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平 成 2 0 年 ６ 月 2 3 日 ( 月 曜 日 )
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地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 高 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教育委員長職務代理者 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二



- 182 -

◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員43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、山

下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうも私の地元都城からたくさん

の皆さん方が傍聴においでいただきました。感

謝感激であります。

それでは、質問に入ります前に一言申し上げ

たいと思いますが、私は、今月８日、満88歳の

母を亡くしました。天寿を全うし、家族に見守

られながら静かに逝きましたから、悔いは残っ

ておりませんが、つらかったとき、苦しかった

とき、いつも優しく支えてくれた母だったと

思っております。亡くしてわかる親の恩を改め

て感じておりますが、まさに「一億人の人に一

億の母あり。されど我が母は一人なり」、仏法

の教えのとおりであります。ここまで育ててく

れたことに感謝し、母の「千の風」を受けなが

ら、通告に従いまして、順次質問に入らせてい

ただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いしてま

いります。

昨年１月に知事就任以来、超人的な動きの

中、連日マスコミ、テレビ等に出演され、今や

国民で東国原宮崎県知事を知らない人はいない

ほどであります。「無」の中から「有」を生み

出すという発想から、例えば、県庁を観光ス

ポットとして売り出した手法は驚嘆に値するも

のであります。現在では、連日多くの観光客が

県庁を訪れていただいていること、まさにそれ

があかしであります。

今月８日日曜日は、サイパン、テニアンで戦

死された方の全国遺族会の方々が県庁を訪れた

いとのことで、私は案内役をお引き受けいたし

ました。遠くは岩手県、大阪府等からお見えに

なっておられ、知事にお会いできればと、皆さ

ん楽しみにしておられましたが、ちょうど知事

も取材があったということで、タイミングよく

会うことができました。皆さん、大変喜んでお

られました。また、物産館を案内していました

ところ、どこからか笛やかねの音色が聞こえ

て、見てみますと、宮崎市内の「ひょっとこ民

謡会」の方々がひょっとこ踊りを県庁前で披露

されており、観光客の方々を迎えておられまし

た。皆さんもその輪の中に入り、笑顔で一緒に

踊られる姿を見て、私は深く感動し、まさしく

宮崎のよさを満喫していただいたものと思って

おります。代表者の方にお話を伺いましたら、

「知事も頑張っちょっがね。我々も少しでもお

役に立てればと思って、毎週ここで踊っちょっ

とよ」ということでありました。知事が言われ

ている県民総力戦が実践されている場面に遭遇

し、大変感激した次第であります。この県民総

力戦の取り組みは、県内各地において行われて

いると思いますが、就任後の県民総力戦の定着

を知事はどのように評価されておられるのか、

お伺いをいたします。

また、観光客の流れが県内各地にどのような

波及効果をもたらしているのか、お伺いをいた

します。

次に、知事のトップセールスについてお伺い

をいたします。前にも述べましたが、知事は就

任以来、さまざまなマスメディアへの出演をさ

れております。特に道路特定財源の廃止か存続

かの議論においては、道路網の整備がおくれて

平成20年６月23日(月)
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いる地方の代表として、堂々と存続に向けての

討論を行っていただきました。宮崎県産品につ

いては、全国各地で熱心なトップセールスをし

ていただいておりますが、新たな取引や商談が

あったのか、また、実績があったとすればどの

ように評価されているのか、お伺いいたしま

す。

また、取引拡大等に向けたトップセールスの

今後の課題があるとすればどのような点か、お

伺いをいたします。

次に、配合飼料・燃油高騰対策について、農

政水産部長にお伺いしてまいります。地球規模

での温暖化による異常気象や、石油資源等が市

場に不足する中で、代替エネルギーとして、穀

物のバイオエタノール化に拍車がかかっており

ます。このような状況は、生産者のみならず消

費者にも大きな不安を与えるとともに、食料自

給率39％の日本にとって、食料の安定確保の上

で重要な局面に立たされていることは御承知の

とおりであります。６月３日から５日に、ロー

マで開催された、世界の食料安全保障に関する

ハイレベル会合、「食料サミット」では、世界

的に穀物が不足する中、輸出国、輸入国のそれ

ぞれの主張の違いが明確になり、自国が食料危

機にあるときに、みずから飢えてまで食料を輸

出する国はなく、金さえ出せば世界じゅうから

食料を集められるとたかをくくってきた輸入国

は、まさに冷水を浴びせられたように、今回、

その厳しい現実を突きつけられた会合でありま

した。

そのような中、本県農業の中心であります園

芸や畜産経営の悪化が加速しており、本県の農

業の基盤が崩壊しかねない状況にあります。園

芸農家は、収量アップや省エネ対策に取り組

み、畜産農家は、飼料高騰対策として生産性の

向上や自給飼料の増産の取り組みと、日々必死

の努力をしております。しかし、このような生

産現場での取り組みを大きく上回るスピードで

原油、飼料価格は高騰しており、このままでは

本県の経営は危機的状況に陥り、国民の共通課

題である食料自給率の向上どころか、我が国の

農業を崩壊させることにつながるものでありま

す。また、このことは、食料供給基地としての

本県の役割が危ぶまれるところであります。そ

こで、昨年からの厳しい経営環境における園芸

農家、畜産農家の経営状況はどうなのか、ま

た、緊急的な農家経営支援策等は取り組まれて

おられるのか、お伺いをいたします。

次に、枝肉市場でありますが、ことしにな

り、景気低迷による消費の落ち込みもあり、３

月の東京市場の枝肉卸売価格は、和牛去勢Ａ４

でキログラム当たり2,008円、前年比91％、同じ

く和牛去勢Ａ３でキログラム当たり1,714円、前

年比86.8％とかなり値下がりし、４月も同等の

取引であります。また一方では、配合飼料の高

騰も重なっております。そこで、労働費を含め

た生産原価を割ったときに発動される肉用牛肥

育経営安定対策事業、いわゆるマルキン事業の

取り組み状況についてお伺いをいたします。

次に、ハウス農家の現状についてお伺いをい

たします。今日現在、Ａ重油１リットル当た

り112円、昨年は、１リットル当たり86円の価格

でありましたが、ことしの作付までに価格が上

がることはあっても、下がる要素は全くありま

せん。本県の特産でありますピーマン、キュウ

リは作付ができないと、農家から悲鳴が出てお

りますが、御認識のほどをお伺いいたします。

また、代替エネルギー等への取り組みが、今年

度どれほど見通しが立っておるのか、お伺いを

いたします。

平成20年６月23日(月)
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次に、配合飼料の代替穀物として、飼料用米

の取り組みについてお伺いをいたします。既に

本県の取り組みとして、肥育牛の代替飼料とし

て給与試験の結果、良質の肉質が得られまし

た。養豚経営においても、飼料用米の提供の要

望が出ております。また、養鶏については、他

県では、飼料用米を配合して75％まで自給率を

高められたとのことであります。したがって、

水田の利活用につきまして、穀物の代表とし

て、飼料用米の作付が最も期待されておるとこ

ろでありますが、取り組みについてお伺いをい

たします。

次に、後期高齢者医療制度と介護支援につい

て、福祉保健部長にお伺いしてまいります。

2006年、小泉内閣において成立した後期高齢

者医療制度が、本年４月１日に施行されたとこ

ろでありますが、その後、存続、廃止の大議論

となりました。医療現場では、老人医療受給者

証と国保・健康保険証の２枚提出の義務づけか

ら後期高齢者医療受給者証への変更になったこ

となどが浸透しておらず、混乱しているとのこ

とであります。新制度の取り組みが二転三転し

ており、理解が難しいという声をよく聞きます

が、制度及び保険料の負担等がどのように変

わったのか、またどのように周知されるのか、

お伺いをいたします。

次に、介護支援の現状についてお伺いをいた

します。昨年の医療制度改革によって、平成23

年度には、介護保険が適用される療養病床が全

廃、そして医療保険が使えるところも限定され

ることから、この問題が急がれるところであり

ます。昨年、県議会地域医療対策特別委員会に

おきまして、地域ケア整備構想の概要をお示し

いただいたところであります。療養病床の再編

成の対象となるのが、介護療養病床、約2,000床

という数字が示されたところであります。その

方々が、介護施設や在宅医療などへ円滑に移行

できるようにするためには、早急に受け皿の整

備が求められていると考えます。医療の必要性

が低いとされる療養病棟入院基本料が、ことし

の診療報酬改定によって引き下げられたこと

で、実質的に療養病床の削減が進みつつあると

考えます。最近しばしば耳にしますのは、療養

病床に入院されている方が、「退院先を考えて

ほしい」と病院側から言われたため、福祉施設

を探したが、どこもいっぱいで入所できる施設

がなく、どうしたらいいのか困っているといっ

た内容であります。在宅ケアが可能ならよろし

いのですが、そうでない場合、一体どうしたら

よいのでしょうか。そこでお伺いをいたします

が、このような現状を県は把握し、対応ができ

ているのか。

また、老人保健施設、特別養護老人ホーム、

ケアハウスなどの利用状況と、利用を希望して

も利用できず、利用できるまで順番待ちしてい

る、いわゆる待機者の実情と、今後の高齢化の

進行による見通しはいかがなのか、お伺いいた

します。また、地域ケア整備構想の推進に当

たって、県民ニーズの把握はどのようにされる

のか、お伺いをいたします。

次に、介護施設の抱える課題等についてお伺

いしてまいります。先日、厚生常任委員会の現

地視察でお伺いした話でありますが、「以前は

介護士の募集をすると、募集人数をはるかに超

える人数の申し込みがあったが、最近は施設拡

充して募集しても人が集まらない、また来てく

れても長く続かない。デイサービスのほうはよ

いが、夜勤はだめだ」、また、介護職員の皆さ

んからは、「新３Ｋ」のはやり言葉として、

「希望が持てない、結婚ができない、給料が安

平成20年６月23日(月)
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い」といったぐあいで、経営者は大変頭を痛め

ておられました。そこでお伺いいたしますが、

県内の特別養護老人ホームに入所されている方

々の平均要介護度は幾らか。また、平均年齢に

ついてはどのような状況か、お伺いをいたしま

す。

また、介護現場では介護職員の不足が懸念さ

れておりますが、県内の介護福祉士の養成施設

の入学状況や就職状況などを含め、本県の介護

に携わる人材の現況等について、お伺いをいた

します。

また、国の方針では、外国人の介護福祉士の

受け入れを進めようとしておりますが、このよ

うな動きに対して、県としてどのように考えて

おられるのか、お伺いをいたします。

次に、少年犯罪の動向について、警察本部

長、教育長、福祉保健部長にお伺いしてまいり

ます。

最近の少年犯罪におきましては、多方面にわ

たって低年齢化が目立ち、ニュースを見るたび

身震いすることばかりであります。戦後、我が

国は飛躍的な発展を遂げ、物の豊かさに明け暮

れ、バブルに酔いしれた時代でありました。し

かし、それとは裏腹に、子供たちへの心の教育

を忘れ、人への感謝の気持ちを持つことができ

ないなど、豊かさの中で子供たちが犠牲になっ

ているような気がいたしてなりません。そのよ

うな中、平成19年度、全国で特別法犯少年6,339

人が検挙されており、前年同期で901人、16.6％

増加しております。

私は、ことし１月19日、ライオンズクラブ主

催の「薬物乱用防止教育認定講師育成講座」を

受講する機会に恵まれました。そこで驚いたの

が、薬物使用の低年齢化、そして10代の女性が

多いという現実でありました。これは、「簡単

にやせるダイエットの薬」との誘い文句に安易

に手を出してしまうという実態があるようで、

地域での取り組みも必要との認識を持ったとこ

ろであります。そこで、本県における少年犯罪

の実態はどのようになっているのか、薬物乱用

を含めた非行防止対策について、警察本部長に

お伺いをいたします。

また、教育現場における防止策として、どの

ように取り組まれておられるのか、教育長にお

伺いいたします。

また、いつ忍び寄るかわからない魔の手を防

ぐためにも、教育現場だけに頼るのではなく、

目に入れても痛くないと言われる孫のことであ

りますから、ぜひ高齢者クラブ等の組織を使っ

た啓蒙運動は取り組めないのか、福祉保健部長

にお伺いをいたします。

以上、壇上よりの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

県民総力戦についてでありますが、私は、地

方自治の運営というのは、原則、全員直接参画

だと思っております。地方自治は民主主義の学

校だとよく言われますが、その民主主義の実

現、その学校の実現に向けて尽力をさせていた

だいているところでございます。そういった意

味では、条件不利地である宮崎が全国に冠たる

宮崎として戦えるのは、やはり県民総力戦、一

つになること、県民がそれぞれ自覚を持って、

意識を持って、県のために何ができるかという

ことを意識していただくことが、私、行政ある

いは政治がなすべき役割ではないかと考えてお

ります。

日南市の油津中学校の生徒さんたちが、「僕

ら観光隊」として修学旅行先の京都で宮崎の観
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光地や特産品をＰＲしていただいたり、県民総

力戦の趣旨に賛同するＮＰＯの方々が、「まち

づくり」をテーマにフォーラムを県内各地で開

催していただくなど、さまざまな動きが出てい

るところでございます。いずれも県民の皆さん

が、自分たちの宮崎をよくしたい、宮崎をブー

ムから定番へ定着化させたいというような同じ

ベクトルで行動されているあらわれであり、県

民総力戦が少しずつ定着しているのではないか

と考えております。これからも、このような取

り組みが県内各地に広がっていくことを期待し

ているところでございます。

続きまして、県庁を訪れた観光客の県内への

波及効果についてであります。御案内のよう

に、県庁には連日多くの方々に御来庁していた

だいております。昨年４月からの累計で、先

日50万人を超えたということでございました。

もう県庁は、本県の観光地として認知されてき

たのではないかと考えております。県庁を訪れ

た観光客の動向はさまざまでありますが、職員

が案内した県外からの団体旅行客約３万人の主

な行程を見ますと、ほとんどのツアーで、宮崎

市だけでなく綾、飫肥、えびの高原、高千穂峡

など、さまざまな観光地を訪れていただいてお

るようでございます。このように県庁ツアー客

は、県内各地を周遊されておりまして、観光客

が増加したという声も各地でよく聞くところで

ございます。今後とも、県庁への観光が県内の

周遊につながるよう、本県観光のＰＲに努めて

いきたいと考えております。

続きまして、トップセールスに係る評価等に

ついてであります。私は、知事就任以来、宮崎

のセールスマンとして、マニフェストで県民の

皆さんとお約束させていただいたとおり、全国

各地や韓国、台湾において、農畜産物や物産、

観光などのトップセールスを積極的に実施して

まいりました。その結果、宮崎の特産品等への

注目度が高まり、大手量販店との取引拡大や外

食チェーン店等との新規取引、さらに大手コン

ビニエンスストアにおいて初の宮崎フェアが全

国で実施されるなど、新たな取引や商談等が進

展しており、一定の成果を上げられているもの

と考えております。

続きまして、取引拡大に向けた今後の課題に

ついてであります。今後は、取引拡大に向け

て、民間企業や他県とのコラボレーションなど

により、より注目度の高いトップセールスを

行ってまいります。また、商談等におけるさま

ざまな御意見や、量販店や市場等を通じて把握

した消費者ニーズ等を十分に踏まえ、宮崎の特

色や魅力を生かした商品開発、さらには信頼さ

れる産地づくりに積極的に取り組むことが重要

な課題であると考えております。加えて、私が

あえてトップセールスをしなくても、県産品の

販路や需要が高次安定、定番へ向かうことが重

要な課題だと考えております。以上です。〔降

壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、後期高齢者医療制度についてでありま

す。後期高齢者医療制度は、宮崎県後期高齢者

医療広域連合が運営主体となって、現行の老人

保健制度と同様に、原則75歳以上の高齢者に対

して、窓口での原則１割負担で医療の給付を行

うものであり、その財源は、公費で５割、各医

療保険者からの支援金で４割、そして高齢者か

らの保険料で１割をそれぞれ負担し、みんなで

制度を支えていく仕組みになっております。こ

の高齢者の保険料については、従来の国民健康

保険税と比較して負担額に増減が生じますが、
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これは世帯の構成や世帯の所得の状況によって

異なることから、一概にお答えすることができ

ませんが、先月、厚生労働省による全国一斉調

査が行われたところであります。これは、市町

村国民健康保険の平成19年度の国民健康保険税

と、平成20年度の後期高齢者医療制度における

保険料の負担について、県内30市町村ごとに12

のモデルを設定して比較したものであります。

これによりますと、全国では約７割が、本県で

は約８割のケースの保険料負担が減ったという

結果が出ております。今後とも、今回の政府与

党により決定された軽減措置を含め、県民の皆

様が、制度の内容について十分御理解していた

だけますよう、広域連合及び市町村と連携し

て、周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、療養病床の再編成に伴う入所者の受け

皿整備についてであります。療養病床の再編成

に伴う受け皿整備の方向性につきましては、各

医療機関の意向や入所者の状況等を十分に踏ま

えながら、昨年12月に「地域ケア体制整備構

想」として取りまとめたところでございます。

その中で、重度者に対応するため、老人保健施

設や特別養護老人ホームなどを中心に整備し、

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、訪問看護等の在宅

サービスの充実につきましても、重要な課題と

して認識しており、療養病床の入所者が、再編

後の施設や在宅等にスムーズに移行でき、適切

な介護サービスが継続して受けられるよう、十

分配慮してまいりたいと考えております。な

お、これまでも医療機関が介護療養病床を廃止

しようとする場合、入所者が入所先に困ること

がないよう、入所者の受け入れ先を十分確認し

た上で転換を認めるようにしているところであ

ります。

次に、特別養護老人ホームの利用状況等につ

いてであります。利用状況につきましては、こ

とし３月末現在で特別養護老人ホームが定員

の98％、老人保健施設とケアハウスがともに93

％となっております。入所待機者につきまして

は、昨年４月時点で特別養護老人ホームが

約3,200人となっておりますが、そのうちの約４

割は、介護度２以下の比較的軽度な要介護者で

あり、施設等の声を聞きますと、予約的な入所

申し込みも多いようであります。また、今後の

高齢化の進行につきましては、10年後の平成27

年には高齢化率28.8％と、現在よりも約５ポイ

ントの増加が見込まれております。これらの諸

状況を踏まえまして、当該整備構想におきまし

ては、高齢者、中でも中・重度の要介護者の受

け皿の確保を図ることを最重要課題の一つとし

ているところであります。今後は、各市町村や

関係機関との連携により、引き続き利用者ニー

ズの把握等に努めながら、今年度策定する第４

期の介護保険事業支援計画におきまして、その

具体化を図ってまいりたいと考えております。

次に、特別養護老人ホームの入所者の平均介

護度等についてであります。県内における特別

養護老人ホーム79施設の入所者約4,700人の平均

介護度は3.9であり、主に重度の介護を必要とさ

れる方が利用しておられます。また、平均年齢

についての具体的なデータはございませんが、

国の「平成18年度介護サービス施設・事業所調

査」によりますと、年齢区分別では80歳以上の

方が全体の約８割となっており、その中でも90

歳以上の方が全体の約３割を占めております。

次に、本県の介護人材の現状等についてであ

ります。まず平成20年度の県内の介護福祉士養

成施設の入学者数は、大学、短大、専修学校８
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校の定員362名に対して、45.6％の165名となっ

ております。また、就職状況については、19年

度卒業生295名のうち、進学等を除く265名が就

職し、うち約75％の198名が県内の福祉関係につ

いております。次に、介護人材の状況でありま

すが、ことし１月の介護関係職種の有効求人倍

率は、東京都の4.82倍に対して本県では1.14倍

と、現在のところ、都市部に比べて介護人材が

逼迫するような状況にはないと考えております

が、介護需要の増大が見込まれる中、介護人材

の確保が困難になることも懸念されるところで

あります。このため、県といたしましては、本

年５月に成立した「介護従事者等の人材確保の

ための介護従事者等の処遇改善に関する法律」

を受け、今後、国において行われる人材確保に

向けた検討の推移を見守るとともに、福祉人材

センターにおける就業支援により、今後とも人

材の安定的な確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、外国人の介護福祉士の受け入れについ

てであります。国は現在、インドネシアとの経

済連携協定に基づき、約260名の介護福祉士候補

者のことし７月の来日に向けて調整を行ってい

るところであります。外国人の介護福祉士の受

け入れについては、直接、事業者が日本側の仲

介機関である国際厚生事業団に申し込むことに

なっており、基本的には、受け入れを希望する

事業者の判断になるものと考えております。県

といたしましては、こうした国等の動きを注視

していくとともに、介護は人から人へ直接提供

されるサービスでありますので、今後とも、質

の高いサービスの提供に努めてまいりたいと考

えております。

最後に、薬物乱用防止に係る老人クラブ等の

活用についてであります。青少年の健全な育成

のためには、地域全体での取り組みが重要であ

り、地域の高齢者の中心的な団体である老人ク

ラブ等を通じて、薬物乱用防止の啓発等に取り

組むことは意義のあることであります。そのた

め、県といたしましては、それぞれの地域にお

いて開催される老人クラブの研修会等の機会を

とらえ、薬物乱用防止に対する理解を深めてい

ただけるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、農家の経営状況と支援策についてであ

ります。Ａ重油１リットル当たりの県内ＪＡ平

均価格が、平成16年５月の44円に比べ、現在108

円と約2.5倍程度に高騰し、施設園芸経営に多大

な影響を及ぼしております。また、畜産経営に

おきましても、配合飼料価格の高騰により生産

費が20％程度上昇し、畜種によっては家族労働

費も出ないなど、大変厳しい状況になっている

と認識しております。このため、県といたしま

しては、農業普及部門を中心に農家の経営実態

把握に努めるとともに、省エネルギー対策や生

産性向上のための栽培・飼養管理技術、経営改

善策等について、研修会や個別巡回指導を行っ

ているところであります。また、県独自の緊急

支援資金や国の家畜飼料特別支援資金の有効活

用、今般示されました畜産に係る経営安定対策

の追加等による支援も行いながら、農業経営へ

の影響緩和を図ることとしております。今後と

も、関係機関と連携し、国に対し必要な支援策

の構築について働きかけを行うとともに、各種

施策を活用しながら、経営安定に向けたきめ細

やかな対応を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、肉用牛肥育経営安定対策事業の取り組
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みについてであります。肉用牛肥育経営安定対

策事業、いわゆるマルキン事業は、肉用牛肥育

農家経営の安定を図るため、枝肉価格が低下

し、収益性が悪化したときに家族労働費を補て

んするものであり、平成19年度は４年ぶりに発

動され、約５億2,000万円が交付されておりま

す。その発動基準及び補てん額の算定方法につ

いては、原則として、全国一律の基準で行われ

ておりますが、本県のような和牛の肥育頭数が

多い県では、地域の経営実態を反映させるた

め、補てん額の算定に当たり、収支に大きくか

かわる子牛価格や枝肉価格などについて、県の

実績値を使用しているところであります。この

ようなことから、都道府県ごとに発動基準が異

なることとなるため、現在、国においては、県

域を越えたブロック単位で統一するよう、見直

しが検討されているところであります。

次に、重油価格高騰が今年作付に及ぼす影響

についてであります。今年の施設野菜の作付に

当たり、経費に占める暖房費の割合が高いピー

マン、キュウリ等においては、重油価格高騰が

継続した場合、大幅な経費の増大による所得の

減少が予想され、再生産が極めて厳しい状況に

なるものと認識しております。このため、県と

いたしましては、関係団体等と協力しながら、

内張二層フィルムの導入など、省エネ対策のさ

らなる推進による大幅な重油使用量の削減を図

るとともに、収量・品質向上対策に取り組み、

生産者の所得確保、ひいては、産地の維持に努

めてまいりたいと考えております。また、県内

農家の代替エネルギーへの取り組みにつきまし

ては、コチョウラン、バラ、マンゴー等につい

て、ＮＥＤＯ事業を活用したヒートポンプ加温

機の導入への取り組みが進められております。

今後とも、代替エネルギーの導入に向けた検討

を進め、関連情報の収集並びに生産者への情報

提供に努めてまいりたいと思います。

最後に、飼料用米の取り組みについてであり

ます。飼料用米につきましては、栽培方法が主

食用米と基本的に同じで、近年の配合飼料価格

高騰への対応や食料自給率の向上、さらには生

産調整の推進を図る上でも重要な品目であると

考えております。このため県では、農業団体等

と連携を図りながら積極的に作付推進を行い、

本年度は、昨年に比べ大幅な増加となる約70ヘ

クタールの作付が見込まれております。またあ

わせて、収量の多い品種の導入検討や実証圃の

設置による低コスト栽培技術の確立に取り組む

とともに、関連制度等も活用した収益性の確保

にも努めているところでございます。さらに、

生産の基本となる種子につきましても、需要に

応じた効率的な種子供給体制を検討することと

いたしております。県といたしましては、関係

団体等と連携しながら、これらの取り組みを進

め、水田の利活用につながる飼料用米の普及・

定着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〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

薬物乱用の防止についてであります。薬物乱

用につきましては、児童生徒の健全な心身の発

達に悪影響を及ぼす重大な問題として受けとめ

ております。学校におきましては、日ごろか

ら、保健体育科の時間はもとより学校の教育活

動全体を通して、「薬物乱用と健康」について

指導しているところであります。また、警察職

員や学校薬剤師等による「薬物乱用防止教室」

を実施するとともに、非行防止の観点から、Ｐ

ＴＡや地域の方々の協力を得て、巡回指導等の

御協力もいただいているところであります。県
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教育委員会といたしましては、児童生徒の発達

段階に応じて的確な指導ができるように、文部

科学省が作成しております「喫煙、飲酒、薬物

乱用防止に関する指導参考資料」やビデオ等を

学校に配布して、指導の充実に努めているとこ

ろであります。今後とも、学校はもとより、家

庭や地域と緊密な連携を図りながら、継続的な

薬物乱用防止教育の推進に努めてまいります。

以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 少年犯

罪の現況と薬物乱用防止を含めた非行防止対策

についてであります。

本年４月末現在の刑法犯少年検挙人員は311人
※

でございまして、昨年と比較しますとプラス６

人と微増しておりますけれども、強盗等の凶悪

犯での検挙があるというわけではございませ

ん。自転車盗や万引きなど初発型非行、これは

単純な動機で比較的容易に行われる形態で、し

かしながら一方で、他の本格的な非行への入り

口ともなり得るものと、こういう非行でござい

ますけれども、これが234人で全体の75％を占め

ております。また、この初発型非行の８割が中

高生によるものでありますことから、特に中高

生を対象にした諸対策の推進がポイントである

と考えております。そこで、１つは、啓発活動

として学校における非行防止教室の開催―こ

れはさまざまな事例を紹介しながら、少年の規

範意識の醸成を図ることを内容とするものでご

ざいますけれども―昨年度は延べにすると

約330回、５万3,000人の児童生徒に対して開催

いたしました。また、２つ目は、具体的な対応

ということでございますが、学校と警察との連

携を特に強化いたしまして、「児童生徒の健全

育成のための学校・警察連絡制度」、あるいは

「スクールサポーター制度」を活用しまして、

具体的な児童生徒にかかわる学校内外の各種問

題の早期解決に努めているところであります。

また、少年のみならず、広く世の中全体の治安

対策として、犯罪の起きにくい環境づくりを進

めておりますけれども、自転車・オートバイ盗

難防止モデル校における二重ロック運動の推進

でありますとか、万引き防止モデル店に指定を

しました量販店の協力のもと、万引きを抑止す

る店舗構造の整備にも配慮するなど、諸施策を

推進しているところでございます。

次に、薬物乱用少年の現況についてでござい

ますが、本年４月末現在、昨年同様で少年３人

の検挙をいたしております。薬物乱用を根絶す

るためには、供給源を絶つことと、需要をなく

すことの両面が重要でありますが、後者の面か

ら、特に乱用の危険性、有害性について広く啓

発を行うことに重点を置いて活動いたしており

ます。お尋ねの小中高生等に対するものとして

は、昨年度は、薬物乱用防止専用の広報・啓発

車を活用いたしまして、各学校において延べ71

回、約9,000人の児童生徒を対象に薬物乱用防止

教室を開催するなどしたところでございます。

警察といたしましては、今後とも、少年補導員

等のボランティアや教育委員会等の関係機関・

団体の方々と連携をしながら、少年の非行防止

に鋭意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〕

○山下博三議員 それぞれ多岐にわたる御答弁

ありがとうございました。

まず最初に、農政水産部長のほうに農政の取

り組みについてお伺いをしたいと思います。以

前は十年一昔という言葉が言われておりまし

た。十年一昔という言葉の中で、一つのサイク

ルだったと思うのですね。物価が上がったり、

給料が上がったりして、そして自然と我々もい
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ろんな体験の中でそれにならされて、世の中と

いうのは進んできただろうと思うのですが、振

り返ってみますと、もう本当に10年前は大昔の

ことでありまして、１年前が一昔のような感じ

がいたします。それはどういうことかと申しま

すと、ここ１年ですべてのものが、今、我々農

業に携わる者に大変な負荷がかかっているとこ

ろであります。実は、このことに対して農業者

も対応ができない。そしてＪＡ、中央会、経済

連、いわゆる農業を囲む団体も対応することが

できません。そして、企業もそうだろうと思う

のですが、その中で私は、やはり本県のリー

ダーであります県の行政に携わる人たちに、こ

のことを真剣に考えていただかなければならな

い、そういう思いであります。もちろん私たち

も地域のリーダーでありますから、何とかこの

状況を乗り切るためのいろんな知恵をつけてい

くことも大事でありますが、今、その方向が見

えません。その中で本県の農政水産部として、

こういう状況の中で、対策協議会―何とか我

々にそういう方向を示していくべき協議会等の

開催が行われているのか、お伺いをしたいと思

います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業を取り巻

く厳しい情勢の変化に的確に対応するために

は、農畜水産それぞれの分野で関係機関・団体

と連携して取り組むことが重要でございます。

このため、各分野で関係団体等と一緒になって

対策会議等を設置しておりまして、耕種部門で

は、施設園芸の重油代替プラント等の開発・実

証を行う民間を含めた連絡会議を設置しており

ます。また、県の園芸振興協議会におきまして

も、施設園芸における重油高騰対策検討会を設

置しております。畜産部門では、国の機関や大

学、生産者及び消費者代表等も交えた、配合飼

料の価格上昇に対応する生産性向上推進会議が

発足しております。また、水産部門では、漁連

・漁協等と連携し、燃油対策や地域漁業改革の

ための推進協議会が設置されております。さら

に、このような各対策会議等に対する情報収集

や提供を初め、今後の緊急対策等に関する総合

的な調整・推進を図るため、本庁各課及び出先

機関等から成る連絡会議を現在設置いたしてお

ります。

○山下博三議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、そういう協議会の中での結果を我々もまた

御指導いただければありがたいと思っておりま

す。

続きまして、学校給食における地産地消の状

況と中国野菜の使用状況について、教育長にお

伺いをしてまいります。地産地消の運動が始

まって、もう10年近くになるだろうと思うので

すが、このことは、今の子供たちが、ファスト

フード化された子供たち、つまり金さえ出せば

いつでも近くのコンビニで何でも食料品が手に

入る。このことは、どこの産地から供給された

ものか、どこでつくられたものか、全くわかり

ません。また、長期保存剤や香料、着色剤が多

量に使われておりまして、長い間それを使い続

けると必ず体に悪い影響が出るという心配の中

で始まった運動であります。地元でとれた安全

・安心な食材を、学校でも家庭でも使いましょ

うという運動であります。今、県内各地におい

て地域との連携で、その取り組みについては展

開がされておるだろうと思うのですが、その県

内の取り組み状況、具体的に地産地消の運動が

どれほど定着しているのか、そのことをお伺い

したいと思います。

それから、実はことし４月の環境農林水産常

任委員会の席上におきまして、私は質問をさせ

平成20年６月23日(月)



- 192 -

ていただきましたが、この地産地消の取り組み

の中で、学校給食の中に中国野菜の冷凍食品が

使われておるということをお聞きいたしまし

た。私は大変ショックを受けたのであります

が、その中国野菜の学校給食での利用状況等に

ついてもお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） まず、地産地消の取

り組みについてでありますが、市町村におきま

しては、学校が地元の生産者と協定を結び、地

元でとれる農産物を購入する取り組みですと

か、生産者と児童が一緒に食事をする交流給食

会の実施などにより、地場産物の活用に努めて

いるところであります。また、県教育委員会と

いたしましては、毎月16日の「ひむか地産地消

給食の日」の設定のほか、地場産物を活用した

地産地消給食献立コンクール実施などの「食育

みやざき元気アップ事業」によりまして、市町

村に対して、県内産の食材の活用を働きかけて

いるところであります。

次に、お話のありました原産地が「中国」と

表示されている冷凍野菜についてであります

が、これにつきましては、実態として、季節に

よってほかにかわる野菜がないとか、あるいは

国産の供給量が少ない、こういった理由などか

ら、例えば、インゲンですとかチンゲンサイ、

ニンニクの芽、カリフラワー、ほかにもあろう

かと思いますけれども、こういったものが使用

されているということであります。輸入冷凍野

菜の使用の詳細につきましては、今後、調査を

実施したいと考えております。なお、蛇足にな

りますが、冷凍野菜につきましても、一般家庭

で利用されている食材と同様に、輸入時の検疫

や納入業者等の自主検査に加えまして、保健所

による食品衛生法に基づく検査が実施をされて

いるところであります。以上です。

○警察本部長（相浦勇二君） 済みません、１

点だけ。先ほどの答弁でちょっと手元の資料を

読み間違えまして、訂正させていただきます。

本年４月末現在の刑法犯少年の検挙人員であり

ますが、先ほど311人というふうに言ってしまっ

たようなんですけれども、手元の資料による

と312人でございます。訂正させていただきま

す。

○山下博三議員 教育長に答弁をいただいとこ

ろでありますが、実は、中国産の冷凍野菜を使

われているということ、これは子供たちも知ら

ないでしょうし、親も全く知っておられないだ

ろうと思うのですね。私たちが知らなかったわ

けですから。ことしの１月に、中国冷凍野菜、

ギョーザ問題で大変な社会問題となりました。

私ども日本の農業者というのは、今さまざまな

食品安全についての規制がかかっております。

ポジティブリスト制度、トレーサビリティシス

テム制度、それだけ我々は日本のものは安全・

安心なんだと、そのことで世界一ということを

誇りに思っております。その中で、一番大事な

子供たちに、なぜ国産のそういうものを食べさ

せてあげられないのか、これがまず第１点の私

の不安であります。そして今、全国各地で冷凍

食品をつくっているんです、国産のやつを。そ

れがなぜ対応できないのか、まずそのことが不

思議でたまらないところであります。後ほどま

た伺いたいと思うのですが、これは給食費の関

連も出てくるだろうと思うのですが、私は、や

はり中国産を使う以上は、今の時代はそういう

周りの人たちの理解なくして、これを使える状

況にないと思っております。今後、使用してい

る学校と、そういう品目等についても調査をし

ていただくということでありましたから、ぜひ

そのことについては調査をよろしくお願いした
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いと思います。

それから、もうちょっと触れたいと思うので

すが、１月の中国製の冷凍ギョーザ問題が出ま

したときに、輸入というのは、半分近くまで落

ちてきたんですね。それはもう今、大変な不信

がありますから、私たちも中国産とわかればな

かなか手を出せない。これが今、国民・県民の

偽らざる状況だろうと思っております。その中

で、中国産そのものが問題とされたために―

今、外食産業が大変なブームであります。安い

価格で食事を提供してくれる、そういう外食産

業というのが大変普及しておりますが、その中

でも、一つの食品に対して６割以上外国のもの

を使っていれば、その産地表示をしなさいと、

そういう消費安全局と申しますか、それが指導

して、ことし立ち上げをされたところでありま

す。そのことを考えましても、ぜひこのことに

対しましては、真摯な気持ちで、もう一回検討

していただきますようにお願いを申し上げたい

と存じます。もう答弁は要らないと思うのです

が……。

それから、私はこの実態がわかりましたとき

に―県内には３つの県病院があります。病院

局のほうに今回は質問をしておりませんから、

答弁は要らないのですが、県が運営する病院

局、この中での食材もぜひ調査してほしいと私

は思うのです。外部に委託をされておるかわか

りませんが、今、社会の世論を考えますとき

に、中国産を使っている食材はどういうものが

あるのか、そういう実態をぜひ調べて報告して

いただくとありがたいと思っています。よろし

くお願いしたいと思います。

続きまして、同じく教育長にお伺いしてまい

ります。先ほどから申し上げておりますが、国

内の農業というものに大変な逆風が吹いており

ます。また後ほど触れたいのですが、価格転嫁

をしないと、もう日本農業は展開できません。

その中で、私が一番不安に思うのが、学校給食

費の値上げを来年度から本格的に皆さん方の理

解をもらっていかないと、安全・安心な給食は

提供できないと思うのですが、その取り組みの

御見解をお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） お答えする前に、今

の中国産冷凍野菜の問題ですけれども、これに

つきましては、議員からお話がありましたよう

に、やはり私どもも、顔の見える安全・安心な

ものを提供したいということは―これは給食

の実施主体は市町村でありますから、そこの判

断ということになるんですけれども―その気

持ちは全く一緒でございます。そのネックに

なっているのは、価格の問題じゃないかなと思

うのです。

今からその価格の問題でお答えさせていただ

きますけれども、野菜等の食材に関しまして

は、本年度、県内15市町村で学校給食費の値上

げが実施されておりますが、こういう中で市町

村におきましては、例えば、キャベツを使って

いたものをモヤシに変えたり、ジャガイモの種

類をメークインから男爵に変えたりとか、本当

に涙ぐましい形でいろいろと工夫をされ、でき

るだけ栄養価を変えずに食材の工夫をして、給

食の質の低下がないように、いろいろと努力を

されていると伺っております。県教育委員会と

いたしましては、市町村に対しまして、引き続

き安全で安心な、そして良質なものを子供たち

に供給できるように、そしてまた、一方では、

保護者の経済的負担の増大をなるだけ招かない

ように、この辺の兼ね合いが大変難しいと思う

のですけれども、そういったことにぜひ努力を

していただきたいということをお願いしてまい
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りたいと思います。以上であります。

○山下博三議員 私もいろいろ調べさせていた

だいたのですが、１日の給食数、教職員をひっ

くるめて１日が約11万食というふうにお聞きい

たしました。小学生で3,700円、中学生で4,200

円、これが平均的な給食費だろうと思っており

ます。確かに我々も未納者の実態を理解いたし

ております。未納者が1,061人、金額で2,300

万、これが420校中の172校、41％を占めている

ということでありますから、大変な金額である

ことも理解をいたしております。しかし、私は

取り組み方があると思うのですね。

佐賀県のみやき町という町の取り組みを紹介

したいと思うのですが、ここは、やはり地産地

消の定義上、すべてを米飯に変えていったと。

町長の発案だっただろうと思うのですが、生徒

の皆さん方に、すべて小中学生に同じ弁当を配

布した。そして、御飯は我が家から弁当を持っ

てきなさい、給食はすべておかずだけの提供で

あります。今、子供たちが欠食で学校に来る。

朝飯も食わない、そんな家庭が非常に多くなっ

てきた現実があったんですね。そういうことを

することによって、必ずお母さんは御飯を炊

く。そして、弁当に詰めなければならない。そ

して、必ず御飯も食べさせて出す。そして、給

食費も下げてきたということで、非常にその効

果が評価されている話をお聞きしました。

私は、こういう例もひっくるめて、今回の国

産の食材の値上がりもいたし方ないと思ってお

りますから、給食費の問題も、ぜひ真剣な討議

をして、いい形でＰＴＡの理解が得られるよう

に、お願いを申し上げたいと存じます。

次に、東国原知事に再度、今の農業状況につ

いてお伺いをしてまいります。本当に今、価格

転嫁ができないんですね。外国は、アメリカで

も、ヨーロッパでも、オ－ストラリアでもそう

なんですが、自給率の高いところは、農業が苦

しいときには、その国の合意で保護してくれる

んですね。もちろん日本も、農家の救済という

のはいろんな制度でやってきました。しかし、

現在、価格転嫁がなかなか行われません。ちょ

うど１カ月ぐらい前だっただろうと思うのです

が、ドイツで大変な騒動があったんです。酪農

家が１週間、原乳を工場に運ばなかったんで

す。どうしても採算がとれないということで。

１週間目に30％の乳価値上げが決定したと、そ

ういう話もあります。今、本当にそれだけ今農

家は何らかの対策を講じていかないと、もう農

業継続は無理な状況であります。本県は農業県

でありますから、ぜひ知事が先頭に立って、本

県農業を守る上でも、マスメディアの力をかり

たりして、そのことを訴えていただく、そうい

う方向で展開できないか。知事にお伺いしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 原油の高騰とか配合

飼料の高騰が、本当に過去、歴史に見ないよう

な高騰率でございまして、農業生産者の方た

ち、現場の方たちは本当に限界点に達している

んじゃないかという認識は持っております。た

だ、価格転嫁と簡単に言いますけれども、先ほ

どの給食代ではないですけれども、価格を上げ

れば消費が落ち込むといった現象もございま

す。この辺は慎重に考えなきゃいけないと思い

ますけれども、やっぱり農業供給県として、宮

崎県の農業が今、限界点に来ているということ

は事実でございますから、生産者は限界にいる

んだ、もう努力は最大限やっているんだという

ことは、折に触れて消費者の方々に御理解いた

だくように、私のほうからもＰＲといいます

か、そういった情報の発信はしていきたいと考
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えております。

○山下博三議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。もう時間がないんですが、農政水産

部長にお伺いしてまいります。今までの牛乳の

消費拡大というのは、酪農家が中心になって、

経済連、県の協力をいただきながら、さまざま

な努力をしてまいりました。そのことが、大き

なマンネリ化の中で新たな運動展開をしようと

いうことで、私も今まで生産者、経済連団体、

そしてメーカーの方、いろいろ議論してまいり

ました。今、宮崎県に年間１万人の赤ちゃんが

生まれるそうでありますが、県もことし、東国

原県政の目玉であります「こども政策局」を立

ち上げていただきました。子育て支援をしてい

こうということでありますが、私は、ぜひ農政

サイド、福祉保健部、一緒になって妊婦さんに

１年間牛乳が提供できないか、そのことを今、

相談しているところであります。これはどうい

うことかと申しますと、妊婦さんも、お産をす

るまでに健診に10数回行かれるそうでありま

す。そして、これは保険対象外でありますか

ら、10数万お金がかかるそうなんですが、その

ことがなかなかできなくて、駆け込みお産とか

そういうものも問題になっておるようでありま

すから、大変妊婦の健康にいい牛乳をもう一回

原点に返った消費拡大につなげようということ

で、福祉保健部とも相談していただきながら、

妊婦の方へ、お産をされるまで何とか我々助成

をしながら牛乳を飲んでもらう、その運動を展

開していこうと、今その話し合いをいたしてお

りますが、農政水産部長、その取り組みについ

ての御所見を賜りたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県の牛乳消費

拡大対策につきましては、学校給食での牛乳の

利用推進を初め、牛乳普及協議会を核として、

職場での牛乳飲用拡大や酪農フェスティバル等

の各種イベントを通じたＰＲを実施するなど、

消費拡大に努めているところであります。御指

摘の子育て支援の一環としての牛乳の提供につ

きましては、消費拡大の視点も踏まえ、窓口で

あります福祉保健部はもとより、市町村とも連

携を図りながら、牛乳普及協会などの関係機関

とも実施の可能性について検討してまいりたい

と存じます。

○山下博三議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。ぜひ福祉保健部と連携をとって進めてい

ただきますようにお願い申し上げ、今回の質問

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）

○星原 透副議長 次は、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは、傍聴席のほうに日向の高

齢者クラブの方も多数おいでいただいて、本当

にありがとうございます。一生懸命質問させて

いただきたいというふうに思います。

最初に、外国人観光客の誘致と交流人口拡大

の取り組みについてお伺いしたいと思います。

ようやくことし６月１日に、長年の御苦労の

結果、宮崎―台北線定期路線がスタートしまし

た。関係者の皆様の御苦労に敬意を表します。

そして、台湾訪問団の一員として、知事や市町

村及び民間経済団体の関係者並びに県議会を代

表して同行させていただきました。本当にあり

がとうございました。台北市内のデパートでの

「宮崎の観光と物産フェア」の記念イベントを

皮切りに、総統府シャオ副総統やエバー航空会

社等を表敬訪問いたしました。東国原知事は、

「東東さん」の愛称で人気が高く、連日テレビ
とんとん

や新聞で大きく取り上げられていました。シャ

オ副総統も、「台湾での宮崎県の認知度がぐん
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とアップした。国民も宮崎に興味を持つだろ

う」と言われていました。また、「知事が来

て、これほど宣伝効果があるのは初めてだ」と

も言われました。私も、宮崎の情報発信は大成

功であったと感じております。そして、表敬訪

問の行く先々で、台湾と宮崎双方の経済、観

光、文化、若者や学生等の幅広い交流を希望さ

れていました。そこで、知事は今回の台湾訪問

にどのような感想をお持ちでしょうか、お伺い

いたします。

次に、教育長の基本姿勢についてお尋ねいた

します。

先日の萩原議員の質問で、「教育はまず家庭

にある。きずなを大切にした営みの中ではぐく

まれる」というようなことを述べられました。

私も、人を育てるのは基本的に家庭が中心であ

るべきだと考えております。その中で、教育基

本法改正や新学習指導要領の改訂が行われ、教

育環境や社会が大きな節目を迎えています。教

育長は、宮日の「ひと」の欄で「若竹の 伸び

ゆくごとく 子ども等よ 真直ぐにのばせ 身

をたましひを」と若山牧水の歌を引用されて、

教育現場へのメッセージとしています。宮崎の

宝である子供たちの教育について、この歌の意

味するところ、また新学習指導要領の基本理念

「生きる力」や、教育長としての基本的な考え

をお聞かせいただきたいと思います。

これで壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 台湾訪問の

感想についてであります。今回は、台北線開設

を記念して、県議会や市町村及び経済団体の代

表者の皆様方と訪問させていただいたところで

あります。改めて、台湾はエネルギッシュで親

しみやすく、新しいものと歴史的なものが混在

した大変魅力的なところだと感じたところでご

ざいます。表敬訪問先では、どちらでも温かく

迎えていただきましたが、特に総統府でシャオ

副総統から、「宮崎と台湾は地理的に近く、親

しみを感じている。定期路線の開設により、今

後さらに交流が深まることを願っている」とい

うお言葉をいただきまして、台湾との相互交流

とお互いの活性化に全力で努力していきたいと

考えた次第でございます。今回、定期便が就航

したことで、宮崎からおよそ２時間で直接、台

湾に行くことが可能になりましたので、台湾と

宮崎・南九州の間で、観光だけではなく、人、

物、産業、経済の交流がますます盛んになるこ

とを期待しているところでございます。〔降

壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

教育長としての思いについてであります。私

は、これからの社会の発展や本県の未来を切り

開くには、子供たちの健やかな成長がその原動

力であると認識をいたしております。教育長に

就任して２カ月余りが過ぎようとしております

が、教育に対する価値観が多様化していること

や、子供たちを取り巻く環境の厳しさなどを改

めて痛感しているところであります。また、教

育基本法の改正を初めとする我が国の教育の大

きな変革に伴い、今後は、新たな学習指導要領

による学校教育が進められ、これまで以上に生

きる力の育成が求められることになります。こ

のような中、本県教育行政の推進に当たりまし

て、私は、人と人とのきずなを大切にしなが

ら、学校、家庭、地域社会が一体となって、地

域の宝、国家の宝である本県の子供たちに、課

題を見出し解決する力、他人を思いやる心、健

康や体力など、これからの社会を力強く生き抜
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くための力を身につけさせることが大切である

と考えております。先ほど議員が読まれました

郷土の歌人、若山牧水の短歌にありますよう

に、子供たちがすくすくと育ち、一人一人の個

性や能力が最大限に伸びるよう、県民総ぐるみ

による教育を一層推進してまいります。以上で

あります。〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございました。台

湾には、副議長と私と外山衛総務政策常任委員

長も同行いたしましたので、その御報告もさせ

ていただきたいと思います。先ほど知事のほう

からありました。私も行きまして本当に親近感

を覚えまして、非常に交流を深めなければいけ

ないなというふうに思っております。そして、

シャオ副総統が、外国の要人と会うのは東国原

知事が初めてだということもありまして、本当

に宮崎に対する期待も大きいのではないかな、

そういうふうに思っております。知事はよく、

宮崎を外から見るということで、県内外もそう

でしょうが、外国からも宮崎というものを見て

の、先ほどのようなお言葉だったと思います。

我々も含めまして、職員も宮崎県人も全部、

やっぱりもう一度、外から県を見直すというこ

とも大事ではないかなというふうに思っており

ます。これは答弁は要りません。

それから、教育長、本当に「生きる力」、基

本理念です。これは知・徳・体ということであ

らわせば簡単に済むんでしょうけれども、学校

と我々保護者と地域の方々が、この一つの理念

について共通の理解をしているかどうかという

ところが非常に難しいのではないかなと思うの

です。概念的に頭では知識としてはわかるので

すけれども、では実際何をどうしたらいいのか

というところで非常に悩むのではないかなとい

うふうに思っております。生きる力ということ

は何なのだということで、共有できる取り組み

も、ぜひ教育長のほうにお願いしたいというふ

うに思っております。

それでは、次の質問に移らせていただきま

す。地方財政健全化法の成立の背景には、夕張

市の不適正な事務処理によって、赤字の実態が

公表されず拡大しました。旧法の欠陥が引き金

であったというふうにも考えます。そして、平

成19年度から地方自治体には、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担

比率、以上の４つの指標が義務づけられまし

た。この目的は、地方自治体の破綻を未然に防

ぎ、財政状況の改善を強く促すのが目的である

というふうに言われております。地方財政健全

化法の趣旨にのっとり、住民や議会への情報開

示、これが最も大事だと思うのです。これにつ

いて、県民に対して、この法律の意味と内容を

わかりやすく説明いただきたいと思います。総

務部長にお願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今の議員の御質問

で大概説明になったかと思うのですが、それ以

上に私、わかりやすく説明できるかどうかわか

りません。比喩が適当かどうかわかりませんけ

れども、これを20年度から始まりました特定健

康診査になぞらえますと、特定健康診査の場合

は、健康な方と通常いいますメタボな方、それ

から病気の方、大きく３つに分かれると思いま

す。これはそれぞれ幾つかの指標があるのです

が、今おっしゃった４つの指標でそれぞれ各地

方公共団体、数字を出しまして、それぞれの指

標が３つの区分の中のどれに当てはまるかとい

うことで判断していくというものでございま

す。言うならば、メタボになっているかなとい

うのが早期健全化基準、黄色信号がともった状

態ということでございますけれども、ここは財
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政健全化計画をつくる必要があると。赤信号、

病気の状態ということでございますが、この団

体については、財政再生計画をつくる必要があ

るということで、それぞれ健全化に取り組んで

いく必要がうたわれておるところでございま

す。

従来、財政再建制度というのがございまし

て、これは一つだけの指標でいきなり赤信号と

いう状態を出した。御指摘にありましたよう

に、夕張市の状態がそういった状態だったと。

そのようなことがわからないという状態だった

のを改める理由もありまして、今回は複数の指

標をもとに、その手前でも注意を喚起したいと

いうのがございました。４つの指標の中に、普

通会計のほかに特別会計あるいは病院等の公営

企業、さらには公社や第三セクター等まで含め

まして、財政状況をあらわす指標がございま

す。フロー、それからストック、この両面から

自治体の実質的な財政状況を開示することが求

められますので、それぞれの自治体の台所事情

が、よりわかりやすいものとなるというふうに

考えております。

○十屋幸平議員 総務部長は、前病院局次長

だっただけに、健康診断になぞらえて非常にう

まい答弁をされたな、わかりやすかったという

ふうに思いますが、それで県内の市町村が夕張

問題のような心配はないのか。財政状況をどの

ように把握して、健全化法に照らしてどうなの

か、再度、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県市町村は、御

承知のように、自主財源に乏しく地方交付税に

大きく依存する財政構造にありますとともに、

経常収支比率が平均で90％を超えるということ

で、硬直化が進んでいる状況にございます。こ

のため、近年の地方交付税の削減等の影響もあ

りまして、非常に厳しい財政状況となってお

り、各市町村とも普通建設事業費や人件費の削

減など、徹底した行財政改革により対応してい

るところでございます。こういった状況の中

で、財政健全化法に基づく先ほどの４指標でご

ざいますが、19年度決算からの算定ということ

で、現時点でどうなるかというのを申し上げる

のは困難なところもございますが、18年度の決

算データで見てみますと、実質収支あるいは実

質公債費比率が早期健全化基準以上となる団

体、黄色の信号となる状態、こういったものは

まだございません。そういったことから、現段

階で財政健全化団体、あるいは財政再生団体、

赤信号の状態、こういったことになる市町村は

ないものと見込んでいるところでございます。

○十屋幸平議員 一応、一安心というようなこ

とでございますが、そうならないように、それ

ぞれの地方自治体で頑張っていただきたいと思

います。それで、県として法の施行を受けまし

てどのように取り組んでいくのか、再度総務部

長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 法による健全化判

断比率のうち、新たに設けられた指標として、

特別会計あるいは公営企業を加えた県の全会計

を対象としたり、また、普通会計が将来負担す

べき公営企業あるいは出資法人等の負債も含む

実質的な負債の状況を明らかにするものがござ

います。したがいまして、今後とも、県全体と

しての財政の健全な運営を推進するためには、

基金あるいは地方債残高の状況のほか、普通会

計のみならず、関係する他の会計まで見据えた

非常に幅広い財政的な対応を行う必要があると

考えております。なお、指標の算定は、決算の

取りまとめ作業と並行して行うこととなります

けれども、関係機関との連携により、数値の正
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確な把握に努めるということはもちろんでござ

いますが、指標の公表に当たりましては、財政

状況について一層の説明責任を果たしてまいり

たいと存じます。

○十屋幸平議員 まさに今、御答弁いただいた

ように、これから法に基づく数字を合わせてい

くときに、監査部門も、それから会計も、財政

課も含めてきちんと運営を行っていただきたい

というふうに思っています。そして、何よりも

住民への情報公開と、我々議会のチェック機能

もきちんとやっていかなければいけないという

ことを認識しております。そういうことも含め

て、財政運営のほうをお願いしたいというふう

に思います。

次に移ります。2007年問題、団塊世代の大量

の退職者が出ることは社会問題でありまして、

民間企業では団塊世代の技術や経験、ノウハウ

などがうまく継承できないのではないかなとい

うふうな心配もございます。県庁も例外ではな

くて、現場の技術者の大量退職が考えられま

す。そこで、公共三部におきまして、技術の継

承を図る観点から、20年度末の退職者数及び新

規採用者数をお伺いしたいと思います。また、

今後、どのようにして定員管理をしていくの

か、総務部長に再度お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 公共三部の技術職

員退職予定者数につきましては、20年度末の定

年退職者分、また21年度の採用予定者数は、既

に採用試験の公告を大卒程度分でしております

けれども、それについて申し上げますと、環境

森林部の林業職が退職予定６人、採用予定が２

人、それから農政水産部の農業職、これは農業

職のほかに畜産職とか幾つかの職がございます

けれども、退職予定が15人、採用予定が17人、

また県土整備部の土木職等は、退職予定が20

人、採用予定が13人となっておるところでござ

います。現在、行財政改革大綱2007に基づきま

して職員数の純減を進めているところではござ

いますけれども、一方で、御指摘にありました

ように、技術職員の退職が非常に多いという状

況の中で、こういった職員の持つ豊富な経験あ

るいは技術の継承を図っていくことは、県民

サービスを維持していく上で非常に大切なこと

だというふうに考えております。県といたしま

しては、退職者数あるいは業務量等を勘案いた

しまして、再任用制度等の活用を図るととも

に、計画的な人材の育成あるいは執行体制の効

率化等に努めまして、技術水準の維持に努めて

まいりたいと存じます。

○十屋幸平議員 それでは、それぞれ環境森林

部、農政水産部、県土整備部の技術者の経験や

ノウハウをどのように継承していくのか、お答

えをお願いしたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） お話のよう

に、団塊世代が大量に退職する中にありまし

て、経験豊富な職員の有する技術やノウハウを

確実に引き継いでいくことは重要な課題でござ

います。このため、経験豊富な技術職員を各職

場にバランスよく配置をし、若手職員を養成す

ることにより、長年培った技術の継承に努めま

すとともに、再任用制度等の活用も図ることと

しております。また、国や民間の研究機関等へ

の派遣研修や、部内での専門研修を実施するこ

とにより、技術職員の能力開発にも努めており

ます。今後とも、多様化・高度化する県民ニー

ズに的確に対応できるよう、技術の継承を図り

まして、人材の育成に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の基幹産

業であります農水産業の振興を図る上で、職員
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が幅広い知識やしっかりした技術、情熱を有す

ることは極めて重要であると思います。農政水

産部におきましては、ベテラン職員の豊富な技

術や経験を生かし、また継承するため、退職し

た技術者の試験研究機関等での再任用、あるい

は非常勤職員としての任用等を行っておりま

す。また、国等が主催する研修への積極的な参

加や、品目ごとの広域での講習会の実施等によ

りまして、技術力の向上に努めております。さ

らに、本年４月、普及部門を農林振興局等の内

部組織としたところでございまして、行政、普

及等さまざまな経験や技術を有する職員が連携

して業務を推進することにより、今後とも、技

術の継承と人材育成に努めてまいりたいと存じ

ます。

○県土整備部長（野口宏一君） 県土整備部で

ございますが、今後３年間で70名程度の技術職

員の定年退職が見込まれております。今後とも

良質な社会資本の整備を継続していくために

は、ベテラン職員の技術や経験を若手職員にう

まく継承していくことが大変重要であると認識

しております。技術職員の育成につきまして

は、国等が主催する研修等への積極的派遣でご

ざいますとか、建設技術センターでの階層別研

修、災害工事等の実務研修を実施しております

が、今後、ベテラン職員の技術や経験を生かし

た研修カリキュラムの再編等も必要ではないか

と考えております。また、建設技術推進機構で

は、昨年度から、退職いたしました技術職員を

施工体制監視員として採用しておりまして、そ

の専門性の活用も図っているところでございま

す。今後とも、再任用制度等の活用を図りなが

ら、退職職員やベテラン職員の専門性を生か

し、世代間における技術や経験の継承を促進い

たしまして、県土整備部全体の技術力の向上に

努めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。当

然、行革大綱の中で、事務量の減だったり財政

的な節約も含めて職員さんの数が減るというの

は計画されておりますけれども、切れ目のない

技術の継承をぜひお願いしたいというふうに思

います。これは要望であります。

次に、観光行政についてお尋ねをしたいと思

います。国際定期便、先ほど言いましたよう

に、台湾線が開設されまして大変喜ばしいこと

でありますが、さきに開設しました韓国のソウ

ル線でも搭乗率が伸びないで、特に乗客が韓国

側と日本側ではかなり差があると。そういうと

ころの課題もあるようでありますので、今後、

国際定期便、韓国・台湾線を活用した観光また

は経済、そして人的交流をどのように図るの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 台湾・韓

国との相互交流の拡大ということであります

が、まずこちらから行くほうですけれども、こ

れは県民の皆様に、定期便の利便性であります

とか台湾・韓国の魅力をＰＲして、促進を図っ

ていく必要がございますし、また、こちらに来

ていただく分につきましては、台湾・韓国の方

々のニーズを踏まえた観光商品の開発でありま

すとか、県内の施設等での外国語表記の充実な

ど、受け入れ体制の整備に努めまして、県内へ

の誘客を図っていく必要があるというふうに

思っております。また、鹿児島等の隣県とか九

州観光推進機構と連携いたしました周遊ルート

の開発や共同でのセールスを充実するなど、広

域的な観光客の誘致活動を積極的に展開する必

要があるというふうに考えております。またさ

らに、このような観光だけにとどまりません

で、農産物を含めた県産品の一層の販路拡大や
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経済分野での交流拡大、また、修学旅行を通じ

た学校交流とか文化・スポーツ交流など、さま

ざまな分野で定期便を活用した交流の促進に努

めてまいりたいというふうに考えております。

○十屋幸平議員 先日、福田議員もパスポート

の件で質問されました。10万人単位で言います

と、宮崎が全国で42位、鹿児島が43位、熊本

が32位、大分が29位、辛うじて福岡が14位とい

う統計が出ております。これはパスポートがな

ければ外国に行けませんので、非常に密接に絡

んでくると思うのですね。ですから、隣県とい

うことでよく言われるんですけれども、それぞ

れの県でやるんではなくて、３県なら３県でき

ちんと取り組みをしないと、この率は上がって

こないし、観光も経済もこれからアジアに目を

向けていくので、そういう点も踏まえて、しっ

かりとこの点も取り組んでいただきたいなとい

うふうに思っております。

向こうに行かせていただいて、お土産の話を

しました。台湾から来られた観光客の方は大分

産のシイタケをたくさん買って帰るということ

を聞きまして、宮崎に来て何で大分のというふ

うな思いもしましたので、そのあたりの取り組

みもまた、ぜひお願いしたいと思います。そし

て、台湾では焼酎は余り飲まれないそうですけ

れども、せっかくどこかの会社の「東国原焼

酎」というのがありますから、台湾で「東東焼
とんとん

酎」で売り出してはどうかなというふうにも

思っております。これは余談になりますけれど

も、そういう意味で、台湾のデパートの方だっ

たんですが、ある民間の方にお話を聞くと、何

でも売れますよという話で、非常に前向きなお

話をさせてもらいましたので、そういう取り組

みもぜひお願いしたいというふうに思います。

次に、入札制度改革に移らせていただきたい

と思います。御案内のとおり、宮崎の産業構造

は依然として建設産業への依存度が高いと。５

月の倒産件数13件中８件が建設業。これは公共

工事の縮減、また急激な入札制度の改革による

影響が考えられると思います。これから夏枯れ

と言われる時期に入りまして、完全失業率全国

第16位、有効求人倍率全国37位、そして雇用保

険受給率全国５位、非常に高いです。この点

が、やっぱり宮崎の経済が低迷している、そし

て建設産業が倒産していっているということを

あらわしているのではないかなというふうに思

います。先日、ＮＨＫ放送の「宮崎熱時間」

「脱談合はどこへ向かうのか」が放送され、知

事も出ておられまして、いろいろお話をされて

おりました。その中で、「大なたを振るっ

て」、それから「大まかにふるいにかけた」、

そして「改革というのは大体実験ですよ」とい

うような発言をされていました。私もその場面

は見ました。当然番組ですから、前後の文脈に

関係なく、そこの部分だけがカットされて流さ

れたのだというふうに思いますが、テレビを見

た視聴者のほうは、やっぱりいろんな考え、受

け取り方をされると思うのですね。率直に言っ

て、言葉だけを見ると非常に冷たい感じがする

んですよ。ですから、３つの点につきまして、

知事の真意のほどをお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおりテレ

ビというものは、あるフレーズをカットして、

そこだけを象徴的に流すものですから、ややも

すると視聴者に間違った印象を与えてしまうと

いうのはいたし方ないのかなという感じがしま

す。「大なたを振るう」ということ、「大まか

にふるいにかける」ということ、私は、改革と

いうのは大なたを振るうことが改革だと思って

いるんですね―例えば、大阪の財政改革。地
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方分権がいま一つ進まないのは、大なたを振る

う人がいないからだと思っているんですね。で

すから、改革というのは、それこそが改革だと

思っているんです。その一連の言葉が、冷た

く、あるいは何か突き放すような印象で皆さん

に聞こえてしまったのなら、それは私の不徳の

いたすところで、謝らなければいけないと思っ

ておりますが、編集の関係もありまして、そう

いったふうに印象づけられた部分もあるという

ことは御理解いただければと思います。それ

で、「実験である」という言葉なんですけれど

も、私は、改革は、改革をやると同時に検証し

ていかなければいけないと、いつも思っている

んですね。その改革が本当によい方向に進んで

いるのか、悪い方向に進んでいるのかというの

は、現場の皆さん、あるいは関係各位の皆さん

が十分に検証に検証を重ねていく、そういった

意味で実験の意味合いがあるということで使わ

せていただいたということでございます。今後

とも、この入札・契約改革というのを―さき

の官製談合、この意味で談合は根絶しなきゃい

けない。県民の皆さんの大切な血税を無駄に使

うことになりますから、それは粛々としていか

なければいけない。これはマニフェストで県民

の皆さんとお約束させていただいたとおりでご

ざいますが、十分な検証を重ねることも、また

同時にやっていかなければいけないという認識

でおります。

○十屋幸平議員 それで大体真意はわかりまし

た。先日も質問がありましたが、現在の建設産

業に対する状況をどのように知事は思ってい

らっしゃいますか。御答弁をお願いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 建設業界を取り巻く

環境というのは非常に厳しい状況となっておる

ことは認識しております。しかし、もとより社

会資本整備の担い手であります建設産業は、災

害時の緊急対応などに大きな役割を果たしてい

ただいていることも認識しております。また、

地域経済と雇用を支える重要な産業の一つとし

ても、私は理解しておるつもりでございます。

このため、平成20年度の重点施策の一つとして

建設産業対策を位置づけさせていただきまし

て、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、建設業者の実情に応じた

きめ細かい支援、対応に今後も努めていきたい

と考えております

○十屋幸平議員 ２つの質問で、建設業者に言

わせると、実験ではたまらぬという声もあるこ

とも御認識いただきたいというふうに思ってお

ります。

それでは、次に移らせていただきます。入札

・契約監視委員会の審議内容等について、細か

く質問させていただきます。「予定価格の公表

のあり方について、積算能力等の条件などもあ

り、慎重に検討するように」と、委員会でも意

見が出されています。全国的には、事前公表

が29団体、事後公表が８団体、金額による事前

事後の併用型が10団体となっております。ま

た、国のほうから３月に、事後公表にするよう

に要請があったとも聞きますが、本県におい

て、工事のランク別に併用型を取り入れること

はできないか、県土整備部長にお願いいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 予定価格につ

いてでございますけれども、本年３月末に、事

前公表の見直しに係る国からの通知がございま

して、現在、本県を初め26の都道府県が、事前

漏えいや入札不調による工期のおくれ等を防止

する観点から事前公表としているところでござ
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います。本県では、昨年10月に最低制限価格の

引き上げを行いまして、また、この６月には公

共三部における公共工事入札・契約事務の綱紀

保持マニュアルを作成し、周知を図っていると

ころでございます。したがいまして、予定価格

の公表時期につきましては、入札・契約制度改

革全般の十分な検証と情報漏えい防止の徹底を

図った上で、議員から御提案のありましたこと

も含め検討してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 先ほど知事も必ず検証が必要

だと言われておりますので、情報漏えいという

のは官製談合であったということは御認識いた

だいているものと思います。

次に、最低制限価格についてでありますが、

「最低制限価格の引き上げ後に品質は確保され

ているのか。また、落札率が85％で採算がとれ

ているのか」という質問に対しまして、事務局

は、「工事ごとに赤字の工事と黒字の工事があ

るが、一般的に現在の最低制限価格であれば、

現場レベルであれば採算は成り立つようであ

る。しかし、企業経営としては厳しいと聞いて

いる」、そういうふうに答えていらっしゃるわ

けです。ですから、十分に認識されているとい

うのはわかりますが、再度の見直しについてど

のように考えているか、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 最低制限価格

についてでございますが、「入札・契約制度改

革に関する実施方針」に基づき、また、昨年９

月には県議会の決議もございましたけれども、

これを踏まえ、工事の品質確保や健全かつ継続

的な企業経営を考慮いたしまして、昨年10月

に、この最低制限価格を引き上げたものでござ

います。引き上げ後の最低制限価格において

も、企業の経営には厳しいという意見を承って

おりますが、これにつきましても、入札・契約

制度改革全般の検証の中で十分な検討を行って

いきたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、国土交通省が、現在の

燃料や鋼材の高騰によって、28年ぶりに単品ス

ライド条項を発動いたしました。県としては、

いつから適用するのか、そして、件数とか金額

とかがわかりましたら、お知らせいただきたい

と思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 単品スライド

条項につきましては、６月13日付で、国から的

確な運用を要請する旨の通知があったところで

ございます。これを受けまして、本県におきま

しても、６月25日から本条項を発動していきた

いと考えております。この単品スライドでござ

いますけれども、特別な要因によりまして、主

要な工事材料の価格が工期内に著しい変動を生

じた際に、請負代金の変更ができるという措置

でございます。今回の条項発動に際しまして

は、６月25日以降に完了いたします工事及び今

後発注する工事を対象といたしまして、変動額

が請負代金の１％を超える場合に適用すること

としております。また、対象となる工事材料で

ございますけれども、鉄筋や鉄骨などの鋼材

類、軽油・ガソリンなどの燃料油の２つの資材

を予定しております。対象となる工事の件数や

金額でございますけれども、県土整備部では、

現段階で約50件、9,000万円程度と試算している

ところでございます。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。

それでは、次に移りたいと思いますが、公共

工事に係る業務委託について、これも委員の発

言を引用させていただきます。「一連の官製談

合事件は、まだ一般競争入札に移行していない

建設コンサルタント業務においてであった。そ
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の経緯を踏まえると、県民にとってこの分野が

後回しにならないように改革を進めていくこと

が求められている」と述べられております。建

設関連業務委託のうちに、まだ指名競争入札が

残っているのは何があるのか。そしてまた、そ

れらの業務について、一般競争入札に向けての

取り組みについて、県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設関連業務

委託には、測量を初めといたしまして、補償コ

ンサルタント、建設コンサルタント、建築設

計、地質調査の５つの業務がございます。この

うち、測量と補償コンサルタント業務につきま

しては、昨年10月から条件付き一般競争入札を

導入したところでございます。残る建設コンサ

ルタント、建築設計及び地質調査業務、これら

の３業務につきましては、現在、指名競争入札

を行っているところでございます。これら３業

務につきましては、技術的難易度が低い業務か

ら高い業務までさまざまであること、必要とな

る専門知識も多岐に分かれていることなど、多

様な業務内容を踏まえまして、現在、一般競争

入札における入札参加資格要件の検討を行って

いるところでございます。県土整備部では、で

きれば本年８月から、これらの業務のうち50件

程度を抽出いたしまして、一般競争入札を試行

し、設定した入札参加資格要件等の検証を行っ

ていきたいと考えております。

○十屋幸平議員 それでは、総合評価落札制度

について３項目ほど続けて御質問します。

まず１点目は、企業の技術力の項目で、ＶＥ

提案の採用実績について、これまで対象事業件

数が少なかったのではないかと思っております

が、その課題はないのか。

２点目は、地域社会への貢献度の一つで、過

去２年間の新規学卒者の雇用は、技術系卒業者

ということですけれども、これだけ景気が悪く

て、建設産業にあっては経営計画が立てられな

い状況の中で、技術者を新規採用する余裕があ

る企業は限られてくるんじゃないかというふう

に思います。その雇用も、事務職の採用も条件

に入れるべきではないかというふうに思ってお

ります。

３点目、障がい者の雇用については、法律で

決められております。実際、雇用率が上がらな

い難しい現状であります。その点について課題

等はないのか。以上３点について、県土整備部

長にお伺いいたします。

○星原 透副議長 執行部、答弁を簡潔にお願

いします。

○県土整備部長（野口宏一君） ３点の評価項

目のうち、まずＶＥ提案の採用実績についてで

ございます。ＶＥ提案対象工事につきまして

は、平成16年度から19年度までに県土整備部が

発注したもので83件実施しており、その結果、

ＶＥ提案が採用された県内企業は35社になって

おります。また、現在試行中の総合評価落札方

式による工事につきましても、すべてＶＥ提案

対象工事としているところでございまして、企

業の技術力の向上に対する意欲を高めること

で、技術と経営にすぐれた企業が伸びていく環

境づくりに努めているところでございます。

次に、２つ目の項目、新規学卒者の雇用状況

でございます。建設業を取り巻く経営環境は大

変厳しい状況であり、新規雇用を図ることにつ

いては容易ではないものと承知しております。

しかし、建設産業における技術の伝承のため、

若手技術者を育成することは急務でございまし

て、技術系の新規学卒者の雇用について、評価

の対象としているところでございます。
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３点目、障がい者の雇用についてでございま

す。同様の状況にあると認識しておりますが、

地域における社会貢献度を幅広い観点から評価

するため、評価の対象としているところでござ

います。総合評価落札方式の評価項目につきま

しては、今後とも、試行結果を検証しながら、

随時、見直しをしていきたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 今、いろいろと聞きました。

最終的にまた知事に、そのことについて最後の

ほうでお聞きしたいと思います。

次に、県道の整備について、日向に土々呂日

向線というのがありまして、中町地区というの

があります。これは常任委員会でも現地調査を

していただきました。この地区は、200メートル

の区間の前後が区画整理事業で整備が進んでお

ります。その間だけすっぽり何もないんです。

この整備について、地元の方々も早く整備して

いただきたいというふうに思っておられますの

で、今後の取り組みについて、県土整備部長に

お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 中町地区の未

改良区間についてでございますけれども、議員

のお話にございましたように、現在、隣接して

整備が進められている日向市駅周辺地区と日向

南町地区の区画整理事業を行っておりまして、

これと同様、まちづくりの観点から、区画整理

事業等の面的整備と一体となりました道路整備

が望ましいと考えております。このため、地元

の日向市とともに、その整備手法等について検

討してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 検討されて、市とも協議しな

がらやっていただきたいというふうに―これ

は要望であります。

次は、教育長のほうにお尋ねしたいと思いま

す。学校の耐震化なんですが、先週も新聞に大

々的に出ていましたので、数字的なものはあれ

と全く一緒です。皆さんにお配りしているの

は、その前に準備したものですが、これがそっ

くり出ていましたので、今さら質問することも

ないのかなと思うのですが、私の思いは、文科

省が今まで出してきた耐震化診断率というもの

の中に、いささか疑問点があります。そういう

ことも含めて、私個人は、国の宝である子供の

生命と安全は、やっぱり国が全責任を持ってや

るべきだというふうに思っているんです。です

から、そういうことも踏まえまして、耐震診断

実施率の内容と、公立小中学校の耐震化の今後

の取り組みについて、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 学校を対象とする耐

震診断の種別には、今お話のありました優先度

調査、それから１次診断、２次診断等がござい

ます。先週末、文部科学省が公表いたしました

耐震診断実施率は、これらすべての種別による

診断を合わせたときのものでございます。本県

の公立小中学校につきましては、97.8％となっ

ておりますが、この数値から、簡易な調査であ

ります、ただいまの優先度調査分を除きます

と、76.4％ということになります。

次に、小中学校の耐震化の今後の取り組みに

ついてでありますが、今回、いろいろな働きか

けの結果、地震防災対策特別措置法改正法の成

立を見たところでありますけれども、この法律

におきましては、大規模地震の際に、倒壊等の

危険性が高い建物を対象とする補強事業につい

て、補助率が２分の１から３分の２に引き上げ

られるなど、地方負担の軽減が図られていると

ころであります。県教育委員会といたしまして

は、こうした法改正の趣旨を受け、優先度調査
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だけにとどまっている学校につきましては、よ

り詳細な耐震診断の早期実施について指導を行

うなど、耐震化の促進に向け、市町村への働き

かけにさらに力を入れてまいりたい、このよう

に考えております。以上であります。

○十屋幸平議員 簡単にこの表（配付資料）を

説明したいと思います。Ｃの昭和56年以前の棟

数で1,134、その下の1,109、この開きが25あり

ます。これはＮＨＫが出されたと思うのです

が、改築や取り壊すところもあります。それか

ら、全く何もやらないところもあります。そし

て、ずっと下のほうを見ていただきますと、

今、教育長が言われたように優先度調査、これ

は耐震診断をどれから先にやるかという調査も

含めて耐震診断実施率、この言葉に、今まで私

たちも97％あるんだなと思っておりましたら、

実際はそうではなかったということがわかりま

して、非常に驚いております。最終的に、右端

のほう、手書きしてあります。最大513棟、28.5

％、これと25を合わせると、約３割がまだ済ん

でいないということですので、市町村のことで

はありますけれども、ぜひ御指導のほどお願い

したいと思います。そして、知事、教育長、

やっぱり子供の生命と安全ですから、きちんと

国のほうに言っていただきたい、そのように要

望申し上げておきたいと思います。

次に移りたいと思います。特別支援教育につ

いてお尋ねしたいと思います。これは、私、毎

回質問させていただいておりまして、本当に高

等部設置についてはもう待ち切れません。保護

者の、子供が入学したときの作文をひとつ読ま

せてもらいます。「笑顔」という題ですが、

「４月11日、延岡たいよう支援学校入学式。我

が家の三男「純」は大き目の制服を着て、少し

照れながら高校生になった。式典後の写真撮影

も笑顔だった」（中略）ずっとありまして、小

中学校の苦労されたこともありました。結びに

―ここからなんですけれども―「まだス

タートしたばかりの高校生活だが、たくさんの

ことを吸収して、伸ばせる力を持っていると信

じている。そして、笑顔で過ごせる日がずっと

続くことを願っている」。これはまさに親の気

持ちだと思います。ですから、苦労と成長、そ

して未来への願いを込めての母親としての作文

だと思いますが、それぞれ県内高等部設置を要

望されております。その取り組みについて教育

長にお尋ねをしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 高等部設置につきま

しては、これまで全県的・総合的な視点に立っ

て、計画的に整備を進めたところでございま

す。今後の高等部の設置につきましても、今年

度中に策定を予定しております「宮崎県特別支

援学校総合整備計画」を策定する中で検討して

まいりたいと考えております。以上でありま

す。

○十屋幸平議員 私が質問するたびに同じ答え

なんですが、整備計画策定委員会で最終報告を

出されまして、「すべての高等部未設置校で高

等学校の余裕教室を有効活用した高等部設置に

ついて検討すべきである」と出されています。

本当にこの件については進展がないので、親と

しての気持ちが、もう待ち切れない状態が正直

なところなんですよ。財政的な負担もかなりあ

ると思います。教育長、いつ計画は策定される

のか、御答弁をお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 今、議員からお話が

ありました策定委員会の報告は私も当然のこと

ながら了知しているわけでありまして、これを

受け、本県としての計画策定につきましては、

今年度の早い時期に策定をしたいと、このよう
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に考えております。以上です。

○十屋幸平議員 勝手に解釈しますと、今年度

ですから、ことしじゅうにはできるのかなとい

うふうに思いますが、それを受けても、やっぱ

りまだ実施するまでには時間がかかります。そ

れで、高千穂高校の「延岡わかあゆ支援学校」

が開設されたのですが、そのときの保護者とか

関係者の声をちょっとお聞かせいただきたいと

思います。教育長にお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） わかあゆ支援学校高

千穂校の生徒の保護者からは、自宅から通学と

なり、我が子の成長する姿を間近で感じること

ができる喜びの声、それから高千穂高等学校内

に設置をしておりますので、ここの高校の生徒

の思いやりに感謝する声が寄せられておりま

す。それから、地域内の小中学校からは、特別

支援教育センターとしての果たす役割について

非常に期待が大きいということでございます。

○十屋幸平議員 知事、お聞きになったとおり

です。その障がいを持つ、特別支援教育を受け

る生徒以外にもいろんな波及効果が出てくると

いうことで、非常に財政は厳しいんですけれど

も、ぜひお願いしたいというふうに思います。

教育長のほうにも、計画を策定して実施するま

で、できるだけ短い期間でやっていただくよう

に要望しておきたいというふうに思います。

今、御答弁いただきましたように、思いやり

という言葉も出ました。次に、学習指導要領の

内容について３点ほど質問させていただきま

す。

まず、道徳の時間数についてであります。戦

後、失われてきた日本のアイデンティティー

―という言葉を使いましたが―本来、日本

人が日本人であるべき姿にようやく立ち返るこ

とに気づいたというふうに思います。その大き

な方向が、新学習指導要領の道徳教育の充実

や、伝統や文化に関する教育の充実ではないか

というふうに思います。道徳の時間が１週間で

１時間しか組まれていません。個人的には、そ

れでは少ないんじゃないかなというふうに思っ

ております。道徳教育の充実をどのように図っ

ていくのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 新学習指導要領にお

きましては、「道徳教育は、道徳の時間を「か

なめ」として、学校の教育活動全体を通じて行

うこと」と明確にしているところであります。

中でも、道徳の時間で学んだことを日々の生活

の中で実践できるようにすることや、道徳性を

育成するために、体験活動の推進を一層重視し

ているところであります。県内の多くの学校で

は、既に保護者や地域の方々などを外部講師と

して招いたり、校長を初め、学級担任以外の教

職員も道徳の時間の指導にかかわるなど、積極

的な取り組みを行っているところであります。

また、高齢者クラブや年齢の異なる子供たちと

の交流活動を初め、職場体験や福祉体験といっ

た体験活動を実施しながら、地域ぐるみで道徳

教育の推進に取り組んでいるところでございま

す。なお、今回の新学習指導要領によりまし

て、「道徳教育推進教師」を各学校に位置づけ

ることが示されておりますけれども、本県にお

きましては、既に各学校に「道徳主任」という

形で位置づけているところでありまして、今後

とも、道徳教育の推進役となる教師のさらなる

資質向上、さらにはシニアパワーやコミュニテ

ィパワーの積極的な活用等に努めてまいりたい

と思います。以上であります。

○十屋幸平議員 道徳につきましては、高校で

必修化している学校があったり、素手でトイレ

を掃除する学校があったり、作法の先生に外部
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講師として来ていただいて取り組んでいる学校

があったり、そしてまた、究極は、保護者の道

徳教育をしているところもあるというぐらい大

事に思っている学校が多いと。本県におきまし

ては、先ほど言われましたように、既に先生を

きちんと配置されているということであります

ので、しっかり取り組んでいただきたいという

ふうに思います。

次に、外国語についてです。これは、小学校

５～６年生に週１時間程度義務づけられまし

た。日向市においては、小学校１年生から取り

組んでおりますが、これからの地方分権を踏ま

えて、道州制も視野に入れるときに、九州の進

むべき方向として、アジアとの経済交流を初

め、歴史的な背景も視野に入れ、文化的な交流

も含めて、中国語や韓国語なども重要になって

くるのではないかなというふうに考えます。宮

崎の外国語教育として英語だけでいいのか、英

語以外の言語はどうするのか、教育長にお伺い

したいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 今回、小学校５～６

年生に外国語活動が新設されまして、週当たり

１時間、原則として英語を履修することになっ

ております。英語以外の言語の取り扱いにつき

ましては、近隣のアジア諸国を初め、さまざま

な国の言語を取り入れ、異なる国の文化に対す

る理解を深めさせながら、英語と関連づけて指

導することになっております。文部科学省が現

在準備を進めております補助教材―「英語

ノート」とか言われておりますけれども―を

見てみますと、世界各国のあいさつや食事、数

の数え方、行事などが盛り込まれております。

中には、例えば南半球でサンタクロースがサー

フィンをしているとか、そういった児童生徒が

非常に関心が持て、親しみやすく、意外性を

持って接してもらえるような工夫も講じながら

つくられているようであります。そういった形

で、英語以外の言語や文化もたくさん取り入れ

た構成になっているところであります。教育委

員会といたしましては、外国語活動が新学習指

導要領の趣旨に沿って円滑に実施されるよう

に、市町村教育委員会や学校への支援を行って

まいりたいと考えております。以上でありま

す。

○十屋幸平議員 英語は、ＡＬＴの方がたくさ

んいらっしゃって学びやすいのですけれども、

ほかの言語ということになりますと、そういう

ものも少ないのかなというふうにも思っており

ます。ぜひ、身につく英語を学ばせていただき

たいというふうに思います。

次に、武道についてです。中学１～２年生で

武道が必修化されまして―ダンスもですけれ

ども―柔道、剣道、空手、合気道、相撲、な

ぎなた、いろいろあるんですが、改めて今回、

必修化された武道で何を習得、学習させようと

するのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 武道につきまして

は、我が国固有の伝統と文化に、より一層触れ

ることができるように、今回の学習指導要領の

改訂におきまして、今お話がありましたよう

に、中学校１～２年生で男女ともに必修とされ

たところであります。その内容につきまして

は、種目としては柔道、剣道、それから相撲、

この３つの中から１つを選択するという形にな

ります。私が申し上げるまでもないと思います

けれども、武道とは、礼節を重んじ、心とわざ

を鍛えることで、困難にくじけない強靭な体力

と精神力を持つ人間の育成を目指すことという

ふうに考えております。県教育委員会といたし

ましては、この武道の必修化のねらいが達成さ
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れますように、その趣旨の徹底を図ってまいり

たいと考えております。以上であります。

○十屋幸平議員 再度確認ですけれども、柔

道、剣道、相撲、この３つだけなんでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） それ以外に、地域や

学校の実態に応じまして、例えばなぎなたな

ど、その他の武道についても履修させることが

できるということであります。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。なぎ

なたも非常に私は気に入っておりまして、学校

が取り入れればの話なんですが、ぜひそのあた

りにも取り組んでいただきたいというふうに

思っております。

最後に知事、ちょっと時間がありますから

―先ほど総合評価落札制度、入札制度改革、

いろいろと言わせていただきました。その中で

すべて出てくるのが、検証―先ほど知事も言

われました、検証が大事なんだということで。

その中で随時見直すことについて答弁もいただ

いたように思います。入札制度改革について、

テレビでも知事は発言されていました。柔軟性

を持ってということでありますので、制度の検

証をした後に、制度も、それから予算も含めて

柔軟に対応されるのか、知事の御答弁をお願い

したいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のように、今

後とも、改革の十分な検証を行いつつ、必要な

見直しを行ってまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。本

当に宮崎県経済は大変厳しい中にありますの

で、検証もスピーディーにやっていただきます

ようにお願いを申し上げまして、私の質問を終

わります。（拍手）

○星原 透副議長 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。

正午休憩

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、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

中山間地域対策について、まず知事にお尋ね

をいたします。

豊かな自然に恵まれた宮崎県の中山間地域

は、そこに暮らす人たちにとって大切な、かけ

がえのない生活の場でありますと同時に、食料

や木材の生産を初め、国土の保全、水源の涵

養、さらには二酸化炭素吸収源としての地球温

暖化の防止など、多面的で公益的な役割を果た

しています。また、そこに暮らす人々の中から

長年にわたって受け継がれてきた伝承文化や、

もう都市部では忘れられつつある四季折々の行

事、伝統工芸、素朴で工夫された郷土料理、温

かな人情など、個性豊かな文化がはぐくまれた

ところでもあります。まさに日本のふるさとの

原風景がここにあります。

しかしながら、本県の中山間地域は、人口減

少と高齢化の進行に歯どめがかからず、農林水

産業や建設業など人々の暮らしを支えてきた産

業の低迷で、より一層、集落の維持すら懸念さ

れる状況となっています。また、近年の大型台

風、集中豪雨等の災害による大きな打撃で、過

疎に拍車がかかる事態となっています。県当局

におかれては、これまでも、現状を直視しつ

つ、基礎的条件の厳しい中山間地域に対し多く

の施策がとられてきました。しかしながら残念
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にも、多額の費用を投じながらもその効果が得

られていないことは、県議会としても真摯に受

けとめられていると言えます。中山間地域が持

つ多面的で公益的な機能の維持が困難となるこ

とが大いに懸念をされます。中山間地域の衰退

は、本県全体の衰退につながります。この課題

こそ、県民総力戦で立ち向かうにふさわしい課

題であると言えます。平成19年６月に県が策定

した新みやざき創造計画には、中山間地域はも

とより、エリアを設定した計画はありません。

内閣府が2005年８月に行った調査では、県内

の内陸部で、地震や災害で発生した土砂災害に

より孤立する可能性のある集落は549カ所、その

うち耐震性が確認された避難施設がある集落

は8.2％の45カ所にとどまっています。非常電源

の確保、水や食料の備蓄、ヘリ駐機用スペース

がある集落も各10％以下です。連絡手段となる

衛星携帯電話の整備は12.2％だったと、調査結

果は報告をしています。

県は、今回のような地震での孤立集落対策と

して、第１段階で通信網の確保を目指すとして

います。2005年の台風14号で椎葉村などで集落

が孤立した苦い経験が生かされているというふ

うに思っています。台風14号で連絡手段に衛星

携帯電話が有効だったことを受け、同年から２

年間、購入代金の半分を補助する事業を展開し

ています。そこで、壇上では、災害時の避難場

所の確保についてと、災害時における孤立集落

対策のための衛星携帯電話の整備状況について

お伺いをします。

次に、サイバー犯罪について警察本部長にお

尋ねをいたします。

内閣府世論調査結果で、国民が犯罪に対して

不安になる場所として、１、路上60.2％、２、

繁華街44.7％、３、インターネット空間40.1

％、４、公園37.9％を挙げています。また、取

り締まり強化の要望が高まった犯罪としては、

飲酒運転が19ポイントアップ、続いて、イン

ターネット利用犯罪16ポイント、振り込め詐

欺13ポイントアップとなっています。コン

ピューター技術や高度情報通信技術を悪用した

犯罪は、宮崎県においても例外なく増加傾向に

あり、県民はつかみどころのないサイバー空間

に不安を持っています。また、東京秋葉原での

事件を見るまでもなく、残念ながら、必ず模倣

犯が世間を騒がせ、不安をあおっています。サ

イバー空間の広さは、個人ではつかみ切れない

ものですし、まして、その空間を利用しての犯

罪では、取り締まりに限りがあることは明らか

です。ネット上の掲示板のチェック等、多くの

県民からの情報の提供が必要だと思いますが、

サイバー犯罪対策の現状と今後の取り組みにつ

いて、お尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、残りについ

ては質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 中山間地域

における避難所の確保についてであります。避

難所は、災害発生時に地域住民が一時的に避難

したり、住居を失った被災者を応急的に収容、

保護する施設であり、その確保は非常に重要な

ことであると認識しております。避難所の指定

につきましては、各市町村の地域防災計画に基

づき、市町村長が行うこととなっております。

現在、県内で約1,500カ所が指定されておりま

す。このうち中山間地域では、主として小学校

や中学校の体育館、公民館などの集会施設が避

難所として指定されているところであります。

県といたしましては、避難場所や避難路の確

保、住民への広報・周知、避難所の耐震化な

ど、安全性の確保は大変重要なことであると認
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識しておりますので、今後とも、市町村に対し

指導助言を行ってまいりたいと考えておりま

す。

中山間地域における衛星携帯電話の整備状況

についてであります。中山間地域は、地震など

の災害発生時に、道路の寸断により集落が孤立

化するおそれがあることから、そのことを想定

した通信手段の確保は重要なことであると認識

しております。お尋ねのありました衛星携帯電

話は、災害時の通信手段として非常に有効であ

ることから、これまで椎葉村や諸塚村、美郷

町、日之影町など11の市町村で54台の衛星携帯

電話が整備されているところであります。一

方、県におきましては、現在、防災ヘリや西米

良駐在所において衛星携帯電話を活用している

ところですが、今年度は、さらに災害対策本部

の地方支部である出先機関９カ所にも配備し、

災害発生時の通信手段として活用することとい

たしております。今後とも、衛星携帯電話の活

用について、市町村など関係機関に周知を図っ

てまいりたいと考えております。以上です。

〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 サイ

バー犯罪対策についてであります。情報通信技

術を利用する犯罪でありますサイバー犯罪は、

匿名性が高く、証拠隠滅が容易な上、近年の急

速な技術発達に伴いまして、手口は年々、悪質

・巧妙・多様化が進んでおります。インター

ネット上の情報量も今や膨大な量になりますこ

とから、事案の解明には相当困難な捜査を強い

られるというのが実情となっております。

相談、検挙の現況について触れますと、昨年

の相談件数で916件、これは対前年比でプラ

ス261件でございます。また、検挙件数は昨年１

年間で過去最高の18件、これはその前の年と比

較すると２件の増加でございました。ことしも

５月末現在で９件、前年同期比でプラス２件と

いうことで推移をいたしております。本県警察

といたしましては、難しくなっております捜査

の実態に加え、相談も急増しているということ

で、本年度、警察本部のサイバー犯罪対策室と

いう組織を新たに立ち上げ、人員もふやしまし

て、サイバーパトロールを強化してネット上を

不断にチェックするとともに、全国警察と連携

をとりながら、徹底した取り締まりに努めてい

るところであります。

しかしながら、ネット上にはんらんしている

違法有害情報に対しましては、我々だけの体制

で的確に対応することは困難であるため、県内

のプロバイダーで構成するセキュリティ懇話会

の協力を得ているところでございます。最近で

は、硫化水素自殺誘因事案に関する情報提供と

削除の要請、秋葉原事件を受けての殺人・爆破

予告等についての情報提供等をお願いいたして

おります。また、県警ホームページでも、一般

県民からの情報提供を呼びかけまして、違法・

有害情報の収集に努めているところでございま

す。これも最近の実例を触れますと、県庁前で

全裸になった女性の写真が出ているよという情

報提供を受けまして、最終的には、県内の各地

の名所で公然とヌード撮影をしていたという事

案の事件検挙に至った、このような実例がござ

います。

また、実態としてネットを広く利用していま

す中高生を対象に、サイバー犯罪による被害防

止や違法・有害情報の提供を求める観点から、

学校等への出前形式によりますサイバーセキュ

リティカレッジを、昨年中に36回、約8,000人、

本年は５月末現在で42回、約9,000人―もう去

年を上回っておりますけれども―こうしたも
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のを開催しているところでございます。今後

も、サイバーパトロール等、取り締まりを徹底

するとともに、関係機関・団体との連携を一層

深めまして、サイバー空間の安全確保に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○井上紀代子議員 サイバー空間というのは、

私どもではしっかりとつかみどころのないとこ

ろに非常な問題点があると思いますので、これ

からの対策をよろしくお願いしておきたいと思

います。

次に、子供たちの考える力の育成についてお

尋ねしていきたいと思います。

平成19年全国学力・学習状況調査の結果によ

りますと、全国的に、今後の学習に影響がある

Ａ問題の正答率は高く、知識、技能等を実生活

のさまざまな場面に活用する力や、さまざまな

課題解決のための構想を立てて実践する力のＢ

問題の正答率は、低い状況になっています。こ

の調査結果ですべてを規定することはできませ

んが、情報のあふれ返った時代に生きる子供た

ちには、インテリジェンスも大切ですが、その

知識を正しく活用できて処理できる力が必要で

あることは否定できないと考えています。子供

たちに、創造力とともに考えて対処できる力を

醸成できればと思いますが、一つの方法として

読書は大切だと思いますので、取り組み状況を

お尋ねいたします。また、県内の学校の図書購

入は十分な状況か、教育長にお伺いをしておき

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 読書についてであり

ますが、まず、子供たちにとって読書は、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、また創造

力を豊かにするなど、考える力を育成する上で

欠かすことのできないものであり、今後ますま

す重要になってくると思っております。

そういう中で、昨年５月に本県が実施をいた

しました読書量の調査によりますと、１カ月の

平均読書冊数は、小学生が12冊、中学生が３

冊、高校生が２冊となっており、平成18年の同

時期の調査と比較いたしますと、小学生では1.5

冊、中学生では0.5冊、高校生では0.6冊、それ

ぞれふえてきているところであります。

現在、県の教育委員会では、平成16年度に策

定をいたしました「宮崎県子ども読書活動推進

計画」に沿って、総合的な読書活動の推進を

図っているところであり、特に平成18年度から

は、「学校における読書活動推進モデル事業」

や、読書活動推進校の指定を行い、司書の資格

を有する地域の人材を活用した図書館先生や、

専任の司書教諭の配置に取り組んでいるところ

であります。それらの学校では、子供たちの読

書量がふえてきたことはもちろん、魅力的で利

用しやすい学校図書館づくりですとか、学校図

書館の授業への効果的な活用などの取り組みが

行われ、学校の読書活動の充実が図られてきて

おります。今後とも、市町村教育委員会と連携

を図りながら、学校において、より一層読書活

動が充実し、子供たちの考える力を高めていけ

るように取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

それから次に、学校の図書購入の状況であり

ますけれども、学校の図書館に備える図書の冊

数は、文部科学省通知により、学校の種類や規

模によって標準が示されております。文部科学

省が実施しました「学校図書館の現状に関する

調査」で、平成18年度の状況で申し上げます

と、本県において標準を満たしている公立の小

中学校は、小学校で75校で全小学校数の28.2

％、中学校は42校で全中学校数の30.2％となっ
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ております。平成17年度の同じ調査よりも、小

学校では約４ポイント、中学校では約３ポイン

ト上昇しているところでありますが、小中学校

ともに、全国の平均には届いていない状況にあ

ります。なお、高等学校につきましては、平

成13年３月に、先ほど申し上げました図書の標

準というものが廃止されましたけれども、その

当時、すべての学校が標準を十分に満たしてお

り、現在も当時の標準を上回っている、こうい

う状況でございます。以上であります。

○井上紀代子議員 図書購入につきましては、

十分な配慮をいただくように要望しておきたい

と思います。

今一般質問の初日の、萩原耕三議員の競い合

う切磋琢磨の教育に対する知事の答弁に、大変

共感を持ちました。競い合い、勝ったとして

も、負けた人への思いやりと気配りを持つ人で

あってほしいとの答弁であったと記憶をしてい

ます。私がいつ思い出しても吐き気にとらわれ

るのは、神戸で起きた酒鬼薔薇聖斗事件です。

今回の秋葉原の事件の加害者は、神戸の加害者

と同世代です。近年、さまざまな猟奇的事件が

起こるたびに、その両親の気持ちを思うとやる

せなくなります。ただ必死に働き、食事の支度

に明け暮れ、子供たちの動きに一喜一憂した私

のような親は、いまだに子育てに自信など持て

ずにいます。産めば親になるものではなく、子

育てしながら親に育っていくとも思っていま

す。愛していること、愛されていることが、な

かなか体にしみていかないことに不安を感じて

います。秋葉原の加害者が親は他人だと証言し

たやみのような部分が、子供たちに伝染しない

ことを願ってやみません。

親も子も不安な時代に生きていかなくてはな

りませんが、平成17年１月の中教審の答申など

を受けて、幼児教育推進指針が出ました。他県

では、ここから一歩進めて、親学等の取り組み

をしているところもあるようです。しかし、行

政がそこまでと疑問もわきますが、これが現状

なのでしょうか。時間が解決していくこともあ

るのに、すぐ答えを求めるのはいかがかとも思

いますし、またインターネット空間の中でしか

自分を表現できないのも大いに問題があると

思っています。マニュアル世代の子育ての落と

し穴とも思いますし、情報が多過ぎる時代の厳

しさとも考えますが、知事の幼児教育について

の取り組みと所見をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の幼児教育につ

きましては、中央教育審議会の答申や、国の

「幼児教育振興アクションプログラム」を踏ま

え、県内の幼稚園、保育所、行政等が取り組む

就学前教育の指針として、「宮崎の就学前教育

すくすくプラン」を平成18年10月に策定し、推

進しているところであります。子供の心身の健

やかな成長を促す上で、人間形成の基礎がはぐ

くまれる幼児期の教育は大変重要な意義がある

と思います。このプランの推進により、就学前

の子供たちに、生きる力の基礎となる豊かな感

性や探求心、考える力などを身につけてもら

い、プランのキャッチフレーズにあります「夢

いっぱい 笑顔きらきら 元気な子ども」に育

つよう、幼稚園、保育所、地域等と連携し、精

いっぱい取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 余り気持ちの伝わらない答

弁をいただき、ありがとうございました。

次は、中山間地域対策についてお伺いをした

いと思います。

総務政策常任委員会で、美郷町におけるデジ

タルディバイドの現状と情報化計画について調
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査をさせていただきました。美郷町は、農水省

の事業活用がうまくいっておりますので、成功

例となりそうだというふうに私も思っておりま

すが、すべての中山間地域が農水省の事業と合

致できる状況にはありません。中山間地域の生

活の質の向上と情報格差を縮小するために、携

帯電話、地デジ、ブロードバンドと、基礎整備

を含む情報化の推進について、県民政策部長に

お尋ねをしておきます。

○県民政策部長（丸山文民君） 情報化の推進

であります。県はこれまで、国の事業等を活用

しまして、中山間地域の情報化に努めてきたと

ころであります。まず、携帯電話についてであ

りますが、平成６年度から平成19年度までの14

年間に、約２万世帯のエリア拡大を図ってきた

ところであります。現在では、多くの中山間地

域でも利用が可能となったところであります。

また次に、ブロードバンドサービスでございま

すけれども、平成19年９月現在、世帯カバー率

が95.7％となっており、中山間地域の市町村に

おきましても、その中心地においては、利用が

可能となっているところであります。また、地

上デジタル放送とブロードバンドの基盤整備が

一体的に図られるケーブルテレビについても整

備が進んでおりまして、一例として、今、議員

の御質問にありましたように、美郷町では、既

に整備をされている北郷区に加え、町内全域に

これを拡大されると伺っているところでありま

す。今後とも引き続き、中山間地域の情報化に

積極的に取り組んでまいる所存であります。

○井上紀代子議員 次に、中山間地域の物すご

く大きな不安の材料の一つでもあります医療問

題について、福祉保健部長にお尋ねをしておき

たいと思います。これは中山間地域だけではな

いんですけれども、療養病床の再編によって受

ける影響というのは、宮崎県内に大きく広がっ

ていますし、不安を持たれている方も大変多い

というふうに思っています。ただ、特に中山間

地域の医療に対する療養病床再編の影響という

のは大きいというふうに考えておりますが、福

祉保健部長はどのようにお考えなのか、またこ

れにどのような対策をとっていかれるおつもり

か、お伺いしておきたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 中山間地域に

おきましては、都市部に比較して医療機関その

ものが少ないことから、療養病床を縮減すると

いう国の方針のもとにおきましては、地域医療

が衰退しないよう、医療的なケアを受けること

のできるベッドをいかに確保するかということ

が大変重要であります。このため、昨年度策定

いたしました地域ケア体制整備構想におきまし

て、現在入院されている方が療養病床の再編後

も引き続き適切な医療・介護サービスが受けら

れるよう、医師配置のある介護老人保健施設や

特別養護老人ホーム等を中心に、長期療養が可

能な受け皿の確保を図ることとしたところであ

ります。今後とも、医療機関や市町村と具体的

な転換について十分協議の上、中山間地域にお

ける医療・介護サービスの提供に支障が生じな

いよう進めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 先ほど壇上でも申し上げま

したが、中山間地域の産業の衰退というのは、

本当に目に余るものがあるという状況になって

います。ですから、そこに暮らすということが

なかなか厳しい状況になっていくわけですけれ

ども……。実は平成15年度に創設されました緑

の雇用担い手対策、これは国土保全、山を守る

ということと、新たな雇用の拡大を目指してと

いうことで、非常に注目を浴びた事業でした。

緑の雇用担い手対策事業の現状と今後の取り組
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みについて、環境森林部長にお尋ねをしておき

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 緑の雇用担い

手対策は、今お話にありましたように、平成15

年度に創設されまして、森林整備の担い手等を

育成することを目的に始められた事業でござい

ますが、林業への就業希望者を対象に現場中心

の研修を実施して、これを本格雇用へとつなげ

るものであります。研修内容としましては、林

業技術や労働安全等の基礎知識の習得や、植栽

や間伐等の実地研修を、年間200日程度行うもの

でございます。本県では、森林組合や素材生産

事業体等の37事業体が取り組み、昨年度までの

５年間で677人が研修を受講しまして、現在、約

６割、398人が本格雇用されているところであり

ます。県といたしましては、この事業が新たな

林業担い手の確保育成に非常に有効な手段であ

ることから、今後とも、十分な活用が図られる

よう関係団体との連携に努めますとともに、事

業内容の一層の充実について、国にも要望して

まいりたいというふうに考えております。

○井上紀代子議員 この事業は、今後とも積極

的にＰＲと事業内容の工夫をしていただいて、

効果が拡大するように取り扱っていただきた

い、それを要望しておきたいというふうに思い

ます。

次に、教育長に再度お尋ねいたしますが、中

山間地域における避難施設として位置づけられ

ている公立小中学校及び県立学校の耐震化の状

況と今後の取り組みについて、お尋ねをしたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） お尋ねの地域は中山

間地域ということでありますので、過疎法と山

村振興法の適用地域―20市町村ございますけ

れども―の状況として申し上げさせていただ

きます。それらの市町村には、小中学校で281

校、棟数で1,119棟、県立学校では37校、408棟

の校舎等があります。これらの学校の耐震化の

状況ですが、本年４月１日現在、小中学校につ

きましては、県全体が71.4％であるのに対し66

％、県立学校につきましては、県全体が83％で

あるのに対して83.1％となっております。御指

摘のように、学校は災害時における避難場所と

もなる施設でありますので、県教育委員会とい

たしましては、県立学校についての耐震化の推

進を図ることはもとよりでありますが、市町村

の教育委員会に対しましても、今回の地震防災

対策特別措置法改正法の施行に伴う補助率の特

例等を活用しながら、耐震化を一層進めていた

だくように指導助言に努めてまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 過疎地域における公立学校

の統廃合の状況というのは、平成10年度から19

年度までの過去10年間で、県内では小学校が17

校、中学校８校の計25校が廃校または休校と

なっています。そのうち過疎地域の小学校が14

校、中学校は８校すべての計22校と、そのほと

んどを過疎地域の小中学校が占めています。一

たん廃校・休校となった小中学校が再び開校さ

れた例はないと思っています。Ｕターンでふる

さとに帰ってきてほしい、そういう願いをＰＲ

しても、そこに小中学校の設置や廃止がそのま

ま重い一つのネックとして残ってしまうという

ことになると思います。地域の学校を今後も維

持していくことができるような具体的な対策は

ないのか、お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校は地域の中核的

な存在であり、文化や教養の拠点でもありま

す。子供はもちろんのこと、すべての地域の方

々にとっても、母校に対する尽きせぬ思いとい
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うものが当然ございます。それだけに、学校の

統廃合につきましては、それぞれの市町村にお

いて、保護者や地域の方々との協議を重ねなが

ら、長期的展望に立って慎重に検討されていく

ものであります。現在、県内におきましては、

少子化により小規模化がだんだん進んできてお

りますけれども、そういう中でも何とか地域の

学校を維持していこうと、幾つかの独自の取り

組みが行われております。例えば、豊かな自然

や親密な人間関係など地域のよさを生かし、都

市部から留学生を受け入れる山村留学制度を活

用し、児童生徒を確保しているところもござい

ます。また、大規模な学校から小規模の学校に

就学することのできる小規模特認校制度を活用

している市町村もございます。県教育委員会と

いたしましては、このような学校の取り組みや

市町村教育委員会の意向を十分尊重しながら、

子供たちに質の高い教育環境が提供できるよ

う、情報提供や必要な支援に努めてまいりたい

と考えております。以上であります。

○井上紀代子議員 先日、新聞に、本県16集落

消滅のおそれというのが出ておりました。本当

に衝撃的な記事であったというふうに思ってい

ます。実は、「撤退の農村計画」という名の研

究グループがあるということが、またこれも新

聞記事に載っておりました。農村計画学会の会

員有志が設立をしたと。研究対象は中山間地域

で、中でも条件の不利な限界集落であると。限

界集落とは、大野晃長野大教授が1991年に提唱

したもので、65歳以上の住民が半数を超えた集

落のことを意味するというふうに、新聞でも

言っております。限界集落という言葉は知事も

使いたくないというふうに新聞で言っておられ

ましたが、本当に私も共感を持ってそのことに

ついては新聞記事を読ませていただきました。

中山間地域の農林業の重要性とか共同体の価値

は高く評価をしていると、この学会の有志の人

たちも言っております。だが、集落の実態を直

視するならば、すべての集落を永遠に維持する

のは不可能だと、そこで一つの選択肢として、

計画的な撤退の手法を研究しよう、そういうこ

とでこの研究グループというのが立ち上がった

そうです。私は、これに対しては抵抗勢力にな

りたいというふうに思っています。集落という

か中山間地域をどうとらえるかというのは、新

みやざき創造計画の中にもはっきりとしたエリ

アの指定はされていませんけれども、私たちの

頭の中には、大体あの地域だろう、この地域だ

ろうというのはあるわけです。ですけれども、

その地域がなくなっていく。その地域がなく

なっていくことを私どもがじっと見ていて、そ

れでいいというふうにはとても思えないんで

す。

先ほど私は再三再四、中山間地域の持つ公益

的役割、そのことについても訴えさせていただ

きましたが、今度は、私たちは何ができるの

か、これこそ県民総力戦でやるべき内容ではな

いかというふうに私は思っているところです。

教育の現場で言えば―先ほど考える力のこと

についても皆さん方に御提起をいたしましたが

―実はふるさとの原風景であるという中山間

地域にこそ、私どもの子供たちが行ったとき

に、そして今、育とうとしている子供たちが

行ったときに、大きな学びのものがあるのでは

ないかというふうに思います。わざわざフォレ

ストピア学びの森というのを、宮崎県は中高一

貫校をつくりましたが、そのことも大変大事だ

というふうに思いますけれども、今ある教育の

原点をここに見出して、子供たちが、やっぱり

出ていって、中山間地域の中でもう一度、教育
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とは何なのか、考えていく力というのはどうい

うことなのか、生きるというのはどういうこと

なのかというのを、知恵の塊である、その地域

に住んでいらっしゃる高齢者の皆さんのお力も

かりて、学び取ることが必要ではないかという

ふうに思っているところです。改めて教育長に

お伺いをいたしたいと思いますが、その取り組

みを市町村教育委員会とともにやっていくお考

えがおありかどうか、お尋ねをしておきたいと

思います。

○教育長（渡辺義人君） 実は、答弁では触れ

ませんでしたけれども、中央教育審議会で、学

校の小規模化が進んでいる状況を踏まえて、来

年の夏ぐらいを目途に、小規模校のあり方につ

いて答申をというようなことが、先日報道され

ておりましたけれども、一方でそういう流れが

ございます。そういう中で今、井上議員がおっ

しゃったように、やはり集落がだんだん衰退し

ていく中で、学校というのはその地域のシンボ

ルでありますから、これを何とか残したい、こ

ういうふうな取り組みがあるところでございま

す。ただ、これは、先ほど来、集落の存続の話

が出ておりますけれども、県教委のほうでどれ

だけの取り組みというか、支援ができるのかと

いうことはもちろんあるわけでありますが、基

本的には、それぞれの学校の設置者である市町

村が、地域の方々あるいはＯＢの方々を含め

て、十分に協議を重ねていただくのが適当であ

ろうと私は思います。そういう中で何とか、先

ほど言いましたような山村留学制度とか、小規

模特認校制度ですとか、そういうところで、県

教委として地元の意向を十分尊重した形の中

で、何かしら御支援なりができるものがあれ

ば、その点については十分に勘案したい、この

ように考えます。

○井上紀代子議員 私よりか先に登壇された皆

さんの中にも、中山間地対策というのを取り上

げて発言がありました。そのとき知事が、どれ

が有効な対策なのかというのはまだ本当に模索

状態であるということをおっしゃっておりまし

たし、交流人口をふやすこと、そのことがいい

のかどうかということについても、まだ検討し

ていきたいというふうに答弁をされたと私も

思っています。私は、宮崎というところが本当

にすばらしく、中山間地域があるだけではな

く、この中山間地があることによって、宮崎県

という地域がもっともっと豊かに―私たちが

生活していくときに大きな力をもらっていると

いうことについては否めないと思いますし、こ

れは本当に私たちの大きな力になっているとい

うふうに思っています。

スローフードが非常に注目されています。イ

タリアなどでスローフードの発祥地だとか言わ

れていますが、逆に言えば、私どもは常にス

ローフードというものの原点のところにいたと

いうふうに私は思っているわけです。スロー

フードというのは、ゆっくり食べるとか、特殊

な食事としてとるということではなくて、その

地域でできたものを大切に食べていく、味わっ

て食べるということが大事だというふうに思っ

ているわけです。そのせっかくある私どもの教

育資源というのをどう生かすかということが大

事だというふうに思いますが、宮崎県内の状況

というのを本当に子供たちがしっかりと受けと

めるのには、やはり中山間地域に出ていって、

そこでみんなと交流しながら、知恵に学びなが

ら、それを力にしていくということが本当に大

事なのではないかというふうに思っています。

子供のときに得た体験、体で覚えたことという

のは、決して忘れることなく、そこの中に残っ
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ていく、たまっていくというふうに思っていま

す。これには、高齢者の皆さんのお力をかりな

ければいけませんし、地域の皆さんのお力をか

りなければいけませんが、これこそ県民総力戦

で取り組む課題であるというふうに私は認識を

しているわけです。ですから、知事がもっと中

山間地の問題について積極的に県民に語りかけ

ていただくということは、とても大事なことで

はないかなというふうに思っております。知事

の所見をお伺いしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、小さいころ、

中山間地域、山歩きというのが非常に好きでご

ざいまして、それは私の小説あるいはドラマの

中でも表現させていただいたとおりでございま

す。この中山間地域が持つ多面的な機能と公益

的な機能というのは、言わずもがなでございま

す。その中に教育の材料、資材というのがたく

さん存在しているということも十分認識してお

ります。私は、中山間地域が滅びれば国土が滅

びると再三申し上げております。中山間地域対

策に対して、抜本的な、あるいは起爆剤になる

ような、あるいはそういった対策が―今のと

ころ本当に試行錯誤して、国の緊急な課題に

なっていることも認識しております。そういっ

た視点で―中山間地域にもっともっと視点

を、あるいは視線を集中してもらうために、中

山間地域のブームあるいは集落ブームというの

はできないか、そういったものを含めて多面的

に中山間地域を見詰めてもらう、交流してもら

う、考えてもらうという運動を、ますます私を

中心にして行政はやっていかなきゃいけないと

考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ県議会も一体となっ

て、本当にこれこそ県民総力戦で、中山間地域

が光り輝くような地域になり、そして宮崎県が

輝くように、ともに頑張ってまいりたいという

ふうに思っているところです。

次に、医師確保対策について何点かお尋ねを

したいというふうに思います。

まず、病院局長に、県立病院の医師確保対策

として処遇改善が大変必要と思いますが、具体

策をどのように考えておられるのか、お聞きし

ておきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 医師の確保でご

ざいますけれども、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

進めていく上からも、極めて重要なものである

と認識しております。県立病院の医師の給与改

善につきましては、地方公務員である以上、法

律上一定の制約がございますので、制度の枠内

での検討となってまいりますけれども、給与以

外の処遇あるいは労働環境等の改善を含めまし

て、医師の意見等も参考にしながら、総合的に

検討を行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

○井上紀代子議員 実は、私どもの宮崎県も医

師数はある程度確保されているんです。問題は

偏在なのかとか聞かれるんですけれども、今、

私どもが問題点は何かということを整理すると

きに、これは福田首相と舛添要一厚生労働大臣

が首相官邸で会談をしたという記事なんですけ

れども、「地方で深刻な医師不足の解消に向

け、医師数抑制のため大学医学部の定員削減を

決めた1997年の閣議決定を事実上撤回し、医師

の増員などの対策を検討していく方針で一致し

た」という新聞記事があります。偏在が問題だ

というふうに言われてきたんですけれども、現

実はそうではなくて、週にすごい時間働かなく

てはいけない勤務医の普通の労働条件に戻せな

いような現実というのが……。だから、勤務医
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が疲弊していくのをじっと見ていなければなら

ないような状況、この状況こそ大変問題なのだ

というふうに思っています。ただ、この会談で

残念なのは―決してこれに対して予算がつく

ということになっていないので、これが実現可

能なのかどうかというのは本当に疑問視する内

容になっています。

実は昨年１年間、特別委員会でこの医師の問

題についてもずっと議論をしてまいりました。

この１年間の議論というのは、私は大変有意義

だったというふうに思っています。宮崎県内の

医師の状況、それから、何に私たちが今後取り

組まなければならないかということについて、

明確に１年間、皆さんと一緒に検証ができたと

いうふうに思っています。そのときに千葉県の

東金病院で学んだことの一つに、こういうもの

があります。まず発想の転換が必要であるとい

うことで、ポイント１、地域医療にとっての顧

客は患者ではなく、若手の医師とその指導医で

ある。ポイント２、宮崎県には、若手医師が望

むよい研修プログラムとその指導医が必要であ

り、そのための施策を組むことが必要である。

ポイント３、宮崎県は、専門医ライセンスの取

得可能な認定研修病院に転換するために県費を

投入すべきである。ポイント４、宮崎県では、

地域医療で一番重要な総合医を育てるライセン

スを早く取得すること。全国で４番目の県立病

院、千葉県、福島県、沖縄県を目指してほし

い、そして県議会からぜひ提言をしてほしいと

いうことを、この東金病院で学ばせていただき

ました。それで、病院局長に改めてまたお伺い

させていただきますが、県立宮崎病院で地域医

療を支える総合医を養成するシステムをつくり

上げたらいかがかと思いますが、病院局長の見

解をお聞きいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 総合医の養成の

件でございますけれども、現在、医師の専門化

といいますか、専門分化が非常に進んでおりま

す。こうした中で、かかりつけ医といいます

か、そういった形で総合的に患者を診察する総

合医の育成というのは、地域医療の提供体制を

充実させるために大変重要な課題であるという

ふうに認識をいたしております。これは、宮崎

県の地域医療のあり方全体の問題として検討さ

れることが必要であるというふうに考えており

ますけれども、県立病院といたしましても、自

治体病院等で勤務することとなる医師に対し

て、専門性を生かした助言あるいは研修等の支

援など、必要な協力は行ってまいりたいという

ふうに考えております。

○井上紀代子議員 次に、県立病院で臨床研修

医を積極的に受け入れるための具体策について

はどのように考えておられるのか、病院局長に

お尋ねいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 臨床研修医の確

保でございますけれども、優秀な医師を必要と

する県立病院にとりまして、将来に向けて重要

な取り組みでございます。現在、宮崎、延岡、

日南の３病院が管理型臨床研修病院に指定をさ

れておりまして、現時点で宮崎病院に10名、延

岡病院に１名、合計11名の臨床研修医を受け入

れているところでございます。病院局といたし

ましては、臨床研修医の一層の確保を図るため

に、今年度から、研修医の報酬単価を大幅に引

き上げるなど改善措置を講じたところでありま

す。また、医学生を対象とした合同説明会を開

催するとともに、各大学を個別に訪問いたしま

して説明を行うなど、積極的なＰＲに努めてい

るところでございます。今後とも、それぞれの

県立病院の特性を生かしながら、臨床研修医の
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希望に応じた研修内容の充実や指導医の育成を

図るとともに、県立病院間での連携についても

取り組むなど、臨床研修医の確保に向けて引き

続き努力をしてまいりたいというふうに存じま

す。

○井上紀代子議員 次に、福祉保健部長にお尋

ねをしておきたいと思いますが、医大生を見て

もおわかりだとは思うんですけれども、非常に

女性が多くなってきています。そしてまた、研

修医の方ももちろん女性の方が多くなっている

わけですけれども、女性医師を活用するための

支援策というのは、福祉保健部ではどのように

お考えなのでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 女性医師の支

援策についてでありますが、今、県内の女性医

師の数は、平成18年12月末の調査で360人、医師

総数の14.1％となっております。県におきまし

ては、現在、女性医師の就労継続に大きな役割

を果たす病院内保育所の運営費の助成を行って

おるところであります。おっしゃるように、女

性医師の割合が上昇している中で、働きやすい

就業環境を整備充実していくことは、今後ます

ます重要になってまいりますので、国におきま

しても、今後、出産・育児等に配慮した勤務環

境の導入・普及や復職研修の充実など、仕事と

家庭の両立を行うことができる環境整備を進め

ることとしております。県といたしましては、

これら国の施策の動向を踏まえながら、女性医

師が働きやすい勤務環境の整備について十分検

討してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 実は、女性医師が勤務でき

るようにしていくには、たくさんの支援プログ

ラムというのが必要になります。現実に、医師

として生きることだけを女性医師に求めるの

か、それとも、普通に生活しながら医師として

の力を発揮していただくようにしていくかとい

うことは、物すごく大きな、周りの環境の整備

というのが大変重要になってきています。他県

の例を見てみますと、女性医師が現実に復帰し

ていくための研修プログラムというのもきちん

とつくられているんですが、それと同時に、働

き続けていくためのプログラム、その病院にお

いてどんな役割を果たしていくのかということ

についても、具体的なシステムをつくり上げて

いる県もあります。現実に、せっかく資格を

持っていらっしゃる女性医師の方が、また力を

発揮できるような状況をつくり上げていくとい

うことは、きめ細かなプログラムを作成しなけ

ればいけないというふうに思っております。知

事はこのことについては、どのように女性医師

が勤務できる支援策を検討されているのか、そ

こをお尋ねしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） このことについて

は、先週の土曜日、宮崎の市郡医師会の奥様方

あるいは女性の医師の会がございまして、その

場でも話をさせていただいたんですけれども、

医師不足を解消するのに、今、休業されている

女性医師の確保というのも非常に有効な手段か

と存じ上げております。女性医師数というの

は、平成18年12月末現在で360人で医師総数

の14.1％、今、宮崎大学の医学部は、女性の学

生が40％を超えているということで、近い将

来、女性の医師数が非常に多くなるという予想

がされております。そういったことを勘案し

て、これからは女性医師が職場復帰しやすいよ

うな、あるいは働きやすいような環境を整えて

まいることが重要な施策だと思っております。

今、井上議員が御指摘の他府県の状況等も今後

勘案しながら、十分検証させていただきなが

ら、女性医師が本県で働きやすい職場の環境と
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いうものを充実させるように検討していきたい

と考えております。

○井上紀代子議員 ぜひどうぞよろしくお願い

をいたします。先ほども申し上げましたが、昨

年１年、特別委員会で議論をさせていただきま

した。そして、あらゆる機会を通じて、今の医

師確保の現状というのを議論もさせていただき

ました。また、ちょうど道路特定財源の関係が

ありまして、民主党の衆議院議員が宮崎に大挙

して押しかけてきたという経過もありましたの

で、その折に公聴会も行われました。そのとき

の衆議院議員６名は、宮崎県の医師会に出向い

ておりまして、そこでいろいろな細かい議論を

させていただきました。そのときに、何が問題

なのかという点は、医師会の皆さんですから、

医師会の皆さんの立場というのを明確に私ども

にもお話しをいただいたところでした。

行政が各医療機関の研修プログラムまで立ち

入るということは、確かに困難なことだと思い

ますし、医師確保対策というのは、県と宮崎大

学と宮崎県医師会で構成される地域医療対策協

議会で検討を進めるというふうになっておりま

す。私は、ここでの議論を、もっと率直な議論

をしていただけたらなというふうに思います。

それぞれはそれぞれの立場によって、同じ問題

を追及しているにもかかわらず、それぞれの考

え方というか、課題というのが確かにあるとい

うふうに思うんですね。ただ、少なくとも宮崎

県の県民全体に関して言えば、もしかして宮崎

の自治体病院である県立病院が、勤務医が大変

なことによって、勤務医が不足することによっ

て本来の機能を果たせなくなってきたときに

は、県民に与える影響というのはすごく大きい

ものがあるというふうに思います。ですから、

本来は、宮崎県医師会の皆さんのお力もかり

て、もっと当直の数を減らしていくとか、地域

にある医療資源と、現在ある、中心になってい

ます自治体病院とが一緒になって、ここをどう

にかして変えていくということをしない限り

は、なかなか現状というのを打破することはで

きないのではないかというふうに思っていま

す。率直な議論が―これを求めたからといっ

て答弁というのは非常に苦しいものがあるかも

しれませんが、地域医療対策協議会においての

検討がもっともっと具体的に、もっともっと真

摯な議論がされることを望みたいというふうに

思っています。そのことによって宮崎県が克服

するべき課題と、宮崎県が意外に医療資源をた

くさん持っているという場合もあり得るという

ふうに思っています。もっと細かな分析と率直

な議論を要望しておきたいというふうに思いま

す。

次に、エコクリーンプラザみやざきのことに

ついてお尋ねしていきたいと思います。

この問題の経過につきましては、今議会開会

日に環境農林水産常任委員会の委員長の報告が

あり、そのとおりだと私は認識をしておりま

す。また、これまで登壇された各議員の質問に

よって問題点が明らかにされてきたことも事実

です。知事に、再三答弁の中で出てきます外部

調査委員会、この役割とはどのようなものなの

かをまずお尋ねしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会で

は、エコクリーンプラザみやざきの浸出水調整

池の安全性の検証や工法の検討、機能不全の原

因究明などについて、客観的・専門的立場か

ら、事実の調査、問題点の摘出・整理などを行

うとともに、責任の所在についても徹底的に明

らかにしていただくこととしております。

○井上紀代子議員 責任の所在が明らかになっ
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た場合はどのような対処をされるおつもりなの

か、お伺いしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 関係職員の処分等の

責任の追及につきましては、外部調査委員会の

調査結果を踏まえて、公社及び県、市等で判断

するものと考えております。

○井上紀代子議員 これが知事に対しては最後

だと思いますが、調整池の修繕とか補強につい

て、関係市町村と財政負担等、意見交換された

のか、また今後、運営のあり方について議論さ

れるおつもりなのかについてもお聞きしておき

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） ５月22日に、副知事

を議長とする連絡調整会議を開催いたしまし

て、関係11市町村長等とこれまでの経緯の説明

や今後の対応について協議を行ったところでご

ざいます。また、引き続き、関係市町村長との

意見交換の場において、一刻も早く工事をして

ほしいとの意見がある一方、費用負担について

は、住民や議会の理解を得るために、原因を究

明して責任の所在を明らかにする必要があると

の意見がありました。また、今後の公社運営の

あり方につきましては、設立の経緯等もありま

すが、公社、関係市町村等と協議を行っていく

必要があるのではないかと考えております。

○井上紀代子議員 このエコクリーンプラザの

問題というのは、単に宮崎市周辺の市町村の問

題だとはとても思えないんですね。宮崎県内の

問題だというふうに私自身は思っています。知

事は最初、新聞の報道か何かで知事の顔が見え

ないということを言われて、非常に怒っていら

したのを私も覚えておりますが、実は私もブロ

グに書いてしまった経過があるわけです。とい

うのは、どなたからか出ましたが、やはりこの

問題というのは、本当に敏感に対応してほし

かった一番大きな問題なんですね。私は、そう

いう課題だというふうに思っています。という

のは、私どもが生活していくのに、ごみを出さ

ずに生活できれば、それが一番いいんですけれ

ども、私たちは本当にごみを出しながら生活を

していくというような実態にあります。ですか

ら、エコクリーンプラザみやざきは、私たちに

とっては本当に必要な施設なんです。そして、

それと同時に、このエコクリーンプラザみやざ

きの稼働がとまるようなことがあっては―一

番そこを心配しているわけです。ですから、そ

ういうことが決してないというふうであってほ

しいと思っています。実は、知事が本部長を務

められる対策本部にも大変な期待をしているん

です。それと同時に、副知事が議長を務められ

る関係市町村や地元の対策協議会、公社との意

見調整等を行う連絡調整会議、この連絡調整会

議の役割というのは、とても大きなものがある

というふうに思っています。失った住民からの

信頼を取り戻すのに、どうやったら取り戻せる

のか、そしてこの稼働がずっと続いていくよう

なことにどうやったら取り組めるのか。そし

て、各市町村がそのことについてどう自分の責

任と役割というのを果たしていただけるように

なるのか、そのことはこの場所に非常に求めら

れると思います。そして、この会合がすべて情

報公開の対象になるということが大変重要では

ないかと思いますが、副知事の御見解をお伺い

したいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 大変重要な指摘でご

ざいます。この問題の解決に当たりましては、

連絡調整会議におきまして、公社を構成する県

と11市町村が一堂に会しまして、これまでの反

省を踏まえ、十分に情報交換、また意見交換を

しながら進めていくこと―とりわけ、地元の
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対策協議会の代表の方にも入っていただいてお

ります。今回の問題では地元の方に大変御心配

をおかけしているわけでございますが、地元の

皆様の声、不安というものにしっかり耳を傾け

ながら、率直に関係者が意見交換を行っていく

と。外部調査委員会と連携を図りながら、問題

究明、そして今後の施設の円滑な運営のために

努力してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ率直な議論、そしてお

互いが、本当にエコクリーンプラザみやざきを

ずっと稼働させていくための努力というのをお

願いしておきたいと思います。常に行政の中で

起こってくる、社会の中で起こってくる問題に

ついては過敏にありたいというふうに思ってい

ます。敏感で、そして、それに向けて対処を心

を一つにやっていく。だれかに責任をなすりつ

けることで、それで過ぎていけるものはないと

いうふうに思っています。これからは、そうい

う意味では市町村と一体となって、これからの

すべての問題に取り組んでいけたらというふう

に思っています。ぜひ市町村も、県のいい施策

は地域で自分たちがやるぞという思いでやって

いただけるようになれるといいなというふうに

思っております。

以上ですべての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、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 一般質問も

４日目、皆さん、大変お疲れさまです。通告に

従いまして質問を行います。

まず、鉄道の高速化についてであります。

私ども、民主党３名の議員団ではあります

が、このほど６月10日から11日にかけまして、

新幹線着工で気勢の上がる長崎県と、県境議連

活動で連携を深めております大分県を訪問し、

新幹線やフリーゲージトレインの調査研究をし

てまいりました。

長崎県の場合は、鉄道・運輸機構の確約を得

たものではなさそうですが、フリーゲージの技

術確立を２～３年以内に終えるとの前提のも

と、長崎新幹線を次期国体開催に向けて総力を

挙げて推進したいという意気込みが感じられま

した。ただし、在来線供用区間の新鳥栖―武雄

温泉区間51キロメーターと諫早―長崎区間の25

キロメーターは在来線供用区間であり、その中

でも特に肥前山口―武雄温泉区間は、まだ単線

のようであります。今後10年間は、法定上の地

元負担金310億円（18.3％）と言われますが、そ

の他の地元負担金257億円はもとより、建設には

かなりの試練が伴うものと思います。しかし、

説明する担当者からも、昭和48年の新幹線計画

が政府承認されて以来、昭和63年の国鉄民営化

を経て35年ぶりに、とにもかくにも今日ゴーサ

インを得るに至ったこと、さらには、久保、高

田、そして現・金子知事と３代にわたって努力

を重ね、やっと本事業が日の目を見る段階に来

たことなど、力のこもった説明を聞くことがで

きました。

また、大分県では比較的冷静で、フリーゲー

ジによる整備構想は、ある程度現実的な検討が

進み、今後は、フリーゲージの技術確立等を見

守りながら実施計画の検討に入っていくのかな

という印象を持ちました。特に新幹線から在来

線への乗り入れ部分（アプローチ部分）の北九

州市付近の地元自治体の理解と協力が費用対効

果の面等から得られるのか、事業費試算にして

も、小倉駅の西側を通過する場合260億円前後、

同駅の東側を通過する場合560億円前後と試算さ

れていること。さらには、私は、大分市までは

複線化が完了していると理解していましたが、
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立石―中山香間の5.2キロ、杵築―日出間の８キ

ロは単線のようです。また、大分市―佐伯市間

は単線であるが、複線化できる用地購入は約100

億円を投入して既に終えていること、平成14

年10月15日にフリーゲージトレインの日豊本線

の試験走行のイベントとして、別府―大分―佐

伯間の披露式を行ったことなどが今回の調査で

わかり、認識を新たにしたところであります。

また、帰りは大分市から電車で帰ってきまし

たが、所要時間は３時間21分かかりました。梅

雨前線の接近で窓からの雨漏りのプレゼントが

つきまして、車両についてもＪＲに苦情の一つ

も言いたい心境でありました。

以上のような調査結果でありますが、いずれ

も、県の取り組みや県民への説明や理解という

意味で、本県との温度差を感じたところであり

ます。本県においては、７月に鉄道高速化の期

成同盟会総会を控えておりますが、内容は例年

どおり、どこからどう攻めるのか、課題も方向

性も見出せないのが現実であります。これはだ

れを責めるとか、だれが悪いのかという問題よ

りも、歴史的な事実があるわけですから、私

も、知事だけを責めることにはならないかなと

思います。しかし、もう少し何とか県民に対し

て明快な説明ができるよう道筋をつけてほしい

と思います。

特に2011年度からは福岡―鹿児島間の新幹線

が開通し、約１時間20分で福岡まで結ばれ、鹿

児島―福岡の航空便も廃止になるやに聞いてお

ります。歴代の知事職は、鉄道高速化の会長と

東九州新幹線推進の会長職を昭和42年から兼務

する形になっております。新幹線やフリーゲー

ジの実現がそう簡単でないことは、県民もある

程度わかっているとは思いますが、今日までの

状況や本県のＪＲ利用の実態、さらには高速化

推進の課題やステップ等を説明すべき時期が近

づいているのではないかと考えます。知事の現

状認識と所感を伺います。

次は、エコクリーンプラザみやざきの問題に

ついて伺います。

知事は今議会開会の冒頭にも県民や地元民に

陳謝されましたが、私ども宮崎市に籍を持つ地

元議員としては、もっと深刻に受けとめていま

す。当時の建設反対の激しい運動や、協議会と

の改善事項を丹念に遵守しながら信頼を一つ一

つ築いてやっと建設にこぎつけた経緯が、きの

うのことのように思い出され、今回の事件発覚

で一挙に足げにされた感がして残念でなりませ

ん。この点について、知事は実感として理解し

にくいかもしれませんが、地元民や県民感情は

大変難しいものがあると思っております。

さらには、異例とも言える５回にわたる環境

農林水産常任委員会の開催と調査・審議は感謝

するところでありますが、私は、当時の経緯か

らして、環境整備公社の最高責任者は副知事で

あり、もっと県の姿勢や責任が追及されるべき

であり、竣工検査までの責任と経過は、書類の

紛失も含めて公社だけが矢面に立っています

が、県のほうがもっと責任は重いのではないか

と思います。知事の考え方を伺います。

また、契約上の解釈からしても、公社に委託

して県費を投入し、あるいは11市町村に分担し

てもらって、348億円を投入して建設した貴重な

県民の財産であります。重大な欠陥や瑕疵が

あったとすれば、資産を公社が運転し始める時

点で大きな問題であったと思いますし、何のた

めに理事長に副知事が就任し、県の職員が多数

出向していたのか、複雑な思いであります。ま

た、故意に情報や資料を隠して会計検査院の検

査をくぐり抜け、胸をなでおろした行為、さら
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には施設の欠陥を隠し続けたことは、公社の当

時の副理事長だけでできたことではないと判断

せざるを得ません。つまり、必ず理事長である

副知事への報告と協議は行われたものと推察い

たします。当時にさかのぼって責任を追及すべ

きと考えますし、時系列的に少し立場は異なり

ますが、現在の副知事はいかが考えるか伺いま

す。

次は、医師不足問題について知事に伺いま

す。

全国に170ある都道府県立病院の３分の１以上

に当たる61病院で、この４年間に診療科48が休

診し、診療日を減らすなど診療を縮小した診療

科も55に上ったことが、共同通信社の調査で明

らかになっています。本県においても、県立延

岡病院の医師の欠員８名を初め、宮崎市郡医師

会病院の内科医３名の大学からの派遣中止、県

立こども療育センターの医師不足等、枚挙にい

とまがありません。

このような現状を打破するため、県も入学定

員に地域枠を設けたり、奨学資金制度を充実し

たりと、四苦八苦しております。しかし、私

は、この問題の根源は、４年前に改められた新

医師臨床研修制度と、卒業後の研修先を研修医

自身が選べるようになった結果だと断じても間

違いではないと思うのであります。そこで、知

事に伺います。私は、全国知事会は最も国の政

策決定に強い影響力を持つと思うのであります

が、このような問題解消のための正攻法といい

ますか、医師の定員増の論議は出なかったの

か、余り報道されない気がいたしますが、少し

はやってこられたのでしょうか、知事に伺いま

す。

次は、入札制度改革について伺います。

県発注公共工事の入札・契約制度の改革は、

本県においては、全国知事会の改革案1,000万円

以上の一般競争入札より厳しい250万円以上の導

入を、本年１月より実施しております。しか

し、この間、国の急激な公共工事の予算縮減対

策と入札制度改革による過当競争等により、県

内の土木・建設業者は倒産や自主廃業に追い込

まれる事態となりました。業界の混乱に対応し

て、県も最低制限価格の見直しや総合評価方式

の拡大など、工夫を重ねて業界の実態に対応し

てきました。人間の行う改革でありますから、

当然、試行錯誤もあっていいわけであります

が、１年余にわたる本制度改革を振り返って、

現在の知事の印象をお尋ねします。

次に、雇用と産業振興について伺います。

昨年からことしにかけて、電機・半導体大手

メーカーが相次いで九州の生産拠点の売却・撤

退に踏み切り、評価の高かった国内有数の半導

体や先端産業の集積地は、業界再編や合理化の

主舞台となったと、マスコミは警鐘を鳴らして

います。昨年10月にソニーの大分市と長崎県諫

早市のゲーム機用半導体設備を東芝に約1,200億

円で売却することが公表され、ことし４月に入

り、ルネサステクノロジ熊本工場を三菱電機が

買収、パイオニア鹿児島工場は来年１月に閉鎖

予定と発表されました。本県においては、こと

し４月に富士通・日立プラズマディスプレイの

国富工場から富士通が撤退することが、また沖

電気は本年10月にローム社に売却予定と、５月

末に公表されています。これまで1970年～1980

年代に進出し、1,000人規模の先端企業として、

また県内の有力企業として地域を代表する生産

拠点を築いてきました。民間ベースの、しかも

企業メリットを求めての離合集散とのさめた見

方もあるかもしれませんが、我々は、一人でも

多くの職場や企業を追い求める立場から、大変
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心配しております。そこで、商工観光労働部長

に、本県の経済や雇用面からどのような問題意

識を持って見ておられるか伺います。

通告しております中国木材関連と雇用対策に

ついては、自席から行います。

次に、教育長に伺います。全国都道府県教育

長協議会が３月末にまとめた「学校危機管理の

ための都道府県教育委員会のあり方」につい

て、教育長に伺います。

同調査によりますと、地震や台風などの自然

災害について、都道府県教育委員会と都道府県

立学校の連絡体制は整っているものの、学校と

地元の市町村との連絡体制が十分に整備されて

いないことなどがまず指摘されています。ま

た、都道府県立学校が避難所になった場合、教

職員の役割についても定めている都道府県教委

は３割にとどまっていると指摘しております。

また、不審者侵入以外のテロ行為、新型インフ

ルエンザなどの感染症については、ほとんどの

都道府県教委が対応計画を持っていないことも

明らかになっています。この背景には、災害の

際に避難所としての学校の役割がクローズアッ

プされていることがあり、一方では、海外で起

きているゲリラやテロなどから国民を守ること

を定めた国民保護法の制定や、新型肺炎（ＳＡ

ＲＳ）や鳥インフルエンザなど新型感染症の世

界的流行などを受け、学校が対応すべきものの

一つとして位置づけられたことが注目されてい

ます。そこで、本県が今回の調査に応じた時点

の内容をお尋ねします。

以後の質問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。

鉄道高速化の現状認識等についてでありま

す。日豊本線は、東九州を縦貫する唯一の幹線

鉄道であり、本県産業の振興や地域の活性化は

もちろん、九州が一体となった発展を図る上で

も大変重要な交通基盤だと考えております。そ

のような中で、九州の西側地域では、2011年春

に九州新幹線鹿児島ルートが全線開業の予定で

あり、また、長崎ルートもこの４月に着工され

たところであり、九州内での東西間の格差がま

すます拡大する状況にあることは十分認識いた

しております。本県では、日豊本線の鹿児島、

大分両県との県境区間の高速化やフリーゲージ

トレインの導入、さらには東九州新幹線の建設

といった高速鉄道の整備が長年の課題になって

おりますが、いずれも多額の費用を要し、昨今

の国、地方の厳しい財政状況、ＪＲ九州の経営

実態、さらに、今後ますます求められる費用対

効果の視点やコスト意識の中で、具体化の見通

しが立たない状況であります。このような状況

を踏まえますと、私は、今後の鉄道整備のあり

方や、県としての取り組みの方向性などについ

て、具体的な戦略を固める時期に来ているので

はないかと考えておりますが、いずれにいたし

ましても、鉄道の整備は本県の重要課題の一つ

でありますので、積極的に対応してまいりたい

と考えております。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきの

一連の問題につきましては、地元の皆様の不安

解消と一刻も早い施設の機能回復が大変重要で

あると考えております。今後、外部調査委員会

において、客観的・専門的立場から徹底的な原

因の究明を行うとともに、責任の所在も明らか

にしていただくこととしております。県といた

しましては、リーダーシップを発揮し、一日も

早い問題解決に向け、公社や関係市町村と連携

の上、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考
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えております。

続きまして、医師不足についての全国知事会

での取り組み状況についてであります。医師不

足への対応につきましては、まさに全国の知事

が抱える共通の課題であり、知事会の場でも活

発な議論がなされております。また、知事会と

して、国に対し、あらゆる機会を通じて要望を

行っているところであります。具体的に申し上

げますと、毎年行っております国への要望活動

に加えまして、政府主催の全国知事会で、総理

を初め関係閣僚に対し、医師不足の抜本的対策

を要望するとともに、厚生労働大臣との意見交

換会におきましても、直接、深刻な状況に陥っ

ている医師不足の現状を訴えておるところでご

ざいます。このような中、国において、医師数

の抑制方針の転換に向けて検討がなされている

と聞いておりまして、全国知事会等の活動も、

大きな影響を与えたものと考えております。

最後に、入札・契約制度改革についてであり

ます。本県では、一昨年の談合事件により失わ

れた県政に対する信頼を回復するため、一般競

争入札の拡大など、より公正、透明で競争性の

高い入札・契約制度の確立に、スピード感を

持って取り組んできたところであります。ま

た、並行して改革の検証も随時行い、最低制限

価格の見直しも行ったところであります。もと

より、社会資本整備の担い手である建設産業

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、地域経済と雇用を支える重要な産

業の一つでもありますので、建設産業が健全に

発展することも大変重要であります。したがい

まして、今後、技術と経営にすぐれた業者が伸

びていけるよう、建設業者の実情に応じたきめ

細かな支援にも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〕

○副知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいた

します。

エコクリーンプラザみやざき問題の責任追及

についてであります。この問題につきまして

は、外部調査委員会において、計画策定時から

設計、施工、施工管理並びに検査に至るすべて

の過程において、当時の技術的な知見に基づく

判断のあり方でありますとか、組織内部におけ

る意思決定の過程のあり方といった観点から、

徹底した調査、検証を行うとともに、責任の所

在等について明らかにしていただくこととして

おります。関係職員の処分等責任の追及につき

ましては、この委員会で客観的、専門的な立場

から整理していただいた調査結果を踏まえて、

公社及び県、市等で判断することになるものと

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。

企業の事業再編等についてであります。経済

のグローバル化に伴うさまざまな競争の激化

や、目まぐるしく変化する消費者ニーズへの対

応など、企業を取り巻く経営環境は大変厳しい

状況にございます。このような中、産業界にお

きましては、事業の維持拡大を図るため、再

編、統合等が行われており、御質問にありまし

た県内２社の動きも、このような企業行動の一

部であると伺っております。なお、沖電気工業

半導体事業のロームへの売却に関連いたしまし

ては、本県に立地しております宮崎沖電気及び

沖マイクロデザインの事業体制は維持されると

聞いております。県といたしましては、今後と

も、関係自治体や県外事務所等と連携しなが

ら、企業立地に対するフォローアップに努め、

雇用や事業の維持拡大を働きかけてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降
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壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

学校危機管理についてであります。全国都道

府県教育長協議会では、全国の危機管理に関す

る状況等について調査を行い、本年２月に「学

校危機管理のための都道府県教育委員会のあり

方」として報告書を取りまとめております。本

県の状況についてでありますが、まず、県立学

校と県教育委員会の連絡体制につきましては、

宮崎県教育委員会防災計画において定められて

おります。次に、県立学校と地元市町村との連

絡体制及び県立学校が避難所になった場合の教

職員の役割につきましては、県教育委員会での

定めは設けておりませんが、市町村地域防災計

画の中で避難所として指定された県立学校にお

いては、校長など管理職が避難所の連絡責任者

等としての役割を担うことが定められておりま

す。さらに、テロ行為及び新型インフルエンザ

などの感染症につきましても、県教育委員会独

自の対応計画はございませんが、宮崎県国民保

護計画及び新型インフルエンザ対応指針におき

まして、教育委員会や学校現場を含め、全庁的

に対応することとされております。以上であり

ます。〔降壇〕

○権藤梅義議員 鉄道高速化について引き続き

質問させていただきます。私は、新幹線やフ

リーゲージをどう考えていくのか、例えば、い

つになるのかわかりませんが、道州制の実現後

に東九州への社会資本の集中した投入を促すと

か、そういうタイミングはあると思います。私

は時々考えるのでありますが、明治や昭和の国

策の偉大さは、国として統一した考え方があっ

て、例えば、全国に鉄道を今日まで敷設してこ

られた。今はどのように予算を削減して切り詰

めるか、こういう時代になったことは理解をい

たしますけれども、高速道路や鉄道は限界的に

どこまで延ばして、どれだけの収入や採算があ

るかという考え方が、本当に国家の大計として

正しいのだろうかと考えます。

漏れ聞いた話でありますが、国会議員レベル

の話でも、鹿児島県ではＯ代議士がリーダー的

に日豊本線のフリーゲージ導入を唱えていると

か、大分県ではＥ代議士から同じ話を聞いたと

指摘され、宮崎はと反問され、返事に困りまし

た。宮崎は高速道路で頭がいっぱいなんだろう

と答えざるを得ませんでした。

また今回、大分県からもらった資料に、昨

年11月８日付の大分県知事と大分県議会議長名

の、国や政府、ＪＲ等への要望文があります

が、日豊本線の佐伯―延岡間の高速化検討結

果、最高時速110キロメーターの早期実現が第１

項目に掲げてあります。私はこれを、宮崎さん

もしっかり頑張りましょうという気持ちで拝見

をいたしましたが、本来、相手先に物事を要望

するときには、当方としても、ある程度諸条件

を大まかにでも検討し物を言わないと、迫力が

ないと思うのであります。重ねて、知事の高速

化への考え方を伺います。

○知事（東国原英夫君） 私も、九州知事会で

鹿児島に行ったときに日豊本線を使わせていた

だいたんですが、帰り、最終の西鹿児島―

今、鹿児島中央駅ですか―からの鉄道に乗っ

たんです。国分あたりまでは人がたくさん乗っ

ているんですが、それを越えて、つまり県境を

越えたあたりから愕然とするほど人が少なくな

るんですね。このまま費用対効果だけが前面に

出るのはいかがなものかと思いますが、ＪＲは

民営化しておりますから、費用対効果というの

は非常に重要なことだと思うんですけれども、
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やっぱり乗ってふやす、乗って高速化を目指す

というような活動も、重点的に進めていかなけ

ればいけないと考えております。

日豊本線の佐伯―延岡間の高速化につきまし

ては、本県も、国やＪＲ九州に対して再三にわ

たり要望を行っておるんですが、宗太郎峠の地

形の問題からでしょうか、莫大な費用がかかる

ということで、具体化に至っていない状況であ

ります。今後、具体的な戦略を含め、大分県等

との関連も強化しまして、この問題には取り組

んでまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 私の先ほどの例示の中で、鹿

児島県が空の福岡便をとめるという話がありま

した。本県は、観光客等の足が鹿児島でとまる

ことがないように願うわけでありますが、本県

は、一方では空港のアクセスが全国でも最もよ

い条件にあるわけですが、例えば、高速道路を

経由したバス便やレンタカー利用を徹底して研

究し、鹿児島や熊本と結んだ観光やビジネスの

魅力あるルートを確立することが大変大切だと

思います。例えば、旅行を鹿児島ルートで考え

ている人が、宮崎まで足を延ばすかどうか迷う

ことが今後多くなると思います。そのとき、旅

行会社の担当者から、「鹿児島から宮崎への

ルートは見どころがたくさんあり、決して行っ

てみて後悔しませんよ」という言葉が出るよう

な、特別な努力が必要ではないかと思います。

そのような意味では、台北―宮崎、ソウル―

宮崎便の推進等は、今は鹿児島に遠慮した形で

という感じもしますが、今後は、有力な陸上

ルートの確立をしていけば、宮崎からの帰り便

の有利性が逆に出てくるのではないかとも考え

ます。今後の高速化以外の点で補強すべき点

を、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

鹿児島から福岡までの新幹線が開通しますと、

鹿児島から福岡までの航空便が減少あるいは廃

止に至るのではないかという考え―それは認

識しております。そういった意味で、鹿児島か

ら福岡までこれまで航空便を使っていらっ

しゃった方、例えば北諸、西諸あたりの方たち

は、鹿児島の空港から乗っていらっしゃった方

が、宮崎から乗っていただくことなども考えら

れますね。ですから、宮崎―福岡間が多くなる

可能性もあるということでございます。

そして、御指摘の観光なんですが、当然、観

光ルートというのは、南九州あるいは九州全域

で考える時代だと考えております。特に台湾、

ソウル線等々の定期便が就航しましたので、そ

ういったお客様たちも含めて、新幹線と高速道

路の組み合わせ―それは鹿児島なのか、八代

なのか、熊本なのか、そういったきめ細かい多

面的な視野に立って、観光ルートの開発に努め

ていかなければいけないと考えております。

○権藤梅義議員 次に、エコクリーンプラザみ

やざきの問題です。私は、本庁の担当課という

組織は、公社ができてもあったと思います。私

が想定する本庁の機能というのは、副知事は両

方にまたがっておりましても、そこに環境の部

長がおり、担当課があったというふうに思うわ

けであります。建設が進むに従って、事業の進

捗の打ち合わせとか、そういったもの等は逐次

行われていたのではないかというふうに思うん

ですが、環境森林部長に実情の御説明をお願い

いたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県では平成13

年12月に、環境対策推進課に担当主幹等を配置

しまして、地元や関係市町村との調整を行うと

ともに、公社との事業の進捗などにつきまし

て、適宜、協議を行ってきたところでありま
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す。また、当時、財団法人宮崎県環境整備公社

に出向していました複数の職員からの聞き取り

を行っておりますが、「ごみ処理施設は特殊な

工事であったことから、技術的な協議は公社の

技術職員と委託業者で行い、県の建設部門との

協議は行っていない」とのことでありました。

○権藤梅義議員 250億の投資をお願いするのに

―公社にはもちろん副理事長とか県の職員と

かが出向しておりますが―公社は公社、本庁

は本庁、そして、さっきも言いましたが、そこ

の両方の責任者として一方で副知事が理事長で

公社におり、さらには副知事の下には環境の部

長がおり、担当課、環境対策推進課、そういう

ところがあって、そこは対等にものを述べ合

い、また発注者としては、むしろ公社よりも注

文をつけたり、かんかんがくがくやる立場に

あって進行していたという理解をしておったん

ですが、もう公社任せだったという理解をして

よろしいわけですね。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 工事の中身に

つきましては、環境対策推進課につきまして

は、技術職員等は配置されておりませんでした

が、例えば基本計画等の変更ですとか、進捗状

況については随時、適宜、公社のほうと協議は

行っていたということでございます。

○権藤梅義議員 それでは、国からの348億円に

対する補助金は県が申請したのか、公社が申請

したのか。国は、県ではない公社に直接補助を

するのでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、その前

提となります事業計画書の変更につきまして

は、公社から県を経由して進達という形でやっ

ております。

○権藤梅義議員 進達という言葉を使われまし

たが、結局、県は書類をすっと本庁に出した

と、責任も吟味もしておりませんと、そういう

理解でいいんですね。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 進達に当たっ

ては、内容については当然協議し、それを了解

した上で国のほうへ提出しているということで

ございます。

○権藤梅義議員 その時点での盛り土方式―

３つの方式から盛り土方式を選んだとか、そう

いったこと等については県も納得ずくという解

釈でよろしいんですね。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 17年の８月か

ら10月にかけて補強工事等を行っております

が、それ以前のいろんな協議等、具体的な内容

については、県のほうでは協議、報告は受けて

いないというふうに理解いたしております。

○権藤梅義議員 報告を受けていないというこ

とそのものがおかしいと思うんですね。問題意

識があり、同等であるならば、報告とかそうい

うことじゃなくて、最善の方法が盛り土方式な

のか、そういう議論をして納得をしたと、そう

いうことになるんじゃないかと思います。これ

はもう、水かけ論じゃないけれども、部長と議

論しても結論は出ないと思いますから、先に進

みます。

このような場合に、故意に行った書類の紛失

や証拠隠滅ということであれば、犯罪性がある

んじゃないか、条件がそろえば背任や証拠隠滅

の罪に問われると、私は思いますが、総務部長

はどのように考えているのか伺います。

○総務部長（山下健次君） 今後、外部調査委

員会の調査・検証によりまして、意思決定過程

等に関する事実関係、あるいは責任の所在が明

らかにされることとなっております。その結

果、関係職員について、罪に問われるような重

大な法令違反等があれば、大変遺憾なことであ
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り、県としても厳正に対応する必要があると考

えます。

○権藤梅義議員 これについても、まだひっか

かれば前に進みませんので、調査結果等を見守

りたいと思います。

次に、一部質問と重複いたしますが、理事会

や理事の任命等については、設備が補修され、

ある程度完全な形に戻された後には、11市町村

の利用者重視の運営会社となるほうが望ましい

のではないか。今回の地元説明や協議会等との

情報交換についても、例えば、８割の受益者と

なる宮崎市がもっと実質的に指導力を持つ形が

望ましいのではないかと考えますけれども、知

事のお考えを伺います。

○知事（東国原英夫君） 宮崎県環境整備公社

の運営のあり方につきましては、その設立の経

緯等も、もろもろありますけれども、今後、公

社及び宮崎市などの関係市町村と十分な協議を

する必要があると考えております。

○権藤梅義議員 この問題は、調査委員会の調

査や環境調査の結果を見ながら、我々も今後、

行動してまいりますが、常に県民や地域住民主

体の機敏な判断を求めて、次に進みます。

再度、医師不足について知事に伺います。つ

い先日、６月17日に、福田総理と舛添厚労大臣

が国の方針の一部を変更する旨の報道もなされ

ておりますが、これまでの医師不足に対する国

の施策は医療費削減が最重要テーマであり、医

師不足問題は地域間、診療科間の偏在であると

の立場をとり、医師を大幅にふやすのではな

く、調整するとの考えのようであります。

このたび県医師会の会長に就任された稲倉正

孝先生は、「日州医事」の中で、「週40時間労

働の守られていない勤務医の平均労働時間は64

～66時間との調査結果があり、勤務医16万人

を40時間労働に置き直すと、10万人の医師不足

となる。また一方、ＯＥＣＤ加盟30カ国の平均

医師数は人口10万人当たり290人、日本は27番目

の210人であるので、日本の医師総数は26万人で

ＯＥＣＤベースに置き直すと約36万人となり、

こちらも10万人の医師不足が指摘される」と述

べておられます。また、別の指摘として、ＮＰ

Ｏ法人医療制度研究会代表理事の本田宏医師

は、約14万人の医師が不足していると試算して

おられます。

今日の混乱を招いた最大の要因とも言われま

す新医師臨床研修制度についても、時代的に高

度医療が求められる以上、当然の改正かもしれ

ません。また、個人の人権を認める以上、研修

医個人の希望を拡大することも否定しません。

しかし、全国の調整を国や大学が放置したまま

の制度変更は、混乱を招き、もう限界に来てい

るものと考えます。もっと大学で研修医等を多

く持てるような改正や、国の医師定数増を目指

すことは当然ではないかと思います。全国知事

会での具体的かつ積極的な発言や提言を知事に

お願いしたいと思いますが、再度、御答弁願い

ます。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、現

在の医師不足というのは医師の偏在でございま

すが、それは新医師臨床研修制度によるところ

が大きいと認識をしております。国としまして

は、医師数をこれから多くするという、医師不

足を抑制するような方針で考えられていると思

いますが、なお一層、医師の絶対数をふやすと

ともに、医師の偏在をなくすような施策に積極

的に取り組んでいただくよう、これからも国に

対して、全国知事会等々を通じて働きかけてま

いりたいと考えております。

○権藤梅義議員 また、同じ「日州医事」の中
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で、副会長の河野雅行先生は、宮崎県医療計画

の医師確保対策の中で、「宮崎大学の入学者地

域枠の増員が決定されて、朗報ではあるが、卒

業後、本県に残る保証はない。残留率を上げる

為に、魅力ある充分な職場や研究環境が準備出

来るか否かが問われている。入り口のみでな

く、出口の整備・対策も必要と思われる」と述

べておられます。これらの指摘に対しまして、

知事は一部取り組んでおられますが、どのよう

に感じておられるか伺います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

医師修学資金の貸与システムでございますが、

一応これまで10名の方たちに貸与させていただ
※

いているんですけれども、卒業してから進路を

確定する、あるいは地域を確定されるというこ

とに対して、非常に抑圧感みたいなことを考え

ていらっしゃる学生さんが多いと聞いておりま

す。保護者の方にはおおむね評判がいいんです

が、学生本人はちょっとしり込みをしていると

いうような状況もございます。これは今後の課

題だと思っています。それは、自治医科大学の

学生さんのマッチング率の本県の低さなんかも

考えて、やはり医師の方が本県にとどまりたい

と、本県で働きたいというような職場環境をつ

くっていくということも重要だと認識しており

ます。

○権藤梅義議員 時間の関係で一部入れかえま

して、中国木材の件であります。昨年から話題

となっております中国木材が、今月に入り進展

があったと聞きますので、お二方、部長にお伺

いします。

私ども民主党県議団３名は、期せずして６

月10日に、政務調査で佐賀県の伊万里事業所を

訪問し、工場を視察させてもらいましたが、そ

の意見交換の中で藤村所長本人から、あした日

向市に出張するということを聞きまして、内容

は触れられませんでしたが、明るい表情に接し

たところであります。工場は、８万坪の中に木

材市場、製材関係、集成材工場、こういったも

のが整然と近代的な設備で設置をされておりま

して、焼却灰以外は出ないというようなもので

あり、配送センターも所狭しと製品が積まれて

おりました。中国木材の進出が決まれば、こう

いう工場が日向にできるんだなというふうに感

じたところであります。

そこで、環境森林部長に伺いますが、本県の

原木供給面への影響と、現地日向市の業者間の

協議が進展したポイント等を、県の森林・林業

行政の立場からどのように受けとめているか。

また、私どもに対する藤村所長の説明でもあり

ましたが、細島港を控えて、将来的には東アジ

アを向いているとのことであります。今後の耳

川流域や製品供給の面からどのようなことが期

待できると考えているか、伺います。

また、商工観光労働部長には、操業当初は何

割かでしょうが、最大限４組３交代で400名の雇

用が期待できるとの計画でありますが、企業誘

致や雇用の面からの県行政の立場を伺います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 中国木材の進

出につきましては、先般、地元の関係者から成

る会議が、林業３団体による検討会に対しまし

て、進出条件を取りまとめた提言書を提出する

など、大きな進展が見られたところでありま

す。今後、進出が容認され、大型工場が稼働す

れば、安定的な木材需要が生まれるなど、林業

・木材産業の活性化や、森林資源の循環利用の

促進が期待されるところであります。また、地

元耳川はもとより、県内全域におきまして、伐

採や植栽、育林等における就労機会の増加が見

込まれますとともに、これまで利用の少なかっ
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た曲がり材の活用が進み、森林所有者の所得向

上につながるものと考えております。さらに、

会社は専用船を持っておりまして、この専用船

による製品出荷を行うこととしておりますこと

から、県産材製品の大量かつ安定的な県外出荷

が期待されるところであります。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中国木材

の状況につきましては、ただいま環境森林部長

がお答えしたとおりでございますけれども、雇

用情勢の大変厳しい県北地域にとりましては、

新たな雇用の創出が見込まれる企業の立地は、

地域経済の活性化にもつながるものと考えてお

ります。このため、引き続き環境森林部と情報

を共有しながら、話し合いの推移を見守ってま

いりたいというふうに考えております。

○権藤梅義議員 次に、本県の雇用対策につい

て商工観光労働部長に伺います。

本県の有効求人倍率は４月が0.58と、全国

の0.93を大きく下回るなど、厳しい雇用状況が

続いております。既に、世界経済や日本の景気

は、アメリカのサブプライム問題や重油価格の

高騰などにより、後退局面に入ったと言われて

おります。本県においては、大方の業種で好況

感を味わわないままの景気後退であります。そ

のような中、雇用対策で大変困難な問題が多い

ことも重々わかっておりますが、一方、若い人

を中心とした労働力の活用問題も大変注目され

ているところであります。このような状況を踏

まえまして、改正後の雇用対策法に基づき、各

都道府県の労働局では、知事の意見を十分取り

入れた雇用対策の運営方針を作成していると言

われております。今回設置された県北や県南の

５ブロックでの地域別雇用対策連絡会議では、

国と県、地域が一体となって雇用対策に取り組

んでいくと聞いておりますが、その取り組み内

容や期待される効果を伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 地域別雇

用対策連絡会議につきましては、地域の雇用情

勢の的確な把握とか、雇用関連施策の円滑な推

進を図ることを目的として、国や県、市町村な

どの関係機関が一体となりまして、雇用情勢の

厳しい地域から順次設置したものでございま

す。現在、県北、県南、西都児湯の各地域の連

絡会議におきましては、国の委託事業でありま

す地域雇用創造推進事業、いわゆる新パッケー

ジ事業と申しておりますけれども、これの構想

提案に向けた検討を行っており、北諸県・西諸

県地域においても準備が進められております。

このうち延岡市におきましては、既に製造業や

情報サービス業等における雇用拡大をテーマと

した事業構想を国に提案中であり、県といたし

ましても、早期採択に向け、働きかけを行って

いるところであります。また、その他の地域に

おきましても、この事業を活用して、市町村の

自立的な取り組みを促しながら、地域の特性を

生かしたきめ細かな雇用対策の強化を図ってま

いりたいと考えております。

○権藤梅義議員 ちょっと時間の調整を間違い

まして、入札制度については全部聞けないかも

しれませんが、お許しいただきたいと思いま

す。

知事にお伺いしますが、３月31日に、入札参

加資格者の県内業者は2,723社と公表されまし

た。知事は、県内の業者が多過ぎるという持論

を持っておられますが、この数値をどのように

見ておられるか伺います。

○知事（東国原英夫君） 入札参加資格認定業

者数は、手元の資料によりますと、平成20年４

月１日で、建設工事、建設関連、合計が2,723社

あるというデータでございます。ちなみに、人
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口1,000人当たりの建設業許可業者数は、福岡

が1,0 00人当たり4.5社、大分県4.0、佐賀

県4.0、長崎県3.9、熊本県3.9、沖縄県3.6、鹿

児島県3.6、九州平均が4.1、全国平均4.0、宮崎

県は4.7となっております。以上です。

○権藤梅義議員 総工事量が減少する中で生き

残りをかけた新分野進出というものに、県土整

備部長、汗を流していただいておるわけであり

ますが、これらの現在の実態と指導内容をお尋

ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設業は、今

後も建設投資の伸びが見込めず、また大変厳し

い経営環境に直面しておりますことから、経営

基盤の強化が求められており、新分野への進出

が一つの方策となっております。このため県で

は、経営相談窓口を開設いたしますとともに、

建設業の現状や経営基盤強化策等をカリキュラ

ムとした講習会や、さらには新分野進出を検討

している経営者向けのセミナーを県内各地で開

催したところ、多数の相談や参加があったとこ

ろでございます。また、昨年度創設いたしまし

た新分野定着促進のための助成金を11業者に助

成したところであり、このような状況から見ま

すと、新分野進出に対する取り組みの機運が高

まっているのではないかと考えております。県

といたしましては、今後とも、新分野進出等経

営革新に取り組まれる業者の方々を、関係部局

と連携の上、重点的に支援していくこととして

おり、本年度は、助成金の大幅な拡充や新たな

貸付制度の創設も行ったところでございます。

○権藤梅義議員 一般的には、予定価格が下が

れば品質も下がるのではないかとの懸念もある

わけでありますが、実際にはどのように検証

し、確認されようとしているか伺います。

○県土整備部長（野口宏一君） 良質な社会基

盤を整備していくためには、工事の総合的な品

質を確保することが重要でございまして、250万

円以上の工事について、県におきまして工事成

績評定を行い、企業の技術力向上に対する意欲

を高めることとしております。その結果でござ

いますけれども、平成18年度と19年度に県土整

備部が発注した工事の平均点を見てみます

と、18年度が78.2点、19年度が79.2点となって

おります。なお、19年度発注工事につきまして

は、繰り越し工事がまだ残っているということ

から、今後とも、落札率との関係等も含め、引

き続き検証を行っていきたいと考えておりま

す。今後とも、総合評価落札方式の拡充ですと

か、工事監督検査の充実強化を図りながら、公

共工事の品質確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

○権藤梅義議員 時間が参りました。ありがと

うございました。これで終わります。（拍手）

○坂口博美議長 知事から発言の申し出があり

ますので、発言を求めます。

○知事（東国原英夫君） 先ほど答弁の中で、

医師修学資金の貸与制度でそれを適用されてい

る人数を10名と申し上げましたが、平成20年度

で９名の間違いでございました。訂正しておわ

びをさせていただきます。

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あしたの本会議は、午前10時開会、本日に続

いて一般質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時52分散会
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