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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員44名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、きのうに引き続き一般質問で

あります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。通告に従い一般質問をいたしま

す。知事初め答弁をお願いいたします。

今月５日、食品会社「三笠フーズ」が事故

米、汚染米を違法に食用に転売していた事件が

発覚しました。その後、接着剤製造販売会社

「浅井」、肥料製造会社「太田産業」からも違

法流通していたことが明らかになりました。

「レイプするぐらい元気なほうがいい」「消費

者はやかましい」などと、とんでもない発言で

有名な太田農林水産大臣は、これまた事故米に

ついて、「人体に影響がないことは自信を持っ

て申し上げる。だから余りじたばた騒いでいな

い」などと発言し、多くの非難を受け、やるべ

きことをやらぬまま、時間とともにじたばたと

引責辞任をしてしまいました。農水省は、食の

安心・安全についても、この問題の重大さも認

識していません。激しい怒りを感じます。事故

米、汚染米から発がん性のカビ毒アフラトキシ

ンが検出されていることを、農水省の担当者は

伝えています。そのアフラトキシンが、ダイオ

キシンの10倍以上の毒性を持ち、史上最強の天

然発がん性物質だとの報道に、消費者が不安に

なるのは当然のことです。しかも、アフラトキ

シンは耐熱性で、250度以上で加熱しないと分解

せず、米を洗浄したぐらいでは毒性がなくなら

ないと聞くに及び、不安は加速します。ま

た、25都府県において学校の給食に使われ、介

護福祉施設等にも販売されていたとの報道は、

まさに今回の事故米の問題が、国が絡んだ犯罪

であることを伝えています。福田政権のたった

一つのポイントになるはずだった消費者庁構想

なるものが、いかに薄っぺらなものであるかを

露呈しています。そこで、我が県では事故米に

ついてどのような対応がなされたのか、お尋ね

をいたします。

また、消費者への不安解消と情報提供はどの

ように取り組まれたのか、お尋ねをいたしま

す。

三笠フーズへ捜査が入ったニュースもありま

すが、本県警察としての対応についてもお聞か

せください。

次に、行政改革の一環として、職員宿舎のあ

り方についてお尋ねをいたします。

現在の入居状況と入居率についてお伺いをい

たします。

以下は質問者席で質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

事故米についてであります。今回の事故米問

題は、消費者の安全・安心に対する信頼を大き

く損なうものであり、県といたしましては、庁

内の関係部局で構成する「宮崎県食の安全・安

心対策会議」において情報を共有し、九州農政

局宮崎農政事務所とも連携をとりながら、迅速

に対応してきたところでございます。まず、県

内の流通状況等でありますが、食品衛生法に基

づいて、最終販売先までのすべての調査を終了

し、残っていた事故米が混入した製粉について
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は、すべて回収されたことを確認しておりま

す。また、製造された菓子等についてもすべて

自主廃棄されており、現在、県内では全く流通

販売されておりません。次に、流通状況の調査

を行う中で発覚しました事故米の産地偽装に関

するＪＡＳ法違反の案件に対しましては、宮崎

農政事務所と情報を共有しながら行政指導を

行ったところであります。さらに県では、今回

の事故米関連事業者が一時的な売り上げ減少へ

の対策をとれるよう、金融支援措置として「経

済変動・災害対策貸付」の融資対象としたとこ

ろであります。今後、このようなことが二度と

発生しないよう、国に対して再発防止策等を強

く要望するとともに、引き続き、県民の食に対

する安全・安心の確保に努めてまいりたいと考

えております。

次に、消費者への対応についてであります。

今回の事故米問題では、先ほど申し上げました

ように、現在、県内では全く流通販売されてお

りませんが、関係機関で情報の共有化を図りな

がら、消費生活センターなどに寄せられた消費

者からの問い合わせに対し、適切な情報の提供

や助言に努め、的確に対応してきたところであ

ります。今回の問題は、食の安全や安心に対す

る信頼を大きく揺るがすものでありますので、

県といたしましては、引き続き、消費者の視点

に立った情報提供により、安心できる消費生活

の確保に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県内の職員宿舎の入居状況等についてでござ

います。本年の８月現在で、世帯用の宿舎で

は、管理戸数411戸のうち入居戸数が314戸とい

うことで、入居率は76.4％となっております。

また、同じくことし８月現在で、単身及び独身

者用の宿舎では、管理戸数217戸のうち入居戸数

が155戸、入居率は71.4％となっております。以

上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

今回の事案は、農薬汚染等のために非食用と

された米、つまり事故米が、食用米として不正

に転売をされて、その一部が幾つかの経路を経

て宮崎県内にも流通し、多数の菓子製造業者等

に販売され、消費されていた事案であるという

ふうに承知いたしております。本件事案に関す

る警察の対応につきましては、昨日、報道等に

もございましたけれども、大阪、福岡及び熊本

の各府県警察が、いわば事故米供給の大もとで

あります三笠フーズ等に対し、食品衛生法、不

正競争防止法違反での捜索を行うなど、所要の

捜査を進めているものと承知をいたしておりま

す。本県警察といたしましては、県民の食の安

全と健康にかかわる事柄でありますので、当

然、必要な情報収集を行っているところでござ

います。今後、国や県等の関係機関・団体とも

緊密に連携をしながら、事実関係の把握に努

め、その中で刑罰法令に違反し厳正に対処すべ

き行為が認められ―関係警察が既に流通の大

もとから動いている中ではございますけれども

―本県警察として対応すべき事案となれば、

法と証拠に基づいて適切に対応してまいりた

い、このように考えております。以上です。

〔降壇〕

○井上紀代子議員 答弁ありがとうございまし

た。食の安全・安心と犯罪とはちょっと違うん

ですよね。そこを混同してはいけないというふ

うに、私自身思っています。そういう意味で

は、今回、いろいろなテレビの報道がありまし
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たけれども、どうも宮崎のメッセージというの

は―さきに宮崎が66件あるとかいろんな報道

がされた割には、県からの消費者に対する情報

の提供というのは、ちょっと薄かったのではな

いかなというふうに思っています。もっと的確

・適正な報道をされるとよかったかなというふ

うに思っています。実は、お菓子屋の皆さんか

ら、ちょっと何件か、今回の問題について非常

に農水省に怒りを感じるということで、ファク

スとお電話をいただきました。実際に、昨日、

「現在、取引先様から早速のキャンセルも来て

いる状況です」というファクスとかをいただ

き、そして、農水省と自分たちとが確認書を交

わした内容についても、ファクスとかお電話と

かをいただきました。こういう方と犯罪とを分

けるということの必要性というのを、農水省は

きちんとされていなかったということで、一律

報道されてしまったわけなんですね。それで今

回、私が聞いたときには、最初は「自主回収

を」というのを知事がメッセージされて、その

次は「支援をします」ということだったんです

が、知事は今回、事故米にかかわった業者を被

害者として支援を打ち出すという判断をされて

いるんですけれども、その経過についてぜひ教

えていただきたいと思います。

また、先ほどありましたが、地方自治体にお

いては消費者行政予算が削られておりまして、

消費生活センターや消費生活相談員などの地方

消費者行政の体制が本当に不十分になりつつあ

ります。ですから、本当に住民のニーズにこた

えられる状況になるのかどうかというのは、本

当に不安なんですね。また、今回の農水省の措

置が地域に与えた影響というのは本当に大き

かったと思います。消費者に大変大きな混乱を

巻き起こしたと同時に、産業界に与えた影響と

いうのも大変大きかったというふうに思います

が、九州知事会等は農水省に抗議などされない

のかどうか、そのことも含めて知事にお尋ねし

ておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回、農林水産省に

より公表された菓子製造販売業者の方々は、事

故米であることを知らずに購入して加工販売さ

れたものでありまして、実名の公表により経営

に影響が出ていることを考えますと、最大の被

害者は消費者でありますが、公表された事業者

の方々も同様に、今回の不正規流通問題の被害

者であるとの趣旨で発言したものであります。

消費生活センター等々の相談員の不備という御

指摘がございましたが、それは、こちらとして

も、さらに検討して対処・対応してまいりたい

と考えております。国に対しての抗議、クレー

ムといいましょうか、そういったもの、また、

三笠フーズの捜査が入りますけれども、これは

不正競争防止法違反と、恐らく食品衛生法だと

思うんですけれども、そういった捜査の状況も

踏まえながら、今後、対応を考えてまいりたい

と考えております。

○井上紀代子議員 こういう問題のときの公表

の仕方というのは非常に微妙ですので、本来は

きちんとした公表の仕方をしないといけないん

ですね。農水省は今回、名前だけをばんと公表

するというようなことをしました。実際、どん

なことにどんなふうに使って、何キロ自分のと

ころで購入したのかという細かい情報提供をき

ちんとすべきで、そのことが大変重要だったと

いうふうに思います。これからの消費者行政に

ついては、もっときめ細かな行政が望まれます

ので、県としても、その対応をよろしくお願い

しておきたいと思います。

次に、職員宿舎の入居率のことなんですが、
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総務政策常任委員会の調査の印象では、もっと

低いというふうに私自身は感じています。職員

宿舎については、職員のニーズに合っているの

か見直すことも含めて、県の財産として十分な

活用がされるよう検討すべきと考えますが、総

務部長にお尋ねをいたします。

○総務部長（山下健次君） 確かに、宿舎によ

りましては、入居率が50％、あるいは25％とか

いうのもございます。先ほど壇上で申し上げま

した数字は、全体押しなべての数字でございま

して、中には利用率も非常に低いものがあると

いうのは確かでございます。そういった中で職

員宿舎につきましては、基本的に転居を伴う異

動の円滑化あるいは災害時等の危機管理への対

応、福利厚生、こういった観点から、必要な施

設として―これは平成19年度に改定しており

ますが、管理計画を立てております。そこで維

持管理を行ってきておるところでございます

が、この計画では、「厳しい財政状況の中、建

てかえが必要となったものを除き、今後、職員

宿舎の新規建設は行わない。今後も利活用を継

続する職員宿舎については、建物の保全、設備

の更新等を実施しながら住環境の維持を図る。

建物の老朽化が進み、入居者の増加が見込めな

い宿舎は廃止を検討していく」、こういったこ

とを基本方針に立てておるところでございま

す。また、現実的対応としまして、入居率の低

い世帯用の宿舎を有効に活用するために、単身

者あるいは独身者でも入居できるようにするな

ど、条件を緩和いたしまして入居率の向上を

図っていきたいということで考えております。

今後とも、入居状況あるいは地域的な事情等を

考慮しながら、適正な管理に努めてまいりたい

と存じます。

○井上紀代子議員 今のことにつきましては、

また委員会等で議論させていただきたいと思い

ます。

次に、ＤＶ対策についてお尋ねをいたしま

す。

ちょっとここで聞くのが適切かどうかわから

ないところもあるんですが、知事の６月議会で

の教育論議は興味の持てるものでした。その折

の知事の答弁、また、ブログにおいて「愛のム

チ条例」「愛のゲンコツ条例」について考えを

述べられていますが、この条例の知事の真意と

いうのをお聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 「愛のムチ」「愛の

ゲンコツ」という表現は、大人が子供たちと真

正面から向き合い、毅然たる態度で愛情と厳し

さを持って対応しなければならないという思い

を込めたものでありまして、暴力を容認するも

のではありません。私の発言に対しましては、

多くの方々から賛否両論、御意見をいただきま

したが、改めて私は、大人は子供たち一人一人

を尊重しながら、「すべての大人はすべての子

供の教師たれ」という自覚と責任を持って教育

していかなければならないと考えているところ

でございます。

○井上紀代子議員 私自身もちょっと曲解して

考えた部分もあったんですけれども、非常に誤

解を生みやすい内容であったのではないか、表

現が余り適切ではなかったのではないかという

ふうに思っています。私も２人育てております

が、手を上げるということ、親が子供に対して

手を上げるというときのそれは、どういう場合

が適切なのかと言われると、非常に難しい。知

事にも息子さんたちがいらっしゃると聞いてお

りますが、その経験がおありかどうかはわかり

ませんが、愛情があるから、愛があるから手を

上げていいということにはなかなかならない。
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上から目線で何かを押しつけるということがい

いというふうにはなかなか言えないのではない

かと、ちょっと思ってしまうところはありま

す。ですから、萩原議員とされた議論の中身と

いうのは、もっと議員の違う思いだったと思う

んですね。だから、そこがしっかりと伝わって

いくようにされたほうがいいのではないかとい

うふうに、実は議論を聞きながら思った次第で

した。

次に、ＤＶ防止法改正で、市町村におけるＤ

Ｖ被害者自立支援が明記されましたが、まず、

ＤＶ対策基本計画の県及び市町村の策定状況に

ついて、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県におきまし

ては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律」、いわゆるＤＶ防止法に基

づき、ＤＶ対策宮崎県基本計画を策定しており

ます。現計画は、計画期間が平成18年度から平

成20年度までとなっていることから、今年度、

改定を行うことにしているところであります。

市町村につきましては、努力義務ということ

で、基本計画を策定しているところはありませ

んが、住民に最も身近な市町村の取り組みが重

要であることから、相談機能の充実など、ＤＶ

対策の取り組みを促進してまいりたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 それから次に、ＤＶ被害者

自立支援のためのＤＶ対応マニュアルの作成は

どのような状況か、重ねてお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ＤＶ被害者の

相談や支援に当たりましては、県の女性相談所

はもとより、身近な相談窓口である市町村な

ど、さまざまな機関が関係してまいります。こ

れらの関係機関の職員が相談対応や支援を行う

際には、ＤＶの特性や対応方法を理解するとと

もに、関係機関との連携等にも留意しながら、

さまざまな不安を抱えておられるＤＶ被害者の

方々が安心して相談いただけるよう配慮するこ

とが求められております。このため県におきま

しては、ＤＶ被害者からの相談に対し、関係機

関が共通の認識と理解に立ち適切に対応できる

よう、今年度、ＤＶ相談対応マニュアルを作成

することとしております。今後は、マニュアル

を活用しながら、市町村や関係機関等と連携し

て、ＤＶ対策を図ってまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 ＤＶ相談対応マニュアルに

は、市町村において、相談と各種手続がワンス

トップで行われることが必要だと考えておりま

すので、早急に確実に実施されることを望みた

いと思います。

次に、地元紙にデートＤＶに関する特集が掲

載され、私は非常にうれしく思いながら読みま

した。実はデートＤＶは、デートする関係にあ

るところで発生するわけです。だから、年齢に

ついて制限があるわけではありません。年齢問

わず発生します。ですから、学校においても、

きちんと認識すべきだと私は思っています。実

態の調査等をされたことはないと思いますが、

デートＤＶ防止プログラム、いわゆる非暴力プ

ログラムを学校現場のカリキュラムに導入する

ことはできないのか、教育長にお尋ねをいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 今、井上議員がおっ

しゃいましたプログラムの件につきましては、

ちょっと私も専門的なことはよくわかりません

けれども、お答えさせていただきますと、いわ

ゆるデートＤＶというのは、交際相手からの肉

体的あるいは精神的な暴力でありまして、この
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ような男女の対等な関係が築かれていない状況

というのは、人権尊重の観点から決して許され

るべきものではない、このように考えておると

ころであります。各学校におきましては、小中

学校の道徳の時間における男女の理解と協力に

関する学習ですとか、高等学校の家庭科の授業

における家族関係のあり方についての学習な

ど、すべての教育活動を通して、互いに尊重し

助け合うことのできる男女平等の意識の確立に

努めますとともに、カウンセラーや相談員によ

る相談体制の充実を図っているところでありま

す。また、これ以外にも、県教育委員会におき

ましては、「ふれあいコール」ですとか「子ど

も専用電話」を設置しまして、児童生徒の悩み

相談に当たっているところであります。それか

ら、男女共同参画センターがございますけれど

も、こういった関係機関との連携を図りなが

ら、男女が互いの人格を尊重し合い、ともに生

きる社会の実現に向けた、人権教育の推進に努

めているところであります。なお、男女共同参

画センターのほうから講師等を高等学校等に派

遣いただきまして、人権教育、ドメスティック

バイオレンスを含めて、しっかりと取り組んで

いるという状況でございます。

○井上紀代子議員 やっぱり、学んで初めてＤ

Ｖと気づくということだと思うんですね。先ほ

ど教育長からも言われましたように、もっと民

間のノウハウを持った方々を受け入れて、学校

教育の場でも、人間関係のあり方について学び

合うことが必要だというふうに思っています。

ＤＶ問題は非常に理解されにくいと思われてい

ます。ＤＶ被害者自身が、「愛されているのだ

から」とか、「私が悪いのだから」と思い込ん

でいる。また、「２人で話せばわかるっちゃ

が。努力が足りんちゃないと」と、周りから必

ず言われてしまうということが多々あるわけで

すね。ですから、このＤＶ問題を啓発するため

に、例えばテレビコマーシャル等を活用された

らどうかなというふうに思います。このＤＶ防

止法で、今回、国も細かな当事者側に立った対

応を必ずするということを強く強くメッセージ

をされています。もしよろしければというお話

ですが、私は、知事が出演されて直接、県民に

お話をしていただくと、注目度がもっと上がる

のではないかというふうに思っております。こ

のＤＶ防止の啓発についてお尋ねをいたしま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） ＤＶのない社

会を実現するためには、御質問にありましたよ

うに、ＤＶに対する正しい理解を深め、ＤＶは

重大な人権侵害であり、決して許されないとい

う社会的な機運を醸成することが一番大事だと

考えております。県としましては、県の男女共

同参画センターにおいて、ＤＶ防止講座を開催

するほか、毎年11月12日から25日までの「女性

に対する暴力をなくす運動」の期間を中心にし

まして、新聞あるいはラジオによる広報やパネ

ル展の開催など、重点的な啓発活動を行うこと

により、ＤＶ防止を訴えているところでありま

す。今後とも、関係部局との連携を図りまし

て、県政テレビ番組なども活用しながら、より

効果的な広報啓発活動に取り組んでまいりたい

と考えておるところであります。以上です。

○井上紀代子議員 十分な対応をよろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、自殺対策について知事にお伺いをいた

します。

今議会でも、多数の議員が問題視しており、

提言をされています。私の立場からも、自殺減

少へ向けての具体的な対策と決意について、知
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事のほうから述べていただきたいというふうに

思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の自殺死亡率は

全国２位となっており、自殺対策の推進は喫緊

の課題であると認識しております。このため、

昨年11月には、庁内に私を本部長とする自殺対

策推進本部を設置するとともに、ことし６月に

は、関係機関・団体で構成する自殺対策推進協

議会が発足し、官民一体で取り組む体制が整っ

たところでございます。また今後、自殺対策を

進める上での数値目標につきましては、本県の

高い自殺死亡率を考慮し、平成28年までに平

成17年の自殺死亡率を25％減少させることと

し、国の20％削減よりも高いレベルに設定して

いるところでございます。現在、県では、「自

殺ゼロ」プロジェクト推進事業の中で、行動計

画の策定や普及啓発、人材育成を図るほか、私

みずからもテレビＣＭに出演し、県民の皆様に

命の大切さを訴えるなど、積極的に取り組んで

いるところでございます。自殺対策は、長期の

期間が必要であると言われておりますが、今後

とも一人でも多くのとうとい命が救われるよ

う、県民総力戦で取り組んでいこうと考えてお

ります。

○井上紀代子議員 ぜひ多くのメッセージをし

て、命の大切さを訴えていただきたい。そして

また、私どもも引きとめる力を持っていきたい

というふうに思っています。実際、25％減少さ

せるということは、なかなか並大抵のことでは

ないわけですが、自殺実態白書によれば―こ

れは議会でどなたかもたくさんおっしゃってお

りますので、おわかりいただけると思いますが

―自殺の10大危機要因が連鎖しながら自殺の

危機経路を形成すると分析をされています。危

機連鎖度が最も高いのは、うつ病から自殺とい

う経路が一番高いというふうに言われていま

す。また、うつ病対策について、だからこそ急

務だというふうに言われているわけです。うつ

病について書かれたものを読んでみますと、だ

れでもかかる可能性があることを指摘されてい

ます。まさに精神科医療体制の充実が望まれて

いますし、まずは身近な精神保健福祉士の人材

確保が本当に急務だというふうに思います。い

ろんなところに精神保健福祉士の資格を持って

いらっしゃる方がいるということが大変必要だ

と思いますが、この人材確保について福祉保健

部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 精神保健福祉

士は、平成10年からスタートした国家資格であ

ります。平成20年５月末現在で、本県には449名

の方が資格を持っておられるということで、そ

の約半数が精神科病院とか地域生活支援センタ

ーに勤務され、精神障がい者のソーシャルワー

カーとして、障がい者の社会復帰や日常生活、

社会生活での幅広い相談、助言指導を行ってお

り、自殺対策においても、その果たす役割は大

変重要であると認識しております。県としまし

ては、現在、県の精神保健福祉士会には、専門

的な立場から御意見をいただくために、自殺対

策推進協議会のメンバーとして参加をいただい

ているところでありまして、今後もさらに、こ

の連携を深めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 実は、その推進協議会に作

成していただいております「心の電話帳」、こ

れは、本当にいろんなところに、こんなふうに

アクセスすれば、あなたのことを必ず受けとめ

ますよという、そういう電話帳なんですね。こ

れは本当にみんなが手元に持っているものなの

かどうか、届いているものなのかどうかという

ことが実は心配なんですね。このどこかにアク
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セスすれば、自分の気持ちというのを聞いてい

ただけたり、踏みとどまることができたりとい

うことがあると思うんですね。宮原議員からも

出ておりましたが、24時間対応の電話相談とい

うのも確かに必要だと思います。そして、朝方

５時ぐらいが死にたくなる時間みたいなことを

書いてあるデータもあるわけですね。結局、夜

どんどん暗くなって１人になっていく、その時

間帯に死にたくなってしまうということが起こ

るということだと思うんですね。そのときに、

だれかがいるといいということだと思うんです

よ。この「心の電話帳」がみんなのところに届

いて、もっと言えば、本来はワンストップでと

いうか、一本でいいと思うんですよ。それがど

こか、空き電話のところにつながっていくとい

う体制がとれればもっといいのかなというふう

に思います。

この中には、ＤＶの相談から、いろんな子育

て相談全部、ありとあらゆる相談がここででき

るというふうにメッセージをされていますの

で、本来はこれが１冊あると、１つあると、

メッセージは、自分の思いというのはだれかに

伝わっていく、つながっていける、命をつない

でいけるというふうに思います。ですから、こ

れがもっともっといろんな形でつながっていっ

て伝わっていくといいな、これが届くといいな

というふうに思います。あることよりも、届く

ことのほうが重要かなというふうに思いますの

で、これからもまた、この対策についてよろし

くお願いしておきたいというふうに思います。

続けて、私の中で非常にこだわりがあると

いったらこだわるんですが、こころの医療セン

ターの問題について質問をさせていただきたい

と思います。

実は、うつ病にしても、いろんな自殺対策に

しても、どこかでだれかに話すということは非

常に大切で、精神科のお医者さんにかかるとい

うことも一つの大きな力になるわけですね。ど

こかで踏みとどまっていくときの一番のポイン

トになるわけです。ですから、こころの医療セ

ンターの完成というのは、本当に望まれていま

す。望まれているがゆえに、こころの医療セン

ターがどんなふうに立ち上がっていくのかとい

うことは注目をしていきたいというふうに思い

ます。何度も申し上げて恐縮ですが、こころの

医療センターの医師の確保は本当に大丈夫なん

でしょうか。そのことについて、まずお伺いし

ておきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） こころの医療セ

ンター―これは仮称でございますけれども

―の医師の確保につきましては、県立富養園

と同様に、宮崎大学の医局から派遣をしていた

だけるようにお願いいたしております。また、

児童思春期の医師につきましては、専門医が全

国的に極めて少ないという、大変厳しい状況に

ございますけれども、オープンまでには確保で

きるように、最大限努力をしているところでご

ざいます。

○井上紀代子議員 今議会でも大変問題になっ

ておりますが、医師の確保というのは、そんな

に簡単にはいかないんですね。私も、もしかし

たらこの方がセンター長になられるのではない

だろうかと思っていた方が、実は開業されると

いうようなニュースを聞いて、実際、その病院

建設のところに行ってみますと、胸が痛むわけ

ですね。だから実際に、本当にあとちょっと、

あと６カ月、半年ほどですので、その間にどれ

ほどの努力ができるのかというのは、大変責め

るようでお気の毒なんですが、ぜひ最大限の努

力を……。そして、ここがいかにみんなから待
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たれているかということはわかっていらっしゃ

ると思いますので、医師確保について、知事を

先頭に頑張っていただきたいというふうに思っ

ています。

次に、実は昨年の８月ごろに、増加する虐待

の被害や不登校など子供の心を取り巻く問題が

深刻化していることを受け、厚労省は、19日ま

でに乳幼児期から青年期までの心を専門的にケ

アする外来や病棟を備えた「子どもの心の診療

拠点病院」を全都道府県に整備するという方針

を固めたというニュースがありました。このニ

ュースはとてもいいニュースだと思いますし、

本当に必要なことですので、このことについて

は全面的に支持をしているわけですが、だった

ら、このこころの医療センターというのが子供

の心の診療拠点になり得るのかというのが、

ちょっと心配なわけです。現実にそれに対応で

きるものかどうか、そのことについてお尋ねし

ておきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 今、議員御指摘

のこころの医療センターの関係で、子供の心の

診療拠点たり得るかというお話でございまし

た。御案内のとおり、実は昨年度にそういう厚

労省の方針が示されまして、今年度から３カ年

にかけてモデル事業をやって、11年度から各県

１施設というようなお話を伺っておるところで

ございます。そういう状況にございますけれど

も、今進めておりますこころの医療センター

―仮称でございますけれども―が中核病院

としての機能を発揮するためには、やはり関係

機関との役割分担、連携が必要であるというふ

うに考えております。こういうことから、この

児童思春期につきましても、国の「子どもの心

の診療拠点病院」の考えにありますような病院

の治療だけでなく、保健あるいは福祉などの関

係機関と積極的に連携・協力をする体制づくり

に努めていきたいというふうに考えておりま

す。

○井上紀代子議員 私は前回、質問に立ちまし

たときに、この問題を病院局のほうと議論させ

ていただきました。実は、成人の方と子供たち

とは、同じフロアで、ちょっとした間仕切りだ

けで一緒にいるというような状態なんですね。

ですから、心の診療拠点に本来なり得るのかど

うかというのは、これは非常に心配でしようが

ないと言わざるを得ないというふうに思いま

す。現在、そのことを急に変更してくださいと

言っても、今の体制でできるかどうかというの

は非常に心配しておりますが、このこころの医

療センターが持つ役割というものがいかに大き

いかということは、もっともっと認識をされ

て、スタッフの十分な確保も含めて、先ほど言

いましたＤＶの問題なり、それから自殺者の問

題なり、このこころの医療センターの持つ役割

というのは大きいと思いますので、十分な整備

ができるような体制をとっていただくように要

望しておきたいというふうに思います。これは

知事にも、深く心にとめておいていただきたい

というふうに思っております。

次に、定時制・通信制の問題について、教育

長にお尋ねをしておきたいと思います。

私の議員生活の中で、私自身が物すごく自分

自身のステータスとして考えているのが、林活

議連の役員をしているということと、定時制・

通信制振興会の役員をしているということで、

私の一番大きな、この18年たちました議員生活

の中で、本当に誇りとしているものは、この２

つなんです。ですから、選挙のときに何かを聞

かれたときに、肩書としては、私が一番大事に

している、この２つは必ず書かせていただくこ
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とにしております。現在、議長であります坂口

議長と私と田口議員は、この振興会の役員をさ

せていただいています。ですから、過去の質問

の中も、この定通制の問題というのはずっと取

り上げてきております。そしてまた、今度行わ

れます夢サポート事業の審査委員もさせていた

だくことにしております。この定時制・通信制

が持つ問題点というのを、もっともっと明らか

にしていく必要があるのではないかというふう

に思っておりますので、今回ちょっと項目が多

いんですが、質問させていただきたいと思いま

す。教育長は、この定時制・通信制の在籍者数

は何名と把握されていらっしゃいますでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） まず、定時制であり

ますけれども、県内には５つの高校に定時制を

設置いたしておりますが、その在籍者総数は全

学年合わせまして、今月現在でありますけれど

も、859名であります。それから、通信制課程で

ありますけれども、これは宮崎東高校と延岡青

朋高校の２校でありますが、ここの全体の在籍

数は、２校合わせまして3,314名でございます。

以上です。

○井上紀代子議員 県内で学んでいる子供た

ち、全日制に入学している子供たち、それから

定時制・通信制に学んでいる人たち、全部を合

わせますと、定通に学ぶ人たちというのは非常

な数になっているということは御理解いただけ

るというふうに思います。ですから、この問題

をきちんとするということは、教育の問題を大

きく語り議論する、非常に問題点としては重要

なものがあるというふうに思っておりますの

で、そこをぜひ認識していただきたいというふ

うに思っております。驚くべき数だというふう

に思います。

次に、定通希望者の全入のために、私は―

実際、この生徒たちがどんなふうに固まってい

るかというと、やはり県南西部に非常に固まっ

ていらっしゃるんですよね。ですから、そこに

通信制の高校というのを新設できないかなとい

うことを思っているわけですが、教育長の見解

をお尋ねしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申し上げまし

たように、県では５つの高校に定時制課程を設

置しております。本年度の入試倍率を見ます

と、宮崎東高校の定時制は1.48倍であります

が、県全体で見ますと、この定時制課程につき

ましては0.71倍という状況でございます。一方

で、通信制課程は、先ほど申し上げましたよう

に、宮崎東高校と延岡青朋高校の２校でありま

すが、入学希望者のほぼ全員が合格している状

況にございます。なお、宮崎東高校におきまし

ては、日南高校、それから都城泉ヶ丘高校、小

林高校をスクーリングの協力校としておりまし

て、生徒全員が希望する学校でスクーリングを

受けられるように、今年度から協力校のスクー

リング担当教員を２名ふやしました。それか

ら、宮崎東高校の来年度の募集定員を、これま

での300名から50名ふやしまして350名にすると

いうような対応をいたしたところでございま

す。今後とも、多様化する学びのニーズを的確

に把握しながら、定時制・通信制教育の充実に

取り組んでまいりたいと考えております。以上

であります。

○井上紀代子議員 教育長にちょっと確認をさ

せていただきたいんですが、ことしの４月から

全員入学ということができるようになったんで

すね。ことしからは全員、本当に入学している

んです。今後も、希望があれば通信制は全員入

学という姿勢は変わらないというふうに確認し
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てよろしいでしょうか。そこをお聞かせいただ

きたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） ただいま申し上げま

したように、特に希望者が殺到しておりました

のが宮崎東高校でありまして、従前は、定員300

名でありましたけれども、それ以上の生徒を受

け入れておったというのが実態でございます。

実態に合わせる形で、今回から募集人員を50名

ふやしまして350名ということにしたわけであり

まして、私どもとしては、確かに井上議員が、

先ほどの定通の振興の関係で役員をされておら

れるということは、存じ上げておりますけれど

も、あそこにいる子供たちというのは、不登校

経験者ですとか、いろんな社会的に問題・課題

を抱えた子供たちがたくさん学んでおりますの

で、我々はそういった需要に的確にこたえるよ

うに努力していきたい、このように考えており

ます。

○井上紀代子議員 教育長が、今の定通制の置

かれている状況というのをそういうふうに把握

していただいているということは、本当によ

かったというふうに私自身思います。今回、私

と髙橋透議員がこの定通の問題を一般質問の中

で取り上げています。そのことによって、教育

委員会のほうから、定通だとか通信制の学校に

対して調査を入れていただいたということを、

逆に御連絡をいただきました。そういう意味か

らいえば、改めてここにスポットライトを当て

ていただいて、もう一度、実態をきちんと把握

していただくということは大変重要だというふ

うに思いますので、今回本当にありがたかった

なというふうに思っているところです。

実は、定時制の併設校においても施設が十分

ではありません。現実には設備も十分ではない

んです。というのが、皆さん、スクーリングに

行かれるんですね。ことし、100人ぐらい入る大

型の講義堂というところで通信制の人たちがス

クーリングをするんですが、空調設備は全くな

いんです。昨年の夏は、余りの暑さのために講

義中に倒れた生徒が出たと。空調は、最も生徒

や職員から要望の高いもの―最も要望の高い

ものとして設備の要望があります。そして、例

えば通信制の子供たちも仲間意識を持って、だ

れかと会いたい、だれかと話したいというとき

に学校に行こうとすると、それはなかなか難し

いんですね。その子たち、その生徒さんたちが

集まる場所というのは確保されていないんで

す。そういう意味では、その場所が確保される

ということは本当に大事なことだというふうに

思います。

そして、併設校はなおさら、昼間の人がいる

わけですから、そんなに早く来ないでね、夜に

なってから来てねということになってしまうわ

けですよ。本来はインターネットをしたり、そ

のことで学び合ったり、図書を利用したりとか

いうことは必要なんですね。ところが、それは

できない環境にあるわけです。同じ宮崎県の生

徒でありながら、教育を受けようとする者であ

りながら、その格差があると。日本は、残念な

がら格差大国ワースト４の中に入ってしまった

んですから、こんなことがあっても、これは当

然じゃないかということかもしれませんが、こ

れはやっぱり許されるべきことではないという

ふうに思うんですね。学ぼうという姿勢がある

人たちをどう受け入れるかということは、とて

も大事なことだと思います。この施設につい

て、本当に十分と言えるのかどうか、教育長に

お尋ねしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） まず、定時制と全日

制の課程を置く高校といたしましては、宮崎工
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業高校と都城泉ヶ丘高校、富島高校の３校がご

ざいます。これらの学校におきましては、ほと

んど定時制専用の教室を持っておりますが、一

部併用している教室におきましても、定時制と

全日制では授業の時間帯が基本的には重ならな

いということから、教育活動はスムーズに展開

できているのではないかなというふうに思って

おります。また、定時制と通信制の課程を置く

高校といたしましては、宮崎東高校、延岡青朋

高校の２校がございますけれども、両校とも、

スクーリングの受講者が多いときでも、使用教

室の調整により、特に支障なく授業が実施でき

ているというようなことは聞いておりますが、

今、井上議員のほうから、そうではないんじゃ

ないかというような御指摘も賜ったところであ

りますので、学校のほうからさらによく実態を

聞いてみたいと思います。

それから、子供たちの居場所がないというお

話がありましたけれども、実は私も、教育長に

就任しまして宮崎東高校は２回、参りました。

プレハブ教室等も私のほうから見せていただき

ましたけれども、その中で―前の校長のとき

でしょうか―子供たちの、学校に来ても外で

弁当を食べたりとか、やっぱり非常に困ってい

る状況があるということで、宮崎東高校の場合

は当時の校長の発案でコミュニティールームと

いうのをつくったということであります。非常

に今、財政難の中でありますので、新たにどう

こうということはなかなか厳しいところがあり

ますけれども、そういう工夫一つで対応できる

部分があると思いますので、そういった学校現

場の意見をよく聞きながら、環境の整備充実に

努めてまいりたい、このように考えておりま

す。以上です。

○井上紀代子議員 私は振興会の役員であるが

ゆえに―ゆえにというか、だからこそでしょ

うか、ぐるぐるぐるぐる回るんですよね。それ

で、学校の中で直接先生たちとお話しすること

はなかったとしても、卒業式に紛れ込んでみた

りとか、そういうことをしながら、子供たちと

いうか生徒たちの様子というのを見せていただ

いたりしています。現実に非常に感動的な卒業

式とかをされるわけですよ。やっぱり、学びの

力というのは大きいなというふうに思うんです

ね。だけど、全日制の子供たちとこの生徒たち

とは非常に格差があるということについては、

施設面においても、いろんな学びの面のそうい

う設備も含めてですけれども、いろんな意味で

まだまだ格差があるということについてはおわ

かりいただいたというふうに思いますので、も

う一度精査していただきたい。実態に即した施

策でないと、具体策は出てこないと思うんです

よ。ですから、これは、教育長ももう一回、

回っていただきたい、実際に行って見ていただ

きたいというふうに思っています。

次に、通信制のレポート未提出者の対策につ

いて、どう対策をとられているのかお聞かせい

ただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 通信制教育におきま

しては、自宅で作成をいたしましたレポートの

添削指導が中心となります。レポートの未提出

者がいるわけでありますけれども、文書や電話

等で提出を促し、やむを得ない理由があるとき

には提出期限を猶予し、弾力的に運用している

ところであります。また、レポート作成が滞り

がちな生徒には、電話や電子メールによる指導

のほか、必要に応じて登校を促して学校で個別

指導を行うなど、きめ細かな対応に努めている

ところであります。

○井上紀代子議員 生徒数を減らすというか在
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籍年数を減らせば、生徒数はがくっと減るんで

すね。私はそういうことはやってはいけないと

いうふうに思います。そのことは深く心に受け

とめていただきたいというふうに思います。

かつて、通信制というところで学ぶ生徒たち

の多くは、成人した社会人であり、職業を持っ

た方たちでした。つまり、多くの人は、人格的

にも経済的にも自立した大人であったというふ

うに言えると思います。しかし、今は、通信制

で学ぶ生徒たちの多くは、年齢層が全日制と同

じで、無職の生徒たちです。生徒たちは成長期

であり、人格的にも経済的にもまだ自立できて

いないという状態であるということは否めない

というふうに思います。したがって、かつての

通信制の学習形態、学習システム並びに教育課

程では、現在の生徒たちの自立を支援するとい

う通信制教育の今日的な目標を達成できないと

言わざるを得ないというふうに思います。友人

とか仲間、社会との関係で、課題を共有して、

対話を深めて、新たな知識を得て、そして現実

を変革していく、実践をともに進める、また、

教育者もまた教育されるという共同学習のチャ

ンスをつくり上げていくということが急務であ

ると言わざるを得ないというふうに思います。

具体的には、今、通信制の生徒たちの実態を

考えると、レポートの添削と面接指導、いわゆ

るスクーリングという教師と生徒との関係だけ

で、自分を見詰め直すということしかないとい

うふうに思います。友人とか仲間とかの関係

で、もう一度自分を見直して、そして自分が自

立していく力を持つという学習形態の工夫が本

当に必要だというふうに思います。現場の先生

たちは、本当に工夫をされているというふうに

私は思っています。そういうことがあってこ

そ、本当にその人たちが自立をしていき、宮崎

県の生徒たちが本当にいい教育を受けたという

ことを実感していただけるのではないかなとい

うふうに思っているんです。

ここまでの私と教育長の議論をお聞きになっ

て、知事は、この通信制・定時制で学ぶ生徒た

ちに対してどのような感想を持たれたのか。そ

してまた、一度そういうところにお訪ねいただ

けないものか、そういうことも含めて知事にお

尋ねしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 定時制あるいは通信

制で学ぶ学生、生徒諸君は、それなりのさまざ

まな事情があるとはいえ、非常に高い志を持っ

て、学習意欲を持って学問に取り組んでいるも

のだと感じております。そういったもので、御

指摘のあったような設備的な問題、カリキュラ

ムの問題等は、今後また調査して検討しなけれ

ばいけないと考えております。いずれにしろ、

全日制と通信制あるいは定時制の格差といった

ものが是正されるように、行政的にも取り組ん

でいかなければいけないと考えております。

○井上紀代子議員 先ほど教育長からもありま

したとおり、定時制・通信制に集まっている人

たちは、15歳であったり、中学を卒業してすぐ

来られたり、全日制から編入、それから転入し

てこられる方たち、それからひきこもりの方た

ち、もっと言えば、ほかの子供さんたちもそこ

に集まっているんですね。ですから、その対応

というのは、本当にしっかりと教育現場で自立

へ向けて、そして、たった一人にしないという

ことを目標に、ここに手を差し伸べるというこ

とは大変重要だというふうに思っています。

最後になりまして時間がなくなったんです

が、私が物すごく心にずっとずっとこだわり続

けている青島の問題なんですが、実はこの橘ホ

テルの開発の関係で、先日、和多屋別荘の社長
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ともお会いいたしました。本当に情熱を感じ

て、意気に感ずるという思いで私も一緒にお話

をさせていただいたんです。ここでは、議員の

方たちもいろいろおっしゃったんですが、とに

かく県は何ができるのかということをお尋ねし

ておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 青島地域は、宮崎を

代表する観光地の一つであると認識しておりま

すし、その活性化を図ることは、宮崎観光の再

生にもつながると考えております。今般、宮崎

市が青島地域活性化基本計画を策定され、ま

た、市及び地元関係者の御努力により、旧橘ホ

テル再開発の受け皿企業が決定しましたこと

は、青島地域の再生に向けた取り組みがいよい

よ本格的に動き出すものと高く評価していると

ころであり、和多屋別荘の小原社長の御英断と

熱意に敬意を表するものでございます。昨日も

御質問がありましたが、企業立地としての助成

は非常に財政的にも厳しいものがあるかもしれ

ませんが、平成19年度が前年度比、観光客10万

人増というのを記録したようでございますの

で、今後とも、地元の方々と連携して、さらな

るＰＲや集客に取り組んでいきたいと思ってお

ります。今が青島地域活性化にとって重要な時

期だと考えておりますので、今後、市とも連携

して、基本計画の実現に向けて協力してまいり

たいと考えております。

○井上紀代子議員 最後に、ＪＲ日南線のこと

なんですけど、これは前回も言っておりますの

で、ぜひ、県南地域を含めて青島を突破口とし

て、県南地域の観光というものをもう一回活力

のあるものに、鹿児島を含めて、本当にいい地

域なので、そこを観光面で活性化させていきた

いというふうに思います。そのときに、このＪ

Ｒ日南線というのは、本当にいい線だと思うん

ですよ、私。だから、それをもっともっと観光

面で活用するべきだと思います。前回も申しま

したが、駅舎ももう一回つくりかえたらどうか

とか、そしてお金を投入するべきところは投入

しないといけないと思いますが、このＪＲ日南

線の問題を知事はどうされていくおつもりなの

か、お聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） ＪＲ日南線は、通勤

や通学等のために大切な公共交通機関であると

ともに、観光面においても、日南市の飫肥など

を経由する重要な鉄道であると認識しておりま

す。今回の青島地域の活性化に向けた取り組み

を契機とし、ＪＲ日南線を観光面で活用するた

めには、まずは沿線周辺の観光地の魅力を高め

て、交流人口の増加を図ることが重要であると

考えております。それに加えて、日南線を走る

列車や駅舎そのものに魅力を付加する取り組み

も効果的であると考えております。このため県

では、「ＪＲ日南線利用促進連絡協議会」や地

元の観光協会などが実施するイベント列車の運

行などの取り組みに支援を行うとともに、魅力

のある車両の導入をＪＲ九州に要望していると

ころであります。ＪＲ日南線の観光面での活用

については、例えば、駅名にちなんで幸せの鐘

が設置され、地元のボランティアグループが地

域おこしに活用している、えびの市の真幸駅の

ような事例もありますので、子供の国駅や青島

駅などの駅舎の活用も含め、まずは地元での議

論を深めていただければと思っております。

○井上紀代子議員 感覚的なものかもしれませ

んが、何か前回よりかちょっといい答弁をいた

だいたような気がしないでもありません。武井

議員の高千穂鉄道のあの列車を持ってきたらど

うだろうかというのも、本当におもしろい提案

だと思いますし、実現できるといいなというふ
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うに思っています。これからも県勢発展のため

に私も努力することをお約束して、一般質問を

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○星原 透副議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） きょうは延

岡から、私の話を聞くというより知事の顔を見

に来ていただいております。私も初めてであり

まして、少し緊張しております。知事に対する

期待は非常に高くて、宮崎がこんなに有名に

なったのは神武天皇以来だと言う人がおりまし

て、本当に私も期待しているところでありま

す。とはいっても、質問を緩めるわけにはいき

ませんので、ひとつよろしくお願いします。

それでは最初に、少子化対策についてお伺い

します。

表１をごらんになっていただきたいと思いま

す。表１、これは私たちがいつも見なれている

表であります。この表を根拠に、働く女性がふ

えれば子供がふえると。そういう根拠で、いつ

もこの表を出してこられました。95年当時の表

であります。今度は表２をごらんください。こ

の表１は、ＯＥＣＤの当時25カ国中のなぜか13

カ国しか載せていなかった。それで、下の表２

ですが、この赤川さんという方、この人は25カ

国中24カ国、１カ国はメキシコですが、ちょっ

とわからなかったみたいで、データがはっきり

しなかったみたいで、24カ国を載せてみまし

た。すると、表２のようになったということで

あります。それで、統計のプロたちが使う数字

に相関係数というものがあるそうであります。

どうやって出すのか私もわかりませんが、この

表で言えば、女子の労働力率と合計特殊出生率

の関連性が強ければ強いほど相関係数は１に近

づき、ゼロに近づくほど関連性は少ないという

ことになっております。表１をごらんになって

ください。一番左の上のほうに括弧してｒ

＝0.53と小さくあります。これが相関係数であ

ります。この場合、相関係数は高いということ

が言えます。したがって、女子労働力率が高く

なれば出生率が高くなるということが言えるわ

けです。ところが、表２をごらんください。今

度は左上のほうに0.238と書いてあります。上に

トルコのTurkeyというのがあります。これを入

れると実はもっと下がるんですね。今回、これ

を入れないということにして、それでも0.238。

ということは、女性労働力率が高ければ高いほ

ど出生率は低いということになるそうでありま

す。これは統計表の使い方で全く別の結論が出

るということであります。表１は全く当てにな

らないということであります。

私は、決して女性が社会に出て働くことを否

定するものではありません。しかし、この表を

根拠にエンゼルプランが出され、働く女性たち

の子育てのために保育所が充実されてまいりま

した。しかし、エンゼルプランが始まっても

う10何年にもなるのに、全く効果が上がってお

りません。この保育所充実を中心とする施策の

ために、17年度予算で１兆3,000億という膨大な

お金が投じられております。保育園と幼稚園を

両方経営される方がおられます。保育園に対す

る支援はそれこそ湯水のようにジャブジャブだ

と、ところが幼稚園は……。この差は何だろう

と言っている人がおりました。これは縦割り行

政のせいでありますが、これについては、きょ

うは問題にいたしません。私が言いたいこと

は、もうぼちぼちこの辺でエンゼルプランに対

する反省があってもいいのではないか。知事の

お考えを聞かせていただきたい。

次に、表３をごらんになっていただきたいと
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思います。この表を見ますと、結婚生活が長い

夫婦の子供の数は、ここ40年ばかり変わってい

ないということがわかります。では、なぜ子供

が減ったのか。これは、晩婚、未婚、離婚が原

因であります。大きな原因であります。なぜ若

者は結婚しないのか。これについては諸説紛々

ありまして、いろいろ理由があってよくわから

んというところであります。ただ、言えますこ

とは、結婚を勧めることが一番確実であると。

出生率を高める方法としては一番確実である。

そういう意味では、今、県が「かえるのたま

ご」というのを推進しておられますが、これは

なかなかいい施策であるなと。これについて

は、この前、西村議員が質問しましたので、こ

れ以上質問はいたしません。

それで、このエンゼルプランで私が心配する

ことが一つあります。保育所を充実するのは大

変結構であります。しかし、生まれて何カ月も

ならない子供を預けているという人が多いとい

うことであります。私は、子供は３歳まではお

母さんの懐で育てるべきではないか。３歳児ま

では、自分が愛されたと、その思いは私は潜在

意識の中に入っていく。三つ子の魂百までもと

いう言葉がありますけれども、愛された人でな

ければ私は人を愛することはできないと、そう

思うんです。それを何カ月にしかならないのに

預けている。子育てを人に頼んでいる。これは

私は、日本の将来、本当にこれは憂うべきこと

じゃないかなと、そう思っているわけでありま

す。この前、教育長と話したことがありまし

た。教育長が言うんです。結婚したときに奥さ

んに頼んだと。おれは薄給だ、給料が安い。し

かし、子供が小学校を出るまでは外で働いてく

れるなと。そして、子供が帰ってきたら「お帰

りなさい」と迎えてやってくれと。そしてもう

一つ、子供の前では絶対夫婦げんかしないよう

にしようね。それを約束して、ずっと守ってき

ているそうであります。これは私の実は高校の

後輩なんです。なかなか、「あんたはそれだけ

で教育長をやる資格がある」と私は言ったんで

すけどね。子育てを他人に任せているというの

は、いい子は育たない。お金を得るためには、

どうしても働きに出なきゃならんという方もお

られると思います。しかし、その方たちには、

例えば今、保育所に回しているその資金を直接

そちらの方に回すとか、何か別の方法を考え

て、何らかの手当てをしたらどうかと思いま

す。国に対してそのような提言をしたらどうか

と思いますが、福祉保健部長のお考えをお聞か

せください。

次に、パチンコ依存症についてであります。

パチンコの市場規模は30兆円であります。30

兆円というのはどのくらい大きいか、なかなか

わからんでしょうけれども、自動車産業が41兆

円、医療関係が31兆円、そのくらい大きいとい

うことであります。全国１万6,000店、従業員数

が関連業種を含めて40万人。売上高はここずっ

と横ばいですが、店舗数は減っているというこ

とは、パチンコ店の多くが大型化しているとい

うことであります。宮崎は人口比で日本一パチ

ンコ台数が多いという統計もあります。

かつて、車内に放置された幼児が親のパチン

コ中に熱中症で亡くなった事件、両親がパチン

コに熱中している間、アパートに残された幼い

姉妹が火災で死んだ事件、母親がパチンコ中、

店の駐車場で遊んでいた幼児が出入りする車に

ひかれて死んだ事件、きわめつきは、高校の男

性教師が授業を自習にして、自分は連日パチン

コ店に通っていたという事件がありました。な

ぜこんな事件が起きるのか。この人たちはパチ
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ンコ依存症という一種の病気であります。この

ような人たちがパチンコをしているときには、

頭の中には、ドーパミンという一種のホルモン

ですが、麻薬を服用したときと同じホルモンが

出るんですね。中毒症状であります。やめるに

やめられない。この前、私が質問しましたが、

いわゆるゲーム脳であります。

世界じゅうで、ギャンブルが放任されている

国はどこにもありません。すべて禁止するか、

限定された場所のみが公認されているだけであ

ります。では、パチンコはギャンブルではない

のか。だれに聞いてもギャンブルだ、こう答え

が返ってきます。実は、韓国と台湾ではパチン

コを全面的に禁止いたしました。韓国では３

兆5,000億円産業で、店舗数も１万5,000軒あり

ました。経済規模からすれば、ほとんど日本と

同じであります。それを、パチンコはギャンブ

ルである、人間をだめにする、そういう理由で

もって禁止してしまったのであります。先進国

・文明国の日本で、このようなギャンブルが公

然と認められていることは、私は日本人として

非常に恥ずかしい思いであります。

そこで、第１の質問であります。パチンコ依

存症と言われる人たちが、少なくとも全国で200

万人以上いると言われております。実は、はっ

きりした統計がないんですね。宮崎はその人口

規模からしますと100分の１ですから、２万人以

上はいるだろうというふうに言われているわけ

であります。２万人いるということは、今度は

それを心配する人たちが10倍いるということで

あります。そのような人たちは借金に借金を重

ね多重債務者となり、あげくの果ては自殺をし

てしまうという人たちがかなりいると思われま

す。現に、パチンコ店内で自殺したという話は

よく耳にするところであります。これに対して

何らかの対策を立てるべきではないかと思われ

ますが、福祉保健部長の御見解をお聞かせいた

だきます。

それから、もう一つ質問でありますが、１回

行けば５万円とか10万円とかいうのがぱっと飛

んでしまう。これはちょっと異常じゃないか。

朝、パチンコ店の開店のときにずっと並んでい

る人たちを時々私も眺めますけど、そんなお金

持ちが並んでいるとはとても思えない。生活保

護者とか、あるいは年金生活者が並んでいると

いう話をよく耳にいたします。私も昔、10年以

上前になりますか、ラスベガスでスロットマシ

ンをやってみたことがありますが、5,000円かけ

れば、一晩じゅうやっておりましたよ。１日で

５万、10万吹っ飛んでしまうというのは、明ら

かに行き過ぎであると私は思います。これは、

パチンコの機械が射幸心をあおるようにできて

いるところにも大きな原因があるように思いま

す。これについて何とか規制はできないのか、

警察本部長にお伺いしたいと思います。

次に、道州制についてお伺いいたします。

明治維新以来、300諸藩あった藩をすべて廃止

し、県を置きました。いわゆる廃藩置県であり

ます。そして、すべての権力を中央に集め、お

金も集めて、今、日本は中央集権国家でありま

す。しかし、既に明治維新以来、130年たってお

ります。私は、この制度は既に制度疲労を起こ

しているのでないかと思っております。こんな

話があります。ドイツでは文化センターという

のが20はないと言うんですね。ちょっとはっき

りした数字は忘れましたが、10何軒しかない。

宮崎に文化センターは何軒あるか御存じです

か。31ある。今言ったように、宮崎は人口比で

１％ですから、それから逆算すれば、全国

で3,100軒ぐらいあると推定されるわけですね。
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果たしてそんなに必要なのか。これを維持管理

するのも大変なんですね。なぜこんなことが起

きるのか。中央官僚が現場を見ないで全部予算

をつけていっているんですよ。全部つけていっ

ている。

きょうは延岡から来ておられますから、

ちょっと延岡の話をしますと、延岡に小峯とい

うところがあります。あそこにふるさと林道と

いうのがあります。４～５年前につくられまし

た。ところが、そこは車が毎日１台か２台通れ

ばいい。林道というのに、できて以来、林を

切った跡はない、材木を持ち出した形跡があり

ません。だれも陳情した人はいない。台風にな

れば毎回土砂崩れ、水が出る。そのために、下

の小峯の人たちはほとほと困っておるんです。

小峯の人たちは、「あの道路は建設業者のため

につくられた道路だ」と言っております。これ

も中央官僚が机の上だけで仕事をしたせいであ

ります。国の700兆円にも上る借金の中には、こ

のような無駄遣いがたくさんあると私は思いま

す。霞が関には何十兆円かの埋蔵金があるとも

言われております。

官僚の力が強過ぎるのであります。官僚はそ

の分野の専門家であります。そして、その権限

を放したがらないんです。これには政治家も歯

が立たないのであります。日本の政治家は弱い

んです。アメリカでは、１人の政治家に20人ぐ

らいの秘書がついております。そのうちの３～

４人は弁護士級の秘書であります。ですから、

自分たちで法律をつくるんですね。皆さんもよ

く聞くでしょう。何とかスミス法とかいって、

法律に名前がついているんです。そのぐらい立

法権が充実している。しかも、彼らがやること

は限定されておる。国は、外交、防衛、そして

全体にまたがることぐらいしかやることがな

い。それなのにこんなに充実されている。昔、

イギリスのブレアという首相が、子育てのため

に何カ月間か休みますという話がありました

ね。聞いたことがあると思うんです。これは暇

なんです。それだけ中央はする仕事がないんで

す。

私は県議会議員になりまして、県議会でつく

る条例の99％はすべて国の下請条例であるとい

うことに気がつきました。皆さんもそう思って

いるでしょう。何もかも国で決めてくるんです

よ。おまけに模範条例文案まで送ってくるんで

すね。このように条例をつくりなさいと言って

ですね。知事は知事になって、恐らくその裁量

権が非常に小さいということに驚いておられる

んじゃないでしょうか。「何だ、このぐらい

か」と、恐らく思われているんじゃないでしょ

うか。地方のことは地方に任せるべきです。そ

ういうときが来ております。知事は、本県にプ

ラスになることを前提に道州制に賛成というこ

とでありますが、46都道府県の方がみんなそん

なことを言い出したらまとまりません。私は早

くやらないかん、そう思っております。私たち

は、さきに泣く泣く合併を進めました。合併を

したら、端っこの周囲の人たちが疲弊するのは

当たり前なんです。でも、将来、その先に道州

制がある、必ず日本の将来があるんだと思えば

こそ、私たちはこれに賛成したんです。どうか

これを何とか早く進めていただきたいと思いま

すが、知事の決意のほどをひとつ聞かせてくだ

さい。

それから、熊本県では、既に庁内に研究会を

立ち上げております。我が宮崎県もそういう段

階に来ているんじゃないかと思います。これに

ついてもお聞かせ願いたいと思います。

以上で壇上での質問を終わりたいと思いま
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す。ありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国のエンゼルプランについてであります。平

成６年12月に策定されましたエンゼルプラン

は、仕事と子育ての両立支援の観点から、保育

所の量的拡大やサービスの充実など、保育に関

する施策に重点が置かれておりました。その

後、在宅で子育てを行う家庭の視点を加えるな

ど必要な見直しがされ、現在、国においては、

平成16年度に閣議決定された少子化社会対策大

綱に基づく「子ども・子育て応援プラン」等に

より、子育て支援の拠点づくりを初め、若者の

自立や働き方の見直しなど、幅広い観点からの

施策が推進されておるところでございます。し

かしながら、御指摘のとおり、なかなか少子化

の進行に歯どめがかかっていないことから、来

年度、国においてプランの見直しに取り組む予

定であると聞いております。県におきまして

も、次世代育成支援宮崎県行動計画の見直しを

来年度中に行うこととしておりますので、今

後、国の動向を踏まえながら、少子化対策の一

層の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、道州制に対する認識についてで

ありますが、今、国民は、希望、夢、安心、生

きる気力などが希薄化し、慢性的な閉塞感に覆

われているのではないかと考えております。こ

れを打破するためには、この国のあり方を根本

的に見直す大きな変化が必要ではないかと考え

ております。中央集権から地方主権に変革する

ことで、地方にも可能性が出てくる、夢や希望

が出てくるのではないか、これに期待しておる

ところでございます。私は、道州制を導入する

目的は、住民に身近な地方政府がみずからの権

限と財源により、効果的・効率的かつ速やかに

行政サービスを住民目線で提供することによっ

て、住民生活の向上を図ることが肝要かと考え

ております。「宮崎県にとって有利であれば道

州制も」というような発言をした真意といたし

ましては、国の行政改革の一環としての道州制

はいかがなものか、これは住民にとって真にメ

リットがある道州制でなければならないといっ

た意味を込めまして、発言させていただいたも

のでございます。したがいまして、道州制は、

行政、立法、財政の３つの権限を持ったいわゆ

る完全自治体でなければいけない、地方分権の

最終章、最終的な目的、姿というのが、道州制

に見えなければいけないと私は考えておりま

す。

道州制の検討の進め方についてであります

が、道州制につきましては、現在、国、全国知

事会、九州地域戦略会議等において、道州と国

の役割分担を初めとした制度の基本的な枠組み

について検討を行っている段階でございます。

このような中、官民が一緒になった検討組織で

ある九州地域戦略会議では、昨年から道州制の

九州モデルの策定を進めておりまして、税財政

制度や九州の将来ビジョン、住民の関心を高め

るためのＰＲ戦略についても検討を行っている

ところであり、今後とも議論を深めてまいりた

いと考えております。また、道州制は、本県の

将来のあり方を問う大きな政策課題であります

ので、各部横断的な連絡会議等を活用して、適

宜、九州地域戦略会議等での議論の状況を情報

提供するとともに、意見交換を行っているとこ

ろであります。今後、庁内におきましても、よ

り議論を活発化するための研究会の設置などの

方策について検討してまいりたいと考えており
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ます。以上です。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、３歳未満の子供を在宅で子育てをする

家庭への支援についてであります。乳幼児期、

とりわけ３歳未満の時期については、親が就労

せずに子育てに専念されている家庭も多くござ

います。しかし一方で、子育てをしながら仕事

も続けたい、あるいは続けざるを得ないなどの

理由から、乳幼児を保育所等に預けて就労され

ている家庭も多く見られるのが実情であると

思っております。したがいまして、国や県等に

おいては、在宅で子育てをする家庭、仕事をし

ながら子育てをする家庭など、子育て家庭のさ

まざまな状況やニーズに応じ、経済的支援の充

実も含め、保育サービスの充実や育児休業制度

の拡充など、包括的で切れ目のない子育て支援

策を一層展開していくことが重要であると考え

ております。なお、御質問にありました家庭で

子育てしやすい環境づくりにつきましては、少

子化対策の大きな枠組みでありますので、引き

続き、国に働きかけてまいりたいと考えており

ます。

次に、パチンコ依存症についてであります。

パチンコ依存症は、精神医学においては「病的

賭博」という精神障がいと言われており、一般

的には「ギャンブル依存症」とも呼ばれており

ますが、お話のように、借金してまでパチンコ

にのめり込み、多重債務に陥る例や自殺にまで

至る例があると聞いております。このため県で

は、こうした依存症に対する対策として、保健

所や精神保健福祉センターにおいて、薬物、ア

ルコール、ギャンブルなど、さまざまな依存症

に係る相談を受けているほか、研修会や家族教

室等を開催しております。県といたしまして

は、今後とも、依存症という病気に対する正確

な知識の普及や支援などに努めてまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

遊技の結果に応じて客に商品を提供しますパ

チンコ営業は、自由営業を認めますと、対応に

よっては客の射幸心をそそり、善良な風俗と清

浄な風俗環境を阻害するおそれがありますこと

から、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律」におきまして風俗営業と位置づ

けをして、種々の規制を行っているところでご

ざいます。まず、開業のためには、公安委員会

の許可が必要でありまして、営業所の構造・設

備でありますとか場所の地域制限等に関して、

詳細に許可基準を定めているものであります。

また、許可後の営業につきましても、公安委員

会があらかじめ認定した遊技機以外の設置禁

止、賞品としての現金等の提供の禁止、営業時

間、広告・宣伝方法の制限等、禁止・制限事項

が定められております。

また、国におきましては、平成16年、短時間

で高い射幸性を有する遊技機等が出現したこと

を踏まえまして法改正を行い、射幸性の抑制を

図る新たな基準を導入するなど、パチンコ遊技

の一層の健全娯楽化を図ったところであると承

知しております。当県警察といたしましては、

この新基準に該当しない遊技機や射幸性を高め

るために不正に改造された遊技機の摘発、禁止

・制限事項違反等に対する取り締まりを徹底す

るなど、業界の一層の健全化に努めてまいりた

いと考えております。

なお、このように現行法上認められておりま

すパチンコ営業に関する新たな規制につきまし

ては、まことに恐縮でございますが、制度設計
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について責任を有する立法者であります国、究

極、責任は国会の専管事項でありますので、私

の立場からはコメントを差し控えさせていただ

きたいと思います。以上です。〔降壇〕

○井本英雄議員 パチンコ依存症について再質

問したいと思います。私が今言ったように、公

安委員会のほうである程度、裁量権があるん

じゃないかと思うんですよ。私に投書が来てお

ります。そして、実はパチンコ経営者からも頼

まれているんですよ。朝、新聞を開いたら、チ

ラシがパチンコのチラシだらけというぐらい

入っています。そして、テレビをつけたら、朝

からコマーシャル。昼間は昼間で、今度は宣伝

カーで言うてさるいておる。これが健全な遊び

なら私も黙っておくんですけど、やはりギャン

ブルにも等しいようなこんなものを野放しにし

ておいていいというふうに私は思えないんです

けれどもね。何らかの裁量権の範囲で規制はで

きるんじゃないかと私は思いますが、警察本部

長、もう一度。

○警察本部長（相浦勇二君） 申し上げるまで

もございませんけれども、現行の法規制で広告

・宣伝等についても一定の規制がございます

し、射幸性を高めてはならないという観点か

ら、いろいろな規制がございます。したがいま

して、法律に違反する可能性もございますの

で、具体的なお話がありましたら、ぜひ私ども

にお話しいただければなというふうに思ってい

ます。それと、もう一度、先ほどの答弁の繰り

返しになりますが、結局、パチンコ営業のどの

部分を本質と見るのかという議論に尽きるんだ

と思うんですけれども、一方、パチンコに依存

されて多重債務を生じてお亡くなりになられる

方は多分、現実にかなりおられるんだと思いま

す。そういうものをパチンコ営業のエッセン

シャルな部分だと見て制度設計をするのか、一

方で、そこそこ節度と良識を持ってお遊びを楽

しまれている方が多数おられるということを制

度の本質と見るかによって、結論が大きく変わ

るのだと思うんです。そのことについて、私は

ちょっとコメントする立場にないんですけれど

も、国のほうで、議員のお考えも一つの考え方

だと思いますので、しかるべき場で議論なされ

ることを私自身も望んでおります。以上であり

ます。

○井本英雄議員 ひとつよろしくお願いしま

す。

それから、内規による部外者の公表について

お聞きしたいと思います。

これは執行部に不当な要求があった場合、そ

の名前までは公表しませんが、役職等を公表し

ますというものであります。しかし、我々県議

会議員は、県民から言われたものを執行部に伝

えるという役割があるわけであります。それを

一々これは公表されるものかどうかとびくびく

していたら、我々も仕事になりません。

そこで、まず第１に、内規、すなわち行政規

則で部外者を公表することができるのだろうか

という点が問題であります。行政学の本により

ますと、「行政規則とは、行政機関が制定する

私人の権利義務に直接関係しない行政立法のこ

とである。したがって、法規命令と異なり、行

政規則は外部的効果を有せず、行政内部におけ

る効果のみを有し、法律などの解釈基準を示

す、あるいは行政庁の裁量権行使の基準を示す

などの機能を有する」のが定義であります。こ

の定義からすれば、内規は外部的効果を有せ

ず、行政内部における効果のみを有するのであ

ります。今、この内規による部外者の公表は、

明らかに部外者の働きかけを排除する意図があ
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ります。外部的効果をねらったものでありま

す。したがって、この規定は行政規則制定権を

逸脱したものであります。したがって、私はこ

のような規定は無効であると思います。

それから、行政に対するチェック機関として

議会に与えられた権能を、このような内規ごと

きで牽制・規制することができるのかという点

が問題であります。憲法は三権分立を定めてお

ります。自治法は二元代表制を定めておりま

す。行政は法にのっとって行動するのが原則で

あります。この法を定めるのが議会でありま

す。議会にこそチェック権能が認められている

のでありまして、行政の議会に対するチェック

権能は法制度の予定するところではありませ

ん。ただでさえ行政権の肥大化が問題となって

いるときに、議会のチェック権能を内規ごとき

で制限することはできないと私は考えます。

第３に、一般人に対する場合、プライバシー

の侵害なり名誉毀損なり、個人の権利を侵害す

る可能性はないかという点も問題であります。

加えて、「公平性や公正性を欠くと判断される

もの」という基準は余りにも漠然としており、

だれが公正性・公平性を判断するのかという点

も問題であります。

そもそもこのような内規をつくろうとした出

発点は、前知事による官製談合事件に端を発し

てのことであります。あの官製談合事件では、

部長さんたちは知事の違法な命令に従わざるを

得なかったことが問題でありました。ですか

ら、「知事から違法な命令を受けた場合は必ず

議会に報告すること」、そういう規定を加えた

らいかがでしょうか。これは半分冗談ですが…

…。いずれにいたしましても、内規でもってこ

のような定めをすることは不適当であり、違法

であると私は考えます。知事の御見解をお聞か

せください。

○知事（東国原英夫君） 「不当な働きかけに

ついての取扱要領」についてでありますが、こ

の制度は、職員がその職務に関して受ける不当

な働きかけへの対応について必要な事項を定め

まして、職員の公正な職務の執行を確保するこ

とにより、行政運営の公正性及び透明性をより

一層高めよう、その向上を図ろうとすることが

目的であります。議員の皆様の声は、県民の代

表の声として重く受けとめなければならないの

はもちろんのことでありますが、この制度は、

尊重されるべき議会の行政への監視権はもとよ

り、県民や議会の行為を制限しようとするもの

ではなく、職員が行うべき内部の事務処理に関

することを定めるものでありますことから、条

例ではなく要領という形式で定めているところ

でございます。また、プライバシーの確保につ

いてでありますが、公表する一覧表の記述にお

きましては、個人が特定されないように十分配

慮してまいりたいと考えております。この働き

かけについてですが、知事からの働きかけを明

記するべきだという御指摘でございますが、こ

れは県庁内外を問わず、県職員、職員の間で

も、職員以外の人間からの働きかけ、すべて対

象内としていますので、当然私もこの対象内に

入るわけでございます。

○井本英雄議員 余り時間がないから、ここで

くだくだ言いたくないんですが、目的と手段と

いうことを分けたときに、目的はいいですよ。

そうでしょう。手段はおかしいと私は言ってい

るんです。公表することが何で要るのか。その

目的を達成するために、そういうことを公表し

なきゃならん、その手段がおかしいと私は言っ

ているんです。どう思いますか。

○知事（東国原英夫君） その公表という手段
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についてでありますが、この制度に基づく不当

な働きかけの公表につきましては、働きかけの

あった県の業務を明らかにするとともに、公正

な職務の執行が確保されていることを県民の皆

様へ情報提供するために実施するものでありま

す。このことによりまして、行政運営の公正性

及び透明性に対する県民の皆様の期待にもこた

えられるのではないかと考えているところでご

ざいます。

○井本英雄議員 話が長くなるから、ここまで

にしておきますが、私は間違っていると思いま

すよ。

次は、入札制度についてお聞きします。

まず最初に、知事は建設業についてどう考え

ておられるのかということであります。私は、

建設業というのは、言葉は悪いけれども、雇用

対策あるいは失業対策という一面が強いのでは

ないかと思っておるんです。身一つ、体一つ

で、いわゆる土方という人たちがおられて、ほ

かに何にもできない、だからその仕事を頑張っ

ている人たちが結構多いと私は思うんですよ

ね。それに対して、建設業者が多過ぎるから、

ほかに職業がえしなさいというのは、私は

ちょっと弱者に対する思い入れが足らんのじゃ

ないかと。建設業対策は、福祉事業というぐら

いの気持ちが必要じゃないかと私は思うんです

が、ちょっとお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 今回の台風で土砂崩

れを起こしました220号線、日南線、日南海岸で

すけれども、私も早速見てまいりました。社会

資本整備の担い手である建設産業というのは、

災害時の緊急対応などに大きな役割を果たすと

いうことを再認識させていただきました。中山

間地域を初め、地域の経済と雇用を支える重要

な産業であるとも十分に認識しております。し

かしながら、近年の建設投資の大幅な減少に加

え、一般競争入札の拡大によりまして、競争性

の高まり、建設資材の高騰など、特に昨今の建

設産業を取り巻く経営環境というのは非常に厳

しいものがあると認識しております。このた

め、地域の方々の安全・安心の確保や地域経済

と雇用の安定のためにも、建設産業の現状を十

分に踏まえ、きめ細やかな支援を行い、健全な

建設産業の育成を図っていかなければいけない

と考えております。

○井本英雄議員 ひとつよろしくお願いしま

す。

それでは、入札制度について県土整備部長に

聞いてまいりたいと思います。まず、総合評価

方式の評価項目の中に、その企業が何人雇用し

ているのかという項目がありません。企業に

とって、社員を食べさせていくということは非

常に重要な役目であります。加えて、その従業

員が地方税を納めてくれるということもありま

す。ゼネコンにおいても、地元の人間が何人雇

われているのかをカウントすべきであります。

ぜひとも雇用者数を評価項目の中に加えていた

だきたいのでありますが、県土整備部長、お願

いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合評価落札

方式につきましては、価格と技術力など価格以

外の要素を総合的に評価して落札者を決定する

方式でありまして、工事の品質確保を図るもの

でございます。価格以外の要素の一つである地

域社会貢献の評価の中で、企業の雇用に関しま

しては、建設関係団体との意見交換等も踏まえ

まして、現在は新規学卒者及び障がい者の雇用

を評価しているところであります。総合評価落

札方式の評価項目につきましては、ただいま御

指摘のそういう雇用人数といったこともござい
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ますけれども、今後とも、試行結果を十分検証

するとともに、幅広く意見を伺いながら、随時

見直すこととしたいと考えております。

○井本英雄議員 次に、入札後、直ちに最低制

限価格を公表してほしいという要請がありま

す。これは、ある特定の業者に落札させるため

に、お役人が入札後に最低制限価格を動かして

いるのではないかという疑いを持っている人た

ちがおります。ぜひとも入札直後に最低制限価

格を公表する制度をとっていただきたいと思い

ます。県土整備部長のお考えをお聞かせくださ

い。

○県土整備部長（山田康夫君） 入札におきま

しては、電子入札システムを通じまして、開札

日に入札参加者に対し、結果の公表を行ってい

るところでございます。ただし、最低制限価格

の額につきましては、開札後に落札候補者の資

格審査を行うため、候補者すべてに資格がない

と判明しました場合は、後日、再入札を行う必

要が生じます。そういったことから、最低制限

価格については落札者決定後に公表をしている

ところでございます。以上でございます。

○井本英雄議員 次に、一度落札した業者は２

～３カ月入札できないようにすることはできな

いかという提案であります。このように公共事

業が減っている時期であります。一般競争入札

ということで１業者に偏ることがあります。で

きるだけ多くの業者に仕事を回す意味で、この

ような提案をしたいと思いますが、県土整備部

長のお考えをお聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 一般競争入札

におきましては、その趣旨から、入札参加機会

や競争性の確保に十分配慮した上で実施する必

要がございます。工事の規模や種類などを勘案

した地域要件あるいは同種工事の施工実績、配

置技術者の資格要件等、最小限の条件を設定し

ているところであります。このため、御質問の

ような入札条件の設定につきましては、難しい

ものと考えております。

○井本英雄議員 これについては、また議論し

ましょう。

時間がありませんので、次に、測量設計事務

所においてはコンサル登録をすることになって

おりますが、名義貸しが多く、事務所に常駐し

ていないことが多いと聞きます。住民票を提出

させるなど、チェック体制を厳しくすべきだと

思います。県土整備部長、よろしくお願いしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 昨年10月か

ら、条件付一般競争入札を導入した測量、補償

コンサルタント業務や、本年８月から、条件付

一般競争入札の試行を行っております建設コン

サルタント、建築設計及び地質調査業務につき

ましては、配置予定技術者の企業における勤務

状況を確認するために、健康保険被保険者証な

どの書類の提出を求めております。また、受注

後の業務打ち合わせの際に、提出された技術者

選任通知書あるいは経歴書の内容についても確

認をしているところでございます。

○井本英雄議員 次に、電気工事は全県１区で

発注されておりますが、県内を３ブロックに分

けて発注するなど、地域要件を設けることはで

きないのか、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） 電気工事につ

きましては、県内の電気工事業者の半数近くが

県央地区に集中しておりまして、地域要件を設

けた場合に、十分な競争性の確保が困難になる

とともに、発注量についても年度あるいは地域

ごとに非常に偏りがあるということから、入札
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に参加する機会を確保できない場合も想定され

ます。したがいまして、競争性の確保や企業の

育成を図る観点から、電気工事の地域要件に関

しましては、全県１区が適当であると考えてお

ります。

○井本英雄議員 これについても、また議論を

させていただきたいと思いますが、ちょっと時

間がありませんので……。

次に、先日、産業開発青年隊の学校維持の話

も出ましたが、今、建設会社はみんな社員教育

をする余裕がなくなっております。人材の空洞

化が起きるのではと心配をしております。行政

において、人材教育について何らかの手当てを

すべきではないかと考えますが、県土整備部長

のお考えをお聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 社会資本整備

の担い手である建設産業は、災害時の緊急対応

などに大きな役割を果たすとともに、地域経済

と雇用を支える重要な産業の一つであると認識

をしております。このため県では、財団法人宮

崎県建設技術推進機構を通じて各種専門技術の

研修を実施いたしますとともに、産業開発青年

隊において、現場にての即戦力となる若手技術

者の育成支援を行っているところであります。

今後とも、研修の実施等を通じて、技術者の育

成に、県として一生懸命努めてまいりたいと考

えております。

○井本英雄議員 時間がありませんので、次

に、最低制限価格を90％に上げてほしいという

要請は今もあるわけですが、県土整備部長のお

考えをお聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 最低制限価格

は、個別の契約ごとに請負契約の内容に適合し

た履行を確保するために必要となる最低限の価

格を設定しているところであります。最低制限

価格につきましては、昨年10月に見直したとこ

ろでございまして、全国的にも遜色のない水準

となっていることから、再度の引き上げは難し

いものと考えておりますけれども、会社の経営

はなお厳しいとの意見も伺っておりますので、

どのような対応ができるのか、引き続き検討し

てまいりたいと存じます。

○井本英雄議員 もう時間がなくなりました。

親学について質問をしたかったところでありま

すが、教育長の出番が……。ちょっと長くなっ

て申し上げませんでしたが、一言いいですか。

先ほど、エンゼルプランを取り上げた中で、３

歳児まで母親が自分の懐の中で育てるべきでは

ないかと言いました。自分の子は自分で育てる

というのは、親学の中では基本中の基本と思わ

れますが、宮崎県の親学ではどのようにとらえ

ておられるのか、教育長、お願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 最後に出番をつくっ

ていただきまして、ありがとうございます。先

ほど、井本議員が壇上で、私の個人的な子育て

信条について言及されましたけれども、大変赤

面をしながら聞いておりました。その中で、井

本議員のほうから、小学校を卒業するまでは家

庭にいてくれというお話がありましたけれど

も、正確には「小学校３年生までいてくれ」と

いうふうに申し上げました。小学校の下学年と

いうことであります。これは過去の話ですか

ら、もう終わったことですけれども……。もう

一つおっしゃいましたのは、結婚して子供が生

まれたら、子供がいる前では―「前では」と

いうのがみそでありますけど―絶対に夫婦げ

んかはすまいということで約束いたしまして、

今日まで守っております。けさまで守っており

ます。その上で申し上げさせていただきますけ

れども、井本議員から先ほど、井本議員御自身
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の信念に基づいてお話がありましたけれども、

その言わんとするところは、乳幼児期は、基本

的な生活習慣など、人間形成の基礎が培われる

大変重要な時期であるということであったろう

と思います。この時期に―いろんな手段、方

法はあろうかと思いますけれども―親が十分

な愛情を持って子供と密接に触れ合って、親子

のきずなの土台を築くことが大事だ、大切だと

いうことがおっしゃりたかったんだろうと思い

ます。その上で、県教育委員会の取り組みとし

て申し上げますと、乳幼児期における家庭教育

の重要性につきましては、保護者に学習の機会

を提供するために、市町村の教育委員会を通し

まして「家庭教育手帳」をすべての妊娠期の親

に対して配付いたしまして、子供の健康やしつ

け、思いやりの心の育成などに関する情報を提

供しているところであります。また、市町村や

関係団体と連携をいたしまして、父親、母親な

ど多くの保護者が集まる機会をとらえまして、

子育てを経験した方々による育児に関する講座

を開催するとか、育児上の不安や悩みに関する

相談活動を実施しているところであります。私

は、家庭教育は大変大事なことだと思っており

ますので、これからも力を入れてまいりたい、

このように考えております。以上であります。

○井本英雄議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52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、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 初めに知事

に、これから述べますところの私の考えに対す

る感想といいますか、思いについて伺います。

最近、マスコミをにぎわしている海外の話題

としては、アメリカの大統領選挙、大手証券会

社であるリーマンブラザーズの倒産、インドの

首都ニューデリーで起きた連続爆弾テロ事件、

パキスタンのホテル爆弾テロなど、大きな話題

が幾つかあります。その中でもアメリカ大統領

選挙の愛国心あふれる映像には、政治の原点が

見えるような気がいたします。また、先日のＮ

ＨＫ大河ドラマ「篤姫」で、京都郊外の伏見の

旅館「寺田屋」で発生をした２つの寺田屋事

件。１つは、後に起きました坂本竜馬襲撃事件

であります。薩摩藩尊皇派粛正事件のシーンが

放映をされました。この事件にかかわる薩摩藩

主島津久光や薩摩藩の尊皇派である有馬新七ら

は、国、そして藩を思って行動をし、藩の命運

やみずからの命をかけるというものでありまし

た。祖国に誇りを持ち、いざとなったら大義の

ためにみずからの命を投げ出す気概は、歴史の

継承者である我々が遠い昔に失ってしまったも

のであり、まさに今、日本国の終わりの始まり

の様相を呈しているように思えてなりません。

現代を生きる我々が、個人を大切にし、家庭

を思い、地域を思い、そして国を思う気持ちを

持ち続けることができるのであれば、いつの日

にか、人として成長し、家庭は安定し、地域や

国は繁栄すると考えております。県民のため

に、宮崎をどのように導き、どのように次代に

つなげるかは、政治に携わる我々議員、そして

知事、そしてまたそれに携わる者の心の中にそ

の原点があり、その心のありようによって進む

方向が大きく変わるものと思っております。我
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々が先導者として、郷土に誇りを持ち、いざと

なったらみずからの命をも投げ出す気概を持っ

て県政の運営に取り組んでいけば、必ずよい結

果を得ることができると考えます。そこで、知

事におかれましては、私の述べた考えをどのよ

うに受けとめられたか、率直な感想をお伺いし

ます。

次に、今後、宮崎県をどう導くかでありま

す。人は、目的のために計画を立て、行動をし

ます。目的のない行動は、行動の過程を称賛さ

れることがあっても、行動の結果、思わぬ重荷

を背負わされることもあります。県民から知事

に与えられた目的は、宮崎県の発展でありま

す。これまでの行政運営の中で、今の宮崎県発

展に欠けているものを何であると認識をされ、

また、それを補うためには、今後何をすべきで

あると考え、どのように行政を運営すればよい

と考えておられるのかをお伺いします。

また、さきの蓬原議員の代表質問において、

議員の「県民所得が低いようだが、何か手だて

は」との問いに対し、知事は、「農林水産業を

基幹産業としている当県としては、製造業やサ

ービス業が伸びなければ、県民所得の著しい向

上は図れない」と、基幹産業である農林水産業

は先が見えているとも受け取れる答弁をされま

した。「宮崎は日本の食料基地となる県」「第

１次産業は宮崎の基幹産業」と、日々全国に向

けて発信をされ、農林水産業の発展に努力され

ている知事の言葉としては、いかがなものかと

理解に苦しんだところであります。近隣の諸外

国の状況からしても、近い将来、食料問題は国

の大きな課題になります。そのときこそ、本県

の基幹産業であります農林水産業が脚光を浴

び、県民所得の向上、そして発展につながると

考えております。そのためには、今から農林水

産業の振興策を積極的に展開しておかなければ

ならないと考えます。知事の答弁の真意をお伺

いいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

議員の考えに対する率直な感想でございま

す。ただいま議員のお話を承りまして、大変共

感をいたしました。私は、西郷南洲翁の「命も

いらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、

始末に困るものなり。この始末に困る人ならで

は、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬ

ものなり」という言葉が大好きでございまし

て、今の時代こそ、政治家はこの言葉を改めて

かみしめる必要があるのではないかと考えてお

ります。私は郷土に誇りを持っております。政

治生命をかけて郷土の発展に日々邁進している

と思っております。また、宮崎、そして地方を

再生させるためには、数多くの行政課題に見ら

れますように、この国の制度、仕組みそのもの

を抜本的に変えなければならないと考えており

ます。まさに、我が国の命運をかけてこの国の

形を変える革命の時代が到来していると考えて

おります。私は、宮崎を活性化させ、ひいては

我が国を変えるために、いつでも命を賭して課

題に取り組んでいく覚悟はできております。そ

して、マニフェストの達成度等々、実行を含

め、私のそうした行動の一つ一つに県民の細や

かなチェックが入り、皆様の審判や判断が下さ

れるものと考えております。

宮崎県発展に欠けているものという御指摘で

ございますが、これに対する答弁、非常に長く

なると思いますので、簡潔に申し上げたいと思

います。本県には、農業立県としての実績や恵
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まれた自然環境など数多くのポテンシャルがあ

りますが、これまでなかなか生かし切れていな

かったのではないかと考えております。また、

本県の発展を考える上で、九州で最もおくれて

いる交通網の整備、企業誘致等働く場の確保、

あるいは各産業の振興等による本県ブランドや

知名度の向上など、さまざまな現実の課題があ

ります。このため、このような課題の解決に全

力で取り組む必要があると考えておりますが、

それと同時に、本県のポテンシャルを最大限に

生かして、農業生産の拡大などを通じた日本の

食料供給基地の確立や、太陽エネルギーなど豊

富な地域資源を生かした太陽光発電の推進など

といった、本県の存在感を全国に示していける

ような行政運営を行ってまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、私の答弁の真意を伺いたいとい

うことでございます。私は将来、日本でも必ず

食料の確保が大きな問題となり、本県が食料供

給基地としてますます重要な役割を担う時代が

到来すると考えております。そのような認識の

もと、全国的に第１次産業が衰退する中にあっ

ても、本県は農林水産業の維持発展に努めてい

く必要があると考えております。一方で、本県

経済の浮揚を図り、ＧＤＰを人口比で割るとい

う県民所得を向上させるためには、第１次産業

に限らず、全体的な産業の振興や雇用の場の確

保が必要であります。このため、基幹産業であ

る農林水産業だけでなく、本県の強みを生かし

た農商工連携による新たな展開や、企業誘致等

に取り組むことが必要であると、さきの代表質

問にお答えさせていただいたものであります。

重ねて申し上げますが、私は、我が国の食料供

給基地として発展していくことが、本県農林水

産業の目指すべき姿であると思っておりますの

で、今後とも、一層の農林水産業の振興に努

め、農業従事者の所得向上に取り組んでまいり

たいと考えております。以上です。〔降壇〕

○外山 衛議員 ありがとうございました。い

ずれにしましても、議員もそうでありますが、

言葉というのは時に誤解を生みますので、お互

い十分に気をつけて発言には注意すべきと思い

ます。基本的な考え方は非常に理解できるとこ

ろであります。

早速ですが、入札関連で質問いたします。

まず、知事に質問でございますけれども、落

札率の低下によって新たに生まれた財源を、他

の事業の財源として活用するとのことでござい

ましたが、どのように活用されたのか、具体的

にお示しをいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 一般競争入札の拡大

等によりまして、平成19年度の建設工事に係る

落札率は、前年度に比べ９ポイント低下してお

りますが、この経費節減分は、道路、河川等必

要な社会資本整備に再投資しているところでご

ざいます。

○外山 衛議員 確かに再投資は、国の補助事

業も含んでいるわけですから、当然と言えば当

然であります。落札率が上がることが望ましい

と思う私にとっては、９ポイント低下の財源を

再投資というのには疑義があるところでありま

す。

続きまして、知事は、「かつては建設業界が

農業従事者の受け皿であった。これからは農業

界が建設従事者を受け入れることとなる」旨の

発言をされております。そのためには、農業が

本当に受け皿となれるような抜本的な対策を講

じるべきと思いますが、課題や対策を伺いたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 農業の担い手の高齢
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化が進行し、農家戸数が減少する中で、本県農

業の振興を図るためには、認定農業者や農業法

人の育成はもとより、他産業からの農業参入な

ど多様な担い手の育成・確保を図ることが重要

だと考えております。建設業者等の他産業から

農業に参入する場合には、農業技術を有する人

材や農地の確保、さらに、初期投資の回収に年

数を要することから、十分な資本力と入念な事

業計画が必要になると認識しております。この

ため県では、農業に円滑に参入できるよう、県

農業会議等に相談窓口を設置させていただきま

して、参入方法や法人設立に関する情報提供を

行うとともに、農業機械・施設等に対する助成

を実施しております。さらに、農業参入後は、

農業改良普及センター等が中心となりまして、

経営や生産技術の指導等を実施し、総合的な支

援に取り組んでいるところであります。今後と

も、多様な担い手を育成するため、他産業から

の農業参入を支援してまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 ただ問題は―異業種参入と

簡単に言いますが、要するに今、農業の従事者

がなかなか十分な所得を得られないという環境

があります。その環境を変えることが急務かと

思います。例えば、家族で農業をやっておりま

して、建設業者を雇用するのは不可能でありま

すから、その辺もこれからの課題かと思いま

す。要するに、農業に従事しておって生活がで

きる十分なる所得が得られる環境づくりをして

もらいたいと思っております。

次に、県土整備部長に一連の質問をいたしま

す。

初めに、予定価格や最低制限価格、これは基

本的には入札に付する設計書にミスがないとい

う前提で決められております。これに基づいて

入札が執行されることとなります。その決定後

に、受注業者が現場に入り確認をしたところ、

例えば、当然必要である足場であるとか、工事

用道路の整備・維持費用等が計上されていない

こともあり、設計変更をお願いしても認められ

ず、受注業者の負担となっていることもあると

聞きます。ほとんど利益のないぎりぎりの費用

で施工している受注業者にとっては、大きな負

担となるわけでありまして、このような実態は

早急に改革をする必要があると思いますが、見

解を伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 予定価格でご

ざいますけれども、工事箇所の現地を調査・確

認をしまして、現場の条件、施工の条件を十分

に把握した上で、工事に必要となる経費を基準

として設定しております。また、これらの条件

については、図面や仕様書等に詳細に明示をし

ているところでありまして、不明な点があれ

ば、入札前に発注者への質問ができる仕組みと

なっております。さらに、契約後、条件に変更

が生じた場合には、工事請負契約約款に基づき

まして、発注者、受注者双方で協議の上、適正

に設計変更することとしております。今後と

も、予定価格の設定、適正な設計変更に的確に

対応するよう、職員指導に努めてまいりたいと

考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いいたします。

次に、工事現場におきましては、現地の形状

や条件等の変化により、当初設計にないものを

追加施工したりすることが多々あります。この

ような場合、工事請負契約約款第９条第４項に

より、監督員の指示等は原則として書面で行う

こととなっております。ところが、実際には口

頭による指示等がなされ、最終変更の際、変更

処理をする、しないの問題が生じることがある
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と聞きます。当初設計にないものを施工する場

合は、書面による指示書を発行し、設計変更に

確実に計上するのは、当然のことと思います

が、現場への指導はどのようになされているの

かを伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 工事の実施過

程において、当初の設計と現場の状況が異なる

場合等には、工事請負契約約款に基づき、発注

者、受注者双方で協議の上、適正に設計変更す

ることとしております。協議を行う際には、工

事打ち合わせ簿等により協議事項の記録を文書

できちっと残すとともに、協議による変更事項

を実施する際には、監督員指示書によることな

ど、書面での取り扱いを徹底するように従来か

ら指導しているところでありまして、そのこと

につきましては、さらに周知徹底を図っていき

たいと思っております。

○外山 衛議員 従来から指導されているとい

うことですから、さらなる徹底をお願いいたし

ます。

次に、最終設計変更については、精算等の関

係上、若干おくれることは理解できます。しか

し、中には、完成検査日の直前に変更契約を行

うこともあり、変更契約の内容把握、完成検査

の書類整備等に多大な労力を余儀なくされるこ

ともあると聞きます。設計変更事務処理の迅速

化についてどのような指導をされているのか

を、部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 発注後の条件

変更などが生じた場合の設計変更に、的確、そ

して迅速に対応できるよう、従来より特記仕様

書による施工条件明示の徹底を図ってきたとこ

ろであります。さらに、19年度より、発注者が

受注者からの質問や協議について、原則として

１日以内に回答しようということで、いわゆる

ワンデーレスポンスにも取り組んでおります。

今後とも、設計変更の事務処理については、的

確かつ迅速に対応するように指導してまいりた

いと考えております。

○外山 衛議員 では、続けてもう一点伺いま

す。御存じのように、最近の落札状況は最低制

限価格間近にほとんど集中しております。受注

業者は赤字ぎりぎりの工事費で施工しているわ

けであります。県当局におきましては、手抜き

工事や材料等の納入に対し、受注業者との信頼

関係がなくなったことからか、監視体制を強化

され、関係書類や工事写真について、無駄、過

大と思われる要求がなされることが多いと聞い

ています。利益のほとんどない現状では、これ

らの経費も受注業者の大きな負担となっている

ようであります。県として、書類、写真等につ

いての簡素化をどのように考えておられるかを

伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 工事関係の提

出書類につきましては、工事請負契約約款及び

仕様書に定められておりまして、工事目的物の

品質や出来形を証明する重要なものでありま

す。これらにより、発注者が求める規格あるい

は性能等を有しているかを判断しているところ

でございます。しかしながら、工事書類の簡素

化は、発注者、受注者双方の業務の合理化を図

るため必要と認識しておりますので、今後は、

国の事例等も参考にしながら、検討してまいり

たいと考えております。

○外山 衛議員 ただいまの４問、一連の質問

につきましては、日ごろから業界からの改善要

望も多くあると聞いています。聞いてみます

と、県土整備部としても取り組むべき課題であ

ると認識をされているように理解いたしました

ので、答弁にありましたとおりに取り組むべき
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課題であるならば、スピード感を持って迅速な

対応をお願いいたします。

続きまして、３月の議会においても質問して

おりますけれども、250万円以上の事業につい

て、原則、一般競争入札とされましたけれど

も、他県においては、施行後いち早く引き上げ

ることにした実例もあるわけでございますが、

再度、伺います。例えば、2,000万円以下は指名

競争入札とする考えはないか、また検討はなさ

れているのかを伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県では、一

昨年の談合事件により失われました県民の県政

に対する信頼を回復するために、一般競争入札

の拡大など、より公正、透明で競争性の高い入

札・契約制度の確立に取り組むとともに、幅広

く意見を伺いながら、改革の検証や必要な見直

しを随時行っているところであります。指名競

争入札につきましては、入札参加者数が限定さ

れることによる競争性の問題や、業者選定に恣

意性の余地が残ることから、今後とも、一般競

争入札の枠組みの中で、技術力、そして地域貢

献度の高い業者が受注しやすい環境をさらに整

備してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 他県の例といいますと、福島

県でございますけれども、恐らく福島県におい

ても、施行してみて幾つかの不都合を感じての

見直しと思っていますから、ぜひ今後、見直し

の検討を強く要望しておきます。

また、今おっしゃった中で、改革と言われて

おりますが、これについて、余りにも早い改革

に県の体制がついていけないところもあるので

はと感じております。内部の体制の強化もあわ

せてお願いしたいと思います。

また、検証というのであれば、その結果、成

果をスピード感を持って実務に反映をさせてい

ただくことを要望いたします。

次に、制度上の不備、あるいは拙速な運用に

よって官製不況を招いてはいけない、総合評価

方式についても官製主導となりかねないと懸念

するところですけれども、県土整備部長の見解

を伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合評価落札

方式は、価格と技術力など価格以外の要素を総

合的に評価しまして落札者を決定する方式でご

ざいます。公正公平で客観的な評価を基本とし

ております。このため、入札公告時に評価項目

や評価基準を公表するとともに、技術提案等の

審査に当たっては、まず、発注機関で評価を行

い、次に、部内職員で構成される総合評価検討

部会及び技術審査会において審議し、複数段階

での評価を行っております。なお、その際は、

公正性を確保するために、企業名を伏せて評価

を行っております。さらに、評価基準の設定等

に当たっては、第三者の学識経験者で構成され

ております宮崎県総合評価技術委員会に意見を

聞くこととしております。今後とも、公正公平

で客観性の高い評価を行いまして、適正な運用

に努めてまいりたいと存じます。

○外山 衛議員 今ありました総合評価落札方

式ですけれども、これもその運用のあり方に

よっては業者の序列化を生むことが懸念をされ

ます。また、前の答弁の中に、「指名競争入札

だと業者選定に恣意性の余地が残る」とござい

ましたけれども、これを言うなら、総合評価落

札方式においても恣意性の余地ありと見ており

ます。運用の仕方、あるいは評価の細目にわ

たっていきますと、序列化を生むと同時に、恣

意性も100％はぬぐえないと思っております。そ

ういった意味で、何度も繰り返しになりますけ

れども、制度上の不備であるとか、いわゆる拙
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速な運用で官製不況、官製主導というあしき結

果を招かないように、おっしゃったように公正

公平で客観性の高い評価、また適正な運用を強

くお願いしておきたいと思います。

続きまして、景気対策について伺います。

一口に景気対策と言いますけれども、これは

確かに難しいことと認識はしております。これ

も蓬原議員の質問への知事答弁の中で、「世界

経済、日本経済の状況、グローバルな観点か

ら、宮崎だけが景気が上向くとは思えない。な

かなか難しい」と言われました。これは私も確

かにそうだとは思います。そこで、以下、いわ

ゆる公共事業を絡めた県内向けの提案をいた

し、県土整備部長に見解をお伺いします。

公共事業につきましては、景気対策、雇用対

策に十分配慮する必要があります。財政が厳し

いことも承知しておりますので、量的拡大が困

難であれば、質的転換を図るべきではないか。

つまり、この際、思い切って、県外企業が受注

するような大型事業は一時停止をさせ、原則と

して、すべての公共事業において県内企業が受

注できるような措置ができないかを伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 県発注工事の

公共工事につきましては、原則、県内業者に発

注することとしておりますけれども、大規模な

トンネル、橋梁など県内業者による施工実績が

少ない工事につきましては、技術移転を図るこ

とにも配慮しながら、競争性の確保を図るた

め、例外的に県外業者も含めて入札を行ってい

るところであります。このような工事について

は、費用対効果が高いものを選択し、できる限

り早期に事業の効果が発現できるよう、計画的

に実施しているところであります。今後とも、

社会資本の整備につきましては、地域住民の皆

さんの利便性向上等の効果も考えた上で、どの

ような社会資本を優先的に整備していくべきか

を判断して、また地域企業の育成についても配

慮しながら、対応してまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 つまり、全国、不況でござい

ますけれども、宮崎はより大変なんですから、

ある一定期間でも県内向けの何らかの措置が

あってもいいような気がいたしますので、御配

慮をお願いしたいと思います。

次に、すべての一般競争入札において、県内

に本店があること、もしくは相応の雇用のある

支店や営業所を置いていることを条件とすべき

と思いますが、県土整備部長のお考えを伺いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 県発注の公共

工事につきましては、原則として県内に本店を

有する業者に発注することとしておりますが、

のり面工事や電気工事等一部の工事において

は、県内で20名以上の従業員を雇用している等

の県への貢献度が高い県外業者については、準

県内業者として認定をしまして、県内業者と同

様に取り扱っております。また、トンネル工事

等の大規模な工事や水門扉等の特殊な工事等に

おいては、県内業者による施工実績が少ないこ

とから、県内業者への技術移転を図ることにも

配慮しながら、競争性を確保する観点から、県

外業者も含めて入札を行っているところであり

ます。今後とも、原則として県内業者に発注す

るとともに、地域社会への貢献度なども評価し

ます総合評価落札方式を拡充するなどしまし

て、よりよい入札制度の構築に努めてまいりた

いと存じます。

○外山 衛議員 財政が厳しく予算等が逼迫し

ていますから、大変だと思いますけれども、こ

ういうときだからこそ、県内業者にも配慮し
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た、いろんな発注であるとか仕事の配分をお願

いしたいと思います。

もう一点ですが、いわゆる民需の喚起も必要

と考えます。例えば、県民が住宅建設を行う場

合、県内企業に発注したものに限って、建設に

係る不動産取得税を減免してはどうかと思いま

すが、総務部長、お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 住宅建設に係る不

動産取得税につきましては、現在でも、住宅建

設を促進する観点から、まずは税率を４％から

３％に軽減しておるところでございます。そし

てさらに、一定の要件に該当する住宅を建築ま

たは購入、こういった場合には、住宅の評価額

から1,200万円を控除して課税をしているところ

でございます。ちなみに、平成19年度の住宅建

設に係る不動産取得税を、今の税率３％をもと

に計算しますと、本来ならば13億7,000万円とい

うことでございますが、現実には、そのうちの

約12億2,000万円は住宅控除分として軽減されて

いるという状況でございます。

○外山 衛議員 この件に関しましては、既に

取り組みがなされているようでありますから、

評価に値すると思います。さらに、県の裁量で

もってこれに類似するようなものがあって実施

が可能であれば、検討をお願いしたいと思いま

す。これは要望であります。

次に、水産業における燃油対策について伺い

ます。

漁業における燃油対策について、農政水産部

長にお伺いします。燃油の高騰は、家計や産業

界の経営に深刻な影響を与えております。県南

は、マンゴー、ピーマン、スイートピーなど施

設農業やカツオ、マグロなどの漁業が盛んな地

域であり、経営を改善するためにも、さらなる

行政支援が必要であると考えます。施設農業に

おいては、省エネを進めるといった観点から、

国において「強い農業づくり交付金」、本県に

おきましては「元気みやざき園芸産地確立事

業」が創設をされ、ハウスの二重被覆施設やエ

アビーム等の省エネ機械施設の導入が進められ

ております。漁業におきましては、国におい

て、燃料費の増加分に対して直接的に支援をす

る緊急対策が講じられております。なお、日南

市や南郷町では、施設農業の省エネに対する支

援はもとより、漁業の燃油に対しても、１リッ

トル当たり１円を助成するための補正予算を９

月定例会に提案されているようでありますが、

この漁業燃油に対する市及び町の単独支援を、

上部自治体である県としてどのように受けとめ

られているのかをお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 今般の燃油価

格高騰につきましては、農水産業のみならず、

県民生活の全般にわたりまして、多大な影響を

与えているところであり、燃油価格は今後とも

高どまりすることが予想されております。日南

市、それから南郷町など一部市町におきまし

て、地域の産業に与える影響を考慮され、独自

の支援策が講じられたものと考えております。

県といたしましては、水産業分野の対策として

省エネ対策の推進など、漁業の高コスト体質か

らの転換に有効な施策を推進することが重要で

あると考えておりまして、市や町、関係団体等

との緊密な連携や役割分担により、漁業者の支

援に努めてまいりたいと存じております。

○外山 衛議員 同じく、農政水産部長にお伺

いします。施設農業の省エネに対して、国、

県、市町村の３者での支援が行われているよう

に、漁業燃油対策についても県において支援を

行い、国、県、市町村の３者で支援していく必

要があると考えます。さきの蓬原議員への答弁
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の中で、「水産業界へ効果的な支援を行う」と

の答弁がございました。この効果的な支援と

は、具体的にはどのようなものであるかをお伺

いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 燃油高騰対策

を進めるためには、収益性を重視した水産業へ

の転換が何よりも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、新たに漁連

など関係団体等と協議会を設置し、国の燃油緊

急対策や県事業の効果的な活用により、グルー

プ操業によるコスト削減の地域ごとの取り組み

につきまして、指導助言を行っているところで

あります。また、今議会に、省エネ操業への転

換に必要な運転資金への利子補給等をお願いし

ておりますが、国の緊急対策とあわせて、より

低コストな操業への転換を促進したいと考えて

おります。さらに、水産物のブランド化や直販

等による販売力強化の取り組みを促進しまし

て、市や町、関係団体との密接な連携により、

漁業の持続的発展に向けた支援を行ってまいり

たいと考えております。

○外山 衛議員 それでは、もう一点部長に。

ということは、現時点におきましては、いわゆ

る真水の支援、直接的な支援は今のところない

という判断でよろしいでしょうか。考えられて

いないということですね。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 今般の原油価

格高騰につきましては、冒頭申しましたよう

に、農水産業のみならず、県民生活の全般にわ

たり多大な影響を与えているところでありまし

て、農水産業分野での対策を検討するに当たり

ましては、費用対効果、それから効果の持続

性、こういった観点を重視したところでありま

す。したがいまして、今回の緊急対策につきま

しては、長期的に重油価格が高どまりすること

も想定し、省エネ操業等によるコスト削減と付

加価値向上等により、漁業における収益性を向

上させるという観点から、融資対策をお願いし

ているところであります。

○外山 衛議員 わかりました。

１つ提案でございますが、例えば、国におい

て燃料費上昇分の90％を支援すると決定してお

ります。ならば、県がその残りの10％のうちの

３％でも６％でも支援するくらいのことを考え

てもいいような気がしますが、前向きの検討を

お願いします。

漁業に限らず、今、県内、非常に景気が悪い

です。どこかでお金の流れがとまりますと、す

べてが壊れてきます。この流れをとめて県内経

済を壊滅的な状況に追い込んでしまいますと、

一度つくり上げたものを壊してしまいまして、

再構築するにはその数倍ものパワーと労力が要

ると思いますので、いろんな手だてを打っても

らいたいと思っております。

次に、発達障害者支援センター、特別支援学

校につきましては、名称の変更はさることなが

ら、その学校の意義、重要性について、知事み

ずからテレビに出演をされ、広告、告知をされ

ているようであります。県下に15校の特別支援

学校が設置をされています。ただ、その中で発

達障害者支援センターが併設をされているの

は、県北においてはひかり学園支援センター、

県央にはひまわり学園支援センター、県西にお

きましては高千穂学園支援センターの３カ所と

なっております。そこで、支援センターの果た

す役割と、また県南地区への設置へ向けた取り

組みについて、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 発達障害者支

援センターは、発達障がい児、発達障がい者及
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びその保護者を対象に、一人一人のニーズに応

じた相談、発達、就労の各支援を行っており、

発達障がい児に対する支援ネットワークの中核

的機関として重要な役割を担っております。県

としましては、急増する支援ニーズに対応する

ため、昨年度、県央のセンターに加え、延岡市

と都城市に新たなセンターを設置したところで

あります。県南地区につきましては、今後、県

央のセンターの機能充実を図るなど創意工夫を

行いながら、検討してまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 ありがとうございます。今の

部長の答弁を前向きな答弁と受けとめ、設置が

かなうものと理解をしたいと思います。偏在を

避けることからも、県南地区への設置を強く求

めます。

最後に、宮原議員の質問の中に、副知事へ

の、いわゆる財政問題、予算についての質問が

ございました。これの延長上になるかと思いま

すが、ちょっと視点が違いますけれども、質問

いたします。

これまで三位一体改革の推進などにより、結

果的に地方交付税の大幅な削減がなされており

ます。財政力の弱い本県を初め地方団体にとっ

ては大きな痛手であり、今日の財源不足の最大

の要因であると思います。ちなみに、平成20年

度当初予算においては、県税が962億円に対し、

地方交付税は1,859億4,300万円となっておりま

す。交付税は、さらなる削減があるやに聞いて

おります。特に、副知事を初め総務省から幹部

職員を迎え入れている地方団体にとっては、属

人的な観点を含め、地方交付税確保の期待が強

く、その成果を注視しているのが本音であると

思います。そこで、来年度の地方交付税確保に

向けての積極的な姿勢について強く求めたいと

思います。副知事のお考え、また抱負をお聞き

したいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 交付税の確保につき

ましては、２つのポイントが重要になってくる

かと思います。地方全体として交付税総額を確

保するということ、それから、その上で宮崎県

への交付決定額というものをしっかり確保して

いくことでございます。

まず、１点目の地方全体としての確保につき

ましては、交付税特会の借入金が34兆円にも及

ぶ状況になっております。すなわち、地方全体

として返済をしていかなくてはならない額がそ

れだけ積み上がっておりまして、毎年数千億の

返済が迫られる状況にあります。そういう大変

厳しい状況ではありますが、年末の地方財政対

策に向けて、地方六団体一体となって、一致し

て何とか交付税総額の確保というものを強く訴

えてまいりたいと考えております。

次に、宮崎県への交付決定額につきましてで

ございますが、交付税の額の決定につきまして

は、昨日、宮原議員の質問にもお答えしました

ように、理論的に積み上げられました財政的な

需要額から、理論的に見込まれる収入額を引い

た額が交付税として交付されますので、理論的

に訴えていく必要があると考えているところで

ございます。最近の例で申し上げますと、新直

轄高速道路に係る算定費用の見直しにつきまし

て、知事を先頭に強く訴えてまいりましたとこ

ろ、19年度からの数年間でトータルで80億円ほ

どの需要額の上積みが認められたところでござ

います。こうした算定方法の見直しにつきまし

て、宮崎県の実態を強く訴えることによりまし

て、何とか確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○外山 衛議員 ありがとうございました。
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今回の質問は、ほとんどが質問というよりも

要望並びにお願いでございました。ただ、幾つ

か要望しました中で、80％は答えがいただけた

気がいたします。私は今回、要望あるいはお願

いの８割は聞いていただけたものと勝手に解釈

をして、質問を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 傍聴席が

空っぽになるかと思いましたけど、居残り傍

聴、ありがとうございます。

それでは早速、質問に入ります。今回、知事

は、政府の無駄ゼロ会議のメンバーに就任され

たわけであります。何で就任されたかわかりま

せんけれども、県民の一人として大変名誉なこ

とであります。その会議の中に「公益法人、特

別会計等の点検」という文言が出ております。

その中で、俗に言う埋蔵金についてお尋ねいた

します。

この埋蔵金というのは、特別会計の資産、負

債の差額、つまり積立金・剰余金のことであり

ます。この埋蔵金につきましては、かの有名な

「塩じい」こと塩川元財務大臣が、「母屋では

おかゆをすすっているのに、離れではすき焼き

を食べている」と表現された有名な話がありま

す。そしてまた、この使い道、考え方等につい

ては、来年４月から基礎年金の国庫負担が３分

の１から２分の１に引き上げられるということ

であります。もう一つの考え方は、消費税を１

％上げますと、2.5兆円の財源、税収が見込めま

すから、それを充てたらいいということであり

ます。きのうテレビにも出ていましたけど、こ

の基礎年金の財源をどうするかというのはまだ

出ていないようであります。そこで、知事にお

尋ねでありますけれども、俗に言う埋蔵金につ

いて、知事としてはどういうお考えか、お聞か

せいただきたいと思います。

後は自席でいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

いわゆる埋蔵金につきましては、特別会計の

剰余金あるいは積立金そのものを対象とするの

か、さらには独立行政法人や公益法人の資産と

負債の差額をも対象に含めるのか、いろいろ考

え方が分かれております。また、そうした特別

会計の積立金等の性格についても、将来の支出

に備えた財源や売却できない資産等があり、一

律に論ずることは難しいかと考えております。

しかしながら、積立金等の資産については、そ

の必要性、妥当性は毎年の予算編成において吟

味が必要であり、財源となり得るものは財源と

すべきだと考えております。私は、現在の厳し

い国家財政の状況、また、少子高齢化に伴い今

後増大することが見込まれる社会保障財源の確

保を考えますと、国家財政をいかに再建し、財

政運営を安定軌道に乗せていくかということに

ついて、中長期的な大きなビジョンとして国民

にきちんとお示しし理解を得て、財政再建を着

実に進めていくことが肝要ではないかと考えて

おります。以上です。〔降壇〕

○中野廣明議員 どうもありがとうございま

す。「中長期的に」という発言もありました。

実は2006年、小泉内閣のときに約20兆円、それ

から2007年に9.8兆円、すったもんだの末に吐き

出した、そういう事実もあるそうであります。

それから2007年度の特別会計、これは28ありま

すけれども、剰余金が42.6兆円と、新聞報道が

なされておりました。ここは俗に言う無駄な支

出の温床と言われております。地方ではおかゆ

をすすって、霞が関では宮崎県の一番いい宮崎

牛を食っているのかという感じであります。ぜ

平成20年９月25日(木)



- 260 -

ひ地方の代表としてしっかり頑張っていただき

たいと思います。

それでは、一般競争入札制度移行後の影響に

ついて質問をいたします。質問がちょっと多い

から、なるだけ簡単に、聞きたいことだけに答

えていただきたいと思います。県土整備部長、

最初で大変でしょうけど、深呼吸しながら…

…。わからないところは私が答弁しますから。

（笑声）

それでは、まずお尋ねいたします。建設業の

倒産件数、失業者数、それから信用保証協会の

代位弁済の状況を、18年度、19年度対比でそれ

ぞれ各部長お願いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） まず私の

ほうから、信用保証協会の代位弁済についてお

答えします。信用保証協会が、債務者でありま

す中小企業者にかわって金融機関に支払いまし

た代位弁済額の19年度の実績は34億7,500万円

で、18年度と比較しますと、金額で13億6,500万

円、率にして64.7％増加をしております。ま

た、保証債務平均残高に対する代位弁済額の割

合である代位弁済率を全国平均と比較します

と、18年度は全国平均を0.61ポイント下回

る1.76％、19年度は全国平均を0.14ポイント上

回る2.85％となっております。なお、それを建

設業に限って見ますと、過去５年間の平均で3.5

％でありますけれども、18年度は1.98％、19年

度は4.31％となっております。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、県内に

おける建設業の倒産件数についてであります

が、民間機関の調査による負債総額1,000万円以

上の倒産件数は、平成18年度は33件、平成19年

度は52件となっております。

次に、失業者数についてでありますが、宮崎

労働局調査による短時間労働者を含む雇用保険

の取得者と喪失者の人数を見ますと、平成18年

度に建設業に入職した人が5,578人、離職した人

が5,678人、その差は100人となっております。

また、平成19年度は入職した人が5,530人、離職

した人が7,251人、その差は1,721人となってお

ります。

○中野廣明議員 建設業者関連の失業者だけカ

ウントするとなると、かなり難しいんですけれ

ども、今答弁にあったように、雇用保険取得が

どうかということで調べますと、部長の言われ

たとおりであります。ただ、ことし４月から７

月で見ますと、既に1,347人が離職しておるとい

うことであります。これは、去年が1,721人でし

たから、かなり速いペースでまたことしも進ん

でいるのかなということであります。ただ、こ

れは建設業者の離職者ですから１人ですけれど

も、ここには家族があるわけです。私が選挙す

るときは、１家族３人で出せば大体人数が出ま

す。これですとかなりの数になるのかなという

ことであります。関係家族まで入れますとです

ね。ちなみに東諸地区を申し上げますと、平

成15～20年度で13社減って34社、そして関連就

業者は1,000人から500人に減っております。東

諸管内でも建設業者関連の人が500人減ってい

る、500人規模の企業誘致をするのはかなり大変

かな、そういう思いであります。

それから保証協会、悪いほうは答え方がわか

りにくいんですけど、要は保証協会の代弁率を

見ますと、18年度は全国でも代弁率が平均以下

だったんですね。それが19年度は全国平均を上

回った。なおかつ九州で一番高い代弁率になっ

た。そしてまた、日本では３番目に高い率に

なったということであります。これも、建設業

だけはまだ19年度の数字が出ておりませんから

わかりませんけれども、一時、日本は代弁率ワ
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ースト１ということを思い出すわけですけれど

も、そういうところもかなり数字が悪いほうに

動いているということであります。

次に質問いたします。入札不調の件数とその

後の処理方法について、それから県工事におけ

る契約保証金として現金が納付された件数、19

年度から。県工事発注後の契約解除の状況はど

うなっているか、関係部長にお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境森林部の

建設工事に係る入札不調につきましては、平

成19年度は、１月以降に入札を行った工事で、

県北地域における小規模な災害復旧工事等で２

件発生しております。これらの工事につきまし

ては、入札参加資格の見直しによる再入札や随

意契約によりまして、19年度中に契約を完了い

たしております。平成20年度につきましては、

８月末現在まで発生いたしておりません。次

に、契約保証として現金が納付された件数につ

いてですが、平成19年度は２件、平成20年度も

２件となっております。次に、契約解除の件数

についてでありますが、平成19年度は３件あり

まして、すべて倒産を理由とするものでありま

す。20年度は契約解除はございません。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農政水産部に

おける建設工事に係る入札不調は、平成19年度

に、発注件数423件のうち８件発生しておりま

す。このうち７件につきましては、入札参加資

格の見直しなどによる再入札により、平成19年

度中に契約を完了しております。残り１件は、

１月末に不調となった用水路の改修工事で、稲

の刈り取り後に発注することとし、現在、入札

手続を進めているところであります。平成20年

度は、８月末現在で１件の入札不調が発生して

おりますが、現在、再度の入札公告中でありま

す。次に、契約保証として現金が納付された件

数は、平成19年度が７件、平成20年度は、８月

末現在で５件となっております。次に、契約解

除の件数は、平成19年度が４件で、うち倒産を

理由とするものは３件となっております。ま

た、平成20年度は、８月末現在で契約解除はご

ざいません。

○県土整備部長（山田康夫君） 県土整備部発

注の建設工事に係る入札不調につきましては、

平成19年度は、11月以降に入札を行った工事

で、県北地域における小規模な災害復旧工事等

を中心に48件発生をしております。このうち43

件につきましては、入札参加資格の見直し等に

よる再入札、そして随意契約などにより19年度

中に契約を完了しております。残りの５件につ

きましては、今年度３件契約を完了しまして、

２件は年度後半に発注をする予定であります。

平成20年度は、８月末現在で１件の入札不調が

発生しておりますが、現在、再度の入札公告中

であります。次に、契約保証として現金が納付

された件数についてでありますが、平成19年度

は18件、平成20年度は６件となっております。

次に、契約解除の件数についてでありますが、

平成19年度は26件、うち倒産を理由とするもの

は25件、平成20年度はこれまでに１件、これは

倒産を理由とするものでございます。以上で

す。

○中野廣明議員 まず、入札不調というやつで

あります。これは入札改革によって出てきた話

でありますが、数え切れなかったんですけど、

全体で60件ぐらいかなと思うんです。私が聞く

ところによると、一応ランクを変えて再度入札

をかけると。しかし、それでもまだ落ちない。

次はどうするかというと、随契という話なんで

す。何で入札でするところがないのに随契がで
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きるか。おどしか何かしてさせるか、そんなこ

とはないと思いますけどね。随契という形だそ

うであります。県土整備部長、いいですか、聞

いておってくださいよ。随契をするというのは

私はおかしいと思うんです。何で不調になった

かということを再度検討して、設計単価を見直

すとかして再度入札にかけるべきではないかと

思うんですけど、県土整備部長、代表で答えて

ください。

○県土整備部長（山田康夫君） 入札不調と

なった場合は、まず、設計単価などをもとに設

定された予定価格が、現場の条件や施工の条件

などを適正に反映されたものか、改めて確認し

まして、不備があれば見直しをいたします。そ

の上で、当該工事の緊急度等も考慮しまして、

法令の規定により再入札の手続や随意契約の手

続に移行しているところでございます。

○中野廣明議員 再度見直すということですけ

ど、それでもまだ落ちない。よっぽど能力がな

いか、実力がないか、見直し方が悪いか、そん

なふうにとられても仕方がない。これは、随意

契約なんていうのを無理やり押し込むようなこ

とはしないで、しっかり見直しをして再度、入

札をすべきだと思っております。知事もこうい

う話は初めてかと思いますけど、そういう実態

もあるということを、ぜひ理解していただきた

いと思います。

それから現金納付、これは場合によっては県

は丸々もうけなんですよ。丸々もうけ。これは

何で現金納付するかというと、県と契約したと

きには保証金を入れるわけですね。だけど保証

会社が、どうもＡ会社は危ないというので保証

を断る。それで仕方なく現金を積むというのが

これですね。これが何件か、足し算ようしませ

んでしたけど、そういう事例がある。そして、

私が知っている範囲では、銀行が支援すると言

うから、銀行と話をつけて現金を納付して工事

契約をしたら、銀行からはしごを外されてバン

ザイしたんです。300万円ぐらい県に納付してい

ますから、これは口ききじゃありませんけど、

何とか取り返せんかと思ってやったけど、やっ

ぱり法律は強い。これは契約しておるからしよ

うがないということで、倒産した上に丸々300万

円捨てたという事例もあります。こういう現実

も出てきているということを、しっかり理解し

ていただきたいと思います。

それから契約解除30件ぐらいかな。どっちに

しても、単なる契約・入札残の影響だけじゃな

くして、こういう問題も出て、いろいろ事務量

もふえてきているというようなことも十分把握

していただきたいと思います。

本県の入札改革は、全国から見ても本当に急

進的な、前例のない取り組みだったと私は思っ

ております。準備未完了の段階で入札改革を

行ったということで、このようなひずみが出て

いるんじゃないかと私は思っております。そこ

で、知事は以前に、「入札改革は官製談合防止

が大前提」というふうに答弁されております。

改めて知事に質問しますが、改革の目的は何

だったのか、このような現象は想定内だったの

かお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 入札談合事件により

まして大きく失われた県政への信頼、県民の誇

りを一刻も早く回復するためには、より公正、

透明で競争性の高い入札・契約制度の確立を目

指し、スピード感を持った、かつ抜本的な改革

が必要であったと考えております。また同時

に、県民すべての皆さんが満足できるようにす

ることは困難な面もありますことから、改革に

ついては随時検証しながら見直しを行っていく
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ことも必要であると考えております。

全国的にも同様でありますが、建設投資がピ

ーク時の半分程度に減少していることに加えま

して、一般競争入札の拡大による競争性の高ま

りや建設資材の高騰などにより、特に昨今の建

設産業を取り巻く経営環境というのは厳しいも

のがあると認識しております。御指摘のような

ことにつきましては、ある程度想定しておりま

したが、今日の原油や建設資材の高騰につきま

しては、想定外のことでありました。このた

め、平成20年度重点施策の一つとして建設産業

対策を位置づけたところでありまして、技術と

経営にすぐれた業者が伸びていけるよう、引き

続き、きめ細やかな支援に努めてまいりますと

ともに、入札制度改革につきましても、幅広く

意見を伺いながら、よりよい制度確立のために

邁進していきたいと考えております。

○中野廣明議員 私は、今から残るのは、借金

のない企業だけがまずは残っていく、そう思っ

ているわけですけど……。

次の質問にいきますけど、私は改革は大事な

ことだと思っているんです。本当に改革をする

ときには、半分は敵だと思わないとできない。

しかし、改革がある程度おさまったら、みんな

がよかったなと思うのが改革かなと思っており

ます。そういう中で、離職者1,721名、これは家

族を入れるとこれの倍、３倍と見てもいいわけ

ですけど、なかなか再就職というのはないと思

うんですけれども、こういう離職者が出たとい

うことも、想定内であれば別ですけど、やはり

私は、知事として少しは心痛められているん

じゃないかなと思うんです。離職者がこれだけ

出たということに対して、知事の感じ方をお聞

かせください。

○知事（東国原英夫君） 大変つらいことだな

と思っております。建設投資の大幅な減少とか

建設資材の高騰など、さまざまな要因によりま

して、建設産業は大変厳しい状況となっており

ます。先ほども数字が出ましたが、離職者が19

年7,250名、建設業に入職された方が5,530名と

いうことで、その差約1,700名でございます。何

とかしなければと思っております。今後とも、

平成20年度重点施策である建設産業対策を関係

部局連携させて着実に推進するとともに、入札

制度改革につきましても、幅広く意見を伺いな

がら、よりよい制度の構築を図ってまいりたい

と考えております。

○中野廣明議員 もう一つ、私は知事はすごい

なと思ったことがあるんです。選挙のときのマ

ニフェストを、選挙後に「間違った」とか「勘

違いしておった」というのは普通は通じぬので

すけど、どうも知事は通じるような気がするん

です。それは別として、知事のマニフェストに

「１万人雇用」というのが入っております。こ

の際、１万人と言わず、今、建設業から出た分

ぐらいは努力目標として、１万2,000～1万3,000

人とかいうぐらい上げて頑張ってもらいたいと

私は思うんですけど、知事いかがですか。

○知事（東国原英夫君） １万人雇用という数

値目標を立てさせていただいたのは、私なりの

算定根拠がございます。実を言うと8,000人ぐら

いが目標だったんですが、どこかで答弁もした

と思いますけれども、8,000人というのは中途半

端であるということで、思い切ってそのプラ

ス20％増で１万人ということを数値目標とさせ

ていただいたところでございます。これ以上の

数値目標は、ちょっと現状ではハードルが高過

ぎるかなと考えております。

○中野廣明議員 ぜひ、もう一踏ん張りして頑

張っていただきたいと思います。
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次に、最低制限価格について質問をいたしま

す。まず、最低制限価格の70～80％を80～85％

へ引き上げた根拠、理由は何だったのか。

２つ目、平成18年度指名競争入札の工事成績

と、平成19年度一般競争入札の最低価格付近で

落札された工事成績はどうなっているか。

３つ目、最低価格は、だれが、どのようにし

て、どの時点で決め、どの時点で公表するの

か。県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 最低制限価格

は、個別の契約ごとに、請負契約の内容に適合

した履行を確保するために必要となる最低限の

価格のことであります。最低制限価格の引き上

げの検討に当たりましては、落札率の状況等も

踏まえ、昨年の７月に施工業者を対象にコスト

調査を実施いたしました。その結果、落札率が

低い工事ほど赤字の割合が高くなり、さらに工

事成績の低い工事の割合も高くなる傾向にある

ことから、工事の品質確保や健全かつ継続的な

企業経営に支障が生じることが懸念されたとこ

ろであります。このため、最低制限価格の趣旨

とコスト調査の結果を踏まえ、昨年10月に予定

価格のおおむね80～85％に引き上げたものであ

ります。

次に、工事成績関係でございますけれども、

県土整備部における平成18年度に指名競争入札

で発注した工事成績の平均は78.0点となってお

ります。また、平成19年度に一般競争入札で発

注した工事のうち、落札金額が最低制限価格か

ら１％以内の工事で見ますと、工事成績の平均

は80.4点となっております。

次に、最低制限価格はだれがどのように決め

るのかということでございますが、設計金額に

応じて、本庁の事業担当課長、または各出先機

関の長が、工事に最低限必要と考えられる建設

資材、労務費、諸経費等を個別工事ごとに積算

して設定しております。この最低制限価格は、

開札前までに算定した上で調書に記載した後、

封書におさめて厳重に保管するとともに、電子

入札システムでは、最低制限価格を入力しなけ

れば開札できず、また、開札後は額の変更はで

きないシステムとなっております。また、入札

結果につきましては、電子入札システムを通

じ、開札日に入札参加者に対し公表しておりま

すが、最低制限価格の額につきましては、開札

後に落札候補者の資格審査を行うために、候補

者すべてに資格がないと判明した場合は、後

日、再入札を行う必要が生じますので、この最

低制限価格につきましては、落札者決定後に公

表をしているところであります。

なお、総合評価落札方式の入札につきまして

は、試行の拡大過程にあるということもありま

して、現在の電子入札システムが完全には対応

しておりません。開札日に入札参加者に対し結

果の公表ができていない状況にございます。

○中野廣明議員 わかったようでわかりませ

ん。長くてですね。

そういうことで、コスト調査を本当にしたの

か、ちょっと疑問があるんですけど、参考まで

に、何件ぐらいコスト調査されたのか。

○県土整備部長（山田康夫君） コスト調査に

つきましては、平成18年４月以降に発注し、昨

年６月までに完成した1,780件の工事を対象に、

施工業者にいろいろ重ねて協力をお願いしまし

た。その結果、最終的に123件の回答をいただい

たところであります。

○中野廣明議員 最終的には123件でがっくり来

ましたけれども、いずれにしても、現場企業を

しっかり調査して決めたということであります

し、コスト計算して出したということでありま
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すから、しっかり黒字が出るという前提だろう

ととっておきます。

今の最低価格の取り扱いですけれども、一応

回答を得ましたけど、よくわかりません。要

は、今、我々がいろいろ聞いているのは、入札

が済んでも、最低価格が落札者と一緒に出てく

ると、その間に時間があき過ぎるということな

んです。よく考えれば、入札が済んだ翌日に

ぱっと出してもいいと思うんです。これだと余

計、官製談合をやりやすいですよ。だれか１

人、所長１人、企業１人、３人おれば完全犯罪

みたいにできます。本部長が何ぼ頑張っても、

情況証拠も残らないようなやり方ができます。

いろいろ今、答弁いただきましたけれども、よ

くわかりませんでしたけど、これはぜひ一日も

早く、最低制限価格を開札と同時に発表するよ

うに努力していただくよう、強く要望しておき

ます。

次に、知事にお尋ねいたします。今回、コス

ト調査をして80～85％に変更したということで

あります。しかし、80％の最低価格でも利益は

出ないという陳情を我々はよく受けるわけであ

ります。今回、150とかのサンプルでそうなった

わけでありますけれども、それが妥当かどうか

わかりませんけれども、実態はまだそういう声

が大半であります。早急に検証して、利益が出

なければ最低価格を引き上げるべきではないか

と思うわけですけど、知事の御見解をお尋ねい

たします。

○知事（東国原英夫君） 最低制限価格という

のは、個別の契約ごとに請負契約の内容に適合

した履行を確保するために必要となる、いわゆ

る最低限の価格を設定しているところでありま

して、工事によって80～85％となっているとこ

ろでございます。最低制限価格につきまして

は、昨年10月に80～85％に引き上げさせていた

だきまして、全国的にも遜色のないものだと考

えておりますので、再度の引き上げは厳しいと

ころかなという感じがしております。

○中野廣明議員 今はそういう回答でいいと思

うんですけど、これが現実問題としてどんどん

倒産が出てきたということになれば、絶対また

改定しなきゃいけなくなってくると思います。

そういうことがないことがいいんですけど、そ

ういうふうにならないうちに、ぜひしっかり常

日ごろ検証して、柔軟に対応してほしいと思っ

ております。

次に、総合評価方式についてであります。特

に特別簡易型評価項目について質問をいたしま

す。簡単に答えてください。まず１つ目が、企

業の過去10年間の同種工事の施工実績。２つ目

が、企業の過去10年間の主任技術者の同種工事

の施工経験。３つ目が、過去１年間の災害時の

地域貢献・ボランティアの実績。４つ目が、過

去２年間の道路パトロール、緊急施行工事の実

績。５つ目が、地域貢献度の本店所在地が15点

から７点に減点された根拠は何か。県土整備部

長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、過去10

年間の企業の施工実績につきましては、県発注

以外の公共工事も認めておりますことから、入

札参加企業に資料提出を求めております。具体

的には、公的機関に登録された工事実績情報、

いわゆるコリンズ、または契約書の写し等の資

料により確認をしております。また、過去３年

間の県工事成績につきましては、県が保有する

工事成績データにより確認できますので、これ

については資料提出は求めておりません。

次に、過去10年間の主任技術者の施工実績等

でございますけれども、過去10年間については
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企業の施工実績と同様の確認方法であります。

過去３年間の県工事成績につきましては、県が

保有する工事成績データに主任技術者等の個人

情報が含まれておりませんので、入札参加企業

に資料提出を求めております。具体的には、工

事成績評定通知書の写しと、その工事に配置予

定技術者が確かに従事したことを証明するコリ

ンズ等の資料により確認をしております。

次に、ボランティア等の地域貢献でございま

すけれども、過去１年間のボランティア等の地

域貢献実績につきましては、入札参加企業が提

出する資料により確認をしております。具体的

には、地域貢献活動の内容を証明する公的機関

の証明書や写真、新聞記事等の資料の写し等、

客観的に判定できる資料により確認をしており

ます。

過去２年間の道路パトロール・緊急施行工事

の実績についてでございますけれども、入札参

加企業が提出する資料により確認をしておりま

す。具体的には、契約書や発注機関の証明書の

写し等で確認しております。

地域貢献度の本店所在地が減点された根拠と

いうことでございますけれども、地域の建設業

は、災害応急対策等に大変重要な役割を果たし

ておりまして、県民の安全で安心な暮らしの確

保には、地域に根差した優秀な建設業者が必要

不可欠であるため、企業の地域社会貢献度を評

価の視点の一つとしております。今回の見直し

に当たっては、平成19年度の試行結果の検証及

び建設関係団体等の意見も踏まえまして、地域

社会貢献度を総合的に評価するため、評価項目

を４項目から６項目にふやし、それに合わせて

項目ごとの配点を見直したところでございま

す。そのうち、企業の本支店、営業所の所在地

に関しましては、当該地域の自然的・社会的条

件について熟知していることが、工事を円滑に

実施するために必要であること、及び地域の経

済、雇用に一定の役割を果たしていることか

ら、６項目の中では最も高い配点としていると

ころでございます。

○中野廣明議員 あえてくどくど今、部長に答

弁願ったのは、これを見ますと、何で建設業者

が、5,000万、6,000万、１億の工事が、こうい

う不確実要素の中で決められるのかなと思うん

です。例えば、企業の過去10年間の同種工事の

施工実績といっても、６年目、７年目前に、そ

のときに同じ技術者がいた工事であれば、そこ

の企業の技術力というのが出るわけですけど、

それは問うていない。ただ、工事をとったかど

うか。それも10年前というのは―県庁は５年

以上はそういう書類はないんですよね。台帳ぐ

らいありますけど。

それからボランティア―私は、ボランティ

アというのは、代償を求めずに自発的にするの

がボランティアだと思うんです。「所長さん、

今からボランティアに行ってきます」と言って

行くのか、新聞記者の人に「ぜひ写真を撮って

ください」と言ってボランティアをするのか、

そんな話じゃないだろうと思うんですね。道路

パトロール・緊急施行工事にしても、例えば東

諸をとると、37社の企業が１年、一緒にとれな

いんですよ。そこでみんな差がつくわけです。

それから、私がいいなと思うのは本店所在地15

点、これぐらいでいいのかなと思うんです。

考えれば考えるほど、私は不確実要素だと

思っております。しっかりみんなが納得するよ

うに、おかしくないように検証を早めて切りか

えていただきたい、そう思っております。

次に、事例を言いますけど、評価点数によっ

て落札者が特定されてくるんですね。同じ最低
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制限価格の近くでとっておっても、この評価点

数で特定される。下手するとその企業はずっと

５本とれることだって可能だという事例が出て

きております。そういうふうに偏らないように

すべきじゃないか。答弁、代表して県土整備部

長。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成20年度に

県土整備部が総合評価落札方式により発注した

工事は、９月12日現在57件となっておりますけ

れども、この57件の工事を落札した企業数は46

社でございます。このうち複数の工事を落札し

た業者は７社ということでございます。現在の

ところ、極端な受注の偏りはないと認識をして

おりますけれども、評価項目等については、今

後とも、試行結果を十分検証・分析しながら、

随時、見直しを行ってまいりたいと考えており

ます。

○中野廣明議員 これは、私、実際相談を受け

たんですよ。１カ月の間に２本、6,000万ぐらい

の工事が出た。Ａ社がみんなとった。それは何

でとったか。みんな限りなく最低制限価格に近

いんです。何が変わったかというと、現場に配

置した技術者の評点で変わってきているわけで

す。その理屈でいけば、その工事が済んでまた

いけば、またそこがとれる。それは大体、最低

制限価格が一緒付近の場合ですよ。そういうこ

とがもう出てきておるんです。こういうのは絶

対にないように検討していただきたい。これは

本当に不公平だと思います。

次に、知事に質問いたします。総合評価落札

方式は、もともと技術提案型なので、幾ら試行

しても、公平公正さは確保できない、完成しな

いと思っております。業者は不確定な中で工事

を試行し、生活もかかっているということであ

ります。現在の入札方法でいきますと、借金の

ない企業がとりあえず最後は残ります、絶対。

とんとんでいけば、借金のないところはとんと

んでいいんですよ。借金があるところは利益を

出して借金を払わんといかん。そこでお手上げ

です。そういうことを考えますと、最終は一般

指名競争入札の範囲について、外山衛議員が質

問しましたけど、今250万ですけれども、ここら

辺もしっかり見直すべきじゃないかと思ってお

ります。知事の意見をお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 先ほどから議員よ

り、「偏らないように」とか「不公平の是正」

というような御指摘がありますが、指名競争入

札自体が偏った入札制度だと思います。それ

に、不公平な入札制度だと私は考えておりま

す。そして、250万円以上というような今の質問

でございますが、本県では、一昨年の談合事件

により失われた県民の皆様の県政に対する信頼

を回復するために、一般競争入札の拡大など、

より公正、透明で競争性の高い入札・契約制度

の確立に取り組むとともに、幅広く意見を伺い

ながら、改革の検証や必要な見直しを随時行っ

ているところであります。指名競争入札につき

ましては、入札参加者が限定されることによる

競争性の問題や、業者選定に恣意性の余地が残

ることから、今後とも、一般競争入札の枠組み

の中で、技術力や地域貢献度の高い業者が受注

しやすい環境を、さらに整備してまいりたいと

考えておるところでございます。

○中野廣明議員 一般競争入札が、今の評点方

式で言えば偏る。そういうふうに今、偏ってお

るわけですね。だから、そこら辺を改善しない

と、偏った人たちが評価点数でとるようなシス

テムになりますよということを申し上げている

わけです。

次に、衰退する農業について質問いたしま
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す。

今、日本の農業の現状を考えますと、これま

で行政の果たしてきた役割は何であったのか。

また、国会で、県議会で農業問題がきょうも議

論されました。にもかかわらず、私は、結果は

衰退の一途をたどっていると思っております。

きょうのような農業に関する答弁を聞いて、本

当にそれがそのまま実現しておれば、今、農業

はバラ色じゃないかと思うわけです。そういう

ことで質問に入ります。

まず、農業の現状課題をどのように認識され

ているのか、また衰退する根本的な要因は何だ

とお考えか、知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 近年の農業を取り巻

く情勢というのは、担い手の減少や高齢化の進

行といった構造的な課題に加え、国際貿易交渉

問題や原油・飼料価格の高騰など大変厳しい状

況に直面しており、我が国の農業産出額を見て

みますと、平成18年が８兆6,000億円で、過去20

年間で北海道の産出額の３倍に相当する約３兆

円減少しております。この主な原因、あるいは

要因としましては、農業は自然を相手にした産

業でありまして、気象災害等により農産物の収

量や品質等が安定しないこと、昭和60年以降の

急速な円高の進行や農産物貿易の自由化の中

で、外食産業を中心とした安価な輸入品の急速

な増大が市場価格等にも大きく影響しているこ

と等により、農業所得が安定しないことが挙げ

られると考えております。

しかしながら一方では、将来の食料不足に対

する不安等が広まる中で、最近、我が国におい

ても、食料自給率向上への関心や農業に対する

期待がますます高まっているのも事実でありま

す。県といたしましては、今後とも、本県農業

者の所得向上を基本に、農業情勢の変化に的確

に対応しながら、輸入農産物に対抗し、良質か

つ安全・安心な農産物を安定供給する生産構造

の確立に、改めて取り組みたいと考えておりま

す。

○中野廣明議員 確かに、不安定だということ

もあります。それと、私はやっぱり、所得の低

さじゃないかと思っているんです。それを今か

らやっていきますけど。

次に、宮崎県における子牛１頭当たりの生産

費、売買価格はどのようになっているのか、農

政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 国などの調査

によりますと、平成19年度の子牛１頭当たりの

生産費は平均31万1,000円、売買価格は平均51

万1,000円となっております。また、直近の平

成20年４月から８月までの売買価格は平均41

万2,000円となっております。

○中野廣明議員 子牛も本当にいっときはよ

かった。しかし、肥育は大変だということであ

ります。いろいろ議論しようと思って数値をと

ると、本当にまちまちなんですね。今、部長が

言った、国の調査では子牛１頭20万円出るよう

な計算になります。そしてまた、国の保証基準

価格でいきますと、保証基準価格が31万円であ

ります。こんな話になったら、到底、牛もやっ

ておられないというようなことであります。そ

ういうことで、陳情としては、「41万円ぐらい

の価格保証をしてもらわんことにはやっていけ

ん。これから減るだろう」というような意見で

あります。

次に質問いたします。県として把握している

キュウリ、ピーマンの生産費、個人所得額は幾

らになっているのかお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県において標

準的な経費の指標として定められました経営管
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理指針をもとに、昨年の経済連取り扱い平均単

価及び重油単価を用いて10アール当たりで試算

しますと、キュウリでは、経営費276万6,000

円、農業所得113万2,000円となっております。

またピーマンでは、経営費400万1,000円、農業

所得118万3,000円となっております。

○中野廣明議員 ピーマン、キュウリについ

て、大体１戸当たりの所得がどれぐらいになっ

ているか。これはしっかりした数字ですけど、

これを申し上げますと、キュウリ、１戸当た

り2.6反―26アールですけど―大体198万

円、１戸の農家がですよ。それからピーマン

が、31アールですけれども、大体233万円です

ね。これを今、部長が言った10アール当たりの

単価からひき直しますと、県が把握する単価は

キュウリで293万円になるんです。ここで実態

は、私が調べた価格と100万円違ってきている。

それから、部長が言った答弁を10アールで直し

ますと、ピーマンも366万円。私の持っている資

料は233万円、130万円の開きがあるということ

であります。ここで言いたいのは、県ももう

ちょっとしっかり―数値の出どころがどう

も、標準何とかというやつでサンプルも少ない

し、要はもうちょっとしっかり数字をとるべき

じゃないか。それと、１戸当たりの農家が今ど

れぐらいの所得になっているか、これもしっか

り把握するべきだと思います。

次に４番目、それぞれの価格保証はどのよう

な仕組み、保証額になっているのか、農政水産

部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 黒毛和種の子

牛、それからキュウリ、ピーマン、そういった

ものでお答えしたいと思います。

まず、黒毛和種の子牛についてであります

が、子牛価格が低落した場合に、肉用子牛生産

者補給金制度によりまして価格保証を行ってお

ります。具体的には、保証基準価格の31万円を

下回り26万8,000円までは、その差額が生産者補

給金として、生産者に対し国より交付されま

す。さらに、子牛価格が26万8,000円を下回った

場合には、その差額の90％が、あらかじめ積み

立てられました生産者積立金により交付されま

す。なお、生産者積立金の負担割合は、国が50

％、県、生産者それぞれ25％となっておりま

す。

次に、野菜につきましては、野菜生産出荷安

定法により、野菜価格が下落して保証基準価格

を下回った場合に、その差額の一定割合が、造

成した資金から生産者に対して補てんされま

す。その保証基準額は、野菜の種類、出荷時期

等で異なりますが、例えばキュウリ、ピーマン

で、１月から２月に関東へ出荷される場合、キ

ログラム当たり、キュウリで334円、ピーマン

で451円となっており、市場価格が下回った場合

に、基準額との差額の90％が補てんされます。

なお、本県で交付額が多いキュウリ、ピーマン

などの指定野菜の資金造成負担割合は、国が60

％、県、生産者がそれぞれ20％となっておりま

す。

○中野廣明議員 要は、こういう保証制度があ

りますけれども、今回のような飼料高騰とか燃

油高騰があっても、それは反映しないというこ

とであります。そしてまた、そういう保証価格

制度を使っても、要は、農家１戸当たり平均し

て220～230万ぐらいの所得にしかならないとい

うことであります。私は、最終的には幾ら残る

かということを議論しない限り、農業者がふえ

るとか、そういうことにはならないだろうと

思っております。

最後に、知事にお尋ねいたします。私は、農
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業の衰退は農業所得を議論せずして阻止できな

いと思っております。まずは、保証基準価格の

引き上げを最優先して検討すべきではないか。

この保証価格がしっかり、平均的な給与ぐらい

保証されれば、今みたいに慌てて手を打たんで

も農家はふえると思っております。知事の見解

をお聞きいたします。

○知事（東国原英夫君） 農業の衰退を阻止す

るためにはということで、私はマクロ的には、

この国家が国家戦略として農業に対する考え方

とか仕組みとか制度を抜本的に変えない限り、

これは変わらないと思っています。それを価格

保証にするのか、諸先進国のように収入保証に

するのかは別にしまして、価格保証のセーフ

ティネットというのは必要だと思います。した

がいまして、県といたしましては、野菜の価格

安定対策につきましては、生産者の所得確保に

視点を置いた制度の見直し・拡充について、畜

産につきましては、肉用子牛生産者補給金制度

を初め、本県畜産農家の実情を十分に踏まえた

各種経営安定対策の充実について図られるよ

う、「みやざきの提案・要望」や７月の緊急要

望等において、国に提案してきたところであり

ます。今後とも、あらゆる機会を通じ、マクロ

的な制度も含めて要望してまいりたいと思いま

す。

○中野廣明議員 やっと意見が一致しました。

ぜひ農業所得保証制度、我々も頑張りますけ

ど、しっかり頑張っていただきたいと思いま

す。農業の衰退は、国益優先の貿易自由化によ

る犠牲に起因していると思うんです。それなら

ば、貿易収支の黒字が10兆円ぐらいあるようで

ありますけれども、そういう中からしっかり農

業への補てんをすべきだと思っております。今

回、ぜひ農業保証制度、しっかり知事、頑張っ

ていただきたいと思います。

最後になりました。世界が恐れる新型鳥イン

フルエンザについてお尋ねいたします。

新型インフルエンザの国の対応、県の対応は

どのようになっているのか、また行動計画はど

のようになっているのか、知事にお尋ねいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 新型インフルエンザ

の世界的な大流行が発生した場合、国内の入院

患者数は約53～200万人、死亡者数は約17～64万

人と推計され、社会的・経済的影響が甚大にな

ることが懸念されております。そのため国にお

きましては、「新型インフルエンザ行動計画」

に基づき、関係する法律やガイドラインなどの

体制の整備、抗インフルエンザ薬やプレパンデ

ミックワクチンの備蓄などを進めております。

本県におきましては、平成17年１月に、「新型

インフルエンザ対応指針」を策定し、抗インフ

ルエンザ薬の備蓄や医療体制の確保、訓練など

に取り組んでいるところであります。また、新

型インフルエンザの被害は、通常の自然災害を

大きくしのぐ規模になることが予想され、全庁

挙げての対応が求められますことから、現在、

各部局の具体的な対応を盛り込んだ「新型イン

フルエンザ行動計画」を策定中であります。今

後とも、医師会や市町村など関係機関と連携し

て、体制整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

○中野廣明議員 鳥インフルエンザでも東南ア

ジアで243名死亡されているそうであります。人

から人へうつり出すと、本当に大変なものであ

ります。東京で１人の感染者が出ると、２週間

で36万人の患者が出る、これは国立感染症研究

所が言っております。そしてアメリカ、イギリ

スでは、新型インフルエンザの対策を、テロ対
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策と同様のトップ課題として取り扱っていると

いうことであります。日本は非常におくれてい

るとのことであります。テロ対策を抜いて最上

位ということはですね。それから行動計画も綿

密な計画、医療体制の確保、会社・役所の欠勤

率、現金自動支払機の稼働状況、住民の移動制

限（インターネットの回線確保）とか、ありと

あらゆる検討をされているようであります。日

本は非常におくれていると言われております。

ぜひ、宮崎独自の対応策を、行動計画も含めて

準備していただくことをお願いして、終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩をいたしま

す。

午後２時48分休憩

午後３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、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

でございます。本日、最後となりました。通告

に従い一般質問を行ってまいります。

2001年から始まりました宮城県仙台市の

「とっておきの音楽祭」、このドキュメンタリ

ー映画を南郷町で見る機会がありました。アー

ケード街の路上、ビルの前、公園など町がステ

ージとなり、障がいのある人もない人も一緒に

なって演奏し、歌い踊り、町行く人が観客と

なっていました。スクリーンに映し出される人

たちの中には、障がいのある方々の一生懸命さ

に感動し涙する光景がありました。私の目にも

自然と涙があふれ出たところでございます。こ

の音楽祭には出演者を支える多くのスタッフが

います。当日は、宮城県前知事の浅野史郎さん

もおいでいただきましたが、その浅野さんが、

「障がい者福祉は世直しであり、国づくりであ

る」と、映画の前段で話をされました。また、

映画のタイトルに、「みんなちがってみんない

い」という表現があります。それぞれの個性を

認め合うことの大切さだと思います。日本が取

り戻さなければならない課題、今まさに日本社

会に求められている支え合う社会の縮図を、こ

の映像で見た気がします。

さて、宮崎国際音楽祭は、レベルの高い本物

の音楽に県民が身近に触れることのできる音楽

祭として13回を重ねました。一方で、県の支援

のあり方が問われ、「文化事業として予算が突

出している」とか、「県民に対してどのような

効果をもたらしているか」などの指摘があると

ころです。私は、この宮崎国際音楽祭が今後も

より多くの県民に親しまれ、特色ある音楽祭へ

とさらに発展するよう願うものであります。そ

こで、障がい者団体が出演できるステージを、

宮崎国際音楽祭のスケジュールの中に組み入れ

ることはできないものか、知事に答弁を求めま

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。

ことしで13回を数えましたこの音楽祭は、県

民が、宮崎において質の高いクラシック音楽を

鑑賞できるという貴重な機会を提供するととも

に、アジアを代表する音楽祭として宮崎から情

報発信することにより、本県のイメージアップ

や県民の誇りの醸成に寄与しているものと考え

ております。この音楽祭を、より県民から親し

まれ特色あるものとするための取り組みといた

しましては、ボランティアによる「街角ミニコ
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ンサート」や、実行委員会による「みやざき国

際ストリート音楽祭」など、県内の演奏家が参

加できる関連事業を積極的に支援しているとこ

ろであります。先日、私も「わたぼうしコンサ

ート」というのに行ってまいりましたが、障が

いを持ちながら演奏活動をされている方々につ

きましても、これらの関連事業などにおける演

奏機会の確保ができるよう、今後、各主催者等

と協議を進めてまいりたいと考えております。

以上です。〔降壇〕

○髙橋 透議員 ありがとうございます。ぜひ

十分な検討をいただいて、ぜひ実現してほしい

と願います。音楽を生きがいに一生懸命頑張っ

ている障がい者の方々に、新たな目標ができる

と思います。そしてさらにステージが勇気を与

えてくれるというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

次に、特別支援教育に関連をして質問してま

いります。

この特別支援教育については、これまでも本

県は地道に努力してきました。特に、小中学校

における障がいのある児童生徒へのこれまでの

支援は、介助員や学校支援員などの活用を、都

道府県及び市町村が独自の予算で取り組んでき

ました。しかし、財政的に困難なところもあり

ますから、いわゆる自治体間格差があったわけ

です。したがって、市町村によっては、この支

援員とかが配置できていないところもありま

す。そこで文部科学省は、こういう実態をしっ

かり把握した上で、平成19年度から特別支援教

育支援員を地方財政措置することになりまし

た。今年度、全公立小中学校に相当する３万人

分、360億円が財政措置をされたところでありま

す。本県における特別支援教育支援員の配置状

況について、教育長に答弁を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 特別支援教育支援員

は、小中学校に在籍をします障がいのある子供

たちに対して支援を行うために、市町村が配置

をするものでありますが、平成20年９月現在、

県内では９市16町におきまして、小学校で115

校、中学校で38校に、全体として161名が配置を

されております。これらの特別支援教育支援員

は、障がいのある子供の食事の介助、衣服の着

脱、車いすでの教室移動の補助等、日常生活動

作の介助や、さらには黒板の読み上げ、教員の

説明の繰り返しなど、学習活動上のサポートを

行っているところであります。以上でありま

す。

○髙橋 透議員 ただいまの教育長の答弁、９

市16町で支援員配置ということでありますか

ら、まだ５町村、支援員の配置がないというふ

うに理解をしたわけですが、申し上げましたよ

うに、交付税で措置されている支援員制度です

よね。だから、十分な活用が図られるように、

県から働きかける必要があると思うんですが、

見解を教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 特別支援教育支援員

の配置に関しましては、障がいのある児童生徒

の障がいの状態ですとか、本人、保護者の要

望、学校内の支援体制等をもとに、各市町村教

育委員会が総合的に判断するものと考えており

ます。これは、市町村に対する地方交付税の基

準財政需要額上の算入という形になっておりま

すので、基本的には各市町村の教育委員会が総

合的に判断するものというふうに考えておりま

す。県の教育委員会といたしましては、特別支

援教育支援員の趣旨及び活動内容等につきまし

て、市町村教育委員会に対しまして、引き続

き、そういった地方交付税による措置がなされ

ているということにつきまして、周知を図って
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まいりたいと考えております。以上でありま

す。

○髙橋 透議員 周知を図ってまいりたいとい

う答弁でございますが、きのうも、妊婦健診で

交付税措置をされているのに―５回の措置が

されてますよね―平均4.7回。いわゆる５回未

満の市町が実は５つあるんですよね。だったと

思いますが、本来なら５回は公費負担で妊婦健

診が受けられるのに、１万円前後かかる。受け

られない県民がいるわけですよ。それとか、交

付税で措置されるいろんな事業というのはある

と思うんです。今、広域消防で問題になってい

ます常備消防だって、交付税で措置されている

部分があるのに、設置していない現実があるわ

けですよね。基準財政需要額に算定をして総務

省にお願いしますというふうに求めた結果が来

ているわけですよね。そこを履行していないと

いうのは問題があると思うので、普通交付税の

積算に含まれているにもかかわらず、市町村に

おいて、それらの目的に使われていないケース

があることに対してどう考えられるか。ここ

は、私は副知事に聞きたかったんですが、通告

していませんから、総務部長、お答えくださ

い。よろしくお願いします。

○総務部長（山下健次君） 地方交付税の一般

的な性格についての答弁となろうかと思います

けれども、地方交付税につきましては、地方行

政の自主的な運営を保障するために設けられて

いるものでありまして、これは地方税と同様、

その使途に指定がない一般財源でございます。

算定に当たりましては、御指摘のような教育費

あるいは消防費などの項目ごとに、さまざまな

行政経費が考慮されておりますけれども、これ

らは、交付税の総額を算定するために国が想定

する標準的な水準の行政経費を積み上げたもの

でありまして、これは補助金などと異なって、

各市町村にそのとおりの予算措置を求めるもの

ではございません。したがいまして、各市町村

における地方交付税の使い道につきましては、

独自の地域づくりを進める観点からも、それぞ

れの市町村の自主的な判断が尊重されるべきで

あると考えております。

○髙橋 透議員 余り納得がいかないわけなん

ですけれども、例えば私が今回問題にしました

特別教育支援員、５町村あるというふうに言い

ました。具体的な名前はここでは差し控えます

が、町村名までは。２万を超えるところがまだ

未配置、ゼロなんです。障がい児とか発達障が

い児ゼロとは、あり得ぬと思うんです。実際、

私は、ある未配置の町の発達障がい児を調べて

みました。７歳から12歳、５名いらっしゃいま

す。中学生６名。この子たちのために特別な支

援員配置はできるんですよね。だから、もう

ちょっと何らかの手だて―もちろん、これは

保護者は知らないと思います―就学指導とか

いろんな段階のところでしっかり説明をしてあ

げるようなきめ細かな指導を、今後徹底してい

ただきたい。そのことを申し上げて、この問題

は終わります。

次に移ります。医療的ケアが必要な子供の送

迎の保護者負担軽減対策であります。平成16年

から、医療的ケアが必要な児童生徒も、特別支

援学校に通学することができるようになったわ

けですが、私の地元の日南くろしお支援学校に

おいても今、２名が通学をしております。しか

し、この医療的ケア対象児は、保護者の責任に

おいての送迎ですから、スクールバスに乗れな

いんです。利用ができません。下校時だけでも

看護師が同乗してバス利用ができれば、保護者

の負担が軽減できます。この保護者の負担軽減
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対策が図れないものか、教育長に答弁を求めま

す。

○教育長（渡辺義人君） 医療的ケアを必要と

する児童生徒の通学に当たりましては、乗車中

に呼吸困難やけいれん発作に伴う体調の急変な

どの緊急事態が想定されますけれども、そのよ

うな場合に、児童生徒に対して迅速・的確に対

応できるのは、児童生徒の状況を最も把握して

いる保護者であるというふうに考えておりま

す。したがいまして、児童一人一人の健康・安

全面を最優先に考えて、保護者による送迎をお

願いしているところであります。以上でありま

す。

○髙橋 透議員 実は、日南くろしお支援学校

から800メートルの距離に、重度障がい児を一時

支援できる愛泉会日南病院というのがありま

す。下校後４時間のショートケアが活用できま

すから、保護者は仕事帰りに迎えが可能です。

しかし、実はこの800メートル送迎もかないませ

んでした。吸引が必要な児童の送迎は、今、教

育長が答弁なされたように、保護者の責任とい

うことでありますから、かないませんでした。

たかが800メートル、されど800メートルでござ

いました。

実は、当面の措置として、日南市が頑張って

くれました。日南市が今所有しています福祉バ

スを愛泉会に貸与して、そこの病院の看護師が

同乗し、学校が終わったら、くろしお支援学校

にお迎えに行って４時間預かるというようなこ

とであります。日南市の御尽力に、本当に敬意

を表したいものであります。ただ、問題がある

んです。この車両は物すごく古くて、15年経過

しているんです。だから、やっと貸与が実現し

た。今年度と来年度の２カ年なんです。10月１

日から開始するらしいですけれども、あと１年

半です。その後、新しい車両を購入するかとい

うことなんですが、非常に厳しいということで

あります。その後の対策に非常に苦慮するとこ

ろなんです。そこで私、ちょっと考えたんです

が、空き教室は今、高等部の設置で非常に厳し

いということなんですが、下校時に教室があい

たりしますよね。そういったスペースを活用し

て、放課後支援に取り組むことはできないの

か。看護師の勤務は３時までと聞いています

が、延長できるんじゃないですか。そこの検討

はできないものか、教育長の答弁を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 医療的ケアの必要な

児童生徒の放課後支援につきましては、ＮＰＯ

法人が実施主体となりまして、児童生徒の適切

な遊び場や生活の場の確保等に取り組んでいる

例がございます。お尋ねの特別支援学校の教室

を利用した放課後支援につきましては、学校と

しての管理が及ばないことから、市町村やＮＰ

Ｏ法人等が福祉サービスとして取り組むべきも

のと考えておりまして、当該福祉サービスの実

施主体から特別支援学校の教室の利用について

御相談があれば、個別に検討してまいりたいと

考えております。以上であります。

○髙橋 透議員 最後の個別に相談に応じたい

というところで、少し救われる部分もあるかと

は思います。しかし、具体的にどうなのかとい

うところが非常に心配でありまして、なかなか

前向きじゃないというふうにとらえざるを得な

いんですよね。行政として何もできない。

ＮＰＯなどの民間団体のことも出されました

が、その空き教室を活用して、民間団体で日中

一時支援とかできないものでしょうか。ここは

福祉保健部長、答弁いただけませんか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい児の放

課後の一時預かりのサービスとしましては、市
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町村の事業であります日中一時支援があります

が、医療的なケアが必要な子供の日中一時支援

につきましては、医師や看護師が配置され、医

療設備が整っている病院等で行われているのが

現状であります。お話のありました空き教室の

件につきましては、こうした空き教室が利用で

きることが前提でありますが、個々の状態に応

じて、市町村や日中一時支援を行っている事業

者と個別に検討していく必要があると考えてお

ります。

○髙橋 透議員 場所が病院ということなんで

すね。だから、教室等は今のところ考えにくい

ところがあるのかなというふうに、私、今

ちょっと答弁を聞いて思ったんです。非常に難

しい問題だなということで、考えさせられるん

ですが、実は、４月から通うことになった小学

１年生の児童に先日お会いしました。目のくる

りとしたかわいい女の子なんですけれども、実

はこの子、入学当初は５月ぐらいまで、たった

２日しか行けなかったんです。入学して、たっ

た２日ですよ。御両親は仕事をされています。

そして、おばあちゃんには運転免許がありませ

ん。そんなこともあって２日しか行けなかった

んですが、その後、おばあちゃんの協力があっ

て、７月ごろから週３回行くようになったとい

う話を聞きました。学校に行きだしてから非常

に明るくなったという話を、御両親がされてい

ました。そして、家にいるときはどうしても

眠っちゃうんですよね、ふだんついていないか

ら。学校に行くことによって、先生が指導す

る、お友達がいる。起きている時間が長いです

から、帰ったら、夜ぐっすり寝るらしいんで

す。だから、今までの夜中の吸引とかをしなく

て済むようになった。「非常に助かっていま

す」ということをおっしゃっていました。

だから、もう一度ここで―もう再質問には

しませんが、病院へ貸した車には看護師が同乗

して児童を迎えに行けるんですよね。逆に、な

ぜスクールバスに看護師が同乗してくろしお支

援学校から愛泉会まで送れないのか、これは非

常に疑問です。２年後、正確には１年半後、ス

クールバスが利用可能になるのか、放課後の日

中支援が可能になるのか、あるいは新車を買っ

て貸与するのか、ぜひ十分、通学許可をされる

側の責任において検討いただきたいということ

を強く要望しておきます。

次に行きます。地域医療対策について質問し

てまいります。代表質問で、私どもの会派の鳥

飼議員の質問の中にも報告がありましたが、私

ども社会民主党県連は、４月12日に地域医療対

策本部を立ち上げまして、県の医師会、市郡医

師会、あるいは県の病院局、各県立病院、そし

て関係自治体に伺いまして意見交換を行ってま

いりました。さまざまな課題と要望をいただき

ましたので、２～３、例に取り上げながら質問

してまいります。

まず、こども医療圏の関係なんですけれど

も、医療計画によりますと、県南の医療圏は、

県が４から３に再編するものですから、宮崎東

諸県医療圏に入れられることになるようです。

地元では、小児医療の入院ができなくなるとい

うことで、非常に不安視されております。県南

の小児２次医療対策をどうされるつもりなの

か、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の小児医

療につきましては、小児科医の絶対数が不足し

ており、中核的な病院におきましても数少ない

医師に過重な負担がかかり、医師が疲弊し、医

療現場を去ってしまうという悪循環が懸念され

るなど、大変厳しい状況になっております。こ
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のような中で、医師の減少を食いとめ、県民が

安心できる小児医療体制を維持していくために

は、広域での体制を整備せざるを得ないという

状況にあります。このため県では、県北部、県

央部、県西部の３つのこども医療圏を設定し、

地域の実情に合った小児医療提供体制の構築等

について、地元の医師会や市町村等関係機関で

構成するプロジェクトチームにおいて協議を

行っているところであります。県南地域の小児

２次医療につきましては、今後、この協議の中

で、地域の実情に合った方策を検討してまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 今のは知事への質問でした

が、答弁内容は一緒ですね。失礼しました。

今の答弁を聞いていると、「計画だから、こ

れで固まったんですよ」ということでいいと理

解していいのかなと、非常に悩ましいんですが

……。いろいろと問題がありまして、今、特に

小児科医は不足していますから、分散している

医師を集約して、疲弊している小児科医を何と

かするということなんでしょうけれども、集め

られた側はいいですけど、とられたほうは大変

なんですよね。特に、子供の病気というのは急

変します。取り返しのつかない場合も出てくる

わけで、１次を担う開業医は、そのときの判断

とかが非常に難しくなると思うんです。的確・

迅速に対応しないと、とんでもないことにな

る。どうしても１次で担えないときに２次に搬

送していくわけですから。つまり、開業医の先

生たちが、救急を気軽にといいますか受け入れ

やすくするためには、いわゆる後方支援―ど

うしてもというときには今ある県立日南病院に

診てもらう、こういう体制があることによっ

て、開業医の先生たちも自信を持って対応がで

きると思うんです。そういうところをぜひ十分

検討した上で、この医療計画を進めていただき

たいなと思っています。

まだあと２～３、例を出すといいんですけれ

ども、例えば周産期医療、全国トップレベルで

すよね。ひところは全国最下位だったんです。

いわゆる妊娠22週後から出産１週間までの死産

率が最悪だったのが、今は全国トップレベル。

平成18年は全国で２番目です。宮大医学部の学

部長と私ども社民党が意見交換会する中で勉強

させてもらったんですが、産科の１次受け入れ

が全国平均48％ですが、本県は８割ぐらいの数

字らしいんです。いわゆる本県の産科における

後方支援、２次医療がしっかりしているから、

１次でしっかり出産するシステムになったらし

いです。１次、２次、３次、この連携がうまく

いっている証拠だというふうにお聞きしまし

た。特に県南、０歳から14歳までの子供の比率

が12.9％ですか、県内の７医療圏で最下位なん

です。もし小児２次医療がなくなってしまう

と、子育てしにくい地域となると思うんです。

人口はさらに減少していきますので、ぜひ今後

とも努力をよろしくお願いしたいと思います。

次に移ります。県立病院と開業医との連携に

ついてでありますが、市郡医師会との意見交換

会を行う中で、例えば、以前は循環器医療の手

術の応援に県病院に行っていたと。私はこの話

を聞いて、へえと思ったんですが、それが最近

できなくなったということなんです。県病院か

ら開業医に対して、手術への対応などを依頼す

ることは可能でしょうか。病院局長にお尋ねし

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院におき

ましては、他の医療機関の医師に対して、緊急

性等を考慮しまして、必要に応じて診察や手術

等の応援を依頼しております。以上でございま
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す。

○髙橋 透議員 可能なんですね。

賃金の対価はちゃんとお支払いになります

か、病院局長。

○病院局長（甲斐景早文君） 一応内部規定を

設けておりまして、それにより、規定に応じま

して謝金を支払っているところでございます。

○髙橋 透議員 わかりました。いろんな困難

な面もあるとは思いますけれども、今ある医療

資源を有効に活用して連携をすることが、医師

不足を解消する一つの方法になると思うんです

よね。ぜひとも地域医療の確保のために、今後

とも連携を強めていただきたいと思っていま

す。

次に、県立病院における医療機器の更新につ

いてお尋ねをしていきます。これも意見交換会

をしていく中で報告されたことなんですが、医

療機器は、耐用年数を過ぎたものが結構あるら

しいんですよ。修理をしながら使っている、修

理ができなくなった時点で、やっと更新を認め

られて買ってもらうというようなことも聞きま

したが、優先順位があると思いますけれども、

更新状況について、病院局長、答弁してくださ

い。

○病院局長（甲斐景早文君） 医療機器の更新

・購入につきましては、これまで、大変厳しい

経営状況の中でありますけれども、良質で安全

な医療の提供を念頭に置きながら、各病院ごと

に緊急性あるいは優先度を考慮した上で、必要

な予算額の確保を図ってきたところでございま

す。今後とも、各病院の医療器械の購入につき

ましては、必要性あるいは採算性の面からの検

討を踏まえまして、計画的な導入・更新を行っ

ていく必要があるというふうに考えておりま

す。

○髙橋 透議員 今はデジタルの時代ですけれ

ども、まだアナログの機器を使って困っている

という話もありました。あと画像が鮮明じゃな

かったりとかですね。そんなのは、恐らく優先

順位をつけられて更新されていくと思うんです

が、意見交換会の中でいろいろ話が出たのは

―これは、今から言います農政水産部とか教

育委員会が悪いとかいう意味じゃないですよ。

私は正しいと思っています。例えば前回、私が

農林水産常任委員会とか文教警察企業常任委員

会にいたときの、船の更新を思い出したもので

すから調べてみましたら、水産政策課が持って

いる２隻は、使用年数がそれぞれ15年と16年

で、しっかり更新ができているんです。１隻

が11億6,000万円ぐらいしているんですけど、旧

船はちゃんと売っているんです。教育委員会も

「進洋丸」という船を持っていますが、使用年

数12年でちゃんとかえていらっしゃるんです。

これが悪いとは言いません。だから、一方では

こういうふうにきちっと更新をされているとこ

ろもあるわけですから、命の分野でありますか

ら、必要なものは必要なものとして、しっかり

更新をしていただくようにお願いします。

次に、県立病院におけるモンスターペイシェ

ント対策についてお尋ねしていきます。モンス

ターペアレントというのは知っていらっしゃる

と思うんですが、常識から逸脱した過度の要求

とか執拗な抗議をする親がいらっしゃるようで

す。病院においても、暴言、暴力まであるらし

いですけれども、院内が混乱する状態があると

聞いております。県立病院におけるモンスター

ペイシェントの実態とその対策について、お尋

ねします。

○病院局長（甲斐景早文君） 今、議員御指摘

の件でございますけれども、県立病院におきま
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しても、例えば、診断書の内容が自分の考えて

いた内容と異なるということを理由に、延々と

クレームをつける事例ですとか、昼間の待ち時

間が長いからと、夜間に救急車で繰り返し受診

する事例など、対応に特に苦慮する事例といた

しまして、平成19年度で130件を超える報告をい

ただいております。このような事例は、対応い

たします職員にとりましても大きな精神的スト

レスになっておりまして、さらに日々の診療業

務にも支障を来すことを懸念しているところで

ございます。このようなことから、今後とも、

警察等関係機関との連携を強化するとともに、

病院内でのルールの遵守や診療等への協力など

につきまして、県民の皆様にできる限り理解を

求めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○髙橋 透議員 大変な問題であると思うんで

すよね。職員の方々に非常に負担がかかって、

通常の業務ができなくなるような状況もあると

いうふうに聞いておりましたので、県警との連

携とおっしゃっていますけれども、私はいっそ

のこと―県警の退職者の方々がいらっしゃる

と思うんです。今、団塊の世代の退職時期に来

ていますので、それなりに御活躍いただける方

がたくさんいらっしゃると思いますので、保安

対策をしっかりやるべきだと思うんです。そう

いう方法というのは考えられませんか、病院局

長。しっかり配置をする。

○病院局長（甲斐景早文君） 警備員さんの雇

用をいたしておりますので、この関係について

は、いろいろ院内の意見も聞き、状況を踏まえ

ながら、今後検討してまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 警備員が悪いとは言いません

けれども、県警の方はよりいいと思いますの

で、よろしくお願いします。検討してくださ

い。

次に移ります。教育問題について質問してま

いります。

きょう１番目の井上紀代子議員の質問で、も

う出尽くした部分もあるんですが、私も通信制

高校について質問をしてまいります。私は通信

制・定時制の振興会役員ではございませんけれ

ども、質問してまいりたいと思います。

ひところの定時制とか通信制の入学者といい

ますか、ここに行かれる生徒というのは、経済

的な理由、あるいは途中、リタイアをして高校

卒業資格を取りたいということが理由で挑戦さ

れていた高校なんですが、現在は違っていると

いうふうに聞きます。さまざまな社会的要因が

あります。いじめで不登校になったり、あるい

は障がいをお持ちの方、特に最近、発達障がい

によって授業についていけないという子供たち

が中学卒業と同時に入学するパターンが、実は

結構ふえているんです。我が会派の外山良治議

員も２月議会で質問をしておりますけれども、

通信制はふえていますが、井上紀代子議員も言

われましたが、履修していない、レポート未提

出者がふえている、いわゆる実体のない生徒が

ふえているという現状なんです。私は具体的に

お聞きしますけれども、過去３カ年の入学生総

数に対する、いわゆる休眠生、レポートを出し

ていない生徒の実態と、何人いるのか、過去３

年間の入学生総数に対する未履修の生徒、そし

てその子たちの居住地を教えてください。

○教育長（渡辺義人君） 通信制の高校には、

在籍はしているものの受講申し込みをしていな

い、いわゆる休眠生がおります。通信制課程が

あります宮崎東高校、延岡青朋高校の２校の過

去３年間の入学者総数は1,592名であります。そ
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のうち、現在休眠生となっている生徒数は448

名、率にしますと28.1％でございます。

それから、この休眠生の居住地ということで

ありますけれども、学校ごとに申し上げさせて

いただきますと、宮崎東高校通信制課程におき

ましては、平成17年度から19年度までの３年間

の入学者総数は1,068名でございますけれども、

このうち、現在休眠生となっている生徒は307名

でございます。その内訳は、宮崎地区が190名、

北諸県地区が52名、西諸県地区が24名、その他

の地区が41名となっております。また、延岡青

朋高校通信制課程におきましては、同じように

３年間の入学者総数は524名でありますが、この

うち現在休眠生になっている生徒は141名であり

まして―先ほど448名と申し上げましたけれど

も、これは宮崎東と青朋を足し合わせた数字と

いうことであります。延岡青朋の場合は141名が

休眠生ということでありまして、その内訳は、

東臼杵地区が105名、児湯地区が22名、宮崎地区

が10名、その他の地区が４名となっておりま

す。以上であります。

○髙橋 透議員 詳しく説明をいただきまし

て、ありがとうございます。

私は、宮崎東高校に限ってお話しさせていた

だきますけれども、３カ年で1,068名入学してい

ますよね。実は休眠生のうち８割、245人、

ちょっと計算してみました。20歳未満の生徒な

んです。私はここを問題にしたいのです。居住

地は具体的に言われませんでしたけれども、南

那珂教育事務所管内は17名なんです、その他に

入りましたけど。つまり、宮崎市教育事務所外

の生徒は、17名、52名、24名、93名です。ま

た、児湯とか東臼杵も宮崎東に籍を置いている

生徒もいらっしゃいますが、実は、休眠してい

る生徒への対策、午前中は、はがきとか電話と

かおっしゃっていましたけど、私はそれだけで

いいのかなというふうに思うんです。人的配置

が非常に不足している背景もあると私は思うん

ですが、通信制に通っている子供たちは、何で

通信制を選んだのかというところなんです。中

学を卒業しても全日制には行けない、あるいは

集団では学べないとか、いろいろ事情があって

ここを選んだと思うんです。あるいは、先ほど

言いました発達障がいの子、数値は普通６％と

言われていますけれども、ここには２割ぐらい

いるんじゃないだろうかという話も聞きます。

発達障がいの子は、自分でちゃんと計画立てて

自学自習できないですよね。そういう意味で

は、通信制といえども、やっぱり対面できる場

が必要だと思うんです。ある意味、私は、宮崎

東高校の通信制の分校とか分教室をつくってほ

しいと、きょう実は申し上げたいんです。その

点はどうお考えですか。

○教育長（渡辺義人君） 通信制高校には、先

ほど申し上げましたように宮崎東高校と延岡青

朋高校の２校があるわけであります。これらの

学校におきましては、先ほどそれぞれの地域に

居住する生徒の数というのを申し上げましたけ

れども、それぞれの地域において、その生徒が

通信教育を十分に受けられるようにということ

で、例えば宮崎東高校におきましては、髙橋議

員の地元であります日南高校、それから都城

泉ヶ丘高校、小林高校の３校がスクーリング協

力校となっているところであります。こういっ

た対策でありますけれども、宮崎東高校につき

ましては、入学を希望する生徒が増加をいたし

ておりますので、来年度の募集定員を300名か

ら350名にふやしたり、今年度から、協力校の受

講生徒もふえているということもあり、スクー

リング担当の教員をふやすなどの措置を講じま
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して、生徒のニーズに対応しているところでご

ざいます。

○髙橋 透議員 分校ではなくても、今おっ

しゃった協力校ですか、私の母校の日南高校が

指定されているようですけれども、それでいい

のかもしれません。しかし、そこにいわゆる担

任と位置づけられる専任の教諭は不在なわけで

すよね。そういう人的配置が必要だと私は思う

んです。しかし、財政難を言われるから、そこ

でストップするんでしょうけれども、私は、教

育に限らず生活相談も受けてくれる、いわゆる

担任と言われる僕の先生だよという人を置くこ

とで、その子供たちが学校に行ける、そういう

仕組みができるといいなと思っているんです。

人的位置は、高校教諭を退職された方で優秀な

方がいっぱいいらっしゃると思うんです。この

方々の活用はできないものでしょうか。教育

長、その辺は検討できないものでしょうか。

（「賛成」と呼ぶ者あり）

○教育長（渡辺義人君） スクーリング協力校

におきましては、先ほど申し上げましたけれど

も、本校から派遣をされました教員のほかに、

協力校の教員の協力も得まして、学校の面接指

導に当たっておりますので、生徒のニーズには

対応できているのではないかなというふうに考

えております。

しかしながら、髙橋議員から先ほど来お話が

ありますように、通信制課程に学ぶ子供たち

は、さまざまな事情を抱えている生徒たちであ

ります。一人一人話を聞けば、それだけでスト

ーリーができ上がるというぐらいに大変な実態

にあるということは、私も承知いたしているつ

もりであります。そういった事情を抱える生徒

たちが、学習面だけではなくて、意欲を持って

継続的に学業に取り組めるように、学級担任、

カウンセラー等も配置いたしておりますので、

そういった方々が日ごろから親身になって相談

に応じるなど、一人一人の実態に即した形での

努力を重ねていくということが必要ではないか

な、このように考えております。

○髙橋 透議員 高校の退学者は、たしか私立

を含めると毎年900名ぐらい出ているという数字

を覚えているんですけど、冒頭言いました、経

済的理由で通信制を選ぶ子というのは、今余り

いないんですよね。いろいろ問題があって通信

制を選んでいる。いわゆる履修もしない。で

は、何をしているのか。仕事もしていない、ひ

きこもりもしていない、そういう子供たちを

ほっておいていいのかということなんですよ

ね。だから私は、「はがきでいいんですか。こ

の子たちの相談を受ける専門の先生が配置され

たほうがいいでしょう」ということを申し上げ

たんです。時間があれば、後ほどまた触れたい

と思います。

時間がありませんから、次に進みますが、来

年度新設されます南那珂地区総合制専門高校の

通学路の安全対策はどうなっていますか、教育

長、答えてください。

○教育長（渡辺義人君） 新高校の来年４月の

開校により、生徒数の増加に伴う交通量の増加

が予想されますので、県教育委員会といたしま

しては、日南工業高校とともに、地元の日南市

や土木事務所と現地調査を実施いたしまして、

開校後の安全確保に向け、ソフト面・ハード面

について、それぞれの役割や対策について鋭意

協議を行っているところであります。この中で

特に、県教育委員会といたしましては、新高校

開校後も登下校時における交通安全のより一層

の徹底に努めるよう、学校を指導してまいりた

いと考えております。
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○髙橋 透議員 ４月に開校することが決定し

て、校名も日南振徳高校ということで今議会に

提案をされていますが、この場所に決定した理

由の大きなものは何でしょうか、教育長。

○教育長（渡辺義人君） 新高校の設置場所の

選定に当たりましては、まず、生徒の通学の利

便性等、地理的条件が考慮されたところであり

ます。また、再編される３つの高校を比較いた

しますと、日南工業高校は、有効活用できる教

室や実習施設が多く、施設等のハード面が最も

整っているということでありました。このよう

なことから、限られた予算の中で、総合制専門

高校として最大の教育効果を上げるためには、

新しい高校の設置場所を日南工業高校とするこ

とが適当であると判断されたところでありま

す。以上です。

○髙橋 透議員 場所決定に当たって、道路調

査、交通量調査、あるいは想定される生徒の交

通手段等は調査されましたか。

○教育長（渡辺義人君） 日南工業高校はかつ

て、新しい高校と同規模の１学年６学級という

時期がございましたので、設置場所の選定に当

たりまして、改めて道路や交通の調査は行われ

なかったところでありますけれども、生徒の自

転車通学やＪＲ通学等の増加が見込まれますの

で、交通安全対策をより充実する必要があると

認識をいたしていたところであります。生徒の

登下校の安全確保は重要な問題でありますの

で、県教育委員会といたしましては、日南工業

高校とともに、さらに関係する機関との協議を

深め、新しい高校開校後の交通安全対策に努め

てまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 市道なものですから、日南市

が現行道路を活用して改良するということです

が、把握されていますか。把握されていれば、

ちょっと教えてください。

○教育長（渡辺義人君） そこは、県道と市道

で１キロぐらいあったと思いますが、市道部分

の歩道に電柱が２本ほどあったと思います。そ

の部分については、自転車通行がふえれば、交

通事故等の心配もあるというようなこと等もあ

りまして、日南市当局と協議を進める中で、そ

ういったものを撤去して、歩道部分を広げたり

といったことを、日南市当局において御検討い

ただいているということであります。現地につ

きましては、私も実際に参りまして見せていた

だいております。以上です。

○髙橋 透議員 私はきのう、議会終了後に

行ってみたんです。６時40分ごろだったと思う

んですが、もう暗いです。結構、やっぱり危な

いんですよね。歩道がないということは、交通

安全対策上問題があるなということを改めて感

じました。バイクによる通学も非常にふえると

予測しないといけないと思うんです。串間から

来ますよ。もちろん南郷町からも来ますよ、生

徒が。６クラスの３学年、18クラス、720人で

しょう。今、300人足らずです。それでもやっぱ

り、事故等が年間１～２回あるかないかの報告

も聞いています。現行道路のままではいけない

と私は思いますが、交通安全対策上、県警とし

て問題はないのか、県警本部長、答弁をお願い

します。

○警察本部長（相浦勇二君） 現地までは行っ

ておりませんけれども、御質問の道路の状況に

ついて数十枚の写真で確認させてもらいました

し、交通調査の実態量についても直近の状況を

勉強させてもらいました。規制面では、ちょう

ど通じているところに日南市の市道があるわけ

でございますけれども、40キロの速度規制や要

所への信号機の設置など、現況として、まず規
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制面で所要の対応をとっております。それと、

現に学校に通学されているわけでございますの

で、学校関係者や日南市と連携をして、安全教

育や指導取り締まりは落ち度のないようにやっ

ているところでございます。今後とも、同様の

観点で交通事故の防止に努めていく必要がある

と思っております。特に、道路管理者である日

南市との連携が大変重要でございます。

議員の質問を端的にお受けしてお答えする

と、私どもとしても、交通安全の観点から道路

環境がより安全なものになればということを

願ってやまないという立場でございます。た

だ、財源の問題とか、場所場所での優先順位の

問題とか、いろんな問題が絡むかと思います。

したがいまして、市道の道路改良ということに

なりますと、一義的には、財源を持たれている

日南市の基本計画の中で、私どもとしてどのよ

うに協議に参画をしていくのかという観点でご

ざいますので、いずれにしても議員が御心配で

あるということは、本日の御質問で承りました

ので、日南警察署のほうには伝えておこうとい

うふうに思っております。以上です。

○髙橋 透議員 私は決して圧力をかけてくだ

さいとは申し上げませんので、ぜひ行政には適

切な助言を申し添えていただきたいと思ってい

ます。

いろいろと財政問題がすぐ来るわけですけれ

ども、県立の学校ですよね、教育長、県立高校

です。県はこういう道路問題にも適切に対処す

べきだと思うんです。だから、市道ではありま

すけれども、県土整備部も知らんぷりはできな

いと私は思うんです。補助事業の対象として、

抜本的な改良が必要な道路と位置づけてほしい

と思うんです。ぜひ県土整備部としての考え方

を聞きたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） この今町仮屋

線については、実は私が市役所におりましたと

きに、やっぱり歩道整備が必要だということで

一生懸命検討したんですけれども、果たせな

かった思いがございます。残念でございます。

市道でありますので、この整備につきまして

は、日南市が事業主体となって、国の補助事

業、あるいは市の単独事業のいずれかでやると

いうことになろうかと思っております。県とし

ましては、日南市が国の補助事業による整備を

行うということになりましたら、その予算確保

に向けて、その必要性を国へ十分説明をしてい

きたい、そういった形での協力をさせていただ

きたいと思っております。

○髙橋 透議員 よくぞ県土整備部長になって

いただきました。ありがとうございます。ぜひ

とも国の補助事業でお願いします。予算確保に

も努力するということをおっしゃっていただき

ましたので、県として安全対策を講ずる義務が

あると私は思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

時間もなくなりました。雇用対策について

は、指定管理者制度のことについてお尋ねする

ものでありますが、３年目を迎えて、ことしは

選定作業に入ります。この３年を振り返って、

指定管理者制度の功罪について、知事のほうか

ら答弁いただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 指定管理者制度の導

入に当たりまして、本県では、公の施設の効用

を最大限に発揮できるかどうか等の観点から、

指定管理者の選定を行うとともに、施設の適正

な管理運営が確保されるよう、指導・監督に努

めてきたところであります。その成果として、

施設の利用時間の延長や利用料金の引き下げ、

自主企画イベントの充実など、利用者の利便性
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やサービスの向上が図られるとともに、県の財

政負担も縮減できたところであります。しかし

ながら、一部の施設におきましては、施設やサ

ービス内容等に対する利用者からの要望への対

応や、利用者及び収入の確保などの面につい

て、一層の取り組みが求められるものがあると

考えております。このため、本年度予定してお

ります第２期指定におきましては、このような

実績等を踏まえ対応してまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 私は、罪のところで、施設で

働く方々の労働条件、ここが悪化したというふ

うに思うんです。つまり、安い賃金で働かされ

ている方々がふえたというふうに私は思ってお

ります。それどころか、実は最低賃金を守って

いないところもあるんです。出てきていないと

思いますが……。そういうところの名前は伏せ

ますけれども、実は、法律で断続的勤務の場合

には、最低賃金の６割でいいというふうになっ

ているんです。ところが、仮眠のところを勤務

時間に含めていない。それを労働基準監督署に

言ったら、改善命令が出ました。そういう実態

があるということも、ぜひ認識していただきた

いと思っています。

今までいろんな公の施設を指定管理者に出し

ましたが、見直す計画はないものか。知事、答

弁してください。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申しました

とおり、本年度予定しております第２期指定に

おきまして、今までの実績等を踏まえ、検討も

含め対応させていただこうと考えております。

○髙橋 透議員 もう時間がなくなりましたの

で、通信制の子供たちのことをちょっと要望申

し上げます。世間からいろいろ偏見の目で見ら

れることも多々あるこの子供たち、私はこの存

在を大事にしたいなと思っています。中高一貫

教育が非常に注目されているきょうこのごろで

すけれども、ほっておいても、頭のいい子はで

きる。金持ちの子は塾に行って勉強するんで

す。そういう通信制・定時制高校、特別支援教

育へぜひ力を入れていただく。その教育が学力

向上につながっていくと思いますので、今後と

も執行部の皆さん方の御努力をよろしくお願い

します。

ありがとうございました。終わります。（拍

手）

○坂口博美議長 以上で本日の会議は終了しま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後３時54分散会
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