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平 成 1 9 年 ６ 月 1 9 日 ( 火 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
3番 川 添 博 （無所属の会）

5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 河 野 安 幸 （自由民主党）

8番 山 下 博 三 （ 同 ）

9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13 番 前屋敷 恵 美 (日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部 長 渡 辺 義 人

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

警 察 本 部 長 吉 田 尚 正

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 富 永 博 章

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二



一般質問◎

ただいまの出席議員45名。定○坂口博美議長

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、27

番河野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○河野哲也議員

ざいます。公明党の河野哲也でございます。県

民の皆様の絶大なる御支援で２期目の負託を受

け、こうして壇上に立たせていただくことがで

きました。東国原知事と再び相まみえることと

なり、感謝の思いでいっぱいであります。知事

におかれましては、１月に当選され、約５カ月

弱、宮崎のためにとの一点で走りに走り、毎日

全力で県政に取り組んでおられます。また今

回、県議会にも新鮮な風が吹き、県政改革、議

会改革が行われております。県政に携わる先達

がつくり上げてきたよきものはしっかり継承し

つつ、官製談合等のあしき慣習は断固断つとい

う決意のもとに、私も県北を中心に県民の声を

知事に届けるべく奔走させていただいておりま

す。

それでは、通告に従い質問させていただきま

す。

初めに、知事の政治姿勢であります。もう５

日目ですから、この質問項目についてはあらゆ

る角度からなされました。

１問お伺いいたします。知事におかれまして

は、御自身のブログ13日付に、「議会の答弁

やってて、ふと思うのだが、本当に宮崎は次の

ステップを本気で考えないとヤバイと思う。ど

うも宮崎全体に危機感が無いように感ずる。県

民性なのか？どうものんびり構え過ぎのような

気がする。まぁ、のんびりおっとりしていると

こが良い所でもあるのだが・・・」とありまし

た。この本会議の議論を進める中で感じてきた

ことなのでありましょうか。また、今までの職

務の中での思いでしょうか。とにかく全庁挙げ

ての「新みやざき創造計画」「新たな行財政改

革大綱」の作成は、非常に速いスピードで行わ

れ、拙速ではとの声もありますが、これは県民

に感じていただきたい危機感のあらわれである

と解釈してよろしいのでしょうか、知事に見解

をお伺いします。

「郷土の宝『宮崎人』づくり」戦略について

であります。

まさに喫緊の課題として宮崎に必要なのは、

人づくりであると考えます。これに失敗すると

宮崎の未来はありません。ある新聞に、「日本

に限らず、地球の資源には限りがある。ところ

が、くめども尽きぬ資源はどこにあるだろう。

地球的問題群に挑むローマクラブ創立者、故

ペッチェイ博士は、「外の資源は有限ですが、

人間の内なる富は無限です。未開発です。これ

を引き出していくのが人間革命です。」」とあ

りました。内なる無限の資源を引き出すことの

できる人づくりに、我々は力を注がねばならな

いと思いますが、この項目に掲げる知事の描く

宮崎人像をお聞かせください。

この戦略の重点推進事業について、地域教

育、学力向上、子育て支援の観点から、関係部

長にお伺いいたします。

初めに、地域教育でございます。今、子供た

ちを取り巻く教育環境は非常に不安定になって

おります。学校、家庭、地域が教育的な役割を

保てない状況になっているのです。例えば、前

回の質問で、学校の危機管理能力の低下を指摘

しましたが、下校後、学校以外での児童生徒の

平成19年６月19日(火)
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安全を確保することが非常に難しい状況にある

ことも、その一つだと思います。平成18年12月

に施行された教育基本法第13条で、「学校、家

庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけ

るそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、

相互の連携及び協力に努めるものとする」と条

文化されるように、学校、家庭、地域の連携が

重要なのです。各地域で、独自の見守り隊やス

クールガード等の実践が行われ、子供の安全確

保に努力がなされるようになってきました。そ

の中で注目したいのが、本県の地域で子供を育

てる「地域教育システム創造」実践モデルであ

ります。学校と家庭、地域の個々の役割が連携

して子供の教育を進めるこの事業の具体的な内

容と今後の取り組みについて、お伺いいたしま

す。

学力向上につながる一貫教育研究についてで

あります。小中や中高の一貫教育は、全国的に

広がっております。例えば、品川区は、18年度

より全区小中一貫教育に取り組み、義務教育９

年間を「読み、書き、計算」の習得に重点を置

く１～４年生、基礎基本の徹底を図り学力の定

着を目指す５～７年生、自学自習の重視の８～

９年生と３つのステージに分け、カリキュラム

を編成しております。特徴としては、確かな学

力の定着・向上はもとより、教養豊かで品格あ

る人間づくりとして、英語科、市民科などの新

しい学習を取り入れております。県内において

も、御案内のとおり、小中一貫では日向市の施

設一体型一貫校の平岩小岩脇中学校、中高一貫

では五ヶ瀬中等教育学校、ことし開校の宮崎西

高等学校及び同校附属中学校があります。しか

し、今回取り組む小中高までを見通した一貫教

育については、新たな取り組みであり、教育の

宮崎モデルになると考えており、大いに期待を

しているところでございます。そこで、地域の

特性を生かした多様な一貫教育研究事業の具体

的な内容と今後の進め方、考え方について、以

上、教育長にお伺いいたします。

昨年度８月より、「みんなで子育て応援運

動」が展開されております。その効果について

お伺いいたします。昨日も、高鍋の実践が紹介

されました。先日、この運動の協賛企業の調査

を何社かさせていただきました。例えば、ある

ドラッグ店の応援サービスとして、ベビーカー

トの貸し出し、カートが通れる広い通路幅の確

保、赤ちゃんを抱えたお客さんへのキャリーサ

ービスなど、他の店舗にない心遣いがなされて

いました。そこは育児相談会も不定期で行って

いるとお聞きしました。また、ある保育園で

は、看護師がひとり親家庭の子供３名を宿泊保

育することや、施設として園内トイレにベビー

チェアの設置もありました。金融機関では、県

と提携した中小企業勤労者への育児・介護休業

ローンや全国労金統一の低利な育児支援ローン

を取り扱っています。今、協賛企業が470社を超

えるとお聞きしております。非常に子育て支援

としては効果的であると考えます。子育て応援

のまちづくりについて、現在どういった動きが

あるのか、また、今後どういった考え方で推進

していくのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

次の２問は、押川議員、井本議員の質問と重

複しますが、いかんともしがたい県民の声とし

て、あえて質問をさせていただきます。

脳脊髄液減少症についてお伺いをします。脳

脊髄液減少症については、先日の一般質問で、

押川議員より症状などの説明をいただいたので

省略いたします。ただ、これは交通事故だけで

なく、スポーツ障がい、落下事故、ＤＶ等の暴
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力なども原因となるとの報告もされておりま

す。全国的な動きとして、我が会派も調査し、

２月議会において、「脳脊髄液減少症の治療推

進と保険適用を求める意見書」を提出させてい

ただき、全会派一致で採択させていただいてお

ります。覚えておられるでしょうか。この採択

は、都道府県議会46番目なんです。

延岡在住の女性患者からの声です。「私は、

３年前に交通事故でむち打ち症と診断されまし

たが、頭痛、全身の痛み、脱力感で起きている

ことができず、一日じゅう横になっていまし

た。外傷がないために周囲から理解されず、毎

日不安でつらい日々で精神的苦痛ははかり知れ

ませんでした。県外の病院 広島と言ってい―

ました で脳脊髄液減少症と診断され、治療―

していただくことができました。まだまだ体に

不安は残りますが、多くの人にこの病気を知っ

ていただければと思います。交通事故、スポー

ツで頸椎を痛め、何年かたって原因不明の症状

があらわれ、そのまま病名がわからず苦しんで

いる人も多くいるようです。脳脊髄液減少症と

わかっても、体の自由がきかない、仕事ができ

ない、健康保険が使えない、治療費の負担、治

療できる病院の少なさのため、数カ月～１年以

上順番待ちで検査や治療も受けられない人な

ど、今なお苦しんでいらっしゃる方が数多くい

ます。治療のための交通費、付き添いの宿泊費

と負担、移動時の苦痛は大変なものです。私は

今、早期の治療促進と健康保険適用が必要だと

思い、患者会として活動させていただいており

ます。御理解のほどよろしくお願いします」

と。

県は、県内の医療機関約130カ所を対象に、医

療の有無や治療対応が可能かどうかのアンケー

ト調査を開始し、３機関で治療を行っているこ

とを明らかにされました。実は、先駆的には、

昨年のうちに新潟県では19施設が診察すること

ができ、ブラッドパッチ治療を行っている病院

は８施設と掌握され、情報を発信しておりま

す。各県の対応に温度差が見られます。まず

は、この病気をどう認識されますか、福祉保健

部長にお伺いします。

今回の県議選を挟んで、延岡市北方町に入る

機会がふえました。語る会を繰り返す中で、必

ず県道整備の要望を受けます。先日質問された

井本議員の支持者とはダブっていないわけです

から、いかに多くの方が望んでいるかを実感す

るわけです。そこで、今回質問に至った県道上

祝子綱の瀬線の上鹿川から上祝子の未供用区間

の整備について、再度、夢に出るくらい印象づ

けるために質問します。

調査をしますと、北方は特に中途半端な整備

状況の県道が多いことに気づきます。その代表

がこの県道上祝子綱の瀬線ですが、この県道は

上鹿川、下鹿川等鹿川渓谷沿いの住民の方々が

使える唯一の生活道路であります。しかし、直

近では、平成17年の台風14号で道路が崩落し、

１週間、食料調達もままならない孤立の状態に

なりました。このような状態が過去に何度もあ

り、非常に生活に支障を来しているわけです。

また、別な角度から、岩戸延岡線とつながるこ

とによって、上流域は鹿川渓谷、上祝子川温泉

「美人の湯」等、観光資源として十分生かせる

ことになります。このようなことから、ぜひ路

線延長に前向きな動きをしていただきたいので

すが、平成７年に路線認定を行った県道上祝子

綱の瀬線の路線認定後の整備状況についてお伺

いします。

また、県道上祝子綱の瀬線の未供用区間の整

備、どうであれば可能になってくるのか、県土
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整備部長にお伺いいたします。

以上で壇上の質問は終わります。本日も教育

長への質問が非常に多いので、教育長がよく見

える自席から質問させていただきます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（東国原英夫君）

す。

危機感についてでありますが、私は、知事就

任以前より、世界が、我が国が大きく変化する

この激動の時代にあって、本県は、財政事情が

大変に厳しく、また解決すべき県政の課題が山

積する危機的な状況にあると認識し、どげんか

せんないかん、一刻も早く手を打たんといかん

というもどかしい思いでおりました。このた

め、宮崎を県民が安心して暮らしていける自治

体に、また他県をリードする自治体にしていく

ためには、県勢発展のためのプランを一日も早

くお示しし、目標に向けて直ちに全力を挙げて

取り組む必要があると考え、さきの２月議会に

おきましても、その旨御説明したところであり

ます。今後は、この危機感、危機意識、危機管

理等を県民の皆様と共有しながら、「新みやざ

き創造計画」等に基づき、県民総力戦で新しい

県づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、宮崎人像についてであります。

私の考える宮崎人とは、郷土を愛し、郷土に誇

りを持ち、かつ、時代の変化に対応できる柔軟

な発想と行動力を備えた人材であります。以

前、何かの調査で、自分の故郷が好きだと思う

人が日本一多い県だと聞いたことがあります。

温暖な気候や豊かな自然にはぐくまれ、宮崎人

は優しく穏やかな県民性を築き上げてきました

が、私は、変化の激しい現代社会にあっては、

その温厚な県民性に加え、進取の気質を持ち、

新たな創造に果敢に挑む精神をあわせ持つこと

が大事であると考えております。てげてげと非

てげてげのめり張りです。オンとオフの切りか

えとでも申しましょうか。「全ての大人は全て

の子供の教師たれ」、私のマニフェストに掲げ

た言葉でございますが、私は、我々大人が子供

たちのよき模範となることによって、宮崎人と

してのみずからのアイデンティティーを大切に

しながら、宮崎をこよなく愛し、宮崎の創造に

真剣に取り組んでいただけるような人材の育成

に努めてまいりたいと考えております。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

子育て応援のまちづくり事業についてであり

ます。県では、県民全体で子育てを支援する機

運づくりの観点から、昨年の８月より、ゼロ予

算事業でありましたが、企業や事業所、団体等

に呼びかけ、「みんなで子育て応援運動」を進

めているところであります。この運動は、事業

所や店舗などが子育て家庭を対象に、さまざま

な特典や心遣いなどのサービスを提供する取り

組みとか、あるいは事業所等の代表者が、従業

員の仕事と家庭の両立応援を宣言する取り組み

などを内容とするもので、現在、全体で574の事

業所、店舗等がこの運動に賛同し、登録してい

ただいております。今年度は、子育て支援ＮＰ

Ｏとも連携しながら、「広げよう！子育て応援

のまちづくり事業」を実施し、応援企業等の募

集・登録を一層進めるとともに、この運動の拡

大と定着を図ってまいりたいと考えておりま

す。このような取り組みを進めることにより、

少子化や核家族化の進行する中で、安心して、

心豊かに子育てができるような環境づくりに努

めてまいりたいと考えております。
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次に、脳脊髄液減少症についてであります。

脳脊髄液減少症については、10年ほど前から、

こういう病気があるというように提唱されてい

たようでありますが、私は最近知ったところで

あります。専門家の間でも診断基準が確立され

ていないために、診断・治療に取り組む医療機

関が少なく、また治療に有効とされているブ

ラッドパッチ療法は保険適用外になるため、患

者さんの経済的負担も大きいと聞いておりま

す。さらに、脳脊髄液減少症の患者さんの症状

については、外から見た目ではわからないこと

や、まだ一般によく知られていないということ

から、他人から誤解を受けやすく、患者や御家

族の方々には、精神的にも大変な御苦労がおあ

りであろうと認識しております。このため、早

期に診断・治療法が確立・普及され、保険適用

となることを願っております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（野口宏一君）

えいたします。

県道上祝子綱の瀬線の整備状況についてであ

ります。本路線につきましては、ほとんどが未

改良でありますが、安全な通行を確保するた

め、平成15年度から災害防除事業を進めている

ところであります。

次に、同路線の未供用区間についてでありま

す。上鹿川から上祝子間につきましては、県道

として路線認定しておりますが、急峻な地形の

ため未供用であり、道路整備の計画はございま

せん。当面、供用区間の災害防除事業を進めて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

「地域教育システム創造」実践モデル事業に

ついてであります。この事業は、家庭、学校、

地域が一体となりまして、社会全体で子供を育

てるシステムづくりを目指すものであります。

現在、県内の７つのモデル地域におきまして、

子供たちの実態を踏まえた子育て目標を設定

し、学校やＰＴＡ等の教育関係、老人クラブ、

商工会などの各組織が主体となりまして、地域

での見守り活動やあいさつ運動、公民館等での

読み聞かせや伝統芸能の指導など、子供の教育

に関する活動に、保護者や地域住民を幅広く巻

き込みながら展開をし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、県民との

協働を積極的に推進する体制づくりを図るた

め、関係機関との連携を充実するとともに、

「子ども教育週間」などの事業とも関連させな

がら、地域全体で子供を育てる機運の醸成に努

めてまいりたいと考えております。

次に、一貫教育研究事業についてでありま

す。学力や規範意識の低下等が懸念される中、

本県の子供たちに、知・徳・体の調和のとれた

質の高い教育を提供するためには、小・中・高

等学校間の円滑な連携・接続を図り、系統性・

一貫性のある指導を行っていくことが極めて重

要であると考えております。そこで、構造改革

特別区域を含め、10カ所程度を研究地域に指定

いたしまして、小中高12年間を見通した教育課

程や新たな教科に関する研究等に取り組んでま

いります。今後、本研究の成果を十分に生かし

まして、子供たちの基礎学力の定着や、人間性

・社会性の育成に加え、地域の活性化にもつな

がる一貫教育が全県下で推進されますよう、市

町村教育委員会と一体となって、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〕

それぞれの答弁ありがとうご○河野哲也議員
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ざいます。再質問に入ります。

知事の先ほどの答弁の中にもにじみ出ていま

したが、新みやざき創造計画の基本目標、「日

本の原点 時代の起点 創造宮崎」の実現のた

めに、本県の厳しい財政状況、社会情勢の中、

「あれもこれも」から「あれかこれか」と知恵

を絞り出し、結集し、相当苦心された計画であ

ることは評価いたします。新しいライフスタイ

ルや経済社会のシステム創造という県の目指す

べき方向を見据え、３つのテーマに沿った戦略

で優先的に取り組むものを位置づけたとされま

した。県民総力戦による新しい宮崎づくりを考

えるとき外していけないのは、やはりだれのた

めの改革かということだと思います。

基本目標を確認したときに頭に浮かんだの

は、「原点に戻って、宮崎の地域ごとの特性、

成り立ちを見きわめ、地域ごとの対策を用いな

ければならないのでは」ということでした。県

内の経済力、インフラ整備、産業振興、教育力

等の地域特性と格差、つまり、６圏域に住む県

民がひとしく行政サービスを受けられるよう

に、県内格差をなくし、安心・安定できるよう

な配慮は、この戦略に込められているのかとい

うことです。私は、110万県民が総力戦でよりよ

い宮崎を県政最大のテーマだとするならば、こ

の配慮こそ必要だと考えます。そこで、新みや

ざき創造計画を推進するに当たり、６圏域の地

域振興ビジョンをお持ちだと思いますが、知事

にお伺いいたします。

地域振興ビジョンに○知事（東国原英夫君）

ついてでありますが、本県の各圏域の状況を見

ますと、地勢的な要因等もあり、産業構造や医

療・福祉、教育等さまざまな面で行政課題が異

なると思います。したがいまして、これら各圏

域の地域振興ビジョンも、県内一律的なもので

はなく、各圏域の特性を踏まえた独自性のある

発展ビジョンでなければならないと考えており

ます。今回策定した総合計画では、地方分権が

進展する中、地域のグランドデザインは、それ

ぞれの地域がみずからの責任のもとで描いてい

くべきものと考え、各圏域の振興ビジョンを示

しておりませんが、計画の推進に当たっては、

各圏域の実情に十分留意し、県民の皆様ととも

に、それぞれの地域の個性が発揮され、将来に

わたって自立できる県土の形成に向けた施策を

展開していきたいと考えております。

どうか本当によろしくお願い○河野哲也議員

します。また、このことは委員会等で今後議論

して、具体的にそのビジョンが形になるよう

に、お互いしっかりとやっていきたいなという

ふうに考えます。

続きまして、地域教育についてです。地域教

育システムづくりの推進役に、「地域教育推進

プロジェクト会議」というのが位置づけてあり

ました。この会議がうまく機能しなければ、こ

の事業は絵にかいたもちになってしまうと考え

ます。そこで、この構成メンバーにＰＴＡが

入っておりましたが、教育長、今のＰＴＡの現

状を教えていただけないでしょうか。

ＰＴＡの主な活動と○教育長（高山耕吉君）

いたしましては、あいさつ運動や家庭の教育力

の向上のための研修会、校外での体験活動、通

学路の安全点検等、学校教育や家庭教育の振興

はもとより、学校外での生活指導の充実や、地

域における教育環境の改善等に主体的に取り組

んでいるのが現状でございます。以上でござい

ます。

今のＰＴＡの活動は、限られ○河野哲也議員

た、進んでいるＰＴＡのところだと思うんです

ね。実を言うと、今教育現場では、教師は本当
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に大変忙しくなっています。前回の質問のとき

述べましたけど、この忙しさが子供を成長させ

るためのものであるならば、教師も本当に受け

て立ってやっていくと思います。しかし、どん

どんふえていく報告書作成とか、その他、金銭

徴収等の業務、雑務も多いと聞いています。こ

のため、教師が100％生徒に向き合うことが難し

くなっている。もっと授業や本来の仕事に専念

できるようにする必要があるというふうに考え

ます。

私も、教育現場を離れて４年半になります

が、ＰＴＡがうまく機能すれば、もっともっと

今の教育問題は解決できると考えます。つま

り、家庭教育の姿が反映されるのがＰＴＡであ

るというふうに思います。教育現場では、聞く

ところによると、組織になっていないＰＴＡも

少なくないようです。例えば、ＰＴＡの予算案

や決算案をＰＴＡが作成していないところがあ

ります。じゃ、だれがしているか。教頭なんで

す。これは職務専念義務違反にはならないんで

しょうか。ＰＴＡの会議は夜行われることが多

いんですが、だれが準備しているんでしょう

か。本当に今、教頭の仕事も煩雑になっていま

す。ＰＴＡの役員は懸命に活動されています。

知っています。研修もあります。大会も、全国

大会がこの前開かれたようです。にもかかわら

ず、いじめや給食費の未納問題、家庭の虐待問

題、ＤＶの問題等がＰＴＡ内では議論されてい

ないんです。

教育基本法の第10条「家庭教育」を読みま

す。「父母その他の保護者は、子の教育につい

て第一義的責任を有するものであって、生活の

ために必要な習慣を身に付けさせるとともに、

自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図

るよう努めるものとする」という心構えの後

に、第２項「国及び地方公共団体は、家庭教育

の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の

機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援す

るために必要な施策を講ずるよう努めなければ

ならない」とあります。保護者の自立心の育成

に施策が必要だと言っております。みずから動

き、課題を自覚し、解決に尽力する、このよう

な活動の中に自立心が育成されると思います。

今回、地域教育推進プロジェクト会議の構成

メンバーとして、自主的に動くＰＴＡであれば

有意義なものになると考えます。全国に地域教

育推進プロジェクトのような組織が動いていま

す。県の計画では、組織の中で学校が中心に位

置づけられているんです。ところが、新潟市な

んかは、この種の会議、地域コミュニティ協議

会となっていますけど、学校はほとんど含まれ

ていません。これでこそ、自立した地域の人々

の、地域の人々による、地域の人々のための活

動ができると考えます。その上で学校に協力し

ていく。学校の負担は軽減されて、３者がしっ

かり子供にかかわれるんではないかと考えま

す。そこで、地域教育推進プロジェクト会議

は、保護者、地域住民が中心となって、責任を

持って行うことが重要であると考えますが、こ

の点について、教育長、お願いします。

地域教育推進プロ○教育長（高山耕吉君）

ジェクト会議の件でございますけれども、この

会議は、地域の子供は地域で育てるという考え

方のもとに、関係機関・団体等の代表者の方々

に参加をしていただきまして、地域活動、家庭

教育等への支援に関する企画・立案及び運営に

関する協議をしていただき、今後の方針を決め

るわけでございます。議員おっしゃいますとお

り、御意見のとおり、保護者や地域の方々が中

心となりまして、それぞれの役割と責任をしっ
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かりと認識しまして、今後取り組んでいく必要

があろうかというふうに、私も考えておりま

す。以上でございます。

そういう実践が見られる地域○河野哲也議員

に、このプロジェクト会議がつくられていくと

思いますが、そういう実践例が県内に多くなっ

て、自主的な地域の動きがあることによって、

学校も本来の目的を達成することになるんでは

ないか、それが子供の安全・安心につながって

いくと思いますので、どうかよろしくお願いし

たいと思います。

学力向上です。中高一貫教育は、まさに、知

事が前回答弁していただいた「鍛えるべきとき

に鍛え、伸ばせるときに伸ばす」という教育ビ

ジョンにかなっていると考えます。今、学力向

上関連で、土曜日の活用のあり方が議論されて

います。一貫教育研究の中でもぜひ取り組んで

いただきたいというふうに思って、１問お伺い

します。私は基本的に、学校週５日制を前提に

して、土曜日寺子屋等の補充学習や、放課後子

どもプランの活用を積極的に行うべきと考えま

す。授業がわからないといった学業への不安と

いうのは、不登校の原因にもなります。学校の

空き教室、体育館などの学校施設を活用して、

教員ＯＢ、地域の協力を得ながら、予習、復

習、補習等の学習活動、スポーツ、文化体験活

動を提供する取り組みが必要だと考えます。都

城市では、市委託の町づくり株式会社と連携し

て、教師集団が土曜日に「子ども寺子屋」の実

施を計画しております。過去２回実施したよう

ですが、回を追うごとに、子供と保護者の参加

がふえているようです。そこで、土曜日を利用

して、地域や教師が連携した寺子屋的な補充学

習の推進が必要だと考えますが、これに対する

教育長の見解をお願いします。

土曜日の活用につい○教育長（高山耕吉君）

てでありますが、地域によりましては、土曜日

や夏季休業、放課後等に、学校や公民館等にお

きまして、保護者や大学生等のボランティアに

よりまして、補充学習等が実施されているとこ

ろもございます。今後とも、土曜日の活用を含

めまして、シニアパワー、コミュニティパワー

等を積極的に活用しまして、地域ぐるみの教育

環境の整備に努めてまいりたいというふうに考

えております。以上でございます。

ぜひ現場、子供、それから保○河野哲也議員

護者、そういうものに参加した方々にいろいろ

聞いてみて、本当に有用なのか調査して、研究

していただくとありがたいなというふうに思い

ます。

子育て支援で確認します。積極的に子育て支

援を協賛している企業に対して、評価する事業

の展開も、支援に勢いがつくものと考えます。

長崎県は、協賛企業に対して、事業に必要な設

備資金・運転資金まで融資する事業も展開して

います。みやざき子育て応援企業貸付につい

て、今後どういった方向で推進を図っていくの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

みやざき○商工観光労働部長（高山幹男君）

子育て応援企業貸付、これは「みんなで子育て

応援運動」に登録しました中小企業者を金融面

から支援しようということで、新たに設けるも

のであります。店舗とか事業所におきまして、

授乳室や託児所など子育て関連の施設を整備す

る場合に利用いただきたいというふうに考えて

おります。今後、県内におきまして、子育ての

しやすい環境が整備されますよう、広報活動は

もとよりでありますけれども、商工会とか商工

会議所等と連携しながら、制度の周知を図って

まいりたいというふうに考えております。
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何企業か調査させていただく○河野哲也議員

中で、子育てに対してサービスをするというの

が当たり前になってくる。そういうサービスを

していない企業が逆に目立ってしまうという

か、そういうふうに子育てに対して前向きであ

る、そういう取り組み、ぜひお願いしていきた

いと思います。

脳脊髄液減少症について再質です。押川議員

の「脳脊髄液減少症を知っているか」の質問

に、知事は、「勉強不足で知らなかった」と答

弁されました。素直な答弁にうなずく方もい

らっしゃいましたが、実を言うと私はちょっと

待てと、憤りを覚えたんです。なぜかと申しま

すと、実は患者の会が5,630名の署名を集めて、

３月27日に東国原知事あてに要望書を提出して

いるんです。実を言うと我が会派も同行させて

いただいて、前部長に提出させていただきまし

た。患者さんの直接の訴えも聞いてもらったん

です。患者の会のホームページに「実態調査宮

崎県開始 ４月30日、宮崎県は今月から治療可

能な医療機関の調査に本格的に乗り出した。こ

れは先月、県に5,630名の署名を携え、世話人で

あり協会員の方である２名の方と県に要望書を

提出した。県側の回答である。県は、県内の医

療機関約130カ所を対象に、診療の有無や治療対

応が可能かどうかなどのアンケート調査を開

始。結果はまとまり次第公表する。行動すれば

結果は出るものですね」と、喜びの報告もされ

ているんです。これだけの行動を県に対して起

こしているのに、なぜこの声が知事まで届いて

いないんでしょうか。福祉保健部長にお尋ねし

ます。

ことし３月27○福祉保健部長（宮本 尊君）

日の脳脊髄液減少症宮崎県患者会からの御要望

につきましては、福祉保健部長が対応させてい

ただきましたが、知事への報告がおくれました

ことについてはまことに申しわけなく、おわび

を申し上げたいと思います。患者の皆様の御要

望につきましては、直ちに、県内において診察

可能な医療機関の実態調査に着手をいたしまし

た。また、国に対しても、治療法の早期確立や

患者支援施策の推進・充実を図るように要望し

たところであります。以上です。

今の答弁で患者の会が満足す○河野哲也議員

るかどうかわかりませんが、知事も、防災ヘリ

の所在とか、報告を受けていないで後からわ

かったとか、執行部が報告義務というか、そう

いうものを知事にしっかりしていくというの

が、県政が大きく変わる要因になると思いま

す。知事は、これもブログでしたけど、３倍努

力すると。あらゆることを受けて立っていただ

ける知事だと思いますので、執行部の意識改革

をよろしくお願いしたいと思います。

要望書のもう一つに、脳脊髄液減少症を診察

する病院の実態調査、確かにありました。もう

一つの要望に、県庁ホームページにて医療病院

の公開も要求されたと思いますけど、これは部

長、いかがでしょうか。

今回の実態調○福祉保健部長（宮本 尊君）

査結果につきましては、相談機能と一体化する

ために、県庁ホームページからリンクをさせた

宮崎県難病相談・支援センターのホームページ

で公開したいと考えております。

よろしくお願いします。新潟○河野哲也議員

のホームページを見せていただきました。すぐ

そこに行き着きます。そういうところを工夫、

よろしくお願いします。

今ありましたけど、この症状とむち打ち症と

の関連とか、ブラッドパッチ治療法の有用性と

か、非常に医学的に認知度が低い。それから、
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専門的に取り組んでいるお医者さんが県内に少

数しかおられない。ほとんど脳神経外科に患者

さんかかっていると思うんですけど、そのお医

者さんの意識が低いために、なかなかその治療

が進まないという状況があります。人口からし

ても、患者は県内3,000名弱いるんじゃないかな

というふうに思います。原因がわからず苦しん

でいらっしゃる方に、一日でも早く安心してい

ただくために、治療法の習得、この傷病の周知

等、県として、各医療機関・医師への協力要請

等の考えはないか、知事にお伺いします。

脳脊髄液減少症を診○知事（東国原英夫君）

断・治療できる医療機関の拡大には、診断基準

や治療法の統一化・標準化が必要と考えられま

す。現在、日本脳神経外科学会において、診断

と治療のためのガイドラインの策定が進められ

ているところでございます。県としましては、

今回実施しました医療機関実態調査の結果や、

これらガイドライン策定の動向を医師会等に周

知し、患者さんへの相談・支援の協力を要請し

てまいりたいと考えております。

ありがとうございます。どう○河野哲也議員

かよろしくお願いします。

県道整備の方針です。大変に冷たい答弁あり

がとうございました（笑声）。宮崎県北部広域

行政事務組合の県に対する30の要望を見ても、

およそ半分が道に対する要望なんです。県道だ

けでも、この上祝子綱の瀬線を含め11路線の整

備促進を要望しているんです。県北にとって本

当に道路整備が大きな課題になります。知事の

マニフェストにはありませんでしたが、「成熟

社会における豊かな暮らし」戦略の中に、「交

通途絶のない安全な暮らしを支援する道づくり

の推進」が掲げてありました。しかし、具体的

に工程が掲げてあるのは国道だけです。この観

点から、県道の整備方針というのはないんで

しょうか、知事お願いします。

本県の道路整備につ○知事（東国原英夫君）

きましては、県内の主要都市間及びその都市と

周辺市町村間をおおむね１時間で結ぶ県内１時

間構想の実現を目指し、競争力のある産業、自

立を図る地域及び安全・安心なくらしを支援す

る道づくりを基本方針としております。御質問

の県道整備につきましては、東九州自動車道の

整備に合わせたインターチェンジへのアクセス

道路の整備、市町村合併、地域振興及び観光を

支援する道路の整備、さらには、災害時の孤立

化解消を図り、救急医療施設へつながる生命線

道路の整備などを重点項目として整備を進めて

おります。国道のみならず、県道の整備促進に

つきましても、コスト縮減を図るとともに、計

画的・効率的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

方針はあるわけです。本当に○河野哲也議員

何とか県北の方の声を聞いていただいて、実践

に向けるようにお願いしたいと思います。

最後に、これは率直にお礼ということで、実

を言うと、県立学校の特別支援教室に介助員が

配置されました。きっと、特別支援教育室の予

算獲得、財政課との戦いで非常に厳しかったん

じゃないかなと思いますが、それをかち取って

いただきました。実を言うと、私も延岡の一人

の子供さんにかかわったんですけど、本当に勉

強の大好きな子で、そのことが実現できたとい

うことで、本当に喜んでいました。ただ残念な

ことに暫定予算です、これ。国に向けても要望

として、介助員の設定・配置が上がっていまし

たが、何としても、来年に向けて、法改正含め

て、設置のために予算をしっかり確保していた

だいて、その子供が３年間一生懸命学べるよう
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に配慮していただきたいとお願い申し上げて、

質問のすべてを終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

次は、37番中野一則議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○中野一則議員

は。皆さん大変お疲れさまでございます。本日

は、宮崎県の西の玄関でありますえびの市から

傍聴に来ていただいております。けさ早く７時

過ぎに、私と前後して出発をしていただきまし

た。遠いところ大変御苦労さまでございます。

一問一答方式、今壇上に立っておりますが、私

はこの必要があるんだろうかというふうに疑問

に思っているものでありますが、ルール上立っ

ているところであります。県民の皆様に開かれ

た県政、わかりやすい議会をこれからも一生懸

命頑張ってつくっていきたい、こう思っており

ます。実現に向けて努力をしたい、こう思って

いるところでございます。すべての質問は自席

からいたします。（拍手）〔降壇〕

東国原知事が誕生して、わず○中野一則議員

か５カ月でありますが、県物産だけでなく、宮

崎県そのものを全国に発信していただきまし

て、日本一注目される宮崎県になりました。驚

くほどの成果が出ておりますが、私も高く評価

をさせていただきたい、こう思っているところ

であります。知事の支持率、宮崎日日新聞によ

りますと86.7％、これは現在の政治家では日本

一だと、こう思っているところであります。

それで、私なりにこの人気について分析をさ

せていただきました。タレント時代からの知名

度の高さはもちろんでありますが、天性のキャ

ラクター性もあったと。しかし、その裏には、

マラソンに象徴されるように、大変な努力もさ

れているというところをかいま見ることができ

る次第であります。もちろん物事、特に政治に

対する情熱も、あちこちでうかがい知ることが

できる次第であります。

また、お願いしたこと、約束したこと、これ

も守り実行されるというふうに思います。特に

２月議会でありましたが、えびの市の京町温泉

マラソン大会、これに出席をお願いしました。

４月22日に開催されまして、知事も出席され

て、10キロを走っていただきました。これもお

願いしたことを守っていただいたんだな、こう

思っているところであります。知事は、そのと

きに晴れ男だと言われました。来るときに雨、

走っているときにはちょうど雨がやみましたよ

ね。そして、走り終わったらまた雨が降ったと

いうことで、なるほどこれは晴れ男だなと、こ

う思ったところであります。大変御苦労さまで

ありました。

分析を続けたいと思いますが、近年、全国の

県で発生した談合事件あるいは裏金事件、国に

まつわるいろんな事件、政府、県、あるいは政

治家、役人に対する批判が大変高まっている中

で、民間出身の東国原知事が登場された、この

ことに国民あるいは県民が期待し、それぞれエ

ールを送っているというのが現実だと思ってい

るところであります。さて、全国に47人の都道

府県知事がおられます。知事になる前の職業を

調査しました。国の官僚出身が30人、国会議員

の出身が10人、市長、県庁職員が４人、それか

ら、大変公共性の高い仕事をされている方、Ｎ

ＨＫが１人、日銀が１人、合わせて46人。残る

１人が完全なる民間出身の東国原知事でありま

す。

それから、歴代の宮崎県知事も調査をいたし

ました。明治16年に宮崎県が再置をされまし

た。そのときに初代知事が誕生して、今日ま

で40人の知事が誕生されております。国・県の
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出身の役人がそのほとんどであります。全員で

あります。明治から昭和22年３月までが内務省

官僚の、これは官選の知事でしたが、ちょうど

初代から35代まで35人。それから昭和22年の４

月に選挙がありまして、公選知事がスタートし

ました。36代から42代まででありますが、初代

は安中知事、この方は34代の官選知事もしてい

らっしゃいます。２代が田中知事、内務省の官

僚。３代が二見知事、外務省の官僚。４代が黒

木知事、県庁職員で幹部職員、そして副知事の

出身。５代が松形知事、農林省の官僚。６代が

安藤知事、県庁職員の幹部、部長をされまし

た。以上、すべてが国か県の役人の出身。今

回、宮崎県史上初めての民間出身の知事が誕生

したと。これが東国原知事であって、驚異的知

事の人気の秘訣である、そのように分析をさせ

ていただきました。

おかげさまで宮崎県が全国にクローズアップ

をされて、観光客もかなりふえております。そ

してまた、県庁が観光のスポットになっており

ます。きのう現在の県庁見学者が３万人を超え

ました。３万844人。そのうち県外団体観光ツア

ーだけを見ますと、ちょうどきのう3,000人を超

えて3,002人になっております。宮崎県は３部に

分かれて、総務部、総合政策本部、それから商

工観光労働部が分けて、いろいろと対応されて

いるようであります。この現象、太陽と緑の国

にふさわしい開かれた宮崎県庁をイメージアッ

プする大変よいことだと、私も評価をいたして

おります。そこで、今度は現実の県庁の内側

が、名実ともに明るく開かれた県庁でなければ

ならないと思っているわけです。そこで知事、

県庁に到着されて、玄関から我が知事室に入ら

れるわけですが、幾つの扉、ドアをあけて入ら

れるでしょうか。

入ってすぐのところ○知事（東国原英夫君）

は扉はいつもあいていますので、それも含めて

３枚のドアをあけて入ります。済みません、４

カ所のドアを 廊下側から行くときと秘書室―

から行くときとちょっと違うんですけれども、

廊下側から行くときには全部で２つです、直接

入るときには。秘書課の方から入るときには４

つでございます。

私も数えてみましたが、秘書○中野一則議員

室から入られるときには、玄関が２つ、知事室

が３カ所、合わせて５つ、こういうふうにして

５つの扉をあけて入っていらっしゃいます。非

常に重々しい扉、ドアであるわけですが、その

奥に知事室があるということで、普通見れば、

ベールに包まれている感じで、奥の院という感

じがいたします。県庁は知事室ばかりでなく

て、すべての部署が大変重々しい扉と厚い壁

で、廊下から見ることはできません。県議の我

々も入りにくいという感じがいつもしておりま

す。県庁の庭、広場に負けないぐらい明るく開

放的な部屋にすべきだ、廊下から見えるように

してほしい、そのためには、一部ガラス張りも

いいんじゃないかな、そういう改築をしてほし

い、これが県民サービスの始まりだ、こう思っ

ているわけですが、改築等をされるお考えはな

いか、知事に質問いたします。

長野県が一時、田中○知事（東国原英夫君）

前県知事になったときに、１階に知事室をおろ

してガラス張りにしたという事象がございます

が、私は最初、ガラス張りあるいは１階におろ

す、あるいは県民に開かれた知事室をというこ

とでちょっと検証させてもらったんですが、

やっぱり数百万円の予算がかかるということ

で、これは無駄じゃないかということで、

じゃ、どうやったら開放できるかなと。小学生
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たちが修学旅行あるいは社会科見学等で入って

こられる事象もございます。あとは、テレビに

できるだけ知事室を映して、開かれたところ、

知事室はこうなっているんだということを積極

的に公開していこうという考えではおります。

次に、裏金問題に入りたいと○中野一則議員

思います。庁内調査委員会が５月17日に発足し

ました。同じく作業チームも設置をされまし

た。それから１カ月が経過いたしておりま

す。47件のほかに新たな裏金はないか。また

は、報告されていないか。庁内調査委員長であ

ります副知事にお尋ねをいたします。

現在、庁内各部署、○副知事（河野俊嗣君）

それから関係の業者に調査票を送りまして、調

査をしている作業の途中でございます。従前発

表いたしました自主報告以上のデータというも

のは現在持っておりません。

ぜひ、あった場合には速やか○中野一則議員

に報告を、ない場合には、これにこしたことは

ないと思っております。みやざき学園の裏金が

発覚をして、記者発表があったのが５月17日で

したが、みやざき学園の園長が事実を知ったの

はいつか。園長が児童家庭課長に報告したのは

いつか。同課長が福祉保健部長に報告したのは

いつか。また同部長が副知事に報告したのはい

つか。そして、副知事が知事に報告したのはい

つかを、副知事よりお答え願いたいと思いま

す。

いつかの趣旨をちょっと確○坂口博美議長

認。５日じゃなくて、何日のことですかの確認

を……。

中野一則議員 。○ 何月何日

ということです。○坂口博美議長

まことに申しわけあ○副知事（河野俊嗣君）

りません。いつかという趣旨が、今お伺いして

いてわからずに、メモをし損ねてしまいまし

た。たくさん日数があったものですから、もう

一度言っていただけませんでしょうか。申しわ

けございません。

議長、時間が経過して残念で○中野一則議員

すが、いわゆるみやざき学園の園長がこの事実

を知った日がいつか。何月何日ですか。そし

て、順番に、それが児童家庭課長、福祉保健部

長、そして副知事、そして知事に報告されたの

は何月何日でしたかと、こういう質問でありま

した。

大変多くの日数をお○副知事（河野俊嗣君）

尋ねでございますが、４月10日に学園から所管

課の児童家庭課に相談があったということ、そ

れから５月８日に学園から児童家庭課に報告が

あったということ、それから、５月９日に福祉

保健部から人事課に報告がなされたということ

でございます。それから、私が人事課より報告

を受けましたのが５月14日でございます。知事

に報告をしたのが５月16日でございます。

わかってから報告するまで大○中野一則議員

分時間がかかっているようでありますが……。

知事が１月23日、幹部職員に対して就任あいさ

つをされました。ちょうどその日は議会の常任

委員会の日でありましたから、我々もモニター

で見ておりました。｢裏金はありませんか。後で

わかることがあれば恥ですよ｣と呼びかけられま

した。この知事の発言をどのように聞かれた

か、また、庁内に調査委員会や作業チームをす

ぐに設置しなかった理由を、副知事からお答え

ください。

知事のそのような問○副知事（河野俊嗣君）

いかけに対しまして、各所属なり各職員からの

自主的な報告を待ったところであります。具体

的な委員会調査のための組織というものは立ち
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上げておりません。

速やかに行動してほしかった○中野一則議員

な、こう思っております。

それから、裏金を預け金と言わずに、いまだ

に「預け」と言っている理由は何か。また、そ

の預けを証明する何かがあるのかを、副知事お

答えください。

いわゆる裏金につい○副知事（河野俊嗣君）

てでございますが、県では、今回発生しました

不適切な事務処理につきまして、「預け」とい

う表現をしておりますが、この預けにつきまし

ても、公式の帳簿には記載されていないもので

ございますので、いわゆる｢裏金」と呼ばれても

仕方がないお金であると認識をしておるところ

でございます。

裏金と呼ばれても仕方のない○中野一則議員

裏金ですが、その裏金に相当する金額の領収書

を業者からとっているんですか。

この不適正な事務処○副知事（河野俊嗣君）

理に係る金額につきましては、可能な限り業者

に協力を求めて得られる数字というものを突き

合わせて、現在、自主報告の数字を取りまとめ

ているところであります。

ということは、裏金が発生し○中野一則議員

たときには領収書はないということですか。領

収書があったから、いろんな会計のチェックを

受けてきたんじゃないですか、あるいは監査

の。

私どもが確認しまし○副知事（河野俊嗣君）

た書類というのは、それぞれの業者が持ってお

ります、さまざまな会計帳簿等でございます。

結局、今47件発覚をしたとこ○中野一則議員

ろには、裏金が発生したけれども、領収書がな

いまま保管されていると、こういうことになる

わけですね、副知事。

副知事、確認されますか。○坂口博美議長

暫時休憩をいたします。

午前11時４分休憩

午前11時６分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

答弁者は。どなたが答弁されますか。総務部

長。

預けにつきまして○総務部長（渡辺義人君）

は、県の書類上は架空のものが納品され、検品

をしているということでありまして、その段階

で、いわば預けるという形になりますので、金

銭上は口座振り込みでやっているということで

ありますから、その口座で確認ができるという

ことであります。以上です。

口座で全部管理をされている○中野一則議員

ということであります。しかし、裏金という、

いわゆる預けというやつは、預けた段階で領収

書があってしかるべきだなと、このように思っ

たわけでありますが、裏金、これをどうしても

裏金と表現したくないところにそういうことが

あったのかなと、今思ったりもしています。知

事は、１月23日に就任あいさつで訴えられてか

ら発覚まで４カ月かかったこと、その間、調査

委員会が設置されなかったことをどう思われて

いるのかということと、また先ほど副知事が裏

金と思われても仕方がないということを答弁さ

れましたが、裏金を職員と同じように預けと認

識されているのか、それとも裏金として認識さ

れているのかをお聞きしたいと思います。

私も、「裏金」と○知事（東国原英夫君）

「預け」の言葉の使い分けについては、ちょっ

と違和感がございます。不適切な事務処理、い

わゆる預けということでございます。これは簿
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外のもの、帳簿外のお金でございますから、裏

金という解釈、あるいはそう呼ばれても仕方が

ないことだと認識しております。

そして、１月23日に、私が、裏金はないかと

いうことを職員の方々に投げかけました。それ

から、自主的な申告がなかったことについて

は、私は心の中で信用しておりました。そし

て、予算の適正な執行のためにさまざまな対策

を講じられているということは、信用しており

ました。そしてまた、３～４カ月たって、この

通達、自主申告によってこの裏金が発覚したと

いう、いわゆる預けが発覚したということに関

しましては、非常に遺憾であるという憤りにも

似た気持ちを持ちました。しかしながら、今

回、自主申告あるいは通達・通告によって、こ

の預けいわゆる裏金というものが発覚したこと

は、県職員の方々の意識の改革あるいはコンプ

ライアンス意識の醸成の芽生えではないかと考

えております。今後は、この県職員の方々の正

直さというか、その真摯な態度を受けて、庁内

外含めて、全庁挙げて徹底的な調査をさせてい

ただきたいと考えております。

今回の裏金の問題が、現在の○中野一則議員

県庁の一つの体質を物語っていると、こう思っ

ております。裏金が現実存在していても 他―

県で発覚しておったんですが 知事が就任あ―

いさつで訴えようが、なかなか表に出てこない

体質、これが現実の県庁の一つの体質であった

と。県庁の外、いわゆる庭に負けないぐらい明

るく開かれた素直な県庁を目指すべきと、こう

思っております。知事、副知事の今後の指導力

と裏金の早期全容解明をお願いいたします。

それと先ほどの領収書の件、納得したわけで

はありません。代表監査委員も徹底して調査さ

れるように要望をしておきます。

それから、職員人事について質問いたしま

す。県庁の体質を変える意味からも、知事のマ

ニフェストの政策理念にある宮崎の意識改革、

既存の概念を打ち壊すことの実現のためにも、

人事の体制、人事異動は大変重要であります。

人事異動は、平たく言えば、県民へ最高のサー

ビスを行うために、職員のやる気、士気を高め

るためにある。そのために、私は２月の議会で

も、発想の転換、民間の活力、部長に民間人の

登用をお願いいたしました。現在、新体制でス

タートしたばかりの東国原県政でありますが、

知事は、ことし４月の定期異動、人事異動をど

う評価されているのか。また、その満足度は幾

らなのかをお聞きいたします。

人事に関しまして○知事（東国原英夫君）

は、非常に適材適所に配置できたと考えており

ます。職員の士気を高めるためにも、庁外への

実習の公募などもあわせて実施させていただい

ております。今後とも、職員本人の希望等も含

め、これまでのスキルや経験等も含めて、適材

適所に配置するように努力してまいりたいと考

えております。

私は、宮崎県民総力戦で宮崎○中野一則議員

の未来をつくり出す体制を整えるための県庁の

人事体制には、幾つか課題があると思っており

ます。現場職員や外局の職員に、もっと希望や

夢ややる気を持たせる人事をすべきである。そ

れで、まずは部長級の人事異動についてお尋ね

したいと思うんですが、総務企画の経験者が大

変優遇をされている。部長級が21人おられま

す。そのうち、知事部局の部長 今そこのひ―

な壇に座っていらっしゃいますが ８人、こ―

のうち総務部次長経験者が３人、総合政策本部

長の経験者が１人、企画調整部の次長経験者が

２人、合わせて６人が知事の周りの人からの登
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用であります。残りが２人いらっしゃいます

が、そのうちの１人は国土交通省の出身ですか

ら、１人ということになります。また、残りの

部長級の人、全員で13名いらっしゃるわけです

けれども、その13名のうちのたった２人だけが

総務部次長の経験者であります。経験していな

い方は、各委員会や企業局などの外局へ全部回

されていると、こういうことであります。こう

いう幹部の人事あるいは人事異動、この体制を

知事はどのように思われるかお尋ねいたしま

す。

人事異動につきまし○知事（東国原英夫君）

ては、先ほども申し上げましたとおり、効率的

で効果的な県政運営を図るために、少数精鋭主

義のもと、適材適所、能力主義を基本として、

職員の希望や人材育成にも配慮した配置を実施

しているところでございます。中でも、特に幹

部人事につきましては、直面する県政の課題解

決に取り組んでいく「かなめ」としての役割を

担うわけでございますから、それぞれの役職に

求められる経験や能力、あるいは判断力等を備

えているかを総合的に判断し、配置を行ってい

るところでございます。御指摘の点につきまし

ては、ただいま申し上げた考えに基づき、人事

配置しているところでございます。以上です。

次に、外局の人事について、○中野一則議員

２～３お尋ねいたします。まずは企業局であり

ますが、企業局の局長、副局長、以前は部長で

したが、プロパー職員などいわゆる知事部局か

らの交流職員以外の職員の登用の実績はどのよ

うになっているのかを、企業局長にお尋ねいた

します。

企業局には120名の○企業局長（日髙幸平君）

職員がおるところでございますが、課長級以上

のポストで、部長級の副局長というのが２人ご

ざいまして、それに課長級が７名ということ

で、合計９名のポストがあるわけでございま

す。このうち、事務と技術でいいますと、部長

級では２人のうち事務が１人、技術が１人、課

長級では７名のうち６つを技術職が占めておる

ということでございまして、つまり９つのポス

トのうちに７つが技術職ということになってお

ります。技術職のうちに知事部局からの出向が

２人ございますので、それを差し引きますと、

９つのうちの５つが企業局の職員ということで

ございます。以上でございます。

確かに、課長のポストにはそ○中野一則議員

ういう生え抜きというか、プロパーの職員もお

られるようでありますが、以前の部長 今の―

副局長以上のポスト、私も20年前までさかの

ぼって調査しましたが、１人も登用されていな

いようであります。

次に、教育委員会についてお尋ねしたいと思

いますが、教育長が１人、教育次長が３人、課

長・室長が９人おられます。このうち、知事部

局出身者は何人おられるでしょうか。教育長。

教育委員会のポスト○教育長（高山耕吉君）

の関係でございますけれども、課長以上のポス

トは15ございまして、その中で知事部局以外の

職員は10名でございます。以上でございます。

つまり、５人が知事部局から○中野一則議員

出向されていると、こういうことだろうと思い

ます。教育の課題は非常に山積いたしておりま

す。教師あるいは学校の事務の出身者、この方

を１人でも多く登用していただきたい。そうい

うことで、教育にやる気、希望を持たせること

も必要だな、こう思っております。そのこと

が、山積している課題解決にもなるんじゃなか

ろうか、こう思っております。

次に、病院局の人事について聞きたいと思う

- 273 -



平成19年６月19日(火)

んですが、一般会計より57億5,000万円を繰り入

れしても23億円の赤字、累積赤字は250億円近く

になっております。昨年から中期経営計画をス

タートさせました。非常に課題の多いことであ

ります。22年度に黒字化を目指す、そして今日

は医師の充足率が87.6％、昨年私も生活福祉常

任委員長をしました。いろいろと自問自答しな

がら考えてきましたが、屋上屋を架す病院局が

本当に必要であったのかなと、いまだに理解が

できません。少なくとも、経費節減、人件費の

削減のために、あるいは現場主義、医師・看護

師の協力体制、こういうことを考えた場合に

は、病院局長は病院長が兼務した方がいいんで

はないかというふうに思っております。そうい

うことでありますが、今、外局の関係、企業

局、教育委員会、病院局の人事の現状について

聞いてみましたが、この状況を知事はどのよう

に認識されておられるでしょうか。今質問をし

た中で感じたことをお聞かせください。

病院局長と病院長の○知事（東国原英夫君）

兼務についてでありますが、私は今のところそ

れは考えておりません。それで、50億円の繰出

金についての、屋上屋を架すというような、無

駄であるというような御指摘もございました

が、県病院の果たす役割ということを考えた場

合、政策医療とか高度医療など、民間医療機関

では対応が難しい医療等を、一般の医療と同様

に県民の皆様に安定的に供給しなきゃいけない

という観点から、繰出金というものは適切かと

考えております。以上でございます。

今、病院局のことだけを言わ○中野一則議員

れましたが、私は、人事という面で、現場の職

員が余り優遇されていないというか、知事部局

からの派遣者が幹部職員に多いんじゃないか

と、そういうことを言いたいがために、ずっと

企業局、教育委員会、そして病院局を含めて

言ったところでありますが、そのことの感想を

お聞きしたいということでお尋ねしました。ど

うぞ。

先ほどからの一連の○知事（東国原英夫君）

質問は、恐らくそういうことをおっしゃってい

ると思うんですが、知事部局からの人数が多い

かどうかということに関しましては、今後、検

討の課題があるかなと思いますけれども、他府

県等の状況なんかを踏まえながら、本県がそれ

で適切であるかどうかというのは、今後考えて

いきたいと思います。

十分検討していただきたいと○中野一則議員

思います。

地方自治法の改正により、ことしから会計管

理者が設置をされました。それで、組織上、局

長が設置されていないわけですけれども、私も

九州各県に電話して聞きました。確かに、沖縄

県は宮崎県と同じであります。また、熊本県は

まだ出納長のままという返事でありましたが、

他の九州の各県は、出納局長か会計管理局長を

置いておられます。それで、組織の長としての

局長を置くべきじゃないかなと。次長もおられ

るわけですから、局長が必要じゃないかなとこ

う思っておりますが、知事、どうでしょうか。

私は必要ないと思っ○知事（東国原英夫君）

ています。

必要ないということでありま○中野一則議員

したが、余り時間がありませんから、その辺の

論議はいたしませんが、ぜひ検討はしていただ

きたい、こう思っております。

次に、災害復旧のことにつきまして質問いた

しますが、まず、災害時安心基金のことであり

ます。我々議会が、昨年９月からずっと設置を

要望してきました、繰り返し繰り返し要望いた

- 274 -



平成19年６月19日(火)

しました災害時安心基金、知事のマニフェスト

を実現する形で、電光石火といってもいいほど

の速さで、今回創設をしていただきました。ま

ことに感謝をしたい、こう思っております。福

祉保健部長に確認したいと思うんですが、19年

度に発生した災害から適用するとありますが、

過去に何回もお願いした18年度災害には 及し

て支払われないのかどうかを、再度確認させて

いただきたいと思います。

新しい制度○福祉保健部長（宮本 尊君）

は、知事のマニフェストの実現ということで、

前にもお答えしておりますが、平成19年度以降

の災害に対応できるように制度化するものであ

りまして、過去の災害まで 及するということ

は考えておりません。

その 及して支給する方法等○中野一則議員

につきましても、私は２月議会で提案する形で

申し上げましたが、非常に残念であります。昨

年は、広域的かつ甚大な災害にこだわっておら

れました。今回は、被災者生活再建支援法が適

用対象の条件になっております。今回の基金を

昨年創設されておれば、昨年のえびの市の水害

あるいは延岡の竜巻の被害は適用されたと解釈

できるのかどうかを、福祉保健部長にお尋ねい

たします。

仮にの話です○福祉保健部長（宮本 尊君）

が、仮に昨年度同じような制度をつくっておれ

ば、適用ができたんではないかと思いますが、

これ自体は19年度の補正予算でお願いするもの

でありますので、先ほど申し上げたようなこと

でございます。

この制度が昨年できておれば○中野一則議員

支払いの対象になったということですね。今回

の基金はわずか６項目の簡単な文言でできてい

るんですよね。昨年創設する気があればすぐに

できたと、このように思います。昨年は繰り返

し繰り返し要求し、また私は、鹿児島県の支援

金制度も提示して創設をお願いしたんですが、

それでも創設されなかったと。昨年の関係者の

不作為によって えびの市の水害、延岡の竜―

巻だけでも310件以上発生しているわけですから

実に6,200万円以上が被害者に支給されな―

かったということになると思うんです。まこと

に残念であります。この状況について、今回、

災害時安心基金を創設されたこととあわせて、

知事の御感想をお聞きしたいと思います。

前年度のことを言わ○知事（東国原英夫君）

れてもちょっと困るんですが、行政は維持・継

続しなきゃいけないという観点で申しますれ

ば、前年度の安心・安全基金のようなものが、

なぜ一刻も早く充実・創設されなかったのかな

と思います。新制度の創設に当たってなぜ時間

がかかったかということでは、適用災害とか支

援内容とか財源など、慎重に検討すべき事項も

多く、また市町村との十分な協議が必要であっ

たということでございましょうが、今後は、こ

のような県民の財産や生命にかかわるような喫

緊の問題に関しては、私のマニフェストでお示

しさせていただいたように、スピード感をもっ

て対処・対応していきたいと考えております。

私は、今回の制度は電光石火○中野一則議員

のごとくできたということで、非常に感謝をし

ているところであります。

福祉保健部長、もう一点確認をさせてくださ

い。基金の３項目の対象市町村の中で、「被災

者生活再建支援法の適用された市町村は」とい

うふうに書いてありますが、これが県外の市町

村であってもよいと解釈してもいいんでしょう

か。

被災者生活再○福祉保健部長（宮本 尊君）
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建支援法といいますのは、いわゆる災害救助法

の適用があった市町村とか、あるいは10世帯以

上の住宅全壊被害が発生した市町村があるとい

うようにいろいろ基準がありますが、この基準

でいきますと、例えば県外でそれに相当する被

害があっても、県内において基準に相当する被

災がなければ適用できないということになりま

す。ただ、この生活再建支援法の適用の条件と

いたしましては、今申し上げたように、10世帯

以上とか、いろいろ基準がありますので、それ

に該当する場合は、県外の災害とは直接関係な

く適用ができるかと思います。

平たく質問させていただきま○中野一則議員

すと、いわゆる例で言いますと、私はえびの在

住ですが、隣の鹿児島県湧水町が被災者生活再

建支援法の適用を受けた、しかし、えびのは受

けていない。しかし、えびのにおいても床上浸

水があったと。その場合にも適用できるかとい

うことを質問したつもりでした。どうですか。

その場合は、○福祉保健部長（宮本 尊君）

えびの市において、例えば全壊あるいは半壊、

床上浸水、その数を数えまして、被災者生活再

建支援法に該当するかどうかを判断することに

なります。

その再建支援法に該当しない○中野一則議員

が、隣の町ではその法律が適用されているんで

すよ、その場合にえびのもされるんですかとい

うことの質問をしているんです。というのは、

この基金の３項目目を読んでください。どこか

の市町村にこの法律が適用されたと、隣の市町

村は適用されていないけれども、それは支払い

の対象になるという項目が、私は３項目目の項

目だと思っているんですよね。そういうことか

ら、県外の隣の町が適用を受けた場合にどうか

ということで聞いているんです。

県外で支援法○福祉保健部長（宮本 尊君）

の適用があった場合も、自動的に県内で適用す

るかということになりますと、今のところ、そ

れは適用しないというふうに考えております。

県境に住んでいる者からすれ○中野一則議員

ば非常に不平等なんですよ。だから、このこと

はきちんと整理をして適用できるように、この

項目を解釈できるようにしてください。そのこ

とは強く要求をしておきます。

次に、林地災害復旧対策についてお尋ねした

いと思いますが、昨年のえびの市の豪雨、林地

災害が73カ所で発生をいたしました。しかし、

復旧は18カ所でありまして、大変おくれており

ます。今回、雨季に入りましたが、市民が大変

心配をしておられます。被災者など市民は、

「県にお金がない。県に補助金がなく、翌年回

しになった」と、えびの市から説明を受けてい

るということであります。昨年12月のえびの市

議会の会議録を見ても、そのように受けとめら

れる答弁がされておりますが、県に要望する復

旧工事の必要箇所は、ことしの４月９日にえび

の市長が環境森林部長に要望書を提出されてお

りまして、その件数は34件であります。この34

件の被害額は、当初の査定で7,550万円、実際は

２億8,900万円というふうに査定をされておりま

す。18年度の県の治山事業、これは林道事業も

含めれば、災害関連事業予算のうち、17億6,000

万円もの大金を２月に減額補正をしているんで

す。なぜ県は市に対して、補助金がない旨の指

導をしたのか、非常に私は疑問に思っているわ

けですが、環境森林部長、御答弁をお願いいた

します。

まず、環境森○環境森林部長（髙柳憲一君）

林部の18年度山地災害関係予算について申し上

げますと、当初予算で18億7,000万円余を措置い
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たしておりました。７月から８月にかけまして

災害が発生しましたことから、11月の補正で７

億7,000万円余の増額補正を行ったところであり

ます。その後、２月補正で８億9,000万円余の減

額補正を行いました。その減額の主な内容でご

ざいますが、１つは、治山施設の災害復旧事業

につきましては、当初予算で措置をいたしてお

りましたが、実際の被害が１カ所しかなかった

ことから、６億1,000万円余の減額をしましたこ

と、それと２つ目の緊急治山事業についてでご

ざいますが、これは台風災害があったことか

ら11月に増額補正をしましたが、これは、国庫

補助の決定に伴いまして２億5,000万円余の減額

をしたものであります。

また、今お話がありましたように、平成18年

７月のえびの市の山地災害におきましては、被

害報告のありました76カ所のうち、国庫補助事

業の採択要件を満たす９カ所につきましては、

緊急治山事業等の補助事業で復旧に取り組んだ

ところでございます。また、国庫補助の対象に

ならなかった小規模なものにつきましては、県

単事業によりまして、予算の範囲内で実施可能

な６カ所を採択して、復旧に努めたところでご

ざいます。残りの箇所につきましても、事業の

採択要件を満たすものにつきましては、えびの

市や国と協議しながら、今後、計画的に復旧に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。

15カ所は採択要件を満たして○中野一則議員

すぐ工事をした、復旧したと。しかし、残りに

ついては、今から市や県と協議してということ

ですが、さっき言ったように、あんな被害が

あったのに、採択要件を満たせばできるという

ことは、もう１年近くなっていますよね。なぜ

この雨季になるまでおくれて、今から検討する

ような話になっているのか。本来ならば発生し

たころにすべきじゃないかと思っているんです

が、部長、どうですか。

予算の枠の中○環境森林部長（髙柳憲一君）

でそれぞれ国庫補助事業につきましては、国の

採択基準がございます。それ以外の県単事業に

つきましては、予算の範囲内で市と協議しまし

て、要望の上がってきましたものについては、

すべて18年度は実施をいたしております。

要望の上がってきたものはす○中野一則議員

べて実施 15件だと思うんですが、ほかは要―

望は上がってきてないということですか。

被害箇所につ○環境森林部長（髙柳憲一君）

きましては76カ所ございますが、それは県全体

でそれぞれ復旧箇所がございます。そのために

各振興局単位で、それぞれの災害箇所につい

て、優先度、要するに緊急度ですとか、そう

いったものを考慮しまして、予算の範囲内でそ

れぞれ市と協議をいたしまして、その中で予算

の執行をしましたということでございます。

そのような回答の内容です○中野一則議員

が、えびの市は、「県にお金がないから、補助

金がないから、すぐ復旧はできない」というこ

とを被害者に言っているわけですね。しかし、

たくさんのお金を、大金を減額までしていると

いう事実もある中で、このわずか15件だけが採

択の申請をされたということですが、残りの分

は、全然採択の申請はしてきていないんです

か。

残りの分につ○環境森林部長（髙柳憲一君）

きましては、今、市の方から振興局の方に要望

が上がってきておるというふうに聞いておりま

す。

それは本年度になってからと○中野一則議員

いうことですか。具体的な日にちはわかりませ
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んか。

本年度になっ○環境森林部長（髙柳憲一君）

てからでございます。６月 最近だというふ―

うに聞いております。

あれほどの災害を、実際は今○中野一則議員

月になってから事業採択の申請をしておったと

いうことでありますが、とにかく早急に復旧工

事をしていただいて、被災者を安心させていた

だきたい、そのことを強く御要望を申し上げて

おきたいと思います。

次に、農業政策について一点だけ申し上げて

おきたいと思います。農業を取り巻く環境、国

際的にも非常に厳しい、大変心配する状況に

なっております。ＷＴＯ、ＦＴＡ、ＥＰＡ、こ

ういう交渉がどんどん進められております。心

配いたしております。また、アメリカの牛肉輸

入条件緩和の日米協議もあるということであり

ますが、非常に気がかりであります。アメリカ

は、大国意識で理不尽なことを要求する国家で

ありますから、ＢＳＥの検査についても、日本

は中止をせよという要求をされる可能性もあり

ます。そこで、ＢＳＥ全頭検査補助金はいつま

で続くかということを、担当部長にお尋ねいた

します。

ＢＳＥの検査○福祉保健部長（宮本 尊君）

体制についてであります。ＢＳＥにつきまして

は、本県では今、全頭検査を実施しているわけ

でありますけれども、これによって、消費者の

安心の確保とか、市場の混乱の回避等に大きな

役割を果たしてきたと認識しております。国の

方では、来年７月末で20カ月齢以下の検査につ

いての補助を廃止するということを言われてお

りますけれども、畜産県であります本県としま

しては、全国の状況等も踏まえながら、引き続

き消費者の安心が確保されるまで、ＢＳＥの全

頭検査を実施していきたいと考えております。

以上です。

たとえ国が補助金の廃止を７○中野一則議員

月にしても、宮崎県はとにかく全頭検査を引き

続き県費において実施していただくようにお願

いいたします。前回もこの問題がありましたと

きには、我々議会からも全頭検査をしなさいと

いうことを要望しましたが、あのときには当時

の知事はちゅうちょされました。結果的には後

で補助金も出ましたが、早くに岐阜県の当時の

知事が全頭検査するよということを言われまし

た。後追いでありました。今回は宮崎県が率先

して、いや、補助金は打ち切られても宮崎県は

全頭検査する、そういうことで、消費者の皆さ

ん方安心してください、宮崎県の牛肉は安全・

安心ですよということを、一日も早く宣言して

ほしいと思います。知事、その決意をお聞かせ

ください。

頑張ります。○知事（東国原英夫君）

ぜひ頑張ってください。お願○中野一則議員

いをしておきたいと思います。

時間がなくなりましたが、国県道の整備のこ

とについて、地元のことだけを申し上げたいと

思うんですが、県道404号、石阿弥陀五日市線を

何回も要望し質問しております。五日市地区あ

るいは鍋倉地区の整備を10年前から要求してお

ります。ぜひこの整備に一日も早く取り組んで

いただくように、お願いしたいと思います。県

土整備部長、よろしくお願いします。

本路線の五日○県土整備部長（野口宏一君）

市地区の国道221号から農道交差点までの約400

メートルの区間でございますけれども、幅員が

約６メートルで、歩道が未整備という状態に

なっておりまして、交通安全の確保の観点か

ら、当区間の整備の必要性は認識しているとこ
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ろでございます。しかし、現在の当区間の交通

量でございますとか、他の事業箇所の進 状況

を勘案しますと、申しわけございませんけれど

も、当面、早期の着手は困難ではないかなと考

えております。

全く同じことの繰り返しであ○中野一則議員

ります。もっと一歩一歩前に進んで実行する、

着工する、そういう答弁が欲しかったわけであ

りますが、また次の機会に譲りたいと思いま

す。以上で終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○坂口博美議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、16番外山良治議員。

〔登壇〕（拍手） 厚生労働省○外山良治議員

の都道府県別将来推計人口では、宮崎県の人口

は28年後の2035年は約91万人と推計され、少子

高齢化、人口減少社会が一層進行するとされて

います。県統計調査課によると、終戦直後

の1945年の県人口が約91万人ですから、62年前

と同人口となり、中でも最も深刻なのは人口の

一極集中だと思います。国立社会保障・人口問

題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」

は、旧１市６町の2000年人口は、県土面積約11

％に36％の約42万人が集中し、2030年には約42

％の42万人としています。2035年には県土面積

１割に人口の半分が集中し、残り９割の県土

に45万人が散在するとされています。

そこで、県及び各市町村は、一極集中の是

正、県土の均衡ある発展、過疎化への歯どめ、

適正な県人口の維持等を県勢浮揚の柱としてき

ました。策定した「新みやざき創造計画」で

は、これらに具体的に対応するための施策をど

のように図っておられるのか、知事の答弁を求

めます。

医師等医療従事者の一極集中と地域医療確保

施策、こども療育センター等福祉施設地域偏在

と自治体間格差是正、植栽未済地解消等環境施

策等々について、各部長の答弁を求めます。

２問以降は質問席から行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

県央一極集中についてであります。県全体の

人口が減少を続ける一方で、人口や産業は宮崎

市など県央部への集中が進んでおり、このよう

な状況は、県民生活のさまざまな分野に大きな

影響を与えるとともに、県内の地域力の減退、

ひいては県全体の活力の低下につながるものと

危惧しております。県内各地域を見ますと、そ

れぞれの地域において、医療、福祉、教育、産

業基盤などの面で多くの課題を抱えており、今

後の地方分権の一層の推進や道州制の動きなど

を踏まえますと、各地域が真に自立し、発展す

るための基盤の強化が大切であると考えている

ところであります。また、私は、県北、県央、

県西、県南の各地域がそれぞれの地域特性を生

かしながら活性化し、結果として県全体の底上

げにつながることが、他県をリードする自治体

としての宮崎が確立され、日本の原点、時代の

起点として存在感を高めるために不可欠である

と考えております。したがいまして、各地域の

中心的な都市の機能整備や、地域間相互の交流

・連携による役割・機能の分担を図りつつ、各

地域の潜在能力の発揮につながる自主的な取り
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組みを積極的に支援していくことにより、将来

にわたって自立できる県土の形成を進めてまい

りたいと考えております。〔降壇〕

〔登壇〕 植栽○環境森林部長（髙柳憲一君）

未済地対策についてでございます。植栽未済地

につきましては、本県の豊かな森林資源を活用

した林業あるいは国土の保全など、森林の多面

的な機能の維持・発揮を図っていく上では、こ

の植栽未済地の解消というのは大変重要な課題

である、問題であるというふうに考えておりま

す。現実的には、山村地域における木材価格の

低迷等、あるいは後継者の不足や高齢化により

まして、担い手対策というのが大変重要な課題

になっております。このために、新規就農者あ

るいは林業技能者の育成等に取り組みますとと

もに、国土の保全、森林の多面的な機能の維持

・発揮という観点から、山村地域が活性化をす

るための施策を今、いろいろ打っているところ

でございます。昨今、国産材の需要が高まるな

ど非常に追い風となっておりますので、この好

機をとらえまして、植栽未済地の早期解決に向

けて取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。また、こういった再造林のための補助

事業の活用ですとか、あるいは高齢級間伐の推

進によりまして これは皆伐を抑制すること―

によって結果的に植栽未済地の解消を図るとい

うものでございます。また、森林環境税、昨年

導入いたしましたこの税も活用いたしまして、

公益性の高い森林内の荒廃地に植栽を行います

広葉樹造林等推進事業等をさらに拡充を図って

いきたいというふうに思っております。

いずれにいたしましても、森林というのは、

かけがえのない県民の共有の財産でございます

ので、知事が申し上げておりますように、50年

先、100年先を見据えた森林づくりというのを、

引き続き、部としても積極的に取り組んでいき

たい、県民総力戦で取り組んでいきたいという

ふうに考えております。以上でございます。

〔降壇〕

〔登壇〕 質問○福祉保健部長（宮本 尊君）

が聞き取れませんで、失礼をいたしました。

医師の集中についてでありますけれども、現

時点におきましても、宮崎東諸県医療圏、県央

部に医師の約半数が集中しているという状態で

ございます。高度な医療技術を習得したいとい

う面もあり、また、家族の生活環境等の面から

も、都市部での勤務を希望する傾向が強く、今

後、山間僻地における医師の確保はますます厳

しくなってくるものと思われます。このため、

県としましては、僻地勤務と高度な研修等を組

み合わせた医師派遣システムを創設したほか、

将来、僻地での勤務を希望する医学生を対象と

した医師修学資金貸与制度や、へき地臨床研修

事業などを通じて、中長期的に医師を育成確保

する対策に取り組んでいるところであります。

また、今年度からは新たに、市町村と一体と

なった医師確保対策に積極的に取り組むなど、

なお一層、山間僻地等の地域医療体制の確保に

努めてまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

福祉保健部長に確認しますけ○坂口博美議長

ど、質問は来ていたと思うんですよ。間違いな

かったですか。質問が来てなかったというよう

な発言に聞こえたんですけど。聞き取れなかっ

たんですね、失礼しました。

〔「答弁漏れ」と呼ぶ者あり〕

福祉の自治体○福祉保健部長（宮本 尊君）

間格差の問題についてであります。例えば障が

い福祉サービスの現状につきましては、人口の

少ない町村においては、なかなかニーズが少な
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いということで、必要なサービスが地域に存在

しない場合もあると認識しております。ただ、

このような中で、障がい者が地域で自立した生

活を送っていくためには、それぞれの市町村が

サービスの確保に努めることはもとより、複数

の市町村による広域的な対応で、できるだけ身

近な地域でサービスが受けられる体制を整備し

ていくことが必要となっております。そのため

に、ことし３月に策定しました宮崎県障害福祉

計画においては、市町村が地域の障がい者のニ

ーズ調査から算出した数値目標をもとに、県内

７つの障がい保健福祉圏域ごとのサービスの種

類、量にも配慮しながら、県の数値目標を設定

したところであります。県としましては、今後

この計画に基づいて、均衡あるサービスの確保

に努めてまいりたいと考えております。以上で

す。

県土の均衡ある発展に寄与す○外山良治議員

るために、知事マニフェストが出されたんだろ

うと思います。数値目標が４項目あります。

（１）県外観光客数年平均５％、（２）県内へ

の移住100世帯、（３）新規企業立地100社、

（４）新規雇用創出１万人。（１）について

は、宮崎県総合長期計画第１節、分野別施策体

系Ⅳ-６「観光・リゾート・交流などが盛んな社

会」の中で具体的に記述をされています。

（２）の県内への移住100世帯については、平

成18年度新規事業の中の「宮崎に来んね、住ま

んね、お誘い事業」と同じ事業であります。

（３）、（４）については、宮崎県総合長期計

画の第１節、分野別施策の体系Ⅳ-５、「工業・

商業・サービス業などが生き生きと営まれる社

会」の中で具体的に記述をされています。この

ように、知事マニフェストは、宮崎県総合長期

計画のコピーといっても過言ではありません。

微調整レベルで十分であります。

初日答弁で、「蛇足ではあるが、私もＵター

ンしてきた。友人等々とこの時点でもう５世帯

誘致している。きょうもマンションで、エレベ

ーターの中で、老夫婦が東京から移住してきた

と言っていた。県か市町村に一報したかと言っ

たら、いや、していない。我々が勝手に決め

た。ぜひ一報してください。それで１世帯とカ

ウントされるわけでございます」と、知事が答

弁されていました。本県の18年度の転入転出世

帯は何世帯か、担当部長、答弁してください。

手元に今、資○地域生活部長（丸山文民君）

料がございませんので、後ほど答弁させていた

だきたいと思います。

知事のマニフェストの移住の○外山良治議員

定義について、担当部長の答弁を求めます。

移住とは、住○地域生活部長（丸山文民君）

居を移すということで、他の土地に移り住むこ

とだと思うんですけれども、私たちが言ってい

る移住とは、都市の住民等が、自然志向とかあ

るいは趣味等を実現するために、新たなライフ

スタイルを求めて、本人や家族の意思に基づい

て生活拠点を変えるということだと認識してお

ります。

ということであれば、知事の○外山良治議員

答弁というものは転入ということになります

ね、担当部長。

その知事の話○地域生活部長（丸山文民君）

がどういうことだったか、ちょっと事実確認し

たいと思いますけれども……。

私が先ほど申し上げたとおり○外山良治議員

です。答弁してください。

暫時休憩いたします。○坂口博美議長

午後１時16分休憩
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午後１時18分開議

再開をいたします。○坂口博美議長

移住者の定○総合政策本部長（村社秀継君）

義は、先ほど地域生活部長が申し上げたとおり

でございますが、今回、「新みやざき創造戦

略」の基本目標に掲げた100世帯のカウントの仕

方でございますけれども、これは基本的には、

私ども今、東京、大阪、福岡、地域振興課、そ

れから各市町村で、「宮崎ふるさと暮らし相談

窓口」を設けております。この相談窓口を通じ

て、先ほどの定義で転入してこられる方、これ

を移住者というふうに定義しているところでご

ざいます。

先ほどの県内○地域生活部長（丸山文民君）

への転入、それから転出でありますけれども、

― ―昨年 これは暦年でございますけれども

宮崎県への転入者が２万2,912名、転出が２

万6,590名であります。差し引き3,678名の減少

となっております。

もう一つの答弁があったん○坂口博美議長

じゃないかな……。

暫時休憩いたします。

午後１時20分休憩

午後１時21分開議

それでは、再開をいたしま○坂口博美議長

す。

どなたか答弁を……。知事。

お尋ねの件は、先日○知事（東国原英夫君）

私のマンションでお会いした老夫婦の方たちが

移住であるか転入であるかの違いということ

で、そういう認識で答えさせていただきます。

御本人たちの話を聞きますと、県のホームペー

ジを見たと。宮崎に来んね、住まんね、お誘い

事業というのは見たが、そこを通してはいない

ということでございました。でも、30数年ぶり

ぐらいに宮崎に帰ってまいりまして、私たちは

ここに永久に住みますということでございまし

た。私は移住という定義づけをしております。

これは基本的なことですか○外山良治議員

ら、今しっかりと確認をしなければいけないと

思うんです。知事は、私は移住だと思うと。し

かし、先ほど総合政策本部長……。行政の関与

というものがあります。平成18年度、例えばア

クセス件数が１万1,000件、相談件数が180何件

ぐらいだったと思いますよ。正確に覚えていま

せん。移住というのは５件だったと思います。

私の数字に間違いないかどうか、担当部長、答

弁してください。

県が情報サイ○地域生活部長（丸山文民君）

トを開設しました18年の10月からことしの３月

まで、５件というふうに把握しております。

間違いなかったということで○外山良治議員

ございますから、例えば転入転出でこれは100世

帯達成したと、マニフェスト万歳だと、そうい

うことを避けるために、転入転出と移住という

のは根本的に違うということを確認しなければ

いけないと思って、今確認をしたところです。

ですから、知事のエレベーターでの問題は全く

移住とは関係ないということをまず、知事、確

認をしていただきたいと思います。気持ちはわ

かりますよ。

次に移ります。「新みやざき創造計画」で

は、平成22年度目標の合計特殊出生率全国第２

位としていますが、06年の厚生労働省の人口動

態統計によると、合計特殊出生率は1.32で、都

道府県別に見ると、合計特殊出生率が高いのは

沖縄1.74、宮崎1.55等で、既に全国第２位と

なっています。すばらしいスピード感だと思い

ますが、全国何位かの数値目標ではなく、率表

- 282 -



- 283 -

平成19年６月19日(火)

示の数値目標とすべきと思いますが、担当部

長、答弁してください。

○総合政策本部長（村社秀継君） 計画の数値

目標として、合計特殊出生率全国２位を掲げた

理由でございますけれども、この目標は、本県

が全国に誇れる子育て環境を実現するための一

つの目安として、総合計画審議会における御意

見なども踏まえて掲げたものでありますけれど

も、合計特殊出生率というのは、４年間の目標

として出生率の上昇幅そのものを設定すること

は困難であるということから、全国順位という

県民の皆様にわかりやすい目標値にしたところ

でございます。

○外山良治議員 これは20～30年前から問題に

なっていますよね、担当部長御存じのとおり。

合計特殊出生率で一番大事なことは、2.08とい

う数値だと思いますよ。その意味も含めて答弁

してください。

○総合政策本部長（村社秀継君） 確かに言わ

れるように、人口維持に必要とされる2.07、こ

れには確かに遠く及ばない状況にあることは間

違いないと思います。したがいまして、引き続

き合計特殊出生率を上昇させていくということ

はもちろんでございますけれども、今後４年間

の目標としては、やはり２位を堅持する、ま

た、１位の沖縄県―平成18年の概数でござい

ますが―1.74の合計特殊出生率でございます

けれども、この差を縮めていくということを目

指して、地域における子育て支援、あるいは仕

事と家庭が両立できる環境づくりなど、新しい

宮崎の創造につながる子育て支援策を進めてま

いりたいというふうに考えておるところでござ

います。

○外山良治議員 今そこで、第何位が問題であ

るかということではなくて、2.07ないし2.08が

最大の課題だということがわかりました。総計

も工程表がありますから、率表示ということに

しなければ、みんなから笑われますよ。聡明な

県職員がつくった総計とはとても思えません。

今後、考えを改めていただきたい。

それから、次に移ります。地域医療の整備と

充実は、県行政の中で最も重要な一つの課題と

して長年議論をされてきました。しかし、今

もって解決されるどころか、ますます悪化の一

途をたどっていると言っても過言ではございま

せん。知事の現状認識について答弁を求めま

す。

○知事（東国原英夫君） 済みません、よく聞

き取れなかった。もう一度、申しわけありませ

ん。

○外山良治議員 知事の現状認識について答弁

を求めます。

○知事（東国原英夫君） 本県の医師の数は10

万人当たり218名で、全国的には少ないという認

識ではございませんが、その問題は偏在にある

と思います。やはり地域間の偏在が顕著である

なという現状は認識しております。

○外山良治議員 過去２年間に医師は約50名増

加をしているようですが、資格者の現役リタイ

ア数はどうなっているか、宮崎東諸県圏域とそ

の他について、それぞれ増減の答弁をお願いし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） いわゆる実勤

務の医師の話ですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）平成14年と16年の比較でありますが、宮崎

東諸県圏域で実勤務の医師が47名増、それか

ら、県北部―延岡、西臼杵ですが―32名の

増、都城北諸県が５人の減、日向入郷が９人の

減、日南串間がプラス・マイナス・ゼロです。

それから、西都児湯が８人の減、西諸が７人の
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減ということで、県全体では50名の増というふ

うになっております。

若干数字が間違っていると思○外山良治議員

うんですけど、２年間に正確に言うと46名増加

していますよ。単年度でいくと23名。その23名

のうち、リタイアしている方々、これは25名だ

と思いますよ。その23名がどこに張りついたか

というと、宮崎東諸県圏域に配置されている。

だから、その他 その他と言うと非常に失礼―

ですけど、都城あたりの……。そういう方々

が、医師がふえていないと。これは、まあいい

です、時間が幾らあっても足りませんから。こ

れは特別委員会も設置されておりますから、ま

た後で徹底的にやっていきたいと思います。

資本主義社会ですから、お金が稼げるところ

に人が集まる。その方々に地域医療を道徳的に

訴えても効果がないことは、現状が示している

と思います。学校の先生たちは僻地勤務が誘導

されていると思いますが、医師についても、も

うそろそろ地域医療勤務を条件とするような制

度創設を国に働きかけていただいて、強力にそ

れを、例えば地域からそういった発信をすべき

だと思いますが、知事の見解をお願いいたしま

す。

医師の僻地勤務のこ○知事（東国原英夫君）

とでございますが、全国的な医師不足の中で、

地域における医療提供体制を確保していくため

に、国における抜本的な医師確保対策等の構築

が求められております。このため県では、国に

対し、医療機関の管理者要件として僻地勤務を

付加すること等の要望を行っているところでご

ざいます。また、全国知事会等を通じまして

も、同様の要望活動を実施しているところであ

り、引き続き他県とも連携しながら、国におけ

る抜本的な構築を求めていきたいと思います。

ぜひ頑張っていただきたいと○外山良治議員

思います。

児童相談所の件に関してお伺いをいたしま

す。児童虐待に関する相談件数の増加や相談内

容の多様化に伴い、緊急かつ高度な対応が求め

られている中、平成16年11月に児童福祉法が改

正され、児童相談に関する市町村の役割が明確

化されました。平成18年４月からは、中核市に

おいても児童相談所を設置できることになって

います。本県において人口の約３分の１を有す

るに至った宮崎市に、児童相談所への事務移譲

を検討する時期に来ていると思いますが、担当

部長の答弁を求めます。

児童相談所の○福祉保健部長（宮本 尊君）

業務の宮崎市への移譲についてであります。児

童相談所につきましては、児童福祉法上、都道

府県に設置義務がございますが、今お話にあり

ましたように、中核市等につきましても、政令

で個別に定めることにより設置が認められるよ

うになったところであります。現在、全国では

２つの中核市が、政令で指定を受けて設置をし

ているところであります。このように、法的に

は中核市等でも児童相談所の設置が可能となっ

たところでありますが、設置に当たりまして

は、専門職員の配置など、責任を持って事務を

執行する体制整備が重要であります。いずれに

いたしましても、御質問にありました宮崎市へ

の児童相談所事務の移譲につきましては、市の

ほうから具体的な相談・協議があれば、市側の

説明を十分伺ってまいりたいと考えておりま

す。

担当部長、もうそういう時代○外山良治議員

じゃないと思いますよ。地方分権の時代、そし

て、時間の関係で余り申し上げませんが、「中

核市における平成17年４月現在の児童相談所設
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置に関する調査報告」というのがあります。そ

の中で、中核市、35程度ありますが、都道府県

から設置要望があった市ということで、相模

原、岐阜、和歌山、高知、長崎、鹿児島。設置

の可否等の検討を行っている市の中に宮崎市も

入っています。ほとんど入っています。都道府

県から設置要望があった市のうち、検討を行っ

ている市というのも４市ございます。宮崎市の

場合は現在検討を行っている市の中に入ってい

ます。ですから、児童相談所というのは一番身

近な 知事も、すべての大人はすべての子供―

の教育者たれとか何とか言っておられました

が、そういうふうに、子供のことというのは市

町村の固有事務とするのが当たり前ですよ。ま

た、正確には忘れましたが、中核市移行に伴っ

て、宮崎市に私たちのような身体障がい者の事

務移譲がされました。ところが、療育手帳は児

相がやっています。依然として事務移譲されて

いません。こういう差がございますから、こう

いったことも含めて、積極的に宮崎市に、宮崎

県のほうから設置要望を行っていただきたいと

いうふうに、この点については要望にとどめて

おきます。また宮崎市長のほうにも、行けば応

ずるみたいよということを伝えておきます。

それから、植栽未済地の件ですが、ことしも

梅雨、台風シーズンを迎えました。一昨年、昨

年の未曾有の災害発生は、県民にさまざまな教

訓を与えたと思います。国立環境研究所の報告

書によると、100年後は温暖化によって九州の降

雨量は現在の1.7倍まで達すると予測をしており

ます。災害に強い県土を構築するためには、森

林の循環システムというものの確立が非常に大

事だと思います。現状は非常に厳しいものがあ

ると思います。人口の減少に伴う過疎化、担い

手の高齢化、先ほどおっしゃったとおり、不在

村の増加等々が拡大をし、植栽未済地の拡大を

招く一因ともなっているようであります。平

成14年度と比較し、19年森林ＧＩＳ調査による

植栽未済地域について、増減というものを答弁

していただきたいと思います。14年度と比較し

て減っているのか、ふえているのか。

植栽未済地に○環境森林部長（髙柳憲一君）

ついてでございますが、平成18年の１ヘクター

ル以上の植栽未済地は1,211ヘクタールでござい

ます。平成14年の植栽未済地は1,432ヘクタール

ということで、221ヘクタールの減少となってお

ります。

増加している地域というもの○外山良治議員

はございますか。

地域別に見ま○環境森林部長（髙柳憲一君）

すと、五ヶ瀬川流域、それから一ツ瀬川流域で

増加しております。五ヶ瀬川流域では252ヘクタ

ール、一ツ瀬川流域では29ヘクタール増加いた

しております。

一昨年の台風14号の流木等の○外山良治議員

数値について答弁を求めます。

台風14号の流○環境森林部長（髙柳憲一君）

木等の数という、ちょっと意味がわかりかねま

すが……。倒れた木のことでしょうか。

すり合わせは十分しておりま○外山良治議員

す。

外山議員に申し上げます。質○坂口博美議長

問の趣旨をもう一回お伝えいただけませんか。

私のほうから言います。お座○外山良治議員

りください。一昨年の台風14号では、例えば立

木が流木化した、これは10万立方メートルだっ

たと思います。13万6,000本、１ヘクタール大

体1,000本ぐらい植栽されると思いますが、これ

からすると136ヘクタールになりますよね。しか

し今、答弁でもございましたように、県北西部
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の植栽未済地がどんどんふえている。これはＧ

ＩＳ調査とおたくからいただいた数値、若干違

いますから、これは後ほど確認したいと思いま

す。よく川下の問題と川上の問題という表現が

されますが、県の北西部でそれだけ植栽未済地

がふえるということは、例えば1,000ミリの雨が

降っただけでも川下に多大な影響を与える。こ

ういった視点から、植栽未済地をいかになくす

か、これは不在村の問題、例えば、植栽未済地

で不在村がふえる、いわゆる管理しない、そう

いったところが木を切って再造林しない。再造

林しようにも、１ヘクタール65万から70万かか

りますよね、しかし、そういうお金もない。そ

ういう現状を含めて今後どうやっていくのか。

これをもう一度答弁してください。

今申し上げま○環境森林部長（髙柳憲一君）

したように、地域別に見ますと、県北部では植

栽未済地が増加しております。この主な原因と

いうのは、特に県北地域におきましては共有林

が多い。複数の者で所有する共有林が多いとい

うのもございます。また今、議員がおっしゃい

ましたように不在村化している、あるいは全般

的には所有者が高齢化しているという実態がご

ざいます。そういうことで、なかなか植林に対

する意欲が出てこないということで放置されて

いるのが理由であると。おっしゃるとおりでご

ざいます。

それにつきましては、まず、県北の特徴であ

ります共有林等につきましては、地元市町村等

を通じまして、所有者の方の合意形成、これを

まず図らなければ次に進みませんので、そう

いった合意形成に向けた指導を今後ともやって

いきたい。そして今、補助事業でございます再

造林を支援する事業がございまして、最高68％

という補助率がございますので、そういったも

のを活用しまして、未植栽地の植栽の推進を

図っていきたいというふうに思っています。

いずれにいたしましても、この植栽未済地の

問題というのは大変重要な問題でございますの

で、今後とも、市町村との連携をさらに強化い

たしまして、補助事業等の支援を行い、早期解

消に向けて努力をしてまいりたいというふうに

考えております。

一たん10万立方メートルの立○外山良治議員

木が河川等に流れてくると、これは産業廃棄物

ではない、一般廃棄物になる。そうすると、一

般廃棄物になると市町村がその流木処理に当た

らなければならない。また、県もその予算を計

上しなければならない。そういったことが川下

のほうにすごい負担としてかかってくる。です

から、担当部長には申しわけありませんが、ぜ

ひ頑張っていただきたいというふうに思いま

す。

監査委員会のあり方についてお伺いいたしま

す。私は、18年11月議会の総括質疑の中で、

「静岡県監査委員会は、裏金問題で監視をする

立場の監査委員事務局も含まれ、隠ぺい工作に

加担していたことから、出身母体に監査のメス

を入れることにもなり、仲間意識を一掃できな

い。こうした監査制度上の限界の解決策とし

て、事務局員の別枠採用。監査の精度・透明性

を確保するため、業務の一部を公認会計士等に

委託の検討。04年から財務会計の約50％を公認

会計士へ委託。結果、書記の監査で指摘できな

かった事例が多数見つかった。県によっては監

査委員に県庁ＯＢを充てる人事もあるが、同様

の弊害が懸念されることから、識見を有する者

は民間から起用し、勤務形態も常勤として、年

間600カ所の監査を実施している。代表監査委員

の見解と、会計年度の裏金等不正はなかった
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か」と質問をいたしております。

これらに対して代表監査委員の答弁は、「監

査委員の役割は従前にも増して重要となってい

る。県庁ＯＢ起用については、常に公正不偏の

態度で厳正な監査に当たっている。不正な公金

については厳正に審査した結果、不正事例はな

かった」「平成17年度定期監査、特別監査件数

は、本庁・出先機関等が275カ所、県の出資・補

助団体等が44カ所、合計319カ所実施した。特別

監査は実施していない」でした。しかし、今

回、不適正な会計処理が、現時点で全所属数292

の約16％で明らかとなっております。代表監査

委員の責任と見解を求めます。

現行の監査制○代表監査委員（城倉恒雄君）

度では、事務処理が法令等に従って適正に行わ

れていれば、私どもには、強制力を伴う調査権

がありませんので、不適正な事務処理を見つけ

るには一定の限界がございます。しかしなが

ら、今回の問題を深刻に受けとめ、今後はより

一層厳正な監査に取り組みまして、不適正な事

務処理の抑止に努めてまいりたいというふうに

考えております。

これはどういうふうに理解し○外山良治議員

たらいいんでしょうかね。今から申し上げま

す。地方自治法第199条第６項、これは第１点で

す。同様に、地方自治法第98条第２項、これを

どういうふうに理解したらいいんでしょう。な

おかつ、「監査委員は、監査のため必要がある

と認めるときは、関係人の出頭を求め、若しく

は関係人について調査し、若しくは関係人に対

し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は

学識経験を有する者等から意見を聞くことがで

きる」とされております。出頭を求めることも

できます。代表監査委員、答弁してください。

今おっしゃる○代表監査委員（城倉恒雄君）

とおり、監査委員は、民間人、有識者等につい

て出頭を求めることはできます。

出頭を求めて何しやはるんで○外山良治議員

すか。何ができるんですか。あなたはさっきは

何もできないとおっしゃいましたが、出頭だけ

求めて遊んでいるんですか。答弁してくださ

い。

先ほどの一定○代表監査委員（城倉恒雄君）

の限界があるというふうに申し上げましたの

は、私ども出頭を求めることはできますけれど

も、出頭を拒否された場合、あるいは証拠書類

の提出を拒否された場合、罰則規定がございま

せんので、そこでおしまいになってしまうとい

うことでございます。

拒否をされるかどうかという○外山良治議員

こととは別に、まずそのことをやってみるとい

うことが必要じゃないんですか。代表監査委

員、答弁してください。

今、私ども○代表監査委員（城倉恒雄君）

も、そのことを含めて検討しております。以上

です。

地方自治法の改正というの○外山良治議員

は、これは、ちょっと忘れましたが、私が生ま

れたときに施行されて、2006年に改正をされま

したよね。御存じですか。答弁してください。

2006年の改正○代表監査委員（城倉恒雄君）

がどういう内容かということは、私、今すぐお

答えはできません。

例えば出頭を求めて拒否をさ○外山良治議員

れた場合、その後追いができないということで

あれば、後追いができるように罰則規定を設け

るように、国のほうに求めるおつもりはござい

ませんか。

私どもも、全○代表監査委員（城倉恒雄君）

国あるいは九州の監査委員のいろいろな会議が
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ございますので、そこの場を含めて検討してま

いりたいというふうに思います。

ありがとうございました。こ○外山良治議員

れは、例えば副知事、県が監査委員会に、ちゃ

んとこういったことは監査をしてくれという要

求もできます。まずそれから出発をして内部調

査だと、私はそういうふうに思います。でも、

先ほど代表監査委員から、限界がありますとい

う答弁がございましたから、それはしようがあ

りません。今後、監査委員制度、これは執行す

る側、私たちのような チェック機能を果た―

しているかどうか個人的には自信がありません

が、それと監査委員、この三位一体がお互いに

牽制し合う、そういう関係でなければ、不正と

いうのは今後も、何とかを過ぎればまた発生を

することになるかもわかりません。これは、そ

ういった意味で監査委員会としても、また議会

等私たちも含めて、しっかりとした監視、お互

いの相互監視というものが必要なのかなという

ふうな気がいたします。

代表監査委員、先ほど申し上げたよう

に、2006年６月の地方自治法改正で、識見の監

査委員の定数を自治体の条例により増加できる

ようになっております。今後、宮崎県監査委員

会として、識見の監査委員の定数を 多くの―

自治体でそのことが今取り組まれております

２名増加する予定はありませんか。―

現段階では増○代表監査委員（城倉恒雄君）

員は考えておりません。

自分たちがしっかりしていな○外山良治議員

いのに増員も計画していない。知事が喜ぶん

じゃないでしょうか。本当に情けない話です。

障害福祉計画と自治体間格差についてお伺い

をいたします。厚生労働省研究班によると、刑

務所に服役している知的障がい者か知的障がい

者と疑われる410人を調べたところ、再犯者が７

割に上る一方、障害者基礎年金など福祉サービ

スを受けるために必要な療育手帳の所持者は26

人のみで、身元引受人は父母としているのは20

％。285人が累犯者、さらに身元引受人がいて仮

釈放を受けたのは２割で、社会への再参加機会

もなく、満期で出所をしている方々が大半と

なっています。元衆議院議員の山本譲司氏が、

秘書給与の流用を行い刑に服した獄中におい

て、現在の日本社会で進行しつつある大変な問

題を発見し、それらを本にまとめた「累犯障害

者」06年９月発行の中で詳細に記載をしており

ます。

その中で、「もちろん多くの場合、障害を持

つことが犯罪に結びつくことはない。家庭と社

会が障害者を支えるからだ。しかし本書に描か

れるケースの多くでは、障害者を最初に包み込

むべき家庭が崩壊している。現在の日本社会

で、家庭の支えがない状態で、社会の支えは有

効に機能しない」と、著者の山本氏は記述して

います。知事、ぜひお読みいただきたいと思い

ます。所管部長は既にお読みいただいていると

思います。感想と宮崎県の実態について、答弁

を求めます。私は、福祉の貧困がもたらした結

果だと考えます。

私も、山本譲○福祉保健部長（宮本 尊君）

司氏の本を読ませていただきました。この本で

は、知的障がいを持つ受刑者の多くが、出所後

も生活をする基盤を持たずに、結局、困窮する

ために犯罪を繰り返す結果となっているという

現実があること、また、その大きな要因とし

て、知的障がいという障がいを持ちながら、福

祉の援助を全く受けていない人が数多くいると

いうことを知りまして、大変驚いたところであ

ります。このような、福祉から見放されたとい
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いますか、見落とされた障がい者をなくすため

には、さまざまな機関や人々が連携をして、き

め細かな福祉を行うことが何よりも大切である

と、改めて感じたところであります。以上で

す。

もう時間も迫ってきました。○外山良治議員

宮崎県障害福祉計画が策定されています。施策

の基本方向、施策推進の視点等すばらしいもの

となっております。身近な市町村を中心とした

支援体制の充実では、「障がい者が地域で生活

していくためには、障がい者一人ひとりのニー

ズに対応した総合的な支援を行っていく必要が

ある。そのためには、障がい者にとって最も身

近な存在である市町村を中心に、相談対応、福

祉サービス支援等を行うのが効果的であり、市

町村の役割が大変重要になる。また、都市部と

山間部でサービスの格差が見られることから、

格差の是正に努める必要がある」と記述されて

います。障害福祉計画で定めた各種サービスの

確保について、福祉圏域間バランスに配慮し、

早急な格差是正を図る必要があると思います。

答弁してください。

おっしゃると○福祉保健部長（宮本 尊君）

おり、現状では、先ほども申し上げたように、

地域間の格差、あるいはそれぞれの市町村での

サービスの量、質に差があるかと思います。そ

れで、この障害福祉計画におきましては、そう

いったものを一番身近な市町村でまずは整備し

ていただくと。同時に、それがなかなか困難な

場合は、複数の町村で連携してサービスを確保

していくという考え方で、この計画をつくって

おります。以上です。

ありがとうございました。こ○外山良治議員

の福祉計画の中で、最も対応していただきたい

ことは、重度心身障がい児の方々のことです。

重心児の診療は、こども療育センターで行われ

ておりますが、県北、県西地域における診療機

能の早急の対応は喫緊の課題だと考えておりま

す。自治体間格差是正について、これはもう結

構です。一生懸命やってください。重心児は、

例えばショートステイ、デイサービス、日給

品、補装具等、各種サービスを利用することに

なります。私の場合には４年か５年に一度これ

をいただく。ただそれで済みます。ところが重

心児の場合は違う。そのことをまず念頭に置い

てくださいよ。保護者負担は限界に達していま

す。重度障がい児・者ほど負担が重くのしか

かっています。とんでもない障害者自立支援法

だと思います。そこで、総額で月額負担上限額

を設定すべきと思いますが、答弁をしてくださ

い。

今おっしゃっ○福祉保健部長（宮本 尊君）

たのは、例えば重症心身障がい児の方が、いわ

ゆる福祉サービスを利用する場合、あるいは車

いすなどの補装具を受ける場合、それぞれに１

割負担あるいは月額負担上限額が設定されて、

その分、経済的な負担が大きくなっているとい

うことかと思います。この考え方の基本としま

しては、例えば車いすなどの補装具とか、ある

いは外科手術を行う場合の医療につきまして

は、その費用負担が一時的であるために、毎月

発生する介護給付費とは別に計算をするという

考え方に立っておるわけであります。しかしな

がら、おっしゃるように、児童の場合は成長も

著しい、補装具等も短期間で更新しなきゃいけ

ないというようなこともございます。また、医

療においては、常時医療を受けなきゃいけない

という場合もありますので、これについては、

費用負担のあり方について、利用者の実態を十

分に踏まえる必要があると考えております。
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県におきましては、これまでも全国知事会等

を通じて、低所得者への配慮など利用者負担の

軽減等について国に要望してきておりますけれ

ども、今後とも、利用者の実態に即した負担と

なるように、国に要望していきたいと考えてお

ります。以上です。

もっとわかりやすく言うと、○外山良治議員

例えば重心児の場合には、車いすをいただく。

そうすると、補装具小児申請をすれば、アッパ

ーで35万。ところが、きょう雨が降る。子供を

ぬらしてはいかん。傘をつける。それとか２年

に１回車いすをかえる。それが35万かかる。そ

れの１割負担。その上に、それがたまらへんか

ら、ちょっと動かすと、自在化すると４年も

つ。そうするとその改造費が15万。そして、お

むつ、１万2,000円が上限。ですから、それ以上

使うとお金がない。だから、ペットの犬用のお

むつを買ってきて、それを自分の子供に当て

る。そして、たまにはほかの子供のためにショ

ートステイに預ける。またそれは別に負担。そ

してデイサービスにも預ける。それは別負担。

こういうふうにどんどん、どんどんトータルし

ていく。たまったものじゃない。これを国にど

うのこうのと言う前に、おむつとか 例えば―

胃瘻で食事をする場合どうかというと、医療行

為であるということで、これは診療報酬請求、

例えば自宅で胃瘻から食事する場合、チューブ

とか注射とかいうのは自分で買いなさいと、こ

うなる。わかりますか。こうするとすごい自己

負担になるんですよ。ですから、こういった医

療行為を自宅でする場合の診療報酬請求額以外

の自己負担、おむつ、この程度は、もう何やか

んや言わんと、県単事業でやっていただけんで

すか。答弁してください。

今おっしゃっ○福祉保健部長（宮本 尊君）

た中では、毎月の上限額の中におさまるものも

入っているかと思います。ただ、おむつ代につ

きましては、我々も調べまして、利用しておら

れる方々が、今、各市町村とも１万2,000円を上

限にしていると思いますが、それでは足りない

と。足りないといいますか、それを超してしま

うというようなことで、施設に聞きましても、

そういったことを確認しておりますので、県と

しては、おむつ代を支給している市町村に対

し、担当者会議等を通じまして、基準額の引き

上げ これは市町村で引き上げることは可能―

でありますので それを働きかけてきておる―

ところであります。そういった働きかけにより

まして、今後、各市町村において、基準額の引

き上げを行う予定となっております。以上で

す。

すばらしい答弁だと思いま○外山良治議員

す。おむつ代、ペットの犬のおむつを買ってき

て自分の子供にすると、そういうことだけはや

めにしてもらいたい。この点については解消で

きるということですから……。

それから、先ほど車いすのことを出しまし

た。重心児が２年に１回、大変ですよ。35万１

割負担、それに15万のパラソル、そういうのを

つけたときにですね。これは２年に１回、子供

が成長する、だから車いすをかえる。私のよう

にもう成長がとまった人間は５年に１回でいい

ですよ。ところが子供というのは成長するわけ

ですから、２年置きに35万も払うと大変です

よ。それだけじゃありません。車の改造も必要

です。ですから、育児放棄、もう頭抱えて育児

放棄、そういったことにもつながりますから…

…。だから、厚生省と、つい最近けんかをして

きました。そういった補装具小児成長、「成

長」をつけた。それで、ここ１週間か２週間に
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は もう連絡来たでしょう。そういうふう―

に、やっぱり自分たちが一番現場としておかし

いといったことは、ぜひ今後ともやっていただ

きたい。

教育もありましたが、時間が来ました。それ

で、これはただ感謝だけ一言、言っておきま

す。高校においても教育アシスタントを設置し

ていただいて、これは全国紙のトップに載っ

て、非常に感動しています。今後ともその方向

で、ぜひ頑張っていただきたいと思います。質

問を終わります。（拍手）

次は、33番水間篤典議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） この６月議○水間篤典議員

会も５日間の一般質問の最後となりました。

私、22番目、本当に最後の最後でありますが、

紅白歌合戦でいいますと大トリに当たりまし

て、通常では、歌手の中でも一番歌のうまい方

が締めるわけでありますけれども、今議会の最

後の一般質問となりますので、明快なる御答弁

をお願いしまして、質問に入ります。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

改めて申し上げるまでもなく、さきの県知事

選挙におきまして、知事は入札制度の改革の必

要性を訴えて選挙戦を戦われ、見事、当選を果

たされました。まことにおめでとうございま

す。議場でおめでたいことを言うのは初めてで

ございますから、お祝いを申し上げたいと思い

ます。

そして、この３月には「入札・契約制度改革

に関する実施方針」をまとめられ、予定価格250

万円以上の公共工事について、段階的に指名競

争入札を廃止し、平成19年度内には原則として

一般競争入札に移行することを明らかにされま

した。この一般競争入札の拡大により、確かに

競争性の確保は図られてきてはおりますが、ま

たその一方で、公共事業への依存度が高い本県

においては、建設業者の倒産の増加が懸念をさ

れておりまして 確かに増加をいたしている―

状況であります。建設産業は、地域の貴重な雇

用の場にもなっております。競争性だけを追求

するのではなく、業者の育成にも取り組むべき

ではないかと考えますが、知事の所見をお伺い

いたします。

次に、平成19年度予算と本県の財政状況につ

いてお伺いをいたします。

一般会計の６月補正予算額984億9,000万円を

含めた平成19年度の予算総額は、5,648億900万

円となっております。対前年度比2.6％の減で、

６年連続のマイナス予算となりました。このよ

うな大変厳しい財政状況の中、企業立地促進補

助金の限度額の大幅な引き上げ、あるいは災害

時安心基金の創設、「おもてなし日本一」に向

けた各種観光施策の実施など、知事のマニフェ

スト実現に向けて、知事のカラーの出た積極性

のうかがえる予算ではないかと存じます。

また、今回の６月補正で県債を224億円余の増

額補正した結果、平成19年度末の県債残高の見

込みは9,022億円となり、前年度末と比較して40

億円残高が減少しているのであります。昭和46

年以降で初めて県債残高が減少したとのことで

ありました。財政の健全化に向けて一歩踏み出

したものと評価できるものであります。しかし

ながら、このような巨額の県債残高は、この立

ちおくれた本県の社会資本整備を積極的に推進

してきた結果でもあることから、マイナス面ば

かりを取り上げることは適当ではないと考えて

おるのであります。この約9,000億円の県債残高

のうちには、後年度において交付税措置がある

ものも多く含まれているのではないかと思いま

す。そこで、約9,000億円の県債残高のうち、元
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利償還金が地方交付税によって措置されている

ものはどの程度あるのか、総務部長にお伺いを

します。また、あわせて、事務事業、県単補助

事業等の見直しについてはどのような経緯が

あったのか、お聞かせください。

次に、地域医療の問題についてであります。

地方における医師不足はますます深刻化して

おります。このままでは地域医療の崩壊にもつ

ながりかねない危機的状況でありまして、先ほ

どから、また、今までの一般質問でたくさんの

皆さんが質問されました。本県の人口10万人当

たりの医師数は218.4人、全国平均の211.7人を

上回ってはいるのですが、問題は、これらの医

師が宮崎東諸県圏域に集中し、そのほかの圏域

はすべて全国平均を下回っているということで

あります。私の地元でも、小林市立市民病院

で、医師不足から小児科が休止になり、住民に

とって不安な状況が続きました。幸い、ことし

４月から地元出身の小児科の医師が着任をされ

ましたものの、県内、恐らく今の状況で129名と

思いますが、小児科の約半数が宮崎東諸圏域に

集中しており、西諸県圏域はわずか６人にすぎ

ません。先ほどのお話もありました。毎年、医

師は3,500人から4,000人ふえていると聞いてお

りまして、平成10年から16年、この６年でも、

全国で２万人の医師がふえていると聞いており

ます。このような中でも、医師不足、地域偏在

の事態に至った原因はどこにあると認識されて

おられるのか、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

もう一つは、県の地域医療対策協議会が、小

児救急医療体制について、現在の７医療圏を３

つの医療圏に再編し、「こども医療圏」とし

て、その地域の実情に応じた小児救急医療体制

を整備するという方向を示したとのことであり

ます。私が大変心配しておりますのは、この広

大な県土がわずか３つの医療圏に再編されます

と、１つの圏域が余りにも広域的になり過ぎ、

救急体制として本当に必要な機能が発揮できる

のかということであります。特に、西諸圏域は

都城北諸圏域とともに県西部圏域として再編さ

れるのではないかと考えます。そうなると、拠

点となる病院は都城市内の病院のみとされるの

ではないかと、大変危惧しております。私は県

議会議員に当選してから８年間、この県西地区

の病院のあり方を再三、議場でも訴えてまいり

ました。小児医療においても、県西地区は県か

ら見放されているのではないかと感じざるを得

ないわけでありまして、２つの市を持つ県西地

区の住民感情としては、到底納得できないもの

であります。こども医療圏の設定によって、西

諸地区のように医療圏全体が小児医療などの空

白地帯となるような事態について、どう考えて

おられるのか、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

次に、空き店舗対策についてであります。

御案内のとおり、中心市街地は大型店の出店

などにより空き店舗などもふえ、地域のコミュ

ニティーや地域文化、伝統を支えるといった重

要な中心市街地の機能が衰退してきており、全

国的に中心市街地の空洞化が起きているのが現

状であります。本県においても、県内の商店街

は空き店舗がふえるなど厳しい状況が続いてお

り、地域経済の活性化や雇用創出の面で大きな

役割を果たしている商業が危機的な状況でもあ

ります。このような中、国において、中心市街

地における都市機能の増進及び経済活力の向上

を総合的かつ一体的に推進するため、いわゆる

まちづくり三法の見直しが進められました。そ

こで、この法の趣旨がどのように生かされてい
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くのか、このまちづくり三法に対する県の取り

組み状況と、今後の空き店舗対策についてどの

ような事業を展開していくのか、商工観光労働

部長にお伺いをいたします。

次に、配合飼料価格高騰対策についてであり

ます。

先般の報道によりますと、国内配合飼料の価

格上昇が昨年10月から始まり、先月までに、１

トン当たりの平均価格が５万3,000円で約１万円

値上がりしたとのことでありました。理由とし

ては、米国から輸入している配合飼料の主な原

材料・トウモロコシが、燃料用エタノールの需

要の高まりや、中国への輸出拡大などを受け、

値上がりした影響だということであります。

歴史を振り返りますと、世界的な穀物危機

は、昭和48年秋に発生した石油ショックによる

世界経済の著しい混乱と、昭和49年、米国の凶

作などによって一層深刻なものになり、我が国

においても未曾有の飼料価格高騰を招き、いわ

ゆる畜産危機の事態が生じたわけであります。

そのような中で、国においては、昭和50年に社

団法人配合飼料価格安定特別基金 現在は社―

団法人配合飼料供給安定機構となっております

が、この安定機構を活用し、値上がり幅が抑え

られているとのことでありますが、石油代替燃

料として、トウモロコシの燃料用エタノールに

向けた需要はますます高まっていくことが予想

されます。値上がりの傾向は今後も続くのでは

と心配をいたします。

そこで、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。県内の畜産農家におけるこの配合飼料価格

高騰の現状をどう認識されておられるのか。ま

た、私は、代表質問や一般質問で、口蹄疫対策

として国産稲わらの確保を再三質問してまいり

ました。やはり配合飼料等についても自給率を

高めていくべきと考えますが、今後の対策もあ

わせてお伺いをいたします。

次に、たくさんの皆さんから御質問がありま

した植栽未済地の問題についてであります。

単刀直入に知事にお伺いをいたします。最

近、現地視察もされたように聞いておるんです

が、この2,000ヘクタールと言われる植栽未済地

について、知事は今後どのような姿勢でこの問

題を解決しようとされておられるのか、お伺い

をいたします。

また、植栽未済地解消のための有効な対策に

ついて、今回の肉付け予算を含め、平成19年度

予算にどのように反映をされたのか、環境森林

部長にお伺いをいたします。

次に、建築物耐震化対策についてでありま

す。

昨年１月に施行されました改正耐震改修促進

法において、都道府県は、建築物の耐震診断や

耐震改修の促進を図るための計画を策定するこ

とが義務づけられました。この法律に基づき、

県では、本年３月、10年後の耐震化の目標を定

めた「宮崎県建築物耐震改修促進計画」を策定

されたところであります。この計画を見ます

と、想定される地震の規模や被害の状況では、

被害の最も大きい日向灘南部地震で、地震の規

模はマグニチュード7.5、死者数が914名、地震

等による建築物の被害、全壊・大破含め２

万2,645棟という多大な被害が想定をされており

ます。一方、住宅の場合、耐震化率としては72

％、学校や病院、デパートなど多数の人が利用

する特定建築物の耐震化率は76％となっており

ます。10年後の平成27年の住宅の耐震化率の目

標は90％とされておるのでありまして、今後10

年間で約２万7,000戸の耐震改修が必要となる

と、促進計画では述べられております。住宅に
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ついてはあくまでも個人でありまして、建物所

有者が改修するものであり、その面では資金な

どの問題もあり、達成が困難ではないかと考え

ます。この建築物耐震改修促進計画の実施に向

けた財政支援などの具体的な取り組みと今後の

対策について、県土整備部長にお伺いをいたし

ます。

次に、県立学校等の耐震補強についてであり

ます。

さきの質問にも関連をいたしますが、県内の

公立小中高の校舎や体育館などの耐震診断結果

を見ると、その結果に愕然といたします。耐震

診断の対象となったのは、昭和56年以前に建て

られた２階建て以上の建物で、県立学校448棟、

市町村立学校1,107棟のうち、県立学校で133

棟、約30％、市町村立学校で532棟、約48％が耐

震補強が必要と判定されたということでありま

す。言うまでもなく、学校施設は、児童生徒が

安全で安心して過ごせることが絶対条件であり

ます。しかも、緊急の災害時には応急避難所と

しての役割も担っている施設であります。この

ことからも、安全の確保というのは最重要課題

でもあります。厳しい財政事情というのは十分

認識をいたしておりますが、大規模地震が発生

してからでは遅いのであります。今年度は約８

億9,000万の予算にて、延岡工業高校、宮崎大宮

高校、小林高校など10校13棟を改修することに

なっております。しかし、このペースでいきま

しても、県立学校だけでも10年かかってしまう

ことになります。また、報告では、最低レベル

の耐震性であるのが29棟あるということであり

まして、これも一刻も早く耐震補強を行うべき

であると考えます。そこで、お尋ねをいたしま

す。県立学校の耐震化の現状及び今後の取り組

みについてどのようにお考えか、教育長にお伺

いをいたします。また、市町村立学校はまさに

義務教育の一環でありまして、国において全部

を対応すべきと考えます。教育長の見解をお聞

かせください。

最後に、地域の治安対策についてお尋ねをい

たします。

最近、全国的に暴力団組員等による事件が相

次いで発生し、特に長崎市長の射殺事件や愛知

県における人質立てこもり事件など、一般社会

の平穏な生活を脅かすものであります。一方、

本県におきましても、昨年、暴力団関係者によ

る殺人事件が発生するなど、暴力団の存在が市

民生活に不安を与えている状況にあります。そ

こで、本県における暴力団情勢とその取り締ま

り対策、さらには行政対象暴力について、あわ

せて警察本部長にお伺いをいたします。また、

刑法犯罪の発生及び検挙状況など県の犯罪情勢

等についてもお伺いをいたしまして、壇上から

の質問を終わります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

建設産業の育成についてであります。建設産

業は、社会資本の整備を通して、県民の生活を

支えるとともに、災害時の緊急対応や雇用の場

として大きな役割を担っております。県民の県

政への信頼を回復するために、入札・契約制度

の改革を推進しているところでありますが、公

共事業に大きく依存している本県建設業は、年

々、公共投資が減少する中、経営を取り巻く環

境は厳しさを増しております。このようなこと

から、県では、新分野進出や経営革新など意欲

ある企業の取り組みを積極的に支援するととも

に、技術と経営にすぐれた企業が成長できる環

境づくりを進めていく必要があると考えており

ます。また、今般の入札・契約制度改革におき
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まして、県発注の公共工事について、原則とし

て県内建設業者へ発注するとともに、入札参加

条件に地域要件を設けたところでございます。

さらに、受注業者に対して、下請業者は県内か

ら選定することや、建設資材について県内業者

から購入することなどを要請しているところで

もあります。県といたしましては、今後とも引

き続き、建設産業の育成に十分配慮してまいり

たいと考えております。

続きまして、植栽未済地問題についてであり

ます。植栽未済地につきましては、私も５月の

初めに、西米良村の伐採跡地の現地を見せても

らい、地元の方々からもお話を伺ってまいりま

したが、木材価格が長く低迷していることなど

から、切っても植えられないという厳しい現状

を目の当たりにしました。私は、本県の豊かな

森林資源を生かした林業の振興と、国土の保全

などの森林の多面的な機能の維持・発揮を図っ

ていく上で、植栽未済地の解消は大変重要な問

題であると考えております。最近、国産材の需

要が高まるなど追い風が吹いてきておりますの

で、この好機をとらえて、植栽未済地の早期解

消ができないものかと考えているところでござ

います。森林はかけがえのない県民共有の財産

であります。50年先、100年先を見据えて、森林

所有者が行う森林づくりを引き続き支援すると

ともに、県民や企業などの参加による県民総力

戦で森林づくり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〕

〔登壇〕 お答えを○総務部長（渡辺義人君）

いたします。

県債の元利償還金に対する交付税措置につい

てであります。県債の発行に当たりましては、

後年度の元利償還金に交付税措置のあるものを

可能な限り活用しているところであります。平

成18年度末の県債残高9,062億円ございますが、

このうち、その６割弱、金額にいたしまし

て5,000億円程度が基準財政需要額に算入される

見込みでございます。

次に、事務事業の見直しについてでありま

す。県単独の補助金を初め、すべての事務事業

につきまして、目的、効果などを検証しながら

ゼロベースから見直しをいたしまして、総額

で105億円程度、一般財源ベースでは56億円程度

になりますが、これらの財源を捻出いたしまし

て、新規事業で107件、新規事業の事業費ベース

の金額が約25億円になりますけれども、これら

その他の重要施策の財源として活用を図ったと

ころでございます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

まず、医師不足等の原因についてでありま

す。医師不足の主な要因といたしましては、平

成16年度の新たな臨床研修制度の導入や、若い

医師の間で専門医志向が高まっていること等に

より、医師の大学離れや都市部への流出傾向が

顕著になったことが挙げられます。その結果、

従来、大学が担っていた地域への医師派遣が困

難となり、これまで以上に、各地域において医

師の確保が厳しい状況になっているものと認識

しております。また、小児科等の特定診療科に

つきましては、休日・夜間の救急患者への対応

など、厳しい勤務環境が若い医師から敬遠され

る傾向にあることも一つの要因であると考えて

おります。

次に、「こども医療圏」についてでありま

す。こども医療圏は、現在の７つの医療圏で

は、医師の絶対的な不足によりまして、特に休

日・夜間の小児救急医療体制の確保などが困難

となっていることから、広域的な対策を検討す
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るために設定したものであります。具体的に

は、県内を県北、県央、県西の３ブロックに分

け、各ブロックごとにプロジェクトチームを立

ち上げ、地域の実情に合った小児救急医療体制

の構築等について、今年度から検討をすること

にしております。こども医療圏につきまして

は、必ずしも１カ所の拠点病院に医師を集中さ

せることを想定しているものではなく、地元の

医師会や市町村など関係機関で十分論議してい

ただいて、それぞれの地域に最もふさわしい小

児救急医療体制の構築を図ってまいりたいと考

えております。

なお、小林市立市民病院を初め、公立病院の

小児科医不足は深刻な状況にありますことか

ら、県といたしましては、引き続き、医師修学

資金による小児科医の育成確保はもとより、新

たに市町村と一体となった医師の確保に取り組

んでまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（髙柳憲一君）

えいたします。

植栽未済地解消のための平成19年度予算につ

いてであります。平成19年度の予算編成に当た

りましては、森林整備予算の重点化に努め、６

月補正予算では、植栽未済地の解消に向けた取

り組みを促進するための再造林や、高齢級間伐

の推進によりまして皆伐を抑制する「森林整備

促進対策事業」で４億8,000万円余を計上し、平

成19年度森林整備事業予算は、補正を含めまし

て19億7,000万円余をお願いしているところであ

ります。また、森林環境税を活用しまして、公

益性の高い森林内の荒廃地に植栽を行います

「広葉樹造林等推進事業」につきましては、当

初予算で拡充を図ったところであります。

今後は、植栽未済地の更新状況を継続的かつ

的確に把握いたします「森林地理情報システム

データ整備事業」を引き続き実施しますととも

に、市町村との連携を深め、伐採届の提出時に

森林所有者の意向を踏まえながら、適切な伐採

や速やかな再造林を指導して、植栽未済地の抑

制に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（高山幹男君）

お答えいたします。

まちづくり三法に対する取り組み状況等につ

いてであります。まちづくり三法は、コンパク

トでにぎわいあふれるまちづくりを目指しまし

て、今回改正されたものでありますが、国や地

方公共団体、地域住民及び関係事業者が密接な

連携を図り、地域が主体的にまちづくりに取り

組むことが求められております。このため県で

は、中心市街地活性化基本計画の策定に取り組

む市町村に対して、庁内連絡会議を設置し、助

言を行っております。また、今年度からは、関

係者の合意形成に向けた説明会等の開催経費を

助成することといたしております。

次に、空き店舗対策につきましては、これま

で、商店街等が実施する空き店舗を利用した子

育て支援施設や高齢者の交流施設、ギャラリー

の整備などの取り組みを支援してきたところで

あります。また、空き店舗をなくすためには、

駐車場システムの整備や商店経営の近代化など

により、にぎわいのある商店街づくりが必要な

ことから、中心市街地商業活性化基金事業等に

より助成を行っているところであります。今後

とも、市町村や商工団体などと連携し、空き店

舗対策を初めとする、にぎわいのある商店街づ

くりを支援してまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（後藤仁俊君）
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えいたします。

配合飼料価格高騰による畜産農家への影響と

自給率向上対策等についてでございます。配合

飼料の主な原料でありますトウモロコシ等につ

きましては、燃料用エタノールとしての活用に

より、循環型社会の形成への貢献が期待されて

おりますが、一方で、米国では燃料用エタノー

ルの生産が急速に増加していることから、結果

的に配合飼料価格が高騰する原因ともなってお

ります。本県では、年間約180万トンと全国第３

位の配合飼料の利用がありますことから、トン

当たり１万円の価格上昇を全額農家が負担する

ことになりますと、180億円に相当し、畜産農家

の負担はもちろん、関連産業まで含めますと大

きな影響があるものと認識いたしております。

このため、これまで取り組んでまいりました

稲わら確保等の粗飼料の増産対策に加えまし

て、配合飼料の自給率を向上させる対策といた

しまして、平成17年度に設置いたしました「宮

崎県食品残さ飼料化推進協議会」を核といたし

まして、焼酎かす等の未利用資源の飼料化をさ

らに進めてまいります。また、新たに配合飼料

用としましての飼料米の利活用についても検証

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〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（野口宏一君）

えいたします。

建築物の耐震化対策についてであります。住

宅の耐震化を促進するに当たりましては、所有

者等に対する耐震性の向上についての意識の啓

発と、耐震性の有無を確認するための耐震診断

の実施が重要と考えております。このため、県

といたしましては、阪神・淡路大震災を契機と

いたしまして、平成７年度から建築物防災展の

開催や無料の耐震相談窓口を設置し、県民の防

災意識の高揚を図るとともに、平成17年度から

は、木造住宅の耐震診断に取り組む市町村に対

する支援を行い、これまでに19市町において実

施されたところであります。御質問にありまし

た「宮崎県建築物耐震改修促進計画」につきま

しては、建築物の一層の耐震化を図るため、本

年３月に策定したところであり、県といたしま

しては、この計画に基づき、住宅の所有者等へ

の啓発を引き続き実施しますとともに、すべて

の市町村において木造住宅の耐震診断に取り組

まれるよう、積極的に働きかけてまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

学校施設の耐震化につきましては、児童生徒

の安全性を確保する観点から、極めて重要な課

題であると認識をいたしております。県立学校

につきましては、平成18年度までに耐震診断は

すべて終了し、耐震化率は80.1％で、前年度に

比べまして25.3ポイントと高い伸び率を示して

おります。本年度は、全庁的な耐震改修促進計

画に基づきまして、緊急度や優先度を考慮しな

がら、学校施設に係る整備計画を策定し、今

後、計画的な整備に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、小中学校の耐震化についてでありま

す。これまで小中学校の耐震化につきまして

は、国の補助制度を活用いたしまして整備がな

されており、昨年度、耐震化を一層進める観点

から制度の見直しが行われ、「安全・安心な学

校づくり交付金」制度が創設をされたところで

あります。この中で、「地震防災緊急五箇年計

画」に位置づけられたものは、補助率が３分の

１から２分の１に引き上げられたところであり

ます。これまで国に対しましては、全国知事会
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や全国都道府県教育長協議会などを通しまし

て、補助制度の充実をお願いしてきたところで

ございますが、先般も、国に陳情に行ったばか

りでございます。また、市町村に対しまして

は、国の新たな制度の周知徹底を図りまして、

耐震化を積極的に推進するよう、機会あるごと

に指導助言に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（吉田尚正君）

します。

暴力団情勢等についてであります。まず、県

内の暴力団情勢でありますが、本年１月１日現

在で、17の組織、約400名の構成員等を把握いた

しております。平成４年の暴力団対策法の施行

以来、全国的に組事務所から代紋とか名札を取

り外すといった形で組織の実態を隠ぺいする傾

向を強めておりまして、本県でも同様でありま

す。暴力団に対しましては、あらゆる法令を活

用した取り締まりを行っております。昨年は200

名余りの暴力団関係者を検挙いたしております

し、県内の暴力団２つの組織を壊滅いたしてお

ります。また、県外暴力団の進出阻止に向けた

対策も推進をいたしております。

また、行政対象暴力対策についてのお尋ねで

ありますが、平成15年には、県を初めとして全

市町村で「不当要求防止対策要綱」というもの

を制定いたしまして、警察との連携による情報

の共有を図っていただいております。また、平

成16年には、全国に先駆けまして、県内の全市

町村が警察と県弁護士会と連携をしまして、機

関誌の購読などの不当な要求を拒否する体制を

確立されております。このように、関係機関・

団体と連携をいたしまして、暴力団の排除活動

を積極的に推進いたしております。

最後に、県内の刑法犯罪の認知状況について

であります。平成14年に刑法犯の認知件数が１

万7,703件と過去最多を記録するとともに、検挙

率が過去最低の22.3％となりました。これを受

けまして、警察といたしましては、街頭犯罪な

どの抑止、それから検挙の対策に取り組んでま

いりました。その結果、平成18年の刑法犯罪の

認知件数は１万1,352件、これは４年連続の減少

でございます。検挙率も47.2％と向上いたして

おります。今後とも安全・安心の両面で、治安

回復に向けた取り組みを積極的に推進してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

るる御答弁をいただきまして○水間篤典議員

ありがとうございました。

ある結婚式で知事と出会いまして、知事、お

忘れのことだと思いますが、シーガイアでの結

婚式で小林の方だったんですが、まだ当然その

まんま東さんのお名前での出席でありました。

それから１年有余、ここでこうして出会いがで

きて質問ができる。その間に知事さんになられ

て、しかも86.7％の支持率と。どこに行っても

知事さん、黒山の人だかりでありまして、そう

いう知事さんと一緒になって議論ができること

を本当にうれしく思うところであります。

今、るる答弁をいただいた中で、約9,000億の

県債残高のうちに６割、約5,000億とそんな話

が、元利償還金が地方交付税によって措置され

るということでありました。今までは起債充当

比率ということでありましたけれども、呼び名

が変わりまして、実質公債比率ということであ

ります。これが15％いくかいかないかというよ

うなことで、地方の借金がどのような状態にあ

るのかということがわかるわけですが、本県に

おいては12.2％、全国７番目という意味ではよ

い状況だというふうに思うんです。非常に厳し
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い財政、厳しい、厳しいと言いながら、この実

質公債比率を見ると、全国７番目にいいという

状況は、すごいものじゃないかなと思うんで

す。このような状況を考えまして、まだある意

味では積極的な財政措置が可能だと思います

が、知事の所見はいかがでしょうか。

最初の質問でござい○知事（東国原英夫君）

ますが、おととしの11月にシーガイアの結婚式

場で、確認でございますが、たしか小林の「あ

りん子」という居酒屋さんの結婚式だったと思

います。覚えております。

御質問の内容でございますが、本県におきま

しては、過去の経済対策等で多額の県債を発行

したことに伴い、今後、公債費が大幅に増加す

る見込みでございます。また、県債の元利償還

金に対する交付税措置につきましては、地方交

付税の基準財政需要額に算入されております

が、三位一体の改革で地方交付税の総額自体が

削減されていること等により、本県に交付され

る地方交付税は大幅に減額されているところで

ございます。本県にとりましては最大の歳入財

源である地方交付税の今後の動向は大変不透明

であり、本県財政はこれからも多額の収支不足

が見込まれるなど厳しい状況でありますので、

新たな財政改革推進計画を着実に推進していく

ことが必要であると考えております。

次に、知事は、入札制度改○水間篤典議員

革、この談合事件によってどうしても、ある意

味、宮崎で起きた事件ということにかんがみ、

そして、そのことを宮崎県から全国に発信する

んだというような気持ちの中でこの250万という

金額を設定された、そんなふうに聞いておるん

です。ただ、今、質問もいたしましたように、

この現状、とにかく建設業者の皆さん方が非常

に厳しい状況になっている。実を言いますと、

昨年の倒産件数は76件、544億という負債金額な

んですよ。それがことしの１月から５月まで、

この76件がもう41件。その中の建設業者、もう

既に21件倒産をしている。これはテクノウッド

さんが建設業者になるのか、ちょっとそこはあ

るんですが。競争入札によって余りにも数字

を、落札率を追っかけることで非常に大変に

なっている状況、そこらあたりで倒産をすると

いうのが、先般も質問にありました。同じ業者

が５件続けて落札をする、あるいは同じ金額

で、同点といいますか同率で、同じ金額が入っ

てしまう。そのようなことを考えますと、予定

価格あるいは最低制限価格、こういうものが設

定されるということでありますが、この予定価

格、最低制限価格、いつ、だれが、どこでつ

くっていくのか、お聞かせいただけますか。

予定価格及び○県土整備部長（野口宏一君）

最低制限価格につきましては、宮崎県の財務規

則に基づきまして適正に積算されました設計書

により、入札前に契約担当者でございます本庁

の課長または出先機関の長が定めているところ

でございます。具体的には、予定価格は、それ

ぞれの現場条件に照らし、最も妥当性があると

考えられる標準的な工法で施工する場合に必要

となる経費を、県で定めている標準歩掛かり等

により積算したものでございます。

また、最低制限価格は、公共工事の品質確保

や下請保護などを含めた適正な施工の確保の観

点から、工事に必要な材料費、労務費等の直接

工事費や、機械の運搬や現場内の安全管理費等

の共通仮設費と、現場労働者の労務管理や法定

福利費等の現場管理費に一定係数を乗じて算出

した合計額をもって算出しているところでござ

います。

今、予定価格あるいは最低制○水間篤典議員
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限価格の決め方についてお聞かせをいただいた

んですが、知事は、入札改革の中で、内部通報

制度あるいは罰則の強化、天下りの制限、条件

付一般競争入札、電子入札、あるいは郵便入

札、あるいは総合評価方式と、いろいろ入札改

革を自分のマニフェストに書いておられるわけ

であります。そういう中で、先ほど言いました

ように、本当に競争をするだけで実際、建設業

者が生活していけるのかどうか。こういうこと

を考えますと、建設業者の今、県全体の総生産

を見ますと、県全体では３兆5,937億円、そのう

ち建設業は8.6％、約3,100億円なんです。これ

は農業粗生産が3,200億円ですから、それに匹敵

する数字でもあります。また、従業者あるいは

従業員数を見ましても約10％なんです。県全体

で事業者数５万6,522社、そのうち ちょっと―

これは古いのかもしれませんが 約6,000社。―

そして、従業者数が55万2,000人のうち約10％、

５万6,600人と、このような雇用にも非常に大切

な建設業を営んでいる皆さん方が、競争入札の

中で、余りにも数字だけ追っかけて、落札率だ

けを追っかけて、非常に大変なことになってい

ると私、思っているんです。そこで、その最低

制限価格というここに、これを引き上げるとい

うような方向では何か抜本的な見直しをされる

ようなこと、あるいはそういう手続はどうお考

えでしょうか、お聞かせください。

最低制限価格○県土整備部長（野口宏一君）

の引き上げ等について御質問ですけれども、最

低制限価格の算定方法につきましては、「入札

・契約制度改革に関する実施方針」の中で、入

札・契約制度改革の検証を行い、今後も検討を

行うこととしております。また、民間の有識者

で構成いたします公共工事入札適正化委員会等

において、継続的に改革の進行管理や検証を行

うこととされております。したがいまして、最

低制限価格のあり方などの見直しを行う場合に

は、個々の工事の実行予算等の検証を行ってい

くとともに、業界等の意見をお聞きした上で、

公共工事入札適正化委員会の意見を踏まえ決定

していくこととなります。このような手続を踏

むことによりまして、県民の皆様の県政に対す

る信頼の回復と、より公正かつ透明な入札・契

約制度の確立につながるものと考えておりま

す。

ぜひ検討していただきたいと○水間篤典議員

思います。それと、もう一点、これは知事にお

尋ねをいたしますが、建設業界の業務委託をさ

れている皆さん、測量設計とか、地質調査、あ

るいは設計監理の業界の皆さんなんですが、こ

こには、予定価格はあるけれども、最低制限価

格はない。ことしの４月、５月の落札状況を見

ますと、びっくりするぐらいの、いわゆるダン

ピングがあるんですよ。2,340万程度で予定価格

が設定されているのに910万で落札している。そ

の差額といったら1,430万なんです。これで本当

に適正な事業ができるかどうか、設計ができる

か。そういうことが、40％を切る、たったの67

件の中に40％を切るのは７件あるんですよ、50

％切るのが。今後この問題は考えていかない

と、この業界だけが最低制限価格がないという

のも問題であると思うんですよ。ですから、そ

ういう意味では、適正な品質確保をする、先ほ

どのお話もあります。そういう中でダンピング

対策をどうにか考えていかれて、そして、知事

がよく言います宮崎モデルで、この業界にも最

低制限価格を設定するというお考えはありませ

んか、知事にお尋ねします。

御案内のように、入○知事（東国原英夫君）

札・契約制度改革というものは、さきの談合を
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受けて、透明にし、クリーンにし、自由で平等

で公平公正な競争を確保するという趣旨のもの

でございます。そういう趣旨ではございます

が、ただ単に落札率を下げればいいというもの

ではございません。それは認識しております。

ただ、本県の建設土木業者等の数は、人口に比

しますと非常に他府県よりも多いという供給過

多という状況が、現状の認識でございます。と

いうのは、今まで自然淘汰がされていなかった

という面も、ある意味言われていることじゃな

いかと、こう思っております。

御案内のダンピング等のことでございます

が、いわゆる低価格での入札というのは、こう

いう改革にはつきものでございます。成果品の

品質低下とか、業者の疲弊、労働条件の悪化と

いうのは非常に懸念されるところでございま

す。私といたしましては、最低制限価格につき

ましては、業者の保護育成等も含めまして、そ

ういった意味も含めまして、国や他府県の事例

等もかんがみながら、適宜検討してまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。他○水間篤典議員

府県のこともあります、ぜひそういうものを参

考にしながら、宮崎モデルで最低制限価格の設

定に向けて研究をいただきたいと思います。

時間が来ましたが、先ほど環境森林部長から

答弁をいただいた中で、森林整備促進対策ある

いは広葉樹の造林等の推進、こういうことの中

で、具体的にどのような効果が期待できるの

か。またあわせて、この問題は、木材価格との

関係もあると思うんですよ、再造林という意味

では。今後の木材価格の動きはどうなって、ど

のような価格であれば積極的な植栽ができる、

再造林ができる、植栽未済地の問題が解消へ向

かうかということもあわせて御答弁いただけま

すか。

まず、事業の○環境森林部長（髙柳憲一君）

効果についてでございます。再造林は、早期の

森林化が図られ、県土保全などの公益的機能の

効果が当然出てまいります。また、高齢級間伐

の推進は、伐期の長期化が図られることにより

まして、植栽未済地の発生を抑制しますととも

に、切った後に下層植栽が２～３年程度で充実

してくることから、土砂流出防止などの効果が

高まるものというふうに考えております。さら

に、森林環境税を活用し、ダム等の上流域の公

益保全上重要な箇所に広葉樹を植栽することに

より、水を蓄え、災害に強い森林が造成される

ものと期待をいたしております。

次に、木材価格の動向などについてでござい

ます。平成18年度の木材価格は、県の森林組合

連合会市場の平均価格で見ますと、１立方メー

トル当たり１万900円となっております。今後の

見通しとしましては、市場関係者等の意見を総

合しますと、大手住宅メーカーや合板業界ある

いは集成材業界などで、さらに国産材にシフト

する動きも見せておりますことから、国産材の

価格は高くなるものと考えております。また、

木材価格がどれくらいになれば植栽が行われる

のかということにつきましては、これは森林所

有者の意向あるいは地域の実情等もございま

す。一概には申し上げられませんが、現在の市

場価格で積算をいたしますと、これまでの経費

を差し引いて、１ヘクタール当たり約60万円の

収入になります。しかし、さらに再造林した場

合には、先ほど出ておりますように約60万円の

自己負担というのが必要になります。したがい

まして、今の木材価格が植栽を行える最低限の

価格であるということで、今以上の木材価格の

上昇が必要であるというふうに考えておりま
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す。

○水間篤典議員 質問も余りいいほうじゃな

かったんですが……。南日本新聞の「若い目」

という欄で掲載をされた、これは小林出身で鹿

児島の池田高校に行っておられる方で、「新し

い風」ということで―知事はお読みになりま

したか。ちょっと読ませていただきます。「新

しい風」ヨシタニユリさんという方です。「先

日、私のふるさとの宮崎県に新しい風が吹い

た。東国原英夫知事の誕生だ。私は、知事選に

そのまんま東氏が出馬すると聞いて、まさかタ

レントが知事になることはないだろうと思っ

た。しかし、投票日が近づくにつれ、テレビや

新聞などで知事選の報道や記事をよく目にする

ようになり、驚くべき事実を知った。一番有力

な候補者がそのまんま東氏だというのだ。私の

脳裏に一瞬、大丈夫かなという不安がよぎっ

た。その彼は当選し、知事の座についている。

県民の中には私と同様に不安を抱いている人も

少なくないと思う。だが、この知事選で宮崎県

の知名度は高まったと思う。そして今、鳥イン

フルエンザの問題にも、みずからが宮崎県産の

地鶏の安全性やおいしさをＰＲしている。私は

こんな知事の姿を見て、宮崎が変わるかもと

思った。過去の不祥事など懸念される部分も多

いかもしれないが、逆風にも負けてほしくな

い。そして、私の大好きな宮崎の地に爽快な風

を吹かせてほしい」、こういう投書がありまし

た。

ちょうど私の手元に入りましたので、御紹介

申し上げますが、本当に全国の、そしてまた宮

崎県民総じて、知事の今の動向を見守っており

ます。私ども県議会も常にオール野党と言われ

ながら、こうして知事と一緒に、一問一答で

あったり、こういう問題になりましたけれど

も、一生懸命頑張ろうじゃありませんか。これ

で質問を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第19号及び第20号採決

○坂口博美議長 ここで、さきに提案のありま

した議案第19号「公安委員会委員の任命の同意

について」及び第20号「人事委員会委員の選任

の同意について」を、一括議題といたします。

お諮りします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第19号及び第20号について、一括してお

諮りいたします。

両案については同意することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第18号まで並びに報告

第１号及び第２号並びに請願委員会付

託

○坂口博美議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第18号まで、並びに報告第１号及

び第２号の各号議案について、質疑の通告はあ

りません。

当該議案及び今期定例会において本日までに
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受理した請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせします。

あす20日から26日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、６月27日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後３時３分散会

平成19年６月19日(火)


