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午前 10時０分開議

出 席 議 員（41名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）
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9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

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 浜 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 萩 原 耕 三 （ 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 押 川 修一郎 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （自由民主党）

欠 席 議 員（１名）

16番 外 山 良 治 （社会民主党宮崎県議団）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博
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会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 浜 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 高 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 総務部長発言

○中村幸一議長 ただいまの出席議員40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。

この際、総務部長から発言を求められており

ますので、これを許可します。

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 昨日の外

山三博議員の御質問への答弁の中で、一部誤り

がございましたので、訂正をさせていただきま

す。

宮崎駅西口県有地を売却する場合に、面積要

件ではなくて金額要件に当たるということで、

議会の議決の対象と答弁いたしましたが、正し

くは、予定価格が7,000万円以上でかつ２万平方

メートル以上の場合とされておりますので、適

正価格で売却する場合は議決の対象にはならな

いということでございます。訂正をさせていた

だきたいと存じます。よろしくお願いいたしま

す。〔降壇〕

◎ 一般質問

○中村幸一議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。まず、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。日向市選出の西村賢です。９月の代

表質問に続きまして、通告に従い質問させてい

ただきます。

まず、知事の政治姿勢です。

新政権が発足し約３カ月目となりました。某

新聞では「政権交代76日目」とありました。急

激な変化に国民は期待と不安が入り混じってい

る状況は続いており、新政権下初めての予算編

成では、その手法や財源問題等、閣内不一致も

見られ、必ずしもスムーズにいっていないよう

に感じるところもあります。民主党新政権で

は、さまざまな改革に着手されていく中で、

「地域主権改革」を一丁目一番地に掲げてお

り、地方への権限や財源の移譲には期待したい

ところであります。先月の25日に、全国知事会

が新政権下で初めて開催されまして、具体的な

動きも始まろうとしておりますが、まず東国原

知事に、新政権が目指す地域主権についての所

見を伺います。

次に、事業仕分けであります。昨日の新聞で

も、この事業仕分けを評価する国民が77.3％と

高い支持がうかがえます。私は11月13日、実際

に市ヶ谷の国立印刷局で行われていた事業仕分

けを見に行ってまいりました。テレビなどでの

映像では非常に過激なやりとりのように見えま

すが、実際はもっと落ち着いたやりとりをして

おりました。私が見るに、事業を仕分けすると

いうよりも事業を行っている団体を精査してい

るように感じ、また、その事業が中央から地方

もしくは中心から末端へおりて行く際の中抜き

というか、中間マージンをねらい撃ちしている

ようにも感じました。それはそれで、長年の既

得権を精査するということは非常に重要なこと

であると思います。やはり知事もおっしゃって

おりましたが、完全に無駄な事業というものは

ないわけでありますから、時代の変化や技術の

進歩などによって重要性や緊急性が低くなって

きたものをどう縮小していくかだと思います。

ただ、事業仕分けの内容を見ると、地方交付税

などが議案に上がり、地方からの視点が欠けて

いるようにも感じます。そこで知事に伺います

が、まず、これまでの新政権による事業仕分け

をどう評価いたしますか。

平成21年12月１日(火)
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以下、質問者席から質問をさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

新政権の地域主権に向けた取り組みについて

であります。新政権は、地域主権の確立を政策

の一丁目一番地に位置づけておられて、首相を

議長とする地域主権戦略会議の設置を閣議決定

されたほか、国と地方の協議の場の法制化のた

めの法案を来年の通常国会に提出する方針を示

されており、今後の地方分権改革の進展に大い

に期待をしているところであります。一方で、

行政刷新会議の事業仕分け作業における地方の

社会資本整備や交付税に関する議論を見ており

ますと、今後、地域主権とどう整合性をとって

いくか、図っていくかということ、そういった

点で懸念を抱いているところでもあります。い

ずれにいたしましても、実効性のある国と地方

の協議の場や補助金の一括交付金化の制度設計

など、今後の国の具体的な取り組みを注視しま

すとともに、全国知事会等のさまざまな機会を

通じ、意見を述べていきたいと考えておりま

す。

次に、事業仕分けについてであります。新政

権における事業仕分けは、民間の有識者などが

参加するとともに、インターネット中継等によ

り作業自体を広く公開するなど、透明性や国民

的議論の喚起という点で評価できるものと考え

ております。一方、地方固有の財源である地方

交付税は、そもそも事業仕分けの対象になじま

ない、そしてまた、事業仕分けの対象になじま

ない政治銘柄等もありますことから、仕分けの

結果を見ますと、道路、港湾、かんがい排水事

業など、地方のインフラ整備に必要な事業の廃

止、削減などが打ち出されており、本県の産業

振興や住民の安全・安心な暮らしへの影響を懸

念しているところであります。このため、今後

の政府としての方針決定においては、疲弊が著

しい地方の現状にしっかりと目を向けた判断を

いただき、地方の事業実施に支障が生じないよ

うにしていただきたいと考えておるところであ

ります。以上です。〔降壇〕

○西村 賢議員 まず、地方分権について再質

問いたしますが、知事がよくマスコミ等で、地

方への財源移譲、権限移譲を訴えております。

非常に力強く感じておりますが、県民の中には

知事の地方分権というものに対する明確なビ

ジョンが伝わっていないと私も感じるところが

あります。知事はまず、どのような権限が欲し

いのか、そこを伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、地方分権の本

質というのは、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とい

うことにあると考えております。つまり、住民

に身近な行政サービス、住民サービスは、住民

の手の届くところで意思決定できるようにす

る、そのために、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

ための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。こうした分権改革が確実に進

めば、厳しい経済状況に対応するための景気・

雇用対策もスピーディーに実施できるようにな

ると思いますし、本県の特性を生かした産業振

興策、中山間地域の活性化対策、おくれた道路

網の整備などにおいて、地域の実情に応じたき

め細かな施策を、地域みずからが優先順位をつ

けて実施できるようになると考えております。

つまり、現在の県民生活にとって必要なこと、

あるいは本県の将来のために今やるべきこと

を、みずからの責任において最も効果的な方法

平成21年12月１日(火)
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で行うこと、それが地方分権時代の行政のある

べき姿だと考えております。

○西村 賢議員 またいろいろなところで具体

例を挙げて、県民に対して情報発信をしていた

だきたいと思います。

続きまして、事業仕分けについて、国の政策

決定過程に詳しい副知事に御質問したいと思い

ますが、実際に、あの場で決められた削減や修

正は最終的に可能であると思われますか。

○副知事（河野俊嗣君） 事業仕分けにつきま

しては、私も先々週、ワーキンググループの現

場を少し視察してまいりました。そのときに実

感したことといたしましては、やはりあれだけ

多くの傍聴者、それから報道陣に囲まれた、い

わば劇場化した状況の中で、しかも非常に限ら

れた時間の中で出された結論というものを、そ

のまま予算に反映することにつきましては、そ

の事業仕分けの取り組み全体につきましては、

先ほどの知事答弁にありましたような評価をす

るにしても、いささかの不安を感じたというの

も事実であります。予算編成全体を植物に例え

れば、いわば事業仕分けはその花、見ばえのい

い花に当たるのかもしれませんが、それを支え

る茎や葉っぱ、さらには人目のつかないところ

での根の働きというのも忘れてはならないと思

います。例えば地方交付税につきましては、毎

年膨大な時間とエネルギーを割いて折衝がなさ

れ、詰めた議論をなされた上で、最終的に地方

財政対策として決定がなされるわけでありまし

て、今後の予算編成に当たりましても、この事

業仕分けの結果というものを十分に尊重しつつ

も、予算編成全体のそういう議論を踏まえた上

で、国家百年の大計に立って政治的な判断がな

されるものと理解をし、期待をしているところ

であります。

○西村 賢議員 副知事に再質問します。あの

とおりに大体大まかには進んでいくと思います

が、もしそうなった場合、日本経済、また本県

に与える影響はどう感じますか。

○副知事（河野俊嗣君） 今回の事業仕分けの

結果で、廃止、削減、予算計上の見送りとされ

たものの中には、産業育成でありますとか科学

技術振興など、我が国の成長を支える基盤とな

るべきものでありますとか、住宅用太陽光発電

の補助制度などが含まれておりまして、将来の

我が国の国際競争力の低下でありますとか低炭

素社会の実現など、国家戦略への影響というの

も懸念されるところであります。実際、先週行

われました全国知事会議におきましても、科学

技術でありますとか教育予算の削減に対して強

い懸念を表明する意見が数多く出されたところ

でありまして、本県を含む33の知事の連名で、

地域の産学官連携を支援する事業の継続を求め

る緊急声明を出したような状況でもございま

す。本県への影響につきましても、道路、港

湾、かんがい排水事業など、地方のインフラ整

備に必要な事業の廃止、削減が打ち出されてお

りまして、本県の産業振興、それから住民の安

全・安心な暮らしに影響が及ぶのではないかと

いう懸念もあるところであります。引き続き、

政府として地方の極めて厳しい状況を踏まえた

判断がなされるよう期待をし、また要望してま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございました。極

めて冷静に見られているなという感じがしまし

た。

続いて、総務部長にお伺いしますが、２年前

に本県も先駆けて事業仕分けをやられました。

そのときの提言等々いろいろあったと思います

が、その結果を踏まえまして、今この県政に生
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かされているものは何か、お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） もともと事業仕分

けというのは、財革プログラムに基づきまして

平成19年度に実施をしたところでございます。

その際には、事業の必要性あるいは実施主体の

あり方についての検証を行っていただいたとこ

ろでございます。この提言の内容等につきまし

ては、議会における審議あるいは御意見を初め

といたしまして、県民ブレーン座談会あるいは

「県民の声」などと同様に、予算編成、事務事

業の見直し等において、事業の効率化、役割分

担、費用負担を検証する際の重要な視点として

まいりましたとともに、職員全体の意識改革に

つながっておるというふうに考えております。

現実に予算編成におきましても、20年度、21年

度の予算編成の際には、不要とされた事業につ

いて廃止したり、あるいは改善したりといった

ものがございます。具体的にそれを金額で申し

上げますと、これは事務事業の見直しも含めた

結果としてでございますが、一般財源ベース

で、平成20年度予算において76億円、平成21年

度予算において58億円の財源捻出を図ったとこ

ろでございます。

○西村 賢議員 次に、本県にかかわる事業で

県民政策部長にお伺いいたします。民間等が実

施する各種イベントや勉強会に協力して、県が

後援とか協賛をしているものをよく見ます。補

助金や負担金などを出しているのかとは思いま

すが、その大会、勉強会がどのぐらいあるの

か、また、それはどのような基準で承認されて

いるのかお伺いします。

○県民政策部長（高山幹男君） 県が後援して

いる行事、イベント等だと思いますが、承認件

数は平成20年度で364件ございます。どういった

基準でやっているかということでありますけれ

ども、各部局におきましては、例えば一つに

は、その行事が県行政の基本方針に合致してい

る行事かどうか、また営利を目的としたもので

ないこと、さらには後援に経費の負担を伴わな

いこと、そういったことを盛り込みました後援

名義使用の承認基準を作成しておりまして、具

体的に依頼がありました際には、この基準に基

づいて後援の可否を決定するという状況にござ

います。

○西村 賢議員 きちんとした理由があって承

認されて助成金などを出しているとは思いま

す。私もそのような各種団体の勉強会等によく

出席させていただいておりますが、非常に最先

端の話題であるとか問題点を取り上げて、この

ように議会活動に生かせる機会も多くて、勉強

になることが本当にたくさんあるんです。実際

に、そのようないわゆる財援団体というものに

は、議会への報告義務や監査対象となるものも

ありますが、県はその事業、イベントがきちっ

と内容どおりに行われているのかチェックして

いますか。また、担当部署や担当者がそのよう

な会合には出席されているのか、またお金を出

して終わりということはないのかお尋ねしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） まず、後援し

ているからすべてに対して県が補助金を出して

いるとか、そういうものではございませんで、

要請があった場合に、先ほど申しました基準で

対応しているということでございますが、後援

事業が実施されました場合には、その実施内容

を確認いたしますために、原則として、行事終

了後に申請された団体から実施報告書を提出い

ただくことにいたしております。また、県の職

員に対しまして行事への出席依頼があった場合

には、一般的にそれぞれの所管課におきまし
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て、県行政とのかかわりの状況でありますとか

当該所管課の業務の状況等を勘案いたしまして

対応しているところでございます。

○西村 賢議員 ということは、必ずしもその

場に出席しないこともあるということでよろし

いでしょうか。県職員の方々も週末も忙しかっ

たりするでしょうが、やはり県は県民総力戦を

うたうのでありますから、県民からのフィード

バックも当然必要なことだと思います。県費を

出して終わりでは、当然、県民全体にも波及し

ません。今後は、作業過程に当たっての徹底と

か管理の徹底をぜひお願いしたいと思います。

次に移りますが、今回も国の事業仕分けを見

ていると、非常に国民の関心も高く、また、先

ほど知事も評価されましたが、情報を開示した

り、問題点を浮き彫りにしたり、行政の意識を

変えたりと、大きな意義があったと思います。

しかし、知事はテレビ等で、「たった１時間で

どう判断できるのか」という発言をされまし

た。これは知事は見に行かれたかどうかわかり

ませんけれども、マスコミ報道をそのまま信じ

て決めつけてしまうというのは、逆に知事らし

くないなと思いました。実際その場で聞くと、

拙速な感じは受けませんでした。また、その委

員の中にも何人か私の知人がおりまして、話を

聞きましたら、数週間前からヒアリングを受け

たり、中には、テレビ等で出たように、その事

業所に直接出向いて状況はどうか見たり、もっ

と言えば、選ばれた委員の方々というのは、非

常にその道のプロが集まっていたと思います。

やはりそこは、今後、我が県がもし仕分け委員

会をまたやるのであれば、非常に参考になると

ころではあると思うんですが、知事にもう一

度、本県において事業仕分けをやる気がないの

か、昨日も答弁がありましたけれども、知事が

やりたいかどうかを伺います。

○知事（東国原英夫君） 私は、ワーキンググ

ループの現場を見ておらないんですが、インタ

ーネットで一部見させていただきました。議員

御指摘のように、非常に冷静な議論がされてい

たと思いますが、私もワーキンググループのメ

ンバーには知り合いがいるんですけれども、聞

きましたら、やはり主計局の説明がびっちりあ

るらしいですね。そしてまた、場合によって

は、その答弁のやり方というのもマニュアル化

されているということも聞きました。ですか

ら、冷静には進んでいるんですけれども、そう

いった予備勉強みたいなのはあったと思ってお

ります。また、そのメンバーの中には、精通さ

れた方、専門的な方がいらっしゃるという御指

摘でしたけれども、私は、地域主権であれば、

あの中に地方の人間がなぜいないのか、地方の

代表の人間はなぜいないのかという疑問を持っ

たところであります。本県の事業仕分けです

が、私のマニフェストに沿って19年度にやらせ

ていただきました。そのときに余り話題になら

なかったんですけれども、先駆的なことをやっ

ていると私は自負しておったんですが、あのと

きは初めてでしたので、いろいろ不都合もあり

ました。問題点もございましたので、その問題

点等々をまた今後検証して、県民の皆さんの御

意見等々を踏まえながら、また事務事業の見直

し、あるいは事業仕分けというのは実施期間が

通常３年から５年であること等々、そういった

問題も絡めて、総合的に勘案して検討していき

たいと考えております。

○西村 賢議員 今の知事の発言で、地方の人

間がいなかったと言われましたけれども、国会

議員も数多く参加されています。あの人たちは

地方の代表というわけではないんでしょうか。



- 67 -

平成21年12月１日(火)

これは特に答弁は要りませんけれども、やはり

本県は先んじてやった実績というものはあるわ

けですから、ぜひ、改めて納税者の立場に立っ

て、また決定過程の情報公開も進めて、また本

県がより効率のよい事業ができるようにお願い

しまして、再設置を求めて、次の質問に移りた

いと思います。

次に、県北の道路整備について伺います。

高速道開通に向けた取り組みですが、今、県

北地域では順次、高速道路の工事が着工されて

おります。ただ、その中で、先月の24日、直轄

事業の事業計画について、県に国交省のほうか

ら説明があったようですが、道路に限らず公共

工事全般に対して厳しい予算配分でありまし

た。新政権の予算配分には、地域間格差を是正

してくれるものと強く期待しただけに、残念な

ところがあります。今後は、直轄事業のみなら

ず補助事業にも影響が出るのではないかと思い

ますが、まだこれも確定したわけではありませ

んので、知事におかれましては、最後まで必要

額の堅持を訴えていただきたいと思います。

昨日も質問が出たので、全体的な話は割愛し

ますが、私の地元の日向市の課題を中心に質問

したいと思います。高速道路の着工に向けて、

日向市民にもやっと高速道路が開通するという

希望が見え始めました。もちろん、必要な道路

は東九州道だけではありませんが、現在整備の

進む日向インターからのアクセス道路について

伺います。まず、県土整備部長にお伺いしま

す。予算が削られた場合、今後の道路整備に対

し大きな障害になると思いますが、国道10号門

川日向拡幅事業、またその他アクセス道路など

補助事業に対する影響はどうか、供用開始に間

に合うのかお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 10月15日に発

表されました国土交通省の平成22年度概算要求

におきましては、道路事業費が今年度当初予算

と比べまして約20％の減額となっておりますこ

とから、このままでは本県の道路整備がますま

すおくれるのではないかという心配をしており

ます。また、11月24日に九州地方整備局長から

知事に説明をされた本県関係の平成22年度直轄

事業の事業計画におきましては、国道10号門川

日向拡幅が今年度当初予算から大幅な減額と

なっておりまして、一日も早い４車線化を要望

しております本県といたしましては、渋滞解消

が遠のくのではないかと大変残念に思っている

ところであります。今後とも、機会あるごと

に、県議会を初め県民の皆様方の御支援・御協

力をいただきながら、おくれている地方への道

路予算の重点配分を訴えてまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 この拡幅事業も、昭和45年の

事業化から、はや40年となっております。いつ

までたっても、２車線の渋滞というのは日向地

域の大きな問題となっております。ぜひ、知事

におかれましても、この問題を重く受けとめて

いただきたいと思います。

続きまして、県土整備部長に再質問いたしま

す。国の道路整備財源の縮減に伴い、今後、本

県が要望する事業整備費やその優先順位などの

情報把握をどうされるのか、お伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 道路整備の要

望につきましては、これまで県の道路整備方針

に基づいて、東九州自動車道などの高速道路、

都城志布志道路などの地域高規格道路ととも

に、地域が必要とする国県道の整備について訴

えてまいりました。国への要望につきまして

は、政府与党で定められた仕組みにのっとっ

て、11月15日に民主党宮崎県連政策会議に対



- 68 -

平成21年12月１日(火)

し、整備促進の要望を行ったところでありま

す。先ほど申し上げましたけれども、先月24日

には、九州地方整備局長から知事に直轄事業の

説明がなされまして、局長を通して本県の意見

を大臣に伝えてもらえるよう要望をいたしまし

た。このような本県の要望の優先順位がどうな

るかということにつきましては、不透明であり

ます。しかしながら、道路は本県にとって必要

不可欠な社会資本でありますので、今後とも、

道路整備の必要性について国等へ強く訴えてま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 今、部長の答弁でも不透明な

部分が多いと。当然、新政権にかわってまだ不

透明な部分がたくさんあるんですが、これは民

主党さんが幹事長室でいろいろ、仕分けなのか

事業化を上に上げるとか決めるという話ですか

ら、今後、非常に予断を許さないのかなと。こ

れは後ろを向いて質問しなきゃいけないですか

ね。ぜひ民主党さんには、情報の公開というか

進捗状況に対しては─これは冗談ではなく

て、どう答えていいかわからないのであれば、

本当に地方議会に対しても大きな問題だと思い

ます。また、これは知事もぜひ、民主党の首脳

の方と会うときには言っていただきたい問題だ

と思います。

続きまして、細島港の有効利用としまして、

高速道路と細島港の連携についてお尋ねいたし

ます。県北地域では、高速道路と港湾との連携

で、新たな企業誘致や細島港の活用が期待され

ております。港湾整備予算の確保の心配も出て

おりますが、既に報じられているように、昭和

シェルソーラーが2011年には世界最大級の太陽

電池工場を目指しており、本県全体に波及する

経済効果も期待されております。その昭和シェ

ルソーラーの関係者によりますと、現在の世界

シェア、0.2％しかまだないそうですが、それを

今後は10％を目指すということでした。これは

大きな目標であり、本県も協力していくことが

重要であると思います。この太陽電池の出荷等

には細島港も活用されるとのことですが、その

場合、細島港への通行量の増加も考えられ、そ

のアクセス道路として有効なのが現在の小倉ヶ

浜有料道路であります。この有料道路を東九州

自動車道の開通に合わせて無料開放はできない

のか、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 東九州自動車

道の日向―都農間につきましては、平成25年度

を完成予定として整備が進められているところ

であります。（仮称）日向インターチェンジか

ら重要港湾細島港への重要なアクセス道路の一

部となります小倉ヶ浜有料道路につきまして

は、管理運営しております県道路公社の現在の

計画では、平成25年５月までに借入金の返済を

完了して無料化をする予定でありまして、現

在、一生懸命借入金の返済に努めております。

ただ、現時点の試算によりますと、料金収入の

伸びが今後余り期待できないことから、期日ま

でには返済が完了しない可能性も考えられると

ころでございます。このため、無料化するとす

れば、無料化の前提となります借入金の処理に

ついて、今後、県道路公社が許可権者でありま

す国と協議を進めるということになるわけでご

ざいますけれども、県といたしましても、公社

に対して十分な助言を行ってまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 借入金の返済ができればとい

うことですが、これは現実的な問題として非常

に厳しいものと思っております。これはある意

味、政治的な判断も必要ではないかなと思いま

すが、知事、この件に関して御意見があれば、
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ぜひお願いします。

○知事（東国原英夫君） 今、部長からの答弁

があったとおりなんですけれども、やっぱり無

料化の前提としては、借入金の処理というもの

が問題になってきますので、その辺も勘案しな

がら、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に移ります。本県のＩＴ戦略について伺い

ますが、私はふだんから、出張や旅行など県外

に行く際にもノートパソコンを持ち歩いており

ます。そこで非常に助かるのがＷｉＦｉの無線

ＬＡＮが利用できるエリアです。ＷｉＦｉとか

無線ＬＡＮという言葉がわからなければ、また

後で調べていただきたいと思います。ほとんど

が特定のサービスに加入していないと利用でき

ないのでありますが、最近では、ホットスポッ

ト、フリースポットと呼ばれる、無料でだれで

も無線ＬＡＮを使えるように開放しているとこ

ろがあります。本県でも一部、ホテルや飲食店

などで事業主が設置しているところもありま

す。もはや無線ＬＡＮなどの高速情報網は、水

道や電気と同じ必要不可欠なインフラだと言え

ます。

私の調査では、岡山県では既に、だれでも簡

単に高速インターネットを利用できる環境整備

に取り組んでおり、空港やスタジアムなどスポ

ーツ施設、図書館や美術館など12の県施設にお

いてアクセスポイントを整備し、公衆無線ＬＡ

Ｎサービスを始めています。このサービスは、

無線ＬＡＮ機能つきのパソコンがあれば、だれ

でも使用できます。また、福岡市の天神・大名

地区では、福岡県・市が協力し、このエリア全

体をフリースポット化しました。天神・大名エ

リアでは無料で無線ＬＡＮが使え、福岡県の担

当者に聞きますと、よくつながる公園では、ビ

ジネスマンがパソコンを開いている姿が日常の

風景になっているとのことでした。そのほか、

茨城県でも県庁や図書館などで使え、続々と取

り組む自治体もふえております。また、福岡天

神のように外国人の観光客が多い観光地の場

合、海外からの観光客にとって非常に助かるの

が─日本に入ると海外の携帯電話が使えない

という問題があります。それをこのＷｉＦｉが

使えると、海外に対して通話ができたり、ネッ

トを見ることもできます。

本県もこの無料の無線ＬＡＮを空港や駅に整

備すれば、たとえ便数が少なくて待ち時間が長

くても、ビジネスマンや観光客も非常に助かる

と思いますし、また、海外からの観光客も電話

等が使えて助かると思います。また、違った方

面で考えますと、ニシタチとか橘通り、この県

庁とか、観光客が多いエリアで設置すれば、情

報発信基地にもなり得ると思います。また、こ

れは県内ほかの商店街にも応用ができると思い

ますし、スポーツ施設、公園などの防災拠点に

整備することも、将来必要なことではないで

しょうか。県はこのフリースポットを整備して

はどうか、これは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） ホットス

ポットなど無線ＬＡＮの整備につきましては、

議員御指摘のとおり、既に県内の一部の施設に

おきまして、独自に導入が進められているとこ

ろでございます。このような通信環境が整備さ

れてくれば、利用者にとってさまざまな情報の

収集が容易になり、利便性が向上すると。した

がいまして、観光客誘致、企業誘致あるいは商

店街振興等において活用が考えられると思って

います。今後、市町村とも連携を図りながら、
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その活用の方法、整備主体などにつきまして、

他県における事例等について研究してまいりた

いと考えております。また、市町村等がこのよ

うな事業に取り組む場合、国の支援制度がある

と聞いておりますので、引き続き、情報提供に

努めますとともに、それぞれの実情に応じた助

言を行うなど、適切に対応してまいりたいと考

えております。以上でございます。

○西村 賢議員 続いて、本県のＩＴ戦略につ

いて伺いますが、過去、宮崎ＩＴ推進戦略事業

等、本県のＩＴ化を進めるに当たって、独自の

事業、いろんな事業をされたと思いますが、そ

れも踏まえて、もし今後のＩＴ戦略というもの

があれば、お聞かせ願いたいんです。これは担

当部長にお伺いしますが、県民政策部長、お願

いします。

○県民政策部長（高山幹男君） 今、御質問に

ございました宮崎ＩＴ推進戦略事業は、第５次

宮崎県総合長期計画に定めます「みやざきＩＴ

戦略」を具現化いたしますために、宮崎情報ハ

イウェイ21の民間利用拡大による産業活性化施

策として、平成15年度から16年度にかけて実施

したものでございます。ＩＴ施策につきまして

は、現在、新みやざき創造計画に基づきまし

て、ＩＴ関連産業の集積とか情報通信環境の整

備などに取り組んでおりますけれども、産業振

興はもとより、県民生活とか医療など、あらゆ

る分野でＩＴを活用することが求められており

ますので、新たな総合計画の策定作業を進める

中で、情報通信技術の進展に的確に対応した施

策の方向性を検討してまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 こういうのを含めまして、近

年の本県のＩＴ関係の事業をいろいろ見させて

いただきました。圧倒的に多いのが、インフラ

のハード事業なんですね、ＩＴ関係予算でつく

られているものは。当然、つながっていないと

ころにつなぐような事業が多いんですが、しか

し、利用者の意識等がまだ高まっていないと。

まさに、つないだところで利用者がいないと、

無駄になってしまうこともあります。また、逆

に利用したい人が多いけれども、つながってい

ない、そこに積極的に投資をしても、それは無

駄にはならないと思います。私は何が言いたい

かというと、ライフラインとしてのＩＴ整備、

そして産業戦略とか産業発展のためのＩＴ戦略

というものをちょっと混同しているのではない

かなと。やはり、それは別々に構想を立てて進

めていく必要があるのではないかと思います。

当然、中山間地で携帯の電波もまだ入らないと

かテレビの電波も入らない地域は、そういう地

域の問題として大事なことですけれども、ＩＴ

を活用してこの地域を発展させるということ

は、やはり宮崎県というのは本当に地の利とい

うか地の不利が多いところですから、それを生

かしていただきたいと思います。農商工連携で

もいろんなアイデアが出ているようですが、ぜ

ひ今後、各部、各分野において、ＩＴの効率的

な利用を考えてはどうでしょうか。いまだ県は

紙媒体によるものも多いと思いますが、今より

積極的な活用を目指すべきではないかと思いま

すけれども、知事はＩＴに詳しいような気がし

ますので、御意見があればお願いします。

○知事（東国原英夫君） 今後、21世紀、未来

に向かって、産業とか社会生活、ＩＴなしで

は、情報通信網のネットワーク化なしでは生活

できないと思っておりますので、それはまた議

員の御指摘も十分加味しながら検討を続けてま

いりたいと思っております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜひ
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前向きに、そしてまた、宮崎県がほかの地域と

比べても負けないように、先進県としてやって

いただきたいと思います。各部長、よろしくお

願いします。

次に、子育て・少子化対策について伺いま

す。

平成21年２月、３月に実施された本県の「平

成20年度県民意識調査」では、「男は仕事、女

は家庭」という考え方に、「賛成」「どちらか

といえば賛成」が30.8％と、前年に比べて若干

高くなっており、まだまだ本県の意識が大きく

変わったとは言いがたい状況であります。その

男性の意識改革に必要なものとして、昨年の11

月議会において私が提案させていただきました

父子手帳の導入はどうなっているのか、福祉保

健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 父親の育児参

加を促進するためには、父子手帳などさまざま

な手段を用いた啓発が大変重要であると考えて

おります。このため、父親になるための心構え

や、妊娠期から乳幼児期までの子供の成長に

沿った父親の果たす役割など、子育てに父親が

参加する際の留意点を掲載した啓発資料につい

て、子育て支援団体等の意見も聞きながら、現

在作成しているところであります。

○西村 賢議員 これは、完成はいつまでとか

県下全域に配るとか、そういう量的なものはど

うでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 一応、年度内

作成ということを予定しております。作成は１

万1,000部予定しておりまして、県内一円、必要

なところに配布したいと考えております。

○西村 賢議員 ぜひよろしくお願いします。

こういう質問をなぜしたかといいますと、最

近、ほほ笑ましい記事が日経新聞やＮＨＫの番

組でも取り上げられておりました。現在、育児

に積極的な男性を「育メン」と呼びまして、男

性の育児を社会で盛り上げようという機運が非

常に強く感じられました。実際、私もよく子供

を─まだ11カ月なんですが─連れてうろう

ろしますと、やはり「奥さんがやる仕事じゃな

いの」と言われることが多々あります。私は好

きで面倒を見ているんですけれども、そういう

意識がまだ県民には根深く残っているんじゃな

いかなと思います。ぜひ本県も育メンの育成を

考えていただきたいと思います。

次に、認可外の保育施設について伺います。

保育所の認定は県が行っておりますけれども、

認可外の保育施設というものがありますが、実

際、県下にも100を超えた施設があると聞いてお

ります。実際に利用している親子が多いのも事

実でありまして、この認可外の保育施設は、待

機児童の緩和にも一役買っていると思います。

ただ、基本的にこういう園は独立採算でやられ

ており、行政からの助成などがありませんが、

やはり子供を預かる以上は安全基準等を守って

いただく必要があると思っております。県は認

可外の保育施設に対してどう考えているのか、

福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 認可外保育施

設は、現在、県内に108カ所あり、約3,000名の

児童が入所しております。保育サービスの提供

は、認可保育所や幼稚園が第一義的に担うべき

ものでありますが、認可外保育施設も、保育需

要に対応した一つの選択肢としての役割を果た

しているものと考えております。このため県に

おきましては、入所児童の安全・安心の確保の

観点から、認可外保育施設につきましても、立

入調査を行い、保育内容や職員体制等について

指導助言を行うとともに、入所児童の健康診断
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及び安全対策のための経費について助成を行っ

ているところであります。

○西村 賢議員 ぜひ、認可でも認可外でも、

また幼稚園であっても、そこにいる子供たちに

区別はありませんので、そのような気持ち、感

覚を持っていただくようにお願いしたいと思い

ます。

次に進みますが、子供の予防接種について伺

います。新型インフルエンザ、季節性インフル

エンザの猛威が始まり、本県でも学級閉鎖等、

相次いでおります。また、全国ではインフルエ

ンザによる被害者も相次いでおり、深刻な状態

も見受けられます。そういった中で、予防接種

は非常に有効な予防手段であると思いますが、

当初、新型インフルエンザワクチンが足りない

という話がありました。現在の新型インフルエ

ンザの予防接種の状況はどうなっているのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 新型インフル

エンザの予防接種につきましては、国のワクチ

ン供給計画に基づき、優先接種対象者ごとにス

ケジュールを作成し、順次接種を行っていると

ころであります。まず、10月21日から医療従事

者への接種を開始し、11月10日には基礎疾患を

持つ方のうち重症化のリスクの高い方へ、ま

た、11月16日には妊婦への接種を始めたところ

であります。さらに、１歳から就学前の幼児の

ワクチン接種につきましては、12月中旬の予定

を前倒しし、12月４日から行うこととしており

ます。なお、確保できる新型インフルエンザワ

クチンの数量が限られており、すべての優先接

種対象者に接種を行うまでには至っておりませ

んが、今後、国からワクチンが供給され次第、

順次接種を行っていくこととしております。

○西村 賢議員 非常に前倒しできているとい

うことで安心いたしました。

続いて、ヒブワクチンの予防接種についてお

尋ねします。ヒブワクチンは、乳幼児の細菌性

髄膜炎を予防するワクチンでありますが、こと

しから接種が国内でも始まっております。細菌

性髄膜炎は、治療がおくれると脳や手足に障が

いが残り、死亡することもあるものです。ま

た、風邪と似た症状であり、発見がおくれる場

合があるとの指摘もありました。国内でも５歳

未満の感染者は年間500～600人おり、うち５％

が死亡、20％に後遺症が出ているとの恐ろしい

報告もあります。開始当時は入荷待ちの状態で

あったとのことです。実はうちの娘も受けたん

ですが、やはり３～４カ月待ちました。まだ開

始１年弱なので、このヒブワクチンの普及が今

後も広がっていくのではないかと思っておりま

すが、入手困難な状態になるのも非常に危惧し

ております。今、希望者がふえているヒブワク

チンはどのような状況になっているのか。また

今、希望者がみんな受けられる状態なのか。ま

た、これは非常に費用が高いんです。１回の接

種に大体6,000円ぐらいかかります。そのような

場合、助成はどうなっているのかお伺いしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） ヒブワクチン

は、小児の細菌性髄膜炎の予防に有効であり、

我が国では昨年12月から販売が開始されており

ます。しかしながら、その供給につきまして

は、全国的に不足している状態が続いており、

希望者は２～３カ月程度待っていただく状況と

なっております。なお、製造メーカーによりま

すと、来年秋ごろには需要に応じた供給ができ

る予定であると聞いております。また、ヒブワ

クチンは４回の接種が必要であり、２万から２

万5,000円程度の費用が全額自己負担となります
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ことから、県内では、宮崎市、都城市など２市

４町において、費用の一部についての助成が行

われております。

○西村 賢議員 私のところは日向市であった

ので、この助成はなかったんですが、非常にこ

れは大きな問題だと思います。県内でこのよう

な不均衡がある場合─かつては妊婦健診の14

回受診とかそういうこともあったんですが─

この不均衡というものは、同じ県内に住んでい

ながら、非常に納得がいかないものもありま

す。財源に余裕がある自治体はできて、財源が

乏しい自治体はできないということは、やはり

県政を預かる県庁としては、非常に残念なこと

ではないかなと思います。妊婦健診の場合は、

途中で国が大きくかじを転換して、公費助成と

いうのをやっていただきました。このヒブワク

チンについては、ぜひ県でやっていただきたい

と思いますが、もし県ができない場合、県は各

自治体に対して指導を行うのか。これは市町村

の頑張り次第だから仕方がないと思うのか。部

長、答弁をよろしくお願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 市町村におき

ましては、財政状況や対象者数など、それぞれ

の実情に応じ判断されたものと考えておりま

す。県としましては、ワクチン接種の普及を図

るためには、国において予防接種法に基づく定

期接種に位置づけ、接種費用の無料化を図るこ

とが最も重要と考えますので、その実現に向け

て、今後、国に要望してまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 当然、これは国に財源等をお

願いすることも一つあると思いますけれども、

やはり、県もどれだけやれるのかということも

重要だと思います。ぜひ県も真剣に考えていた

だきまして、親の収入とかそういうものに偏っ

てヒブワクチンが受けられないということがな

いようにしていただきたいと思いますし、来

年、ことしからでしょうか、民主党の子ども手

当がいただければ少なからず改善するかもしれ

ませんけれども、そういうことではなくて、こ

れは、社会全体で子供を助けていこう、守って

いこうという意味では、非常に重要なことだと

思います。すぐに病気になることもありますの

で、ぜひこれは早目に対処していただきたいと

思います。

次に移ります。全国学力テストについて質問

いたします。

今、国におきましても、40％の抽出方式でい

いとか、大きく見直しの議論が高まっておりま

す。まず、過去３年間の結果を踏まえまして、

全国学力テストの県としての評価はどうである

のか、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査につきましては、３年間の取り組みで得ら

れた客観的なデータに基づきながら、全国の状

況と比較し、本県の児童生徒の学力や学習の状

況を十分に把握することができたところであ

り、意義があったと考えております。また、こ

の調査によりまして、本県の児童生徒には活用

する力が十分身についていないということが明

らかになりましたので、その課題解決を図りま

すための具体的な取り組みを進めることができ

るようになったことも、調査の成果であると考

えております。一方で、本来の調査の目的は、

全国的な児童生徒の学力・学習状況等の把握

や、これに基づきます教育指導の改善などで

あったところでありますが、都道府県ごとの順

位、市町村や学校ごとの結果も公表すべきでは

ないかといった公表のあり方などに関心が集中

するという問題もあったととらえております。
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○西村 賢議員 今、教育長御指摘のように、

問題点というのは幾つかあったとは思いますけ

れども、私自身は、この全国学力テストという

ものは、やはり全員でやるべきであると思いま

す。このデータをとることは、国が義務教育を

行う上で最低限やらなくてはいけない問題だと

思いますけれども、やはり全員で受けるという

ことも非常に大事なことではないかなと思いま

す。また、県としても、地域に密着した指導方

法を考える上で、データを集めるということは

重要だと思います。この３年間の結果を踏まえ

まして、地域間の差が顕著に出ているというこ

とも、一部新聞では指摘がありました。この結

果を踏まえまして、県の教育方針に地域ごとの

工夫がなされたのか、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の結果を踏まえまして、各学校や地域のそ

れぞれの課題解決を図りますために、現在さま

ざまな取り組みを進めているところでありま

す。各学校におきましては、活用に関する問題

や記述式の問題の正答率が低いといった調査結

果から明らかになった課題につきまして、改善

計画書を作成し、指導体制や授業等の工夫・改

善に努めております。県教育委員会におきまし

ては、調査結果を活用しながら、教育事務所ご

とに詳細な分析を行いますとともに、それぞれ

の地域の課題に応じた「教員の指導力を高める

授業研究会」を開催するなど、教員の指導のあ

り方について工夫・改善を行ってきているとこ

ろであります。また、来年の１月からは、算数

・数学におきまして、単元ごとの問題をインタ

ーネットで配信し、児童生徒の到達度を確認す

るとともに、教員の授業改善に役立てる新たな

システムを、モデル地域において稼働させるこ

とにいたしております。今後とも、市町村教育

委員会とも連携を図りながら、地域の実態に応

じた対策を講じていきたいと考えております。

以上です。

○西村 賢議員 ありがとうございます。非常

に効率的にデータを利活用されているという話

でありました。今後とも期待したいところであ

ります。

ちょっと時間がなくなってきましたので、最

後に知事にお伺いしたいんですが、今の国の流

れ、そして今の教育長の答弁等を含めまして、

知事自身は全国学力テストについて、現状でい

いのか、この経過を見守るのか、その考えはど

うかを伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） これまでの３年間の

学力調査については、ある一定の成果があった

のではないかと認識しております。今、現政権

におかれましては40％ぐらいの抽出、この前の

仕分けでは、それ以下を目指してくれというよ

うな御指摘もあったようでありますが、いずれ

にしろ、国の動向を見ていかなければいけない

なと思っております。ただ、私は個人的には、

この学力調査に、社会力とか人間力、生きる力

といいますか、公共の精神とか道徳観、社会

性、倫理観とか、そういったものを学力だけ

じゃなくて入れる、そういう基準というのも新

たに設けていただきたいというのは、自分とし

ては希望を持っているところであります。

○西村 賢議員 そういう気持ちがあれば、ぜ

ひ知事も積極的に国に訴えていただきたいと思

います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○中村幸一議長 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。通告に従って、
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順次一般質問を行います。

きょうから12月、早くも師走、年の瀬を迎え

ました。景気低迷の中、デフレ宣言が行われ、

経済や国民の暮らしはどうなるのか、先の見え

ない不安が広がっています。昨年末には、世界

同時不況という状況の中で、大企業などによる

非正規労働者の雇いどめなどで、仕事も住むと

ころも奪われた労働者があふれ、首都東京に年

越し派遣村ができるなど、世界に類を見ない深

刻な事態が生まれ、社会的な問題になりまし

た。しかし、その後、事態は改善されたとは言

いがたい状況で今日に至っています。県内でも

この年末、仕事が見つからず、家族を抱えて年

が越せるだろうかと労働者がハローワークにあ

ふれ、中小業者も資金繰りができるかどうかと

深刻な事態が広がっています。こうした県民の

苦難を行政がしっかり受けとめ、どう解決して

いくか、その役割が大きく問われ、かつ求めら

れています。そこで、県内の雇用や就業、失業

の状況及びその対策などについて、まず、県内

の来春卒業予定の高校生、大学生の就職の内定

状況と対策について、商工観光労働部長にお伺

いをし、後は質問者席から続けさせていただき

ます。（拍手）〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

県内の大学及び高等学校卒業予定者の内定状

況と対策についてでございます。まず、平成22

年３月大学卒業予定者の10月末現在の就職内定

率は、40.3％と前年同期比5.2ポイントの減と

なっております。次に、同じく平成22年３月高

等学校卒業予定者の就職内定率は、県内が43.2

％で前年同期比12.0ポイント減、県外が69.2％

で前年同期比11.1ポイント減、合計では54.4％

で前年同期比12.3ポイント減となっておりま

す。このように、例年になく厳しい就職環境に

ありますことから、これまでに宮崎労働局や教

育委員会と共同での県内経済団体等への求人要

請や、緊急人材育成支援事業における高等学校

未就職卒業者の積極的な適用を国等へ要望した

ところでございます。今後とも、国や教育委員

会等と連携を図りながら、就職相談会の開催や

「ヤングＪＯＢサポートみやざき」における就

労相談などを通じ、大学及び高等学校卒業予定

者に対する就労支援に、より一層努めてまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 今、御報告もありました

が、非常に深刻な事態だと思います。夢や希望

を抱いて卒業を迎えた高校生や大学生が社会へ

踏み出す第一歩から失業という状況では、若者

の能力が発揮できない、本当に大きな損失であ

り、深刻な事態だというふうに私は思います。

今、御答弁ありましたように、学校や企業との

連携も密に取り組んでいただきながら、手だて

を講じる必要があると思います。最大の努力を

図っていただきたい、このことを強く要望した

いと思います。

また、雇用をつくる、このことが非常に今求

められておりますけれども、この雇用をつくる

という点では、昨年来、ふるさと雇用再生特別

基金事業など、緊急雇用の対策が取り組まれて

きました。これまでどれほどの雇用をつくり出

したのか、十分効果が上がったのか、その成果

をお聞かせいただきたいと思います。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） 県では、

昨年12月の経済・雇用緊急対策本部の設置以

来、全庁一体となりまして、相談体制の強化や

公共事業等の実施による雇用の創出等に取り組
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んできたところでございます。特に今年度か

ら、ふるさと雇用再生特別基金事業等を市町村

と連携して実施しているところでございまし

て、今年度につきましては、既に1,619人の雇用

が実現し、最終的には1,640人の雇用を見込んで

いるところでございます。しかしながら、県内

の雇用情勢は依然として厳しい状況にあります

ので、今後とも、国の経済対策等も最大限活用

しながら、県民生活を支える雇用の確保に努め

てまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 雇用創出事業に取り組まれ

てきましたけれども、やはり期限つきで非常に

短期間の就労ということで、新たな再就職につ

ながる、そういう方向でこの取り組みも進めて

いただきたいということも強く要望したいと思

います。

それから、引き続き、新たな雇用をつくるこ

とが非常に今求められておりまして、私は、と

りわけ公共事業の役割が大きく作用するという

ふうに思っております。暮らしに身近な公共事

業を県の立場からもつくっていくことが大いに

必要かというふうに思いますけれども、県土整

備部長の御答弁を求めます。

○県土整備部長（山田康夫君） 県土整備部で

は、県民の安全で安心な暮らしを確保し、経済

・交流を支える基盤、快適で人にやさしい生活

空間となる県土づくりを目指して公共事業を進

めております。また、経済・雇用緊急対策にお

きましては、産業振興・雇用創出につながる公

共事業としまして、防災対策や中山間地域にお

ける生活環境の改善など、県民生活に直結する

事業を実施してまいりました。さらに、公共事

業の前倒しや入札手続きの短縮等による早期発

注など、本県における需要を喚起しますととも

に、地域企業への配慮及び雇用の創出を図る対

策を進めているところであります。今後とも、

厳しい財政状況の中ではありますが、必要な予

算を確保する観点から、コスト縮減対策等にも

取り組むなど、限られた財源を有効に活用しま

して、県民生活に直結する道路や河川などの計

画的・効率的な整備を進めてまいりたいと存じ

ます。

○前屋敷恵美議員 ぜひとも、地元の企業の方

々が受注できるような、雇用に結びつくような

仕事起こしを、今後とも強力に進めていただき

たいというふうに思います。

次に、失業対策について伺いたいと思いま

す。有効求人倍率が依然１倍を下回る、若干上

向きになったとはいえ、まだ１倍を下回る極め

て厳しい状況が続いております。今、一度仕事

を失うと、なかなか再就職は容易ではない。こ

のことが今、深刻な状況ですから、新たな失業

者を出さないという手だてが、とりわけ重要に

なっているというふうに思います。しかし、残

念ながら企業は今、いとも簡単に労働者の首切

りをする。とりわけ非正規労働者の解雇・雇い

どめの実態は、全国的にも深刻な状況です。厚

労省が先日発表した解雇・雇いどめの状況は、

昨年10月からことしの12月までに24万7,000人に

及んでいるということを、調査の上、発表され

ました。そして、その失職者のうち４割以上が

中途解雇という状況で、違法が横行しているこ

とがこれでも示されたと思います。また、失職

者のうち半数が職を失ったままで年末に向かお

うとしている、ここには早急な対策が今必要に

なっております。県内でもこうした状況は多々

見られ、３年以上の派遣労働者を直接雇用しな

いなどという違法な派遣切りの実態があって、

私どものほうにも相談が寄せられているところ

ですが、県はどれほどこうした労働者の置かれ
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ている実態を把握しているのか。私は早急な是

正が必要だと思いますが、現状をお聞かせいた

だきたいと思います。商工観光労働部長、いか

がですか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県では、

昨年末からの派遣労働者等の問題や厳しい雇用

情勢を受けまして、誘致企業に対するフォロー

アップの強化による情報収集、あるいは雇用推

進員による企業訪問の実施などをやって労働状

況の情報収集を行うとともに、県内４カ所に設

置します中小企業労働相談所に労働施策アドバ

イザーを設置しまして、専門的な労働相談に応

じる体制の整備を図っております。また、企業

に対しましては、労働セミナーの開催や広報誌

等を通じまして、労働関係法令の周知あるいは

法令遵守に関する啓発に努めますとともに、雇

用調整助成金など雇用維持のための制度等の活

用促進などを図っているところでございます。

今後とも、企業に対しまして、雇用の確保や労

働関係法令の遵守等について要請を行いますと

ともに、指導監督権限を持つ労働基準監督署な

ど関係機関と連携を図りながら、県民が安心し

て働ける労働環境の整備に努めてまいりたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 フォローアップなどで企業

との接点は持たれているというふうに、今お伺

いをしたところですけれども、実際、違法な派

遣切りなどで職を奪われ、家庭の暮らしがまま

ならない、そういう状況を私どもつぶさに見て

いるところです。一つ事例を挙げますと、県の

誘致企業で同じ仕事を５年間、派遣労働者とし

て続けながら、この５年の間に派遣や請負とい

う雇用の形態に切りかえられながら、５年間同

じ職種を続ける。そして、その後、直接雇用し

ないまま解雇に至るということで、この方は子

供さんを４人抱えた世帯でしたけれども、やは

り、こういう実態を相談することも必要ですけ

れども、そういう実態も労働局と協力しなが

ら、つかみながら、実際こうした企業へ出向い

て労働指導をすると。やはり、現行の法令を守

らせるということが今、何よりも大事だという

ふうに思っています。本来、改悪された労働法

制をもとに戻すということで、製造部門にまで

派遣労働を認めるということをもとに戻してい

く、そういう規制をちゃんとかけていくことが

必要ですけれども、そこに至らないまでは、ま

ず現行法をしっかり守らせる、このことが私は

行政としての役割であろうかというふうに思っ

ているところです。

国会でもこの問題は我が党で取り上げまし

て、仁比参議院議員が、直接雇用を拒否してい

る企業に雇用破壊をやめさせる指導を要求いた

しました。鳩山首相は、「企業名の公表も含め

て、厳正に指導を実施する必要がある。違反の

事例が続かないように積極的に動きたい」と答

弁をされております。今、こういう姿勢が行政

に非常に求められており、本当に県民の暮らし

そのものを、どう今の不況の厳しい雇用状況の

中で守っていくのか、行政に問われているとい

うふうに私は思います。知事もこうした立場に

立つことが必要だというふう思いますが、企業

への指導を強める、このことも含めて御答弁い

ただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほど来、商工観光

労働部長等が答弁しているとおり、新規学卒者

の就職状況は、就職氷河期あるいはロストジェ

ネレーションと言われているわけでございま

す。非常に厳しい状況かと思っています。ま

た、議員御指摘のように、雇いどめ、派遣切り

等の雇用状況も、非常に厳しいと認識をしてい
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るところであります。昨年12月に経済・雇用緊

急対策本部会議を開催しまして、全庁挙げて雇

用対策に取り組むと。また、来年度の重要施策

の中にも１番目に就業支援、雇用対策というも

のを掲げさせていただいておりますので、これ

に対しては県も取り組んでいく覚悟でございま

す。また、国など関係機関とも十分に連携を図

りながら、労働関係法令の周知や法令遵守に関

する啓発等にも積極的に努めてまいりたいと

思っております。

○前屋敷恵美議員 ぜひそうした立場で、県民

の暮らしそのものを守る、そのことに努めてい

ただきたいというふうに思います。

それから、今、再就職が決まらないまま毎

月15万人ずつ失業給付が打ち切られ、年末まで

に100万人に達するというふうな政府の調査発表

がなされております。宮崎県でも相当の方が失

業給付が切られるのではないかと予想されます

けれども、こうした状況は把握をされておられ

るでしょうか。商工観光労働部長、いかがです

か。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 雇用保険

の失業等給付につきましては、失業者が再就職

を果たすまでの一定期間の生活の安定を図る、

重要なセーフティネットであると考えておりま

す。昨年秋以降の大変厳しい経済状況にかんが

みまして、本年３月に雇用保険の適用基準や受

給資格要件の緩和がなされており、また、給付

日数の延長等の制度改正が行われたところでご

ざいます。今後、適用基準などのさらなる拡

大、あるいは受給満了者等の生活・就労支援策

の拡大につきまして、現在、全国知事会等を通

じ、国へ要望しているところでございますの

で、我々としましても、国等の動向をしっかり

見守っていきたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 今、部長が答弁されました

ように、全国延長給付というのが、この失業給

付を延長することが閣議決定でできるというこ

とを言われておりまして、この基準を閣議で決

定すれば、現行でもすべての受給資格者を対象

に、最大90日間この支給が延長できるというこ

とになっているそうです。ですから、この実現

を図れるように、地方、県からも国に強い要望

をしていただいて、ぜひ実現させていただきた

いというふうに思うところです。

それから、現時点でぜひ県に行っていただき

たい、周知徹底を図っていただきたいことがあ

ります。それは生活福祉資金の活用です。こ

の10月に改正され、生活支援の見直しが行われ

まして、生活福祉資金貸付制度が非常に使いや

すくなりました。この問題は、６月議会でも

私、取り上げたところだったんですけれども、

特に今、失業給付が打ち切られた方など、収入

のなくなった方々にこの制度をぜひ活用できる

ように、周知徹底を図っていただきたいという

ことです。改正されたばかりですので、まだな

かなか活用がありませんが、先日、私どもがお

受けした相談者の方が、この適用がありまして

─派遣切りに遭った御夫婦だったんですけれ

ども、求職中に失業給付が切れるということで

御相談をいただきました。これは、貸付期間が

１年、保証人がいれば無利子で１年間貸し付け

が受けられ、毎月15万から20万円ずつ、そして

保証人がいなければ利息は1.5％ということ

で、20年で償還をすればいいというような中身

ですから、今の収入がなくなった生活を支える

ことができるというふうに思いますので、ぜひ

商工観光労働部のほうでも、または福祉の部門

からでも、積極的な活用を図っていただくよう

に要求しておきたいというふうに思います。
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次に参ります。次は、今の質問の流れに沿っ

てですが、生活困窮者への支援について伺いた

いと思います。

この問題も、６月議会でも質問させていただ

いたところですが、昨年来の急激な雇用悪化

で、なかなか仕事が見つからない、また住む家

も奪われたという方々がふえており、こうした

方々からも、私どもは相談をいただいていま

す。そして今、相対的貧困率というのが出され

ておりますが、日本は15.7％、これは７人に１

人が貧困状態にあるということを意味しており

ます。世界で４番目というのが日本の置かれた

状況で、本当に大変な事態だというふうに思い

ます。この県内にも、こういう方々は本当にた

くさんいらっしゃると思うんです。ですから、

年末年始に向けて、こうした方々が駆け込める

相談窓口をぜひ各自治体に開設できるように、

そして住居や生活保護、また無保険の世帯─

特に今、新型インフルエンザの対応などが深刻

な状況ですが─こうした方々への対応をする

ことがその窓口でできるように、ぜひ県からも

各自治体への指導、援助、働きかけを徹底して

いただきたいというふうに思いますが、福祉保

健部長の御答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 生活保護に関

する相談など、生活困窮者に対する年末年始の

相談対応につきましては、市町村役場、福祉事

務所に問い合わせ等があった場合、関係担当職

員へ連絡する体制ができており、十分に対応で

きる状況であると考えておりますが、国の緊急

雇用対策や県内の今後の相談状況等を踏まえ、

必要に応じた対策を講じてまいりたいと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 一定のそういう体制はとら

れておられるようですけれども、この年末年始

にぜひ対応ができるような、そういう体制を

とっていただきたいというふうに思います。

それから、もう一つはホームレス対策なんで

すけれども、厚労省の3.18という通達に基づく

ものですが、一時宿泊所（シェルター）の設置

がどうしても必要だと私は思います。そして、

その前提として、自治体とも協力をしてホーム

レスの人々の状況をつぶさにつかんでいく、こ

のことが必要かというふうに思います。県にも

一定のシェルターの設置があるというふうに聞

いているところですけれども、今の活用状況を

お聞かせいただきたい。また、市内では、ボラ

ンティアで立ち上げた「景気悪化から県民生活

を守るネットワーク」というのがありまして、

私もこの活動に参加をしておりまして、毎月、

この４月から６回、暮らしを守る相談会を開い

てきました。ここでは、本当に毎日食べること

もままならないというような方々も含めて、病

院にかかれない、また水道、ガスをとめられた

というような方々の、本当に深刻な相談を受け

てまいりました。そして、毎回、食事の提供も

行いながら、こうした相談活動を続けてきたん

ですけれども、ほかのボランティアの方との協

力で、今、大塚のほうにこのシェルターなるも

の、民間での宿泊所の設置をしております。こ

こは、常に７名から８名ぐらいの方々が寝泊ま

りをするというところで、食料も含めて多くの

方々からの提供もいただきながら運営を続けて

おり、生活保護の申請であるとか、また新たな

就職活動とかを行っているんですけれども、こ

ういったところに行政からの支援は全く今行き

届いていないという状況であります。ですか

ら、行政的にもこういう施設をしっかりと確保

していくことが今、何よりも求められているの

ではないかというふうに思っております。この
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シェルターについては、県はもとより各自治体

でもきっちり取り組まなくてはならない課題で

すけれども、今の現状などを示していただきた

いと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） ホームレスの

実態につきましては、ことし１月に行った調査

では31名となっております。また、来年１月

に、国の全国調査が実施されることとなってお

ります。一時宿泊所につきましては、県の社会

福祉事業団が運営します新富町の救護施設「清

風園」に緊急一時保護施設がありまして、ま

た、宮崎市内には、民間が運営している無料低

額宿泊所が１カ所あります。県としましては、

ホームレスの実態を踏まえ、市町村と連携を図

りながら、必要な対策を講じてまいりたいと考

えております。

○前屋敷恵美議員 この年末年始、ホームレス

の方々が外で過ごすことのないような、そうい

う対策をぜひ図っていただきたい、このように

思います。

それから次に、子供の貧困の解消についてで

す。今、18歳までの子供への短期保険証の発行

の取り組みに向けて、国もその実態調査を行っ

ております。既に県のほうの調査も済まれて、

どういう状況であるか─18歳までの子供たち

の無保険の数が出たんじゃないかというふうに

思いますが、18歳までの子供たちへの保険証は

無条件に発行をする、国もその方向ですので、

県としても、その取り組みをぜひ強めていただ

きたいというふうに思います。その実態、まず

そこをお願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 資格証明書を

交付されている世帯の子供につきましては、国

民健康保険法の改正により、本年４月から、中

学生以下の子供には、有効期間が６カ月の短期

被保険者証を交付することとなったところであ

ります。国におきましては、対象世帯における

高校生の数も含め、資格証明書の交付状況につ

いて、先月、全国一斉調査を行ったところであ

りますので、今後の国の動きを注視してまいり

たいと考えております。なお、今お話のありま

した調査でございますけれども、９月の状況に

つきまして、11月に全国一斉調査として行われ

ました。その結果でありますが、市町村国保の

世帯数が20万2,027世帯ございますけれども、そ

の中で、資格証明書交付世帯が3,038世帯ありま

す。その中で、中学生以下の子供の数は306名、

高校生等の数は107名という結果が出ておりま

す。以上でございます。

○前屋敷恵美議員 この18歳の対応について

は、これまで義務教育終了後は就労する可能性

があるからということで外された向きがござい

ます。しかし、今、ほとんどが高校進学をして

いるわけですから、こういう基準というのは、

まさに全く的外れといいますか、当たらない基

準でありますので、18歳までの子供たちへの無

条件の保険証の交付、ぜひ実現を図っていただ

きたいというふうに思います。

それから、高校授業料が未納なために中途退

学というニュースを聞きます。非常に胸の痛む

思いですけれども、県内の状況はどうか、教育

長、そして私学については県民政策部長、お答

えいただきます。

○県民政策部長（高山幹男君） 授業料の未納

によって中途退学という─今、手元に数値を

持っておりませんけれども、授業料滞納者とい

うのが、平成21年３月末時点で289人となってお

ります。これは私立学校ですけれども、授業料

を納付しなければならない生徒が9,487名おりま

すから、その3.0％となっております。また、県
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におきましては、生活困窮世帯の生徒の学費負

担の軽減を図りますために、学校法人が、生活

保護受給世帯でありますとか市町村民税の非課

税・均等割のみの課税世帯、あるいは家計急変

世帯等に対しまして授業料を減免する場合に補

助を行っております。この授業料減免補助の対

象者は、平成20年度の実績で521名でありまし

て、生徒総数１万307人のうち５％となっており

ます。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校におけ

る平成20年度分の授業料の滞納者数は、本年５

月末の出納閉鎖時点で26名でありまして、これ

は対象生徒総数の0.1％となっております。ま

た、生活困窮世帯に対する対策について言及い

たしますと、県立高等学校授業料減免制度によ

り授業料の免除を行っているところであります

が、平成20年度の場合、その対象者数は2,692名

で、生徒総数の10.8％となっております。さら

に、県立及び私立高等学校の生徒双方を対象と

します県育英資金において設けております緊急

採用制度によりまして、保護者の失職や倒産等

により家計困難となった世帯の生徒に対しまし

ては、随時、修学のための資金の貸し付けを

行っているところであります。以上です。

○前屋敷恵美議員 教育費の負担というのは授

業料だけではありませんので、少なくとも授業

料の滞納を理由に退学を余儀なくされるという

事態が今後起こらないように、ぜひ、子供たち

に心を寄せた指導といいますか、見守りといい

ますか、そういう援助をお願いしたいというふ

うに思います。

最後に、生活に困窮をきわめる県民の支援に

おける行政の果たす役割について、知事にお伺

いをしたいと思いますが、よろしくお願いしま

す。

○知事（東国原英夫君） 先ほど来、担当部長

あるいは教育長からの答弁があったように、生

活困窮者に対して、我々はどういう手を差し伸

べることができるのか、そういったものをきち

んときめ細かく検討していきたい、そしてまた

対応していきたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 それでは続いて、子育て支

援についてお伺いをしたいと思います。

まず最初は、妊婦健診についてです。現在、

この妊婦健診は公費負担によって事業が行われ

ておりまして、健診を受けずに医療機関に駆け

込む、いわゆる飛び込み出産をなくすという点

でも、非常に安心して出産ができる状態を整え

ることができるというふうに思っております。

そして、この４月からすべての市町村で、国が

望ましいとした14回の受診回数に拡充されまし

た。しかし、問題は、自治体によって助成する

額が異なるということです。１人当たり６万円

から９万円と格差がありまして、最大で３

万3,740円という差があることです。確かに、自

治体では出生数や財政規模などの違いなど課題

はあると思いますけれども、命を生み出すとい

うことに対して、同じお産をするのに県民の間

にこうした格差を生じさせないことが必要かと

いうふうに思います。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（高橋 博君） 妊婦健診の１

人当たりの公費負担額につきましては、市町村

間で差はありますが、県内全市町村において

は、望ましいと言われている14回の健診すべて

に公費負担がなされております。各市町村にお

いては、妊婦の経済的負担ができるだけ軽減さ

れるよう、財政状況等も踏まえ、公費負担の拡

充を図られたものと考えております。今後と

も、妊婦の経済的負担に格差が生じないよう、
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市町村に助言してまいりたいと考えておりま

す。また、県としましては、安心して妊娠・出

産できる体制が確保できるよう、平成23年度以

降の継続的な財政支援について、「みやざきの

提案・要望」を初め、さまざまな機会を通じて

国に要望しているところであります。

○前屋敷恵美議員 この自治体間での格差を解

消するには、やはり県のイニシアチブも非常に

大事だというふうに思いますので、状況もしっ

かりと掌握していただきながら、格差是正に努

めていただきたいというふうに思います。

それから、もう一つの課題が、今、部長が言

われました、国の財政措置が2010年までの２年

間の時限措置だという点です。わずか２年で少

子化が解消されるはずがありませんから、ぜひ

県からも、事業の継続について積極的に要望を

上げて、実現を図っていただきたいというふう

に思います。ぜひよろしくお願いいたします。

私は、この子育て支援の原点とも言える妊婦健

診の事業を２年で打ち切るような、国の無責任

さはあってはならないというふうに思っている

ところです。しかし、国が事業の継続をはっき

りさせるまでは、やはり県の助成策もぜひとも

必要な課題じゃないかというふうに思います

し、先が余りありませんから、その体制をつく

るという点でも、財政措置も県にしっかりと考

えていただきたい、このように思っているとこ

ろです。子育て支援に極力関心を示しておられ

ます知事に、御見解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 確かに私は、子育て

支援等を重要施策の中にいつも入れさせていた

だいているところでございますが、何せ議員御

指摘のように財政負担を伴いますので、まずは

平成23年度以降の国の継続的な財政支援という

ものを強く訴えていきたいと思っております。

○前屋敷恵美議員 国への要望とあわせて、や

はり県の果たす責任ということも加味していた

だいて、進めていただきたいというふうに思い

ます。

次は、ヒブワクチンの接種への助成について

質問をしたいと思います。先ほど西村議員のほ

うからも、ヒブワクチン接種への助成について

質問がなされたところです。多くの方々が今、

ヒブワクチンの予防接種について関心を持たれ

ていることは、私は非常にいいことだというふ

うに思います。まず、これも子育て支援の大き

な課題の一つになっておりますので、ぜひ予防

接種の助成実現を図っていただきたいというふ

うに思います。

この細菌性髄膜炎というのは、先ほど西村議

員のほうからも、どういう病気かということの

御説明がありましたので、そこには触れません

けれども、諸外国では10年以上も前からヒブワ

クチンの定期接種が行われておりまして、この

病気は100分の１程度に激減しているそうであり

ます。ＷＨＯ（世界保健機関）でも、乳児への

定期接種を推奨する声明を出しておりますけれ

ども、日本では大変立ちおくれておりまして、

定期接種には至っておりません。ですから、ぜ

ひ国の定期接種─御答弁が先ほどありました

けれども、積極的に国にも要望を上げていく。

それと同時に、個人負担だけにならないよう

に、自治体としての─２市４町で今助成が行

われておりますが、やはり全自治体にこれを広

げていくという点では、県の助成をするという

この役割を欠かすことはできませんので、ぜひ

その方向で積極的に進めていただきたい。もう

一度、御答弁いただきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） ヒブワクチン

は、小児の細菌性髄膜炎に有効なワクチンであ
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りますので、接種費用に対し県が助成するとい

うより、国の責任において、予防接種法に基づ

く定期接種に位置づけ、接種費用の無料化を図

ることが最も重要と考えますので、今後、機会

あるごとに定期接種化の早期実現へ向けて、国

に要望してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、これも国への要望と

同時に、県の責任も果たしていただきたいとい

うふうに思います。

次に、重度心身障がい者の医療費負担の軽減

について伺いたいと思います。

現在、重度心身障がい者の入院については、

現物給付となっておりますけれども、通院につ

いては、依然として償還払いということになっ

ております。通院も現物給付にしてほしいとの

要望が強く寄せられております。このことは、

直接県にも声が届いているんじゃないかという

ふうに思います。障がいを抱えて困難な生活を

余儀なくされておられる方が、改めて申請の手

続をしなければならないという煩雑さ、本当に

私は、十分にその御苦労が理解できるもので

す。その解消は当然だというふうに考えます

が、福祉保健部長の見解を求めたいと思いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 重度障がい者

・児医療費公費負担事業は、障がいのある方の

健康と福祉の向上を図る上で、大変重要な事業

であると認識しております。この事業について

は、県と市町村が２分の１ずつ負担しておりま

すが、高齢化の進展や医療技術の進歩等に伴

い、最近は事業費が大幅に伸びております。対

象者の拡大や給付方法の変更は、新たな財政負

担を生じることから、現在の厳しい財政状況の

もとでは、当面は制度の安定的な運営に努めて

いく必要があると考えております。

○前屋敷恵美議員 やはり制度というのは、そ

の制度を利用する方々の立場に立って運営をし

ていくべきだというふうに思います。財政問題

は確かに伴いますけれども、制度は、改善を

図って使いやすくしてこそ制度そのものが生き

るというふうに私は思います。通院の現物給付

というのは、全国的には圧倒的な状況になって

いるんです。九州は非常に立ちおくれておりま

して、福岡と、入院は宮崎だけという状況で、

この九州の中からだけ見るんじゃなくて、全国

的に視野を広げて、やはり障がいを持たれる方

々の立場に立った制度運用というものを、ぜひ

検討していただきたい。改めて検討いただくこ

とを強く求めたいというふうに思います。

それからもう一つ、医療費助成の対象につい

てなんですけれども、障がい等級３級までに拡

大をすることができないかということです。私

は、ぜひその実現に向けて努力していただきた

いと思うんですが、心臓疾患や肺気腫といった

内部障がいを持っておられる方に、等級の２級

というのがないんです。なぜないのか、ちょっ

とわからないんですけれども、よほどの重症で

ない限りは３級扱いで、この３級には医療費の

助成がありません。特に高齢になると、障がい

を抱えて働くこともままならず、経済的には大

変厳しい状況に置かれています。せめて医療費

助成の対象を３級まで広げてほしいというこの

切実な思いを、本当に私は理解することができ

ます。そういう点で、３級までに拡大すること

ができないか、部長の御見解を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） この対象の拡

大につきましても、先ほど申し上げたことの繰

り返しになりますけれども、新たな財政負担を

生じますことから、現在の厳しい財政状況のも

とでは、当面は制度の安定的な運営に努めてい
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く必要があると考えております。

○前屋敷恵美議員 この事業そのものは、私は

国がやってしかるべき事業だというふうに思っ

ています。ですから、乳幼児医療費の助成もそ

うなんですけれども、国が責任を持って障がい

を抱える方々の暮らしをしっかり健康とともに

守っていくという点では、国に強く県からも要

求をする、求めていただくと同時に、やはり県

としての助成拡大は必要だというふうに私は

思っています。改めて御検討いただきたいと思

いますし、知事としての御見解はいかがか、お

伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 重度障がい者・児医

療費公費負担事業というのは、大変重要な事業

と認識しております。しかしながら、県の財政

負担が毎年数千万円から１億円の自然増でござ

いまして、現在の厳しい財政状況を勘案する

と、非常に厳しいかなと思っております。ちな

みに、身体障害者手帳３級まで対象者を拡大し

た場合、約３億7,600万円の負担になります。外

来を現物給付化した場合、約5,400万円の増とい

うことで、合わせて約４億3,000万円ということ

になります。外来の現物給付化だけはどうにか

ならないのかということを相談したんですが、

ここに国保連の手数料2,600万というのが入るん

ですね、5,400万の中の。この国保連の手数料が

どうにかならんのかというので、今検討をして

いるところであります。やるとは言っていませ

んが、手数料等が何とかならないのかというこ

とを申し上げているところでございます。ま

た、本当に財政的に厳しい状況を踏まえます

と、議員御指摘のように、ヒブワクチン、妊婦

健診、そして生活困窮者とか、そういったもの

をやると非常に財政負担が重たくなる。生活困

窮者というのは、自治体自体が困窮者でござい

まして、非常に厳しい財政運営を強いられてい

るので、本当にすべて対応させていただきたい

んですけれども、非常に厳しい状況だというこ

とを御理解いただければと思っております。

○前屋敷恵美議員 地方交付税の削減などで本

当に自治体の財政が厳しいということは、私も

十二分に理解をしているつもりです。しかし、

やはり自治体の果たす役割というのをしっかり

ここで責任を持って果たしていかないと、そこ

に暮らす県民の暮らし、命と健康を守ることは

できないというふうに思いますので、ぜひ知恵

も働かせていただきながら─財政捻出をする

ために私どもも努力をしたいと思いますけれど

も─前向きに進めていただくように、よろし

くお願いしたいというふうに思います。

次に、県立病院の今後の運営についてお伺い

をしたいと思います。

県立の３病院のそれぞれの実態に合った経営

形態を探るとして県立病院経営検討委員会が設

置され、これまで検討が重ねられてきました。

そして、検討委員会は、延岡、宮崎、日南の３

県立病院とも、現状の県営での継続を選択する

最終確認がなされたというふうに伺っていま

す。この結果をどのように評価し受けとめてい

るのか、病院局長の見解を伺いたいと思いま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） ただいまの議員

御指摘のとおり、各県立病院ごとにそれぞれの

状況を個別に検討するために設置いたしました

分科会では、いずれの分科会も現行の地方公営

企業法の全部適用という形態が望ましいという

結論が出されまして、先日の経営形態検討委員

会に報告されたところでございます。今後は検

討委員会で、この報告について、本県医療の確

保・向上という全県的な視点から総合的な検討
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が行われ、年内にその結果を病院局に御報告い

ただくこととしております。病院局といたしま

しては、検討委員会からいただいた報告を踏ま

えて、病院局としての検討案を作成した上でパ

ブリックコメント等を行い、平成22年３月まで

にふさわしい経営形態を選択してまいりたい

と、このように考えております。

○前屋敷恵美議員 特に延岡病院などは、住民

にとって頼るべき最後のとりでであり、救急医

療や高度医療といった不採算部門の切り捨てに

つながりかねない指定管理者や民営化は選択で

きないということで、公的医療機関の役割と必

要性が語られております。各県立病院は、地域

の医療や高度医療の中核を担う病院としてその

果たす役割は大変大きく、地域になくてはなら

ない医療機関として、県民の命と健康を支えて

いるというふうに思います。県が責任を持って

地域医療を担うことの重要性を改めて浮き彫り

にしたものだというふうに私は思いますが、知

事の受けとめ方と見解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 現在、県立病院経営

形態検討委員会において検討が行われておりま

して、この結果を踏まえて、病院局としての検

討案が取りまとめられ、私に報告されることと

なっておりますので、今後、病院開設者とし

て、こうした経緯等も十分考慮しながら、判断

をしてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 この医療の問題は、今、医

師の確保も含めて大変深刻な状況です。県内

も、また全国的にも医師の問題、また看護師の

問題は深刻な状況ですけれども、この問題も解

消しつつ、やはり県民の命と健康を守るという

立場から、県立病院としての役割を十分に発揮

していただきたい。ぜひ私は、検討委員会のこ

の結果を県民の声として重く受けとめて、県立

病院での経営の維持が図られるように、強く要

望したいというふうに思っております。

きょうの質問は、特に財政を伴う県民の福祉

を中心に質問をしてまいりましたけれども、や

はりこの厳しい経済情勢の中で、年末そして年

始を迎えて、本当に県民のこうした苦難に心を

寄せていくのが地方自治体本来の役割であると

いうことを改めて認識もしていただいて、県民

の立場に立った、心に寄り添った行政を全うし

ていただくように要望いたしまして、質問を終

わります。（拍手）

○中村幸一議長 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47分休憩

午後１時０分開議

○萩原耕三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 「国を有

（たも）ち家を有つ者は、寡（すく）なきを患

（うれ）えずして均（ひと）しからざるを患

え、貧しきを患えずして安からざるを患う」、

これは論語の一節でございます。私は20年間、

政治信条としてまいりました。「収入が少ない

ことを心配するんじゃなくて、不平等があるこ

とを心配しなさい。そしてまた、貧しいことを

心配するのではなくて、安心して暮らせないこ

とを心配しなさい」という内容でございます。

新しい連立政権には、このことをひとつ望みた

いなという思いでございます。

私たち社民党県議団は、先月、11月19日と20

日にかけまして、椎葉村などの入郷地区の国保

直診病院長さん、町村長さんに直接お会いし



- 86 -

平成21年12月１日(火)

て、過疎化、高齢化が進む中山間地域における

医療の問題点や課題についてお聞きし、その医

療にかける思いに、私は強い感銘を受けたので

あります。「医療の存在が町や村の存続にとっ

ていかに大事であるか」「救急患者は絶対断り

ません」との、患者や住民にとっては大変力強

い決意をお聞きすることができました。椎葉村

では定着医１名と自治医大卒県派遣医師２名の

計３名、西郷村では定着医２名と自治医大卒県

派遣医師２名の計４名、南郷診療所では派遣医

師１名により１次医療をしっかりと守っておら

れました。各病院長は、「１次医療を守るため

にも、県立延岡病院などの２次・３次医療体制

を確立してほしい」、また、「宮崎大学寄附講

座の設置や休職女医の現場復帰などを内容とす

る宮崎県地域医療再生計画に本当に期待してい

ます」と話しておられました。もしかすると、

都市部の住民よりももっと充実した医療が展開

されているのではないだろうかと驚き、彼らの

これまでの努力と熱意に感動を覚えたのでござ

います。しかし一方、諸塚村ではことし３月に

県派遣医師がストップし、村単独雇用による２

名の医師により懸命の努力が続けられているな

ど、さまざまな実態もお聞きすることができま

した。

以下、一昨年からの県立延岡病院などの調査

や、市町村長、各地区医師会との意見交換、県

下各地域での医療シンポジウムなどを踏まえ、

地域医療の再生について順次伺ってまいりま

す。

第１に、日本の医療水準と現状認識について

でございます。先日、厚生労働省から、小児

科、産婦人科を標榜する病院などが減少してい

ることが発表されました。救急医療やコンビニ

受診などによる過重労働のため、医師が病院か

ら消える立ち去り型サボタージュが社会的問題

となる中で、平成16年からの新医師臨床研修制

度の導入が引き金となり、とりわけ公立病院の

医師不足が激しい勢いで表面化しています。日

本の医師数は1,000人当たり２人、ＯＥＣＤ30カ

国中27位、国民医療費は33兆4,400億円、ＧＤＰ

比8.2％で21位となっています。特に国民医療費

をＧ７諸国と比較しますと、日本はＧＤＰ比8.2

％と最も低くなっています。国民皆保険制度に

より、３割の負担はあるものの、保険証１枚で

どこでも受診できるこのシステムは、世界に誇

れるものと言えます。公立病院や民間病院の経

営を支えるのは診療報酬であります。診療報酬

は、社会保険診療報酬支払基金から医療機関に

払われる報酬でありまして、全国一律でござい

ます。2002年度以降、計４回にわたって実質引

き下げられてきました。特に、2006年度の改正

で実質3.16％引き下げられたことが大きく、医

療費に換算して年１兆円に相当すると言われ、

病院財政を直撃しました。医師不足などの諸課

題を解決するためには、国民医療費をＯＥＣＤ

並みに総額を引き上げることが重要ではないか

と思いますが、知事は日本の医療水準と医療シ

ステムをどのように評価しておられるのか、お

尋ねをいたします。

以下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。

御質問にありましたように、我が国はＯＥＣ

Ｄ加盟国と比較して少ない医師数となってお

り、その中で質の高い医療が提供されてきたと

ころでありますが、近年、高齢化の進展や医療

技術の高度化等を背景として、医療需要の拡大

に伴う医師不足が生じており、医療体制が危機
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的な状況にあると認識しております。県として

は、医療対策を重点施策に位置づけ、地域医療

の確保に向けたさまざまな取り組みを実施して

いるところでありますが、現在の医師不足を解

決するためには、医師総数の拡大に加え、地域

的な医師の偏在の是正や診療科ごとの必要な医

師の確保など、制度の抜本的な見直しが不可欠

であり、国に対し強く要望しているところであ

ります。現在、国におかれましては、新政権の

マニフェストで、医師数を1.5倍にする、あるい

は診療報酬や国庫補助制度の見直しの議論が進

められておりますが、県といたしましては、こ

うした動きも注視しながら、引き続き、地域医

療の確保に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 これは民主党のマニフェスト

インデックスでございます。確かにそのように

書いてございまして、今日の医師の立ち去り型

といいますか医師不足、いろんな危機的な状況

を招いたのは、世界的に見ましても診療報酬と

いいますか総医療費が低いからです。今33兆円

ぐらいでしょうか、10兆円近くは低いのではな

いか。やはりそこを改善していかないと問題の

解決にならないということでございまして、県

ではどうすることもできない面ではございます

けれども、そういう努力を今後していかなくて

はならないし、それをまたお願いしておきたい

と思っております。

それともう一つつけ加えて申し上げておきた

いことは─県立病院の経営検討委員会のこと

も出ましたので、もう申し上げませんけれど

も、看護師の賃金の官民格差の問題が、分科会

でいろいろ出てまいります。総医療費、診療報

酬をどう確保していくのかというところに問題

のネックがあるのではないかという意味で、底

上げを図っていくということがないと、数年後

にまた同じような議論が起こるのではないかと

いうふうに思っております。そのことについて

は、先ほど前屋敷議員のほうで出ましたので行

いませんけれども、そういうことを指摘してお

きたいと思います。

次に、県病院の医師不足の解消です。とりわ

け日南病院の小児科医師確保の見通し、それか

ら延岡病院の医師確保につきまして、現状につ

いて病院局長にお尋ねをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） ただいまの御指

摘、それぞれの病院の医師確保の問題でござい

ます。全体的なことを申し上げさせていただき

たいと思うんですが、地域の中核病院というお

話がございました。このように県立病院が高度

で良質な医療を提供する上で、また経営健全化

を着実に進めていく点からも、医師の確保とい

うのは喫緊かつ最重要の課題であるというふう

に認識をいたしております。病院局では今年

度、部長級の「医監」を設置いたしまして、医

師確保対策に係る体制の強化を図りますととも

に、医師給与の大幅な引き上げや研究研修費の

増額とか医療秘書の導入、あるいは宿日直応援

医師の確保など、医師の待遇改善、負担軽減両

面から、できる限りの対応を現在行っていると

ころでございます。医師確保につきましては、

抜本的な解決策がない中で大変厳しい状況でご

ざいますけれども、今後とも、このような勤務

環境改善のための取り組みを積極的に実施しな

がら、地元市町村の皆様の初期救急医療体制の

充実促進、あるいは宮崎大学を初め各大学に対

する医師派遣の積極的な要請、さらには本県ゆ

かりの医師等への個別の働きかけなど、あらゆ

る角度から医師確保対策に全力で取り組んでい

るところでございます。
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こういう中で、御指摘のありました延岡病

院、それから日南病院の件でございますけれど

も、御案内のとおり、大学医局自体に医師が減

少しているということもございまして、現時点

において確保のめどが立っていない状況にござ

います。こういう中で、引き続き、先ほど申し

上げましたような形で全精力を傾けて取り組ん

でいきたいと考えているところでございます。

○鳥飼謙二議員 ３病院の医師定数というの

は193名だそうでございますけれども、現員

が173名ということで、欠員が20名になっており

ます。休診になっているところ、欠員になって

いるところは、延岡病院は神経内科２名、消化

器内科２名、精神科１名、心療内科―これは

精神科と一緒なんですけれども、兼務でしてお

られたんですからゼロと計算します。眼科２名

というところが休診になっております。それか

ら日南病院、神経内科１名、皮膚科１名、精神

科（心療内科）１名ということで、こういう欠

員、休診の状況になっております。今、数字で

申し上げたのは、休診前の医師の数ということ

なんです。こういう状況の中で、懸命に病院局

は努力をしていただいておりますし、知事も努

力をしていただいているというふうに思ってお

りますけれども、やはり大変な状況に置かれて

いる。例えば延岡病院の脳外科のお医者さん、

２名おられるそうですが、倒れるのではないか

というぐらい過労ぎみでずっと仕事をしてお

る。何とか住民の命をということで、旗を守る

といいますか、任務を頑張っていただいており

ます。本当に頭が下がる思いですので、ぜひ努

力をしていただきたいと思います。

レジデント数でいきますと、宮崎病院には17

名のレジデントがおられる。後期研修医を含め

た研修医です。こういう人たちも医療に実際携

わっていただくわけです。ところが、延岡病院

と日南病院はゼロということで、これも医師不

足、それから医師の過労、そして医師の派遣を

なかなか難しくしている背景ではないかという

ふうに思っております。なお一層の御尽力、御

努力を、病院局にはお願い申し上げておきたい

と思います。

次に、経営形態検討の現状認識につきまして

は、先ほど出ましたので割愛をさせていただき

ます。

それから、去年の６月議会でも質問をいたし

ました、救急医療とか高度医療などの政策医療

はどうしても不採算にならざるを得ないという

ことなんですけれども、今回、全国的に経営検

討に至ってきたといいますか、公立病院ガイド

ラインが出されてきた背景というものはここに

あるのではないか。ですから赤字がふえる。ふ

えるから、どうにか合理化しなさいとか統合し

なさいというようなことが出されてきた背景が

あるのではないか。このことについて県民に

しっかり説明をしていくためには、不採算部門

を県民に示していくことが大事ではないかなと

思います。

去年６月に病院局長は、なかなかやれないと

いう難しさの答弁をされておりますけれども、

それは、システムといいますか基準をしっかり

と病院局で決めて、そしてドクター、看護師さ

ん、医療スタッフの協力というのがもちろんあ

ります。協力してもらわなくちゃ大変なんです

けれども、大変な作業であることはわかるんで

すが、それを踏み越えていかないとそれが出て

こない。これを出していけば、政策上に係る分

については15億円ありますと、そういうことが

示されれば県民も納得をする。公立病院だから

甘えは許されないということを言いながらも、
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そういう不採算部門にはこれだけ出しているん

ですと、だから理解をしていただきたいという

ことで進んでいくのではないかなと思っておる

わけでございますけれども、そのことについて

再度、病院局長にお尋ねをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 不採算医療とい

いますか、病院事業における不採算部門につき

ましては、一般的には、その医療の実施に要す

る経費のうちで、これに伴う収入をもって充て

ることができない部門を指すのではないかとい

うふうに認識をいたします。けれども、近年の

病院事業におきましては、例えば宮崎病院にお

けるがん治療センターなどのように、内科や外

科、あるいは放射線科など各診療科が連携いた

しまして検査や手術などの診療行為を行うケー

スもふえてきておりまして、それぞれの部門に

かかる費用を特定することが極めて困難でござ

います。御指摘のとおり、前回もそういう御質

問をいただきましていろいろ研究はいたしてお

りますけれども、なかなか難しいような状況で

ございます。

ほかにも、例えば各病院20近くの診療科がご

ざいます。それに対して診療行為として見た場

合に、投薬とか検査とか診察とか10数項目にわ

たる診療行為がございます。20年度の患者さん

の数で言いますと、入院、外来延べ80万人を超

えるわけですから、このデータ全部を処理しま

すと1,000万件近くになるわけです。これを全部

解析いたしまして、どれが不採算だ、これが政

策医療だとかやっても、必ずしも実態が即反映

されるものかどうかわからない、非常に厳しい

状況にございます。それぞれ錯綜している、こ

ういうこともございまして、研究は続けており

ますけれども、なかなか実現できないというの

が現実でございます。このようなことから、県

立病院のように民間で対応できない高度な医療

を提供する病院にありましては、病院事業全体

を不採算医療ととらえまして、病院事業全体で

経営努力をすることによって、不採算といいま

すか、言いかえれば病院事業全体の赤字を減ら

す努力を重ねていくことが最も重要ではないか

というような認識をいたしているところでござ

います。

○鳥飼謙二議員 なかなか困難であるというこ

とは、私も重々承知をしておりますし、３病院

全体でということではなくて、例えば１病院で

とか、いろんなやり方はあるのではないか。最

高経営会議なりいろんなところで、実務に携わ

る先生方も含めて協議を進めていっていただき

たい。こういうことをクリアしていかないと、

同じ議論が今後出てくるのではないかというこ

とを懸念いたしますので、そこをお願い申し上

げておきたいと思います。

次に、病院事業管理者のあり方についてお尋

ねをいたします。各３県病院は院長が医師であ

りますけれども、「病院事業者自体を医師にす

べきではないか」という意見も数多くこの間聞

いてきたところでございます。病院局長はどの

ように考えておられるのか、全国の状況とあわ

せてお尋ねをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 事業管理者の関

係でございますが、地方公営企業法の全適をし

ているところにありましては、当然、事業管理

者を設置しているわけでございまして、これが

全国で28の都道府県になっております。この28

都道府県のうちで、10月１日現在で御紹介いた

しますと、このほぼ半数に当たります13の団体

が行政職でございまして、15の団体が医師とい

うふうになっております。これらにつきまして

は、それぞれメリットあるいはデメリットがあ
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るのではないかと存じますけれども、本県の場

合は複数の大学から医師の派遣を受けておりま

すことから、特定の大学医局出身者ではないと

いうことによるメリットも大きいのではないか

というふうに考えております。

また、県立病院の運営に関しましては、今年

度から部長級の「医監」を設置いたしまして、

医師の立場から必要な助言等を得るとともに、

計画や方針等につきましては、病院局長と各病

院長で組織します最高経営会議で決定するな

ど、専門職である医師の意見が病院運営に十分

反映される体制になっているというふうに考え

ております。

○鳥飼謙二議員 なかなかお答えしにくいとこ

ろだったと思いますけれども、問題提起として

受けとめていただければというふうに思ってお

ります。医局制度というのが今日機能している

のかどうかというのもございますし、半分程度

機能しているのか、将来どうなんだというよう

なこともございます。将来を見通して、いろん

な面から検討していただければというふうに

思っております。

次に、僻地医療についてお尋ねをいたしま

す。冒頭申し上げたように、入郷の医療調査

で、「昔は医師探しが町村長の最重要課題だっ

たんですよ」という時代から、行政による地域

に医師が定着する医療環境の整備と住民の理解

と応援―これは日南病院での小児科医に対す

る運動から見ればわかるんですけれども、そう

いうふうな住民の理解と応援、そして医師の僻

地療養にかける熱意というのが、今日の美郷町

や椎葉村の医療をつくり上げてきたということ

を実感いたしました。ある病院長は、「県のさ

まざまな努力には本当に感謝しています。しか

し、最大の課題は医師確保です。そして道路の

整備です」というようなことを言っておられま

した。福祉保健部長は中山間地の医療の現状を

どのように認識しておられるのか、お尋ねをい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医療に恵まれ

ない山間僻地の医療を確保することは、大変重

要な課題であると認識しております。このよう

な中、僻地においては、民間による医療提供が

困難なことから、主に公立病院等で医療の提供

がなされておりますが、恒常的に医師が不足し

ており、厳しい状況が続いているものと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 もちろん、定着医だけでは地

域医療、僻地医療は守れませんので、派遣医師

のローテーションというのは極めて重要でござ

います。自治医科大学卒業生などの派遣の現

状、今後の見込みについてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 僻地医療にお

いては、医師の確保が一番大きな課題となって

おります。このため県におきましては、自治医

科大学卒業医師や医師派遣システムで確保した

医師を公立病院等へ派遣しておりまして、平

成21年度は、美郷町、椎葉村など５市町村の６

つの病院・診療所へ９名の医師派遣を行ってお

ります。また、市町村と一体となった医師確保

の取り組みにより、常勤、非常勤を合わせ２名

の医師を新たに確保し、現在、僻地公立病院に

勤務いただいております。今後も、市町村と連

携しながら、僻地における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。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いを申し上

げます。

それから、道路の問題でございます。事業仕

分けでもいろいろと議論がございましたけれど

も、非常に道路が狭隘なために車の離合が困難
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だ、救急車がバックをするというような、搬送

に極めて時間を要するようなことが、医療では

大変大きな問題になっておるわけです。そこ

で、南郷地区から西郷地区に抜ける国道388号水

清谷峠のトンネル整備の状況についてお尋ねい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） 美郷町西郷区

から南郷区を連絡します国道388号のトンネルの

整備計画につきましては、市町村合併を支援

し、消防・救急医療を支えるために大変必要な

ものであるというふうに認識をいたしておりま

す。このため昨年度から、事業化に向けまして

ルート検討や地質調査を行っているところでご

ざいます。事業の着手につきましては、トンネ

ルを含む事業費が相当規模となると想定されま

すので、今後の予算の動向を踏まえながら検討

してまいりたいと存じます。

○鳥飼謙二議員 事業仕分けで道路の問題は極

めて厳しい状況に置かれているということで、

中山間地域の人たちの医療を守る、そういう観

点からも―日本というのは都市だけではない

んです。都市と地方がともに生きていける、そ

うであって日本が存在しているというふうに

思っておりますので、今後の状況には厳しいも

のがあるかと思いますが、そういうことも十分

勘案していただいて、努力をお願い申し上げた

いというふうに思います。

それから、宮崎県地域医療再生計画について

でございます。宮崎大学の地域医療学講座の設

置とか救急部門の強化、延岡市夜間急病センタ

ーの整備、医師確保、都城市郡医師会の救急医

療センターの整備などが盛り込まれております

この医療再生計画、11月中旬に厚生労働省は内

容を審査し、11月の下旬に交付額の内示をする

ということになっておったようですが、実現の

見通し、状況についてお尋ねを申し上げます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

計画については、医師会や市町村、宮崎大学な

ど県内の関係機関から幅広く御意見をいただき

ながら、２圏域の計画を取りまとめ、10月16日

に厚生労働省に提出したところであります。現

在、厚生労働省において計画内容に対する審査

が行われており、12月中旬には有識者による協

議会で最終的に審議され、交付額が内示される

予定と聞いております。採択の見通しについて

は何とも申し上げられませんが、本県の地域医

療が抱える課題の解決を図るためのさまざまな

事業を盛り込んでおり、申請している50億円全

額が交付されるよう期待しているところであり

ます。

○鳥飼謙二議員 私もこの基金に大いに期待を

しておりまして、宮崎県の医療の底上げを図る

ということで、ぜひ何とか実現をしたいものだ

というふうに思っております。

医療関係、最後の質問なんですが、医師不足

が加速をしております小林市立病院の現状と対

策についてでございます。去年の９月に新装オ

ープンをして、そのときに内科の医師が１名、

そしてまた来年の１月末に２名の内科医師が退

職予定と聞いておりまして、本当に非常事態を

迎えつつあるなというふうに思っているんです

が、小林市立病院の現状、西諸２次医療圏にお

ける位置づけ、今後の支援についてお尋ねをい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 小林市立病院

は、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。このような中で、１名の内科医が９月末で

大学に引き揚げられ、また、来年１月末でさら
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に２名の内科医引き揚げが予定されるなど、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厳しい状況に

あると認識しております。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、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取り組むと

ともに、市町村との連携をさらに強化し、宮崎

県医師確保対策推進協議会による医師の誘致活

動を積極的に展開してまいりたいと考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 非常に厳しい状況です。私ど

もも私どもなりに、私どもサイドで医師確保に

向けた努力をしてまいりたいと思いますから、

ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。

次に、発達障がい児支援についてお尋ねをい

たします。

不登校や高校中退、ひきこもり、ニートなど

社会的な問題の中に、児童生徒のＡＤＨＤ、ア

スペルガー症候群などの発達障がい者が社会に

いかに適応するのかという課題が横たわってい

るように私は感じます。発達障害者支援法が平

成16年に施行され、県や教育委員会、市町村な

どの関係機関により、早期発見、早期療育など

のさまざまな支援体制が構築されつつありま

す。しかし、障がい児を持つ保護者からする

と、その具体的な取り組みはなかなか進まず、

とりわけ学校現場では保護者との摩擦が生じて

いるというのが実態のようでございます。そこ

で、本県における現状と課題について知事はど

のように認識をしておられるのか、お尋ねをい

たします。

○知事（東国原英夫君） 発達障がいにつきま

しては、発達障害者支援法において、障がいを

早期に発見し、適切な時期に療育支援を行うこ

とが国及び地方公共団体の責務とされており、

その生活全般にわたる支援体制の充実が重要な

課題となっておることは認識しております。こ

のため県といたしましては、発達障害者支援セ

ンターにおきまして、発達障がいの理解促進を

図るとともに、保護者等から相談を受け、学校

や福祉施設等の関係機関と連携しながら、個々

人の状況に応じた支援も行っておるところであ

ります。また、ことし３月には、関係機関の役

割と支援のあり方に係る「宮崎県発達障がい者

支援体制整備計画」を策定したところでありま

して、この計画に基づきまして、支援ネットワ

ークのより一層の充実に努めてまいりたいと考

えております。

○鳥飼謙二議員 そこで、具体的にライフステ

ージというものを考えますと、保育所や幼稚園

における早期発見の取り組み、未就学児への支

援というものが出てまいるわけでございますけ

れども、この点についてお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 発達障がい児

の支援については、早期発見が何よりも大切で

あります。このため発達障害者支援センターで

は、幼稚園や保育所等が実施する研修会に、年

間約100回、職員を講師として派遣しているほ

か、３歳児健診等を担う市町村の保健師、幼稚

園教諭や保育士向けのセミナーを開催するな

ど、発達障がいに関する知識と正しい理解を図

る取り組みを行っているところであります。

○鳥飼謙二議員 ぜひ、対象児童数の把握とか

そういう面についても取り組んでいただくよう

に、お願いを申し上げたいと思います。

次に、保育所・幼稚園を卒業しますと、小学

校、中学校に行くわけでございますけれども、

対象児童への支援の現状、処遇についてお尋ね

いたします。
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○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、平成19年に学校教育法が改正されたことに

伴い、すべての公立の小中学校におきまして、

特別支援教育の中核となるコーディネーターの

指名、それから校内委員会の設置を行い、校内

支援体制の構築を行ったところであります。さ

らに、発達障がいのある子供の支援につきまし

ては、専門的知識を有する特別支援学校のコー

ディネーターが各小中学校に対して巡回相談等

を実施し、平成20年度は発達障がいに関す

る3,409件の相談に対応したところであります。

特に解決が困難な事例に対しましては、平成20

年度から県内各地域の特別支援学校６校に各１

名を配置しております特別支援教育チーフコー

ディネーターが、医療や福祉の専門家とチーム

を組んで相談に当たるなど支援に努めていると

ころであります。このほかにも、多くの市町村

におきましては、小中学校に在籍します発達障

がい等のある子供の学校生活を支援する特別支

援教育支援員を配置するなどの取り組みが行わ

れているところであります。

○鳥飼謙二議員 校内委員会とかコーディネー

ターの配置ということで、それなりに努力をし

ていただいているわけでございます。しかし、

残念ながらうまく機能していない部分があるん

です。法が成立をして取り組んできたという面

がありまして、なかなかそれに、教育環境とい

いますか、教師の研修が追いついていかないと

いうところもあるんだろうと思うんですけれど

も、そこをどうするのかということが大きな課

題ではないかなと思っております。

発達障がいについては、御承知のように、他

人と交わらない、プライドが高いということも

あったり、しかし知的には高い、そういうもの

もございますし、特定の教科ができないという

ＬＤの問題等もございまして、個別具体的なも

のが必要ではないかなというふうに思うわけで

ございます。実際なかなかそこがなされていな

いから摩擦があって―具体的には担当の方と

もお話し合いをさせていただきましたけれど

も、研修が少ないんじゃないかなと思っている

んです。今は３年に１回でございますか、そこ

をもうちょっと密にやっていく必要があるん

じゃないかと思っているんですが、研修のあり

よう、資質の向上についてお尋ねを申し上げま

す。

○教育長（渡辺義人君） 発達障がいは、障が

いの程度が比較的軽度の場合、小学校に入学し

て学年が進行するにつれて、学習やコミュニケ

ーションにおけるつまずきなどで発達障がいの

特性が顕著になることにより、教師が気づくこ

とが多いというふうに聞いております。したが

いまして、発達障がいに対する早期からの支援

のために、障がいの特性等の正しい理解や専門

的な知識の習得を目的とする教員研修を行って

いるところであります。まず、小中学校のすべ

ての管理職と教員を対象に、発達障がいの特性

や特別支援教育の理念等の基礎的な理解・啓発

を目的として、平成19年度から３カ年間にわた

りまして特別支援教育理解啓発研修を実施して

まいったところであります。また、特別支援学

校のすべての教員と、幼稚園や保育所、小中学

校、高等学校の希望者を対象に、教育相談の技

法や実態把握の方法等の専門的な知識・技能の

習得を目的として、特別支援教育専門性向上研

修を実施しているところであります。これに加

えまして、小中学校、高等学校等の特別支援教

育コーディネーターの資質の向上を目的にいた

しました、特別支援教育コーディネータース

テップアップ研修を実施しているところであり
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まして、今後とも、これらの研修の充実に努め

てまいりたいというふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 研修の充実は非常に大事だと

いうふうに思っております。こういう事例がご

ざいました。ある小学校ですけれども、ことし

の５月に家庭教育学級で―保護者の理解とい

うものは大変重要ですから、子供の障がいを認

めたくない、そういう保護者の方もおられる

し、一般の方もおられるわけでして―研修会

を計画いたしました。５月ですから教頭も入っ

て計画をしたんですけれども、11月の末と来年

の１月にこの研修を予定しておったんです。と

ころが、ＰＴＡのブロック別研修というのが10

月の末ごろに入ってきた。それも１カ月ぐらい

前にです。それでいろんなやりとりの中で、結

局これは中止になったという事例がございまし

た。今言われましたけれども、発達障がいの置

かれている現状というのを学校現場が十分理解

をしていないところに原因があるのかなという

ふうに思っているんです。今、教育長は３年に

一遍ということでやられているということでし

たけれども、これを２年に一遍なり１年に一遍

なり、もう少し発達障がいに対する理解の度を

深めるような施策をとっていただきたいなとい

うふうに思っております。お答えができればお

答えをお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 私が今申し上げまし

たのは、理解啓発研修につきましては、19年度

から３カ年間にわたって連続して行ってきたと

いうことでありまして、３年に一回やっている

ということではございません。ただ、今、議員

からいろいろと御指摘がありましたように、発

達障がいは、近年明らかになってきた障がいの

特性でありまして、学校現場における実態ある

いは接し方、そういう面では、なかなか障がい

の特性理解というのがぴんとこないという先生

方も、中にはいらっしゃるんじゃないかなと思

うんです。そのあたりも十分踏まえながら、今

後とも研修の充実に努めてまいりたい、このよ

うに考えております。

○鳥飼謙二議員 少人数クラスでとか、個別の

処遇の場合、通級をするとか、いろんな工夫が

あるだろうというふうに思います。始まったば

かりですから困難もあるかと思いますけれど

も、ぜひ、こういう子供たちが学校の中で自分

の存在感を発揮できるような形で教育を受けら

れるようにということで、特段の御配慮をお願

い申し上げたいと思います。

それから、ライフステージのことですけれど

も、幼稚園・保育所、そして小学校、中学校、

高校というふうに子供たちは大きくなっていく

わけです。学校間の連携が、非常に対象児童に

とっては重要だと思っておりますが、連携をど

のように図られているのかお尋ねをいたしたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、発達障がいを初め、障がいのある

幼児、児童生徒が入学や進学をする際には、学

校間の密接な連携のもと、スムーズな引き継ぎ

により適切な支援が行われるよう、日ごろから

市町村教育委員会や学校にお願いしているとこ

ろであります。また、幼稚園、小学校、中学

校、高等学校の新しい学習指導要領等には、障

がいのある幼児、児童生徒に対する指導内容や

指導方法の工夫の例示として、保護者や学校、

医療、福祉等の関係機関が連携した支援のため

の計画を個別に作成することが盛り込まれたと

ころであります。このため現在、小林市をモデ

ル地域といたしまして、障がいのある幼児、児

童生徒の保護者と教育、医療、福祉等の関係者
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間で一貫した情報を共有するための「相談支援

ファイル」の作成とその活用に取り組んでいる

ところであります。今後は、このファイルを活

用し、支援内容を引き継いでいく取り組みを広

げながら、関係者間の連携を一層深めてまいり

たい、このように考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひライフステージを充実し

たものにしていくように、御尽力をいただきた

いと思います。

次に、発達障害者支援センターについてお尋

ねいたします。せんだって私もちょっと行って

まいりましたが、かなりハードな相談とか指導

をこなしておられました。その割には補助金と

いいますか委託料が少ないのかなというふうに

思ったんですが―これはきょうお聞きすると

いうことではございませんけれども。発達支援

センターの相談、支援の現状についてお尋ねを

したいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 発達障害者支

援センターは、発達障害者支援法に基づく発達

障がいに係る相談、助言や支援のための関係機

関との調整を行う機関として、年間3,000件を超

える相談を受けております。このセンターにつ

きましては、平成15年度に清武町の福祉ゾーン

に設置いたしましたが、支援ニーズの高まりを

踏まえ、19年度に延岡市と都城市に増設し、本

年度はさらに日南・串間地区と西都・児湯地区

に出張相談所を設けたところであります。今後

とも、センターを核とした発達障がい者支援の

充実に努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。

○鳥飼謙二議員 ここが相談の窓口になるとい

うことですけれども、なかなか件数が多くて、

それにこたえ切れないという面もありますの

で、その充実を図っていただきますようにお願

い申し上げたいと思います。

ことしの新規事業で、発達障害児社会適応訓

練事業、発達障がい者就労支援モデル事業とい

うのがありますけれども、現在どのように進め

られておるのかお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、発達障

害児社会適応訓練事業についてでございますけ

れども、障がい児を対象としているため、学習

機会の確保や学校生活の改善など、学校側の協

力が得られることを前提にしております。この

ため、相談窓口の発達障害者支援センターが、

学校及び市町村教育委員会と、児童の支援策等

について協議を行っているところでございま

す。こうしたことが、今年度からスタートいた

しました発達障害児社会適応訓練事業が課題と

して抱えている問題でありますが、現状として

は順調に推移しているところでございます。

次に、発達障がい者就労支援モデル事業につ

いてでございます。発達障がい者の就労につき

ましては、障がい者や企業の総合的な相談窓口

である障害者就業・生活支援センターやハロー

ワークなどの関係機関が緊密に連携しながら、

よりきめ細やかな支援を行っているところであ

ります。また、本年度から、障がい者一人一人

のニーズに応じた支援計画を作成し、就労移行

支援事業所における実際の訓練を通じて求職活

動へとつなげる、発達障がい者就労支援モデル

事業に取り組んでいるところでありまして、今

後、この事業によって得られた成果をもとに、

発達障がい者に対する就労支援方法の確立を

図っていくこととしております。以上でござい

ます。

○鳥飼謙二議員 発達障害児社会適応訓練事

業、今御説明がございまして、定員２名でスタ

ートしたようでございますが、現在、県西地区
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の中学１年生が入所していると聞いておりま

す。この子たちの教育が保障されていないとい

うふうに思いますので、ここは要望にしておき

ますけれども、ぜひ福祉保健部と協議をしてい

ただいて、この子供たちに対する教育権をどう

保障していくのかということで真剣な議論を進

めていって、教育の保障をお願いしたいという

ことを要望しておきたいと思います。

続けて伺います。予算編成についてお尋ねを

いたします。

新政権で事業仕分けが国民に公開をされまし

て、その手法も含めて多くの議論を呼んでいま

す。自民党政権のもとでは公開ということでは

行われなかったもので、予算のあり方について

国民が関心を持ったのは大変よかったと思う反

面、短時間で余りにも乱暴な議論の進め方では

なかったのかなというような感じも受けており

ます。これは一昨年、19年の本県の場合も同じ

でございますし、財務省の陰がちらちらすると

いうのは、本県で言えば財政課の陰がちらちら

するというようなことで、１時間というのも同

じで、これは余り乱暴じゃないか、同じような

ことがやられたのかなと思います。ただしか

し、過程を公開していくというのは、知事も言

われたように、大変評価をすべきではないかな

というふうに思っております。

そういう流れの中に、昨年も質問をいたしま

したけれども、予算編成過程を公開していくと

いうことが、どうしても今から必要になってく

るのではないか。私どもは総務政策常任委員会

で昨年、そして行財政改革特別委員会でこと

し、鳥取県の現状について調査をしてまいりま

して、極めて先進的な取り組みをしているなと

いうふうに感じまして、昨年はそういう質問を

いたしました。ことしは、トータルコスト予算

といいますか─いろんなイベントをやりま

す。事業をやります。その事業に500万円ついて

いるとしますと、事業を実施する場合に、県庁

の職員がそこに10人ぐらい行って作業をするわ

けです。そうすると、ちゃんと払っているだろ

うと思っているんですけれども、県庁職員の時

間外はどうなのか。人件費が出てきます。それ

を参考にプラスして、この事業については直営

のほうがいいのか、委託をしたほうがいいのか

ということも含めて検討するということが内容

のようでございました。トータルコストについ

ては、きょうはお聞きをいたしませんが、予算

編成過程の公開がどうしても今からは大事に

なってくるのではないかというふうに思ってい

るわけでございます。今回、そういう状況の変

化もございましたので、知事にお尋ねしたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 県では、御案内のよ

うに従前から、当初予算編成方針を初めとしま

して、当初予算案や補正予算案の概要、また財

政運営の状況とか行財政改革への取り組みの状

況については、県のホームページ等で公表して

まいりましたが、平成21年度当初予算から編成

過程につきましても、予算要求及び予算計上額

について部局別あるいは性質別、款別の状況等

々を、個別の事業についても重点施策、重点推

進事業等の査定状況を公表しているところであ

ります。予算編成過程の公表につきましては、

県民目線に立った県政推進とか透明性の向上の

観点から大変重要であると思いますので、初め

て公表に踏み切ったところであります。今後、

他県の事例等も参考にしながら、よりわかりや

すい公表のあり方について検討を進めてまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 財政課長要求と財政課長査定



- 97 -

平成21年12月１日(火)

結果、総務部長査定結果、知事査定結果、そし

て最終予算ということで、各段階で公開をされ

ているということでございますので、初めてで

すから困難はあるだろうと思いますけれども、

ぜひこれは取り組みをお願いしたいと思いま

す。その際、県民の要望とか、県議会からの要

望なり意見、こういうものがどのように反映を

されているのかということについて、総務部長

にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） そのようなことも

含めまして、予算編成過程のさらなる透明化に

つきましては、ただいま知事も申し上げました

ように、他県の先進的な事例等も調査しなが

ら、よりわかりやすい公表のあり方について検

討しているところでございますけれども、予算

編成に係る作業システムあるいは電子化の状況

など、各県それぞれやり方がございますので、

職員の事務負担あるいは作業の効率化等も考慮

しながら、引き続き、本県としてどのような充

実の方策があるのか、検討してまいりたいと考

えております。

○鳥飼謙二議員 なかなか困難はあるだろうと

思いますが、ぜひ踏み込んでいっていただきた

いと思います。

実は都道府県議会全国議員研修会というのが

この前ございまして、大森彌先生が、600人ぐら

いの県会議員に─主に自民党の方が多かった

と思いますけれども─厳しい辛口の意見を

言っておられました。その中で私が感じました

のは、県議会の中にも非常に大きな幅があると

いいますか、物すごく進んでいる部分と、物す

ごくおくれていると言うと語弊がありますけれ

ども、そういう審議をやっている、そういうと

ころがございます。ですから、もっともっと我

々は技術を高めていかなくちゃならないなとい

うふうに思った次第でございます。

そこで、知事の政治姿勢についてに移ります

けれども、陳情のあり方とか行政刷新会議の事

業仕分けとか、次期知事選挙の対応とか、これ

らについてはもう出ましたので省略いたしまし

て、一般的なことでお聞きをいたしたいと思っ

ております。

これは2007年２月の県議会の議事録でござい

ます。この間も言いましたけれども、永友一美

議員が代表質問をされまして、知事は、「ただ

いまの永友一美議員の、「イチミ」というだけ

あって非常にスパイスのきいた御質問ですね」

というふうなこともおっしゃられているような

んですけれども、「覚えていらっしゃいますで

しょうか、１問目」というのがございました。

そこで、私はここでやっておるんですけれど

も、これは知事の提起を受けて、県議会が議会

も改革をしていこうという意思のあらわれでご

ざいまして、こういう一問一答もやっているん

です。この中に、議会と執行部が対等な立場を

維持しつつも、非常に闊達で生き生きとしたフ

レキシブルな議論をというようなことが書いて

ございますけれども、現状をどのように受けと

めておられますか。

○知事（東国原英夫君） 確かにその発言はさ

せていただきました。私は、就任する前から県

議会あるいは市議会といった議会を傍聴させて

いただいておって、素直に思っていたことが、

総括質疑というのは非常に見ていてわかりづら

いということでありまして、闊達でフレキシブ

ルな質疑、議論、それも大事なんですが、傍聴

席にいらっしゃる方たち、あるいはネット配信

されていると思いますけれども、テレビ等々で

視聴されている方にわかりやすく議論するとい

うのが肝要かなと思ったものですから、そうい
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う視点でその提案をさせていただいたところで

す。そういった意味では非常に、一問一答方

式、こういう議論の仕方というのは、わかりや

すく県民の皆さんに伝わっているのではないか

と考えております。

○鳥飼謙二議員 私が質問者席でやるのは、こ

れは議会改革のシンボルだというふうに思って

おるからでありまして、きょうは全員、西村議

員から含めてこの場でやっておりますが、その

ことが非常に大事ではないかなと思っておりま

す。宮崎県議会には予算常任委員会というのは

ございません。自治法が改正になりましたし、

予算委員会に２つ入ってもいいわけですから、

もっともっと県議会が執行部の皆さん方とちょ

うちょうはっしの議論ができるように、予算常

任委員会も設置をするなり、そういう努力をし

ていかなくてはならないなというふうに思って

いるところでございます。

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）

○萩原耕三副議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 民主党の田

口雄二です。私にとりまして忘れることのでき

ない歴史的な転換期となる年の最後の締めくく

りの議会で質問できますことを、大変うれしく

思っております。知事を初め関係部長の答弁を

よろしくお願い申し上げます。

先日、厚生労働省より、我が国で初めて相対

的貧困率が公表されました。貧困率は、国民生

活基礎調査をもとに、世帯ごとの年間所得か

ら、税金や社会保険料を差し引いた１人当たり

の可処分所得の中間に当たる人の所得、中央

値228万円の半分に満たない人の割合です。15.7

％、データだけ見ると、先進国の中ではアメリ

カの次に貧困層が多く、ワースト２位という愕

然とするような数値が示されました。１位のス

ウェーデンが5.3％で、我が国の３分の１です。

この15.7％を日本人の人口に当てはめると

約2,000万人、ひとり親世帯に限ると半数以上が

貧困状態にあるという驚くべき数字でありま

す。ＧＮＰが世界第２位の国で所得格差の拡大

は目を覆うばかりで、一体だれがこんな国にし

たんだという腹立たしい思いがいたします。政

府は、なぜこのような事態に陥ったのか、貧困

の実態を詳細に調査研究し、どうすればこの事

態から脱却できるのか、格差是正の的確な対策

を打ち出していかなければなりません。そし

て、私たち議員も社会的弱者への配慮を忘れる

ことなく、まじめに働き、納税などの義務を

しっかりと果たす人々が報われるような公平公

正な社会づくりに邁進しなければなりません。

そして、県内のさまざまな格差の是正に目を光

らせなければならないと思っています。そのこ

とを基本に、それでは質問に移らせていただき

ます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いしま

す。

９月16日に鳩山新政権が誕生して、既に２カ

月半が経過いたしました。政権交代で新しい時

代、新しい政治がスタートいたしました。しか

し、860兆円を超える借金を引き継ぎ、経済状況

が極めて悪く、税収が大きく落ち込みそうなと

きに、９月に新政権がスタートするには、来年

度の予算編成等々、余りに時期的に一番大変な

ときに走り出したと思います。しかし、この国

のかじ取りを国民に託されたわけですので、安

心で安定した、国民から信頼される国づくりを

進めてまいらなければなりません。政権交代と

は、政策の優先順位をこれまでとは変えるこ

と、つまり税金の使い方を変えることです。税



- 99 -

平成21年12月１日(火)

金の無駄遣いを徹底的になくし、国民の生活の

立て直しに使っていかなければいけません。そ

こで、知事は２カ月半のこの鳩山政権をどのよ

うに評価しているのか、お伺いいたします。

２つ目は、事業仕分けの評価についてお伺い

します。来年度の概算要求の無駄を洗い出す行

政刷新会議の事業仕分けは、９日間にわたって

行われ、先週末に終了いたしました。経費節減

のため、東京の市ヶ谷の国立印刷局の職員体育

館で、すべてオープンのもと、行われました。

連日マスコミ等で放映された上に、インター

ネットでも見ることができ、賛否も含めて国民

の大きな関心を呼びました。税金の使い方をめ

ぐって、このように衆人環視のもとで議論され

たのは初めてで、谷川秀善自民党参議院幹事長

は、「自民党は何でこれをやらんかったんだろ

う」と、絶賛していました。今回は447事業の中

から、廃止や予算の削減と、公益法人と独立行

政法人の基金や特別会計の返納と合わせて、目

標の３兆円には届きませんでしたが、１兆6,000

億円ほどの仕分け効果が出ました。結果は、鳩

山首相に報告された後、一部の修正は当然ある

と思いますが、この方針をもとに予算編成が進

められることになります。知事も本県において

事業仕分けを実施いたしましたが、今回の仕分

けを知事はどのように評価しているのか、お伺

いいたします。

３つ目の質問は、一括交付金についてお伺い

いたします。新政権は、今回の総選挙のマニ

フェストで訴えた、地方から強い要望がありま

した地域主権を推進してまいります。明治維新

以来続いた中央集権体制を基本的に改め、地域

主権国家へと転換してまいります。国と地方の

協議の場を設置し、国から地方へのひもつき補

助金を廃止し、地方が地方の判断で自由に使え

る一括交付金として交付していく方針です。い

きなりすべてがそうなるわけではありません

が、知事が県民のために実施したいと思う政策

の実現に、少しでも近づいているのではないか

と思います。このひもつき補助金から脱却し、

地方が自由に使える一括交付金への移行に、知

事はどのような期待をしているのか、お伺いを

いたします。

４つ目の質問は、陳情受け付けについてお伺

いいたします。これまでの陳情は、各自治体や

団体が大人数で、財政状況が厳しいにもかかわ

らず、高い航空運賃やホテル代を払って上京し

てまいりました。各省庁の大臣や関係官僚に列

をなして要望書を持って、全国の自治体と競争

のように回っていました。私も何度か要望活動

に同行しました。何かそのたびにむなしくなっ

たことが思い出されます。総選挙後、各自治体

にごあいさつに伺った折に、「これまでのよう

な陳情・要望活動はやめてほしい。どこか一つ

の窓口で対応するようにしてくれると助かる」

という町長さんもいました。今回から民主党で

は、各県連や国会議員が陳情を受け、それを党

本部幹事長に上げて対応することといたしまし

た。先日は、来年度予算に対応できるよう早々

に、２日間にわたり、各自治体や団体の皆様の

陳情の受け入れをさせていただき、知事からの

要望も受けさせていただきました。各自治体の

要望は県民の要望でもあり、しっかりと党本部

につなぎ、本県発展のため、地域活性化のため

に全力を尽くしてまいりたいと思っておりま

す。まだスタートしたばかりで試行期間とも言

えますが、知事はこの新たな陳情受け入れ体制

についてどうお考えか、所見をお伺いいたしま

す。

次に、来年度予算についてお伺いします。来
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年度予算は、知事にとりまして特別の意味のあ

る予算であります。知事任期の最後の締めくく

り予算で、マニフェストの総仕上げの予算でも

あります。知事御自身としての思い、どのよう

な点に重点を置いて予算編成を行うのか、お伺

いいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。残りの

質問は質問者席でとり行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

鳩山新政権についてであります。大変厳しい

雇用・経済情勢のもと、また、新年度の予算編

成を目前にした時期の政権交代にもかかわら

ず、新政権におかれましては、さまざまな改革

や政策に意欲的に取り組んでおられまして、今

後の成果に大いに期待しているところでありま

す。本県を含め、地方は大変厳しい状況であり

ます。鳩山新政権には、地域の実情、地方の声

に十分配慮をいただきながら、景気・雇用対策

はもちろんのこと、地域主権の実現、医療・福

祉の充実、道路等社会基盤の整備など、各種の

政策にスピード感を持って取り組んでいただき

たいと考えております。

次に、事業仕分けについてであります。事業

仕分けにつきましては、私も就任後すぐに実施

したところでありまして、これまでの税金の使

われ方、事業のあり方について、オープンな議

論、検証を行い、方向性を定めていくその姿勢

は、非常に意味のある、有意義なことだと考え

ております。したがいまして、今回の行政刷新

会議における事業仕分けにつきましても、高く

評価をさせていただいているところであります

が、問題は幾つかございまして、対象事業の選

定基準の明確化とか、十分な議論ができる時間

の確保とか、仕分け前の前提となる国・地方、

あるいは民間の役割分担や、国家戦略との整合

性といった部分には課題を残したかなと考えて

おります。

なお、今回の仕分け作業では、農道整備事業

の廃止や、かんがい排水事業、港湾整備事業の

削減、まちづくり交付金事業や農業集落排水事

業、下水道事業の地方移管などの判定がなされ

ておりますが、今後の政府としての方針決定に

おいては、疲弊が著しい地方の現状にしっかり

と目を向けた判断をいただき、地方に移管する

とされたものについては、財源も確実に地方に

移していただき、事業実施に支障が生じないよ

うにする必要があると考えております。

また、つけ加えますと、事業仕分けは、今後

どう来年度予算編成にこれを盛り込んでいくか

ということが重要かと考えておりますので、親

会議と言われる行政刷新会議あるいは閣僚復活

折衝等々も、できればオープンな形で国民の衆

人環視のもとでやっていただくことを望むもの

であります。

次に、一括交付金についてであります。一括

交付金につきましては、国から地方へのひもつ

き補助金を廃止し、地方が自由に使える自主財

源にするとされておりますので、その実現に大

いに期待をいたしているところであります。御

案内のとおり、全国知事会では、地方としての

提案を行うために、私もメンバーであります一

括交付金プロジェクトチームにおいて検討を開

始しております。私といたしましては、地方が

実施する事業に支障が生じないよう、必要な交

付金総額を将来にわたって確保することや、地

域によって異なる財政力や社会資本の整備状況

等を考慮した、適切な交付金配分の仕組みをつ

くっていくことが必要であり、最終的には、安
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定した財源保障機能と財源調整機能を持った

「第二交付税」的なものにすることも検討して

いく必要があるのではないかと考えておりま

す。いずれにいたしましても、現時点では、対

象となる補助金の範囲や配分方法等の具体的な

考え方、制度設計が示されておりませんので、

まずは、政府としてできるだけ早期に制度設計

に着手し、地方とも十分な協議を行われること

が必要だと考えております。

次に、陳情についてであります。私は、かね

てから、地方から大挙して上京し、要望書を抱

えて霞が関を回ることに、大いに疑問を持って

おりました。このため、明確なルールに基づい

て、効率的に要望を集約するという民主党の新

たなシステムを評価しておりまして、その成果

に期待をしているところであります。御案内の

とおり、今回県では、平成22年度の政府予算に

対しまして、重点事項23項目を要望しておりま

すが、いずれも本県の活性化や県民生活の安定

・向上に必要な事項でありますので、本県の提

案・要望の内容を十分検討いただき、公正公平

な判断のもとで実現いただくことを願っており

ます。また、要望に対する判断結果と判断基準

をオープンにしていただくことも、あわせてお

願いしたいと考えております。私は、政府が目

指す地域主権や国民目線の政策を実現するため

には、地方の実情や課題等について、国と地方

が率直な話し合いを行う機会を数多く確保する

ことが必要だと考えておりまして、今回の新た

な陳情方法を初め、地域主権戦略会議や国と地

方の協議の場の法制化などのさまざまなシステ

ムが十分機能していくことが大切だと考えてお

ります。

続きまして、平成22年度の当初予算編成につ

いてであります。少子高齢化や過疎化の進行、

世界的な経済危機の影響に加え、依然として厳

しい財政状況など、本県を取り巻く情勢は極め

て厳しい状況が続いているところであります。

こうした状況を踏まえますと、まずは、行財政

改革大綱2007の財政改革プログラムに基づき、

将来にわたって健全性が確保される財政構造へ

の転換に向けた取り組みを、引き続き着実に実

行していく必要があると考えております。

その一方で、経済や雇用の回復など緊急的な

課題に対応するとともに、私のマニフェストを

反映させた新みやざき創造戦略に基づく新しい

宮崎づくりや、本格的な少子高齢・人口減少社

会を迎える中での、産業や人づくり、環境と

いった将来的な課題解決や礎づくりのための重

要施策を、積極的に展開していく必要があると

考えております。したがいまして、私の任期の

最終年に当たる平成22年度の当初予算につきま

しては、徹底した財政改革により収支不足の圧

縮等を図るとともに、選択と集中の理念のも

と、県が抱える諸課題に的確に対応した優先度

の高い施策や事業に積極的に取り組み、私のマ

ニフェストの総仕上げを目指してまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。今

聞きました一連のことで２～３お聞きさせてい

ただきます。

きょうの知事は、議場ということもありまし

て、政権交代による一連の質問には非常に淡々

と答えられておりますが、議場以外では、新政

権をかなり辛らつに批判されているという話も

聞いたりしております。しかし、一歩下がって

みますと、今回の政権交代は、２年10カ月前に

東国原知事が誕生したときの本県と非常に似て

いるのではないかと思っております。知事の就

任時には、改革に対しまして、知事本人に対し



- 102 -

平成21年12月１日(火)

てもですが、非常に大きな抵抗がございまし

た。宮崎県誕生以来、官僚出身の知事しか知ら

ない議会や県職員、そこへまるで異質のタレン

ト出身の知事が誕生し、まさに黒船参上という

ような状況で、県民の絶大なる支援をバック

に、今までとは違う手法で改革を実行してまい

りました。実質60数年続いた自民党政権からか

わった今の政権交代の状況と、非常に似ている

と思います。改革には、当然のことですが、痛

みも伴いますし、大きな抵抗もあります。知事

就任当時のことを思いながら、自民党から総選

挙に出馬しようとしたこともありましたが、も

う少し新政権に理解を深め、県民のためにも友

好な関係をつくっていこうとは思いませんか。

知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、いつでも特定

政党とは距離を持っていまして、不偏不党とい

うことでございます。いわば県民党でございま

して、県民の福祉向上あるいは生活の安全・安

心へ、皆様と手に手をとって、協力し合ってい

きたいと思っておりますので、政権政党に対し

ては、地方、県民のことをまず第一に思い、そ

の施策をスピード感を持って取り組んでいただ

きたいということを、是々非々でこれからも意

見は申し上げたい、そしてまた、要望も申し上

げたいと思っております。

○田口雄二議員 わかりました。引き続き、政

党間の距離は等距離でつき合っていただきたい

と思っております。よろしくお願いします。

今回は、国交省の概算要求の件でさまざまな

御意見や御不満もいただいております。しか

し、例えば細島港17号岸壁の整備にしても、私

ども民主党県連は、重要項目の一つとして党本

部に上げさせていただきました。しかし、解せ

ないのは、そんなに重要であったのに、なぜ

もっと早く天然の良港である細島港を整備して

おかなかったのか。昭和シェルソーラーが目の

前にあるにもかかわらず、使おうともしない宮

崎港に県が莫大な資金をつぎ込んできたことに

非常に疑問を感じます。これからは、国も県も

財政的に大変厳しいですから、知事は自治体も

困窮者と先ほど言っておりましたが、今、本当

に必要なものは何なのか、今の宮崎県において

も嫌われ者になる覚悟で政策の優先順位をしっ

かりと見きわめていかなければなりません。ま

さに先ほど、選択と集中ということをおっ

しゃっておりましたけれども、知事は、二度目

の挑戦をするかどうかの質問に明確には答えて

おりませんでした。しかし、出馬するか否かに

かかわらず、東国原知事のおかげで今の宮崎が

あると将来にわたって言えるように、宮崎の改

革に踏み込んでほしいと思っておりますが、知

事の御見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 個別具体的な質問に

お答えするのはどうかと思いますけれども、今

の港湾のことについては、重要港湾３港湾、そ

れぞれの役割、特徴、特質があると思うんで

す。ですから、それに合った推進あるいは開発

の仕方というのがあるべき姿と思っておりま

す。細島港に関しては、外貿を中心に産業を集

中させるということは、東九州自動車道あるい

は九州横断の延岡道路とも一体化した発展を

セットで考えていくべきだと私は考えていま

す。また、そのように取り組んでいこうと考え

ています。

また、不断の改革でございますが、御案内の

ように、行財政改革、非常に喫緊の課題でござ

いますので、縮減、削減というものも大切でご

ざいますが、やはり全体的な県のパイを広げる

というか、県のＧＤＰを上げていく、また、雇
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用を創出する、新産業を育成する、あるいは人

材を育成する、そういったものに軸足を置い

て、成長・発展というものを常に考えて県政の

かじ取りに当たっていきたいと考えておりま

す。皆様の御指導、御鞭撻を心からお願いする

ものでございます。

○田口雄二議員 重要港湾の件ですが、まさに

これこそ選択と集中が必要ではないかと思って

おります。私は、県内に３つも重要港湾がある

こと自体が、県の物流の規模からいっても非常

に無理があるかと思いますので、今後ともそれ

は検討していただきたいと思っております。

それでは、時間の関係もありますので、次

に、医療・福祉行政についてお伺いをさせてい

ただきます。

新型インフルエンザが全国的に猛威を振るっ

ています。つい先日は、私の高校生の娘も、症

状は極めて軽かったんですが、罹患してしま

い、学校を１週間休んでおります。全国的に

は、児童の死亡や脳症などの重い症状に陥った

例もあります。これから冬を迎え、さらに拡大

していくのではないかと心配です。本県の現在

までの罹患状況とインフルエンザ脳症などの重

篤な事例はどれぐらいあったのか、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在、新型イ

ンフルエンザは、法に基づく届け出の対象では

ありませんので、県内59の定点医療機関からの

１週間当たりのインフルエンザの患者数報告に

より、発生状況を把握しているところです。そ

の状況を見ますと、10月26日から11月１日の週

には、１医療機関当たりの報告数が、大きな流

行の発生・継続が疑われる警報レベルである30

を超え、11月16日から11月22日の週には、報告

数が50.6となり、流行が継続している状況であ

ります。また、これに伴い、入院患者数も小児

を中心に増加しており、６月以降の累計で140名

の方が入院されております。なお、重症化した

例といたしましては、脳症が２例、人工呼吸器

の使用が３例あり、いずれも14歳以下となって

おります。脳症の２例につきましては、既に軽

快しており、人工呼吸器の使用例につきまして

も、既に装置が外され、状態は安定していると

聞いております。これまでに県内では新型イン

フルエンザによる死亡例はありません。以上で

ございます。

○田口雄二議員 幸い死亡例はないということ

ですが、入院したり、重症化した方が結構多い

のには驚きです。これ以上の拡大を防ぐために

も、新型インフルエンザワクチン接種しかあり

ませんが、ワクチン不足が連日言われておりま

す。しっかりとした対策をよろしくお願いいた

します。

なお、インフルエンザ治療薬のタミフルやリ

レンザの備蓄状況に関しては、私は昨年も質問

させていただきました。そのときより当然備蓄

はふえているものと思います。タミフルやリレ

ンザの備蓄状況はその後どうなっているのか。

また今回、この備蓄された治療薬は使用された

のか、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在、タミフ

ルにつきましては14万9,000人分、リレンザにつ

きましては6,000人分を備蓄しております。ま

た、今年度中には追加で、タミフル４万7,000人

分、リレンザ5,300人分を備蓄することとしてお

り、これにより、抗インフルエンザウイルス薬

として20万7,300人分を備蓄できる予定でありま

す。なお、現在のところ、流通用の抗インフル

エンザウイルス薬で足りていることから、県備

蓄分の市場への放出は行っておりません。以上
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でございます。

○田口雄二議員 それでは次に、子宮がんにつ

いてお伺いをいたします。死亡原因第１位のが

んによる死亡率が増加しており、壮年期におけ

る早期発見のためのがん検診受診率向上が急が

れます。本県の子宮がんの死亡率は連続して高

い傾向にあるようですが、早期発見のための対

策が急務です。子宮がんの状況について、県内

の検診受診率と死亡者数について福祉保健部長

にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県内の子宮が

ん検診の受診率は、平成19年度の地域保健・老

人保健事業報告では21.8％となっており、全国

平均の18.8％を上回っております。また、県内

の子宮がんによる死亡者数は、平成19年人口動

態統計では55人となっており、ここ数年は60人

前後で推移しております。なお、人口10万人当

たりの死亡率は、全国と比較して高い傾向にあ

ります。以上でございます。

○田口雄二議員 全国と比較しても本県は高い

傾向にあるということのようですが、そのよう

な中、最近うれしいニュースが入っておりま

す。若い女性に急増している子宮頸がんの予防

ワクチンを、厚生労働省が10月に国内販売を承

認し、年内にも接種ができるようになる予定で

す。子宮頸がんは、主に性交渉によって、ヒト

パピローマウイルスによって感染し、発症しま

す。一たん感染しても、多くの場合、みずから

の免疫力で排除できますが、何らかの原因で長

期間持続したときに、がん化する可能性が高く

なると見られています。国内では年間１万人以

上が新たに発症し、約3,500人の女性が死亡して

おり、女性では乳がんに次いで罹患率が高いが

んです。30代後半から40代に多く、最近は、性

交渉の低年齢化から、20代から30代の若い患者

が急増しています。今までは事前の予防策はな

く、定期検診で早期発見するしかありませんで

した。この予防ワクチンは、既に100カ国以上で

承認されており、感染予防の効果が高いと思わ

れます。ワクチン接種の効果が最も高いのは、

性交渉を経験する以前の女児で、既に導入して

いる多くの国で10代前半が優先接種の対象と

なっています。予防が目的のため保険外診療と

なり、全額自己負担で費用がかさむのが懸念さ

れ、３回の接種で３万～５万円ほどになると見

込まれています。海外では公費補助がある国が

多く、接種率が９割を超える国もあるほどで

す。効果が望める年齢に公的補助が必要ではな

いかと思いますが、福祉保健部長の所見をお伺

いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 子宮頸がん予

防ワクチンは、子宮頸がん全体の６割から７割

の原因となる２種類のウイルスの感染を防ぐこ

とにより、子宮頸がん発生の予防を目的とする

ものであります。現在、世界の100を超える国々

で導入されておりますが、我が国では、本年10

月に製造販売の承認がなされたばかりでありま

す。県といたしましては、効果的な接種対象年

齢が確定されていないことや、性教育とあわせ

た対策が求められることなど、国レベルで検討

すべき事項も多いことから、当面その動向を見

守ってまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 今回、私がこの子宮頸がんの

予防ワクチンの質問を取り上げましたのは、年

ごろの娘さんを持つ母親にとっては─私自身

や私の家内に、国や県の取り組みについて問い

合わせが何件も参りました。思っていた以上に

お母さん方の関心が高いワクチンであります。

私どもも政府に対しまして要望してまいりま

す。県も同様の対策を真剣に検討していただき
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ますように、よろしくお願い申し上げます。

次に、延岡市、延岡市医師会等の地域医療の

確保に向けたさまざまな取り組みについてお伺

いいたします。ここ数年、延岡市を初めとする

県北地区は、非常に少ない医療資源の中で、救

急医療と高度医療を一手に担う医師不足状態の

県立延岡病院の体制維持のため、さまざまな取

り組みを進めてまいりました。延岡市のさまざ

まなメディアを使っての、安易な時間外受診自

粛、いわゆるコンビニ受診自粛の啓発を行い、

約３割の受診減に。小児救急医療ガイドの発

行、小児救急医療電話相談も始めました。県立

延岡病院の医師の退職に伴い、休診医療科を補

うため、消化管出血患者、脳梗塞患者の地元病

院の輪番制受け入れ体制もつくりました。新規

開業医の補助金制度の設立と夜間救急医療の時

間帯を拡大し、初期医療の受け入れの充実も図

り、本年10月からは、毎週金曜と土曜の深夜帯

の診療もスタートさせました。県立延岡病院医

師に対する感謝のメッセージ送付、延岡市に地

域医療対策室を設置し、地域医療の問題点解決

の職員の専従体制もつくりました。また、民間

レベルにおいても、「地域医療を守る県北ネッ

トワークの会」を発足し、医師確保の署名活動

と関係先へのお礼活動等々、さまざまな活動を

展開してきました。県立延岡病院の今後をいか

に不安に感じ、体制維持に危機感を持ったか、

そのあらわれでもあります。これまでの一連の

取り組みについて、知事はどのように評価して

いるのかお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 延岡市におきまして

は、救急医療の確保が深刻な問題となっている

状況を踏まえまして、市や医師会を中心に、医

師の開業促進や安易な時間外受診の抑制など、

地域医療の確保に大変努力をされていると認識

しております。このような取り組みの結果、県

立延岡病院の時間外の救急患者の減少など、一

定の成果が得られていると考えておりますが、

現在も、夜間急病センターでの365日の深夜対応

ができないなど、圏域の初期救急医療体制は十

分とは言えない状況にあります。県といたしま

しては、初期救急医療体制の充実や不要不急の

受診の抑制など、救急医療の確保に向けた一層

の取り組みの強化を延岡市にお願いするととも

に、今般策定した地域医療再生計画に基づき、

延岡市や関係市町村と一体となって、県北の医

療の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございます。一定

の評価はしていただいていると感じました。た

だ、延岡市の医師会等に余り過剰な期待をされ

ましても、医師の数が非常に少ない、また高齢

化も進んでおります。ですから、宮崎市や都城

のような対応はそう簡単にはできないという思

いもしておりますし、地理的な要因もありまし

て、なかなか宮大医学部からの応援も来にくい

という状況もありますので、余り無理を言って

体制をつくっても、すべてが崩壊してしまって

は何もなりませんので、さらに医師確保や病院

の拡充にも御尽力賜りますように、よろしくお

願い申し上げます。

次に、今後の県立病院の経営形態について病

院局長にお伺いします。宮崎、延岡、日南の県

立３病院の第三者による検討委員会「県立病院

経営形態検討委員会」から、いずれの病院も現

状のまま、つまり、県立を維持する中間報告が

なされました。延岡分科会は、終始県営維持を

主張してまいりました。広大な面積で地域の多

くが中山間地域という上に、県北で唯一の救

急、そして高度医療を担う総合医療機関である
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こと。医師を初め、医療スタッフの確保は病院

の経営努力だけでは難しく、公的支援なしでは

経営が成り立たないこと。公設民営や民間経営

では、救急医療や高度医療など不採算部門の切

り捨てにつながりかねないこと。また、医療確

保の観点から、経営形態を変更しても現状が改

善されるとは言いがたく、今のままの体制で引

き続き努力するほうが確実であること。以上の

点から、現状維持の最終意見がまとめられまし

た。今回の判断は、私個人としても至極真っ当

な当然の結論だと思っております。独立行政法

人に移行すると、地域医療に対して使命感があ

るのか、利益第一主義に走り、もうからない部

門は切り捨てられてしまう。県民のための病院

ではなく、利益追求のための病院になるので

は、逆に地域医療の崩壊につながると思ってお

ります。そこで、今回、検討委員会の最終的な

結論が提出されましたが、これを受けて、３つ

の県立病院の経営形態が今後どのような方針で

進められるのか、病院局長にお伺いいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院の経営

形態の検討に当たりましては、各病院ごとの分

科会において、これまで、それぞれ４回にわた

りまして、より地域の実態に即した検討を行っ

ていただいたところでありますが、先日開催さ

れました検討委員会では、いずれの分科会も、

ただいま御指摘にもありましたように、現行の

地方公営企業法の全部適用の形態の継続が望ま

しいという結論となったことが報告されたとこ

ろであります。今後は、この経営形態検討委員

会で、全県的、総合的な視点から、持続的・安

定的な医療を提供するにふさわしい経営形態に

ついてのさらなる検討を行い、年内に病院局に

御報告いただくこととしております。病院局で

は、検討委員会からいただいた報告を踏まえ、

病院局としての検討案を作成した上で、パブ

リックコメント等を実施し、平成22年３月まで

に経営形態についての結論を得たいと考えてお

ります。

○田口雄二議員 県病院におきましては、徹底

的に無駄を省くのは当然といたしましても、民

間病院にできないことを担う、県病院しかでき

ないこともありますので、何が何でも黒字でな

くてはならないとは私は思っておりません。今

後とも医師確保、そして地域医療の拡充に全力

で尽くしていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。

それでは次に、新規高校卒業予定者の就職内

定状況についてお伺いします。

リーマンショック以後、急速な経済状況の悪

化で、来年卒業予定の高校生の就職内定が例年

になく厳しい状況です。デフレ、株安の上に、

ここに来て円高が急速に進み、海外への輸出依

存度の高い企業への影響が大きく、中小企業へ

の波及もあり、就職への影響も避けて通れない

ことが予想されます。午前中、現時点での新規

高校卒業予定者の就職内定状況が報告されまし

たが、年末対策など緊急雇用対策についてどう

お考えか、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（渡邊亮一君） 県内の経

済・雇用情勢は非常に厳しい状況にあると認識

しておりまして、高等学校卒業予定者を初め多

くの求職者が、就職や生活に対する不安を抱え

ているものと考えております。特に年の瀬を迎

えるこれからの時期は、求職者に対する相談・

情報提供体制の強化が必要でありますので、国

や市町村と連携しまして、年末の相談窓口の設

置などに取り組んでまいりたいと考えておりま
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す。今後とも、国や教育委員会等と連携を図り

ながら、就職相談会の開催や生活就労相談等の

実施によりまして、高等学校卒業予定者を含む

求職者への支援に取り組むとともに、現在、国

において検討されております平成21年度第２次

補正予算の動向を注視しまして、的確に対応し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○田口雄二議員 再度、新規高校卒業予定者の

就職についてお伺いします。知事にお伺いさせ

ていただきます。この緊急雇用対策は大変深刻

な問題だと思っております。この新規学卒者の

就職問題をどうとらえているのか、また、県独

自の対策は何か考えていないのか、知事の英断

を下してほしいと思っておりますが、知事のお

考えをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県を初め、我が国

の雇用と就業、あるいは経済、景気を取り巻く

環境、状況というのは非常に厳しいと思ってお

ります。特に本県は、有効求人倍率、失業率等

々も全国平均よりも上回っておりまして、非常

に厳しい状況だと思っております。新規学卒者

に関しましても、就職氷河期あるいはロスト

ジェネレーションといった言葉もマスメディア

の中で踊っておりますが、そういったことがな

いように─やはり、仕事があって生きる喜

び、社会貢献の喜びといったものが出てくるの

だと思います。雇用・就業が非常に情勢が厳し

いということは、あらゆる社会問題化へ発展す

ることも懸念されますので、これは果断なる対

策が必要だと考えております。国の対策ばかり

ではなく、県独自でみずから何かできないかと

いうのを、今、関係部局等へ対策について指示

をさせていただきまして、議論をしているとこ

ろであります。できるだけ早い時期に計画案な

り対策をまとめたいと考えておりますので、御

理解をいただければと思います。また、政権与

党の民主党さんにおかれましても、この景気・

雇用対策は非常に喫緊の課題であります。政権

交代前に、選挙前に、民主党さんは、政権交代

がイコール景気対策なんだとおっしゃっておら

れましたので、その言葉を重く受けとめて、ぜ

ひ景気・雇用対策、経済対策に全力で取り組ん

でいただきたい。我々も頑張ります。

○田口雄二議員 わかりました。お互い頑張ら

にゃいかんですね。

それでは次に、移住促進について、引き続き

商工観光労働部長にお伺いします。

温暖な気候や住みやすい生活環境の中で、豊

かな自然や優しい県民性に触れていただき、充

実した生活を送っていただこうと始めた、「宮

崎に来んね、住まんね、呼びかけ強化事業」の

取り組みとこれまでの実績について、まずお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今年度の

取り組みとしましては、東京、大阪、名古屋で

の移住セミナーの開催、移住情報ガイドブック

の作成や、市町村の取り組みに対する支援など

を行っているところでございます。また、本県

に移住された方との意見交換会を実施しまし

て、移住者同士の連携を図るなど、移住者の

フォローアップにも取り組んでいるところでご

ざいます。これらの取り組みの結果、今年度

は、10月末現在で、県及び市町村の相談窓口

に305件の相談が寄せられておりまして、18世帯

の移住が実現したところでございます。

○田口雄二議員 18世帯ですね。私たちの会派

は、９月に、東京の銀座にあるＮＰＯ法人「ふ

るさと回帰支援センター」を訪問し、事務局長

にお話を伺ってまいりました。地方暮らしを希
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望する都市生活者の増加という時代の要請を受

け、2002年11月、全国の消費者団体、労働団

体、農林漁業団体、経営者団体、民間団体や有

志などで設立し、作家の立松和平さんが理事長

です。顧問に俳優の菅原文太さんや経団連の御

手洗会長等々、理事にエッセイストの見城美枝

子さんや歌手の加藤登紀子さんなど、そうそう

たるメンバーが支えている団体です。知事の親

しい北川正恭前三重県知事も支援者の一人で

す。

高橋事務局長のお話によると、訪ねてくる方

の３割の方は移住先を決めてくるそうですが、

６割の方は、どこでもいいという方が多いとい

うことを聞いております。私は、当然、医療や

教育の充実したところに希望が多いんだろうと

思っていたんですが、実際は、それが最優先さ

れるものではなくて、ぜいたくしなくてもいい

から自立できるところに移住が進んでいるとい

うことを伺いました。現在、非常にうまくいっ

ているのが、福島、和歌山、福井、鳥取の各県

で、いい実績を残しているようです。特に和歌

山県那智勝浦町の色川地区というところは、周

囲から隔絶された過疎地のようですが、ここで

は６カ月間の体験移住をして、その移住した人

を受け入れるかどうかを地元の人が決めると。

そういうことによりまして、この地域の人口

が、430人の住人のうち、４割が都会から移り住

んできたと。そういうすばらしい、いい例も出

てきておりまして、この移り住んだ人たちが、

新たに新しいまちづくりの中心人物になって

やっているということを伺いました。ふるさと

回帰支援センター内にある情報センターには、

１カ月平均で約400名の方が相談に訪れているよ

うです。このような全国的な組織をもっと活用

して移住促進に弾みをつけられないか、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（渡邊亮一君） ふるさと

回帰支援センターにつきましては、移住の情報

提供等を行っている団体でございますが、本県

では、平成19年に、同センター内のふるさと暮

らし情報センターに宮崎県ブースを設置します

とともに、同センター主催の移住相談会にも参

加しているところでございます。また、都市か

ら地方への移住・交流推進を目的として設立さ

れております官民共同の「移住・交流推進機

構」に、平成20年に加入しまして、同機構を通

した情報発信等も行っているところでございま

す。今後とも、これらの全国規模の組織を活用

しながら、効果的な移住促進策を進めてまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 次に、観光行政の青島地区の

活性化について、引き続き、商工観光労働部長

にお伺いします。

長年の本県観光の懸念事項でありました、青

島観光の核であった旧橘ホテルの再開発のめど

がつきました。18年間の眠りからようやく目覚

め、2011年３月開業目標で24棟のコテージ等の

建設が進められます。それを手がけていただく

佐賀県嬉野温泉の和多屋別荘の小原社長を会派

で訪問し、青島開発の内容等を伺ってまいりま

した。宮崎交通の創始者、岩切章太郎氏を尊敬

し、氏が手がけた青島の廃れたさまを見ていら

れなかったと聞かされたときには、頭が下がる

思いがいたしました。昔の華やかな時代のよう

にするには、小原社長だけが頑張るだけでは到

底無理だと思っております。青島の地域全体で

盛り上げていく意識が必要です。その対策はど

のように考えているか、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（渡邊亮一君） 青島地域
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においては、地域住民が「青島再勢プロジェク

ト」を立ち上げまして、ブーゲンビリアで地域

を飾る取り組み、あるいは亜熱帯植物園での

キャンドルイベント等に主体的に取り組んでお

りまして、県でも、計画段階からこれらの動き

を積極的に支援してまいりました。また、観光

特急「海幸山幸」号の運行開始にあわせまし

て、青島駅では、地域民間団体による総合案内

所「コンシェルジュあおしま」が、県の観光振

興応援事業を活用しまして開設されたところで

ございます。青島地域の活性化のためには、こ

れらの地域主体の取り組みが継続して実施され

ることが重要であります。このような取り組み

を広げていくことによりまして、地域全体でお

客様をおもてなしするという意識の醸成も図ら

れていくものと考えております。以上でござい

ます。

○田口雄二議員 私どもの小さいころは、延岡

から青島に行くというのは、当時は楽しみであ

りました。新婚さんばかりで、一人で歩くと恥

ずかしいような状況もありましたけれども、そ

ういうようなにぎわいがぜひ戻るように、全力

で取り組んでいただきたい、そのように考えて

おります。よろしくお願いいたします。

次に、宮崎台北線の運航再開についてお伺い

します。私たち県議会の日台友好議員連盟は、

２班に分かれまして、本年１月に、台湾に友好

親善のために行ってまいりました。台湾の県議

会と友好を深めること、エバー航空の搭乗率

アップ、そしてエバー航空への要望活動が主た

る目的でした。しかし、残念なことに、唐突に

９月いっぱいで運航がストップしてしまいまし

た。東京に行くのとほぼ変わらない時間で行け

る身近な外国、そして、大変親日的で、片言の

日本語をしゃべる方も多く、気楽に行けるとこ

ろでもあります。再開のめどはないのか、再開

の取り組みはなされているのか、県民政策部長

にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎台北線に

つきましては、現在、運休中でありますけれど

も、ソウル線とともに、本県が目指しておりま

す東アジアとの経済交流拡大を図っていくため

の重要な基盤というふうに考えております。そ

のため、県内の観光・経済団体等とも連携しな

がら、台湾の政府関係機関や、これまで本県に

チャーター便運航の実績があります中華航空な

どの航空会社に対しまして、積極的に働きかけ

を行っているところであります。引き続き、早

期の運航再開に向けて全力で取り組んでまいり

たいと思っております。

○田口雄二議員 エバー航空の名前は全然出て

きませんでしたけれども、中華航空を中心に今

後は考えていると思っていいんですか。

○県民政策部長（高山幹男君） 台湾から国際

定期便を飛ばしているところは、エバー航空と

中華航空でございますので、そういった意味で

接触しているというところであります。

○田口雄二議員 わかりました。台北路線の再

開も大変重要ですけれども、今、世界的にも一

番元気がいい中国、その中でも最大のパワフル

シティーの上海があります。九州にも幾つかの

空港に直接乗り入れていますが、来年の上海万

博の観光並びに、上海の富裕層は既に東京より

も多いと言われており、旺盛な購買力を見越し

ての買い物客の受け入れ、そして大気汚染など

環境が非常に悪くなっている上海の皆さんのい

やしの場としての宮崎は、十分売り込めるので

はないかと思っております。上海との定期航空

路線開設の取り組みについて、再度お伺いいた

します。
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○県民政策部長（高山幹男君） 上海との定期

航空路線につきましては、九州では、福岡、長

崎、鹿児島、大分、北九州の５つの空港に開設

されておりますけれども、このうち、大分と北

九州については現在運休中でございます。上海

線は、中国の著しい経済発展を考えますと、将

来的に有望な路線でありますので、観光部局と

も連携しながら、中国人観光客の動向や近隣の

空港の状況などについて情報収集してまいりた

いというふうに思っております。

○田口雄二議員 時間が残り少なくなりました

ので、次の質問に入ります。

農林水産業の活性化についてお伺いをいたし

ます。

まだ私は残念ながら乗ったことはありません

が─宮崎のことなど全く頭にないのかと思っ

ておりましたが─ＪＲ九州が珍しく本県に、

話題となる観光列車「海幸山幸」の車両を日南

線に導入していただき、大変人気を博していま

す。宮崎駅に停車している「海幸山幸」を先日

見ましたが、高千穂線で使われていた車両を

使ってくれるだけでもうれしくなるのに、大改

装で飫肥杉を車内だけでなく車外にも使い、実

に個性的で高級感あふれる存在でした。改め

て、飫肥杉の温かさのある高級感はさすがだな

と感心させられました。今回、日南市内の駅に

も飫肥杉を使った家具が配置されたようです

が、県産材を利用促進するため、空港など本県

の玄関に置いてＰＲする必要があると思いま

す。空港などに県産材を使ったいすやテーブル

などの家具を設置してはどうかと思いますが、

環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県産材の利用

促進につきましては、木造住宅の建設促進はも

とより、県民の皆様方が、日常生活の中で日ご

ろから木に親しんでいただくことが重要である

と考えております。このようなことから、県で

は、木と触れ合う県民イベントであります「宮

崎やまんかん祭り」や、いすや遊具等、杉の新

しい利用方法を提案するコンクール「杉コレク

ション」を開催いたしております。その中で、

木のよさ、木造利用の意義を普及啓発している

ところでございます。これらの活動を契機とい

たしまして、飫肥杉を活用したいすやテーブル

などが商品化されておりまして、その一部を宮

崎空港のオアシス広場や、先月、東京で実施し

ました知事のトップセールス会場においても展

示してＰＲをしたところでございます。今後と

も、宮崎空港などの展示効果の高い公共的空間

におきまして、飫肥杉を使ったいすやテーブル

などの設置を含めました県産材の利活用を促進

してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 先日行きました秋田県では、

いろんなところに秋田杉が使われておりまし

た。非常にいい参考になると思いますので、ぜ

ひ、そのあたりのところも見学していただきま

して検討していただきたいと思います。

次に、水産業を取り巻く状況につきましてお

聞きします。水産業を取り巻く状況は大変厳し

いものがあります。水揚げは激減し、魚価も不

景気が影響し芳しくなく、経営的に追い込まれ

ている漁業関係者が激増しています。昨年の燃

油高に続く資材の高騰等により、資金繰りに窮

している中小漁業者の漁業活動の維持のため、

緊急支援策があります。漁業関係者が今大きく

期待しているのが、９月補正で予算措置した漁

業緊急保証対策資金です。現在の進捗状況を農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 漁業緊急保証

対策資金につきましては、厳しい状況に直面し
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ております本県水産業の経営改善を早急に支援

するため、漁業者に対しまして、県の利子補給

による低利融資を行い、資金融通の円滑化や金

利負担の軽減を幅広く行うものでございます。

県におきましては、９月議会で御承認をいただ

いた後、関係機関と協議を進めながら、制度の

詳細な仕組み等について詰めを行いまして、現

在、各漁協におきまして漁業者への説明が行わ

れているところであります。既に一部の漁協で

は融資の受け付けが開始されたと伺っておりま

すが、県といたしましては、資金を必要とされ

る漁業者の方々の要望にこたえ、できるだけ速

やかに適正かつ円滑な融資が行われますよう

に、関係機関に対する指導を徹底してまいりた

いと存じます。以上です。

○田口雄二議員 先ほど申しましたように、漁

業関係者の皆さんは大変これに期待をいたして

おりますので、迅速な対応、指導をよろしくお

願い申し上げます。

それでは次に、東九州自動車道の西都―宮崎

西間についてお聞きします。

今回、この区間におきましては、またも工事

で長期間にわたって全面通行どめとなりまし

た。この間は、平成13年の開通以来、相次ぐの

り面の崩落などで、片側交互通行や通行どめの

連続で、数少ない東九州道の供用区間なのにこ

んな状態では、今後の開通予定の区間は大丈夫

かと不安になってまいります。今回の工事で問

題点が解決されるのか、どのような工事をした

のか、また、現在施工中の西都―門川間は同様

の心配はないのか、県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（山田康夫君） 西都―宮崎西

間につきましては、管理者であります西日本高

速道路株式会社によりますと、開通後から降雨

によりのり面の崩壊を繰り返し、たびたび通行

どめを引き起こしており、これは、粘土層を主

体とする地山土質に、風化の著しい軟弱層が含

まれていることが原因であると聞いておりま

す。このことから、今後このようなことが起き

ぬよう、抜本的なのり面補強対策を行うため

に、今回の工事が実施されたものであるという

ふうに聞いております。

また、現在、西日本高速道路株式会社及び国

土交通省が整備を進めている区間につきまして

は、事前の地質調査結果などをもとに、のり面

工等について十分に検討を行い、必要な対策を

講じているとのことであります。県としまして

は、今後とも、事業区間の早期供用はもとよ

り、供用後の安全性の確保につきましても、関

係機関にお願いしてまいりたいと存じます。

○田口雄二議員 今まで25回も工事をしている

というふうに伺っておりますので、今回の工事

が最後になるように期待したいものだと思って

おります。

それでは最後に、教育行政についてお伺いし

ます。

最近、全国的に、佐賀北高校や長崎清峰高校

など公立高校のスポーツでの活躍が顕著です

が、本県の県立高校のスポーツの活躍も目をみ

はるものがあります。つい先日は都城工業高校

のバレーボール部が全国制覇、昨年の甲子園で

の宮崎商業高校、ことしの都城商業高校、小林

工業高校の男子新体操等々、各校の全国的な活

躍が目立ちます。延岡学園や日大高校等の私立

高校の全国的な活躍もありますが、選手集めな

どいろいろと制約のある中、県立がそのレベル

を維持向上させるのは困難が伴うと思われます

が、競技力強化推進校の指定基準と支援内容に

ついて、教育長にお伺いいたします。
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○教育長（渡辺義人君） 宮崎県高等学校競技

力強化推進校の指定制度でありますが、本県に

おける高等学校のスポーツ水準の安定的な維持

と国民体育大会における競技力の向上に資する

ことを目的として、平成９年度から設けられた

ものでありまして、本年度は22校20競技42の部

を指定いたしております。推進校指定の基準

は、「全国に通じる競技力を有し、今後もその

維持向上が期待されること」「競技力が県の

トップにあり、その活動が地域または学校に根

づいており、将来ともその競技力の向上が期待

できること」などとなっております。この基準

によりまして、関係部局や学校体育団体等で構

成します「宮崎県競技力強化推進校連絡調整会

議」の意見を聞いた上で、推進校の指定を行っ

ているところであります。指定された推進校に

は、遠征や合宿経費などの強化活動費を支援し

ておりまして、その額は、競技レベルや人数に

よって異なりますが、平均いたしますと、１部

当たり約70万円程度となっております。また、

高校入試においては、スポーツ推薦制度により

まして、優秀選手を確保することができるよう

にいたしております。このようなこれまでの取

り組みによりまして、議員からただいま一部御

紹介いただきましたように、例えば、全国高等

学校総合体育大会における団体及び個人の入賞

数が徐々に増加をしてまいっておりまして、平

成20年度は47、平成21年度は44入賞するなど、

一定の成果があらわれていると考えておりま

す。以上です。

○田口雄二議員 内容につきましてはよくわか

りました。しかし、一番の競技力の向上と維持

は指導者である先生にあることは、だれもが認

めるところだと思っております。手塩にかけて

競技力を高めても、すぐに転勤させられまして

は、また一からすべてやり直しになってしまい

ます。競技力向上で顕著な実績のある先生の人

事異動には一定の配慮がなされているのか、も

う一度、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 教職員の人事異動に

つきましては、学校の事情を考慮しつつ、学校

の活性化を図るとともに県下全域の教育水準を

維持向上させるために、公平公正に行っている

ところであります。競技力向上における指導者

の役割の大きさにつきましては、ただいま御意

見にありましたように、大変大きなものがある

というふうに認識をいたしております。したが

いまして、学校や部活動の状況を勘案しなが

ら、後継者の育成の状況を踏まえるなど中長期

的な視点での適切な人材の配置に努めていると

ころであります。また、スポーツの分野におき

まして特に秀でた技能・実績を有する者を対象

に、年度ごとに競技種目を限定しながら、教員

採用試験の中で特別選考試験を実施し、本県の

競技力向上や指導強化に資する人材の採用にも

努めているところであります。以上です。

○田口雄二議員 以上ですべての質問を終わり

ます。どうもありがとうございました。（拍

手）

○萩原耕三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

明日の本会議は、午前10時開会、本日に続き

一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時55分散会


