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◎ 一般質問

○中村幸一副議長 ただいまの出席議員44名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、30

番徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。一般質問の最終日のトップ

バッターを務めさせていただきます。

東国原知事が誕生して、はや１年が過ぎまし

た。就任早々に鳥インフルエンザの発生、たび

重なる台風災害、日向、延岡で発生した竜巻災

害、県庁で発生した裏金問題と、大変大きな事

案が発生いたしましたが、知事の強力なリーダ

ーシップのもと、立派にクリアいたしました。

知事の努力、また御苦労に対し、敬意を表した

いと存じます。さらに、知事におかれまして

は、宮崎県のトップセールスマンとして、地鶏

やマンゴー、農畜産物、宮崎の観光と、遺憾な

くその実力を発揮され、宮崎の知名度を日本一

に引き上げていただきました。県民ひとしく感

謝し、高く評価しております。しかし、県内を

見回してみますと、基幹産業である農業も漁業

も林業も中小企業も、衰退の一途をたどってお

り、建設業にあっては、倒産・廃業が過去最大

となりました。県民所得も減少し、東京の半分

以下、全国平均を大きく下回っております。知

事におかれましては、初めての東国原予算を組

まれ、宮崎の実態をしっかりと見詰めることが

できたと思います。知事の目線を全国レベルで

はなく、ことしは、県民とひとしくともに喜び

が実感できる１年にしていただき、来年こそは

少なくともことし以上の予算が組めるようお願

いを申し上げ、質問に入りたいと存じます。

それでは、通告に従い、順次質問をさせてい

ただきます。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

今日、我が国の社会経済情勢は、急ピッチで

進む少子高齢化、高度情報化や経済活動のグロ

ーバル化など進展する一方で、豊かな自然や環

境の保全と創造への関心の高まりなど、社会の

あらゆる場面で歴史的な大転換期にあります。

特に、バブル経済崩壊後の長期にわたる不況や

国際競争のもとで、経営者は経営の効率化に努

める一方、勤労者はリストラや倒産・廃業によ

る雇用の不安感の中、フリーターと呼ばれる若

者の雇用形態の出現をもたらし、ワーキングプ

アなる言葉まで生まれました。弱肉強食を想起

させる改革の進行は、私たちの暮らしの先行き

に不安をもたらし、一人一人がそのよりどころ

とする生活基盤の揺らぎを感じざるを得ない時

代であります。一方、高齢化社会に対応した保

健・福祉・医療の連携を中心とした住民福祉の

充実や、道路などのインフラ整備、基幹産業で

ある農業振興や、建設業の育成など、私たちの

宮崎県にはまだまだ多くの課題があります。こ

のような課題に道筋をつけ、てこ入れをし、次

世代に引き継いでいくことが、今求められてい

ると考えております。まさに、今生きている私

たちの責任であると考えます。

現在、本県の行政には、３つの大きな阻害要

因があると思っております。１つ目は、急激な

少子高齢化と人口減少の進行、２つ目は、ＷＴ

Ｏ農業交渉や日豪ＥＰＡ交渉等であります。３

つ目は、行政の深刻な財政状況であります。県

民、特に農林漁業者の方々や県内の市町村長さ

んも、これらの危機的な状況をかたずをのんで
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見守り、不安を募らせておられます。県には、

これらの危機的な状況を確実にかつ着実に取り

除き、県民が豊かに幸せに暮らせるような生活

環境づくりを行うことが、強く求められており

ます。

そこで、知事にお尋ねをいたしますが、本県

の状況を見ますと、特に経済対策、産業振興対

策を行うことが重要であると考えます。雇用や

所得、人口などの状況から、客観的に見ても、

全国と本県の格差は拡大しております。例えば

雇用の面では、近年、本県の有効求人倍率は0.6

台で推移しておりますが、全国の有効求人倍率

は0.98であります。また、本県の県民所得を見

ますと、平成13年以降、減少が続いており、全

国平均を100とした場合、本県の１人当たりの所

得水準は、平成12年度の79から17年度には76.9

で、全国平均よりも約23ポイントも低く、全国

との経済格差がますます拡大している状況であ

ります。県民所得の上位５県は、東京、愛知、

静岡、滋賀、神奈川で、１人当たりの県民所得

の平均は362万5,000円であります。一方、下位

５県は、沖縄、高知、青森、宮崎、長崎で、平

均は215万7,000円であります。本県の１人当た

りの県民所得で比較しますと、全国平均で1.38

倍、東京と比べますと2.16倍もの差がありま

す。また、人口を見てみますと、本県の人口

は、平成17年が前年と比べ7,805人減少してお

り、平成18年が4,822人の減、さらに平成19年

が5,584人の減と、減少する一方であります。雇

用の状況も悪く、県民所得も上がらないことを

考えますと、県民が県外に流出してしまうので

はないかと危惧いたしております。そこで、知

事にお尋ねしますが、全国と本県との経済格差

の拡大をどのようにとらえられているのか、お

伺いをいたします。また、経済格差を縮めるた

めには、県民所得の向上を図る必要があると思

いますが、どのように各分野で地域産業対策を

講じていかれるおつもりなのか、基本的な考え

方をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後は

自席から質問をさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

日本経済全体が、緩やかながら回復基調を維

持する中にあって、本県経済は、いまだ回復を

実感するまでには至っておらず、県民の皆様の

間にも、景気の先行きへの不安とともに、大都

市圏との経済的格差の固定・拡大に対する漠然

とした閉塞感が漂っているのではないかと感じ

ております。この状況を打破し、本県を全国的

にも存在感のある自治体として浮揚させるため

には、基幹産業である第１次産業はもとより、

第２次、第３次産業も含めた幅広い産業の振興

を図る必要があると考えておりますが、全国的

に見ても県民所得が高い県というのは、産業構

造に占める製造業の割合が比較的高いこと、交

通インフラが充実していることなどから、本県

工業の強化・拡大を図ることが、県民所得の向

上に最も効果が高いのではないかと考えており

ます。このため来年度は、農業と医療の連携に

よるバイオメディカル産業の創造や、環境リサ

イクル関連の技術開発の支援等に取り組むこと

としておりますが、とりわけ経済・雇用の面で

即効性の高い企業誘致については、「企業立地

推進局」を新設して誘致体制を強化するなど、

積極的な展開を図ってまいりたいと考えており

ます。今後とも、このような工業振興の取り組

みを柱としつつ、農林水産業や商業、観光サー

ビス業など諸産業の振興についても、着実に進
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めることにより地域全体を活性化させ、県民所

得の向上を図ってまいりたいと考えておりま

す。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ、今知事がお答え

になったような方向で、最善の努力をしていた

だきたいと思います。

続いて、予算編成に当たっての知事の３つの

重点施策の中で、建設業の育成強化が掲げられ

ております。毎年公共工事が減少する中で、最

低制限価格の引き上げが行われたとはいえ、落

札率は依然として80％台であります。さらに、

本年１月から250万円以上が一般競争入札とな

り、建設業界は大変厳しい状況が続いておりま

す。また、小規模工事の入札が42件も不調入札

になったとの部長答弁もあったところでありま

す。県内業者の倒産・廃業を見ますと、平成17

年は、37社倒産、廃業104社、18年は、24社倒

産、廃業127社、19年は、既に55社が倒産

し、105社廃業に追い込まれております。今後さ

らに倒産・廃業がふえてくることは間違いな

い、このように思いますが、知事は建設産業の

現状をどうとらえ、またどのように再生しよう

と考えておられるのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 社会資本整備の担い

手であります建設産業というのは、災害時の緊

急対応などに大きな役割を果たすとともに、中

山間地域等における地域経済と雇用を支える重

要な産業の一つであると考えております。しか

しながら、近年の建設投資の大幅な減少に加

え、一般競争入札の拡大など入札制度改革によ

り、建設業を取り巻く経営環境は大変厳しい状

況だと考えております。このため、技術と経営

にすぐれた建設業者が伸びていける環境づくり

など、県内建設産業の健全な発展を図るため、

総合的な対策を講じてまいりたいと考えており

ます。まず、経営相談や新分野進出セミナーを

引き続き実施するほか、新分野での事業定着を

より一層促進するため、初期経費に対する補助

限度額を大幅に引き上げることといたしており

ます。また、専門家で構成された支援チームに

よる助言を行うとともに、新たに「建設産業等

支援貸付」を創設し、建設業者等の経営基盤強

化や新分野進出を支援してまいります。このほ

か、地域企業育成型の総合評価落札方式を導入

しまして、技術力や地域貢献度の高い地元の業

者が受注しやすい環境を整備することにより、

地域の建設産業を育成してまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 新分野進出を支援するという

ことでございますが、非常に難しいことだ、こ

のように思います。ゼロからのスタートであり

ます。逆に言えば、マイナスからのスタートで

あります。相当勉強もしなきゃいけません。努

力もしなきゃいけません。新分野進出につい

て、ひとつ最後まで見守っていくんだという気

概を持って進めていただきたいということを、

お願い申し上げたいと思います。

それではまず、県土整備部長にお伺いをいた

します。新年度の県土整備部に係る公共事業の

当初予算が687億円であります。10年前になるわ

けでありますが、平成10年度最終予算は―景

気対策もいろいろととられた年でありましたが

―1,700億円強でありました。新年度との差が

約1,000億円であります。高速道路の負担金も大

変多くなっている現在、国県道の道路改良率

も、平成18年４月１日現在では63.8％と大変低

い状態であり、さらには中山間地域を多く抱え

た本県において、この予算で県民に安全・安心

を与えられる県土整備ができるのか、大変心配

をいたしております。道路維持・交通安全対策
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等、県民生活に直結する予算は十分かどうか、

県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県民の安全で

安心な暮らしを確保していくためには、これを

支える道路、橋梁、トンネル、河川等の公共土

木施設の適切な維持管理を行っていくことが重

要だと考えております。このため、平成20年度

の当初予算におきましては、舗装補修や橋梁維

持等の一部を、国の新規事業でございます「地

域自立活性化交付金事業」を活用することによ

り、維持管理費につきましては対前年度比5.4％

の増となり、必要となる予算を確保させていた

だいたところでございます。また、災害復旧事

業費につきましても、県民生活に影響が生じる

ことがないよう、被災箇所の早期復旧を図るた

めの所要額を確保するとともに、国庫補助事業

でございます「大淀川河川激甚災害対策特別緊

急事業」で、河道拡幅や堤防かさ上げなどの抜

本的な河川改修を引き続き実施するなど、安全

・安心な暮らしの確保に努めさせていただきた

いと思っております。

○徳重忠夫議員 ぜひ毎日の生活が安全・安心

でありますように、最善の努力をお願い申し上

げておきたいと思います。

続いて、同じような質問になろうかと思いま

すが、中山間地域を多く抱える宮崎県に、こと

しも災害が来ない、台風が来ないとは約束され

ません。建設業者が大変減少しております。さ

らに、小規模工事の不調入札もふえる中で、も

し災害が発生したとき、これらの復旧に対応で

きる建設業界の受け入れ体制が整うと思われる

か、再度、部長にお答えをいただきたいと思い

ます。

○県土整備部長（野口宏一君） 県におきまし

ては、建設業関連団体と、「災害時における応

急対策業務等に関する基本協定」等を締結して

いるところでございまして、災害等が発生した

際には、被害情報の収集や公共施設等の機能確

保のための緊急復旧作業をお願いすることと

なっております。この協定に基づきまして、災

害の発生が予想されるときには、待機をお願い

するほか、一たん被災すると、夜間であっても

作業に当たってもらうなど、建設業の方々には

格段の御協力をいただいているところでござい

ます。このため県におきましては、災害時の応

急作業受託者や道路パトロール受託業者につき

まして、その貢献に配意して、入札参加資格審

査において加点を行うほか、平成20年度に拡充

を予定しております総合評価方式においても、

災害時における地域貢献を積極的に評価する方

向で、現在検討を行っているところでございま

す。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

もう一つ、最後になりますが、お答えいただ

きたいと思います。年々、県土整備部の予算が

少なくなっていく中で、県内にかかっている橋

梁の状態を知りたいのであります。50年以上前

につくられた橋梁が県内に何カ所あるのか、ま

た、その橋梁の安全性や耐震性は確保されてい

るのか、県土整備部長にお伺いをしておきたい

と思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 県が管理して

いる橋梁でございますが、橋長が15メートル以

上のものにつきましては、現在934橋ございま

す。平成18年時点で、建設後50年を経過する橋

は49橋でございまして、全体の５％となりま

す。20年後の平成38年になりますと、この50年

を経過する橋の数字が431橋となり、全体に占め

る割合が46％となってまいります。橋梁の安全

対策につきましては、平成16年、17年の点検結
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果に基づきまして、必要な補修等を計画的に実

施してきているところでございます。また、幹

線道路の橋梁の耐震対策につきましては、平成

８年度に実施いたしました防災点検に基づき、

対策を講じているところでございます。今後、

老朽化する橋がふえていくことから、今年度よ

り３カ年で修繕計画を策定いたしまして、この

計画に基づき、予防的な補修に取り組んでまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 今の御答弁によりますと、20

年後には431橋、46％が50年を越すことになると

いうことでございます。老朽化対策と補修には

万全を期していただきたいと、お願いしておき

たいと思います。

次に、都城志布志道路についてお伺いをいた

します。私は、９月議会でも都城志布志道路に

ついて質問をいたしました。私の調査によりま

すと、鹿児島県側と宮崎県側の工事区間はとも

に21キロずつとなっております。鹿児島県で

は、今年２月までに、県の事業として158億円投

入をいたしております。そして、既に8.3キロ開

通いたしております。宮崎県は、県事業として

は51億9,800万円しか投入しておらず、供用は１

メーターもございません。幸い宮崎県側は、国

道10号線のバイパス道路の位置づけにより、国

の直轄事業として着工されており、それでも

約50億円の投入しかなされていないのでありま

す。同じ道路をつくるのに、鹿児島県と宮崎県

がこんなにも事業費投入が違うのはどのような

理由が考えられるのか、また、今後において、

都城志布志道路の早期完成に向けてどのように

対応されようと考えておられるのか、これは知

事にお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

本道路は、都城インターチェンジと志布志港

を連結し、南九州の物流効率化や産業振興等を

図る重要な路線であると考えております。事業

費投入につきましては、鹿児島県は本県より早

く事業に着手されたため、投資額が多く、一部

区間（約８キロメートル）が供用されておりま

す。残る約13キロメートル区間のうち、現在、

約４キロメートル区間で事業を展開されており

ます。一方、本県におきましては、直轄施行区

間と合わせた約21キロメートル区間のうち、都

城インターから梅北インター間、約16キロメー

トル区間で事業を展開しており、平成21年度に

は、平塚インターチェンジから今町インター

チェンジ間の約3.5キロメートルを供用したいと

考えております。残る鹿児島県境までの約５キ

ロメートル区間につきましては、鹿児島県と調

整会議を行うなど、調査区間の指定に向けた取

り組みを進めているところであります。本道路

は、鹿児島県側も含めた約42キロメートル全線

が完成して大きな効果を発揮いたしますので、

引き続き鹿児島県とも十分調整を図るととも

に、整備促進について強く国へ要望するなど、

着実に整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 都城志布志道路の整備がおく

れていることは、今、知事がお話しになったと

おりであります。道路は、全線が開通して初め

て、その効果があらわれるわけであります。知

事は、「高速道路を他県並みに平等に整備して

くれればよい」と、よくメディアでもお話をさ

れております。「宮崎県だけよくしてほしいと

いうことじゃない」というようなことをよく言

われております。都城志布志道路も鹿児島県と

同等に整備してもらいたいということを、強

く、国土交通省等に要望していただきたいと思

う次第であります。よろしくお願いを申し上げ
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ます。

それでは、次の質問に移らせていただきま

す。産業全般にわたる創業・起業の推進につい

て、商工観光労働部長にお尋ねをいたします。

雇用の受け皿となる県内の事業所数は、新規

開業が、建設業を初めとする廃業・倒産に追い

つかない状況にあり、雇用情勢の改善が進ま

ず、今、最大の県政課題だと思っております。

そこで、新規開業に結びつく創業の推進が必要

と考えます。しかし、創業・起業と一口で言っ

ても、成功に至るまでのハードルは非常に高い

のが現実であります。地域に安定した雇用の場

を提供できる創業者や起業者を育てていくため

には、まず経営者としてのすぐれた能力、高い

志、専門知識等、課題が大変多く考えられま

す。加えて、チャレンジ精神を持った創業・起

業者を育てていく環境の整備、事業が軌道に乗

るまでのきめ細かいアドバイスや資金的な需要

に対する支援など、多方面からの支援策が極め

て重要であろうと思っております。そこで、商

工業への新規創業・起業の支援について、県は

どのように取り組んでおられるのかお尋ねをい

たします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 新規創業

への支援ということでありますけれども、県内

におきまして新たに事業を始める方々がふえま

すことは、経済の活性化はもとより、雇用の確

保のためにも大変効果があるというふうに考え

ております。そのため県におきましては、産業

支援財団や商工会議所・商工会を通じまして、

県内各地で創業者向けのセミナーを開催してお

り、ビジネスプランの書き方や開業手続の実務

について指導をいたしております。また、県工

業技術センターや食品開発センターにおきまし

ては、事業展開のための技術的な指導を行って

おりますほか、産業支援財団の総合相談窓口に

おきましても、製品・サービスの企画や販路開

拓などの課題に対して個別にアドバイスを行う

とともに、開業に必要な制度資金の活用などの

紹介をしておるところであります。今後とも、

関係機関と連携を図りながら、新規創業を積極

的に支援してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 次に、地場産業の育成強化に

ついて、商工観光労働部長にお尋ねをいたしま

す。

地場企業も、生き残りをかけ必死の努力をさ

れていることは、御承知のとおりであります。

誘致企業を初め、地場企業がしっかりと足腰を

据えて事業の拡大をしていくことを期待すると

ころでありますが、企業誘致は、一朝一夕に進

展するものではなく、どうしても地場企業に頑

張っていただき、雇用の拡大を図ってもらう必

要があると思っております。そこで、県内に立

地している誘致企業や地場企業に対し、県職員

が事業所を訪問したり、国や県の支援策等をア

ドバイスするなど努力することが、事業の拡大

を促し、雇用の増加につながるものと思います

が、商工観光労働部長のお考えをお聞きしたい

と思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内に立

地いただいた企業とか地場企業の皆様と直接お

会いし意見交換を行い、国や県の施策を紹介し

て活用を促進しますことは、地場産業の振興を

図る上で大変重要であるというふうに思いま

す。このため、県や産業支援財団、商工関係団

体などにおきまして、企業を訪問しての技術指

導や受注や発注関係の情報の収集・提供などを

行っておりますほか、経営相談事業や産学官の

交流事業などを通じまして、可能な限り地場企

業の方々と接し、情報の提供を行っておりま

平成20年３月５日(水)



- 296 -

す。また、商談会の開催などを通じた取引拡大

の支援、あるいは中小企業融資制度を初めとす

る設備投資支援など、地場企業の規模拡大につ

ながる施策も行っておりますので、今後とも、

これらの施策を積極的に紹介するなど、地場企

業のさまざまな取り組みを支援してまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 どうもありがとうございまし

た。

引き続きまして、農政水産部長にお伺いをし

たいと思います。

畜産飼料価格の高騰が続いていることは、御

案内のとおりであります。去る２月12日に宮崎

市で開催されました原油飼料高騰農業経営危機

突破緊急宮崎県大会に出席をいたしました。そ

の際の情勢報告によりますと、配合飼料の価格

上昇が、一昨年秋から先月までに、１トン当た

り平均価格が約５万8,000円と、１万5,000円値

上がりをしております。理由としては、アメリ

カから輸入している配合飼料の主な原材料トウ

モロコシが、原油高を背景とした燃料用エタノ

ールの需要の高まりや中国への輸出拡大を受け

て、値上がりをしたとのことであります。畜産

県としての宮崎県にとって、飼料価格の高騰が

畜産経営に及ぼす影響は極めて深刻だと思いま

す。今後において、配合飼料価格が下がること

が予想されない状況の中で、本県畜産飼料対策

をどのように考えておられるのか、まず部長に

お伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 近年の飼料価

格の高騰を踏まえますと、輸入飼料に依存しな

い国産飼料に立脚した畜産経営を目指すこと

が、ますます重要になっていると考えておりま

す。このため県といたしましては、トウモロコ

シや飼料イネ等の作付拡大や、焼酎かす等の食

品残渣を飼料として利用するエコフィードの活

用を推進しているところでございます。さら

に20年度からは、本議会にお願いしております

「飼料価格高騰緊急対策事業」や「地域養鶏振

興対策事業」等により、飼料作物の増産強化

や、輸入穀物飼料の代替飼料として期待されて

おります飼料米等の積極的な利用を進めていく

考えでございます。今後とも、足腰の強い畜産

経営の確立を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 ただいま、飼料価格が暴騰す

ることによって経営が大変だから、飼料の作

付、飼料イネ、飼料米の増産に努めたいという

ような御発言があったかと思います。そこで、

飼料イネ、飼料米についてお伺いをしてみたい

と思います。今年度からスタートした品目横断

的経営安定対策と相まって、米の生産調整も水

田構造改革の第２ステージとなってまいりまし

た。平成22年度の米づくりの本来のあるべき姿

の実現を目指すこととなっております。米の消

費は、昭和37年に１人当たり年間118キログラム

であったものが、現在は61キログラムと約半分

の消費に過ぎません。また、10アール当たり520

キログラム程度の生産ができますので、10アー

ル当たり年間９人ぐらいが養えるというような

勘定になります。

日本人は米を主食としてはおりますが、今

日、パン、めんへのシフトなど、食生活の多様

化による消費減退と、農業技術の進歩による生

産向上により、米余りは今後も続くものと予想

されており、米の価格も下がることは必至であ

ります。そのため本県でも、水田の約４割が水

稲からの転作を余儀なくされているところであ

ります。全国的に過剰作付が年々拡大し、結果

として価格が大幅に低下したことも踏まえ、国
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においては、20年度以降の生産調整の実効性を

確保するために、飼料イネや飼料米などを新規

需要米として明確な位置づけをして、米の需給

バランスを図ろうとしておられるようでありま

す。

本県では、畜産産出額が全農業産出額の57％

を占めているわけでありまして、飼料イネや飼

料米を生産することは大変重要なことだと思っ

ております。既に本県では、生産調整の取り組

みとして、飼料イネの作付が1,500ヘクタールな

されていると聞いておりますが、まだまだ作付

が少ないと私は考えております。今後、飼料価

格が下がることは難しいのではないかと考えら

れる状況の中で、本県の飼料対策、粗飼料対策

としての飼料イネ、飼料米の作付をどのような

形で拡大していくつもりなのか、農政水産部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 飼料イネ、飼

料米につきましては、栽培が主食用米と基本的

に同じでございまして、新たな投資も必要もな

いということから、水田で最も導入しやすい品

目であると同時に、家畜の飼料としても重要な

資源であると考えております。そのため、今

後、導入・定着・拡大につきましては、耕種部

門と畜産部門との連携を十分に図りながら、生

産調整拡大の重要品目としても位置づけ、水田

での積極的な推進に努めてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○徳重忠夫議員 飼料イネや飼料米は、今、部

長のおっしゃるとおり、食用米の生産と同じよ

うな体制で生産されるわけでありまして、肥培

管理、栽培管理もほとんど一緒であるというこ

とであります。ただ、食用米と同等程度の収益

がないと再生産につながらないと思います。食

用米が10万円取れるんだったら、飼料米をつ

くっても10万円取れるぞ、それに近い数字が出

てこないと再生産につながらないと私は思って

おります。さらに、家畜にとっては、えさが毎

年変わるようでは体調を壊す、あるいは、いい

結果が出ないと私は考えております。一過性の

ものではなくて永続的な栽培システム、そし

て、それだけのちゃんとした面積確保といった

ものがなければいけないと考えておりますが、

部長の御答弁をいただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 飼料イネ、飼

料米の今後の推進に当たりましては、作付の集

団化並びに多収品種の導入など、低コスト栽培

技術の確立に向けた取り組みを図るとともに、

産地づくり交付金あるいは関連助成金による収

益性の確保に努めるなどして、持続的な生産が

できるように進めてまいりたいと存じておりま

す。

○徳重忠夫議員 ぜひ宮崎県の農業産出額の57

％を占めている畜産が安定的に発展していきま

すように、御努力をお願い申し上げたいと思い

ます。

それでは、最後の質問になろうかと思います

が、県西地区への救急医療体制の充実について

ということでお伺いをしたいと思います。

このことについては、昨年９月には同僚の萩

原議員が、今議会では満行議員からも質問がさ

れたわけでありますが、私も県西地区の一県民

として、命を尊厳を考えるとき、県民ひとしく

公正公平に医療を受けられることが最高の喜び

だと思っているところでございます。

ところで、最初に断っておきますが、この

後、県立病院事業を引き合いに出させていただ

きますが、私は県立病院の運営について異論を

申し上げるつもりは毛頭ありません。私のねら

いは、県の医療政策が県民に公平公正で、バラ
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ンスのとれた政策であってほしいということで

ございます。県立病院事業については、諸般の

経営環境の厳しい中で、着実に経営改革に取り

組みをされ、発足２年目で計画を上回る実績を

上げつつあることについて、深く敬意を表する

ものでもあります。

ところで、都城市の救急医療の現状は、都城

市北諸県郡医師会による、24時間365日、３次救

急医療に準じた救急医療が行われております。

年間１万6,000人強の患者が利用しており、都城

市郡医師会病院は、県西地区の拠点的救急医療

の施設として十分な機能を果たしていると思っ

ております。しかしながら、既に開設して23年

を過ぎた施設は手狭になり、さらに、今日の医

療機器の高度化や施設に求められる機能も多様

化し、どうしても現状の施設では住民の期待に

こたえられなくなってまいりました。そこで、

都城市では、現在の医師会病院の所在地が地域

的に偏り過ぎていることもあり、都城市の中央

部、交通アクセスの最もよい高速道高木インタ

ー周辺に移転する計画案が昨日示されたところ

であります。この場所でありますと、西諸方面

より約30分以内で、市内全地区からも20分以内

で病院に着くことができます。３次救急の機能

に近い医療が受けられることになろうと思いま

す。県北には、御案内のとおり、県立延岡病院

が拠点病院としてあり、県南には県立日南病院

があり、県央には県立宮崎病院と宮崎大学附属

病院があります。県西だけが取り残されている

わけで、今回、都城市が中心となり、このよう

な救急医療センターを計画し、救急医療の充実

を図ろうとしております。これが実現すれば、

県内ひとしくバランスのとれた救急医療体制が

整うと思います。

そこで本論に入りますが、病院局資料により

ますと、平成18年度において県立病院事業に対

して、収益収支で43億7,000万円、資本収支で13

億8,000万円、合わせて57億5,000万円の一般会

計からの繰入金が支出されております。もちろ

んこの繰入金は、地方公営企業法及び繰入基準

に基づくものであり、冒頭申し上げましたとお

り、そのこと自体を批判するつもりは毛頭あり

ません。そこで振り返るに、過去３つの県立病

院は、改築時において、時期は異なりますが、

建物だけでも宮崎病院130億円、延岡病院190億

円、日南病院140億円が投資され、新年度は、こ

ころの医療センター整備に13億円が予算化され

ていることは御承知のとおりであります。県行

政の役割は、資源の実質的・効率的かつ公平公

正な配分が基本であると信じております。さら

に今日、透明性が最も要求されているものと思

います。これまでの医療行政において、直接的

な供給に関して、県行政が公平公正な責任を果

たされたとは決して思えません。今回の都城市

の救急医療センター及び２次救急医療施設整備

に際して、十分な補助をすべきだと思います

が、知事の決意のほどをお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

都城市の救急医療センターや都城市郡医師会

病院は、当地域における救急医療の一角を担っ

ていただいていることから、県といたしまして

も、今年度、市郡医師会病院の血管造影撮影施

設等の増設に係る補助を行うなど、支援を行っ

ているところでございます。こうした中、都城

市では、サブシティ構想に基づきまして、「都

城地域健康医療ゾーン整備に関する協議会」

で、救急医療センターや市郡医師会病院の移転

も含めた検討を今後実施される予定と伺ってお

りますので、県といたしましては、その検討状
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況を注視していきたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ただいま知事からは、注視し

て、見守るというような言い方だと思います

が、それでは納得いかないわけであります。知

事、人の命は地球よりも重いと言われます。し

かも、既に県北、県央、県南の整備は終わって

おります。残されたのは県西だけです。今、計

画されている都城の救急センターは、約100億円

程度と聞いております。少なくとも２分の１程

度の補助金を出されても、114万県民も、また、

ここにいらっしゃる県議会議員の皆さんも、十

分理解をいただけるものと信じております。知

事、単年度で無理ならば、複数年度かけて支援

しても結構でございます。要は、知事の高度な

政治判断、このように考えます。再度お答えを

いただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 都城市のサブシティ

構想につきましては、県としてまだ詳細を伺っ

ておりません。救急医療センターや都城市郡医

師会病院の移転整備については、今後、地元に

おいて具体的な検討がなされると伺っておりま

すので、県といたしましては、現段階では、そ

の検討状況を注視していく必要があると考えて

おります。

○徳重忠夫議員 最後になりましたが、御案内

のとおり、昨日、都城サブシティ構想が発表さ

れました。これに書かれておりますが、これは

市長のマニフェストでもございます。そこで、

県が毎年一般会計に持ち出している１年分が

約50億円程度であるわけですね。そう考えます

ときに、これは不可能ではない数字じゃないか

と、半分ぐらい支出するのは。100億円かかるん

だったら50億円支出するぐらいは、この状況か

らしたら私は可能な数字だと。ぜひとも前向き

に検討していただきますようにお願いを申し上

げまして、私の質問のすべてを終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○中村幸一副議長 次は、26番田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 民主党の田

口雄二でございます。県議になりまして３回目

の質問をさせていただきます。日ごろの行いが

悪いのか、今回もくじ運が大変悪く、前回同

様、最終日の登壇となってしまいました。主な

課題は大方質問されてしまいました。しかし、

県北の新たな問題もあらわになり、できるだけ

重複を避けながら質問をさせていただきます。

道路特定財源のことで、国や地方を挙げてか

んかんがくがくの議論がされる中、九州横断道

延岡線の舞野―北方間の6.4キロが４月６日に開

通予定です。直轄方式のため、まさに今話題の

道路特定財源によって建設された無料の高速道

路になります。北方町は水害常襲地帯でもあり

ますので、防災対策の面からも利便性からも格

段に向上したことになります。関係者の御尽力

に心から感謝を申し上げます。

また、延岡の課題でありました国道10号線の

土々呂地区の渋滞の解消策として建設された延

岡南道路が、通行料金の割高感から利用が伸び

悩み、渋滞の解消となっていませんでした。し

かし、このたび、国土交通省延岡河川国道事務

所が管理運営する西日本高速道路株式会社に対

して、値下げ実験の実施を促しているとの報道

がなされておりました。延岡市当局を初め地元

経済界からの、かねてより強い要望事項でもあ

りましたので、ぜひとも前向きに検討していた

だき、早急に実施していただきたいと思ってお

ります。

それでは、通告に従いお伺いいたしますの

で、知事を初め当局の皆様の明快な答弁をよろ

しくお願い申し上げます。

平成20年３月５日(水)



- 300 -

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

をいたします。

先日、民主党の菅直人代表代行が大分空港よ

り九州入りし、車で宮崎県に入り、２日間にわ

たり県内の道路事情をつぶさに見ていただきま

した。もちろん、２日後に控えた東国原知事と

の公開討論会に向けての現状把握ということも

ありますが、あわせて、１月末の衆議院予算委

員会の発言の確認ということもありました。予

算委員会で菅代表代行は、「道路特定財源でつ

くられた福岡県八女市の「おぼろ大橋」は、

約90億円もかけて建設されたにもかかわらず、

１日に約200台しか車が通らない。ここは本当に

必要な道路であったのか」と総務大臣に質問

し、返す刀で、「宮崎県と大分県の間にはまだ

高速道路がないが、こここそまさに必要ではな

いのか」と問いただしております。その後も、

必要なところなのにまだでき上がっていない例

として、宮崎―大分間を事あるごとに取り上げ

ており、その道路事情を自分自身の目で確認す

るということもありました。

東国原知事は、「大分から宮崎に入るとき、

国道326号を使わず10号線で来てほしかった」と

コメントされていたようですが、県北の人で大

分市方面に向かうのに10号線を使う人は、現在

では極めてまれで、バイパス的な道路である326

号をほとんどの方が利用されるという状況をか

んがみて、326号を私が御案内いたしました。な

お、北川町の水害に伴う山肌の崩落や仮設住

宅、そしてかさ上げをしている住宅等も見てい

ただくことができ、台風の被害の大きさなども

しっかり報告をさせていただきました。しか

し、菅代表代行も、同行した国会議員も一様に

言ったことが、「なぜこんなにおくれたんだろ

う」との疑問の声ばかりでした。どう考えて

も、今までの道路づくりに納得いかないことば

かりです。これまでたびごとに国土の均衡なる

発展のためにと言われ続けてきた結果がこれな

のかと、大変むなしくなるばかりです。そのよ

うな中、昨年末、2008年度以降10年間の道路整

備の方向性が示される「道路の中期計画」の素

案が、国土交通省から発表されております。こ

の道路の中期計画に対して、知事はどのような

所見をお持ちか、お伺いをいたします。

次に、医療・福祉行政についてお伺いいたし

ます。

県立延岡病院の循環器科医師の５人のうち３

人が４月以降に退職するという２月22日の延岡

市の地元新聞の記事により、県北に衝撃が走り

ました。心臓疾患のカテーテル手術などの高度

な循環器医療を行うことができるのは、県北地

区では県立延岡病院だけです。３人のうち、２

人が派遣元の熊本大学医学部に引き揚げ、残る

１人は自治医科大学出身で、公的医療機関の義

務年限を終了し、延岡を離れるといいます。県

立延岡病院の循環器科は、平成18年６月より、

医師５人体制でそのほとんどを熊本大学医学部

の派遣に頼ってきたのが実態です。過去にも麻

酔科の医師５人が退職し、全身麻酔の手術が９

割も減少したこともあり、現在も一昨年８月よ

り眼科が、また昨年７月より精神科の医師が不

在となり、現在診療を休止しております。延岡

市民というより県北の住民にとって一番信頼の

置ける病院の体制の変化に、この先どうなるの

かと心配の声が広がっております。県立延岡病

院の循環器科医師の現在の状況と、３人の退職

後の補充は現時点でどのような状況なのか、ま

た、休診している眼科、精神科の医師の補充の

取り組み並びに見込みについて、病院局長にお

伺いいたします。
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次に、新型インフルエンザ対策についてお伺

いいたします。インドネシアで鳥インフルエン

ザ感染による死者が103人に達するなど、世界で

の感染拡大がとまらない状況です。先日はＮＨ

Ｋで、ドキュメンタリーとドラマ仕立てで２日

間にわたり放映され、反響が大きかったのか、

すぐに再放送もされております。残念ながら私

は見逃してしまったのですが、衝撃の内容に恐

怖感を覚えた人が続出したようで、県の対策は

大丈夫か、もし発生したらどうなるのかと問い

かける人がいます。新型インフルエンザが怖い

のは、未知のウイルスで免疫を持っていないか

らです。アメリカのハーバード大学によると、

かつての新型インフルエンザであったスペイン

風邪並みの流行で、世界で約6,200万人が死亡す

ると予測し、国内でも厚生労働省の試算で、医

療機関を受診する患者数は最大2,500万人に上

り、64万人が死亡すると想定しています。た

だ、鳥インフルエンザが新型へ変化した場合、

「若者にも大きな被害が出て、210万人が死亡す

る未曾有の事態になる可能性がある」と、国立

感染症研究所の関係者は警告しています。それ

は、免疫力が高い10歳から39歳の若い人ほど死

亡率が高いとされるからです。発達した航空網

で高速で大量輸送が可能になった現在は、一た

び発生すれば、非常に短期間で大流行する可能

性があります。先日は、県内でも新型インフル

エンザに備えて合同訓練も行われているようで

すが、本県の新型インフルエンザ対策につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、来年度予算の「子育て支援乳幼児医療

費助成事業」についてお伺いいたします。子育

て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子供を

生み、育てられる環境づくりを推進するため、

入院外医療費の助成対象をこれまでの３歳未満

から小学校入学前まで拡大し、入院・入院外と

もに、小学校入学前までの乳幼児に対して医療

費の助成を行う大英断をしていただきました。

財政が大変厳しい中、知事も「清水の舞台から

飛びおりたつもりで」と言っておられたようで

すが、子育て、そして少子化対策において大き

く前進したものと思います。ただ気になるの

は、全国的に地方の医師不足が言われる中、宮

崎は特に小児科医の不足が大きな課題となって

おります。厚生労働省から公表された、女性と

子供それぞれの10万人当たりの産科・産婦人科

と医師数の都道府県ごとの数値を見てみまして

も、本県の小児科医数は、岩手県に次いでワー

スト２で、トップの徳島県の半分以下という厳

しい結果が出ました。少子化対策で、全国の自

治体において、小児の医療費の無料化や助成が

拡大しております。そのことで医者にかかりや

すくなって、軽症患者が病院に集中し、疲弊し

た小児科医が離職する例も、他県では見られて

おります。小児科医への負担増も考えられます

が、どのように認識されているのか、福祉保健

部長にお伺いをいたします。

次に、工業振興について、人材育成の面から

お伺いいたします。

政府は、高等職業教育を充実強化するため、

中学卒業を資格とする５年制の新たな職業教育

機関を創設する検討に入りました。大学進学率

が高まり、現在の高専や工業高校、商業高校な

どの専門高校への入学志願者が減り続け、既存

の機関にかわる新たな職業教育の枠組みをつく

る必要性があると判断したようです。新たな５

年制の職業教育機関の基本的な枠組みは、各都

道府県の農業や商業など複数の公立の専門高校

を統合し、３年間の教育課程に、さらに２年間

の高等教育課程を加えるというものです。背景
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には、専門高校の職業教育における地位の低下

があり、専門高校卒業後にさらに数年間、別の

専門学校に通って、知識や資格を取得する学生

がふえる現状があります。

私は昨年の６月議会で、「山形県立米沢工業

高校では、卒業後に通う２年間の専攻科をもっ

て技術的な指導をしている。同様のものを延岡

市につくれないか」と質問させていただきまし

た。東九州一の工業都市であるにもかかわら

ず、工業系の大学や高専などがありません。製

造業の皆さんより、「基礎的なことがわからな

い新入社員を社内で教えるほど中小企業には余

裕もないし、手間がかかり過ぎる。初期段階の

指導や専門的な知識を高めてくれる即戦力の技

術者養成の教育機関が欲しい」との声を多く聞

かされます。今回の政府の政策と同様の山形県

立米沢工業高校のような専攻科の設置が延岡地

区で実施できないか、お伺いをいたします。

次に、企業誘致や地場産業を発展させるに

は、重要な要素として物流機能の充実と向上が

挙げられます。しかし本県は、道路、鉄道、海

上輸送等の利便性が十分でない上に、輸送能力

と物流コストに大きなハンディを抱えている状

況です。この体制が速やかに改善されないと、

県外からの企業誘致、既存企業の競争力アップ

に障害になります。雇用の拡大や地域経済の活

性化はさらに困難になってしまいます。まして

現在は、トラック輸送に関しては、燃料の高騰

で運送業者に大きなしわ寄せがいっている上

に、トラックによる幹線貨物輸送を「地球に優

しく、大量輸送が可能な海運または鉄道に転

換」するモーダルシフトを推進することが求め

られています。今回、私はこのモーダルシフト

に関して県内の状況をお聞きいたしましたとこ

ろ、昭和61年に宮崎駅、都城駅の貨物列車発着

が廃止され、宮崎駅から延岡駅までトラック代

行輸送に変更され、都城駅からは鹿児島駅まで

トラック代行輸送になりました。また、平成10

年には佐土原駅の貨物列車発着も廃止され、延

岡駅までトラック代行輸送に変更されており、

現在、県内の貨物列車発着駅は延岡駅のみと

なっております。大変脆弱な現実であります。

産業活性化に物流体制の整備は不可欠ですが、

特にＪＲ貨物輸送の充実が必要だと考えます

が、現在の取り組みについて、地域生活部長に

お伺いいたします。

次に、公共工事の契約解除についてお伺いい

たします。

私は昨年の11月議会において、「平成17年の

台風14号による水害で、多くの浸水被害によ

り、激特事業で工事が進められていた延岡市の

蛇谷川排水ポンプ設置工事が、工事を受注した

業者の倒産で、６月完成の予定が大幅におくれ

て、台風シーズンもほぼ終了する９月末に完成

することになった。一日も早い完成を目指し

て、全力を傾注して取り組んでほしい」と要望

させていただきました。その後、土日も休まず

工事も進められているようでしたし、地域の皆

さんにも工事のおくれに関する説明会を早々に

実施していただき、お礼を申し上げたいと言い

たいところでした。ところが、何とその後の工

事を引き継いだ県建設業協会と延岡地区建設業

協会の２つの会長を兼ねる建設業者が、またし

ても倒産してしまいました。ちょっと前まで

は、台風シーズンの後半に少しでも間に合えば

と期待をしていましたが、今回の事態を受け、

それは全くかなわない夢となってしまいまし

た。本来この事業は激特事業で、災害の緊急軽

減策として実施されるものと考えます。もとも

とは今月の３月末が当初の完成予定でしたが、
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それが６月末に変わり、１度目の業者倒産によ

り９月末に、そして今回の事態で、本年の台風

には全く意味をなさない施設となってしまいま

した。地元の皆さんには、怒りを通り越してあ

きらめムードが走っています。今回の事態につ

いて県土整備部長はどのようにお考えか、所感

をお聞かせください。

そして、今回の業者倒産により、排水ポンプ

がいつごろから稼働できるのかお伺いいたしま

す。

次に、観光対策についてお伺いいたします。

このたび宮崎―ソウル間のほかに、台湾の台

北と宮崎間の国際定期便が開設されます。日本

に対して非常に友好的な台湾から、定期的に観

光客が行き来することは、県議会の日台議員連

盟に所属する議員の一人としても、大変うれし

く思っております。長年にわたるチャーター便

などの実績が、今回の開設につながったものと

思われます。昨年の11月議会で、韓国の大手旅

行会社から聞いた内容の御報告をさせていただ

きましたが、韓国の皆さんは日本に対して、ゴ

ルフと温泉を一番の楽しみにしているようでし

た。韓国や宮崎よりはるかに南の国・台湾が、

宮崎のどのようなところに魅力を感じているの

か、どのような期待をしているのか、そのニー

ズに合わせてどのような誘客対策をお考えか、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

また、当然のことですが、一方通行では定期

便は継続いたしません。台北線やソウル線につ

いて、双方向の利用促進を図っていくことが大

切ですが、本県からの利用促進をどのように取

り組んでいくのか、地域生活部長にお伺いいた

します。

次に、教育行政についてお伺いいたします。

今、学校の先生が忙しい。先生は授業以外の

多岐にわたる学校運営業務を分担しています。

文部科学省の06年の教員勤務実態調査でも、教

員が授業や生徒指導以外に、成績処理、学年学

級経営、保護者との対応などに多くの時間を割

いていることが報告され、小中学校でも７～８

割の先生が、「授業の準備をする時間が足りな

い」「教員が行うべき仕事が多過ぎる」と回答

しています。教員を学校運営業務からできるだ

け解放し、教育活動に専念できるようにするこ

とが、教育改革の重要な課題になってきまし

た。教員が子供とじっくりと向き合い、学力向

上に力を注げるような体制が求められる中、政

府の新年度予算案の教育予算で教員の定数増が

認められ、純増は1,000人でありますが、非常勤

講師を7,000人採用することになりました。教員

ＯＢを中心に、正規の教員の半分程度の授業を

受け持つと見られています。今回の教育予算が

成立した場合、本県においてどれほどの変化が

あるのか、また本県の対応について、教育長に

お伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

道路の中期計画についてであります。道路の

中期計画につきましては、数回にわたり広く国

民から意見を聴取するなど、地方の実情や道路

整備に対するニーズを把握した上で、地域の自

立と活力の強化や安全・安心の確保など政策課

題を掲げ、その実現に向けた目標・方針が具体

的に取りまとめられており、一定の評価をして

いるところであります。また、東九州自動車道

日南―志布志間及び九州横断自動車道延岡線山

都―蔵田間の整備の必要性が示されたことにつ

いても、本県の発展にとって大きな前進である
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と考えております。道路は地方にとって、生活

・産業・観光・救急医療・災害対策など命の道

であることから、私としましては、採算性や費

用対効果だけでなく、さまざまな整備効果や地

域生活にも配慮した優先順位の基準を明確にし

ていただきたいと考えております。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 ま

ず、鉄道貨物輸送についてであります。鉄道貨

物は、低コスト、大量輸送が可能であり、企業

誘致の促進や県産品の競争力向上に必要な効率

的な物流体制の整備を図る上で、大変重要な輸

送手段であると認識しております。しかしなが

ら、御質問にもございましたように、貨物量の

減少から、現在、県内での貨物列車の発着は延

岡駅のみとなっており、佐土原駅のコンテナ基

地からは延岡駅に、都城駅のコンテナ基地から

は鹿児島駅に、それぞれトラック代行輸送が行

われているところであります。このような状況

の中で、輸送力の充実を図るためには、まず荷

物量をふやすことが課題となりますが、現在、

県内の産業界においても、ＪＲ貨物の活用に向

けた検討が行われているところであります。県

といたしましては、こうした産業界の動きとも

十分連携を図りながら、鉄道貨物輸送の維持充

実に向けて取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、台北線及びソウル線の利用促進につい

てであります。台北線やソウル線は、本県が目

指している東アジアとの経済・交流拡大を図っ

ていくための基盤となるものであり、県民の皆

様には、多様な分野で幅広く活用していただき

たいと考えております。県といたしましても、

団体での利用や修学旅行等での利用に対して助

成するとともに、メディアを活用して、より身

近になる台湾や、より便利になった韓国を積極

的にＰＲしていくこととしております。特に６

月に就航する台北線につきましては、南九州や

九州という広域的な観点からの活用が必要と考

えておりまして、お隣の鹿児島県や熊本県の関

係機関・団体に連携を働きかけていくなど、利

用促進に努めてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、新型インフルエンザ対策についてであ

ります。近年、東南アジアを中心に、鳥インフ

ルエンザが鳥から人へ感染する事例が増加して

おります。この鳥インフルエンザが人から人へ

感染する形に変異し、新型インフルエンザとし

て大流行するということが危惧されておりま

す。県としましては、新型インフルエンザの発

生時に備え、平成17年１月に「新型インフルエ

ンザ対応指針」を策定し、抗インフルエンザ薬

タミフルの備蓄や、感染症指定医療機関と連携

した初動体制の整備、大流行時の入院施設の確

保及び医療従事者に対する啓発等の対策を進め

ているところでございます。また、患者発生を

想定した保健所と医療機関との合同訓練や、九

州各県との広域連携の強化訓練等を実施してき

たところであります。なお、感染拡大を防止す

るためには、県民お一人お一人に適切に行動し

ていただく必要がありますので、流行に備えて

の食料・水・日用品の備蓄や、流行時における

せきエチケットの励行、及び外出の自粛などの

重要性を、引き続き周知していきたいと考えて

おります。今後とも、国、市町村及び医師会等

の関係機関と連携しながら、新型インフルエン

ザ対策の向上に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、乳幼児医療費助成に係る小児科医の負
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担についてであります。乳幼児医療費助成事業

につきましては、来年度から、入院外の助成対

象年齢を小学校入学前まで拡充するということ

にしております。このことに伴う小児科医の負

担につきましては、御指摘のような懸念がござ

います。このため、「こども医療圏プロジェク

ト推進事業」により、小児科専門医の育成確保

や拠点病院の機能充実を図りまして、小児科医

の勤務環境の改善を目指していきたいと考えて

おります。また、小児医療を守るためには、診

療時間内の受診や、真に必要な場合のみの夜間

急患センターの利用など、県民の方々の理解と

協力も不可欠でありますので、そのための意識

啓発も行ってまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

韓国及び台湾からの観光客ニーズ等について

であります。まず、韓国につきましては、国民

生活の向上に伴うライフスタイルの変化により

まして、旅行者の趣味や興味などを反映した個

人型の旅行の人気が高まっております。このた

め、従来から人気のあるゴルフツアーに加え

て、温泉やマリンスポーツ、トレッキング等の

地域資源を生かした体験メニューや、神話・伝

説を取り入れた新たな観光ルートを提案すると

ともに、メディアを活用してのＰＲを行うな

ど、一層の誘客に努めているところでありま

す。また、台湾につきましては、四季折々の花

々や紅葉など、豊かな自然をめぐるルートが人

気となっておりますが、これに加えて、ゴルフ

やスキーなどの体験メニューも提案しておりま

す。さらに本県は、南九州で唯一、台湾との定

期航空路線を有することとなりますので、鹿児

島県等と連携した南九州周遊ルートの開発や、

修学旅行、個人客の誘致にも力を入れていると

ころであります。今後とも、韓国や台湾におけ

る観光客ニーズの把握に努めまして、航空路線

増強による利便性の向上や、本県観光の魅力に

ついて情報発信を強化するとともに、南九州各

県や九州観光推進機構との広域連携を図りなが

ら、積極的に観光客誘致に取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

蛇谷川排水ポンプ場の完成のおくれについて

でございます。延岡市の蛇谷川におきまして

は、平成17年９月の台風14号により甚大な浸水

被害が発生しましたことから、五ヶ瀬川河川激

甚災害対策特別緊急事業、いわゆる激特事業に

より、早急に浸水被害の再発防止・軽減を図る

ため、平成17年度末には、排水ポンプ場の敷地

造成に着手したところでございます。この激特

事業の事業期間は５カ年でありますが、甚大な

被害の状況にかんがみ、県では２カ年という最

短の工事期間を設定し、平成20年の出水期前の

運転開始を目指していたところでございます。

しかしながら、２度にわたり受注業者が倒産す

るという不測の事態が発生しまして、地元の皆

様の御期待にこたえることができなくなりまし

たことは、まことに残念であり、主管部長とし

て申しわけなく思っております。

今回の工事受注業者の倒産を受けまして、県

では、直ちに別の業者と随意契約を締結し、速

やかな工事再開に努めたところでございます

が、国内市場の品薄の影響を受け、主要資材で

ある鉄筋の調達に日数を要しますことから、工

事のおくれは約１カ月となり、現在のところ運

転開始は10月末の見込みでございます。県とい
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たしましては、今後とも作業の効率化や工程調

整に努めまして、一日でもおくれを取り戻して

まいりたいと存じます。以上でございます。

〔降壇〕

○病院局長（植木英範君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県立延岡病院の循環器科医師についてでござ

います。県立延岡病院の循環器科では、現在、

４名の常勤医師と自治医科大学卒業の後期研修

医師１名が勤務しておりまして、お話にありま

したように、県北地域において心臓疾患を中心

とした高度な循環器医療を担っているところで

あります。そのうち後期研修医師につきまして

は、今月末で研修期間が終了することとなって

おりますが、この枠については、もともとが時

限的なものであり、今回の問題とは分けて考え

ていただく必要があると思います。そこで、循

環器科本来の常勤医師であります４名のうち２

名が、今月末及び６月末に退職の意向を示して

おります。この２名につきまして、後任の確保

に努めましたところ、現時点で１名の確保のめ

どが立ちましたので、６月末に退職予定の残り

１名分の確保について、残留も含めまして全力

を挙げて取り組んでいるところでございます。

次に、医師の補充の取り組みについてであり

ます。今回の事態を受け、病院局といたしまし

ては、現在勤務しております医師の慰留に全力

で努めますとともに、熊本大学を初め各大学の

医局に医師派遣枠の確保について重ねて要請を

したところでございます。今後とも、県民の皆

様方に安定した医療を引き続き提供できますよ

う、病院長ともども、あらゆる手だてを通じま

して、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考

えております。また、現在、休診中としており

ます眼科及び精神科についても、できる限り早

期に再開できますよう、関係の大学医局に対し

医師派遣の要請をいたしておりまして、引き続

き医師確保に努めてまいります。以上でござい

ます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県の工業教育は、行政・民間とも十分連携

を図りながら、望ましい勤労観や職業観、高い

専門性を身につけるためにさまざまな取り組み

を行っておりまして、卒業生は、県内外の企業

から高い評価を得ているところであります。専

攻科は、高等学校卒業後、さらに１年から２年

にかけまして、より専門的な知識・技能を習得

するための課程でありますが、その設置につき

ましては、入学生の確保や進路先の開拓、ある

いは大学、高等専門学校、県立産業技術専門校

等、既存の教育機関との関係など、さまざまな

問題があると考えております。地域産業界への

人材供給は、工業教育の重要な目的の一つでも

ありますので、今後とも、工業教育のあり方の

検討を含め、充実に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、国における教職員の定数改善について

であります。学校におきましては、児童生徒の

学校不適応や保護者の価値観の多様化など、課

題の一層の複雑化が進む中、管理運営や外部対

応にかかわる業務が増加いたしまして、結果と

して、教員に子供たちの指導の時間の余裕がな

くなってきているということが指摘されており

ます。国におきましては、教員の子供と向き合

う時間を拡充するためには、学校が、これまで

以上に組織として対応していくことが必要であ

るということで、学校教育法の一部改正を行

い、副校長とか主幹教諭、指導教諭を各教育委

員会の判断で設置できることといたしました。
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そのうち主幹教諭につきましては、平成20年度

予算において、全国で1,000名の定数を措置する

こととしたものであります。県教育委員会にお

きましては、本県の学校の実情等を踏まえなが

ら、新たな職の設置について、現在、検討を進

めておるところでございます。以上でございま

す。〔降壇〕

○田口雄二議員 それぞれの質問に御丁寧な答

弁、ありがとうございました。さらに理解を深

めるために、再質問を行わせていただきます。

まず知事に、道路の中期計画について再度お

伺いをいたします。知事は、道路の中期計画に

対して、本県の大きな課題の高速道路の整備の

必要性が示されたので、大きな前進と評価され

ております。私も延岡市の人間といたしまし

て、日本一道路がおくれた地区の代名詞のよう

に現在言われておりますが、高速道路が一日も

早く全線開通し、医療・災害対策はもちろん、

地域間競争を戦い抜く上で、同じ土俵で相撲が

とれるようになることを心から望んでおりま

す。ただ、この中期計画は、先日より国会の場

において連日論議されておりますが、かなり計

画に無理があるようにも見えます。10年間で道

路整備に59兆円が必要と試算された計画ではあ

りますが、当初は65兆円が示されていました。

与党の指摘であっという間に６兆円が減額され

ています。余りにけたが大き過ぎて感覚がわか

りませんが、宮崎県の10年分の一般会計予算と

ほぼ同額の金額が、いとも簡単に減らされたわ

けです。当初の65兆円の根拠は一体何だったの

か。そんなに簡単に減らすぐらいだったら、宮

崎に優先的に回してくれたらよかったのにと思

えるほどです。また、交通量のデータにしても

最新の調査ではなく、交通量が多かったころの

古い調査データを用いて計画が立てられたりし

ております。道路のほかにも、過去４年間の平

均で、１年当たりで、あかずの踏切対策が11カ

所だったものが、今度はわずか１年で140カ所も

改良されることになり、また、通学路の歩道整

備も252キロメートルが、今回は10倍の2,500キ

ロメートルも１年で整備されるなど、にわかに

は信じられないような計画が幾つも出てきま

す。最初から使い切ることを前提に計画がつく

られたとしか思えません。批判をかわすために

急々に計画をこしらえたのではないかとも思え

ますが、もう一度、知事の所見をお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申しました

ように、道路の中期計画につきましては、一定

の評価をしているところでございます。本県

は、高速道路の空白地帯でございます。国県道

の整備水準も著しく低い状況にあります。今後

とも、安全で安心な県民生活の確保や地域経済

の発展を図るため、安定的かつ継続的な道路整

備財源を確保しながら、着実な整備が図られる

よう、そしてまた道路整備には、採算性や費用

対効果だけでなく、さまざまな整備効果や地域

生活、そして公的役割というのも配慮した優先

順位の基準を明確にしていただきたいと、強く

訴えかけてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 道路に関しましては、私ども

民主党と知事の政策がちょっと違っております

ので、それに関しましては、先日の菅代表代行

との公開討論におきまして、ちょうちょうはっ

し議論されておりますので、これ以上は申し上

げません。ただ現在、国会やマスコミで道路特

定財源に関することが連日取り上げられており

ますが、これまで全くと言っていいほど議論さ

れることなく国会を通過してきましたが、今ま

でその実態をほとんど知る機会のなかった国民
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が、不明朗な巨額の資金の存在の一部を知るこ

とができた、いい機会であったと思っておりま

す。また、先ほど申しましたように、知事が再

三再四マスコミで宮崎の道路事情を話してくれ

たことによりまして、県北地区や県南地区の実

態を全国に知らしめることができました。これ

は、国土交通省にも大きな牽制球になってくれ

たものと思っております。本県の高速道路の一

日も早い完成を祈りながら、次の質問に移らせ

ていただきます。

県立延岡病院の循環器科医師の退職の件で再

度お伺いいたします。お話では、「本来の常勤

の医師は４名で、１名は研修医で時限的に来て

いたものである。実質は２名の退職となるが、

１名においては後任の医師の確保にめどが立っ

た。もう１人に関しては、６月末退職の予定で

あるが、現在、残留に向けて全力を挙げている

ところである」との答弁でした。残留に向けて

の対策がうまくいけばいいのですが、その見込

みはどうなのか。逆に残留がうまくいかなかっ

た場合には、今後の診療にどのような支障が出

るのか、病院局長に再度お伺いいたします。

○病院局長（植木英範君） 仮に辞職すると

なった場合のお尋ねでございますが、現在の常

勤医師４名体制は、少なくとも６月末まで引き

続き確保しているところであります。７月以降

につきましても、医療の提供に影響を来すこと

のないよう、診療体制の維持に引き続き全力を

挙げて取り組んでまいりたいと存じます。以上

でございます。

○田口雄二議員 ６月末退職するかもしれない

医師は、一番経験が豊富な医師だと聞いており

まして、研修医の方も、この先生のもとで勉強

したいと延岡まで来ていただいたようです。そ

のベテランの医師が退職となると、実質１名の

減以上の影響があるものと思います。何として

も残っていただくように、全力を傾注していた

だきたいと思っております。

次に、再度、医療・福祉の問題で聞きます。

２次救急医療圏の日向入郷地区では、来月の４

月から、日向市の和田病院が医師不足のため、

２次救急受け入れの輪番制から離脱することと

なりました。昨年も同様の理由で、輪番制を

担っていた日向病院が離脱しており、この結

果、残る千代田病院１カ所のみとなってしま

い、休日と夜間の当番病院として救急患者を受

け入れることとなり、大きな負担がかかってま

いります。千代田病院においても、いつまで医

師を確保し続けることができるか、大変先行き

が不透明な状況です。これまで以上に県立延岡

病院にも、負担が増すものと考えられます。ス

タッフがどんどん減少していく中、日向地区の

２次救急医療の受け入れ病院が１カ所体制にな

りますが、この事態が県北地区の救急体制をさ

らに厳しくすることにはならないのか、対策は

あるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 地域に必要な

救急医療を確保するためには、軽度の救急患者

を受け入れる初期救急医療施設から、重篤な入

院患者を受け入れる３次救急医療施設まで、各

医療機関がそれぞれの役割を担って、相互に連

携する体制の構築が求められております。そう

いう中で、初期救急医療施設のない日向入郷医

療圏では、２次救急医療施設の負担を少しでも

軽減するために、地元市町村や医師会におい

て、初期救急医療体制のあり方や住民の意識啓

発についての検討がなされております。また、

離脱を表明している医療機関も、一部診療科に

ついては、引き続き救急患者を受け入れるとい

うことであります。救急医療体制の構築には、
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何よりも医師の確保が重要でありますので、県

としましても、あらゆる機会を通じて、医師確

保に協力するなど、地元市町村や医師会等とも

連携し、県北地域の救急医療体制の確保に努め

てまいりたいと考えております。以上です。

○田口雄二議員 宮崎市などは総合病院が何カ

所もありまして、高度な医療が受けられます

が、県北には県立延岡病院しかなく、その県病

院も休診している科もあります。大阪府の泉佐

野市では、麻酔科医の募集に、ちょっと考えら

れないような高額の報酬を用意するほど全国的

に医師不足で、県内も厳しさを増しておりま

す。県北の人々の命がかかっておりますので、

ぜひとも格段の取り組みをよろしくお願い申し

上げます。

次に、新型インフルエンザ対策についてお伺

いいたします。発達した航空網で、高速で大量

輸送が可能になった現在は、一たび発生すれ

ば、非常に短期間で大流行する可能性がありま

す。本県における対策についてお伺いいたしま

したが、発生時のシミュレーションなどを見る

と、大変恐ろしくなるような数字の羅列で、日

本で発生したら本当にどうなるのか、心配は尽

きません。幸いにも、同様の心配がなされた新

型肺炎ＳＡＲＳは、世界的な大流行は現時点で

は起こっていません。先日、産業医科大学の調

査が公表されておりましたが、これは大変気に

なる記事でございました。新型インフルエンザ

が大流行したら、医療従事者の26％が感染リス

クがあるのなら転職をするという結果が出てお

ります。看護師が31％と最も多く、次いで技師

や事務職員、そして医師が17％離職すると言っ

ております。予防に関する知識が不十分で、不

安が先行しているようで、教育や研修などが医

療従事者にも必要なようです。さて、昨年予定

された県議会の海外視察は中止となってしま

い、残念ながら貴重な研修の機会を失ってしま

いましたが、県民の皆さんにも気軽に海外に出

かける人が多くいらっしゃいます。特に鳥イン

フルエンザで死亡例が多発している東南アジア

など、非常に多いと考えられますが、現地では

どのような点に注意を払わなければならないの

か、地域生活部長に再度お伺いいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 新型インフル

エンザに関する注意事項や最新情報につきまし

ては、厚生労働省を初めとしまして、さまざま

な機関から出されているところであります。外

務省でも、海外安全ホームページに、「海外渡

航者のための鳥及び新型インフルエンザに関す

るＱ＆Ａ」等を掲示し、「生きた鳥を扱う市場

や家畜飼育場への立ち入りを避けること」など

を呼びかけております。したがいまして、渡航

される際は、事前にこれらの情報を的確に把握

しておくことが大切だと考えております。この

ため、県内のパスポートセンターにおきまし

て、旅券の交付時に、鳥インフルエンザを含め

た感染症に関するチラシ等を配布するととも

に、鳥インフルエンザ発生国などの最新情報を

センター内に掲示し、注意を喚起しているとこ

ろであります。今後とも、渡航者が安心して旅

行できるよう、適切な情報提供に努めてまいり

たいと考えております。以上であります。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

再度、教育長にお伺いいたします。工業系の

人材育成のために、山形県の米沢工業高校のよ

うな専攻科を延岡地区にと要望させていただき

ました。

昨年の11月に、静岡県におきまして、22歳以

下の若きスーパー職人の世界大会「2007年ユニ

バーサル技能五輪国際大会」が開催され、たく

平成20年３月５日(水)



- 310 -

みの世界が競われております。46カ国が参加

し、47のそれぞれの分野において競われた結

果、16の金メダル、５つの銀メダル、３つの銅

メダルを日本が獲得し、前回の結果を大きく上

回り、圧倒的な世界一に輝いております。ＮＨ

Ｋでその一部が特集で放映されましたので、ご

らんになった方も多いと思います。外見からは

とても想像できないような若者が、一たび金づ

ちを持つと、１枚の平らな鉄板から世界に１台

しかない車の見事なボディーができ上がる。ま

た、かんなを持つと、100分の１ミリ単位の透き

通る薄さで板を削るなど、神わざのような腕を

持った21～22歳の青年が、多数映し出されてお

りました。ものづくりが現在見直されつつある

中、若者たちがまさに職人の世界に身を投じ、

今回の結果に満足することなく、さらに高い目

標を持って既に精進を重ねている姿に、私は大

変強い感動を覚え、日本もまだ捨てたものでは

ないと思いました。やはり日本の原点、活力は

ものづくりだと再認識させられるすばらしい内

容でした。

本県においては、中高一貫教育や普通科の通

学区域撤廃など、普通科の改革が中心ではない

かと思います。現在の工業系の高校生の就職率

は、団塊の世代の大量退職により好転している

ようでありますが、長期的な観点から、専門高

校での個性を持った人材の育成が必要と考えま

すが、再度、教育長の所見をお伺いいたしま

す。

○教育長（高山耕吉君） 産業教育につきまし

ては、社会のニーズに的確に対応いたしますと

ともに、将来を見据えた職業能力の育成に努め

ることが、極めて重要であると考えておりま

す。このため、これまで数次にわたる県産業教

育審議会の答申等も踏まえながら、専門分野及

び学科の枠を超えた学びのできる総合制専門高

等学校の設置や、高度な資格取得の推進による

専門性の向上、さらには社会人、職業人として

の基本的な資質を高めるための勤労観や職業観

の形成など、幅広い視点に立ちまして産業教育

の充実に取り組んでいるところでございます。

今後とも、地域産業との連携を強化しながら、

生徒たちがそれぞれの個性や能力を高めていけ

るよう、本県産業教育の充実に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

次に、公共工事の契約解除についてお伺いを

いたします。排水ポンプ場の新設工事が、２度

にわたり受注業者が倒産するという事態で、本

年の台風時期には全く対応できない10月末の完

成とわかりました。結果的には、当初の完成予

定からは７カ月もおくれることになります。し

かし、この事業は激甚災害対策特別緊急事業で

す。通常の公共工事と同様の対応でよかったの

かという疑問は、なかなか払拭できません。地

元では、「発注者側の県に責任はないのか。こ

とし大きな水害が発生したらどうするんだ」の

声が大変大きいこともお伝えしておきます。11

月議会でもお話ししましたように、現地は前回

の17年の台風14号の水害のときより大幅な埋め

立てが行われ、住宅が建てられております。遊

水地が大きく減少しており、同程度の雨量が

あったら、被害ははるかに大きなものになると

思われます。今回の完成時期のおくれで、台風

時期のポンプが機能しませんので、考えられる

最大限の水位の上昇を抑える対策を考えていた

だきたいと思いますが、県土整備部長にお伺い

をいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 出水期に備え
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まして、県では、祝子川から蛇谷川への逆流等

を防止するため、蛇谷川樋門に止水壁を設置い

たします。あわせて、樋門周辺の堆積土砂を除

去することとしております。また、出水時に

は、樋門操作を委託しております延岡市並びに

地域住民の方々へ、きめ細かく防災情報を伝達

するとともに、国の所有しております排水ポン

プ車の配置要請や工事用排水ポンプの応急設置

など、樋門操作と連動した緊急対応に努めてま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 ぜひとも万全の軽減策をよろ

しくお願い申し上げます。

なお今後、受注業者の倒産により整備におく

れが生じ、県民に迷惑がかかり、不便を強いる

ことがないためにも、入札に際しましては、建

設業者の経営状況の把握をしっかりと行い、特

に激特事業は、災害の早急な再発防止と軽減を

図るためにも慎重を期すべきだと考えますが、

再度、県土整備部長のお考えを伺います。

○県土整備部長（野口宏一君） 県工事の発注

に当たりましては、公共工事の適正な確保を図

るため、建設業法に基づきます経営事項審査

や、入札制度の一環として入札参加資格の審査

を行うとともに、契約を締結する際には、債務

不履行により生じる損害金の支払い保証を義務

づけておりますが、保証を行う金融機関や保険

会社等を含め、あらかじめ倒産を予見すること

は大変困難な状況にございます。しかしなが

ら、工事途中に倒産が発生した場合、工事完成

が遅延し、供用開始時期がおくれるなど、県民

サービスの低下につながりますことから、受注

業者の信用情報のより一層の把握に努めまし

て、入札や契約時の審査に活用していくことと

しております。さらに、現場管理のさらなる徹

底を図りまして、倒産の際には、速やかに契約

解除・再発注を行うことにより、工期のおくれ

を少しでも少なくするよう努めてまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 昨日の質問でも何度か出され

ましたが、今回の２度にわたる受注業者の倒産

は、入札制度改革を余りにも急ぎ過ぎ、劇的に

変えてしまった結果ではないのか。業者が疲弊

してしまい、その結果、県民に大きな支障が生

じ、災害の軽減策が丸々１年後の台風にしか機

能しないことになりました。知事は昨年、この

建設現場を視察もしていただいておりますが、

この事態を受けてどのような所見をお持ちか、

お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県では、「入札・契

約制度改革に関する実施方針」を策定しまし

て、より公正、透明で競争性の高い入札・契約

制度を確立するために、抜本的な改革に取り組

んでいるところでございます。しかしながら、

近年の建設投資の大幅な減少に加え、一般競争

入札の導入による競争性の高まりなど、建設業

を取り巻く経営環境は大変厳しい状況となって

おります。このため、最低制限価格の引き上げ

など、入札・契約制度の検証と見直しを随時

行っているところであり、また、平成20年度に

は、建設産業対策を重点施策の一つと位置づ

け、総合的な対策を講じることとしたところで

ございます。蛇谷川排水ポンプ場に関しまして

は、地元の皆様の早期整備の御期待にこたえる

ことができなくなりましたことは、まことに残

念で、申しわけなく思っております。現在、一

日でも早く完成するよう、所管部長に指示をし

ておるところでございまして、今後とも、地域

住民の安全あるいは安心の確保に努めてまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございました。
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それでは、最後の質問にさせていただきま

す。観光行政についてお伺いいたします。本年

はいよいよオリンピックの年で、中国の北京で

オリンピックが開催されます。オリンピックの

キャンプ誘致でお伺いをさせていただきます。

以前、日本と韓国で開催されたサッカーのワー

ルドカップでは、ドイツとスウェーデンが本県

でキャンプし、マスコミにも大きく取り上げら

れました。隣の大分県の上津江村にはカメルー

ンチームがキャンプし、一時期は小さな村が全

国ニュースに連日放映され、村長が時の人に

なっていたことが思い出されます。昨年は野球

の星野ジャパンが本県でキャンプし、見事アジ

ア地区でのオリンピック出場権をトップで獲得

しております。北京オリンピックに関しては、

これまでの大会と違い、かなり前から現地に

入って環境になれるということはせずに、ぎり

ぎりになって北京入りするチームが多いのでは

ないかと見られています。というのも、現在問

題になっている食の安全性や大気汚染などの環

境面が不安視されるからです。そういう意味で

は、スポーツ施設の充実している本県へのキャ

ンプ地誘致はどう取り組んでいるのか。例えば

ハンドボール、まだ日本は決まっておりません

けれども、これは決まりましたら、知事が非常

に話題になっておりますので、ぜひ日本チーム

を宮崎に誘致してほしいと思っておりますが、

キャンプの誘致についてどう取り組んでいるか

お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） オリン

ピックに限りませんで、スポーツキャンプにつ

きましては、その経済効果はもとより、地域の

活性化や競技力の向上などにも大きく寄与いた

しますので、積極的に誘致活動を行っておりま

す。その結果、ただいま御質問にもございまし

たように、昨年秋には、野球日本代表の誘致に

成功いたしまして、「スポーツランドみやざ

き」の名を全国にアピールすることができたと

いうふうに思っております。また、今月21日か

らは、既にオリンピック出場を決めております

女子ソフトボールの日本代表チームが、県総合

運動公園で合宿を行う予定になっております。

北京オリンピック関係のキャンプ誘致につきま

しては、キャンプをされるチームによりまし

て、使用する施設の条件などさまざまなケース

がございますので、その費用対効果等も十分に

考慮しながら、対応してまいりたいと考えてお

ります。

○田口雄二議員 以上で質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、17番図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、図師博規です。ただいまから、通告に従い

まして質問をさせていただきます。

本日も、傍聴席を埋め尽くす、たくさんの応

援の方においでいただいております。まことに

ありがとうございます。

県内では、きのうきょうと高校入試が行われ

ておるようです。受験生は、みずからの将来を

切り開くために、問題に真剣に取り組んでいま

す。私も、宮崎県の将来を切り開くため、その

ような気概を持って、この一般質問に挑んでま
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いりたいと思います。

それでは、まず初めに、２月10日夜に沖縄県

駐留アメリカ兵が女子中学生に暴行を働いた事

件に関してお伺いします。

２月13日に仲井眞沖縄県知事は、シーファー

駐日大使に対して、「事件を二度と起こさない

ように、再発防止策を県民に示してほしい」

と、強くアメリカ側に要求されました。しか

し、17日には、海兵隊員が酒酔い運転容疑で逮

捕され、18日には、同じく海兵隊員が酔っぱ

らって民家で寝ているところを、住居不法侵入

の容疑で現行犯逮捕されております。さらに、

同じ18日に、今度は陸軍兵がフィリピン女性を

強姦するというような事件まで起きました。在

沖縄アメリカ軍は2004年６月に、兵士に夜間外

出禁止時間を示すカードを持たせ、基地外出を

規制する、いわゆるリバティーカード制度を始

めました。しかし、現状は今お知らせしたとお

りなんです。沖縄県の基地対策課の方によりま

すと、そのリバティーカードなる制度が守られ

ているのかさえ、県側は知るすべがないと、怒

りはうっせきするばかりのようです。沖縄県警

によりますと、2007年のアメリカ兵及びアメリ

カ兵の家族が刑法を犯した数、その総数は何と

年間48件です。そこで、新田原基地のアメリカ

軍共同訓練が始まった本県におきましても、特

に新富町を初めとする基地周辺の住民にとって

は、この沖縄県の暴行事件は対岸の火事ではな

くなっております。県としては、地元自治体と

連携し、アメリカ軍に対し、いや、アメリカに

対し、綱紀粛正のためにどのような働きかけを

しているのか、知事にお伺いいたします。

続きまして、療養型病床の廃止縮減の問題に

ついてです。

この問題は、私、昨年６月の一般質問でも取

り上げさせていただいておりますが、平成23

年、つまり、３年後には介護療養病床が全廃さ

れます。この全廃されることに対して、県はど

のような整備計画を考えておるのかをお伺いす

るものです。

療養病床が全廃されるということは―現在

もその利用者は県内だけで2,300人いらっしゃ

る。さらに、その療養型病床を初めとする高齢

者施設を利用したい待機者の方は2,900名を超え

ています。それを足し合わせると、6,000名を超

える方々が今後、介護難民として地域にほうり

出される可能性があるということなんです。し

かし、昨年このことも私は取り上げたんです

が、そのときの福祉保健部長のお答えとして

は、現在の高齢者保健福祉計画は、介護療養病

床の廃止が決まる前の計画で、今後その実態に

あわせて、県も整備をしていくというような御

答弁をいただきました。その後、速やかに計画

の見直しをしていただきました。昨年の12月

に、宮崎県地域ケア体制整備構想なるものをつ

くっていただきました。その素早い対応は非常

にありがたく、評価に値する施策の展開だと考

えます。この計画書の中に、現場の医療機関の

意向調査をされた上での数字が並んでいます

が、その現場の意向調査結果によりますと、介

護療養病床から特別養護老人ホーム等の施設建

設をして、受け皿を整備すると回答された医療

機関の総数を足し合わせても、836床にしかなら

ないんです。つまり、いまだに1,500床の介護療

養病床の行方が定まっていないということが浮

き彫りになったんです。お配りさせていただい

ていますお手元の資料が、その内容です。

この計画書の作成に当たって、県も熟慮され

たと思われますが、県内を８つの圏域に分けま

して、圏域ごとに新規で高齢者施設を整備する
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計画を提示されています。これによりますと、

今後、県全体で老人保健施設を15カ所から16カ

所、特別養護老人ホームを10カ所から11カ所、

認知症対応型グループホームを約30カ所、その

他の施設を10カ所程度、３年間でハード施設を

整備する計画をつくられております。３年以内

にその整備が完了するとするならば、すばらし

い計画です。ただ、気がかりなのは、それを裏

づける財源の確保がなされているかということ

です。財政難の折ですので、「３年以内にこの

計画を完備します」と、歯切れのいい答弁が

返ってくるということは、余り期待できない。

ただ、私が言いたいのは、この介護療養病床

の廃止というのは、国が打ち出した制度なんで

す。国がその政策を打ち出したならば、療養病

床から施設を建設するための整備、その整備の

ための補助金、補助制度もあわせて、地方に提

示するべきだと私は思います。国がそのあたり

の政策、補助金の政策までを提示されているの

かどうか、福祉保健部長にお伺いするものであ

ります。

以下の質問につきましては、自席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今回の沖縄県の事件は、あってはならない、

極めて遺憾なことと認識しております。新田原

基地では、米軍再編に伴う２回目の日米共同訓

練が、先日、実施されたところでございます

が、県では、訓練実施の事前説明を受けたとき

に、安全対策等に万全を期すよう国に要請し、

さらに今回の事件を受け、訓練初日にも、治安

対策の徹底を、国の現地連絡本部長に再度申し

入れたところであります。新富町長を初め地元

自治体においても、基地司令等に対し、米軍の

綱紀粛正と安全対策の徹底について申し入れを

行っております。国は、前回同様、米軍の外出

時には随行できる体制をとっておりましたが、

今回は、米軍みずから外出を自粛したと聞いて

おります。県としましては、国の現地連絡本部

や新富町の対策本部に職員を派遣し、国と地元

自治体との協定の履行状況の確認等を行ってお

り、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。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

療養病床転換に係る国庫補助についてであり

ます。補助には３つメニューがありまして、新

たに老健施設等を建設する場合には１ベット当

たり100万円、現有施設を取り壊して建てかえる

場合は120万円、現有施設の改修の場合が50万円

となっております。以上です。〔降壇〕

○図師博規議員 知事にお伺いしたいのです

が、知事就任後、既に新田原のほうでは、アメ

リカ軍との共同訓練が２回行われております。

現地に行かれたことがありますか。

○知事（東国原英夫君） はい、ございます。

○図師博規議員 そのときの御感想があれば、

お聞かせ願います。

○知事（東国原英夫君） まず、周辺も含めて

何回か行ったんですが、基地周辺の訓練時の騒

音は、やはり尋常ではないと感じております。

あるいは、新田原基地の、住民の方たちに対す

る安全・安心の保障が十分なされているかどう

かということは、国に対しても要請はしており

ますし、今のところ確保されているというよう

な認識はしております。

○図師博規議員 もう御存じとは思うのです

が、来年度から、米軍の訓練回数は飛躍的にふ
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えます。さらに、アメリカ兵の寄宿舎が、200人

もしくは300人規模で建設されるとも聞いており

ます。今後も治安維持のために、県もその監視

レベルを常に保っていただきたいと思っており

ます。

続きまして、療養型の廃止についてでありま

す。今の部長のお話では、新しく施設をつくる

際に、１床につき100万円、現在ある建物を取り

壊して新しくつくるときには120万円、現在ある

建物の改修をするときには、１床につき50万円

という御説明をいただきました。高齢者施設と

いうのは平均的には大体50床規模です。つま

り、１床100万円ならば、１施設を整備するの

に5,000万円程度の補助金しかつかないというこ

とです。私は、以前、病院に勤務しておりまし

て、その病院が老人保健施設をつくるときに、

その老人保健施設の建設にも携わりました。そ

のときは総工費を幾ら削減しても１施設６億か

ら７億かかったんです。その費用がかかるにも

かかわらず、国は5,000万円程度の補助金しかつ

けないと言っているわけです。

ちなみに、電動式の介護ベッドでも、１つ

が50万から60万します。それにポータブルトイ

レ、手すり、スロープ、そのような個人的な介

護設備を整えるだけで、１床当たり100万ぐらい

の補助金なんか吹っ飛んでしまうんです。つま

り、もっと言うならば、国は、屋根も要らん、

床もない、壁も要らん、そんな野ざらし、雨ざ

らしの中で高齢者の介護をしろと言っているよ

うに、私には聞こえます。そんないいかげん

な、ざるのような計画を、私はこのまま見過ご

してはおけない。現場が血を流そうとしていま

す。この政策転換に、現場は身銭を切って取り

組もうかどうか、今、迷っています。県のほう

としては、この現場の声をどうとらえていらっ

しゃるのか。部長、国の政策内容について、個

人的な見解でも構いません、率直なお考えを聞

かせてください。そして、もし今後、県単独で

もこの整備についての新たな政策、補助内容を

創設される計画があれば、教えてください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今回の一連の

改革は、国において計画され、全国一律に行わ

れるものでありますので、国の責任において、

転換支援の措置等がなされるべきものでありま

して、建設費補助について県単独による上乗せ

は考えていないところであります。しかしなが

ら、転換の対象となる各医療機関の状況は厳し

いものがあるため、その経営状況や患者の状

況、また当県議会での議論や各市町村の意向な

ど、地域の実情を訴え続け、それらを踏まえた

支援策の充実について、国に対して要望を続け

てまいりました。その結果として、今、出され

ている案ですが、現在の病院の居室を、面積を

広げずにそのまま活用できるよう、面積基準の

緩和がなされる予定と聞いており、特に小規模

な医療機関にとっては、転換に要する投資規模

が少なくなるなど、一助になるものと期待して

いるところであります。今後とも、さらに国と

の協議を重ね、現実に即した支援策の充実を求

めてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 部長の丁寧な御答弁はよく理

解できるところでありますが、私は、この無謀

とも言える国の政策転換に対し、現場をよく知

る人間として、この危機的状況をチャンスとと

らえて、新たな提案をさせていただきたいので

す。

県の整備計画は、療養病床廃止後、施設を新

たに建設することで、介護難民を受けとめよう

としています。それは間違いじゃない。しか

し、財源の裏づけは、今御説明あったとおり、
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国はしない。でも、新たに施設をつくらなくて

も、既に整備されている建築物があります。そ

れを活用してはどうですか。それは高齢者自身

の御自宅です。家です。その内容は、先ほどの

県が示した構想の中にもうたわれていますが、

療養病床利用者の約８割の方々には持ち家があ

ります。つまり、療養病床廃止を機に、その方

々を施設に移すのではなく、住みなれた地域、

我が家に帰ってもらうための政策を打ってはど

うか。もちろん、単身者や高齢者のみの世帯が

全世帯の約半数あり、家族の介護力の低下や家

族機能が希薄化しております。その現実も含め

ると、単に家に帰ってもらうというのは無責任

に聞こえるかもしれませんが、家族の介護力を

補う、地域での24時間体制の看護・介護の供給

ができる、そのような整備をするとするなら

ば、何も１施設６億、７億使って、何千万、何

千億という費用を投資しなくても、高齢者を支

えることは可能です。実際、先ほど高齢者施設

の整備のため６億、７億かかると言いました

が、地域を支える訪問看護ステーションや包括

在宅介護支援センター等の拠点事務所の設置費

用は、ほんの何十分の一です。さらに、療養病

床廃止後に出てくるであろう介護職失業者の再

雇用につながるのはもちろん、県内で約8,000名

いらっしゃる介護福祉士のうち、職につけてい

ない約3,000名の有資格者の雇用の創出にもなり

ます。私は、一か百じゃない、施設か在宅かと

いうのをとりなさいと言っているのではなく

て、療養病床の廃止に伴い、施設転換と並行し

て在宅転換、つまり在宅マンパワーの拡充を今

から図れば、３年後には間に合うのではない

か、そのマンパワーの拡充の数値目標を掲げら

れ、取り組まれてはどうかという提案をさせて

いただきたいのですが、部長のお考えをお聞か

せください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今回策定しま

した地域ケア体制整備構想におきましても、重

度者に対応した施設整備を記載しておるわけで

すが、それはもとより、在宅サービスの充実と

か、介護と医療サービスとの連携をケア体制の

重要な課題として位置づけをしているところで

あります。そのためには、在宅医療をサポート

する訪問看護や訪問リハビリテーションなどの

在宅介護・在宅医療サービスの充実が課題であ

ると考えており、今後の地域ケア体制の整備を

進めていく上でのかぎとなるものと認識してお

ります。現在、療養病床の転換意向を踏まえ、

地域ごとに、在宅介護・施設介護サービスの充

実を初め、地域資源を活用した医療と介護サー

ビスの連携のあり方等について、具体的な検討

を進めているところでありますが、さらに、地

域に望まれるサービスの確保・充実に向けて、

地元の市町村や医療機関等と連携し、来年度に

策定する予定の介護保険計画の中で、具体的な

サービス量や介護保険料などを含めて検討して

まいりたいと考えます。

○図師博規議員 前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。今、部長がおっしゃったように、こ

の介護計画というのは、市町村に落とし込んで

いくというのが非常に大切であります。その際

に、先ほど言いました在宅のマンパワー充実と

いうのも、県のほうで指導をしていただきたい

と思っております。

現在の診療及び介護報酬、つまり点数化され

て事業所に入ってくる報償金の件ですが、これ

が在宅関係の点数化されている部分は非常に小

さくて、24時間の介護・看護の供給体制を整備

したとしても、それを運営していくということ

は困難なんですね。ですから、これは県レベル
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はもちろんなのですが、これ以上介護難民をふ

やさないためにも、国へ、この診療及び介護報

酬の改定、見直しを訴えていく必要が多分にあ

ります。既に担当部、そして高齢者対策課の担

当職員も、この件については国に大いに食らい

ついてくれているとも聞いております。知事、

道路特定財源堅持の活躍、まさに目をみはるも

のがあります。福祉の、そして高齢者の受け皿

づくりについても、介護報酬、医療報酬の見直

しについても、大いに国に働きかけていただき

たいと思いますが、今、知事、何かお考えがあ

ればお聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

地元の市町村や各医療機関と検討を重ねまし

て、在宅や施設での、地域に望まれる介護の受

け皿の確保や介護サービスの方向性等につい

て、地域ケア体制整備構想として取りまとめ、

また国に対しても、地域の実情を訴え、支援策

の充実強化を求めてきたところでございます。

私も療養病床の現場に直接出向きまして、患者

さんたちと話をしたり、担当医の御意見をお聞

きしましたが、入院患者さんとか医療機関など

の状況、地域の実情は厳しいものがあると認識

しております。引き続き、より実情に即した支

援策や基準などを検討するよう、国に対して、

これまでどおり強く要望してまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 よろしくお願いします。

続きまして、公立学校における減点・加点方

式による生徒評価についてお伺いいたします。

近年、大学進学における推薦枠の拡大は顕著

で、学力による評価はもちろんのこと、生徒指

導に基づいた公平公正な生徒評価も重要なウエ

ートを占めてきています。そこで、文部科学省

は平成17年から、「新・児童生徒の問題行動対

策重点プログラム」の中で、学校規律の違反行

為に対しペナルティーを科すことを適用した、

いわゆるゼロトレランス方式なるものの調査研

究を始めています。このゼロトレランス方式と

はどういうものかと申しますと、例えば、無断

遅刻をしたらペナルティーは２点、携帯電話を

学校に持ち込んだらペナルティー３点、無断で

アルバイトをしたらペナルティー６点、ペナル

ティーが積み重なって６点以上になったら謹慎

処分、20点以上になれば停・退学処分を科すこ

とができるというような内容です。

このゼロトレランスという意味なんですが、

「寛容な対応は一切しない」というように訳さ

れており、アメリカのビル・クリントン政権以

来、学校現場に導入されてきたもので、軽微な

違反行為を放置すれば、より重大な違反行為に

発展するという「破れ窓理論」に基づいたもの

です。本県においても、このような減点・加点

方式での生徒評価を導入している県立学校が数

校あると聞いています。この方式は、公平な生

徒評価、生徒の更生につながるというメリット

がある反面、ゼロトレランスの意味が示すよう

に、「寛容さなし」で教師が生徒に指導するこ

とも意味しており、ペナルティーを犯してしま

うまでの理由や、生徒の家庭環境等は一切加味

されない、冷酷な教育にもなりかねないといっ

た危惧もあります。ゼロトレランス方式のよう

な生徒指導の内容について、子供の権利、また

その関係法令等にもお詳しい教育委員長の所見

をお伺いしたいと思います。

○教育委員長（江藤利彦君） 御質問にありま

したように、「不寛容」とか「毅然とした対応

方式」と訳されますこのゼロトレランス方式

は、新しい概念であります。一般的にはまだな

じみが薄いと思いますが、当時のジュリアーニ
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・ニューヨーク市長の犯罪対策にヒントを得た

ものと聞いております。議員はよく勉強してお

られるなというのが、率直な感想であります。

さて、本論に入ります。学校が活力に満ちた

質の高い教育活動を展開し、生徒や保護者の期

待にこたえていくためには、生徒一人一人に夢

や希望を持たせ、意欲的に学校生活を送らせる

ことが重要であります。しかし、反面で、非行

等の問題行動が発生した場合には、生徒との間

に心のきずなを深め、粘り強い指導を行ってい

くことが重要だと考えます。そこで、各学校

は、生徒や地域の実態、保護者の願いなど学校

の実情に応じて校則等を定め、さまざまな指導

に取り組んでいるところでございます。

お尋ねの減点・加点方式またはゼロトレラン

ス方式を取り入れた生徒指導は、生徒の問題行

動に対して学校が毅然とした措置をとるという

意味では、大変有効な方法ではないかと考える

わけであります。しかし、一方で、生徒の自主

性や内発性を損なうことがないよう、運用面な

どに配慮することも必要であるというふうに考

えるわけです。いずれにしましても、校則やそ

の運用方法は、固定的なものではなく、各学校

や生徒の実情等に応じて見直しが図られるべき

ものであると認識しております。以上でありま

す。

○図師博規議員 この導入を全く否定するわけ

ではないんですけれども、必ずしもこの制度が

公平公正な評価につながるとは言い切れない部

分もあると思うんですね。宮崎県の教育事情に

合った、日本の風土に合った方式の検討をされ

る必要があるかと考えます。

次に移ります。スクールカウンセラーの現状

と成果について、今度は教育長にお伺いしま

す。

カウンセリングを通して、人格形成段階にあ

る生徒に寄り添い、また子育てに不安を抱く保

護者へアドバイスをするスクールカウンセラー

は、学校においても非常に大きな存在感があろ

うと思いますが、その現状と成果についてお聞

かせください。

○教育長（高山耕吉君） スクールカウンセラ

ーの現状と成果についてであります。いじめや

不登校、問題行動等の解決を図るために、現

在、中学校70校にスクールカウンセラー31名を

配置いたしております。配置された学校では、

子供の不登校や性格・行動等について延べ

約8,000人からの相談がありまして、そのうち子

供自身の相談は約50％、教職員の相談が30％、

保護者の相談が20％という状況になっておりま

す。それらの相談に、スクールカウンセラーが

きめ細かに対応することによりまして、生徒の

悩みの早期発見や早期対応に努め、友人関係の

修復や不登校の改善などに成果を上げている状

況であります。スクールカウンセラーにつきま

しては、本県における臨床心理士の人数が限ら

れておりますが、今後、地域の人材も活用した

スクールアシスタント等の配置を行いまして、

学校の相談体制の充実に積極的に努めてまいり

たいと考えております。以上です。

○図師博規議員 スクールカウンセラーの成果

については理解できたところですが、カウンセ

リングを受けた生徒、家族、教師は、問題整理

ができ、情緒的な安定が図られ、自信を回復

し、相談室を後にしますが、いじめが潜在して

いる現場（教室）や、荒れた家庭環境の中に

帰っていくと、再び同じ症状を呈して相談に

戻ってくる方も少なくありません。もしくは、

さらに状況が悪化することもあり、不登校や虐

待が大幅に減っているとは言いがたいのも事実
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ではないでしょうか。

そこで、文部科学省では、スクールソーシャ

ルワーカー活用事業という制度を、平成20年度

から導入することを決めています。このスクー

ルソーシャルワーカーは、相談室でカウンセリ

ングを行うだけではなく、家庭に出向き、保護

者を含めた調整を行ったり、友人と一緒にグル

ープワークを実施したり、さらに、民生委員、

ＰＴＡや警察、保健所、生徒を取り巻く地域の

各組織と連携し、問題の予防及び早期解決を図

るためのマネジメントを行っていただくプロで

す。この事業を導入するということは、効果も

大いに期待できると思われますが、この件につ

いて教育長の御所見をお伺いします。また、ス

クールソーシャルワーカーを導入する際に、ど

んな人材を充てようとされるのか、そのあたり

も含めて御答弁をお願いします。

○教育長（高山耕吉君） 来年度、国において

実施が予定されておりますスクールソーシャル

ワーカー活用事業でございますが、教育、福祉

の分野において知識や経験等を有する専門家等

を、スクールソーシャルワーカーとして学校な

どに配置し、家庭環境等に課題を抱えた児童生

徒に支援を行うものであります。スクールソー

シャルワーカーには、社会福祉士あるいは精神

保健福祉士、元教育経験者や地域の人材等、幅

広い人材の活用が、現在検討されているという

ふうに伺っております。本事業は、生徒指導の

充実に資するものでありますので、本県への導

入につきましては、今後検討してまいりたいと

考えております。以上です。

○図師博規議員 来年度から導入されると理解

してよろしいでしょうか。

○教育長（高山耕吉君） 国がそういった方向

であれば、県としてもそういった対応を図って

いきたいと考えております。

○図師博規議員 前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。

それでは、続きまして、職員のメンタルヘル

スについてお伺いします。

平成18年度の県職員安全衛生、健康管理概要

で見ますと、知事部局のうち、傷病休暇者が67

名、そのうち90日以上長期休暇されている方

は40名いらっしゃいます。教育委員会の休職者

は93名、県警、企業局、病院局を合わせる

と、18年度の休職者が161名いらっしゃいます。

もちろん、休職者のすべてが、精神的なストレ

スや事由によって休まれているというものでは

ありませんが、精神的な理由があるのではない

かと、そこに関連づけるに不自然ではない数

字、気がかりな数字があります。これも知事部

局のみの数字ですが、休暇につながりかねない

症状として、例えば、「眠れない」と訴える職

員は113名、「漠然と不安な気持ちになる」と答

える職員は137名、「何もする意欲がわかない」

と答えた方は77名、「よく頭痛がする」が222

名、「全身の倦怠感がある」が875名いらっしゃ

います。重複者も多いと思うんですが、この数

字から推測するに、知事部局の４人に１人は何

らかの精神的ケアが必要な状況にあると言って

も過言ではない。部長でも、うなずかれている

方がいらっしゃるようです。

気がかりなことが、もっとあるんです。きの

う外山衛議員が知事のブログで紹介されました

が、知事も最近、「周りの人間がすべて敵に見

える。信用できない」。被害妄想のようにも聞

こえるコメントがあるようですが、トップに立

たれるがゆえの孤独もあるでしょう。知事も、

メンタルヘルスケアをもっと十分重要に考えら

れてはどうかと思います。もっと深刻な数字が
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あります。ここ10年間の県職員全体の自殺者

数、10年で23名いらっしゃいます。自殺を推測

するときに、未遂者はその10倍から20倍いらっ

しゃるとも言われます。現在、県においても、

健康管理センターを中心としてメンタルヘルス

相談等が行われているようですが、その現状と

予防強化という観点から、今後どのように取り

組まれようとしているのか、総務部長にお伺い

します。

○総務部長（渡辺義人君） 公務員を取り巻く

環境の変化の中で、近年、本県におきまして

も、心の病による休職者、こういった職員がふ

えておりますし、今、御紹介等もありましたけ

れども、さまざまなストレスに起因するメンタ

ル面での不調を訴える職員が増加傾向にござい

ます。したがいまして、これまで以上に職員の

健康管理が重要になってきているというふうに

認識をいたしております。

このため、職員のメンタルヘルス対策とし

て、管理職員等への研修を実施しますととも

に、保健師、専門医、臨床心理士による相談体

制を確保するなど、心の病の早期発見・早期対

応に努めているところでございます。また、新

たな今後の取り組みといたしまして、研修の面

では、これまで35歳の職員あるいは新任の担当

リーダー等を対象とした、研修をやっておるわ

けでありますが、これに、所属長に新しくなっ

た人を新たに加えます。それから、各地区に出

向きまして、メンタルヘルスの研修を行います

出前研修を実施したいと考えております。さら

に、相談体制の面では、先ほど申し上げました

ように、精神科医、臨床心理士、保健師等が相

談に当たっているわけでありますけれども、こ

の中で特に専門性の高い精神科医、臨床心理士

による相談回数が、これまで年24回でありまし

たけれども、これを36回に拡大するという計画

でございます。それに加えまして、心の病によ

る休職者等が円滑に職場復帰できるように、支

援体制の整備に取り組む予定であります。以上

であります。

○図師博規議員 今度は、今、部長の御答弁に

ありました職場復帰に関して、精神疾患に罹患

された職員のケアですが、厚生労働省は、職員

の休職後の復帰等をより丁寧かつ正確に行うた

めに、職場復帰判定委員会を設置する旨の指針

も示されています。既に教育委員会では、職場

復帰のため、約４週間の教職員職場復帰トレー

ニングを実施し、その結果を参考にして、教職

員疾病審査委員会において復職の判定をしてい

ると聞きます。このような取り組みは、教育委

員会にとどまらず、全庁的に取り組まれてはい

かがかと思いますが、総務部長の御見解をお伺

いします。

○総務部長（渡辺義人君） 心の病により休職

等をした職員が職場復帰する際には、所属長や

健康管理スタッフが、主治医や家族などと連携

・協力して対応する仕組みを構築することが必

要であると考えております。先ほど申し上げま

したが、来年度から新たな取り組みを行う予定

にいたしております。具体的に申し上げます

と、職場復帰支援の関係では、まず第１段階と

して、病休、休職中の職員の療養相談を実施い

たします。第２段階としての復職準備期の支援

といたしまして、本人、所属長、精神科医等で

構成いたします―これはまだ名称は決めてお

りませんけれども―復職支援会議といったよ

うなものを想定しておりますけれども、そう

いったチーム、組織を設けまして、試し出勤の

適用が可能であるのかどうなのか、試し出勤を

可能とした場合に、試し出勤のプログラムをつ
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くったり、試し出勤を実施した後の職場復帰が

可能であるのかどうかという判断等を行うこと

にいたしております。それに加えまして、最終

段階として、職場復帰後の経過観察を行う予定

にいたしておるところであります。これらの各

段階に応じたきめ細かな支援体制を整備するこ

とによりまして、心の病による休職者等の円滑

な職場復帰と再発防止に努めたい、このように

考えております。以上であります。

○図師博規議員 さらに、今、定期健診が行わ

れているかと思うんですが、その定期健診のと

きに簡易な心理テストを実施し、うつ症状等を

呈している職員に、速やかに介入できるような

体制づくりを講じられてはどうかと思います。

ちなみに大分県では、定期健診時に、心の健康

診断を実施されています。高知県では、約400項

目余りの健康アンケートを行って、コンピュー

ター処理によって分析、診断を行っています。

さらに富山県では、ストレスドックなるものを

開設して、心理テストから脳波測定、アルファ

波誘導装置によるリラックス体験などを実施し

ている自治体もございます。こういう自治体を

例にされ、さらに県の取り組みを強化していた

だきたいと思いますが、部長、いかがですか。

○総務部長（渡辺義人君） ただいま心理テス

ト等のお話がありましたけれども、本県におき

ましては、近年では平成17年度に、35歳、40歳

等の指定年齢の職員約800名を対象にいたしまし

て、心の健康に関する調査を委託により実施し

まして、個人への結果を通知しております。そ

れを受けまして、その職員に、ストレスへの気

づきや、ストレスに対処することの必要性を認

識してもらうとともに、委託先から、特にスト

レス度の強い職員に対しましては、専門家への

相談を勧めるなどのフォローアップを行ったと

ころでございます。御提案の定期健康診断時の

心理テストの実施等につきましては、実施の方

法やプライバシーへの配慮といった、細かな部

分での詰めが必要だと思います。そういった解

決すべき課題をクリアしながら、今後、また全

数調査となりますと、相当な経費がかかります

ので、余り経費をかけずに効果的な方法ができ

るのかどうか、その辺のことも含めて、専門家

の方々の意見をよく聞いて研究してまいりたい

と考えております。以上であります。

○図師博規議員 現在は、地方分権という転換

期の中、中央から事務事業がどんどん移管され

て、事務事業量は増大しています。にもかかわ

らず、県は今、改革期にありまして、職員がそ

れに見合った配置をされているとは言いがた

く、逆に、職員一人一人にかかる事業量、業務

量の負担は大きくなる一方です。職員の健康管

理を拡充することが、職員のモチベーションを

上げて、生産性を上げ、ひいては住民サービス

の向上につながる。これは私が言うまでもあり

ませんが、そのような視点を持って、職場環境

の改善にも取り組んでいただきたいと思いま

す。

続きまして、新みやざき創造戦略展開事業に

ついてお伺いいたします。

知事が掲げられる新みやざき創造戦略を効果

的に展開するため、今年度から事業化されてい

る内容ですが、この事業は、副知事を本部長、

総合政策本部長を副本部長に据え、体制的にも

重厚な内容が組まれています。いわゆる部局連

携のシンボル的事業と位置づけられているよう

ですが、この事業のねらいと今後の事業展開内

容を、総合政策本部長にお伺いします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 新みやざき

創造戦略展開事業についてでございますけれど
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も、この事業は、総合計画に掲げる重点施策で

あります新みやざき創造戦略に係る関連事業の

企画・立案あるいは調整等を行い、戦略の効果

的な推進を図るものでございます。事業の成果

としましては、一つには、先ほどお話がありま

したけれども、副知事を本部長とする戦略推進

本部を中心に、全庁的な視点から、平成20年度

重点施策を構築したことでございます。重点施

策に基づく予算要求枠の特例措置が講じられま

したのは、今までで初めてのことでございま

す。目に見える形で重点化が図られたものと考

えております。また、部局間の連携が必要とな

る施策の推進、あるいは中長期的な展望に立っ

た新たな施策の構築に向けて、調査研究や事業

実施に取り組んだところであります。例えば、

東京、福岡において開催しました移住セミナー

は、当初、計画はしていなかったものでござい

ます。知事の意向を踏まえ、部局横断的な連携

により実施をしまして、予想を上回る参加者を

得て、今後につながる成果を上げることができ

たのではないかと考えております。今後の事業

展開につきましては、事業１年目の成果を踏ま

え、戦略の積極的かつ効果的な推進や、迅速な

対応が必要な戦略への機動的な対応といった観

点から、引き続き取り組んでまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 成果は十分理解できました。

総合政策本部長におかれましては、知事就任１

年目で特色ある政策展開をするため、臨機応変

な部局横断的連携に奔走されたと聞いておりま

す。その中でも、当初予算では計画になかった

東京、福岡での移住セミナーも、大きな成果を

上げられています。知事は、このように政策企

画の黒子役として知事を支えてこられた総合政

策本部を、今回、組織統合される議案を提出さ

れています。知事はこの部に対してどのような

評価をされているのか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 総合政策本部につき

ましては、知事の政策決定を補佐し、戦略性の

高い政策展開を図るため、政策立案や総合調整

機能や広報広聴機能、秘書機能等をあわせ持つ

組織として、平成16年度に組織されたものであ

ります。本年度は、私のマニフェストを踏まえ

た新みやざき創造計画を短期間のうちに取りま

とめるとともに、政策部門と連携して、重点施

策に基づく予算の重点化を図り、さらには政策

評価による成果重視型の政策推進、知事のトッ

プマネジメントの補佐等に取り組んでまいりま

した。平成20年度の組織改正におきましては、

「県民政策部」を新設することとしたところで

ありますが、地域政策や交通政策など重要課題

や県民生活にかかわる横断的な施策をあわせて

所管することにより、スピード感と実行力を

持って、全庁的な総合調整機能をより一層効果

的に発揮するといった意味で設置したものでご

ざいます。

○図師博規議員 総合政策本部長、東京、福岡

の移住セミナー、私もやはりやってよかったと

思っています。知事の御意向を酌まれて速やか

に政策化されたことは、評価に値すると思って

おります。

最後に、総合政策本部長は、今年度で定年を

迎えられるとも聞いておりますが、地域生活部

長等を歴任され、ことしは総合政策本部長とし

て知事を支えてこられたことは、今お話しいた

だいたとおりです。組織は統合されても、名称

はなくなったとしても、部長が汗をかかれた事

業はそのまま残ります。今、部長、ここに座っ

ていらっしゃって、長年の県庁経験を生かし、

今後の県政に期待するもの、部長のお考えがあ
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ればお聞かせいただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。

○総合政策本部長（村社秀継君） 総合政策本

部長としてのこの１年の感想等についてでござ

います。全国的に非常に注目度の高い知事のも

とで、本部長として就任以降、その責任の重大

さをひしひしと感じましたし、また知事のトッ

プセールスによるマスコミを通じての本県のＰ

Ｒ、あるいは知事のイラスト問題など、長い県

庁生活の中で今までに経験したことのない課題

が出てくるなど、時には戸惑いを感ずることも

ございました。こういった課題は、知事の絶大

な行動力や情報発信力から来るものでありまし

て、職員の皆さんと一緒に知事を全力でサポー

トし、対応してきたところでございます。

また、総合政策本部におきましては、大きく

は県政の推進役としての機能を担ってまいりま

した。具体的には、知事のマニフェストを基本

に、県民の意向等を踏まえながら県政の方向を

定めるという観点から、総合計画や平成20年度

重点施策の策定に取り組みました。また、さま

ざまな政策課題に挑戦するという観点から、中

山間地域の活力再生に向けた政策提案などにも

取り組んできたところでございます。今回の組

織改正により、新たに「県民政策部」が設置さ

れることになっておりますけれども、職員の皆

さんには、引き続き県政の推進役として、しっ

かりと知事を支えて、柔軟な発想や持てる経験

をフルに生かして、総合的な政策推進に邁進し

ていただきたいと切に願っております。以上で

あります。

○図師博規議員 ありがとうございました。教

育長におかれましても、今回任期を終えられる

とも聞いております。お二人、それぞれの功績

に対して改めて敬意を表するとともに、また今

後、県勢発展のために御尽力いただければと

思っております。

以上をもちまして、図師博規の一般質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 次は、36番黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 知事初め執

行部の皆さん方、代表質問から一般質問、大変

御苦労さまでございます。私が最後になります

が、議員の皆さん、どうぞしばらくの間おつき

合いのほどをお願いしたいと思います。時間が

ございませんので、早速質問に入らせていただ

きます。

昨年、本県で猛威を振るった鳥インフルエン

ザは、今のところ、本県ではもちろんのこと、

我が国でも発症がございません。発症しない要

因といたしましては、種々あろうかと思います

が、私が養鶏農家を回ってみますと、生産農家

から、ことしは家畜保健衛生所の先生方が足し

げく通ってこられ、衛生指導が行われていると

お聞きしております。改めて、県の職員の方々

や関係団体の方々の防疫活動に対しまして、敬

意を表したいと存じます。

一方、鳥インフルエンザの感染ルートとして

渡り鳥の関与が大きいと指摘されている中、個

々の農家の防疫対策では発生防止に限界がある

のも鳥インフルエンザであります。私は、今シ

ーズン発生しない要因として、降雨が関係して

いるのではないかと考えております。昨年と今

年の発生シーズンにおける宮崎市の降雨量を比

較してみますと、今シーズンは約３倍多く雨が

降っております。乾燥した鳥のふんの中で生存

していると言われるインフルエンザウイルスに

とっては、ことしは発症しにくい気象条件では

なかったかと考えております。知事の防疫への
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取り組みに対しましては、敬意を表しますが、

天候も知事に味方したのではないかと、知事の

強運に対しまして、今さらながら敬服している

ところでございます。そこで、今後も引き続き

鳥インフルエンザの防疫強化が必要と考えます

が、知事の見解をお聞かせください。

次に、本県の児童生徒の学力について、教育

長にお伺いいたします。

昨年４月、40数年ぶりに実施された文部科学

省の「全国学力・学習状況調査」におきまして

は、参加した本県の小中学生は、ほとんどの教

科の平均点が全国平均以上で、中学３年生は全

国で10位、九州では１位という成績をおさめま

した。私は、この学力調査の実施が決まったと

きから、本県の子供たちのため、また本県の将

来のためにも、よい結果が出ることを祈ってい

たところでございましたが、すばらしい成績

だったことを大変うれしく思っているところで

ございます。

しかしながら、先日、大学入試センター試験

の結果が44位という報道がなされました。大変

残念な内容ですが、私は、この報道の内容に、

いささか疑問を禁じ得ないのであります。小中

学校の学力調査は国語、数学の２教科で、セン

ター試験が５教科７科目という違いがあるだけ

ではなく、センター試験はデータの参加率等が

各県大きく違っているために、各県を比較する

のは適当ではないという話も聞きます。とはい

え、中学３年生の段階で全国的にも高い学力を

有している本県の子供たちが、大学受験の段階

では本当に報道されたようなレベルになるもの

でしょうか。熱心に指導されている多くの高校

の先生の姿を目の当たりにしているだけに、納

得がいかないのであります。

そのような中、富山県では、国公立大学への

進学率を指標の一つとして、学力向上について

議論されているという新聞記事を見ました。国

公立大学へは、ある程度高い学力がないと合格

できないと考えられます。そこで、本県の国公

立大学への進学率はどのようになっているの

か、また本県高校生の学力をどのようにとらえ

ているのか、教育長にお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。後は自

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

高病原性鳥インフルエンザの防疫強化につい

てであります。今シーズンは、昨年の発生を踏

まえ、養鶏農場の全戸立入調査や消石灰配布な

ど、発生の予防対策に全力を挙げて取り組んで

いるところであります。また、万が一の発生を

想定し、防疫従事者を３倍にふやすなど、昨年

以上の防疫体制もあわせて構築しているところ

でございます。さらに、20年度にはバイオハザ

ードに対応した検査棟を宮崎家畜保健衛生所に

新設することを予定しており、検査機能の強化

を図るとともに、万全な対応を期すこととして

おります。今後とも、気を引き締めて、高病原

性鳥インフルエンザの防疫対策、防疫強化に努

めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

高等学校におきましては、履修科目が生徒に

よって大きく異なっておりますことから、小中

学校の「全国学力・学習状況調査」のような調

査は実施されておりませんので、学力を全国と

比較するデータはありません。御質問にありま

したように、「学校基本調査」をもとに、高校

の卒業者数に占める国公立大学の入学者数の割

合である進学率を計算いたしますと、全国平均
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の11.1％に対し、本県は16.2％で、全国で11

位、九州内では２位となっております。この結

果を見ますと、高校の先生方のきめ細かな指導

により、多くの高校生が確かな学力を身につけ

て進路目標を実現しているものと考えておりま

す。今後とも、本県のすべての子供たちの学力

向上を図り、その進路希望の実現に向けて、全

力を傾けてまいりたいと考えております。以上

でございます。〔降壇〕

○黒木覚市議員 午前中、田口議員のほうから

新型インフルエンザの話が出ました。確かに、

東南アジアにおきましては、鳥インフルエンザ

にかかった鶏を食べて人間にうつったという説

もございますが、日本でいかに発症させないか

ということが非常に大事だというふうに私は

思っています。よそから来ることをいかに防衛

するか、日本で発症させないかということであ

ります。皆さん方にお配りしておりますが、宮

崎地方気象台のデータをとってきました。昨年

は12月にはたくさん雨が降ったんです。大量に

降りました。１月の３日に6.5ミリ降っておりま

すが、それ以降、１月23日―20日間ぐらい

ずっと雨が降らなかった。非常に乾燥したんで

す。それ以降もほとんど降らなかったんです。

ということは、人間のインフルエンザも去年は

非常に発生した。乾燥すると、のどからやられ

ていくということだそうでございます。鳥の場

合も、飛来してきた渡り鳥がふんをする。その

ふんがずっと乾燥したままあるわけですね。そ

の中でウイルスがずっと生き続けているんで

す。それを媒介するネズミ等がくわえて、中に

持ち込むということになるんですが、昨年度は

そういった気象条件もあったのではないか。こ

としは、満遍なくずっと雨が降っている。悪い

ことに、大根の切り干しが乾かなかったんで

す。これが農家としては一番困りました。定期

的に雨が降ったものですから、普通は冬場の１

月が一番、切り干し大根の時期なんですね。こ

れがうまくいかなかった、品質が低下したとい

うふうに言われております。今言いますよう

に、そういう状況で、皆さん方に、これはデー

タとして上げておきたいというふうに思いま

す。

教育長、いろいろお調べいただきますと、な

かなか宮崎県も学力はいいじゃないですか。そ

ういうことを考えると、私どもは少し安心です

が、さっき退職の話が出ましたけれども、後継

の方あるいは学校の先生方に、すばらしい成績

じゃないかということで、励ましの言葉をいた

だきたいと思っています。

次に移ります。知事のイラストについてでご

ざいます。

知事、今、イラストにつきましては、自由に

使っていいですよと、このスタンスですね。私

も、そのスタンスは非常にいいと思います。そ

れが一番いいかなと思っています。しかし、１

つの企業が商標登録をしているわけです。これ

がちょっと心配なんです。というのは、これを

１つ認めてしまいますと、ほかの企業、個人が

イラストを少し変えて、また商標登録する可能

性があるんです。ですから、商標登録はやめて

くれということをはっきり言ったほうが―今

は１件ですから、これが多く発生していない。

今のうちのほうがいいんじゃないかというふう

に思っていますが、その辺はどうでしょうか、

知事。

○知事（東国原英夫君） 私に似せたイラスト

なんですけれども、御案内のように、私の一身

専属の肖像権を行使しないということで、御自

由にお使いくださいというスタンスは変わって
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いないわけでございます。私に似せたイラスト

を商標登録して用いている企業については、今

回、イラストの取り扱いを検討する中、専門家

等に御意見を伺ったんですけれども、「誤解を

招くおそれがあるのではないか」という御指摘

がありましたので、今後、商標登録については

取り下げができないかということを、お願い申

し上げていこうと思っております。

○黒木覚市議員 ３年後には、いずれまた選挙

もあるわけでありますから……。今、知事のほ

うから取り下げを希望してみたいということで

ございますが、多く商標登録が発生していきま

すと、とめどがなくなる。今のうちに、「商標

登録はだめですよ」と、はっきり言って、選挙

６カ月ぐらい前になって、どうにもこうにもな

らぬという状況が起きないように、早目にやっ

ていただければなと希望しておきます。

次に、地頭鶏についてでございますが、この

地頭鶏につきましても、やはり商標登録がして

あるわけですね。地頭鶏の場合には、みやざき

地頭鶏普及促進協議会のほうで代表者が商標登

録しているわけですね。でも、代表者の場合

は、かわっていくんです。もう最初の代表者が

かわっている。次に行くんですね。そうする

と、個人の名前が残っているんです。個人だけ

の名前が載っている。それでやっていく。とい

うことは、非常に今後問題となる。できれば法

人、組合、そういうところにその協議会が移行

していけば、そこで取得していけば、それは可

能だと。恐らくそうなると思うんです。ですか

ら、そのあたりを部長はどのように考えておら

れるか、お聞かせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農畜水産物の

ブランド化を推進していく上で、商標権等、知

的財産の保護については、非常に重要であると

認識しております。みやざき地頭鶏の商標権に

つきましては、ただいま御指摘ございましたと

おり、知的財産を保護するために、平成17年に

みやざき地頭鶏普及促進協議会の代表者名で取

得しているところでございます。今後さらに、

みやざき地頭鶏のブランド化を推進するため、

生産・流通体制の整備はもとより、知的財産の

保護につきましても、協議会と十分検討を行

い、取り組みを強化してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○黒木覚市議員 答弁がちょっと優しいかなと

思っているんですが、ぜひ、個人から団体に移

せるような方法をとっていただきたい、その方

向で努力してほしいと希望しておきます。

先ほど部長もおっしゃいましたが、県が所有

している知的財産権、この状況についてお答え

ください。

○総務部長（渡辺義人君） 私からお答えをさ

せていただきます。

県が所有しております知的財産権は６種類あ

ります。まず、特許権が、シラス多孔質ガラス

関連や木材の乾燥方法などで26件。それから、

実用新案権、これは物品の形状や構造に関する

ものでありますが、人工魚礁で１件。３つ目に

意匠権、これはデザインの創作に関するもので

ありますが、歩行補助器などで４件。４番目に

商標権でありますが、県立美術館のシンボルマ

ークで１件。５番目に育成者権、これは植物の

新たな品種の育成に関するものでありますが、

お茶、稲、スイートピーなどの品種登録に関す

るものが34件。最後に、６番目の著作権であり

ますが、宮崎県史やコンピュータープログラム

など75件となっております。ただいま申し上げ

ましたものを全体通算いたしますと、合計で141

件となっております。以上であります。
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○黒木覚市議員 あわせまして、知的財産権に

よる収入が、県のほうではどれぐらい上がって

いるのか、それもお聞かせください。

○総務部長（渡辺義人君） ただいま申し上げ

ました６種類の知的財産権の中で、県の収入に

つながっておりますのは、特許権によるものと

育成者権によるものでございます。平成18年度

の決算額で申し上げます。特許権では、シラス

多孔質ガラスに関するものなどで191万7,000

円、育成者権では、ヒノヒカリの登録品種に関

するものなどで197万7,000円であり、合計いた

しますと389万4,000円となっております。以上

であります。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。

次に、医師不足についてお尋ねをいたしま

す。

さきに厚生労働省が発表した平成18年12月末

日の医師の状況を見ますと、本県の医師数

は2,557人で、平成16年12月末の2,538人と比べ

まして、19人増加しているようであります。ま

た、人口20万人当たりで見ますと、222.7人で、

全国平均の217.5人を上回っている。一見、本県

は医師不足ではないように見受けられるわけで

すね。御承知のとおり、本県の場合は、宮崎東

諸圏域に医師が集中しているわけです。私の住

む日向入郷圏域あるいは県北地域内では、内

科、小児科の医師が不足している。救急医療に

も支障が出始めて、深刻さを増しております。

そこでお尋ねしますが、このような医師不足に

対し、県としてはどのような対策を講じるの

か、福祉保健部長にお尋ねをしておきます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新臨床研修制

度の導入を契機として、全国的に医師不足が深

刻化してきている中で、本県におきましても、

今御指摘のありましたように、医師の地域的な

偏り、あるいは小児科等の特定の診療科目の医

師が不足しており、大変厳しい状況にありま

す。このため県では、医師を県職員として採用

し、僻地の自治体病院等に派遣する医師派遣シ

ステムを設けており、このたび、２人目となる

医師の採用を内定したところであります。ま

た、県と市町村で県医師確保対策推進協議会を

設置し、全国に求人情報を発信するとともに、

県外在住の医師等に、みやざき地域医療応援団

への登録を呼びかけましたところ、現在12名の

登録があり、その中には、将来、宮崎での勤務

を希望されている医師もおられます。さらに、

医師修学資金制度により、僻地や小児科等への

勤務を希望する14名の医学生に修学資金を貸与

するなど、医師の養成にも努めております。医

療提供体制の充実確保には、医師の確保が何よ

りも重要でありますので、今後とも、市町村や

医師会、宮崎大学等の関係機関と連携しなが

ら、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上です。

○黒木覚市議員 日向地区のことについては、

先ほど田口議員がおっしゃいましたので、削除

したいと思っております。

厚生労働省の調査によりますと、県内の女性

医師は360人となっておりますが、そのうち12名

が無職となっております。この12名の女性医師

が無職となっている理由は何なのか、部長、教

えてくださいますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 厚生労働省の

調査では、医師をやめた理由まではわかりませ

んが、県医師会が平成18年10月末に実施した

「女性医師アンケート調査」によりますと、回

答のあった無職の女性医師､10名でありますが、

この10名のうち、「結婚・出産・育児のため」

が６名、「健康上の理由」が４名となっており
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ます。

○黒木覚市議員 本県の場合、無職の女性医師

は、まだ数としては少ない状況でありますが、

やはり結婚あるいは出産・育児のために職を離

れざるを得ないような状況がうかがえます。ま

た、宮崎大学医学部の医学生623人のうち、女性

が266人、42.7％と約半数を占めていることを考

えますと、出産等で一たん職を離れた女性医師

の復帰を図っていくことが、医師不足対策とし

ても今後重要なことじゃないかと考えておりま

す。そこでお尋ねいたしますが、先ほど、医師

会のアンケート調査で10名の医師から回答が

あったとのことですが、その10名の医師のう

ち、復帰希望している医師はどの程度いるの

か、教えていただきたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 先ほどのアン

ケート調査によりますと、回答のあった10名の

うち、「復職したい」とする医師が３名、「将

来は復職したい」が４名、「復職する気はな

い」が３名となっております。

○黒木覚市議員 次に移りたいと思います。今

回、議員の質問の中で、一般競争入札あるいは

建設業関係の問題が多く出ました。それほど建

設業は厳しいということを、皆さん訴えたわけ

であります。私は、もう重複しては申し上げま

せんが、今、一般競争入札の枠が大体50名前後

となっております。どうせ競争しているんです

から……。50名でも競争している。半分の25名

でも一般競争で入札するわけです。ですから、

今50名の枠をもう少し縮めることはできないの

か、知事にお尋ねしておきます。

○知事（東国原英夫君） 建設産業というの

は、社会資本の整備や災害発生時の対応はもと

より、地域の雇用を担う本県の重要な産業であ

りますので、一般競争入札の拡大に当たりまし

ては、県発注工事について、原則、県内建設業

者に発注するとともに、工事の規模や種類、事

業量等を勘案して地域要件を設定しており、一

般競争入札の平均応札者数は、20年１月末で13

社となっております。この地域要件につきまし

ては、県の公共事業費は大幅に減少しており、

今後も増加は見込めない状況の中で、その範囲

を狭めてしまいますと、地域によっては、応札

可能な工事が著しく減少してしまうというおそ

れもあります。このようなことから、基本的に

は、一般競争入札の枠組みの中で、地域企業育

成型など総合評価落札方式を大幅に拡充するこ

とにより、地域に根差し、技術力や地域貢献度

の高い業者が受注しやすい環境を整備してまい

りたいと考えております。

○黒木覚市議員 部長にお尋ねしますが、今、

落札率が非常に低いところで落札されておりま

す。業者も１年間そういう低い落札率で事業を

しますと、体力がだんだんとなくなっていく。

技術者を抱える力が、どこも非常に低くなって

いる。だから倒産ということになるんですけれ

ども。一つの例をとりますが、例えばＡクラ

ス、３人の技術者を抱えておったとします。１

つの仕事を先にとったら、技術者をつけるわけ

でありますが、最初つけた技術者―仕事が２

つとれたとしますね、２回目の仕事のほうが、

本当は前の技術者が適しているんだけれども、

現在では、もうかえることができないわけで

す。後とった技術者は専任技術者ですが、それ

を入れかえることはできない。しかし、さっき

言いましたように、技術としては、先にとった

技術者のほうが後の仕事に合っていたんだが

と、いろんなことがあるわけです。そういうも

のがかえられないのか。恐らく、国で決めてい

る、国交省で決めていることでしょうから、難
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しいことかもしれませんけれども、実情をお聞

かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設工事につ

きましては、建設業法第26条の規定に基づき、

所要の資格を有する者を工事現場に配置しなけ

ればならないこととされており、特に公共工事

に関しては、国土交通省通知として、監理技術

者制度運用マニュアルが発出されております。

このマニュアルは、技術者が適正に配置されて

いないこと等による不良施工や、一括下請など

の不正行為を排除するとともに、建設業の生産

性の向上を図り、建設工事の適正な施工を確保

するために定められたものであります。県とい

たしましては、建設業法上の重要な柱である監

理技術者制度を的確に運用し、建設工事の適正

な施工の確保に努めるとともに、技術と経営に

すぐれた建設業者が伸びていける環境づくりに

取り組んでまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 もう一点、県土整備部長にお

聞きいたします。建設工事中に用います鋼材の

価格が現在、非常に上昇しているということで

お聞きするわけであります。そういう状況の中

で、予定価格の積算がおくれますと、受注でき

ないという状況が起こるわけですね。余りにも

上がり過ぎると、業者の皆さんが積算しても、

とても合わない、受け切れない、そういう状況

が起こるわけでありますが、資材単価の決定を

どのようにしているのか、もうちょっとお聞か

せください。

○県土整備部長（野口宏一君） 予定価格を算

出するための各種建設資材単価につきまして

は、受注の状況ですとか、取引の実態等の調査

をもとに単価を決定しているところでございま

す。具体的には、毎年４月に単価を設定いたし

まして、その後、四半期ごとに調査を実施し、

資材ごとに一定基準を超える価格変動が見られ

る場合には改定を行いまして、予定価格の積算

に反映させているところでございます。

○黒木覚市議員 次に移ります。県産材の活用

という面で、私は今回、一つ提案をしているん

ですが、地震災害、そういうときに仮設住宅が

たくさん要る場面がありますね。今までも国内

では大きな地震がたくさん起こっているんです

が、そういうときに、今、プレハブ関係の会社

とほとんど提携がされているようです。これ

を、宮崎県発で県産材で仮設住宅、こういうも

のを一応研究したらどうか。プレハブの場合

は、大体230～240万という契約だそうですが、

それに近いぐらいの県産材で一戸住宅、大きい

ものじゃありません、９坪ぐらい。それぐらい

になっているようですが、ぜひここあたりを研

究させて、それに近いぐらいの数字でできれ

ば、いつでも地震に対応できるという方法はな

いか。一つ提言をしてみたいと思うんですが、

知事、このことについては何かお答えできませ

んか。

○知事（東国原英夫君） 県の地域防災計画に

おきましては、速やかに建設ができるというの

を規定しております。その中で、県産材を利用

した仮設住宅というのが短期間でできるのか、

あるいは再利用できるのか、あるいは経費の面

なども総合的に判断して、今後研究してまいり

たいと思っております。

○黒木覚市議員 次に移ります。家庭で死亡し

た犬、猫、ペット、動物愛護の観点から、どう

いう形でどのような指導をしているのか、福祉

保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 家庭で死亡し

た犬の処理につきましては、基本的には飼い主

の責任であると考えておりますが、各市町村で
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も対応しております。その対応はさまざまであ

りまして、宮崎市や都城市のように、動物愛護

の観点から、動物専用の焼却炉を有するところ

もあり、宮崎市では、有料で収骨も可能となっ

ております。また、飼い主によりましては、埋

葬して供養したり、火葬から収骨、納骨まで行

う民間のペット葬祭業者を利用される場合もあ

ると聞いております。県としましては、保健所

が行います犬のしつけ方教室などで、ペットは

死ぬまで責任を持って飼育するように指導する

とともに、死亡したペットが不適正に処理され

ないよう、飼い主のモラルを高めてまいりたい

と考えております。

○黒木覚市議員 私は、もう１枚、皆さん方に

資料を配付しておりますが、これは狂犬病予防

業務実績と書いてありますけれども、下のほう

の表を見ていただきたいと思うんです。平成５

年から８年ぐらいまで、殺処分しているのが１

万頭を超えておったんですね。現在では３分の

１に減っているんです。以前を考えてみます

と、それだけ私たちが、野犬対策とかそんなこ

とをやっておったような気がするんです。それ

はもっと以前かもしれませんが、非常に野犬、

野良犬というのが多かった時期があるわけで

す。今日では、ほとんど野良犬は見かけないと

いうのが現実だろうと。確かに、職員の皆さん

が一生懸命捕獲をしているということも言えま

すが……。実は、よその県では、ぼちぼちとい

いますか、17県ぐらいが有料化で、動物保護管

理所、県内に３カ所ありますが、ここでは現在

は無料なんです。猫だけは１匹740円、一腹もそ

うだそうです。一腹何匹かできるそうです。そ

れも740円。犬だけ取っていないんです。どうい

うことで犬の引き取り手数料を取っていないの

か、お聞かせ願いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 猫の場合、人

畜への大きな被害というのはございませんけれ

ども、野犬の場合は、時には死亡事故につなが

るなど、非常に危険性が高いものであります。

そこで、野犬による事故を防止するために、事

故が多かった昭和42年度から57年度までは、犬

の買い上げ事業を実施して、野犬の減少を図っ

たという経緯がございます。このような取り組

み等によりまして、犬による事故は、昭和50年

当時の200件前後から、現在では100件程度に減

少してきております。以上のように、安易な捨

て犬による野犬の増加を防ぐために、犬の引き

取りを無料としてきたところでございます。

○黒木覚市議員 動物保護管理所維持管理費

が、18年度は2,196万2,000円かかっておりま

す。これは、施設修繕あるいは光熱費、処分用

ガス、焼却重油、時間外の警備員の委託料、あ

るいは保管用の備品、これは人件費は入ってい

ないんですけれども……。それで、18年度

に3,476頭殺処分しております。これを１頭平均

で割りますと、6,318円かかっているんです。１

頭殺すのに、これだけの金額かかっているんで

す。だから、よその県では、17県、今、有料と

いうことにしたわけですね。昨年、鹿児島県が

成犬１頭2,000円、子犬が400円というふうにし

ております。宮崎県も非常に財政が厳しい厳し

い、出すことも削減していきますけれども、収

入面も何かで見つけていかないと、財源という

のも大事なことです。できましたら、鹿児島県

並みに何か方法をとっていくべきじゃないかな

と思いますが、知事、考え方をお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 手数料徴収、いわゆ

る有料化につきましては、安易な捨て犬を増加

させる懸念もございますので、これを実行して
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いる他府県等々の検証も踏まえて、調査検討し

ていきたいと思っております。

○黒木覚市議員 もう時間がありません。ヘベ

スに行きます。

ヘベスは、御承知のように日向市産の特産品

でありますけれども、隣県の大分県のカボス、

あるいは徳島のスダチは、全国的に有名になっ

ておりますが、我がへベスは、まだ面積が他県

に比べると少ないわけです。20ヘクタールぐら

いです。これを何倍かに広げていかないかん。

これには原因があるんです。我が地元で、私に

も責任があるといえばあるんですが、日向市か

ら出さなかった、これに大きな問題があるんで

す。島国根性だったのかなと反省をするんです

けれども、これを少し輪を広げさせて、面積を

拡大していかないといかん。このごろでは、ヘ

ベスの皮から、いろいろ食品開発もしておりま

すが、その中で、がんの抑制物質が見つかった

とか、いい話があるわけです。だけど、何さま

量的に少ないものですから、これを何とか広げ

たい。それには、県のほうも手助けをしてほし

いと思うんですが、農政水産部長、何かそのあ

たりで手助けする法はありませんか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ヘベスにつき

ましては、平成18年に県のブランド認証を受け

まして、本県の特産かんきつの一つとして期待

される品目でございます。今後は、生産量の増

加が課題となっておりますので、国や県の事業

も活用しながら、改植・高接ぎによる面積拡大

や、出荷期間の延長のためのハウス栽培の導入

など、生産振興に取り組んでいくことといたし

ております。また、加工品につきましても、加

工用農産物新規用途開拓支援事業などの活用に

よりまして、ポン酢、サイダー、ドレッシング

などの新商品の開発にも努めているところでご

ざいます。県といたしましては、今後とも、関

係機関・団体との連携を図りながら、特産かん

きつであるヘベスの生産販売の拡大に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○黒木覚市議員 最後に、知事、知事の机の下

に入っていると思うんですが、これが日向の平

兵衛さんの奥さんのソヨミズというやつです。

めおと酢なんです。これはソヨミズですね―

夏の酢をヘベスというんです、さっき言いまし

たヘベス―これは冬の酢なんです。我が日向

には昔から、めおと酢―平兵衛さんはだんな

さんですね。奥さんがソヨミズなんです。今ま

でこのソヨミズさんを嫁に出さんかったんで

す、囲っておって。これを何とかしてやろうと

思ってですね。夏の酢は、今言いますように、

ヘベスは５月から出るんです。５月から10月ま

で出るんです。11月からこのソヨミズが使え

る。今３月ですね。４月まで使える。１年間、

木酢が使えるということなんです。それで、ぜ

ひこのソヨミズを今から世に出して、もっと拡

大をしようと。年じゅう、宮崎に来たらこの木

酢がありますよというものを今からつくり上げ

たいなと思っていますが、知事、何か感想があ

りましたら。

○知事（東国原英夫君） 私も、ソヨミズとい

うのは勉強不足で知らなくて、ヘベスが夫で、

ソヨミズが奥さんなんですね。奥さんのほうが

大きいんですね。その辺が何かユニークな感じ

がしますので、御自由にというか、盛り上がり

を期待したいと思っております。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。

以上ですべて終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で一般質問は終わりまし

た。
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◎ 議案に対する質疑

○坂口博美議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。13番前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 提出されました議

案に対する質疑を行います。最後でありますの

で、よろしくお願いいたします。

議案第１号の平成20年度一般会計予算につい

ての質疑をいたします。知事並びに関係部長

に、それぞれ御答弁をいただきたいと思いま

す。

平成20年度一般会計予算は、19年度予算に比

べ１％減の5,590億8,600万円、県債発行額は685

億6,800万円で、20年度末の県債残高は9,070億

円に達し、公債費は1.1％増の882億6,400万円

と、財政状況は一段と厳しさを増しています。

そこでまず、歳入について伺います。自主財

源である県税についてですが、前年度と比べて

約40億円の減収となっています。税源移譲が行

われる中で、なぜこれほどの減収となったの

か、その理由、この現状についての認識を知事

にお伺いいたします。

また、臨時財政対策債が234億7,300万円と、

前年度比21.7％、41億9,200万円も増額されてお

ります。この臨時財政対策債は、後年度に地方

交付税で措置するとして、県に借金をさせ、事

業を行わせるものですが、地方交付税が削減さ

れるもとで、果たしてこれまで、このことが

しっかり担保されてきたのか、新年度予算でも

それが保障されるのか伺います。

次に、主な事業について伺います。

総務費の市町村振興費で、市町村合併支援

費33億円が計上され、旧合併特例法に基づく支

援交付金が７億5,000万円、合併新法によるもの

が５億7,000万円、そして新規事業として、合併

関係市町村財政健全化支援事業20億円が計上さ

れていますが、具体的にどのような事業なのか

伺います。また、合併推進の理由、利点の一つ

に、財政難の解消が挙げられていたのではな

かったかと思います。今、どの市町村も財政的

に苦しいわけですが、なぜ合併関係市町村のみ

が事業の対象になるのか伺います。

次に、同じく総務費で、消防広域化等体制強

化促進事業4,300万円について、その事業内容等

をお聞かせください。

消防は、基本的には市町村固有の権限で行わ

れるべきものですが、現在、県が設置する広域

化に向けた検討会は、消防管理者である９つの

自治体の長や消防本部長などで構成されていま

す。また、同作業部会においても、各自治体の

職員のみの構成で、実際、地理的条件も含め現

場をよく知る地域消防団など地域の代表は構成

員になっていませんが、なぜなのか。こういう

組織構成で、各自治体間の調整等が十分行われ

るのでしょうか、この点についても、あわせお

聞かせいただきたいと思います。

次に、民生費の老人医療費対策費で、後期高

齢者医療費負担金112億円が計上されています。

後期高齢者医療にどのように運用されるのか、

その事業内容、また、後期高齢者医療制度財政

安定化基金事業に４億8,000万円が計上されてい

ます。この件についても、その事業内容につい

てお聞かせください。また、この後期高齢者医

療制度について、県がどのように広域連合の運

営についてかかわっていくのか、お伺いいたし

ます。

次に、商工費で、企業立地促進補助金として
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９億8,000万円が計上されています。県は、誘致

企業への補助金の最高限度額50億円を打ち出し

ておりますが、どのような要件の場合に支出す

ることができるのか、その場合、１社に対し

て50億円投入ということがあり得るのか、また

一括支払いなのかなど、その考え方をお聞かせ

ください。

次に、土木費で計上されております公共道路

新設改良事業費97億6,200万円、地方道路交付金

事業費の道路事業関連79億3,600万円と街路事業

関連の18億5,300万円について、整備を予定して

いる主な路線名と路線数及び工区数をお聞かせ

ください。

同じく土木費の公共県営住宅建設事業で13

億4,200万円が計上されています。この20年度予

算で計画をしている県営住宅の建設計画の概要

と、建設前後で増設となる戸数についてお聞か

せください。また、現在の県営住宅の募集戸

数、応募者数、応募倍率についてお伺いをいた

します。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、県税収入についてであります。県税収

入については、主要企業の業績見通しや地方財

政計画等を総合的に検討した結果、企業収益の

減少あるいは消費の後退などが見込まれたため

に、法人二税―法人県民税と法人事業税でご

ざいます―が約16億円の減、地方消費税が

約11億円の減、軽油引取税が約７億円の減と見

込んだところでございます。

臨時財政対策債の元利償還金相当額につきま

しては、地方財政法等の規定により、その全額

を後年度、地方交付税の基準財政需要額に算入

し、地方団体の財政運営に支障が生じることの

ないように措置することとされております。

〔降壇〕

○坂口博美議長 今のは新年度分の確認はいい

ですね。

○前屋敷恵美議員 新年度についても、それが

担保されるということが言えますか。

○知事（東国原英夫君） 重複しますけれど

も、措置することとされております。

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、消防広域化等体制強化促進事業につい

てであります。この事業は、消防力の強化を図

るために行う市町村消防の広域化や、消防本部

のサービスを受けることができない、いわゆる

消防非常備町村の常備化を促進するとともに、

市町村が実施する消防防災力強化のための資機

材等の整備や、都道府県間の災害時の相互応援

組織であります緊急消防援助隊の体制強化に対

する支援を行うものであります。

次に、広域化検討会のメンバーについてであ

ります。消防組織法に基づきまして推進しよう

とする市町村消防の広域化は、常備消防を対象

とするものであり、県が設置した検討会は、消

防本部の管理者や消防長など、常備消防の関係

者を基本として構成したところであります。な

お、広域化は、平成24年度までを目途に実現す

ることとされております。以上であります。

〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 合併

関係市町村財政健全化支援事業についてであり

ます。この事業は、合併市町村及び合併予定市

町村のうち、財政状況が特に厳しい市町村を対

象といたしまして、高金利地方債の繰り上げ償

還を支援する貸付金制度を創設するものであり
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ます。貸付利率は無利子、貸付期間は10年以内

とし、貸付枠については20億円を予定している

ところであります。

次に、事業の対象市町村についてでありま

す。市町村合併を進める上で、関係市町村の財

政状況に差があることが課題となっておりま

す。また、既に合併した市町村におきまして

も、新しいまちづくりを推進する上で、財務内

容の改善は急務となっております。このような

状況を踏まえまして、合併関係市町村のうち、

財政状況が特に厳しい市町村を対象とした支援

制度を設けることによりまして、合併市町村の

財政健全化を進めるとともに、市町村合併のさ

らなる推進を図ろうとするものであります。以

上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、後期高齢者医療費負担金及び後期高齢

者医療制度財政安定化基金事業についてであり

ます。この２つの事業は、いずれも本年４月か

らスタートする後期高齢者医療制度について、

運営主体である宮崎県後期高齢者医療広域連合

の適正・円滑な運営が行われるよう、必要な財

政措置を行うものであります。最初の後期高齢

者医療費負担金は、４つの事業から成ってお

り、その中で一番額の大きなものは、後期高齢

者医療費県費負担事業でありまして、これまで

の老人医療費支給事業と同様、医療給付費に対

する法定負担率である12分の１を県費負担する

ものであります。次に、後期高齢者医療制度財

政安定化基金事業は、国、県、広域連合がそれ

ぞれ３分の１ずつ負担して、県に基金を造成す

るものでありまして、広域連合における保険料

の未納や医療給付の見込み違い等が発生した場

合に、広域連合に当基金から資金の貸し付けや

交付を行うものであります。

次に、広域連合の運営等への関与についてで

あります。ただいま申し上げましたように、後

期高齢者医療制度の適正かつ円滑な運営が図ら

れるよう、広域連合に対して、必要な財政支援

を行ってまいりますとともに、法律で、都道府

県は広域連合に対し、健全かつ円滑な運営を確

保するため、必要な助言及び適切な援助を行う

ものとすると規定されております。また、広域

連合が、保険料条例の制定または変更する場合

などの際には、あらかじめ、都道府県に協議し

なければならないことになっておりますので、

県としましては、広域連合に対して、引き続き

適切な助言指導を行ってまいることとしており

ます。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

企業立地促進補助金についてであります。最

高限度額の50億円につきましては、700名以上の

雇用が見込まれ、そのうち県内からの新規常用

雇用者が501名以上であること、かつ設備投資額

が1,000億円を超えることを要件としておりま

す。また、この補助金につきましては、要件が

整えば、１社に対し50億円の交付も可能であり

ます。具体的な補助金の支払いにつきまして

は、立地企業が実際に操業を開始した後に、申

請に応じて交付することとなりますが、10年間

の分割払いもできることといたしております。

以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

道路整備の路線数及び工区数についてであり

ます。公共道路新設改良費につきましては、国

道327号ほか16路線で40工区、地方道路交付金事

業費の道路分につきましては、県道宮崎西環状
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線ほか59路線で81工区、同じ事業の街路分につ

きましては、県道中村木崎線ほか10路線で11工

区の整備を予定しております。

次に、県営住宅の建設計画の概要等について

であります。平成20年度は、宮崎市の花ヶ島団

地など３団地におきまして、建てかえによる141

戸の整備を行うこととしております。また、こ

れらの団地における全体計画としては、整備

前736戸に対して計画戸数742戸と、６戸ふえる

ことになります。

次に、県営住宅の平成19年度の応募状況につ

いてでありますが、昨年12月末現在で、募集戸

数268戸に対しまして、応募者数は1,859人で、

応募倍率は約6.9倍となっております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁いただきま

して、ありがとうございました。後は、また委

員会その他で深めさせていただきます。

以上で質疑を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○坂口博美議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第１号から第51号まで及び請願

委員会付託

○坂口博美議長 それでは、今回提案されまし

た議案第１号から第51号までの各号議案、及び

今期定例会において本日までに受理した請願

は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ

関係の委員会に付託いたします。

次の本会議は、３月10日午前10時開会、平

成19年度補正予算関係議案についての常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時54分散会
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