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◎ 議長の報告（普通会計決算特別委員会

正副委員長互選結果）

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45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。

ここで、さきに実施されました普通会計決算

特別委員会における正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

普通会計決算特別委員会

委 員 長 中 村 幸 一

副委員長 中 野 明

○坂口博美議長 以上で報告は終わりました。

◎ 議案第16号から第21号まで追加上程

○坂口博美議長 次に、本日の日程は一般質問

でありますが、お手元に配付のとおり、知事よ

り議案第16号から第21号までの送付を受けまし

たので、これらを日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ございませんか。〔巻末参照〕

〔「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。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の概要について御説明申し

上げます。

まず、議案第16号、平成19年度一般会計補正

予算案についてであります。今回は、東九州自

動車道の高鍋―西都間における行政代執行に要

する経費について、補正予算を編成することと

いたしました。補正額は一般会計1,000万円であ

ります。この結果、一般会計の歳入歳出予算規

模は5,682億3,608万9,000円となります。

今回の補正の内容について御説明申し上げま

す。東九州自動車道の門川―西都間につきまし

ては、現在34カ所の補償金目的の植栽行為が確

認されているところであります。このうち高鍋

―西都間の２カ所につきましては、去る10月４

日に宮崎県収用委員会が損失補償なしとの裁決

を行い、土地の明け渡し期限を11月23日までと

しておりましたが、いまだ樹木等の撤去がなさ

れていない状況であります。このため、11月26

日、起業者である西日本高速道路株式会社から

県に対し行政代執行の請求がありましたことか

ら、今般、樹木撤去等の代執行手続に要する経

費について措置することといたしました。これ

に要します歳入財源は繰入金62万2,000円、諸収

入937万8,000円であります。県といたしまして

は、西日本高速道路株式会社が公表している門

川―西都間の平成22年度から平成26年度までの

順次供用について、県民の皆様の強い期待にこ

たえるべく、一年でも一日でも早く開通できる

よう全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

続きまして、議案第17号は、収用委員会委員

稲留一哉氏が平成19年12月28日をもって任期満

了となりますので、その後任委員として田中寛

氏を任命いたしたく、また議案第18号は、収用

委員会委員熨斗新八郎氏が平成19年12月28日を

もって任期満了となりますので、その後任委員

として同じく熨斗新八郎氏を任命いたしたく、

土地収用法第52条第３項の規定により、県議会

平成19年12月10日(月)
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の同意を求めるものであります。

次に、議案第19号は、収用委員会予備委員眞

茅喜久氏の後任予備委員として同じく眞茅喜久

氏を任命いたしたく、また議案第20号は、現

在、収用委員会予備委員１名が欠員となってお

りますので、予備委員として島内清茂氏を任命

いたしたく、土地収用法第52条第３項の規定に

より、県議会の同意を求めるものであります。

最後に、議案第21号、拡大造林事業特別会計

補正予算案についてであります。県営林におけ

る農林漁業金融公庫からの借入金について、伐

採予定時期を10年以上延長することを借りかえ

条件とした低利の転換資金が創設されたことか

ら、利子負担の軽減を図るために、借りかえに

要する経費を措置することといたしました。補

正額は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７

億5,900万円を追加するとともに、地方債につい

て、新たに７億4,460万円を措置するものであり

ます。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。以上です。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○坂口博美議長

一般質問◎

それでは、ただいまから一般○坂口博美議長

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、13番前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○前屋敷恵美議員

ございます。きょうから始まりました一般質問

のトップを務めさせていただきます、日本共産

党の前屋敷恵美でございます。

それでは、早速質問に入ります。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

先月28日、知事公舎で開いた県民ブレーン座

談会の場で、知事が「徴兵制はあってしかるべ

き」と発言した問題が、マスコミ各紙で報道さ

れました。そして、県内外から抗議が殺到した

ことも報じられています。我が党は30日、この

知事発言は戦争肯定につながる重大な発言だと

して抗議し、発言の撤回を求める申し入れを行

いました。徴兵制とは、国民が軍務に服するこ

と、すなわち国が軍隊を持つことを意味しま

す。しかし、現憲法は、日本の引き起こした戦

争の反省の上に立って、その９条で戦争放棄を

宣言し、戦力不保持を明記しています。した

がって、徴兵制は現憲法上認められないもので

あり、「徴兵制はあってしかるべき」などとい

う発言は、憲法遵守の立場に立たなければなら

ない知事としては許されるものではありませ

ん。まずは、この発言の撤回、取り消しを求め

るものです。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 徴兵制発言○知事（東国原英夫君）

等についてであります。さきの発言につきまし

ては、今日の我が国において、国民の規範意識

の欠落、希薄化、あるいは道徳観の崩壊が強く

感じられる中で、教育論として、また社会構造

の変化への対応策として、農林水産業分野、医

療介護分野、災害復旧・消防分野等について、

若者を一定期間、義務的に学習させる制度を国

の政策として構築すべきではないかと常々考え

ていたことから申し上げたものでございまし

た。しかしながら、さきの発言については、例

え話としては飛躍し過ぎていて、不適切な発言

だったと認識しております。以上でございま

す。〔降壇〕
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私は、今回の知事の発言○前屋敷恵美議員

は、公人でないときの話であったとしても、今

の時代、問題だというふうに思いますが、まし

てや、知事の立場で例え話として片づけられる

ものではないというふうに思います。しかも、

知事は、マスコミに「カメラは回さないで」と

断って徴兵制発言をされましたが、十分に批判

が出ることを想定しての発言だったのではない

でしょうか。そうであれば、さらに問題だとい

うふうに私は思います。若者に道徳や倫理観、

社会のモラルが欠けている、だから強制的に規

律を重んじる機関で教育することが必要だと考

えておられるようですが、今、防衛庁を舞台に

繰り広げられている、軍事費に群がる企業や官

僚の規範意識、道徳や倫理観をどのようにお考

えでしょうか。社会のモラルハザードは、こう

した中から起きているのではないでしょうか。

ましてや、若者を徴兵や徴農などという絶対服

従の体制の中において教育すること自体、精神

主義で国民を戦争に駆り立てていった、間違っ

た教育に逆戻りすることではないでしょうか。

押しつけや強制の中では人の心は育ちません。

このことについてどうお考えでしょうか。

昨今、日本全体の倫○知事（東国原英夫君）

理意識、規範意識というのが欠如している、そ

う思っております。それは子供から大人までそ

うであると思っております。特にそういった社

会を是正するというか、そういうところでは教

育というものが非常に重要なポジションを占め

ると思っております。もちろん教育は、地域社

会あるいは家庭、学校の三位一体でやらなけれ

ばいけないことはもとより、その三位一体でや

らなければいけない教育が、今いかがでしょう

か。崩壊しつつある部分もあるのではないかと

考えております。少年犯罪の若年化 もちろ―

ん規範意識あるいはモラルを持った若者も大勢

おります。しかし、一部の人間といいますか、

かなり多くの部分でそういった規範意識、モラ

ル意識が欠如しているものと考えています。そ

の中で、今の学校教育、家庭教育、地域教育が

できない部分を、ある意味、ある程度義務化し

て、若者に就業体験などをさせる時期がある程

度あってもいいんじゃないかと考えての発言で

ございました。以上でございます。

子供たちや若者にだけ規範○前屋敷恵美議員

意識や道徳意識を強要するというのは、いかが

なものかというふうに思います。社会全体の問

題としてとらえていかなければならない問題だ

というふうに私は思っております。強制の中か

らは、決して素直な心も道徳も育つはずがない

というふうに私は思います。

ここで、改めて知事の平和や歴史の認識につ

いて伺いたいと思います。

知事はこれまで、外国人特派員協会の会見

で、「従軍慰安婦の存在は確証がない」との発

言や、靖国神社を参拝するなどしていますが、

従軍慰安婦を強制され犠牲となった韓国の方々

が、女性として、また人間としての尊厳をかけ

て、日本政府へ真摯な謝罪を求めています。ま

た、靖国神社は、日本の侵略戦争を正義の戦争

だったと正当化する場にしている神社です。そ

こに、日本が引き起こした侵略戦争への反省は

全くありません。ですから、政府の閣僚が参拝

すること自体、国内外で厳しい批判を受けてい

るわけです。一連の知事の発言や行動は、歴史

の史実を認めず、世界の平和の流れに逆行して

いるのではありませんか。知事の見解を伺いた

いと思います。

最初の質問でござい○知事（東国原英夫君）

ますが、強制は社会の秩序をなくすものではな
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いかというような発言がございましたが、義務

というのは、教育も、納税もそうですが、ある

程度強制を伴っております。そしてまた、従軍

慰安婦問題に関しましては、平成５年８月４日

の内閣官房長官談話が政府の基本的立場であり

ますので、私としてはこれを尊重したいと考え

ております。以上です。

知事、歴史の史実、真実は○前屋敷恵美議員

一つです。この史実をしっかりと踏まえて、戦

争放棄の平和憲法遵守の立場で、これからの県

政に当たっていただきたい、このことを強く申

し上げるものでございます。

次に、在日米軍再編に伴っての新田原基地で

の米軍訓練移転問題に関して伺います。

我が党は先月20日、在日米軍再編に伴う新田

原への米軍訓練移転の中止を求めて、防衛省に

要請を行いました。その中で防衛省は、日米両

政府が基地滑走路の補強や米軍宿舎の建設など

新たな基地強化を検討していることを明らかに

いたしました。このことは、ことしの３月、新

田原基地で日米共同の現地調査が行われて、滑

走路の損傷が激しいなどの指摘を受け、Ｆ15戦

闘機のみならず、Ｃ17大型輸送機も使用可能に

する、恒常的な大規模訓練に必要な施設の改善

が求められたことによるものです。我が党は、

こうした米軍の大規模訓練のための基地の整備

強化は、新田原基地の米軍基地化につながり、

騒音被害をさらに拡大させ、事件や事故の危険

性を増大させるもので許されないと、厳しく抗

議をいたしました。知事は、こうした基地の再

編強化が行われようとしていることについて、

どのように受けとめられるでしょうか。お伺い

したいと思います。

在日米軍再編は、我○知事（東国原英夫君）

が国の平和と安全保障に関することであり、国

において適切に対処されるものと認識しており

ますが、私は知事として、県民の生命や財産を

守る責務がありますので、地元の負担や不安が

軽減されるよう、機会あるごとに、地元自治体

と九州防衛局との協定書を遵守し万全の対策を

講じるよう、国に対して申し入れを行ってきた

ところであります。県といたしましては、今後

とも地元自治体と十分連携をとりながら、地域

の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考え

ております。

その協定が今、非常に危う○前屋敷恵美議員

くなってきている状況があるわけです。この協

定では、基地の訓練使用は年４回、56日以内と

なっていました。ところが、この４回を取り

払って、年間56日以内であればいつでも使え

る、このような協定無視を平気で行うことを

今、明らかにしています。しかも、新田原基地

に配備されているＦ15戦闘機は、墜落事故を頻

繁に繰り返している機種です。先月もアメリカ

・ミズリー州で墜落事故を起こして、同機種の

訓練が一時ストップされました。しかし、十分

な原因調査も行われないままに訓練が再開をさ

れて、この新田原でも再び訓練がＦ15戦闘機を

使って行われています。これでどうして住民の

安心・安全の暮らしが保障されるでしょうか。

訓練再開に当たって、県のほうにそういう連絡

通知はあったのか、もしなければ、原因究明を

求めて公表することを要請するべきだというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。

訓練に関しては、日○知事（東国原英夫君）

米安全保障条約のもとになされているわけでご

ざいまして、我が国の平和と安全の保障につい

ては、国において適切に対処されるものと考え

ております。

しかし、この協定がどんど○前屋敷恵美議員
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んなし崩しにされるという状況では、住民の安

全・安心は守れないわけですから、その一つ一

つに県として責任ある立場で対処していただき

たい、このように思うところです。

また、私どもは防衛省に、住民の健康被害に

ついて、特に難聴問題についても対応するよう

に求めました。ところが、防衛省は、平成９年

に調査したが因果関係は確認できなかった、だ

から今後も調査するつもりはないと、まことに

無責任な態度でありました。しかし、調査をし

た激甚地区の717世帯では、6.7％が難聴を訴え

ておられます。静かに暮らしたいという当たり

前の願いすら踏みにじってはばからない訓練

は、さらに米軍の訓練移転で騒音被害はより深

刻になるというふうに思われます。

また、先月５日から16日には、新田原基地も

参加をして日米共同統合演習が行われました。

今回の演習は、イラク戦争やアフガンを想定し

て、日本全土と周辺海域で弾道弾ミサイル対処

訓練など、より実践的な、大規模な演習が強行

をされたところです。アメリカのこうした地球

的規模で行う先制攻撃戦略に基づく在日米軍再

編の本質を、日本は今しっかり見きわめなけれ

ばならないときにあるのではないでしょうか。

日本がこうしたアメリカの先制攻撃戦略に加担

をして、再び戦争する国に向かっていこうとす

る、この国の誤りを今こそ食いとめなければ、

私どもは大きな禍根を残すというふうに思いま

す。そのためにも、この宮崎から米軍訓練移転

の受け入れを撤回する立場を、改めて知事とし

て表明すべきではないでしょうか。見解を伺い

たいと思います。

国の政策で、国際社○知事（東国原英夫君）

会貢献あるいは日米安全保障条約等に照らし合

わせて適切に対処してもらっていると思いま

す。以上でございます。

国がやることだから仕方が○前屋敷恵美議員

ないと、そのまま受けとめていたのでは、県民

の皆さんの暮らし、平和は守ることができない

というふうに思います。やはり問題が起きれば

対処していく、その立場を貫いていただきた

い、このように思います。

では、次に移ります。

次は、後期高齢者医療制度について伺いま

す。

来年４月から実施されようとしております後

期高齢者医療制度は、75歳以上の人を後期高齢

者と呼び、ほかの世代から切り離して独立した

医療保険にするもので、際限のない負担増と差

別医療をもたらすとして、実施を前に強い批判

が噴出をしております。具体的には、健康保険

等の扶養家族となっていて保険料を負担してい

ない人も含め、75歳以上のすべての高齢者が保

険料を払うことになります。しかも、介護保険

と同様に、年金から保険料は天引きをされる。

保険料を払えない人からは保険証を取り上げ、

医療が受けられなくなります。また、受けられ

る医療にも上限をつけて、包括払い（定額制）

という別建て診療報酬を設けるとしています。

保険料も示されたところですけれども、新たな

負担を強いられる高齢者には、まさに過酷な状

態が及ぼうとしています。

こうした余りにも高齢者の実態を見ない内容

に、日本医師会が制度の全般的な見直しを求め

る見解を発表し、全国で老人クラブを初め国民

の不安と怒りの声が上がっています。高齢者に

「これでは、うば捨て山じゃないか」と言わせ

るような後期高齢者医療制度の撤回を政府に求

めるべきと思いますが、福祉保健部長の答弁を

求めます。
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後期高齢者医○福祉保健部長（宮本 尊君）

療制度は、今回の医療制度改革の大きな柱の一

つである、超高齢社会を展望した新たな医療保

険制度体系の実現ということから、制度の創設

が行われたものであります。今後、高齢化のさ

らなる進展により老人医療費の増大が見込まれ

ていることから、国民皆保険を堅持し、将来に

わたり医療保険制度を持続可能なものとしてい

く必要があることから、この制度が円滑に行わ

れることが重要でありますので、県としても、

しっかり取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

政府はこれまでも、とりわ○前屋敷恵美議員

け高齢者に対して負担増を強いるなど、一連の

やり方を行ってきましたけれども、この後期高

齢者医療制度は、その中でも高齢者いじめのき

わみだというふうに思っています。この制度の

運営は、各県の広域連合が行うことになります

けれども、特に低所得者に対して、保険料や窓

口一部負担の減免を行うなど、医療を受けられ

ない事態が生じないようにすることが必要で

す。また、75歳以上であっても、病気の早期発

見・早期治療は大切です。これまで市町村が実

施をしておりました健診内容が後退しないよう

にすることが重要だというふうに思います。

そこで、県が、広域連合が独自に低所得者層

の保険料の減免措置を講じるための財源補助、

また健診事業に対しての補助をすることが求め

られていると思います。当然、国に対してもそ

の負担の責任を負うことを求めることも必要で

すが、県からのこうした助成をぜひ実現させる

べきだというふうに思います。部長の見解をお

願いいたします。

後期高齢者医○福祉保健部長（宮本 尊君）

療制度におきましては、低所得者に対する保険

料の負担軽減措置、こういったものがとられて

おります。この負担軽減のための支援措置とし

ての保険基盤安定制度、あるいは高額医療費の

負担に対する支援、こういったものは県が負担

をしておるところでございます。県としては、

こういった支援をしながら、関係機関と一体と

なって、制度運営が円滑に行われるよう取り組

んでまいりたいと思っております。また、後期

高齢者に対する健康教育とか健康相談、あるい

は健康診査などの保健事業につきましては、広

域連合が法律上、事業の一環として実施に努め

なければならないことになっておりますので、

県としては独自の支援については考えておりま

せん。

それは、制度の中で決めら○前屋敷恵美議員

れた減額措置が講じられるということでありま

して、高齢者に対しての負担は非常に重いもの

があるわけです。ですから、県の新たな助成と

いうのは、広域連合が、高齢者の健康と医療を

守る特別の公共団体として総合的な役割、責任

を果たしていくためには、とりわけ必要なこと

だというふうに思います。私は、ぜひ検討して

いただいて、宮崎の今日を支えてこられた高齢

者の皆さん方の健康と暮らしを守るためにも、

県はその責任の一端をぜひ担っていただきたい

というふうに思います。

今、政府は、この制度実施を前にして、制度

導入にあわせて始まる70歳から74歳の窓口負担

の１割から２割への倍加を１年延期する、ま

た75歳以上の被扶養者が新たに負担を迫られる

保険料を半年凍結する、このような負担軽減措

置を打ち出しております。しかし、負担の先延

ばしをする一時しのぎの対策でしかありませ

ん。導入前から、まさに欠陥のある制度だとい

うことも物語っているというふうに思うわけで
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す。世界に例のない年齢差別の後期高齢者医療

制度の実施を中止して、だれもが安心してかか

れる医療制度に改革することこそが必要である

というふうに思います。このことを申し上げま

して、ぜひ県がその役割を担っていただくこと

を要望したいというふうに思います。

では次に、同じく福祉保健部長にお答えをい

ただきますけれども、障害者自立支援法施行に

伴う県の施策についてお伺いをいたします。

昨年４月にこの自立支援法が施行されて、１

年半が経過をいたしました。我が党国会議員団

は、ことし８月から９月にかけて、２回目の障

害者自立支援法の影響調査を行いました。既に

１回目の調査でも、利用料が応能負担から応益

負担に変わったことで、障がい者やその家族に

過酷な負担を強いていることが明らかになりま

したが、県内での状況も例外でないことは、

私、６月議会でも申し述べたところです。今回

の調査の中でも、ある身体障がい者入所授産施

設で、給食費負担が重くなったことで通所者が

給食をとらなくなった、こうしたことなどが生

じていることが報告をされています。政府が発

表した調査でも、施設利用を中止した人が1,625

人、利用日数を減らしている人は4,114人にも

上っています。また、事業所の運営も、報酬が

月払いから日払いになったことによって、１割

から２割の減収を余儀なくされ、運営が困難に

なり、その結果、利用者や家族に新たな負担を

求めたり、職員の削減にも及んでいます。改め

て、この自立支援法施行後、県内の利用者や施

設運営の状況などがどうなっているのか、ま

た、地域での生活の受け皿となるグループホー

ムの整備はどうなっているのか、お伺いしたい

と思います。

まず、障害者○福祉保健部長（宮本 尊君）

自立支援法施行後の施設の運営状況につきまし

ては、報酬の日額化などによりまして、収入の

減少が見られておりますけれども、国の特別対

策で、今年度から法律施行前の９割の報酬が保

障されることとなったため、一定程度の改善が

図られていると考えております。

次に、施設からの退所者につきましては、県

のほうでも調査をいたしておりますが、県内に

は約3,000名の施設利用者がおられます。このう

ち、昨年の４月から６月までの３カ月間で33名

の方が施設を退所されております。また、昨年

の７月からことし６月までの間では、１名の退

所にとどまっております。

それから、グループホームの整備につきまし

ては、現在85カ所、定員431名となっておりまし

て、引き続き必要な整備を進めることとしてお

ります。以上です。

この自立支援法の施行に○前屋敷恵美議員

よって負担が増大をしてきた障がい者の方や家

族の方には、大変な状況が強いられているわけ

です。政府はこうした実態の中で、利用料負担

の上限額の軽減などを含んだ1,200億円になる特

別対策を昨年12月に打ち出さざるを得なくなり

ました。しかし、障がい者が精神的にも金銭的

にも過酷な負担を強いられていることには変わ

りはありません。やはり応益負担の撤回こそ必

要ではないかというふうに思います。そこで、

国に応益負担の撤回を求めるとともに、利用料

の負担軽減、また作業所への助成など、県独自

の支援策を講じるべきだというふうに思います

が、改めて部長の答弁、見解を求めたいと思い

ます。

障害者自立支○福祉保健部長（宮本 尊君）

援法、１割負担ということでありますが、それ

につきましては、それ相応の低所得者に対する



- 83 -

平成19年12月10日(月)

負担の軽減措置等が措置されておりまして、県

としては、それについての支援もやっておると

ころでございます。県独自の支援といいまして

も、今の制度の中での支援について取り組んで

いきたいというふうに思っております。

制度の中での支援だけでは○前屋敷恵美議員

足りないから、県の新たな助成を求めているわ

けでありまして、障がいを抱える方々の立場に

立った施策をぜひ検討していただきたい、この

ように思います。

また、障害程度区分の問題では、厚労省が示

しました、平成23年度までに入所施設利用者の

１万1,000人削減を目標にして、今、全国の自治

体で、障害福祉計画に基づいて、障がい程度が

３以下の人が施設退所の基準となることが、家

族にとっては大きな不安材料となって、もう既

にこういうことを聞いた方が退所をされてい

る、こういう状況が今、広がっております。特

に問題なのは、知的障がいや精神障がいについ

て、実態に即した程度区分の判定が行われるか

どうかということであります。直接は市町村が

判定を認定するわけですが、実態に合った認定

になっているのか、今の現状はどうかをお聞か

せいただきたいと思います。

障害程度区分○福祉保健部長（宮本 尊君）

につきましては、いわゆるコンピューターによ

る１次判定、それをもとに福祉や保健等の有識

者で構成する市町村審査会での２次判定を経て

認定を行っておるところでありますが、特に知

的障がい、精神障がいについては、障がいの特

性から、１次判定で低い認定結果になりがちで

あるということは認識をしております。このよ

うなことから、県におきましては、特に２次判

定を行う市町村審査会で、障がい者の実態を踏

まえ慎重な審査を行うよう、市町村を指導して

いるところであります。また、国に対しまして

も、１次判定が障がいの特性を反映したものと

なるように、全国知事会等を通じまして、見直

しを要望しているところであります。

ぜひ、認定に当たっては、○前屋敷恵美議員

機械的な判断で３以下の人を一律に退所させる

ことがないように、徹底して市町村への県の指

導を強めていただきたいというふうに思いま

す。

障害者自立支援法は、今、国民の声に押され

て、この１年の間に２回も制度の手直しを迫ら

れるなど、まさに欠陥法律であることが明らか

になっております。障がい者にとって最もふさ

わしくない法律だと言えるわけです。私は、早

急に県からも、応益負担の廃止や、施設への報

酬を月払いに戻し、経営の安定を保障するこ

と、小規模作業所への補助基準の大幅な引き上

げ、障がい者一人一人の実態に合った障害程度

区分の認定基準の見直し、また医療費１割負担

の撤回などを積極的に国に要望する、働きかけ

ていくことが必要だと思います。再度このこと

を要求したいと思います。ぜひ、国へも県内の

障がい者の実態を伝えて、制度の改善に向けて

取り組んでいただきたいと思います。

いろんな新し○福祉保健部長（宮本 尊君）

い制度で、始まった当初、いろいろ円滑にいか

ない部分もあるかと思いますが、それにつきま

しては、国に対して要望すべきところは要望し

ていきたいと思います。

では、次に移ります。○前屋敷恵美議員

入札制度改革に伴っての諸問題、特に建設業

の倒産と失業対策について伺います。

官製談合事件から１年が経過し、現在、司法

の場で一連の事件の解明が進められています。

県は、この事件で浮き彫りにされた県の談合体
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質の一掃に着手し、入札改革を進め、来月には

指名競争入札が全廃をされ、すべて一般競争入

札で行われることになります。談合を廃し、透

明性を確保し、条件に応じてだれでも入札に参

加できるという点では、開かれた公共事業の発

注・受注であることは間違いありません。とこ

ろが一方で、落札率が７割台に下がり、経営難

に陥る会社も出ています。また、公共事業の大

幅な削減と相まって、ことしに入って建設業の

倒産は10月までに50件、負債総額は119億円余に

上っていることが明らかにされています。この

ことは、地域経済にも大きく影響をし、何と

いっても多くの失業者をつくってしまうという

点でも大問題だというふうに思います。県は、

入札制度改革に当たって、県内業者や地元業者

優先の地域要件を加味するなどの手だてを講じ

られてきたというふうに思いますが、それが徹

底されているのか、お尋ねしたいと思います。

県土整備部長の答弁を求めます。

建設産業は、○県土整備部長（野口宏一君）

社会資本の整備を通しま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受け皿

として大きな役割を担っているところでござい

ます。このため、入札制度の改革に当たりまし

ては、地域における建設産業の役割を考慮し、

県発注工事については、原則県内業者に発注す

るとともに、工事の規模や種類などを勘案し

て、地域要件を設定しているところでございま

す。さらに、県発注工事の全受注者に対しまし

ては、契約ごとに、工事施工に当たり、その一

部を下請に出す場合には県内業者に優先的に発

注すること、また、建設資材を購入する際には

県内業者から購入することを要請しておりま

す。

先ほども申しましたが、公○前屋敷恵美議員

共事業の総額が大幅に縮小されるという状況の

中で、厳しい経営状況に置かれています建設産

業の活性化のために、県としてどのような施策

を講じているのか、また、建設業者が新たな分

野に進出する、また挑戦するために、県として

の支援を行っているというふうに聞いておりま

すが、どのような内容なのか、あわせてお答え

いただきたいと思います。

県におきまし○県土整備部長（野口宏一君）

ては、平成16年12月に宮崎県建設産業活性化プ

ランを策定し、関係部局と連携を図りながら、

経営革新に取り組む意欲のある企業を支援する

とともに、技術と経営にすぐれた企業が適正に

評価され、伸びていける環境づくりを進めてい

るところでございます。一例を申し上げます

と、専門家によります経営相談窓口の設置や、

新分野進出を促進するためのセミナーの開催、

経営革新プラン策定に要する経費助成等を行っ

ているほか、入札参加資格審査におきまして、

技術力のある企業を高く評価しているところで

あります。また、９月補正予算におきまして

は、建設産業支援対策事業等を創設いたしまし

て、専門家による地区別講習会の開催や新分野

への進出を促進するための助成などにも取り組

んでいるところでございます。

新しい分野に進出するそう○前屋敷恵美議員

いった企業を応援するために、助成も行ってい

ると聞いているんですけれども、その具体的な

中身についてお答えください。

この制度でご○県土整備部長（野口宏一君）

ざいますが、経営基盤の強化を図るため、建設

業を営みながら、新分野への進出・定着を図る

ために必要な経費を助成するものでございまし

て、設備整備に必要な経費や、新分野で必要と

される技術習得のための研修経費、販路開拓の
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ための見本市出展経費など広く助成の対象とし

ているところで、１社当たり50万円を限度とし

ております。なお、11月中旬から実施しており

ます地区別の講習会におきまして、助成制度の

内容について十分周知を図るとともに、現在、

補助金の交付申請を受け付けているところでご

ざいます。

限度額が50万円の支援とい○前屋敷恵美議員

うことでありますけれども、この程度では、新

分野に挑戦をして何とか経営をつないでいこう

という、それには少額過ぎるのではないかとい

うふうに私は思います。企業誘致の対策費など

と比較をしても、かなり少額だというふうに思

いますが、もっと手だてを講じてもいいのでは

ないか、そしてまた、系統的なその後の支援も

必要だというふうに思いますが、いかがでしょ

うか。

今回の助成制○県土整備部長（野口宏一君）

度につきましては、大幅な公共事業費の減少に

伴い倒産も倍増するなど、建設産業を取り巻く

環境が大変厳しくなっておりますことから、こ

れまでの支援策に加えまして、建設業者の新分

野への進出意欲をさらに高めるため、補助金の

給付にまで支援策を拡大したというものでござ

います。この補助金につきましては、機械器具

の購入やノウハウの取得など、初期経費の一部

を支援するものであり、本格的な事業展開に当

たりましては、中小企業融資制度など従来の支

援施策を活用していただくという形になりま

す。

いずれにしましても、企業○前屋敷恵美議員

の倒産を防いで、新たに地域で頑張っていただ

く企業を育てていくためにも、継続的な支援を

ぜひ、支援費の増額も含めて検討していただき

たいというふうに思います。

次に、失業対策について伺います。

現在、雇用情勢は極めて厳しい状況にありま

すが、相次ぐ建設業者の倒産などで新たな失業

者がふえています。10月の倒産はことし最多

の14件、そのうち７件が建設業者という状況に

あります。雇用を確保することも重要ですが、

失業者をつくらないことがより重要になってい

ます。建設業に限らず、企業を支えるこうした

方策を講じることが必要と思いますが、商工観

光労働部長の見解、対策をお聞きしたいと思い

ます。

失業者の○商工観光労働部長（高山幹男君）

対策についてでありますけれども、これにつき

ましては、ハローワークによる職業紹介のほ

か、雇用相談員によります就職相談、あるいは

新たな技能の習得を求める離転職者への職業訓

練などにより、再就職の支援に努めておりま

す。また、地域への影響が懸念されるような企

業倒産が発生した場合には、関係機関と一体と

なりまして、情報収集に努めますとともに、雇

用保険の早期支給などに取り組んでいるところ

でありますけれども、今後とも労働局等と緊密

な連携を図りながら、再就職の支援に努めてま

いりたいと考えております。

この失業対策は、雇用対策○前屋敷恵美議員

とあわせて非常に重要ですので、失業者を新た

につくらないという観点はぜひ持っていただい

て、その対策を進めていただきたいと思いま

す。

先ほども私、引き合いに出しましたが、誘致

企業対策費、かなりの高額ですし、また誘致企

業100社を目指しながら、一方では倒産企業がふ

えるという 所期の目的を達したことになら―

ないわけですね、100社を目指しながら、企業倒

産が出るということは。今、地元企業を支える
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県の役割、ぜひ果たしていただきたい、このこ

とも申し上げて、次に移りたいと思います。

次は、指定管理者制度についてです。

私、総括質疑の中でもこの問題を取り上げさ

せていただきましたけれども、現在、62の公的

施設の維持管理を特定の民間企業、団体にゆだ

ねております。しかし、民間にゆだねたといっ

ても、そこに公的責任や公共性が損なわれては

ならないことは言うまでもありません。質疑の

中でも例を挙げましたけれども、県営住宅の維

持管理について、電話や直接の応対が悪い、も

との制度に戻してほしい、こういう声も今、寄

せられているところです。管理が適正になされ

ているか、県民サービスの提供がなされている

か、指定管理者に対する県のチェックが必要で

あり、法的にも、自治体は常に指定管理者に報

告を求め、必要な指示をすることができるとさ

れています。自治体から具体的な指摘や働きか

けをするためにも、その施設の利用者の評価シ

ステムを構築することが必要ではないでしょう

か。施設によっては、利用者運営委員会を設け

たり、モニター制度を取り入れるなど、住民や

利用者が直接、評価にかかわる体制が必要と思

いますが、県民評価のシステムの構築ができな

いか、答弁を求めたいと思います。

今お話のございま○総務部長（渡辺義人君）

した第三者的な機関の設置ということでありま

すが、既に施設利用者代表を含む評価委員会を

設置している施設もあるところでございます。

ただ、私どもといたしましては、利用者の声に

つきましては、利用者アンケート等を実施し

て、その把握に努めているところでありまし

て、県としては、これらを十分に活用しなが

ら、利用者のサービスの向上が適切に図られる

ように、そのような対応を引き続き工夫を重ね

ながらしていくことが大事なことであろう、こ

のように考えております。

ぜひ公共性が損なわれない○前屋敷恵美議員

ように、また公的なサービスが十分に行われる

ような、こうしたシステムの構築、今後も検討

を重ねていただきたいというふうに思います。

それでは、残りの時間がなくなりましたが、

最後に、妊婦健診の促進について伺いたいと思

います。

厚生労働省は少子化対策の一環として、こと

し１月、胎児や母親の健康状態を診断する妊婦

健診について、公的助成による無料妊婦健診の

回数を現在の原則２回から５回以上に拡大する

ことを決め、平成19年度中の実施を目指すとし

て、既に各市町村へはその通知がなされており

ます。安心して元気な赤ちゃんを産みたいと願

うお母さんたちにとって、この通知は朗報とし

て、大きな期待を持って受けとめられておりま

す。宮崎県での受けとめと実施状況はどうか、

お聞かせください。

妊婦健診につ○福祉保健部長（宮本 尊君）

きましては、母体あるいは胎児の健康を確保す

るために重要であります。このため、妊婦健診

の公費負担につきましては、お話にありました

ように、今までの２回から５回程度へ公費負担

をふやすよう、国から通知が出ております。本

県におきましては、今年度は８市町村において

５回の公費負担が実施されております。また、

その他の市町村におきましても、健診の拡充に

向けて、現在検討中でございます。

現在、８自治体ということ○前屋敷恵美議員

ですが、30市町村のうちの８市町村ですから、

取り組みはこれからだというふうに思います。

最近、全国で出産に当たって胸を痛める出来

事が続けて報じられました。その一つが、こと
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し８月、奈良県で異常を訴えた妊婦を12の医療

機関に打診したけれども、受け入れる病院が見

つからず、救急車の中で死産をするという痛ま

しい事態でした。この事例は、周産期医療体制

の整備の問題などの原因はあったものの、かか

りつけ医での健診を全く受けていない妊婦で

あったということも原因していると見られま

す。妊婦の体調が全くわからない、いわゆる飛

び込み出産は高いリスクを負うために、受け入

れをためらう医療機関も少なくないと分析をさ

れています。現在、全国的にかかりつけ医での

診察を経済的な理由で受けない妊婦がふえてい

ることが言われていますが、宮崎県も決して例

外ではありません。来年春に出産予定だという

お母さんは、健診しないと不安だけれども、１

回5,000円から6,000円はかかる診察料負担がと

ても大きい、健診内容によってはもっとかかる

んだと。とりわけ若い世代にとって経済的な負

担が大きくのしかかっている状況が示されてい

ます。厚労省は都道府県に対しても、妊婦が受

けるべき健康診査は、公費負担で14回程度が望

ましい、経済的理由により受診をあきらめる者

を生じさせないためにも、５回程度の公費負担

を実施することが原則であるとして、その時期

や内容まで示して、市町村が積極的な取り組み

を図るよう、周知徹底することを通知していま

す。この間、県としてどのような取り組みをさ

れたのか、今後どのように促進を図るのか、県

としてどんな援助ができるのかも含めてお答え

いただきたいと思います。

妊婦健診の一○福祉保健部長（宮本 尊君）

層の促進に向けて、県としましては、関係機関

との調整 これはいわゆる健診料の問題でご―

ざいますが を今、図っておるところでござ―

います。それと、おっしゃるように、公費負担

制度がありながら健診を受けないという方もお

られるわけでして、受診の重要性について、妊

婦の方あるいは県民の皆さんに、より周知を徹

底していきたいと考えております。

赤ちゃんの元気な産声は、○前屋敷恵美議員

私たちに生きる勇気を与えてくれます。授かっ

た大事な命を失うことのないように、母子とも

に健康な出産ができるように、すべての市町村

での実施に向けて、県がその役割を十分に果た

していただくよう、要望したいというふうに思

います。

今、県も財政難の中で厳しい財政運営が迫ら

れておりますけれども、きょう質問をいたしま

した高齢者医療の問題、また障がい者の問題、

そして子供たちを抱える人への子育て支援の問

題など、いずれも県民の皆さんを大いに支えて

いく、こういう役割が今、県政に求められてい

るというふうに思います。国が次々と予算を

削ってくる、こういった中ではありますけれど

も、県民の皆さんの安心できる暮らしを支えて

いくというのが、自治体としての本来の役割で

すから、その立場にしっかりと立って、郷土の

平和と安全、暮らしを守る、この立場で県政運

営を進めていただきたい。このことを最後に要

望いたしまして、一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。（拍手）

次は、53番中村幸一議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） きょうも、○中村幸一議員

たくさんの傍聴者の皆さんが詰めかけられてお

ります。中村幸一の話を聞きに来られたのか、

あるいは知事の顔を見に来られたのか、定かで

はありませんが、来ていただいたことに感謝を

申し上げながら、一般質問をしていきたいと思

います。

今年もいろいろございました。やはり一番う
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れしかったことは、この４月の選挙で都城市民

の皆さん方の温かい御支援で当選させていただ

いたことであります。この議会にこうして参画

できているということは、本当にありがたいこ

とであります。これは一回落選してみないとわ

かりません。連続当選していると当たり前のよ

うに思いますから、やっぱり初心に返って、

ちゃんと議会で頑張らなくちゃいけない、この

ように思ったところでございました。

さて、非常に残念なことが11月17日にござい

ました。実は静岡県の沼津市で、沼津工業高校

だったんですが、全国の測量技術者大会がござ

いました。これに我が母校であります都城工業

高校が 宮崎県で優勝し、そしてまた九州で―

優勝しました 全国大会に行ったわけであり―

ます。私も同窓会長でありますから、沼津まで

見に行きました。測量の応援というのは、声を

出して応援するわけにいかないので、じっと見

ているだけですが、何と全国第２位になりまし

た。準優勝です。これが野球であったら、空港

から都城まで凱旋です。そして、マスコミも

わっと取り上げたでしょう。全国２位になって

も、どこの新聞社、テレビも取り上げない。教

育でこれだけ頑張って全国２位になるのに何も

取り上げないというのは、今のマスコミはどこ

かおかしいと私は思っております。本当に残念

でありました。一生懸命頑張っている人たちを

マスコミは取り上げてやらないといけないなと

いうことを感じたところでございました。残念

だというのはそのことでございました。

さて、通告に従って質問をしていきたいと思

いますが、知事にお尋ねいたします。私、長年

県議をやっていまして、県庁の職員にもたくさ

ん友達がおります。また、焼酎大好きですか

ら、たまには一杯飲むこともあるんですが、

今、県庁職員の一番の関心事というのは、やっ

ぱり知事のことなんですね。知事はどのくらい

宮崎県で腰を据えて知事職を全うされるんだろ

うか、こういう話なんです。「何でそんなこと

を言うか」「いや、あの人気ですから、衆議院

にくらがえするんじゃなかろうか」とか、そう

いう話が出るわけです。やっぱりトップがしっ

かりしておらないと ふらふらしているとい―

うわけじゃありませんが そういう疑問を持―

たれるようなことじゃいけませんので、当選す

ればのことですが、どのくらいの期間、はっき

り答えると３期ぐらいでしょうけれども、その

ぐらいおられるのか。トップに立つ人がひょっ

としたら逃げるんじゃないか、こう思われる

と、部下は一生懸命働けない。そのことをひと

つお答えをいただきたいと思います。

後は自席からやらせていただきます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

私が知事を志しましたのは、地方の活性化

は、地方と国が力を合わせて車の両輪となって

やらなければならないわけですが、私としては

地方の立場で尽力したいという気持ちからであ

りました。特にまた、官製談合事件による宮崎

県政の危機、そして長年にわたって一向に宮崎

の元気な様子が中央には聞こえてこないという

ことに対して、宮崎県人としての悔しさ、じく

じたる思いがあったわけでございます。宮崎は

このままでよかっちゃろかい、宮崎のために私

ができることをとにかくすべてやりたい。宮崎

をどげんかせんといかん、何とかせんといか

ん、私がこれまで培ってきた経験や人脈、スキ

ルを今こそ宮崎のために還元して、この豊かな

宮崎を日本じゅう、世界じゅうに全力でＰＲし
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ていくことで、宮崎の再生を図りたいというこ

とでございます。そのような思いから、芸能界

を引退し、宮崎に骨を埋める覚悟で知事選に立

候補し、知事となって今日に至るまで、寝る間

も惜しんで東奔西走、日々力の限りに県勢の浮

揚に努めてきたつもりであります。私は、今後

とも知事を志した初心を忘れず、与えられた任

期の一日一日を県民の皆様との約束を果たすた

めに誠心誠意努めてまいることを、県民の皆様

にお誓い申し上げるわけでございます。以上で

ございます。〔降壇〕

今の答弁で、骨を埋める覚悟○中村幸一議員

ということでございましたから、このことを聞

いて、皆さん一安心したんじゃないかなと思い

ます。これも知事がまだ人気の衰えがないから

でありましょう。私の孫が今、東京から帰って

きているんですけれども、私にこう言いまし

た。グランパ グランパと言わせるんです―

ね。じいちゃんと言わせると年とったような気

がしますから、グランパ。知事がテレビに出て

いたんです。「この人、知っている」「だれな

の」、６歳なんですが、「これはね、東国原英

夫というんだよ」「何する人よ」「宮崎県の知

事だよ」、こう言うんですね。「おれは何か

知っている」「知らない」と言って逃げました

けれども、そのぐらい有名でありますから、皆

さんが心配をして、そういうことがいろいろ話

題になるんだと思います。

次に、副議長をさせていただいて、知事と何

回もいろんな会合で会うわけですが、知事があ

いさつされるのは非常にうまい、上手である。

これは認めます。しかし、そういう会合に行か

れたときに、来ていらっしゃる方は、何かおも

しろいことを言ってくれないかなという期待が

ある。知事もその期待にこたえようとなさる。

それで、笑いをとりたいということで、時々失

言をされるわけですが、やはり県議会、それか

ら職員をネタにすることは余りよくないんじゃ

ないか。差しさわりのない部分はいいんです。

県議会と職員をネタにする。ああ言った、こう

言ったとは言いませんが、それはやはり自粛さ

れたほうがいいのではないかなと思いますが、

御所見を賜りたい。

最近、講演会などで○知事（東国原英夫君）

県民の皆様に対してお話をすることが多々ござ

います。その際、最も心がけているのは、県政

を身近に感じてもらうことであります。話すに

際しまして、専門用語や抽象的な言い回しを多

く用いたのでは、一般の方の理解はなかなか得

られないと思います。まして、知事の話は難し

いとなれば、次から皆様に耳を傾けてもらえな

くなったりする懸念もございます。そこで、県

における私自身の失敗談や具体的なエピソード

を適度に交え、聞き手にリラックスしてもらう

中で、県政を語り、県政を考えてもらおうと努

めているところでございます。その際、どうし

ても議員の皆さんや職員の皆さんに触れずには

話が進まないような場面もあることを御理解い

ただきたいし、先ほど中村議員も冒頭、傍聴者

は知事を見に来たのかというような、私をネタ

にされている部分もございました。議員の方々

も、折に触れて私のネタをしゃべっているとこ

ろを生で聞いたりしております。それは持ちつ

持たれつということで、お互い、ウイン・ウイ

ンの形であればいいんじゃないかなと思ってお

ります。でも、議員の御指摘については、今

後、十分、心してまいりたいと考えておりま

す。

冒頭、私が、知事を見に来ら○中村幸一議員

れたのか、私の質問を聞きに来られたのかと言
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いましたが、これはジョークですね。知事の

は、たまにジョークじゃないんです。ぐさっと

来るようなことを言われるんです。具体的なこ

とは言いませんが、そういったことに気をつけ

てくださいということで、持ちつ持たれつじゃ

ないですから、ちゃんと襟を正していきましょ

う。そういったことでお願いします。

それから、副知事２人制について御提案を申

し上げたいと思います。

知事はマスコミに出過ぎだとか、テレビに出

過ぎだとか、いろいろと言われます。しかし、

私は、県政に支障がなければ、そして議会運営

に支障がなければ、今のままで十分結構だと

思っています。ここまで宮崎県を浮揚させてく

れたことは知事の力であると、高く評価するん

です。忙しい人ですから、今、宮崎県に骨を埋

めるということでしたが、長生きしてもらわな

いかんでしょう。そして、一生懸命頑張っても

らわないかん。そのためには、副知事を２人置

いたほうがいいと思うんです。

私は、河野副知事は大好きです。この人は人

相学上からいっても、本当にいい相をしている

んです。知事よりもいい相をしている部分があ

るんです。ですから、本当にすばらしい人だと

評価します。この前、議長代理で沖縄のひむか

いの塔に参拝に行きました。そのとき、副知事

も知事代理でお見えになっていました。私は半

日おくれて行ったんですが、そのとき、副知事

と話す機会がありまして、長い時間一緒に話し

たんですが、いろんな県政のこと、国の抱えて

いる問題等々お話ししました。だから優秀な人

であることはわかるんです。しかし、お二人と

も余りにも忙し過ぎる。また、副知事は総務省

に行く行くは帰らなければならない人です。守

屋次官みたいになったらいけませんが、次官ま

でなっていただかなければならない人です。こ

れがまた、ひいてはお帰りになって宮崎県のた

めになるんだということで……。

前、出納長という職がありました。副知事が

いわゆる官僚から来られますから、そういった

意味もあるんでしょうけれども、非常に積極的

に議会対策あるいは職員の面倒を見る、そう

いったことから、組合対策もそうでしょう、い

ろんなことをされる。そういう役目を担う人が

今いるのかどうか。見ておりましたところ、あ

のころは各会派にふらりと来られて、いろんな

意見も聞かれたりしておりました。そういう役

目をする人がいないといけないんじゃないかと

思います。内政を固める意味でも、そのような

方が必要ではないかと思いますが、知事はどう

考えていらっしゃるか、お聞かせください。

副知事の定数につき○知事（東国原英夫君）

ましては、私は、県財政の厳しい状況等を踏ま

え、当面１人と判断したものであります。さら

なる県勢発展を図る上での今後のトップマネジ

メントのあり方については、行財政改革の進展

や諸課題への対応等も踏まえながら、常に留意

してまいりたいと考えておりますが、もし仮に

副知事を２人置くとしたら、議員は これは―

あくまでも参考までですが だれか推薦され―

る方がいらっしゃいますか。

それはあくまで知事がお決め○中村幸一議員

になることですから、外部からということじゃ

なくて、宮崎県内に住んでいる方で宮崎県に骨

を埋める方、そして知事が何かしでかしたら泥

をかぶるぐらいの度量のある人、そんな人がお

れば、そういう人を見つけないといけないん

じゃないかと。私にだれがと聞かれても、

ちょっと困りますけれども、そういう人に遭遇

しませんか、知事は。そういう人は見当たりま
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せんか。

見当たらないわけで○知事（東国原英夫君）

はありません。

だったら、私に、だれか推薦○中村幸一議員

する人がおりますかということは聞かないでい

ただきたいと思います。またこれは、私ども県

議が、だれがいいよということを言ってはなら

ないことであろうし、知事が執行部の皆さんと

よく相談されて、しかるべき人を選んでいただ

ければいいんじゃないか、このように思いま

す。

次に移ります。ヤミ金融対策、いわゆる多重

債務についてであります。

宮崎県の自殺者は人口10万人当たり31.5人

と、全国５番目に高い自殺率となっています。

そこで、県は11月19日、自殺防止に取り組む県

自殺対策推進本部(本部長・知事）を設置しまし

た。来年度から全庁的に相談体制の充実を図

り、市町村にも連携を呼びかけていくこととし

ています。自殺は、貧困も大きな原因の一つで

あります。また、本県も47都道府県の中で本当

に所得率も低いし、貧困家庭も多いと思われま

す。多重債務者は全国で230万人に上り、生活苦

が主因の自殺者は年間3,000人程度だと言われて

います。本県の生活苦による自殺者はどのくら

いの数字になるのか、福祉保健部長にお伺いを

いたします。

自殺の原因に○福祉保健部長（宮本 尊君）

ついては、特に多重債務ということで何名とい

うのは把握をしておりません。

多重債務になる原因は、やは○中村幸一議員

りヤミ金融に手を出すことから始まるんじゃな

いかというふうに思います。宮崎県議会では９

月定例会でも、高金利の引き下げに関する請願

の採択がなされました。過去にも１回なされた

経緯があるように記憶いたしておりますが、昨

年は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取

締りに関する法律」「貸金業の規制等に関する

法律」の改正がなされました。経済的弱者を救

う手だてというのは一応整ったわけであります

が、ヤミ金融に対しては万全の対策が整ってい

ない、このように思うわけであります。時々、

警察の手でヤミ金融の人たちが逮捕されたりし

ていますが、これはほんの氷山の一角でありま

して、まだまだたくさんいるわけです。

例えば、こういう例があるんです。５万円の

お金を貸しましょうということが決まった。３

万円、借りる人に渡す。２万円は利子として、

はなから２万円取っておく。そして、１週間以

内に５万円返さなければ、あと５万円を払うま

で、次の週にまた２万円を払わなくちゃならな

い、こういうような状況があるんです。こうな

ると、計算してみると、実質金利は約3500％ぐ

らいになるんです。どんどん繰り返していくと

天文学的な数字になっていくと言われておりま

す。こういう困窮者が自殺に追い込まれるとい

うことも 先ほど福祉保健部長は把握してい―

ないということでしたが 多分、宮崎県でも―

相当数の人に上るんじゃないかというふうに私

は思っております。

９月定例議会で、新見議員がこの前、質問さ

れました。国のほうから県等に窓口をつくりな

さいということだったんです。それを質問され

て、答弁の中で、８月１日に弁護士や司法書士

等で立ち上げをした、こういう話がありまし

た。国から言ってきているのは、相談体制の充

実、セーフティネット貸付の提供、金融経済教

育の強化、及びヤミ金の撲滅に向けた取り締ま

りの強化、この４つを県でちゃんとしなさいと

いうふうになって、８月１日にその立ち上げを



- 92 -

平成19年12月10日(月)

したという地域生活部長の答弁だったと記憶し

ていますが、その後どのような取り組みがなさ

れているのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

多重債務問題○地域生活部長（丸山文民君）

を解決していくためには、相談者が気軽に安心

して相談できる体制の整備が必要であると考え

ております。それともう一点は、相談を受ける

職員の資質の向上、それもあわせて大事である

と考えております。最初の窓口の整備につきま

しては、県の消費生活センター、それと消費者

金融相談所に加えまして、県内すべての市町村

で窓口を設置しております。そこで相談に当

たっております。それから、資質の向上であり

ますけれども、それにつきましても、10月、弁

護士等を講師といたしまして、相談者との信頼

関係を築くための心構え、それから法律の知識

についての研修会も開催をしております。一方

では、ちょうどきょう、12月10日から16日ま

で、全国一斉に多重債務者相談ウィークが展開

されます。県におきましても、この期間中に、

弁護士会、司法書士会の全面的な協力により、

県内６市の７会場におきまして、無料相談会を

開催することにしております。それから、相談

件数が増加傾向にありますけれども、今言いま

したような取り組みによりまして、どこにも相

談ができずに一人で悩んでいらっしゃる方の救

済が図られるものと期待をしているところであ

ります。今申し上げましたような取り組みを、

市町村、関係団体と十分連携を図りながら、今

後とも相談窓口の充実に取り組んでまいりたい

と考えております。

それから、先ほどどのような取り組みかとい

う御質問でありましたけれども、１日に多重債

務者対策協議会を立ち上げまして、８日に第１

回目の全体会議を行ったところであります。関

係18機関で、情報の共有化と多重債務の現況等

についての情報把握を行ったところでありまし

て、その中で関係機関を２つのグループに分け

ました。一つは啓発・相談グループ、もう一つ

はヤミ金の取り締まりグループに分けまして、

最初の啓発・相談グループについては、第１回

目の会議を11月中に行ったところであります。

年が明けまして２月には全体の会議を予定して

おりますので、一層、多重債務者問題に対する

取り組みを強化してまいりたいと考えておりま

す。以上です。

偶然にそうなんでしょうが、○中村幸一議員

きょうそういう相談が行われるということです

が、私、知らないんですね、そういうことを。

県民に対する啓蒙活動というのが本当にされて

いるのか。相談は窓口がありますよといって

も、啓蒙活動をやらないことには、一般県民に

知らしめることはできませんね。啓蒙活動はど

うされているのか、伺いたいと思います。

これにつきま○地域生活部長（丸山文民君）

しては、県の「広報みやざき」等も通じて広報

しておりますし、市町村の広報紙等も通じて十

分啓発をしていただいているところでありま

す。問題意識のある人は、ちゃんと必ず自分で

どこに相談したらいいかをされるんですけれど

も、今御質問ありましたように、どこに相談に

行ったらいいかわからない、そういう人たちの

掘り起こし、それが一番大事であると考えてお

ります。

済みませんでした。読んでお○中村幸一議員

りませんでした。

次に、警察本部長にお伺いいたします。ヤミ

金の窓口は安全企画課ですか、そういうところ

の部署があると聞いています。前、一回聞いた
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ときは、今はそんなことはないかもしれません

が、警察に行くと、「金を借りて返すのは当た

り前の話だろう」ということもあった。そして

また、「これは民事でありますので、警察は取

り扱いません」みたいなこともおっしゃったこ

とが、以前はよくあっていたんです。ヤミ金

は、警察がヤミ金業者の電話番号を聞いて、

「あなた方はこういうことをやっていますか」

と聞いただけで、「もう結構です」ということ

があるという話を聞きました。やっぱり警察が

関与していかないといけないと思うんです。今

そういう相談があったとき、どのような対応を

されているのか、警察本部長にお伺いいたしま

す。

今、中村議員が○警察本部長（相浦勇二君）

御見解を示された点についてでございますけれ

ども、おっしゃるとおりでございまして、ヤミ

金融というものは、私どもは金融問題だと考え

ておりません。ただ、ずっと以前は、おっ

しゃったような発想があったのかもしれません

けれども、平成15年にヤミ金融対策の関連法を

強化して以降、そうした理解のもとではなく

て、暴力団等の背景勢力のもとに一般市民の方

が大変な目に遭っているという問題認識のもと

で取り組む、こういうスタンスで現在やってお

りますことを、まず申し上げておきたいと思い

ます。

警察におきましては、ヤミ金に関する相談

は、警察安全相談室という組織を警察本部、警

察署に設けておりまして、ここを通じて受け付

けております。ここにはいろんな相談が参りま

すけれども、ことしのデータを見ますと、相談

総数で１万4,752件あるんですが、このうち金融

関係取引に関する悪質商法という項目分けで、

このほとんどは、いわゆるヤミ金融であるとい

うふうに考えておりますけれども、この悪質商

法に関する相談で1,223件ございます。相談の全

体に占める割合は8.3％でございまして、昨年

が9.6％でございましたので、割合としてはほぼ

同一水準で推移しているというふうに考えてお

ります。私ども、ヤミ金融に関する相談に当

たっては、冒頭申し上げましたようなスタンス

に立って、我々警察をよりどころとして相談が

なされているということを十分に踏まえまし

て、まず誠実にお話を聞くということ、そして

無登録営業あるいは違法な高金利という法律に

抵触する事実があるなら、速やかな検挙に向け

た措置をとるとともに、それ以外の適切な対処

方法等についても教示をしているところでござ

います。

本県警察では、先ほど申し上げましたヤミ金

融対策を本格化させました平成15年以降現在ま

で、事件の数にしまして24事件、被害人員１

万2,736人、被害額にしますと約８億6,000万円

余に上る事件の検挙を行っているところでござ

います。また、事件検挙とは別でありますけれ

ども、電話等による悪質な取り立てが現に継続

しておりまして、電話でございますので、相手

の業者は直ちにわからないというケースも、実

は少なからずございます。その場合に、もちろ

ん相談者の意向も十分踏まえますけれども、と

りあえず、しつこい取り立てをやめてほしいと

いう御希望が強い場合には、警察のほうでか

わって電話に出まして、警察が事案に介入して

いるという事実を知らせた上で、警告をいたし

ます。そうした形で、当面の相談者の保護とい

うことにも留意をしておりまして、こういう警

察での電話警告という面で見ますと、昨年のデ

ータで75件ほど実施しているところでございま

す。いずれにいたしましても、ヤミ金融は大変
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悪質でございますので、先ほどお話が出ており

ました、県多重債務者対策協議会のネットワー

クも活用して、関係機関との緊密な連携を図り

ながら、今後とも適切な対応をしてまいりた

い、このように考えております。

力強い答弁をいただきました○中村幸一議員

が、どこの警察に行っても同じ取り扱いである

ように、本部長から各警察に通達をしていただ

くとありがたいと思います。

それから、多重債務に関する４つの柱の１つ

に、金融経済教育の強化というのがありまし

た。教育長にお伺いしますが、私どもの仲間の

司法書士の皆さんが、各学校に出向いて、ヤミ

金融の話から多重債務の話等々を子供たちに聞

かせておるということであります。これはよく

承知いたしておりますが、ボランティアでやっ

ているものだろうと理解しています。これを義

務づけて、今の時期、卒業を目の前にしておる

わけでありますから、高校あたりあるいは中学

校あたりに出向いて２時間ぐらいみっちり、お

金を借りるのはこういうリスクが伴うんですよ

というようなこと等を含めて、義務化して教育

ができないか、教育長にお伺いをいたします。

議員御指摘のとお○教育長（高山耕吉君）

り、子供たちが金銭感覚を身につけまして賢い

消費者となるよう、金融教育を初めとする消費

者教育に取り組むことは、大変重要なことだろ

うと私も考えております。現在、小・中・高等

学校では、発達段階に応じまして、家庭科や社

会科の教科で消費者教育に取り組んでおりま

す。特に高等学校では、家庭科におきまして、

すべての生徒を対象に消費者問題に関する指導

を行うほか、学校によりましては、今、議員も

述べられましたけれども、高校３年生を対象

に、司法書士会や消費生活センターからも専門

家を招きまして、消費者講座を開催いたしてい

るところでございます。今後とも、生徒が卒業

後、多重債務や金銭トラブルなどに巻き込まれ

ないように、金融教育につきましては、積極的

に取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。

そういう教育がなされている○中村幸一議員

ということは十分承知していますが、教育長、

私が申し上げたのは、これは、ぴしゃっと１年

に１回は卒業時ぐらいにやるという義務づけを

して、子供たちがこういうトラブルに巻き込ま

れないようにしてほしいということですが、そ

の件についてはどうですか。

現在、高等学校では○教育長（高山耕吉君）

家庭科が必修科目となっておりまして、そのほ

かに、司法書士会等から、そういった主催で、

高校生のための消費者講座をやっております。

そういった方向で今後、各学校とも十分検討を

重ねていきたいというふうに考えております。

指定管理者制度についてお尋○中村幸一議員

ねをしてみたいと思います。先日、前屋敷恵美

議員が、指定管理者制度に絡んで、宮崎土木事

務所がやっていた県営住宅の指定管理者につい

て、またきょうも先ほど、非常におかしいみた

いなことをおっしゃいました。そんなはずがあ

るのかなということで、私どもはそんな話は聞

いていませんでしたので、前屋敷議員の総括質

疑の後、不動産業界の会長さんと役員の方に来

ていただいて、「本当にいろいろこういう問題

があるのですか」と聞いてみた。「全くありま

せん。どこから聞いていらっしゃるんでしょう

か」ということなんです。

前屋敷議員が、チェック機能を働かせていた

だきたいということでありましたが、今、本県

の県営住宅の収入未済額は約１億円になるんで
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す。私は、職員が使用料等を徴収したりするこ

とが、本来の県職員のする仕事の範疇かなと思

うこともあって、いろいろ聞いてみましたが、

指定管理者制度になって宮崎土木事務所管内の

使用料金の徴収率が99.03％に上がったというわ

けです。いい方向になっているじゃないか、何

をとらえてそういうことをおっしゃるのかと、

いろいろ聞いてみましたが、聞き取り調査をし

ていると、指定管理者を受けてから、いろんな

ところで安全・安心で１日24時間安心して居住

できる環境をつくっております、こういうこと

でありました。いいことじゃないかなと思いま

す。

また後で申し上げますが、そういった意味で

は、宮崎土木事務所だけでなく、西臼杵支庁管

内と各土木事務所、都城、延岡、日向、西都、

高岡、高鍋、小林、串間、日南、121団地ありま

す。8,924戸、これを管理するのは県の職員で、

膨大な事務量だろうと思うんです。そうしたら

指定管理者にしてしまって、経費削減等もでき

るんじゃないかと思うんです。逼迫した財政を

救うためにもいいんじゃないかと思いますが、

県土整備部長の見解を聞かせていただきたい。

○県土整備部長（野口宏一君） ただいまの県

営住宅の指定管理者についてでございますが、

宮崎土木事務所管内の約4,500戸を対象として、

平成18年４月から指定管理者制度を導入したと

ころでございます。この制度の導入によりまし

て、経費の縮減を初め、例えば受付・相談窓口

を―今まで数が少なかったんですが―７カ

所に拡充したり、休日も含めて夕方７時半まで

業務を延長するなど、県民サービスの向上を

図っているという状況でございます。また、家

賃徴収につきましても、議員からただいまござ

いましたように、収入未済額の圧縮に大分努め

ることができたというような状況でございま

す。したがいまして、県といたしましては、現

時点で一定の成果を得ていると評価していると

ころでございます。

他の県営住宅への導入についてでございます

けれども、県営住宅全体の戸数の約半数を宮崎

土木事務所が占めておりますけれども、他の土

木事務所につきましては、管理戸数が少ないと

か、あるいは比較的規模の小さな団地が広い範

囲に点在しているというような状況もございま

す。このようなことを踏まえますと、現在の指

定管理者と同様の効果が得られるかどうか、ま

た、公営住宅法による市町村への管理代行制度

等との比較・検討なども含めまして、関係市町

とも連携して、総合的に検討させていただきた

いと思っております。

○中村幸一議員 ほかの地域では戸数が少ない

ので、市町村とも連携してということは、例え

ば都城土木事務所管内の県営住宅がある、都城

市が管轄する市営住宅もある、それを含めて指

定管理者制度にのせよう、そういう意味のこと

ですか。

○県土整備部長（野口宏一君） ただいま若干

言葉足らずだったと思いますけれども、公営住

宅法による市町村への管理代行制度と申しまし

たけれども、これは、県が現在管理しておりま

す県営住宅を市町村で管理を代行していただく

というような制度でございまして、県営住宅と

市営住宅をあわせて、指定管理者に管理をお願

いするということを今、直接お話しさせていた

だいたわけではございません。

○中村幸一議員 そのことは、例えば各市町村

とも今、お話を進めておられるというふうに理

解してよろしいんですか。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在は、指定

平成19年12月10日(月)
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管理者制度の検証をさせていただいているとこ

ろでございまして、広くこれからの公営住宅の

管理のあり方ということを、今後検討させてい

ただきたいと思っております。

宮崎県宅地建物取引業協会の○中村幸一議員

会長さんや役員の皆さんの話を聞いたところで

すが、宮崎土木事務所管内の4,500戸ぐらいを管

理する実績を持っている、その実績を買ってい

ただきたいと。それから、今、指定管理者は３

年ですね。５年ぐらいにしてもらわないと、人

を雇うのに、安定した雇用ができないし、ま

た、なれたころにはかわらなくちゃいけないと

いうことがありまして、これも検討課題かなと

思ったところでございました。私は、前屋敷議

員と違って、指定管理者もこういうふうに、本

当にすばらしい指定管理者に育っていくんだと

いうふうに思っておりますから、ぜひ進めてい

ただきたいと思います。

時間がございませんので、次に進めたいと思

います。

建設業については、先ほどいろいろ出ました

ので、時間の都合上、割愛をいたします。残っ

たらまた後でさせていただきます。

私は、土地家屋調査士であります。皆さんに

地積測量図をお配りいたしております。土地家

屋調査士というのは、不動産の表示に関する登

記について必要な土地または家屋に関する調査

・測量をする、不動産の表示に関する登記の申

請手続をする、前号の手続に関する審査請求の

手続をする、こういうことです。公共三部門の

中で、県土整備部長に代表してお答えいただき

たいんですが、不動産登記法の第78条だったと

思うんですが、昔は分筆をするのに全地測量は

しなかったんです。全地測量というのは こ―

こは道路なんです。道路が拡張になったとき、

ここを分筆するわけです。ここを分筆すると、

昔はここまで責任を持てばよかったんです。と

ころが、全筆測量になったものだから、ここも

ここも全部、いわゆる座標値を与えて、公共座

標を与えなくちゃいけない、こういうことに

なっております。ですから、責任が重くなっ

た。大変な責任なんです。今ここに書いてある

んですが、例えば県の道路拡張でこのような分

筆をしたとすると、県に測量する人はおりませ

んので、コンサルがやります。ここに、こう書

くんです。宮崎県○○市○○番地、株式会社何

々コンサルタント、測量士何の何がしと書く。

ここに宮崎土木事務所主査、何の何がしと書

く。これは、はっきり言って違反なんです。地

積測量図は土地家屋調査士しか法務局に提出で

きない。これは便宜上、今、法務局が許してい

るわけです。コンプライアンス、コンプライア

ンスと言っているんですから、これは法を守ら

なくちゃいけない。法務局は地積測量図をこう

いう便宜的な形で受け付けておるということ

で、法務局もそれは認めておるんですが、これ

は本当におかしいことであります。ですから、

この辺をちゃんとしなくちゃいけない。

例えば宮崎土木事務所、何の何がしと書くで

しょう。この測量図は永久保存なんです。ここ

で紛争が起こった場合に、この県の職員が訴訟

に巻き込まれるおそれがある。そうなると、永

久保存ですから、これが残ると、退職してから

もずっと追及されるんです。そのためには、専

門家である土地家屋調査士がやらないと、今か

ら訴訟に巻き込まれたら大変なことになるとい

うことなんです。現に、都城市あたりで国土調

査係がおるんです。その担当者がやめて４～５

年になります。いまだにその担当者にいろいろ

苦情が舞い込んでくるということなんです。そ
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ういうことをやっておったらいけないと思うん

です。そして、きのう調べたんですが、法務局

も、法務省民事局長、民事第三課長 法務省―

民事局長等がはっきり言っているんです。地積

測量図の作成者欄に署名捺印するべき者は、実

際に現地を調査・測量し、その結果に基づいて

地積測量図を作成した者でなければならないこ

とになります。そして、その押印者がその後の

裁判上の責任を負うことになります。これは民

事局長あたりがちゃんと言っているんです。そ

ういうことで、これを放置しておいていいのか

どうか、県土整備部長にお伺いをいたします。

ただいまの地○県土整備部長（野口宏一君）

積測量図のお話でございますけれども、議員が

おっしゃいましたように、現在、県発注の公共

工事に伴う用地測量業務につきましては、九州

各県と同様、測量業者に委託をさせていただい

ているという形をとっております。現在、県の

考えとしましては、測量業者については、県の

担当者が現地を実際確認した後、調査・測量を

測量業者にお願いしているということで、作成

の主体はあくまで県だというふうに考えており

ますけれども、このことが土地家屋調査士法に

違反するかどうかにつきましては、今後、国等

の判断を仰ぎたいと考えております。また、御

質問のありました件のような形で、仮に測量業

者と土地家屋調査士の業務を区分して委託を行

いました場合、委託業務の内容の区分ですと

か、あるいは成果品の引き継ぎですとか、多数

の整理すべき事項があるものと考えておりま

す。したがいまして、今後、国でございますと

か、九州各県等の動向を見きわめながら、対応

してまいりたいと考えております。

各県の動向、国の動向じゃな○中村幸一議員

いんですね。これは明らかに法務省の民事局長

が違反だと言っているわけです。動向も何もな

い。やっぱり国にもちゃんと、おかしいことは

やめましょうよと。何のためにコンプライアン

ス、コンプライアンスとずっと言っているんで

すか。守るべきはちゃんと守らないといけない

と私は思いますね。これで大きな問題になった

ら大変です。早急に話し合いをされて、専門家

にちゃんとお任せするのが筋だと思います。だ

から、測量士と土地家屋調査士のすみ分けだっ

てちゃんとしなくちゃならない。我々も、例え

ば高低測量とか、あるいはセンター出しとか、

あるいは地形測量等々、そこまで口出ししよう

とは思いません。ただ、立ち会いをして、この

ような点を、境界点をぴしゃっと立ち会いで出

して、そしてそこに座標を持たせて、いつでも

復元できるような状況にしておかなくちゃいけ

ない、このように思います。そして、先ほど、

「県庁の職員も現地に行って確認をします」と

おっしゃいましたけれども、確認するだけじゃ

だめです。現地を調査し、測量して変わるんで

す。県庁の職員が測量しますか。昔は皆、測量

ができておりましたが、今だれも測量できな

い。そんなことを考えると、やはり法を守らな

くちゃいけないと思いますので、それは早急に

取り組んでいただきたい。知事もまた、いろい

ろな知事会あたりでそういったことが出たら、

取り組んでいただきたい。法務局とも一回協議

をしてみていただきたいと思うんです。法務局

がどういう見解を示すか。これは民事局長あた

りから答申が出ているわけですから、そんなこ

とはないと思いますから、よろしくお願いしま

す。

時間が来て、１つ建設業が飛びましたけれど

も、また次の機会にやらせていただきます。こ

れで質問を終わります。ありがとうございまし
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た。（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、休憩をいたします。

午前11時38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、15番太田清海議員。

〔登壇〕（拍手） それでは、○太田清海議員

一般質問を行います。

私は、県会議員として、前期１期４年間で、

松形知事、安藤知事、東国原知事と３名の知事

に相対してきました。そして、それぞれの知事

に対する最初の一般質問等で、私は、「市町村

合併には慎重であるべき」との論調の質問を

行ってきました。それはなぜかというと、私に

は少年時代のある思い出があったからです。

40年前の話になりますが、私は、小学校２年

生から中学校１年生までの６年間、今は合併し

て美郷町となった旧北郷村に住んでいました。

当時、みんな貧しい生活をしていました。しか

し、私たち子供たちの魂の形成に当たっては、

大変すばらしい環境にあったのではないかと思

います。

小学校４年生のころだったと思いますが、近

くに住む私の友達の貧しい農家のおばあちゃん

が病の床に伏してしまいました。子供も多く貧

しい大家族で、やたら医者も呼べなかったよう

です。臨終間近になって医者が呼ばれ、カンフ

ル剤でしょうか、注射が打たれました。私は、

たまたまその光景をその友達の家の縁側から見

ていました。注射針を通して、おばあちゃんの

赤い血が注射器の水溶液の中に立ち上ってきま

した。それは後で知ったことですが、注射針が

目的の動脈なり静脈に本当に刺さっているのか

の確認のための医者としての所作であるとのこ

とでした。その赤い血、人間の最後の幕引きに

当たっての、注射器の中に立ち上ってきたその

おばあちゃんの赤い血の色を、私は今もはっき

りと覚えています。そして数日後、そのおばあ

ちゃんは亡くなられ、村の人たちの見守る中、

土葬に付されました。

思えば、私たちの少年時代は、人間の生き死

にというものが、私たちの家庭の身近なところ

にあったと思います。結婚も出産もそれぞれの

家庭で行われ、産湯を使う慌ただしさ、そして

仲人の奥さんに手を引かれて嫁入りをする、い

つになくきれいになったそのお嫁さんに、私た

ち子供はみんな集まって、あんなお嫁さんをも

らいたいなあというような将来の願望も込め、

立ちのぞいたものでした。

人間の尊厳というものを子供に伝承していく

という意味でも大切な人間の生き死に、結婚・

出産、こういったものが今では、私たちの家庭

からすべて遠のき、きちんと小ぎれいに整えら

れた近代的な病院や葬祭場、介護保険施設、結

婚式場へと移しかえられました。人間の生き死

に、結婚・出産というものが、今では子供の実

体験からも遠のいてしまったと思うのです。合

理性ゆえの世の中の移ろいかもしれませんが、

それによって失われたものの重大性は、家庭の

崩壊など道徳性や共感性のない今日の社会が証

明しているように思えてなりません。私は、都

会とは違って、田舎というもの、地方と言われ

るもの、中山間地と言われるものが、人間の生

き方や人間の魂の形成にとっても大きな意味を

持っていると思うのです。

以上の視点に立って、以下、知事に質問をい
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たします。

ことしの４月、県北の旧北川町出身の人が、

家族と一緒にふるさとにＵターンで戻ってこよ

うとしたのですが、その地区では小学校が既に

廃校になっており、泣く泣くふるさとの北川町

に戻ることを断念し、小学校のある町なかの延

岡市内に転入してきました。この実例は、小学

校がないばっかりに、ますます過疎化が加速度

的に相乗的に進行するのではないかという例で

あります。このように、地方においては、公の

施設がなくなれば、たちどころに廃れていくと

いうことであり、私がこれまで合併問題に否定

的な論調であったのはこのためであります。

「官から民へ」という流れがある中で、市町村

合併や学校の統廃合など、広い意味での公がな

くなることで、地域の疲弊が加速してくると思

います。地域に公というものを粘り強く絶やさ

ないことが重要と考えますが、公の役割につい

て、知事の認識を伺います。

以下の質問については、質問席にて行いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

戦後の高度経済成長とともに、国や県、市町

村が担う公の領域は量的に拡大してまいりまし

たが、近年さらに、質的にも、子育て支援や介

護といった、従来、個人や家庭が担ってきた分

野についても公的な関与が求められるなど、そ

の領域がますます広がっております。一方で、

少子高齢化、人口減少社会が到来し、年金、医

療など財政需要が増大する中、国、地方を通じ

て、財政状況は一段と厳しくなっているところ

であります。このような中、民間企業による公

共サービスの実施やＮＰＯ活動などさまざまな

分野で、公を担う新たな主体が登場してきてお

ります。したがって、これからは、県や市町村

といった行政機関とともに、自治会などの地域

団体や企業、ＮＰＯなど多様な主体が、それぞ

れの立場や特性を尊重しながら公の役割を分担

し、連携・協働して地域のニーズや課題に対処

していくことが必要であり、これがまさに、私

の県政運営の基本理念であります県民総力戦に

つながるものと考えております。〔降壇〕

公の役割ということで、知事○太田清海議員

の哲学といいますか、その考え方、思想なりを

お伺いしたところであります。それで、模範の

回答というのはないかもしれませんが、それぞ

れの人生観によって、ある程度こうなったらい

いというのが出てくるのではないかと思ってお

ります。

実は今、私たち、「官から民へ」という言葉

でもあらわされるその中で、「自治体間競争」

という言葉があります。私は前々から思ってい

たんですが、自治体間競争というよりも自治体

間共生、「共生」というテーマが、今後はキー

ワードになってくるんではないかというふうに

思っていました。というのは、もう御存じのと

おり、地球環境問題とかこういった問題は、全

世界的な人類的な規模で、みんなが共通して考

えなければ解決しない問題だと思います。私た

ち自治体でも、まちづくりとかいろんな形で、

お互いに競り合ってという意味ではいいことで

はあると思いますが、何か人口の奪い合いとい

うような気もして、もっと大事なものがあるん

ではないかという気もするんです。実は、気を

つけて見ておりましたら、政府の経済財政諮問

会議が、今月の３日にありまして、その中

の2008年度の予算方針、来年度の予算方針の中

の「基本方針のポイント」というところで、

「共生」という言葉が使われています。私の言
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う共生ということと一致するかどうかわかりま

せんが、こういう言葉が使われてきているなと

いうふうに感じたところです。読んでみます

と、「「共生」の考え方に基づき、地方の声に

耳を傾け、地方の再生に取り組む」というよう

なポイントが書かれてありました。自治体間競

争 競争して疲弊をしていってはいけない。―

これはあんまりいいことではありませんが、人

間で言えば、競争の中でうつになったりとかあ

るわけですね。もしかして自治体でも、そうい

う疲弊というものがいろんなところに出てくる

んではないか。何かみんなと共生していこうと

いうことを、自治体として、それぞれの知事

や、そういった人たちが考えていかなきゃなら

ない状況になっているのではないか。それは一

つの例として、先ほど環境問題も含めて言った

んです。そういうことで自治体間共生がキーワ

ードになるのではないかと思いますが、知事の

お考えをお聞きいたします。

地域がそれぞれの特○知事（東国原英夫君）

色を生かしながら活性化していくためには、地

域間競争は必要であると考えております。また

一方で、行政課題が広域化している現状を踏ま

えますと、県単位で取り組む施策には限界があ

りますことから、それぞれの政策課題に共同で

取り組みます地域間共生も必要だと考えており

ます。例えば、現在、九州各県と連携いたしま

して、観光ＰＲや環境問題 大気汚染観測な―

どを共同して行ったり、災害時における相互応

援協定を締結したりするなど、九州各県が一体

となった取り組みを進めてきているところでご

ざいます。したがいまして、各地域が切磋琢磨

しながら、競争を行う分野では競争を行いつ

つ、共同での取り組みが必要な分野におきまし

ては、共生を行うことが必要であると考えてお

ります。

わかりました。○太田清海議員

次に、もう一つのテーマは、「頑張る地方応

援プログラム」、こういう制度が本年度から地

方交付税の中に導入されたというふうにも聞い

ています。そしてまた、地方と都市との問題で

は、地方法人二税の再配分の問題等が議論もさ

れています。法人事業税、法人県民税を、東京

とか愛知とかそういったところから地方に持っ

てきたらどうかということでありますが、私は

基本的に、もともとある地方交付税を充実させ

るということが基本ではないかというふうに思

うんです。知事もふるさと納税制度等にも述べ

ておられますが、こういった制度というのが煩

雑になることは、果たしていいことだろうか。

知事もふるさと納税制度とか道州制の問題を言

われるときには、必ずその前に、「地方にとっ

てよいということであれば賛成であります」と

いうような意味のことも言っておられますの

で、地方という立場を常に考えておられるなと

いうふうに理解はしております。ただ、今の日

本の税制とかいろんな制度が複雑化してくるこ

とは、本来のものではない、地方交付税をきっ

ちりと充実させたほうが、より明快に地方も財

政の運営ができるような気がいたします。

租税の原則というのがあります。税金、租税

の原則でありますが、これには公平、中立、簡

素という３つの基本原則があります。公平、中

立、その中のもう一つが簡素という言葉なんで

すね。いわゆる税制というのは簡素に、県民か

ら見ても国民から見てもわかるような、そして

仕組みもできるだけ簡便なという意味であろう

と思いますが、そういう簡素というのも一つの

原則であります。そういう意味で、こういった

頑張る地方応援プログラムとか、いろんな制度
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の改正が今なされようとしていますが、地方交

付税の充実が基本と思っております。知事のお

考えをお聞きしたいと思います。

お答えします。○知事（東国原英夫君）

本県では、平成18年度までの３年間にわた

り、第１期の財政改革推進計画に取り組んでき

ましたが、本県最大の歳入財源である地方交付

税が３年間で約348億円も削減されたことによ

り、本県財政はさらに厳しい状況となりまし

た。本県のみならず、地方財政が大変な窮地に

陥っているのは、三位一体改革の名のもとに、

一方的に地方交付税が大幅に削減、減額された

ことが何よりも大きな要因となっております。

このため、去る11月22日、県議会議長、市長会

長など、県内の地方六団体の代表者による宮崎

県自治体代表者会議を開催し、地方交付税の復

元及び税財源の拡充強化を求める決議等を行

い、県選出国会議員、総務省、財務省等に対す

る要望活動を実施したところであります。今後

も、九州知事会、全国知事会とも連携しなが

ら、地方交付税の充実を強く要望してまいりた

いと考えております。

九州知事会等で、そういった○太田清海議員

地方交付税というものを充実させないかんとい

う趣旨で、いろいろ集会も持たれたようであり

ますが、今お聞きしましたところ、11月22日に

集会といいますか、県民集会という名の九州知

事会で決議された内容のものがなされたと言わ

れましたが、実は地方交付税を守ろうじゃない

かというような県民集会については、我が会派

の髙橋議員が以前、三位一体改革を押しつけら

れたときに、２～３年前になると思いますが、

そういう県民集会をやったらどうかということ

で提案をしておりました。今、県内の地方六団

体の代表でということもお聞きしましたが、本

来ならば、この前、高鍋でやったような合併の

シンポジウムとかああいう規模の、できるだけ

県民が参加するような、地方の議員も含めいろ

んな方が参加できるような形を期待していたん

だがなという気持ちもあります。そういったこ

とに近い将来取り組めることがあれば、ぜひお

願いしたいと思っております。

次に、高千穂線の現状でありますが、これも

地方のそういった公共施設を守っていこうとい

う立場での質問になりますけれども、私もこと

しの２月の代表質問の中で、談合事件もあった

後でありますし、いろんな改革をして、例えば

宮崎県の場合の土木部の落札価格が620億円と、

これが96.82％であったと、またずっと下がって

長崎県並みの87％程度に下がったとしたなら

ば63億円節約できる、これをぜひ高千穂鉄道に

持っていったらどうかという提案をしたことが

あります。高千穂鉄道は当時、26億円あれば全

線復旧できるというようなことでもありました

ので、それを補って余りあるわけです。63億円

という数字はですね。こういう具体的な提案も

させていただいたんですが、今日の高千穂線の

状況、現状についてどう思われるか、知事のお

考えをお聞きしたいと思います。

高千穂線についてで○知事（東国原英夫君）

ありますが、高千穂線は、地域の生活路線、ま

た観光資源の一つとして、長年多くの人に親し

まれてきました。しかしながら、台風被害や将

来にわたっての経営の見通しに立ち、県や沿線

市町で十分検討した結果、やむなく鉄道の経営

を断念したところであります。こうした中、住

民の生活を支えるためには、持続可能な公共交

通の確保が重要であり、高千穂線の運休後、県

と沿線市町では、道路網の整備や路線バス、コ

ミュニティバスなど地域交通の充実に取り組ん
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できております。また、先般、西臼杵３町の取

り組みが、国の地方再生モデルプロジェクトに

採択されるなど、地域の活性化に向けた新たな

動きも始まっております。今後とも、県といた

しましては、沿線市町と連携し、地域の振興に

努めてまいりたいと考えております。

地方の公共施設、そういった○太田清海議員

ものをぜひ粘り強く残してほしいという意味か

ら、質問させていただきました。

関連して、総務部長にお聞きしたいと思いま

す。宮崎県の事業仕分け委員会の検討の結果で

ありますが、この仕分け委員会の位置づけにつ

いて、また、仕分け委員会の答申についての取

り扱いをどうされるのか、その辺を伺いたいと

思います。

事業仕分けにつき○総務部長（渡辺義人君）

ましては、第２期の財政改革推進計画に基づき

まして、外部の委員により構成される事業仕分

け委員会で、事業の必要性や実施主体のあり方

について検証するものでございます。この委員

会では、１日６時間に及びます検討会議を延

べ18回実施いたしまして、事前に配付いたしま

した資料等により、県の裁量の余地の大きな県

単独事業など198の事業につきまして、「本来ど

うあるべきか」という視点と、現実的な問題点

等も考慮した「現実的な対応」という２つの視

点から、熱心に御議論をいただいたところでご

ざいます。事業仕分け委員会の提言内容や、仕

分けの過程でいただきました御意見、評価等に

つきましては、県民フォーラムですとか県民ブ

レーン座談会、県民の声などと同様に、今後の

予算編成や事務事業の見直しの参考とさせてい

ただきたいと考えているところでございます。

以上であります。

答申についてとやかく言うつ○太田清海議員

もりはありませんが、その中で気になったの

は、例えば「官から民へ」という今までの流れ

があるから、やみくもにそっちに行ってしまう

のかなという気もするんです。例えば、具体的

にはハッピーライフローンというのがありま

す。これなどは、もともと県が協調融資し

て3,000万を労金に貸して、それを融資して貸し

付けるというやり方で、県民にとっては極めて

低利な借り方ができるという制度であると思う

んです。これを民間でやれとなれば、通常の金

利を取らないかんということで、かえって県民

に負担が来るのではないかなということでもあ

ります。ですから、行政の側としては、今言わ

れたように参考にしたいということであります

が、私の意見がすべてだとは思いませんが、果

たして県民にとってどうなのかということは、

行政の側の責任として、それぞれ判断をしてい

ただきたいというふうに思いますので、要望と

して挙げておきます。

次に、総務部長にお聞きします。消防の広域

化・常備化の問題についてでありますが、本県

の消防力の現状について伺いたいと思います。

市町村の消防力の○総務部長（渡辺義人君）

現状でありますが、市町村の消防力の整備目標

といたしましては、消防庁が「消防力の整備指

針」を示しており、この指針に基づきまして全

国と本県の整備状況を比較いたしますと、消防

ポンプ車、救急自動車を初めとする車両関係に

つきましては95％と、ほぼ全国平均並みの整備

率となっております。また、消火栓、防火水槽

などの消防水利につきましては、全国平均

が80.6％に対し本県71.3％、また、消防職員の

配置につきましては、全国平均76％に対して本

県68.1％と、いずれもやや整備がおくれている

状況になっております。「消防力の整備指針」
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は、法的な拘束力を持つものではございません

けれども、全国と比較いたしまして整備水準の

低いものにつきましては、今後一層の充実が図

られるよう、市町村を指導・支援してまいりた

いと考えております。以上であります。

消防力については、基準より○太田清海議員

下回っておるということであります。ぜひこれ

を高めて、県民の命や財産を守るという立場で

の消防力をぜひ充実させていただきたいと思い

ます。そういう中で、昨年の６月に消防組織法

が改正されて、その考え方によりますと、消防

庁の指針では、１消防本部の管轄人口おおむ

ね30万人以上というような決め方をされていま

す。宮崎県でいうと３つの消防本部になってし

まうということになりますが、宮崎市では人口

がそれだけありますので、エリアとして見た場

合、まあまあどうにか有機的に機能するエリア

があるかなと思うんですが、周辺になっていけ

ば、例えば県北が延岡市、日向市あたりが中心

になったとしても、椎葉村とか川南町あたりも

入るのかなという感じの広い範囲を30万人でく

くらないかんということになると、どうもこ

の30万人の構想は大都会にしか当てはまらない

指針ではないか。こういった宮崎県のような地

方では、30万人でくくったらもう手薄になって

しまう、そういう問題が生じるんではないかと

いうふうに思います。消防の広域化の問題につ

いて、その点も含めてどうお考えになっている

か、総務部長にお尋ねいたします。

市町村消防の広域○総務部長（渡辺義人君）

化につきましては、近年、災害そのものが大規

模化、複雑化といった傾向にありますし、ま

た、救急の需要増大や高度化など、消防に対す

るニーズが大変高まってきているところでござ

います。一方で、人口の減少や高齢化の進展、

消防団員の減少など、地域における防災力の低

下が懸念されているところでございます。した

がいまして、これらの課題に対処するために

は、お話にございました市町村消防の広域化と

いうことが必要でありまして、この広域化によ

りまして、消防体制の効率化ですとか基盤強化

を図っていく必要性は高いと思っております。

国におきましては、昨年７月に策定いたしまし

た「市町村の消防の広域化に関する基本方針」

におきまして、御質問にありましたように、管

轄人口おおむね30万人以上の消防本部体制とす

ることを目標にいたしておりますけれども、本

県の広域化推進計画策定に当たりましては、各

市町村の現況や将来の見通しを踏まえ、地理的

・地形的条件、交通事情等を十分勘案しなが

ら、本県の実態に合った広域化計画を策定して

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。

本県の実態に合った整備をす○太田清海議員

るということであります。実態というのがどう

いうふうになるか、またどういうふうに認識さ

れるかの問題もあろうと思いますが、県のほう

でもいろんな関係団体のお話、要望なり聞いて

おられると思います。現場で働く人たちの声と

か、実際一生懸命働いて、その中でのノウハウ

を持っているところもありますので、ぜひいろ

んな意見を吸い上げていただきたいというふう

に思っております。

さきの９月の県議会でも明らかになりました

けれども、非常備の市町村、全国40ほどあるそ

うですが、そのうちの21が離島と言われており

ます。離島でありますから、やむを得ないとこ

ろがあるかもしれませんが、陸地で言うと19市

町村が常備消防を持っていない、そのうちの７

つが宮崎県に存在するということが９月県議会
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で明らかになったわけですが、こういった非常

備のところ、宮崎県が７つ抱えている、そこを

どうしていくかということが、今後の課題にな

ろうかと思います。

実は私たちも、これは11月17日ですけれど

も、日之影町で地域医療のフォーラムというの

をやらせていただきました。これは、宮崎県の

自治問題研究所、そして私たち社民党も後援に

加わってやったところ、地元の人たちを含め700
※

名の方が日之影町の会場にお集まりになったと

いうことで、地域のそういった非常備、それか

ら救急医療というところに物すごく不安感を

持っておられる、どうにかしてもらいたいとい

う気持ちのあらわれだろうと思うんです。救急

医療だけを考えてはなかなか先に進まない、常

備化というものがあってこそ救急医療というの

がきちっとなっていくということもありますの

で、その辺の救急体制の整備について、今後、

県としてこの広域化計画の中でどう対応してい

かれようとするのか、お伺いしたいと思いま

す。

ただいま御紹介に○総務部長（渡辺義人君）

ありましたように、宮崎県内では７町村が、い

わゆる消防非常備町村となっております。これ

らの町村におきましては、救急業務に関する専

門知識や技術を有する専任の職員がいませんこ

とから、十分な救急体制が整っていないのが現

状であります。このため、先ほど申し上げまし

た市町村消防の広域化とあわせまして、非常備

町村の常備化につきまして、現在、関係町村に

対し働きかけを行っているところでございま

す。

先ほど私は700名という数字を○太田清海議員

申し上げましたが、失礼しました。170名の数字

の間違いでありました。訂正いたします。

次に、長浜海岸の侵食問題に移らせていただ

きます。実はこの問題については、私が９月議

会で 延岡の長浜海岸、昔は遠足もできるよ―

うな広々とした砂丘があったわけですが、無残

にもこれが見事に削り取られています。この原

因はいろいろ説はあるかもしれませんが、その

砂が延岡新港に流れ込んで、新港を守るために

はその砂を取らないかんという作業、その砂は

本来なら長浜海岸に戻してほしいんだけれど

も、いろんな必要なところがあったんでしょ

う、遠いところに持っていっていたという事実

があります。ぜひ長浜に戻そうじゃないか、そ

のほうが、遠いところにトラックで運ぶよりか

税金の無駄遣いにならんのじゃないかというこ

とで訴えてきたところでありますが、その後ど

うなったのかを県土整備部長にお伺いしたいと

思います。

延岡新港の○県土整備部長（野口宏一君）

しゅんせつ土砂を長浜海岸の侵食対策に有効利

用するための必要な事項につきまして、地元関

係団体との調整を行ってまいりましたが、この

たび協議が調ったところでございます。これを

受けまして、先般、しゅんせつ工事を発注させ

ていただきまして、現在、着工に向けて準備を

進めているという状況でございます。

わかりました。一歩前進とい○太田清海議員

うことでとらえさせていただきます。

次に、人事委員会委員長にお伺いしたいと思

います。県職員採用についてでありますが、要

項を見てみますと、職員採用試験において、大

学卒枠と高卒枠を設けております。そしてま

た、年齢制限を見ると、高卒の場合は17歳か

ら21歳までという年齢制限、大卒の場合は21歳

から29歳まで、そのあたりの年齢の制限がある

ようですが、この大卒、高卒と分けた意味と年

※ 104ページに訂正発言あり

平成19年12月10日(月)
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齢制限の意味についてお伺いしたいと思いま

す。

まず、職員採用○人事委員長（黒木奉武君）

試験の区分についてでございます。職員採用試

験は、御指摘のとおり、大学卒業程度、それか

ら短期大学卒業程度、高等学校卒業程度の３つ

に分けて実施をしているところであります。こ

れは主に高等学校卒業者の就業機会に配慮いた

しますとともに、それぞれに必要な知識、技

術、その他の能力に応じて平等な競争を確保す

るためのものであります。なお、いずれも、在

学、卒業等の学歴は必要ありませんけれども、

年齢の制限がございます。職員採用試験におけ

る受験資格の年齢につきましては、試験実施年

度の初日 ４月１日でございますが の前― ―

日に当たります３月31日現在の満年齢で、議員

御指摘の、高等学校卒業程度は17歳以上21歳未

満、短期大学卒業程度は19歳以上27歳未満、そ

れから大学卒業程度は21歳以上29歳未満といた

しております。したがいまして、21歳以上の大

学生、卒業生などは、高等学校卒業程度の試験

は受験できないことになっております。この年

齢制限につきましては、職員を計画的に幅広く

さまざまな行政分野で経験を積ませながら育成

していく必要があるという観点から、国や他の

都道府県と同様に、新規卒業者等を念頭に置き

ながら設定しているところでございます。

大学卒、高卒というところを○太田清海議員

見てみますと、高卒程度、大学卒程度という

「程度」という言葉が入れてありまして、これ

がそういう考え方なのかなというふうに理解い

たしました。高卒の方が、自分は大卒の学歴を

自分で勉強して身につけたという人は、大学卒

程度というふうに自認して受けてもいいという

ふうにお聞きしましたが、高卒の人が大卒は受

けられないという意味ではなくて、受けられま

すよという、門戸を広くしているという意味で

は理解しました。

私も一つ経験があるんですが、Ｕターンで宮

崎県に帰ってきた高卒の方が、県を受けてみよ

うかということで調べたら、もう年齢オーバー

していたと、22歳、23歳とかいうことで。22

～23といったら若いんだがなと思いながら、年

齢制限だけで断念せざるを得なかった。しか

し、その高卒の人が、私は大卒の学歴を身につ

けたと思って受けることはできると言われまし

たけれども、一企業に就職していて大卒の学歴

をつけるというのは、なかなか至難のわざじゃ

ないかなと思いまして、高卒21歳までというよ

うな制限がありますが、これを多少１～２年で

も延ばしていくことの検討はしてもらえんだろ

うかなというふうな要望であります。これはＵ

ターンの人たちを考えたときの提案でありま

す。

もう一つは、大卒、高卒という枠があるわけ

ですが、高卒の方が職場に入っていろんな勉

強、法律などの勉強をしながら、職場の中でど

んどん実績が上がってくる、そういうものもあ

ると思います。いっぱいそういう人たちがい

る。ぜひそういう意味では人材を 高卒の人―

も普通の人と変わらないようにという言葉でい

いのかどうかわかりませんが、その人のいろん

な人物なり業績なりを見て、どんどん採用して

いくということをぜひやっていただきたいと

思っています。それは、その組織の活性化にも

つながるし、展望といいますか、モチベーショ

ンといいますか、そういったものの啓発にもな

ろうかと思います。ぜひそういったところを総

務部長にお聞きしたいと思います。

職員の登用につき○総務部長（渡辺義人君）
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ましては、学歴や採用時の職種に必ずしもとら

われることなく、個々の職員の持ちます能力で

すとか特性を把握いたしまして、それらを十分

活用した上で、公平公正かつ適材適所となるよ

うに取り組んでいるところでございます。多様

化する県民ニーズや県民の視点に立った施策の

推進等を図る上では、意欲と能力のある優秀な

職員の育成が不可欠でありますので、今後とも

幅広く職員の育成や登用に努めたいと考えてお

ります。以上であります。

幅広く職員の登用をしていき○太田清海議員

たいということでありますので、ぜひそういう

形でお願いしたいと思います。私も経験がある

んですが、私の部下といいますか、職場に高卒

の方がおりました。その人は自分の弟を大学に

出したいという思いで役所に入ってきた人で、

一生懸命仕事をしておりました。いろんな条件

の人がおられると思いますので、ぜひ、人材登

用といいますか、積極的な登用をお願いしたい

と思います。

次に、定時制高校等の問題であります。これ

は定時制と書いてありますが、通信制とかその

現状について、在籍者数、退学者数について、

全日制、定時制、通信制を含めた形でお伺いを

したいと思います。教育長、お願いいたしま

す。

まず、今年度の県立○教育長（高山耕吉君）

高等学校の在籍者数についてでございますが、

定時制は854人、全日制は２万4,417人が在籍い

たしております。通信制につきましては3,390人

在籍いたしておりますが、このうち、今年度、

受講手続をしている生徒は1,330人でございま

す。

次に、退学者数についてでございますが、平

成18年度は、県立高等学校の定時制、通信制合

わせまして145人、全日制は339人となっており

ます。以上でございます。

通信制という学生が非常に比○太田清海議員

率としては大きいなという気がいたします。恐

らく12％程度になるのではないかと思います

が、その中には休眠生、ちょっと休んでおると

いう人たちもおられるようです。ただ、最初、

勉強してみようという思いに至った12％の高校

生が存在するということ、通信制の12％という

のは非常に大きなものがあると思うんです。私

たちの調べた中では、これはまだあいまいであ

りますけれども、都城、小林、そういったとこ

ろで通信制と思われる生徒が500名を超えていま

す。そういう数字ではないかと思っておるわけ

ですが、そうであれば、都城方面に通信制の学

校を整備すべきではないかということを、ぜひ

要望としてつけ加えておきます。

もう一つ問題なのは、今、定時制高校 昔―

は社長然とした人が、中小企業の社長というよ

うな人が、おれは勉強したいということで、中

学校卒業でしかなかったものでということで一

生懸命勉強に来られていた。そういう社長然と

した人が、かえって、職場でいろんな課題を

持った子供さんたちが来ている中で一緒に勉強

して、いい影響を与えていった時代というのも

あります。今でもそうだろうとは思います。た

だ、いろいろ聞いてみますと、言われているよ

うに、発達障がいとか、いろんな家庭での問題

を抱えた子供さんたちも数多く来られているん

ではないかという状況です。そういう学校が発

達障がいの人が多いとかいうことは、断定して

はいけません。言葉を選んで言わなきゃなりま

せんが、いろんな学校で、いじめに遭ったりと

か、発達障がい等でそういう人たちがもし来ら

れているとするのであれば、定時制という学
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校、この学校が果たす社会的な役割 先生た―

ちが人格陶冶をしながら一生懸命教えて、その

子が見事に立派になって卒業していくとするな

らば、私は、宮崎県の教育、宮崎県の人材とし

ても多大な貢献をしていると思います。むし

ろ、警察とも関係がありますが、自殺とか犯罪

とかそういった発生なんかのことを関連して考

えた場合、定時制の先生たちが学校の中で一生

懸命頑張っているというのは、本当に大きな社

会貢献しているという意味では、通信制も含め

てでありますが、定時制高校等にぜひ光を与え

てほしいと思うんです。光を与えてほしいとい

うのはどういうことかというと、職員をふやし

なさいとか、学校の整備、プレハブであれば少

し直してあげなさいとか、そういうこともある

かもしれません。ぜひそういう立場で光を与え

ていただきたいと思いますが、教育長の見解を

伺います。

お話にありましたよ○教育長（高山耕吉君）

うに、定時制、通信制の高等学校につきまして

は、働きながら学ぶためだけではなく、中途退

学者の学び直しの場となるなど、大変重要な役

割を果たしていると私も考えております。この

ため、平成15年度に、すべての定時制・通信制

高等学校に単位制を、また平成18年度には、宮

崎東高校と延岡青朋高校に昼夜開講型の定時制

を導入するなどの制度変更を行ったところでご

ざいます。

また、生徒たちが自信と誇りを持って学ぶた

めに、生徒生活体験発表大会等を実施いたしま

すとともに、悩みを抱える生徒たちの相談に応

じるため、ハートサポーターを設置いたしてお

ります。さらに、就職支援など進路指導の充実

も図っているところでございます。これから

も、このような取り組みを一層充実しながら、

定時制・通信制高等学校が多様化する学びのニ

ーズに対応できるよう、積極的に支援を行って

まいりたいというふうに考えております。以上

です。

そういうことで、ぜひ光を当○太田清海議員

ててほしいと思います。県のプランの中にも定

時制のことが述べられています。学びの場であ

るということでありますが、そういった社会的

な貢献というところも、ぜひ考えていただきた

いと思っております。

次に、外部立会人制度についてお伺いいたし

ます。これは、平成16年11月の県議会で私が、

当時県内の福祉施設で、指定施設で、投票者に

成り済まして不正投票が行われた、これをどう

にかせないかんとじゃないかということで質問

しましたところ、外部立会人制度というものを

つくっていただきました。これは選挙管理委員

会委員長でありますが、この活用状況について

お伺いしたいと思います。

病院だとか○選挙管理委員長（若友慶二君）

老人ホーム、この指定施設における不在者投票

の公正さというものを確保しなきゃならないこ

とは当然であります。そういう中で、施設の関

係者以外の第三者が立ち会う、いわゆる外部立

会人制度、これは全国でも２～３県ありますけ

れども、県内すべての指定施設を対象に、さら

に外部立会人の候補者名簿等を作成する制度、

これは本県が初めてであろうというふうに認識

をしております。ことし４月の県議会議員選挙

から導入したところでありますが、制度の導入

に当たりましては、市町村選挙管理委員会の御

理解と御協力を得て、指定施設に対しまして、

県内各地での説明会、さらに文書を通じてのお

願いをして、コンセンサスを得たわけでありま

すけれども、制度の積極的な活用をお願いして
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まいりました。その結果でありますけれども、

県議会議員の選挙では、県内に272の指定施設が

ありますが、そのうち83の施設で御活用いただ

いたわけであります。７月の参議院議員選挙に

おきましては、87の施設が外部立会人を活用さ

れたということであります。さらに、選挙管理

委員会といたしましては、この制度が定着し、

選挙の公正と信頼が確保されるように、今後と

も市町村の選挙管理委員会だとか明るい選挙推

進協議会の方々と連携を図りながら、制度の活

用について、指定施設に対して御理解と御協力

を求めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

ありがとうございました。少○太田清海議員

しずつ伸びてはおると思いますが、この外部立

会人については、その指定施設のほうが報酬の

費用負担をしているというふうにも聞きまし

た。本来、選挙でありますので、公的なものが

きちっと保障していかないといけないのではな

いかと思います。公費で負担すべきではないか

と思いますが、選挙管理委員長のお考えをお伺

いいたします。

御指摘のと○選挙管理委員長（若友慶二君）

おり、現時点では、報酬とか旅費につきまして

は、施設の負担ということになっております。

これは制度そのものが、不在者投票所の管理者

が施設の長ということになっておりますので、

その範囲内での委嘱であったわけであります

が、今回も外部立会人制度、そういう意味での

御理解を得ながらお願いをしておりますので、

現時点では公費負担の対象にはなっていない。

公費負担というのは、国会議員等の選挙執行経

費の基準法の中で定められているわけでありま

すので、今のところその対象になっていない。

そういうことでありますが、こういう制度を私

ども自身つくったわけでありますので、この制

度が法制化されるように、現在もいろいろ国に

対して働きかけをいたしておるわけでありま

す。都道府県の選挙管理委員会連合会等を通じ

まして、全国的な制度として行っていただける

ように働きかけをしていきたい、そんなことを

思っております。さらに、報酬等の公費負担に

ついても、研究はしてみたいと思っております

ので、よろしくお願いします。

太陽光発電の一般家庭への設○太田清海議員

置について、県の支援ができないかということ

で、地域生活部長、最後の質問でありますが、

お願いしたいと思います。

県におきまし○地域生活部長（丸山文民君）

ては、平成16年３月に策定をいたしました「宮

崎県新エネルギービジョン」に基づきまして、

新エネルギーの導入促進に取り組んでいるとこ

ろであります。このような中で、本県の恵まれ

た日照条件を利用した太陽光発電につきまして

は、県総合農業試験場あるいは県工業技術セン

ターなどの県有施設への率先導入や、一般県民

を対象としたセミナーの開催等によりまして、

普及啓発事業などを行っているところでありま

す。また、一般家庭への導入につきましては、

本県は導入率が全国でもトップクラスであり、

県民の関心も高いと認識をいたしております。

県といたしましては、このような状況を踏まえ

まして、今後とも県民、事業者、市町村等と連

携を図りながら、より一層の導入促進のための

方策を検討してまいりたいと考えております。

以上であります。

時間も来ましたので、終わり○太田清海議員

たいと思います。

太陽光発電については、次回また資料を出し

て質問したいと思っております。
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どうもありがとうございました。（拍手）

次は、43番鳥飼謙二議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 先月、鹿児○鳥飼謙二議員

島市で開かれました南九州観光振興会議に出席

いたしました。宮崎、鹿児島、熊本３県の県議

会議員72名と、行政や観光関係者などで、総

勢150名が参加する大規模なものでありました。

本県の会長は外山三博議員であります。そこ

で、南九州３県連携による観光誘致等につい

て、今後も３県議会が連携して取り組んでいく

ことを確認したのであります。

各県の話を聞きながら、宮崎は取り残されつ

つあることを実感したのであります。九州新幹

線鹿児島ルートが３年前に一部開通し運行して

いることは、周知の事実ではありますが、しか

し、ペーパーにして福岡市―鹿児島市間は、在

来線時代でも所要時間３時間50分であったもの

が、新幹線一部開業後は２時間10分、４年後、

全線開業後は１時間20分と言われ、言葉を失っ

たのであります。日豊本線とでは本当に大きな

差があるのであります。しかも、開業１年前の

利用客が141万人であったものが、開業３年目に

は335万人と2.5倍となっているのであります。

来年のＮＨＫ大河ドラマは「天璋院篤姫」であ

りますけれども、鹿児島県が舞台とのことで、

最近、島津家の参勤交代の録画が市内の橋公園

で行われたということでありました。確かに台

湾―宮崎間の航空路線が来年から開設されると

いう明るい話題、これも大変な当局の御苦労が

あったと思いますけれども、そういう明るい話

題はありますが、両県には遠く及ばないことを

実感して、何とか頑張らねばと思いながら帰っ

てきたのであります。

今、宮崎県は、東国原知事の誕生で熱気があ

ると言われ、県庁も観光スポットとなり、ツア

ー客でにぎわっております。しかし、知事個人

の人気に頼っている現状は極めて表面的であ

り、それだけでは、宮崎県の将来はどうなるの

だろうかと心配する毎日であります。だからこ

そ、じっくりと腰を落とした政策議論を展開

し、地道に努力し、その努力を積み重ねていく

ことが必要ではないかと思うのであります。

それでは、既に何人か質問をいたしましたの

で、一部割愛し順番を少し変えまして、一般質

問をいたしてまいります。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

知事は、県民総力戦を掲げた「そのまんまマ

ニフェスト」で、新規立地企業100社、新規雇用

者１万人、100世帯移住促進、高千穂地域のＤＭ

Ｖ等を視野に入れた交通基盤整備の支援、民間

のプロの視点で県の事業を棚卸しする等をうた

われております。そして、知事マニフェストを

具現化する具体的な戦略を示し県政運営の指針

とするとして、宮崎県総合計画「新みやざき創

造計画」をことし６月に策定されたところであ

ります。そこで、間もなく知事就任１年になろ

うとしておりますので、知事マニフェストの達

成状況と、今後に向けての知事の決意について

お伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、質問

者席から質問いたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

私のマニフェストを実行するために、就任後

速やかに、新たな総合計画「新みやざき創造計

画」を策定したところであり、計画に掲げた具

体的な数値目標の達成を目指し、施策・事業を

着実に実行しているところであります。就任か

ら現在までの達成状況につきましては、統計の

手法等により、現時点で数字が把握できないも
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のもありますが、例えば、新規立地企業件数に

つきましては16件、移住世帯数については30世

帯となっております。また、宮崎のＰＲや災害

時安心基金の設置、さらには、入札制度改革や

事業仕分けの実施等による行財政改革にも鋭意

取り組んでいるところでございます。なお、こ

れらの取り組みは緒についたばかりであり、今

後とも県庁一丸となって、スピード感を持って

施策や事業の改善に取り組むことで、マニフェ

ストの達成を目指してまいりたいと考えており

ます。以上です。〔降壇〕

ぜひマニフェストの達成に向○鳥飼謙二議員

けて頑張っていただきたいというふうに思いま

す。

次に、ひきこもり対策の現状と課題について

お尋ねをいたします。

１カ月ほど前、ひきこもりの家族を支援する

親の会、宮崎県「楠の会」のミーティングに特

別に参加をさせていただきました。また先日

も、親の会主催の「引きこもりサポーター講習

会」というところに行ってまいりまして、大変

苦労し頑張っておられる、本当に悩んでおられ

る親御さんたちのお話を聞いたところでござい

ます。「私は70歳になりました。先日夫が亡く

なり、親子２人で年金で何とか暮らしていま

す。部屋にひきこもっている息子は口をきいて

くれません。コミュニケーションもできませ

ん。いろんな方に相談していますが、万策尽き

た感じです」「息子が専門学校を卒業し、一時

働きましたが、その後、そのまま埼玉県のアパ

ートに７年間ひきこもり、28歳になります」

「中学校２年生から11年ひきこもり、現在24歳

になります」と、深刻な相談が相次いでおりま

して、一昨日のサポーター講習会では、講師で

あります新潟県佐潟荘副院長の精神科医師

中垣内先生に寄せられておりました。ＮＰＯ法
なかがいと

人全国引きこもりＫＨＪ親の会は、全国で100万

人を超える極めて深刻な社会問題であるとし

て、行政への積極的な支援を求めています。厚

生労働省が作成した「ひきこもり」対応ガイド

ラインによりますと、ひきこもりの実態は多彩

であり、精神保健福祉の対象であるとし、この

ガイドラインを全国の保健所・精神保健福祉セ

ンターで生かしてほしいとしています。そこ

で、本県のひきこもりの現状についてお尋ねを

いたします。

ひきこもりに○福祉保健部長（宮本 尊君）

つきましては、精神障がいとか発達障がいのほ

かに、人間関係や社会環境への不適応など、い

わゆる社会的ひきこもりがあると言われており

ます。ひきこもりにつきましては、問題を家庭

内で抱え込んでしまうケースが多く、また、家

族が相談支援の利用を敬遠したり、社会から孤

立する状況もありまして、実態を把握するには

非常に難しい面がございます。ひきこもり問題

の課題といたしましては、どのようにして実態

を把握するか、また、相談支援等の手法が確立

されていないこと、あるいは相談支援体制が整

備されていないことなどが課題として挙げられ

ます。

いろいろとお話をいただきま○鳥飼謙二議員

したけれども、やはり実態調査をすることだろ

うと思っているんです。京都府等では実態調査

をやっておりますし、非常に悲惨な家庭内の殺

人事件が起きてからやり出すというようなこと

も多いわけですから、ぜひ実態調査をやってい

ただきたいということを申し上げております。

また、問題が深刻であるにもかかわりませ

ず、本県ではどこが主体的に対応するのかとい

うのもはっきりしていない。ですから、ひきこ
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もり対策チームとか検討委員会を設置していく

べきではないかというふうに思いますので、お

尋ねいたします。

お話にありま○福祉保健部長（宮本 尊君）

すとおり、実態がなかなかつかめないというこ

とで、精神保健福祉センター等での相談の件数

等は一応は把握をしておるところですけれど

も、そういったことを通じてできるだけ実態を

つかんでいきたいというふうに考えておりま

す。

また、ひきこもりについての対策チームのお

話ですけれども、ひきこもりは社会的な問題と

なっておりますけれども、国においても平成15

年に、お話のあった精神保健の観点からのガイ

ドラインが示されたのみで、調査研究の緒につ

いたばかりであります。このため県としまして

は、国の動向とか他県の状況も把握しながら、

調査の方法等も含めて研究してまいりたいと考

えております。

緒についたばかりだというこ○鳥飼謙二議員

とですけれども、他県の動向を見なくても実際

困っている人はおられるんですよ。そこを押さ

えていただきたいというふうに思っておりま

す。

今、精神保健福祉センターのいろんなお話が

ございましたけれども、親の会とそれらの精神

保健福祉センターや保健所、児童相談所などの

行政機関、学校との連携を強化すべきではない

かというふうに思っておりますし、県として、

いろんな相談を含めて、親の会にもっと支援を

行っていくべきではないかと思いますけれど

も、部長の御見解をお尋ねいたします。

ひきこもり問○福祉保健部長（宮本 尊君）

題を抱えた家族は、親の会へいろいろ相談され

ることも多いと考えられますので、親の会の情

報が大変重要になってまいります。このため、

親の会と精神保健福祉センターを初め各機関が

連携を図ることは、ひきこもり対策を進める上

で大変重要であると認識しております。

積極的に取り組んでいただき○鳥飼謙二議員

たいというふうに思います。確かに国も15年か

らということで、それまでも長い運動があった

わけですけれども、そういうふうな最終版のガ

イドラインを出しておるわけですし、ぜひ行政

の支援をお願いしておきたいと思います。

それでは、高齢者の福祉と医療についてお尋

ねをいたします。

これも、私の知人の80代の両親の例をちょっ

と申し上げますと、父親は３月からある病院に

入院していますけれども、「退院してくださ

い」といつ言われるかと大変心配していると話

しておられます。それから、母親は、今はある

グループホームに入所しておりますけれども、

ことし３月ごろから痴呆が進行して、別のグル

ープホームで月曜から金曜までショートステイ

を受け、土日は自宅に連れ帰っていたそうであ

ります。しかし、当時の施設側から、「今後は

２週間以内しか預かれない」と言われ、別のホ

ームを探して、かけ持ちをして何とかしのい

だ。そして、ある長期療養病院に入院いたしま

したけれども、夜間の徘回があるということ

で、３日で退院された。本当に苦労しておられ

るようであります。そして、現在のグループホ

ームに入所して、特別養護老人ホームの待機申

請をいたしておるわけですけれども、これがま

た、いつになるかわからないというような現状

でございます。親族総出で高齢の両親のお世話

をしているわけですけれども、本当に大変だと

思います。父親は自己負担が、おむつ代を含

め、10月から老人医療の限度額というのが適用
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されて、ようやく約６万円。要介護度３の母親

は月10万円、合計で16万円という自己負担にな

るわけですけれども、２人の年金では不足する

ため、親族で負担し合っているということであ

りました。このように、要介護者を抱えた家族

の負担は、精神的にも肉体的にも経済的にも、

大変な困難があるわけでございます。そういう

中で、いろんな制度が変えられてきているとい

うふうに思います。

そこで、後期高齢者医療制度についてであり

ますけれども、これについては先ほど質問しま

したので割愛したいと思いますが、高齢者が受

診したときに自己負担金原則１割、現役並み所

得者３割負担、高齢者への影響は大変大きなも

のがあるのではないかというふうに思っており

ます。そこで、年金収入18万円以上という人

は、年金から介護保険料とあわせて天引きされ

て、18万円以下の人は普通徴収されることにな

ります。今後、医療費を支払えない高齢者や、

保険料さえも支払えない人が出てくるのではな

いかというふうに思いますけれども、これらの

低所得高齢者をどう救済していくのか、お尋ね

をいたします。

後期高齢者医○福祉保健部長（宮本 尊君）

療制度におきましては、保険料につきまして、

所得に応じて７割減額、あるいは５割、２割の

軽減制度が設けられております。広域連合によ

りますと、７割軽減対象者が全体の約51％、５

割軽減対象者が約３％、２割軽減対象者が約６

％と見込んでおりまして、合計で約６割の方が

保険料の軽減対象となっておるところでござい

ます。

低所得者にとっては、そうい○鳥飼謙二議員

うものがあるにしましても大変厳しいものが予

想されるというふうに思っているんですが、例

えば国民健康保険では保険料が払えない被保険

者、そしてまた一部しか払えない世帯について

は、保険証ではなくて被保険者資格証明書、ま

たは期限を定めた短期被保険者証が交付されて

いるわけですけれども、これらの人が医療機関

を受診するときは、全額自己負担しなくてはな

らない。実質受診できないという事例が出てお

ります。短期被保険者証、被保険者資格証明書

の交付状況についてお尋ねをいたします。

国民健康保険○福祉保健部長（宮本 尊君）

では、被保険者間の公平を図る観点から、市町

村において、災害とか病気、失業等の特別な事

情がない１年以上の国保税滞納者で、分割納付

等が可能な方には、通常の被保険者証の有効期

間よりも短い期間の短期証を交付しておりま

す。また、分割納付などにも応じない滞納者に

対しては、生計状況や納税状況等を考慮し、被

保険者証の返還を求め、これにかわる資格証明

書を交付する場合がございます。平成18年度の

交付状況は、県合計で、短期証が１万4,772世

帯、資格証明書が3,496世帯となっております。

今、お話がございましたけれ○鳥飼謙二議員

ども、これは世帯ですから、短期証１万5,000世

帯ですね、これは３万人ぐらいでしょうか。そ

れから資格証明書が3,500世帯ですから、5,000

人ぐらいなんでしょうか。納めようとしないん

じゃなくて、納められないんですね。納められ

ないから、借金をして２カ月分ぐらい納めて、

短期間の受診をする、そういう状況が出てきて

いるということをぜひ考えていただきたいなと

いうふうに思うわけです。

それから、今回の後期高齢者医療制度、これ

も同様の取り扱いになるのではないかなと、本

当に心配しているわけですけれども、この場合

はどのようになるのか、把握しておられればお
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答えいただきたいと思います。

後期高齢者医○福祉保健部長（宮本 尊君）

療制度におきましても、現在の国民健康保険と

同様の取り扱いをする予定になっております。

先ほど前屋敷議員もこの制度○鳥飼謙二議員

これはなぜ制度かというと、保険じゃない―

からですね。保険というのは反対給付があるわ

けですが、時間がありませんから省略しますけ

れども……。では、そういう人たちが出てくる

ということをどうするのかということになるわ

けです。そこで、最後のセーフティネットとい

うことで生活保護制度というのがあるわけです

けれども、北九州市の例にもあるように、水際

作戦として申請書さえも渡さない。そんなこと

が行われているのはもってのほかだというふう

に思いますし、当然、宮崎県はそんなことはな

いと私は信じておりますけれども、本県の生活

保護の現状についてお尋ねをいたします。

生活保護であ○福祉保健部長（宮本 尊君）

りますが、平成19年４月現在で、県内全体で

約9,600世帯、１万2,700人が生活保護を受給さ

れております。人口1,000人当たりの保護率で

は11.1パーミルで、全国平均の11.9パーミルよ

りやや下回っております。この数字は平成８年

を底に、徐々に高まってきている数字でありま

す。世帯の類型としましては、高齢者世帯が

約50％と最も多く、次いで傷病者世帯が約22％

となっております。生活保護の基準額の例を挙

げますと、宮崎市での保護費が、住宅費とか医

療費を除いた場合、30歳代夫婦と小学生１人の

３人世帯で月額15万7,790円、70歳の単身世帯で

月額６万8,950円となります。今後とも、生活保

護の実施につきましては、適正な保護を行うと

ともに、自立・自活に向けた総合的な支援に努

めてまいりたいと考えております。

生活保護の話は、また後ほど○鳥飼謙二議員

お伺いするといたしまして、地域ケア体制の整

備についてお尋ねをいたします。

国は、療養病床のうち、介護保険適用の介護

療養病床約12万床を2011年度までに全廃、医療

保険適用の医療型病床約23万床を2012年度まで

に15万床に削減するとしています。国は、病床

転換や老人保健施設等で代替するとしています

が、このままでは介護施設から追い出される大

量の介護難民が発生し、大きな社会問題となる

ことが予想されます。本県においても、これで

は3,000人以上の高齢者が施設や病院から追い出

されることになるとして、特別養護老人ホーム

や介護老人保健施設等を整備するとした地域ケ

ア対策の試案を示しておられますが、今後どの

ように介護施設を整備していこうとするのか、

部長にお尋ねをいたします。

療養病床の再○福祉保健部長（宮本 尊君）

編に対応した受け皿の整備につきましては、各

医療機関の転換への意向や入所者の状況等を十

分に踏まえながら、県医師会、地元市町村等と

検討を重ねて、今回、「地域ケア体制整備構

想」として取りまとめたところであります。整

備の方向性としましては、医療的な介護や長期

療養が可能な老人保健施設や特別養護老人ホー

ムなどの施設・居住系サービスを中心に整備

し、転換前の介護療養病床のベッド数を確保す

ることとしております。また、整備に際しまし

ては、在宅医療をサポートする観点から、訪問

看護などの医療と介護サービスの連携を図るこ

ととしております。今後とも、介護保険料の急

激な上昇を招かないよう十分配慮しながら、引

き続き、地元市町村や医療機関等と協議を重

ね、地域に望まれる受け皿の整備を図ってまい

ります。
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施設整備は、厚労省ともいろ○鳥飼謙二議員

いろとあつれきがあるかもしれませんけれど

も、ぜひ頑張って整備に取り組んでいただきた

いというふうに思っております。

これは私の試算なんでありますけれども、平

均介護保険料4,133円、これと合算いたします

と、平均8,600円程度が年金から控除される、そ

の上に１割の自己負担が出てくるということに

なります。老齢年金等が年額 先ほど10万と―

かいろいろありましたが 18万でありますけ―

れども。18万円以下の高齢者や、生活保護を恥

ずかしいと考えて受給していない人たち、こう

いう人たちもたくさんおられるわけですが、こ

の人たちも普通徴収をされるわけであります。

このため、生活できない人、受診しない人がか

なり出てくるのではないかというふうに心配を

いたしております。最低生活を保障するため、

生活保護等で救済をしていくべきではないかと

いうふうに私は考えております。積極的な法の

活用をお願いしたいと思いますが、部長のお考

えをお尋ねいたします。

現在の国民健○福祉保健部長（宮本 尊君）

康保険制度におきましても、いわゆる被扶養者

でない高齢の方は国民健康保険税を支払ってお

ります。また、窓口での１割負担を現在もやっ

ておられる。そういう状況ですので、この後期

高齢者医療制度が円滑に進むように、県民の皆

さんの御理解をいただくとともに、おっしゃる

ように所得の低い方、そういう方に対する減免

措置 窓口負担もそうですけれども がご― ―

ざいますので、そういったものを周知していき

たいというふうに考えております。

私は、この制度は、果たして○鳥飼謙二議員

うまくいくのかなと思っているんですね。私は

この間60歳になりまして還暦になったんですけ

れども、もうちょっとしますと後期高齢者に

入っていきますが、やはり年をとると病気をす

る、これはほとんどの人が負うわけですから、

その人たちだけで保険をつくるといいますか、

この制度をつくるということ自体に無理がある

と私は思っております。このことを部長と話し

ても、これはどうにもならないわけであります

けれども、そういう制度の中で保険料がだんだ

んと上がってくることが想定されるわけです。

その際に、やはり餓死者とかいろんなことが出

ないように、そういう最低生活を保障する制度

があるわけですから、これを積極的に活用をし

ていっていただきたいというふうに思っており

ます。

それから、高齢者の健康増進とシルバー人材

センター事業についてお尋ねをいたします。

シルバー人材センター事業は、「自主・自立

・協働・共助」の理念のもと、高齢化が急速に

進展する我が国におきまして、定年退職等によ

り現役をリタイアした高齢者が、樹木の剪定や

家事援助サービス、事務等の、主として雇用関

係でない何らかの就業を通じまして、追加的収

入を得るとともに社会参加を図るものでありま

す。全国シルバー人材センター事業協会が実施

した高齢者の社会活動と健康維持・増進に関す

る調査によりますと、センター会員の医療費は

一般高齢者より平均で３万円低く、要介護者率

も4.7％と、一般高齢者より３％低くなっていま

す。また、センターを通じて働いた収入は家計

の足しとなるのは当然でありますけれども、社

会参加意識や生活満足度も向上するなど、大き

な効果が見られると報告をしております。そこ

で、県内での活動状況、シルバー人材センター

活動に対する基本的な認識について、関係部長

にお尋ねをいたします。
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また、老人クラブ活動などの元気老人対策

は、つまるところ、高齢者が生きがいを持って

健康に暮らしていくことにあるわけですが、高

齢者の生きがい・健康づくりについてどのよう

に考えておられるのか、福祉保健部長にもあわ

せてお尋ねをしておきたいと思います。

シルバー○商工観光労働部長（高山幹男君）

人材センターは、平成19年３月末現在でありま

すけれども、6,579名の会員を擁しまして、各市

町村において高齢者の方々に多様な就業の場を

提供いたしております。また、ボランティア活

動やスポーツや芸術などの同好会活動にも取り

組んでおりまして、生きがいづくりや社会参加

に大きく貢献をいたしております。今後、高齢

化が進む中で、その役割はさらに重要になって

くると考えておりますので、８月に宮崎県シル

バー人材センター連合会が事業活性化計画とい

うものを策定しておりますので、それを踏まえ

まして、国等とも十分な連携を図りながら、会

員数の拡大など活性化の支援に努めてまいりた

いというふうに考えております。

高齢化が進む○福祉保健部長（宮本 尊君）

中で、高齢者が住みなれた地域で元気に暮らし

ていくためには、スポーツや文化活動等を通じ

た生きがい、あるいは健康づくりが大変重要と

なっております。このために県では、老人クラ

ブが行う健康づくりや、県社会福祉協議会が開

催する宮崎ねんりんピックへの支援などを通じ

て、高齢者のスポーツ・文化活動の促進を図っ

ているところであります。今後とも、活力ある

長寿社会づくりを進めるために、市町村や関係

機関と連携し、高齢者の生きがい・健康づくり

に取り組んでまいります。

ぜひよろしくお願いをいたし○鳥飼謙二議員

ます。

次に、県立病院改革についてお尋ねいたしま

す。疾病構造の変化や国の医療制度改革等、医

療を取り巻く環境が大きく変化する中で、県立

病院の経営状況は大変厳しいものがございま

す。こういう中、病院局は、経営の健全化を図

り、高度で良質な医療を効果的、安定的に提供

するとして、2006年度から５年間を期間とする

中期経営計画を策定し、経営改善に取り組んで

おられます。そこで、県病院の運営状況につい

て何点か、病院局長にお尋ねをいたします。

医師確保についてであります。病院経営を安

定的に行うためには、公的病院の目的を理解

し、地域医療の担い手として定着し、患者から

信頼をかち得る医師を確保することが極めて重

要であると考えます。しかし、最近の研修医制

度の影響もあり、県病院では医師が十分に確保

されていないようでありますが、現在何名の医

師が不足をしているのかお尋ねいたします。

医師の確保につき○病院局長（植木英範君）

ましては、県立病院が高度で良質な医療を提供

する上で、また、経営の健全化を着実に進めて

いく点からも、極めて重要なものと認識をいた

しております。ちなみに、この12月１日時点の

県立病院全体の医師数は、充足率89.1％、定

数193名に対して21名の不足となっており、医師

の確保は依然として喫緊かつ最重要の課題でご

ざいます。抜本的な医師確保策がない中で、大

変厳しい状況ではありますが、宮崎大学を初め

各大学の医局への派遣要請はもとより、県出身

の医師や臨床研修医への個別の働きかけなど、

引き続き、各病院長ともども医師の確保に積極

的に取り組んでまいりたいと存じます。

医師が不足をするということ○鳥飼謙二議員

は、結局、そこでの診療報酬が下がってくると

いうことであります。先ほど申し上げたような
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医師のもとには患者が集まってくる、当然であ

りますけれども、この医師不足の具体的な影響

をどのように受けとめておられるのか。また、

医師確保のためにどのような努力をしておられ

るのか。病院局長マニフェストが出されており

ますけれども、収益の確保、費用の縮減等は述

べられておりますが、最も重要である医師の確

保については触れられていないのでありますけ

れども、その理由についてもあわせてお尋ねを

いたします。

先ほどお話もござ○病院局長（植木英範君）

いましたが、県立病院は、全県レベルあるいは

地域の中核病院として、政策医療や高度医療な

ど、一般的に県内の他の医療機関では対応困難

な医療を中心として担っているところでござい

ます。したがいまして、医師が不足いたします

と、このような県立病院としての使命と役割が

果たせず、県民の皆様への医療サービスの低下

につながるのではないかと考えております。ま

た、医師が不足することにより患者が減少し、

診療収入が減少しますと、安定した医療の提供

という面にも大きく影響することになりますの

で、医師の確保は大変重要であると認識いたし

ております。

答弁が十分じゃなかったです○坂口博美議長

ね。

失礼いたしまし○病院局長（植木英範君）

た。医師確保の件がマニフェストに書いてな

かったということについてお答えをいたしてお

りませんでしたが、実は、医師不足ということ

は、鳥飼議員も十分御承知のとおり、全国的な

厳しい状況であるわけでして、これは全体とし

まして、先ほども申し上げましたように、私を

先頭に各病院長ともども、各病院、九州管内の

大学、そして特に宮崎大学を中心に、いろいろ

医師派遣についてお願いに回っている、そう

いった地道な活動を中心に行っている状況でご

ざいますので、どうか現状を御理解いただきた

いと思います。

現状はわかるんですけれど○鳥飼謙二議員

も、まず第一に医師を確保するという 医師―

がいないということは、先ほども局長がおっ

しゃいましたように、地域医療が確保されない

と県病院としての役割が果たせないということ

があるわけですから、やはりここは第１番目に

医師を確保する、これが第１番目であるべきと

いうふうに思っておりますし、知事の仕事とし

ても、医師の確保はなかなか難しいことは重々

わかっているんですけれども、医師を確保しま

すよという決意がないといけないと思うんです

ね。ぜひマニフェストに挙げられて、今後は全

力を挙げて取り組んでいただきますように、お

願いを申しておきたいと思います。

次に、看護師の確保でありますが、診療報酬

の2006年度改正で７対１看護基準が新設されま

した結果、全国的に看護師が不足し看護師争奪

戦争が起こっている。看護師が不足した結果、

本県では非常勤や臨時の看護師を募集して、夜

勤ができない、していない。その結果、常勤の

看護師に８時、９時まで残業が続きまして、負

担増となっておりますけれども、今後、看護師

確保をどう図っていくのか、お尋ねをいたしま

す。

お話の７対１看護○病院局長（植木英範君）

体制の確保は、診療報酬上評価の高い入院基本

料の取得につながりまして、経営改善の取り組

みに大きく寄与するものでございます。このた

め、昨年度、できる限り早期の導入を図ること

として、その体制確保に際しましては、県立病

院全体での病棟再編等による人的資源の再配分
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を実施いたしました。それでもなおかつ不足し

たことから、その不足分を臨時的任用職員の活

用により対応したところでございます。その臨

時的任用職員数は、本年12月１日現在12名で、

看護師全体の1.3％程度となっております。当然

のことでありますが、任用に当たりましては、

県立病院の看護師としてふさわしい能力の方々

を任用いたしますとともに、任用後は、必要な

指導・教育を継続的に実施し、サービスの低下

を生じないよう努めているところであります。

臨時的任用職員につきましては、病院事業の健

全化に向けて、今後とも、適切な配置という観

点を踏まえながら、必要な範囲において活用を

図ってまいりたいと考えております。

かなり看護職員が少ないとい○鳥飼謙二議員

うのが実態でありまして、今いろいろとお話が

ございましたが、例えば宮崎病院がございます

けれども、369名看護職員が必要だというふうに

言われておりますが、実際は329名しかいなく

て、40人不足しているわけなんですけれども、

あとは臨時職員とかそういうことで対応してい

るというのがあるわけです。４病院全体で臨時

職員を何名ほど配置して、何名正規の職員が配

置されているのかについて、そこに資料があれ

ば、お答えをいただきたいと思いますが、あり

ますか。

看護師の状況でご○病院局長（植木英範君）

ざいますが、ちょっとお待ちください……。

もしないようでしたら、ここ○坂口博美議長

で数字が出ないと 進行には影響ないです―

ね。では、後ほどということで……。

私の聞いているところでは、○鳥飼謙二議員

４病院全体で86名が臨時職員ということになっ

ておりまして、かなり今、産休とか育休とかあ

りますから、代替をするにしてもかなり大変な

状況がある。そして、そういう状況の中で、先

ほど申し上げた看護師争奪戦が起こっておるわ

けですから、大変厳しい状況にあるというふう

に思うわけであります。ですから、よっぽど頑

張っていかなくてはならないというふうに思っ

ているところであります。

関連しまして、看護師確保ということですけ

れども、県立看護大、大体100名卒業されるわけ

ですが、最初45～62名と、県内定着率もいろい

ろあったんですけれども、最近では38名、４割

程度というふうに聞いております。県民枠を拡

大するとか、いろんな努力をして定着してもら

う、そのことが大事だと思っているんですけれ

ども、福祉保健部長、今後の対策についてお尋

ねをしたいと思います。

県立看護大学○福祉保健部長（宮本 尊君）

卒業生の県内就職の促進といいますのは、本県

における質の高い看護師確保の観点から、大変

重要であると認識しております。そのために県

では、これまでも、入学生の県内出身枠を設け

るとともに、県内出身者に対する入学金の減額

を実施するなど、主に県内出身の入学生の確保

を通じた県内就職の促進に努めてきたところで

あります。今後も、医療機関を初め、県内関係

機関の御協力もいただきながら、入試における

県内出身枠の拡大など、多様な観点から、県内

就職の促進に努めていきたいと考えておりま

す。

ぜひ頑張っていただきたいと○鳥飼謙二議員

いうふうに思います。

次に、中期経営計画についてお尋ねをいたし

ます。2006年度決算は、前年比約13億円の改善

となっておりまして、計画より早い達成だとい

うふうに決算書では評価をしておられますけれ

ども、要因をどのように分析しておられるのか
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お尋ねします。

それでも17億円の純損失でありまして、これ

からが正念場であるというふうに思うわけです

が、2007年度の経営見通しと計画達成の手ごた

えについてお伺いいたします。

平成18年度の経営○病院局長（植木英範君）

の改善要因といたしましては、収入面からは、

７対１入院基本料の導入や高度医療の実施によ

る診療収入の増がございましたし、一方で費用

の面からは、現業部門の委託化、医薬品等の共

同購入の実施等の取り組みによるものと考えて

おります。特に７対１入院基本料の導入に係る

収益増は、年度途中の病棟再編を財源とする人

的資源の再配分をスピーディーに行えたことも

大きな要因でありました。このことも含め、18

年度の病院事業の経営改善は、何にも増しまし

て、病院局職員全体の経営改革への強い熱意の

あらわれであり、その結果と考えております。

次に、今年度の収支の見通しについてでござ

います。昨年度に比べ、病院事業全体では延べ

入院患者数の増加が見込まれますとともに、７

対１入院基本料の通年効果などにより経営改善

が進展しておりますことから、年度後半に大き

な状況変化がない限り、計画上の今年度の目標

は達成できるというふうに考えております。

それから、先ほどちょっと数字を言い漏らし

ましたので、ここでお答えさせていただきたい

と思います。臨時職員の12月１日現在の全体の

数字でございますが、95名でございます。正規

の職員920名に対して95名。それから、先ほども

申しましたように、７対１の関係では12名とい

うことでございます。大変失礼いたしました。

外部委託についてお尋ねをい○鳥飼謙二議員

たします。現業職員の任命がえ等により業務の

外部委託が増加をしております。質の低下とあ

わせ、管理・監督や責任の所在があいまいに

なっているのではないかというふうに懸念され

るわけですけれども、この点についてお尋ねを

いたします。

県立病院におきま○病院局長（植木英範君）

しては、平成18年４月から、調理給食業務や病

棟の看護補助業務等について民間委託を進めて

きております。これまでのところ、おおむね順

調に推移をしていると考えておりますが、今後

とも適宜、委託の事業者への指導を徹底するな

ど、サービスの質の低下を来すことのないよう

努めてまいりたいと考えております。

ぜひ頑張っていただきたいと○鳥飼謙二議員

思います。

次に、こころの医療センターについてお尋ね

をいたします。

子供の心の健康をめぐっては、うつ病や摂食

障がいなどで治療が必要な児童が増加をしてお

り、ＡＤＨＤ、高機能自閉症、ＬＤ児などの発

達障がいなど、早期の診断、治療、療育の必要

性が指摘されています。そこで、厚生労働省

は、乳幼児期から青年期までの心の問題を専門

的にケアする外来や病棟を備えた「子どもの心

の拠点病院」を全都道府県に設置する方針を固

めまして、全都道府県に１カ所指定し、一般の

病院や開業医では対応の難しい重症の児童を緊

急入院させたり、問題が起きたとき専門家を派

遣したりすると聞いております。今、児童思春

期でのＡＤＨＤなどの発達障がいや摂食障が

い、うつ病や虐待児へのＰＴＳＤなどの対応が

求められています。児童の６％程度が発達障が

いを有するとされておりまして、家庭や学校で

はその対応に苦しんでいるのが実態であります

が、本県ではどのように対応していかれるの

か、現状とあわせ福祉保健部長にお尋ねをいた
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します。

子供や家庭か○福祉保健部長（宮本 尊君）

らの、児童思春期に特有なさまざまな相談につ

きましては、児童相談所が専門的な知識や技術

に基づいて対応しているところであります。特

にＡＤＨＤやＬＤ等に対しては、児童心理士が

面談や心理検査、観察等により心理診断を行

い、それに基づいて子供や保護者に対して心理

療法やカウンセリング、助言指導等を行ってい

るところであります。また、児童相談所での対

応が困難な相談については、医療機関での治療

や発達障害者支援センターでの支援につなげる

など、他機関との連携を図りながら対応してい

るところであります。今後とも、児童相談所の

相談判定機能の充実や関係機関との連携を図り

ながら、効果的な対応を進めていきたいと考え

ております。

悩んでいる人が多いわけです○鳥飼謙二議員

から、ぜひ、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

それから、こころの医療センター、当初案

は、２階は成人病棟、３階は児童思春期病棟と

２病棟に分かれておりましたけれども、現行案

は、２階の１病棟に成人と児童が入院して、真

ん中をナースセンターで仕切る形となっており

ます。これは重大な変更ではないか、パブリッ

クコメントを徴すべきではないかと思われます

けれども、なぜパブリックコメントを求めな

かったのか、お尋ねをいたします。

現在のこころの医○病院局長（植木英範君）

療センターの整備内容は、県民のパブリックコ

メントを経て決定いたしました「こころの医療

センター施設整備基本計画」の基本的な方向に

沿っているものでございます。したがいまし

て、当初の計画にありましたとおり、県立宮崎

病院に併設し、身体合併症などの治療におい

て、一般科との連携や民間精神医療機関との適

切な機能分担を図ることによりまして、本県の

精神疾患に関する全県レベルの中核病院として

の機能をさらに充実させることができるものと

考えております。

私がお聞きしたのは、３階建○鳥飼謙二議員

てから２階建てになって縮小しているけれど

も、それを公にすべきではないかということな

んですけれども、お答えいただきたいと思いま

す。

同じことを申し上○病院局長（植木英範君）

げまして大変恐縮ですけれども、県民のパブ

リックコメントを経て決定しました施設整備基

本計画、この基本的な方向に沿って現在は建設

を進めているということでございますので、御

理解をいただきたいと思います。

当初案は３階建てになってい○鳥飼謙二議員

るんですよね、基本設計。しかし、現在いただ

いているのは２階になっているということをお

尋ねしておるんですけれども、それは変更では

ないと。私は、そうしないと機能が果たせない

という意味でお尋ねをしているわけでございま

して、お答えをいただきたいと思います。

昨年２月に策定を○病院局長（植木英範君）

いたしました「こころの医療センター施設整備

基本計画」におきましては、成人と児童思春期

と合わせて55床程度といたしておりましたが、

その後、これまで想定をしておりました患者需

要等を精査いたしました結果、42床とすること

が適当と判断したところであります。今の患者

需要で２病棟を整備いたしますことで、当初の

建設コスト、後年度の減価償却等が経営を圧迫

することが見込まれたことや、成人及び児童思

春期を同一病棟とする他県病院の視察結果など
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も踏まえまして、２階建ての１病棟としたとこ

ろでございます。また、診療報酬点数の高い加

算の取得を前提に整備内容を決めた場合に、経

営上リスクが大変大きいこともあり、機能面と

経営面とのバランス、さらには富養園スタッフ

との協議など幅広い検討を行いながら、現在の

内容としたところでございます。

趣旨をもう一回伝えられます○坂口博美議長

か、鳥飼謙二議員。

パブリックコメントを徴する○鳥飼謙二議員

必要はなかったという理由を説明されたのかも

しれませんけれども、それは重要な変更である

というふうに思っております。受けとめていた

だくということで、この場を進めていきたいと

いうふうに思います。

患者数等精査の結果というふうに９月議会で

答弁しておられますけれども、成人では患者16

人に常勤医師が１名という診療報酬上の理由か

らではないのかなと私は思っているんです。ま

た、児童思春期精神科入院医療管理加算は取得

するつもりなのか。そしてまた、当該病棟とか

いろいろ条件があるんですけれども、診療報酬

上はクリアできるのか。この２点についてお尋

ねをいたします。

診療報酬につきま○病院局長（植木英範君）

しては、ただいま県立富養園で取得をいたして

おります、そういったものを基本に考えて、取

得の方向で計画をいたしているところでござい

ます。

余り深くは言いませんけれど○鳥飼謙二議員

も、県内の精神科救急、いろんな犯罪性を持っ

た人が来られますよ。そのとき対応できないと

いうことではどうにもならない。せっかくつく

るんですからね。ぜひしっかりしたものをつ

くっていただきたいと私は思っております。

それでは、年間何名の救急患者、小児の入院

・外来、どのくらい見込んでおられるのか。ま

た、入院期間はどの程度想定しておられるの

か。収支の見通しとあわせてお尋ねをいたしま

す。簡単で結構でございます。

まず、成人の患者○病院局長（植木英範君）

の場合、当初200名程度を予定しておりました

が、現在の計画では年間160名前後ということ

で、在院日数が約２カ月程度というふうに考え

ております。それから、児童につきましては、

当初、年間40名前後というふうに考えておりま

したが、現在の計画では年間30名前後、在院日

数が約４カ月程度ということでございます。こ

の数字につきましては、精神科救急の実績とか

他県の患者需要、現在の富養園の実績等を精査

した結果でございます。

収支の見通しにつきましては、中期経営計画

にも示しておりますとおりでございますが、何

しろ、こころの医療センターの所管する医療の

につきましては、大変収支の厳しい分野でござ

います。そういう意味では、ほぼ均衡する、年

間約1,000万円程度の黒字ということを予定いた

しております。

それでは、次に行きます。ス○鳥飼謙二議員

タッフの配置をどうするかということにもより

ますけれども、完全な不採算部門となることが

考えられます。必要な機能をしっかり果たす一

方で、また収入もしっかりと確保するというこ

とが大事です。宮崎病院の一部分となれば、宮

崎病院にも大きな影響が考えられますけれど

も、経理の処理方法は同一会計なのか。また、

医師、看護師、臨床心理士等のスタッフの配置

はどのようになっているのか、お尋ねをいたし

ます。

全体といたしまし○病院局長（植木英範君）
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ては、県立宮崎病院に併設するということでご

ざいますので、会計といいましょうか、経営は

一体で実施をいたす考えでございます。

それから、スタッフにつきましては、先ほど

お話のありましたとおり、こころの医療センタ

ーとしての５つの機能が十分果たせるような体

制づくりを、今検討を進めているところでござ

います。

精神保健福祉指定医が５人以○鳥飼謙二議員

上いないと、精神科救急では１日3,200点の点数

はとれないんですね。いろんな条件がありまし

て、これがとれますよと思っていても、社会保

険事務局が払いませんということになったら、

何億返せということになりますからね。要員の

配置というものをしっかり詰めていって、でき

るだけ早く私どもにもお知らせをいただきた

い。そのことで経営がどうなるかとなります

し、宮崎病院にもはね返っていくわけですか

ら、ぜひそこはしっかりとお願いをしたい、対

応していただきたいというふうに思っておりま

す。

それから、児童思春期の精神科医、何とか大

丈夫ですよと言っておられますけれども、どの

ような医師を想定しておられるのか、お尋ねを

いたします。

現在不在となって○病院局長（植木英範君）

おります児童思春期の医師につきまして、全国

的に専門医が極めて少ないということは、その

都度申し上げているところでございます。現在

でも大変厳しい状況であることは変わりござい

ませんが、オープンまでの医師の確保に向けま

して、全力で努力をしているところでございま

す。

専門医師というのは 医師○鳥飼謙二議員 ―

―はだれでも免許を持っておるわけですから

日本児童青年精神医学会の認定、実務経験では

５年以上の学会員で、レポート提出、診療実

績30人以上というような前提がついております

けれども、そこをクリアしたドクターが来ると

いうことで理解してよろしいでしょうか。

そのとおりでござ○病院局長（植木英範君）

います。

ぜひ立派な病院をつくってい○鳥飼謙二議員

ただきたいというふうに思います。

それから、雇用問題についてお尋ねいたしま

す。

非正規公務員の現状についてお尋ねをしたい

と思います。雇用の場の確保については大きな

課題でありますし、大変な問題がありますけれ

ども、この非正規の公務員というのが、県庁の

中でもふえてきております。特に財政改革推進

計画を策定いたしまして見直しをやっておりま

すので、こういう状況になっておりますけれど

も、総務部長、教育長、警察本部長にお尋ねを

いたしたいと思います。

非正規職員という○総務部長（渡辺義人君）

ことでありますが、非常勤職員と臨時的任用職

員ということで申し上げさせていただきます。

まず、非常勤職員でありますが、平成19年４

月現在の知事部局における配置人数は1,006名で

ございます。主な職種とその配置先につきまし

ては、用地調査員及び登記嘱託員が農林振興局

や土木事務所等に、また、農業研究補助員が総

合農業試験場や畜産試験場等に、さらには嘱託

検査員が食肉衛生検査所に配置をされておりま

す。

次に、臨時的任用職員でありますが、平成19

年４月現在の知事部局における配置人数は260名

で、本庁及び各出先機関におきまして、パソコ

ンによる集計や文書の収受などの事務補助を主
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な業務としているところでございます。以上で

ございます。

本年４月現在の教育○教育長（高山耕吉君）

委員会における非正規職員数は合計で2,158人で

ございまして、その内訳を申し上げますと、総

合博物館展示解説員などの非常勤職員が71人、

事務補助を行う臨時的任用職員が33人でありま

す。また、県立学校及び市町村立学校では、教

科補充などの非常勤職員が769人でございまし

て、講師などの臨時的任用職員が1,285人となっ

ております。以上でございます。

警察本部関係で○警察本部長（相浦勇二君）

ございますが、正規採用とは異なる形で職務を

行っている職員は、12月１日現在で合計149名で

ございます。その内訳はと申しますと、非常勤
※

の職員が104名、それと事務補助、いわゆる22条

職員と呼ばれるものが45名でございます。非常

勤職員の主な業務内容は、多種多様でございま

すけれども、最もボリュームのあるところは、

交番相談員あるいは警察安全相談員ということ

で、主として退職警察官の知識・技能を活用し

て、警察活動全体をさらに充実させようという

観点からの職員が中心になっております。以上

です。

総務部長、臨時職員の月収、○鳥飼謙二議員

把握しておられれば御答弁お願いしたいと思い

ます。

臨時職員の月収○総務部長（渡辺義人君）

は、勤務日数にもよります。勤務条件といたし

ましては、任用期間が最も長くて８カ月以内と

いうことでありまして、勤務日数と勤務時間は

正規職員と同様ということでありますが、賃金

につきましては、日額で5,580円というのが現在

の単価設定でございます。月収につきまして

は、これに20日間を乗じてということになりま

すので、11万円ぐらいということになろうかと

思います。以上です。

ありがとうございました。○鳥飼謙二議員

ここに、非常勤職員の、20日でありますけれ

ども、手取り、差し引き９万6,900円になってい

ます。これではダブルジョブでないと食ってい

けない、そんな状況であるわけでして、やは

り200万円程度は保障するべきではないかと思っ

ております。

それから、このような非正規の職員をなくそ

うと、「ヤングＪＯＢサポートみやざき」とい

うのが開設されましたけれども、その活動実績

についてお尋ねをいたします。

ヤングＪ○商工観光労働部長（高山幹男君）

ＯＢサポートみやざきは、平成17年５月に宮崎

市に設置いたしまして、就職相談、あるいは仕

事の魅力の発見とか面接の受け方のセミナーな

どを実施いたしまして、若年者の就職活動を支

援しているものでございます。また、ことし８

月に延岡サテライトを開設しまして、県北地域

の利用者の利便の向上を図ったところでありま

す。活動の実績といたしましては、開所時から

本年10月末までの間に延べ7,166名の方に利用い

ただきまして、374名の就職が決定したところで

あります。

ここで、警察本部長から答弁○坂口博美議長

訂正。

まことに申しわ○警察本部長（相浦勇二君）

けありません。先ほど149名の内訳を、非常勤職

員104名、臨時職員45名と申し上げましたが、12

月１日現在では若干数字が違っておりまして、

非常勤職員が103名、臨時職員が46名でございま

す。訂正させていただきます。

ヤングＪＯＢサポートセンタ○鳥飼謙二議員

ーで相談対応を行っている雇用相談員、若いけ

※ 122ページに訂正発言あり

平成19年12月10日(月)
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れども相当なキャリアの方がおられると聞いて

おりますが、その方が非常勤職員ということで

はいかがなものかと思うんですね。知恵を出し

工夫して正職員化を図るべきではないかという

ふうに思っておりますけれども、部長の答弁を

お願いします。

ヤングＪ○商工観光労働部長（高山幹男君）

ＯＢサポートみやざきの相談員、確かに非常に

詳しい人にやってもらっておるんですけれど

も、このヤングＪＯＢサポートみやざきが、こ

れからずっと継続するかどうかにつきまして、

まだ未確定の部分もありますので、当面、非常

勤職員で対応していきたいというふうに考えて

おります。

ぜひ十分な検討をお願いした○鳥飼謙二議員

いと思います。

最後に、不適正な事務処理については、時間

が参りましたので、もうお聞きをいたしません

けれども、一定の結論も出ました。ぜひ新たな

気持ちで再出発をしていただきますように、心

から願っております。

これで私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

ここで、暫時休憩をいたしま○坂口博美議長

す。

午後２時58分休憩

午後３時14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、49番米良政美議員。

〔登壇〕（拍手） 久しぶりに○米良政美議員

立ちました。けさ、出がけに家内が「久しぶり

じゃから、宮崎に私も行くわ」と言うから、

「何ごち来るか」と言ったら、「いや、知事の

顔を見に行きます」とこう言うから、あえて否

定はしませんでしたけれども……。きょうは30

分の与えられた時間でありますが、早く終わろ

うと思います。

議長経験者は質問がないんじゃないかという

誤解があるといけませんから、一言申し上げて

おきたいと思うんですが、できるだけ若い期の

皆さんたちにその機会を持っていただいて、エ

ネルギッシュな角度から一石投じていったほう

がいいんじゃないかということで、長いそうい

うことから議長経験者は遠慮いたした経緯があ

るわけでございます。そういうことでひとつ御

理解をいただいて、久方ぶりに立ちましたか

ら、知事並びに教育長を中心にしてお伺いをさ

せていただきたいと思うわけであります。

平成８年、中央教育審議会の答申に基づいて

示されました、小学校、中学校、高等学校の学

習指導要領は、詰め込み教育、学校における子

供たちの非行問題、そういう反省から、思考

力、表現力といった学力と、人を思いやる心の

醸成を提起いたしておりました。特に、生きる

力をどう育てていくのかを大きく教育目標に掲

げまして、小中学校において授業内容を３割削

減しよう、そして総授業時間数を１割減らして

「ゆとり教育」に重点が置かれております。本

県においても、ゆとりある教育の実現によっ

て、これまで大きな成果をおさめたと思いつつ

も、しかし、依然として非行問題や不登校の問

題、あるいは校内暴力、そういうさまざまな問

題が深刻化して、将来に不安を抱かざるを得な

い状況は明らかであります。今回検討されてい

る新たな学習指導要領は、脱ゆとりの動向に賛

否両論起こっているようであります。時々の社

会情勢や要因を勘案するとき、幾ばくかの是正

もやむなし、そういう議論もあるところであり
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ます。これまで本県が取り組んだゆとり教育の

効果をどう評価されておられるのか。また、中

央教育審議会が、これまで10年の学習指導要領

について異例の反省と批判をしているのであり

ますが、本県ではどう判断されるのか、教育長

にお尋ねをいたします。

知事、本県は農業・林業県と言われながら、

特に林業経営をめぐる中山間地は存亡の危機に

立っています。本県中山間地域の魅力創出とい

うのを知事は大きく掲げられておりますけれど

も、このことは議会のたびに議論をしてまいり

ました。が、本県は過疎が進行する中山間地を

多く抱えております。少子高齢化現象も一段と

進みました。過去の議会においても、地域の実

情を訴えながら、県土の均衡ある発展を標榜し

たところであります。道路改良率といえば50％

であります。所得は、ある村役場の統計で、１

人当たり169万7,000円、嫁を迎えたいけど、一

向に進まない。学校はなくなる、路線バスもな

くなる。山林伐採しても、収入を得たいが、切

れば切るほど赤字。私も猫の額ほどの山を40年

育てましたけれども、非常に悲哀を感じており

ます。年を追うごとに人口は減る。県議会では

この20年の間、山村地域振興対策を基本に、中

山間地域振興対策特別委員会など、実に20年の

間、13回の特別委員会を設置してきた背景があ

ります。平成６年ごろでありましたが、前にお

座りの城倉常勤監査委員が地域振興課長時代か

ら政策を提起いたしてきましたけれども、中山

間地の皆さんは、生まれ育ったふるさとを捨て

切れずに、絵にかいたもちに終わってしまっ

た。今その地域は、まさに空き家がふえており

ます。崩壊の域に達しています。我が党の濵砂

議員が９月の代表質問で、その窮状を訴えまし

た。まさに限界なんです。知事は30数年この宮

崎を離れられて、全国でさまざまな経験をして

こられた。いろいろな方と出会ってこられた。

東京から見た宮崎、これは十分なポテンシャル

が、あるいは魅力があるんではないか、こう

おっしゃっておりますけれども、一方でそれが

魅力が発揮されてないんじゃないか、こうおっ

しゃっています。私は大きな期待を持っておる

わけでありますが、本県山村地域の魅力創出を

これからどう考えていかれるのか、どう展開を

されていくのか、知事にお伺いをして、後は質

問者席から質問をさせていただきます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

本県には、豊かな自然、温暖な気候、豊富で

新鮮な食材、神話や伝説、そして何よりも温か

な県民性と、どれをとっても全国に誇るべき魅

力が数多くあると確信いたしております。中で

も山村地域につきましては、地域住民が暮らす

場としてだけでなく、先人が築き上げた棚田や

大切に受け継がれてきた神楽など、日本のふる

さとの原風景とも言うべき個性や魅力が残され

ており、都市住民にとっての安らぎやいやしの

場にもなる、そのようなポテンシャルを持って

いると考えております。しかしながら、全国に

おける本県山村地域の市町村の知名度はまだま

だ低く、そのポテンシャルも十分に発揮されて

いないのではないかと感じております。このよ

うなことも踏まえ、中山間地域対策について、

本県が直面する喫緊の課題としてとらえ、平

成20年度重点施策の一つとして掲げたところで

あり、地域住民も巻き込んだ県民総力戦による

地域の活性化に取り組んでいかなければならな

いと考えております。

先般、日本一の評価を受けました宮崎牛の取
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り組みや、県産材、オンリーワンの特産品づく

り、さらには、ストーリー性のあるテーマ設定

等により地域資源を磨き上げ、県内外にその魅

力をアピールし、観光や移住で来られた方々を

地域住民の方々が温かくもてなす、このような

取り組みを県として支援していくことにより、

山村地域のさらなる魅力創出を図ってまいりた

いと考えております。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

ゆとり教育についてであります。生きる力の

育成を基本理念といたします現行の学習指導要

領の導入により生まれました、時間的なゆとり

や総合的な学習の時間などを活用いたしまし

て、本県では、ふるさと学習や体験学習、社会

奉仕活動等、特色ある教育が展開されておりま

す。その結果、各学校からは、「子供たちにみ

ずから学びみずから考える姿勢や、人前で堂々

と発表する力が身についた」など、評価する声

も多く聞かれているところでございます。現行

の学習指導要領につきましては、さまざまな意

見がございますが、生きる力をはぐくむことは

時代の要請にこたえるものであり、新たな学習

指導要領にも、基本理念としてしっかりと引き

継がれていくものと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

教育長、生きる力というの○米良政美議員

は、その人の生涯に果たしていく力量ではない

かと私は思っております。授業時間数の減少等

によって基礎学力が低下したとか、あるいは子

供の学習意欲に個人差が広がったのではない

か、そしてまた、思考力とか表現力が育成でき

なかったのではないかとも言われておりますけ

れども、その点、本県ではどう分析しておられ

るのか。そしてまた、子供たちにゆとりを持た

せるというのは大事です。ゆとりを活用した総

合学習にも取り組むことができた、そういう評

価をされる一面もありますし、緩みを生んだの

ではないかという結果も出ております。さらに

また、保護者の教育不信を招いたとか、こうい

うことも言われておりますけれども、教育長と

しては、総合学習を減らしていくという方向を

どのようにお考えなのか、所見をお伺いいたし

たいと思います。

まず、ゆとり教育に○教育長（高山耕吉君）

ついての分析でございますが、国際的な学力調

査の結果等から、我が国の子供たちの読解力の

低下や学ぶ意欲の低下などを懸念する声があり

ます。また、11月に公表されました中央教育審

議会の「審議のまとめ」で、生きる力をはぐく

むという現行の学習指導要領の理念を評価する

一方、それを実現するための具体的な手だて等

が必ずしも十分ではなかった、そういった反省

が述べられております。そのような側面が、国

際的な学力調査等の結果につながったものと考

えております。

また、学習指導要領の「総合的な学習の時

間」の見直しにつきましても、先般公表されま

した中央教育審議会の「審議のまとめ」におき

まして、知識や技能の習得・活用は主として教

科で担い、探求は総合的な学習の時間で担うと

いう役割分担が明確にされたことで、総合的な

学習の時間と各教科の学習とのより効果的な連

携が、今後一層図られていくものと考えており

ます。以上でございます。

ゆとりを活用した総合学習で○米良政美議員

ありましても、教育指導にばらつきがあっては

ならんと思うんです。ゆとりというのは、現場

の先生方自身もゆとりを持たなきゃならない。

子供だけが持つべきことではないと感じるんで
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す。すぐれた教育内容をつくり出すことができ

るというのは、先生もある程度ゆとりがないと

そういうことはできないと、私は思うんです。

近くに学校がございますが、10月25日でござ

いましたか、年に１回、おじいちゃん、おばあ

ちゃんの参観日があります。私は努めて行くん

です。小学校１年生と３年生と６年生がおりま

すので、２時間のうちに３つの教室を回りま

す。たまたま小学校３年生の教室に行きまし

た。性教育ではありませんけれども、学級活動

の一環として、その先生みずからが創意工夫を

して、妊娠から出産まで、もちろん教育効果を

ねらった、命のとうとさ、あるいは母親の心労

と、10カ月もおなかにおってはぐくんだ、その

とうとい10カ月間を、10枚の画用紙にみずから

したためて、そういう命のとうとさなるものを

教育しておった45分間でありました。

これがそうです（資料を示す）。これは、お

母さんが妊娠して３カ月目に赤ちゃんはこうな

るのよというところです。さっきから言います

ように、お母さんに対する一つの愛情も……。

ここで45分間、子供たちは身じろぎもしないで

この授業に熱中しておりました。そして、７カ

月目にはこういうふうになって、宇宙船みたい

にお母さんの腹の中で泳いでいるんですよとい

うことなんですね。これは10枚ぐらいありま

す。そして９カ月、いよいよ生まれるんです。

私はこれを見たとき、すごい教材だな、どこで

市販されているんだろうか、こう不思議に思い

ながら、先生を尊敬のまなざしで見たところで

ありました。教育長、実はこれはその先生みず

からがつくられたものです。教育現場としてこ

ういうことを子供たちに教えるということは、

ただ単なる性教育ではない。例えば、何年前で

したでしょうか、雌しべと雄しべがあって、

チョウチョが飛んできて、こういうふうに受粉

するんですよという話があったじゃないです

か。ところが、この先生はすごいところを突き

ながら、子供たちに感動と、母親に対する一つ

の愛情といいましょうか、感謝の気持ちを与え

て、さっき言いましたように、身じろぎもしな

いで授業を終えたということです。

私は何が言いたいかというと、こういうもの

を教えることによって、非行から守ってやろ

う、親を大事にしていこう、友達同士仲よくし

ていこうという基本的なことが、ここに教育効

果としてぴしっとあらわれたような気がしま

す。実は、きのう、おととい、校長先生や担任

の先生に話をして、「この教材を貸してくださ

い」「ああ、いいですよ」ということで借りて

きたものなんです。

私は、中教審のそういうものに対して、異論

を唱えようとは思いませんけれども、むしろそ

の方向に進められるべきものだと思っておりま

す。さっき言いましたように、学校によって内

容に差があったり、教師が現場で時間に追われ

て指導に欠けたり、あるいは教師の熱意に差が

生じるようなことがあってはいけない、そうい

う気がしたところでありました。

よく生きる力と申しますけれども、子供が、

家庭、学校、地域社会で培われ、子供自身の力

量で育っていくものと思っております。そし

て、ゆとりは、さっき言いましたように、子供

に与えるべきものでありましょうけれども、繰

り返しになりますが、先生自身にもゆとりは与

えるべきではないかな、そういう思いがして、

ここで教育長にお話をするわけであります。

こだわるようでありますが、学習指導要領の

改訂は10年の周期で来ます。つまり、時代の進

展に伴って改訂、対応していく必要があろうと



- 127 -

平成19年12月10日(月)

思います。そして、そこで青少年犯罪、あるい

は子供同士のいじめの問題などが多く発生して

いるから、ゆとりを持たせる教育がそこに定着

し、実現してきたと私は思うわけであります。

生きる力にこだわるようでありますけれども、

ゆとりの理念を引き継ぎつつ、授業時間を詰め

込みの水準に戻すというのは、今回の改訂内容

から、時代に逆行していくような気がしてなり

ませんので、あえて申し上げるわけであります

が、現場の先生、保護者の不信が広がりそうな

気がいたします。宮崎の実情に合った教育が大

切ではないかな、このように思うからでありま

す。

次に移ります。次に、学社連携についてお伺

いをいたしますが、学社連携は、昔からよく、

その地域の教育のバロメーターとも言われてお

ります。歴史と必要性を重んじながら、家庭、

学校、そして地域社会の連携というのは 午―

前中も知事がおっしゃっていましたけれども

不可欠なんです。しかし、中教審では、反―

省として、家庭や地域の教育力の低下を指摘し

ておるわけであります。本県の学社連携の現状

について、教育長にお尋ねをいたしたいと思い

ます。

本県の学社連携の現○教育長（高山耕吉君）

状でございます。本県におきましては、これま

で、学校における地域人材の活用や、子供と高

齢者の方々との交流などに取り組みまして、学

校と地域社会の相互理解の促進に積極的に努め

てきたところでございます。また、昨年度か

ら、このような実績等も踏まえながら、「地域

で子供を育てる「地域教育システム創造」実践

モデル事業」を立ち上げまして、学校やＰＴＡ

等の教育関係団体、さらには老人クラブ、商工

会などの各組織が相互に連携いたしまして、読

み聞かせや公民館での学習・交流活動など、地

域ぐるみの教育を展開いたしているところでご

ざいます。今後は、このような取り組みを全県

的に普及し、学校、家庭、地域が一体となりま

して、健やかな子供の育成に積極的に取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。

次に、17年の調査であります○米良政美議員

けれども、「現在の義務教育に満足しています

か」という内閣府の世論調査で、小中学校に通

う子供の保護者の70％が、学校に対して満足し

ているという結果が出ております。恐らく本県

でも同じだと思いますけれども、本県の教育成

果をどのように評価されておられるのかという

ことでお尋ねをするわけであります。せんだっ

て全国の学力調査が行われましたが、本県教育

にどのように生かしていくおつもりなのか、改

めて教育長にその結果をお尋ねいたします。

調査結果につきまし○教育長（高山耕吉君）

ては、これまで県教育委員会が取り組んできた

戦略プロジェクトの小中学校学力向上推進事業

などさまざまな学力向上の施策や、市町村教育

委員会の取り組みはもとより、各学校が学習指

導に熱心に取り組んできた成果だろうというふ

うに考えております。今後は、調査結果に基づ

きまして、各学校で作成いたしております学力

向上のための改善計画書の見直しや、「教員の

指導力を高める授業研究会」などの施策の検証

を行うとともに、指導方法の改善等につきまし

て具体的な提案を行うなど、市町村教育委員会

と十分連携を図りながら、一人一人の子供たち

の学力向上を図ってまいりたいというふうに考

えております。

教育関連の最後にしたいと思○米良政美議員

いますが、知事に御所見をお聞かせいただきた

いと思うんです。今、いろいろ申し上げました
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ように、たくましい青少年を育てていくという

観点からして、これからも地域社会、学校、一

体となって進めていかなきゃならんと思ってお

るわけでありますが、教育もやっぱり一つの自

治事務としてとらえるならば、宮崎を全国に発

信していいんじゃないか、そういう気がしてな

らんわけでありますが、それに対する知事の意

気込み。それから、最近の社会教育について、

私は幾ばくかのいろいろ持っておるわけです

が、きょうは省略をいたしたいと思います。ち

なみに、知事として、婦人教育とか青年教育と

か成人の教育に関してどのような考えをお持ち

でしょうか、御披瀝願えませんか。

現在、県では、学○知事（東国原英夫君）

校、家庭、地域社会が一体となって、子育て目

標を共有しながら、学校を支援する校内環境美

化とか登下校の子ども見守り活動などを行う地

域ぐるみの教育の推進を重要な柱とした「明日

の宮崎を担う子どもたちを育む戦略プロジェク

ト」に全力で取り組んでいるところでございま

す。御案内のように、学力調査によりますと、

小学校が九州で２位でしたか、中学生になりま

すと１位という非常に優秀な成績をおさめてお

ります。また、「自宅で勉強する」「一定時勉

強する」という時間が最も長いというようなデ

ータも出ております。自宅で勉強する時間があ

るというのは、夜になると周りが暗いとか、

チャンネルが２チャンネルしかないとか、いろ

んな要素はあるんでしょうが、そういったもの

は全国に非常に誇れるものだと思いますので、

配信していく意義があるかなと思っておりま

す。今後とも、「全ての大人は全ての子どもの

教師たれ」、そういう理念のもと、県民との協

働による新しい宮崎を切り開く教育に取り組ん

でまいる所存でございます。

また、御質問の婦人教育、青年教育でござい

ますが、午前中にも申し上げましたとおり、日

本全体に何か社会規範とか倫理意識とか、そう

いったものの欠如、欠落というのが目立ってい

るんじゃないかなと。例えば、会社の社長とか

政治家とか、そういった組織の長とか模範たる

人間が、テレビで毎日のように謝罪をしてい

る、毎日のように不祥事が発覚している、こう

いったこと 私もそうなんでございますが―

は子供たちの教育上、非常に思わしくない―

ことではないかと。全国的に、倫理意識そう

いったものを立ちどまって考え直す時期に来て

いるんではないか、そういうふうな考えを持っ

ております。

ありがとうございました。○米良政美議員

ここで、深刻な格差社会について、知事に幾

つか求めておきたいと思うのであります。

御案内のように、大都市圏を中心とした景気

回復を背景に、地域間の税収に差が生じており

ます。もちろん、財政力の格差がますます拡大

傾向にあるわけでございますが、本県において

も、税源移譲でございますが、自主財源比率が

４割にも満たないという現状が長く続いておる

わけであります。財政基盤は脆弱であります。

地方分権や地方の政府と言われる中で、財源保

障機能をどう図っていくのかというのは、これ

は喫緊の課題であることは間違いないわけであ

りますが、一方、税収の格差も大きな課題であ

ります。平均税収を10 0とした場合、東京

が101、宮崎県64であります。税収がどんどんふ

える自治体もあれば、宮崎県のように減るとこ

ろもある。そういうところについては、地方交

付税で幾らか調整をしていくという 午前中―

もありましたけれども そして、財政力の弱―

い自治体に重点配分をしていくとか、あるいは
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また、最近、消費税の問題がどうこうされてお

りますけれども、これも今５％で、１％しか地

方に来ませんけれども、これを半分ぐらいは地

方に回していくような配分方法というのを考え

ていかなきゃならんのじゃないかな、こう思う

んです。

そこで、全国知事会というのがありますけれ

ども、そこらあたりで知事が、思い切ってそう

いう思いをぶつけるような方向づけというのは

大事だと思えて仕方がありません。そういうシ

ステムを構築していくということで、これから

知事に大きな期待を持っておるわけであります

が、御所見をお聞かせいただきたいと思うので

あります。

御指摘のとおり、地○知事（東国原英夫君）

方の疲弊、窮状というのは、この数年間で著し

く減らされた地方交付税交付金によるところが

大きいと思います。私は法人二税、あるいはふ

るさと納税等どういうものであっても、地方に

税収が回ることについて賛成でございます。こ

の際、最も重要なのが、地方の税収がふえたと

きに、それによって交付税が減らされるという

ことです。これはゆゆしき事態です。地方にふ

るさと納税、法人二税が回ってきても、配分さ

れても地方交付税が減らされない 全国知事―

会では交付税の復元と言っておりますが そ―

ういう確保が最も重要かなと考えております。

折に触れて、地方交付税については、私のブ

ログ、あるいは全国知事会、あるいはいろんな

テレビニュースなどのインタビュー等で発言さ

せていただいております。今御指摘がありまし

たが、消費税の地方の取り分、１％。法人二税

の場合、もう１％を地方に回して、つまり５％

中２％を地方の取り分にして、１％分に法人二

税を充てるというのが総務省の案なんですが、

私はこれに賛成だということは、かねてから申

し上げさせていただいています。今後とも、あ

らゆるメディアの場、あるいは発言の機会をと

らえて、地方交付税交付金については発言をさ

せていただきたいと思っております。

知事ならできると、私は大き○米良政美議員

な期待を持っておるわけであります。これは難

しいなと考えますけれども、できますよ。ぜひ

ひとつ宮崎から発信をしていただきたい、この

ように思っておるわけであります。

それから、地方六団体、私も議長時代に何回

となく議長会に行きました。議長会というのは

令達機関なんです。ただ報告があって終わり。

私は小泉総理時代に、総理大臣官邸で消費税に

関することをいろいろ要望しましたけれども、

何を要請しても全然受け合ってくれませんでし

た。議長会というのは、これはもう大したこと

じゃありません。だから、全国議長会 それ―

は坂口議長がおられるんだからそうではないけ

れども、やっぱり令達機関である。では、知事

会はどうなのかということ、私はそういう重み

があると思うんです。ですから、大きな期待を

持っておるわけでありますので、ぜひひとつ今

後の処遇改善に御努力をいただきたいなと思っ

ておるわけであります。

それから、私は、国体誘致について、知事の

御所見をお聞かせいただきたいと思うのであり

ます。本県は今、知事の人気によって元気が出

ております。県民に夢とロマンをという思いを

込めてお尋ねするわけでありますが、国体開催

県は、秋田県の第62回わか杉国体でありまし

た。来年はお隣の大分県だそうであります。69

回、７年後は長崎県。昭和54年、「日本のふる

さと宮崎国体」から28年たちました。国体は開

催約10年前に内定があるそうでありますが、10
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年後は愛媛県だそうであります。内定しており

ます。したがって、47のうち 何ぼだったで―

すか、ちょっと忘れましたが、開催をしており

ます。国体開催県として、あと16残っておるわ

けでありますが、知事の見解をひとつお聞かせ

いただきたいと思います。

国民体育大会は本年○知事（東国原英夫君）

度、秋田県で開催されまして、秋田わか杉国体

では、少年競技３種目での優勝を初め、数多く

の競技で上位入賞を果たし、県民に多くの感動

と夢を与えてくださったと思います。また、天

皇杯順位も36位と、４年ぶりに本県の目標とし

ている30位台を達成することができました。出

場されました選手・監督はもとより、応援・御

支援をいただきました皆様に、心より御礼を申

し上げる次第でございます。

現在、国民体育大会は２巡目の開催となって

おりまして、平成29年度開催地まで内定もしく

は予定されております。平成30年度以降の開催

につきましては、全国を東と中と西の３地区に

分けた全国規模での調整や、本県が属する西地

区及び九州ブロックでの調整を経て決定される

と聞いております。県といたしましては、現在

進められております国体改革の動向や県の財政

状況なども考慮しながら、総合的に検討してま

いりたいと考えております。

ぜひ前向きに対応いただくよ○米良政美議員

うに、お願いを申し上げたいと思います。

次に、福祉保健部長にお伺いをしたいと思い

ます。高齢者の口腔ケアについてお伺いをさせ

ていただきたいと思いますが、平成18年の高齢

化比率24.1％、老人医療費も増大して、県内医

療費の45％を占める状況であります。皆さんが

健康で、しかも自分の歯で食事をおいしく食べ

られたらどんなに幸せだろう。現在、80歳まで

に20本の歯を残そうと「8020運動」もありま

す。口腔ケアを怠りますと衛生状態が悪くなり

まして、虫歯や歯周液が多く発生して、食べ物

を誤って気管支に吸い込む、いわゆる誤嚥性肺

炎になると言われております。高齢者の口腔ケ

アに関係機関と連携して積極的に取り組まなけ

ればならない、こう思っておりますけれども、

県の取り組みを福祉保健部長に伺っておきま

す。

口腔の健康は○福祉保健部長（宮本 尊君）

全身の健康へつながり、大変重要であります。

そのため、お話にもありましたが、県では80歳

で20本以上の自分の歯を保とうという「8020運

動」を進めております。その一環として、研修

会等を通じて、市町村職員、介護施設職員など

に口腔ケアの重要性について啓発を行っている

ところであります。また、今年度からモデル市

町村において実施しております「いきいきはつ

らつ介護予防普及事業」においても、健康体操

や栄養改善とともに、県歯科医師会とも連携

し、口腔ケアにも着目した介護予防のプログラ

ムの開発に取り組んでいるところであり、この

成果を活用し、在宅はもとより、特養など介護

施設における口腔ケアの向上に努めてまいりた

いと考えております。今後、高齢者の口腔ケア

はますます重要となってまいりますので、県歯

科医師会や市町村等と十分な連携を図りなが

ら、効果的な健康づくりに取り組んでまいりた

いと存じます。

平成17年の厚生労働省の推計○米良政美議員

によりますと、75歳以上の方で肺炎患者が、本

県で１カ月に240人という推計が出ています。そ

のうちの６割145人の方が誤嚥性肺炎患者になる

と推計されております。したがいまして、年間

に1,740人の皆さんたちが肺炎患者として推計さ
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れる。それでは、肺炎患者１人当たり医療費ど

のくらいかかるかといいますと、50日入院した

場合、１人168万7,675円、1,740人ですから、実

に年間29億2,320万円という推計が出ているんで

す。これは、やっぱり早急に取り組まないか

ん、こう思います。現在、特別養護老人ホーム

等介護施設では、頭から下のケアは身ぎれいに

しておりますけれども、果たして歯の健康にど

う対応しているのか、調査をする必要があると

思うんです。ここでは求めませんけれども、施

設等への歯科医の訪問治療は必要ではないのか

どうか、あるいは介護保険制度において口腔の

評価が適切に行われているのか、私は疑問に思

うんです。

これを見てください。これは、誤嚥性肺炎に

間もなくかかるであろうという高齢者の皆さん

の口の中です。それは恐ろしい状態ですよ。見

てください、皆さん。ほうっておくとこうなる

ということでありますが、写真のように、口の

中が清潔に保たれていないから、不潔な唾液を

気管内に誤って吸い込んでしまう、こういうこ

とであるわけであります。ぜひひとつ部長、歯

科医師会、各関係と連携をとって早急な対応を

すべきではないかと思っておりますので、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。

それから最後に、知事に求めておきたいと思

うのでありますが、九州横断自動車道と東九州

新幹線建設についてお尋ねをいたします。

この宮崎、遠い昔から「陸の孤島」と言われ

てきました。知事もいつもおっしゃいます。勝

手の悪い生活を強いられてきましたけれども、

他県と比較して、特にこの高速体系、東と西で

は大きな差があります。あと３年後、２年後で

しょうか、間もなく新幹線が西九州に完成する

という状況でありますが、これまでの背景を考

えますと、宮崎県でこれまで20年間、建設促進

大会とか要望活動とか、どのくらいやったとお

思いですか。実に1,400回ぐらいですよ。平成14

年から18年の間にも361回やっています。361

回。こういう不都合なことをまだ繰り返そうと

いうんですから、やっぱりやめにゃいかんで

す、こんなことは。国会議員に任せとけばいい

んですよ。私はいつもそう思って、そこらあた

りも悲哀を感じておるわけですけれども、こう

いうことは簡略化しなきゃならんと思うんで

す。これからいよいよ新幹線建設に向けて、知

事を先頭に立ち上がっていかなきゃならん大事

なときでありますから。こんなことをいつまで

も繰り返しておったらいかんと思うんです。国

会議員に任せましょう、そういうことは。そう

いう思いで、九州横断自動車道につきまして、

その前に知事の思いをひとつお聞かせいただき

たいと思います。

私も就任してから、○知事（東国原英夫君）

道路建設促進大会、一番数多く出ております。

それというのは、今までの慣例慣習を踏襲した

ものだと思うんです。地方からの声を大にしな

きゃいけないということを切に思っているんで

すが、本当にこの地方からの声というのが中央

に届くのだろうかというような一抹の不安とか

疑問も持っていることは事実なのです。しか

し、道路に関して言いますと、全国から中央

に、無数の陳情団あるいは要望団が来るわけで

す。そういうことが今までなされていて、それ

が功を奏した地域もあったでしょうが、そうで

ない地域もある。国会議員に任せておけばいい

というのはちょっと暴論でございまして、国会

議員の方たちも一生懸命、選出議員、頑張って

くださっていると思っております。全力を尽く

していらっしゃるということはわかっておるん
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ですが、それと連携して地方も声を大にしてい

かなきゃいけないということでございます。

確かに議員がおっしゃるように、もどかしい

です。何回行っても煙に巻かれたような答えを

出されて、本当に明確な答えを出さない。それ

は、市町村から県に来られても、私たちもそう

なんですけれども。答える側はいろいろ検討あ

るいは考慮しなきゃいけません。そういう気持

ちもわかるんですけれども、私の場合は、

ちょっと長くなりますけれども、市町村から要

請や陳情に来られると、右の耳から左の耳に抜

けないんです。私はどうしても、やってさしあ

げたい、してさしあげたいと思ってしまって、

本当に悩むんです。でも、国の中央の省庁の官

僚さんたちというのは、右から左に抜ける技術

を持っていらっしゃる、どうもその辺だと思う

んです。ですから、そこの魂に触れ込むよう

な、そして説得力のあるような陳情や要望の仕

方というのを今後も考えていかなきゃいけない

し、何か中央、そんなに期待はできないという

こともあります。ですから、国のメカニズムと

かシステムとかいうものも変えるように、地方

から声を大にしていく、そして中央からも動き

を示していかなきゃいけないと思っておりま

す。

横断自動車道につきましても、同じことが言

えます。横断自動車道については、ずっと声を

大にして主張あるいは要望させていただきまし

た。今回、この10年にかかる道路予算というの

が、来年の国会の法案なんでしょうけれども、

恐らくは大丈夫じゃないかなと。その中で一日

も早く整備できるように、これは無力かもしれ

ませんけれども、また、陳情とか要望とか、そ

ういった声を上げていかなきゃいけないと思っ

ております。

知事も私と大体同じような思○米良政美議員

いを持っていらっしゃるというふうに思うわけ

でありますが、これは本当にもったいないです

よ、要望活動とかいうのはですね。ぜひそうい

う思いで、あなたが先頭に立って、そういうこ

とはお任せしますから、ひとつ頑張っていただ

きたい、このように思っておるわけでありま

す。

それから、九州横断自動車道につきまして

も、今、その思いをお聞かせいただきました

が、山都―蔵田間というのは、まだいまだに未

着工なんです。これはぜひ実現していかなきゃ

なりませんし、政府・与党案では、10年間で59

兆円の事業量が確保されようといたしておりま

すから、特に大きな意味があると思うんです。

ややもいたしますと、ほったらかしになる可能

性もありますから、ひとつ土性骨を入れて取り

組んでいただくように、あえて要望申し上げて

おきたいと思うわけであります。

最後にしたいと思うんです。東九州新幹線で

す。これは、高速道路がやがて、あと10年もす

ると、あるいは９年もすると完成するという目

鼻がつきましたから、これからいよいよ知事を

先頭にして、新幹線建設に向けて御旗を上げて

いかなきゃならんと思いますけれども、知事、

いかがでしょうか、あなたの思いをひとつお聞

かせいただきたい。

東九州新幹線でござ○知事（東国原英夫君）

いますが、東九州新幹線の整備は、九州の東西

間格差を解消し、東九州地域の活性化や産業の

振興はもとより、九州一体となった発展を図る

上で非常に大きな効果をもたらすものと考えて

おります。御案内のとおり、西九州では2011年

の春には新幹線が全線開通します。博多―鹿児

島中央間が１時間20分で結ばれる見込みであり
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ます。今後一層の発展が期待されるところでご

ざいます。このような状況を目の当たりにしま

すと、やっぱり我が東九州地域にも新幹線をど

げんかせんといかんと思うわけでございます

が、現実的には財政状況など大きな課題がある

ことも事実であります。私としましては、今後

とも、福岡、大分、鹿児島の関係県とも連携し

ながら、九州知事会などあらゆる機会を通じ

て、東九州新幹線の整備計画線への早期格上げ

に向けて、財源の確保や地元負担の軽減を国に

強く要望してまいりたいと思います。

先ほど米良議員がおっしゃったように、国会

議員に頼んでも無力ではないかというような御

指摘がございましたが、私は決してそうは思わ

ないので……。県を代表して 国会議員とい―

うのは国の代表らいしいんですけれども 地―

域を代表して国政に行っておられるわけですか

ら、宮崎県のことは十分に考えてくださってい

ると思います。午前中、私は県に骨を埋めると

言ってしまいました、答弁させていただきまし

たので、国政というものは遠いものであると思

いますけれども、県選出の国会議員の方たちに

お願いして、連携して、今後とも東九州あるい

は宮崎県の発展に尽力、寄与していきたいと

思っております。

関連して申し上げますが、私○米良政美議員

は国会議員がだめだとは言っていないんです。

国会議員に任せるところは任せて、何も我々が

地方からアリの行列のように行って陳情しなく

てもできるような体制というのをつくりましょ

うということですから……。

日豊本線、大分―宮崎間で申しますと 新―

幹線に関することですが 207キロあるそうで―

あります。佐伯―延岡間にトンネルが幾らある

かといいますと、既設のトンネルが50個ありま

す。一番難所と言われる宗太郎峠、この前後25

キロメートル区間に実は37のトンネルがあるん

です。そういう状況の中でフリーゲージトレイ

ンを走らせましょうとか、何かそういうような

ことをずっと言ったことがありますけれども、

そういうことではだめだと思うんです。そうい

う難しいトンネルを50も60も通過できるような

フリーゲージトレインではないと思っているん

です。やっぱり、新幹線を前提にして考えてい

かないといかん、このように思えて仕方があり

ませんので、今、知事がおっしゃいましたよう

に、そういう面にも特に力点を置くようお願い

申し上げたいと思うんです。

最後に、私は10月の中旬に地域医療対策特別

委員会で新潟県に行きました。南魚沼市です。

そこは目の前に新幹線が通っておりました。田

中角栄さんの選挙地盤です。１時間半おりまし

たけれども、新幹線一本、姿は見えませんでし

た。あの雪深いところに新幹線が通っただけで

も、私たちはびっくりしておりました。やっぱ

りそれは田中角栄さんが総理大臣の時代でし

た。すごいなと思っておりましたけれども、利

用は果たしてと、私は興味深く見ておりました

が、見ませんでした。１時間半おりました。そ

して、南魚沼市のその新幹線の駅の前を通りま

した。田中角栄さんが例のポーズで、左手をポ

ケットに突っ込んだ銅像が建っていました。

やっぱり総理大臣にならんといかんなと思った

んです。宮崎県は総理大臣を輩出した県ではあ

りません。やっぱり総理大臣を輩出するぐらい

の宮崎県でありたいなと思った。それが本当の

政治力かなと思って、その銅像をずっと見詰め

て帰ったところでありました。きょうの中村議

員の話にもありましたけれども、宮崎から、は

るか永田町を見るということもいいでしょう

平成19年12月10日(月)
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が、永田町から宮崎県を見るということも、夢

と希望として追いかけていいような気がしてな

らんのです。そういう思いをしながら、地域医

療対策特別委員会、南魚沼市を後にしたところ

でありました。ぜひひとつ頑張っていただきた

いと思います。

以上で終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○坂口博美議長

した。

あしたの本会議は、午前10時開会、本日に引

き続いて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４分散会

平成19年12月10日(月)


