境づくり、

「宮崎産なら安全・安心」といった消費者に信

頼される産地づくりや、農産物加工による付加

価値向上と物流の効率化、自然エネルギーやバ

イオマス資源を活用し、環境に配慮した低コス

ト生産構造への転換、農業を核とした中山間地

域の活性化と農商工連携による総合的な産業へ

の推進などに取り組み、農業者の所得向上を通

じて、農業者が誇りとやりがいの持てる「魅力

ある宮崎の農業」を確立してまいりたいと考え

ております。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業経営力強

化支援事業についてでありますけれども、この

事業は、国のふるさと雇用再生特別基金を活用

しまして、農業・農村における雇用創出を図る

ため、経営規模の拡大や多角化を目指す農業法

人や認定農業者に対しまして、新規雇用に要す

る経費を支援するものであります。７月に事業

の公募を行いまして、当初目標の70名を上回

る75名の新規雇用を行います44の農業法人を決

定し、現在、それぞれの法人等において雇用が

進められているところであります。各法人等の

経営力強化に向けた具体的な取り組み内容とし

ましては、業務用野菜の需要に応じた経営規模

の拡大、建設業から農業への新規参入、耕作放

棄地の再生に取り組む新たな法人の設立などと

なっております。このような取り組みによりま

して、農業生産の中核を担う法人の育成はもと

より、法人就農による新たな担い手の育成・確

保を通じて生産体制の強化が図られるものと考

えております。以上であります。

○権藤梅義議員 ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

次に、高原町の県畜産試験場から県産和牛の

冷凍精液が盗まれた事件は、県警の努力により

まして事件の全貌が把握され、裁判も開かれ収

束に向かいつつありますが、我々に２つの教訓

といいますか問題を認識させてくれました。一

つは、管理の難しい冷凍精液ではありますが、

本県畜産業の宝でありますから、貴重品扱いの

管理を行ってほしいと県民は希望しているもの

と思います。そこでまず、農政水産部長に伺い

ますが、管理上のこれまでの問題点と、再発防

止に向けての改善点を伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ストローの管

理についてでございます。従来の畜産試験場に

おける冷凍精液の管理体制等につきましては、

場内の複数の箇所に保存されていたことや、施

錠が万全でなかったことなどの不備、さらには

県有財産管理に対する認識不足があり、このこ

とが今般の盗難事件の誘因になったものと考え

ております。このため畜産試験場では、分散し

ていた保管場所を１カ所に集めて集中管理しま

すとともに、侵入防止さくの設置や二重施錠の
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実施、パスワードを利用した警備システムの導

入などの再発防止策に直ちに取り組んだところ

であります。また、凍結精液の在庫管理を強化

しますとともに、職員に対する危機管理意識の

徹底にも努めているところであります。今後、

二度とこのようなことが生じないよう、再発防

止の徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 次に、今回の事件を通じて、

県外への流出、特に遠くはライバルでもありま

す北海道まで流出しており、過去において相当

に常習化していたのではないかという疑問も持

たれております。最新の技術では、１本のスト

ローから最大数十個の受精卵をつくる技術も発

達しております。また、本県においては、優秀

な種雄牛を育成するため、年間約２億円からの

コストをかけて宮崎方式と呼ばれる供給体制を

とってきました。しかし、今回の事件で明らか

になったことは、県外流出の防止についても、

確認事項であって法的強制力がないため、今後

も流出する可能性はありますし、特に児湯・西

都の会員への域内の提供においては、提供しな

いことは独占禁止法に触れるということも言わ

れております。そこで農政水産部長に、今後の

宮崎方式の供給体制と県外流出の防止について

どのような検討が行われているか伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ストローの供

給体制でございますが、県有種雄牛は、社団法

人宮崎県家畜改良事業団で一括管理を行ってお

りまして、その精液ストローは、各地域の家畜

改良協会を経て家畜人工授精師に譲渡されてお

ります。精液ストローの譲渡を受けた家畜人工

授精師は、その利用状況を情報入力システムに

よりまして家畜改良事業団へ報告することに

なっております。しかしながら、現行のシステ

ムでは、精液ストローを毀損した場合や、実際

にみずから使用しなかった場合などは把握でき

ないこと、また使用の都度報告することが担保

されていないことなどから、すべての利用状況

が十分確認されているとは言えない状況にござ

います。そこで、県といたしましては、適正な

流通を確保していくため、今般、関係団体等か

ら成る協議会を設置しまして、精液ストローの

すべての利用状況がタイムリーに報告され、県

内の利用状況を踏まえた厳格な需給管理が可能

となるような新たなシステムづくりについて、

現在検討を進めているところであります。

○権藤梅義議員 次は、新型インフルエンザ

―これは大変たくさんの方が質問しておりま

すが、私も伺います。

県は、全国に先駆けまして、新型インフルエ

ンザ対策強化のため、課長級の「感染症対策

監」を新設する人事を発表しております。これ

までの全国や厚労省の立場は、流行を防止する

立場であったと思うのですが、この水際作戦

は、最善を尽くしましたが、残念ながら防ぎ得

ませんでした。現在までに新型が、ソ連型、香

港型等次々に発生してきております。今回も、

これを既定の方針として、拡大や流行を抑える

方向に向かうべき時期に来ているのではないか

と思います。そこで、一つには、県民がインフ

ルエンザの状態を認識した場合の処方、つま

り、通常の場合かかりつけ医に診てもらう等、

医療現場の混乱を防ぐためには、県民や患者の

不安を解消し、スムーズにリードすることが大

切と考えます。そのためには、専門的な、ウイ

ルスや学校の休校の基準も大切ですが、県民の

側から見た予防措置としての注意事項、手洗い

やうがい、ワクチン接種の優先順位や発病した

場合の心がけ、学校や学級閉鎖の対処の仕方な
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ど、余り大騒ぎせずに県民が自然体で対処でき

るようにしていくことではないかとも考えま

す。今後の対応について福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 新型インフル

エンザの予防としましては、まず、県民の皆様

が、予防の基本である手洗いやうがいを徹底し

ていただくことであります。特に持病をお持ち

の方などは、流行期にはできるだけ外出を控え

るなどしていただくことが大事です。また、持

病のある方にはワクチンが優先接種されること

になっております。もし発熱やせきなどのイン

フルエンザの症状がある場合は、あらかじめお

近くの医療機関へ相談の上、マスクを着用して

受診していただくようにしております。なお、

万一学校などにおいて集団感染が発生した場合

は、臨時休業等の要請基準に基づき、学級閉鎖

等の措置を行っていただくこととしておりま

す。県といたしましては、県民の皆様に新型イ

ンフルエンザの正しい知識を得ていただくた

め、対応ハンドブックの作成・配布や、県庁

ホームページなどを通じた普及啓発を図ってい

るところであります。以上でございます。

○権藤梅義議員 次は、雇用を初めとする労働

問題を、知事並びに商工観光労働部長に伺いま

す。

この９月８日に今月の月例経済報告がなさ

れ、失業率が過去最高の5.7％を記録し、最後の

記者会見に臨んだ林経済財政担当相は、「景気

はまさに正念場。経済対策が民間需要の自立的

な回復につながり切っていないので、新政権に

は、慎重に景気対策に配慮した経済運営をやっ

てもらいたい」と要望されております。雇用動

向調査の内容を見てみますと、正社員やパート

タイム労働者など常用の労働者全体のうち、就

労や転職で新たに事業所に採用された人の割合

を示す入職率は、前年度より1.7ポイント低

い14.2％と３年連続で低下しておりますし、離

職率は14.6％と入職率を上回っております。そ

こで、本県においても同様の内容かと思います

が、本県の各種の指標と産業別の分析等を商工

観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 雇用関係

の各種指標についてでございますけれども、ま

ず、有効求人倍率につきましては、直近の７月

で0.40倍となっておりまして、新規求人数を見

ますと、産業別では、特に製造業が前年同月比

で328人、約４割の減となっております。

次に、新規高等学校卒業者の求人倍率につき

ましては、直近の８月で0.33倍となっておりま

して、昨年同月が0.53倍でありましたので、大

変厳しい状況となっております。求人数を見ま

すと、産業別では、特に製造業が前年同月比

で344人、約５割の減となっております。

次に、事業所規模５人以上の入職率及び離職

率につきましては、毎月勤労統計調査によりま

すと、直近の６月で、入職率が1.42％に対しま

して離職率が1.65％となっております。産業別

では、特に飲食店・宿泊業が、入職率1.73％に

対しまして離職率が7.47％となっております。

最後に、雇用保険受給者数につきましては、

直近の７月で１万1, 3 1 1人と、前年同月比

で2,952人、約４割の増となっております。産業

別では、特に製造業が3,487人と、前年同月比で

約2.5倍となっております。

以上のように、求人が大変減る中で離職者が

多くなっているなど、大変厳しい雇用情勢が続

いているところでございます。

○権藤梅義議員 ただいま部長にお答えいただ

いて、大変な状況だという認識を改めてしたと
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ころでありますが、お答えいただいた問題点や

問題意識を踏まえまして、基本的な政策に加え

て、今回、国の経済対策等で雇用の創出を試み

ようとしているわけでありますが、その内容と

期待される効果等について、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） ただいま担当部長が

申しましたとおり、雇用情勢は大変厳しい状況

にありますことから、県では、６月に策定した

新たな経済・雇用対策に基づき、国の経済対策

による事業を最大限活用しながら各種の事業を

実施しているところであり、今回の補正予算に

も総額366億円を計上しているところでありま

す。具体的には、ふるさと雇用再生特別基金事

業などの直接的な雇用対策で３億5,000万円余の

予算を計上しておりますが、これまでの対策と

あわせて30億4,000万円余の事業により、1,638

人の雇用を見込んでおります。このほか、すそ

野の広い、雇用に即効性のある公共事業を実施

することとしております。

また、中長期的な視点からの産業づくり対策

といたしまして、産業基盤の整備による既存産

業の活性化や、農商工連携等、本県の特性を生

かした新産業の創出に向けた事業などを引き続

き実施してまいります。これらの対策によりま

して、県内の雇用の場が確保・創出されるとと

もに、将来における雇用の安定につながる礎づ

くりが図られるものと考えております。大変厳

しい雇用情勢の中でありますことから、今後と

も県民生活を支える雇用の確保に向けて、全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、最低賃金の引き上げに

ついて部長に伺います。厚生労働省は、2009年

度に実施する都道府県別の最低賃金、一般に言

う時間給の改定見直しを９月２日に発表してお

りまして、45都道府県で据え置きが２県あるほ

か、年間１円から25円引き上げる方向と聞きま

すが、本県の実情を伺いますと同時に、今後の

効力発生までの手続等を商工観光労働部長に伺

います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の最

低賃金の引き上げにつきましては、大変厳しい

経済情勢の中で、本県労働者の賃金実態などの

実情を踏まえ、国が設置しております審議会に

おきまして、公益・労働者・使用者代表の各委

員が慎重に審議されまして決定されたものであ

ると認識しております。なお、今後の手続につ

きましては、９月14日に宮崎労働局長が最低賃

金決定の公示を行ったところでございまして、

公示期間が満了する10月14日以降は、県内のす

べての労働者に適用されることになります。

○権藤梅義議員 次は、障がい者雇用の問題で

あります。景気の低迷で、2008年度に解雇され

た障がい者は、前年度の1.8倍の2,774人に上る

と言われておりまして、ハローワークを通じて

求職のあった12万件近くに対して、就職できた

人は４万4,000人で、就職率は37.1％と報じてお

ります。前年度より５ポイント以上下がってい

るようであります。日本の企業には、障害者雇

用促進法により全従業員数の1.8％の障がい者を

雇うことが義務づけられております。ドイツや

フランスでは５～６％の雇用率のようでありま

すが、国内では実際には1.59％で、過半数の企

業が未達成だと聞きます。本県の実情と課題を

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、障がい

者雇用の現状についてでありますが、宮崎労働

局の調査では、平成20年６月１日現在で、法定

雇用率1.8％が適用される県内企業559社のう

ち、法定雇用率を達成した企業の割合は63.3％

で、都道府県別で２位となっております。ま



- 315 -

平成21年９月25日(金)

た、障がい者実雇用率は1.97％で、都道府県別

で７位となっております。

次に、課題についてでありますが、障がい者

が身近なところで就業の相談ができ、必要な支

援が受けられる体制の整備や、企業の障がい者

雇用に対する理解の促進が重要であると考えて

おります。このため、障がい者の就業・生活に

関する総合相談窓口である「障害者就業・生活

支援センター」を５カ所設置するとともに、企

業向けセミナーや企業における職場実習の受け

入れ促進などの取り組みを推進しているところ

であります。県としましては、厳しい経済状況

の中ではありますが、今後とも、宮崎労働局等

の関係機関と連携し、障がい者雇用の促進に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○権藤梅義議員 次は、観光振興について伺い

ます。

2008年に本県を訪れた県外からの観光客は448

万4,000人で、東国原効果と言われる昨年の3.5

％増から、一転して対前年比1.1％のマイナス。

県内を合わせた観光客数は1,217万7,000人で、

前年を1.4％割り込んでおります。また同時に、

県内上位20カ所の観光地と施設ごとの訪問客数

も公表されています。１位はやはり高千穂峡

の149万6,000人、13.7％増であり、２位は鵜戸

神宮の102万6,000人、15.5％増であります。特

筆すべきはやはり県庁であり、47万1, 0 0 0

人、73.1％増、このルート上の平和台公園44

万7,000人、9.5％増などであります。関係者の

努力のせいか、あるいはまた不況のせいかわか

りませんが、青島と青島神社74万5,000人、11.7

％増、宮崎神宮50万9,000人、14.8％増が目立

ち、軒並み10％以上落ち込んだ中で大変健闘し

ております。そこで、県の観光調査の結果をど

のように知事は総括しておられるか。

さらには、景気後退や、長崎線や台湾線の廃

止・運休などのマイナス要因も考えられる中、

来年度以降の観光振興の強化のため各観光地に

求めることや、行政としての支援をどのように

考えているか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 平成20年の観光客数

につきましては、神話やいやしなどに関連する

観光地の一部は増加しておりますが、世界的な

経済不況などで旅行環境が悪化したこともあ

り、県全体としては前年に比べ減少しておりま

すので、今後は、県内観光地全体の底上げを

図っていく必要があります。このようなことか

ら、今年度新たに、主要観光地を見詰め直す観

光地総点検を、地元市町村等と連携しながら実

施しているところであります。また、宮崎観光

遺産や恋旅プロジェクトなどの新たな取り組み

も始めたところです。今後とも、市町村等への

必要な支援や、民間の主体的な活動の促進を図

るとともに、私も先頭に立ってアピールし、県

全体の観光振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○権藤梅義議員 引き続き観光関係の質問です

が、リクルート社の１万8,000人を対象とした調

査結果について伺いたいと思います。まず、

「九州の宿泊旅行好評」との観点から、沖縄に

続き大分が３位、熊本４位、長崎が５位、鹿児

島８位となっており、本県は残念ながら入って

おりませんが、この結果をどのように見ている

か伺います。

また、魅力ある特産品や土産物では、鹿児島

県が２位、長崎が５位、宮崎が８位に入ってい

ますが、その評価の内容をどのように見ている

か。

また、知事が最も力を入れておられる「地元
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の人のホスピタリティー（もてなしの心）を感

じた」との評価は、１位沖縄、２位鹿児島の順

で、宮崎が５位、熊本が７位となっています

が、これらの評価結果等を踏まえてどのように

観光客増に結びつけようと考えておられるか、

知事のお考えを伺います。

○知事（東国原英夫君） リクルート社の調査

によりますと、本県は、宿泊施設の評価につい

てはランク外でありますが、土産品とホスピタ

リティーについては、全国でも上位にランクさ

れております。これらは、いずれも観光振興を

図る上で重要でありまして、さらに充実を図ら

なければならないと考えております。特にホス

ピタリティーについては、おもてなし日本一を

目指して積極的な取り組みを進めていきたいと

考えております。そのため昨年度から、観光関

係団体等のおもてなし向上の取り組みを支援す

るとともに、県民への啓発活動等を展開してお

りまして、先般、県で取りまとめた調査結果で

は、本県のおもてなしに対して｢満足｣と答えた

観光客の割合は86.5％で、前年より約11ポイン

ト増加しているところであります。今後とも、

本県を訪れた方々に、「来てよかった」「また

来たい」と思っていただけるような、「おもて

なし日本一 宮崎」の実現に向けて努力してま

いりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、エバー航空の台北線運

休の問題であります。昨年度、前任の県民政策

部長がエバー航空本社に出向いた際に、我々も

日台議連の調査団、訪問団の第一陣として同席

する機会を得ました。エバー本社の議論は、昨

日、星原議員の質問にもありましたので重複は

避けますが、一つには、台湾側の乗客の苦情と

して、免税店の店や品数が貧弱なことや、石川

県と同時に就航した台湾便でありますが、当初

の予測に反して石川県の搭乗率がはるかに高

く、もっと努力してほしい旨の意見の内容だっ

たと記憶しております。一方、南九州地域とし

て鹿児島県が中華航空と交渉を進めている情報

について、知事は既に御存じと思いますが、新

幹線の開通後を見越して着々と準備を進めてい

ると聞きます。そこで、エバー航空の発表に当

たって、事前に何らかの説明を受けていたの

か。また、その後の対応はどのようなことをし

たのか。さらに、７月、８月の搭乗率は高かっ

たと聞きますが、今後の再開に向けた情報等は

あるのか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 今回の台北線の運休

につきましては、エバー航空から突然連絡が

あったものでありまして、最近の搭乗率は70％

を超えるなど、これからに期待をしていただけ

に、大変驚くとともに残念に思ったところであ

ります。また、その後の対応につきましては、

直ちに担当課長を台湾に派遣し、エバー航空へ

運航継続を要請するとともに、９月20日から

は、担当部長を台湾に派遣し、エバー航空や台

湾の航空当局に、早期再開の要請や再開に向け

た御協力をお願いしたところであります。今後

につきましては、エバー航空は、需要の動向等

を再度詳細に分析し検討したいとのことであり

ます。県といたしましては、早期の定期便再開

に向けて、今後とも航空会社や関係機関に積極

的な働きかけを行うなど、あらゆる努力をして

まいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次に、2011年春の九州新幹線

鹿児島ルート全線開通に向けた、熊本、鹿児

島、宮崎３県の観光ルートの開発は注目されて

いるところでありますが、現在の検討内容や、

今後充実すべき取り組み、さらには10年度との

つなぎ等について、商工観光労働部長に伺いま
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す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 九州新幹

線全線開通を本県の観光振興に生かすために

は、魅力的な観光ルートを開発すること、そし

てまた、それを旅行商品につなげていくことが

重要であると考えております。このため、現

在、県内の市町村、宿泊施設、各種交通機関等

と一体となりまして、レンタカーや高速バスの

利便性向上などの２次アクセス対策を検討して

いるところでございます。また、隣県も含めた

魅力ある広域的な観光ルートづくりや、新幹線

停車駅から観光地をめぐりながら本県につなぐ

観光バスルートの実証実験等にも取り組んでお

ります。なお、これらの観光ルートづくりで

は、阿蘇、人吉、霧島地域などの隣県の観光地

等との連携が重要でありますので、今後ますま

す強化してまいりたいと考えております。また

九州観光推進機構でも、新幹線効果を沿線以外

の地域へ波及させるための周遊プランづくりな

どを実施することとしております。以上でござ

います。

○権藤梅義議員 次は、生活保護の問題であり

ます。

雇用情勢の悪化などを背景に生活保護の受給

者が急増している問題で、全国の受給者は今年

３月で119万2,745世帯となりまして、11カ月連

続で最多記録を更新中とのことであります。特

に、昨年12月から毎月１万人を超えるペースで

増加し、増加幅も大きくなっているようです。

財政負担の割合は、国が４分の３、自治体が４

分の１を担っており、とりわけ都市部の自治体

は財政負担の増大で悲鳴を上げております。大

阪市は８月、臨時的任用職員を55人採用予定し

ているが、それでも追いつかない状況といいま

すし、名古屋市中村区役所では担当職員の残業

は月100時間を超える状況といいます。そこで伺

いますが、本県の都市部の増加傾向と対応の実

態、並びに県として協力すべきことを福祉保健

部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県におきま

しても、被保護世帯は昨年度以降、増加傾向に

あり、平成21年８月の速報値では１万892世帯に

達し、昨年同月と比較すると、市部で811世帯、

郡部で99世帯増加しております。特に増加の大

きい宮崎市では、21年４月１日付の人事異動で

職員の配置増が行われたところでありますが、

その後も被保護世帯の増加が続き、現在は社会

福祉法の標準配置数を下回っております。この

ため、今月初めに実施しました指導監査におい

て、人員の確保をお願いしたところでありま

す。県としましては、各福祉事務所において生

活保護が適正かつ円滑に実施されるよう、生活

保護に従事する職員に対する研修や個別ケース

についての助言・指導を行うなど、職員の資質

の向上に努めているところであります。以上で

ございます。

○権藤梅義議員 生活保護の制度は、1950年の

制度開始以降、抜本的に見直されたことはあり

ませんでした。現行制度は、医療、住宅、教

育、介護など８つの扶助分野で、健康で文化的

な最低限度の生活に必要な基準額を設定し、収

入が基準合計額を下回る場合は、その差額が世

帯ごとに支給される制度となっております。ま

た、全国知事会と全国市長会による「新たな

セーフティネット検討会」は、2006年に提案を

まとめ、稼働世代のための期限を切った有期保

護制度の創設、高齢者世帯対象制度の分離、収

入などが生活保護受給要件に近いボーダーライ

ン層に対する就労支援制度の創設等を柱とする

提案をまとめています。そして、この座長を務
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めた地方財政審議会の木村陽子委員は、「今の

制度は、貧困原因が違う高齢者も就労可能な世

代も一緒くたにして見ている。貧困との闘いに

おいて有効ではない」と語っておられます。こ

れらの状況を踏まえまして、県や市町村は、生

活保護制度の運用に就職支援を初め注意を要す

ると言われておりますが、福祉保健部長の現状

認識と今後の対応を伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 生活保護につ

きましては、少子高齢化や家族形態の変容と

いった社会状況への対応や、最近の経済環境、

雇用情勢への対応が求められているところであ

ります。このような状況の中、県としまして

は、被保護世帯の生活の再建を図るため、単な

る経済的給付だけでなく、就労支援を初めとし

た自立支援の取り組みを推進するとともに、

「保護を受けるべき人が受け、保護を受けては

ならない人は受けない」という、いわゆる漏

給・濫給防止に努め、生活保護の適正実施を

図ってまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、全国の自治体が2006年

度から2008年度に、特別養護老人ホームや介護

型療養病床などの介護施設の目標を設定しまし

たが、現実にはマイナス等が生じている事例が

あります。これは、さきに71．数％というお話

もありました。福祉保健部長に、今回の計画未

達成が大きかった理由と、本県の待機者の実情

や今後の対策をどのように考えておられるか伺

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 介護保険施設

の整備目標774床に対して、実績マイナス29床と

の報道につきましては、介護保険施設のうち介

護療養病床がマイナス640床となったことが大き

な要因であります。これは、640のベッドがなく

なったわけではなく、同数が医療療養病床や一

般病床等に移行したためでございます。しか

し、これらの介護療養病床が廃止される23年度

末までは、いつでも再び介護療養病床へ復帰す

ることも可能とされておりますので、20年度末

までの計画期間中に640床分の受け皿を整備する

わけにもいかなかったということであります。

なお、介護療養病床は平成23年度末で廃止され

ますので、それまでには特別養護老人ホームな

どの施設整備等を行い、確実に受け皿を整備す

ることとしております。

○権藤梅義議員 次は自殺対策でございます

が、県の自殺対策推進協議会が今月９日に開か

れました。県内の自殺者数は363人ということ

で、昨年よりも31人減って、全国で４番目に

なったわけであります。依然として深刻な問題

であるということを確認いたしました。意見交

換の場では、ＮＰＯ法人宮崎自殺防止センター

の甲斐妙子所長からの、「自殺防止に向けた活

動も３年目。啓発事業から、未遂者や自殺者の

遺族支援へのステップアップが必要だ」という

意見もありますし、細見潤・県精神神経科診療

所協会会長は、「自殺とアルコール」という問

題を指摘されております。今後のあり方として

は、自殺の多くは、その背後に社会的な問題が

あり、防ぐことができるという観点から、主要

な要因を把握して対策を立てるべきと思います

が、福祉保健部長の考えを伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年の県

警本部の統計によれば、自殺の要因は、健康問

題が最も多く、次いで経済・生活問題や家庭問

題などが挙げられております。県では、「自殺

ゼロ」プロジェクト推進事業の中で、うつ病に

対応できるかかりつけ医の養成や、自死遺族支

援者に対する研修などを行い、自殺の危険性の

高い人を早期に発見し、適切に対応できる人材
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の育成に努めているところでございます。ま

た、地域の実情に応じたきめ細かい対策を実施

する市町村に対し、補助を行うこととしたとこ

ろであります。さらに、要因の一つである多重

債務につきましては、相談機能の強化や相談窓

口の周知、金融教育などに取り組んでいるとこ

ろであります。県としましては、さきに創設し

た地域自殺対策緊急強化基金を活用し、民間団

体等の意見も踏まえながら、市町村や関係機関

と協力して、より効果的な自殺対策を進めてま

いりたいと考えております。

なお、先ほどお尋ねがありました入所待機者

の実情と今後の対策について、漏れておりまし

たのでお答えいたします。

特別養護老人ホームの入所待機者の実情と今

後の対策についてでございますけれども、平

成20年３月末での特別養護老人ホームの待機者

は3,200人余りとなっております。これらの待機

者対策として、21年度からの第４期計画を着実

に実行するとともに、今回、補正予算をお願い

しております介護基盤緊急整備等臨時特例基金

を活用して、小規模特別養護老人ホームや認知

症グループホームなどの整備を行うこととして

おります。なお、基金を活用した整備は、第４

期計画の上乗せ整備ということでございますの

で、介護保険財政への影響を十分検討すること

を条件に、市町村と協議を進めているところで

ございます。

○権藤梅義議員 教育長に対する質問を１問残

しましたが、時間が参りましたので、これで終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中村幸一議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○中村幸一議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。質疑についての発言時間は１

人10分以内といたします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 一般質問に続いて

ですが、議案に対する質疑をさせていただきま

す。

議案第１号「平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）」について、今回の補正は、主

に経済・雇用対策の実施に伴う予算として、一

般会計で449億4,000万円余が計上されました。

今回の補正予算が、落ち込んだ経済や雇用の創

出に有効活用され、直接、県民の暮らしの支援

につながるよう期待をするものです。

その上に立って、まず、新たな４つの基金造

成事業について、社会福祉施設等耐震化等臨時

特例基金事業、介護職員処遇改善等臨時特例基

金事業、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事

業、そして高等学校等生徒修学支援基金事業に

ついて、その事業内容と具体的な事業計画を御

説明ください。とりわけ、介護職員処遇改善等

臨時特例基金事業については、実質約２年半の

事業となりますが、その後の対応はどのように

考えておられるのかお伺いしたいと思います。

次に、生活福祉資金貸付事業について、低所

得者への生活支援をより充実させるために、国

の制度見直しが図られたようですが、どのよう

に改善されたのかお聞かせください。

次に、臨時特例つなぎ資金貸付事業につい

て、事業内容と具体的な事業計画をお聞かせく

ださい。

また、雇用対策関連事業での雇用実績につい

て伺いたいと思います。

あわせて、失業者数はどの程度把握しておら
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れますか、お伺いをいたします。

次に、議案第７号「警察関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」についてで

す。今回、新規の手数料及び手数料の引き上げ

に関するものが提案をされています。その内容

と引き上げ理由をお聞かせください。

また、この新規手数料の徴収と手数料の引き

上げによる増額見込みについてもお聞かせくだ

さい。

次に、議案第８号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」について、県

立泉ヶ丘高等学校附属中学校の新設についての

基本的な考え方を伺いたいと思います。

また、新設するに当たって、保護者や地元の

意見をどのように掌握されたかについても伺い

たいと思います。

それぞれ担当部局から御答弁をいただきたい

と思います。お願いいたします。以上で壇上か

らの質疑を終わります。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

事業についてであります。事業内容につきまし

ては、国の交付金を活用して基金を設置し、地

震や火災発生時に自力で避難することが困難な

方が多く入所する社会福祉施設等の安全・安心

を確保するために、施設の耐震化及びスプリン

クラー整備を促進するものであります。具体的

な事業計画ですが、本年度、基金の積立金とし

て12億4,700万1,000円、スプリンクラー整備事

業として、障害福祉関係施設の２施設分6,037

万9,000円を計上しております。なお、本年度は

耐震化整備の計画はございません。

次に、介護職員処遇改善等臨時特例基金事業

についてであります。事業内容につきまして

は、国の交付金を活用して基金を設置し、介護

職員の賃金改善を行う事業者に直接、介護職員

処遇改善交付金として助成する事業でありま

す。具体的な事業計画ですが、本年度の基金積

立金として29億6,114万4,000円、21年度分の交

付金として５億5,890万9,000円を計上しており

ます。なお、国はこの事業を平成23年度までと

しておりますが、その後につきましては現在の

ところ不明であります。

次に、介護基盤緊急整備等臨時特例基金につ

いてであります。事業内容につきましては、国

の交付金を活用して基金を設置し、小規模特別

養護老人ホーム等の整備を促進するとともに、

既存の特別養護老人ホーム等におけるスプリン

クラー整備を支援するものであります。具体的

な事業計画ですが、本年度、基金の積立金とし

て10億41万6,000円、また今年度事業分として、

介護施設の整備事業が５億5,600万円、スプリン

クラー整備事業が４億4,400万円の計10億円を計

上しております。

次に、生活福祉資金貸付事業についてであり

ます。この事業の改善点としましては、資金種

類の整理・統合、連帯保証人要件の緩和、貸付

利子の低減化等の見直しが行われたところであ

ります。

次に、臨時特例つなぎ資金貸付事業について

であります。事業内容につきましては、公的給

付制度等を申請中の住居のない離職者に対し

て、当該給付金等の交付を受けるまでの当面の

生活費を迅速に貸し付けるものであります。貸

付限度額は10万円以内、貸付利率は無利子で、

連帯保証人は必要としません。なお、本年度の

貸付原資として約2,900万円を予定しており、今

後の申請状況に応じて貸し付けを行うこととし

ております。以上であります。〔降壇〕
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○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

緊急雇用対策関連事業での雇用実績などにつ

いてでございます。県では今年度から、ふるさ

と雇用再生特別基金事業などを市町村と連携し

て実施しているところでございまして、今回の

３億5,000万円余の補正予算とこれまでの対策と

を合わせまして、1,638人の雇用を見込んでいる

ところでございます。

また、県内の失業者数でございますが、総務

省が実施しております労働力調査では、平成21

年４月から６月期平均で２万6,000人と公表され

ております。ただし、これはあくまでモデル推

計値であるため、正確な失業者数につきまして

は、来年実施される国勢調査で明らかになるも

のと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

初めに、高等学校等生徒修学支援基金事業に

ついてであります。この事業は、国の補正予算

を活用して基金を造成し、３年間の臨時的な措

置として、経済的理由により修学困難な高等学

校等生徒の教育機会の確保を図るものでありま

す。事業の内容は、基金を取り崩して財源に充

て、知事部局所管の私立高等学校授業料減免補

助金と、教育委員会所管の高等学校等生徒を対

象とする県奨学金事業への資金補給の２つを行

うものであります。このうち教育委員会所管の

事業は、宮崎県育英資金による平成20年度の奨

学金貸与者実績を基準として、平成21年度か

ら23年度までの各年度ごとに、貸与者が増加し

た分に対して、その経費を本基金から充当する

ものであります。基金の額は６億5,000万円と

し、また、本年度の貸付金等として１億円余を

計上しているところであります。なお、平成23

年度末における事業終了後、基金に残余がある

場合には、国に返還することになります。

次に、議案第８号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。都城泉ヶ丘高等学校附属中学校は、本

県中等教育の一層の活性化を図るとともに、中

高６年間の計画的・継続的な特色ある教育活動

を通して、郷土の産業や医療等の中核となる人

材はもとより、次代の日本や世界を切り開く人

材の育成等を目的として設置するものでありま

す。新たな県立中学校を都城泉ヶ丘高等学校に

併設することとしましたのは、設置目的を実現

するために理数科に接続するのが効果的である

こと、また、余裕教室の数や体育館の広さなど

中学校を併設するために必要な施設・設備が

整っていること、さらには、遠方から通学する

生徒の交通の利便性などをもとに、総合的に判

断したことによるものであります。なお、新た

な中高一貫教育校の設置に当たりましては、平

成18年度に開催しました宮崎県学校教育改革推

進協議会や、北諸県地区での地区別協議会、及

び平成19年度の中高一貫教育校調査・研究委員

会などで保護者や有識者などからの御意見をい

ただき、それらを踏まえて決定したところであ

ります。以上です。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

「警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部

を改正する条例」関係についてであります。猟

銃等に係る警察関係手数料につきましては、銃

砲刀剣類所持等取締法の関係手数料の標準を定

めた政令、「地方公共団体の手数料の標準に関

する政令」を基準といたしまして、条例で手数

料額を定めているところであります。今回の改
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正内容及び引き上げの理由でありますが、近年

の猟銃による凶悪事件発生等を踏まえまして、

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

が公布をされまして、猟銃等の所持許可に関し

ては要件の厳格化を図ることとされたところで

あります。これによりまして新たな制度とし

て、75歳以上の方が銃砲刀剣類の所持許可を受

ける場合または猟銃等の所持許可を更新する場

合の認知機能検査の導入がなされ、また、猟銃

の所持許可または更新を受ける場合に、猟銃の

操作及び射撃技能に関する講習の受講義務が新

設をされ、さらに、14歳以上18歳未満の者が射

撃指導を受けるための年少射撃資格認定の制度

が新設されたことに伴いまして、許可等に係る

６種類の手数料を新たに設けることとされたも

のであります。

また、所持許可要件の厳格化を図るために、

調査する審査項目をふやしまして、猟銃または

空気銃所持許可申請手数料など、現行の５種類

の手数料につきまして、審査事務に係る労力、

時間等が増加することに伴いまして、引き上げ

を行うこととされたものであります。

次に、今回の新規手数料と手数料の引き上げ

による増額見込み額についてであります。条例

改正前における平成21年度の手数料収入見込み

額と条例改正後の見込み額を比較しますと、150

万円強が増額になると見込んでおります。以上

であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁をいただき

まして、ありがとうございます。

２～３再質疑をさせていただきたいと思いま

す。一つには、介護職員処遇改善の事業であり

ますけれども、今後はまだ不明ということであ

ります。しかし、現場では、２年半たったら給

与水準が下がったということになれば、職員の

生活設計は成り立ちませんし、事業所も安心し

て給与を上げることができないというような混

乱が起きることが予想されると思います。です

から、何らかの対応が求められると思うんです

けれども、県としての検討が全くなされていな

いのか、その辺のところをあわせてお伺いした

いと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今、御指摘あ

りましたように、その後につきましては現在の

ところ不明でございますので、事業所といたし

ましても、例えば手当だとか一時金で対応する

など、それぞれでの対応を検討されているとい

う状況でございます。県といたしましては、申

し上げましたように、まだその後が明らかであ

りませんので、今のところはそういう状況を見

守っているところでございます。

○前屋敷恵美議員 介護現場では大変な労働条

件の中で働いておられるというのは、皆さん周

知の事実だというふうに思います。国も、そう

いうことも含めてこういう対応策を出されたと

思いますので、２年半ですべてが改善できると

いう可能性も、今のところ非常に薄いと思いま

す。やはり事業継続は必要だなというふうにも

思っておりますので、ぜひ今後、検討していた

だきたいと思います。

次に、生活福祉資金事業について、あわせて

再質疑をさせていただきます。一つには、今

度、制度の見直しが行われて、本当に必要な方

とか希望される方への利用がスムーズに図られ

ることが重要だと思います。それで、所得制限

について伺いたいんですけれども、障がいを

持っておられる方には所得制限がないというふ

うに聞いておりますし、それ以外では市町村民

税の非課税程度ということになっているようで

す。しかし、地域の実情に応じてこの制限が決
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められるということになっているようで、都道

府県でその基準は違うし、決められるというこ

とのようなんですけれども、本県としては、基

準はどの辺に置いてこの制度を運用しようとし

ておられるのか、お聞きしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 手元に詳細な

資料を持ち合わせておりません。申しわけあり

ません。

○前屋敷恵美議員 先ほど言いましたように、

この制度がスムーズに活用されるためには、よ

り広い方々に対応できるような条件整備という

のが必要だと思いますので、ぜひその辺のとこ

ろを考慮して、この基準というものも設けてい

ただきたいというふうに思います。

それと、この制度を運用するに当たって、厚

生労働省から通知が届いているかと思います。

市町村への指導も含めて、新しい制度の周知徹

底についてどのように図られるのか。よりいい

制度として広く活用して、現下の厳しい雇用状

況を踏まえた取り組みにしてほしいという中身

の厚労省通達のようですので、ぜひそういった

ものが実施されることを願っているわけです

が、今後どのように新しい制度の徹底について

考えておられるのかお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今、議員が御

指摘のように、各市町村に集まっていただきま

して、通知の内容あるいは趣旨について十分徹

底をしていくようにしてまいりたいというふう

に考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いしたい

と思います。

最後、もう一点ですが、泉ヶ丘高校の附属中

学校の設立の点についてですけれども、目的で

あるとか、地域の皆さん方の意見の掌握だとか

いう御答弁をいただいたところですが、今後の

方針として、引き続いて、一貫校としての体制

といいますか、附属中学校新設を進めていく考

えでいるのか、その辺を聞かせてください。

○教育長（渡辺義人君） 県立中学校というこ

とでお答えさせていただきますが、これまでに

中高一貫型としては、五ヶ瀬中等教育学校、そ

れから宮崎市内にあります宮崎西高等学校附属

中学校、それから今回の都城地区での附属中学

校ということで、県内バランスよく３つの形で

設置ができたと思っておりますので、現在のと

ころは、新たな中学校の設置というのは考えて

いないところであります。以上です。

○前屋敷恵美議員 結果的には今度３校目にな

るということなんですけれども、私は、高校入

試で子供たちを振り分けないという意味から

も、すべての学校での中高一貫教育というのが

望ましいんじゃないか、その基礎をつくるため

の一つの施策なのかなというふうにも考えられ

ないこともないと思っているんですが、そうい

う方向性があるのかどうか聞かせてください。

○教育長（渡辺義人君） 中高一貫校として今

申し上げたわけでありまして、それ以外の小中

高一貫とか中高一貫、あるいは小中高大とか含

めて、一貫教育につきましては、県教育委員会

の方針といたしまして、「地域の特性に応じた

多様な一貫教育の推進」ということで、全県的

に展開をしているわけであります。そういった

多様な一貫教育の一環としての中学校の設置と

いうことでありますので、議員が今おっしゃい

ましたようなことは、全県的に対応ができてい

るのではないかなというふうに思っておりま

す。以上です。

○前屋敷恵美議員 以上で質疑を終わらせてい

ただきます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 先ほどお尋ね
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がありました、生活福祉資金の貸し付けの要件

でございますけれども、低所得世帯につきまし

ては市町村民非課税世帯を対象とし、高齢者世

帯については600万円程度ということでございま

す。以上です。

○前屋敷恵美議員 後はほかで深めさせていた

だきます。ありがとうございました。

○中村幸一議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第17号から第27号まで採決

○中村幸一議長 次に、さきに提案のありまし

た、公安委員会委員、人事委員会委員及び公害

審査会委員の任命または選任の同意についての

議案第17号から第27号までの各号議案を議題と

いたします。

お諮りします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第17号から第27号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第16号まで及び請願

委員会付託

○中村幸一議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第16号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす26日から10月１日までは、常任委員会及

び特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、10月２日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まで及び決算議

案の上程であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時19分散会


