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◎ 代表質問

○中村幸一議長 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、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、新

みやざき、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。新みやざきを代表いたしまして、一

括してお尋ねをいたしたいと思います。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

改めて申し上げるまでもなく、我が国の経済

情勢は、1990年代のバブル崩壊以降、経済成長

のための政策対応が十分な効果を発揮しなかっ

たこともあり、いまだデフレ状態から脱却でき

ず、景気の低迷が続いております。この間の企

業の収益悪化、消費の低迷、さらにはたび重な

る減税措置などによりまして、約210兆円の税収

が失われたとも言われており、一方で、国、地

方を通じた借金の総額は860兆円を超え、実にＧ

ＤＰの1.8倍までに膨れ上がったのであります。

このような中、エコポイント制度や臨時交付金

の創設など、数度にわたり経済対策が実施さ

れ、その効果もあってか、最近ようやく景気に

持ち直しの動きが出始めたところでありまし

て、国においては、６月に新成長戦略を策定

し、2011年度中には消費者物価上昇率をプラス

にし、20年に及ぶデフレの終結を目指すことと

したところであります。しかしながら、ここに

きて、ギリシャの財政危機に端を発したアメリ

カやヨーロッパなどを中心とした海外景気の下

振れ懸念が急速に高まり、先月から円高、株安

が急激に進行しております。今後、金融緩和の

一段の強化措置が講じられるようであります

が、このまま円高等が長期化する見通しとなり

ますと、景気の回復に深刻な影響を与えること

が強く懸念され、口蹄疫により地域産業に大き

な打撃を受けた本県にとっては、まさにダブル

パンチとなるおそれがあります。また一方で

は、人口減少や少子高齢化など社会構造が激し

く変化している中で、国と地方の役割分担の見

直しや地方の税財源のあり方が議論されようと

しております。地域主権や道州制の動きと相

まって紆余曲折が予想されますが、税制改正や

国の補助金の一括交付金化などの行方を含め

て、地方公共団体の基本構造そのものに大きな

影響が生じてくる可能性があるものと考えられ

るところであります。時代は今まさに変革期に

あり、県政の将来を見通すことは極めて困難な

状況であります。だからこそ私は、県民ととも

に宮崎県の将来を切り開いていく役割を担う知

事には、強力なリーダーシップが求められるの

ではないかと思うのであります。

そこで、東国原知事に、２期目の進退につき

まして、昨日も質問がありました。もう少し時

間が欲しいということであります。現在、知事

は、口蹄疫からの復興に全力で取り組んでおら

れ、そのこと自体は評価しているところであり

ます。しかしながら、大きなダメージを受けた

地域産業全体が復興・再生するには、これから

多くの時間と労力が必要であり、そのために

は、できるだけ早期に明確なビジョンとそれに

基づく中長期的な具体策を示すことが必要であ

ると思いますが、知事が進退を表明しない中で

は、必要な対策におくれが生じることも懸念さ

れるところであります。口蹄疫からの早期復興

を図るためには、知事は一日も早く態度を表明

平成22年９月９日(木)



- 63 -

すべきと考えますが、あえて見解をお伺いいた

します。

次に、財政運営に関して何点かお伺いをいた

します。知事は、就任直後から行財政改革に着

手され、平成19年６月には宮崎県行財政改革大

綱2007を策定されました。この中で、「本県の

財政について、財政健全化へ向けて特段の対策

を講じない場合には、毎年度の多額の収支不足

から財政再建団体への転落が懸念されることか

ら、財政改革に取り組む必要がある」との認識

を示され、短期的には毎年度の多額の収支不足

の圧縮、中長期的には県債残高を減少し、持続

的に健全性が確保される財政構造への転換を進

めるとしたところであります。このため、毎年

度の予算編成において、人件費の削減、投資的

経費の縮減と重点化、さらには各種施策の選択

と集中など、必要な見直しを進めてきたものと

考えます。さまざまな制約がある中で、就任時

の知事の考えのすべてが実現できる予算ではな

かったものと思いますし、知事としては大変な

御苦労もあり、また、歯がゆく思うことも数多

くあったことと思います。そこで、知事就任か

らこれまで実際の財政運営に携わり、４年の任

期もあと４カ月余りとなった現時点で、本県財

政状況に対する基本認識について、就任時と変

わったのか変わっていないのか。また、変わっ

たとしたら、どのような点が変わったのかお伺

いをいたします。

また、今年度で計画の終期を迎える行財政改

革の中で、特に財政改革について、今後どのよ

うにあるべきとお考えなのかお伺いをいたしま

す。

次に、来年度の予算編成についてでありま

す。リーマンショック後の厳しい状況が続く

中、本県の経済・雇用情勢は上向く気配が見ら

れず、依然として低調に推移しております。と

りわけ、４月の口蹄疫発生に伴い、本県経済に

おいては、畜産業を初めとする農業はもとよ

り、食品加工などの関連産業や観光業、運輸業

などに深刻な影響が生じており、本来ならば地

域経済の牽引役である地元建設業につきまして

も、近年の公共事業の縮減方針により、疲弊し

ている状況にあります。地域経済の早期復興が

喫緊の課題であります。また、医師不足などの

医療問題、少子高齢化問題、増大する社会保障

関係経費への対応、宮崎の未来を担う教育、さ

らには道路や港湾などの社会基盤の整備など、

対処すべき課題は数多く残されておるのであり

ます。一方で、歳入面に目を転じますと、景気

の低迷により税収の増加は期待ができず、先ほ

ど申し上げましたように、地方交付税制度を初

めとする地方財政制度についても、今後どのよ

うに取り扱われていくのか、先を見通すことが

困難な状況にあると考えます。県財政のかじ取

りは非常に難しい局面を迎えていると考えられ

ますが、来年度の予算編成について、どのよう

に考えておられるのか、知事の基本的な考え方

についてお伺いをいたします。

次に、口蹄疫対策の県財政に与える影響につ

いてであります。４月20日に発生し、先月27日

にようやく終息した口蹄疫につきましては、292

戸の農家において疑似患畜が発生し、ワクチン

接種農家を含め、県内総数の約３割に当たる29

万頭の牛や豚が犠牲となりました。また、畜産

関係者を初め、226名の方々が口蹄疫の影響で職

を失い、直接・間接を含め2,350億円の被害が発

生するものと推計されております。このような

未曾有の被害をもたらした口蹄疫対策につきま

して、知事におかれましては迅速に対応いただ

き、発生直後の４月28日に約33億円の補正予算
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を措置されたのを初め、今回提案の補正予算案

を含め６回にわたる補正で、合計884億円以上の

口蹄疫対策予算を措置されました。このうち、

国庫補助金等の特定財源を除く167億円を超える

一般財源の多くについては、財政調整積立金の

取り崩しに頼っているところであり、財政改革

に取り組んでいる本県財政にとって、まさに深

刻な影響を及ぼすのではないかと懸念されま

す。これらの口蹄疫対策の本県財政への影響と

今後の財源対策についてお伺いをいたします。

次に、部局マニフェストについてお伺いをい

たします。県では去る７月末に、部局マニフェ

ストを公表されました。部局マニフェストは、

各部局の責任者である各部局長一人一人が、各

年度に重点的に取り組む施策・事業を盛り込ん

だマニフェストを年度当初に知事に提出し、そ

の実行を知事と約束するものであります。その

達成状況については、翌年度に自己評価を行

い、達成状況報告書として取りまとめ、公表さ

れているところであります。ここで、東国原知

事が就任されて以降の部局マニフェストの達成

状況報告書の評価を見ますと、目標が達成でき

たと評価された項目の割合は、最初の19年度

が91.3％でありまして、翌年度の20年度は5.9ポ

イント下がりまして85.4％、そして21年度も同

様に85.4％となっているようであります。この

目標達成率が最初の19年度と比較して下がった

ことにつきましては、目標値のハードルをより

高く上げるように知事が指示をされた結果だと

伺っておりますが、例えば本県の喫緊の課題で

あります医師不足解消につきまして、21年度に

新たに２名の医師確保との目標に対して、実績

はゼロと厳しい結果でありました。また、知事

が御自身のマニフェストで４年で100社とうたっ

ておられる新規企業立地100社につきまして

も、21年度までに69社と、こちらも目標達成に

向けてクリアすべきハードルがかなり高い状況

であります。しかしながら、目標は高くとも、

ぜひ知事を筆頭に職員の皆様一丸となって、今

後も目標達成に向けて頑張っていただきたいと

考えるのであります。そこで、各部局長にお伺

いをします。各部局長におかれましては、それ

ぞれのマニフェスト作成に当たって、部局内の

職員と意見交換をしながら、本年度、特に重点

的に取り組もうとお考えになった項目をマニ

フェストに掲げられたと思います。各部局の本

年度マニフェストに掲げられた主な項目と、そ

の目標達成に向けてどのように取り組んでいか

れるのか、それぞれお伺いをいたします。

次に、口蹄疫対策について何点かお尋ねをい

たします。

まずは、発生から終息までの取り組み等につ

いてであります。口蹄疫の発生によりまして、

約29万頭もの家畜の命が犠牲となりました。こ

の場をおかりして、多くの畜産農家の方々に心

よりお見舞いを申し上げます。また、今回は、

畜産業界だけでなく、多くの関連産業に多大な

影響が生じました。地域によっては、産業の柱

を根本から失い、経済活動の停滞や雇用、生活

への不安、環境対策など、さまざまな課題が生

じているところであり、これらの影響を受けら

れた皆様方の御苦労は大変なものであると存じ

ます。８月27日にすべての防疫措置が終了し、

終息に至ったところでありますが、口蹄疫発生

以来、感染拡大防止のため、発生農場での防疫

措置や県内各地に設置された消毒ポイント等

で、国や自衛隊、警察、また県や市町村の関係

機関、さらには多くの関係団体の皆様方の献身

的な防疫への対応について、深く敬意と感謝を

申し上げる次第でございます。さらに、県内外
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から多くの励ましの言葉や30億円を超える義援

金をいただくなど、たくさんの勇気と感動を与

えていただいたところでもあります。

今回、甚大な被害が発生した口蹄疫ですが、

県ではいち早く防疫対策本部を設置し、国や関

係機関とも連携しながら、懸命な防疫対応をし

ていただいたと思います。しかしながら、結果

的には、当初、過去の経験から早期封じ込めに

自信を見せていた県当局の言葉とは裏腹に、防

疫措置終了までに４カ月以上を要し、児湯地域

から家畜がいなくなるという事態となってしま

いました。それは、今回の口蹄疫ウイルスが10

年前と比べ非常に感染力が強かったこと、発生

地が家畜の密集地帯であったこと、さらには埋

却地の確保がスムーズにできなかったことな

ど、数多くの点が指摘されておりますが、検証

しなければならない課題もあるものと考えま

す。また、民間種雄牛の問題では、知事のブロ

グやマスコミ報道等を介して、知事と大臣が鋭

く対立をいたしました。知事の考えに賛同する

意見がある一方で、地元の畜産団体からは特例

措置に反対する意見が表明されるなど、県にお

いて国や地元と緊密な連携がとれていたのか、

疑問に思う事態も見られたところであります。

想定にない事象が次々と発生してくる中で、法

や制度の枠組みが不備であった点はあろうかと

思いますが、今後は、今回の経験を再発防止に

向け、どのように生かすかが重要だと考えま

す。そこで、今回の口蹄疫発生から終息までの

取り組みの評価と基本的な認識についてどのよ

うに考えておられるのか、知事にお伺いをいた

します。

さらに、今後、二度と口蹄疫を発生させない

ため、感染ルートの解明が大変重要であると思

われます。感染原因調査の進捗状況と今後の対

策について、同じく知事にお伺いをいたしま

す。

次に、口蹄疫からの復興対策についてであり

ます。県は、８月19日に出された「口蹄疫から

の再生・復興方針」の中で、県内経済への影響

額につきまして、先ほど申し上げましたよう

に、約2,350億円と算出しております。このとて

つもない金額を見ますと、今回の口蹄疫の県内

経済・県民生活への影響の大きさを改めて痛感

いたします。今回の口蹄疫は、発生した11の市

町はもちろんのこと、発生しなかった市町村に

おいても、移動制限や消毒の徹底、イベントの

自粛等、あらゆる対策を講じてきており、発生

市町と同様に、産業や生活への影響が出ており

ます。また、県民を挙げてのこういった取り組

みが、感染の拡大を何とか県内で抑えることに

つながったのではないかと思っているところで

もあります。失われてしまったものは、幾ら嘆

いても返ってくるものではありません。肝心な

のは、早くもとの水準に戻すための経済復興、

畜産の再生に向けた対策を速やかに打ち出して

いくことであると私は思うのであります。今

後、本県産業の再生や県民生活をもとに戻す取

り組みが必要になってくるわけでありますが、

とりわけ本県の基幹産業であります農業、その

中でも大きな比重を占めている畜産をどう再生

させていくのか、ここが復興のかぎになるので

はないかと思います。その中でも、今回、本県

で殺処分された家畜約29万頭のうち約28万頭は

西都・児湯地域であります。これをどう再生さ

せるのか。農家の皆さん方の不安や戸惑いがど

れほど大きいかは、容易に察せられるのであり

ます。再発する心配はないのだろうか、あるい

は本当に経営再建できるのだろうかといった、

いろいろな難しい課題があると私も考えます。
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このようなことを考えますと、今回の口蹄疫か

らの再生・復興に当たりましては、相当の予算

や時間が必要でありますし、さまざまな困難が

伴うことも覚悟しなければならないと思うので

あります。そこで、知事にお尋ねをいたしま

す。今回の口蹄疫被害に対し、本県の再生・復

興に向けてどのように取り組んでいくのか、国

への要望の取り組みとあわせてお伺いをいたし

ます。

また、西都・児湯の復興について、その取り

組み方針と進め方についてもあわせてお伺いを

しておきます。

次に、口蹄疫復興宝くじについてお尋ねをい

たします。先ほど、口蹄疫対策の県財政への影

響や今後の財源対策について申し上げました

が、今後も非常に多額の復興対策費が必要とな

り、県の財政は厳しい状況が続くものと認識し

ております。そこで提案であります。県の財源

調達の手法の一つとして、宝くじという方策は

考えられないのでしょうか。このことについ

て、さきの７月の臨時議会で、我が会派の西村

議員もお尋ねしたところであります。例えば、

今回上程されております口蹄疫復興対策基金の

財源とするため、あの阪神・淡路大震災、そし

て新潟県中越大震災のときのように、復興目的

の宝くじ、すなわち「宮崎県口蹄疫復興宝く

じ」を発売してはどうかと考えますが、その可

能性についてお伺いをしておきます。

次に、本県畜産の復興についてお尋ねをいた

します。本県畜産は、肉用牛が全国３位、豚が

２位と、全国でもトップクラスの生産規模を誇

り、中でも今回の発生の中心であった児湯地域

は、本県畜産の大きなウエートを占めるなど、

地域経済を支える重要な産業になっておりま

す。このような中で、多くの家畜が犠牲とな

り、特に児湯地区の５町は、家畜が全くいない

地域となってしまいました。また実際に、家畜

を処分された農家のみならず、移動制限等によ

り、多くの畜産農家が収入の道を断たれ、経営

継続の危機に瀕している状況でもあります。幸

いにして、８月31日の高千穂家畜市場を皮切り

に再開した子牛市場において、予想されたほど

大きな値崩れはなかったようであります。小林

におきましても、前回より４万円高いというこ

とでもありました。一刻も早く安定した出荷体

制に戻し、経営の安定と早期の経営再開を図る

ことが畜産農家のためでもあり、地域産業の復

興にとっても大きな課題であります。経営再開

に向けては、十分な支援が必要であると思いま

すが、口蹄疫発生農家及びワクチン接種農家

と、それら以外の農家への経営再開に向けた支

援策について、農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

また、現在、宮崎牛の輸出に向けた取り組み

については、今回の口蹄疫により、相手国に

よってはストップしている状況となっておりま

す。輸出再開については、ＯＩＥ（国際獣疫事

務局）による清浄国としての認定が必要である

と聞いておりますが、今後、どのような手続が

必要なのか、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

また、一方で、今回の口蹄疫の被害から再生

し、真に本県畜産の復興を図るためには、農家

への経営支援策を講じることはもちろんのこ

と、二度と同じような事態を起こさないよう、

今回の経験を生かした防疫体制の強化や再発防

止を含めた産地体制を確立することが重要であ

ります。口蹄疫の感染拡大を防止するために、

我が国で初のワクチン接種を行い、健康な家畜

についても予防的殺処分を行わなければならな
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い事態を招いてしまいました。これは、口蹄疫

の感染力が強かったことも一因でありますが、

発生した児湯地域が家畜密集地帯であったため

に、容易には感染拡大をとめることができな

かったからでもあります。今後、畜産農家が安

全・安心な畜産経営の再構築に取り組めるよ

う、全国のモデルとなるような再生に向けた強

い取り組みが大事と考えます。そこで、本県畜

産の再生に向けた取り組みと今後の畜産振興の

あり方について、農政水産部長にお伺いをいた

します。

次に、中小企業対策と雇用対策についてお尋

ねをいたします。口蹄疫は、畜産業者のみなら

ず、地域経済全体に大きな影響を与えました。

牛、豚を原料とする食品加工業やそれらを運搬

していた運送業など、直接的な影響を受けた業

種もあります。また、運送業などは、宮崎ナン

バーのトラックというだけで、全国の市場や農

場、卸先などから締め出されたという風評被害

もありました。さらには、人の動きが制限され

たことで、ホテル・旅館業では宿泊・宴会の

キャンセルが多数発生をし、飲食業にも人が集

まらず、その結果、売り上げが大きく落ち込ん

だようであります。このように、地域経済が大

打撃を受ける中で心配なのは、経営基盤がもと

より厳しい中小企業が持ちこたえられるだろう

かということであります。県といたしまして

は、影響を受けた中小企業の復興を支援するた

め、中小企業応援ファンドを創設するとのこと

でありますが、それを活用してどのような支援

を行っていくのか、商工観光労働部長にお伺い

をいたします。

また、報道では、口蹄疫の影響による離職者

数が相当数に上っているようでありますが、離

職者数はどうなっているのかお伺いします。さ

らに、その状況を踏まえ、離職を余儀なくされ

た失業者の方々に対して、どのような雇用対策

を考えているのか、あわせて商工観光労働部長

にお伺いをいたします。

次に、義援金についてお尋ねをいたします。

４月20日の口蹄疫発生以来、被害を受けられた

畜産農家に対する支援を行うため、５月14日か

ら義援金を募集し、これまでに県内はもとよ

り、全国から約32億円もの多額の義援金が寄せ

られました。この間、当初、募集期間は７月30

日までの予定であったところ、８月以降も本県

を応援したいという温かい声を多数いただいた

とのことで、県では地域経済の復興を支援の対

象に加え、10月31日まで募集期間を延長されま

した。この義援金は、全国の皆様方の本県に対

する思いやりと励まし、そして一日も早い本県

畜産の復興を願う気持ちが込められたものであ

り、寄附していただいた皆様方のそのようなお

気持ちにこたえられるよう、有益にかつ有効に

配分していくことが本県の責務であると考える

ところであります。そこで、福祉保健部長にお

伺いをいたします。先日、４回目の配分が行わ

れたという報道がありました。これまでにどの

ような配分が行われたのか。また、今後、寄せ

られる義援金はどのように配分されるのかお聞

かせください。

次に、本県の観光振興対策についてでありま

す。

九州新幹線につきましては、先日、新聞にい

よいよ来年３月12日全線開通との記事がありま

した。また、「つばめ」「さくら」に続いて

「みずほ」が運行され、大阪から鹿児島まで３

時間47分で走行するということであります。こ

としの３月には、九州新幹線「つばめ」の利用

者数が、開業から６年目で2,000万人を突破して
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おります。まだダイヤも発表されておらず、需

要予測は難しいと思いますが、関西・中国地方

と南九州との観光流動に大きな変化をもたらす

ものでありまして、本県におきましても、その

誘客効果は必ずプラスに働くのではないでしょ

うか。九州新幹線を活用した本県への誘客を図

るために、沿線の熊本県、鹿児島県と連携した

ＰＲが効果的と考えられますが、どのように取

り組んでいかれるのか、商工観光労働部長にお

尋ねをしておきます。

次に、県内のインフラ整備についてでありま

す。

まずは、細島港の整備についてであります。

私は港湾審議会の委員を務めております。常日

ごろ感じていることでありますが、海上輸送は

一度に大量の貨物を安価に運ぶことが可能で、

しかも地球環境にも優しいという特性を有して

おり、今後ますます重要な輸送手段になるもの

と考えます。その拠点となる港湾の整備につい

ては、ぜひとも必要であると認識しておりま

す。特に細島港は、ソーラーフロンティアなど

新たな企業の利用により、今後、貨物量の大幅

な増加が見込まれます。また、平成25年度に

は、東九州自動車道延岡―宮崎間の開通が予定

されており、さらには今後、九州横断自動車道

延岡線の整備が進むと、西九州との連携が強化

されるなど、非常に高い潜在力を備えている港

ではないかと思います。このため、県におかれ

ましては、貨物量の増大に対応するため、知事

を先頭に、大型岸壁整備の平成23年度着手を国

に対して強く働きかけてこられたところであり

ます。私ども新みやざきといたしましても、こ

とし５月に国土交通省などに対し、整備の必要

性を強く訴えてきたところでもあります。その

成果として、先般、細島港が国の新規直轄事業

の着手対象となる重点港湾に選定をされまし

た。また、大型岸壁の整備が国土交通省の平

成23年度概算要求に盛り込まれたところであり

ます。今後、財務省による予算査定等を控えて

はおりますが、岸壁整備に向けまして一歩前進

したのではないかと思うところであります。そ

こで、細島港について、県は今後どのような位

置づけで整備を進め、また、大型岸壁整備の平

成23年度の着手実現に向けて、どのように取り

組んでいかれるのか、あわせて県土整備部長に

お尋ねをいたします。

次に、東九州自動車道についてであります。

東九州自動車道については、高鍋―西都間がこ

とし７月17日に開通し、８月28日、開通式典が

盛大に開催されたところであります。また、門

川―日向間についても、今年12月４日、開通予

定となるなど、目に見えて整備が進んでまいり

ました。大変喜ばしいことで、知事を初め関係

各位に改めて敬意を表したいと存じます。東九

州自動車道は、九州縦貫自動車と連結すること

により、九州を一周する循環型高速道路ネット

ワークを形成し、九州の一体的浮揚を担うもの

であり、沿線には重要港湾や空港等の交通拠

点、商工業都市が位置しており、すぐれたポテ

ンシャルを有するものであることから、一日も

早い全線開通に向けての取り組みが必要であり

ます。そこで、東九州自動車道の今後の見通し

と県としての取り組みについて、県土整備部長

にお伺いをいたします。

次に、均衡ある国県道の整備についてであり

ます。県土の均衡ある発展を図るために、高速

道路を初め、県内道路網の動脈とも言える地域

高規格道路や国道などの幹線道路や地域に密着

した生活道路である県道など、県内道路網を一

体的に整備することが重要であります。公共事
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業の大幅削減など、道路整備を取り巻く環境が

厳しさを増しておりますが、まだまだ本県の道

路整備は必要であります。そこで、本県の国県

道整備の今後の取り組みについて、県土整備部

長にお伺いをいたします。

次に、梅雨前線豪雨による被害状況等につい

てお尋ねをいたします。

本県は、地形が急峻で、シラスなど脆弱な地

質が広範囲に分布しており、台風や集中豪雨等

による災害が発生しやすい特性があります。こ

こ数年、大規模かつ広範囲にわたる災害は発生

しておりませんでしたが、地球温暖化の影響か

らか、いわゆるゲリラ的な豪雨が全国的に増加

傾向にあることから、本県においても、その発

生が大変危惧されていたところでありました。

このような中で、６月から７月にかけての梅雨

前線豪雨によりまして、北諸県地域を中心に、

西諸県、南那珂地域において、大きな被害が発

生しました。特に７月２日から４日にかけて、

１時間に100ミリを超えるという記録的な豪雨に

見舞われまして、都城市で１名の男性が行方不

明となっておりますほか、人家の裏山の崩壊な

どに伴う家屋の全半壊や床上・床下浸水が発生

するとともに、道路、河川などの公共土木施設

や林地などにおきましても多くの被害を受けま

した。また、農作物被害につきましては、田植

えを終えたばかりの普通期水稲への土砂流入や

たばこの冠水被害が発生するとともに、農地や

水路などの農業用施設につきましても大きな被

害が発生したようでありまして、地域農業の基

盤そのものが大きく崩壊したところもあると聞

いております。被災された方々に対しまして、

この場をおかりしまして、心からお見舞いを申

し上げる次第でございます。台風シーズンとな

りまして、二次的な被害も心配される中、県民

の安全・安心を確保するとともに、生活基盤の

復興を図るために、被害を受けた箇所の一日も

早い復旧をお願いするものであります。そこ

で、今回の梅雨前線豪雨による被害状況と今後

の復旧対策について、環境森林部長、農政水産

部長、県土整備部長にそれぞれお伺いをいたし

ます。

次に、火山砂防対策についてお尋ねをいたし

ます。集中豪雨で怖いのは、先ほどの河川のは

んらんや土砂災害のほか、火山性の土石流であ

ります。私の住んでいる地域は、霧島山系の中

で特に土石流が発生しやすい地域であります。

今回の集中豪雨の際にも、都城地区のほかに、

小林市の生駒地区でも土石流が発生しました。

霧島山系の多くは国有林が占めており、対策に

ついては、その調整が必要であると考えます

が、霧島地域の火山砂防対策と小林市生駒地区

の土砂災害の復旧について、県土整備部長にあ

わせてお伺いをいたします。

次に、林業問題についてお尋ねいたします。

本県は、400年の歴史を誇る飫肥林業を初め、

昭和30年代から取り組んできました拡大造林に

よって、杉を中心とした人工林資源が充実し、

全国に先駆けて本格的な木材資源の利用段階に

入っており、我が国の主要な国産材供給基地で

あります。しかしながら、我が国の林業・林産

業の状況を見ますと、ヨーロッパなどの先進林

業国に比較して、路網整備が極端におくれるな

ど生産性が低く、また、今や国際商品となった

木材の価格は輸入材に左右され、長期にわたり

低迷しており、林家等の森林や林業に対する投

資意欲が低下しているのであります。このよう

な中、国において、木材自給率を50％以上に引

き上げるといった大きな目標を掲げた森林・林

業再生プランが昨年末に策定されました。現
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在、林業や林産業の再生に向けたさまざまな改

革の方向が検討されていると伺っております。

また、本年６月11日の第174回国会における内閣

総理大臣の所信表明演説においても、「低炭素

社会で新たな役割も期待される林業は、戦後植

林された樹木が成長しており、路網整備等の支

援により林業再生を期待できる好機にありま

す」との発言があり、林業再生に向けて国の意

気込みがあらわれているものと期待をしており

ます。そこで、今般の森林・林業再生プランの

目的とは具体的に何なのか。また、国の大きな

政策転換を受けて、本県では今後どのように取

り組んでいかれるのか、その状況について、環

境森林部長にお尋ねをいたします。

次に、医療対策についてお伺いいたします。

まずは、医師確保対策についてであります。

私は、県議会議員に当選して以来、「医療の格

差はあってはならない。県民が県内どこに住も

うと、ひとしく安心な医療が受けられねばなら

ない」、このような観点から、たびたびこの医

療問題について訴えてまいりました。県の医療

計画でも、「すべての県民が、質の高い医療サ

ービスを安心して受けられる医療体制の確立」

ということが基本理念として掲げられておりま

す。しかしながら、現実はこの理念からほど遠

く、医師不足や地域医療の崩壊といった医療問

題が連日報道されております。特に、医師不足

はますます深刻化しており、私の地元の小林市

立市民病院は、最新式のＭＲＩの導入など、西

諸地域の中核基幹病院としての充実が図られま

して、ことし４月、グランドオープンしたもの

の、肝心の医師が引き揚げられ、診療機能が低

下するという事態に陥りました。また、先般、

県立病院の決算のニュースも報道されまして、

ここでも医師不足によって収益が上がらず、赤

字とのことであります。いつまで私どもは医師

不足に泣かされなければならないのでしょう

か。医師不足の大きな要因の一つとして、平

成16年度の新医師臨床研修制度があると言われ

ております。この制度の導入により、研修医が

自由に研修先の病院を選択することができるよ

うになった。このことから、症例の多い都市部

の病院を希望する研修医が増加して、反対に、

大学病院を選択する研修医は減少してしまいま

した。その結果、大学病院でも医師が足りなく

なり、地域の中核病院に派遣している医師を引

き揚げざるを得なくなった。このことが中核病

院の医師不足となる原因としての構図のようで

あります。国では、この状況を受けまして、昨

年度、都市部での定員削減など、臨床研修医制

度の見直しが行われたようであります。その見

直しの結果、本県の臨床研修医の確保につな

がったのか、まずは福祉保健部長にお伺いをい

たします。

次に、医師不足解消に向けての取り組みであ

ります。国においては、ようやく重い腰を上

げ、従来抑制してきた医師養成数を増加に転じ

まして、平成22年度の医学部入学定員は約8,800

名と過去最大となっておりますが、その効果が

あらわれるのは、約10年を要すると言われてお

ります。また、国は昨年、医師確保や救急医療

の確保など、地域医療対策を地域の実情に応じ

て推進するため、地域医療再生臨時特例交付金

制度を創設し、地域の医療課題を解決しようと

しております。一方、県においても、医師修学

資金の貸与、医師派遣システム、また、ことし

は残念な結果でありましたが、宮崎大学と連携

した地域枠の設定など、さまざまな対策に取り

組んでおられるのであります。なかなか国や県

でも医師不足を解消するための特効薬はないよ
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うでありますが、住民が今住んでいる地域で安

心して医療が受けられるようにすることは、

待ったなしの課題であります。今後、医師不足

解消に向けてどのように取り組んでいかれるの

か、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

次に、本県の精神医療についてであります。

これまで入院処遇を中心に進められてきた我が

国の精神保健医療福祉施策は、今まさに大きな

転換期を迎えておるのであります。厚生労働省

では、精神保健医療福祉のさらなる改革とし

て、「地域を拠点とする共生社会の実現」に向

けて、「入院医療中心から地域生活中心へ」と

いう基本理念に基づき、その実現に向けた本格

的な取り組みが始まり、各県でもこれに呼応す

る形でさまざまな取り組みが展開されていると

伺っております。本県では、厚生労働省が公表

した資料によりますと、人口10万人当たりの精

神疾患による入院者数は490.8人と、全国ワース

ト３位となっているようであります。これには

さまざまな原因が考えられると思いますが、デ

ータ的に見ますと、ここ10年、本県の入院患者

数はほとんど変わりがないのに対して、他県で

は、国の方針等に基づき、さまざまな施策を展

開され、入院患者数を減らしてきております。

「入院医療中心から地域生活中心へ」という基

本理念を実現するためには、地域で生活する精

神障がい者が、必要なときにいつでも適切な医

療を受けられるということが整備される必要が

あると考えます。本県のこのような現状を見ま

すと、精神保健医療施策のより一層の充実が求

められると思うのであります。また、地域生活

を安心して送るためには、セーフティネットと

しての精神科救急の役割が重要であると思うの

であります。精神科救急の本県の現状を見ます

と、平日の夜間の体制は整備されておらず、民

間の精神科や県立宮崎病院精神医療センターの

お医者さんたちの崇高な志に依存しているのが

現状であるようであります。そこで、福祉保健

部長にお尋ねいたします。他県に大変なおくれ

をとっていると言われる本県の精神保健医療福

祉施策をどのように進めていかれる考えなの

か。また、精神科救急の充実を今後どのように

図っていかれるのかお伺いをしておきます。

また、病院局長にお尋ねをいたします。昨年

度、本県の精神疾患に関する全県レベルの中核

病院として県立宮崎病院内にオープンした精神

医療センターを、本県の精神医療の充実に向け

てどのように運営されていかれるおつもりなの

かお伺いをしておきます。

次に、県立病院事業の新しい中期経営計画に

ついてであります。昨年度、県立病院の経営形

態について検討が行われまして、その結果、現

在の経営形態を継続し、今年度から３年間、さ

らに経営改革に取り組んだ上で、平成25年度に

再度、経営形態を見直すということになったよ

うであります。しかしながら、先日公表された

平成21年度の県立病院の決算見込みでは、御案

内のように、約11億円余の赤字となり、中期経

営計画の目標を約７億円余も下回ったようであ

ります。これまで病院局では、現在の中期経営

計画に基づき、高度で良質な医療の確保と経営

の健全化の両立に懸命に努力され、20年度まで

はこの計画を上回る成果でありました。しか

し、21年度は、現在の中期経営計画では想定さ

れなかった全国的な医師不足の影響によりまし

て、収支が悪化したと伺っております。医師確

保が難しく、医業収入の確保が思うようになら

ない現状での経営健全化には、費用削減を図る

しか方法はないと思いますが、既に病院局にお

いては、これまでの取り組みにより、打つべき
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手は打ってこられたと私は思っております。現

在の中期経営計画の最終年度である今年度には

単年度黒字化を目指すという計画目標の達成は

できないのではないかと考えます。このような

中、病院局では、今後３年間の経営健全化の目

標を定めた新しい中期経営計画を策定されると

いうことでありますが、医師不足の問題に明る

い兆しが見えない中では、医療の質の向上と健

全経営が両輪となった実現性のある計画を策定

できるのか、甚だ疑問なところがあります。そ

こで、医師確保がままならない中で、新しい中

期経営計画では収支上の目標をどのように考え

ておられるのか、また、今後の病院運営のポイ

ントは何か、病院局長にお尋ねをいたします。

次に、教育施策及びスポーツ振興についてで

あります。

まずは、さきに開催されました全国高等学校

総合文化祭についてであります。第34回全国高

等学校総合文化祭宮崎大会が「とき放て創造の

力 熱き太陽の光と共に」の大会テーマのも

と、８月１日から５日までの５日間、県内７市

１町において開催され、総合開会式やパレード

のほか、演劇や郷土芸能など、24部門での発表

等がありました。本大会は、全国の都道府県持

ち回りの大会で、本県では50年に一度の開催と

なる大会でありました。一時は、口蹄疫の影響

により、開催できるか心配されました。予定ど

おり開催することができて、本当によかったと

思います。改めて、関係各位の御努力に対し

て、深く敬意を表するものであります。私も宮

崎市で開催された総合開会式に出席させていた

だきました。生徒実行委員会委員長を務めた宮

崎西高等学校３年の結城葵さんのすばらしいあ

いさつに胸を熱くしたのは、私だけではなかっ

たと思います。全国からよりすぐりの高校生が

相集って開催されるこの大会は、本県高校生は

もとより、本県にとりましても非常に意義深い

大会であったと思います。この大会をどのよう

に総括し、また、今後この大会の成果をどのよ

うに生かしていかれるのか、まずは教育長にお

伺いをいたします。

次に、本県のスポーツ競技力向上についてお

伺いをいたします。昨年度、新潟県で開催され

ました「トキめき新潟国体」におきまして、目

標としておりました天皇杯順位30位台を確保す

ることができませんでした。また、本年度、沖

縄で開催された全国高校総体では、陸上競技や

柔道競技での輝かしい個人優勝はあるものの、

団体、個人を合計した入賞数は33と、昨年度

の44を下回りました。しかしながら一方で、全

国中学校体育大会では、団体、個人を合計した

入賞数が10と、昨年度の６を大きく上回ってお

り、若い力が育っていることも感じます。スポ

ーツにおける本県選手の活躍は、県民に夢と感

動を与え、とりわけ国体などは、県民の誇りや

一体感を醸成するとともに、社会に活力を生み

出し、本県経済の発展にも広く寄与するもので

あり、したがいまして、競技力向上を通じたス

ポーツの振興は、県勢発展を図る上で大変重要

な課題であると考えております。そこで、本県

スポーツの競技力向上にどのように取り組んで

おられるのか、教育長にお伺いをいたします。

また、今月下旬から、千葉県で「ゆめ半島千

葉国体」が開催されます。本年は口蹄疫の発生

によりまして、選手の皆さんは、日ごろの練習

の制限や対外試合の自粛など、さまざまな影響

があったと言われておりますが、このような状

況の中で、「ゆめ半島千葉国体」にどのように

臨もうとされているのか、教育長にお尋ねをい

たします。
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最後になりますが、県民の安全・安心の確保

についてお伺いをいたします。

警察行政につきましては、犯罪捜査や治安の

維持はもとより、犯罪情勢の的確な分析に基づ

く街頭犯罪の抑止や地域安全活動の推進、また

交通事故対策や少年非行の防止、さらには犯罪

被害者支援の推進など、県民生活の細部にわ

たって、その安全・安心の確保に極めて重要な

役割を果たしております。このような中で、最

近の治安情勢を見ますと、刑法犯そのものの数

は減少傾向にありますが、一方で、振り込め詐

欺に代表される高齢者をねらった犯罪や子供や

女性が犯罪に巻き込まれるケースの増加など、

地域住民が安心して暮らせる社会の実現に向

け、これまで以上の取り組みが求められるとこ

ろであります。また、個人のモラルの低下、地

域社会の連帯意識が希薄になる中で、児童虐待

や薬物乱用、最近では高齢者の行方不明の問題

など、新たな社会問題も数多く発生してきてお

るのであります。本県におきましても、平成21

年度中の児童虐待事件の検挙件数は、前年度対

比プラス３件の７件、薬物乱用事犯の検挙件数

につきましても、前年度比プラス21件の何と123

件と、いずれも増加しているところでありま

す。加えて、冒頭申し上げましたように、最近

の景気・雇用情勢が厳しさを増す中にあって、

社会的な不安の増大、あるいは治安情勢が悪化

することも懸念されるところであります。そこ

で、お忙しい中にお越しいただきました公安委

員長にお伺いをいたします。佐藤公安委員長

は、昨年11月に公安委員に就任され、本議会の

冒頭に御紹介がありましたように、８月１日か

ら警察行政の管理を担う公安委員会のトップに

就任されたわけでありまして、警察行政をめぐ

る情勢が変化していく中で、現在の本県の治安

情勢をどのように認識されておられるのか、ま

た、公安委員長としての基本的な考え方をお聞

かせいただきまして、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。

次期知事選挙についてであります。私は知事

に就任以来、県民の皆様とのお約束であるマニ

フェストの達成はもちろんのこと、さまざまな

行政課題の解決に、一日一日、全身全霊を傾け

て取り組んでまいりました。また、口蹄疫から

の再生・復興につきましても、県といたしまし

て、８月に策定させていただきました「口蹄疫

からの再生・復興方針」に基づき、国、市町

村、関係団体、そして県民の皆様と一体とな

り、文字どおり県民総力戦で取り組んでいると

ころであります。お尋ねの次期知事選挙への私

の対応につきましては、じっくり考える時間を

持つことができない状況にありましたので、い

まだ結論に至っていないところであります。こ

の９月議会中のできるだけ早い機会に、県民の

代表であります県議会の場で発言の場をいただ

き、私の態度を明らかにできるように努めたい

と考えておりますので、県議会の皆様、そして

県民の皆様には大変申しわけありませんが、今

しばらくお時間をいただくことに御理解いただ

きたいと思っておるところであります。

本県財政状況に対する基本認識についてであ

ります。私が知事に就任しました平成19年１月

時点において、地方財政は、地方交付税の総額

抑制により厳しさが増すとともに、税源の偏在

のため、地域により財政力に大きな格差が生じ

ておりまして、本県のように、地方交付税を初

めとする依存財源に頼らざるを得ない財政基盤

の脆弱な地方自治体としては、特に地方交付税
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など地方財源の先行きの不透明さから、明快な

展望が描けない状況にありました。その後、３

年９カ月が経過しようとしている現時点におい

て、三位一体の改革で大幅に削減された地方交

付税等について、ある程度は回復傾向にあるも

のの、本県においては、まだまだ削減前の規模

に至ってはおらず、また、長引く景気低迷等の

影響によりまして、県税収入は減少の一途をた

どっており、さらには口蹄疫への対応等により

財政負担を余儀なくされるなど、本県の財政状

況は引き続き厳しい状況に置かれているものと

認識をしているところであります。

次に、財政改革についてであります。先ほど

申し上げましたとおり、本県財政は引き続き厳

しい状況にありまして、このまま景気の低迷が

続きますと、あと数年で財政調整のための基金

が枯渇し、予算編成が困難となることが見込ま

れております。したがいまして、これまで以上

に選択と集中を基本とした歳出の縮減・重点

化、歳入の積極的な確保、また予算執行段階で

の徹底した節約等に努めるなど、思い切った財

政改革に取り組み、基金の取り崩しに頼らない

健全な財政運営を目指していくことが必要であ

ると考えているところであります。

次に、来年度の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等により行政経

費が累増する一方で、世界的な経済危機の影響

により税収等が落ち込む中、今回の口蹄疫対策

において多額の財政負担を余儀なくされるな

ど、本県の財政状況は、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、まずは基金の取り崩しに頼らな

い、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

に推進していく必要があるものと考えておりま

す。また、その一方では、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、本格的な

人口減少社会の到来など、将来的な課題へ対応

する重点施策に積極的に取り組んでいくことも

重要であります。したがいまして、平成23年度

当初予算につきましては、財政改革のさらなる

取り組みによる徹底した財源の捻出に努めなが

ら、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

積極的に取り組んでいく必要があると考えてお

ります。

次に、口蹄疫対策の本県財政への影響等につ

いてであります。口蹄疫対策予算の総額であり

ますが、今回提案の補正予算案を含め６回の補

正予算を措置することとしておりまして、その

総額は884億4,700万円余となっており、これか

ら国からの補助金等の特定財源を除いた167

億3,100万円余が一般財源となっております。こ

の167億円余の一般財源のうち、特別交付税や決

算剰余金等を除く70億円余については、財政調

整積立金の取り崩しにより賄っておりまして、

その結果、年度当初時点で約117億円残るものと

見込んでいた財政調整積立金は、現時点で約46

億円の見込みとなっており、このままでは来年

度の予算編成が難しくなるなど、極めて厳しい

状況を想定しているところであります。したが

いまして、口蹄疫により本県がこうむった甚大

な被害の実態や国におけるこれまでの大臣発

言、口蹄疫対策特別措置法制定の経緯等を踏ま

え、県が負担しました一般財源につきまして

は、特別交付税等により措置していただけるよ

う、国に対し強く要望してまいりたいと考えて

おります。

次に、今回の口蹄疫発生から終息までの取り

組みの評価と基本的な認識についてでありま
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す。４月20日の口蹄疫発生後、直ちに対策本部

を設置し、家畜伝染病予防法や防疫指針に基づ

いて、移動制限区域の設定を行うとともに、殺

処分や埋却、消毒ポイントの設置など、防疫措

置を講じてまいりました。しかしながら、全国

でも有数の畜産密集地帯であったことや大規模

農場において埋却地の選定のおくれがあったこ

と、さらには国内で初めて豚で発生したことな

どにより、急速に感染が拡大し、ワクチン接種

の受け入れを余儀なくされ、結果として約29万

頭もの家畜が殺処分に至り、県内経済や県民生

活に甚大な影響を及ぼしていることは大変残念

に思っているところであります。私は、今回の

口蹄疫のような法定伝染病については、国家防

疫の観点から、最終的には国が責任を持って対

応すべきものと考えており、今後、今回の防疫

措置の検証等を踏まえ、地域の実態や未曾有の

被害が発生した本県の経験が家畜伝染病予防法

の改正等に生かされるよう、国に対して強く働

きかけてまいりたいと存じております。

次に、感染原因調査の進捗状況と今後の対策

についてであります。感染経路の解明は、今後

の防疫体制の強化や再発防止を図る上で非常に

重要であり、最終的には、国家防疫の観点か

ら、国の責任において徹底して行うべきものと

考えております。先般、家畜疾病の専門家等で

構成される国の疫学調査チームが取りまとめた

中間的整理においては、「最も早い感染例では

３月中旬において、既に口蹄疫ウイルスが侵入

していたと考えられるが、現時点では、我が国

への口蹄疫ウイルスが侵入した経路を特定する

に至っていない」とされております。今後、国

において、侵入経路等について引き続き調査が

行われることとされており、県といたしまして

は、国の調査チームに引き続き協力するととも

に、宮崎県口蹄疫対策検証委員会においても、

独自の調査チームにより、感染経路の究明に取

り組んでいるところであります。また、県にお

ける今後の対策といたしましては、発生及び蔓

延防止を強化するため、市町村や関係団体と連

携し、防疫意識の啓発や飼養衛生管理基準の遵

守など、一層の取り組みを図る必要があると考

えております。

次に、口蹄疫の復興対策についてでありま

す。口蹄疫からの再生・復興を進めるに当たり

まして、県といたしましては３つの目標を掲げ

ております。１つ目は、早急な県内経済の回

復、県民生活の回復を図ること、２つ目は、今

回の経験を踏まえて、防疫や環境に配慮した全

国のモデルとなる畜産を再構築すること、３つ

目は、畜産への過度の依存を見直し、産業構造

・産地構造の転換を推進することであります。

これらの目標に向け、国や市町村、民間団体、

さらには県民の皆様と連携・協力し、まさに県

民総力戦で本県の再生・復興に取り組むことに

より、以前よりも活気のある宮崎県にしてまい

りたいと考えております。これからその取り組

みを本格化していくこととなりますが、そのた

めには相当の時間と費用が必要であります。し

たがいまして、私も、菅総理大臣や山田農林水

産大臣とも直接お会いし、国による対策の実施

や補助事業の優先採択などのほか、今議会に提

案しております口蹄疫復興対策基金に対する財

政支援等について要望したところでありまし

て、現在、関係省庁と協議を進めているところ

であります。

次に、西都・児湯地域の復興についてであり

ます。今回の口蹄疫の激震地であります西都・

児湯地域では、産業の柱の一つを丸ごと失った

状況にありまして、地域経済や住民生活は甚大
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な被害を受けております。この地域の復興に当

たりまして、短期的には、緊急雇用創出の特例

基金等を活用した臨時的な雇用の創出や当面の

地域経済の下支えをする公共事業等の実施、あ

るいはプレミアム商品券に対する支援やイベン

トの開催による需要喚起などに取り組みますと

ともに、中長期的には、環境に関する不安の解

消や積極的ＰＲによる地域イメージ回復を図っ

ていく必要があると考えております。特に農業

・畜産の再生につきましては、特定疾病のない

畜産経営の構築や適正飼養規模の経営への転

換、さらには、長期的な視点に立って、畜産か

ら耕種への転換や６次産業化など、全国のモデ

ルとなるような取り組みを進めていく必要があ

ると考えております。〔降壇〕

○県民政策部長（山下健次君）〔登壇〕 お答

えいたします。

マニフェストについてであります。私は、本

年度の県民政策部のマニフェストとして、「長

期的、広域的視点に立った施策の構築」及び

「課題への迅速・的確な対応」という視点か

ら、20年後の本県の将来を見据えた戦略的な新

たな総合計画の策定、中山間地域対策を初めと

する重点施策の推進、県内における分権型社会

の構築などを目標に掲げているところでありま

す。総合計画の策定につきましては、各部局と

の連携のもとで、地域の方々や市町村との意見

交換、総合計画審議会等を通じまして、県民共

有のビジョンとなる計画策定を進めてまいりま

す。また、県内における分権型社会の構築につ

きましては、住民に身近な自治体である市町村

の果たす役割が今後ますます重要になることか

ら、市町村との協議の場を設け、県と市町村の

役割分担や権限移譲等について、対等な立場で

十分な協議を行っていくこととしております。

なお、口蹄疫からの復興につきましても、８

月19日に策定いたしました再生・復興方針に基

づいて、県民政策部が中心となって、市町村や

関係団体との連携のもと、全庁的に早期復興に

向けて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。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

マニフェストの主要項目とその達成に向けた

取り組みについてであります。まず、本年度が

最終年度となります行財政改革大綱2007につき

まして、各部局と協働いたしまして着実に推進

してまいりますとともに、今後の改革に向けた

検討を行ってまいります。次に、税収確保対策

等の推進であります。22年度県税当初予算額で

あります779億円の税収確保に向け、個人県民税

の賦課徴収を行っている市町村とも連携強化を

図るなどの税収確保対策を進めます。次に、危

機管理体制の充実・強化であります。多様な危

機事象に迅速・的確に対応するため、体制の充

実や強化に努めるとともに、自主防災組織の育

成など県民総力戦による防災対策を推進いたし

ます。次に、職員の法令遵守意識の徹底であり

ます。不適正な事務処理問題等の反省の上に立

ち、職員研修の充実や準公金の管理、検査体制

の整備などにより、全庁的なコンプライアンス

の推進に努めてまいります。以上を主要項目と

して掲げまして、その実現に向けて全力で取り

組んでまいります。

次に、口蹄疫被害復興宝くじについてであり

ます。全国宝くじの発売につきましては、総務

大臣の許可や各都道府県等の同意が必要とされ

ており、特に災害復興宝くじにつきましては、

収益金の対象となる事業が災害復旧事業等の公

共事業とされているところでございます。これ
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まで全国では、平成７年の阪神・淡路大震災復

興宝くじと平成17年の新潟県中越大震災復興く

じの２件の発売実績がありますが、いずれも収

益金の対象は震災地域の復旧関係事業に限られ

ております。このため、現状では、口蹄疫復興

支援宝くじの発売は困難でありますが、議員御

指摘のとおり、可能となりますと大きな財源確

保策となりますので、今後、対象事業の緩和等

の措置について、国に強く要望してまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、マニフェストについてであります。福

祉保健部におきましては、本年度は、県の重点

施策である地域医療の再生及び子育て支援につ

いて、それぞれ昨年度策定した地域医療再生計

画及び次世代育成支援行動計画に掲げる施策の

着実な推進に重点的に取り組むこととしており

ます。まず、地域医療再生のための喫緊の課題

である医師確保対策につきましては、県内主要

医療機関への５名以上の新たな医師の確保を目

標に掲げ、医師派遣システムを初め、市町村と

連携して、本県での勤務を希望する医師への働

きかけなどを行うとともに、宮崎大学地域医療

学講座への支援などの対策を総合的に推進して

いるところであります。次に、子育て支援につ

きましては、県民全体で子育てを支え合う社会

づくりを目指して、多様な保育サービスの充実

や放課後児童クラブの設置促進など、地域にお

ける子育て支援対策を推進しております。ま

た、妊婦健診などの母子保健対策や、民間団体

などとの連携強化による要保護児童対策の充実

に取り組んでいるところであります。これらの

施策は、いずれも県民生活に直結するものであ

り、県民目線に基づいた取り組みが求められま

すので、関係機関の連携の強化を図りながら、

全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、義援金の配分についてであります。全

国の皆様方からお寄せいただいた宮崎県口蹄疫

被害義援金につきましては、配分委員会で検討

を行い、これまでに30億6,400万円余りを配分し

たところであります。その内訳としましては、

まず県内の畜産農家や人工授精師等に対し、総

額16億6,400万円余りの配分を行っております。

また、地域の実情に応じた畜産再生のための支

援事業等に役立てていただくため、市町村に対

し、総額４億円を配分しております。さらに、

設置が予定されている宮崎県口蹄疫復興対策基

金へ10億円の配分を行い、将来にわたる復興の

ための事業に充てることとしております。今後

の義援金の配分につきましては、畜産業を含め

地域経済全体の復興のための事業に有効に役立

てる方向で、配分委員会において協議・決定し

てまいりたいと考えております。

次に、臨床研修医の確保についてでありま

す。本県では20歳代の若い医師が年々減少して

おり、臨床研修医の確保は重要な課題であると

認識しております。このため、都市部の臨床研

修医の定員削減など、臨床研修制度の見直しを

国に対して強く要望してきたところでありま

す。その結果、都市部の募集定員枠の削減等の

見直しが行われたものの、依然として募集定員

が臨床研修医の数を上回っており、残念なが

ら、本県の臨床研修医の増加にはつながってい

ない状況です。このため、県といたしまして

は、引き続き国に対し、都市部のさらなる削減

など、臨床研修制度の見直しを要望するととも

に、すぐれた指導医の育成や本県出身の医学生
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への働きかけの強化など、関係機関と連携しな

がら、臨床研修医の確保に努めてまいりたいと

考えております。

次に、医師不足解消への取り組みについてで

あります。医師の確保は、県民の安心・安全な

生活を確保する上で重要な課題であり、県の重

点施策として、さまざまな取り組みを行ってい

るところであります。具体的には、医学生への

医師修学資金の貸与を初め、宮崎大学の協力の

もと、医学部入学試験への地域枠の導入など、

将来、本県の地域医療を担う医師の養成に努め

ております。また、関係市町村と連携して、求

人情報の発信や「みやざき地域医療応援団」へ

の登録呼びかけ、病院説明会の開催など、医師

の確保にも積極的に取り組んでいるところでご

ざいます。さらに、本年度から地域医療再生計

画に基づき、宮崎大学の地域医療学講座の運営

支援やドクターヘリの導入など、平成25年度ま

でに本県の医療提供体制の強化等にも取り組む

こととしております。今後とも、市町村や医師

会、宮崎大学等と連携しながら、医師にとって

も魅力的な医療環境の整備に努めるなど、医師

不足の解消に全力で取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、精神障がい者に係る施策についてであ

ります。精神障がい者の皆さんが、住みなれた

地域で安心して生活するためには、地域社会で

の理解の促進や支援体制の充実に加え、居住の

場の確保や就労に向けた支援が必要であると考

えております。このため、県では、精神障がい

に対する理解を促す研修会等を開催するととも

に、精神障がい者や家族を対象とした電話相談

を行っております。また、県内３つの障がい保

健福祉圏域において、退院可能な方の地域生活

への移行を個別に支援するため、精神障がい者

地域移行支援事業を実施し、地域移行推進員を

設置するなどの施策に取り組んでおります。さ

らに、居住の場を確保するため、グループホー

ムなどの整備に対して助成するほか、就労の機

会の確保にも努めているところであります。県

としましては、今後も市町村や関係機関と連携

を図りながら、精神障がい者の方が一人でも多

く地域の中で自立した生活ができるよう、支援

に努めてまいりたいと考えております。

次に、精神科救急についてであります。本県

では、県内を３ブロックに区分し、日曜日と祝

日、年末年始において、20の精神科病院が参加

する病院群輪番制により、精神科救急医療の確

保を図っているところであります。しかしなが

ら、御指摘のように、現行の体制では、平日の

夜間等に対応できないなどの課題も残っており

ます。このため、医療関係者等で構成する宮崎

県精神科救急医療システム連絡調整委員会にお

いて、改善に向けた検討を進めているところで

あります。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、本年度の部局マニフェストについてで

あります。環境森林部におきましては、「地球

温暖化防止に貢献し、環境への負荷が少ない循

環型社会づくり」「活力ある森林・林業・木材

産業づくり」の２つの推進を重点項目として取

り組んでいるところでございます。初めに、循

環型社会づくりについてでありますが、温室効

果ガスや廃棄物の排出削減、新エネルギーの導

入促進等に向け、４Ｒ運動等によりまして県民

や行政などが一体となった取り組みを進めると

ともに、学校や地域などでの環境学習等を推進

しております。次に、森林・林業・木材産業づ

くりにつきましては、植栽未済地2,500ヘクター
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ルの解消など、森林整備を通じた公益的機能の

持続的な発揮に向け、森林資源の循環利用シス

テムの確立や多様で健全な森林づくりを推進し

ます。また、未利用木質バイオマスなどの利用

促進を通じた効率的な森林経営やトップセール

スなどによる県産材の需要拡大に努めますとと

もに、若年層や異業種からの林業への新規参入

の促進等により、林業就業者の確保・定着を進

めることとしております。以上の項目を中心と

いたしまして、その実現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。

次に、梅雨前線豪雨による被害状況と復旧対

策についてであります。６月から７月にかけて

の梅雨前線豪雨による森林関係の被害につきま

しては、都城市を初め県内の12市町村におきま

して、山腹崩壊や林道のり面の崩壊など、合わ

せて49カ所、６億9,000万円の被害が発生してお

ります。現在、被災箇所の現地調査等を済ま

せ、国との協議や災害査定など、所定の手続を

進めているところであります。今後、緊急性、

重要性を踏まえて、関係する市町村とも連携し

ながら、早期復旧に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、森林・林業再生プランについてであり

ます。森林・林業を取り巻く情勢は、材価の低

迷などにより、森林の適正な管理に支障を来す

ことが懸念されております。このため、今回の

プランは、これまでの森林・林業に関します施

策、制度、体制を抜本的に見直すことにより、

木材などの森林資源を最大限に活用し、雇用、

環境にも貢献することを目的として策定された

ところであります。現在、この再生プランを着

実に推進するため、森林・林業再生プラン推進

本部において、具体的な検討が行われておりま

す。６月に、中間取りまとめとして、森林・林

業の再生に向けた改革の姿が公表されたところ

であります。この中間取りまとめによります

と、実効性のある森林計画制度に見直すための

森林法の改正、施業の集約化、集中的な路網整

備による低コスト化の推進のほか、森林管理の

専門的な知識を有するフォレスターや森林施業

プランナーの育成、国産材の利用拡大などに取

り組むことによりまして、森林・林業の再生を

目指すこととされております。

次に、本県における今後の取り組み状況につ

いてであります。森林・林業再生プランは、昨

年末に策定されたところでございますが、プラ

ンの目指す林業生産性の向上の実証に先行的に

取り組むための「森林・林業再生プラン実践事

業」が創設されたところであります。２月に

は、実践事業を行う先行的なモデル地域として

全国５カ所が選定され、その中の一つとして、

本県でも森林組合と民間事業体が連携して取り

組む事業計画が採択されたところでございま

す。現在、椎葉村の県有林を中心に、施業の集

約化や路網の整備とともに、利用間伐やヨー

ロッパの先進的な林業機械導入の準備など、再

生プランを先行的に実践する取り組みが進めら

れております。一方、県では現在、新たな森林

・林業長期計画の策定作業を進めておりまし

て、この中で、国の再生プランを踏まえなが

ら、本県の実情に合った施策の展開について検

討しているところであります。国産材自給率向

上を目指したこのような国の政策につきまして

は、充実した本県の森林資源を生かす絶好の機

会ととらえておりますので、生産性の向上や木

材の供給体制整備等、本県の森林・林業の再生

に向けて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〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕
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お答えします。

まず、マニフェストについてであります。商

工観光労働部におきましては、本年度は、若年

者等の厳しい雇用情勢を踏まえ、雇用の確保と

就業支援に取り組むほか、中長期的な視点から

の新たな産業の創出と企業誘致、県産品の一層

の販路拡大、さらには観光交流の拡大と宮崎の

アピールについて、重点的に取り組むこととし

ております。まず、雇用対策につきましては、

離職者等の就職支援を行うほか、緊急雇用基金

等を活用し、新規雇用の創出を図っているとこ

ろでございます。次に、産業振興におきまして

は、本県農産物の高付加価値化を目指しまし

て、食品産業の振興を図るほか、地場企業の新

エネルギー関連産業への参入促進や、東九州地

域の医療産業拠点構想の策定等に取り組んでい

るところでございます。また、企業誘致につき

ましては、新規企業立地100社の達成に向けて、

会社訪問活動をさらに強化しております。次

に、観光・物産につきましては、主要観光地の

総点検など魅力ある観光地づくりの推進や、県

産品のブランド力向上に加えて、急速に成長す

る東アジアも視野に入れて、本県への誘客増や

国内外の販路拡大を図る戦略的な事業展開に取

り組んでいるところでございます。さらに本年

度は、口蹄疫が県内経済に大きな影響を及ぼし

ていますことから、中小企業や商店街の売り上

げ回復につながる対策もあわせて実施し、本県

経済の活性化とさらなる発展を図ってまいりた

いと考えております。

次に、口蹄疫復興中小企業応援ファンド事業

についてでございます。この事業は、国の中小

企業基盤整備機構の被災中小企業復興支援事業

制度を活用するものでありまして、機構や地元

金融機関などの積極的な協力を受けまして、総

額250億円のファンドを財団法人宮崎県産業支援

財団に組成し、その運用益により中小企業の復

興に資する各種取り組みを支援するものであり

ます。具体的には、年末商戦に向けたプレミア

ムつき商品券の発行支援、県内外からの誘客に

資する地域活性化イベントや観光キャンペーン

の開催支援などを行うこととしておりまして、

これらによりまして、県内の消費需要や観光需

要の喚起を図り、地域経済の再生・復興につな

げてまいりたいと考えているところでございま

す。

次に、口蹄疫の影響による離職者数と雇用対

策についてであります。県内のハローワークの

把握によりますと、口蹄疫の影響による離職者

数は、８月31日現在、292人となっておりまし

て、地域別に見ますと、ハローワーク高鍋管内

が165人と最も多くなっております。このような

状況を踏まえまして、県におきましては、これ

まで緊急雇用基金を活用し、畜産業からの離職

者等を雇用した防疫対策事業や東児湯地域等に

おける地場産品の販売拡大事業等の実施による

雇用の場の確保に努めるとともに、生活・就労

相談のためのワンストップサービス相談会の開

催等に取り組んできたところであります。ま

た、今議会におきまして、口蹄疫発生市町村等

に対する雇用創出のための補助金と離職者に対

する職業訓練に係る経費について、予算の増額

をお願いするとともに、国に対し、緊急雇用基

金に係る交付金の追加交付につきまして要望し

ているところでございます。今後とも、宮崎労

働局等と連携しまして、離職者等に対する雇用

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。

最後に、九州新幹線の全線開通に向けた南九

州３県の連携した取り組みについてでありま
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す。九州新幹線の全線開通は、広く南九州全体

にとって人・物の流れに大きな影響を与えるも

のでございまして、観光面においても広域的な

取り組みが必要と考えております。このため、

南九州の観光の魅力を全国にＰＲし、積極的な

誘客を図るため、全国のＪＲグループと３県共

同で「熊本・宮崎・鹿児島デスティネーション

キャンペーン」を実施することにしておりま

す。その一環として、来月には、鹿児島市で大

手の旅行会社の旅行企画担当者等約500人を集

め、全国宣伝販売促進会議を開催し、旅行商品

化を前提とした南九州３県の周遊ルートを提案

するとともに、県内市町村等と共同で食の魅力

や体験型観光などをＰＲすることにしておりま

す。また、その他、南九州３県共同で、関西の

人気情報誌など、メディアを活用したＰＲを

行っているところでございます。さらに、鹿児

島中央駅と熊本駅から、霧島、えびの高原や阿

蘇、高千穂などの観光地をめぐりながら本県に

至る観光バスルートの実証実験にも取り組んで

いるところでございます。今後とも、本県なら

ではの魅力を発信しながら南九州３県で連携

し、県内の取り組みとあわせて、九州新幹線を

活用した誘客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。〔降

壇〕

○農政水産部長（髙島俊一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、マニフェストについてであります。私

が本年度マニフェストに掲げた項目の第１点目

は、今回の未曾有の口蹄疫被害からの再生に向

けた緊急的な対応であります。具体的には、畜

産農家の早期経営再建を進める総合的な支援チ

ームの設置とともに、無家畜地帯における繁殖

基盤整備や新たな種雄牛造成の取り組みを強化

し、元気な宮崎の畜産の早期復興を図ります。

また、みやざきブランドのイメージと県産品に

対する信頼の回復に努めながら、今回の被災経

験の検証を踏まえた防疫体制の強化などによ

り、全国のモデルとなる安全・安心な畜産経営

を再構築いたします。このほか、農水産業者が

元気になることを喫緊の課題として、所得の向

上と地域経済の活性化を目標に、他産業からの

参入や農商工連携の促進とともに、加工・業務

用の野菜産地の拡大とその生産基盤の整備等を

進めてまいります。さらに、深刻な野生鳥獣被

害対策やカツオ・マグロ漁業を初めとする漁業

経営の安定化などに、積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、発生農家と発生農家以外への経営再開

に向けた支援策についてであります。今回の疑

似患畜発生農家とワクチン接種農家の経営再開

に向けた支援策といたしましては、まず、いず

れの農家に対しましても、殺処分された家畜の

評価額の全額について補てんが行われます。次

に、疑似患畜発生農家のうち、家畜防疫互助基

金に加入している農家に対しては、経営支援互

助金が支払われ、未加入の農家に対しては、そ

の２分の１に相当する金額が支払われることと

なっております。また、ワクチン接種農家に対

しては、経営支援互助金と同額の経営再開支援

金が支払われることとなっております。一方、

疑似患畜発生農家、ワクチン接種農家以外の農

家につきましては、子牛競り市場や食肉処理場

の閉鎖に伴い、出荷遅延による飼料代等の飼養

管理経費が増加することから、国や県の事業に

より、必要な支援を行っているところです。

次に、清浄国としての認定手続についてであ

ります。ＯＩＥ（国際獣疫事務局）の規定によ

る清浄国復帰の条件としては、すべての発生農
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場及びワクチン接種農場の家畜の殺処分が終了

し、３カ月が経過すること、この間に改めて清

浄性確認検査を実施することとなっておりま

す。なお、今後のスケジュールとしては、９月

下旬までに清浄性確認検査を実施し、10月上旬

には我が国からＯＩＥに対する申請が行われる

こととされており、ＯＩＥの専門家会合で、我

が国の報告書に対して否定的な意見が出なけれ

ば、来年２月上旬には清浄国への復帰が認めら

れると伺っております。

次に、畜産再生に向けた取り組みと今後の畜

産振興のあり方についてであります。本県畜産

の再生に当たっては、地域ぐるみで徹底した防

疫対策等を講じた、新たな畜産振興に取り組む

べきであると認識いたしております。具体的に

は、家畜防疫に配慮した畜産経営の構築、特定

疾病のない畜産地域の構築、環境に優しい資源

循環型畜産の構築などの対策に取り組むことが

重要であると考えております。このため、本議

会で設置をお願いしております復興対策基金や

国の関連対策等を活用しながら、さらに関係市

町村や団体等とも十分連携し、本県が我が国畜

産のモデルとなるよう努めてまいりたいと考え

ております。

最後に、６月から７月にかけての梅雨前線豪

雨による被害状況及び今後の復旧対策について

であります。今回の梅雨前線豪雨により、北諸

県、西諸県、南那珂地域において、水田などへ

の土砂の流入や用水路等の農地・農業用施設の

崩壊等が発生しており、地元市町からの報告に

よりますと、農作物については、216ヘクタール

で２億3,300万円、また、農地・農業用施設にお

いては、934カ所で31億5,400万円の被害となっ

ております。農地・農業用施設の復旧につきま

しては、国の災害査定を受けた後に復旧工事に

着手することとなっておりますが、二次的な被

害のおそれがあるなど緊急を要するものにつき

ましては、国との協議の上、応急工事により対

応いたしております。今後とも、国や市町と連

携を図りながら、早期復旧に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、マニフェストについてであります。私

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、マ

ニフェストを策定いたしました。マニフェスト

の主な項目としましては、東九州自動車道及び

九州横断自動車道延岡線の整備促進、細島港の

重点港湾選定及び大型岸壁整備の新規着工、国

道220号の防災対策の早期着手などを挙げており

ます。その具体的な取り組みとしましては、県

民の悲願である高速道路の整備につきまして

は、早期完成を目指して用地交渉など工事進捗

に向けた支援を行うとともに、国や関係機関に

対し、必要となる予算の確保及び基本計画区間

の早期整備について強く要望を行っているとこ

ろであります。また、細島港につきましては、

重点港湾に選定され、大型岸壁の整備が平成23

年度の概算要求に盛り込まれたところでありま

すが、来年度の確実な着工に向けた取り組みを

行いますとともに、国道220号につきましても、

命の道として非常に重要でありますので、引き

続き国に強く要望してまいりたいと存じます。

このほか、厳しい経営環境にある建設産業の支

援など、マニフェストの着実な実行に向けて全

力を傾注してまいります。

次に、細島港についてであります。細島港に
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つきましては、これまでも外国貿易を中心とし

た東九州の物流拠点として位置づけ、防波堤や

岸壁等の整備を行ってまいりました。さらに、

医療や太陽光エネルギーなどの分野の世界最先

端の企業進出や高速道路網の整備に伴い、貨物

量の増加が予想されることから、国際・国内海

上輸送ネットワークの拠点として、コンテナタ

ーミナルの機能強化や船舶の大型化などに対応

した整備を進めていくこととしております。ま

た、大型岸壁の整備につきましては、先般、国

土交通省の平成23年度概算要求に新規着工施設

として盛り込まれたところであり、県としまし

ては、年末の政府予算案に確実に盛り込まれま

すよう、引き続き、官民一体となって、国に対

し強く訴えてまいりたいと存じます。

次に、東九州自動車道の今後の見通し等につ

いてであります。東九州自動車道につきまして

は、県政の最重要課題として、現在、事業化し

ている区間の平成26年度までの供用を強く要望

するなど、積極的に取り組んできたところであ

ります。このうち、国土交通省が実施している

区間につきましては、蒲江―北浦間及び国道10

号延岡道路の平成24年度までの開通の予定が示

され、事業も比較的順調に進んでいるのに対

し、県南の清武―日南間につきましては開通の

めどが示されず、特に北郷―日南間の国の予算

が前年度を大きく下回っているなど、大変厳し

い状況になっております。また、日南―串間―

志布志間につきましては、いまだ基本計画区間

のままで、整備のめどが立っていない状況にあ

ります。西日本高速道路株式会社が実施してい

る日向―高鍋間につきましては、平成24年度か

ら平成25年度までの順次開通の予定が示され、

事業も順調に進んでいるところであります。口

蹄疫からの速やかな復興のためにも、日向―高

鍋間の少しでも早い前倒し開通に向け、県とし

ても用地取得等を全力で協力するとともに、西

日本高速道路株式会社に対して強く要望してま

いりたいと存じます。また、その他の区間につ

きましては、少しでも早い開通に必要な予算の

確保、特に整備のおくれた地方への重点配分、

さらには整備のめどが立っていない区間の早期

整備着手などを、引き続き、国を初め関係機関

に対して強く訴えてまいりたいと存じます。

次に、国県道整備の今後の取り組みについて

であります。本県の道路整備につきましては、

生活圏・経済圏の拡大に対応した県内１時間構

想の実現等を基本目標にして、「産業」「地

域」「くらし」を支援する道づくりを道路整備

の基本方針としており、高速道路へのアクセ

ス、災害時の孤立化解消、渋滞対策等の道路整

備に重点的に取り組んでいるところでありま

す。現在、厳しい財政状況など道路整備を取り

巻く社会環境の変化を踏まえ、現行の中長期道

路整備計画の改定作業を進めておりまして、こ

れに基づき、今後、本県の道路整備につきまし

ては、県土の均衡ある発展のため、地域の実情

に応じて、計画的・効率的な整備に努めてまい

りたいと考えております。

次に、梅雨前線豪雨による被害状況と今後の

復旧対策についてであります。公共土木施設の

被害状況につきましては、国道448号、県道都城

霧島公園線等の道路決壊や、庄内川、丸谷川等

の護岸決壊を初め、道路、河川、砂防等で、県

・市町村合わせて360カ所、約49億円の被害が発

生したところです。次に、今後の復旧対策につ

きましては、梅雨前線豪雨で被災を受けた箇所

は既に災害査定が終了しており、現在、早期復

旧に向けて工事発注等の準備を進めているとこ

ろであります。また、家屋や人などに被害を及
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ぼした土砂災害につきましては、事業の採択要

件に照らし合わせながら関係機関と調整し、３

カ所で事業化に向けた国との協議を進めており

ます。県としましては、地元の方々の御理解、

御協力をいただきながら、早期復旧に努めてま

いりたいと存じます。

最後に、霧島地域の火山砂防対策等について

であります。霧島地域につきましては、土石流

の発生しやすい火山地域特有の特殊土壌地帯で

あります。このため、平成元年度に創設された

火山砂防事業により、不安定土砂の流出防止対

策として、これまで国で15基、県で23基の砂防

堰堤などの整備を行ってきており、現在、国が

高崎川水系で、県が小林市細野地区において、

事業を実施しているところであります。また、

小林市生駒地区の土砂災害の復旧につきまして

は、当該工事箇所が国有林であることから、協

議の結果、管理者である森林管理署が事業を実

施することとなったところでございます。県と

しましては、今後とも、森林管理署と定期的に

開催している連絡調整会議や緊急時に必要に応

じて行っている協議の場を通じて、情報交換や

調整を行うなど、連携を密にして、適宜・適切

な対応に努めてまいりたいと存じます。以上で

あります。〔降壇〕

○会計管理者（加藤裕彦君）〔登壇〕 お答え

いたします。

マニフェストについてであります。会計管理

者は、地方自治法の規定に基づき、現金の出納

や保管、支出負担行為の確認などの会計事務を

つかさどっているところであります。もとよ

り、私の最も大事な職務は、予算の執行機関と

の相互牽制機能を発揮し、予算の適正な執行と

公正な会計事務の確保を図ることであります。

このようなことから、本年度は次の４つの目標

を掲げ、現在、取り組んでいるところでありま

す。まず１つ目に、支払い準備金や基金等につ

いて、より一層きめ細かな運用に努めるなど、

公金の適正な出納、保管を図ること、２つ目

に、財務会計研修や実地指導等により、出納員

・会計員を初めとする全職員の財務会計事務能

力の向上を図ること、３つ目に、本年度予定し

ている財務会計システムの機器のスムーズな更

新を行うこと、４つ目に、公金の振り込み不能

件数を減少させるために、口座情報確認の徹底

を図ることであります。今後とも、公正で適正

な財務会計事務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。以上でございます。

〔降壇〕

○企業局長（濵砂公一君）〔登壇〕 お答えい

たします。

マニフェストについてであります。企業局に

おきましては、電気、工業用水道及び地域振興

の３つの事業を経営しておりますが、これらの

健全な経営を確保することにより、県民の皆様

の福祉の増進に寄与することが私どもの使命で

あると考えております。今年度のマニフェスト

におきましても、このような観点から、施設・

設備の適切な維持管理を図りながら、３つの事

業それぞれに掲げております供給電力量や給水

量など業務の予定量の達成と収益の確保に努め

ますとともに、太陽光発電やマイクロ水力発電

など、低炭素社会の実現に向けた取り組みも進

めていくこととしております。企業局といたし

ましては、県の施策との連携を図りながら、職

員一丸となってこれらのマニフェストの達成に

努め、引き続き、県財政や地域への貢献を行う

ことにより、使命を果たしてまいりたいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え
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いたします。

まず、マニフェストについてであります。私

は、県立３病院が今後とも全県レベルあるいは

地域の中核病院としての使命と役割を果たして

いくためには、県民の皆様にとって、また医師

を初め医療スタッフにとっても、魅力ある病院

となることが何よりも大事であると、このよう

に思っております。このため、今年度は、「医

師の確保」「収支の改善」「安全・安心な医療

の確保」「新しい中期経営計画の策定」「職員

の経営参画意識の醸成」の５つの事項に重点的

に取り組むことといたしております。マニフェ

スト達成のためには、何よりも医師の確保が喫

緊の最重要課題でありますことから、さまざま

な手だてを講じながら、医師の負担軽減や待遇

改善を図り、休診診療科の解消はもちろんのこ

と、全力で医師の確保に努めているところであ

ります。また、魅力ある病院づくりのために

は、しっかりとした経営基盤を確立することが

大前提でありますことから、職員の経営参画意

識の醸成を図りながら、職員一丸となって徹底

した見直しを行い、収支の改善に努めていると

ころであります。

次に、精神医療センターの運営についてであ

ります。現在、精神医療においては、御指摘の

とおり、「入院医療中心から地域生活中心へ」

という基本理念を実現するために、精神科救急

医療の充実強化が強く求められているところで

あります。このような中、精神疾患に関する全

県レベルの中核病院として、昨年度、県立宮崎

病院内に開設した精神医療センターは、急性期

治療や身体合併症治療などの診療機能を備えて

おりますが、特に精神科救急医療の確保のため

に、民間医療機関等で対応困難な高度医療等を

担う後方支援病院として重要な役割を担ってお

ります。今後とも、地域で生活する精神障がい

者の増加や疾病構造の変化等に伴う精神医療の

ニーズを踏まえ、民間医療機関と連携しなが

ら、高度で良質な医療を効果的、安定的に提供

できるよう取り組んでまいりたいと存じます。

次に、新しい中期経営計画の目標及び今後の

病院運営についてであります。全国的な医師不

足の問題等、病院経営を取り巻く環境は非常に

厳しいものがありますが、医療資源に乏しい本

県において、今後とも県立病院が地域において

必要な医療を安定的かつ継続的に提供していく

ためには、さまざまな改革を実施し、経営の健

全化を図っていく必要があります。このため、

新しい中期経営計画では、これまでの中期経営

計画の成果や昨年度の経営形態検討の結果等を

踏まえまして、診療体制の充実を図るととも

に、職員が一丸となってさらなる改革を推進

し、収支均衡につなげてまいりたいと考えてお

ります。また、今後の病院運営におきまして

は、医師の確保が最も重要でありますことか

ら、医師の働きやすい環境の整備に努めますと

ともに、職員の意識改革の徹底を図りながら、

収益確保と費用節減に取り組みまして、経営基

盤の確立に向けて全力で取り組んでまいりたい

と存じます。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、第34回全国高等学校総合文化祭につい

てであります。全国高総文祭みやざき2010につ

きましては、モンゴルなど外国４カ国を含め、

国内外から約２万人の高校生が参加し、観覧者

等を合わせて約13万2,000人規模の大会となり、

成功裏に終えることができました。また、秋篠

宮同妃両殿下並びに佳子内親王殿下のお成りを

いただき、総合開会式への御臨席のほか、部門



- 86 -

平成22年９月９日(木)

の御観覧を賜りました。大変ありがたく、また

各会場で高校生にお声をかけていただき、生徒

たちにとって今後の大きな励みになったものと

思っております。県民の皆様にとりましても、

高校生のみずみずしい感性と創造性あふれる発

表や、笑顔できびきびと行動するさわやかな姿

は、たくさんの感動を与えてくれるとともに、

全国レベルの高校生の芸術文化活動に身近に触

れる貴重な機会になったのではないかと考えて

おります。来県された皆様からも、「運営はも

とより、宮崎県の高校生のあいさつや礼儀正し

さがとても印象的で、「宮崎ならではのおもて

なし」に感動した」「宮崎が大好きになった。

また来たい」などと、高い評価をいただいてお

ります。口蹄疫の発生で、開催そのものが危ぶ

まれた時期もありましたが、これらを乗り越え

て、大会の成功に向けて頑張ってきた県内の高

校生の皆さんを、私は誇りに思いますととも

に、大変頼もしく感じているところでありま

す。大会の成果といたしましては、本大会の開

催に向け、数年前から宮崎県高等学校文化連盟

では、各部門の強化を図りますとともに、これ

まで本県になかった日本音楽や郷土芸能など７

つの部門を新たに整備してきたところであり、

これらの取り組みによりまして、県内高等学校

における芸術文化活動の幅が拡大するととも

に、指導者の技術向上も図られてきたところで

あります。この結果、大会におきまして、文化

庁長官賞の２つの部門での受賞を初め、10部門

で９個人６団体が入賞を果たし、本県としては

過去最高の成績を残すことができました。県教

育委員会といたしましては、これらの成果を生

かし、今後とも、県高等学校文化連盟と連携

し、これまでに培ってきた技術力や表現力など

の維持・向上を図りながら、高等学校における

芸術文化活動の充実・振興に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、競技力向上の取り組みについてであり

ます。県教育委員会におきましては、競技力向

上を図るため、県の関係部局や県体育協会など

の関係団体で構成します競技力向上推進本部を

設置し、総合的に取り組みを進めているところ

であります。具体的には、各競技団体が実施し

ます強化練習や合宿等に対する支援を行い、国

体候補選手やチームのレベル向上に取り組んで

おります。また、小中高の一貫指導体制による

少年競技力の向上や指導者の養成などに取り組

み、中長期的な視点で、全国レベルで活躍でき

る選手やチームの育成を図っているところであ

ります。さらには、課題とされております成年

競技力の向上につきましても、本年度から、県

経営者協会や県工業会など本県経済団体の御協

力をいただきながら、有望選手の県内企業等へ

の受け入れの促進に努め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、スポーツ

を通じて県民の皆様に感動と元気を与えること

ができるよう、今後とも、県体育協会など関係

団体と一体となり、本県スポーツの競技力向上

に取り組んでまいります。

最後に、千葉国体についてであります。千葉

国体の予選を兼ねております九州ブロック大会

が、７月から８月にかけまして鹿児島県を中心

に開催され、本県選手団は、昨年度並みの18競

技36種目で出場権を獲得いたしました。口蹄疫

の発生を受け、練習試合等も十分に行うことが

できない状況の中で、本県選手団にはよく頑

張っていただいたと思っております。いよいよ

今月下旬から本国体であります「ゆめ半島千葉

国体」が開催されますが、県教育委員会といた

しましては、選手がベストのコンディションで
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試合に臨み、力を十二分に発揮できるよう、ド

クターやトレーナーの派遣を行うなどのサポー

トに努めますとともに、在京県人会や千葉県人

会の皆様の応援もいただきながら、しっかりと

した支援体制をとってまいりたいと考えており

ます。国体での本県選手団の活躍は、口蹄疫被

災からの復興に取り組んでいる県民の皆様へ勇

気や元気を与えるものと考えておりますので、

「がんばろう！宮崎」を合い言葉に気持ちを一

つにして、本県が目標としております天皇杯順

位30位台の達成を目指してまいります。以上で

あります。〔降壇〕

○公安委員長（佐藤勇夫君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、本県の治安情勢についてであります。

本県では、平成15年から街頭犯罪等抑止総合対

策を推進してきた結果、刑法犯認知件数は平

成14年の約１万7,700件をピークに減少傾向にあ

りまして、昨年は約9,600件で、平成14年と比較

しまして約8,100件減少しております。また、本

年上半期の刑法犯認知件数は4,569件で、昨年同

期と比較して113件減少しておりまして、犯罪の

増加傾向に一定の歯どめはかかっているものと

認識いたしているところであります。しかしな

がら、先ほど議員の御質問にもありましたとお

り、地域社会における連帯感や規範意識が希薄

化する中で、高齢者や女性、子供が被害となる

事案や殺人事件、コンビニ強盗など凶悪事件が

発生するなど、県下の治安情勢につきまして

は、依然厳しいものがあると認識しておりま

す。そうした中、私は８月１日に公安委員長に

選任され、大変身の引き締まる思いでおりま

す。私は、昨年11月に公安委員に就任以来、定

例会での各種報告や警察署の視察等を通じて、

警察職員の一人一人が、県民生活の安寧そして

安全を守るために、日夜厳しい環境下で職責を

全うしている姿に接しまして、意を強くしてい

るところであります。宮崎県警察の運営方針は

「県民の期待と信頼にこたえる力強い警察」で

ありまして、その運営重点に掲げる街頭犯罪等

の抑止・検挙と地域安全活動の推進、交通事故

の抑止と交通秩序の確立、被害者支援の推進等

に警察が積極的に取り組み、県民の安全・安心

を確保することが重要であります。そのために

も、警察を管理する立場から、県民の意見・要

望を警察行政に反映させながら、その負託にこ

たえるべく、公安委員長としての重責を果たし

ていく所存であります。以上であります。〔降

壇〕

○中村幸一議長 通告がありますので、関連質

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲内となります。西村賢議員。

○西村 賢議員 水間議員の質問に関連して質

問を行います。

細島港の活用につきまして、今回の重点港湾

選定に伴い、細島工業地域を初めとする企業誘

致について伺います。本県の雇用情勢が非常に

厳しい中、特に県北の雇用情勢は厳しい状況が

続いております。直近の有効求人倍率によりま

すと、安定所別では日向地区が0.29と県内で最

低の水準であります。そのような中、今回、細

島港が重点港湾選定されました。地元にとっ

て、やっと希望の光が差しました。今後の高速

道路との相乗効果も期待でき、とりわけ企業誘

致には期待がかかります。企業誘致の利点は、

当然雇用創出効果が高く、関連する地場産業、

地場企業の成長が期待できることにあります

が、まず、今回の重点港湾選定によって、企業

誘致の意思をあらわす企業が出てくるのか、今
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後の企業誘致の見通しはどうなのか、商工観光

労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 細島港が

重点港湾に選定されまして、今後、港湾整備が

促進されますことは、企業立地を進める上で

も、輸出関連企業あるいは大型製品を製造する

企業などへの誘致活動に効果があるものと考え

ております。加えまして、議員が述べられまし

たように、東九州自動車道の整備促進との相乗

効果、これによりまして、とりわけ県北地域へ

の企業立地の可能性が高まるものと考えており

ます。今後とも、関係部局や地元自治体等との

連携を図りながら、立地意向のある企業への訪

問を初め、積極的な誘致活動を展開してまいり

たいと考えております。以上でございます。

○西村 賢議員 当然企業側の都合というもの

もあると思います。特に相手の企業側のことを

よく考えながら、うまくやっていただきたいと

思います。

次に、先日、特別委員会で、日向市の誘致企

業でもあり、40年もの長い歴史があります東ソ

ー株式会社を訪問いたしました。今後も成長が

見込めるハイブリッドカーや携帯電話等に使わ

れる電池産業を得意とする会社であります。そ

の工場では、県の工業用水が利用され、有効活

用しているとのことでした。改めて、県の工業

用水の価値を知った次第でありました。そこ

で、細島工業地域には県の工業用水がうまく利

用されております。今後、企業誘致をする上

で、豊富な水量を誇る県の工業用水を前面に打

ち出しての誘致活動、また新たなインセンティ

ブを検討することはできないのか、商工観光労

働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 細島地区

への企業誘致に当たりましては、今後の港湾整

備の進展等によります物流機能の向上あるいは

外貿機能を有する港湾に隣接していることはも

ちろんでございますが、今、議員が述べられま

した豊富な工業用水、これを有しておりますの

で、このあたりを強くアピールしながら、今

後、企業誘致活動を展開していきたい、そうい

うふうに考えております。インセンティブでご

ざいますけれども、企業誘致に関するインセン

ティブにつきましては、これまで産業構造の変

化、企業ニーズの変化等に対応し、見直し等を

行ってきているところでございますが、今後と

も、当該地域の持つ優位性をアピールしながら

誘致活動を展開するとともに、インセンティブ

の検討につきましては、企業誘致を取り巻く環

境等を見きわめながら対応してまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。他県と比べても、非常に安い工業用水と

いうふうに伺っております。きっと企業にとり

ましても、今後、一つの魅力のあるアピールポ

イントになると思います。ぜひ今後の活用をよ

ろしくお願いしたいと思います。

最後に、知事に伺いたいと思いますが、世界

的な情勢の変化もあり、本県の企業誘致や雇用

創出は非常に厳しい状況にあると思います。先

日、ＮＨＫのある番組でも、国内から海外に日

本企業が進出したことによる日本側の損失は

約35兆円、そして雇用にして95万人もの雇用が

減少したということが報じられておりました。

これだけの国際グローバル化の波、そして為替

や石油リスクの回避、そして国際競争力を企業

がどうやってつけるかということに、どの企業

も経営努力をされていることと思います。この

ような現状から、本県に工場や支店を誘致する

ということは非常に難しいことであると思いま
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すが、本県のメリットをどうアピールしていく

のか。知事任期が半年を切り、この数カ月は口

蹄疫騒動で、知事もトップセールスが非常に難

しかったかと思います。知事のマニフェストで

掲げた新規立地企業100社、新規雇用創出１万人

に今後どのように取り組んでいくのか、その決

意を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のとお

り、この国の企業を外に出すという、企業を取

り込むという施策、非常に何か力強く取り組ん

でいないことがありますね。法人税の減税と規

制緩和というのは、セットでやらなきゃいけな

いことは自明の理なんですね。そういったこと

をやってくれないと、企業立地もなかなか進ま

ないんですが、景気低迷の長期化や海外に進出

する企業の増加など、経済・雇用情勢は非常に

厳しい状況にあります。また、最近では円高が

進み、本県では口蹄疫の影響もあります。新規

立地企業100社、新規雇用創出１万人のいずれに

つきましても、まだ目標が達成されていないと

ころでありますが、引き続き、その実現に向

け、企業立地セミナーの開催やトップセールス

などにおいて、細島港や東九州自動車道の整備

進展による本県の物流機能の向上などを訴えな

がら、積極的に企業誘致活動を展開するととも

に、諸産業の振興を図り、本県の雇用創出等に

全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。議員先ほどからの御指摘のように、水道と

か工業用水なんかは本県にとっては武器だと思

いますので、そういった特徴を生かしながら、

あるいは工業用地の安価、安さ、そういったも

のも武器にしながら、また企業誘致などを進め

ていきたいと思っております。

○西村 賢議員 今、知事がおっしゃいました

とおり、円高の動きもありまして、非常に国外

に出やすい状況にあると思います。これはま

た、知事も別な分野で、国に対しての先ほど申

し上げたようなアピールをしていただきまし

て、国内の競争力を高めていただくことも、知

事の職責の一つかと思いますので、ぜひお願い

したいと思います。

以上で関連質問を終わります。

○水間篤典議員 私の持ち時間が若干残ってお

ります。もう質問はいたしませんが、御要望等

させていただきたいと思います。

知事を初め各関係部局長、そして教育長、公

安委員長、ありがとうございました。まず、知

事から、本県の財政状況について御答弁をいた

だいたところであります。今、この流れの中で

は、恐らく117億円の財政調整積立金が残るであ

ろうというのが46億しか残らない、来年の予算

編成は本当に大変だということで、御答弁をい

ただいたところでございます。その中で、私

も、口蹄疫が発生した本県にとって、これまで

以上に歳入歳出、恐らく税収も見込めないよう

な状況の中で、私たちも今後また思い切った財

政改革をしなければならない、考えなければな

らないときに来たのじゃないかというふうに

思っておるところでございます。そういう意味

では、私たち議会においても、何らかの見直し

の必要があるのではないかと感じたところでご

ざいます。もちろん、これまで議員定数の見直

しなど、議会として必要な見直しはやってきた

と認識はしておりますけれども、行財政改革と

いうのは、いわゆる終わりのない取り組みであ

ると思っております。冒頭申し上げましたよう

に、景気の動向、地方財政制度の見通しが本当

に不透明だという中で、我々議員の処遇につい

ても考えるべきだと、考え直す必要があるの

じゃないかと私は思っておるところでございま
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す。例えば、議員１人当たりの経費、これは報

酬、諸手当、政務調査費まで含めますと、年

間1,760万という予算ベースなんです。ちなみ

に、内訳を言いますと、議員報酬は約936万、期

末手当で290万、共済費で77万、応招旅費で68

万、県内外の調査費で29万、政務調査費で360

万、締めて1,760万。これは当然、議長、副議長

は、まだこれより上ですよ。これは我々議員と

いうことであります。それが年間７億3,920万、

約７億4,000万という財源になる。そういう意味

では、全国的に厳しい経済情勢が続く中であり

ます。個人消費が11カ月連続で落ち込む中で、

私たちは、本県の景気の状況、この口蹄疫の影

響で、本当に県民の皆さんが大変な目に遭って

いることを考えますと、我々県議会議員もここ

でちょっと考えるべき時期に来たのではないか

と思うところでございます。そういう意味で、

行財政改革についてちょっと検討を始める必要

があるということを思ったところでございま

す。

あわせて、知事の政治姿勢について御要望を

申し上げておきますが、これも質問の中で申し

上げました口蹄疫対策を初めとする県政の重要

課題を円滑に進めるには、今回のこの９月議会

は、口蹄疫からの再生・復興に関する議会でな

きゃいけないのが、逆に言いますと、知事の進

退問題で、そっちのほうが最重要課題になって

いるようなことになっているんですね。しか

し、これは、いわゆる政治家としては知事本人

が決められることですから、私はこれ以上は言

いません。早くしろとか、これは言いませんけ

れども、ただ、私、これはちょっと議長にも言

いたいんだけれども、新聞報道を見ますと、議

長は知事に対して、自民党の代表質問で明らか

にしてほしいと２回にわたって要請しているん

ですよ。そして、別の記事では、知事がそれを

お答えにならなかった、議会中に言えなかった

ものを、今度手を挙げたときには発言の許可を

しないよと、そういうことを言われたという報

道があるんですよ。まさにこれは私は議長とし

てゆゆしき問題だと。これははっきり言うと、

議長がどういうことを言われたか、議長に答弁

を求めるわけにいきませんから、この真意につ

いて、どこかで説明をしてほしい。で、知事に

２期目の対応について、できるだけ早い機会と

いうことでありますから、これは知事にお任せ

したいと。しかし、知事は、しがらみのないと

いうことを念頭に置かれて当選をされたわけで

すよ。そういう意味では、２期目の進退を表明

することについては、特定の政党の要請に応じ

てやるんじゃなくて、本当にたくさんの県民か

ら負託を受けたということであれば、不偏不党

の立場で表明していただくように要望いたし

て、私の代表質問を終わります。よろしくお願

いします。（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20分再開、休憩いたします。

午後０時16分休憩

午後１時19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、社会民主党宮崎県議団、外山良治議

員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） 社民党県議

団を代表し、質問を行います。

４月20日に発生した口蹄疫は、過去に類例の

ない大規模に拡大し、発生確認から終息宣言ま

で４カ月余りという長期間に及びました。全国
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から寄せられた「宮崎頑張れ」との支援は、義

援金総額約32億円が示すように、温かいもので

ございました。全国の皆様に対し、社民党県議

団を代表し心より感謝とお礼を申し上げます。

また、風評被害も一部発生しましたが、全国

から寄せられた多くの温かい御支援、御協力に

対し、本当に感謝を申し上げます。

また、防疫従事者の負傷は約100名、最も悲惨

なものは１人の職員の死も明らかになっており

ます。被災、負傷された方々に心からのお見舞

いを申し上げます。また、命を落とされた職員

に対し、社民党県議団を代表し心から御冥福を

お祈り申し上げます。

今後、本県が取り組むべき課題は、安全・安

心な畜産の再生と深刻な影響を受けた地域経済

の復興だと思います。まず、知事の復興にかけ

る決意をお伺いします。

以下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〕 お答えいた

します。

今回の口蹄疫では、農家の皆様を初め、国や

各県、市町村や関係団体など、たくさんの方々

の御尽力によりまして他県への拡大を防いだこ

とは、防疫対策に取り組んだ一人として大変誇

りに思う次第でございます。その一方で、29万

頭もの家畜を殺処分せざるを得ない状況とな

り、県内経済や県民生活に甚大な影響を及ぼし

ていること、畜産農家の皆様の苦悩、防疫に携

わった方々の必死の努力、そして全国からの温

かい励ましや御支援があること、これらを決し

て忘れてはいけませんし、今回の経験を将来に

生かしていくことが肝要であると考えておりま

す。

本県の復興対策はこれからであります。８

月19日に策定しました「口蹄疫からの再生・復

興方針」では、「早急な県内経済・県民生活の

回復」「全国のモデルとなる畜産の再構築」、

そして「産業構造・産地構造の転換」の３つを

目標に掲げております。その達成は容易ではあ

りませんが、国や市町村、企業や団体、さらに

は県民の皆様と一体となり、県民総力戦で取り

組んでまいりたいと考えておるところでありま

す。以上です。〔降壇〕

○外山良治議員 ７月６日、社民党県議団は、

口蹄疫の深刻な影響から事業再生を図るための

基金創設についての提言を知事に対して行いま

した。と同時に、口蹄疫対策特別措置法第23条

の「地域再生のための支援」に基づく基金の具

体化・発動が急務であり、借りやすい充実した

融資制度として、国、県、市町村、金融機関が

一体となった基金を早急に創設すべきと考えま

す。答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） ７月に社会民主党県

議団より、国、県、市町村及び金融機関の拠出

による100億円の取り崩し型の基金を設け、より

借りやすい充実した融資制度の創設についての

御提言をいただきました。県では、口蹄疫に迅

速に対応するため、発生直後に「口蹄疫緊急対

策貸付」を創設し、中小企業の資金繰りを支援

してきたところでありますが、基金の設置につ

いては、必要な財源の確保や関係団体との調整

など困難な課題もありましたので、御提言の趣

旨も踏まえ、本貸付の取扱期間の延長や融資枠

の拡大等を実施し、また、この融資制度に対し

多くの市町村においても利子補給等の取り組み

がなされたところであります。今後とも国、市

町村、金融機関等と連携し中小企業の経営支援

を行い、口蹄疫からの早期の再生・復興に努め

てまいりたいと考えております。
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○外山良治議員 この件については早急な対

応、よろしくお願いをいたします。

23年度予算編成作業は、今年度明らかにされ

た編成の過程によれば、既にその作業に入って

いると思います。12月末といえば編成作業はほ

ぼ終わっているのではないでしょうか。任期は

ことし12月までとなっております。予算は骨格

予算か、本格予算と考えておられるのか、答弁

を求めます。

○知事（東国原英夫君） 地方公共団体の予算

につきましては、その首長である知事や市町村

長の考えが色濃く反映されるものでありますの

で、その予算編成の直前あるいは直後に当該首

長選挙が行われる場合には、現職首長が立候補

するしないにかかわらず、一般的には骨格予算

とされているようであります。したがいまし

て、今回の私の知事としての任期は１月20日ま

でとなっておりますので、来年度予算について

は骨格予算となるのが一般的ではないかと考え

ております。しかしながら、先般、県選挙管理

委員会において選挙日が12月26日と決定され、

通常２月上旬に開会となる２月定例県議会への

予算案提出までに一定の期間がございますの

で、本格予算とするのか骨格予算とするのかに

つきましては、次の知事の考えのもと編成され

るものと考えております。

○外山良治議員 ということは骨格予算でいく

ということですね。はい、わかりました。また

後でこの点については触れます。

現在、新たな総合計画の策定中と伺っていま

す。それによると、20年後を目指す基本目標、

分野別施策の方向性、アクションプランとして

います。経済推計について、現状推移の場合で

は、県内総生産は20％の減少、１人当たり県民

所得も5.6％減少し、税制や社会保障制度等につ

いて、現行制度を前提とする場合、県及び市町

村の財政は1,000億円以上の歳入不足となること

が見込まれるようであります。今回の口蹄疫被

害2,350億円が本県産業、総合計画等へ与える影

響についてどのように考えておられるのか、答

弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 今回の口蹄疫の経済

的な影響は、家畜が処分されたことによる畜産

出荷額の減少や、イベントの自粛、観光客の減

等によるさまざまな事業者の売り上げの減少と

いった形であらわれておりまして、８月に策定

した「口蹄疫からの再生・復興の基本方針」に

おきましても、早急に県内経済の復興を図って

いくこととしております。このため、新たな総

合計画のうち、平成23年度から４年間の重点的

な取り組みを示すアクションプランにつきまし

ては、口蹄疫からの復興・再生は当然重要な課

題となりますので、今後その内容を十分に検討

していく必要があると考えております。

なお、20年後を展望して描く長期ビジョンに

つきましては、損害の回復や復興対策というよ

りも、今回の経験を踏まえた産業構造・産地構

造の転換や、安全・安心な全国のモデルとなる

畜産の再生といった長期的視点から、本県の目

指すべき姿やその方策等について検討していく

必要があると考えております。

○外山良治議員 地方自治法改正によって、総

合計画では議会の議決が必要となっています。

総合計画、アクションプランは、それぞれ何を

もとに作成して、何月議会で提案されるか、答

弁を求めます。

○県民政策部長（山下健次君） 総合計画は、

従前から御説明しておりますように２月の議会

でお願いいたしまして、アクションプランにつ

きましては、次期知事の就任後、６月議会とい
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うことで予定をしております。

○外山良治議員 知事の先ほどの答弁で、「ア

クションプランはその内容を十分に検討してま

いりたい」とされています。今、担当部長の答

弁は、アクションプランというものは知事のマ

ニフェストをもとに作成をするということでご

ざいました。これは事実上、知事の立候補表明

と受けとめていいんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） アクションプランに

ついては、次の知事―私になるかどうかわか

りませんけれども―のマニフェスト等を参考

につくられるものでありますので、議員御指摘

には当たらないと思っております。

○外山良治議員 先ほどの答弁で―具体的に

申し上げます。「口蹄疫からの復興・再生は当

然重要な課題となりますので、今後その内容を

十分に検討してまいりたいと考えております」

と答弁されました。どうですか。

○知事（東国原英夫君） 「口蹄疫からの復興

・再生は当然重要な課題となりますので、今後

その内容を十分に検討していく必要があると考

えております」と言っておりまして、「検討し

てまいる」とは言っておらないので、「必要が

ある」ということですので、それは次のマニ

フェスト等がアクションプランに参考になるん

じゃないかなと、私はそういうふうに考えてお

ります。

○外山良治議員 知事、アクションプラン・イ

コール・マニフェストですから、知事がそうい

うふうに、言葉のあや、微妙な問題、自分は

「検討してまいる」と。ということは、自分は

アクションプランを来年の６月議会で提案をし

て、議決案件ですから、当然、知事が立候補し

なければこういう答弁できひんわけでしょう。

だれが考えたってそうなりますがね。というこ

とは立候補表明と受けとめてもいいのかと。

○知事（東国原英夫君） ですので、アクショ

ンプランには知事の考え方が組み込まれる。そ

して復興・再生は当然重要な課題となりますの

で、今後その内容を十分に検討していく必要が

あると考えておるということは、あくまでも一

般論でありまして、次の知事を目指す方たちは

それをきちんと計画を立ててマニフェストを出

していただきたいという意味の答弁でございま

す。

○外山良治議員 ほとんど日本語になっていま

せん。まあいいです。ほとんど立候補表明とい

うふうに、この答弁から受けとめます。漫才を

やっているわけじゃありません。

次に行きます。2,350億円もの経済損失は、本

県１人当たり所得額にどのような影響を与える

か、所得額での答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 「口蹄疫からの再生

・復興方針」に示しております県内経済への影

響額の2,350億円については、向こう５年間影響

を及ぼすものとして推計しておりまして、平

成22年度単年度で見てみますと1,474億円となり

ます。この額は、最新の平成19年度の県民経済

計算による産出額合計６兆2,843億円の2.3％に

相当するものです。この率を１人当たり県民所

得に当てはめてみますと約５万円程度となりま

す。

なお、県民所得については、景気動向など本

県を取り巻く経済情勢により変動するものであ

り、今年度分の１人当たり県民所得は平成24年

度に推計、公表することとなります。

○外山良治議員 まじめに考えて、恐らく全国

最下位近くになるでしょう。あわせて最近の円

高、83円か84円だったと思います。輸出産業と

いうものが大打撃を受けることになると思いま
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す。宮崎県の場合、これに加えて口蹄疫で2.3

％、約５万円。ということは210万ぐらいでしょ

うか。

こういった環境の中で、社民党県議団として

ではなく、一般的に、知事の行動力、発信力こ

ういうこと等を十分考えると、私、一般的に

は、県議団ではなくて一般的には、知事の２期

目の立候補を早くしていただいて、112万県民の

再生というものを、みんなで頑張ろうよねと、

そういう雰囲気をつくっていただきたい。今、

ファジーな態度をとることは、私は決して許さ

れないと思いますが、知事どうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 代表質問なので、で

きれば社民党を代表して……（「怒られます」

と呼ぶ者あり）。

口蹄疫に、私は非常に精神的にも肉体的にも

多くをとられていまして、出処進退について考

える余裕がなかったと。８月27日をもって終息

宣言、その後に考えだしたものですから、

ちょっと時間を、１カ月ぐらいはいただこうか

なと思っております。出処進退は、自分の人生

にかかわるものであり、また宮崎県のことでも

ありますので、重要な影響を及ぼすことなの

で、重大な決意だと思っていますので、もう

ちょっと時間をかけて慎重に見きわめたいと

思っております。この辺は御理解いただきたい

と思っているところであります。

○外山良治議員 次に移ります。日本における

精神病者の強制処遇は、明治33年、精神病者監

護法に始まっています。戦争が続く中で、精神

障がい者は私宅監置、物置小屋の一角などに専

用の部屋をつくり精神障がい者を監置という、

監獄より劣悪な状況下に置かれていたようで

す。昭和25年の精神衛生法の制定以降、精神科

病院への入院を中心とした処遇が進行しまし

た。精神障がい者の社会復帰の推進を図る動き

もありましたが、地域資源の不十分さの背景

と、福祉より治安を重視することで、精神障が

い者の収容体制を強化することになり、入院患

者数が急増しました。

このような中にあって、大和川事件等精神科

病院における人権侵害事件を契機に、精神障が

い者の人権擁護を求める声の高まりを受け、昭

和62年に精神衛生法を改正し、名称も「精神保

健法」へ変更、近年、「障害者基本法」「精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律」「障害

者自立支援法」を経て現在に至っています。法

律では入院中心から地域移行への方向転換が目

指されていますが、依然として多くの長期入院

患者が存在しているのが実態となっておりま

す。全国で35万人のうち７万人が社会的入院

者、宮崎では入院5,547人のうち1,005名が社会

的入院との現状にあります。

1901年（明治34年）、精神病者の無拘束運動

を推し進め、日本における私宅監置での患者の

人権侵害は社会的にも許されるべきものではな

いことを訴え続けた精神科医・呉秀三の言葉

に、精神障害者にとって20世紀は、「この病を

受けたるの不幸と、この国に生まれたるの不幸

の二重の不幸を背負っている」と言っていま

す。「二重の不幸」という言葉に対する知事の

所感をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 障がいの有無にかか

わらず、住みなれた家庭や地域の中で快適な豊

かな生活を送りたいというのは、だれしもが思

うことでありまして、精神障がい者の皆さんが

地域で生活したいと願うことは、当然のお気持

ちだと考えております。しかしながら、我が国

においては長年にわたり入院医療中心の対策が

とられてきたため、地域生活に必要な受け皿が
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十分とは言えない状況にあり、社会的入院など

の課題も多いと認識しております。このため国

において平成16年に「精神保健福祉の改革ビ

ジョン」が策定され、「入院医療中心から地域

生活中心へ」という基本方針のもと、「国民の

意識の改革や、立ちおくれた精神保健医療福祉

体系の再編と基盤強化を進める」との方向性が

示されたところであります。県においてもこの

ビジョンに従い、地域移行を初めとする施策の

推進に努めており、今後も重要な行政課題とし

て取り組んでまいりたいと考えておるところで

あります。

○外山良治議員 入院施設における在院患者数

は、平成11年の病院報告では10万人当たり490人

で、全国ワースト５位でございました。平成20

年も490人で、ワースト３に格上げしました。10

年間在院患者数が変わっていません。答弁を求

めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 精神障がい者

につきましては、長い期間にわたり入院医療中

心の施策が続いてきたこともあり、病床数、入

院患者数とも多い傾向が続いております。現

在、本県におきましては、国の「精神保健福祉

の改革ビジョン」に基づき、「入院医療中心か

ら地域生活中心へ」という基本方針のもと、市

町村や関係機関と連携を図りながら、精神障が

い者の方が１人でも多く地域の中で自立した生

活ができるよう、積極的に支援に努めていると

ころであります。

○外山良治議員 担当部長、ベスト５は御存じ

ですか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年にお

ける人口10万人当たりの患者数、少ないほうか

ら申し上げますと、神奈川県、滋賀県、静岡

県、東京都、愛知県、以上でございます。

○外山良治議員 何名ですか。

○福祉保健部長（高橋 博君） それぞれの県

の患者数で申し上げますと、神奈川県が137.7

人、滋賀県が149.5人、静岡県が162.1人、東京

都が165.3人、愛知県が165.7人となっておりま

す。

○外山良治議員 それだけ差があるということ

をまず念頭に置いてください。21年度、精神障

がい者地域移行支援事業を利用して退院された

方は宮崎県域で何人でしょうか、答弁をお願い

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度に

精神障がい者地域移行支援事業によって退院さ

れた方は、支援対象者12人のうち４人となって

おります。

○外山良治議員 社会的入院1,005人がすべて地

域へ移行するために、１年に４人ぐらいであれ

ば250年かかりますよ。担当部長、これで在宅福

祉が充実だということが言えますか。たった４

人。どうですか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 確かに、お答

えいたしました数字というのは極めて少ない数

字でございますので、今後なお一層力を入れて

取り組んでいかなければいけない課題だという

ふうに考えております。

○外山良治議員 250年というと、今はやりの、

戸籍上は残っておるかもわかりませんが、みん

な死んでますよ、ここでは。十分精神障がい者

の実態を踏まえた上で、退院促進事業というも

のを取り組んでいただきたいと思います。

本県の精神医療費対保健福祉費の金額の割

合、答弁をお願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 精神科に係る

医療費は、複数の保険者にわたっており、本県

分の医療費を算定することはできませんので、
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精神医療費と福祉保健部の予算を比較すること

は難しいというふうに考えております。

○外山良治議員 電卓をはじいてください。今

現在、入院患者数は何人ですか―まあいいで

す。5,547名。

１人当たり１カ月の医療費40万から50万掛け

る12、幾らですか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 申しわけござ

いません。手元に計算機を持たないものですか

ら。

○外山良治議員 まじめに考えてください。計

算できませんじゃないんですよ。計算をしよう

としないんですよ。

入院患者数は、おたくの資料によると5,547

名、例えば社会的入院だけ計算をしますと50億

円ですよ、社会的入院が。保健福祉費はおたく

の所管の予算ですから、幾らですか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 899億4,212万

円となっております。

○外山良治議員 間違い。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成22年度の

予算額でございます。

○外山良治議員 保健福祉費ですよ。

○福祉保健部長（高橋 博君） ちょっと時間

をいただきたいと思います。

○外山良治議員 もういい。

退院者及び地域在宅者が地域で生活するに当

たり、地域における受け皿がどのような現状で

あるのか。退院促進事業実績とあわせて答弁を

お願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 精神障がい者

の皆さんが住みなれた地域で安心して生活する

ためには、居住の場の確保や就労に向けた支援

等が必要であると考えております。このため、

共同生活を行う住居で日常生活上の援助が受け

られるグループホーム等の整備を進めるととも

に、就労に向けた支援等を行う障害福祉サービ

ス事業所を整備するなど、精神障がい者が地域

で生活するための受け皿づくりを進めておりま

す。また、地域において自立した日常生活や社

会生活が営めるよう、必要な援助や交流の促進

を図ることを目的として地域活動支援センター

も設置されております。

次に、精神障がい者の退院を促進する事業の

実績につきましては、これまでに82人に対して

支援を実施し、このうち46人が退院されたとこ

ろでございます。

○外山良治議員 退促事業で実績があります。

実績は、例えば自宅復帰２人、施設グループに

２人、21年度。退促事業です。退院した人４

人。４人の内訳は、自宅に２人帰った。施設関

係が２人、これが実態ですよ。グループホーム

かて、70何人とか、みんな病院関係ばっかりで

しょう。70数名のうち、病院系列の施設に入っ

てはる人は何名ですか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 調べておりま

せん。

○外山良治議員 もういいです。何もかんもい

いですわ。

入院患者が5,500人、在宅にいてはる人という

のはほんのわずか。だから保健福祉費というの

は少なくて済む。これは明治33年の呉秀三の時

代と何が変わるんですか。何も変わらへん。こ

れが現状という認識を、まず、部長、持ってい

ただきたい。これから出発してもらいたい。こ

れはたくさん申し上げたかった。精神障がいに

ついては。

知事、呉秀三は、「病を罹患した不幸、我が

国に生まれた不幸」、明治33年に言葉を発して

います。私は知事があと何期しはるかわかりま
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せん。しかし、私は、「宮崎県で精神障がいを

罹患した不幸、しかし宮崎県に生まれてよかっ

たという喜び」、これが実感できるような精神

障がい者対策で、全国に誇れる、世界に誇れ

る、そういった宮崎県づくりを強くお願いいた

します。精神障がい者対策についてはこれで終

わりたいというふうに思います。まだ多くの問

題を準備していましたが、時間の関係で終わり

ます。

小児科医不在となっていた県立こども療育セ

ンターに、ようやくというかやっとというか、

小児科医が２年ぶりに着任されました。不在解

消については、議会等で、また委員会等で何回

となく求めてきました。あわせて、保護者等か

ら早期の確保を切望されていましたが、これで

重症児等のショートステイなどの対応も可能に

なると思います。本当に知事、感謝をいたしま

す。

配置後のショートステイ等の変化と今後の課

題について、答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県立こども療

育センターに本年６月、常勤の小児科医師を採

用したことに伴い、８月までの３カ月間で小児

科の外来診療が200人を超えているほか、入所者

に対しましても健康診断などよりきめ細やかな

ケアが行えるようになっております。また、本

センターのショートステイについても、現在、

医療的ケアが必要な方を県内で最も多く受け入

れており、より安全・安心な体制となるなど、

センターの機能強化が図られたものと考えてお

ります。

次に、今後の課題でありますが、本センター

は、肢体不自由児の療育支援を行う県内唯一の

県立施設でありますので、県内全域を念頭に置

いた運営が求められるほか、障がいの重度・重

複化への対応や在宅志向など、多様化するニー

ズに適切に対応していく必要があると考えてお

ります。こうした中、本センターでは、巡回相

談、民間病院の訓練士への研修、さらには、本

年度スタートした県立延岡病院への出張診療な

ど遠方からの利用者負担の軽減に努めているほ

か、重症心身障害児（者）通園事業やショート

ステイなど在宅事業にも積極的に取り組んでい

るところであります。今後とも障がい児や保護

者のニーズにできる限りこたえられるよう努め

てまいりたいと考えております。

○外山良治議員 小児科医１人が配置をされた

ことによって、本当に行政効果、多とするもの

がございました。以前にも、小林地区からは、

ショートステイ利用者が１人もいないと。ごく

最近もこういう電話がありました。「ケアマネ

ジャーのほうから「１カ月に６回しかショート

ステイを利用できない」、ふだんは５回とか４

回しか利用しません。しかしその月はどうして

も８回必要だ、そのことを窓口に言った。とこ

ろが、「だめです」と断られた。やむなく民間

のほうに預けた。有料で」、こういう電話がご

ざいました。県北の方でございました。涙を流

した電話でございました。余りにもかわいそ

う。こういった現状というものを打開するため

に、やっぱり県北もショートステイができるよ

うな宮崎県であってほしい。これは要望してお

きます。

県立病院についてお伺いします。

県立病院は、救急、産科、小児科、地域の健

康づくり事業などの不採算部門を積極的に担

い、公的責任を果たすことが求められていま

す。また、災害時や感染症発生時等における対

応、政策医療は、公立病院が果たす役割として

非常に大きな意味を持っていると思います。病
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院局長の所感を求めます。

○病院局長（甲斐景早文君） 公立病院は、そ

れぞれの地域における基幹的な公的医療機関と

して、地域医療の確保のために重要な役割を果

たしております。県立３病院につきましては、

全県レベルあるいは地域の中核病院として県民

医療の確保及び地域医療の水準向上に寄与して

おりまして、今後ともその専門機能をさらに高

めながら、民間医療機関では対応が難しい高度

・政策医療や不採算医療を担っていく必要があ

ると考えております。

○外山良治議員 病院局が、県立病院の経営形

態に関し県立病院経営形態検討委員会を設置し

て県民に意見を聞いて検討した結果、「現行の

経営形態がふさわしい」との結論に達していま

す。この結論をパブコメしたところ、意見の中

に、「医師以外の職員の給与は民間に比べて高

く、県民の理解を得られないのではないか」と

の指摘があったようです。私は体調不良により

県立病院へ入院をしました。医師、看護師の労

働環境の厳しさにびっくりしました。平成21年

度の退職者の現状について答弁を求めます。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成21年度の看

護師の退職者数は47名であります。内訳は、定

年退職者が４名、再任用期間満了者が２名、希

望退職者が19名、普通退職者が22名となってお

ります。

○外山良治議員 47名退職をして定年退職が４

名しかいない、これはどういうことですか。し

んどいから全部やめるいうことですか、答弁し

てください。

○病院局長（甲斐景早文君） 退職の事由につ

きましては具体的なことまでは聞き及んでおり

ませんけれども、議員御指摘のとおり、確かに

勤務環境といいますか業務の内容というもの

が、３交代であるということ等の面から推察で

きるのかなと思っております。

○外山良治議員 パブコメの中で「職員の給与

は民間に比べて高い」との意見がありますが、

本県の公立及び民間看護師の給与は全国と比較

してどの位置にあるのか、答弁を求めます。

○病院局長（甲斐景早文君） 給与水準でござ

いますけれども、比較ということになります

と、病院の規模とかその役割、あるいは人員構

成などの要素を勘案する必要がありますし、一

概に比較するということはなかなか難しいわけ

でございますが、平成20年度の決算状況調査で

ございますけれども、県病院局の看護師が、平

均年齢38.1歳で35万700円となっております。ま

た全国の民間看護師さんの状況なんですけれど

も、これは人事院の平成21年度の民間給与実態

調査によりますと、平均年齢35.5歳で33万6,400

円になっております。

○外山良治議員 県立病院は38歳で35万円です

ね。民間の看護師１万人ですが、基本給、平

均35歳で33万円。ということは一緒ということ

でしょう、ほぼ。何で高いんですか。局長、高

いんですか。

○病院局長（甲斐景早文君） 給与の水準を示

す指標としてさまざまな指標がございまして、

例えば厚生労働省が毎年、賃金構造基本統計調

査というのをやっております。これを拝見いた

しますと、全国の状況といいますものが、平均

年齢36.3歳で31万7,100円となっております。ま

た本県の平均、36.1歳で金額が26万8,900円とい

うようなことになっているわけですけれども、

高いか低いかという話につきましては、議員御

指摘のとおり、昨年、経営形態の検討委員会を

やりました。その中で県内の看護師さんの状況

とかさまざまな意見の中で、「相当高いんでは
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ないか」という御意見等もいただきました。こ

れらにつきましては、業務の状況といいます

か、全体が違うので、ただ金額だけで比較考慮

するのはいかがなものかということを申し上げ

たところでございます。この中でむしろ、県病

院の場合、先進高度医療をやっております。そ

ういうことで常に３交代勤務です。急性期の患

者が大半だということ、非常に緊張度合いも高

いというようなことで、類似の病院との比較を

する必要があるということを申し上げたところ

でございます。

○外山良治議員 検討委員会の中でだれが言っ

たのか―大体わかります。私の推察では医師

会でしょう。ところが、宮崎県の民間病院に勤

める看護師の給与は全国と比較してどの位置に

あるのか、答弁してください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 看護師の給与

は、先ほど病院局長が申された部分と重なりま

すけれども、厚生労働省の平成21年度賃金構造

基本統計調査によりますと、民間と公立を含め

た数値となりますが、本県平均が36.1歳で26

万8,900円、全国平均が36.3歳で31万7,100円と

なっており、全国平均を下回っている状況にご

ざいます。

○外山良治議員 福祉保健部長、「最低」。

「下回っている」というような言い方すると、

まだあと下に10か20あるんかなと思いますが。

ちなみに、宮崎県の民間の看護師の給与26

万8,000円、36歳で。次に悪いのが熊本県。しか

し、37.8歳ですから―26万6,000円。大体最下

位クラス。ここと比較して宮崎県が県立病院が

高いと言うんですよ。最下位と比較して。これ

が現状。病院局長、もっとこういったことを

しっかりと反論してください。そういう意見が

出た場合。もうあいた口がふさがらん。県庁と

いうものはもう少し―勉強も足らんごたる

な。今後そういった現状というものをしっかり

と踏まえた上で発言をしていただきたい。

看護師、私も入院をして大変だなと思いまし

た。親切丁寧、別にごますっておるわけじゃあ

りません。

また、県立病院看護師の窮状をあらわす資料

の一つとして、看護師採用の競争倍率を見る

と、平成15年度競争倍率3.5倍が、21年度競争倍

率はどの程度になったんでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成21年度の競

争試験におきましては、１次試験の受験者が79

名でございまして合格者数50名で、倍率にしま

すと1.6倍となっております。

○外山良治議員 3.5倍が1.6倍。ということ

は、給料も安い、きつい。どんどん下がってい

きますよ、私が先ほど申し上げたとおり。医師

確保は盛んに言う。しかし、一番病院で患者と

接するのは看護師です。そのことを十分念頭に

置いて考えていただきたいと思います。

看護師確保対策として、以前から社民党とし

ては院内保育所の設置を求めてきました。この

院内保育所についてどのように対応されるおつ

もりか。宮崎・日南・延岡県立病院への早急な

対応が求められていると思います。答弁を求め

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） 院内保育所の設

置は、看護師等の確保に非常に有効であると考

えられますことから、職員の意向調査等を既に

行っていた宮崎病院におきまして、今年度、病

児等の保育を試行することといたしまして、現

在その実施に向けた準備を進めているところで

あります。また、宮崎病院での試行結果を分析

した上で、日南病院、延岡病院における実現可

能性を検討してまいりたいと考えております。
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○外山良治議員 今の答弁で、「医師確保にも

非常に有効でありますことから」という答弁が

ございました。そのとおりだと思います。であ

れば、医師不足が一番深刻な病院は、日南か延

岡か宮崎どちらですか。

○病院局長（甲斐景早文君） 今の答弁の中で

は、議員のほうから看護師についての意見しか

求められておりませんので、医師については答

弁は控えているんですけれども。

３病院につきましては、合同でといいます

か、３病院合同として採用いたしております。

そういうことで具体的にデータで細かな分析ま

でやっていないところなんですが。

○外山良治議員 意味がわかりません。

○病院局長（甲斐景早文君） 今、議員のほう

から、病院がどちらが採用が難しいのかという

お尋ねであったかと思いますので……。

○外山良治議員 おたくの答弁は、保育所設置

をすべきじゃないかという質問に対して、「院

内保育所の設置は、看護師の確保だけではなく

医師確保にも非常に有効である」という答弁が

ございました。よって私は、医師確保に有効で

あれば、宮崎市の場合には対応できていると。

延岡、日南は医師確保が盛んに言われている

と。じゃ院内保育を同時にスタートさせたほう

が、医師確保にも有効、看護師確保にも有効

じゃないんでしょうかという質問をしたんで

す。答弁してください。

○病院局長（甲斐景早文君） 冒頭に申し上げ

ましたけれども、看護師についての確保といい

ますか、そういう面からのお尋ねでしたので、

看護師だけについての答弁しかしていないんで

すが、議員のほうで、医師確保にも非常に有効

ではないかということをおっしゃっております

けれども。

ただ、今御指摘のとおり、確かに看護師のみ

ならず医師の確保についても非常に有効である

と認識いたしております。そういうことで、一

番いいのは３病院合同でスタートするのがいい

かもわかりませんけれども。実は３病院の中で

も、平成19年度から現場においてそういう意見

が上がってきました。最初に宮崎病院のほうで

そういう声が上がってきまして取り組みを始め

ておりますから、とりあえず宮崎病院のほうか

ら、こういう調査の結果を踏まえながら試行で

やってみて、その結果を分析した上で、具体的

にどういう形で取り組むのが一番理想的なの

か、そういう検討をしたいということで、今年

度、宮崎病院のほうから試行を始めようという

ことで、今、実施に向けて取り組んでいるとこ

ろでございます。

○外山良治議員 医師確保に有効な一つの―

女性医師というのが増加しています。私の担当

も女性医師でした。「困るよね」と。出産をし

た、やめなければいけない。今度、こども療育

センターの小児科医かてそうやったでしょう。

ずっと休んでおられて、子供がある程度大きく

なって現場復帰されたでしょう。そういったと

ころに保育所があればということ。

ちなみに、宮大医学部の女性対男性の割合ど

のくらいですか、答弁してください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎大学医学

部病院のほうの資料、データを持ち合わせてお

りません。

○外山良治議員 大体４対６です。そのくらい

は覚えておいてくれ。

次に、人にやさしいまちづくりについてお伺

いをいたします。

「人にやさしい福祉のまちづくり条例」で定

められている適合証発行数（４年間）は、宮崎
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市が540件に対して県条例はわずか60件である。

規則、300平米以上の規制を見直すべきと質問を

過去しました。平成19年４月から300平米規則が

削除されています。13年度から21年度に条例届

け出義務公共施設及び適合証発行件数は何件

か。また、適合証発行率もあわせてお願いしま

す。県、宮崎市、都城について答弁を求めま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 条例による適

合証交付制度は、県、宮崎市が平成13年度に、

都城市が14年度にスタートしております。21年

度までの対象施設の届け出件数は、県が1,218

件、宮崎市が1,860件、都城市が171件、適合証

交付件数は、県が105件、宮崎市が1,128件、都

城市が20件であり、適合証交付率は、県が8.6

％、宮崎市が60.6％、都城市が11.7％となって

おります。

○外山良治議員 担当部長、何でこんなに宮崎

県は悪いんですか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県と市の間に

随分差があるということで、県のほうでは、ま

ず、適合証の交付について申請主義をとってい

るということ、それから平成18年度までは小規

模事業所を対象施設としていなかったことなど

の点で宮崎市と異なっており、それらが交付件

数が少ない主な原因と考えられます。

福祉のまちづくりを進める上で適合証の果た

す役割は大きいものがあると考えますので、今

後も、申請の受け付けや、審査機関である関係

市町村や県土整備部と連携しながら、交付数が

向上するような方策についてさまざまな観点か

ら検討してまいりたいと考えております。

○外山良治議員 多少悪いなら我慢もできま

す。これだけでたらめに悪いと腹が立ちま

す。13年にスタートしてこれだけの差がある

と、もうちょっと考えてもらえんですか。「検

討します」「検討します」、この前も「検討し

ます」。今回も一緒。大体わかっているんです

よ、何が原因かというのは。宮崎市の場合には

建築指導課が担当しています、まちづくり条例

は。宮崎県は障害福祉課、技師が１人でもおり

ますか、答弁してください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 福祉保健部の

ほうには技師はおりませんけれども、県土整備

部のほうと十分連携を密にしながら努力してま

いりたいと考えております。

○外山良治議員 宮崎市は建築指導課が担当し

ている。宮崎県は福祉保健部が担当している。

技師がいない、わかるわけない。十分連絡は今

後しますと言っていますが、できるわけがな

い。初めから県土整備部にお願いしたらどうで

すか。事務分掌をちゃんと移せばいいこと。お

まけに宮崎市には事前協議制度がある、宮崎県

はない。これはどういったことかというと、例

えば一番大きいのは、県病院なら県病院に入院

する。高齢化になる、居宅骨折で入院しはる人

が一番多いんですよ。医療費の削減にもなりま

すよ。もうそろそろ考えを変えてください。

ごめんな、きょう福祉保健部ばっかりで。済

んまへんという気はあるんですよ。

延岡に行きました。会議がありました。南延

岡駅で、宮崎市から南延岡駅、駅員が出てきて

「延岡でおりてくれ」「いやいや、私は南延岡

でいいんです」「あんたを介助する人間がおら

ん」「なぬ、延岡駅から南延岡駅までのタクシ

ー代、あんた払うんか」「いや、おまえ払

え」、本当に県北はひどい。びっくりしまし

た。あそこのバリアフリー、いつになったら

ちゃんとなるんでしょうか。今どういうふうに

運動されているんでしょうか。ユニバーサルデ
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ザインの７原則、第１原則、第２原則、担当部

長、答弁してください。

○県民政策部長（山下健次君） 今度は県民政

策部ですが、まず初めにユニバーサルデザイン

の原則のほうからお答えいたします。これは20

年の３月に推進指針というのをつくっておるわ

けですけれども、その中でユニバーサルデザイ

ンの原則として、１つはだれでも公平に利用で

きること、２つ目に使う上で自由度が高いこ

と、３つ目に使い方が簡単ですぐわかること、

４つ目に必要な情報がすぐに理解できること、

５つ目にうっかりミスや危険につながらないデ

ザインであること、６つ目に無理な姿勢をとる

ことなく、少ない力で楽に使用できること、７

つ目にアクセスしやすいスペースと大きさを確

保すること、この７つを掲げているところでご

ざいます。

お尋ねの南延岡駅といいますか、県内の駅の

バリアフリー化の件でございますけれども、残

念ながら、これまで優先順位というのが、一日

の乗降客数5,000人以上の駅を優先にしておりま

して、それと駅舎を総体的に整備する中であわ

せてやるといった方針でＪＲのほうで進めてお

りますが、その中では、県内の主要駅では、宮

崎駅、日向市駅、それから宮崎空港駅にエレベ

ーターの設置がございます。南延岡駅につきま

しては、まだ現在予定が立っておりませんで、

平成23年度からは5,000人未満の駅についても

―これは国の方針としてでございますけれど

も―順次バリアフリー化を進めるという方向

でございますので、その中で整備をされていく

ものと考えております。

○外山良治議員 今おっしゃったでしょう。

「だれでも公平に利用できる」、これは第１原

則。「使う上で自由度が高いこと」、南延岡

駅、延岡駅、とてもじゃないが、自由度の問題

とか公平に利用できるような代物ではない。早

急な改善。

それから、申し入れをするとかそういうこと

ではなくて、例えば宮崎駅でもエレベーターが

なかった。元助役のある人が、「宮崎市が2,000

万出す、県も2,000万出せ、ＪＲも2,000万」、

たしか6,000万、私の記憶では。こういったお願

いをしてようやくできた。そういう経過があり

ます。ですから、「延岡市も2,000万出せ、県

も2,000万出すわ。ＪＲも出してくれ」、具体的

にこういう詰め方をしはったらどうですか。担

当部長、答弁してください。

○県民政策部長（山下健次君） 5,000人未満の

乗降客の駅のバリアフリー化につきましてはこ

れからでございまして、現在、手始めにといい

ますか、基本的にはこれは国の補助に従ってＪ

Ｒが実施して、それに対して地元地公体が補助

をするということで、それぞれ３分の１ずつ。

ですから、宮崎駅の場合には宮崎市と県がそれ

ぞれ６分の１の事業費を負担するという形に

なっております。南延岡駅の乗降客数等からす

ると、5,000人未満の駅として設置順位は必ずし

も高くはないという状況でございます。

○外山良治議員 5,000人を超すということは、

延岡でももうあり得ませんよ、今のままでは。

もういい。可能な限り早く─原則に基づい

て、おたくがつくりはった─十分対応ができ

るような駅にしてもらいたい。延岡に行くこと

もそうないんですが、延岡市民は大変ですよ、

あれは。本当に。これは強く要望しておきま

す。

県立病院に入院をしました。びっくりしまし

た。おふろに段差が２段ある。こんな県病院、

初めて見ました。大体病院というのは点滴をが



- 103 -

平成22年９月９日(木)

らがらっと自分で押しながらトイレに行くか

ら、ほとんどが洋式。ところが、身障トイレも

西病棟、東に１カ所ずつ。手術をする、下剤を

飲まされる。悲惨ですわ、トイレが１カ所しか

ないんですから。病院局長、何年につくったん

ですか、あの県病院は。40年前、私が入院して

いたリハビリテーション病院、あの倍ぐらいあ

りますが、全部洋式、だれでも使える。もちろ

んトイレ段差ない。40年前ですよ。どうです

か、答弁してください。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立３病院のう

ち日南病院と延岡病院につきましては平成９年

度に竣工しておりますので、議員御指摘のよう

な段差というんですか、浴室、トイレにつきま

してはおおむね問題はないというふうに認識を

いたしているところでございますが、宮崎病院

につきましては昭和59年度、60年３月に改築を

終わっておりますから、約25年たっておりま

す。そういうこともありましてかなり老朽化し

てきたということもございまして、実は２年前

から、平成20年度から計画的に10カ年計画で改

修に努めております。これも実は今、現実に非

常に多くの患者さんがいらっしゃいます。そう

いう意味で日常的な診療に支障がない形で計画

的に取り組んでいる。こういう非常に厳しい状

況ですから、一斉に閉鎖して改築するというわ

けにはいかない事情もあるということで、御理

解を賜りたいと思っております。

実は今、議員のほうからそういうお話ござい

ましたので、ちょっと御説明をさせていただき

たいと思うんですけれども、現在、県立宮崎病

院の病棟には浴室が14カ所、シャワー室を10カ

所設置しておりますが、このうち浴室の６カ所

とシャワー室の１カ所に段差がありますので、

現在、その解消のための工事を行っております

けれども、来月ぐらいまでにはこれも何とか解

消できるのかなということで、今鋭意、患者さ

んあたりに支障がない形で進めているところで

ございます。

それから身体障がい者用のトイレでございま

すけれども、整形外科病棟に３カ所、それ以外

の病棟にはそれぞれ１カ所、病院全体で24カ所

設置をいたしております。特に病棟におきます

身体障がい者用のトイレの増設というのが、ス

ペースの確保がなかなか困難であるということ

もありまして、平成20年度より、障がいのある

患者さんにも使いやすいように、一般用のトイ

レの拡張、それから手すり設置等の工事を順次

進めているところでございます。

○外山良治議員 こういう質問をしなければな

らない、本当に物が言えないぐらいあきれてい

ます。早急な対応をお願いします。

県立病院精神医療センターのあの鉄製のルー

バーですね、あれは到底許容範囲外のこと。早

急な改善が必要と思いますが、答弁をお願いし

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） 精神医療センタ

ーのルーバーは、建設時に、地域住民等の方々

の要望等も踏まえまして、住民、患者双方の皆

さんのプライバシーの保護や患者さんの転落防

止等の観点から設置したものであります。県立

病院の施設整備につきましては、その時々の医

療ニーズに的確に対応できるように、経営状況

を踏まえながら緊急性や必要性に応じまして計

画的に整備充実を図っていくこととしておりま

すが、この医療センターはオープンいたしまし

て今１年半というところでありますが、もう少

し患者さんの行動パターン等を見きわめながら

慎重に判断をする必要があるというふうに考え

ております。
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○外山良治議員 行動パターンは富養園でわか

りまっしゃろ、もう。そして隣近所の意見を聞

いた。障がい当事者及び保護者の意見は聞いた

んですか聞いていないんですか、どうなんです

か。

○病院局長（甲斐景早文君） 富養園から宮崎

市のほうに、住宅・中心街に参りました。そう

いうこともありまして、建設時に、周囲の住民

の皆様方の意見等も踏まえまして、また当然、

富養園で働いておりました医師あるいは看護師

等それぞれ医療スタッフの意見、そういったも

のも踏まえながらやっておりますので、当然、

患者さんの御意見あたりも、御父兄の皆さん方

の御意見あたりも職員を介してやっているとこ

ろでございます。

○外山良治議員 ほとんど怪しい答弁。という

のは、今現在、ああいったつくりの精神病院と

いうのはつくりません。ですから、早急にあの

ルーバーは取り外してください。あなた方県の

悪いくせは、利用する側の意見を聞かない、こ

れが大きな欠陥。早急な対応を求めます。

動物愛護についてお伺いします。

口蹄疫によって殺処分された牛、豚は約29万

頭、私は、殺処分されていく我が家の牛、豚を

涙して見ておられた畜産農家の方々の姿に胸打

たれました。牛、豚のような経済動物でも、

犬、猫という動物でも、寄せる感情は同じでは

ないかなと思います。議会で、本県は動物愛護

センターが設置されていない中、未利用の公的

施設を利用した保護施設を民間の動物愛護団体

に委託して、犬、猫の世話や里親探し、しつ

け、適正譲渡等をお願いすることはできないか

質問をしました。結果、「命の架け橋」という

事業を起こしていただきました。非常に感謝を

いたしております。「命の架け橋」事業、３年

間の時限事業と伺っているが、23年度以降の事

業の考え方について答弁を求めます。

また、犬、猫殺処分頭数はどのように変化を

したのか、答弁をお願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、殺処分

頭数の推移についてお答えしたいと思います。

宮崎市を含んだ県全体の処分頭数は、平成19年

度で犬が3,012頭、猫が2,991匹であります。こ

れに対し平成21年度は、犬が1,4 7 1頭、猫

が2,298匹となっており、犬で1,541頭、猫で693

匹減少してきております。

続きまして、「命の架け橋」犬ねこの譲渡推

進サポート事業についてでございますが、活動

実績のあるＮＰＯ法人に委託し譲渡推進を図っ

ており、昨年度は犬252頭、猫89匹の譲渡があり

ました。また、本事業のもう一つの柱でありま

す犬、猫の譲渡のあっせんを行うホームページ

のサイト「みやざきドッグ愛ランド」を継続運

営し、平成21年度からは、県内８保健所で保護

した犬を写真入りで掲載し、携帯電話からも利

用できる機能を追加したところであります。こ

れによりアクセス件数も平成20年度と比べ約15

倍の85万4,000件とふえているところでありま

す。今後とも本事業の成果を踏まえ、民間との

協働による譲渡の推進、適正飼養の啓発に取り

組み、引き取り頭数、処分頭数の減少を目指し

てまいりたいと考えております。

○外山良治議員 宮崎県動物愛護管理推進計画

によると、「動物保護管理所は昭和40年代に建

築され老朽化が進んでいる。動物愛護管理施設

等の拡充が必要。動物愛護の観点に立ち、適正

譲渡を前提とした犬、猫の管理を実施するため

には、動物保護管理所とは別の施設で管理する

ことが望ましい」と記されております。動愛セ

ンターでの対応について答弁を求めます。
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○福祉保健部長（高橋 博君） 動物愛護セン

ターは、犬、猫の適正譲渡を初め、しつけ、負

傷動物の保護などを総合的に行うもので、都道

府県レベルでは25都府県に設置されておりま

す。宮崎県動物愛護管理推進計画では、この動

物愛護センターの設置について具体的に盛り込

まれておりません。このため本県におきまして

は、御質問にありました「命の架け橋」犬ねこ

の譲渡推進サポート事業における譲渡専用施設

での適正譲渡の推進及び「いのちの絆」動物愛

護推進事業におけるしつけ方教室や適正飼養な

ど、動物愛護思想の啓発を効果的に実施するこ

とにより、県民、関係団体、行政が一体とな

り、本県の実情に合った動物愛護に関する取り

組みを推進してまいりたいと考えております。

○外山良治議員 ありがとうございます。

推進計画の中で「宮崎県と宮崎市が連携をと

りながら計画に基づく施策を実施する」と記さ

れております。計画の期間は平成20年から10年

間となっています。動愛センターを市と連携し

て対応することはできないか、答弁を求めま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 中核市である

宮崎市は、その権限に基づき独自に動物愛護管

理業務を実施しておりますが、宮崎県動物愛護

管理推進計画を実施するに当たっては、県と宮

崎市が連携をとりながら計画に基づく施策を実

施し、県全体として一体性を持った施策を推進

することとしております。今後、動物愛護セン

ターの設置につきましても宮崎市と十分に連携

して研究してまいりたいと考えております。

○外山良治議員 教育についてお伺いをしま

す。

平成20年２月議会で、「宮崎東高校は、平

成13年にプレハブ教室で急場をしのいでいる。

利用者、教職員等から改善が求められてい

る」、また、「高校の退学者は、平成18年度公

私合わせて約900人となっている。通信制は今年

度3,399人と年々増加している。これに対し卒業

生は平成19年度わずか300人のみである。2,059

人の生徒が休眠となっている」、これら生徒に

対する対策等について質問をしました。プレハ

ブ校舎解消については、22年度当初予算約9,000

万円で対応されています。また休眠生対策につ

いては、社会とのかかわりを持つことが困難な

生徒、発達障がいのある生徒、人間関係づくり

を苦手とすること等の生徒の主体的な学習への

取り組みと社会参加を支援するシステムを目的

に、ラーナグリケーションが５月から都城でス

タートしています。早速の対応を感謝します。

実績等について答弁を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 通信制の生徒学習支

援、いわゆるラーナグリケーション―これは

ラーンという英語とアグリケーションという英

語の合成語でありますけれども―これに係る

ニーズ調査につきましては、通信制に学ぶ生徒

がどのような学習支援を求めているかを把握す

るために、５月17日から８月31日まで、退職教

員８名の協力をいただきまして、都城市に学習

教室を試行的に開設して実施したものでありま

す。都城地区には通信制に379名の生徒が在籍し

ておりますが、この学習教室をそのうち10名の

生徒が、開設をいたしました75日間の中で延

べ49回利用いたしました。

なお、議員のただいまの御質問の中にありま

した宮崎東高校のプレハブ校舎の改築の件であ

りますが、正確には、歳出予算として立ててお

りますのが8,985万7,000円で、別途債務負担で

１億2,300万円余り措置しておりますから、合わ

せると２億1,000万ぐらいということでありま



- 106 -

平成22年９月９日(木)

す。以上です。

○外山良治議員 前回は通信制の休眠対策とし

て質問をしましたが、中学校、高校に不登校状

態にある生徒も多数いると思います。私が視察

した際も、１人の不登校状態にある生徒の保護

者がお見えになっておられました。不登校や高

校中退などのつまずきがニートやひきこもりへ

とつながっていると指摘されています。このよ

うな視点から、対象を通信制等に限定せず門戸

を広げる必要があると思います。また、現在の

ラーナグリケーションは８月までの試行と聞い

ています。23年度事業化が必要と思いますが、

あわせて答弁を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 今回実施をいたしま

したニーズ調査におきましては、教室に来た生

徒から、「勉強ができるようになりたいから利

用した」、あるいは「個別の学習指導や進路相

談を通して人づき合いの大切さなど多くのこと

を学んだ」などの声が聞かれましたが、一方

で、先ほど申し上げましたように利用者が限ら

れておりまして、10名のうち休眠生の利用は１

名にとどまったという課題がございました。こ

のようなことから、まずは、通信制に在籍をし

ながら学習の滞りがちな生徒に対する支援のあ

り方を検討してまいりたいと考えているところ

であります。

○外山良治議員 教育長、例えば家庭いろいろ

あって、教育を継続して受けることができなく

なった方々が、通信制でも、また定時制でもと

いうことで向学心に燃えて、しかしやむなく挫

折していく。そういった子供たちへ―鉄は熱

いうちに打て、その機を逃すと冷え固まって、

それを溶かすには相当のエネルギーが必要にな

る、そのことはだれが考えたってわかってい

る。今まで５年も６年も７年もほったらけ。だ

からそういうふうに、何百何十何人おっても１

人か２人しか来ない。しかし、ずっとたたいて

おれば必ず来ます。ですから、都城のあの学校

にも最初は来なかった。しかし、今延べ60人ぐ

らい来ておられるというふうに伺っておりま

す。このような学校を宮崎、延岡、小林、日

南、ずっと広げ、かつ門戸をいろいろと広げて

いただきたい。市教育委員会とも話をしていた

だきたい。答弁をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 先ほどお答えしまし

たとおり、ニーズ調査の結果等踏まえまして、

通信制に在籍をしながら学習の滞りがちな生徒

への支援のあり方をさらに検討してまいりたい

と考えておりますが、この中で、どの地区が適

当であるか等についてもあわせて検討してまい

りたいと思います。

○外山良治議員 ４月中旬、小林に行ってきま

した。これはきりしま特別支援学校の件でござ

いました。この件に対して我が会派の髙橋議員

に対する答弁で、「一切問題は発生していな

い」と教育長が答弁されました。ところが、呼

ばれて「相談があるから出てこい」、行ってき

ました。30数名の保護者等がお見えになってお

られました。７月にもう一度集会が開催をされ

ました。そのときは何と50名に膨れ上がってお

りました。県教委として、計画への関係者の参

加、それをもとに実施計画及び説明会等どのよ

うに行われてきたのか、答弁を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 高等部の設置に当た

りましては、平成21年４月以降、校内の準備委

員会におきまして４回にわたり、将来高等部へ

の進学を希望している保護者の代表として小林

校ＰＴＡ役員に出席をいただき、御意見や御要

望を伺いながら実施設計等を進めてきたところ

であります。また、平成21年６月から本年３月
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にかけまして、小林校のすべての保護者を対象

に説明会を３回実施しましたほか、本年７月に

は、西諸県地域の小中学校特別支援学級の保護

者や担任教師等も対象にした説明会を実施いた

しまして、高等部の教育課程や施設設備等につ

いて御意見等をいただいてきたところでありま

す。これらの御意見を踏まえ、例えば、図書ス

ペースや保護者送迎用の駐車スペースを拡充す

るなど設計の見直しを行い、教育環境の充実や

送迎時の利便性の向上等を図ることにしたとこ

ろであります。この高等部の開設は来年４月を

予定いたしておりますけれども、障がいのある

子供たちが明るく生き生きとした学校生活が送

れるように努めてまいりたいと考えておりま

す。

なお、議員のただいまの質問で、髙橋議員に

対する私の答弁で、たしか私は、「高等部を小

林高校に設置することについての御理解をいた

だいている」というふうに答弁したんじゃない

かなという気がしております。間違いがあった

らお許しいただきたいと思います。

○外山良治議員 実は私も説明を伺いました。

アンケート等をとって１人の反対者もいない

と、私も受けました。これは間違いありませ

ん。で、行ってみると、たくさんの意見が出ま

した。県教委、教頭先生でございましたが、答

弁能力、びっくりするほどなかった。だから２

回目、３回目が―今も開催されているやに

伺っております。こういうふうにして、ものを

つくる場合は、利用者、当事者、保護者等集

まっていただいて繰り返し繰り返し議論をす

る、意見を出し合う、そしていいものをつく

る、これが民主主義の基本、最大多数の最大参

加が私は基本だと思います。結果オーライだと

思います。

延岡地区総合特別支援学校についてお伺いを

します。平成20年２月議会で知事は、「全国に

誇れるような特色ある学校づくりに向けた基本

構想を作成する」と答弁されています。基本構

想の内容について、知事の答弁をお願いしま

す。

○知事（東国原英夫君） 延岡総合特別支援学

校（仮称）基本構想につきましては、医療・福

祉・労働関係者、障がい者団体代表、保護者代

表等23名の委員で構成されました基本構想策定

委員会の提言を踏まえまして、平成21年３月に

まとめさせていただきました。この基本構想に

おきましては、「地域とともに子供たちの自立

する心と力を育み、可能性を高め、未来を拓く

総合的な専門教育の実現」を設置理念とし、３

つの基本方針を掲げております。具体的には、

まず第１に、聴覚障がい、知的障がい、肢体不

自由のある児童生徒の教育について、高い専門

性により児童生徒が持てる力を十分に伸ばすこ

とができるような教育を、第２に、乳幼児期の

子育て支援から卒業後の自立支援まで、関係機

関と連携しながら、障がいのある子供に対する

切れ目のない支援を、そして第３に、障がいの

ある幼児児童生徒や保護者を総合的に支援する

ワンストップの相談体制を目指すものでありま

す。本校の設置につきましては、私自身、保護

者や関係者の皆様より直接切実な思いを伺って

きたところでありまして、今後ともその実現に

向けて取り組んでまいりたいと考えているとこ

ろであります。

○外山良治議員 延岡地区総合特別支援学校の

基本構想の内容についてお伺いをします。

○中村幸一議長 どちらに求められますか。

○外山良治議員 答弁の指名権は議員にあら

ず。
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○中村幸一議長 非常に困っていらっしゃいま

すから。

○教育長（渡辺義人君） 内容といいますのは

直截にはなかなか答えづらいんですけれども、

延岡総合特別支援学校は、延岡市内にあります

延岡わかあゆ支援学校、ととろ聴覚支援学校、

それから延岡たいよう支援学校の３校を延岡西

高校跡地に移転統合して総合的な特別支援学校

を目指そうとするものでありまして、内容的に

は、聴覚障がいと肢体不自由児と知的障がい、

それから附属的に体育館ですとかプールですと

か作業棟ですとか、そういったふうなさまざま

な施設をあわせてつくる、計画内容としてはそ

のようなことで考えております。こういう答弁

でよろしいでしょうか。

延岡総合特別支援学校の基本構想の内容とい

うことでよろしいですね。延岡総合特別支援学

校の内容でありますが、基本構想を21年３月に

策定いたしまして、その特徴といたしまして

は、１つには教育本体の機能がございます。構

想に盛られました教育施策の方向としては、複

数の障がいに対応した専門教育の実施、２点目

が就学前から卒業後までの一貫した教育の実

施、それから一般就労を目指した職業教育の充

実などを掲げております。教育本体以外に付加

機能といたしまして、子育て支援機能、自立支

援機能、研修・啓発機能並びに地域交流機能の

４つの機能を考えているところであります。子

育て支援機能につきましては、医療・保健・福

祉との連携、あるいは育児・教育相談、保護者

支援等を内容として考えております。自立支援

機能につきましては、就労支援、それから生活

支援までを想定してそういう機能を持たせた

い、このように考えております。

○外山良治議員 構想を受けて、実施計画・設

計に十分に反映されていると思いますが、意見

集約等について答弁を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 延岡総合特別支援学

校の設置につきましては、平成21年３月の基本

構想の策定を受けまして、平成21年４月から平

成22年８月までに関係３校の教職員で構成する

設置準備委員会を11回開催し、保護者の御意見

も伺いながら、教育課程や組織運営、施設設備

等のあり方について検討してまいりました。ま

た、その下部組織となります、子育て支援部

会、自立支援部会、組織運営部会の３つの作業

部会を延べ19回開催いたしまして、それぞれの

機能や組織運営等についてより具体的に検討し

てきたところであります。また、平成21年度に

は基本設計案を各学校において公開いたしまし

て、保護者等から御意見等をいただいたところ

であります。その結果、学校を通じて集約いた

しました意見等187件を受けて、例えば音楽室の

増室、作業棟の拡充、教室配置の変更など設計

の見直しを行ったところであります。

○外山良治議員 基本構想を私も読みました。

生まれて、義務教育、高等教育、支援学校、そ

して就労まで一貫したワンストップ可能な学

校、本当にこれができればすばらしい学校がで

きると思います。ところが、聞くところによる

と、どうもこの基本理念、基本構想、最近では

ぶれが出てきているんではないのかというよう

な意見、考えにちょっとぶれがあるんじゃない

かというようなことを伺っております。それ

は、教育長、理念、構想どおり進んでいるわけ

ですね。答弁をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） この基本構想に盛ら

れた内容に即しまして、我々はその構想を実現

すべくいろいろと努力をしているということで

あります。今、議員のほうから、構想からずれ
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が出てきているんではないかというようなニュ

アンスの御発言がございましたが、例えば子育

て支援機能あたりでもそうなんですけれども、

福祉・保健・医療とか、労働といった関係部門

との緊密な連携をして、この基本構想に盛られ

た最大の特色はそういうところでありますの

で、そういった機能はしっかり担保しながら、

ぜひこの構想の実現を目指したいと、このよう

に考えております。

○外山良治議員 安心しました。終わります。

（拍手）

○中村幸一議長 ここで休憩いたします。

午後３時６分休憩

午後３時19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、公明党宮崎県議団、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） お疲れのと

ころ、最後の質問になりましたが、公明党県議

団を代表し、通告に従い質問を行います。

代表質問の最後なので、幾つか重複した質問

がありますが、重なるということはそれだけ喫

緊の課題であると御理解いただき、真摯なる御

答弁をよろしくお願いいたします。

まずは、県政運営についてであります。

知事は、就任後の２月議会の所信表明で次の

ように述べられました。ちょっと長くなります

が、引用します。

「「宮崎をどげんかせんといかん」「何とか

せんといかん」「宮崎は生まれ変わらんといか

ん」、そして、本当の宮崎のすばらしさを伝え

たい、宮崎県民の誇りを取り戻したい、それが

私に課せられた使命であるとの思いから、知事

選に立候補した次第であります。失われた信頼

を取り戻す道のりは大変険しいものと覚悟いた

しております。まずは、私を含め職員の方々と

一丸となって、県民の皆様の奉仕者であること

を強く自覚し、全力で職務に励み、一刻も早い

宮崎県政の再生を果たしていく決意でありま

す。

今、宮崎は、産業振興、防災対策、高齢化に

伴う過疎化、そして医療・教育改革など、取り

組まなければならないさまざまな課題を抱えて

おります。（中略）また、第２期地方分権改革

が始まり、道州制を含めた国と広域自治体のあ

り方についての議論が行われる中で、各地域に

おいては、これまで以上にその個性を生かした

自主自立の地域づくりが求められる時代を迎え

ております。この数年間が宮崎にとって大変重

要な時期であります。山積する課題に正面から

向き合い、将来にわたって宮崎がほかの地域に

おくれをとることなく発展していけるよう、基

盤づくりを着実に進めるべきときであると考え

ております。このような考えのもと、これから

４年間の一日一日を県勢発展に誠心誠意取り組

み、県民だれもが安心して暮らせる新しい宮崎

の実現に向けて全身全霊をささげてまいる覚悟

であります」と。

その大事な４年があと４カ月となりました。

知事が取り組まれた具体的な県政の内容につき

ましては省きますが、この間、マニフェストを

重視した知事の取り組みを、内容の自己点検・

評価並びに検証を繰り返し、または外部評価に

ゆだね、改善・改革に結びつけてきたことは、

評価できるところでございます。そこでまず、

新みやざき創造戦略について評価委員会は、成

果として、重点56項目のうち23項目がＡ、32項

目をＢとしております。４年間の知事マニフェ

ストの成果として見ると、知事はどうとらえま
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すか、お伺いいたします。

二元代表制についてであります。

1990年代からスタートした地方自治の改革

は、1999年成立の地方分権一括法としてまとま

り、国と地方との関係が上下から対等に改めら

れるなど、一定の成果を得てきたところであり

ます。しかし、国から地方への権限移譲や財源

移譲については、両者の間でいまだに綱引きが

続き、さらなる改革が待たれるところでありま

す。

地方自治におけるこうした国・地方関係議論

とともに、今、地方自治体の中の首長・議会関

係をめぐる課題が注目を集めております。例え

ば、ちょっと極端でございますが、鹿児島県阿

久根市では、市長が半年以上も議会を招集せ

ず、専決処分を繰り返すなどして市政を混乱さ

せております。これに対し鹿児島県議会は６

月22日に、二元代表制を崩壊させる阿久根市長

の行為に抗議する決議を全会一致で可決し、地

方自治法の趣旨にのっとった適切な行政運営を

するよう求めました。

二元代表制は、市長や知事など自治体の首長

と地方議会の議員がともに住民の直接選挙で選

ばれる制度であります。鹿児島県議会の決議

は、首長と議会の関係について、その立場及び

権能の違いを生かし、互いの役割を尊重するこ

とが二元代表制の要請であり、首長が恣意的な

自治体運営を行うことを強く批判いたしまし

た。これは的を射た見解であると考えます。そ

こで、知事は、憲法93条で定められた地方自治

の根幹である二元代表制をどう認識している

か、お伺いいたします。

豪雨対策についてであります。

集中豪雨の頻発で土砂災害がふえています。

本県におきましても、口蹄疫の急速な拡大のさ

なか、７月２日から４日にかけての豪雨で、特

に都城市等に甚大な被害をもたらしました。３

日間の総降水量が多いところで450ミリ、都城市

では３日午前１時から２時の１時間で約134ミリ

の雨、自宅の裏山が崩れた男性１名がいまだに

行方不明になっているほか、住宅被害は全壊１

棟、半壊１棟、一部損壊４棟、床上浸水31棟、

床下浸水24棟、山田町の丸谷川護岸決壊や庄内

川があふれて多くの住宅が浸水した美川町、土

砂崩れによる道路寸断が多発した吉之元町、ま

た日本の滝100選に選ばれた関之尾滝の岩壁が高

さ約25メートル、幅約20メートルにわたって崩

落などなど、豪雨災害の怖さをまざまざと見せ

つけられました。

地球温暖化の影響で雨の降り方に変化が生じ

ております。１時間の降水量が50ミリを超える

豪雨が増加傾向にあり、ことしも梅雨前線に伴

う豪雨により、６月中旬から７月いっぱいで全

国で539件もの土砂災害が発生、ここ10年の発生

件数は年間平均で1,000件を上回っております。

被害が甚大化する集中豪雨や土砂災害の現状に

どう対応し、住民の命と財産をどう守っていく

かが喫緊の課題であります。そこで、県土整備

部長に、本県における近年の気候変動の実態

と、それに伴う土砂災害の発生状況についてお

伺いいたします。

口蹄疫復興対策についてでございます。

口蹄疫直接被害畜産農家、間接被害事業者等

の皆様へのお見舞いと、防疫に尽力された関係

者の皆様に心から感謝の念を申し上げます。

本当に感染ルートの特定は困難なのでしょう

か。非常事態宣言解除後、畜産農家の聞き取り

を開始いたしました。その中で一番聞かれた声

でした。「再開はぜひしたい。でも、いつ始め

られるか、それが不安です。見えないことが一
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番怖いから」。常任委員会調査に同行したとき

の畜産農家から聞かれた言葉ですが、私が聞き

取りをした農家の方々も全く同じ声でした。再

度、確認します。今回の発生源、感染拡大の原

因、防疫のあり方等の検証を進めていますが、

進捗状況についてお伺いします。また、畜産農

家は、感染経路の解明がなければ安心して経営

の再開ができません。県検証委員の一人である

副知事の見解を伺います。

次に、放課後児童クラブについてでございま

す。

昨年の９月代表質問においても、放課後児童

クラブについて議論されましたが、再度たださ

せていただきます。日本総合研究所池本美香氏

によると、諸外国では、放課後対策と学校教育

がともに子供の教育福祉を担う制度として一緒

に議論され、例えば学校は学業、つまり子供に

とってのワーク、放課後は遊びや集団生活など

の、つまりライフ、それぞれ力を入れることに

よってトータルで教育の充実を図るという、子

供にとってのワークライフバランスの充実とい

う方向性が明確であるとしております。

一方、日本は、2007年に放課後児童プランが

策定され、諸外国と同じように力を入れている

ように見えましたが、そのきっかけは、子供が

犠牲になる犯罪や凶悪な事件が相次いで発生

し、社会問題化したことであり、そのキャッチ

フレーズは、子供の安全で健やかな活動場所の

確保でありました。また、就労や社会参加を希

望する女性が増加する中、子育てと仕事の両立

を支援する環境づくりをより一層進める必要が

あることなどから打ち出したものでした。そこ

で、本県は放課後児童クラブの重要性をどう認

識しているか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

教職員評価制度についてでございます。

口蹄疫非常事態宣言解除の後、８月１日から

５日まで開かれた第34回全国高総文祭みやざ

き2010の大成功を心からお祝い申し上げます。

なかんずく、出場した高校生、スタッフとし

て、さまざまな厳しい条件の中、準備、運営に

当たった県内の高校生の皆様のひたむきな姿に

大感動いたしました。私は、総合開会式、延岡

市での開催だった文芸部門、そして文化公園内

で開催された演劇部門等に行かせていただきま

した。その中で２つの大きな感動を味わいまし

た。

１つは、水間議員もおっしゃいましたが、生

徒実行委員長の結城さんの開会あいさつです。

失礼かと思いますが、知事のあいさつを超えて

いたと言っても過言でない、最初から最後まで

うなずき通しのあいさつでした。今の宮崎県民

を元気にしてくれるのはあなたたち高校生だよ

と拍手を送ったのは、私だけではないと思いま

す。もう一つの感動は、佐土原高校の演劇「銀

の雨」です。大人の悲哀をコミカルに演じてく

れました。大人にとっての応援歌でした。まさ

に後生恐るべしです。

しかし、この成功の陰にどれだけ学校関係者

の尽力があったことでしょう。私は、この子た

ちが成功を味わうことができたのは指導者の力

であると、やはり考えます。子供の向上的成長

は指導者の力量によるところが大きいと考えま

す。学校現場はすぐれた先生方がほとんどなの

でありますが、中に、「なぜあなたが指導者な

の」と言いたくなるような教師が存在すること

も事実です。教師を選ぶことのできない子供に

とって、このような教師に指導されることほど

不幸なことはないと考えます。

今まで教師の資質向上については、施策的な
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ものを含めて幾つか提案させていただきまし

た。今注目するのは本県の教職員評価制度で

す。県教育委員会は、５年間の試行の後、平

成21年度から本格的に教職員評価制度を実施し

ています。本県の教職員評価は、職務行動評価

と役割達成度評価から成り、これらを透明性、

納得性の高い制度により運用していくことで、

教職員一人一人と学校組織のパワーアップへと

つなげていくことをねらいとしていると、設置

理由、評価シートの内容が公開されておりま

す。

私は17年の６月議会で、教職員評価制度導入

については疑問を持ってただした経緯がありま

す。１つは、当初の国の意向としての導入目的

です。現場の教師の理解を得ることはできない

と思いました。２つ目は、評価者です。客観的

な評価ができるのかをただしました。３つ目

は、管理職と指導職の必要性です。そのときの

教育長の答弁として、「主任等同僚職員からの

参考意見の収集による多面評価等により、教職

員の人材育成に資する客観的で適正な評価が行

われるよう努めているところであります。実施

に向けましては、今年度の試行の結果を踏まえ

まして改善を図りますとともに、その後も毎年

度検証を行いながら、適正なシステムの構築に

努めてまいります」と答えておりました。実

は、本県の教職員評価制度は全国教育研究のモ

デルになっていると聞きます。この制度の特徴

とその効果について教育長にお伺いして、壇上

からの質問を終わります。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

新みやざき創造戦略の評価についてでありま

す。新みやざき創造戦略は、私のマニフェスト

をベースに策定したものであり、毎年度、工程

表を作成して、全庁的にその推進を図ってきた

ところであります。しかしながら、県の政策・

施策の実効性や財政状況に加えて、社会経済情

勢の影響もあり、すべての項目について順調に

成果を上げているとは言えず、外部評価結果は

全体として私の成果のとらえ方とおおむね一致

しております。

成果が十分でなかった項目については、それ

ぞれ思いがありますが、例えば医師不足対策な

どの医療提供体制の充実や企業誘致などについ

ては、全国的な医師不足や世界的な景気後退の

影響があったとはいえ、県民生活の安定、向上

を図る上では、もう少し成果を上げるべきだっ

たと思います。また、今回の口蹄疫の問題を踏

まえますと、防災対策や危機管理体制の構築に

ついて反省すべき点も多いと考えております。

なお、私のマニフェストには、この戦略を官

民一体となって推進するという意味を持ちます

県民総力戦や県民の意識改革なども掲げており

ますが、これらについては、例えば観光客への

おもてなし意識の向上や、今回の口蹄疫からの

復興への県民の皆様の自主的な取り組みなどに

見られますように、着実に根づいてきたのでは

ないかと思っておるところであります。

続きまして、二元代表制についてでありま

す。地方自治体における二元代表制について

は、ともに住民の代表である首長と議会が相互

の抑制と均衡によって、ある種の緊張関係を保

ちながら、地方自治の的確な運営がなされてい

くことが大変重要であると考えております。そ

して、議会が首長と対等の機関として、地方自

治体の行政運営に係る基本的な方針を議論、議

決するとともに、その執行を監視し、また積極

的な政策提案を通して政策形成の舞台となるこ

とが二元代表制の基本的あり方だと考えており
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ます。以上です。〔降壇〕

○副知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいた

します。

口蹄疫の感染源や感染拡大の原因、防疫のあ

り方などの検証についてであります。御指摘の

とおり、感染経路の解明につきましては、畜産

農家が安心して経営を再開する上で、また今後

の防疫体制の強化や再発防止を図るためにも非

常に重要な課題であると認識しております。

先般、専門家から成る国の疫学調査チームが

中間的整理を発表しておりますが、これは、国

及び県の疫学担当職員が連携して収集分析した

情報をもとに取りまとめられたものでありまし

て、この中では、ウイルスはアジア地域から人

あるいは物の移動等に伴って我が国へ侵入した

可能性が高いと考えられるが、現時点ではその

経路を特定するに至っていないとされておりま

して、引き続き、初期の発生事例を中心に調査

が行われることになっております。

また、感染拡大の原因につきましては、発生

農場で殺処分がおくれたことや、農場の密集地

帯で発生したことなどが考えられるとされてお

ります。今回の防疫対応などのあり方も含め、

今後の防疫対策や家畜伝染病に対する危機管理

につきまして、これらは別途、国の口蹄疫対策

検証委員会で議論がなされているところであり

ます。

本県におきましても、専門家を中心に構成さ

れた検証委員会を立ち上げ、私もメンバーとし

て入らせていただいておりますが、感染経路の

究明や今回の防疫対応等につきまして、現場の

実態に即し、幅広い調査項目につきまして、き

め細かい検証を行っているところであります。

昨日開催された国の検証委員会におきまして

も、本県の検証委員会の内容をぜひ知りたいと

いう意見が出たと伺っておりまして、双方の検

証委員会の間で十分な情報交換、意見交換を行

いつつ、それぞれの成果を踏まえ、今回の感染

の実態につきまして分析を深めるとともに、家

畜伝染病予防法や防疫指針、防疫マニュアルの

見直しなどに結びつけてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

放課後児童クラブについてであります。放課

後児童クラブは、共働きやひとり親家庭の小学

校低学年児童に対しまして、その健全育成を図

るため、放課後に学校の余裕教室等を活用して

適切な遊びの指導等を行い、家庭にかわる毎日

の生活の場を保障する施設であります。本県に

おきましても、近年、核家族化や共働き世帯の

増加等により放課後児童クラブへのニーズが高

まっており、保育所から小学校低学年までの切

れ目のない子育て支援策として、また仕事と子

育ての両立支援や少子化対策の面からも、放課

後児童クラブの果たす役割は大変重要であると

認識しております。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県における近年の気候変動の実態と土砂災

害の発生状況についてであります。気象庁の観

測データによりますと、非常に激しい雨と言わ

れている１時間降水量50ミリ以上の年平均発生

回数は、この10年間が年平均16回、それ以前

の10年間は17回と、同程度で推移しておりま

す。また、土砂災害の発生件数は、この10年間

の年平均57件に対し、それ以前の10年間では60

件と、同程度となっております。本県の場合、

台風の発生による影響を受けるため、このよう

な結果になったものと考えております。



- 114 -

平成22年９月９日(木)

なお、全国的に見れば、土砂災害発生件数な

どは増加傾向にあり、本県におきましても、こ

とし７月の梅雨前線豪雨において、議員のお話

もありましたが、１時間降水量が100ミリを超え

る記録的な短時間豪雨によりまして、都城市を

中心に甚大な被害が発生するなど、今後の気候

変動による影響が懸念されるところでありま

す。このような短時間豪雨による土砂災害に対

しましては、これまで以上に迅速な対応が求め

られますので、砂防施設等のハード対策はもと

より、住民の防災意識を高めるための啓発活動

や警戒避難体制の整備などのソフト対策を推進

していきたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

教職員評価制度についてであります。本県の

教職員評価制度は、教職員の人材育成と学校の

組織力の向上をねらいとして、お話にありまし

たように、平成16年度からの試行期間を経て、

平成21年度から管理職を含むすべての教職員を

対象に本格的に実施しております。

その特徴的な点を申し上げますと、１つに

は、教職員と管理職とのミーティングを定期的

に実施するとともに、教職員自身が職務や役割

について自己評価を行い、一方、管理職は教職

員に対する評価結果をフィードバックしている

こと、２つには、評価のための公平性、客観性

を高めるため、管理職に対して評価能力向上の

ための研修を実施していること、３つには、制

度構築に当たり、試行期から学校現場の声を十

分に聞き、評価項目の絞り込みや評価シートの

簡素化など、制度の工夫改善に柔軟に取り組ん

でいることなどが挙げられます。

このようなことから、本制度の効果といたし

まして、１つには、管理職と教職員とのコミュ

ニケーションが促進され、教職員の職務への意

欲喚起につながっていること、２つには、評価

結果をフィードバックすることにより、教職員

自身が能力の現状と課題を認識することで、教

職員の一層の資質向上が図られていること、３

つには、校長の経営ビジョンが教職員に浸透す

ることにより、教職員の学校経営への参画意識

の向上が図られていることなどが挙げられてい

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

○河野哲也議員 まずは、二元代表制について

であります。知事の答弁のとおり、執行機関で

ある首長と議事機関の議会が均衡と抑制のとれ

た関係を構築して、協働して住民のための行政

を進めることが憲法と地方自治法の趣旨であり

ます。政府は６月に閣議決定した地域主権戦略

大綱の中で、地方自治法の抜本見直しとして地

方政府基本法の制定を挙げ、二元代表制を前提

とした上で、首長・議会関係のあり方を検討事

項の一つとして挙げております。住民に身近な

行政を地方自治体が自主的に担う地方分権は、

日本の将来にとって重要な課題であります。そ

の実現には地方自治体の自治能力の向上が不可

欠だというふうに考えますが、知事は、この３

年半、首長と議会との関係というのはどうある

べきだと考えてこられましたか、お伺いしま

す。

○知事（東国原英夫君） 私は、首長も議員

も、ともに住民の負託を受けた者としてお互い

に対等な立場を維持しつつも、非常に闊達で生

き生きとした議論がなされる、そのような関係

にあることが大変重要であると考えておりま

す。そのような観点から、私は知事就任当初に

おいて、本会議における質問形式として一問一
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答方式の導入について提案をさせていただいた

ところであります。私は、首長と議会の関係に

ついては、決して敵対するものではなく、お互

いに意思疎通を図りながらも、真剣な議論を闘

わせ、さまざまな行政課題に対し、常に住民本

位の視点からともに取り組んでいくべきもので

あると認識しているところであります。

○河野哲也議員 ありがとうございます。確認

をさせていただきました。

ところで、地方分権のことで政府は地域主権

戦略大綱を決定していますけれども、いまだに

具体的な姿があらわれていないと思います。民

主党代表選に入り、候補者はそろって、分権、

地域主権改革を唱えながら、両者の見解は、か

け声倒れに終わりかねないと危惧するところで

あります。その危惧をある新聞は、「粗雑ＶＳ

乱暴」と端的にあらわしておりました。地方分

権の重要性をうたいながら、いまだにその具体

的な姿が見えない国に対して、知事はどう発信

していくか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 政府におきまして

は、地域主権改革を重点的な施策に位置づけら

れ、地域主権戦略会議及び国と地方の協議の場

の開催、地域主権改革関連法案の提出、改革の

指針となる地域主権戦略大綱の閣議決定など、

積極的に取り組まれているところではありま

す。

しかしながら、地域主権改革関連法案は、さ

きの国会で可決に至らず、継続審議となってい

ること、また地域主権戦略大綱の中で最も重要

な地方税財源の充実確保について具体的な内容

や工程が示されていないことや、ひもつき補助

金の一括交付金化に国の関与の余地が懸念され

るなど、問題もあると考えております。このた

め、引き続き、政治の強いリーダーシップの発

揮や、実効性のある国と地方の協議の場の設

置、社会基盤や地方の安定的な財政運営に十分

配慮した自由度の高い一括交付金の制度設計な

どについて、全国知事会等のさまざまな機会を

通じ、本県の意見を強く訴えていきたいと考え

ております。

○河野哲也議員 全国知事会ということですけ

れども、よろしくお願いします。

豪雨対策についてお伺いいたします。警戒区

域に指定されれば、市町村は土砂災害ハザード

マップを住民に配布しなければなりません。避

難勧告などの具体的な発令基準や伝達内容が定

められていない等、万全でない実態が今、浮か

び上がっております。知事もマニフェストで、

県民の災害対応や市町村の災害対策の基礎とな

るハザードマップの整備促進をうたっておりま

すが、近年、ゲリラ豪雨が増加する中、土砂災

害ハザードマップの作成進捗状況はいかがで

しょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 土砂災害ハザ

ードマップは、県が指定した土砂災害警戒区域

について市町村が作成するものであり、現在ま

でに２つの自治体で作成されております。県で

は、マップの早期作成に向けて、基礎となる図

面の提供等、従前からの支援に加え、昨年から

新たに、土木事務所単位で市町村の担当者との

意見交換を行い、先進事例の紹介や作成方法に

ついての具体的な指導助言を行っているところ

であります。ハザードマップは、短時間豪雨に

より土砂災害発生のおそれがある場合にも、速

やかな避難を行うために大変重要でありますの

で、引き続き、早期作成に向けた市町村への働

きかけを行っていくこととしております。

○河野哲也議員 早急な対応をお願いいたしま

す。現在の防災対策が近年の激しい豪雨を想定
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したものかどうか、非常に心配であります。全

国の洪水被害では、ハザードマップで危険とさ

れていない地域での被災事例も出ています。

実は、崩壊する土砂量が10万立方メートルを

超える大規模な土砂災害もふえています。山の

表土層だけでなく、岩盤部分から崩れる、質問

でも何度か出ましたが、深層崩壊が原因と指摘

されておりますが、土木研究所の調査によれ

ば、近年、深層崩壊の発生件数は増加傾

向、1991年から2005年まで、毎年、発生が確認

されているということです。深層崩壊は、厚

さ0.5～２メートルの地表部分が崩れる表層崩壊

と異なり、岩盤部分から大規模な崩落が起こる

ほか、崩れた岩盤が天然ダムとなって、たまっ

た大量の雨水があふれ出すケースもあるそうで

す。深刻な被害につながるおそれがあります。

さきの質問でも報告がありましたが、国交省

が11日に公表した深層崩壊の発生頻度を推定し

た全国マップでは、発生頻度が特に高いと推定

される地域が27都道県にあることがわかりまし

た。九州では、宮崎、熊本両県の発生頻度が高

いと推定され、特に宮崎は面積の割合として38

％と発表されました。しかし、これだけの情報

では対策はとれません。同省も、マップ作成は

第一段階としているようですが、引き続き調査

を進め、被害を防ぐ具体的な対策の検討を急ぐ

べきだと考えます。同省は、発生頻度が高いと

推定される地域を中心に３年間かけて詳細な危

険度調査を実施、警戒対策の強化に活用すると

していますが、本県としても積極的なかかわり

をお願いしたいと考えますが、いかがでしょう

か。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 深層崩壊に関

する調査は、議員のお話もありましたとおり、

国が深層崩壊推定頻度マップに基づき、深層崩

壊の頻度が特に高いと推定された地域を中心と

して、３年程度をめどに調査を行うものであり

ます。その内容は、渓流ごとに危険度を評価す

るものでありまして、具体的な斜面の特定や規

模の推定を行うものではないと伺っておりま

す。

さらに、国においては、危険と判断された渓

流域について、必要に応じて天然ダムが形成さ

れる可能性などの調査を実施し、周辺や下流の

自治体とともに警戒避難対策について検討を行

うと聞いておりますので、県といたしまして

は、国と情報交換を密にしながら、適切な対応

について協議していきたいと考えております。

○河野哲也議員 よろしくお願いします。2009

年度は、山地災害総合減災対策治山事業として

総合的な減災対策が講じられていましたが、今

年度は同事業が廃止されて、農山漁村地域整備

交付金に集約され、予算措置が薄くなった。こ

れは何としても国に強く要望していきたいと思

います。また、災害の復旧を国が支援する激甚

災害指定の指定基準、それから被災者生活再建

支援制度の見直し、例えば局地的な災害だと指

定の対象から外れるケースがある等、制度に非

常に不備、不公平な要件があるので、その見直

しもぜひ求めていきたい、そのように考えま

す。

続いて、入札制度に行きたいと思います。

入札制度も複数の質問がありました。ダブる

部分があるかもしれませんが、質問をさせてい

ただきます。18年の県発注工事に関する一連の

不祥事により、入札制度改革が図られました。

知事は、「談合は納税者に不利益をもたらす行

為であり、断じて許されない。着手すべき県政

改革として入札・契約制度改革に直ちに取り組

む」として、具体的には、１、県みずからがま
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ずコンプライアンスを徹底するシステムの構

築、２、公正公平かつ透明で競争性の高い制度

への改革、３、入札・契約制度やその適正な運

用についてチェックする体制整備の３点を中心

に改革をと、公正でクリーンな県政の実現と行

財政改革の象徴として着手したものの、急激な

改革であったため、本来守られるはずの、技術

はあるが体力のない建設業の方々が真っ先に倒

れてしまいました。しかし、知事は改革を断行

しなければなりません。非常に厳しい決断だっ

たと考えますが、マニフェストに掲げた入札制

度改革について、これまでの取り組みを振り返

り、どう評価されているか、知事にお伺いしま

す。

○知事（東国原英夫君） 平成18年の入札談合

事件は、県政に対する信頼を失墜させたばかり

でなく、県民の皆様の誇りを大きく傷つけたと

考えております。このため、一刻も早い宮崎県

政の再生、信頼の回復が私に課せられた使命で

あると考え、知事就任以来、スピード感を持っ

て一般競争入札の拡大など、マニフェストに掲

げた抜本的な入札・契約制度改革に取り組んで

きたところであります。より公正、透明で競争

性の高い制度の構築が図られてきたものと考え

ております。

しかしながら、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、

景気の悪化によりまして、建設産業を取り巻く

環境は大変厳しい状況となっております。この

ため、建設業者の実情に応じたきめ細やかな支

援に努めるとともに、入札・契約制度について

も幅広く意見を伺いながら、制度の検証と必要

な見直しや改善を図り、よりよい制度の構築に

努めてきたところであります。

○河野哲也議員 ただでさえ少なくなった公共

工事ですが、今回、口蹄疫の発生もありまし

た。最近の公共事業の入札状況は前年に比べど

うなっているか、県土整備部長、お伺いいたし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今年度当初

は、口蹄疫の発生という非常事態の中ではあり

ましたが、建設工事につきましては、公共事業

等の施行方針に基づき、景気の下支え効果があ

らわれるよう、速やかな執行に努めてきたとこ

ろでございます。この結果、第１・四半期の公

共三部の建設工事の契約件数は132件となってお

り、前年度同時期と比べ若干増加しておりま

す。また、公共三部の建設工事の落札率は90.5

％と、前年度を２ポイント上回っております。

これは、本年３月から公共事業における経済・

雇用緊急対策として最低制限価格を予定価格の

おおむね90％としたことが影響したものと考え

ております。

○河野哲也議員 少ない入札を競い合っている

という感があります。先ほど知事が答弁してい

ただきました。業者と知事の癒着を防ぐため、

指名競争入札の縮小、一般競争入札の活用や、

現行の条件付一般競争入札の拡大をもとにしな

がら、少しずつではありますが、実態に即して

改善、検討がなされています。ですから、地元

の建設業の方々も与えられた制度の中で入札し

ようと必死です。米良議員、横田議員からも制

度の改善をとありましたが、まだ縛りがあると

いう声が聞こえます。入札・契約監視委員会の

中でも若干指摘された事項がありました。一般

競争入札において、入札参加条件が工事内容か

ら判断して緩和されてよいものがあるとの声も

聞きますが、県土整備部長、見解をお伺いしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一般競争入札
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におきましては、品質確保を図る観点から、入

札参加資格として、工事の種類や規模等に応じ

た会社の施工実績や配置技術者の資格等を求め

ております。これらにつきましては、入札参加

者の一定水準以上の施工能力の有無を判断する

ことが目的でありまして、必要最低限の要件と

しておるところであります。県といたしまして

は、今後とも、適切な入札参加資格を設定し、

工事の品質確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 さっき外山議員が利用者と

おっしゃいましたが、ぜひ、建設業者と直接何

度も話し合いを持つというか、聞いていただく

―一つ一つに言い分というか、意見があると

いうことをお聞きしていますので、どうかよろ

しくお願いします。

これも何度も質問に上がりました口蹄疫復興

対策について、先ほど被害農家のところを回ら

せていただいた中で特に聞こえた声ということ

で挙げましたが、やっぱり検体が送られて判断

されるまでの時間というのが拡大につながった

部分も考えられるということをおっしゃってい

ました。検査用簡易キットの開発というのは諸

外国は進んでいるとお聞きしています。それ

と、例えば動物衛生研究所のスタッフを現地派

遣するということ、そういう体制の整備はでき

ないのか、農政水産部長、お伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 口蹄疫診断用

の簡易キットにつきましては、国において実用

化に向けた検討が行われると伺っております。

県といたしましても、簡易キットは現場での迅

速な初期診断を行う上で非常に効果的であると

考えていることから、早急に実用化するよう国

に要望してまいりたいと存じます。

また、動物衛生研究所のスタッフ等による現

場での検査体制の整備につきましては、ウイル

スを漏出させない特殊な施設が必要となり、現

在のところ、国内では動物衛生研究所の１カ所

のみとなっております。仮に、検査施設を本県

に設置した場合、西日本各地から検体が持ち込

まれることになることから、現地での検査対応

については慎重を期すべきだと考えておりま

す。

○河野哲也議員 例えば簡易キット等を使用す

るとか、そういうときにスタッフの導入という

のは考えられると思うんです。その検討等でき

ないかということで、またいろいろと研究をし

ていただきたいと思います。

厳しい状況を乗り切るために、補正で畜産農

家のために口蹄疫緊急対策資金、中小企業者に

は緊急対策貸付が創設されました。口蹄疫緊急

対策資金の活用状況と今後の取り組みを農政水

産部長に、口蹄疫緊急対策貸付の利用状況を商

工観光労働部長にそれぞれお伺いいたします。

○農政水産部長（髙島俊一君） ４月の専決予

算により措置いたしました口蹄疫緊急対策資金

の活用状況につきましては、９月６日現在、227

件、５億5,000万円余の貸し付けが行われている

ところであります。この資金は、口蹄疫の影響

を受けた畜産農家や耕種農家の経営安定に必要

な営農経費等を低利で融通するものであり、特

に畜産農家の経営再開に際しましては、家畜導

入費のほか、施設修繕費や労務費など幅広い用

途に活用できることから、今後とも積極的に推

進してまいりたいと考えております。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 口蹄疫緊

急対策貸付につきましては、取扱期間が８月末

日までとなっておりましたので、いまだ審査中

の案件もありまして、最終的な利用状況は確定

しておりませんが、９月２日現在の信用保証協
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会の保証承諾状況は656件の約66億7,000万円と

なっております。また、今後の取り組みとしま

しては、セーフティネット貸付を初めとする県

の制度融資や政府系金融機関により資金供給を

行うとともに、金融円滑化法にのっとった貸し

付け条件の変更等、国や金融機関等と連携しま

して円滑な資金供給を行い、中小企業の金融支

援を行いたいと考えております。

○河野哲也議員 さまざまな手だてを打ってい

ただけているんですけれども、そこからこぼれ

ているというか、そういう方々が今回多く出て

いるという実態があります。特に畜産企業を解

雇された従業員の方々、そういう方々の失業対

策として支援策をどのように考えているか、お

答えをお願いします。

○農政水産部長（髙島俊一君） 口蹄疫の発生

に伴い、殺処分により畜産経営を継続できなく

なった農家や畜産企業を解雇された方々の雇用

対策といたしましては、７月から緊急雇用創出

事業臨時特例基金を活用して、農場での清掃や

消毒作業、堆肥化の確認作業等で約100人の雇用

を図ってきたところでございます。今後とも、

関係部局との連携を密にして必要な対策に取り

組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 よろしくお願いします。ほか

にさまざまな声を聞きました。殺処分した家畜

に対する補償への非課税化はどうなるんだとい

うこと、それから復興基金の運用─具体的な

ものが決定されていない、見えない、いずれも

後手後手の対応に非常に不安がっています。何

としても安心して再開できる環境をしっかりと

つくっていかなければならないと考えます。

次に行きます。水資源確保についてでござい

ます。

２月の一般質問でも取り上げられましたが、

私は、水資源確保というか、水源地を守る観点

でお伺いいたします。先日、農林水産政策研究

所主催のセミナーに参加し、「中国の貿易戦略

の現状と今後の方向について」というテーマで

講演をお聞きしました。中国にとって日本は

今、特別な貿易相手じゃなくなっています。た

だ、期待できるのは環境・省エネルギー分野で

あるというお話を聞きました。

そんな中、ＮＨＫだったでしょうか、日本へ

の外資系資本による水源地買収の動きの報道を

知るにつけ、本県の水資源確保は大きな課題で

あるんじゃないか、そのようにとらえました。

中国の企業が西日本を中心に全国各地の水源地

を大規模に買収しようとする動きが昨年から活

発化しているということが報道されています。

報道では、林業関係者への逼迫する本国の水需

要を満たすために日本の水源地を物色している

んではと考えられています。

東京財団の調査によると、中国では飲用水の

需要が急速に伸びて、ペットボトルに換算する

と、この10年間で約４倍になっている。急速に

工業化が進む北部では工業用の水不足が慢性

化、穀倉地帯や内陸部の小麦地帯で干ばつ等の

被害の影響で農業用の水不足が深刻化している

と言われています。森林が国土の７割を占める

にもかかわらず、法制度の不備が日本にある。

山間部については地下水をくみ上げる量に制限

がないというのが現状である。さらに、地権者

の権利移転がチェックされる農地と違い、森林

法では民有林の売買に関する規制がなく、所有

者は自分の山林を自由に売買することが可能。

国土利用計画法でも、１ヘクタール以上の土地

の売買であれば都道府県知事への届け出が義務

づけられているが、それ未満だと届け出義務が

なく、外国資本による水源地買収を把握する制
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度すらないということです。そこで、外国企業

が宮崎の水源地を取得している実態はないで

しょうか、お伺いいたします。

○県民政策部長（山下健次君） 仕組みは議員

御指摘のとおりでございまして、一定面積以上

の土地取引を行った場合、私どもでチェックす

るのは、国土利用計画法に基づきまして、利用

目的等を知事に届け出る義務があるということ

で、この届け出のあった土地取引について、届

け出書に記載をされた譲受人の住所氏名及び利

用目的、ここから判断するしかないわけでござ

いますが、そこで見ると、書類の保存期間であ

ります過去５年間におきまして、外国企業によ

る水源地取得をうかがわせる事例は確認できて

おりません。ただ、この法律がこういう目的で

ございますので、一定の制約はあるかと思いま

す。

○河野哲也議員 外国の企業がどういう目的で

ということでさまざま推測されているようです

が、やっぱり本県の水資源をしっかり守ってい

かなきゃいけないと思うんですけれども、現

在、本県における水資源の活用状況というのは

どうなっているんでしょうか。

○県民政策部長（山下健次君） 国土交通省か

ら「平成22年度版日本の水資源」というのが発

行されておりますけれども、これによります

と、本県におきまして、１年間に利用可能な水

の量、これは水資源賦存量と言うようですが、

これは理論的には148億立方メートルでございま

す。このうち生活用水、工業用水、農業用水と

して、合わせて12億4,000万立方メートルが使用

されております。活用率としては１割に満たな

いという状況でございます。

○河野哲也議員 今の状況のように、本当に豊

富な水が宮崎にあるということ、心配性かもし

れませんけれども、やはりこれを守らなきゃい

けない、そのためにどういうものがあるかとい

うことで、森林環境税を活用した「水を貯え、

災害に強い森林づくり事業」というのがあると

思うんですが、これまでの実績を環境森林部

長、お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 水を貯え、災

害に強い森林づくり事業につきましては、ダム

の上流域など公益保全上重要な森林を対象にい

たしまして、森林所有者などと伐採制限等の協

定を締結しまして、県が森林所有者にかわって

造林や間伐などを行うものでありまして、森林

の持つ水源涵養や山地災害防止などの公益的機

能の持続的発揮を図るものでございます。これ

までの実績といたしましては、森林環境税が導

入された平成18年度から21年度までの４年間

で24市町村、1,380ヘクタールの広葉樹植栽等を

実施しまして、水源の涵養や県土の保全に努め

たところでございます。

○河野哲也議員 こういう事業を進めることに

よって山そのものを監視できるということもで

きるんじゃないかなと思います。ぜひ、推進、

拡充をよろしくお願いしたいと思います。

医師確保に移ります。

県北の医師確保、非常に心配していただいて

います。それぞれの立場で医師確保に動いてい

る、そういう状況はあります。先日、県北の開

業医と懇談いたしました。情報提供できる体制

がつくられているとありがたいという声もお聞

きしました。もう一つ、総合医の育成も喫緊の

課題であると語られていました。そこで、本県

における新たな医師確保策として注目されてい

る宮崎大学医学部での地域医療学講座の実施状

況について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） 本講座が実施
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する地域医療に関する講義は、大学のカリキュ

ラムの必修科目として位置づけられ、現在、教

授１名、助教３名の体制で行われております。

また、本年８月に県が僻地医療機関において実

施した僻地医療ガイダンスには本講座の先生方

も参加いただき、宮崎大学や自治医科大学の医

学生に対し、地域医療に係る多方面からの指

導、助言を行っていただいたところでございま

す。このような医学生の教育に加え、本講座は

地域医療を目指す若手医師の受け皿としての役

割も期待されており、関係医療機関と連携した

研修体制の構築なども進められております。今

後とも、地域医療に係る医学生への教育、啓発

や、若手医師に対する研修の充実強化を図って

いくこととなっておりますので、県といたしま

しても、十分連携をとりながら、その運営を支

援してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 講座の目的というんでしょう

か、幅広い疾患を診療できる能力を身につけた

総合医の育成に取り組むという考え方ができる

と思うんですが、そのような理解でよろしいで

しょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域における

医師不足が深刻化する中で、今後、患者を総合

的に診察、治療できる医師の重要性は、さらに

高まってくるものと思われます。本講座は、こ

のような視点のもと、一人の医師として専門性

を持ちながらも幅広い医療を担うことができ

る、いわゆる総合医の育成を目的の一つとして

おり、御理解のとおりであります。

○河野哲也議員 本当にこつこつとという部分

でよろしくお願いしたいなと思います。

水間議員のきょうの質問で部局マニフェス

ト、それぞれありましたが、私は、医師確保に

ついて言及されている福祉保健部長、病院局長

のそれぞれの見解をお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 医師の確保

は、安心・安全な県民生活を確保する上で重要

な課題であり、本年度も県の重点施策として位

置づけているところであります。このため、私

のマニフェストにおいても、地域医療の再生の

ための各種対策の推進を１番目に掲げ、医師の

確保や養成に積極的に取り組んでいるところで

あります。

具体的には、関係市町村と連携した医師確保

対策推進協議会での活動のほか、医師派遣シス

テムや医師修学資金貸与制度の活用、さらには

宮崎大学地域医療学講座への支援などに総合的

に取り組むことにより、５名以上の医師の確保

を目指しております。今後とも、市町村や医師

会、宮崎大学等関係機関と連携しながら、医師

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。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立３病院で

は、臨床研修医やレジデントを含め、約210名の

医師が、看護師を初め多くの医療スタッフとと

もに昼夜を分かたず懸命にチーム医療に取り組

み、県民の皆様が安心して暮らせるよう医療の

分野の一端を担っているところであります。本

県の医療事情を踏まえますと、今後とも、県立

病院が全県レベルあるいは地域の中核病院とし

ての役割、機能を確実に果たしていかなければ

ならないと考えておりまして、そのためには、

医師の確保は何にも増して喫緊かつ最重要の課

題であります。全国的な医師不足という非常に

厳しい状況の中ではありますが、職員一丸と

なってさまざまな手だてを講じながら、最優先

で医師の負担軽減や待遇改善を図り、休診診療

科の解消はもちろんのこと、病院長ともども、

これまで以上に粘り強くかつ積極的に全力で医
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師の確保に努めまして、県民医療の確保を図っ

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 それぞれの努力に感謝申し上

げます。よろしくお願いします。本日は福祉保

健部長への質問が非常に多いと思いますが、よ

ろしくお願いします。

難病対策について福祉保健部長にお伺いいた

します。

さきに公明党が提案し、前政権で政治決定し

た難病11疾患の特定疾患治療研究事業の拡充が

６年かかって実現いたしました。本県におきま

しても、さきの難病指定45疾患につきまして、

受給者数は、平成18年度で5,926名、平成19年

度6,169名、平成20年度6,588名と、確実に増加

しております。その上での拡充でございます。

特定疾患治療研究事業について、昨年10月、新

たに11疾患が対象として追加されましたが、実

態を教えてください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 昨年10月に特

定疾患治療研究事業の対象として新たに追加さ

れました肥大型心筋症など11疾患につきまして

は、県において本年７月末現在で326人の方が認

定されており、特定疾患治療研究事業の対象疾

患である56疾患、7,384人の約4.4％に当たりま

す。

○河野哲也議員 これだけの数の方々が認定を

受けられたということで、患者さん、家族の皆

様に少しでも安心していただける、そのように

考えます。ただ、対象とならない難病で苦しん

でおられる方がまだまだ多数おられます。昨年

６月議会において、進行性骨化性線維異形成症

（ＦＯＰ）等の４疾患を県単独事業の特定疾患

に認定を求める請願が採択されましたが、その

後の県の取り組み、進捗状況をお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 請願のありま

した４疾患につきましては、特定疾患治療研究

事業、いわゆる医療費公費負担の対象疾患とし

て追加されますよう、厚生労働省を訪問して直

接働きかけるなど、要望活動を行ってきたとこ

ろでございます。昨年10月、国は、事業対象と

して新たに11疾患を追加しましたが、残念なが

ら、本県が要望した４疾患は公費負担の対象に

は入りませんでした。

○河野哲也議員 公明党も実は、患者団体から

今回要望されている４疾患のうち、先ほど申し

上げたＦＯＰ、それからシェーグレン症候群の

２疾患を含めて、指定された11疾患に６疾患を

加えて拡充を働きかけたんですが、今回は対象

となりませんでした。全国的な取り組みはして

いかなきゃいけない、そのように感じておりま

す。

私も30代の青年から、膠原病の一つで成人ス

ティル病を発病し、安定した仕事をやめること

になったとの相談を受けました。実は、成人ス

ティル病は非常に若年者から発病してしまう難

病に指定されているんですが、東京では単独の

医療費助成が行われています。そこで、成人ス

ティル病など、若年者に多いこのような働き盛

りの難病患者への就労あっせんや職業訓練等の

就労支援を考えることはできないのか、お伺い

いたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 難病患者に対

する就労支援につきましては、難病相談・支援

センターにおいて相談に応じているところでご

ざいますが、比較的若い成人の患者が多い成人

スティル病などの疾患に罹患されている方は、

働き盛りであるにもかかわらず、就労の面でさ

まざまな困難や制約があり、その受け入れ先の

確保が課題となっていることは認識しておりま
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す。ハローワークにおいては、平成21年度から

「難病のある人の雇用促進モデル事業」を実施

し、難病患者を新たに雇用する事業主を支援し

ております。県といたしましては、今後とも、

関係機関と連携し、事業主への理解を促進する

など、働き盛りの難病患者が就労できる環境づ

くりに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 ４疾患のうち、アレルギー性

肉芽腫性血管炎については東京都が、シェーグ

レン症候群については東京都、北海道、富山県

が単独で指定しております。特に、富山県は18

の特定疾患に、入院のみでありますが、助成を

行っています。非常に難病対策に積極的であり

ます。再度、確認させていただきたいと思いま

すが、要望される４疾患の県単独での特定疾患

治療研究事業対象として助成できないか、お伺

いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 請願のあった

４疾患につきましては、疾患の診断基準や事業

の対象として認定するための基準を県単独で確

立するのは困難であること、また現行の特定疾

患治療研究事業について、国が本来補助すべき

額の５割程度しか県へ交付されておらず、毎

年、県は多額の事業費を超過負担していること

などから、県単独で事業対象とすることは難し

いと考えております。したがいまして、県とし

ましては、国に対し、この４疾患について医療

費公費負担の事業対象として位置づけるよう、

引き続き要望してまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 国へのその動きのつなぎとい

うんでしょうか、11疾患が指定されるのに６年

かかりました。その間の苦しみというのは、成

人スティル病の患者さんとの対話しかありませ

んが、本当に若くして仕事盛りで仕事をしたく

てしたくてたまらないのに、全身痛み、薬もほ

とんどない、高額、そういう状況であるという

ことをお含みおきいただいて、検討をよろしく

お願いしたいと思います。お時間のほうが迫っ

てまいりましたので、急ぎます。

子宮頸がんワクチン接種・がん検診について

お伺いいたします。

公明党が署名活動等を通して強力に推進して

まいりました子宮頸がんワクチン接種・がん検

診について、６月議会においても意見書をいた

だきました。全国一律の子宮頸がん予防ワクチ

ン接種の公費助成制度の創設、検診受診率の向

上の対策の充実を挙げ、提出していただきまし

た。また、全国的な動きもあり、予算要求がな

されたところであります。まず、平成21年度女

性特有のがん検診推進事業について、子宮頸が

ん検診の無料クーポン券の利用状況を教えてい

ただきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度の

子宮頸がん検診の無料クーポン券の利用状況に

つきましては、20歳から40歳までの５歳ごとの

節目年齢の全女性３万3,023名に配布され、この

うち6,551名の方が利用されており、利用率

は19.8％となっております。

○河野哲也議員 世界から見ると非常に低い検

診率かもしれませんが、これが第一歩になると

思います。それと、ちょっと具体的にお伺いし

ます。子宮頸がんの予防ワクチン接種につい

て、市町村の接種に対する費用助成の状況、横

田議員からもありましたが、再度お願いしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 子宮頸がん予

防ワクチンの接種費用の助成につきましては、

全国の市町村においてその取り組みが進められ



- 124 -

平成22年９月９日(木)

ているところであり、県内でも本年度から、串

間市、西米良村、諸塚村において全額助成が、

えびの市において一部助成が行われておりま

す。

○河野哲也議員 意識ある自治体は積極的に取

り組んでおります。ワクチン接種と検診をセッ

トで拡充することが大事であります。県として

積極的な支援をどう考えているか、お願いしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 子宮頸がんの

予防につきましては、10歳代にはワクチン接種

を、20歳からはがん検診を受けることで、さら

なる効果が期待されているところであります。

ワクチン接種につきましては、その普及を図る

ためには、積極的な接種勧奨や接種事故に対す

る十分な補償が行える環境整備が必要でありま

すことから、予防接種法による定期接種へ位置

づけられるよう、今後ともあらゆる機会を通じ

て国に対し要望してまいります。

また、国において子宮頸がん予防ワクチン接

種に関する予算要求がなされているところであ

り、その動向を見守りますとともに、市町村に

対しては情報提供に努めてまいりたいと考えて

おります。子宮頸がん検診につきましては、市

町村の担当者を対象とした研修会の開催や、県

と企業の検診担当者で構成されるがん検診受診

率向上委員会などにより、地域や職場でのがん

検診の受診率向上に今後とも取り組んでまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 放課後児童クラブのほうに移

らせていただきます。

先ほどの答弁で、「家庭にかわる」という答

弁がありましたが、考え方が─それは一部な

んです。そうじゃなくて、日本の放課後子供プ

ランの中に、人づくりという観点と、社会統

合、つまり子供同士の格差をなくすという観点

と、それと子育て支援という観点で充実させる

べきだという考え方ですね。私も、保育所併設

のクラブを調査させていただきました。そこは

この３つの観点をしっかりととらえて経営され

ていました。

ところで、平成21年度部長マニフェストにお

いて、放課後児童クラブに関する数値目標が未

達成となっていますが、その理由をお伺いした

いと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成21年度の

マニフェストにおきましては、安心して子供を

生み、育てることができる環境づくりに向け、

放課後児童クラブの設置目標を前年度実績か

ら21カ所増の230カ所とし、市町村に対する支援

や働きかけ等に努めたところであります。しか

しながら、一部の市町村においては、児童館等

において保育ニーズを機能的に補完できる施設

もあるなど、クラブの設置数は218カ所にとど

まったところであります。放課後児童クラブの

数値目標につきましては、利便性の確保の観点

から、小学校区ごとに１カ所の設置を目安とし

て設定しておりますが、事業実施に際しまして

は、地方財政を取り巻く厳しい状況や運営主体

の確保など、さまざまな課題もあるところでご

ざいます。県としましては、さらに市町村との

連携を十分に図り、総合的な放課後児童対策の

推進に努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 目標未達成を私は違う観点で

見ています。それは、人材が確保されないから

施設を充実できないということでふやせないん

です。わかりますかね。そういう状況で、運営

費のほとんどは人件費なんです。やはり先ほど

の観点からいけば、専門性のある人材、外部か

らの人材等考えていくと、職員の処遇の充実と
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か、人件費の確保というのが最大の課題になり

ます。クラブ数をふやすということよりも運営

費の充実を図るべきだと思います。国庫補助の

対象となる運営費補助について、県は基準額よ

りも低く設定してあります。補助金のほとんど

は、先ほど申し上げました人件費なんです。こ

れを充実させるということを考えると、国の基

準どおりいただいて、全額補助金を配分すべき

と考えますが、22年度の状況、今後どう考える

か、お聞きします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 放課後児童ク

ラブへの補助につきましては、国が示した全国

一律の補助基準額を上限としまして、市町村に

対して交付する国庫補助制度となっており、県

としましては、厳しい財政状況の中ですべての

補助対象クラブを支援していくため、平成22年

度においても基準額を調整しているところであ

ります。

現在、放課後児童クラブを取り巻く環境は、

開設時間の延長や長期休暇時の開設など、保護

者のニーズが多様化してきており、このような

ニーズに的確に対応していくため、クラブの運

営内容を安定させることが大変重要となってお

ります。このため、今年度、県内クラブの運営

実態を把握する調査を実施しており、この調査

結果等を踏まえて、県と市町村との役割分担や

受益者負担のあり方など総合的な視点から現

在、検討しているところであります。

○河野哲也議員 前向きに、充実させるならば

全額です。よろしくお願いします。放課後児童

クラブを放課後の子供の安全な活動場所の確保

という観点だけじゃなくて、教育福祉の充実に

つなげるという大事な課題をクリアするため

に、もう一度言いますが、23年度、全額補助金

配分をぜひお願いしたいと思います。

最後です。教職員評価についてであります。

先ほど答弁をお聞きして、実は５年試行して、

２年今実施しているということで、一方的な評

価じゃなくて、双方向のコミュニケーションが

成り立っている評価制度をつくり上げてきたと

いうことに、私が提起しました問題点を幾つか

クリアしていただいているなと考えます。しか

し、現場の先生方はとにかく忙しいです。自分

の教育活動を振り向く時間の確保も必要だと要

望しておきます。

最後に、試行段階のとき、私は、評価者であ

る教頭等の管理職が日々の教師の教育活動を掌

握できるとは思えません、指導職が必要である

と提案いたしました。指導職があれば、例えば

若手教師の育成等にも直接関係することができ

ると考えました。その役割を担えるのがスーパ

ーティーチャーであると考えていました。私の

同僚ですぐれた実践家も、その任を拝して若手

教師の育成に尽力しています。

ところで、2008年に学校教育法が指導教諭と

いうものを導入しましたが、スーパーティー

チャーと指導教諭の違いについて教育長、お伺

いします。

○教育長（渡辺義人君） まず、指導教諭につ

きましては、学校における指導体制を充実させ

るために設置した職でありまして、専門的な知

識や豊富な経験を有し、かつ他の教諭等への指

導助言を行うことができる能力を持った者を任

用しているところであります。現在、指導教諭

を27名任用しておりますが、この中から、特に

授業力など教育実践の能力や実績がすぐれてい

る教員をスーパーティーチャーとして18名委嘱

しているところであります。業務内容といたし

ましては、指導教諭が主に所属する学校や周辺

地域において授業改善等に係る指導助言を行う
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のに対しまして、スーパーティーチャーは、県

内全域の教員を対象に、授業公開を行うととも

に、研修会の講師を務めることなどによりまし

て、本県教員の指導力向上を図るものでありま

す。

○河野哲也議員 外から見ていると、その区別

がよくわからなかったので、今、答弁していた

だきました。本当に子供のため―よく何度か

引用しましたが、子供の最大の教育環境は教師

自身であるということ、それから教育の最大の

目的は子供の幸福であるということ、この教職

員評価が子供の幸福のために目的を見失わない

よう生かされることを望みます。

なお、通告しておりました治安問題につきま

しては、一般質問で長友会長のほうにゆだねま

す。御了承ください。

以上で質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時39分散会


