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平 成 2 0 年 ６ 月 2 4 日 ( 火 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

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

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
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◎ 一般質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これから本日の会

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、濵

砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） きょうは一

般質問５日目、私が17番目であります。きのう

まで各議員さんの一般質問を聞かせていただき

ました。それぞれ住んでおるところも違います

し、周辺の環境も違いますから、いろんな立派

な質問を聞かせていただきました。私も自分の

立場で、また視点を変えて質問をさせていただ

きたいと思います。

きょう来るときに車の中でちょっと考えてい

たんですが、この一般質問というのは議員だけ

に与えられた機会であります。そして、これだ

け、知事を初め執行部の幹部の皆さんや議員の

皆さん方が、こうしてそろってこの時間を費や

すというのは、換算するとどのくらいの金額に

なるのかなと、そう考えましたら、これは時間

を大事に使って質問せないかんと。そういう気

持ちで質問をさせていただきます。

それでは、通告に従いまして順次質問をして

まいります。特に今回、私は、新しい知事体制

になって初めての一般質問であります。今まで

代表質問しかしておりませんから、初めてであ

ります。どうぞよろしくお願いをいたします。

まず初めに、知事にお伺いをいたします。

知事は、本県の平成20年度当初予算編成に当

たり、行財政改革大綱2007の財政改革プログラ

ムを着実に実行することにより、財源の捻出に

努め、収支不足の圧縮を図るとともに、本県が

抱える政策課題に的確に対応するため、選択と

集中の理念のもと、新みやざき創造戦略に基づ

く施策のうち、中山間地域・植栽未済地対策、

子育て・医療対策、建設産業対策を、特に重点

的に推進すべき施策として取り組むと発表をさ

れました。これを聞いて手をたたいて心から喜

んだのは、過疎と高齢化が進む中で衰退する中

山間地域で今日まで頑張って生活している人た

ちや、社会環境や経済的に苦しい生活の中で、

必死の思いで子育てや子供の教育に頑張ってい

る世代、行財政改革の中で、公共投資の大幅削

減、一般競争入札制度の導入で、相次ぐ倒産や

失業者がふえ続けている建設業関係者の方たち

であります。この３つの基本方針は、紛れもな

く本県の直面する重要な課題であり、まさに的

を射た視点であると、敬意を表するものであり

ます。関係する多くの県民は、かたずをのんで

県政を見守り、この対策に大きな期待を寄せて

おります。平成20年度も、はや３カ月が過ぎよ

うとしておりますが、現在の知事の感想をお聞

かせいただきたいと思います。

次に、地方分権改革についてであります。

日本国憲法第８章に定められている地方自治

は、地方自治体に一定の権能を認め、住民の総

意と責任において、みずからの行政運営を行わ

せるものであり、国民主権を支え、戦後の民主

主義を具体化するものでありました。しかし、

実際には、中央省庁による機関委任事務制度や

補助金行政など国の細かな関与によって、中央

集権的な運営が行われてきました。それを変え

たのが、地方分権一括法による第一期の地方分

権改革であります。機関委任事務制度は廃止さ

れ、国と地方の関係は上下・主従から対等・協

力に変わりました。しかしながら、三位一体改

革では、税源移譲が中途半端に終わってしま
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い、逆に国の財政再建を優先する地方交付税の

一方的な削減などによって、自治体の財政的な

自立は一層厳しくなり、地方自治制度そのもの

が大きな転換点に立たされております。地方分

権改革推進委員会の第１次勧告では、地方が主

役の国づくりに向けた改革を行うとなっており

ます。住民に身近な行政は地方で担い、それぞ

れ地域の実情に応じて自由度の高い行政運営が

行われるべきであり、遠く離れた東京・霞が関

で考えるべきものではないと思います。そこ

で、先般、５月28日、この地方分権改革推進委

員会が出した第１次勧告、生活者の視点に立つ

地方政府の確立について、どのような感想を

持っておられるのか、知事にお伺いいたしま

す。

また、第二期地方分権改革に取り組んでいる

政府の地方分権改革推進委員会に対しては、地

方の自治と財政の自立に向けた道筋をしっかり

と描くことが強く求められております。我が国

が一律に地方の発展を計画する時代は終わって

いると感じます。これから必要なことは、地域

住民の将来を考え、それぞれの地域に応じたも

のを、各自治体が独自の権限で地域経営ができ

るようにするため、権限と財源を移譲すること

であります。そもそも地方分権改革とは、本

来、国が行っている事務・権限とそれに伴う責

任の主体を、大きく国から地方自治体へ切りか

えていこうとする取り組みであります。しかし

ながら、報道によりますと、特に国の出先機関

の改革については、各省庁ともそれぞれ省益を

守るというか、ほとんどがゼロ回答に近い主張

であり、全く話にもなりません。今後、第二期

地方分権改革が進められる中で、権限だけでな

く、当然財源も含めた形で、真に地方の自主自

立につながる改革となるように、知事には、全

国知事会や国に対し、積極的な意見を述べてい

ただきたいと存じます。知事のお考えをお聞か

せください。

次に、本年４月に始まった後期高齢者医療制

度について伺います。

国民医療費は、急速な高齢化や医療の高度化

に伴い、国民所得の伸びを上回るペースで増加

しており、現在の年間医療費34兆円が、20年後

には65兆円規模になるという試算があるほどで

あります。この観点から、我が国が世界に誇れ

る国民皆保険制度を将来に向けて充実強化して

いくためには、国民医療費の適正化を図るため

の制度改革は必要不可欠であります。しかしな

がら、今ここにある混乱は目を覆いたくなるほ

どであります。平成18年６月の法改正から２

年、その間の準備期間は一体何だったのか。国

は昨年の参議院選挙後に、この制度を含む高齢

者医療制度の軽減措置を急遽講じることにしま

した。また、その後の世論、地方における補欠

選挙などの結果から、さらに見直しが検討され

ております。先週12日に与党・政府の改善案が

公表されました。その努力には敬意を表するも

のであります。しかしながら、制度そのものは

既に４月から動き出しております。まさに泥縄

と言わざるを得ません。収入がない人や扶養家

族として免除されてきた人を含め、全員が保険

料を支払わなければならない制度設計は、果た

して妥当であったのでしょうか。一部肩がわり

納付が認められるようでありますが、年額18万

円以上の年金受給者の全員が自動的に保険料を

天引されることの是非を含め、国民に不評であ

ることは明確であります。

これまでの論議では、国が講じる軽減措置を

含め、高齢者や市町村の不安・不満にこたえる

ものにはなっておりません。保険料の軽減措置
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では、新保険料が適用される従来からの保険加

入者と、今回新たに適用されるはずだった被扶

養者との間に新たな不公平が生ずることとなり

ます。こうした混乱をさらに増幅するかのよう

な措置ではなく、今、国民の意識が高まったこ

のときにこそ、高齢者医療について、利点は適

切に評価してさらに磨き、欠点を敏速に改めて

いくべく、しっかりと議論をし直すべきと考え

ますが、知事の所見を伺います。

また、厚生労働省は、新制度では担当医を決

め、薬の重複をなくし、在宅での「みとり」を

ふやす方針と聞きますが、あなたは高齢だから

治療・検査はここまでですよということでは納

得がいきませんし、年齢で、受ける医療に差が

あってはなりません。この制度では、団塊の世

代が75歳を過ぎるまでふえ続ける保険料に対す

る不安と、予想される、受ける医療の質の低下

に、高齢者はおそれを持って見ております。こ

の制度について、知事のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

次に、電波法の改正に伴うデジタル化への対

応について伺います。

まず、テレビの地上デジタル放送への切りか

えについてであります。2011年７月には、すべ

てのテレビ放送がアナログから地上デジタルに

切りかわります。テレビを見るには、デジタル

対応のものへの買いかえか、専用チューナーの

取りつけなどが必要となり、視聴者は経済的負

担を強いられることになります。総務省では、

経済的理由によりテレビが視聴できなくなる世

帯に対する具体的な支援を今年夏までに検討す

るとしていますが、本県においての取り組みは

どうなっているのか、県民政策部長にお伺いを

いたします。

次に、未来への投資、少子化対策と子育て支

援であります。

日本は、第２次ベビーブーム以降の少子化傾

向に歯どめがかからず、全国では05年（平成17

年）に合計特殊出生率1.26、宮崎県では1.48と

過去最低を記録しております。平成19年には全

国で1.34、宮崎県では1.59と微増はしたもの

の、長期的な少子化傾向は変わっておりませ

ん。ちなみに本県の出生数は、昭和30年が２

万6,740人、昭和50年が１万8,123人となり、平

成17年には戦後初めて１万人を下回り、9,738人

になりました。06年、国立社会保障・人口問題

研究所は、この状況が続くと、50年後の2055年

には日本の人口は9,000万人を切り、高齢化率は

現在の22％から40％になると予測をしておりま

す。

こうした急速な少子化が進行する中で、平

成15年７月、国における次世代育成支援対策推

進法の制定に伴い、本県においても翌年６月に

次世代育成支援対策推進本部が設置され、行動

計画が策定されております。また、平成19年７

月には、東国原知事を本部長とする宮崎県子育

て応援本部に名称を変更し、さらには民間団体

で構成する子育て応援みやざき県民会議も名を

改めて設置されております。このように、表面

的にはすばらしい体制整備がなされております

が、実際には、いま一つその効果があらわれて

いないように思います。本県においては、具体

的にはこれまでどのように取り組んでこられた

のか、そして、その効果はどのような形であら

われているのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

平成19年４月に児童手当制度が改正され、小

学校６年生以下の子供を対象に児童手当が支給

されております。３歳未満の乳幼児には一律に

月額１万円、３歳以上の子供には第１子と第２
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子に月額5,000円、第３子以降に月額１万円の支

給であります。しかしながら、１歳の乳幼児と

３歳児と５歳児の３人の子供を持つ家庭を例に

とってみれば、貴重な税金ではありますが、わ

ずか月額２万円の児童手当が支給されるだけで

あります。しかも小学校６年生までで打ち切り

です。若い夫婦が夫一人の収入と２万円の児童

手当で子供３人を育てていくと仮定すれば、か

なりの無理があると思いますが、福祉保健部長

はどうお考えでしょうか、お聞かせください。

子供を産む産まないは、もとより個人の自由

ではありますが、社会は次世代を担う子供なく

しては存続し得ません。しかも、自分自身は子

育てをしなくても、だれかが育てた子供が成長

して社会を支えていくことになります。そし

て、いつかは、子供を育てていない人も、そう

いう次世代の働きによって支えられる立場にな

ることは間違いない事実であります。少子化

は、もはや社会全体の問題として、物心両面か

らの環境づくりを実現しなければならない時代

が到来しております。近年、子育て支援策とし

て、各都道府県では、保育料の軽減措置や公営

住宅入居費の助成、出産祝い金などさまざまな

試みがなされているようであります。本県及び

県内市町村においてはどのような取り組みがな

されているのか、福祉保健部長にお伺いをいた

します。

以上で壇上からの質問を終わりまして、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。

重点施策に関する感想についてであります。

平成20年度予算の重点施策につきましては、県

内の実情や県民の皆様からの生の声などを踏ま

え、県政が抱える課題のうち、緊急な対応を要

する重要課題として、中山間地域・植栽未済地

対策、子育て・医療対策、建設産業対策の３つ

を掲げたところであります。あわせて、組織体

制の見直しも行い、ことし４月に、中山間・地

域対策室やこども政策局を設置し、現在、部局

横断的な推進会議の開催や関連施策の展開な

ど、全庁的な対策の推進に取り組んでいるとこ

ろでございます。いずれも一朝一夕には解決困

難な課題であり、腰を据えてじっくりと取り組

むためには、これからがまさに正念場だと考え

ておりますが、一方で、いずれも待ったなしの

状況にあることも十分認識しておりますので、

スピード感を持って全力で取り組んでまいりた

いと考えております。

続きまして、地方分権改革についてでありま

す。政府では、今回の１次勧告、国と地方の役

割分担を初め、今後予定されている国の出先機

関や税財政制度の見直しなど、一連の勧告を受

けて地方分権推進計画を策定し、来年度中には

新分権一括法案を国会に提出する予定でありま

す。しかしながら、今回の勧告に盛り込まれた

農地転用許可権限の移譲や福祉施設の設置基準

の撤廃等、見直し項目の多くが関係省庁の抵抗

に遭い、政府の地方分権改革推進要綱では後退

したものになっているところであります。ま

た、一級河川の管理権限をめぐって、国から県

へ移管すべきかどうかといった議論もなされて

おりますが、住民にとっては、管理主体がどこ

であるかということより、生活の安全・安心が

いかに確保されるかが重要なのであり、もう少

し生活者の視点に立った検討がなされるべきだ

とも考えております。私は、今回の地方分権の

議論が、単に国と地方との綱引きに終わること

なく、権限や財源が十分に担保され、真に住民
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の利益につながるものとなるよう、今後の行方

を注目しながら、あらゆる機会を通じて、さら

なる地方分権の推進に向けて積極的に意見を申

し上げてまいりたいと考えております。

続きまして、後期高齢者医療制度についてで

あります。この制度は、これまでの老人保健制

度にかわり、４月から開始されましたが、今

後、医療費がますます増加すると見込まれる中

で、長期的に国民皆保険制度を維持していくた

めに創設された制度であり、公費と現役世代と

高齢者の皆さんで負担し合い、国民全体で制度

を支えていく仕組みであると認識しておりま

す。この制度については、制度がわかりにくい

といった声や、制度に対する不安の声を数多く

聞いており、ある程度見直しが必要だと考えて

おります。国民みんなが納得できるような制度

になるよう、国は国民に対してしっかり説明を

し、議論していく必要があると考えておりま

す。

次に、保険料や医療の質についてでありま

す。この制度では、医療の提供につきまして

は、これまでの老人保健制度と同様、原則とし

て窓口での１割負担で、必要な医療は十分に受

けられることになっておりますが、保険料につ

いては、国の試算でも将来的には上がっていく

ことが見込まれております。今後は、終末期医

療や担当医制度を含め、すべての医療保険制度

や負担のあり方について、十分議論をしていく

必要があると考えますので、国の動きを注意深

く見守っていきたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 経済

的理由によりましてテレビが視聴できなくなる

世帯に対する本県の取り組みについてでありま

す。地上デジタル放送への移行は、国の政策と

して推進されているものでありまして、国及び

放送事業者において、円滑な移行のための措置

がなされることが大前提であると考えておりま

す。県といたしましては、県内の地上デジタル

放送を円滑に推進することは、都市部との情報

通信格差の拡大を防止する上でも大変重要なこ

とであると認識をいたしております。したがい

まして、国に対する「みやざきの提案・要望」

におきまして、経済的弱者については、受信機

の普及に向けた財政支援措置を講ずることを要

望しているところであります。現在、国におき

ましては、生活保護世帯など経済的弱者に対す

るチューナーの無償配付などの対策を検討され

ていると伺っておりますので、県といたしまし

ては、国の支援措置の内容等も注視しながら、

今後も効果的な要望活動に取り組んでまいりた

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。

子育て支援対策の具体的取り組みとその効果

についてであります。子育て支援対策につきま

しては、平成17年３月に策定しました次世代育

成支援宮崎県行動計画等に基づき、総合的に施

策を推進しております。具体的な取り組みとし

ましては、子育て家庭の経済的負担の軽減を図

るため、乳幼児医療費助成事業を拡充するとと

もに、多様化するニーズに対応するために、延

長保育の充実などに取り組んでいるところであ

ります。また、地域における子育て支援の観点

から、地域子育て支援センターや放課後児童ク

ラブの設置促進などに努めてきております。さ

らに、社会全体での機運醸成を図る「みんなで

子育て応援運動」を展開するとともに、関係部

局におきましても、子育てと仕事の両立支援、

子供の安全の確保や生きる力をはぐくむ教育の
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推進など、幅広い観点からの対策が実施されて

いるところであります。なお、これらの取り組

みの効果につきましては、合計特殊出生率の上

昇などは見られますが、その検証につきまして

はなかなか難しいと考えております。

次に、若い夫婦の子育てについてでありま

す。平成19年の賃金構造基本統計調査によりま

すと、本県の30歳から34歳の男性の月平均給与

額は約26万8,000円となっており、一般的に、夫

一人の収入と児童手当で子供３人を育てていく

ことに対しましては、負担感を持たれる方も多

いかと存じます。

次に、子育て家庭への支援についてでありま

す。子育て家庭に対する経済的支援策につきま

しては、県、市町村ともに厳しい財政状況にあ

る中、それぞれ独自の事業や取り組みを実施し

ているところであります。まず、県におきまし

ては、乳幼児医療費助成事業の拡充に加えまし

て、県営住宅への優先入居や、子育て家庭に対

し商品の割引や特典などのサービスを提供する

「みんなで子育て応援運動」などの取り組みを

行っております。また、市町村におきまして

も、17市町で第３子以降の児童の保育料を無料

とするなどの負担軽減措置が実施されており、

さらに、出産祝い金として、12市町村で金額や

条件はさまざまですが、現金の支給が行われる

など、地域の実情に応じた子育て支援策に取り

組んでおります。今後とも、これらの取り組み

により、安心して子供を生み、健やかに育てら

れる環境づくりを進めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○濵砂 守議員 それでは、自席から質問をさ

せていただきます。

まず、後期高齢者医療制度について、福祉保

健部長にお伺いいたします。本県の後期高齢者

医療制度の対象者ですが、これは何人おられる

のか。75歳以上の被保険者数と75歳以下の対象

になっている障がい認定者数をそれぞれ教えて

ください。また、19年度に無受診者数、１年間

病院にもかからず、介護給付も受けなかった人

はそのうち何人おられたのか、教えてくださ

い。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ただいま数字

を持ち合わせておりませんので、後ほど調べて

報告させていただきます。

○濵砂 守議員 通告だけしかしておりません

ので、よろしくお願いいたします。

後期高齢者医療制度で、全国９つの都道府県

が、加入者の、いわゆる75歳以上の負担を軽減

するために、一般財源、税金から補助金を投入

しているということを新聞報道で知りました。

東京都を初め９都道府県ということであります

が、どのようにとらえていらっしゃるのか、福

祉保健部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 後期高齢者医

療制度につきましては、制度上、県もかなりの

額を広域連合に対して負担をしております。こ

れに加えてまた新たな個別の支援をするという

のは、なかなか困難ではないかと考えておりま

す。

○濵砂 守議員 佐賀県の唐津市は75歳以上の

医療制度、いわゆる医療費抑制のためのご長寿

健康手当というのを支給しております。１年間

一度も病院に行かなかった75歳以上の健康管理

に気をつけていらっしゃる高齢者、いわゆる18

万円以上年金をもらっている人はすべて対象に

なって、今回の後期高齢者医療費を払ってい

る、保険料を払っている。払っておるんです

が、全く給付を受けていない人もいる。ですか

ら、本来は受益者負担というのが、この制度の
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中には入っていないんです。全員が払う。そし

て、全く利用しなかった人も払いっ放し。単年

度予算ですからね。ですから、一回も使ってい

ない人には払い戻しをしようという、いわゆる

健康管理をしていただいたその奨励金を出そう

という考えが、この佐賀県の唐津市の考えなん

ですが、どのようにお考えですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 後期高齢者医

療制度、あるいは他の医療保険もそうでありま

すけれども、医療にかかる経費を国民全体で支

えていく仕組みでありまして、仮に１年間医療

等を受けない場合でも、それぞれの所得に応じ

て公平に保険料を負担していただく制度であり

ます。そういう形での保険制度であります。そ

ういう制度でありますので、今おっしゃったよ

うな健康手当、こういったものにつきまして

は、制度の趣旨からすると若干ずれているのか

なというふうに考えております。

○濵砂 守議員 従来の保険、国民健康保険に

しても、所得割合とか、均等割があります。人

数割合があります。均等割、それに人数割、資

産割、所得割ですよね。この場合は所得割だけ

なんですよ。人数割が入っていないんです。個

人に対して、今まで２人、いわゆる、だんなさ

んが年金をもらって国民健康保険を払ってい

た。奥さんは払っていなかった。ところが、別

々にいきなり来たんですね。きのうの答弁によ

ると、保険料が少なくなったという人が７割と

かいう話でしたが、どういう家庭の人たちが少

なくなったのか、部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） きのうもお話

ししましたが、県内の30市町村ごとに12のモデ

ルケースをつくりまして、従前の制度と今回の

後期高齢者医療制度とを比較したわけですけれ

ども、県内で360の中の７割程度ということでご

ざいます。

○濵砂 守議員 ですから、例えば国民健康保

険で最高額の納付者、大体年間に、介護保険と

合わせると、最高が65万ぐらいですね。この方

たちの扶養になっておった高齢者、この方たち

は免除だったんですね。この人たちは全部取ら

れるように―取られるといいますか、保険料

を払うようになります。それと、先ほど話しま

したように、御主人がおって、奥さんが扶養に

なっておられた。この方たちも新たに保険料が

天引されるということなんですよ。ですから、

その12のケースがどういうふうになっているの

か、詳しくわからないんです。それを聞いてい

るんですよ。だから、どういう人たちがふえ

て、どういう人たちが減ったのか、部長、お答

えください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 細かいあれで

……。後ほど整理して、また御説明をさせてい

ただきたいと思います。

○濵砂 守議員 では結構です。それで、宮崎

県の保険料、１人当たりの老人医療費は80万な

んです。年間80万、老人医療費を使っているん

ですね。私が最初に話をしましたのは、佐賀県

の唐津市は、全くかからなかった人に１万円返

しているんです。１万円。このかからなかった

人がふえるほど、大体80万前後ですから、80万

円の医療費抑制につながるという趣旨なんです

よ。部長は今、趣旨に反するような話をされま

したが、これからの医療制度は、本当に悪い人

は十分にかかっていただかなくちゃいけない。

団塊の世代というのは、あと17～18年後にずっ

とふえてくるわけですね。このままいくと、医

療費はだんだんふえますから、保険料を抑えよ

うとすれば、一般財源から繰り入れるしか方法

はないわけで、その辺を、健康な方は元気に生
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活をしていただく、本当に悪い方は、みとりと

かそういうものじゃなくて、十分にお医者さん

にかかっていただいて、やはり人間として最後

まで最高の医療を受けていただきたいという気

持ちからすると、私はそっちのほうがいいん

じゃないかと思うんですよ。知事、そういう制

度というのはどうでしょう、どうお考えです

か。

○知事（東国原英夫君） この後期高齢者―

後期と言ってはいけないんですか―の医療制

度というのは、基本的には現役世代の方たちが

４割で、国が５割で、お年寄りの方たちに１割

を負担していただくと。全員が支えるという基

本姿勢というのは、これまた正しいと思うんで

す。おっしゃるように受益者負担をどうするか

ということなんですが、基本的に前提が、全員

が、現役世代も、国も、そして高齢者の方々も

全員で支えるというのが前提でございますの

で、そこの受益者負担で、交通事故の保険制度

と似た感じですね。それは、交通事故を起こさ

なければ、だんだん保険料が安くなるというよ

うなところでございますので、興味深い制度で

あるとは思いますが、やはり高齢の方たちも全

員が支えるという基本前提に立ったときに、

もっと低所得者の方々に対する軽減措置とか、

そういったものを重点的に見直す必要があると

考えております。ただ、その制度は非常に検討

に値するのではないかというような感想は持ち

ました。

○濵砂 守議員 今のは、全員で負担するけ

ど、その中で全く使わなかった人には健康奨励

金をという意味ですから、よろしくお願いいた

します。

次に、少子化対策と子育て支援について、福

祉保健部長に伺います。日本の子育て支援策に

投じられている経費、児童・家族関係給付費と

いうんでしょうか、本県の予算額と国の予算額

は、大体どのくらいか教えてください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 大まかな数字

でありますが、国の児童・少子化対策関係予算

の総額が１兆6,000億ぐらいであります。それか

ら、本県の次世代育成関係の関連予算が約200億

円でございます。

○濵砂 守議員 本県にことし新たにこども政

策局が設置をされました。子育て支援に向けて

本格的に取り組むという体制であろうと思いま

すが、18年までは児童家庭課ですね。職員が何

名増員になったのでしょうか。そしてまた、ほ

かの都道府県でもこういう体制を敷いていると

ころがあるのかどうか教えてください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 職員につきま

しては、今、数字を持っておりません。ただ、

新しい業務が加わっておりますので、その分は

人数がふえております。それから、こども政策

局的な一元化した組織をつくっている他県の状

況についても十分把握しておりませんので、後

ほど答えさせていただきます。

○濵砂 守議員 通告だけしかしておりません

から申しわけありませんが、話は進めさせてい

ただきます。今回質問するに当たって、全国の

関係資料も随分集めて調べてみました。本県の

次世代育成支援行動計画、進捗状況とかを見る

と、他県に劣っておるようなことはありませ

ん。十分にやっておられると思うんです。た

だ、ここはというところが、独特な宮崎県バー

ジョンがないんです。これだけは日本一の施策

だというものがもしあれば教えてください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） おっしゃるよ

うに、他県にぬきんでてという制度が、今、私

のほうでは思い浮かぶところがございません。
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○濵砂 守議員 せっかくこども政策局ができ

ましたから―今までの18年度体制はほかと一

緒なんですよ。今回新たに３つの基本指針とし

て、こういうものをつくり上げました。新しく

人材も投入されていると思います。費用対効果

が金額であらわれてきませんから、行政サービ

スがどれだけ高まったか、その辺をまた１年後

に聞いてみたいと思います。ぜひ日本一のこど

も政策局ができるように頑張っていただきたい

と思います。職員にも激励をしながら、日本一

の子育て支援県になれるように、ひとつよろし

くお願いをいたします。

それから、先ほど壇上で伺いましたが、本県

の20年度の保育料の軽減状況は、30市町村のう

ち17市町村なんです。それで、全国のものを見

ると、大体57～58％ぐらいが保育園の軽減措置

をしているんです。詳しく資料を見ればわかる

んですけれども。若い世代の子育てしている人

に、一番負担になるのは何かと聞くと、アンケ

ートでは、保育園の保育料、それから住宅の入

居費なんです。保育料の軽減について、もっと

推進していかれるつもりはないでしょうか、部

長、お伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 保育料の軽減

につきましては、市町村の事業として行われて

いるものであり、県としては、そういった支援

策について、市町村の財政事情が許せばぜひ

やっていただきたいと考えております。

○濵砂 守議員 市町村なんですよ、もちろ

ん。ところが、市町村が率先して進めていくべ

きなんですが、半分は県が措置するとか、そう

いうものがないと、市町村単独ではようやり切

らぬ。だから、部長に答弁を求めているんで

す。市町村によって違うんですよ。第２子から

無料のところは、宮崎県でも２カ所あるでしょ

う。２町あるんです。第２子から無料というの

は結構あるんですよ、ほかの県にも。だから、

こども政策局を今度つくっていただきましたか

ら、そういうところはぜひ調べていただいて、

まず積極的に調査をして、検討していただきた

いと思います。

それから、住宅の入居費なんですが、この住

宅の入居費もかなりの負担になっているようで

す。保育料と住宅の入居費で約10万なんです。

２人の子供を持っている人は。２人子供を育て

る人は。だから、この辺の何か手助けができな

いか。産みなさい、産みなさいと言っても、生

活ができなければ子育てできませんよ。ぜひひ

とつ検討いただきますように……。知事、どう

お考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） こども政策局の機能

性についてでありますけれども、今回、乳幼児

医療費助成をさせていただいて、就学前の方た

ちに助成させていただくだけで１億数千万の予

算が必要なんです。そこに保育園なり何なり助

成ということは、また予算が絡んだ話になって

くると思いますので、十分な検討が必要だと思

います。いずれにしろ、子を生み育てる環境

で、宮崎は日本一を目標にしておりますので、

合計特殊出生率等々も含めまして、それは十分

考えていかなきゃいけないというような考えで

おります。

○濵砂 守議員 子育ての支援なんですが、今

言われましたように、日本一子育てのしやすい

宮崎県の創出ということですが、他県も、いろ

いろふるさと納税の関係で目的税をつくって

やっているんです。子育てというのは、三重県

でしたか、どこかやっています。甲子園を守ろ

うといったものとか、結構いろんな目的税にし

ているようなんですが、宮崎県も、寄附と、い
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わゆるふるさと納税、こういったものの中で子

育て基金というものを考えてみたらいかがで

しょうか、知事、お願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 子育て支援のための

独自の財源確保につきましては、九州の地方知

事会等でも検討された経緯がありますが、県民

の理解が得にくいということなどから、長期的

な視点からの調査研究が必要との結論と、今の

ところはなっております。県といたしまして

は、今後とも研究していく必要があろうかと考

えております。ふるさと納税制度につきまして

は、「ふるさと宮崎応援寄付金」として現在募

集しておりますので、その収入につきまして

は、子育て対策など、平成20年度の重点施策の

財源として使っていくつもりでおります。

○濵砂 守議員 県ももちろんなんですが、国

に対しても、知事、子育て支援基金、目的税、

財源はどういう形になるかというのは難しいと

ころなんでしょうけど、ぜひ提言をしていただ

きたいと思います。フランスは出生率が1.65か

ら２を超しましたね。これは、日本のお金に換

算すると11兆円ぐらいの経費を投入している。

国民総生産のうちの大体３％ぐらい投入してい

るそうなんです。日本は0.8％です。ですから、

ぜひ全体の取り組みとして申し入れをしていた

だきたいと思います。

次に移ります。中山間地域の振興についてで

あります。

まず、中山間・地域対策室を設置されており

ますし、私どもにとっては、知事がきのうの答

弁でおっしゃいましたように、「中山間地域が

滅びれば日本が滅びる」、非常にありがたいこ

とで、その熱意も十分伝わってまいりました。

そこで、県民政策部長に伺いますが、この言

葉、「中山間地域」の定義というのはどのよう

に考えておられますか。

○県民政策部長（丸山文民君） 「中山間地

域」という言葉ですけれども、これは全国的に

統一されたものはございません。ほかの県など

の状況を見ますと、過疎法を初めとして、条件

不利市町村の振興を図ることを目的とする地域

振興５法、いわゆる過疎法、山村振興法、特定

農山村法、離島振興法、半島振興法、この５法

地域や、あるいは農林統計上の区分、中間農業

地域、山間農業地域、これらをさまざまに組み

合わせて定義している県もありますけれども、

大体多くの県ではこういう定義づけはされてい

ないのが現状であります。私ども宮崎県におき

ましては、既存事業における中山間地域の対象

範囲としての整合性も勘案し、また、中山間地

域を、今申し上げました主に地域振興法の指定

地域を基本として、地理的条件に加え、さらに

生産、経済的条件が不利で各種振興が必要な地

域というふうに、私どもは考えておるところで

あります。以上です。

○濵砂 守議員 中山間地域というのは、「平

野の周辺部から山間地に至るまとまった平たん

な耕地が少ない地域で、我が国の骨格部分を形

成する地域」ということだけで、定義されてい

ないんです。中山間地域というのはかなり広範

囲にわたります。都市部から離れたら中山間地

域だよと。準山間地域もあるんです。準山間地

域。だから、やっぱりこの辺の区分が必要じゃ

ないかと思うんですが、いかがですか、部長。

○県民政策部長（丸山文民君） 事業を進める

上でもある程度の区分といいますか、そういう

区分は必要かと思いますけれども、御存じのよ

うに、地域における中山間地域の実情、集落の

実情、そういうものは地域におきましていろい

ろであります。そのあたりを勘案して、今後の
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中山間地対策も進めていく必要があるのではな

いかと考えております。

○濵砂 守議員 せっかく中山間・地域対策室

を設置されて、今後取り組んでいかれるわけ

で、さっきのこども政策局と一緒なんですが、

やはりある程度定義を絞って、区分しながらそ

の政策をつくり上げていかないと、田園地帯も

中山間地域、山の真ん中も中山間地域というこ

とでは、政策の立てようがないと思うんです

が、皆さんは職員ですけど、知事は政治家です

から、その辺のところをどう考えられますか。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域というの

は、明確な定義というか、概念化がされていな

いということなんですけれども、私の中では、

中山間地域対策といったときに、やはり―こ

の言葉はいけないんでしょうか―限界集落と

言われている、いわゆる維持存続が危ぶまれる

地域というのがイメージされますね。

○濵砂 守議員 限界集落は決して悪い言葉

じゃないと思うんです。私は、高齢者の方がそ

こで死にたいという地域がたくさんあると思う

んですよ。実は、私は旧東米良村というところ

の出身なんですが―今、西都市ということで

隠れていますけど―もう皆さん御承知なんで

すけど、昭和37年に西都市と合併をしました。

その当時の人口が4,700人。木城町に編入合併し

た中之又地区というところを入れると、5,000人

を超した集落だった。今は400人なんです。そし

て、その点在する集落の中の人たちは、ここで

死にたいと言われるんです。もう10年もたな

い、集落そのものが。やっぱりそういうところ

にこそ、何とか最後に、医療も福祉もまともに

受けられるようなものが必要だと思うんです。

だから、くり割りをして政策をつくってくださ

いという話をしているんですが、知事、いかが

ですか。

○知事（東国原英夫君） 維持存続が危ぶまれ

る集落ですが、そういったところが県内に至る

ところにあるんですが、その場その場に応じ

て、ケースによって違うと思うんですね。そう

いったものを県としては十分に把握して、その

集落に対してどういうことが、この集落の維持

存続、あるいは活性化につながるのかというの

を十分調査した上で、一つ一つそれにきめ細か

い対応をしていくべきだと私は考えておりま

す。

○濵砂 守議員 そういうところがたくさん県

内にも点在していると思います。せっかく今

回、こどもと中山間の対策室をつくっていただ

きました。やっぱりそれぞれ小さく分析して、

これからスタートですから、ぜひいろんな宮崎

県独自の政策をつくり上げていただきたいと思

います。

それからもう一点、ボランティアグループ、

あるいはそういったボランティアの気持ちを持

つ福祉法人等で、そこに施設をつくって、その

人たちの最期を自分たちの手で見てやりたいと

いう人たちがいるんですが、そういった人たち

に対する支援というものについてはどのように

お考えですか、知事。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域対策を推

進するには、行政、地域あるいはＮＰＯ、ボラ

ンティアの方々、大勢の方々に協力していただ

いて連携しなきゃいけないと考えてはおりま

す。そのような観点から、企業の社会貢献活動

による森林づくりや、集落住民による都市との

交流事業への支援など、民間主体による中山間

地域活性化の取り組みの推進を図ってきたとこ

ろであります。今後とも、中山間地域が果たす

役割等について、都市住民等に広くＰＲするな
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どして興味を持っていただき、各種主体の参画

を促進していくとともに、これらの多様な主体

による取り組みを支援していきたいと考えてお

ります。

○濵砂 守議員 ありがとうございます。私

は、実は平成13年、松形知事のときに同じよう

なことを言ったことがある。そのときは、制度

上無理だと言われました。だから、「知事、あ

なたは政治家じゃないですか。制度がだめなら

政治判断があるじゃないですか」という話をし

たんですが、そのときはできませんでした。事

情が変わっています。あれは、いわゆる行政で

やってくれというお願いでした。今回は民間が

入る、その支援をしてくださいということで、

知事にお願いをいたします。そういったところ

もありますので、知事の政治判断を―明るい

ところだけじゃなくて、末端の行政の手が届い

ていないところにこそ政治の力が必要ですか

ら、ぜひこれからの御検討をよろしくお願いい

たしまして、私の質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○坂口博美議長 ここで、福祉保健部長に、先

ほどの答弁の追加をお願いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 先ほど御質問

いただきましたいろんな数字について申し上げ

ます。

まず、後期高齢者医療制度の対象者でありま

すが、平成20年４月１日現在で15万238人であり

ます。このうち、74歳以下の障がい認定者

が5,322人であります。それから、平成19年で医

療機関を全く受診されなかった方、これは国民

健康保険に限ってでありますが、4,534人であり

ます。

２番目に、今回の後期高齢者医療制度で負担

がふえた世帯についてでありますが、負担がふ

えた世帯は、簡単に申し上げますと、75歳以上

の高齢者とその子供夫婦が同居している世帯、

このケースではかなりのモデルで負担がふえて

おります。一方、高齢者だけの夫婦世帯とか高

齢者だけの単身世帯の場合には、負担がふえて

いるケースは非常に少なくなっております。

次に、こども政策局の人員についてでありま

すが、平成20年度が25名―これは局長も含ん

での数字でありますが―平成19年度に比べま

して９名の増となっております。それから、他

県の似たような少子化対策の組織につきまして

は、今後調査をさせていただきたいと思いま

す。

○坂口博美議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従って一

般質問をいたします。

まず最初に、エコクリーンプラザみやざき問

題について伺います。

県の進める廃棄物処理の広域化のもとで、一

般廃棄物と産業廃棄物を公共関与で処理すると

して環境整備公社が設立され、事業が行われて

きました。今回の浸出水調整池の破損問題は、

開業前の試験段階で発覚しながら、その時点で

公表されず、さらなる事態を招き、ましてや安

全・安心を担保して地元との信頼関係抜きには

成り立たない廃棄物処理事業で、公害防止協定

を結んでいる地元への報告が全くなされていな

かったなどなど、本来考えられないことが起

こってきました。今回明らかにされた一連の問

題を見て、資料の紛失も含め、余りにもずさん

な内容に、驚きを通り越して憤りさえ覚えるも

のです。原因の解明はもちろんのこと、改修の

ための費用負担も含め責任の所在など、検討す

べき課題が提起をされたと思いますが、知事の
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御見解を伺いたいと思います。

次に、後期高齢者医療制度についてです。

４月１日から始まったこの医療制度に対し

て、国民の怒りや批判の声はますます大きく

なっています。年を重ねてきたことを理由に差

別医療を行い、命を差別する非人道的なこの後

期高齢者医療制度は廃止以外にないと思います

が、知事の率直な御見解を伺いたいと思いま

す。

次に、国民健康保険証の取り上げ問題につい

て伺います。

現在も保険税の滞納を理由に、各市町村での

保険証の未交付や取り上げが行われています。

この保険証の取り上げは、命にかかわる重大問

題を引き起こしています。宮崎県民主医療機関

連合会の調査によると、昨年、宮崎市で、保険

証がないため病院に行けず、容体が悪化して救

急車で搬送されたものの、手おくれで死亡され

た方が３名おられました。これほど悲惨なこと

はありませんし、御本人の無念さを思うと胸が

痛みます。本来、住民の健康と福祉の増進に責

任を負うことが地方自治体の使命です。保険証

の取り上げは直ちに改めることが重要であると

考えます。県から各自治体への指導を求めたい

と思いますが、知事の答弁を求めます。

次に、新田原基地の米軍基地化問題について

伺います。

今回、初めて新田原基地に米軍のための施設

建設が行われることが明らかになりました。４

月８日、九州防衛施設局は、新田原基地内に建

設予定の食厨施設―食堂や厨房のことですが

―これは米軍専用の施設であると説明してい

ます。こういうことになれば、米軍基地化の第

一歩ではないかと思いますが、知事はどのよう

に認識しておられるか、お伺いをいたします。

最後に、下請代金未払いに関する特定建設業

者の元請責任について伺います。

県の特定建設業許可を受けている企業が元請

となっている工事の一部を、２次下請の業者が

施工をしたものの、その工事を発注した１次下

請企業の倒産により、工事代金が全く支払われ

ないという事態が起きています。下請業者保護

の点でも、特定建設業者である元請企業が建設

業法に基づいて立てかえ払いを行うよう、県は

行政指導をすべきと思いますが、県土整備部長

に御答弁をいただきたいと思います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席で続け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。

エコクリーンプラザみやざき問題についてで

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、客観的・専門的立場から調査

・検証を行うことにより、徹底的に原因を究明

するとともに、責任の所在についても明らかに

していただくこととしております。

続きまして、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におきまして

は、これまでの老人保健制度の老人医療と同様

に、原則75歳以上の高齢者が対象であります。

これらの高齢者の多くの方々には、生活習慣病

を原因とする疾患を中心に、入院による受療が

増加するなどの特性があり、今後、高齢化が進

む中で、医療費の増嵩が懸念されますので、75

歳以上の高齢者にも１割の保険料を負担してい

ただくことで、国民皆保険制度を維持しようと

されたものと認識しております。しかし、多く

の方々から、制度がわかりにくい、制度への説

明や低所得者への軽減措置が十分ではないと

いった声があります。それを受けて、国は国民
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にしっかり説明し、議論をしていく必要がある

と考えております。

続きまして、国民健康保険証の取り上げにつ

いてであります。国民健康保険は、相互扶助の

精神で運営されており、被保険者間の公平を図

る観点から、市町村においては、災害、病気、

失業等の特別な事情がない１年以上の国保税滞

納者には、被保険者証の返還を求め、これにか

わる資格証明書を交付することとされておりま

す。しかしながら、市町村は、滞納者に対し、

機械的に被保険者証の返還を求めるものではな

く、事前に納税相談等を行い、滞納者の生計状

況や納付状況等を十分に考慮した上で、適正に

対応しているところであります。県といたしま

しては、今後とも国保事業の円滑な運用が図ら

れるよう、市町村に対し適切な助言指導を行っ

ていきたいと考えております。

次に、新田原基地についてであります。米軍

再編に基づく訓練は、日米両国の政府レベルの

合意に基づくもので、国の責任で適切に対応さ

れるものと考えております。新田原基地を初め

とした訓練移転対象基地の施設は、米軍が一定

期間を限って使用する施設であり、その区域や

使用条件についても、随時、閣議決定して、日

米合同委員会で協定を締結することとされてお

りますので、今後とも米軍が常駐化することは

ないものと認識しております。今回の新田原基

地の改修は、訓練が円滑に行えるよう必要な整

備を行うものであり、基地の強化につながる整

備ではないと、九州防衛局から説明を受けたと

ころでございます。しかしながら、今後とも、

県民の生命・財産を守る県の責務から、新田原

基地の騒音対策や安全対策について、国に対し

て万全を期すよう、機会あるごとに申し入れを

行ってまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

特定建設業者に対する指導についてでありま

す。建設業法により、特定建設業者には、下請

業者が起こした工事代金の不払い等について、

その解決の責任が道義的に求められており、県

は、必要がある場合には、立てかえ払い等の勧

告を行うことができるようになっております。

ただし、この措置は、ほかに解決手段がなく、

行政運営上救済する必要がある場合に適用され

るものであり、本来は支払い義務のない元請業

者に代金の二重払いを求めることになるため、

極めて限定的に実施するべきものとされており

ます。しかしながら、適正な元請・下請関係及

び下請業者の保護は不可欠であることから、県

では、毎年、建設業者研修会を開催しているほ

か、建設業者相談窓口を設け、下請トラブル等

の相談に応じており、また、新たに建設業法違

反などの情報を収集する「建設業者ホットライ

ン」も設置いたします。今後とも、元請業者と

下請業者の適正な関係が確保されますよう、さ

らに適切な指導に努めてまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それでは、引き続き質問さ

せていただきます。

まず最初に、エコクリーンプラザみやざきの

問題についてです。原因解明のための専門家に

よる外部調査委員会が設置をされて、設計・施

工、施工管理、予算執行や工法決定の意思形成

過程などについての調査を行うことが示されて

おります。その結果をもって具体的な対応策が

提起をされるというふうに思っております。し

かし、私は、この調査内容に示された事項は、

いずれも県環境整備公社の理事会に、随所で最
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終的判断が求められたものであったというふう

に思っています。しかし、その理事会そのもの

が機能していなかったことが決定的な問題で、

責任は重大だと思います。私は、この組織の抜

本的な改革なしに再生の道はないと考えており

ますが、知事の御見解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 環境整備公社のあり

方につきましては、設立の経緯等もあり、今

後、公社、関係市町村等と協議を行っていく必

要があると考えております。

○前屋敷恵美議員 組織のあり方そのものにつ

いても検討がなされるということでしょうか。

○知事（東国原英夫君） その必要があると考

えております。

○前屋敷恵美議員 また、広域化による大規模

なごみ処理のあり方は、今後の課題としても問

題提起がされたのではないかと思いますが、こ

の点についても知事の御見解をいただきたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 市町村が行うごみ処

理につきましては、ダイオキシン類の排出削減

やごみ処理経費の節減等を図るため、各市町村

と協議の上、平成10年度に、県内を７ブロック

に分けたごみ処理広域化計画を策定して、広域

的なごみ処理施設の整備を進めてきたところで

あります。この計画では、全体35施設のうち、

平成19年度までに22施設が整備され、平成30年

度までの計画期間において13施設が整備される

予定であります。現在、延岡・西臼杵ブロック

では、平成21年度からの供用開始に向けて、焼

却施設の整備が進められております。県といた

しましては、今後とも、情報提供や連絡調整に

努めるなど、関係市町村と十分な連携を図りな

がら、広域的なごみ処理施設の整備を進めてま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 私は、この広域的なごみ処

理というものには問題があるんじゃないかとい

うふうに思っています。このごみ処理は、一般

廃棄物についてはそれぞれの自治体での排出者

責任のもとで行われることで、本来いろんな問

題が起きたときにすぐ対処ができる。そのこと

も含めて責任が負えるというふうに思っていま

す。ですから、広域化については、今後、検討

課題だというふうに思っているところです。い

ずれにしましても、今、毎日出されているごみ

の処理をとめるわけにはいかないわけですか

ら、安全性の確保とともに、地元や関係自治体

を含めて納得がいく解決を図っていただき、今

回のこの問題を今後の廃棄物処理行政の教訓に

していくことが必要だということを申し上げ

て、次に移りたいと思います。

次は、後期高齢者医療制度についてです。制

度が始まりまして２カ月余りが経過をいたしま

した。各自治体への怒りや苦情、その声は殺到

しています。１日に数百件もの問い合わせが

あったり、苦情があったりということを聞いて

おりますが、知事はこの怒りの原因は何だとい

うふうにお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） この後期高齢者医療

制度に対する、国の国民に対する説明不足、あ

るいは75歳というようなライン引きをされたこ

と、あるいは低所得者に対する軽減措置が十分

ではないこと、制度の難解さ、わかりにくさ等

々の原因による国民の皆様の不平不満があるも

のだと認識しております。

○前屋敷恵美議員 私は、若干、認識不足じゃ

ないかなというふうに思います。まず、やはり

年齢で線を引くといいますか、差別をすること

自体、特に高齢者の皆さん方にとっては耐えが

たい苦痛が―経済的な問題も含めてですけれ
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ども―あるというふうに思っています。

福祉保健部長に伺いますが、広域連合や県内

自治体に寄せられた、こういった苦情や―要

望もあるかもしれませんけれども―県内の自

治体の実態を把握しておられますか。もしそう

いう実態を把握しておられれば、どういう状況

だったのか、お聞かせいただきたいというふう

に思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 直接には特に

聞いておりません。

○前屋敷恵美議員 ぜひ把握をしていただきた

い。この制度そのものに対して今、国民的な規

模で問題が提起されているわけですから、ぜひ

県内の状況を把握していただきたいと思いま

す。今、私が申し上げましたように、この後期

高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を健康保

険の対象から強制的に外すやり方で、年齢によ

る命の差別そのものだというふうに思います。

お年寄りにかかる医療費をいかに減らすかとい

う発想で、長生きが悪いことのように思わせる

やり方に、私は日本に未来はないというふうに

思います。これまでの日本を築いてこられた方

々、日本の未来を築いてこられた方は、まさに

今、75歳以上の後期高齢者と一方的に言われ

る、こういう方々だったというふうに私は思い

ます。私は、こうした高齢者の方々から、「戦

中・戦後、青春を奪われながら必死に頑張って

きた。今この年になって何でいろんなこんな仕

打ちを受けなければならないのか」と、声を震

わせて訴えられる。こういう局面に、私はたび

たび出会います。本当にそのとおりだというふ

うに思います。

通常国会が閉会をいたしましたが、私ども日

本共産党は、野党４党で参議院に廃止法案を提

出して可決させ、衆議院に送りましたが、国会

の会期切れの中で継続とされました。次期臨時

国会で、国民の立場での徹底審議で可決・成立

させて、高齢者差別法を撤廃させていきたいと

いうふうに思っているところです。今、県内で

も、県の医師会や保険医協会なども、命を預か

る医療者の立場から明確に反対を表明されてい

ます。また、これまでに13の市町村議会で制度

の見直しを求めて意見書を採択するなど、理不

尽な制度への批判も高まっています。新聞報道

によって、高齢者の皆さん方や県の医師会の会

長さんがコメントを寄せておりますので、少し

紹介させていただきますが、県老人クラブ連合

会の会長さんは、「だれだって病状に合った治

療を受けたい。医療は年齢に関係なくすべての

人に公平であるべきだ」、このように言われて

います。また、稲倉県医師会会長は、「75歳以

上の医療レベルを下げるという根本は変わって

いない」、これは今、若干の手直しが行われる

ということを取り上げて、全く変わっていない

んだと、75歳以上の医療のレベルを下げるとい

うことを指摘しております。そして、「日本の

平均医療費は、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

の先進国と比べて５兆円も少ないという試算も

ある」というふうに言われています。「制度そ

のものが非常に不安を感じさせるもので、最低

限の健康な生活を保障している憲法25条にも違

反をする」と言われ、「これらが改善されない

のなら廃止にすることだ」、このようにコメン

トをされています。

私は、高齢者の皆さん方が本当に今、この制

度に対する憤りを持って、この制度の撤廃に向

けて、全国的にもいろんな運動、署名の運動な

ども進んでいるゆえんだというふうに思いま

す。私は、先ほども申しましたが、これまで戦

中・戦後、県勢発展に尽くしてこられた高齢者
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の方々の命と健康を守ることを使命とする自治

体の長として、その立場からも、この制度の中

止、撤廃を国に対して求める考えはないのか、

改めてお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 世界がかつて経験し

たことがない超少子高齢化の中で、この国の形

をどのようにしていくかというのが今、問題に

なっているところだと思います。その中で、こ

の医療制度、社会保障関係費の問題が喫緊の課

題になっている現状だと認識しております。社

会保障費が年々増大する中で、高齢者に対する

医療費をどうするかということの議論の中で、

高齢者の方々の医療費を、例えば極端にただに

するということになりますと、医療費がかさ

む、医療現場がサロン化したり、コンビニ化し

たりという現状もあった。国民皆保険制度をど

う維持するかということの中で、皆さん平等に

御負担を願おうという大前提のもとに、この医

療制度というのは始まった制度だと私は認識し

ております。その中で、この制度の不備な点が

あったということは、国の説明が十分ではな

かった、あるいは制度が複雑である、あるい

は75歳というような線引きをされた、あるいは

所得の低い方々に十分な軽減措置がないといっ

た、つまり、きめ細かい、心温かい制度になっ

ていないというところが不備な点だと私は認識

しております。その辺は、国に対して、国民に

対する説明を求めるとともに、国民に対して優

しい保険制度のできるようなことを、国に対し

て要望はしていきたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 高齢化社会の中で、国は

今、毎年2,200億円ずつ社会保障費を減らしてい

ます。まさにそれは逆行するやり方だというふ

うに思うんですね。今、温かい制度と言われま

した、説明不足があったと言われましたが、そ

んなもので片づく問題じゃないというふうに

思っています。ですから、私は、この制度は撤

廃して、改めて、国民が安心してかかれる医療

制度はどうあるべきか、財源の問題も含めて国

民的な議論が必要だというふうに思っていると

ころです。

では、次に移ります。新田原基地の米軍基地

化問題について伺います。新田原基地に、新た

に隊舎、駐機場、通信施設、滑走路の補修・補

強など、基地の整備拡充が計画されていること

は、昨年の11月議会でも明らかにいたしました

が、今回見過ごせない新たな問題は、新田原基

地が開設されて以来初めて、米軍施設として米

軍専用の食厨施設の建設が進められていること

が明らかになったことです。まさにこのこと

は、新田原基地の米軍基地化の第一歩になると

いうことは明白だというふうに思っています。

しかも、このことは、新田原基地を米軍基地化

しないとして結んだ九州防衛局との覚書にも違

反をするもので、日米共同訓練が始まった当

初、地元住民の方々の抱いていた「米軍基地化

されることだけは許されない」、そういう不安

が現実のものになろうとしているというふうに

思います。さらに問題は、今回の現滑走路の補

強・補修中に使用するためにつくられる仮滑走

路の建設に排水対策が全く講じられていないこ

とや、仮滑走路がそのまま残される―結局滑

走路が２本残されるということになるんですね

―こういうことも明らかになっておりまし

て、地元では、「緊急時にこの仮滑走路の米軍

使用があるのではないか」「今でさえ騒音に苦

しめられているのにどうなるんだ」といった心

配が広がっています。こうした点での知事の認

識を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 新田原基地の改修に
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ついては、滑走路等の舗装改修等を行うとのこ

とですが、Ｆ４機によるアラート待機に支障が

あるため、暫定的に仮滑走路を整備するもので

あり、この仮滑走路は、本滑走路整備後は使用

しないこととすると聞いております。このこと

から、今回の改修は、現有機能を維持しながら

整備するものであり、九州防衛局からも、「訓

練実施に必要な整備で基地強化とは考えていな

い」ということの説明を受けておるところでご

ざいます。

○前屋敷恵美議員 私は非常にそれは甘い、単

純な考えじゃないかと思います。滑走路があっ

てそれを使用しないから、もうそれは使われな

いのだというふうに言われますけれども、実際

そこに使える滑走路があって、いつでも緊急時

というのはアメリカのほうが特定をするわけで

すから、使える状態にある滑走路がいつまでも

使われなくて済むという保証はどこにもないわ

けです。そんな簡単なことで、この滑走路を認

めるわけにはいかないというふうに私は思って

おります。それから、こういった問題は国政間

で決めていく問題だ、国の責任で対処をすると

言われましたけれども、実際、基地周辺で生活

をされる住民の皆さん方にとっては、耐えがた

い苦痛を強いられるということですから、人ご

とのようなそういう言い方は、私は非常に無責

任だというふうに思うんです。やはり県民の問

題、宮崎県の問題としてとらえて、率直に住民

の声も政府・防衛省にも上げていく。そして、

私は、この基地の拡充については明確に反対を

すべきと考えますが、改めて知事の答弁を求め

ます。

○知事（東国原英夫君） 人ごとのようには

言っておりません。私は、地域住民の方々の安

全・安心が第一だと思っております。そういっ

た意味で、今回、九州防衛局からも、「訓練実

施に必要な整備で基地強化とは考えていない」

というような説明を受けております。重複しま

すけれども、国防、日米の関係については、政

府レベルで適切な対応をしていただいているも

のと考えております。今後とも、県民の生命・

財産を守る県の立場、その責務から、新田原基

地の周辺住民に対する騒音問題とか安全対策に

ついては、国に対して強く要望していきたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ自分の問題としてとら

えていただきたい。郷土の平和と安全を守る、

これがやはり地方自治体本来の役割ですから…

…。そして、基地強化とは考えていないという

ことですが、これだけの補強が行われれば、基

地の整備強化であることは、もう言うまでもな

いというふうに思っています。さらなる基地強

化には反対するという立場も、私はさらに求め

ていきたいというふうに思っています。

次に、国民健康保険証の問題について質問を

させていただきます。県内の国保税滞納状況、

滞納を理由に保険証を渡されていない世帯、ま

た、病院窓口で医療費の10割を払わなければな

らない資格証明書が発行されている世帯、有効

期限の短い短期保険証が発行されている世帯、

それが今、県内ではそれぞれ何世帯あるのか、

また、短期保険証の内容はどうなっているの

か、福祉保健部長にお答えいただきます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 短期証等の交

付状況についてでありますが、19年６月１日現

在の数字でありますけれども、国民健康保険加

入世帯26万5,000世帯余りありますが、うち、短

期証が１万4,772世帯、資格証明書が3,496世帯

にそれぞれ交付されております。

○前屋敷恵美議員 滞納世帯の状況はどうで
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しょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今、滞納世帯

の数字を持っておりませんので、後ほどお答え

させていただきます。

○前屋敷恵美議員 あわせて、短期保険証の内

容、１カ月であるのか、２カ月であるのか、そ

ういう中身もあわせてお願いをしたいと思いま

す。私は、宮崎市を例にとって少しお話をいた

しますが、宮崎市の現状を見ますと、07年度滞

納世帯は２万4,526世帯、国保加入世帯の実に３

割を占めています。深刻なのは、滞納世帯のう

ち44％を国民健康保険税の課税所得なしの世帯

が占めていることで、滞納問題は低所得世帯ほ

ど深刻になっています。保険証がないとどうな

るのか。2006年の宮崎市の調査によりますと、

資格証明書の発行世帯の１世帯当たりの受診件

数は年間0.07件、一方、国保全体では１世帯当

たり17.47件ですから、資格証明書という世帯は

国保全体に比べて250分の１しか受診をしていな

い、受診できないという結果が示されておりま

す。資格証明書の発行世帯数は、この５年間で

約３倍にもふえているというのが、今の宮崎市

の状況です。ほかの自治体もこれと同じとは言

いませんけれども、やはり同じような傾向にあ

るのではないかというふうに思うところです。

病気になっても病院に行けない、治療できない

という極めて深刻な事態で、これは人道的にも

許されないことだというふうに私は思います。

特に、子供さんを抱えた世帯ではなおさらのこ

とです。

この滞納世帯がふえている背景には、格差と

貧困の広がりがありますが、もう一つの要因

に、国民健康保険税が高過ぎるという問題があ

ります。この６月議会で、いずれの自治体でも

国保税が確定をいたしますが、どこでも所得は

減っているのに負担はふえているという状況が

示されております。国保税引き下げのために

も、国の国民健康保険の補助金をもとに戻すよ

う要求することと同時に、県からの財政支援が

必要ではないかと思いますが、知事の答弁を求

めます。

○知事（東国原英夫君） 保険税の滞納の背景

にはいろいろな要因があると考えますが、保険

税につきましては、それぞれの市町村における

収支見通しや財政事情に基づき、市町村の判断

により条例で定めているものであります。県に

おきましては、これまでも財政調整交付金や保

険基盤安定事業、さらには高額医療費共同事業

等により、毎年100億円を超える多額の財政支援

を市町村に対して行ってきたところでございま

す。このような状況の中で、県としましては、

新たな公費負担を行うということは、県の財政

状況等から判断して、非常に難しいものがある

と考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ今後の検討課題にもし

ていただきたいということを、再度お願いをし

たいと思います。

また、各自治体においては、法に基づく減免

制度を十分に機能させることも重要だというふ

うに私は思います。減免制度には「法定減免」

と市町村が定める「申請減免」があります。そ

の法的根拠は、地方税法に基づく申請減免にな

るわけですけれども、この地方税法の中に、水

利地益税の減免というのも含まれます。これ

は、風水害に遭ったときにいろいろ減税ができ

るということのほかに、経済的にも厳しい世帯

への免除もあわせてできる、公費の扶助を受け

ているような世帯にこの減免ができるという制

度なのですけれども、こういった減免制度が各

自治体で有効に使われ、機能しているのか、そ
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の辺のところを把握しておられれば、お聞かせ

いただきたいというふうに思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 保険税等の減

免制度についてでありますが、市町村におきま

しては、今おっしゃった災害とか、事業の廃

止、こういったことで特別な事情がある場合に

は、条例の規定に基づいて保険税の減免、それ

から、法の規定に基づいて窓口の一部負担金の

減免措置が行えるようになっております。ま

ず、保険税の減免につきましては、平成18年度

の実績では、県内全体で550世帯、3,563万8,000

円を減免しております。また、窓口一部負担に

つきましては、同じく18年度で276件、703

万4,000円を減免しております。こういった窓

口、それから保険税の減免によって、低所得者

あるいは災害等に遭われた方の救済がされてい

るものと考えております。

○前屋敷恵美議員 この自治体が定める申請減

免の点ですが、今言われましたように、条例が

ないとこの制度は使えませんので、すべての自

治体で今、この制度はつくられて対応されてい

るのでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） それにつきま

しては調べてみたいと思います。

○前屋敷恵美議員 もし設定されていなけれ

ば、ぜひ、条例をつくるということの指導や、

その取り扱いも含めて十分に機能が果たせるよ

うに、県から積極的な指導を行って、保険証未

交付世帯をいかに少なくするかということで、

県の努力を、行政指導を含めてお願いをしたい

というふうに思います。

次に、子供さんのいる世帯で、保険証のない

世帯がどのくらいあるか、把握しておられたら

お聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今おっしゃっ

た、子供がいる世帯で資格証明書が交付されて

いる世帯数につきましては、そういったデータ

がございません。そういうことでお答えできま

せん。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、この点についても把

握する努力をしていただきたい。各自治体に

も、その状況をつかむこともあわせて指導いた

だくようにお願いをしたいというふうに思いま

す。

病気の子供を病院にすぐ連れていけない親の

つらさは、どなたもおわかりだというふうに思

います。親が失業中であったり、低所得であっ

たりという、親の貧困のために子供が医療さえ

まともに受けられないという現実の中で、家庭

が不安定だと子供の心も不安定になり、学習も

ままなりません。健康権や教育権という子供の

基本的人権までもが侵害されることになってい

ます。病気になったらまずは病院にかかれるよ

う、少なくとも子供さんのいる世帯へ保険証は

直ちに交付するよう、市町村への指導を行うべ

きと思いますが、知事の御見解をいただきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 子育て支援乳幼児医

療費助成事業……。済みません、もう一度質問

を、いいですか。

○前屋敷恵美議員 保険証がなくて子供さんが

病院にかかれないという状況をなくすために

も、子供さんのいる世帯には無条件に保険証を

交付する、このことを各自治体に指導をしてい

ただきたいということです。

○知事（東国原英夫君） 国民健康保険につき

ましては、市町村は滞納者に対して一律に被保

険者証の返還を求めるのでなく、事前に納税相

談等を行って、滞納者の生計状況とか納付状況

を十分に考慮した上で、子供がいる世帯につい
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ても個別に適正に対応していると聞いておりま

す。御質問の内容は、子供がいる世帯に対して

保険税等々を免除しろ、してはいかが、それを

検討してはいかがということでございましょう

が、財政上厳しい等、勘案した上で、財政的に

は非常に厳しいかなという感じはしておりま

す。県といたしましても、個々の事情を考慮の

上、適切に対応するよう、今後とも市町村に対

して、助言指導はしてまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ自治体への助言指導を

徹底していただいて、子供たちが病気になって

も病院にかかれないという事態だけは避けるこ

とが必要だというふうに思っています。また、

前議会で、県の単独事業で、乳幼児医療費助成

制度についての拡充が行われました。この制度

は拡充されて非常に喜ばれております。しか

し、保険証が未交付の世帯の子供さんは、この

乳幼児医療費助成制度からはじかれるというこ

とを聞いておりますが、そうなのでしょうか。

もしそうだとすれば、知事はこのことをどうお

思いになりますか。

○知事（東国原英夫君） 乳幼児医療費助成制

度については、所得制限等々も含まれておりま

すし、そういった場合は対象外となることは認

識しております。しかし、所得制限なりで対象

外となられる方についての医療費助成制度は、

財政上は非常に厳しいのかなという感じはして

おります。

○前屋敷恵美議員 やはり結果的には、保険証

がない世帯では、子供さんに乳幼児医療費助成

制度は適用されないということになるわけです

ね。もう一度確認を……。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 乳幼児医療費

助成制度そのものは、所得制限にかからないと

思いますので適用ができますが、助成制度の対

象になっていない、いわゆる保険負担の部分、

８割の部分については、お支払いをしていただ

かないといけないということになります。

○前屋敷恵美議員 結局、滞納している世帯に

ついては、十分に乳幼児医療費助成制度を活用

できないという結果になってくるというふうに

思うんですね。しかし、児童福祉法はもちろん

御存じだと思いますが、その第２条で、「国及

び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児

童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」

というふうにうたっているんですけれども、こ

の立場から見て、子供たちの医療の状況をどの

ように思われますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 滞納の要因と

いうのはいろんなものがあろうかと思います。

真に経済的に困窮している方、あるいはそうで

ない方がおられると思いますが、真に経済的に

困窮されている方につきましては、いわゆる最

低生活を保障する生活保護制度、こういったも

のが用意されているわけでありまして、そう

いったセーフティーネットを使っていただくと

いうことかと考えております。

○前屋敷恵美議員 このセーフティーネットが

なかなか使えないという状況が今ございます。

先ほど私は例を示しましたが、この宮崎市で、

この５年の間に３倍、資格証明書を発行すると

いう数が３倍に上っているんです。それぞれ機

械的に取り上げはしないということもありまし

たけれども、懇切丁寧に、それぞれ対応が違っ

て当然だというふうに思うんです。そういうふ

うなきめ細かな対応をすれば、これほどまでの

資格証の発行にはならないというふうに私は思

うんです。ですから、これは滞納世帯全体にか

かわる問題でもありますけれども、とりわけ私
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がここで問題にしたいのは、子供さんを抱える

世帯で同じようにそれがかかってくるのでは、

子供たちには何の責任もないし、親が責任を負

えない部分は行政がその役割を果たすというこ

とも法的にうたわれているわけですから、そこ

のところを十分加味していただいて、最低、子

供たちのいる世帯の保険証はしっかり交付をし

ていく、こういう立場で、県から各自治体への

行政指導を含めてお願いをしたいというふうに

思います。知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 市町村にどれだけ助

言できるかわかりませんけれども、あるいは市

町村がどれだけの財政的な負担を得られるかわ

かりませんけれども、できるだけ住民福祉の充

実については、今後、前向きに検討していきた

いと思います。

○前屋敷恵美議員 ぜひその方向で当たってい

ただきたいというふうに思います。よろしくお

願いいたします。

最後になりますけれども、下請代金未払いに

対する元請責任の問題についてです。先ほど県

土整備部長からも御答弁をいただきましたが、

最近の事例で、１次下請の企業が倒産をして、

その企業の下請で仕事をした、いわゆる２次下

請の中小業者が、具体的に言いますと、計４件

の工事を請け負って代金が438万円だったんで

す。これが仕事はしたけれども、全く未払いに

なってしまったという問題が起こりました。こ

の４件の工事の中には、小学校や森林管理署と

いった公共事業の一部も含まれておりました。

しかも、倒産をした企業は、前日まで全くその

様子はなく、疑う余地はなかったというふうに

聞いています。こうした下請被害は仕方のない

ことなのでしょうか。再度、県土整備部長の見

解をいただきます。

○県土整備部長（野口宏一君） 宮崎県といた

しましては、公共事業費等が減っているとか、

あるいは入札改革の関係で競争性が非常に高

まっているということで、実質的に倒産等がふ

えているというような状況になっております。

この倒産という状況、建設業者の皆さんが県土

基盤の建設のために一生懸命やっていただいて

いる、あるいは災害時にも一生懸命やっていた

だいている、地域の雇用力の受け皿にもなって

いるということでございますので、建設業者の

体力を強くするということが必要であると思っ

ております。今年度も、建設産業の対策という

ようなことで、例えば他業種への転換のためと

か、あるいは融資関係の施策というものもさせ

ていただいております。そういうことを総合的

に行いまして、より健全な業界の保護に向け

て、建設業界を発展させていきたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 そういう努力もしていただ

くのは当然のことだというふうに思います。私

が今回事例に出しました、直接施工した業者に

１円の工事代金も支払われないというのは、余

りにも不合理だというふうに思うんです。その

業者も零細企業で、従業員も抱え、その従業員

の人件費であり、資材、材料費に充てられるわ

けですから……。こうした被害者を出さない、

救済するために、法的に建設業法で特定建設業

者の責任、元請責任がうたわれているわけで

す。今回の事例は、公共事業も絡んでおりまし

て、建設業法の規定に沿って、県が元請を指導

すべきではないか、再度、部長の見解を求めた

いと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 確かに議員が

おっしゃるように、建設業法に規定されている

ということでございますが、先ほど申し上げま
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したけれども、ほかに解決手段がない場合に適

用されるものでございまして、現行では極めて

限定的に実施させていただいているということ

でございます。建設業者相談窓口等もございま

すので、そういうところも活用して、きめ細か

く業者さんの相談に対応させていただきたいと

思います。

○前屋敷恵美議員 きめ細かな相談に乗ってい

ただくことは大変重要なことですけれども、こ

の建設業法の趣旨が生かせるように、県は責任

を負うべきだというふうに思うんです。いろん

なケース・バイ・ケースがあろうかと思います

けれども、それぞれの状況に応じて相談も受け

ていただきながら、やはり基本的には、この建

設業法の趣旨が生かせる形で、被害に遭われた

業者の方々を救済するという立場で責任を果た

していただきたいというふうに思うところで

す。知事の御見解はいかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 建設業法に基づきま

して、適正な元請・下請関係の確保及び下請業

者の保護に、引き続き、きめ細かい対応をさせ

ていただきたいと思っております。

○前屋敷恵美議員 特に今、宮崎県は入札制度

改革の真っただ中で、公平な一般競争入札と言

われながら、工事を受注するには大変な厳しさ

が現実問題としてございます。法的にも行政指

導がゆだねられております下請工事代金の支払

いなどに関して、行政がその役割を指導的立場

で果たしていただく。このことは、より一層、

今は重要だというふうに思っています。今後も

起こり得る問題であります。基本的に県が被害

者救済の立場で、繰り返し言いますけれども、

ぜひ親身に相談に乗って、窓口も開設されてい

るということでありますけれども、ぜひそうい

う立場で対処をしていただきたい、このことも

強く要望して、この質問は終わりたいというふ

うに思います。

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時42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。

ここで、午前中の前屋敷恵美議員の質問に対

する福祉保健部長の答弁を求めます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 午前中の前屋

敷議員の御質問に、追加でお答えいたします。

まず、国民健康保険税の滞納世帯数でありま

すが、４万9,233世帯であります。それから、短

期保険証の期間、一月、二月という区分ごとの

数値でありますが、期間ごとの数値は現在ござ

いません。それから、保険税減免に係る条例で

ありますが、この条例は県内全市町村で制定さ

れております。以上です。

○坂口博美議長 次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

３番バッターの松田勝則でございます。来る８

月８日、アジアでは20年ぶりの北京オリンピッ

クが開催されます。これまで県内からは、柔道

の井上康生選手がかなり頑張ってくださいまし

た。今回のオリンピックでは、県北からは水泳

で松田丈志選手、そして県南からはバレーで津

曲勝利選手が、日本国民の期待を背負って北京

へ向かっていただきます。きょう私も、おいで

の皆様、それから県民の皆様の期待を一身に背

負って頑張りたいと思います。一生懸命頑張り

ます。よろしくお願いいたします。

さて、知事の政治姿勢についてお伺いいたし
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ます。

東国原知事の誕生と活躍ぶりは、地元宮崎県

民にとどまらず、全国的な評価と期待を受けて

おります。これまでの国の制度や政策に従って

事業を遂行する限りでは、知事という存在は調

整能力にすぐれた管理者であればよかったので

しょう。しかし、これからは経営能力を持つ者

がトップに立たなければ地方の発展はあり得な

い、そのことをひしひしと感じております。そ

のような中で、次代を担うにふさわしい知事の

あるべき姿や将来への期待を込めて、先日、Ｐ

ＨＰ研究所が出版する雑誌「Ｖｏｉｃｅ」の６

月号にこのような特集が組まれました。「知事

が日本をだめにする」という見出しでワースト

ランキングが出されました。ワーストという言

葉に少なからず不安感を抱いてページをめくり

ましたが、この中で東国原知事は25点満点中

の19点、宮城県の村井知事、埼玉県の上田知

事、愛知県の神田知事とともに、ダブルＡの高

い評価を得ておられました。我々県民といたし

ましても、うれしく思い、また誇りに感じてお

ります。しかし、その詳細分析の中では、意外

なことに、知事の構想力や決断力は３点という

評価がなされています。これらについての知事

の所見を伺います。

次に、またこの雑誌のほかの特集、「知事は

地域を繁栄させる経営者たれ」という特集の中

で、８ページにわたり持論を展開されておりま

す。道州制トップの経営ビジョンや政治家とし

ての「腹を切る覚悟があるのか」の項目に、私

は賛同を超えて大きな感銘を受けたところで

す。ところで、この中で、本県の日照時間や晴

天日数などを考慮した世界最大級の太陽光発電

所の建設、それから中山間地域・植栽未済地対

策など、「太陽と緑の国みやざき」のイメージ

を活用した全国一の環境先進国を目指そうとし

ておられます。総論として、あるいは方向性と

しては理解できるのですが、そのことと雇用の

確保や企業の誘致が私にとってリンクせず、い

ま一つ具体的に結びついておりません。知事の

提案される環境関連産業による経済振興策をぜ

ひお聞かせください。

次に、環境問題につきまして、私のほうから

提案を申し上げます。焼酎瓶のリユースに関し

てです。申し上げるまでもなく、本県は日本に

冠たる焼酎王国です。2005年から2007年までの

総務省統計局のランキングによりますと、都市

別の焼酎消費量では、宮崎市が２万2,214ミリ

リットルで鹿児島市を抜いて第１位、生産量で

は鹿児島県に次いで第２位と、精彩を放ってお

ります。焼酎の一升瓶は、ビール瓶と並んでリ

サイクルあるいはリユース瓶の優等生ですが、

おなじみの五合瓶はメーカーによりサイズが違

うため、回収された後は洗って使わずに破断さ

れてつくりかえられるケースが多いようです。

日本酒業界が廃棄物問題への取り組みを一層強

めるとの観点から、Ｒ瓶という規格統一の回収

再使用瓶をつくり、活用しております。九州で

は、熊本、鹿児島でその利用が大変盛んです。

宮崎県内の大手焼酎メーカーに伺いますと、現

在、県内では使用されておらず、自社の瓶を回

収して再利用しているという程度にとどまって

おると聞いております。瓶の再利用を進めるこ

のＲ瓶活動、資源保護の観点からも、宮崎ＰＲ

に一役買うことは受け合いかと存じますので、

普及を提唱されたらいかがかと思います。知事

のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

次に、知事はスーツに、北朝鮮に拉致された

被害者を救出するためのシンボルであるブルー

リボンのバッジをよくつけていらっしゃいま
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す。また、テレビ出演される場合にも着用され

ており、県民の多くもその姿を見ております。

このことは、拉致被害者の家族や関係者を勇気

づけていることと思います。本県も事件現場の

一つとされており、特定失踪者が４人おりま

す。東国原知事も拉致問題に理解が深いことと

思いますけれども、今回の日朝協議での北朝鮮

側の回答と日本政府の経済制裁の一部緩和の姿

勢について、どのような認識をされているのか

お伺いします。

以下につきましては、自席のほうから質問さ

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。

雑誌「Ｖｏｉｃｅ」における知事の評価につ

いてであります。この記事につきましては、私

は全国の知事の中で、よいほうから２番目とい

う、ありがたいのかありがたくないのか、そう

いう評価を受けたわけであります。この評価基

準の中で、構想力と決断力がともに３点―５

点満点中３点でございます。これはまことに遺

憾でございます。この評価基準の中に、多選と

いう条項がないんですね。項目がないんです。

こういったこともいかがなものかという感じで

ございます。この種の評価は、その考え方に

よって異なった結果になることが多くあります

ので、私といたしましては、その結果に一喜一

憂することなく、みずからを省みる材料とし

て、慢心することなく、県民の皆様に満足いた

だける県政運営に、今後も全身全霊を傾けたい

と考えております。

環境に対する認識についてであります。地球

温暖化を初めとする環境問題は、人類にとって

喫緊で重要な課題であり、生活や産業などあら

ゆる分野において、その対応は必須のテーマだ

と考えております。このような中、本県は、全

国トップクラスの日照時間、そして豊かな水資

源、森林資源など、すぐれた条件を備えている

ことから、将来、生活や産業分野を含めた地球

環境保全のモデル的な地域として発展する可能

性を秘めていると考えております。このような

ことから私は、本県がこれから進むべき方向と

して、全国一の環境先進県を目指した取り組み

が必要であると考えております。現在、本県に

は、太陽電池産業が立地しておりますが、私が

先般提案した世界最大級の太陽光発電所の建設

なども含め、今後、環境関連産業の集積を図る

ことにより、「太陽と緑の国みやざき」という

イメージに合った、本県らしい活性化策を推進

してまいりたいと考えております。

続きまして、リターナブル瓶の利用促進につ

いてであります。焼酎の五合瓶につきまして

は、一升瓶と異なり、回収ルートが確立されて

いないことや強度の面等から、県内で再利用さ

れている例は少なく、また、強度の高いリター

ナブル瓶は、コストの面等から利用している事

例はないとお聞きしております。しかし、この

リターナブル瓶は、何回も使用できることか

ら、使い捨ての瓶や紙パックを使用する場合に

比べ、資源の節約や環境保全などの点から大変

有効でありますので、利用促進について、今

後、業界団体とも協議してまいりたいと考えて

おります。

続きまして、日朝実務者協議に関する認識に

ついてであります。今回の日朝実務者協議にお

いて北朝鮮は、日本側の要求を受け入れ、拉致

問題の解決に向けた再調査の実施を約束したと

ころでありますが、このことは、「拉致問題は

解決済み」というこれまでの立場を変更したも

のであり、一定の前進はあったものと認識して
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おります。また、日本政府の経済制裁の一部緩

和につきましては、今後の再調査に関する協議

の中で、双方が合意した場合に制裁の一部解除

が行われるとのことであります。北朝鮮による

拉致問題は、我が国の国家主権と国民の生命・

安全にかかわる極めて重大な問題であると認識

しており、一刻一日も早い拉致被害者全員の帰

国が実現するよう、今後の日朝協議の動向に注

目してまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○松田勝則議員 それぞれ力強い答弁、ありが

とうございます。胸がいっぱいになるようなお

言葉をいただいたんですけれども……。さて、

日本政府の経済制裁の一部緩和措置の姿勢に対

しては、国に対して宮崎県は何らかの行動を起

こすべきじゃなかろうかという思いも私どもは

持っておりますが、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 今回の日本政府の経

済制裁の一部緩和につきましては、日朝協議の

中で慎重に行われるものと考えており、今後の

動向を見守りたいという姿勢でおりますが、折

に触れて全国知事会等を通じて、宮崎県の立場

として、拉致問題の解決に向けて声を大に働き

かけていきたいと思います。

○松田勝則議員 追ってまた質問させていただ

きます。

報道によりますと、アメリカでは、テロ支援

国家指定解除の動きが具体的に出ております。

解除されますと、拉致事件の解決が一層難しく

なるかと考えますが、アメリカ大使館に制裁解

除反対の意見書を送るとか、そのようなお考え

はお持ちではございませんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 今のところ、そうい

う行動は念頭にございませんが、今後とも、全

国知事会等々を通じまして、適切な対応をとっ

てまいりたいと思っております。

○松田勝則議員 たくさんの拉致被害者の家族

の方々、支援者の方々も、今のお言葉をうれし

く受けとめておると思います。

では、次の質問に移らせていただきます。私

が用意したほとんどの質問を、先に出られた議

員の方々が質問されましたので、重複したとこ

ろは割愛しながら進めてまいりたいと思いま

す。

まず、県立延岡病院対策について伺います。

延岡病院の医師確保、いや来ていただくので

すから、医師の招聘と言ったほうが適切かと思

われますが、この問題につきまして病院局長に

お伺いします。

研修医が研修先を自由に選べる新臨床研修制

度の導入により、若い医師が都市部に集中して

いることに起因して、医師不足が、県内はもと

より全国で深刻化しております。中でも、県北

住民が県病院と呼び親しみ、また一番頼りにし

ている県立延岡病院では、この春、循環器科の

医師５人のうち３人が相次いで退職し、これが

延岡市に大変大きなショックを与えました。過

去にもこの延岡病院では、麻酔科の医師５人が

退職したために全身麻酔の手術に影響が出たこ

とは、市民の記憶に新しく、また現在、19診療

科のうち眼科と精神科は、医師の補充がされぬ

まま休診が続いております。医師が減った分、

当然、医師の負担も増加いたします。延岡病院

は県北唯一の第３次救急医療施設であり、本来

の役割は重症患者への対応ですが、延岡市の夜

間急病センターは、金曜日を除いて診療が午

後11時で終了いたしますので、軽症の救急患者

も多く延岡病院を利用し、俗に言うコンビニ診

療の体をなしていました。当直医師は２人、看

護師３人の５人体制ですが、平日の時間外患者
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は20人近くにもなることが多く、当直医は仮眠

もとれないという状態が長く続いておりまし

た。

このような医療スタッフの多忙さに加え、相

次ぐ医師の退職に、このままでは県北の医療は

崩壊してしまう、このような危惧を抱きました

延岡市は、「皆様へのお願い！危ない!!県北救

急医療」と銘打って、延岡病院の窮状を広報誌

やチラシなどで訴え、また４月には、東国原知

事と首藤延岡市長がマスコミを通して、病院で

の安易な受診を控えるようにと呼びかけをいた

しました。これらのキャンペーンが奏功し、夜

間診察の忙しさは軽減されたやに聞き及びま

す。その後も県は県立延岡病院の医師確保に尽

力されておりますが、具体的にどのような努力

をされているかお聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 現在の延岡病院

の医師の状況でございますが、今、議員の御指

摘のとおりでございます。今の状況でございま

すが、今、御指摘いただきましたけれども、実

はこの全面改築後―９年に改築しております

けれども―の平成10年度以降につきまして

は、定数・現員ともに50名前後で推移しており

ましたけれども、平成17年度に、診療体制のさ

らなる充実等を目指して、定数を11名増員いた

しまして、現在の定数である66名ということに

いたしたところでございます。それ以来、この

医師確保に努めました結果、近年では一応60名

程度で推移しているというような状況にござい

ます。このような状況にありますけれども、医

師の確保につきましては大変重要でございま

す。このようなことから、私もこの４月に就任

して以来、宮崎大学や熊本大学など、病院長と

ともに既に数回にわたり訪問いたしまして、各

大学医局への派遣要請を行うとともに、県出身

の医師あるいは臨床研修医への個別の働きか

け、こういったことをしながら医師の確保に最

善の努力をしているというところでございま

す。

○松田勝則議員 最善の努力をしていただくと

伺っておりますけれども、市民の目から見まし

たら、延岡病院は県内でも医師が、お医者様が

来づらいんじゃなかろうか、集まりにくいん

じゃなかろうかという声も多数上がっておりま

す。確かに、医師が忙しいなというのは実感と

してわかるんですが、巷説言われております、

延岡病院は医師が集まりにくいとの見方、その

理由はどの辺にあるのかお聞かせをいただきた

いと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 特に県立延岡病

院に医師が集まりにくいのではないかという御

指摘でございますけれども、先ほど申し上げま

したとおり、この10年間、医師の一定の確保と

いうものは図られているのではないかなという

認識をいたしておりますが、近年の全国的な医

師不足の中で、県立延岡病院に限らず、医師の

確保につきましては非常に厳しくなっているの

は事実でございます。このようなことでござい

まして、延岡病院につきましては、特に今お話

にもございましたけれども、救急の患者さんが

大変ふえ続け、昨年度では9,000名を超えまし

て、医師への過重な負担となっているのではな

いかなという感じを持っております。このこと

が、やはり医師確保への障害になることがあ

り、懸念をしているところでございます。そこ

で、この４月から、今、議員御指摘のとおり、

それぞれ地元の県会議員さん、あるいは医師会

の皆さん、それから県北の行政の皆さん、そう

いった方の御協力をいただきまして、「延岡病

院支援キャンペーン」に取り組んでおりますけ
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れども、その結果、軽症の患者さんを中心に救

急患者さんが３割ほど減少するなど、一定の成

果が得られたのではないかなという感じがいた

しております。今後とも、医師の確保のため

に、地道ではございますけれども、こうした活

動を継続してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○松田勝則議員 集まりにくいという客観的な

資料はなかなかないかと思うんですけれども、

他の県内の３病院の中で比較いたしますと、県

立延岡病院の医療スタッフの勤務状態、そう

いった現状はどうか、比較をした上でお聞かせ

いただきたいと思います。病院局長、よろしく

お願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 医療スタッフの

忙しさといいますか、他の県立病院と比較して

ということでございますけれども、この医師の

勤務につきましては、診療の内容によっても差

がありますことから、一概に病院間での比較と

いうのはなかなか困難でありますが、いずれの

病院におきましても、夜間あるいは休日の集中

治療室での対応、あるいはオンコール体制とし

て交代で自宅待機制をとりながら、救命救急セ

ンターからの呼び出しというものも頻繁に行わ

れています。こういう実態がありまして、医師

等の負担感、こういったものにつながっている

のではないかなというふうに認識をいたしてお

ります。

○松田勝則議員 医師確保に関しましては、大

変努力をされており、他県でやっているほとん

どのことは延岡病院でも尽力されておると伺っ

ております。その中で、やはり県立延岡病院の

医師、医療スタッフへの処遇の改善は考えられ

ないものかと思うのですが、いかがでしょう

か。病院局長、お願いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立延岡病院に

おける医師の処遇の改善ということでございま

すけれども、県立病院の医師の給与改善につき

ましては、御承知のとおり地方公務員でありま

すから、法律上一定の制約がありますので、こ

の制度の枠内での検討ということになってまい

るというふうに考えておりますけれども、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

に検討していきたいというふうに考えておりま

す。

○松田勝則議員 そうはいいましても、宮崎と

延岡を比較しましたときに、宮崎は空港もあれ

ば高速道路もある、文化や娯楽のインフラも十

分に整っている。家族のことを含めて考えまし

たらば、宮崎と延岡を一列に考えるのはちょっ

と無理があるんじゃなかろうかなと思います。

であれば、そこにこの都市格差を処遇で是正す

るというような考え方もあってしかるべきでは

なかろうか。日本じゅうを見渡しますと、大和

市とか八戸市の市民病院では、そういった処遇

に対してアップを図ったり、あるいは兵庫県の

県病院局は、全面的に医師不足に対応して新た

なる手当を支給するなどの策を設けています。

十分に御検討いただきたい、このように思って

おります。

続きまして、県内の防災について県土整備部

長にお伺いいたします。

防災関係、かなり項目があったのですが、ほ

とんど重複しておりますので、北川ダムの水利

権契約更新についてお伺いをしたいと思いま

す。北川ダムは、大分県が管理を行う県営ダム

で、大分県佐伯市に位置しております。北川流

域の治水と水力発電を目的に、昭和37年に完成

した多目的ダムですが、大分県にあるとはいえ
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ども、下流域の延岡市民への影響力も大きい施

設でございます。このダムの発電水利権の更新

が迫るに当たりお聞きをいたします。

ことしも大雨が大変心配されておりますが、

平成９年９月の台風19号で、北川流域は未曾有

の大洪水に襲われました。一気に増水した北川

は、地元の方々の証言によりますと、それこそ

津波のように勢いを増した川の水が、旧北川

町、そして下流域の延岡市東海地区をのみ込

み、大きな傷跡を残しました。とうとい人命も

失われました。各地で床上・床下浸水が相次

ぎ、北川町では約700世帯もの家が災害に遭いま

した。その後、激特工事により河川改修は進み

ましたが、いまだ、かさ上げ工事などで仮設住

宅の暮らしを送る人々も存在しております。50

年に一度と言われる大規模な災害に見舞われた

流域の住民たちは、北川ダム放流のあり方を疑

問視し、住民の一部は災害補償についての裁判

を行いました。ダム放流と水害には因果関係は

ないとの判決が下されたわけですが、平生はア

ユのすむ清流である北川、しかし、豪雨の後の

ダム放水では、やはり濁りが確認され、昨年は

本川の濁りが１カ月も続くなど、依然、北川ダ

ムが流域に及ぼす経済的あるいは環境的な影響

は大きいものがあると言えます。地元では、こ

れを機会に大分県側とダムのあり方や洪水対策

などを検討しようと、平成18年４月に北川ダム

対策検討委員会まで設置されました。交渉の相

手先が大分県であります。戸惑いながらも忍耐

強く活動を続けてまいりました。先日、委員会

は報告書をまとめ、延岡市のほうに提出したと

聞いております。そのような多くの地元住民の

意見を、ぜひ県土整備部長にお受け取りいただ

きたいと思いまして、お聞きいたします。

まず、国と大分県との北川ダム発電水利権

の50年ごとの―これは初めての更新ですが

―許可更新が来年３月30日に迫っていること

について、本県はどのような認識をお持ちでご

ざいましょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 議員からお話

ございましたように、北川ダムの発電に係る水

利権の許可更新は、大分県が申請いたしまし

て、国が許可するものでございますが、許可更

新に際し、平成９年に激甚な災害を受けた地元

の皆様方からは、さまざまな要望があると承知

しております。

○松田勝則議員 今回の北川ダムの水利権の許

可更新に際しまして、本県はどのようなかかわ

り方ができるのでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 北川ダムの発

電に係る水利権の許可更新に際しまして、本県

に対して意見聴取というものがございますの

で、県では、地元延岡市に意見を照会した上

で、国へ回答するという形になります。

○松田勝則議員 では、宮崎県は、意見聴取の

場合、国へ対して意見を述べることができると

いうわけですね。では今、宮崎県はどのような

意見をお持ちか、お聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 県といたしま

しては、地元住民の皆様の不安解消が最重要と

考えておりますので、延岡市からの意見も踏ま

えて、しっかりと国に伝えてまいりたいと考え

ております。

○松田勝則議員 延岡市からというお答えがあ

りました。北川ダムの水利権の許可更新に関し

まして、地元からは今どのような要望が届いて

おりますでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 県に対して現

段階で要望はございませんが、先ほど議員がお

話しされたように、地元では、大分県などに対
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する要望をまとめ、延岡市のほうに報告したと

聞いております。

○松田勝則議員 では、延岡市のほうから、い

ずれ県のほうに要望書が上がってくるというふ

うに考えてよろしいかと思います。北川ダムの

管理者、これは大分県企業局ですが、県は今後

どのような協議を進めていかれるのか、お聞か

せください。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在、延岡市

が国、大分県、宮崎県、延岡市、そして関係団

体で構成します、仮称北川流域防災会議という

ものの設立を準備しているところでございまし

て、この防災会議の場を通じて、さまざまな意

見調整を行いまして、地元住民の皆様の不安解

消に努めてまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 北川ダムに関しましては、地

元住民、大変な努力と苦労をしております。さ

まざまな住民の声を受けて、北川ダムの管理者

である大分県に対して、宮崎県は、ふるさとの

安全なまちづくりを願う住民の民意をしっかり

尊重されてお伝えいただきたい、このように思

います。

続きまして、農林水産業の振興と地産地消に

ついて伺います。

農林水産業の中の農林業の振興につきまして

は、質問が出尽くしました。また、地産地消に

つきましても質問をされましたので、私は、漁

業の分野についてのみ質問させていただきたい

と思います。

農水省の平成18年度の食料自給率レポートに

よりますと、我が国の食料自給率は、カロリー

ベースで39％、生産額ベースで68％、宮崎県の

自給率は、カロリーベースで62％、生産額ベー

スで256％、まさに日本一の自給率を誇り、かつ

また、農業産出額では全国第５位を占める我が

国屈指の食料供給県であることは言うまでもあ

りません。さて、漁業生産高ですが、日本は中

国に次いで世界第２位を誇る水産王国、一方で

また世界最大の水産物輸入国であり、世界の貿

易金額の約３割を輸入しております。その中に

おいて本県は、22年連続日本一の生産量を誇る

近海カツオ一本釣り漁業、また沿岸マグロはえ

縄漁業のほか、底びき、きんちゃくなどの網漁

業、そして養殖業も盛んな全国有数の水産県で

す。九州農政局宮崎農政事務所の発表によりま

すと、昨年の宮崎県は豊漁でした。県全体の漁

獲量は前年比4.5％増の10万7,639トン、過去５

年間で平成15年に次ぎ２番目に多い結果となり

ました。中でもまき網漁のイワシ類の豊漁が目

立ちましたが、理由として、昨年２月にカタク

チイワシが千葉・三重県沖から多く南下したこ

とが、宮崎の海にこんな恵みをもたらしたとい

うことであったようです。

ところが、その海にことしは変化が起きてい

ます。県南の油津ではクロマグロの水揚げが激

減、県北の島浦や北浦では、まき網にかかるヒ

ラゴやウルメといったジャコ類の水揚げが減り

ました。県北につきましては、３月以来、不漁

の日々は続き、もう４カ月に入ろうとしており

ます。このような日向灘の不漁とは反対に、鹿

児島では豊漁とのことですから、潮目が変わっ

た、環境が変わったとしか言いようがないと思

うんですが、地元の漁業従事者は本当に苦労し

ております。先ほどの島浦で聞きましたら、こ

の５月までの収入は、平均で月５万円というこ

とです。月に５万円。給料が出ない日もある。

どうもこうもならぬというのが現状でありま

す。水揚げに関しましては、昨年に比べて、北

浦が３分の２、島浦が半分以下にまで落ち込ん

でおります。このままでいきますと、大切な盆
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の支払いにも事欠くありさまだと、口をそろえ

て言っております。こんな長期の不漁は経験が

ない。全国で、イカ釣り船の休漁を初め、漁船

の一斉休漁が提唱されておりますけれども、回

遊魚を相手にするきんちゃく漁の場合は、いつ

魚が戻ってくるかわかりませんから、２日ない

し３日の一斉休漁に相乗りということもなかな

かできないという現状だと伺っております。

このような、かつてない不漁が続く中で、漁

業者は、漁獲量の減少、産地価格の低迷、魚離

れ、燃料の高騰後の高どまり、後継者の減少な

ど本当に厳しい状況の中にあって、宮崎の漁業

を守るために一生懸命頑張っております。ま

た、海の暮らしにすべてをゆだねる、人口1,300

人のほとんどが漁業に従事している島浦の住民

は、ほかの仕事につくこともままならず、大変

苦しい生活を強いられております。このような

深厚深刻な不漁の事態に対し、県としてはどの

ように対応されるのか、ぜひお聞かせくださ

い。よろしくお願いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県北のまき網

漁業における、ことし１月から５月までの水揚

げ実績は、先ほど議員が数値をお示しになりま

したが、過去３カ年の平均と比べまして、漁獲

量で約４割、金額では２割強減少しており、経

営への影響を非常に懸念しております。この不

漁の原因を特定することは困難でございますけ

れども、黒潮の接岸によって、日向灘海域にお

けるイワシ、アジ、サバ等の漁場が形成されに

くい状態が続いたことが一つの要因ではないか

と考えられます。現在、黒潮は離岸傾向に移り

つつあるということですので、今後の水揚げ回

復に期待しておるところでございます。県とい

たしましては、水産試験場が運営いたします高

度漁海況情報サービスシステム等による、水

温、海流の情報とともに、魚群の分布の調査結

果を漁業者や漁協へ提供することなどにより、

今後とも、まき網漁場の選択が容易にできるよ

うに努めてまいりたいと考えております。な

お、基本的な経営コストを下げるため、国の事

業の活用に向け、運搬船の一部を運休させ、効

率的な操業の実証を行う漁業者の取り組み等

を、県としても支援しているところでございま

す。以上です。

○松田勝則議員 御存じのように、不漁に加え

まして、漁村はダブルパンチを食らっておりま

す。オイルショックより危機的状況と皆が口に

します燃油の高騰ですが、Ａ重油の標準的な小

売価格は、2003年の平均で１キロリットル当た

り約３万9,000円でした。それが2007年に約６

万9,000円、約1.8倍に上昇しました。ことしに

入って値上がりがますます加速し、６カ月で約

３割方上昇しております。６月は約10万5,000円

になっております。また、漁網や発泡スチロー

ル製のトロ箱も値上がりをしております。市場

や小売関係者の間では、燃料価格の高騰が、魚

の供給量減少と価格上昇につながる可能性を指

摘する声も出ております。県レベルの支援には

限界がありましょう。国が原油価格安定に強力

に取り組むなど、抜本的な対策が必要かと思い

ますが、まずは県は一斉休漁を考えるまでに追

い込まれた漁業者に対してどのような対応をさ

れるか、ぜひお聞かせください。農政水産部

長、よろしくお願いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 燃油高騰の影

響を受けるカツオ・マグロ漁業につきまして

は、平成17年度と18年度に、国、県の事業によ

る操業の効率化、省エネルギー化を推進した結

果、燃油使用量が６％から10％程度抑制された

ところでございます。その後も燃油価格の上昇
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が続きましたために、本年２月に、国が水産業

燃油高騰緊急対策として102億円の基金を設けた

ところでございまして、この事業を活用した省

エネルギー化の早急な実現が必要となっており

ます。県といたしましては、国の事業の実施に

向けた漁協に対する指導助言を行うとともに、

県の新規事業であります「地域漁業経営改革対

策事業」等により、操業の効率化や付加価値向

上等による漁業経営の安定化に努めてまいりた

いと考えております。さらに、本年度に入りま

しても、御指摘のとおり燃油高騰が続いており

ます。団体では一斉休漁も検討されるなど、漁

業経営は大変厳しい状況にございますことか

ら、関係団体と連携しながら、さらなる緊急対

策等の充実につきまして、国に働きかけを行っ

てまいりたいと考えております。以上です。

○松田勝則議員 燃油高騰に対しましては、漁

業者だけじゃなく、農業、林業、また運送業、

すべてがひとしく苦しんでおるわけであります

けれども、特に弱小と言われる県内の漁業者に

対して、鳥取県では、燃油価格の高騰に対応す

るため、経営安定資金を拡充したなどとも聞い

ております。また、そういった分野にも目を向

けられまして御努力を賜りたい、このように思

います。

続きまして、県北の道路整備につきまして、

再び県土整備部長に伺います。

去る４月６日に、東九州自動車道、九州横断

自動車道の早期整備が待たれる中、九州横断道

延岡線の舞野―北方間の6.4キロが開通いたしま

した。山腹を貫く真っすぐな新しいアスファル

トを走ったときに、陸の孤島と呼ばれたこの県

北にも着実に高速道路時代が到来したことを実

感いたしました。また、北方町の住民の方々の

県立延岡病院までの所要時間が15分短縮できる

との歓喜の声を聞き、本当にインフラ整備の重

要さを実感したところです。一方、この路線の

開通によりまして、延岡市南部の延岡南道路の

通行量も増加いたしました。ところが、相変わ

らず短区間の料金をいとうがゆえか、料金所手

前の伊形インターでほとんどの方がおりてしま

いまして、一般道路を抜ける車が増加したのも

また事実です。地元の伊形、土々呂、一ヶ岡は

通行車両がふえ、子供や高齢者が安心して道路

を歩けないといった事態も起こっております。

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まして、南イン

ター料金値下げ実験の実施促進を、議会ではこ

れまでも提案してまいりました。さて、県民の

生活に密着する一般の道路でありますけれど

も、県北に関しましては、なかなか改良の成果

が見えてこないという声があります。特に国

道10号の中でも混雑度の高い土々呂町の渋滞は

どうなっているのか、そこのところを県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 国道10号の当

区間におきましては、特に朝・夕の通勤時等を

中心といたしまして、慢性的な渋滞が発生して

いると認識しております。このため、国では現

在、歩道設置とあわせまして、県道の遠見半島

線との交差点に右折レーンを設置するため、用

地買収が進められているところでございます。

さらに、現在事業中の東九州自動車道、国道10

号延岡道路、国道218号北方延岡道路が開通しま

すと、国道10号の渋滞緩和に大きく寄与するも

のと考えております。県といたしましては、引

き続き、国等に対しまして、整備中箇所の早期

完成を働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○松田勝則議員 おっしゃったように、整備中
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の東九州自動車道、国道10号延岡道路、国道218

号北方延岡道路が開通しますと、通行量もふえ

ますが、国道10号の渋滞緩和につながるかどう

か、甚だまだ疑問なところがあります。再三申

し上げておりますように、南インターの料金値

下げ、こちらのほうをぜひお取り組みいただき

たい、このように思います。

続けて質問いたします。国道10号の中で特に

混みますのが、今申し上げました土々呂なんで

すけれども、延岡市塩浜町から門川町加草区

間、こちらは４車線化が進まずに、大きな渋滞

の原因ともなっております。この延岡市塩浜町

から門川町加草区間の４車線化の可能性につい

て伺いたいと思います。また、４車線化が困難

であれば、当区間の渋滞対策について県はどの

ように考えていらっしゃるのか、県土整備部

長、お聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在、国にお

きまして、東九州自動車道の大分県境から北川

間、さらに国道10号延岡道路ですとか国道218号

北方延岡道路の早期完成を目指して、鋭意整備

に取り組んでいるところでございまして、当

面、当区間の４車線化を求めることは困難な状

況にございます。県といたしましては、当区間

の渋滞緩和を図るためにも、東九州自動車道、

延岡道路、北方延岡道路などの早期完成につき

まして、引き続き国等へ訴えてまいりたいと考

えております。

また、当区間の渋滞緩和のためにどういう政

策があるかということでございますけれども、

これは先ほど議員のほうからお話があったこと

でございますけれども、延岡南道路の料金割引

等が考えられると思っております。門川―日向

間が、公表されております平成22年度に供用さ

れれば、東九州自動車道と一体的に利用できる

ようになりますことから、今後とも、例えば当

区間をＥＴＣ料金割引の対象区間としていただ

くよう、引き続き関係機関に要望していきたい

と考えております。

〔発言する者あり〕

○松田勝則議員 今も大変力強い声が後ろから

参りましたけれども、ぜひ前向きに取り組んで

いただきたい、このように思います。また、10

号線の渋滞に関しまして一つ関連なんですが、

土々呂町に、国道10号の下を流れている浦上川

という川がございます。延長1.3キロの大変小さ

な川なんですが、年に１回は必ず増水いたしま

して、その都度、それがもとで国道10号が通行

ストップになるという事態が起こっておりま

す。この浦上川の河川改修の予定につきまして

お聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 浦上川につき

ましては、昭和59年度から改修を進めており、

延岡市が整備を行った都市下水路との合流点か

ら下流約500メートルの区間が整備を完了してい

るところでございます。しかし、残りの区間に

つきましては、用地買収が困難な箇所があった

り、あるいは予算確保の問題などから、現在、

改修が進められない状況にございます。現在、

川の流れを阻害する土砂の掘削、あるいは地域

の皆様の御協力を得ながら草刈りを行って、で

きるだけ水の疎通をよくするということを行っ

ているところでございます。

○松田勝則議員 今、おっしゃいました土砂の

掘削、大変地元の方たちも憂慮しております。

こういった地方の小さい川にも目を向けていた

だきたい、このように思っております。

続きまして、国道10号、大分視点を変えま

す。延岡市北川町の市棚から佐伯市間、これが

ちょうど区間にいたしますと、10号線と326号線

平成20年６月24日（火）



- 271 -

の交差点から佐伯市の217号、それから10号線の

交差点まで43.2キロメートル、時間にして約52

分かかるんですが、登坂車線といいますか、追

い越し車線ですね、登坂車線が一カ所もござい

ません。こちらのほうの登坂車線の整備はどの

ようなものであるか、県土整備部長、お聞かせ

ください。

○県土整備部長（野口宏一君） お尋ねの国

道10号の区間でございますけれども、急峻な地

形となっておりますが、国が現在、国道10号延

岡道路並びに東九州自動車道を鋭意施工してい

るところでございますので、これらの道路が整

備されますと、現在、国道10号を利用して大分

―宮崎県境間を往来する車両の大部分が高速道

路のほうに転換すると考えられますので、登坂

車線の設置は困難と考えております。県といた

しましては、国道10号延岡道路並びに東九州自

動車道の早期整備を、国に対して引き続き強く

要望してまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 どのみち県北は今、インフラ

に関しましては、国道10号延岡道路あるいは東

九州自動車道の整備にかかっているという形に

なろうかと思います。こちらのほうの要望ある

いは支援のほうを力強くお願いしたいと思いま

す。

続きまして、県内の治安対策についてお伺い

をしたいと思います。

サイバー犯罪、サイバーパトロールにつきま

しては質問が出尽くしましたので、私の場合、

子供と携帯電話の関係について教育長にお伺い

いたします。

あの秋葉原の無差別殺傷事件から３週間が過

ぎました。しかし、携帯電話サイトへの犯罪を

ほのめかす書き込みは後を絶ちません。身近な

ところでは、今月14日、「あす、九州のある駅

で歴史に残る大量殺人をする」との書き込みが

ありました。主要駅や空港などの警備に大変尽

力されたということを聞いております。また、

携帯電話を利用しての爆破予告、殺害予告とい

うものが取りざたされ、逮捕されるケースが毎

日のように報じられております。今書き込みを

したら必ず捕まるということは常識になりつつ

あるほどです。膨大な量の迷惑な広告メール、

出会い系サイト、悪質なチェーンメールなど、

違法・有害情報が携帯電話を通して子供たちに

雪崩のように押し寄せております。そして、携

帯電話が子供たちに与える影響は、今まで以上

に大きいとの認識が深まっています。その中

で、政府の教育再生懇談会は５月26日、これま

での審議をまとめた第一次報告書を決定し、福

田康夫首相に提出いたしました。特筆されるの

は、「必要がない限り小中学生に携帯電話を持

たせない」と明記されていることです。そこ

で、教育長に伺います。この教育再生懇談会の

提案にあるように、子供たちを有害情報から守

るため、携帯電話所持に関する小中学校、高等

学校、そして教育委員会の取り組みはどのよう

にお考えか、お聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 今お話にありまし

た、教育再生懇談会の第一次報告にあります小

中学生の携帯電話の使用制限のことであります

けれども、この件につきましては、国も法規制

の検討を含めた議論の途中であることから、私

どもとしては、重大な関心を持ってその動向を

注視してまいりたい、このように考えておりま

す。県の教育委員会といたしましては、有害情

報から子供たちを守るということは大変大事な

ことでありますので、学校と家庭との協力によ

り、携帯電話の正しくて安全な使い方が徹底す

るように今後も取り組んでまいりたい、このよ

平成20年６月24日（火）



- 272 -

うに考えております。以上です。

○松田勝則議員 携帯電話を持たせないという

ことに対しては、県の教育委員会としては、

「持たせない」と明確に明言するわけじゃない

ということでございますね。

○教育長（渡辺義人君） 子供たちに携帯電話

を持たせるか持たせないかというのは―当

然、子供たちは未成年者でありますから、保護

者の保護監督下にあるわけです。したがって、

それを持たせるか持たせないかというのは、保

護者の判断になるわけです。したがって、そう

した場合には、保護者が持たせたことによって

何らかの一定の結果が必然的に生ずる場合があ

ります。こういった場合は、当然のことながら

基本的には親が責任をとるべきだ、このように

思っております。

○松田勝則議員 わかりました。ありがとうご

ざいます。

最後の質問になります。エコクリーンプラザ

みやざきの問題に関してでございます。

21日に行われました外部調査委員会の現地調

査に副知事は立ち会っておられますが、さまざ

まな問題箇所をごらんになって、どのような感

想をお持ちになったか、お聞かせください。

○副知事（河野俊嗣君） 土曜日に行われまし

た外部調査委員会の調査に同行いたしまして、

私も実際に浸出水調整池の第１水槽、第２水槽

の中に入って現状を見てまいりました。その中

には、プレキャストコンクリートのつなぎ目に

ずれが生じているものでありますとか―その

ずれは防水テープで補修されておるんですが、

一番ひどいところは、その防水テープにほころ

びが生じておるようなもの、また、前日来から

の大雨の影響かと思いますが、雨水が内部に漏

れ出している箇所も何カ所かございました。こ

ういった現状を見るにつけ、やはり地元の皆様

の不安解消、さらには一刻も早い機能回復のた

めに、外部調査委員会の先生方にも工法を検証

いただきながら、早期の補修工事に取り組む必

要があると考えたところであります。

○松田勝則議員 今回の事件に関しましては、

再三質問しておりますように、結論として外部

調査委員会にすべてをゆだねるというふうに私

たちは考えておるんですけれども、外部調査委

員会が明確にすると提起しております。その責

任の所在をもとに、県はさらにどのような形で

責任の追及を行っていくのか、副知事、お聞か

せください。

○副知事（河野俊嗣君） 外部調査委員会にお

きましては、計画の策定時から設計施工、施工

管理、検査に至るすべての過程について、当時

の技術的知見に照らした判断がどうだったのか

という問題でありますとか、組織内部における

意思決定過程のあり方がどうだったかという問

題、また、そういったものを公社並びに県なり

関係市の間でどういうふうに情報共有している

のか、そういったところをすべてチェックいた

だくことにしております。そういった問題の全

体像を踏まえた上で、県、公社、それから各市

になりますが、任命権者がそれぞれの職員の責

任のあり方というものを整理いたしまして、必

要に応じて処分を行ってまいるということでご

ざいます。

○松田勝則議員 今のところ外部調査委員会に

すべてをゆだねている形になろうかと思うんで

すが、知事にお伺いいたします。知事は、外部

調査委員会の委員長とも当然お会いになり、さ

まざまな議論を交わしておられますでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） まだ議論は交わして
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おりません。

○松田勝則議員 今後、お会いになる御予定は

おありでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 当然ございます。

○松田勝則議員 予定がありましたらお聞かせ

ください。

○知事（東国原英夫君） 具体的な予定はスケ

ジュールとして把握しておりませんが、近々、

恐らく議論あるいは対面する予定であると思い

ます。

○松田勝則議員 これだけ大きな問題、その原

因解明をも一任しておる外部調査委員会でござ

いますので、ぜひさまざまな議論を交わしまし

て、これからの調査に資するべきであると考え

ます。また、外部調査委員会の情報公開に関し

てですけれども、外部調査委員会は、年度内に

最終報告をまとめるとなっておりますが、中間

報告等のじきじきの報告を情報公開されるかど

うか、その辺のことはどうお考えかを知事にお

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） それも含め、外部調

査委員会の御意見等も含めまして、今後検討さ

せていただきたいと思っております。

○松田勝則議員 では、情報公開に関しては、

まだここでは何とも言えないということでござ

いましょうか。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会の調

査、検証等や意見も含めまして、今後、検討の

対象となると思いますが、基本的には情報公開

というのはなされるべきだと考えております。

○松田勝則議員 中間報告でありますとか、議

事録等々の公開あるいはホームページ上の公開

等々も県民は待っているかと思います。その検

討をぜひお願いいたしまして、私の質問を終わ

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、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 一般質問２

日目に登壇された黒木正一議員が、「鳥獣害対

策、３回目です」と言われました。諸塚村、そ

ういった山村部を代表する議員として、どうし

ても言っておかなければならぬという思いで

あったのだと思います。私も、北郷村という諸

塚村にも似たすばらしい村で少年時代を過ご

し、長ずるに及んで工都延岡という働く者の町

に転校いたしました。農村部と都市部それぞれ

の光と影を見た思いがします。ですから私は、

「働く」ということに関して、どうしても言っ

ておかなきゃならぬということがあります。

前知事から数えて５回目になりますけれど

も、派遣労働に関して伺いたいと思います。

実は３年ほど前の話になりますが、ある高校

の補導の先生から、次のような話を聞きまし

た。その高校の女子生徒が自転車で通学中、交

差点で高齢者のおばあちゃんとぶつかったそう

です。そのとき、この高校生が、このおばあ

ちゃんを「このくそばばあ」となじったそうで

あります。このことを伝え聞いたその補導の先

生は、非常に残念に思い、すぐに全校朝礼を開

き、全校生徒の前でこう訴えたそうです。「こ

ういう言葉を使ったら、もう幸せにはなれん

ぞ。正直に申し出なさい」と訴えたそうであり

ます。お年寄りになれば視野が狭くなったり聴

力が衰えてくることが、この少女には理解でき

なかったのでしょうか。これからという17歳の

少女がこんな言葉を使うようでは、この子の将

来の姿が暗示されているようで、補導の先生が

言ったとおり、こういう言葉を使ったら、もう

幸せにはなれないと思うのです。そしてまた、

その社会も幸せになれないと思うのです。また
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一方、その補導の先生が、高校教育の中で勉強

のことだけでなく、「こういう言葉を使った

ら、もう幸せにはなれんぞ」と、子供の将来の

幸せを願い、切に訴えられたことに、教師とし

ての姿、本分を見る思いがしました。

もう一つの話は、30年ほど昔の話になります

が、私が市役所に勤めていたころ、コンピュー

ターもない時代、ある定型的な大量の事務が発

生し、高校生をアルバイトとして募集し、日曜

日に作業してもらうことになりました。１日だ

けの作業でしたので、申しわけないくらい本当

に安い賃金でした。作業当日、私の上司が集

まった高校生を前に、作業手順の説明の後、

「本当に安い賃金で申しわけない」と頭を深々

と下げられました。私は当時、20歳代でした

が、その上司から、お互いに「働くというこ

と」への思いやりを教えられたように思いま

す。そしてまた、職場にあっては、職場にいる

臨時職員に対して、きっと正職員になろうと励

ましたり、職員採用試験に向けての心構えを教

えている風景も見られました。

さて、今日、労働者派遣法というものが制定

され、それが社会にもたらす影響、弊害などに

ついて、私はこれまで数回にわたって質問をし

てきました。この国の成り行きを見ると、何か

いたたまれない思いがあったからです。派遣労

働、この新しい労働形態の存在によって何がも

たらされたのか。それは、働くということの中

に、第３の身分がつくられたことであると思い

ます。これまで正規職員、そして臨時職員とい

う２つの階層、２つの身分だけがあったもの

が、労働者派遣法の制定により、その間に第３

の身分、しかも固定的な身分がつくられたので

あります。いやむしろ、正規職員と臨時職員の

間に派遣労働者が固定的な第２の身分として分

け入り、臨時職員を第３の身分に追いやったと

言えるかもしれません。人間が生物学的にもお

かしくなってきているのではないかと思われる

今日、派遣労働の存在というものが、県内にお

いても、教育や福祉、警察行政など、さまざま

な分野に少なからず負の影響を与えているので

はないでしょうか。そのことは、直近に起こっ

たあの秋葉原の事件が物語っていると思いま

す。今日の社会事象とも重ね合わせ、派遣労働

に対する知事の所感を伺います。

後の質問については、質問者席にて行わせて

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。

派遣労働についてであります。労働者派遣制

度につきましては、制度創設から20年以上が経

過し、事業所数、派遣労働者数ともに年々増加

する中で、偽装請負や二重派遣などの違法派遣

や、不安定で低賃金であることなどが指摘され

ている日雇い派遣の問題など、さまざまな問題

が生じている今日でございます。このような状

況を踏まえ、現在、国においては、日雇派遣指

針に基づき、指導監督の強化を図るとともに、

労働政策審議会等において、派遣労働者の保護

や制度のあり方等に関する議論がなされており

ます。私は、働く人々が経済的に自立し、将来

に希望が持てるような社会づくりを進めること

が大変重要であると考えております。このた

め、全国知事会を通じまして、国に対し、正規

・非正規労働をめぐる問題に対処するため、法

的な整備等の必要な取り組みを進めるよう要望

しているところでございます。また、県といた

しましては、今後とも機会あるごとに、企業や

事業主団体に対して、正社員としての採用につ

いて配慮されるようお願いするなど、安定した

平成20年６月24日（火）



- 275 -

雇用の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。〔降壇〕

○太田清海議員 わかりました。法的な整備等

を図っていきたいということであります。いろ

んな報道を見たりすると、そのコメントの中

に、派遣労働で転々として30代、40代になっ

て、どこも雇うところがないという人たちが、

生きている意味がないという感想を漏らされた

りするときに、何か今、私たちが対応しておる

自殺の問題とか、そういったものに関連するん

じゃないかなと思っています。知事も一般質問

の中で答弁されておりましたが、負けた側がま

た頑張る、そう思える社会にしたいということ

でありますので、１年以上長期にわたって派遣

労働する場合は、正規にしていただくとか、ぜ

ひそういった法整備、また、総合評価落札方式

の中で、そういった正規職員の多いところを優

遇するとかいうことも必要ではないかなと思っ

ております。

次に、教育長に質問をいたします。関連でも

ありますが、実は、学校現場にこういった臨時

的任用講師―派遣労働ではないんですが―

という人たちがいらっしゃいます。その辺の確

認をしたいと思いますが、高等学校の教員定数

の中で、正規の教員と同じ条件で働いている臨

時的任用講師は何人いらっしゃるのか、確認い

たします。

○教育長（渡辺義人君） 正規の教員と同じ条

件で働いている臨時的任用講師ということであ

りますが、県内に県立の高等学校は43校ござい

ますけれども、このうち定数内の臨時的任用講

師の数は、本年４月１日現在、195名でございま

す。

○太田清海議員 そのほかに、正規職員の育児

休業等による後補充として勤務している、そう

いった身分の方というのはいらっしゃいます

か。

○教育長（渡辺義人君） 今の後補充というこ

とでありますけれども、52名であります。その

内訳は、研修、産前産後休暇、育児休業等であ

りますが、このうちで最も多いのは、育児休業

の30名でございます。

○太田清海議員 本年度の高等学校の新規採用

教員は何人だったのでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 12名でございます。

○太田清海議員 学校によって、臨時的任用講

師の人数に偏りがないのかどうか。私は、学校

である程度均一にあらねば、いろいろ問題が出

るんじゃないかと思いまして……。その辺はど

う把握しておられますか。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師の配

置につきましては、さまざまな理由から、学校

間でその人数に差が生じているところでありま

す。例えば、少人数指導や中途退学の対応等

で、一部の学校に係る国の定数措置が一時的で

あるといったことから、臨時的な任用講師で対

応している事例があります。それから、特に定

時制におきましては、これらの定数措置に加え

て、４年の修業年限を３年で修了できるように

するための定数措置がございまして、この関係

で臨時的任用講師が多い学校もございます。ま

た、建築環境科を初めとした学科の再編により

まして、特定の学科の教員減等が見込まれると

いうこともございますので、特定の学校に臨時

的任用講師を多く配置しているという状況もご

ざいます。今後とも、学校の状況をそれぞれ踏

まえながら、適正な教員の採用と配置に努めた

い、このように考えております。

○太田清海議員 わかりました。いろんな統計

を見てみると、少し偏りがあったりするのかな
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という気がしまして……。というのは、実は、

この正規職員の先生たちが物を頼んだりすると

きに、彼は臨時講師として、将来先生になりた

いと思って夜は一生懸命勉強しよるという思い

をいたすと、無理に頼んだらいかんなとか、こ

れは正職員の側でやるべきかなという、お互い

の思いやりでの負担も、ややあるわけですね。

悪いという意味じゃないんですが……。だか

ら、そういう意味では、偏りがない学校であっ

てほしいなと思います。ただ、今言われた政策

的なそういうものがあるとするならばやむを得

ないと思いますが、今後の配慮をお願いしたい

と思っています。また、不安定な身分でもあり

ますし、ぜひ将来、先生として頑張っていただ

くような採用をお願いしたいと思っておりま

す。

次のテーマに移りますが、「みやざきの提案

・要望」というのが、ことし５月30日に国のほ

うに提案されております。これを読ませていた

だくと、本当に宮崎県内の縮図と言っていいほ

ど、いろんな問題が要望されています。これで

本当に勉強になったところもあります。ただ、

私が感じたのは、国に求めるということであり

ますが、財政的な支援を講ずることとか、中に

は、ある程度中に食い込んで、国のあり方につ

いても少し入っているかなというところもあり

ます。私は、この要望が実現するためには、ど

うしても税制の問題を考えないといかんと思い

まして、今回上げてみました。

資料を渡していると思いますが、資料２から

いきましょう。これまでの国の所得税の税率構

造の推移を挙げてみました。昭和49年当時、最

高税率は75％掛けられた人たちも―そういう

税制であったわけですね。現在、平成19年で

は40％が高額所得者に対する税率です。平成11

年は37％というところまで引き下げられておる

わけです。もう一つの資料として資料１があり

ますが、これは2004年の高額納税者の上位100人

のランキングです。この高額納税者公示制度と

いうのは、この2004年で終わりましたので、後

はわかりません、それ以降は……。いわゆる個

人情報保護法の関係で終わったと言われていま

す。それからまた、こういう情報公開をするこ

とによって、犯罪に巻き込まれるという事件も

あったそうです。

それで、この順位１番の方、載っておりまし

たけれども、名前は省きました。この所得税の

税額のところ、36億というふうになるんです。

これは納税額、所得税額ですから、課税所得、

いわゆる所得と言われるものは、逆算していく

と99億というふうになります。この11年度の税

率を逆算して掛けると、99億の課税所得があっ

たということなんですね。ですから、このと

き36億税金として取られても、あと60億近くは

残っているということの説明なんです。ちょう

ど100番目が３億1,000万の税金を納められた方

ということなんです。そういう高額の納税者が

いらっしゃるわけですね。これを税務課の方に

も多少根拠を確認しながら計算をしてみたんで

すが、この100人の方に、75％も掛けておったあ

の時代に戻って税率を掛けたとしたらどうなる

かということで計算しましたら、上位100人

で550億、これは大ざっぱですけれども、最低で

もこのくらいになるのではないかなと。それか

ら、１億円以上の高額納税者が、この当時869人

いたということであります。これに75％の税率

を掛けると、1,500億の追加の税金がいただける

ということなんですね。合わせて2,000億です。

実は、こういう額が税率を戻せば取れるんだ

がなという思いがあると、どうもこの宮崎県の
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提案・要望という夢を実現するためには、この

辺にまで自治体として、ぜひ最高税率あたりを

少し考えてもらいたいなというような要望を

やっていかないと、この国は成っていかないの

じゃないかと私は思うんです。私たちもいろん

な人と接すると、本当に皆さん方が、財源がな

いということなんですよね。ところが、こんな

ところに優遇されているんではないか。しか

も、こういう高額所得者というのは、働く人た

ち、もしくは物を買ってくださる方がいらっ

しゃるから、こんなにもうけができるわけで、

それはお互い持ちつ持たれつの共存の関係だろ

うと思うんですね。そして、掛けても、30億

円、１人では使い切れません。ですから、その

辺が75％であっても成立した時代があったとい

うことだと思います。考えてみれば、ワーキン

グプアというのは年収200万、ここのところで生

活しているんですね。ですから、このあたりは

国の形としてどうなのかなと。ぜひこういう要

望の中に、この辺も―知事はこれまでの説明

の中で、水平的な税制、何かそういう水平的な

改革よりか垂直的な改革をやっていったらどう

かという、地方消費税という言葉も使われて説

明されましたが、この高額所得者に対するお互

いの助け合いということで、この辺まで踏み込

んでもらえんかなというふうに思っています。

加えて言うと、話を短くしますが、日本の億

万長者と言われる人が141万人いると言われま

す。億万長者というのは、資産形成をした方

が141万人ということなんですね。だから、日本

の人口の100人に対して１人はおるということな

んですね。ここに大体100人おりますから、この

中に億万長者が１人はおるはずなんです。それ

は、東京とかそういったところに密集している

んだろうと思います。これはメリルリンチ日本

証券とかアメリカの経済誌フォーブスというと

ころがきちっと統計を出していますので、間違

いない数字だろうと思います。このあたりのい

わゆる格差が広がっておるという意味でも、ぜ

ひ今後の知事の活動の中に、こういった問題も

組み込んでほしいと思うわけですが、知事の御

見解をよろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） この中に１人だけ億

万長者がいるということで、私ではないことは

確かでございます。その税負担のことについ

て、平等で公正で公平で中立でかつ簡素である

というのが税の基本かなと記憶しております。

その中で、累進税がいいのか、それは逆進性に

ならないのか、あるいは一律のほうがいいの

か、それは議論されるべき問題だと考えており

ます。いずれにしろ、我が国の税制について

は、消費税の導入とか個人所得課税の累進緩和

等、幾度かの改革を重ねまして、その時々の社

会経済情勢に応じた、あるべき税制を目指す取

り組みが行われてきたものと認識しておりま

す。また、政府の税制調査会が昨年11月に出し

ました答申におきまして、所得税の税率構造に

ついては、所得再分配機能が適切に発揮される

よう、他の税制に関する議論とあわせて見直す

ことが課題であるとされていることも認識して

おります。税制度のあり方につきましては、基

本的には国におきまして十分議論されるべきだ

と考えておりますが、いま一方で、地方税財源

の充実確保の問題等もございますので、これは

地方六団体津等とも十分に連携を図りながら、

国に要望等をしていきたいと考えております。

○太田清海議員 この辺は国の形の問題もあり

ますので……。ただ、地方からこういうことを

言っていくべき時代ではないかなと思っており

ます。この100人の中には―実はこの当時は、
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みんながあからさまになるということで、最初

だけ1,000万ぐらいの納税に仮にしておって、公

示が終わった後、４月１日以降にどっとランク

インした人たちもいらっしゃいますが、これは

もう載らないんです。だから、これ以上の人た

ちがいらっしゃるということで考えていいだろ

うと思います。

次に、コミュニティバスについてでありま

す。

廃止路線代替バスの補助金が、ことしの10月

からカットされるということであります。これ

は、私たち宮崎県に住んでおる者としても、観

光都市である、そして、それにどうネットワー

クを、交通機関をつくっていくかということ

は、県としても大きな課題だろうと思います。

今回、補助金を廃止してコミュニティバスを入

れるということでありますが、国のガイドライ

ンとか法律的な解釈をすると、既存の公共交通

機関がない空白地帯で、こういったコミュニ

ティバスが認められるというふうに、私たちは

解釈をするんですが、県民政策部長、そのあた

りどうでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 市町村等が運

営するコミュニティバスの導入基準は、国が示

されているガイドラインの中で、１つ目には、

バス等の公共交通機関が不在の場合となってお

ります。これには、今、質問にございました、

市町村が交通空白地域の対策として、廃止路線

代替バスを運行している場合でも、この不在の

場合に該当するというふうに、国の解釈を聞い

ております。それから、２つ目でありますけれ

ども、既存の公共交通機関のみでは、地域にお

ける十分な輸送サービスの確保が困難な場合に

それらを補完する手段として運行される場合。

以上の２つがガイドラインで示されておりま

す。

○太田清海議員 これも資料を上げましたが、

資料３、これは宮崎市の場合の実例なんです。

コミュニティバスが導入されたところで、これ

は水色が既存の宮交のバス停になるんですが、

ここに赤いマークのコミバスというのが、コ

ミュニティバスが隣接して、お互いにお客を取

り合うかのような形で置かれてあるこの黒い丸

のところが、これでは14ですが、15カ所あると

いうふうに聞いております。写真も載せており

ますが、宮交のバス停が向こうにかすかに載っ

ておりまして、手前に巡回バスという形で、完

全に競合しているわけですね。今、部長も言わ

れましたように、既存のバス会社、そういった

事業所と、そういう今までつくったネットワー

クに補完するようにつないでいって、お互いが

共存し合って、地域の皆さんが喜んでいただけ

るというのが巡回バスの基本的な考えだろうと

思うんですが、こういう実態が出てきておるの

をどう思われるでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 今お示しされ

ている木花地区の話ですけれども、ここの地区

のバスについては、民間の交通事業者さんが国

の許可を受けて運行されている形態でありま

す。このバス停の重複等につきましては、ほか

の交通空白地域と地区の中心部を結ぶルート設

定のための最小限のもの、こういう理解で、地

域内の交通需要に対応するために、既存のバス

路線を補完する形で運行されていくことで許可

されたものと理解しております。

○太田清海議員 言葉で言えば、補完をすると

いうことでありますよね。私にはどうしてもこ

れは補完に見えなくて、競合というふうに見え

るんですよね。こういうふうにバス停も近くに

あって、こんなに人が住んでいるところにある
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とするならば、なぜ、そういう既存のバス事業

者と話し合いをしながら、うまく法の解釈どお

りの形ができなかったのかなという心配をする

んです。こうなった場合に、既存のバス会社が

やせ細ったりすると、またこれは大もとがやら

れちゃいますので、そういう意味で、この辺は

やっぱり法の解釈どおり各自治体に助言なりし

ていくべきではないかと私は思うんです。その

あたりが一番問題なんですね。どうでしょう

か。

○県民政策部長（丸山文民君） コミュニティ

バスの導入につきましては、地域住民あるいは

市町村長さん、あるいはバス事業者等を構成員

とした「地域公共交通会議」を、国のガイドラ

インに沿って設置・運営されているところであ

ります。この中で事業計画等を協議されまし

て、国の登録等を受けた上で、コミュニティバ

スを運行されるということになっております。

現在、市町村等が運営するコミュニティバスに

つきましては、このような適正な手続にのっ

とった上で運行されていると理解しておりま

す。

○太田清海議員 適正な運行がされておればい

いんですが、私たちが現場のほうに行って担当

者の話を聞いたりすると、ガイドラインという

ものをどうも知らなかったのではないかという

ところも感じられたりとか、非常に危うい感じ

がするわけです。私は、国のガイドラインとか

法律の趣旨に沿って、できるだけそれに近づけ

ていこうとするのを、県の指導助言としてやっ

ていかないかんだろうと思うのです。特に、い

わゆるコンプライアンスとかいうことをずっと

この間、言ってきたわけですね。その辺からず

れると、やっぱりまずいんじゃないか。特に事

故があったりすると、これは新聞記事でありま

すけれども、埼玉県のふじみ野市で市営プール

事故がありまして、現場の係長と管理職の方が

懲役―執行猶予はつきましたけれども、子供

を死なせたことに対して、発注側の市のほうの

責任だということになって、それと同じような

ことが起こる、同じなんだよということを、私

たちは弁護士のほうからも聞いております。そ

ういう意味では、きちっとその辺をしておかな

いと大変だと思うんですね。そういう安全対

策、そういった事故の責任体制とか、その辺は

どうでしょうか、指導のぐあいは。

○県民政策部長（丸山文民君） コミュニティ

バスの導入に当たりましては、地域公共交通会

議で合意が得られること、これも一つの条件で

あります。それから、２つ目には、運行管理責

任者を置くこと、そしてその体制を整備するこ

と、３つ目には、整備管理責任者を配置するこ

と、そしてその体制を整備すること、そしても

う一つ大きなものとしましては、事故が起こっ

た場合の責任者の配置と連絡体制の整備、ここ

らあたりを協議されて初めて国の登録が受けら

れるということになっていますので、それはそ

れで、その協議の中で、適宜そういう問題の解

決のための協議がなされた上で、コミュニティ

バスは運行されているというふうに思っており

ます。

○太田清海議員 国の許可を受けたからという

のも確かに一つの口実にはなるんですよね。し

かし、今、この国の許可といいますか、国と地

方は対等の関係ということで、いろんな書類上

きちっとそろったものについては、自治を認め

るという立場でちょっと控えておくというよう

な動きもあるようです。そういう地方分権のそ

ういったものもあるのではないか。ただ、県と

しては、各自治体が取り組んでおる、そこに法

平成20年６月24日（火）



- 280 -

的な漏れがないかどうか、扱いの漏れがないか

どうか、きちっと見ておくべきだろうと思いま

す。陸運局が許可したからオーケーだというこ

とにはならない部分を、県がきちっと見ておく

必要があると思います。このコミュニティバス

については、地元の人とか事業者とかいろんな

方が集まって、十分合意をした上で導入すると

いうことなら、私は文句は言いません。ただ、

どうも既存の事業者とかそういったところとの

十分な相談がなく、安ければいいということ

で、ぽんとコンサルタント会社に経営判断して

もらったりとか立案してもらったりというとこ

ろもあるようです。宮崎県の交通を守るという

意味では、その辺をきちっとしないといけな

い。だから、私たちは、このコミュニティバス

導入については、ちょっと話し合い期間を置い

ていろんな意見を聞いてください、そして現場

をきちっとすべきだったらやっていただきたい

という思いで、９月いっぱいで切るんじゃなく

て、ちょっと考慮期間、そういう話し合いの期

間を置きましょうということで申し入れもした

ことがあるんですが、それについてはいかがで

しょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 県におきまし

ては、市町村に対して、コミュニティバスな

ど、より効率的な交通手段の導入を促す一方

で、今、御質問にありましたように、単一市町

村内の廃止路線代替バスに係る補助を段階的に

縮小・廃止するということにしております。現

在、９つの市町村で、ことし10月までのコミュ

ニティバスの導入を目指して準備を進められて

おるところであります。県といたしましても、

引き続き、これらの取り組みを支援しますとと

もに、国のガイドライン等を踏まえた適正な運

営が図られるよう、助言をしてまいりたいとい

うふうに考えております。今後は、こうした地

域が主体となった新たな交通システムと、宮崎

交通さんのように、バス事業者等が運行する路

線との効率的な連携を促しながら、県民の暮ら

しを支える地域交通ネットワークの形成に向け

て努力してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 長くは申しませんが、私たち

は、この宮崎県でこういうコミュニティバスを

導入するということが失敗策になってはいけな

いという思いもあります。それと、こういった

中山間地の問題とかいろんなことを抱えて、バ

スが将来やっていけないということになっても

いけないものですから、できたら超党派で何か

その辺を考えてもらうといいかなという思いも

いたします。９月いっぱいということでありま

すが、まだ時間も残されております。ぜひそう

いった話し合いの場をつくってほしいと思って

おります。いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） コミュニティ

バスあるいは交通事業者等が運行される路線バ

スについて、将来的に安定的な確保をどうする

かということで、一方におきましては、ただい

ま申し上げましたように、新たな交通システム

としてコミュニティバスの運行、そして、それ

をバス事業者等の交通網と効率よく連携させる

ことによりまして、地域の公共交通のネットワ

ークを形成していくということが基本でありま

す。県といたしましても、引き続き、宮崎交通

を初め交通事業者の方や、市町村と十分な連携

をとってまいりたいと考えております。

○太田清海議員 交通事業者ともっと話した

い、話し合いをしてみるということであります

が、ぜひその話し合いの場を残しておいてほし

いと思います。ぜひ、そういうお互いの情報交

換をしながら、何かいい方法を考えていきたい
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と思います。そういう話し合いの場をよろしく

お願いします。よろしいでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 検討させてい

ただきます。

○太田清海議員 では、次に行きます。実は、

延岡わかあゆ支援学校高千穂校のことでありま

す。

私はこれまで、県立の普通科高校に共生科と

いう、いわゆる知的障がい者の人たちが一緒に

通って学び合う、そういう学校をつくったらど

うだろうかというふうに申し上げてきました

が、日章学園がそういう共生コースというのを

設けられました。２年か３年たったのかなと思

いますが、その辺の評価といいますか、お考え

はどうでしょうか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） ただいまお話にあり

ました日章学園高等学校の取り組みであります

が、障がいのある生徒の自立性や社会性の育成

のみならず、障がいのない生徒の障がいに対す

る正しい理解や認識を深める上でも、意義のあ

る取り組みであると思っております。また、障

がいのある生徒にとりましても、中学校卒業後

の進路を広げる取り組みでありまして、多様な

教育ニーズに柔軟に対応するための選択肢の一

つである、このようにとらえております。以上

であります。

○太田清海議員 延岡わかあゆ支援学校高千穂

校の取り組みでありますが、私も開校式に行か

せていただきました。知事も来られましたし、

教育長も来られました。私も初めてああいうの

を見て感動したわけです。私は、共生コースと

いうことだけを考えておったんですが、こうい

う余裕教室を使ってやる方法もあるのかなとい

うふうに思ったんです。この高千穂校について

どういうふうに思われますか、教育長。

○教育長（渡辺義人君） 延岡わかあゆ支援学

校高千穂校は、高等学校内の余裕教室を活用し

た分校としては、九州で初めての取り組みでご

ざいます。現在、延岡わかあゆ支援学校高千穂

校と高千穂高等学校、この両校の生徒の間には

―まだ開校して２カ月ちょっとにしかなりま

せんけれども―茶摘み体験ですとか部活動な

どで、日常的かつ自発的な交流が行われている

ところでありまして、思いやりや連帯感が日々

はぐくまれているというふうに聞いておりま

す。また、延岡わかあゆ支援学校高千穂校は、

西臼杵地区における特別支援教育のセンターと

して、その専門性を生かした教育相談や研修な

どを実施し、地域の小中学校等を積極的に支援

しているところであります。これらの取り組み

によりまして、共生社会を目指した相互理解が

図られますとともに、地域の特別支援教育が一

層推進されているものと考えておるところであ

ります。

○太田清海議員 実は、開校式に行ったとき

に、隣の高千穂高校の生徒会長さんが歓迎のあ

いさつをしました。その一節にじいんときたも

のですから、ちょっと紹介しますと、「学校名

は違いますが、同じ敷地内にある姉妹校のよう

なもので、お互いに頑張っていきたいと思いま

す。授業での交流や体育大会、文化祭など、行

事面での交流も行っていきたいと思いますし、

楽しみでもあります。また、本校は階段などの

段差も多く、大変不便な点もありますが、そん

なときでも支え合える仲になりたいと思ってい

ます」ということで、この段差と聞いたとき

に、本当に精神がぐらっときましたけれども、

そういう思いやりがあっていいなという思いで

あります。こういった余裕教室を利用したやり
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方を、今後、教育長として、何かこういう手法

をとっていきたいというようなことでも、計画

としてあるのでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 高等学校等の余裕教

室を活用した分校の設置は、両校の生徒が自然

な形で触れ合い、ともに学び、ともに活動する

ことで、互いの理解を深め合うという意味で、

そういった教育環境を整備するものでありまし

て、共生社会を構築するという観点から、その

教育的効果も高いものがあると考えております

ので、今後の特別支援学校の整備のあり方を示

す「宮崎県特別支援学校総合整備計画」を策定

する中で、全県的、総合的な視点から検討を

行ってまいりたいと考えております。以上であ

ります。

○太田清海議員 わかりました。

次に、太陽光発電についてお尋ねをいたしま

す。

これは、前回もやらせていただきましたが、

「みやざきの提案・要望」の中にも、太陽エネ

ルギーを利用してということで、17ページに書

いてあります。知事も一般質問の答弁の中で

も、環境立県というような言葉を使いながら答

弁されていますが、今、県も太陽光発電の企業

誘致とかに一生懸命頑張っておられます。そし

て、洞爺湖サミットという環境を考える、そう

いう国の行事もあります。宮崎県が、日照条件

も全国でもトップクラスというこの県の形とし

て、こういった太陽光発電を個人が導入する場

合に、それを触発するような、要はどんどん取

り入れてくれと言えるように何か支援を―こ

れは質問は知事じゃなくて県民政策部長であり

ました―促進するような政策を打ち出したら

どうかということでありますが、どうでしょう

か。

○県民政策部長（丸山文民君） 何とかしたい

のはやまやまでございますけれども、本県は日

照条件に非常に恵まれておりまして、豊かな太

陽エネルギー、知事も申し上げましたように、

それが全国に誇り得る地域資源であります。そ

の活用策としての太陽光発電でありますけれど

も、積極的に進めていかなければならないと考

えております。一般家庭への太陽光発電の設置

に対しましては、平成17年度まで国の支援制度

がございまして、県もその普及促進に努めてま

いりました。その結果、全国でもトップレベル

の普及率となっておりますけれども、この制度

の廃止以降は、設置件数が減少傾向にございま

す。地球規模で環境問題が深刻化する中にあり

まして、温暖化対策としての太陽光発電の重要

性が今後ますます高まってくることは、論をま

たないと考えております。現在、国におきまし

て、来年度へ向けて新たな普及促進策の検討が

なされているやに伺っております。それらの動

きをまた注視してまいりたいと考えておるとこ

ろであります。

○太田清海議員 わかりました。私の家は山陰

にあるものですから光が当たらんで、「あなた

のところはだめだ」と言われました。ただ、そ

の他の人たちはいいと思うので、ぜひそういう

のができるといいなと思っています。導入した

ところの家族の話を聞くと、どんどん家の電気

を消して売電のほうに持っていこうと一生懸命

節電に努力するということが、いい意味、生ま

れているんですね。これはいいんじゃないかな

と思っております。

次に、ＮＰＯ法人の監査体制についてお伺い

したいと思います。

県内にＮＰＯ法人はどのくらいあるのでしょ

うか。これも県民政策部長でございます。
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○県民政策部長（丸山文民君） まず前提とし

て、権限移譲もやっておりまして、現在まで、

認証権限を、昨年４月に宮崎市と都城市、それ

から、ことし４月に延岡市と日南市、この４市

に権限移譲しております。現在、県及び今の４

つの市が所管するＮＰＯ法人の数は、ことしの

５月31日現在で、合計250となっております。

○太田清海議員 県は特定非営利活動法人の監

査をどのようにやっているのかというのを、

ちょっと確認させていただきたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） そもそも、い

わゆるＮＰＯ法人制度といいますのは、簡易な

手続で法人格が取得できる仕組みでありまし

て、自由な法人の運営を尊重するということが

前提でございます。したがいまして、行政が監

査するものではありませんで、法人の自主・自

律的な運営のもとに、監事による監査を行うと

ともに、事業報告書等の情報を公開することに

よりまして、社会的信用を得るというスタイル

になっているところであります。

○太田清海議員 新聞報道でも、ＮＰＯ法人の

方が一生懸命頑張っておられるというのはわか

るんですが、時々不祥事が起こったりもするも

のですから、その注意喚起のためにも質問して

おきたいなと思ったわけです。例えば、介護保

険事業所、県内にＮＰＯ法人というのはどのく

らいあるのでしょうか。福祉保健部長、どうぞ

よろしくお願いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ＮＰＯ法人が

運営する介護保険事業所は、平成20年６月現在

で84事業所となっております。

○太田清海議員 新聞報道にも、不祥事でＮＰ

Ｏ法人が指定取り消しを受けたということがあ

りますが、県内で過去に指定取り消しを受けた

事業所がどのくらいあって、ＮＰＯ法人はその

中でどのくらいあるのかというのを確認させて

ください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 指定取り消し

処分を行った事業所数でありますが、介護保険

制度が施行されました平成12年度以降現在ま

で、13事業所であります。このうち、ＮＰＯ法

人が運営する事業所に係るものは、平成18年度

に同じ法人が運営する２事業所を取り消してお

ります。

○太田清海議員 指定取り消し処分に至るよう

な実地調査がどのように行われているのか、内

部通報か何かあるのか、その辺はどうでしょう

か。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護保険事業

所等に対する実地調査は、一定の周期で定期的

に行う実地指導と、情報提供に基づいて随時行

う実地指導がありまして、それらの中で、著し

い基準違反等が認められた場合には、指定取り

消し等の行政処分を行うことがございます。こ

れまで指定取り消し処分を受けた13事業所のう

ち、定期的な実地指導による指定取り消し処分

が８件、情報提供に基づく実地指導による取り

消し処分が５件であります。

○太田清海議員 わかりました。本当にＮＰＯ

法人の人たちも頑張っているところです。ぜひ

不祥事がないような指導も、またよろしくお願

いしておきたいと思います。一生懸命頑張って

おるところを見るだけに、そういう残念な思い

で質問させてもらいました。

次に、長浜海岸の侵食対策について伺いま

す。

実は昨年度、延岡新港のしゅんせつ土砂を長

浜海岸に戻してはどうかということで、戻して

もらったんですが、その実績と評価はいかがで

しょうか。そしてまた、これは永遠に続くこと
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であって、本当に心の痛む思いであります。た

だ、その新港に、港に積もった砂をどこか遠い

ところに持っていったら、長浜海岸がどんどん

削られていくということですから、やっぱり基

本的には戻さざるを得ないと思うんです。それ

と、何かいいものがあれば、そういうものがと

まるような何かがあればいいのですが、基本的

にはしゅんせつ土砂をきちっと戻してもらいた

いという思いからです。県土整備部長、いかが

でしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 県では、延岡

新港のしゅんせつ土砂を、長浜海岸の侵食対策

といたしまして、ことし４月に約7,300立方メー

トルを搬入させていただきました。その評価で

ございますが、継続的な観測が必要となってま

いります。現状では、台風などによる波浪での

流出は見られないという状況でございます。今

後、延岡新港で発生いたしますしゅんせつ土砂

につきましては、有効利用の観点から、地元関

係団体等とも調整を図った上で、侵食されてい

る海岸への活用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。

最後の質問になりますが、高千穂鉄道につい

てであります。

この高千穂鉄道は、平成17年12月に高千穂鉄

道としての経営を断念して、そのレールとかト

ンネルとか陸橋、そういったものを沿線の自治

体に無償で譲渡するということになっておりま

す。例えばこの橋梁とかトンネル、そういった

ものをどう取り扱うのか。この後、全部取っ払

わないかんのか。それから、その撤去にかかる

費用、これはどのくらいで見ておられるのか。

県民政策部長、よろしくお願いいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 高千穂鉄道の

物件でありますけれども、トンネルや橋梁など

の施設につきましては、今、御質問にありまし

たように、沿線自治体に無償で譲渡するという

ことにしております。譲渡した後については、

今後、譲渡を受けた沿線市町村のほうで有効活

用を図っていかれるということになっておりま

す。中でも、最終的には不要物件ということで

撤去しなければならない物件等も当然あると思

います。それらにつきましては、現時点で調査

もしておりませんし、額も特定されていないと

いうところであります。

○太田清海議員 額もまだ確定していないとい

うことでありますが、私たちは、この高千穂鉄

道はどうか残してくれんかと、30億、40億か

かってでもどうだろうかという思いで、これま

で言ってきたことがあります。ところが、この

撤去費用に同じような額がかかっちゃったら、

これは最初から再建したほうがいいんじゃない

かということにもなるわけですね。そういうこ

ともあります。残念な思いがあるわけです。も

し撤去するときに何億かかかった場合、そう

いった場合の国の補助というのがあるのかどう

か、どうでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 路線等の撤去

を対象とした国の補助制度はないところであり

ます。

○太田清海議員 今度で最後になります。補助

制度がないということであれば、負の財産を受

け取った地元が非常に苦しむことになるわけで

すね。その辺に不安があるわけです。これに対

して、一緒に株式会社をつくって運営してきた

わけですから、県としても、何らかの支援と

いったものが……。市町であろうとも、何億と

いう金をそれぞれの自治体が負の財産としても

らうというのはつらいことであると思います。

平成20年６月24日（火）



- 285 -

そういう意味で、県の支援といいますか、どう

いうお考えを持っておられるでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 先ほど申し上

げましたように、寄附を受けた沿線市町は、有

効活用を図るということが第一でございますけ

れども、撤去に要する費用につきましては、既

に県と沿線１市２町の間におきまして、共同で

負担するという確認をとっているところであり

ます。では、撤去をいつどこから始めるかとい

う議論になると思うのですが、これにつきまし

ては、県や沿線市町の負担が平準化されるよう

に、中長期的に長いスパンで対応していくこと

が必要であろうかと考えております。今後、そ

の具体的な費用負担の仕組み等について、県と

沿線市町で協議をしてまいりたいと考えている

ところであります。

○太田清海議員 わかりました。これですべて

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 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第10号から第12号まで採決

○坂口博美議長 ここで、さきに提案のありま

した、公安委員会委員及び収用委員会委員の任

命の同意についての議案第10号から第12号まで

の各号議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第10号から第12号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第９号まで及び

報告第１号から第３号まで並びに

請願委員会付託

○坂口博美議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第９号まで、及び報告第１号から

第３号までの各号議案について、質疑の通告は

ありません。

当該議案及び新規請願は、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。

明日からの日程をお知らせします。

あす25日から30日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、７月１日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会

平成20年６月24日（火）


