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◎ 代表質問

○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、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続いて代表質問で

あります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。台風13号も大きな被害を出さずに

ほっとしたところでございます。しかし、それ

でも日向などでは土砂崩れで被害に遭われた方

もおられまして、被害に遭われた方には心から

お見舞いを申し上げたいというふうに思ってお

ります。

それでは、昨日に引き続きまして、社民党県

議団を代表いたしまして、知事以下、関係部長

に質問をいたします。

第１に、知事の政治姿勢についてでありま

す。

「地域浮沈の分水嶺―拡大する地域格差と

九州経済」と題した2008年版九州経済白書は、

福岡県を中心とする北部九州への設備投資の集

中により域内で格差が拡大していると指摘、九

州では人口減少が進み、労働力供給の優位性が

薄れると予想し、今後５年間を九州の浮沈を決

する分水嶺といたしております。

企業立地が好調な福岡、佐賀、熊本、大分の

北部４県の有効求人倍率が大きく改善する一方

で、宮崎、長崎、鹿児島３県では格差が拡大

し、非正社員の増加や世帯収入300万ないし400

万円の低所得世帯が増加をしております。とり

わけ宮崎県は世帯年収800万円以上と400万ない

し500万円の階層が減少し、世帯収入200万ない

し400万円の所得階層の急増や個人消費の伸び悩

みなどを見ますと、発展する北部九州、衰退す

る宮崎県という構図が見てとれるのでありま

す。

各種資料によりますと、福岡生活圏の人口

は1,340万人と、九州全体の約25％を占め、以

下、事業所数21％、従業員数24％、製造品出荷

額14％、卸売業年間販売額51％、小売業年間販

売額25％、人、物、金、情報のすべてが集中

し、学生数に至っては宮崎県の約11倍となって

います。

次に、交通を見てみますと、東九州自動車道

は順調にいって2014年に開通予定ですが、九州

新幹線は2011年３月に全線開通が予定され、博

多―鹿児島間は、開業前の３時間49分から一部

開業で２時間12分、全線開業で１時間20分とな

るなど、発展する北部九州、追いつく西九州、

取り残される宮崎県となるわけであります。そ

こで、知事は宮崎県の進むべき方向をどのよう

に描き、どう進もうとしておられるのか、お尋

ねをいたします。

次に、景気・雇用対策についてであります。

小泉構造改革により、都市と地方の格差は拡

大し、とりわけ本県において景気・雇用の実態

は厳しいものがあります。昨年１月に東国原知

事が就任以降、地鶏やマンゴーの宣伝、県庁が

観光地となるなど、宮崎ブームが全国を席巻し

たわけですが、これはテレビ出演等、知事の八

面六臂の活躍と、高く評価したいと思います。

しかし、知事の人気に逆行するかのように、有

効求人倍率の低下や、しにせ企業の倒産に見ら

れるように、景気や雇用の状況を示す指標が下

降しています。日銀宮崎財務事務所の金融経済

概況、宮崎労働局の労働市場月報等の指標は軒

並み低下し、８月には地場最大手の建設会社志

平成20年９月19日(金)



- 69 -

多組が278億円の負債を抱えて倒産するなど、本

県は危機的状況を迎えています。観光を除いて

明るい材料はなく、これからも厳しい状況が続

くと予測されていますが、現状認識と今後の取

り組みについて知事に伺います。

次に、第２期行財政改革について、関連して

お尋ねします。

適正な定員管理についてであります。先日、

知り合いの県職員がみずから命を絶ちました。

８月には、ある講演会でお会いし、「休みには

息子と渓流釣りなど楽しんでいます」と元気そ

うに話していたのにと思いますと、残念でなり

ません。６月の一般質問でも指摘しましたが、

改革のスピードが速過ぎるのではないでしょう

か。知事部局のことし４月の職員数は3,996人、

計画では201 1年までの６年間で300名削減

し、3,931人を目標としていますが、３年間

で235人削減し、達成率は78％となっています。

この間、約600名の職員が退職し、約300名の現

業職員が一般行政職員へ任用がえされているこ

とを考えますと、職場は大変忙しく、端的に言

いますと混乱しているのではないかと思います

ので、知事にお尋ねします。

次に、地域医療体制の再構築についてであり

ます。

国は、多くの公立病院が経営の悪化と医師不

足により医療機能が低下しているとして、経営

の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の

見直しを内容とする公立病院改革ガイドライン

を示し、経営効率化に係る部分については３年

程度、再編・ネットワーク化及び経営形態の見

直しに係る実施計画については５年程度をめど

に計画を策定することを求めています。ガイド

ラインについては法的拘束力がないと言いなが

ら、再編統合する場合は病院事業債や地方交付

税の措置など、アメとムチにより計画策定を地

方自治体に強制し、さらに自治体財政健全化法

を制定し、自治体に縛りをかけています。ま

た、医師養成の抑制策や臨床研修制度導入とい

う誤った政策により今日の地域医療崩壊への引

き金を引いたにもかかわらず、その責任をほお

かむりし、公立病院を統廃合し、地域医療を切

り捨てることで乗り切ろうとしています。今日

の地域医療の現状認識と公立病院改革ガイドラ

インについての考え方を、知事にお尋ねしま

す。

次に、消防行政の広域化についてでありま

す。

消防庁は、災害や事故の多様化、大規模化、

都市構造の複雑化等の変化に対応し、災害発生

時の初動体制の強化をし、効率的な部隊運用

等、行財政上のスケールメリットを生かすとし

て、2012年度までに消防本部の管轄人口30万人

を目標とする広域化を実現することを求めてい

ます。2007年度末に定められた宮崎県市町村消

防広域化推進計画によりますと、県内を１ない

し３消防本部体制とし、実施体制は、一部事務

組合方式や広域連合、事務委託方式を挙げてい

ますが、各消防長の意見がまとまっていないよ

うであります。安心して暮らせる郷土を築くた

めにも、機動性を確保し、消防団との連携を十

分生かしていくためにも、日常生活圏での広域

化を図ることが妥当であり、市町村の理解と納

得の上で進められるべきと思いますので、知事

にお尋ねします。

次に、ひきこもり問題についてであります。

ひきこもりの問題については、再三、本議会

で実態把握と支援体制の整備をしてほしいと要

請してまいりましたが、厚生労働省は８月、ひ

きこもりの人や家族からの相談専門窓口となる

平成20年９月19日(金)
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ひきこもり地域支援センターを来年度、全都道

府県に設置する方針を決めたようであります。

本県のひきこもりの人は数千人から１万人と推

定され、ほとんどの家庭がだれにも相談でき

ず、最悪の場合は自殺というケースもあるた

め、手探りで対応し、悩み苦しんでいるのが実

態であります。自殺予防については、先日、シ

ンポジウムが開かれ、県挙げての取り組みが行

われていることを評価するところですが、ひき

こもり対策を充実することも極めて重要だと考

えております。知事の現状認識をお尋ねいたし

ます。

次に、教員免許についてであります。

教育職員免許法は、教育職員の免許基準や資

質の保持と向上を図るとして終身免許とされて

いましたが、昨年の法改正により、最新の教育

事情の周知を図るとして、10年ごとに課程認定

大学等での30時間の講習を課し、修了認定した

上で教員免許を更新することとされたところで

あります。水先案内人や運転免許などは身体的

な適性確認のために更新制とされているのであ

り、医師や弁護士など大半の職業資格に更新制

がとられていない免許制度と比較しますと、整

合性等、法制度上多くの問題をはらんでいると

言えるのであります。また、世界のほとんどの

国が教員数を確保するため、身分を安定させる

ことを重要課題として終身免許としていること

からしても、教員免許に更新制度が導入された

意義がよくわからないのが現状ではないでしょ

うか。免許更新制の意義をどのように認識して

おられるのか、教育長にお尋ねいたします。

次に、観光振興と交通政策についてでありま

す。

先日発表された2007年の宮崎県観光動向調査

によりますと、観光客数は1,235万人、観光消費

額は933億円となり、前年と比較しますと、それ

ぞれ1.5％、4.1％増加しています。特に経済効

果の高い県外客については、前年比3.5％、15

万6,000人増加し、441万2,000人に、観光消費額

は、5.7％、32億1,800万円増加し、600億3,500

万円となっています。知事を先頭とする関係者

のさまざまな努力の結果と、高く評価をいたし

たいと思います。しかし、それでも県外観光客

は最盛期の1996年の79％、観光消費額は69％で

ありますし、今後なお一層の取り組みの強化が

図られなくてはなりません。ここに、ある観光

エージェントの2007年の九州地区宿泊チケット

販売額をまとめたものがあります。それにより

ますと、総額は312億円でありますけれども、最

高は大分県の68億円、最下位は宮崎県の20億円

となっており、九州内での宮崎観光の位置を示

しているのではないかと思います。また、日銀

鹿児島支店調べによる主要ホテル・旅館宿泊者

数や主要観光施設の入場者数は、ことしに入り

減少しているようであり、知事効果は長続きし

ないであろうと予想されますが、今後、県外か

らの誘客をどのように推進していこうとされる

のか、知事にお尋ねします。

次に、観光客や高齢者、学生の移動手段の確

保という観点から、県内交通網、とりわけバス

路線の整備についてお尋ねします。国土交通省

の指摘を待つまでもなく、私たちの日常生活は

自家用車に過度に依存しており、さらに過疎地

域を中心に、急速な少子高齢化によりバス利用

者は急激に減少しています。現在、バス路線

は、採算のとれる一般バス路線、複数の市町村

にまたがる、行程10キロ以上、利用者が15人以

上で国・県各２分の１補助がある生活路線、国

補助が打ち切られ、県・市町村補助の代替バス

路線の３種類で運行されていますが、これを人
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間の体に例えますと、一般路線が大動脈とする

ならば、生活路線は普通の大きさの血管で、代

替路線は毛細血管と言えます。県では、単一市

町村内を走る代替バス路線の補助金をことし９

月で打ち切り、コミュニティバスへの転換を進

めています。そこで懸念されるのは、切りかえ

る際に生活路線とうまく結合して利用者がバス

を利用できるのか、つまり、血液が十分流れる

のか、また安全性の確保は大丈夫なのかという

ことであります。地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律や改正道路運送法は、市町村が

主体となってバスや鉄道など地域の交通手段を

確保することを地方に求めていますが、十分な

検討時間が不足しているのが現状であり、補助

を１年間程度継続し検討すべきと考えますの

で、知事にお尋ねします。

次に、環境問題についてであります。

洞爺湖サミットは、京都議定書から離脱した

アメリカを含めたＧ８が温暖化ガスを2050年に

半減するとした長期目標に合意したかのような

文書を残し閉幕しましたが、2020年の中期目標

を具体的に示すことができないなど、世界の期

待を裏切ったと言えます。国連の気候変動に関

する政府間パネルは、地球の平均気温の上昇

は、降水量の変化による洪水や干ばつの頻発、

水不足の深刻化、鳥インフルエンザなどの感染

症等の健康被害をもたらし、人類の生存基盤を

脅かしていると指摘しており、環境問題は喫緊

の課題であります。

1997年、気候変動枠組条約第３回締約国会議

（ＣＯＰ３）で、2008年から2012年の期間にお

ける温室効果ガス削減目標が京都議定書として

定められ、日本は温室効果ガスの排出量を1990

年比６％削減することとされました。そして、

来年12月のＣＯＰ15までに2013年以降の枠組み

を決めなくてはなりません。しかし、京都議定

書でさえも政府は経団連の自主行動計画により

対応しようとし、目標を達成できないのではな

いかと懸念されています。

ところで、福田ビジョンで、太陽光、風力、

水力、バイオマス、未利用のエネルギーなどの

再生可能エネルギー等のゼロエミッション電源

を50％にすることや、太陽光発電を2020年まで

に現状の10倍、2030年には40倍に引き上げるこ

となどがうたわれました。本県では、2004年に

新エネルギービジョンを策定し、新エネルギー

関係連絡会議を設置して取り組んでこられまし

た。そこで、目標年の2013年度までに太陽光発

電や廃棄物発電・熱利用等により原油換算17

万6,983キロリットル相当分を供給するとした新

エネルギー導入目標の達成状況についてお尋ね

します。また、新エネルギー関係連絡会議では

何回程度の会合を開き、どのような議論を行っ

てきたのでしょうか。また、県庁内での温室効

果ガスの削減の取り組み状況はどうなっている

のか、知事、関係部長にお尋ねします。

次に、農業問題についてであります。

先月、西諸県郡と東諸県郡の農業生産法人と

農産物冷凍加工会社を見学してまいりました。

農業生産法人では120ヘクタールの耕地に、ゴボ

ウ、里芋、ホウレンソウ、ニンジン、大根、

キャベツ、タマネギ、枝豆、モロヘイヤ、お茶

などを育苗、栽培し、真空冷却により冷凍、チ

ルド加工品として出荷しておられました。感動

したのは、適地適作の考えでハウス栽培は行わ

ず、人間と共生する自然循環型農業を目指して

いるとのことで、これからの進むべき農業のあ

り方を見た思いでした。また、野菜加工館で

は、農業生産法人から購入したホウレンソウや

小松菜、水菜、ゴボウ、ニンジンを高圧バブル
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流水洗浄機で２次洗浄、殺菌し、凍結、カット

野菜としてホテル、レストランなどに出荷して

いるとのことで、そこは農業生産法人と同様、

常用からパートまでの貴重な雇用の場となって

いました。

今、農業を見てみますと、投機資金の流入や

バイオ燃料への食物の転用、中国やインドなど

新興国の畜産需要の高まりによる穀物需要の増

加に加え、経済のグローバル化により我が国の

農家経営は厳しい状況に置かれています。食料

問題は危機的状況にあるにもかかわらず、日本

の食料政策は安定輸入・安定供給が続けられた

結果、食料自給率は39％と、2003年データです

が、ＯＥＣＤ加盟国中26位と、特段に低くなっ

ています。地球温暖化ガスの排出削減が世界的

課題となる中、ことしの食料・農業・農村白書

は、食料の輸送距離が長いほど輸送時に二酸化

炭素排出がふえ、環境に負荷があるとされるフ

ードマイレージについて、日本は韓国や米国の

約３倍、英国やドイツの約５倍となっていると

指摘し、国産バイオ燃料等の導入を促していま

す。また、近年の石油価格の高騰は、日本の農

業、とりわけ本県農業が石油なしで成り立たな

くなっているという現実を突きつけ、原油高騰

対策として、今議会でもハウスの二重暖房への

支援策が提案されるなど、農政水産部による懸

命の努力が続けられています。地球温暖化が加

速度的に進行する今日、脱石油農業により、バ

イオマスや太陽エネルギー等の新エネルギーへ

転換するなど、自然循環型農業への取り組みが

求められていると思うのでありますが、宮崎県

の農業はどうあるべきと感じておられるのか、

知事にお尋ねいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県の今後の方向性についてであります。現

在の九州におきましては、北部、特に福岡県へ

の人口の集中が進む―ちなみに、2007年は

減っておりますが―九州内の南北格差という

問題が指摘されております。また、東西で見ま

しても、高速道路や新幹線の整備など格差が生

じており、このような中にあって、本県経済は

非常に厳しい状況に置かれているものと認識い

たしております。本県が潜在的能力を最大限に

発揮し、他県と同じ土俵で競争できるために

は、その前提条件として、九州内において最も

おくれている交通網の整備、さらには企業誘致

等働く場の確保が不可欠であります。まずは、

これらの課題の解決に全力で取り組んでまいる

所存であります。その上で、農業立県としての

実績や恵まれた自然環境など、その強みを生か

して日本の食料供給基地として、また新エネル

ギー等環境産業の集積地として発展させるな

ど、その存在感を全国に向けて示していけるよ

う、全力を尽くしてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、景気や雇用の現状認識と今後の

対応についてであります。昨年から続く原油価

格の高騰やアメリカのサブプライム住宅ローン

問題などにより、日本経済は大きな影響を受け

ており、今月12日に内閣府が発表したことしの

４月から６月期のＧＤＰを見ますと、年率換算

で前期比マイナス３％となっております。この

ように日本経済と世界経済が減速する中、本県

におきましても、燃油や資材価格の値上がり等

により、特に中小企業者や農林漁業者が厳しい

経営環境に置かれ、また７月の有効求人倍率

も0.57倍に低迷するなど、本県経済は非常に厳
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しい状況にあると認識しております。今後と

も、県内産業の振興に努めるとともに、県内の

経済状況や企業動向について適時的確な情報の

把握に努め、マクロ的景気経済対策を国に要望

し、国の動向も十分に踏まえながら、的確に対

応してまいりたいと考えております。

続きまして、定員管理についてであります。

極めて厳しい財政状況の中で、持続可能な行財

政システムを構築していくためには、徹底した

事務事業の見直しや職員数の削減などの改革に

迫られております。このため、定員管理につき

ましては、行財政改革大綱2007において、総職

員数を平成23年４月までに17年４月対比で1,000

人純減するという目標を立てております。この

目標を確実に達成するため、これまで組織の簡

素合理化や事務の効率化、民間委託などに計画

的に取り組んだところであり、引き続き適正な

定員管理に努めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、任命がえ職員についてでありま

す。任命がえ職員におきましては、それぞれ意

欲的に業務に取り組んでいるところであります

が、全く新たな業務に従事していることから、

職場環境や業務への適応の面で、本人や配属さ

れた職場につきまして、一定の配慮が必要なこ

とと承知しております。定員管理に当たりまし

ては、このような状況にも十分留意しながら取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、公立病院改革についてであります。本

県の地域医療につきましては、ますます深刻化

する医師不足から、僻地や小児科、救急医療等

において重大な影響が生じるなど、大変厳しい

状況に置かれております。また、公立病院は、

医師不足や悪化する経営状況の中で厳しい環境

にあると考えております。このような状況の

中、国が示した公立病院改革ガイドラインにつ

きましては、病院経営の健全性を確保し、地域

において必要な医療を安定的、継続的に提供し

ていくことができる体制の構築を求めるもので

あると認識しております。現在、関係市町村に

おいて、ガイドラインに沿って公立病院改革プ

ランの作成が進められておりますが、県といた

しましては、この改革プランの作成を通じまし

て、地域住民が必要な医療サービスを将来にわ

たって受けられるよう、助言してまいりたいと

考えております。

次に、消防の広域化についてであります。消

防の広域化につきましては、大規模化する災害

や、人口減少と高齢化の進展による地域防災力

の低下等に対応するため、自主的な市町村の消

防の広域化を推進し、消防体制の効率化や基盤

強化を図ることを目的に、全国的に推進されて

いるものであります。本県におきましても、小

規模な消防本部が多いことから、平成19年度末

に宮崎県市町村消防広域化推進計画を策定しま

したが、広域化の組み合わせにつきましては、

関係者の意見の一致を見なかったことから、各

消防本部管内の市町村の現況や将来の見通しを

踏まえ、人口規模や地理的条件などを勘案し、

県域１消防本部体制と３消防本部体制の２案を

記載したところであります。現在、この２通り

の組み合わせについて、広域化の具体的メリッ

トや、組み合わせの有効性あるいは課題等の検

討を行っているところでありますが、組み合わ

せの決定に当たりましては、市町村や消防本部

等関係機関と十分に協議を行ってまいりたいと

考えております。

次に、ひきこもりの現状についてでありま

す。ひきこもりは、さまざまな要因によって社

会的な参加の場面が狭まり、学校や職場など自
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宅以外での生活の場が長期にわたって失われて

いる状態であると言われております。その数

は、平成16年度に取りまとめられた厚生労働省

の研究事業による推計では、全国で32万人とさ

れております。ひきこもりの要因は複雑に絡

まっており、近年は不登校やニートなど、いわ

ゆる社会的ひきこもりもクローズアップされて

きております。ひきこもりは御本人の問題であ

るだけでなく、御家族にとっては精神的、経済

的負担も生じるとともに、社会的に大きな損失

につながるものと認識しております。県としま

しては、精神保健福祉センターや各保健所にお

いて、ひきこもりの本人や家族の方からの相談

に応じるとともに、家族会の行う相談事業に対

し助成をしておるところでございます。

続きまして、県外からの誘客の推進方策につ

いてであります。国内外の景気が減退し、原油

・物価高騰の折、本県観光は、天孫降臨などの

神話・伝説、マリンスポーツやトレッキングな

どの体験、安全・安心でおいしい食材、都会で

は味わえない温かみのあるおもてなしなど、さ

まざまな魅力を有していると考えております。

このため県としましては、これらの魅力をメ

ディアやホームページ等により情報発信すると

ともに、県外からの観光客誘致を目的とした観

光キャンペーン事業の実施や、旅行会社への商

品化の働きかけ等を積極的に行っております。

また、訪れた方々に満足して帰ってもらえるよ

う、県民総力戦でおもてなし日本一の宮崎づく

りに取り組んでいるところであります。重複い

たしますが、景気低迷の中ではございますが、

今後とも、宮崎ならではの魅力を最大限活用

し、県外からのさらなる観光客誘致に努めてま

いりたいと考えております。

続きまして、廃止路線代替バスへの補助につ

いてであります。バス事業者を取り巻く環境や

自治体の財政状況が厳しさを増す中、地域交通

を将来にわたって安定的に確保していくために

は、地域の実情に応じた、より効率的な交通シ

ステムへの見直しが必要であると考えておりま

す。このため県では、市町村に対しコミュニ

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、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・廃止することとし

たところであります。この結果、既に三股町な

ど５市町がコミュニティバスに移行し、また日

南市など８市町村がことし10月からのコミュニ

ティバスの運行を目指し準備を進めているな

ど、関係市町村においては必要な見直しがなさ

れたものと考えております。県としましては、

今後とも、これらの取り組みを推進することに

より、安定的な地域交通の確保に努めてまいり

たいと考えております。

次に、新エネルギービジョンの達成状況につ

いてであります。平成16年３月に策定した宮崎

県新エネルギービジョンでは、太陽光発電やバ

イオマス発電・熱利用など、９つのエネルギー

分野について、それぞれ目標を定めて取り組む

こととしております。その状況を見ますと、太

陽光発電など太陽エネルギーの活用については

全国でもトップクラスにあり、またバイオマス

資源の利用やクリーンエネルギー自動車の普及

等も順調に進んでおりまして、平成18年度末時

点で原油換算で約110万キロリットル、二酸化炭

素で約317万トンの削減に当たる効果を上げてお

り、全体としては着実に推移していると認識し

ております。今後とも、県民や企業、市町村等

と連携しながら、本県の地域特性や資源を生か

した新エネルギーの導入に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。
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次に、原油高騰に伴う宮崎のあるべき農業の

姿についてであります。本県農業は、西南暖地

の温暖な気象条件を生かした施設園芸等を中心

に、キュウリ、ピーマンなど冬場の野菜を全国

に供給する産地として、なくてはならない大変

重要な役割を果たしております。しかしなが

ら、施設園芸を取り巻く環境は、近年の急激な

重油・肥料価格の高騰等により大変厳しい状況

にあるとともに、一方では、地球環境への負荷

軽減の観点から、あらゆる産業部門でＣＯ２排出

抑制への取り組みが求められております。この

ような情勢の中、中長期的な視点で園芸振興を

図るためには、これまでの化石燃料に依存した

生産体系からの転換が重要であり、省エネ設備

の導入による燃油の節減はもとより、本県の豊

かなバイオマス資源である木質や畜ふんのペ

レット等を活用した脱石油型燃料への転換、そ

して、冬季温暖多照な気候や標高差、畑かん等

の地域の特徴を生かしながら、加温を必要とし

ない露地栽培等の拡大などが必要と考えており

ます。このため県におきましては、本年６月に

発足した農水産業温暖化研究センターにおける

民間や大学等と連携した技術開発プロジェクト

を初め、試験研究や普及機能等を十分活用し、

市町村や関係団体等とも連携を図りながら、よ

り一層環境に配慮した生産構造の構築や本県農

産物の生産拡大に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

新エネルギー関係連絡会議の開催状況等につ

いてであります。新エネルギー関係連絡会議

は、県における新エネルギーの導入推進や部局

間の連携協力等を目的といたしまして、平成14

年度に設置をしたものであります。18年度まで

毎年１回会議を開催し、新エネルギーに関する

情報交換や各部局の取り組み状況等の取りまと

めを行っております。なお、昨年度は、住宅用

太陽光発電の普及や農業分野におけるバイオマ

スの活用など、個別のテーマごとに設置された

検討会議等におきまして、さらに具体的な意見

交換や事業内容の検討などを行ったところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県庁では、温室効果ガス削減について、宮崎

県庁地球温暖化対策実行計画によりまして、温

室効果ガスの排出量を平成16年度を基準としま

して、平成22年度までに2.4％削減することを目

標としております。この目標達成のために、１

つには、低公害車の導入を初めとするグリーン

購入の推進、２つには、パソコン電源の適正管

理など、オフィス活動での省エネ・省資源の取

り組み、３つには、ＥＳＣＯ事業の導入など県

有施設の建築・維持管理における取り組み、そ

して４つ目に、水曜日のノーマイカーデーや午

後６時の一斉消灯など、職員の環境保全活動の

実践の項目について、全庁挙げて取り組んでい

るところであります。その結果、平成19年度

は、温室効果ガスの発生源として約８割を占め

ます電気、Ａ重油、ガソリンの使用量は減少す

る見込みであります。また、ＥＳＣＯ事業によ

る県立宮崎病院の省エネ改修が完了しましたこ

とから、平成20年度以降、温室効果ガスの削減

に大きく寄与するものと考えております。今後

とも、目標達成に向けまして、温室効果ガス削

減のための取り組みをさらに徹底してまいりた

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〕 お答えをい
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たします。

教員免許更新制についてであります。「教育

は人なり」と言われておりますように、教師

は、子供たちの人格形成に極めて大きな影響を

与え、その後の人生を左右し得る存在であると

認識しております。そのため、職務に対する使

命感や誇り、子供たちに対する教育的愛情な

ど、教職に対する強い情熱を持っていただきた

いと考えております。その上で、教育の専門家

としての確かな力量を持ち、子供を引きつける

人間性を兼ね備えていることが、教師としてあ

るべき姿ではないかと考えております。このよ

うな考え方をもとに、子供たちを取り巻く環境

を見てみますと、国際化の進展や価値観の多様

化、自然科学の進展など、常に変化し続けてお

り、子供たちや社会の期待にこたえるために

は、教師として最新の知識・技能を確実に身に

つけておくことが必要であると考えられます。

このようなことから、免許更新制は、教員が10

年に一度、更新講習を受講することにより、最

新の知識・技能を確実に身につけようとするも

のであり、教師の資質向上を図るための一つの

方策として意義を有しているものと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 それぞれ御答弁をいただきま

してありがとうございます。

それでは、再質問をしてまいります。知事は

宮崎のあり方の中でいろいろと申されましたけ

れども、道州制が今、議論をされております

ね。知事はこれまで、国からの権限や税財源を

徹底して地方に移譲することを前提とし、本県

にとってプラスになるという条件つきで賛成で

あるというふうに答弁されておられるわけです

けれども、350億円、地方交付税を国は値切った

ということがございましたけれども、三位一体

改革を持ち出すまでもなく、私は認識が甘いの

ではないかと思っているんです。先ほど九州の

中で衰退する宮崎県というのを申し上げて、い

ろいろ議論いたしましたけれども、道州制へ、

その前提条件がクリアされるとはとても思えな

い現在の状況ですから、そのままの形で道州制

に入っていくということになっていくのではな

いか、宮崎はとんでもないしっぺ返しを食うの

ではないかというふうに心配をしております。

都道府県、市町村の二層制が今、定着しており

まして、なぜ道州制なのかという議論も、国民

的にも県民的にも議論をされておりませんし、

まずは、予算と権限の移譲という地方分権によ

り、都道府県を自治体として機能させることが

優先されるべきではないかというふうに思って

いるんです。前提条件をつけるのはわかります

けれども、それはかなわぬ願いだと私は思って

いるんです。今のところですね、とんでもない

財政危機の中で。ですから、都道府県に権限を

移すべきではないか、当然、道州制の議論につ

いては慎重にしていただきたいというふうに

思っておりまして、再度、道州制についての答

弁をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、何遍も答弁させていただいているように、

地方に十分な権限と財源―道州制になるに

は、行政と立法と財政の３つの権限を持った、

いわゆるちまたで言われています完全自治体と

しての道州制が理想だと私は考えております。

あくまでも、道州制になることによって本県が

プラスにならなければ本末転倒でございますの

で、そういったものを前提条件に、全国知事会

とか九州地方知事会などで議論を深めてまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 非常に流れというものは速い
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わけで、しまったと思ったときには間に合わな

いんです、道州制の議論というのは。そのとき

に宮崎が充実されているかというと、とても新

幹線が走っているような状況でないわけですか

ら、ぜひ慎重に。今の都道府県という機能を充

実させる、分権をしていく、そしてその後の段

階として道州制を議論されるのは大いに結構で

ありますけれども、そういうふうになっていま

せんので、そこはしっかりと御理解をいただき

たいというふうに思います。

それでは、次に移ります。知事のテレビ出演

についてであります。地元紙の知事の動き欄を

見ますと、よく上京しておられ、後でマスコミ

や知事のブログで、公務であったり、バラエ

ティー番組であったりすることがわかり、なる

ほどと思ったりいたします。ことし１月にある

会合で知事にお会いしたときに、「ことしはテ

レビ出演を控えます」と話しておられたんです

が、１月から８月までのテレビ出演の回数等、

テレビ出演の状況についてお尋ねをしたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） テレビ出演の回数に

ついてであります。ことしの１月から８月まで

のテレビ出演の回数は、公務が54回、政務が117

回で合計171回であります。これは一応、報道の

取材とか、ぶら下がりとか、ＰＲ活動、県産品

フェア、ビデオメッセージ等々は含まれており

ません。

○鳥飼謙二議員 最近は、県外で放送されるも

のが多いから、私は見る機会も少ないんですけ

れども、知事が頭をたたかれたりする場面とか

もあるわけです。そういうのを見て、情けない

なというふうに思ったりするという声を聞くわ

けで、いわゆるバラエティー番組といいます

か、テレビ出演についての基準は、どういうふ

うにしておられるのか。また、政務と公務の線

引きはどうしておられるのかお尋ねをしたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） テレビ出演の基準に

ついてでありますが、まず、私はマニフェスト

で、宮崎をＰＲさせていただくということは県

民の皆さんとお約束させていただいたことなの

で、このお約束を果たすべく行動に移している

ところでございます。その番組の選定に当たっ

て、まずは基準となるのが、宮崎県のＰＲ、イ

メージアップにどうつながるかというのを最優

先に考えさせていただいております。ちなみ

に、県民の皆さんの意見や知事としての職責等

も踏まえながら、取捨選択して対応させていた

だいているところでございます。県民の方々の

意見というのは、テレビ・ラジオ、新聞・雑誌

等メディアに積極的に露出してほしいという意

見のほうが、私に届く意見では大方を占めてい

るところでございます。

政務と公務の分け方でございますが、公務と

いうのは、宮崎県としてのＰＲとなるものが大

まかに公務とされております。政治家としての

活動というものが政務になっておりますが、基

本的には、公務、政務ともに、宮崎県の何がし

かで観光あるいは県産品のＰＲということが前

提になっておらなければ、出演は受諾していな

いところでございます。

○鳥飼謙二議員 例えば、６月９日と10日に道

州制の会議で出張されておられまして、そのと

きに、「太田光の私が総理大臣になったら」と

いう番組に出演をされておるようなんですけれ

ども、これは県の旅費規程、出演料の取り扱い

とかあると思うんですね。公務で行って、その

まま出てというのがあるわけですが、そういう

線引き、取り扱い、これはどこでやっておられ
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るんでしょうか。知事はやっておられないで

しょうけれども、その辺の管理をどうしておら

れるのかというのをちょっとお聞きしておきた

いと思うんです。

○知事（東国原英夫君） その線引きは、秘書

課と相談しながら決めております。

○鳥飼謙二議員 秘書課の基準はどうなってい

るんでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 知事の出張の

公務と政務の区分ですけれども、秘書課のほう

において、その出張の目的、行程等を照らし合

わせまして、これが政務である、あるいは公務

であるという判断を、一律に基準というのを示

すことはなかなか難しいわけですけれども、知

事の出張の内容等について十分勘案して、判断

をしているところであります。

○鳥飼謙二議員 そこら辺はしっかりしていた

だきたいということで、これ以上申し上げませ

んけれども、公務で出張する、そして政務、そ

してまた公務に出てという場合もあると思うん

です。そのときの旅費はどうなるのか。あと、

公務がなくなって政務だけになって、往復の旅

費が出ると思うんですけれども、その後の旅費

はどうなるのか、テレビ会社から出るのかとい

う、いろいろあると思うんです。ぜひその辺の

基準はしっかりして、県民から後でとやかくの

批判を受けないようにということで、答弁は要

りませんから、お願いをしておきたいと思いま

す。

ところで、知事は６月の答弁で、ブログにつ

いて私がお聞きをしましたら、ブログは、県政

や知事というのはどういう仕事なのか、知事が

今どういうふうに考えているかについて関心を

持ってもらうために書いていると答弁しておら

れます。そこで、５月24日付の、議場配付しま

したブログ「怒髪天を衝く」でありますけれど

も、物産振興センターの販売するＴシャツの値

段を200円下げることがなぜできないのかと、知

事とは思えない言葉で知事の怒りが書かれてお

ります。もう読み上げませんけれども、なぜこ

う知事は怒っておられるのかわからないわけで

すけれども、真意をお聞かせいただきたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） ブログに書いたとお

りなんですが、「ここやがＴシャツ」というも

のを2,100円で販売したいという御相談がありま

して、Ｔシャツで2,100円というのは庶民感覚で

どうなんだろうな、高いんではないんだろうか

な、もう少し安くならないのかという話をしま

したところ、できないということでしたので、

もう少し安くしてくれないかということをお願

い申し上げた、その経緯をこのブログに書きつ

づったわけでございます。

○鳥飼謙二議員 私がお聞きしましたところ、

既にＴシャツは2,100円で売られていたと。しか

し、これが2,100円はちょっと高いんじゃないか

というようなことが主管課といいますか、主管

部を通じてお話があったというふうにお聞きし

ておりまして、それはそれで、それまで2,100円

で買った方もおられるわけで、途中から安くす

るというのも筋の通らないことだというふうに

私は思うんです。ですから、そこはしっかりと

意見を聞いていただきたいというのが一つござ

いますけれども。そこで、物産振興センター、

所管は商工観光労働部になるようですが、これ

は県の外郭団体、社長さんはどなたになってお

られますか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 会長は佐

多さんです。山形屋の社長さんがなっていただ

いております。
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○鳥飼謙二議員 そうしますと、県の機関では

ない。県の機関ではないところに知事がいろい

ろと言われて、経緯について先ほど申し上げた

とおりなんですけれども、これはちょっとおか

しいのではないかなと私は思うんです。知事は

県庁の中での絶対権力者なんです。これは、知

事に就任されて、肌身に実感をされておられる

だろうと思うんです。前知事が談合事件を起こ

したときに、職員に対して、こういうふうなこ

とをやりなさいと、困っちょっとよなというこ

とで、今、当事者の裁判が行われておりますけ

れども、これは最高権力者からの指示であった

わけなんです。そういうことを考えますと、本

当にまたもとのようになっているのではないか

なという感じを私は受けるわけです。県が行政

をやっていく上で、県の機関でもないところを

引き合いに出して、これはおかしいではないか

というふうな―かちんときたと、役人はと

か、いろいろ書いてございますけれども―こ

れはやってはならないこと。もしやるにして

も、もしそういうことを議論するにしても、公

にするべきことではない、私はそんなふうに思

うんです。ぜひ注意をしていただきたいなと。

知事というのは県庁の中では本当に絶大なる権

力者なんです。そこを踏まえてやっていただき

たいというふうに思います。

例えば、入札制度の問題がございまして、事

後公表ということにされましたね。入札制度の

改革で予定価格を事後公表すると。その際にい

ろいろと議論されてこられたのは、言っておら

れたのは、職員から漏れるのではないかという

ことを大変心配しておられた。いろんな業者の

方の働きかけとか、いろんな方面での働きかけ

があるのではないかというのは当然あるわけで

すけれども、しかし、それでもそこには、知事

は職員を何か信頼していないのではないかとい

うふうなことを私は思うわけなんです。そし

て、職員もまた、知事の真意がわからない。真

意がわからないから困っているという状況が

今、宮崎県庁の中で起きているのではないかと

思っているんです。ここに部長がおられますけ

れども、どれだけ県政の課題について知事とけ

んけんがくがく議論をしたことがあるのか、そ

んなことを思うわけです。知事は、県庁にいる

幹部職員と意思の疎通をぜひ図っていただきた

いというふうに思うわけですけれども、これに

ついて御答弁をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） かんかんがくがくの

議論はさせていただいているつもりでおりま

す。このＴシャツの件でも、恐らく数十分にわ

たりお互い議論した経緯がございます。また、

入札・契約制度改革の事後公表についても、現

場あるいは担当部局とさまざまな議論をさせて

いただきました。職員を信用していないという

御指摘がありましたが、私は、事後公表にする

と、職員にかかるリスク、働きかけ等々のリス

クが大きくなるのではないかということを心配

しておりました。そういうことでございます。

担当部局との意思疎通がなされていないという

のは、議員の杞憂であると思います。私は、ラ

ンチミーティングあるいはその他の意見交換会

等々で十分な意思疎通はとれていると考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 もしそうであるとするならば

結構でありますけれども、私がいろいろとお聞

きをしますと、そうなっていないと。副知事も

しっかり補佐をしていただきたいというのも一

つございますし、宮崎県知事として重責を担っ

ておられるわけですから、私もぜひ知事に頑

張っていただきたいな、ともにやりたいな、頑



- 80 -

平成20年９月19日(金)

張っていこうというふうに思っているわけで

す。ぜひそういう指摘があったということに留

意されて、しっかりと議論をしていっていただ

ければというふうに思いますので、これ以上申

し上げませんけれども、よろしくお願いを申し

上げたいというふうに思います。

景気・雇用の問題についてであります。先ほ

ど御答弁をいただきました。非常に厳しい状況

にあると思うんですが、ことし６月、東京の秋

葉原で通行人７人が犠牲となる無差別殺人事件

というのが起きまして、社会を震撼させたこと

は記憶に新しいところでございます。犯人は、

トヨタ系列の関東自動車工業という自動車製造

現場で劣悪な労働条件下で働く派遣労働者で、

生産調整のために派遣労働を中途解約しようと

したことが背景にあるのではないかと、報道は

伝えていました。労働者派遣法が成立した1985

年当時、かなり昔ですけれども、このときは専

門的な技術や能力を持つ人に限られておった。

ところが、1999年に原則的に自由化され、2003

年には製造業でも派遣労働が解禁され、細切れ

雇用が横行するなど、労働者が人として扱われ

なくなった。今回の事件は決して許されること

ではないわけですけれども、若者に将来の希望

を持てなくした制度にも大きな原因があるので

はないかというふうに思っております。登録派

遣などはもってのほかで、派遣労働は少なくと

も専門的業種に限るべきではないかと思ってお

りますけれども、知事の率直な感想、見解をお

聞きいたします。

○知事（東国原英夫君） 秋葉原の無差別の殺

傷事件につきましては、加害者が派遣労働者で

あったことから、その雇用環境とか形態が、制

度上の問題が犯罪の背景にあるのではないかと

いう報道がなされたわけでございます。派遣と

いう労働形態とか社会状況がこの事件に直接ど

う影響したかというのを証明するためには、派

遣労働者の犯罪率といったもののデータの根拠

が必要かなと思っております。報道された内容

から加害者の心情を察するに、さまざまな社会

格差が拡大して、自分は格差社会の中での負け

組だというような敗北感、閉塞感あるいは疎外

感、それによる自暴自棄というか、社会への身

勝手な逆恨み、あるいはメディアの中での劇場

型の犯罪動向、そういった複雑な、複合的な感

情が絡んで犯罪に至った事件だと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 派遣労働のあり方については

どう考えておられるでしょうか。

○知事（東国原英夫君） この20年、派遣労

働、非正規雇用の方々が倍増している。1,700万

人を超えたと私は記憶しているんですけれど

も、そういった方が多くなって、雇用形態が自

由化されたということと、格差社会、収入の面

での格差が広がったということは、ジニ係数あ

るいは生活保護世帯等々の数字からも、あるい

は2,000万以上の所得の方々の数字等々からも推

察されることだと思っております。

○鳥飼謙二議員 答弁になっていないと思うん

です。私は、派遣労働のあり方についてどう思

うかということをお聞きしたんですけれども。

○知事（東国原英夫君） 規制緩和の中で労働

力が自由化されたこの社会状況、格差が広がっ

ていく―自由社会、資本主義社会においては

格差というのはある程度仕方がないことだと思

いますけれども、今の日本の状況を見ると、格

差というものは常識を超えているかな、限界を

超えているかなというような感想を持っており

ます。そういった意味においては、非正規雇用

の現状というのは少なからず改善されるべきだ
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と考えております。

○鳥飼謙二議員 次に、先ほど景気の現状をい

ろいろとお話をいただきましたけれども、８月

に経済対策連絡会議というのを設置されたよう

ですが、協議結果が予算や政策に反映される仕

組みになっているのでしょうか。そのほかにも

物流対策というのを、検討会議、立ち上げてお

られますけれども、その後の施策の展開が県民

に見えてこないと思うのであります。スピード

感のある行政、県民総力戦を標榜しているので

あれば、県民に見える迅速な対策を実施すべき

ではないかというふうに思っておりますけれど

も、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 世界的に経済の先行

きが不透明となる中、地方自治体である県が景

気対策のために取り組めることというのは、お

のずと限界があるかなと考えております。しか

しながら、例えば志多組の民事再生手続開始の

際には、緊急の庁内連絡会議を開催しまして、

情報の共有化を図るとともに、セーフティネッ

ト保証制度の早期指定を国に働きかけまして、

取引先企業の連鎖倒産防止を図るなど、県とし

てできる限りの対策を行っております。景気・

雇用対策というのは県民の関心の高い分野であ

りますので、今後とも鋭意努力、対応させてい

ただきたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 時間があれですから、次に参

ります。財政難などで職員数の削減が進んでお

るわけですけれども、非正規職員が増加をし

て、職員全体の５割を超える自治体も出てきて

いるというふうに聞いております。非正規職員

が役所を支えているという状況も起きておりま

す。本県でも同様の傾向だと思うんですが、本

県での人数、正規職員に占める比率はどのよう

になっているのか、総務部長、教育長、警察本

部長にお尋ねをいたします。そしてまた、臨時

職員や、例えば農業研究補助員など非常勤職員

の年収、勤務条件はどうなっているのかもあわ

せてお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） まず、知事部局の

人数でございますが、正規職員の数が3,916人、

非常勤職員が、臨時的任用職員も含めまし

て1,275人ということで、合わせて5,200人分

の1,200ということですから、約２割。ただ、非

常勤職員の場合には、例えば月に３日とか、あ

るいは週に30時間とか、そういったばらつきが

ございますので、一概に同じ比率で比べること

にはならないだろうと思います。

それから、農業研究補助員の勤務条件につい

てでございますが、農業研究補助員、いわゆる

農政関係の試験場、農業試験場、畜産試験場、

水産試験場にいる職員でございますけれども、

ここに勤務する農業研究補助員の報酬を総合農

業試験場の場合で申し上げますと、１日８時間

の勤務時間で―これは日額で支給しておりま

すけれども、任用時の経験年数によりますが

―１日6,000円から8,350円の範囲でございま

す。この方たちは１日８時間ではございます

が、週に４日以内の勤務ということになってお

りまして、１カ月に16日勤務した場合に、月収

が９万6,000円から13万3,600円。これを年収で

換算しますと、115万2,000円から160万3,200円

ということでございます。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会関係であ

りますけれども、本年４月現在、教育委員会に

おける正規職員数は１万157人であります。ま

た、非常勤及び臨時的任用職員は合計で2,156人

であります。比率として申し上げますと、正規

職員数５に対して非常勤・臨時職員が１という

割合ということであります。以上です。
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○警察本部長（相浦勇二君） 警察関係でござ

いますけれども、今月の１日現在で調べまし

た。正規職員、警察官と一般職員合わせまし

て2,257名でございます。一方、非常勤職員等の

非正規職員が合計で154名おります。手元で手で

計算したんですけれども、比率は７％弱程度と

いうことになるようでございます。

○鳥飼謙二議員 比率のことは計算してくださ

いまして、ありがとうございます。いずれにし

ても、警察本部は少ないんですが、20％から25

％というふうになっております。月収は、いわ

ゆるワーキングプアとされる年収200万円以下と

いうことになっております。県が率先して待遇

改善を行って、民間企業に対しても範を示すべ

きではないかと思うわけですけれども、少なく

とも通勤手当は支給すべきではないか。これは

６月にもお尋ねをしましたけれども、年金を受

給しながら非常勤で行くという方と、20代の若

い青年が10万ぐらいで働いているという場合が

あるんです。いろんな例がありますから、一概

に申せませんけれども、しかし、それにしても

一人の人間が働く給料といいますか、報酬にし

ては、県がやっているところで余りにも安過ぎ

るのではないか、そんなふうに思うわけです。

それを引き上げるということが一つと、通勤手

当も支給をしていない、これはあんまりじゃな

いかと私は思うわけなんです。総務部長が代表

してお答えいただけますか。

○総務部長（山下健次君） 基本的には、この

勤務条件を十分御理解いただいて勤務をいただ

いておるわけですが、ただ、御指摘のように、

一部の免許職種等で特にそういったところがあ

るんですけれども、人材確保に苦労していると

いうところはございます。御指摘の通勤手当相

当額の支給ということで、現時点で本県の財政

状況から大変厳しいというところはございます

けれども、県政の現場で勤務をしていただく非

常勤職員の人材確保という点から、やはり重要

な課題であるというふうに認識しておりますの

で、支給の可能性について研究をしてまいりた

いと存じます。

○鳥飼謙二議員 この条件で来てもらっている

と、関東自動車工業みたいなことを言ったらい

かんですよ。そういう状況に置かないようにと

いうことで、知事に何遍も私がお聞きをしたの

は、そういうような働き方そのものが今、問わ

れているわけなんです。秋葉原事件は東京だけ

の問題ではないんです。宮崎でいつ起きても不

思議ではない、そういう現象だということを

しっかり知事が頭に入れていただいて、少なく

とも先ほどの通勤手当なりは、若干の引き上げ

をやっていくべきではないかということを、強

く要請しておきたいというふうに思います。

次に、行財政改革について、全体で1,000人と

いうことでお答えいただいたんですけれども、

私は知事部局のことを聞いておったんです。知

事部局では、先ほど申し上げたように、もう78

％の達成率なんです。３年間で、６年の半分

で78％達成している。そして、現業職員の、例

えば病院で調理師をしていた人、運転手をして

いた人、あるいは畜産試験場で牛の飼育にかけ

てはその人の右に出る人はいないというような

人たちをかえていったわけですから、かなり強

引にかえたと思うんです。そういうことを考え

ますと、職場は本当にそういう状況になってい

る。主管課は、総務部の中で言えば人事課と行

政経営課になるでしょうけれども、そこはじっ

くりと調整をしてやっていかないと、本当に回

らないということになりますから、総務部長、

ひとつそこは十分、研究・検討といいますか、
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慎重に対応していただくことをお願いしておき

たいというふうに思います。

それに関連しまして、予算編成過程の公表に

ついてでございます。過日、総務政策常任委員

会、外山委員長のもとで鳥取県庁を訪問しまし

て―私、前から行きたかったんですけれど

も、ようやく希望がかないまして―ホームペ

ージ等による予算編成過程の公表について調査

をしてまいりました。同県では、ごみの減量化

からペーパーレス化を推進するとして始まった

ようですけれども、今では全事業の査定理由も

含めて、財政課長要求と財政課長査定結果、総

務部長査定結果、知事査定結果、最終予算の５

段階で公表されまして、県民の予算への関心も

高まったと話しておられました。本県では、10

月に予算編成方針が公表された後は、２月の定

例議会前に、これですよということで成果品だ

けを県民に、そしてまた私たちに示されるわけ

でございます。予算編成に当たって、県民の陳

情・要望とか、県議会での意見の反映というの

が、もちろん行われているとは思いますけれど

も、内容が私ども議会、県民には全くわからな

いというのが現実でございます。そこで、県民

に見える県政を推進するためにも、予算編成過

程を公表すべきではないかというふうに思いま

すので、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 今、議員から御指

摘のございましたように、各段階で、それぞれ

ホームページ等で一定の公開はやっておるとこ

ろでございますけれども、御提案のありました

予算編成過程の公表、この関係につきまして

は、やはり行政プロセスの透明化を図るという

観点、それから、県民の皆様に、より一層県政

への関心を持っていただくという観点、こう

いったことから重要なことと認識をしておりま

すので、研究をしてまいりたいと思います。

○鳥飼謙二議員 ぜひその緒についていただき

たいというふうに思いますので、よろしくお願

いをいたします。

医療問題についてなんですけれども、経営の

健全性、効率性ということで、ガイドラインを

つくられることが求められて、それに助言をし

ていくというふうなお答えがございました。

今、多くの自治体病院というものが過疎地域に

ありまして、救急医療などの不採算医療を担っ

ている中で、ガイドラインが示されたことで厳

しい判断を迫られております。どのような医療

水準を住民が求めているのかなど、住民の要望

も判断材料にせざるを得ないほど自治体は追い

込まれていると言っても過言ではないと思って

おります。そこで、不採算部門の収益的収支を

住民に示すように市町村に助言すべきではない

かというふうに思いますので、これは部長にお

尋ねをいたします。

○総務部長（山下健次君） 公立病院につきま

しては、地方公営企業法により、会計の方式が

定められておるところでございますけれども、

不採算医療の額の算定に係る具体的な基準は設

けられていないところでございます。したがい

まして、各市町村立病院においてその収支を算

定することは困難なところがあるのではないか

と存じます。しかしながら、病院をめぐる経営

環境が悪化する中で、地域に必要な医療を安定

的かつ継続的に提供していくために、地域医療

の確保にとって不可欠な部門でありながら、独

立採算の原則で運営していくことが困難だとい

う救急医療部門などに係る経費負担の考え方に

ついて明らかにするのは、大変重要であると考

えております。このため県といたしましては、

現在、市町村において公立病院改革プランを作
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成しておる中でございますので、この中で、市

町村立病院の役割と、これに対応するための一

般会計等の負担の考え方について明らかにして

いただくよう、必要な助言を行ってまいりたい

と存じます。

○鳥飼謙二議員 やはり大事なのは―本当に

自治体は追い込まれていて、だけど、この医療

だけは保障してほしいという住民の意向も判断

材料にせざるを得ないほど追い込まれていると

思っているんです。ですから、不採算部門はこ

れだけですよというものを、確かに公営企業法

の関係はございますけれども、それは知恵を出

してもらいたいと思っているんです。これは、

病院局長にまた後でお話を申し上げますけれど

も、これは本当に大事なことですから、ぜひお

願いを申し上げておきたいと思います。

それから、公立病院ガイドラインの取り組み

状況。４月30日までに取り組み状況を、そして

概要を2009年３月31日までに報告するようにと

いうふうに求めておりますけれども、現在の市

町村の策定状況がどうなっているのかをお尋ね

いたします。

○総務部長（山下健次君） 取り組み状況でご

ざいますけれども、国が調査を４月に行ってお

りますが、その段階で関係の県内15団体すべて

―団体というふうに申し上げるのは、一部事

務組合立の病院もあるからでございますが―

これは20年度内に策定する予定ということで調

査が上がっております。現在、それに基づいて

具体的な検討を行っているところでございます

けれども、策定の時期はいずれも今年度末にな

るというふうに伺っております。

○鳥飼謙二議員 その際、ぜひ県も一緒につ

くっていくんだというふうな、サジェスチョン

といいますか、協力をしていくという立場で、

ひとつお願いをいたしたいと思います。国がこ

う言っているから、こうしてもらわなくちゃ困

りますよというようなことは、恐らくされない

し、されておられないというふうに聞いており

ますので、ぜひそういう意味で御助言をお願い

申し上げたいというふうに思っております。

次に行きます。病院局は2006年に中期経営計

画を策定しておりまして、いわば本県はガイド

ラインを先取りしているのかなというような感

じもしないではないのですが、公立病院ガイド

ラインが求める改革プランについてどのように

対応されるのか、病院局長にお尋ねいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 改革プランの策

定でございますが、今、議員から御指摘があり

ましたように、県立病院事業中期経営計画を18

年８月につくっております。実はこの改革プラ

ンというのは、３つの視点から取り組むことに

なっておりまして、今お話がございました中期

経営計画、これが経営効率化についての取り組

みであろうというふうに認識をいたしておりま

す。また、もう１つ、経営形態の見直しでござ

いますが、これにつきましても、「宮崎県立病

院の今後のあり方」というのが策定されており

ますから、これによってできるということで、

この２つの面については、御案内のとおり、既

に経営改善等に積極的に取り組んでいるという

ように認識をいたしております。残りの１つで

ございますけれども、再編・ネットワーク化に

ついての視点でございます。これにつきまして

は、我がほうの県立病院だけで対応できるもの

ではございません。そういうことから、その他

の公立病院の動向なども踏まえる必要がありま

すので、今後、知事部局等との連携を図りなが

ら進めていきたいというふうに考えておりま
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す。

○鳥飼謙二議員 先ほどと同じ質問なんですけ

れども、病院局における不採算部門の計上につ

いて、６月議会でお答えがあっているんですけ

れども、きょうは指摘だけにとどめておきたい

と思います。ぜひその努力を何とかやっていた

だきたい。そのことで県民が、いいんじゃない

かと、ひとつ頼みますよ、県病院このままやっ

てくださいよということになるというふうに私

は思っております。重要な判断材料になるわけ

ですから、それに鋭意努力していただきたいと

いうことで指摘だけにとどめたいと思います。

それから、県と市町村の役割分担ということ

であります。延岡病院、日南病院は１次も２次

も３次も担っている状況で、本当にドクター、

医師が疲れている、退職していっているという

のが現状です。特に延岡病院では、このままで

は成り立たなくなるのではないかというほど危

機感を抱いておりまして、そういう意味では、

現状を打開していく意味で初期医療は、やはり

市町村がしっかりやっていただくと。２次医

療、３次医療は県が頑張りますという役割分担

を明確にすべきではないかというふうに思って

おりますけれども、この件についてお尋ねをい

たしたいと思います。

あわせまして、夜間の初期救急、急病センタ

ーの整備というのを市町村に要請していくべき

ではないかというふうに思いますので、これも

あわせて御答弁をお願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 初期救急医療

についてですが、交付税措置等財源の関係から

も、その整備を担うのは市町村でございます。

これまで県は、さまざまな機会に、夜間急患セ

ンターの整備充実を働きかけてきたところであ

ります。しかしながら、宮崎東諸県、都城北諸

県以外の医療圏では、体制が十分には確保され

ていないという状況にあります。こうした中、

日向入郷医療圏におきましては、日向市が中心

となりまして、来年４月からのセンター設置に

向けて準備が進められているほか、日南串間医

療圏においても、現在の施設の機能充実につい

て、地元での協議が開始されると聞いておりま

す。県としましては、今後とも、効率的で効果

的な救急医療体制の確保に向けて、粘り強く市

町村に要請してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 延岡病院で、また内科の医師

と人工透析のお医者さんが来年３月でやめられ

るというふうなお話を聞いておりまして、本当

に危機的状況だと思うんです。先ほど福祉保健

部長が言われた、１次医療をしっかりやっても

らいたいということを市町村長に申し入れてい

ただきたい。私どもも５月から、県医師会や県

内の医師会の皆さん方とずっとお話をしてまい

りました。今出ました日向の医師会も、日向の

医師会のドクターたちが、これじゃいかん、ど

うにかせないかんという状況の中で市に働きか

けて、平日２時間なんですけれども、これをス

タートさせるという、こんなこともお聞きをし

てまいりました。ですから、私は、知事が行っ

て―例えば、私どもは日南市長とかに会って

きました。１次医療、頑張ってくださいよと。

延岡市長にも、あんたたちが頑張ってもらわん

と県病院はつぶれるよという話もしてまいりま

した。ぜひ知事が先頭に立って、そういう努力

をしていただきたいと思うんですけれども、知

事の意見、感想をお聞きいたします。

○知事（東国原英夫君） 恐らく10月、11月で

すか、県立延岡病院には行かせていただくスケ

ジュールを今、組ませていただいているので、

その折に、そういったお願いもしていきたいと
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思っています。

○鳥飼謙二議員 正直申し上げて、それぞれの

市長、トップのところは余り危機感を持ってい

ない。私が怒られるかもしれません。「何を言

うか、鳥飼は」と言われるかもしれませんけれ

ども、そんな感じを受けたんです。ですから、

病院局も、病院局から言っていただくとか、そ

ういう努力をやらないと、本当に運営ができな

い、そこに迫っているということを、ぜひ危機

感を持っていただきたいと思います。そこで、

延岡市を条件不利地域と言ったら、延岡市の方

に怒られるかもしれませんけれども、そういう

ところに行くお医者さん、ドクターに対して

は、待遇の改善、先進医療施設への長期研修、

そこでの勤務をしたら半年間自分の行けるとこ

ろに行っていいですよというようなインセン

ティブを考慮すべきではないかというふうに思

うのですけれども、御答弁をお願いいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 特に県立延岡病

院の問題については、大変いろいろと御心配を

かけておりまして、県民の皆様に対しても、い

ろいろと不安感を与えているんじゃないかと、

大変恐縮に存じております。実は救急医療の問

題を含めまして、病院局におきましても、特に

県立延岡病院、日南病院、管内の市町村長あた

りに、こういう実態を十分御説明しながら、御

理解を求めて、こういう取り組みをお願いして

いるところでございます。とりあえず、この場

で御報告させていただきます。

今ございましたように、処遇といいますか、

いろいろ考えるわけでございますが、特に給与

につきましては、御案内のとおり、地方公務員

制度の枠内での検討ということになりますけれ

ども、現在の医師不足の面からの医師の確保あ

るいは定着を図るために、医師の意見等も十分

参考としながら、その他の処遇あるいは労働環

境の改善等を含めた総合的な検討を現在行って

いるところでございます。

○鳥飼謙二議員 私ども県議団は、串間市民病

院とか、中部病院とか、３県立病院とか、宮崎

市内の市立病院に行ってまいりました。ぜひこ

こは真剣に考えていただいて、知事にも、病院

局長が言いましたけれども、何とか医師を確保

するという、インセンティブの問題を含めて、

本当に真剣に検討協議をしていただきたいとい

うことを申し上げておきたいと思います。モン

スターペイシェントの問題とか、いろいろ課題

を抱えておられるようです。遠慮して、先生た

ちは私どもに余り話をされませんでしたけれど

も、その苦しさというのは何か伝わってまいり

ました。この問題は、また後で髙橋議員がやる

と思いますけれども、ぜひそういう背景も踏ま

えて対応されるように、お願いを申し上げたい

と思います。

それから、消防の広域化の問題ですけれど

も、やはり日常生活圏、老人保健福祉圏とか、

医療圏とか、ごみ処理広域化計画での圏域と

か、そういう中での基盤整備を図っていくべき

ではないか。エコクリーンプラザがスタート

し、ああいう事故が起きまして、なぜあんな無

責任体制になっているのだろうかということを

考えますと―県が広域処分を担うと言えば別

ですよ。県がやりますということなら別です。

しかし、市町村がやらざるを得ないわけですか

ら、そこについて再度、総務部長にお尋ねをい

たします。

○総務部長（山下健次君） 基本的に消防業務

は―これは消防組織法でございますけれども

―市町村の自治事務ということでございます
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ので、広域化後の組織体制とか、そういった具

体的な事項につきましては、当然、組み合わせ

決定後、当該市町村が協議して、市町村同士が

自主的に定めるということが基本でございま

す。したがいまして、県としては、それに対し

て助言をするというだけで、御指摘ございまし

たエコクリーンプラザのようになるということ

は、組織的にはあり得ません。

○鳥飼謙二議員 そういう姿勢であればいいん

ですけれども、どちらかというと、国が決め

た30万を押しつけているというふうに、実際、

私には会議の状況が見えるんですね。ここは押

さえていただきたいということを、特に申し上

げておきたいと思います。

ひきこもりの問題に移ります。国が予算要求

しております、ひきこもり相談センターがござ

いますけれども、県はどのように考えておられ

るのか、担当部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） お話のよう

に、国の来年度の概算要求において、ひきこも

り地域支援センターの設置が盛り込まれており

ますので、現在、概算要求の内容等について情

報を収集しているところであります。今後と

も、必要な情報を適宜入手しながら、さまざま

な観点から検討をしてまいりたいと考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 それから、親の会の皆さん方

との意見交換を十分やっていくということで、

６月、答弁いただいたんですが、６月12日付で

秘書課に、知事に面会をして実情を聞いてほし

いというお願いをしておるんですけれども、３

カ月たっても進捗をしていないという現実がご

ざいます。ぜひそこはしっかり受けとめてやっ

ていただきたい。これは、福祉保健部と秘書課

を主管するところになると思うんですけれど

も、もう答弁は要りません。本当はどうなって

いるんだということを聞きたいんですけれど

も、ぜひそこはしっかり受けとめていただい

て、早急に知事との―やっぱり知事が現状を

見ていただく、聞いていただくということが大

事だと思いますので、お願いをしておきたいと

思います。よろしいでしょうか。

それでは、教員免許更新についてお尋ねをい

たします。来年４月から導入が予定されており

ますけれども、校長などは免除が予定されてお

ることもありまして、学校現場では制度の意義

とか内容が十分理解されているようには見えま

せん。混乱が生じていると聞いておりますけれ

ども、学校現場にどのような制度の理解周知を

行っているのか、お尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県の教育委員会とい

たしましては、各学校に教職員免許制度の概要

について通知を行いますとともに、校長会の場

で説明をしたりするなどして、教職員への制度

の周知を図っているところであります。また、

文部科学省におきましても、ホームページにお

きまして、制度の概要やＱ＆Ａを掲載しますと

ともに、小中学校や県立学校等へ免許更新制の

仕組みに係る資料を配付しているところであり

ます。なお、更新講習の講座内容など詳細がま

だ決定していない部分がございますので、決定

され次第、速やかに周知徹底を図って、免許更

新制が円滑に実施されるように努めていきたい

と思います。以上であります。

○鳥飼謙二議員 この講座を受講しなければ教

員免許状が失効するということになるわけで、

教壇に立てないという先生も出てくることが予

想されるわけですが、しかし、免許を管理する

ところが存在しないというふうなことも聞いて

おりまして、制度が円滑に機能するんだろうか
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というふうに危惧しておりますけれども、免許

の管理とか、講習内容、今後のスケジュールに

ついてお尋ねをしたいと思います。１万3,000人

程度ですか、1,300人ですか、かなり人数が多い

というふうに聞いておりますので、その辺もわ

かっている範囲でお示しをいただきたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 免許の管理について

でありますけれども、これにつきましては、免

許は教員個人に関するものでありますので、そ

れぞれの教員が管理をしていただくということ

が基本になります。しかしながら、御指摘のよ

うに、免許状が失効する場合というのも考えら

れますので、県の教育委員会といたしまして

も、教員に注意を喚起するような方策について

検討していきたいと思っております。

それから、講習を受けて修了の認定をもらわ

なきゃいけないんですけれども、そういった講

習内容とか認定基準につきましては、免許更新

の講習を実施する機関が文部科学省のほうに申

請をして、認定をいただいた段階で明らかにな

るということでありますので、現段階では、そ

の詳細についてはまだ把握しかねるという状況

でございます。

それから、スケジュールでありますけれど

も、免許更新につきましては、先ほど申し上げ

ましたように、更新講習を実施するものとして

大学等が―大学がメーンになろうかと思いま

すけれども、こういったところが実施機関にな

るわけでありますけれども―10月以降に文部

科学省のほうに申請をして、その認定を受ける

というような段取りとなっております。以上で

あります。

○鳥飼謙二議員 いわゆる10年研修とかいうの

もあるわけなんですけれども、重複することも

考えられるわけですが、現在実施されておりま

す研修と重複する部分については整理統合して

いくべきではないかと思いますので、その辺の

考えについてお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） ただいま議員から御

指摘がありましたように、重複する部分が考え

られますので、今後、教員の負担軽減を図ると

いう意味合いから、見直しについて検討したい

と考えます。以上です。

○鳥飼謙二議員 それから、費用負担について

でありますけれども、国会では支援を検討すべ

きだという附帯決議もあるようですが、これは

本人の責任に基づく研修ではないわけです。自

己負担というのは道理が通らないと思うんです

けれども、県として、公務に準ずるものとして

取り扱うべきではないかというふうに思ってお

りますが、これについてはどのように考えてお

られるのか、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） ただいま議員から御

案内がありましたように、受講者の費用負担の

軽減につきましては、国会で附帯決議がなされ

ておりまして、全国の都道府県教育長協議会な

どを通して負担軽減について配慮をするよう

に、私どものほうでも国に対して要請をしてい

るところであります。文部科学省の来年度予算

の概算要求の状況を見てみますと、更新講習の

開設者への支援は計上、要求はされております

けれども、受講者への直接的な支援というのは

盛り込まれていない状況でございます。こう

いったこと等もございまして、県の教育委員会

といたしましては、講習の受講費用等について

は、もともと個人の免許ということになります

ので、そういったことについて県単独で負担を

していくということは困難であろうと考えてお

りますけれども、先ほどの国会の附帯決議とい
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う重みがありますので、国において負担軽減に

ついて配慮するように、引き続き求めていきた

いと考えております。

それから、更新時講習を受講する場合につき

ましては、私どもとしては、職務専念義務を免

除する形で対応していきたいというふうに考え

ております。以上です。

○鳥飼謙二議員 次に、旧青島橘ホテルの撤去

と青島再開発への県の支援についてでありま

す。青島橘ホテルの撤去については、本議会で

も幾度となく議論してまいりましたが、ようや

く再建案がまとまったようであります。宮崎観

光のメッカである青島の再建が始まると思いま

すと、感無量です。ところで、宮崎市ではこと

し３月、ホテル跡地と周辺地区、植物園地区、

駅前地区を想定した「海幸 山幸 青島 Story」

と題した青島地域活性化基本計画を作成し、青

島に通じる道路は県道のセットバックや、県立

青島亜熱帯植物園、国民宿舎跡地の活用等が検

討されています。宮崎市の津村市長から県に対

して、青島再開発への支援要請も行われたとの

ことですが、県は今後どのように支援していか

れるのか、知事にお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 青島地域の観光再生

のためには、地域資源を生かした地元主体の取

り組みが何よりも重要であると考えておりまし

て、これまで、「元気、感動みやざき観光地づ

くり事業」を通じて、市の青島地域活性化基本

計画の策定や、地域住民が主体となった観光振

興の取り組みを支援してきたところでございま

す。青島地域活性化基本計画の重点整備地区に

位置づけられております参道南側の土地は、県

有地が大半を占めていることから、先般、宮崎

市長から、この計画への協力要請があったとこ

ろであります。県といたしましては、今後も宮

崎市に協力し、連携を図りながら、青島地域の

活性化に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 この基本計画の作成に県はど

のようにかかわってきたのかなと。私はこの

間、市の担当部長にお会いしまして、市だけで

先行することのないように、県と十分連携を

とってやってくださいということを申し上げて

まいりました。そこで、商工観光労働部長と県

土整備部長にお尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 宮崎市の

青島地域活性化基本計画の策定に当たりまして

は、先ほど知事も申し上げましたとおり、県の

「元気、感動みやざき観光地づくり事業」を通

じまして補助を行いましたほか、計画対象地域

に県有地も含まれておりますことから、市から

の要請に応じまして、庁内の関係部局と連携を

図りながら、助言とか参考意見を述べてきたと

ころでございます。

○県土整備部長（山田康夫君） 本年３月に、

宮崎市において青島地域活性化基本計画を策定

されておりますけれども、その過程で、県に対

しましては、宮崎市から、イベントステージや

レストランなどの施設配置が可能なのかという

こととか、また県有地の有償無償の譲渡は可能

なのか、そういった相談を受けたところでござ

います。以上です。

○鳥飼謙二議員 県としても、両部長関係が深

いわけですから、ぜひ積極的にかかわっていっ

ていただきたいと思います。

それから、バスについてでございます。コ

ミュニティバス導入支援は２年限定でございま

して、２年後の青写真が描かれていません。観

光立県を目指す本県にとっても、バスネットワ

ークの崩壊は致命的な打撃となるのではないか
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と心配しております。県は早急に、公共交通の

あり方検討会議―これは仮称でございますけ

れども―を設置して、行政やバス事業者を含

めた検討に入っていくべきではないかと思いま

すので、知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 地域公共交通の維持

確保は、国、県、市町村及び交通事業者など関

係者が、適切な役割分担のもとに取り組む必要

があり、県としましては、今後とも、広域行政

の立場から、複数市町村間のバス路線に対し必

要な財政支援を行うこととしております。一

方、コミュニティバスにつきましては、市町村

がそれぞれの地域の実情を踏まえて主体的に運

営することとなりますが、県といたしまして

は、コミュニティバスが将来にわたって安定的

に運行されるよう、今後とも、地元市町村や交

通事業者などと十分意見交換を重ねて、連携を

図りながら、適切に対応、対処してまいりたい

と考えております。

○鳥飼謙二議員 コミュニティバスだけではな

いんですね。広域自治体としての県の役割が問

われておりますので、すべて市町村に任せるの

ではなくて、広域自治体としての機能を発揮し

ていただきたいということで、担当は県民政策

部になると思いますけれども、しっかりそこは

議論をお願いしておきたいというふうに思いま

す。

それから、時間がございませんので、はしょ

ります。太陽光発電についてでございますけれ

ども、何らかの支援を行っている自治体は、佐

賀県や鹿児島市など、全国で311自治体に上って

おりまして、例えば佐賀県では、１キロワット

当たり１万5,000円、上限６万円を補助する太陽

光発電トップランナー制度を2006年度から導入

しています。また、ＮＰＯ法人ひむか・おひさ

ま共和国などが加盟する太陽光発電所ネットワ

ークでは、グリーン電力証書を発行、売買する

などして、太陽光発電を積極的に推進していま

すが、本県においても、環境イベントなどで太

陽光発電証書を買い取るなど、太陽光発電推進

の先頭に立つべきではないかと思いますので、

これは知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 太陽光発電は、本県

の地域特性を生かした分野でありまして、また

環境先進県を目指す上でも積極的に進めていか

なければならないと認識しております。一般家

庭への太陽光発電設備への助成につきまして

は、国において来年度の概算要求に盛り込まれ

たところでありますが、制度の詳細については

いまだ明らかになっておりませんので、今後も

その動きを注視してまいりたいと考えておりま

す。私も、宮崎県の新エネルギー対策あるいは

太陽と緑の新しいイメージ戦略として、太陽光

について積極的に取り組んでまいりたいと思い

ますので、これは国の動向もはかりながら、鋭

意努力していきたいと思っております。

○鳥飼謙二議員 農業問題、いろいろございま

したけれども、関連しまして１つ、獣医師の確

保対策ということでお尋ねをしておきます。獣

医師は、宮崎大学を初め全国獣医系16大学で毎

年約1,100名が卒業しているんですけれども、公

務員獣医師を望む人は2007年度で77名。やはり

小動物といいますか、ペットに走るといいます

か、ペットで開業するという人が多くなってお

ります。ですから、今、競争なんですね。隣の

鹿児島県は、10年間、月額３万円の初任給調整

手当を支給するとか、スキルアップのための施

策を公表して確保に成功しているようですけれ

ども、本県の実情についてお尋ねをしたいと思

います。
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○福祉保健部長（宮本 尊君） 福祉保健部に

おいては、本県における食の安全・安心を確保

するために、食肉衛生検査所、保健所、衛生環

境研究所等に97名の獣医師を配置しておりま

す。公衆衛生を担う獣医師の継続的な確保は非

常に重要な課題でありますので、宮崎大学への

講師派遣等の協力を初め、全国の獣医学科のあ

る大学を訪問して、獣医師の社会的な役割とか

業務の重要性の説明を行うとともに、学生の職

場体験等の取り組みも行っているところであり

ます。以上であります。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 昨今の高病原

性鳥インフルエンザ、それからＢＳＥ、こう

いった問題におきまして、食の安全性に係る問

題は非常に重要な問題になっておりまして、獣

医師の果たす役割がますます大きいというふう

に考えております。現在、農政水産部には、家

畜保健衛生所、畜産試験場に合計61名、獣医師

が勤務いたしておりますが、50歳以上が全体の

半数を占めるという状況にございまして、今

後、獣医師の確保は大変重要な課題になってく

るというふうに考えております。農政水産部と

いたしましては、全国の獣医系大学を訪問いた

しまして、獣医師の社会的役割や業務の重要性

などにつきまして、各学生に説明いたしますと

ともに、学生の職場体験を受け入れる取り組

み、こういったものを行っております。これに

よりまして、今後とも優秀な獣医師の確保を積

極的に行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 採用するところは、総務部が

その職務をしているわけですけれども、どうで

すか、大丈夫でしょうか。現状では、どういう

対策をとっておられるのか、お尋ねいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 今、両部長からる

る御説明ございましたように、獣医師の確保は

非常に重要なことでございます。特に最近とい

いますか、19年度の退職者が一挙にふえたとい

うことで、我々も確保に非常な危機感を持って

いるというところはございます。そういったこ

とで今回、受験年齢の上限を６歳引き上げて40

歳まで受験できるようにしたというところでご

ざいます。それから、御指摘ございました鹿児

島県の例、こういったことも踏まえ、関係部局

と連携を図りながら、勤務条件のあり方あるい

は魅力ある職場づくりなどについて、引き続き

研究してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 秋田県は59歳の人を採用して

いるんだそうです。それだけ年齢を上げた。そ

れだけ公務員になる獣医師がいないんです。宮

崎県の食肉衛生検査所、家畜保健衛生所には獣

医師がいなくなります。他県との競争が激しく

なりますので、ぜひ待遇面も含めて十分な検討

をお願い申し上げたいというふうに思います。

以上で代表質問を終わります。（拍手）

○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、ここで休憩をいたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、愛みやざき、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 初めに、今

回の台風襲来による負傷者等の報告は少なかっ

たと聞いておりますが、地元都農町のほうで

は、がけ崩れにより道が寸断され、一時孤立し

た地域もあると聞いております。被災された方
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々、また地域の方々には、心からお見舞いを申

し上げたいと思います。

それでは、愛みやざきを代表いたしまして質

問を始めさせていただきます。まず、この代表

質問の登壇の機会を与えてくれた愛みやざきの

仲間に感謝いたします。ありがとうございま

す。そして、台風にもかかわらず、その後片づ

けに忙しい中、たくさんの傍聴者の方も来てい

ただきました。ありがとうございます。（「少

ない」と言う者あり）私には見えています。そ

して、さらにきょうは、東京から私の親友が、

わざわざこの傍聴のために駆けつけてくれまし

た。ありがとう。

それでは早速、通告に従いまして順次質問し

てまいります。

まず、宮崎県障害福祉計画の進捗状況と今後

の障がい者施策についてお伺いするものであり

ます。

この障害福祉計画は、平成５年に制定された

障害者基本法によって、県及び市町村に策定が

義務づけられたもので、それぞれの自治体にお

いて、各サービス内容を拡充するために、数値

目標を立て、具体的にその政策化をしていくこ

とが決められた計画です。本県においても、

「みやざき障がい者安心プラン」というプラン

を策定し、その充実に力を入れていることは理

解しております。それでは、障がい者の方々を

障がい種別に区分いたしますと、大きく３つに

分かれます。１つは身体障がい、１つは知的障

がい、そして心の病である精神障がい、この３

つに区分されるわけです。それぞれの障がい者

の方々は、さまざまな生活場面において、さま

ざまな苦労を抱えながら生きていらっしゃいま

す。例えば、日常生活に絶対必要な買い物を一

つ例にとってみましても、身体障がい者の方々

は、手足等が不自由がゆえに買い物に行きにく

い場合もあります。知的障がい者の方々は、手

足は自由でも金銭管理がうまくいかず、買い物

がしづらい場合もあります。そして、精神障が

い者の方々は、人込みに入るのが怖い、人とう

まく話せない、そのような理由で買い物がうま

くできない場合があります。何が言いたいかと

申しますと、どの障がい者の方々も、同等の生

活のしづらさを抱えながら、大変な苦労を乗り

切って今、社会生活を営まれているんです。

それでは、この県が策定する障がい者プラン

の内容が、本当に障がい者の方々にとって安心

できる内容になっているのかどうか、それを見

ていきたいと思います。特に精神障がい者の方

々のサービスはまだまだ不十分で、かなり過酷

な状況下で生活されている方々がたくさんい

らっしゃいます。精神障がいは、障害者基本法

が制定されたときに、初めてほかの２障がいと

横並びに明記され、障がい者としての立場が確

立されました。それ以前は、ただ病人として扱

われ、福祉サービスの対象外だったんです。国

はこのような状況を改善するため、平成16年９

月、精神保健医療福祉の改革ビジョンの中で、

今までの「入院中心の医療から地域生活中心

へ」という政策転換を打ち出し、全国で約33万

人いらっしゃる精神科系医療施設の入院者のう

ち、地域での受け入れ条件が整えば退院が可能

になる、いわゆる社会的入院と言われる方々が

７万人いらっしゃるんです。この７万人の方々

について、平成26年までに退院して地域で暮ら

すことができるよう、生活支援、就労支援を中

心とした受け皿づくりをすることが示されまし

た。

知事におかれましても、昨年、住吉にある精

神障がい者社会復帰施設・ブライトハウスとい
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う施設を見学、視察していただきました。利用

者やそこで働く方々との語らいの中から、精神

障がい者の方々の置かれている現状、またその

認識を深められたことと思います。そのことに

ついては感謝を申し上げます。それでは知事

に、精神障がい者の方、またその精神障がい者

の福祉サービスの内容についてどのような所見

を持たれておるのか、まずお伺いしたいと思い

ます。

そして、県内には現在―平成19年６月の数

字でありますが―5,527名の方が精神科系医療

施設に入院されておられます。この方々の平均

在院日数、どれくらい入院をされているかをそ

の入院者数で割った場合、宮崎県は全国で６番

目に長い394.2日入院されているという数字が出

ています。この数字からも、本県の精神保健行

政はおくれていると言わざるを得ません。そこ

で、この5,527名いらっしゃる入院患者のうち、

条件が整えば退院が可能となる、いわゆる社会

的入院の方がこの県内に何人いらっしゃるの

か。それを、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

後の質問は、自席から一問一答にて行いま

す。よろしくお願いします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

精神障がい者及び精神障がい者施策に関する

見解についてであります。精神障がいについて

は、平成５年の障害者基本法の制定に伴い、身

体障がい、知的障がいと一体化されましたが、

それまでは、精神障がい者に対しては保健医療

対策の中で施策が行われ、福祉施策の枠組みに

は含まれていなかったということもあり、これ

まで以上に福祉施策を充実させていく必要があ

ると考えております。特に精神障がい者の方々

が、ノーマライゼーションの理念のもとで、社

会復帰を果たし、生き生きと自立した生活が送

れるような社会を実現しなければならないと考

えております。このためには、精神障がいに対

する地域社会での理解の促進、就労や居住の場

の確保、在宅サービスや相談支援の充実などに

積極的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。

社会的に入院されている患者の数についてで

あります。平成19年３月に策定しました「宮崎

県障害福祉計画」では、社会的入院に相当する

受け入れ条件が整えば退院可能な精神障がい者

の数を、平成14年に実施された厚生労働省の患

者調査のデータをもとに推計し、1,005名と見込

んでおります。以上です。〔降壇〕

○図師博規議員 この精神障がい者の方々が置

かれている状況というのは、非常に劣悪であ

り、物理的な障壁、いわゆる物理的バリアのほ

かに、偏見や、また地域に受け入れていただけ

ない、いわゆる心のバリアというものがありま

す。知事もその現場を見て気づかれたことと思

いますが、今後さらなる政策の充実に声を上げ

ていただきたいと思っております。

福祉保健部長の答弁の中にありましたが、社

会的入院の方が1,005名もいらっしゃる。実に精

神科に入院されている方々の約５分の１が、退

院可能な状況にもかかわらず、病院の中での生

活を余儀なくされている。それでは、退院促進

のために、社会復帰施設や居住スペースの確保

などは、どの程度、計画に基づいて達成されて

いるのでしょうか。退院された方が数人で居住

することのできるグループホームやケアホーム

というものがあります。ここでは、そのグルー



- 94 -

平成20年９月19日(金)

プホーム、ケアホームに絞って確保状況を教え

ていただきたいと思います。福祉保健部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） グループホー

ムやケアホームにつきましては、本年４月１日

現在で、県内で467人分が確保されているところ

であります。これは19年度末の目標に対しまし

て93％の達成率であります。

○図師博規議員 現在、467名分が確保されてい

る、それも90％以上の整備率だということです

が、このグループホーム、ケアホームは、身体

・知的・精神の３障がいが共用できる居住スペ

ースですので、身体障がい者分だけを推しはか

るために、今の数字を単純に３で割ってみます

と、1,005名の社会的入院者に対して約150名分

しか確保されていないということになります。

受け皿づくりが絶対的に不足しているという事

実は変えがたい。さらに、グループホーム、ケ

アホームには建設費の補助はなく、運営費の補

助も今年度で打ち切りになる方向です。そのた

め、グループホーム、ケアホームの設置者は、

施設運営に当たり、障害者自立支援法からの少

ない報酬では運営が立ち行かず、利用者から、

利用料の１割負担徴収のほか家賃、食費、光熱

費等を徴収しています。利用者、そこを利用さ

れる障がい者の方々は、少ない少ない障害年金

の中から、それらを捻出し、さらに病院等にか

かるときの医療費等を自己負担されるところが

あり、手元には年金はほとんど残らないという

のが現実です。このような現実を踏まえ、今後

も居住スペースの確保をさらに促進していく必

要があると思います。それが果たされないと、

退院促進なんかできないんです。県は、民間努

力に期待するだけでなく、より積極的な政策立

案が必要かと考えますが、福祉保健部長の考え

をお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） グループホー

ムやケアホームを整備しようとする事業者に対

しましては、民間の住宅等を賃借するときに発

生する敷金、礼金や、住宅をバリアフリー化す

るのに要する経費に対して助成を実施している

ところであります。グループホームやケアホー

ムは、精神障がい者が地域生活へ移行する上で

大変重要なサービスでありますので、その確保

に努めてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 具体的な努力に大いに期待す

るところであります。

それでは、少し角度を変えまして……。障が

い者の方々が各種福祉サービスを利用する際

に、身分証明書でもある障害者手帳を取得する

こととなっております。その取得率を３障がい

で見てみますと、身体障がい者の方々、知的障

がい者の方々はほぼ100％取得されているのに対

し、精神障がい者の方々は50％ほどしか取得さ

れていません。この原因はどこにあると考えら

れますか、福祉保健部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 精神障がいに

つきましては、手帳制度自体が比較的新しいと

いうこともありまして、十分周知されていない

ということや、今なお手帳を受けることについ

て、偏見といいますか、こだわりがあるという

ことが、その一因ではないかと考えておりま

す。こうしたことから、精神障害者保健福祉手

帳につきましては、本県においては平成17年度

から身体障害者手帳や療育手帳と同じサイズや

カバーの色にして、利用しやすいように工夫を

したところであります。今後も、研修会の開催

や機関誌等を通じて、手帳制度の理解を図ると

ともに、正しい知識の普及啓発に努めてまいり

たいと考えております。

○図師博規議員 今の答弁の中でありました、
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確かに制度成立がまだ新しいということ、そし

て、その手帳を取得するということが偏見を固

定してしまう、いわゆるラベリングになってし

まうということもあり、その手帳取得率が向上

していないのも確かに要因です。しかし、最大

の要因というのは、手帳を取得してもメリット

が少ないということです。受けられるサービス

が少ないからです。身体・知的障がいと比較

し、精神障がいは受けられるサービスに大きな

格差があります。例えば公共機関の乗り物（バ

ス、電車、航空機、船等）の乗車割引が、身体

障がい、知的障がいは25％から50％ぐらい。付

添者も含めてその割引が受けられる場合があり

ます。重度の身体障がい、知的障がいの方々

は、医療施設に入院した場合、保険診療分のほ

とんどが後から還付されるという重度心身医療

費助成制度というものがあるわけなんですが、

この制度の中に、同等の障がいがある精神障が

い者の方々は組み入れられておりません。同じ

障がいがありながらも、受けられるサービスに

差別があるというのは、私は是正すべきと考え

ますが、福祉保健部長の考えをお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 重度障がい者

（児）医療費公費負担制度は、県と市町村がそ

れぞれ２分の１ずつ負担して医療費の助成をす

るものでありますが、医療技術の進歩とか高齢

化の進展に伴いまして、最近は事業費が大変大

幅に伸びております。現在、県、市町村ともに

財政状況が厳しい状況にありますことから、当

面は、制度の安定的な運営に努めていく必要が

あると考えております。なお、この制度とは別

に、障害者自立支援法に基づく精神障がい者の

通院に係る医療費についても、助成を実施して

いるところであります。

○図師博規議員 サービスの拡充に予算が伴う

のは当然です。まさに選択と集中が必要であり

ます。ちなみに、この重度障がい者（児）医療

費公費負担制度の対象に精神障がい者も組み入

れ、精神科受診の偏見の改善に取り組み、安心

して治療を受けることにより、住民の精神衛生

が向上し、その結果、自殺率も低下したという

先進的な自治体が、県内にもあります。それは

木城町です。財政規模は小さくても、選択と集

中でそれは政策化できるんです。このような対

応策を全県下で行うべき、展開すべきと考えま

す。福祉保健部長の福祉に対する熱意が知事に

伝われば、予算化にもつながると思われます

が、再度、再度、福祉保健部長の答弁を求めま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 公費負担の拡

充につきましては、それぞれの自治体におい

て、財政状況等を勘案しながら、必要な事業に

取り組まれたものと存じます。県としまして

は、障害者自立支援法に基づく精神障がい者の

通院医療費助成を活用しながら、当面、障がい

者の方々が地域の中で生活するための支援策と

して、在宅サービスの充実などに努めてまいり

たいと考えております。

○図師博規議員 精神障がい者の社会復帰を促

進し、住民の精神衛生管理に取り組む専門職

に、国家資格で精神保健福祉士という資格があ

ります。精神保健福祉行政の第一線と位置づけ

られています保健所に、この精神保健福祉士の

資格を持ち、専従で勤務している職員が何人い

るのかを調べてみました。ゼロです。これでは

精神障がい者の退院促進や県民の精神衛生向上

に積極的に取り組んでいるとは言えません。配

置基準がないとはいえ、自殺予防対策を強化し

ていく上でも、専門職の専従配置は不可欠と考
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えます。例えば、保健所等に複数の精神保健福

祉士や臨床心理士を配置し、民間病院と連携し

た上で、定期的に管轄する自治体に専門職員を

派遣し、心の相談日なるものを設けることがで

きれば、自殺予防対策としてもかなり有益で、

効果を上げることが期待できると考えますが、

福祉保健部長、お考えをお聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県の各保健所

におきましては、いわゆる保健師が、市町村と

も連携しながら、精神保健福祉関係の相談や訪

問などの業務に従事しておりまして、今後と

も、市町村との連携を密にしてまいりたいと考

えております。そのほか、県の精神保健福祉士

会には、専門的な立場から、自殺対策推進協議

会を初め地域移行支援事業運営委員会などに、

メンバーとして参加していただいているところ

でありまして、今後も、精神保健福祉士会とは

連携を深めてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 医療の現場では、精神科病院

の中では、行政からの光を、政策を待ち望んで

いる方が多数いらっしゃいます。また、地域の

受け皿づくりも、これからの県政の大きな課題

の一つだと思っておりますので、より積極的な

政策化を望みます。

それでは続きまして、職員の倫理規程に関す

る質問に入らせていただきます。職務に関する

不当な働きかけ、いわゆる口きき問題について

お伺いします。

大分県教育委員会の教員採用汚職事件は、行

政不信を募らせただけではなく、教育現場の根

底を覆し、子供たちの夢を傷つけ、全国の教師

の信頼を地に落としてしまいました。大分県で

は、生徒が先生に対し、「お金を幾ら払って先

生になったの」とか「先生は本物なの、にせも

のなの」といった言葉が浴びせられているとも

聞きます。県は、平成19年７月に宮崎県職員倫

理規程を設け、また、同様の訓令を教育委員会

にも出されています。これは職員の公務に対す

る県民の信頼を確保するためのものであります

が、この倫理規程は、さきの官製談合事件に教

訓を得て、県職員と利害関係者の倫理観向上の

ための規定がほとんどとなっております。今

後、総務部長はその職責において、職員の倫理

観向上にどのように取り組まれていくお考えか

お聞かせください。

○総務部長（山下健次君） 議員のお話にござ

いましたように、職員倫理規程を19年７月に制

定して、現在それを施行しているところでござ

いますが、一昨年のいわゆる不適正な予算執行

等も踏まえまして、今年度、副知事を委員長と

いたしましてコンプライアンス推進委員会を設

置し、全庁的な取り組み方針を策定いたします

とともに、この４月には、この確実な実施のた

めに、コンプライアンスリーダーを各所属に設

置したところでございます。現在、このコンプ

ライアンスリーダーを中心に、各所属における

職務上の注意事項等の定期点検の実施、あるい

は職場研修の実施など、全庁的なコンプライア

ンス意識の徹底に取り組んでいるところでござ

います。このほか、服務規律の保持についての

通知というのは適時的確に発しておるところで

ございますが、こういったさまざまな形で、職

員の倫理観の向上に関する取り組みを引き続き

行ってまいりたいと思います。

○図師博規議員 それでは、その倫理規程の中

に示してある細部にわたる禁止事例についてで

すが、行政の透明性や公平公正さを維持するた

めに、この規定は当然と考えますが、大分県の

ように職員と職員の金品授受については、この

倫理規程は想定されていません。倫理規程の第
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２条の定義、もしくは第３条の倫理行動の基準

の項目の中に、職員間の倫理観があるようにも

見受けられますが、明確な禁止規定にはなって

いません。せっかくこのような崇高な倫理規程

があるのならば、県民の誤解を招かないために

も、ぜひとも、職員同士の不必要な物品のやり

とりや盆暮れの贈答品のやりとりをも禁止する

一条を明文化、明記すべきではないかと考えま

すが、総務部長のお考えをお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 確かに御指摘のよ

うに職員倫理規程上は、基本的には職員が遵守

すべき倫理行動基準として、いわゆる利害関係

者との間のつき合い方についてルールを定めた

ものでございまして、職員間の贈与についての

規定はございません。また、基本的に職員間の

贈与等を一切禁止するということであれば、例

えば、親しい職員間での香典など常識的なつき

合いまでも規制するということになりますの

で、そこにはおのずから限度があると考えてお

ります。しかしながら、職員間の贈与等につき

ましては、当然ながら節度を持った対応が必要

であります。これは毎年２回出しておるんです

が、服務通知上、中元、歳暮は行わない、虚礼

にわたる祝儀、香典等は行わないということで

通知をしているところでございます。引き続

き、このコンプライアンス推進体制等の活用も

図りながら、職員を指導してまいりたいと存じ

ます。

○図師博規議員 くれぐれも大分のような事例

が発生しないように、職員の綱紀粛正にはさら

なる努力をお願いしたいと思います。

それでは続きまして、東アジア戦略について

お伺いいたします。

愛みやざきは昨年、上海視察研修に行ってま

いりました。その際、庶民的な市場から上流階

級層が利用する外資系のスーパーまで市場調査

を行い、特に外資系のスーパーの調査の際、驚

いたことがあります。現在、日本の公式輸出生

鮮食品は、米、リンゴ、ナシの３品目のはずな

んですが、生鮮食品フロアに行ってみますと、

松坂牛や神戸牛、おまけに長崎県産の活魚があ

ふれ返っている。それも日本語の表示であふれ

返っているわけです。周知のとおり、国内の最

大市場の東京都は人口約1,300万人、上海市は市

だけで約1,800万人、東京までの飛行時間は約90

分、上海まで直行便を飛ばしたとする場合、飛

行時間は約80分です。何が言いたいかと申しま

すと、東京よりも近いところに東京よりでかい

市場があるということなんです。ここを開拓せ

ずしてどこをするという感が私にはあります

が、商工観光労働部長、この件についての所見

をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中国に代

表されますように、急速な経済発展に伴って富

裕層が増加しました東アジア、そして今の御指

摘にありましたように、非常に人口の多い上海

等を、今後の県産品の販路拡大先として有望な

市場にするというのは非常に大事なことである

というふうに思っております。このため県にお

きましては、今年度、県とか関係団体、民間企

業が一体となりまして、農林水産品から加工品

まで、宮崎の県産品の総合的な輸出促進に取り

組むための指針となります「東アジア販路拡大

戦略」の策定に取り組んでおるところでありま

す。この戦略の策定に当たりましては、有識者

とか関係機関の委員から成る「東アジア販路拡

大戦略会議」におきまして、県産品の輸出の現

状と課題を整理しまして、その課題解決のため

の方策は何か、どのような国・地域に対してど

のような品目を重点的に輸出すればより効率的
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・効果的であるか、県としてのどのような支援

策が必要かなどについて鋭意検討を進めている

ところでございます。今後、「東アジア販路拡

大戦略」として取りまとめまして、関係団体や

民間企業との連携を充実強化しながら、東アジ

アにおける県産品の一層の販路拡大、あるいは

定番・定着化というのを図ってまいりたいとい

うふうに思っております。

○図師博規議員 その具体的戦略を楽しみにし

ておりますし、生産者が何より待ち望んでい

らっしゃいます。

それでは続きまして、観光客誘致の観点から

東アジアを展望したいと思いますが、観光立県

の推進についてであります。観光のすそ野は非

常に広い。その経済効果は約53兆円です。国際

的な相互理解の推進に寄与するということも含

め、観光施策の推進は極めて重要で、国は平

成18年12月に観光立国推進基本法を議員立法に

よって制定し、また、本年10月１日には観光庁

なるものが設置されることになっています。そ

のような観光のもとに、我々は上海研修時に、

上海の旅行会社である上海航空、上海錦江旅

行、そして上海中国青年旅行社の方々と実際に

意見交換をしてきました。そのとき、今後の中

国人を引きつける新たな観光戦略としての３つ

のキーワードをいただいてきたところです。そ

れは、一つはショッピング、一つはグルメ、一

つはメディカル。つまり、質のよい日本の製品

を買っていただき、安心でうまい宮崎県産品を

食し、中国では余り普及していない健康診断を

セットにした旅行の企画ができれば、かなりの

集客が望めるということも聞いてまいりまし

た。県北から県南まで宮崎の動線の長い観光地

めぐりをメーンにするのではなく、今回、観光

は再開発が決まった青島周辺を一つの拠点と

し、あとはショッピング、グルメ、メディカル

を満喫してもらうプランを、旅行会社関係者と

ともに構築できれば、宮崎発着のチャーター便

搭乗率の向上にもつながると考えますが、商工

観光労働部長の考えをお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

上海でのいろいろな、関係者に会われた結果に

つきまして、３つの売り込み先というふうに

おっしゃいました。そして今、青島との関連で

いろいろアドバイスいただいておりますが、そ

の辺を含めまして、これからの観光戦略につい

て、どういった形があるのか、いろいろその辺

を含めて検討してまいりたいというふうに思っ

ております。

〔「５番」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 通告がありますので、関連質

問を認めます。

なお、発言時間というのは持ち時間の範囲内

となっております。では、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。東ア

ジアからの観光客誘致、青島との関連がありま

したので、関連して武井俊輔が質問をさせてい

ただきます。青島の関係を質問させていただき

たいと思います。先日、懸案でもありました旧

橘ホテルの問題も解決して動き出しております

が、受け入れる宮崎側にとりましても、本当に

県と市がしっかり連携をとって、青島振興は宮

崎の観光の顔でございますから、振興の最後の

機会として取り組む必要があるのではないかと

考えております。まず、知事にお伺いをいたし

たいと思います。知事の青島に対する思い、熱

意及び宮崎市との連携等を含めてどのように取

り組みたいかということをお伺いしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 青島地域は、宮崎を
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代表する観光地の一つであると認識しており、

その活性化を図ることが宮崎観光の再生にもつ

ながると考えております。地元宮崎市において

は、本年３月に「青島地域活性化基本計画」が

策定され、地域住民が主体となった取り組みも

進められているなど、青島地域の再生に向けた

機運が高まってきております。また、長年の懸

案だった旧橘ホテルの問題も解決を見つつあり

ますので、県と市の関係部局同士の情報交換会

議を適宜開催するなど、市との連携を図りなが

ら、青島地域の活性化に取り組んでまいりたい

と考えております。

○武井俊輔議員 では、今答弁もありましたそ

の宮崎市との連携について、今度は商工観光労

働部長にお伺いをいたしたいと思います。県と

しても、さまざまな部署が関連をしておりまし

て、道路関係とかも含めて関連してきていると

思うんですが、県の中でどこがイニシアチブを

とってさまざまな部署をまとめていくのか、そ

れについてどのような体制で臨もうとしている

のかということについてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 青島地域

の活性化につきましては、市が策定いたしまし

た「青島地域活性化基本計画」の策定段階か

ら、宮崎市との連絡とか庁内における関係部局

との情報交換は、商工観光労働部が窓口、中心

となり、やっているところでありまして、これ

からもそのような形で進めていきたいというふ

うに思っております。

○武井俊輔議員 確かに商工観光労働部、みや

ざきアピール課になるんですかね、窓口になっ

てくるかと思うのですが、さまざまな部署も連

携しているようですから、プロジェクトチーム

をつくるとか、積極的かつスピード感を持って

取り組んでいただきたいなと思います。

続きまして、県土整備部長にお伺いをいたし

ます。青島神社参道南側の３ヘクタールの県有

地の取り扱いについてでございます。ここは現

在は青島の亜熱帯植物園、また旧国民宿舎「青

島」というのがありました。この跡地になる部

分でございますが、ここの開発も、当然ホテル

のほうが開発されるわけですから、同時に進め

られていく必要があると考えますが、県として

はこの土地をどのようにするのか、具体的には

県が開発を行うのか、ないしは宮崎市に譲渡す

る、ないしは貸与する、さまざまな方法がある

かと思うのですが、どのような計画であるかお

聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 県有地３ヘク

タールの土地の中には、青島亜熱帯植物園と国

民宿舎の跡地があるわけでございまして、国民

宿舎跡地につきましては、現在、宮崎市に無償

で貸し付けておりまして、地元自治会によりグ

ラウンドゴルフなどに活用されております。今

回、宮崎市が策定しました「青島地域活性化基

本計画」によりますと、整備手法につきまして

は、民間、公共など役割分担が示されておりま

すけれども、この土地の利活用のあり方につき

ましては、今後、関係部局と連携を図りなが

ら、宮崎市と十分な協議を行いまして、どのよ

うな対応ができるのか、十分検討してまいりた

いと考えております。

○武井俊輔議員 とにかく、どちらが主体的に

取り組むか、このあたりもしっかりとスピー

ディーに決めていただいて、対応をお願いした

いと思います。無償貸与するということも、こ

のまま続けていくということも、選択肢として

はあるのかなと思っております。

その中で、特に亜熱帯植物園について改めて

お伺いをいたします。この植物園は、昭和42年
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に開園いたしまして、青島の新婚ブームにも非

常に大きく資した施設でございます。現在も指

定管理者により運営されておりまして、積極的

な活動をされていることは大変評価できるかと

思っております。しかしながら、施設としては

非常に老朽化しております。特に亜熱帯温室に

つきましては、やはり老朽化も目立っておりま

す。青島リニューアルにおいては、見直しが不

可欠な施設であると考えておりますが、県とし

ては、この施設の今後のあり方についてどのよ

うに考えているのか、見解をお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 宮崎市の策定

しました「青島地域活性化基本計画」によりま

すと、青島亜熱帯植物園の多くの樹木、あるい

は景観を生かす計画となっております。県とし

ましては、今、御指摘の温室を含めました植物

園全体のあり方につきまして、旧橘ホテル跡地

の問題解決の状況を見きわめながら、関係部局

とも連携を図って、宮崎市と十分な協議の上、

対応を考えてまいりたいというふうに思ってお

ります。

○武井俊輔議員 わかりました。ということ

は、方向性として、例えば廃止をするとか、ど

こかに移転をするというようなことも、選択肢

としてはあり得るということでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 青島亜熱帯植

物園につきましては、これまで青島の植物の再

現、あるいは国外から導入した植物の展示を行

うことによりまして、本県の主要な観光地の一

つであります青島と一体となって、観光資源あ

るいは教育の場として重要な役割を、現在でも

担っておると思っております。現時点では、当

園の廃止あるいは移転等については考えており

ません。

○武井俊輔議員 わかりました。それならそれ

で、しっかりと現状の施設なりを生かせるよう

な形での対応をお願いしたいと思います。

続きまして、青島活性化の方策として、一つ

提案をさせていただきたいと思います。ＴＲ高

千穂鉄道で使用しておりましたトロッコ車両の

活用についてであります。この車両は、2003年

に高千穂鉄道株式会社が購入したもので、１両

は日本宝くじ協会補助、そしてもう１両はいわ

ゆるリゾート基金で購入されたものであり、当

時はこの基金から１億3,000万円が支出されてお

ります。しかし、現在では、報道等によりまし

ても、ＪＲ九州に対し有償での譲渡というよう

な方向が検討されているということであります

が、仮にそうなった場合は、九州全体での運用

ということになりまして、宮崎県で使用される

ということは全く保証されないわけでございま

す。さらに、ＪＲ九州であればまだいいのです

が、これがよその会社に売却、譲渡されるとい

うことになれば、永久に宮崎県内で走るという

ことはなくなってしまうということになりま

す。県民の貴重な税金であるリゾート基金を活

用した車両でもございます。つきましては、県

内で、特に青島活性化ということで、日南線で

運用するということで、再開発の起爆剤になり

得るのではないかと考えますが、知事の見解を

伺います。

○知事（東国原英夫君） トロッコ列車は、高

千穂沿線地域の振興や観光振興を目的に、公的

助成を受けて導入されたものであります。高千

穂鉄道におかれては、そのような導入の経緯や

現在の資産価値を踏まえ、日南線を初め県内路

線での活用ができないか、ＪＲ九州と協議を始

めたところでございます。ＪＲ九州といたしま

しては、技術面やコスト面など、さまざまな角

度からの検討が必要なようでありますので、今
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後、協議の推移を見守りたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 では、それを踏まえて、商工

観光労働部長にお伺いをいたします。一般的に

鉄道車両の平均使用年数というのは、30年とい

うふうに言われております。しかし、この車両

は１億3,000万支出をしてリゾート基金で購入し

たものであるんですが、現状としては２年弱活

用して３年近く車庫に眠っているというような

状況でございます。しかし、こういったものが

これで―もちろん、いろんな交渉の結果とい

うことになると思うんですが―仮に県外に売

却をされてしまう、宮崎でほとんど、ないしは

全く運用されなくなってしまうということがあ

りますと、これはこれで私は非常に大きな問題

ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） トロッコ

列車でございますけれども、先ほど知事も申し

ましたように、高千穂鉄道沿線の振興に役立て

ようということで導入されたわけでして、それ

がわずか２年半で使えなくなったというのは、

非常に残念なことであります。そして、可能で

あれば県内で利用されるということが望ましい

わけでございますが、先ほど知事も申しました

ように、現在、ＪＲ九州で検討されているよう

でございますので、その推移を見守ってまいり

たいというふうに思っております。

○武井俊輔議員 もちろん、交渉事としては、

ＪＲ九州しか相手がないというところで、大変

難しいものであるというのは十分わかっている

んですが、ここはやはり、その思いをしっかり

と認識して交渉を進めていただかなければなら

ないと思っております。それを踏まえまして、

最後、県民政策部長にお伺いをいたします。確

かに車両を保有するというのは、ＪＲ九州とし

ても、いろんなリスクも当然あると考えられる

わけですけれども、例えば、こういった車両を

県が保有してＪＲ九州にリースする、つまり貸

すという形ですね。こういうような形で管理面

のコストをフォローするなど、さまざまなこと

をぎりぎりまで考えていく必要があると思うん

ですが、そのようなお考えはないかお伺いをい

たします。

○県民政策部長（丸山文民君） トロッコ列車

を県が所有して貸し付けるという話であります

けれども、トロッコ列車は現在ＡＴＳ装置がつ

いておりません。県内路線、日豊線とか日南線

を走らせるには、その自動列車停止装置もつけ

るように改造しなければいけません。そしてま

た、数年ごとに列車というのは定期検査がござ

います。それも1,000万、オーダーであります。

ですから、そういうコスト面を考えると、県が

持つということにはやっぱり課題があるのかな

と思います。一方、受け手側、借り手をＪＲ九

州とした場合には、所有権がないわけですか

ら、自由に使えないというようなデメリットも

ＪＲ側にはあるわけでありまして、お互い、貸

し手、借り手双方にそういう課題があるという

ことですから、なかなか難しいのではないかと

いうふうに考えております。

○武井俊輔議員 課題があるのは十分、いろん

な話の中でもよくわかるんですが、とにかくそ

ういったことも含めて、あらゆる知恵を出して

宮崎県内に残るような努力をしていただいて、

本当にこれで青島が活性化して、二次交通が県

内は弱いと言われていますので、こういったも

のが来て、青島にも車でなくても来れるという

ふうになれば、非常に活性化にも資すると思い

ますので、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。
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以上で私の関連質問を終わります。ありがと

うございます。

○図師博規議員 それでは続きまして、入札制

度改革についてお伺いをしてまいります。

ことし５月末に出版された知事の著書「知事

の世界」―こちらですね―の中では、県政

改革の中でも、やっぱりこの入札制度改革への

苦悩が赤裸々に書かれてありました。この入札

制度改革の内容については、業界内でも賛否あ

ります。先日行われた宮崎県建設関連産業危機

突破総決起大会、その決議文の中に記された要

望６項目、その内容以外にも対応策を求める声

を聞いております。それは現在、落札率が85％

になると、下請業者が赤字もしくは平均点未満

の工事となる割合が急増していることから、国

交省は工事品質を確保するため、直接工事費や

共通仮設費は応札者の平均的な値に見直し、現

場管理費や一般管理費等の諸経費についても、

工事実施上、最低限必要と考えられる額を計上

する算定方法の導入が行われました。具体的に

は、最低制限価格を撤廃し、直接工事費の95

％、共通仮設費の90％、現場管理費の60％、一

般管理費の30％をすべてクリアすることを落札

条件とし、一つでもその条件を下回って落札し

た場合には、特別重点調査対象となり、技術員

の追加等の条件が付加される低入札価格調査基

準価格の見直しがされています。このように、

競争性は維持しつつ工事の質の高さも確保され

る低入札価格調査制度を、知事はどのようにと

らえていらっしゃるのか、御見解をお伺いいた

します。

○知事（東国原英夫君） 低入札価格調査制度

とは、御指摘のように、最低入札価格が調査基

準価格を下回った場合、発注者が当該価格によ

り適正な履行が可能かどうかを調査した上で、

落札者を決定する制度であります。発注者が行

う調査につきましては、調査対象者から、その

価格により入札した積算根拠を初めとして、手

持ち工事の状況とか資材・機械の状況、あるい

は労働者の確保の見通し等について聴取する必

要がありまして、発注者、入札者双方とも相当

な労力を要するものであります。本県では現

在、設計・施工一括発注方式で工事を発注する

場合等、限定的にこの制度を適用しております

が、入札制度の検証等を行う中で、必要に応じ

て研究してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 ぜひ知事、幅広く声を聞きな

がら、この改革には取り組んでいっていただき

たいと思っております。

それでは続きまして、海岸侵食対策について

お伺いいたします。

海岸侵食対策として県は、海岸線に人工岬を

建設するヘッドランド工法を採用することを決

めました。我々愛みやざきは、ヘッドランド工

法の先進地でもある茨城県鹿島に行き、ヘッド

ランドとそれに付随する浜に砂を定期的に運び

込む養浜事業の実態と成果を研修してきまし

た。鹿島では、１キロごとに長さ150メートルの

人工岬を40基海岸に敷設する計画になっており

ます。既にもう30基以上が敷設されていまし

た。その建設に当たっては、コンクリートブ

ロックを極力使用せず、県産材の白御影石を使

用することで、景観を守ることにも配慮されて

いました。が、直接そこの現場を見て、１キロ

ごとに30基も150メートルの突堤が並んでいる風

景は、不自然以外の何物でもない。私には不自

然に映ったんです。そこで伺います。現時点で

本県はこのヘッドランド構想の推進をどこまで

されているのか、また、その内容等を地域住民

及び関係団体の方々とどのような協議をされ、
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情報を共有されているのか、その進捗状況を県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 宮崎海岸の侵

食対策の工法につきましては、「宮崎海岸侵食

対策検討委員会」というのがございまして、そ

こで検討を進めております。現時点では、大き

くは２つの対策として考えておりまして、１つ

には、砂浜の復元やアカウミガメの産卵、海の

利用などを踏まえまして砂を海岸に投入する

「養浜」、もう１つには、砂の流出を制御する

ヘッドランドなどの「何らかの構造物」、その

２つが必要とされているところでございます。

先月、この委員会が開催されまして、そこにお

きまして、侵食対策の検討を早期に進めるため

に、今後、委員会の中に「技術検討部会」とい

うのを設けまして、さらに詳細な検討をすると

いうことになっております。なお、国による今

年度の事業でございますけれども、生物の生

態、砂の移動の調査、試験養浜を行うと伺って

おります。

それから、地域の皆さん、関係団体との協議

状況でございます。これにつきましては、国と

県と合同で今年度、地元懇談会を２回、海岸勉

強会を５回開催しまして、海岸侵食に関連する

さまざまな情報の提供、あるいは地元の皆さん

方の意見の集約、こういったことを行っている

ところでございます。

○図師博規議員 現在の県の描く整備計画を単

に押しつけるのではなく、常に地域の方、また

団体の方との意見交換を今後も進めていただき

たいと思います。

それでは続きまして、このヘッドランド工法

によって海岸整備がされた場合の事故防止対策

についてお伺いいたします。国内先進地の鹿島

においては、ヘッドランド設置後、ヘッドラン

ド付近に発生する波、離岸流と言いますが、こ

れに巻き込まれるなどして、既に４名の方が亡

くなられています。神奈川県茅ヶ崎にもこの

ヘッドランドが設置されているんですが、ここ

神奈川では、10年間に13名の方が死亡されてい

るという事実があります。先日、関係団体の方

とお話しする機会があったんですが、その際、

「ヘッドランドを設置した後に、幾ら遊泳禁止

やサーファーの利用の禁止をうたう看板を立て

ても、海水浴客やサーファーの方々は後を絶た

ない。利用はさらにふえるぐらいになるだろ

う。そうなると余計に事故はふえます。間違い

なく死亡者は出ますよ」というような提言をい

ただきました。事故防止のために県が取り組も

うとされている内容を、県土整備部長に改めて

お伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） ヘッドランド

周辺では、離岸流、すなわち沖に向かう潮の流

れが発生することがあると言われておりまし

て、数多く設置されております茨城県にお聞き

しましたところ、事故防止の対策としまして

は、市や警察などと連携して、巡回あるいは看

板設置、ホームページを活用するなどにより、

注意啓発の取り組みを行っているというふうに

伺っております。本県におきましても、仮に

ヘッドランドを採用するということになりまし

たら、同様な取り組みを基本として、いろいろ

工夫していくということになろうかと思ってい

ます。

○図師博規議員 最善の安全策を講じていただ

きたいと思います。

それでは続いて、現在予定されているこの

ヘッドランド事業には、20年間で約300億円の予

算が投資されると聞いております。さらに、

ヘッドランド設置後も、侵食のスピードは緩や
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かになる効果が得られるものの、侵食がとまる

ことはありません。ゆえに、ヘッドランドが絶

対的な工法ではないんです。さらなる効率的な

侵食対策を探る研究活動も継続する必要がある

と考えます。ちなみに、間伐材等を利用し、大

型の木枠を等間隔で海に沈めておくことで、砂

がそこに堆積していく、すき工法というものが

あります。また、フォレストベンチ工法、人工

リーフ工法、海岸植物植栽などなど、低コスト

で効果が期待できる侵食対策もあります。これ

らの工法も今後、研究対象とされ、ヘッドラン

ドと比較検証しながら事業展開をする価値は十

分あると考えますが、県土整備部長の考えをお

伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 先ほども申し

上げましたけれども、「宮崎海岸侵食対策検討

委員会」におきましては、これまでヘッドラン

ド以外の工法につきましては、離岸堤、新型離

岸堤、人工リーフなどを検討してまいりました

けれども、宮崎海岸の状況を考慮しまして、今

後、ヘッドランドを含む最適と思われる複数の

工法案について、先ほど申し上げましたよう

に、「技術検討部会」において、さらに詳細に

検討することとしております。

○図師博規議員 今の御答弁、非常に柔軟な対

応で今後もこの侵食対策に臨まれるということ

で、ぜひ成果が上がりますように期待をしてお

ります。

それでは続きまして、平成20年度全国学力・

学習状況調査についてお伺いいたします。

この調査は、昨年度から国が主体となり実施

されているものであります。また、県も単独

で、小学校４年生と中学２年生に一斉テストを

実施されました。この国及び県の調査にここ２

年取り組まれてきた経緯を踏まえ、教育委員長

の御所見をお伺いしたいと思います。

○教育委員長（江藤利彦君） お答えします。

私は、この豊かな風土に恵まれた宮崎の地

に、大人が子供たちと真剣に向き合って、愛情

たっぷりに育てる教育を根づかせたいとの思い

で取り組んできたところでございます。また、

県教育委員会といたしましても、これまで、心

の教育の充実や学力向上などに向けて、さまざ

まな施策を推進してきております。その中で、

全国学力・学習状況調査の結果が２年連続でお

おむね良好であったということにつきまして

は、市町村教育委員会を初め、保護者あるいは

地域の方々の御理解や御協力のおかげだと思っ

ております。しかし、何といっても忘れてなら

ないのは、先生方の熱心な指導のもと、一生懸

命頑張った子供たちでございます。今後、郷土

の宝であるこの子供たちが、学ぶ喜びを実感

し、自分の夢に向かってすくすくと伸びていく

とともに、宮崎、そして日本、さらには世界の

未来を支え、存分に活躍してくれることを心か

ら願っているところであります。以上でござい

ます。

○図師博規議員 調査結果の内容については、

後で詳しく述べますが、本県は、今、教育委員

長も言われましたが、非常に優秀な成績だった

んですね。これはひとえに、教育委員長を初

め、教育委員会の方々の献身的な取り組みの成

果だと思っております。改めて敬意を表するも

のであります。御苦労さまでした。

それでは、調査についてでありますが、調査

教科は、小学６年生が国語と算数、中学３年生

は国語と数学、問題内容は、知識に関するＡ問

題、またその活用に関するＢ問題に分かれてい

たようです。本県の成績は、マスコミ発表され

ました全国調査結果一覧から抜粋してみます
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と、小学生は国語・算数とも九州で第２位、中

学生は国語・数学とも第１位と、大変優秀な成

績をおさめています。また県は、小学校４年生

に４教科、中学校２年生に５教科及び生活面調

査を含めたテストを実施されました。その調査

の結果が出ているわけですが、一方、文部科学

省は、この学力テストの毎年実施にこだわって

いるようで、この学力テストの批判の中には、

税金の無駄遣いじゃないかとか、テストの後、

現場で検証改善サイクル作業を教員の方々がし

なくてはいけないため、現場は振り回されて疲

労感も漂っているとも聞きます。さて、このよ

うな状況をどう受けとめ、今後、国及び県が実

施する学力テストを教育現場にどう生かされて

いく考えか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 国並びに県の学力、

それから生活状況等の調査の結果につきまして

は、施策の検証に活用いたしますとともに、指

導方法の改善などに生かしていくことが必要で

ある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、学力調査結果の分析方法

や、課題の解決を図る方策についての助言な

ど、各学校が行う取り組みに対して積極的に支

援してまいります。また、本年度も引き続き、

すべての教育事務所の単位で、各地域の課題に

応じた授業研究会を開催するなど、児童生徒の

さらなる学力の向上に向け、市町村教育委員会

とも連携を図りながら努力してまいりたい、こ

のように考えております。以上です。

○図師博規議員 それでは、学力テストの結果

内容をどこまで開示するかについてお伺いいた

します。県内学力が比較的高いと実証された今

回のテストですが、市町村によっては、その高

い低いが見られるのは当然です。県としては、

その内容をどこまで開示して、教育事務所等を

通じ、各学校に具体的な指導をしていく考えか

を教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、全国の学力・

学習状況調査についてでありますが、これにつ

きましては、国が示しました都道府県別のデー

タに基づきまして、本県全体の小中学校別、教

科別の結果と傾向を公表しているところであり

ます。なお、市町村ごとの結果の公表につきま

しては、この調査への参加を決定いたしました

市町村教育委員会の判断にゆだねられるもので

あり、県教育委員会として公表することは適切

ではないというふうに考えております。また、

県が実施いたしております学力・意識調査につ

きましても、例えば小学校が１校、中学校が１

校という町村や、調査を受けている児童生徒の

数が極端に少ないごく小規模の学校などがあり

ますので、学校名や個人名が推定されたり、序

列化や過度な競争を招いたりすることのないよ

うに、教育事務所ごとの小中学校別、教科別の

平均点の公表としているところであります。以

上です。

○図師博規議員 今の御答弁のとおり、小規模

自治体、また小規模学校におきましては、生徒

がその成績に限定されると申しますか、直結す

る、生徒の顔が見えてくるような情報開示にも

なり得る危険性があります。ぜひそのあたりの

配慮もしていただきたいと思っております。

それでは続きまして、道州制についてお伺い

いたします。

先日、長崎県、広島県の若手議員と合同で総

務省に行き、道州制についてのレクチャーを受

けてまいりました。その際、久世公堯前参議院

議員と磯崎陽輔参議院議員も講師に加わってい

ただき、道州制ビジョン懇談会の中間報告の内

容を詳細に説明していただきました。道州制ビ
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ジョン懇談会は、時代に適応した新しい国の形

を国民に示し、中央集権から分権型国家へ向か

うため、その内容を着々と具現化しています。

注目すべきは、この中間報告の中に、道州制の

導入はおおむね10年後を目指すと数値目標が明

記されたということです。国、道州、基礎自治

体の役割と権限をどうするのかや、道州の区域

をどうするのか、税財政制度をどうするのかな

ど、クリアすべきハードルは多いのですが、国

家財政が今、非常に厳しい状況にあります。そ

の折ですので、道州制導入は、住民サービスを

維持していくためにも避けては通れない道では

ないかと考えます。また、九州知事会も参加し

ている第２次道州制検討委員会でも、九州モデ

ルを作成し、その九州モデルに関する具体的な

検討がされ、ここでも既に九州を一つにまとめ

るための非常に前向きな検討がされています。

知事の道州制に対するコメントが、以前は条

件つきで賛成という表現から、最近では二重行

政の問題点を指摘されたり、県民に対し道州制

のメリットを積極的に開示していく必要がある

というようなコメントをされるようになり、前

向きな見解を示されております。知事の道州制

に対する見解と、九州知事会等に参加されて、

他県知事がどのような考えを持たれているか、

また、九州知事会の知事の方々が連帯意識をど

の程度醸成されているのか、そのあたりの御見

解を知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、さまざまな行

政課題がある中、この国全体に蔓延している閉

塞感とか国力の維持、あるいは国民行政サービ

スの向上、国民生活、特に地方で生活されてい

る方たちの福祉の向上といったもの、この国の

形というもの、あり方というものをもう一度見

直す必要があると思っているんですね。140年

前、廃藩置県ということで、この県という枠組

みはできました。あれからもう１世紀以上たち

まして、あのころと時代が違うんですね。交通

インフラも情報インフラも人々の生活も。そう

いったものに、時代に適応するために、この県

のあり方、枠組みがどうあるかというのは、も

う一度基本に立ち返って考えるべきだと思って

おります。

この国のあり方をどうやって変えるかという

のは、おっしゃるとおり、僕は中央集権から地

方分権、官治主権から自治分権と、地方政府と

して自主自立の道を歩むことだと思っておりま

す。国が全国を統一、一律化、一体化して国土

の発展に寄与すること、それはこの国が経済的

な発展、国力の発展を目標とした時期には有用

であったかもしれませんが、今日のように非常

に住民の要求や行政ニーズが分散化されます

と、それに国が一々対応できなくなる、そう

思っているんです。私はそこに弊害があるん

じゃないかと。今回の年金の問題も三笠フーズ

の問題等も、それは中央集権のひずみ、この制

度のほころびというものが如実に顕在化した証

左ではないかと思っているんですね。ですか

ら、これを変えるためにどうしなきゃいけない

か。地方分権を鋭意やらなきゃいけないんです

が、その最終章として、最終的な段階として道

州制というものがあるんじゃないかと思ってい

ます。

御指摘のように、二重行政をなくして、削減

して、その削減幅を住民サービスに向けると

か、住民に一番近い意思決定を地方が行うと

か、住民に直結しているサービスは地方がや

る。国と地方の役割を分担する。そのためには

税源とか財源というものを国から完璧に地方に

移譲していただかなきゃいけない。その際、注
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意しなきゃいけないのは、立法と行政と財産権

ですね。この３つの権限が確実に完全自治体と

して国から譲与されなければ、これは意味がな

いと思っているんですよ。総務省の話で申しわ

けないんですけど、副知事が隣にいらっしゃっ

て申しわけないんですけど、私は、国主導の地

方分権、道州制というのは気をつけなきゃいけ

ないと思います。地方主権、地方政府のあり方

―この道州制というのは、地方がかち取らな

きゃいけないと私は思っております。そういっ

た意味での地方分権化に向けて、この国の形全

体を変えるということが、この国のじり貧、減

退を食いとめるというか、国民あるいは県民あ

るいは地域の住民の方々に新たな希望というも

のを与えるために、私は分権化というのは必要

だと考えております。

○図師博規議員 知事の今の御答弁の中にあり

ました、道州制は地方がかち取らなきゃいけな

いんだという表現の中から、この道州制に臨ま

れる知事の熱意と決意というものをよく感じ取

ることができました。我々が考えなくちゃいけ

ない視点、忘れてはいけない視点というのは、

やっぱり住民サービスをいかに守るかというこ

とです。宮崎の利益も考える必要があります

が、広く国民の利益、住民の利益というものを

念頭に置き、道州制には臨んでいく必要がある

と考えます。

それでは続きまして、知事の政治姿勢につい

てお伺いいたします。

知事は、国の行政支出総点検会議、いわゆる

無駄ゼロ会議の委員に選任され、定期的に上京

されておられますが、知事公務が多忙な折にも

かかわらず委員を受けられ、さらに仕事量をふ

やされた背景には、今回の参加が何らかの形で

県民に利益還元されるという意図があってのこ

とと存じます。また、今回知事は、委員会の分

科会として、人事院、内閣府、総務省、法務

省、財務省、そして国土交通省を担当するワー

キングチームに属され、その副主査も務められ

ています。この会議参加によって得られた情報

や経験を今後の県政運営にどのように生かして

いかれ、効率的に取り組まれていくのか、その

あたりを知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 国の行政支出総点検

会議、いわゆる無駄ゼロ会議でございますが、

行政支出の無駄の根絶を図ることを目的に、公

益法人への支出とか特別会計の支出などについ

て、集中的な審議が行われることとなっており

ます。私はこの会議において、地方の行政の責

任者として、あるいは宮崎を初めとした地方の

代弁者として、また生活者目線に立って、国の

支出のあり方に意見を申し上げていきたいと考

えております。行財政改革につきましては、本

県では昨年６月に策定いたしました大綱2007に

基づきまして、義務的経費を含むすべての歳出

の徹底した見直しや、公社等の改革などに鋭意

取り組んでいるところであります。しかしなが

ら、厳しさを増す本県の財政状況を考えます

と、引き続き徹底した取り組みを行う必要があ

りますので、この会議を通して得られる改革の

視点や手法といったものを、今後の一連の改革

に生かしてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 ぜひそのような取り組みをし

ていただきたいと思っております。

それでは、この無駄ゼロ会議は、平成21年度

予算への意見反映をさせるために、ことし12月

上旬をめどに指摘事項をまとめる予定になって

おるようです。今後、集中審議のために知事の

上京機会もふえるようです。ちなみに、次回の

ワーキングチームの会議は９月29日月曜日に
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入っています。この日は常任委員会が開会され

る日と重なっておるわけなんですが、知事は議

会会期中にもかかわらず上京され、このワーキ

ングチームの会議に参加されますか、お伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 議会の御理解がいた

だけるのであれば、参加をさせていただきたい

と思っております。

○図師博規議員 知事は、もちろん県内の公務

も多忙を極めていらっしゃいます。また、今回

のような県外で行われる公務も多数見受けられ

ますが、知事の中で、県内の公務と県外の公務

をどう優先していくのか、優先基準がどこにあ

るのかを教えてください。

○知事（東国原英夫君） 私は県知事でござい

まして、行政を預からせていただく立場なの

で、もちろん優先順位は県が優先です。県を初

めとする地方を変えなきゃいけないという視点

で、県外あるいは中央に物を申させていただい

ておりますので、そちらのほうも重要かと思い

ますが、優先順位としては県が上位です。

○図師博規議員 安心しました。それでは、知

事が臨まれる無駄ゼロ会議の内容も踏まえてで

ありますが、国はもちろん、県財政も無駄遣い

ゼロを目指すとともに、一層の事務事業の効率

化を図っていく必要があります。きのう丸山議

員も取り上げられましたが、国は平成13年にe-

Japan戦略を立ち上げ、電子政府の実現を推進し

ております。これに全国36の都道府県が呼応

し、本県も平成14年に電子県庁アクションプラ

ンを策定され、さらに平成19年には電子県庁推

進指針を策定されています。これにより、行政

サービスのスピード化、ペーパーレス化、行政

運営の高度化、効率化に取り組まれてきている

と思いますが、この電子県庁体制構築が現在ど

こまで進捗しているのか、その状況を知事にお

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 電子県庁の進捗状況

についてであります。本県は、国のe-Japan戦略

に掲げられた「電子政府の実現」に歩調を合わ

せて、平成14年度に「宮崎県電子県庁アクショ

ンプラン」というのを策定させていただいてお

りまして、宮崎情報ハイウェイ21等の情報通信

基盤や、電子入札システム等の各種情報システ

ムの整備を進めてきたところであり、基盤整備

はおおむね完了したのではないかと考えており

ます。現在は、平成19年３月に策定した「宮崎

県電子県庁推進指針」に基づきまして、これま

での情報基盤の整備からその利活用に軸足を移

しまして、情報通信技術（ＩＴ）を活用した

「行政サービスの向上」、そしてまた「行政運

営の高度化・簡素効率化」を推進しているとこ

ろでございます。

○図師博規議員 強力に電子県庁化を推進され

ているという内容でしたが、この電子県庁体制

を構築する一つのシステムに、電子決裁や電子

供覧を可能とする総合文書管理システムという

ものがあります。このシステムの内容が近々見

直されるとも聞きます。今後、さらに事務処理

業務を効率化するため、このシステムをどう見

直しされようとしているのか、総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（山下健次君） 総合文書管理シス

テムにつきましては、文書の電子化による文書

管理の適正化、事務の効率化、情報の共有化、

省資源化を目的に、18年４月から運用を開始し

たところでございます。このシステムの導入

で、県庁内における文書の電子的な管理が可能

となったところでございます。しかしながら一

方で、電子決裁等のいわゆる電子的処理機能に
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つきましては、国、市町村、県民等からの文書

の大半が依然として紙で寄せられるということ

で、一般的な文書の電子化が進展していないと

いうことや、許認可事務など多くの関係書類の

審査を必要といたしますので、電子決裁になじ

みにくい事務も多うございます。そういったこ

とから、利用率は非常に低調に推移しておりま

して、必ずしも事務の効率化あるいは省資源化

にはつながっていない実態がございます。それ

ともう一点は、このシステムは年間6,000万円を

超える多額の運用コストを要しております。県

の財政状況が逼迫する中で、費用対効果の観点

も踏まえまして、今回電子決裁機能等を廃止し

て、文書管理機能に特化した効率的なシステム

へ見直すこととしたところでございます。

○図師博規議員 今の御答弁ですが、起案書ご

とに知事を初め各関係部課長の決裁印を持って

回る手間を簡素化し、スピード化し、ペーパー

レス化する電子決裁等のシステムの利用率が低

いために、廃止を含めた見直しをするという御

答弁でした。この電子決裁、電子供覧のシステ

ムを他県はどの程度利用しているのかを調べて

みますと、大阪府は電子決裁率100％です。鳥取

県も100％です。沖縄県は90％を超えています。

本県は低調であったがゆえにというお話です

が、電子決裁率は、一体何％ぐらいだったんで

すか。総務部長、お願いします。

○総務部長（山下健次君） 電子決裁率でござ

います。これはもちろん本県のまとめ方という

ことでお答えいたしますが、平成18年度が18.9

％、平成19年度が12.7％、20年度は７月末時点

でございますけれども、8.7％ということでござ

います。

○図師博規議員 知事は最初の御答弁で、この

電子県庁化を強力に進めていくという内容の御

答弁をされましたが、実態は、その電子県庁化

を図る一つの指標にすぎませんが、その決裁率

は非常に低いと。何で大阪や鳥取にできて、本

県にできないのでしょうか。なぜこんなに電子

決裁率に開きがあるのか。その原因はどこにあ

るとお考えですか。総務部長、お願いします。

○総務部長（山下健次君） 先ほど「本県のま

とめ方で」というふうにお答えいたしましたけ

れども、基本的に、この電子決裁率につきまし

ては、全国統一の算出基準がございません。各

県独自の考え方で算出しているところでありま

す。都道府県ごとの電子決裁率に大きな乖離が

発生しておりますけれども、先ほど御指摘の電

子決裁率が100％の県におきましても、決裁に必

要となる添付文書は別に紙で回覧をされており

ます。したがいまして、それを100％と称するの

かどうか、当然、紙決裁と変わらないものが多

数含まれており、必ずしも事務の効率化にはつ

ながっていないということで考えております。

○図師博規議員 大阪や鳥取の算定基準が本県

とは違うというような御答弁でした。それで

は、知事の事務処理業務のうち、実際、何件ぐ

らい、何％ぐらいこの電子決裁で処理されてい

るのでしょうか、お願いいたします。

○知事（東国原英夫君） ざっくりですが、９

割ぐらいは文書です。９割ぐらいと思います。

体感ですけれども。

○図師博規議員 ９割文書ということは、１割

未満しか電子決裁はされていないということで

すね。ＩＴには非常に聡明な知事だと思ってお

りますが、なぜ、この事務処理に効率化が明ら

かな電子決裁というシステムを活用することを

推進されていないのでしょうか、知事。

○知事（東国原英夫君） 先ほど総務部長から

も答弁がありましたように、文書決裁に必要と
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なる添付文書とか証拠となる書類等々が書類で

来ますものですから、結果、書類で決裁という

ことになろうかなと。結果的にはそうなってい

るということでございます。

○図師博規議員 利用率が上がらないというの

は、やはり知事を初め、職員の方々のモチベー

ションが上がっていないと私は思うんですね。

それに取り組む意識をもっと変えていく必要が

あるんですが、既にそれを中止されるような方

向性が出ているということです。それでは、今

まで、この電子県庁化の一つである総合文書管

理システムのシステム開発に要した費用、そし

て、そのメンテナンス費用等は、開発してから

現在まで、どれくらいの費用を注入されている

のか教えてください。総務部長。

○総務部長（山下健次君） 開発費でございま

すけれども、平成14年度から17年度にかけて４

年間で約8,800万円、運用費につきましては、各

年ばらつきがございますけれども、17年度が

約2,400万、18年度が約7,400万、19年度が

約6,900万円ということで、総費用、これは開発

と運用費を含めまして、約２億5,500万円となっ

ておるところでございます。

○図師博規議員 ２億5,500万もの費用をかけた

システムですよ。それを十分活用しないまま利

用を廃止する、停止する。これこそ無駄遣い

じゃないんですかね。システムの維持管理が高

額だからと言われますが、そんなことは事業開

始当初からわかっていたことです。開始２年足

らずで中止することになるというのは、当初の

見通しが甘かったという以外にありません。ま

た、費用対効果と言われますが、電子決裁率を

上げることなく、システム活用が不十分のま

ま、県民サービスの提供がどれだけスピーディ

ーになったのか、また、それによって人員がど

れほど削減できたのかという、いわゆるそこま

でやった上で費用対効果というものをはかるべ

きでありますが、途中でやめたのでは、その費

用対効果すらはかることができません。このま

ま税金を無駄に捨てるということになってしま

いませんかね。知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 総合文書管理システ

ムにつきましては、運用コストが年間6,000万円

強と極めて高額であるにもかかわらず、それに

見合うだけの効果が得られていないというのが

現状でございまして、現行システムを継続した

場合、今後５年間で３億円を超える経費が必要

になるとともに、文書管理に特化した効率的シ

ステムに見直せば大幅な経費の削減が可能とな

るため、無駄遣いを削減する趣旨からも、今

後、見直しを行っていきたいと考えておりま

す。

○図師博規議員 本県のように、電子県庁化の

一部の利用が進まないシステムがあるからと

いって、国が提唱しているe-Japan戦略すべてが

間違いだったとは言いませんが、この総合文書

管理システムが、現場が取り組んだにもかかわ

らず、うまく使えなかったというのは、本県が

証明したようなものです。さらに、この電子県

庁化に伴うシステム開発やメンテナンス費用

は、ほとんどが県単独の費用なんです。今まさ

に知事は、国の無駄ゼロ委員なわけですから

―国の方針で都道府県が右往左往したり、都

道府県の税金が無駄に使われることが繰り返さ

れてはいけないんです。このような現場のひず

み、ほころびを、ぜひ委員会の中で大きな声で

取り上げていただきたいと思っております。こ

の件についての答弁は求めませんが、我々行政

の経費はすべて県民、国民の経費で賄われてお

ります。今後も、無駄をなくす視点というのを
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忘れることなく、行政執行に取り組んでいただ

きたい。我々愛みやざきも、県民目線で改革を

推進していくという意見を付させていただきま

して、我々の代表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。

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

す。

次の本会議は、22日午前10時開会、きょうに

引き続いて代表質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時29分散会


