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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、十

屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは日向市から応援団が来る予

定だったんですが、まだ来ておりませんので、

少しがっかりしながら質問させていただきたい

と思います。

それでは、質問に入らせていただきますが、

その前に、一昨日からの報道で、宮崎県の官製

談合がようやく落ちつき始めたころに、再びえ

びの市長が逮捕されるということで、非常に残

念に思っております。そして、きょうは、この

ブルーのワッペンをつけさせていただいており

ます。ここに小さな文字であるんですが、「ひ

とりで悩まないで！誰かに話してみません

か。」、自殺予防のワッペンです。これを、皆

さん、見て覚えていただければ幸いに思いま

す。自殺予防に対しては、後ほどまた自席のほ

うから質問させていただきたいというふうに思

います。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

いたします。

新みやざき創造計画について。現在のグロー

バルな経済危機や情報や企業活動、人の交流

等、国際化の進展が深まり、世界的な政治不

安、国内では、国、地方を問わず、まだまだ危

機的な景気や雇用の悪化が続いております。財

政状況も深刻さを増しています。これまでのよ

うな右肩上がりの経済成長は望めず、さまざま

な課題の中でも、国の根幹である少子高齢社会

から超高齢社会と人口減少、その現実は、全国

の合計特殊出生率が1.37と発表され、本県で

は1.60と、全国２位でありますが、人口を維持

するために必要な2.07以上には及びません。そ

して、国力を維持するには、国、地方が連携し

て人口減少を食いとめる対策が必要でありま

す。しかしながら、その即効性が期待できない

現実を考えるときに、本格的な人口減少時代に

向けてどのような地域づくりをすべきか、対策

を考える必要があると思います。これからの地

方分権や道州制を見据えて、医療、福祉の社会

保障や、雇用、教育、食など、生活のすべてに

おいて安全・安心な地域の、宮崎県の将来展望

を描かなければなりません。

知事は就任直後、マニフェストに基づき、新

みやざき創造戦略を総合計画に位置づけ、その

実現に向けた取り組みや、県政の課題に毎年度

の予算編成において重点施策を掲げ、課題解決

に向けた努力は十分評価しております。その計

画編は知事の任期４年間の実施計画であり、平

成22年度の期限が迫る中、展望編を含めて宮崎

県として、今後の姿をしっかりとしたビジョン

を持って計画しなければなりません。そこで、

長期総合計画について基本的にどのように考え

ておられるのか、知事にお伺いをいたします。

また、10年後を見据えた計画策定に取り組

み、その策定においては、県民の意見や現場の

情報や課題を十分取り入れることができるシス

テムを考えるべきでありますが、知事の見解を

お伺いいたします。

以下の質問につきましては、自席で行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

平成21年６月22日(月)
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総合計画についてであります。現在の総合計

画である新みやざき創造計画は、「日本の原点

時代の起点 創造みやざき」を基本目標とす

る中長期的展望と、これを踏まえた平成19年度

から22年度までのアクションプランである新み

やざき創造戦略で構成しております。御質問に

ありましたように、今後の計画を検討するに当

たっては、人口の減少を初め、資源や環境な

ど、さまざまな要素を踏まえた将来の社会経済

システムのありようと、県行政としてそれを実

現するための普遍的なビジョンを描く必要があ

ると考えております。特に、地方分権、道州制

に係る議論の進展や国土形成計画の策定、地域

の定住自立のための施策の推進、さらには昨年

来の金融・経済危機と、それに伴う世界経済の

大調整の動きなど、地方をめぐる情勢は大きく

変化しようとしております。このため先般、次

期総合計画策定に向け、さまざまな社会的要素

について、20年程度のスパンで推計、分析した

上で、今まで以上に明確な将来ビジョンを検討

するよう指示をしたところであります。

次に、総合計画の策定作業の進め方について

であります。総合計画の策定に当たりまして

は、従来から幅広い県民の皆様の御意見を踏ま

えているところでありまして、現在の新みやざ

き創造計画についても、県民意識調査や県内各

地域での意見交換、パブリックコメントに寄せ

られた御意見や御提言を反映させたところであ

ります。次期総合計画の検討に当たりまして

も、人口が減少する中で、地域コミュニティー

を維持、活性化していく方策や、厳しい行財政

状況のもと、県、市町村あるいは自治会、ＮＰ

Ｏなどがどのような役割を分担していくかな

ど、将来に向けた地域づくりの視点が重要とな

りますので、各地域の県民の皆様を初め、各市

町村、出先機関と意見交換を十分に行いながら

進めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございました。早

速、次期総合計画に向けて取り組んでいただけ

るということでありますので、知事の答弁にも

ありましたように、しっかりとしたビジョンを

明確に位置づけていただきたいというふうに

思っております。答弁にもありましたけれど

も、普遍性のある宮崎県の将来像ということ

で、どなたが知事になられても、そのあたりは

変わらないのかなというふうに思っております

ので、宮崎の今後の将来をしっかり見据えてお

願いしたいと思います。

その中で、一昨日ですか、武井議員が県政の

中で大学生の話をされました。私も、これから

将来の宮崎を考えたときに、高校生とか大学生

とか、そういう将来を担う世代の意見もその中

に盛り込まれれば、きっちりと宮崎のことを考

えて担っていただけるのではないかなというふ

うに思っております。そのときに、つくると、

昨年の経済危機のように突然、世界的なもの、

経済不況が押し寄せるとか、そういうものもあ

りますので、ある程度柔軟性を持った、リスク

対応を十分検討した中で、その分も考え合わせ

ていただければというふうに思っております。

これは要望にとどめておきたいというふうに思

います。

次に、定住自立圏構想についてお伺いいたし

ます。

定住自立圏構想の背景には、地方から都市へ

の人口流出を防ぎ、地域コミュニティーの崩壊

や都市と地方の格差をなくし、地域活性化に役

立てるための制度と言われております。先日、

地方制度調査会の答申でも、平成の大合併も進

み、自治体の行財政基盤強化に一定の成果が

平成21年６月22日(月)
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あったとして、来年３月で合併に一区切りをつ

けるように答申が出されました。このような中

に、地域自立の第３の選択肢として、定住自立

圏構想の取り組みがされております。今まであ

りました広域連合とか、一部事務組合もありま

すけれども、その弊害としてよく言われるの

が、全会一致での意思決定とか、共同事業の限

界とか、そういうものがあります。今回の定住

自立圏構想については、合併後の行政サービス

の水平的な補完の意味を持っているんだろうと

いうふうに思います。そして、広域的な地域づ

くりを推進するためには、定住自立圏構想につ

いて県として今後どのように取り組まれるの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 今後、少子高齢化あ

るいは人口減少が進むことによりまして、市町

村単体では、住民サービスの提供や社会の活力

の維持が困難になっていくことが予想されまし

て、これらのサービスや活力を維持・確保して

いくためには、広域的な市町村の連携、相互補

完が必要になってくると考えております。この

ようなことを踏まえますと、現在、延岡市や日

向市、都城市を中心として検討が行われている

定住自立圏構想は、今後、県づくりや広域的な

地域づくりを進めていく上で大変大きな意義を

有するものだと考えております。県といたしま

しても、積極的に関係市町村と意見交換をさせ

ていただきながら、各地域の個性を生かした定

住自立圏に関するビジョンの策定や協定の締結

が円滑に行われますよう、支援してまいりたい

と考えておるところであります。

○十屋幸平議員 定住自立圏構想は、先ほど答

弁もありましたが、一定の要件がありまして、

県内でも該当しない市町村や、また合併をしな

い市町村の一部の事務を―国のほうでの試案

ということで出ておりましたが―県が垂直的

に補完する意味、そういうこともあると思いま

すが、県はそういう該当しない市町村に対して

今後どのように取り組みをされるのか、知事に

お伺いをしたいと思います。その背景には、一

昨日、濵砂議員が質問されたときに、合併推進

のことを答弁されておりまして、先ほど答弁が

ありました広域連携というところと、その合併

との考え方もあわせて、できればお願いしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 国の定住自立圏構想

推進要綱におきましては、人口規模など中心市

となるための一定の要件が定められております

ことから、近隣に中心市がない場合、定住自立

圏に参加できない市町村が出てくる可能性があ

ることは承知いたしております。しかしなが

ら、この構想自体がスタートしたばかりで、昨

年度から、先行実施団体においてモデル的に検

討が進められている段階でありますので、各地

域の取り組みの成果や課題などを見きわめた上

で、今後、国においても検討がなされるものと

考えております。県としましても、まずは定住

自立圏に関する市町村の取り組みを支援すると

ともに、状況に応じて、それ以外の市町村にお

ける広域連携のあり方についても検討を行って

まいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 私が資料をいただきましたの

は、日向、都城、延岡ですか、構想があります

が、それ以外の可能性として、日南と小林、あ

と西都、串間、えびの、これは該当しないとい

うことでありますので、定住自立圏構想もそう

ですが、これから県の役割として、小さな市町

村に対しての垂直的な補完も十分に検討、考慮

していただきたいというふうに思っておりま

す。これは要望にとどめておきたいと思いま
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す。

次に、直轄事業負担金制度についてお伺いい

たします。

これまでもいろいろと議論がありました。橋

下大阪府知事がテレビで、「直轄事業負担金は

ぼったくりバーの請求書よりひどい」と発言を

されて、減額、廃止の議論が白熱したと思って

おります。その直轄事業負担金の人件費、事務

費の詳細が明らかにされて、人件費に退職手

当、ボーナス、残業代、児童手当等の、事業と

は直接関係のない分の費用まで含まれているこ

とがわかりました。そこで、以下の４点につい

て知事にお伺いいたします。

知事は、全国知事会の直轄事業負担金制度プ

ロジェクトチームのメンバーで議論されており

ますけれども、負担金制度の基本的な考えと今

後の方向性について、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 直轄負担金につきま

しては、地方に対する情報開示の結果、負担金

の対象範囲や積算根拠など、さまざまな問題点

が明らかになっておりまして、今後、全国知事

会を中心に、見直しに向けた国との具体的な協

議を進めていくこととなっております。私は、

この直轄負担金問題は、明治以来続いてきた中

央集権体制の弊害の一つであり、根本的な問題

解決のためには、国と地方の役割を一から見直

す地方分権改革を着実に推進し、権限や財源を

地方に移譲した上で、地方が担うべき事業は地

方に移管することが必要だと考えております。

また、今後、直轄負担金の抜本的な見直しを進

める中では、本県のようにインフラ整備のおく

れている地域への配慮がしっかりとなされるこ

とが必要でありまして、その点も含めて、全国

知事会などさまざまな機会を通じ、強く主張し

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ２点目は、宮崎県において公

共三部の10年間の負担金総額と、平成20年度分

の維持管理費の額を、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 平成11年度から平

成20年度までの10年間における本県の直轄事業

負担金総額は、当初予算ベースで1,316億円であ

ります。このうち維持管理費が含まれるのは、

国土交通省所管の事業のみでありますが、その

直近３年間についての把握可能な関係資料等か

ら推計しますと、負担金額のおよそ３割程度が

維持管理費でありまして、平成20年度で35億円

となっております。

○十屋幸平議員 やはり166億円程度が毎年支出

されてきたということでありまして、非常に大

きな額で、この分をほかの県民サービスに使え

れば、役立てれば、もっともっとよくなるのか

なというふうに思います。

３点目は、国の制度と宮崎県との関係になり

ますが、直轄事業の工事の着手前に地方公共団

体に通知して、これに不服がある場合は、地方

公共団体は総務大臣に申し出ることができると

されております。なぜこれまでそのようなこと

がなされていなかったのか、知事にお伺いをい

たします。

○知事（東国原英夫君） 直轄事業負担金は、

国等が直接実施する公共事業につきまして、そ

の経費の一部を地方公共団体が負担することを

規定する地方財政法や道路法等の関係法令を根

拠としております。したがいまして、各法律の

成立時から引き続き、すべての地方公共団体が

これらの負担金を支出してきておりまして、こ

れまでの国と地方の信頼関係に基づき、当然に

適正な必要経費が計上されているものと考えら
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れてきたため、特にその明細等については意見

の申し出等は行っていなかったものと推察され

ます。今後は、地方分権推進の観点から、全国

知事会における議論や国の動向を見きわめなが

ら、直轄事業負担金の抜本的な見直しととも

に、国と地方が対等な立場で協議し、地方の意

見を反映できる仕組みの創設などを求めてまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、４点目になりますけれ

ども、県事業において市町村との関係でも、報

道では、国と県と同じようなことがされている

ような報道がされておりますが、宮崎県の実態

について知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県が実施しておりま

す公共事業等につきましては、受益者負担の観

点から、一部の事業に限り、市町村負担金を徴

収しておりますが、この負担金は、法律等に基

づきまして、原則として、年度ごとに地元市町

村の同意を得た上で、県議会の議決をいただ

き、徴収しているものであります。これら市町

村負担金を求める事業のほとんどは、国庫補助

事業として県が実施するものでありまして、そ

の経費内訳は、国庫補助事業の対象経費のみで

あります。また、県が管理する施設では、維持

補修費をすべて県が負担しておりまして、市町

村へは負担を求めておりません。このような点

において、市町村負担金は国の直轄事業負担金

とは異なっているものと認識しております。し

かしながら、今回の直轄事業負担金に係る議論

もございますので、市町村負担金につきまして

も、その内容について説明責任を果たしていく

ため、市町村への十分な情報提供や意見交換に

努めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。まさ

に今、知事が答弁されたとおりでありますが、

国と地方の関係の信頼というところが、ある意

味、今までそれに触れなかったというのが地方

側のことではなかったかなと思っておりますの

で、答弁にもありましたように、これからの地

方分権の中で地方と国が対等にできる仕組みづ

くりがまず急がれるのではないかなというふう

に思っております。

次に移りたいと思います。細島港の新たな岸

壁整備についてお伺いをいたします。

これは、さきの２月定例県議会の代表質問の

関連で質問をさせていただきました。それを受

けまして知事は、「細島港の重要性は十分認識

している」と答弁いただき、早速、今月５日に

は、平成22年度の事業着手に向けて、金子国交

大臣に要望に行っていただきました。ありがと

うございました。新聞報道では、「時間がかか

るかもしれないが、公共岸壁であり、前向きに

取り組みたい」とありました。知事は率直に、

お会いになってどのように感じられたのか、そ

のあたりをお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 細島港につきまして

は、複数の企業進出や高速道路網の整備により

まして貨物の増加が見込まれており、さらに船

舶の大型化に伴い、今後は既存の水深13メート

ルの大型岸壁だけでは対応できない状況になる

と考えております。このため、平成22年度の新

たな大型岸壁の整備着手に向けまして、金子国

土交通大臣へ要望を行ったところであります。

その際、大臣から、港の利用促進に向けた課題

は残るものの、前向きな発言をいただきまし

て、心強く感じた次第であります。今後とも、

ポートセールス活動などを行い、港の利用促進

を図るとともに、岸壁整備に向けて積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 先ほどの直轄事業負担金制度
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とちょっと絡むんですけれども、細島港を国の

ほうに直轄事業でやってほしいということでお

願いするわけですが、微妙に密接に絡んで、妙

な立場じゃないかと思うんです。今後どのよう

に取り組んでいかれるのか、再度、知事にお伺

いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 直轄事業負担金とい

うのは、全く払わないというような立場ではな

いんです。ただ、国と地方との対等な協議が必

要だということです。そしてまた、明細をきち

んとオープンにしてくれということ、ここがポ

イントじゃないかなと思っております。インフ

ラ整備のおくれた本県にとりましては、細島港

の大型岸壁は、地域産業の発展のために必要な

施設だと考えておりますので、地元日向市や関

係機関などと連携を図りながら、直轄事業とし

て採択されるよう、国へ強く今後とも要望して

まいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、先ほど、港全体の利用

促進が課題であるというふうに答弁いただきま

した。細島港には先月、イージス艦「こんご

う」、今月、あと２～３日後ですが、護衛艦

「ひえい」が入港します。そして、来月の終わ

りごろには、ヘリ空母と言われます「ひゅう

が」が初入港します。来年の３月から７月ま

で、上海から豪華大型客船「レジェンド・オブ

・ザ・シーズ号」が６回寄港します。総トン数

約７万トン、全長264メーター、乗客数が、会社

の概要を見ますと、2,000名の船が入港する予定

であります。このように、アジア観光誘致にも

大きな実績となります。そして、中国からの観

光客の獲得にも大いに役立つものと思います。

ですから、細島港全体の整備が急がれると思っ

ております。再度、国へ細島港の整備を積極的

に働きかけていただきたいと思っております

が、今後どのように取り組まれるのか、知事の

決意のほどをお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 細島港につきまして

は、これまでも国際貿易の拠点港として整備を

進めてまいったところであります。今後、高速

道路網の整備や大型客船の入港などによりまし

て、細島港の重要性はますます高まるものと認

識しております。このため、既存施設の利用状

況や企業ニーズを把握しながら、必要な施設整

備に努めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。

次に、「レジェンド・オブ・ザ・シーズ号」

は、初回は1,804名の乗客が乗り込んでくるとい

うふうに言われておりまして、細島港に午前８

時に入港して、出港は午後５時です。観光時間

が約９時間しかなくて、入国検査に時間はかけ

られません。それで、上海から福岡入国管理局

の職員が乗り込んで、船上で入国手続を済ませ

るように協議しているそうであります。そこに

もやはり課題があるように聞いております。細

島港の利用促進に向けても、また今後の中国等

の観光客誘致にも影響しますので、県としても

何らかの支援をお願いしたいと思いますが、県

民政策部長にその見解をお願いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 大型クルーズ

船であります「レジェンド・オブ・ザ・シーズ

号」の細島港寄港に伴います入国審査等のＣＩ

Ｑの手続につきましては、現在、この手続を所

管します国の官署などとの協議を行っていると

ころでございます。御指摘もありましたよう

に、細島港の利用促進、それから今後の宮崎へ

の大型観光客の誘致にも非常に貢献するものと

思っておりますので、寄港が円滑に進むよう

に、今後、引き続き協議を詰めてまいりたいと

思っております。
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○十屋幸平議員 ありがとうございました。積

極的にまたその点はよろしくお願いしたいと思

います。

次に移ります。カーボン・オフセットの取り

組みについてお伺いいたします。

二酸化炭素やメタンなどの温暖化ガスは、地

球環境への悪影響を及ぼし、生態系の異変、砂

漠化や食料生産の減少、海面上昇など、幅広い

影響をもたらしております。また、異常気象に

よる豪雨、洪水、土砂災害の増加なども指摘さ

れております。ある新聞によりますと、世界経

済、ＧＤＰ比５％から20％の損害が発生すると

も言われております。麻生首相も先ごろ、2020

年を目安に、温暖化ガス排出削減の中期目

標、05年比15％を掲げました。低炭素社会に向

けて、産業界や個人にまで負担を求める決断を

したわけであります。そこで、環境省は、低炭

素社会づくりの行動計画に、排出量取引や二酸

化炭素を相殺する制度を盛り込みました。その

中で昨年２月に、カーボン・オフセットのあり

方について指針を出しました。そのカーボン・

オフセットの内容と県の取り組みについて、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） カーボン・オ

フセットと言われるものは、事業主などが自分

が排出した温室効果ガスに責任を持つという考

え方に基づきました自主的な取り組みでありま

す。みずから削減努力をしても、なお削減し切

れない排出量を、例えば二酸化炭素の吸収源で

ある森林の保全等に出資することで埋め合わせ

るものでありまして、近年、温暖化対策の新た

な手法として期待されているところです。この

取り組みは、事業者などによる自発的な排出削

減の促進につながる一方で、二酸化炭素の削減

や吸収量の正確な算定や、埋め合わせのために

提供される商品やサービスの信頼性の確保と

いった課題があります。このため国では、昨

年11月にオフセット・クレジット制度を創設し

まして、一定の基準を満たしていることを第三

者機関が認証するなど、信頼性の高いカーボン

・オフセットの取り組みを推進しているところ

であります。県といたしましては、地域資源を

活用していくという観点からも、今後、制度の

普及に努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。

○十屋幸平議員 お手元に議場配付資料をお配

りさせていただいております。それについて御

説明いたしたいと思いますが、高知県では、い

ち早くオフセット・クレジットを活用して、化

石燃料から未利用林地残材のボイラー燃料の代

替を活用して、配付資料のように森林整備に取

り組んでおります。これは高知県の事例ですか

ら、今から説明しますので、見ておいていただ

ければありがたいと思います。左側に工場があ

りますが、住友セメント高知工場です。ボイラ

ーを重油から間伐材等の木質バイオマス燃料に

切りかえることで、二酸化炭素の排出を約900ト

ン削減します。高知県は、住友セメントにバイ

オマス燃料の補助を出して、住友セメントが削

減したＣＯ２の削減量約900トンをもらいます。

そのＣＯ２の900トン、右側に、二酸化炭素をみ

ずからは削減できない株式会社ルミネというビ

ル会社があるんですが、削減分を330万で高知県

から購入します。その資金で高知県は森林組合

に森林整備を委託する仕組みであります。そこ

で、提案なんですけれども、オフセット・クレ

ジット制度、いわゆるＪ―ＶＥＲというんです

が、それを宮崎でも取り組んではどうかという

ふうに思っております。

その図をもう一度見ていただいて、私の提案
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を説明させていただきます。図の右側のオフ

セット実施者というところに、キャンプに来て

いただいているプロ野球機構やサッカーのＪリ

ーグなど、スポーツイベント関係団体になって

いただいて、左側の住友セメントのところは、

林業関係企業や県森林組合連合会等が事業者と

して入っていただき、宮崎県はその双方の仲立

ちをして、オフセット・クレジット制度を推進

するということであります。その得た資金で森

林整備に向けて取り組む考えはないか、環境森

林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） オフセット・

クレジット制度につきましては、農林水産省に

おきまして、山村等における制度の導入を進め

るために、ことしの５月に山村再生支援センタ

ーを創設されまして、案件の掘り起こしや申請

手続の代行などの支援が実施されております。

県といたしましても、本制度の活用によりまし

て、本県の森林整備の促進が期待されますこと

から、御提案いただきましたプロ野球機構等も

含めまして、取り組みに参加を希望する事業者

に対して必要な情報提供などを行いながら、取

り組みを進めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。積

極的によろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。

次に、自殺対策の取り組みについてお伺いを

いたしたいと思います。

これまでも多くの議員が、本県の自殺率の高

さを深刻に受けとめまして、いろんな角度から

質問されております。20数年前に、親友の妻が

自殺未遂をしました。身近にいた私たちは、自

殺に至る悩みや苦しみに気づかずに、「どうし

て相談してくれなかったんだろう」「なぜこん

なことを」と思い、自責の念に駆られました。

また、若くして心の悩みに苦しみながら、みず

からの命を絶った若者や、経済的に追い込まれ

てどうにもならない生活に苦しみ、そして相談

すらできない状況の中で自殺した同世代など、

私がどうすることもできない悔しさと、残され

た遺族の苦しみを肌身で感じ、自分の無力さ、

むなしさを痛感しております。

そういう中で、国内の自殺者は、山一證券、

拓殖銀行の破綻、バブル崩壊で不況に入る時期

となる平成10年以降、8,472人と自殺者が増加し

て、毎年３万人を超えております。その中で

も、近年は中高年男性が急増しております。宮

崎県は平成９年以降、300名を超える自殺者が出

ています。本県では、東国原知事を先頭に、自

殺対策に非常に頑張っていただいております。

自殺は、複合的な要因が関係しておりまして、

もはや個人的な問題ではなくて、地域社会の問

題ということで認識しなければならないという

ふうに思っております。そこでお伺いいたしま

すが、平成20年の自殺者の状況と対策や、これ

まで質問がありました、精神保健福祉士の配置

の現状はどのように取り組まれているか、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 厚生労働省

の統計によりますと、平成20年の本県の自殺者

数は363名で、前年に比べて31名減少しておりま

すが、人口10万人当たりの自殺者数は32.0で、

依然として高い水準で推移しております。この

ため本県では、昨年度より「自殺ゼロ」プロ

ジェクト推進事業に取り組み、基盤づくりや普

及啓発、人材育成、相談窓口などの充実強化に

努めているところです。具体的には、行動計画

の策定や講演会の開催、かかりつけ医や看護師

等への研修に取り組んでおります。また、昨年

５月から、宮崎県自殺対策センターにおいて、
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ストレス専門診療相談を開始したほか、各種リ

ーフレットの配布により、健康や経済問題など

の悩みに対応する相談窓口の情報提供等に努め

ております。

次に、精神保健福祉士についてであります

が、本年４月１日現在、その資格を有する者

が、障害福祉課に１名、精神保健福祉センター

に１名、県の保健所に８名の計10名が在職して

おります。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。

今回、国の補正で地域自殺対策緊急強化交付

金100億円が盛り込まれております。県でも、地

域自殺対策緊急強化基金積立金による「自殺ゼ

ロ」プロジェクト推進事業が提案されておりま

す。県はどのような取り組みをされるのか、再

度、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 今回提案し

ております地域自殺対策緊急強化基金は、県の

対策に加え、市町村が地域の実情を踏まえて自

主的に取り組む対策や民間団体の活動等を支援

することにより、官民一体となった自殺対策を

強化するため設置するものであります。本年度

は、市町村が独自に取り組む対策を支援すると

ともに、テレビ・ラジオでのコマーシャル放映

や、さまざまな相談窓口を掲載した「こころの

電話帳」の全世帯配布など、特に普及啓発に力

を入れることとしております。また、この基金

の設置期間は平成23年度までとなっております

ので、市町村や民間団体のニーズも十分踏ま

え、この期間内に自殺対策のさらなる充実強化

が図られるよう努力してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 自殺と申しますと、どうして

も社会的な風潮として、タブー視するところや

偏見というのがあるのではないかというふうに

思います。そういう面に対して、自殺に対して

は、社会がもう少し温かい見守りの気持ちも持

てるようにという、意識の啓発が必要だと考え

ております。そういう意味で、先ほど壇上から

言いましたが、このブルーのワッペンを担当課

からいただきました。毎月第１月曜日にこの

ワッペンを着用するように、庁内でも放送され

ております。しかしながら、何となくなじみが

薄い、そのように感じております。自殺予防週

間が９月10日から16日というのもいいんですけ

れども、警察庁の全国統計では、自殺者は３月

から６月、そして10月が多い月となっていま

す。宮崎も６月と10月が多くなっています。で

すから、10月を県独自の自殺予防月間として設

けて、こういうブルーのワッペンを、県職員の

みならず市町村職員の皆さんにも、そしていろ

んな組織の方々にも着用することを呼びかけて

みてはどうでしょうか。知事の見解を求めたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 県職員の啓発用の

ワッペンの着用は、昨年度から新たな取り組み

として始めたものでありますが、自殺対策は、

行政のみならず県民一人一人が、それぞれの立

場でできることから取り組み、県民総力戦で解

決していく課題であると認識しております。そ

のためには、より多くの方々に自殺対策の重要

性を知っていただくことが肝要でありますの

で、市町村にも啓発用ワッペンの着用を呼びか

けてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 今できることからということ

で、ＮＰＯ法人の宮崎自殺防止センター、これ

は活動資金が非常に苦しいということで、賛助

会員、年間１口1,000円、団体が１万円、正会員

３口以上というふうになっております。もう一

つは、自殺防止推進協力員制度の登録、これも
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呼びかけておりますが、なかなか伸びない。登

録制度は何をされるかというと、啓発活動のチ

ラシの配布とか、講演会の案内とか、リーフ

レットの配布とか、そういうふうに、知事が言

われたようなできるところからそれぞれが、一

人一人がやっていただければ啓発が進むのでは

ないかというふうに思いますので、ぜひお願い

したいと思います。

次に、植物工場についてお伺いをしたいとい

うふうに思います。

いろいろありますが、農商工連携の中の一つ

の方法として、経済産業省と農林水産省が全国

に50カ所、植物工場をつくっておりまして、３

年間であと100カ所ふやし、150カ所にするとい

うことであります。植物工場とは、テレビ等で

はありますけれども、どのようなもので、宮崎

の農業とどのように関連づけて、宮崎として今

後どのように取り組まれるか、農政水産部長に

お伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） いわゆる植物

工場といいますのは、環境制御や自動化などハ

イテク技術等を利用した野菜等の周年栽培施設

でございまして、閉鎖空間で人工光を使った完

全人工光型と、温室等で太陽光に人工光を組み

合わせました太陽光併用型がございます。この

ような植物工場には、季節や天候に左右されず

安定生産ができ、場所を選ばず、周年雇用が可

能といったメリットがある一方で、栽培品目が

限定される中で、初期投資及び運営コストが極

めて高く、技術者等の人材不足等の課題もござ

います。大消費地から遠隔地にある本県におき

ましては、本格的な植物工場の導入に関して

は、現段階では克服すべき課題等もございます

が、人工光や環境制御技術に、宮崎ならではの

バイオマスエネルギー等を取り入れた低コスト

・省力栽培技術の開発・普及等を促進すること

によりまして、新たな品目や産地の創出などに

つなげてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 いろいろなコスト、私も勉強

させていただいて、そのとおりだと思います

が、私は一つの提案として、中山間地域の対策

として考えております。耕地面積が狭くて、人

口の減少が進み、そして高齢化して担い手がい

ない、植物工場と例えば野菜加工工場を隣接し

て、県外に出荷するのではなくて、県内、圏域

内の学校給食、病院、高齢者施設、ホテル等の

地産地消を地域で取り組み、雇用の確保という

意味で高齢者や障がい者でもできる仕事、所得

の確保、それと人口流出対策として考えており

ます。今言いましたように、中山間地対策とし

ての植物工場の取り組みについて、再度、農政

水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 一般的に、植

物工場で生産されます農産物につきましては、

ただいま申し上げましたように、非常にコスト

が高くなるといったことから、事業成功のため

には、安定的な実需者を発掘しますとともに、

物流コストの低減等を図ることも重要でありま

して、例えば、地域の高齢者施設あるいは病院

等の特定の需要に対しまして、加工と一体と

なった付加価値の高い、多様な食材、サービス

を提供することも大事な視点ではないかと考え

ております。

中山間地域におきます植物工場の導入につき

ましては、加えまして、土地条件を初め、各種

の制約等を受けますことから、施設規模や生産

品目、安定的な販路と価格が確保できるような

明確な立地戦略が必要かと思っております。そ

のためにも、実需者との緊密な連携のもとに、

地元企業等からの人的、資本的な協力や支援、
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そして施設の設置運営に係るさらなるコスト縮

減等が、立地推進のかぎになると考えておりま

す。県におきましては、今後とも、中山間地域

の活性化につながる、地元が主体となった効果

的な取り組み等につきましては、関係部局とも

連携を図りながら支援してまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 日向のある企業は、既にそう

いうことを念頭に置きながら計画を考えておら

れるところもあります。それは、中山間地では

なくて平地のところでやろうと言われておりま

すし、また課題の一つであります品目、それも

含めて16種類とか、そういうできるものを計画

しておりますので、そういう御相談がありまし

たときには、またいろんな指導助言をお願いし

たいというふうに思います。

次に、中国木材と林業の活性化についてお尋

ねをいたします。

世界的不況によりまして、国内の住宅着工件

数が減っている中で、日向市への進出がおくれ

ております。そして、悪循環で木材価格の低迷

が続き、林家や関係業界は非常に困っておりま

す。中国木材進出の現状と見通しについてどの

ようになっておるのか、商工観光労働部長にお

願いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中国木材

の進出につきましては、昨年10月に同社と林業

関係団体との間で、進出条件を取りまとめまし

た覚書の調印がとり行われたところでございま

す。その後、厳しい経済情勢が続く中で、同社

において具体的な進出計画の検討が行われてい

ると聞いているところでございます。中国木材

の進出は、本県の林業や工業などの産業振興

や、新たな雇用の創出による地域経済の活性化

につながるものと考えております。今後とも、

関係部局や地元日向市との連携を図り、進出に

向けた取り組みが円滑に進みますよう努めてま

いりたいと存じます。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。

杉の素材生産が18年連続日本一で、平成26年

度には生産量が150万立米となる計画となってお

ります。その出口を何とか確保しなければいけ

ませんが、そこで、新みやざき創造戦略の工程

表では、平成19年度から22年度までの今後の方

向性として、「輸出に積極的な企業・団体の取

り組みを支援」「中国や韓国での木造建築技術

者の養成」などと書かれてあります。木材の輸

出に関しての現在の取り組みと、今後の出口と

して有望視されるであろう中国や韓国などへの

輸出についてどのように考えておられるか、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 木材の海外輸

出につきましては、団体が取り組みます展示と

か商談会や、現地の構造設計技術者の養成な

ど、中国、韓国への輸出促進活動を支援してい

るところでございます。上海など巨大な市場を

抱えております中国は、魅力ある販売先と考え

ておりますが、現在のところ、価格の高い杉材

の利用が普及していないなどの理由から、輸出

が進んでいない状況にあります。一方、韓国に

おきましては、県の木材利用技術センターとソ

ウル大学との学術交流を契機に、本県団体と韓

国企業との連携が進んだことなどから、平成20

年度の輸出額は２年連続して１億円を超えるな

ど、成果があらわれてきているところでござい

ます。県としましては、引き続き関係団体と連

携を図りながら、森林所有者の所得向上につな

がるよう、海外輸出を初め、県産材の販路拡大

に取り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 中国木材の進出は、先ほど申
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し述べましたが、細島港の整備とも密接に関係

します。先ほど細島港の整備もしっかり取り組

んでいただくということでありましたので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

最後に、これは知事の政治姿勢ということで

触れさせていただきたいと思っておりますが、

今議会も知事の退職手当のことでいろいろ議論

が出ております。国政へ転身するのではないか

ということも言われておりますし、知事の答弁

では、「今は考えておりません」ということを

言われております。そして、新聞報道によりま

すと、あす、自民党の古賀選挙対策委員長に会

われるということであります。県民はいろんな

新聞報道を見て、そのあたりはどうするんだろ

うと、知事の動向を非常に注目しているという

ふうに思います。そして、知事はマニフェスト

を御自身でつくられて、県民とのお約束という

ことで非常にそのあたりを重視されております

し、議会の答弁ごとにそれを私どもも実感して

おります。その約束はどうなるのかというのは

あります。

しかしながら、私は、知事が初登壇されたと

きに、地方から国を変えるという気概を感じた

のも事実であります。そして、今、いろんな議

論の中でも地方分権ということに、非常に関心

といいますか、意欲を持っておられます。そう

いう意味で、高い志を持っておられることも十

分理解しております。地方はある意味、国に法

律上、制度上、がんじがらめにされているとい

うのも実感されたと思います。そういうことに

おいて、県政運営に歯がゆさを感じていること

もあるでしょうし、地方分権を進めなければこ

の国がだめになるというふうにもお思いでしょ

う。私は、そのあたりのことを県民の皆さんに

しっかり説明等をして訴えていけば、知事があ

す、古賀さんとどういうお話をされるかわかり

ませんが、国政に転身しても県民は御理解いた

だけるのではないかというふうに思っておりま

す。そのあたりの知事の見解をお願いしたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、私は就任以来、「地方から国を変えてい

く」「地方分権にしなければ、地方の活性化、

再生はあり得ない」と言わせてもらっていま

す。その考え方にぶれはございません。宮崎か

ら地方を変え、また宮崎を歴史に残すんだとい

うことも、私は強く思っております。そのため

に何をしなきゃいけないか、おのずと結論は導

かれるわけでございますが、どうも分権が地方

のためになるんだと―確実になるんです。地

方財政の拡充のためには、分権をして無駄をな

くして、地方消費税や、交付税や、地方共有税

といったものを拡充しないと、地方の財政とい

うのは本当に破綻してしまう、これは間違いな

い。これを住民の方あるいは県民の方々がどれ

だけ実感されておられるか、どれだけそこに関

心を持っていただけるかというのは、それは説

明責任の問題になると思うんですけれども、

今、地方が再生するためには、この国の形を変

えなきゃいけない、これは自明の理ですので、

皆さんにはこのことだけは訴えさせていただき

たいと思っております。

○十屋幸平議員 ですから、そのあたりは我々

も同じ意識で認識しているというふうに思って

おります。国の形を変えるときに、やはり法律

があるわけで、その中で、じゃどうするかとい

う話になるわけですね。今御答弁いただきませ

んでしたが、御自身のどういうふうなことで国

の形を変えようとするのか、そして今回、知事

がどう決断されるか、どういうふうにお考えか
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わかりません。しかし、これからの地方分権を

変えていくためには、やはりだれかがその先鞭

をつけなければならない。そのときに東国原知

事であるか、橋下知事であるか、どなたかはわ

かりません。しかしながら、新しい風を国会の

中に送らなければいけないということも事実で

あります。ですから、これから先、知事として

いろいろ考えられるでしょうけれども、決断す

べきとき、大きな仕事をなすときに、知事とし

て、一宮崎県知事として、それから高い志を

持った政治家東国原としてどうするかというこ

とを、再度お伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先般、全国知事会で

私は、全国知事会が取りまとめた地方分権に関

するさまざまな条項を、自民党、民主党等のパ

ーティーマニフェストに盛り込んでいただい

て、その盛り込んでいただいた党に、政治的な

メッセージあるいは政治的な支援を、全国知事

会でそういう行動を行ってはいかがという提案

をさせていただきました。それは、私の中で地

方分権をしなければいけないという強い思いが

あったからでございます。その全国知事会で

言ったことは、私は有言実行をさせていただき

たいと思っておりますので、今回の関ヶ原、

黙って見過ごすわけにはいかないということで

す。

○十屋幸平議員 今回の関ヶ原、黙って見過ご

すわけにはいかないという御決意をお伺いし

て、私のすべての質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 今ちょっと

爆弾発言みたいなものがありましたが、よろし

くお願いしたいと思います。きょうは都城から

障がい者団体の皆さん方がたくさんおいでいた

だいております。ありがとうございます。

昨日は、世界男性最高齢113歳の田鍋友時さん

の葬儀に行ってまいりました。突然の訃報であ

りましたから、私も信じられない気持ちでいっ

ぱいでありました。明治、大正、昭和、平成を

力強く生きてこられました。このことは、宮崎

県民だけでなくて、日本の国民の象徴でもあり

ました。田鍋さんは、介護保険は一回も使われ

たことはなかったそうであります。もちろん、

ショート、デイサービス、訪問介護も一回も受

けられなかったということであります。今、大

変世知辛い世の中でありますが、田鍋さん家族

の家族愛には、深い感動を覚えた次第でありま

す。知事も何回かお祝いに行かれていることと

思いますが、平成19年１月24日、知事の就任と

同じ時期でありましたが、男性最高齢者として

ギネス認定をされ、今日まで知事と同様に大変

な注目を受けてこられました。役割を終えられ

た田鍋さんへの率直な気持ちを、知事からお聞

かせいただきたいと思います。

次に、経済対策についてお伺いをいたしま

す。昨年発生しました世界的な金融不安の中、

我が国においては、2009年度補正予算の一般会

計総額が過去最高の13兆9,256億円で成立をしま

した。景気の底割れを防ぎ、生活者の安心を実

現し、未来への成長につなげるため、国は矢継

ぎ早に経済・雇用対策を打ち出しております

が、本県としても今回上程されました追加補正

の中で、宮崎らしい対策、特徴ある対策を打っ

ていくべきだと思いますが、知事の見解をお伺

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〕 田鍋友時さ

んの突然の訃報に接しまして、驚きと深い悲し
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みを覚えておるところであります。田鍋友時さ

んは、明治28年にお生まれになりまして、明

治、大正、昭和、平成の時代を生きてこられ、

平成19年には男性長寿世界一となられました。

その豊かな命は、宮崎県民だけでなく、日本国

民の輝かしい象徴でありました。今、にわかの

悲報に接しまして、哀悼の情にたえません。ま

た、御遺族の心中を御推察申し上げるとき、お

慰めの言葉もない次第でございます。今はた

だ、田鍋友時さんの御冥福を心からお祈り申し

上げたいと考えております。

続きまして、厳しい経済雇用情勢に対応し、

県民の安全・安心な暮らしを実現するために

は、緊急対策だけではなく、本県の将来につな

がるしっかりとした見通しを持った上で、国の

対策を活用しながら、本県の抱える課題や県民

ニーズに的確に対応した施策を講じることが重

要であると考えております。このようなことか

ら、先般、新たな経済・雇用対策を取りまと

め、中長期的な観点から、農商工連携による新

事業の創出やソーラーフロンティア構想の推進

等による低炭素社会の実現など、本県の特性を

生かした産業づくりや地域づくりについて、県

としての方針を示したところであります。この

新しい対策に沿った事業について、今回、補正

予算をお願いしているところでありますが、今

後とも引き続き、本県経済を回復させ、成長軌

道に移行させることを目標に、宮崎県のポテン

シャルを生かした宮崎らしい対策を講じてまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○山下博三議員 引き続き、知事にお伺いをし

ますが、今議会に上程されております、補正、

追加補正、総額180億の予算についてでありま

す。本県におきましては、安藤県政、東国原県

政のここ６年間、さまざまな予算の削減に取り

組んでまいられました。2003年当初予算6,811

億7,800万、これをピークに、県民の協力も得な

がら、本年度当初予算5,625億3,800万、2003年

対比82.5％まで削減努力をされてきておるとこ

ろであります。本県が国の経済対策に伴った補

正予算案を６月議会に提案されるのは、03年以

来６年ぶりということであります。特に今回の

追加補正の交付金の中には、市町村への配分総

額は92億4,500万円が見込まれております。この

ような大型補正を効率的に執行し、効果的な経

済・雇用対策を図るのには、現場ニーズを的確

に把握し、事業に反映させるとともに、しっか

りした職員の意識、体制を整え、東国原知事の

もと部局間の連携を十分図るべきと考えます

が、いかがでありますか。

○知事（東国原英夫君） 本県が直面しており

ます経済の危機的な状況を、本当の意味で克服

するためには、民間の経済活動が活発化し、県

民の雇用・生活面の安心度が高まることが必要

でありますので、経済・雇用対策の組み立てに

当たりましては、さまざまな機会を通じて現場

ニーズを的確に把握させていただき、それを事

業に反映させていくことが重要であると考えて

おります。このようなことから、県といたしま

しては、市町村や関係団体等から現場の情報を

収集するとともに、全庁挙げてしっかりと対策

を実施できるよう、各部において出先機関との

意見交換を積極的に行い、十分な意思疎通の確

保に努めているところであります。また、地域

産業の活性化には、分野横断的な取り組みも求

められることから、私を本部長とします「経済

・雇用緊急対策本部」を中心に、各部局が密接

に連携し、効果的な事業の組み立てやその実施

を図ることといたしております。

○山下博三議員 次に、職員倫理規程につい
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て、同じく知事にお伺いをいたします。安藤県

政の官製談合事件や不適切な事務処理問題等の

教訓により、平成19年６月に宮崎県職員倫理規

程が策定をされました。その後、職員の皆さん

も、この倫理規程に基づいて日夜業務に精励さ

れていることと思いますが、一方では、職員が

萎縮しているのではと懸念しているのでありま

す。例えば、農政については、本県の基幹産業

であります農業・農村の抱える課題は山積して

おりまして、豊かな農業・農村を形成していく

ためには、さまざまな事業を展開しなければな

りません。先日から話題になっております畑か

ん事業や面的基盤整備というのは、早急に取り

組まなければならない対策であります。このよ

うな対策を的確に、そして効果的に推進するの

には、地域住民、関係団体等と積極的な意見交

換が必要不可欠であると思っております。しか

しながら、業務を遂行していく上で必要な職員

と住民及び関係団体との情報交換等が、以前に

比べ十分に行われていないと聞いております。

このことは、職員倫理規程によりまして職員の

行動を規制しているためではないかと思います

が、御所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 職員倫理規程は、官

製談合事件、不適正事務処理問題により失墜し

た県民の県政に対する信頼の回復を図るため、

職員が職務に係る倫理を保持するために守るべ

きルールを定めたものであり、またあわせて、

県民の疑惑や不信を招かないよう、職員を守る

という観点から定めさせていただいたものであ

ります。したがいまして、この規程は、いたず

らに職員の行動を縛ろうというものではなく、

行政運営に支障を来さないよう配慮しながら、

その運用を行っているところであります。今後

とも、職員には、この規程をみずからの行動規

範として職務に邁進し、県民から信頼される職

員になるとともに、現場ニーズの的確な把握に

も努めてほしいと思っております。

○山下博三議員 私は、この規則をもとに戻そ

うということは言っていないんです。どうして

も事業を推進していくためには、やる気のある

職員の芽を摘むようなことがあってはならない

と、そのように理解をいたしておりますから、

ぜひ職員の倫理規程もしっかりと職務伝達でき

るように、やる気を伸ばしていただくとありが

たいと思っております。

続きまして、福祉政策の障害者自立支援法に

ついて、福祉保健部次長にお伺いをしてまいり

ます。

障がい者に関する施策は、2003年４月に身体

障がい者、知的障がい者、障がい児に対する支

援費制度の導入が決まり、従来の措置制度から

大きく転換をいたしました。しかし、支援費制

度の導入によってサービスの利用者が急増し、

国と地方自治体の費用負担だけでは、サービス

利用に対する財源確保が困難になってまいりま

した。また、サービス提供に関して、これまで

身体障がい、知的障がい、精神障がいという障

がい種別ごとに縦割りで整備が進められてきた

ことから、格差が生じ、専業体系がわかりにく

い状況となってまいりました。さらに、精神障

がいに至っては、支援費制度にすら入っていな

い状況の改善が必要であるということも指摘を

されております。また、それぞれの自治体のサ

ービス提供体制、整備状況が異なり、全国共通

のサービス利用、ルールもないため、大きな地

域間格差も生じ、結果的に働く意欲のある障が

い者が必ずしもその機会を得られていないとい

う状況も見えたところであります。こうした制

度上の問題を解決し、「障がい者が地域で安心
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して暮らせる社会」を実現するために、2006年

４月１日から障害者自立支援法が施行されたと

ころであります。この法律のポイントは、１、

障がい者施策の一元化、２、利用者の利便性向

上、３、就労支援の強化、４、支給決定のプロ

セスの明確化、５、安定的財源確保の大きな５

つの柱から成っております。４年目を迎えたこ

の障害者自立支援法に基づくサービスの本県の

利用状況はどうなっておるのか、また、障がい

者の皆さんのニーズに十分に対応しているの

か、お伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 平成20年度

における自立支援法に基づく自立支援給付のサ

ービス利用者は、延べ３万1,092名となっており

ます。また、障がい者がサービス利用を希望さ

れる場合は、市町村による支給決定を受け、事

業者を自分で選択し、契約することとなりま

す。事業者は原則的に申し込みを断ることはで

きませんが、定員の関係上、受け入れが困難と

なる場合は、他の事業者を紹介するなどの対応

をしなければならないこととされております。

さらに、市町村や地域にあります自立支援協議

会でサービスの補完等の協議を行い、障がい者

のさまざまなニーズに対応する仕組みとなって

おります。

○山下博三議員 自立支援法が施行されまし

て、県内のそれぞれの社会福祉法人やＮＰＯ法

人等の事業者は、障がい者の皆さんと、法の理

念であります「障がい者が地域で安心して暮ら

せる社会」を実現するために、必死で取り組ん

でおられます。平成20年２月、「宮崎県障がい

者工賃倍増５か年計画」を策定されておられま

すが、その進捗状況と取り組みについて、福祉

保健部次長にお伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 県では、経

営の専門家で構成します「工賃向上支援チー

ム」を県内３カ所に設置しまして、事業所等で

の販路開拓や新商品の開発、企業からの受注拡

大についての助言等を行っております。また、

障がい者が製作した商品のイベント等での共同

販売や、これらの製品等を紹介したホームペー

ジの運用に対し支援を行うなど、さまざまな施

策を展開しております。この結果、「工賃倍増

５か年計画」の対象となります就労継続支援Ｂ

型事業所等の平均工賃の実績は、平成20年度に

は１万997円と、前年度比で3.1％増加したとこ

ろであります。県としましては、厳しい経済状

況の中ではありますが、今後とも、工賃全体の

底上げを目指し、諸施策の充実に積極的に取り

組んでまいりたいと存じます。

○山下博三議員 同じく、工賃向上対策につい

てお伺いしますが、自立支援法施行から３年目

を迎えた平成20年度のそれぞれの事業所の工賃

実績報告書を調べてみました。就労継続支援Ｂ

型でありますが、１カ月当たり平均賃金で、低

いところで2,947円、高いところで３万3,984

円、平均１万997円となっておりますが、事業所

によっては、かなりの差があることがわかりま

した。問題点として、利用者間において能力に

かなりの開きがあること、各事業所において、

生産活動、受託作業など工賃支払いについて厳

しい面があること、自立支援法における３障が

い一元化で、特におくれている精神障がい者の

支援について、事業所だけでなく企業も十分に

理解をしなければ、支援法を間違うおそれがあ

ることなどであります。福祉保健部次長に重ね

てお伺いをいたしますが、県として、工賃向上

のこれまでの取り組みを踏まえ、今後なお一層

の支援強化が必要と考えますが、いかがです

か。
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○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 工賃向上に

関しましては、先ほど申し上げました「工賃向

上支援チーム」の支援対象となる障がい福祉サ

ービス事業所を、昨年度の３カ所に加えまし

て、今年度さらに10カ所程度拡大し、経営の基

礎知識の習得や、経営的視点の醸成などに一層

努めていくこととしております。また、宮崎県

中小企業家同友会が開催する「バリアフリー祭

り」への参加や宮崎県工業会が主催する「みや

ざきテクノフェア」への出店などを通じまし

て、障がい福祉サービス事業所に対する理解促

進や取引拡大につなげてまいりたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 ありがとうございました。

次に、障がい者の法定雇用率について、教育

長にお伺いをいたします。民間企業、国、地方

公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する

法律」に基づき、民間企業56名以上1.8％、特殊

法人2.1％、国、地方公共団体2.1％、都道府県

の教育委員会2.0％の割り当てを行っておりま

す。宮崎県の各機関及び市町村の障がい者雇用

状況を調べてみましたが、教育委員会を除く他

の機関、市町村等はおおむねクリアをしており

ますが、雇用不足数23名と数字が出ておりま

す。県教育委員会における障がい者雇用の現状

と取り組みについてお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会におけ

る障がい者雇用の現状ということであります

が、平成20年６月１日現在で、障がい者の雇用

率は1.67％であり、これは全国の都道府県教育

委員会における平均雇用率1.58％を上回ってい

るところではありますが、今お話がありました

法定雇用率、2.0％には達していない状況であり

ます。その主な要因といたしましては、教員免

許を有する障がい者の方が少なく、教員採用試

験を受験する方が限られているという状況がご

ざいます。次に、県教育委員会としての取り組

みについてでありますが、障がいのある方が一

人でも多く教員採用試験を受験していただける

よう、例えば点字による出題や手話通訳による

受験など、試験方法に配慮するとともに、水泳

実技など試験の一部免除や、さらには年齢制限

を設けずに特別選考試験を実施しているところ

であります。今後とも、障がい者が受験しやす

い環境づくりに努めていきますとともに、教員

を志望する人がふえるよう大学等への広報活動

をさらに進め、障がい者雇用の促進を一層図っ

てまいりたいと考えております。以上です。

○山下博三議員 ありがとうございます。特別

選考試験制度もあるということでありますか

ら、ぜひ法定雇用率を達成していただきますよ

うにお願いを申し上げておきたいと思います。

次に、民間企業における障がい者の雇用状

況、いわゆる雇用率でありますが、これについ

てどのようになっておるのか、福祉保健部次長

にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 宮崎労働局

の調査によりますと、平成20年６月１日現在

で、法定雇用率1.8％が適用される常用労働者56

人以上の規模の県内企業は559社ありまして、そ

の障がい者実雇用率は1.97％で、都道府県別で

は高いほうから７番目となっております。ま

た、この559社のうち、法定雇用率を達成した企

業の割合は63.3％で、都道府県別で第２位と

なっております。県といたしましては、今後と

も、宮崎労働局等の関係機関と連携しながら、

事業主等に対して障がい者雇用の一層の理解と

協力を求めるなど、就労支援に努めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 559社のうち、法定雇用率を達
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成した企業は63.3％という報告であります。障

害者自立支援法が定着していくためには、企業

の限りなく100％に近い数字になりますように努

力していただきますよう、お願いを申し上げた

いと思います。

次に、障害者自立支援法が施行され、３年経

過した中で、新たな問題が発生しております。

少々長くなりますが、おつき合いをお願いした

いんですが……。就労支援事業所では、働く意

欲のある障がい者に対して、就労の場の確保と

就労に向けての訓練が行われておりますが、最

大６カ月の実習が実り、トライアル雇用、そし

て晴れて正式雇用の道が開けた障がい者に、車

の運転免許の取れない人が多いのが実情であり

ます。公共交通機関の発達していない農村部で

は、特に通勤の手だてがない状況であります。

その問題点が６月４日にＮＨＫで取り上げられ

ました。三股町に住んでおられる大村和彦君29

歳、脳性麻痺の肢体不自由の障がい者の方であ

りました。５月より７月いっぱいの予定でトラ

イアル雇用として働いております。テレビで

は、企業の社長を初め従業員の方々の温かい励

まし、そして何より本人が楽しく仕事をしてい

る様子、そして働いて得た賃金を将来の自立の

ために貯金し、働く喜びを感じ、将来もここで

働きたいと言う姿が映し出されておりました。

６月17日付の宮日新聞に、お父さんである好

和さんが投稿をされておられました。それを

ちょっと紹介させていただきますが……。

「５月28日は緊張した日でした。というの

も、その日はＮＨＫから息子の１日を取材して

いただいたからです。息子は29歳。脳性まひの

肢体不自由の障がい者です。都城市のＮＰＯ法

人、障害者就労移行支援事業所にお世話になっ

ています。そこで１年間、就労のためにいろい

ろな仕事を経験させていただき現在、支援事業

所と受け入れ先企業の尽力によりトライアル雇

用として働いています。

親の車と支援事業所の車を乗り継ぎ仕事場ま

で通勤してます。所要時間約１時間。７月まで

はそれで助かるのですが、８月からはＮＰＯ法

人による送迎ができなくなります。本採用後は

ＮＰＯ法人に対して国、県からの公的支援が停

止されるからです。

障がい者が就労するとき、交通手段は重要な

問題です。障がい者も将来の夢と希望を持って

働いています。本当の障がい者支援とは何かを

考える際に大きな課題の一つだと思います。」

以上が投稿された文であります。また、お世

話になっておられるＮＰＯ法人にもお礼の手紙

を出されておりました。その中の一節に、「神

様は、試練を乗り越えないものには試練は与え

ない。きっと私たち親子にその試練を与えてい

るんだと思います。皆様のこれまでの努力を無

駄にしないよう頑張っていきます」と書いてお

られました。障がい者の就労については、通勤

手段の確保が大変重要であると考えておりま

す。見解を福祉保健部次長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 障がい者の

社会的自立のためには、就労の促進が極めて重

要でありまして、お話のありました職場までの

通勤手段の確保も、大きな課題の一つであると

いうふうに認識をしております。このため、就

労先の選定に当たりましては、障がい者本人の

能力や適性に加えまして、通勤等の地理的な条

件等も含めて、さまざまな観点から検討が必要

と考えます。こうしたことから、現在、県内５

カ所に設置しております障害者就業・生活支援

センター等において、通勤方法等を含めた就労
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に関する相談にきめ細かに応じるとともに、そ

れぞれの条件に適した就職先を開拓していると

ころであります。県といたしましては、今後と

も、関係機関との連携強化を図りながら、職場

開拓や定着支援など、障がい者雇用の促進に積

極的に取り組んでまいりたいと存じます。

○山下博三議員 大村和彦君は、言葉もうまく

話せないんです。飛んだりはねたりもできない

んです。運転免許も取れません。やっと出会っ

た仕事をやめたくないと、そう言っているんで

す。お父さんの言葉にもありましたが、「障が

い者が就労するとき、交通手段というのは重要

な課題です」と、このことの壁にぶち当たって

おられます。ＮＰＯ法人の方は、大村君家族の

気持ちにこたえるために、公的支援がなくなっ

ても送迎は続けていきたいと、そう言われてお

るんです。一人でも多くの人を就労させるため

に対策を講じていただきますように、お願いを

申し上げておきたいと存じます。

次に、障がい児、障がい者の方々を抱える親

御さんから、大変不安な声をお聞きすることが

あります。それは、親が元気なうちはいいが、

子供の世話ができない状況になった場合、どう

したらいいのか、大変不安がっておられます。

障がい児、障がい者を抱える親が子供の世話が

できない状態になった場合、どのような制度が

あるのか、福祉保健部次長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 障がいのあ

る方が地域で自立した生活が行えるよう支援す

るため、障害者自立支援法等に基づき、各種の

サービスが制度化されており、生活環境や障が

いの状況に応じ、必要となるサービスを事業者

との契約により利用することになります。仮

に、障がい児を抱える親が子供の世話ができな

くなり、サービスの利用に支障が生じた場合

は、県の指定する相談支援を行う事業者から、

必要なアドバイスを受けられるようになってお

ります。なお、18歳未満の方で親がわりの親族

が不在である場合は、児童福祉法による措置を

検討し、また18歳以上の方で契約上の課題があ

る場合は、民法上の後見制度を活用することに

なります。

○山下博三議員 ぜひ対応を。これは私も今か

らの検討課題として勉強していきたいと、その

ように思っております。

続きまして、自立支援法が施行されましてか

ら４年目を迎えております。その中で、精神障

がい者への対応・対策がおくれているという話

を承っております。特に精神障がい者の就労に

おいては、一般就労ができるだけの能力は十分

に備えておられますが、長期間の就労や毎日の

出勤が難しく、安定した労働力になりにくいこ

とや、また、退院後や長期在宅後の就労の受け

皿が極めて少ない状況等があります。精神障が

い者の相談窓口の現状と対策について、同じく

福祉保健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 現在、相談

支援体制としましては、県精神保健福祉センタ

ーや保健所のほか、市町村が設置している相談

支援事業所において、本人やその家族からの相

談に応じ、必要な情報提供や支援を行っており

ます。また、県内５カ所に設置されている地域

活動支援センターでは、精神保健福祉士等の専

門職員が、相談支援や日常生活への助言を行う

ほか、地域活動への参加やレクリエーション活

動を通して、地域住民との交流を図っていると

ころであります。県としましては、今後とも、

市町村、関係団体と連携を図りながら、精神障

がい者の相談支援の充実に努めてまいります。
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○山下博三議員 次に入っていきます。病気や

事故などのさまざまな原因で脳が損傷したため

に、言語、思考、記憶、行為、学習、注意など

に障がいが起きた状態、いわゆる高次脳機能障

がいに対する取り組み状況について、同じく福

祉保健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 高次脳機能

障がいは、今お話のありましたように、脳が損

傷されたために、記憶、行為、情動、注意など

に障がいが起きるものでございます。平成19年

に県が実施したアンケート調査をもとに推計し

ますと、県内で約3,000人、うち65歳以上の方が

約５割を占めている状況となっております。こ

のように、多くの方がこの障がいに苦しんでお

られると思われますので、早急に取り組むべき

課題の一つと認識しております。このため県で

は、昨年度、高次脳機能障がい者の支援拠点機

関として、宮崎大学医学部と県身体障害者相談

センターを指定するとともに、県医師会や医療

専門職・福祉関係者等から成る支援推進連絡調

整会議を設置し、関係機関が連携して取り組む

体制を整えたところであります。今年度は、県

民の方への普及啓発や、この障がいの判定を行

える医師の育成のための研修を行うとともに、

医療機関で構成する支援推進拠点病院等連絡部

会を立ち上げまして、判定基準やリハビリテー

ションの普及に着手することといたしておりま

す。

○山下博三議員 この件につきましては、今、

報告がありましたように、約５割が65歳以上と

いうことでありますから、65歳以下が５割おら

れるわけですよね。これは介護保険が対象にな

らないわけですから。実は、もう2006年に埼玉

県ではこの対策会議をやって、それなりの手が

打ってあります。本県でも3,000人ということで

ありますから、その対策には十分な対応をして

いただきますようにお願いを申し上げたいと思

います。

次に、病院局長にお伺いをいたします。昭

和27年に新富町に開設されて以来、半世紀以上

にわたって大きな責任を果たされてきた富養園

が閉園し、ことし４月初め、宮崎病院精神医療

センターとしてオープンしましたが、これまで

の経緯についてお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） この精神医療セ

ンターの建設につきましては、平成16年８月に

決定されました機能整備に関する基本方針に基

づき、平成18年２月に施設整備のための施設整

備基本計画を策定いたしまして、当時の県立富

養園、宮崎病院の医療スタッフや大学等関係機

関と検討を重ね、近隣住民の皆さんへの説明会

における要望等も踏まえながら、平成19年８月

に実施設計を完了し、平成20年１月に着工、21

年４月にオープンをしたところでございます。

このように精神医療センターは、専門家を交え

て１年以上にわたる検討を重ねまして、重篤な

患者を扱う本県の精神医療の中核的医療機関に

ふさわしい施設として整備したものでございま

す。

○山下博三議員 私も厚生常任委員会に昨年か

らおりますから、その経過については報告も受

けておりました。しかし、今、答弁がありまし

たように、十分検討を重ね、自信を持って整備

した施設でありますが、５月９日付の宮日新聞

には、現場のセンター長が施設の不備を問題視

している記事が掲載されておりましたが、どう

思われますか。また、その後の対応はどうなっ

ているのか、同じく病院局長にお伺いいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） この報道の御指
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摘でございます精神医療センターの施設につき

ましては、センターの医師から、建設の経緯は

理解できるものの、よりよい医療を提供するた

めに改修してほしいという要望があったところ

でございます。県立病院がその時々の医療ニー

ズに的確に対応できるよう、経営状況を踏まえ

ながら整備充実を図っていくことは当然のこと

でありますので、当センターの施設につきまし

ても、患者さんへのサービス向上等の観点か

ら、診療開始後の状況等を踏まえて、必要があ

れば検討してまいりたいと考えているところで

ございます。

○山下博三議員 本当に町なかにあるんですよ

ね、このセンター。私は、都城の精神科の病院

の方とも話をしてみました。以前は、外部との

閉鎖性のあるつくりになっていたんですが、い

ろいろ法の改正等もあって、ある程度のオープ

ン型に施設をつくりかえておられます。以前と

比べて、開放性にしているんだけれども、何の

問題も起きていないということでありますか

ら、また、そういう検討の余地があれば、十分

皆さんの御意見を取り入れて、改善すべきはし

ていただくとありがたいと思っております。

次に、農政問題に入らせていただきます。

一昨年開催された第９回全国和牛能力共進会

におきまして、９部門中７部門を占める圧倒的

な力で、宮崎県は見事日本一に輝きました。本

県畜産業界の皆様を初め、農家の皆様方の長年

の協力があってのたまものと思っております。

農政水産部長にお伺いしたいと思いますが、本

県で種雄牛をつくるのにどれだけの年月が必要

か、また、種雄牛造成のための県の年間予算は

いかほどかお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 種雄牛を造成

するためには、まず、県内の繁殖雌牛約10万頭

から選抜された能力の高い350頭に、代表的な種

雄牛を交配し、生まれた子牛を種雄牛の候補と

しております。その後、この候補牛自身の発育

能力を直接評価します「直接検定」と、候補牛

の産子を肥育して肉質等を間接的に評価する

「後代検定」の２段階の検定・選抜を行ってお

り、おおむね６年の年月が必要となっておりま

す。また、種雄牛造成のための県予算は、家畜

改良事業団への委託費約8,000万円を含めまし

て、平成21年度で約１億7,000万円となっており

ます。

○山下博三議員 優秀な種雄牛をつくるのに

は、かなりの年月と経費のかかることがわかり

ました。県家畜改良事業団のたゆまない努力と

県当局の取り組みには感謝をしたいと思いま

す。がしかし、平成19年３月、今から２年３カ

月前に、高原にある畜産試験場で本県の代表的

な精液ストロー143本が盗難されました。今回の

精液ストロー盗難事件について、その認識と事

件後の対策についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今般の精液ス

トロー事案につきましては、保管管理の一部不

行き届きもございまして、県議会の皆様を初め

畜産関係者の皆様、そして県民の皆様に、多大

な御心配と御迷惑をおかけしたところでござい

ます。改めておわびを申し上げます。本事案の

発生を受けまして、畜産試験場では、再発防止

のために直ちに精液ストローの保管場所を変更

するとともに、防犯対策の強化や職員に対する

危機管理意識の啓発、強化等を図ったところで

ございます。なお、本事案につきましては、全

員協議会以降、数回の報道がなされております

けれども、現時点では、捜査当局から新たな情

報は入手できておらず、捜査の推移を見守って

いる状況でございます。以上であります。
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○山下博三議員 この件につきましては、連

日、新聞紙上で報道されておりますように、鹿

児島県で起きた窃盗事件で、本県の被害が明ら

かになりました。本県でも逮捕者が出て、捜査

も進んでいると思いますが、密売ルートも含め

て、一日も早い解決に取り組んでいただきたい

と思います。まだ捜査中でありますから、警察

本部長の答弁は求めませんが、貴重な財産であ

りますから、よろしくお願いを申し上げておき

たいと存じます。

次に、本県種雄牛の精液ストロー由来の子牛

について、全国の調査をしておられるのかお伺

いをしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） これまで、御

指摘のような全国調査を実施したことはござい

ませんけれども、調査を行うに当たりまして

は、県単独では不可能であることから、関係団

体の協力を得て、団体が所有しております情報

を提供していただく必要がございます。ただ、

これには個人情報の目的外利用等に該当するか

どうかの団体としての判断などが必要となりま

すので、現状としては大変厳しい状況にあると

考えております。しかしながら、お話しの点等

を踏まえますと、本県種雄牛の精液ストロー

は、まずは本県肉用牛の振興に有効に活用され

ることが重要だと考えておりますので、今後、

家畜改良増殖法や県の家畜改良計画に基づいた

適正な管理がなされるよう、県内の畜産関係団

体とも十分な連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

○山下博三議員 私はこの問題について、執行

部とも何回かヒアリングをしました。なぜ調査

ができないのか、このことが不思議でたまらな

いんです。県有種雄牛、県が持っている種雄牛

でありますから、その精液のストローは、県家

畜人工授精師協会の取り決めで県外への売却が

禁じられておるんですが、売買自体は違法じゃ

ないということであります。これは間違いない

ですね。しかし、県内の取り決めというのをす

り抜けて取引される非正規の売買ルートという

のがありまして、本県を代表するストローが販

売されているということであります。こういう

実態がある以上は、今、トレーサビリティシス

テムというのがありまして、平成13年にＢＳＥ

が出ました。そのときから、牛の生産履歴を明

確にするために、農家の人たちは、生まれて１

週間以内に10けたの耳標をつけて、それを登録

協会に報告する義務と責任があるんです。それ

が、全国どこでどの牛がいつ生まれたか、その

登録というのは瞬時に行っているはずなんです

が、私はこの調査がなぜできないのか、そして

それを何で知らせてくれないのか、これが不思

議でならないんです。せっかくこれだけの財産

と日にちをかけた県有の種雄牛の精液ストロー

が、全国に流れて、全国の中でまた違った中で

改良が進んでくれば、本県の畜産にもかなりの

打撃があるんじゃないかということを大変危惧

いたしております。もうこれ以上、答弁を求め

ませんが、私は県の威信にかけて、全国で宮崎

県の優秀な種雄牛の精液がどれだけ登録されて

おるか、ぜひ調査をしていただきたいと、その

ようにお願いを申し上げておきたいと思いま

す。

次にお伺いをしてまいります。北海道は九州

の２倍の広さであります。広大な農地と豊富な

粗飼料生産地帯であります。県内及び内地の酪

農家、今でも乳牛の素牛購入は北海道に依存し

ている状況であります。恐らく、年間、酪農

で1,000頭以上の乳牛素牛が導入されておること

と思いますが、それは、やはり北海道で生産さ
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れた乳牛素牛は足腰が強い、そして産乳量の増

というのが期待されるものですから、北海道に

今でも依存をいたしております。実は先日、自

民党の総合農政調査会で北海道視察に行ってま

いりました。至るところに酪農家があるんです

が、ほとんど今、半分は和牛が放牧されている

んですね。異常なほど北海道が和牛生産基地と

なっております。本県が和牛生産牛約10万頭と

言われているんですが、今、北海道が８万頭に

近いぐらい、かなりな勢いで伸びてきていま

す。10数年前までは北海道は、和牛というのは

いなかったんですね。羊を食べる風土でありま

したから。しかし、それ以来、和牛は飛躍的に

伸びてきているんですが、北海道が新たな黒毛

和種子牛の生産基地となってきていることか

ら、子牛生産の産地間競争はさらに激しくなる

と考えております。本県の子牛生産はどのよう

な対策を考えておるのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県が肉用子

牛主産県としての地位を維持し、産地間競争に

打ち勝つためには、肉用牛の生産基盤をさらに

強化することが重要であると考えております。

このため、従来から行っております、経営感覚

にすぐれた担い手の育成や、ヘルパー制度やコ

ントラクター等のサポートシステムの充実、効

率的な飼養管理のための施設整備等を推進しま

すとともに、今後はさらに、遺伝的能力の高い

雌牛群への更新や、分娩間隔の短縮、事故率の

低減など、なお一層の生産性向上を図りなが

ら、産地間競争に備えてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○山下博三議員 知事にお伺いをしたいと思う

んですが、先ほど申し上げましたように、本県

の優秀な和牛の精液等もひっくるめて、北海道

の状況も踏まえて、知事は、３年後に長崎で開

催される全国和牛能力共進会で連続して日本一

になることが、本県の畜産基地としての確立に

つながるとおっしゃっておられましたが、今回

改めて知事の決意をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御案内のとおり、一

昨年開催されました第９回全国和牛能力共進会

におきまして、宮崎牛が見事内閣総理大臣賞を

独占するなど、日本一の栄誉に輝いたことにつ

きましては、生産者の皆様はもとより、関係団

体等の御尽力のたまものでありまして、改めて

敬意を表する次第であります。私も「日本一」

という称号を糧にして宮崎牛のＰＲに邁進して

きたところでありますが、その成果もあって

か、先般、日本全国のプロのバイヤーを対象と

した専門誌の調査におきまして、全国のブラン

ド牛肉の中で第３位に位置づけられたところで

あります。本年３月には、私が名誉会長を務め

ます推進協議会が設置されまして、関係者一丸

となった連覇への第一歩を踏み出したところで

あります。全国和牛能力共進会の連覇は、宮崎

牛のさらなるブランド確立につながり、名実と

もに最高ブランドとしての地位を不動のものに

すると期待しているところであり、今後とも、

私は県民総力戦で、再び日本一を目指してまい

りたいと考えておるところであります。

○山下博三議員 ありがとうございます。

続きまして、小水力発電について、同じく農

政水産部長にお伺いをしてまいります。今、国

の経済対策、もちろん本県もそうなんですが、

自然エネルギーの時代に入ってまいりました。

このことについて、私も昨年から何回か議論を

申し上げてきたんですが、平成21年度新規事業

「農業用水の自然エネルギー利活用促進事業」

の内容について御説明をお伺いしたいと思いま

す。
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○農政水産部長（伊藤孝利君） この事業につ

きましては、農業用水の自然エネルギーとして

の利活用を促進するため、小水力発電の中でも

出力100キロワット以下の、いわゆるマイクロ水

力発電につきまして、導入に向けた課題の検討

を行うものでございます。具体的には、地形条

件に応じたタイプ別の技術的課題や、河川法、

電気事業法の諸手続に関する課題について、専

門家等から助言をいただきながら、調査検討を

行いますとともに、その結果を踏まえたマニュ

アルを作成し、県内の市町村や土地改良区等に

提供することによりまして、導入に向けた啓発

普及を行うこととしております。以上でありま

す。

○山下博三議員 本当に新規事業をつくってい

ただいたんですが、この展開についてはかなり

な問題を抱えているんですね。小水力発電への

取り組みにおける水利権というのがありまし

て、その水利権の取得に当たっての課題につい

て、どう認識されておるのかお伺いしたいと思

います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 小水力発電に

係る水利権の取得に当たりましては、河川法に

基づきまして、河川管理者との協議を行う必要

がございます。協議に当たりましては、発電施

設規模の妥当性、発電量と需要量との整合性、

発電施設の管理方法等を明確にする必要がある

ほか、特に、取水によります河川流量等への影

響とその対策が最も重要な課題であると考えて

おります。

○山下博三議員 本当にこの事業をやっていこ

うと思えば、さまざまな法律がありますから、

ぜひクリアできるように取り組んでいただきた

いと、そのように思っております。

それからもう一点、小水力発電については、

土地改良区、水利組合等が売電や自家消費電力

で利益を出して運営していく必要があると思っ

ております。その取り組みについて、費用対効

果を含め、どのような取り組みについての課題

があるのか、その認識についてお伺いをしたい

と思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 土地改良区等

が小水力発電に取り組む場合、施設整備や維持

管理に係る経費が必要となることから、将来の

採算性について十分な検討を行う必要があると

考えております。特に、電気事業者に売電する

際の単価設定の協議に当たり、人件費、建設

費、維持管理費等の必要経費を賄うだけの額を

確保することが重要な課題であると考えており

ます。

○山下博三議員 最後の質問になりますが、こ

の小水力、100キロ以下でいいと僕は思うんで

す。土地改良区、水利組合等が小水力発電に取

り組むことによって、今、本県の中山間地域対

策、この事業で大きな取り組みがされておりま

す「いきいき集落」、この事業展開がさまざま

な角度からされております。この農村地域を活

性化するためには、農村地域には、いわゆる河

川の資源というのがたくさんあるんですね。や

はりその資源を利用した農村地域の活性化とい

うのにつながるような気がいたすものですか

ら、先ほど申し上げましたように、費用対効果

の問題やらそういうことも踏まえて、その件に

ついてはどのように認識をされておるのかお伺

いしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 小水力発電

は、温室効果ガスの排出削減はもとよりです

が、農業水利施設の有効活用や施設管理に係る

農家負担の軽減等を通じまして、農業用水が豊

富に存在する農村地域の活性化につながる有効
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な手段になり得ると考えております。したがい

まして、県といたしましては、本年度創設いた

しました「農業用水の自然エネルギー利活用促

進事業」の成果を踏まえながら、国庫補助事業

等による施設整備の推進に努めてまいりたいと

考えております。

○山下博三議員 以上、すべて終わりました

が、よろしくお願いしたいと思います。ありが

とうございました。（拍手）

○中村幸一議長 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50分休憩

午後１時０分開議

○井本英雄副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕(拍手) それでは、通

告に従い一般質問を行います。

100年に一度の危機にしてはならない。経済不

況を乗り越えた先には、新たなグローバル経済

社会と共生できる新しい日本の姿が屹立してい

なくてはならないという政府・与党の強い思い

が、四度にわたる矢継ぎ早の切れ目のない予算

の編成であったと思います。まさに未曾有の経

済の非常事態、政治が一体何をなしたか、だれ

がどう行動したかが厳しく問われる歴史の転換

点に、私たちは立ち会っているのではないで

しょうか。

およそ経済不況に当たっては、１に減税、２

に需要の創出、３に金融緩和というのが古今東

西の常道と言われます。消費者のマインドが冷

え込み、生産が落ち込めば、企業は事業の縮小

・倒産を余儀なくされ、大量の失業者が生まれ

る負のスパイラルに陥ります。だからこそ、そ

の危機を回避するための生活支援であり、景気

浮揚であり、雇用の維持創出であり、とりわけ

働く場である日本の９割を超える中小企業の金

融支援、そして、生活の場である地域活性化対

策の断行が求められたと、私は確信をいたしま

す。

加えて、医療・介護、子育て等、安心が大事

であり、日本版ニューディールと言われる低炭

素社会へ向けた取り組みや、農林水産業の再生

を初めとする新たな活力を創造する数々の施策

が準備をされたことは、未来に向けた政府の強

い決意のあらわれであったと思います。財政出

動の効果が取りざたされますが、雇用調整助成

金制度の拡充一つをとってみても、これがすべ

て活用されれば、400万人の雇用を守ることにな

ります。また、さきの議会で厳しく申し上げた

緊急保証融資は、融資枠と対象業種の拡大によ

り、既に54万社以上が活用し、11兆円を超える

融資が行われ、この実績は400～500万人分の雇

用を守ったことになるのであります。油断はで

きないものの株価の9,000円台の回復、エコカー

の注文の激増、街角景気の明るい兆し、そして

景気が底を打ったのではとのニュース等は、と

もかく緊急事態を回避し、回復の軌道に向かい

つつあるのではと期待が持たれます。今後、グ

ローバル社会と共生できる日本を救う処方せん

は、環境、農業、新たな公共工事、社会保障、

教育ではないかと言われます。新たな日本経済

のコンセプトがどう定められるのか、以下、国

の経済対策を注視しつつ、県政の課題について

何点か質問させていただきます。

初めに、地域活性化・経済危機対策臨時交付

金について、知事にお尋ねをいたします。

地域活性化交付金に続き、経済危機対策臨時
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交付金が、宮崎県に99億円、県内の市町村に92

億4,500万円、今回の補正で措置されました。こ

のような財源の地方への手当てというのは二度

とないと思われます。県並びに市町村は連携を

密にし、この交付金が真に本県の浮揚に資する

ように有効に活用することが求められます。県

はこの交付金について、今議会、補正の追加分

として、公共事業に35億円、非公共事業に20億

円余計上されました。残りは44億円でありま

す。経済不況から脱した折には、本県こそ新時

代のスタートが切れる準備が整っていなければ

ならないと思います。経済危機対策臨時交付金

の使途について、どのような考えでどのような

施策を展開していかれるのか、知事にお尋ねを

いたします。

次に、地域活性化・公共投資臨時交付金につ

いて、総務部長にお尋ねをいたします。

国の21年度補正予算に、１兆3,790億円の地域

活性化・公共投資臨時交付金が盛り込まれまし

た。使途は、実施計画に掲載された地方単独事

業や国庫補助事業の地方負担に充当できるとの

ことでありますが、県民にとっては大きな投資

となります。肝心なことは、この貴重な財源が

真に県民のニーズに合い、緊急かつ安心・安全

を確保し、地域の活力をはぐくみ、今後の県勢

の浮揚を十分に約束する投資となるかどうかで

あります。地域活性化・公共投資臨時交付金を

どのような考えでどのように活用していかれる

のか、お尋ねをいたします。

次に、医療問題について、知事並びに関係部

長にお尋ねいたします。

このたび、厚生常任委員会で県内調査を実施

し、県立３病院並びに美郷町の国保西郷病院に

伺い、医師の皆様から病院の実情、御意見を聴

取させていただきました。救急医療現場の実態

や地域医療の最前線の活動の実態を伺い、大変

な努力を重ねておられることに感銘を受けまし

た。また、県当局の医療行政も、全力を挙げ医

療を支えているとの話も伺い、安堵をしたとこ

ろであります。しかしながら、過日の報道にも

ありましたが、救急患者のたらい回し等に象徴

される救急医療体制の不安、産科・小児科医を

初めとする医師不足、また、医師の偏在、看護

師不足等、本県の医療に関する問題は山積して

おります。課題の解決が急がれます。

その中で、早急な対策が必要と感じられたの

は、ともかく医師不足の解消、それから命の道

路の整備、そして同時に、常備消防の体制の構

築と救急医療体制の早急な整備でありました。

また、１次・２次・３次医療のネットワーク機

能が十分発揮できるようにしてほしいというお

話もありました。本県は７つの医療圏から構成

されておりますが、医療圏によっては１次・２

次医療の強化が望まれます。３次医療は、宮崎

大学医学部、宮崎・延岡両県立病院が高度医療

が十分に施せるよう、医療機器や体制の整備が

図られねばならないと思います。最先端の医療

技術を習得して育ってくる若い医師の方々は、

３次医療の現場でその力が発揮できてこそ使命

を感じると思いますし、そこにこそ、後に続く

医師も研修に来ることが可能となると思いま

す。しかし、現状は、それらの先生方が救急の

現場で専門外の患者に対処することが多く、消

耗しているのが現実であります。また、心配な

のは、地域医療を支えていただいた先生方が高

齢化されて、後継者不足が懸念されます。御子

息が医師を継がれても、地元に帰っていただけ

ない。地域医療の最前線に地殻変動が起こりつ

つあります。地域で１次医療にしっかり携わっ

ていただき、その場で２次、３次医療につなげ
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ていただく総合医のような医師がいなくなりつ

つあります。

そこで、福祉保健部長にお尋ねいたします

が、地域医療の最前線で働いていただく総合医

の育成確保について、県はどう取り組んでおら

れるのか、また今後どう取り組んでいかれるの

か、お尋ねをいたします。また、医師会、医療

機関の方々の御協力が大事でありますが、１次

・２次・３次医療のネットワーク体制の確立、

機能の充実について、今後どのように取り組ん

でいかれるのかお尋ねをいたします。

次に、県土整備部長に、命の道路の整備につ

いては、どのような構想を持ち、どのように取

り組んでいかれるのかお尋ねをいたします。

次に、総務部長にお尋ねいたします。全国的

にもドクターヘリが導入されつつありますが、

本県にもぜひとも導入してほしいと思います。

しかしながら、本県では今まで、防災ヘリで代

替するとの答弁であったと思います。そこで、

防災ヘリの医療機関との連携はどのようになさ

れているのか、また活動実績はどうなっている

のか、お尋ねをいたします。

また、県内には防災ヘリが離着陸できる箇所

は何カ所あるのか、ヘリポートのある病院は県

内で２病院と思いますが、県内主要な病院の近

くにヘリポートの整備をもっと充実すべきでは

ないかと思います。あわせて総務部長のお考え

をお尋ねいたします。

次に、地域医療再生基金事業について、知事

にお尋ねをいたします。先ほども申し上げまし

たが、本県はさまざまな地域医療の課題を抱え

ております。県民の安心な暮らしを確保するた

めには、何としても地域医療の再生を図らねば

なりません。国は５年後を目途に、各都道府県

が地域医療再生計画を策定し、救急医療の医療

機能の分化・連携、体制整備、また、医師不足

地域における医師確保等、各県１～２カ所程度

の医療圏を設定し、事業に取り組むよう基金事

業を予算化しましたが、本県はどのような計画

を策定し、基金の活用を図っていかれるおつも

りか、お尋ねをいたします。

次に、医療施設耐震化制度について、福祉保

健部長にお尋ねをいたします。この制度は、都

道府県に基金を設置し、災害拠点病院等の耐震

化を推進する制度でありますが、県民の安全を

確保するため、本県の災害拠点病院、救急救命

センター、２次救急医療機関等の耐震化が求め

られます。そこで、本県のこれらの病院の耐震

化の実態についてお尋ねいたします。また、今

後この制度を活用し、どのように耐震化を進め

ていかれるのかについて、お尋ねをいたしま

す。

次に、がん対策の強化について、知事並びに

福祉保健部長にお尋ねをいたします。がんは、

我が国において、昭和56年から死亡原因の第１

位であり、がんによる死亡者数は年間30万人を

超える状況であります。しかし、一部のがんで

は早期発見・早期治療が可能となっており、が

んによる死亡者を減少させるには、がんを早期

に発見することが極めて重要であります。その

ためには、何としても本県のがん検診の受診率

アップを図らねばなりません。同時に、がん対

策については、がんにかからないことが肝心で

ありますから、食生活や生活習慣病の改善等予

防対策の強化も大事であります。また、近年、

欧米では化学療法によるがん治療が進んでお

り、我が国においても化学療法の普及が待たれ

ます。さらに、がん情報の集積・発信、がん相

談支援体制の充実も図るべきであります。ま

た、少子化時代に当たり大変懸念されること
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は、女性特有のがん検診率の受診率が低いこと

であり、受診しやすい環境を整えることが重要

な課題となっております。

私ども公明党は、このような課題解決のため

に、がん対策の強化を求める署名活動を４月に

県下で行いました。その結果、がん対策の強化

に関する県民の皆様の関心は非常に高く、１カ

月足らずの間に約28万名にも上る署名をいただ

きました。すぐさま知事に、県民の皆様の強い

思いを陳情させていただきました。さらに驚く

ことに、この署名は５月で終了させていただき

ましたけれども、実に総数44万名を上回る方々

が署名をしてくださいました。がん対策の強化

は、県民の最大の関心事であります。その矢

先、宮崎県のがん対策の状況は全国的に見て大

変おくれていると報じられました。残念でなり

ません。そこで福祉保健部長にお尋ねをいたし

ますけれども、本県のがん対策の推進状況、が

んによる死亡者数、がん検診受診率はどのよう

になっているのか、お尋ねをいたします。

次に、検診手帳や無料クーポン券を配付して

行う女性特有のがん検診推進事業が、国の10分

の10補助で始まりますが、検診率のアップが望

まれます。実施主体は市町村になると思われま

すが、さまざまな課題があります。例えば、マ

ンモグラフィーのできる医療機関が少ない地域

があるなど、検診機関のキャパシティーの格差

をどう解決するのか、調整が必要であります。

県はこの事業をどう支援されるのか、福祉保健

部長にお尋ねをいたします。

次に、知事にお尋ねをいたします。がん対策

の強化に対するこれほどまでの県民の思い、こ

れは本当に重く受けとめていただきたいと思い

ます。今後どのように本県のがん対策の強化に

当たっていかれるのか、お尋ねをいたします。

次に、難病対策について福祉保健部長にお尋

ねをいたします。21年度の国の予算に、2003年

の10月以降、対象となっていなかった11疾患

が、６年ぶりに特定疾患治療研究事業の対象に

追加をされました。患者や家族の皆様にとって

大変な朗報であったことと思います。難治性疾

患克服研究事業の対象疾患130疾患の中から今回

の選択となったわけでありますが、対象となら

ない難病で苦しんでおられる方々がまだ多数お

られます。今回対象となられた方々には、県に

おいては速やかに医療費助成を実施していただ

きたいと思います。また、対象とならない難病

の方々に対しては、先日も議長に陳情があった

ようでありますが、さらなる相談体制の強化を

行い、介護、福祉施策等十分に施策を活用し、

難病の方々に対するバックアップをしっかり

行っていただきたいと思います。難病支援に対

する今後の県の取り組みについてお尋ねをいた

します。

次に、視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事

業に関して、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。この事業の中に、音声コード普及のための

研修及び広報を行う事業、また、平成23年の地

上デジタル放送への完全移行に伴い、現在、聴

覚障がい者用情報受信装置を利用する者に対

し、緊急支援を行う事業が盛り込まれておりま

す。視覚障がいの情報支援機器としては点字や

音声テープがありますが、昨今の状況として、

先天的な視覚障がい者の方の数より、糖尿病等

の疾病や事故による後天的な視覚障がい者の割

合が増加していると言われます。その結果、点

字を読めない人が多くなっているようです。ま

た、高齢者になって文章を読みづらくなられる

方々も増加しております。これらの方々はもと

よりでありますが、情報のバリアフリー化を図
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るため、文章をデジタル化した音声コードの活

用が普及し始めております。全国的に見ます

と、県の各部各課の情報が音声コード化され、

ある県では、県の総合長期計画すべてがこの音

声コード化されており、情報のバリアフリー化

が進められております。この音声コード化は、

ワードでつくった文章等をソフトを使って簡単

にできます。全県下に普及するためには、県を

初め市町村の職員が研修し、ノウハウを習得す

ることが大事であります。その予算が21年か

ら23年で執行するよう国において措置されてお

りますので、一日も早い研修が必要です。本県

でも速やかに実行すべきものと思います。

そこで、福祉保健部長にお伺いをいたします

けれども、初めに、点字の読めない後天性の視

覚障がい者の実態はどのようになっているの

か、お尋ねをしたいと思います。次に、その音

声コードの研修、これはぜひとも早期に実施す

べきと思いますが、県の取り組みについてお尋

ねをいたします。また、音声コード化されたも

のを端末機にかければ、そのページの文字が人

の声で再現をされます。その端末が９割補助で

公共機関の窓口等に導入できる予算措置もなさ

れておりますので、ぜひとも導入し、活用を図

るべきでありますが、県の取り組みについてお

尋ねをいたします。なお、今後の流れとして、

携帯電話等で音声コードを読み取れるような情

報バリアフリー時代も近く到来すると思われま

すので、音声コード化の研修というのは、職員

に限らず、多くの県民が経験しておく必要が出

てくるのではないでしょうか。

最後に、地域活力基盤創造交付金について県

土整備部長にお尋ねをいたします。

この制度は、道路特定財源の一般財源化に際

し、地方からの要望も踏まえ、特定財源制度を

前提とした地方道路整備臨時交付金にかわるも

のとして創設をされました。そのメニュー例等

見てみますと、ハード、ソフト、幅が広く、交

通ネットワークの充実による地域の産業競争力

の強化、あるいは地域内外の交流・連携基盤の

整備による地域の自立・活性化、医療等の公共

サービスへのアクセス確保等、さまざまなメ

ニューが提示をされております。これらの事業

を活用し、医療問題のところで申し上げたヘリ

ポートの整備や、また、何度も質問してまいり

ましたが、市街化調整区域内の、まさに地域の

活性化の基盤づくりとして両側歩道のある道路

の整備等、ぜひとも行っていただきたいと思い

ます。そこでお尋ねをいたしますが、この地域

活力基盤創造交付金、どのように活用していく

ことになるのか、県土整備部長にお尋ねをいた

します。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地域活性化・経済危機対策臨時交付金につい

てであります。今回の国の補正予算では、地方

が将来に向けて地域の実情に応じた地域活性化

策等を実施するため、総額１兆円の地域活性化

・経済危機対策臨時交付金が措置されており、

そのうち本県分として約99億円が交付される予

定であります。県といたしましては、新たな経

済雇用対策に基づき、緊急的な対策に限らず、

中長期的な視点に立った本県産業振興を図るた

めの産業づくりや、少子高齢化、人口減少時代

を見据えた地域づくりを推進することとしてお

り、今回の補正予算では、試験研究機能の強化

等による産業基盤の整備や、県立病院の医療機

能の充実強化などの事業をお願いしているとこ



- 201 -

平成21年６月22日(月)

ろであります。今後も、具体的な事業について

検討していくこととしておりますので、その中

では、御質問にもありましたように、県内ニー

ズを踏まえた幅広い活用を図り、本県の将来に

向け、真に有効な投資となりますよう、市町村

や関係団体などの意見も伺いながら、さまざま

な施策展開に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、地域医療再生臨時特例交付金事業につ

いてであります。この事業は、救急医療や医師

の確保など地域の医療の課題を解決するため、

平成21年度の国の補正予算で措置されたもので

あります。今後、県においては、本県の地域医

療が抱える諸課題を整理し、その解決に向けた

具体的方策を10月中旬までに地域医療再生計画

として取りまとめ、国の認定を受け、今年度中

に交付金による基金を造成する予定でありま

す。地域の実情に応じてハード、ソフト双方の

事業に活用可能とされておりまして、県として

も幅広く活用したいと考えておりますので、今

後、市町村や県医師会を初め、関係機関と意見

交換を行いながら、計画の具体的な内容を検討

してまいりたいと考えております。なお、事業

期間は、今年度から５年間とされておりますの

で、認定を受けた地域医療再生計画に基づき、

円滑な事業展開に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、がん対策についてであります。がん検

診は、がんの早期発見・早期治療により、死亡

率を減少させることができる有効な方法であり

ますので、県民が受診しやすい環境づくりと、

検診受診につながる啓発が必要と考えておりま

す。このため、県といたしましては、がん情報

ブログを設け、市町村のがん検診情報を発信す

るとともに、民間企業と共同で、リーフレット

等の配布により検診受診を勧める「がん検診受

診率向上プロジェクト」に取り組んでおりま

す。また、相談支援体制につきましては、県内

５つのがん診療連携拠点病院に相談支援センタ

ーが設置されておりまして、患者及びその家族

のがんに対する不安や疑問に対応しているとこ

ろであります。今後は、がん患者団体等々の連

携を図りながら、患者はもとより、家族に対す

る心のケアが行われる相談支援体制を構築して

まいりたいと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

初めに、地域活性化・公共投資臨時交付金に

ついてであります。地域活性化・公共投資臨時

交付金は、国の公共事業等の追加に伴う地方負

担の軽減を図り、地方公共団体が国の施策と歩

調を合わせて、地域における公共投資を円滑に

実施することを目的としまして、極めて厳しい

財政状況にある地方公共団体への配慮として措

置されるものでありますが、現段階におきまし

ては、交付限度額や充当対象事業の考え方、ま

た、基金積み立てが可能であることなど、その

概要は示されているものの、配分額など制度の

詳細については、まだ不明確な状況でございま

す。県といたしましては、交付金の内容の把握

に努めますとともに、その趣旨を踏まえまし

て、先般策定いたしました新たな経済・雇用対

策に基づき、緊急的な経済・雇用対策として、

地域経済への波及はもとより、中長期的な視点

に立った産業づくりや地域づくり対策として、

産業振興のための基盤整備や生活インフラ整

備、防災・安全安心の確保に資する事業に有効

活用してまいりたいと存じます。

次に、防災救急ヘリ「あおぞら」の医療機関

との連携等についてであります。医療機関から
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の転院搬送につきましては、原則、市町村長、

消防本部長等を経由して要請されることにより

まして出動をいたしておりますが、消防機関や

医療機関等と患者の病状等について十分に連携

を図った上で、搬送元の医師などを同乗させる

など万全の体制で搬送をしているところであり

ます。「あおぞら」の平成20年度の総出動件数

は74件となっておりまして、このうち救急搬送

が44件ということで全体の約６割を占めており

ます。そのほか、救助出動17件、火災出動１

件、他県への応援が12件となっております。

最後に、「あおぞら」の離着陸場の整備等に

ついてであります。離着陸場につきましては、

離着陸の安全性、病院からの距離、道路アクセ

ス等の状況を総合的に勘案した上で、国土交通

大臣の許可を得まして、県内に82カ所、すべて

の市町村に配置をしているところであります。

そのほかにも、県内の392カ所につきまして適地

調査を行い、緊急事態に備えているところであ

ります。したがいまして、利用状況等も勘案い

たしますと、現時点では、こうした場所を活用

することで対応してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部次長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お

答えいたします。

まず、総合医の育成確保についてでありま

す。総合医は、幅広い疾患を診療できる能力を

有し、予防や健康増進も含めた総合的な医療を

担う医師で、救急医療においては、初期の診療

を担って、適切に２次、３次の専門医につなぐ

などの役割が期待されているものであり、現

在、国においてその育成に向けた議論が進めら

れているところであります。県においては、こ

れまで、総合医に焦点を当てた医師確保等には

取り組んでおりませんが、今後の国の動向を注

視しながら研究してまいりたいと考えておりま

す。

次に、救急医療機関のネットワーク体制の確

立等についてであります。地域に必要な救急医

療を確保するためには、初期救急医療から３次

救急医療まで、各医療機関がそれぞれの役割を

担い、相互に連携する体制の構築が重要であり

ます。このため県では、初期から３次のうち体

制が不十分な初期救急について、夜間救急セン

ターの充実を市町村に働きかけるなど、救急医

療の体制整備に努めるとともに、各医療圏ごと

の救急医療協議会等を活用し、関係医療機関等

のネットワークの強化に努めているところであ

ります。また、救急医療体制が十分な機能を発

揮するためには、県民にそれぞれの医療機関の

役割を理解していただくことも重要であります

ので、救急医療の適正利用のための意識啓発に

も努めているところであります。今後とも、こ

のような取り組みを通じまして、救急医療体制

の充実強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、医療施設耐震化臨時特例交付金につい

てであります。この交付金につきましては、本

県では59の医療機関が対象となっております

が、このうち17の医療機関で、一部の建物が耐

震化されておりません。現在、これらの医療機

関に対する事業実施の意向確認を行っていると

ころであります。今後、各医療機関の整備の意

向を踏まえまして、交付金の活用による医療施

設の耐震化について検討してまいりたいと考え

ております。

次に、がん対策についてであります。本県で

は、平成20年３月に宮崎県がん対策推進計画を

策定し、「予防から終末期までのがん対策体制

整備事業」により、総合的ながん対策の推進に
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取り組んでいます。本県でも、昭和57年以降、

がんは死因の第１位であり、平成19年の死亡者

数は3,146人で、死亡総数の27.7％となっており

ます。また、本県の市町村のがん検診受診率

は、平成19年度老人保健事業報告では、胃が

ん9.5％、肺がん17.8％、大腸がん16.5％、子宮

がん21.8％、乳がん7.7％であります。こうした

ことから、今後とも、職域での受診を含めた受

診率の向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、女性特有のがん検診推進事業について

であります。この事業は、一定の年齢の女性に

対し、子宮がん及び乳がん検診の無料クーポン

券と検診手帳を配付することにより、検診受診

率の向上を図ることを目的として実施されるも

のであります。本県では、これまで、マンモグ

ラフィー機器や検診車の整備、撮影技師や医師

の研修などを行い、検診体制の整備を進めてき

ております。今回の事業が円滑に取り組まれる

ことにより、女性特有のがん検診受診率が一段

と向上できるよう、市町村や医師会、検診機関

との連携や調整を積極的に図ってまいりたいと

考えております。

次に、難病対策についてであります。現在、

特定疾患治療研究事業の対象である45の疾患に

つきましては医療費の助成を行っております

が、新たな疾患が追加になり次第、患者及びそ

の家族の経済的負担の軽減のため、医療費助成

への取り組みを検討してまいりたいと考えてお

ります。また、相談体制につきましては、保健

所及び難病相談・支援センターにおいて、難病

の種類を問わず、患者からの療養上の悩み等各

種相談に応じております。さらに、災害時にお

ける難病患者支援のための地域ネットワークづ

くりや、患者の居宅における療養生活を支援す

るため、保健師、看護師等を派遣することによ

り、患者の生活の質の向上に努めているところ

であります。今後とも、難病相談・支援センタ

ー等関係機関との連携を強化し、より一層の患

者支援に努めてまいりたいと考えております。

次に、視覚障がい者の実態についてでありま

す。国の平成18年身体障害児・者実態調査によ

りますと、障がい発生原因の判明している方の

約９割が後天性の視覚障がい者となっておりま

す。また、視覚障がい者のうち、点字が読める

方は12.7％となっており、日常生活における情

報入手方法は、テレビ、ラジオ、家族や友人か

らが多くなっております。

最後に、音声コードについてであります。視

覚障がい者の方が社会参加をしていく上で、多

様な情報入手手段を確保することは大変重要で

あり、音声コードはその手段の一つと認識して

おります。このため、市町村や宮崎県視覚障害

者協会と連携し、視覚障がい者の方への音声コ

ード読み取り機の周知に努めますとともに、市

町村と協力しながら、音声コード作成等に関す

る研修会の開催などにも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〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

命の道路の整備についてであります。本県で

は、生活圏、経済圏の拡大に対応した県内１時

間構想の実現等を基本目標にして、産業、地

域、暮らしを支援する道づくりを道路整備の基

本方針としております。この基本方針を踏まえ

まして、高度な医療サービスを提供する第３次

救急医療施設まで60分で到達できる道路整備を

目標に、重点的に取り組んでいるところであり

ます。しかしながら、その目標を達成するため
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には、現在進めております東九州自動車道を初

めとする高速道路や、国道327号、国道388号な

ど中山間地における国県道整備をさらに進めて

いく必要がございます。したがいまして、今後

とも厳しい財政状況の中ではありますが、限ら

れた財源を有効に活用するため、県民の皆様の

御意見等を伺いながら、生活に不可欠な命の道

である道路の計画的、効率的な整備を進めてま

いりたいと考えております。

次に、地域活力基盤創造交付金の活用方法に

ついてであります。本県におきましては、ま

ず、昨年度まで地方道路整備臨時交付金事業で

実施しておりました国県道及び市町村道につい

て、すべて継続して取り組むこととし、本県の

主要な社会基盤である道路整備につきまして積

極的に取り組んでいきたいと考えております。

また、関連社会資本整備事業として、都市公園

や信号機などの整備を行うとともに、市町村が

主体となりますが、効果促進事業として、コ

ミュニティバスや救急車の購入などに取り組む

こととしておりまして、道路整備とあわせ、安

心・安全で活力のある地域経済社会の形成を支

援してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○長友安弘議員 通告をしておりまして壇上か

ら質問いたしませんでしたが、ちょっとお尋ね

したいと思います。

高校生の授業料減免、奨学金事業に対する緊

急支援について、県民政策部長並びに教育長に

お尋ねをしたいと思います。

授業料を滞納して卒業がおくれた、あるい

は、やむなく学校を断念せざるを得なかった、

そういう報道を聞きますと、教育の機会均等と

いう言葉がむなしく感じられるわけでありま

す。つい先日も、私立学校の生徒さんを持つ保

護者の方から訴えがありましたけれども、不況

のあおりを受けて私立学校の学費が払えずに、

やむにやまれずこの授業料減免を申請しました

けれども、事業所得額ではねられて困っている

という電話がございました。国は、このたび、

困窮家庭の高校生に対しまして、地方自治体が

行う授業料減免あるいは奨学金事業を支援する

ということで、都道府県に基金を造成するよう

であります。この基金というのは、私立学校へ

の都道府県の補助に対しましても充当できま

す。家計急変等で修学困難な高校生も増加して

いるのではないかと思われますけれども、速や

かな制度の運用が望まれます。そこで、お尋ね

をしたいと思いますけれども、こういう中途退

学等の実態、これはどうなっているのか、県立

学校、私立学校、それぞれの状況についてお尋

ねをしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 私立高等学校

におきます授業料滞納者等の実態につきまして

お答えいたしたいと存じますが、まず、授業料

の滞納者、これが平成21年３月末現在で289人

で、授業料を納付しなければならない生徒9,487

人の3.0％を占めております。また、経済的理由

により中途退学をした者は、平成19年度で29

人、中途退学者総数362人の8.0％になっており

ます。さらに、授業料減免補助金の対象となっ

た生徒、これは平成20年度で521人で、生徒総数

１万407人の5.0％となっております。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校について申

し上げます。まず、県立高等学校における平

成20年度分の授業料滞納者数は、本年５月末の

出納閉鎖時点で26名であり、これは同年度にお

ける生徒総数２万4,859名の0.1％であります。

次に、経済的理由による中途退学者数について

でありますが、中途退学の事由は、各人ごとに
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複合的なものがありますため、１つの理由に絞

り込むことには困難な面もございますけれど

も、中途退学者数が確定しております平成19年

度について申しますと、17名ととらえていると

ころであります。これは、同年度における中途

退学者総数413名の4.1％に当たります。また、

授業料減免対象者数につきましては、平成20年

度では2, 6 9 2名となっており、これは全体

の10.83％に当たります。以上です。

○長友安弘議員 授業料減免等が、県立学校に

しましても全生徒数の10％を超えているという

非常に厳しい状況が、今お答えがあったわけで

ありますけれども、国が都道府県にそういう基

金を造成した場合、その制度が今後どのような

運用になっていくのかということをちょっとお

尋ねしたいと思いますけれども、両部長、よろ

しくお願いしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 今回の交付金

は、経済的理由によって修学困難な高等学校等

生徒の教育機会の確保を目的にいたしまして、

都道府県に積むわけでございますけれども、私

立高等学校の授業料減免に対する補助あるいは

高等学校等の生徒への奨学金事業に活用すると

いうものでございます。このうち、私立高等学

校授業料減免補助事業への活用につきまして

は、交付金の詳細な内容、さらには私立高等学

校におきます授業料減免の状況等を勘案いたし

まして検討してまいりたいと思っております。

○教育長（渡辺義人君） 高等学校授業料減免

事業等支援臨時特例交付金でありますが、この

交付金につきましては、教育委員会におきまし

ては、経済的理由により修学困難な高等学校等

生徒の教育機会の確保に資するため、本県の奨

学金事業であります「宮崎県育英資金」の財源

として活用してまいることになります。以上で

す。

○長友安弘議員 答弁いただきましたけれど

も、私の受けた感じでは、今行われているそう

いう対象要件といいますか、それに適合したな

らば、奨学金が県立学校でも出せると。あるい

はまた私立学校でも、私立学校等の定めるそう

いう授業料減免の要件に合えば、その基金から

取り崩して出せるというふうに聞いたわけであ

ります。しかしながら、本当にこれはそのはざ

まといいますか、出すに出せない、また、そう

いう要件にちょっとかからないというようなこ

とも出てくると思うんですね。したがいまし

て、その事業の実施に当たって、昨今の経済状

況等を本当に勘案した上で、そういう要件の緩

和あるいはその要件の追加等を行って貸し出せ

るようなことはできないのかどうか。もし答弁

ができたらお願いをしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 私立高等学校

の授業料減免ですけれども、これは私立高等学

校が授業料減免を行った場合に、それに対して

県が補助するというシステムでございます。そ

のため、私立高等学校におきます対象者の状況

等を踏まえまして、その要件のあり方とかその

辺につきまして、私立高等学校側と協議検討す

る必要があるというふうに思っております。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申し上げまし

たように、県の教育委員会におきましては、現

在、県の育英資金の財源として活用すると。こ

の交付金を活用するということになりますけれ

ども、国から示されました要綱によりますと、

仕組みとしては、基金を設置して、その基金を

取り崩して奨学金の財源に充てるというもので

ありまして、平成20年度をベースにいたしまし

て、これに対して、平成21、22、23の３年間の

それぞれの需要が平成20年度よりふえた分、つ
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まり純増分の生徒数に対しての財源として活用

をしてくれと、こういうふうなシステムになっ

ているようであります。したがいまして、現在

の奨学金システム、奨学金の要件等について検

討する場合には、これがあくまでも臨時特例的

な措置であるということをまず頭の中に入れて

おく必要があると思います。その上で、本交付

金の基金を通じた基金の活用につきましては、

ただいま申し上げたことも含めまして、具体的

なあり方について今後検討してまいりたいと、

このように考えております。以上です。

○長友安弘議員 特例的なことだと思いますの

で、これは、もしできましたら、本当に授業料

等が出せないというような状況であるときに

は、最大の配慮をお願いしたいというふうに思

います。

それでは、時間がありますので、もうちょっ

と質問させていただきますけれども、県土整備

部長にお尋ねをいたしますけれども、地域の基

盤の整備についてということになりますが、地

域活力基盤創造交付金、これは昨年度まで実施

していた事業というのは大丈夫だと、継続して

行うということで安心をいたしました。そこ

で、ローカルなことで恐縮でありますけれど

も、住民の期待も大きい新相生橋並びに宮王丸

橋の進捗状況と今後の見通しについて、ちょっ

とお尋ねをします。

○県土整備部長（山田康夫君） （仮称）新相

生橋、そして（仮称）宮王丸橋についてでござ

います。まず、県道宮崎西環状線の新相生橋に

つきましては、本年度から工事に着手する予定

であります。宮崎都市圏の渋滞緩和に大きく寄

与しますことから、早期完成に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。また、県道木

脇高岡線の宮王丸橋につきましては、これまで

本庄川右岸の吉野地区におきまして、国による

河川激特事業が行われていることから、それぞ

れの計画を調整してきたところであります。今

年度からは、右岸側取りつけ道路の用地買収に

取り組んでいくこととしておりまして、引き続

き橋梁の早期着手に向け努力してまいりたいと

存じます。

○長友安弘議員 もう一点、地域の住民の方々

が心配しておられますので、お尋ねをします。

市街化調整区域の基盤整備、中野廣明議員も何

度もお尋ねになっておりますけれども、私の場

合でありましたら、宮崎市北地区付近、ここに

宮崎須木線と野首麓線というのが通っておりま

して、その整備を鋭意行っていただいているわ

けでありますけれども、こういう事業が変わり

ましたことによって影響があると大変だという

ことでありますけれども、整備状況と今後の見

通しについてお尋ねをしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、国富町

境に近い宮崎須木線の宮崎北地区につきまして

は、これまで重点的に歩道の整備を進めてきて

おりまして、今年度は、白坂工区において、引

き続き用地買収と工事を進めますとともに、新

たに長田工区に着手をしまして、測量と設計を

行うこととしております。次に、野首麓線につ

きましては、糸原工区の延長約1.5キロメートル

区間でございますけれども、道路改良事業に取

り組んでおります。平成19年度に約200メートル

を供用したところであります。今年度は、用地

買収を進めますとともに、改良工事の進捗を

図ってまいりたいと考えております。今後と

も、地元の皆様の御協力をいただきながら、そ

れぞれの工区の早期完成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。
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○長友安弘議員 ありがとうございました。

それでは、先ほど医療問題についてお尋ねを

しましたけれども、そのとき消防の常備化とい

うお話をちょっとさせていただきましたが、非

常備町村の救急搬送体制の整備、これについて

総務部長にもう一度お尋ねをしたいと思いま

す。このことにつきましては、外山良治議員よ

り、平成19年の９月、また平成20年の９月の一

般質問で、命の格差があってはならないと、こ

ういうことで、ＣＡＰ患者の例とか、あるいは

クラッシュ症候群患者の例を挙げまして、ＤＭ

ＡＴの養成等も含めてお尋ねがありました。そ

の後、今回の県北調査でも、この消防の常備化

の話が出ましたけれども、その後、非常備町村

の救急搬送体制の整備というのはどのように改

善をされたのか、また、消防の常備化問題はど

のようになったのか、お尋ねをしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 県内７つ非常備町

村があるわけですけれども、そこでは、役場の

職員あるいは町立病院の職員等が対応しており

ますけれども、救急搬送業務に関する専門知識

あるいは技術を有する専任の職員がいないとい

う状況でございます。こういった中でございま

すので、私ども県といたしましては、非常備町

村に対しまして、特に、消防というよりは救急

のところが喫緊の課題でございますが、これま

で常備化に向けた働きかけを行ってまいりまし

た。現在でもその働きかけを強めているところ

でございますが、一部の町村ではそういった動

きがございますので、さらにその働きかけを強

めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 ぜひともお願いをしておきた

いと思います。

次に、知事にちょっとお伺いいたしますけれ

ども、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、

先ほど、本当に県民のニーズに合わせて、また

将来を見据えてこれを使っていきたいというお

話がございました。この目的の中には、地球温

暖化対策とか少子高齢化社会への対応、あるい

はまた安心・安全の実現とか、将来に向けた、

きめ細かな事業を積極的に実施できるようにと

いうようなことであったわけでありますけれど

も、同時に、これは地域の中小企業の受注機会

に、やっぱりこれがなっていかなくてはならな

いと思うんですけれども、この点についてはど

う考えておられるのか、お尋ねをしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 地域活性化・経済危

機対策臨時交付金は、地域の実情に応じた地域

活性化等を図るために交付されるものでありま

して、国の経済危機対策におきましても、この

交付金の活用に当たっては、地域の中小企業の

受注機会に配慮するよう要請するとの方針が示

されているところであります。このような交付

金の趣旨及び国の方針も十分踏まえさせていた

だきまして、地域経済の活性化が図られるよ

う、県内中小企業の受注機会の確保に努めてま

いりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、もう一点、医療問題に

ついて福祉保健部次長にお尋ねいたしますけれ

ども、総合医の問題ですが、なかなかこれは難

しい問題だということでございます。ただ、過

日の新聞報道で、寄附講座の報道というのがな

されました。地域医療のあり方を研究し、地域

に根づく医師の育成を目的とすると、また、地

域医療に興味のあるドクターを集めて、地域の

中核となる病院に医師を派遣するシステムをつ

くっていきたい等の記事が踊っておりました。

まさにこれからの地域医療というものを考える

平成21年６月22日(月)
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ときに、それが成るかどうかは別といたしまし

て、非常にこれは有効な方策だと思います。総

合医的な人材の確保が本当に望まれるわけであ

りますけれども、この点について今後どのよう

に考えておられるのか、お尋ねをしたいと思い

ます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 総合医につ

いてですけれども、総合医を医療制度にどう位

置づけるかということについては、現在、国に

おいて議論が進められているところですけれど

も、僻地など地域医療の場において幅広く総合

的な診療が行える医師の確保は、大変意味のあ

ることだと考えております。したがいまして、

県としましては、宮崎大学の取り組みや国の動

きを注視してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 街中で病院がところどころ閉

鎖になっているわけですね。それはどうしてか

というと、お年を召されてリタイアされたと。

恐らく息子さんとか娘さんが医師の道を歩かれ

ていると思うんですけれども、先ほど申し上げ

ましたように、やはり専門医の道というか、そ

ういうものを歩かれる方が多いんじゃないか

と。なかなか小さな病院の後継ぎになるという

状況ではないんですね。したがって、我々が何

でも相談に行けたようなそういうところが少な

くなりつつありますので、そういうことも考え

ていただいて、地域医療再生計画というか、そ

こらあたりをまたしっかり行っていただきたい

というふうに要望しておきたいと思います。

もう一点再質問いたしますけれども、多くて

済みませんが、福祉保健部次長にお尋ねいたし

ます。音声コードの作成の件、実は私も実際、

東京のほうでその実物を見てまいりましたけれ

ども、例えばワードで文章をつくります。そこ

に、ワードに音声コード化する、張りつけるソ

フトが7,000円ぐらいであるそうであります。こ

のソフトを入れておけば、つくった文章に、そ

のソフトを使ってすぐ音声コードがつけられる

と。それを読み取り機にかけると、それが音声

としてずっと出てくるわけであります。最近で

は、英語等につきましても、音声コードにかけ

ますと、非常にクリアな発音でそれが聞こえて

くるというふうな機械になっております。で

は、スキャナー等でつくった記事等が音声コー

ド化できるのかという話をしましたら、やっぱ

りワードに張りつければできるというようなお

話を聞いておりまして、そのようになってきま

すと、技術的にはまたちょっと違った難しさが

あるんではないかと、こう思いますけれども…

…。したがいまして、例えば県庁の総合長期計

画といいますか、そういうものを、本当に情報

バリアフリーとして多くの方々に出したいと。

年とった方でも、見るのは面倒くさいけど、耳

で聞けば聞かれるというような方等もふえてま

いりますので、それをするためには、各課の職

員がそういう技術を持っていなくちゃいけない

わけです。ソフトは、金額的にはそんなにたく

さんになるものじゃないと思いますので……。

だから、一日も早く、周知をするというより

か、早く研修会を開いて、またそういう機械等

も実際入れて、そういうものが普及するように

行っていただきたいのでありますけれども、早

くそういう研修会等を開催される予定はないの

かどうか、もう一回お尋ねをしたいと思いま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 音声コード

についてですけれども、県の障害プランは、こ

の音声コードに対応するようにしておりまし

て、こういったものを県庁全体に普及していく

ことも必要でございますので、県庁内に普及す
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るために、研修会につきましては、できるだけ

早く開催したいというふうに考えております。

○長友安弘議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。本当に大変な経済危機の時代でありま

す。また国から、本当に矢継ぎ早であります

が、基金という形が大変多くなっておりまし

て、今後のその使い方が非常に大事になってく

ると思いますので……。また、県におかれまし

ては、本県の将来の浮揚というものを本当に考

えの中心に置いていただきまして、予算措置を

していただきますように要望をいたしておきた

いと思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

まして質問を行います。

まず、知事の退職手当の額を50％減額する条

例に関してお尋ねします。

知事が今回の条例案を提出されて以来、私ど

も議員もそうでありますが、マスコミも含めて

いろいろと憶測まじりの意見が交錯し、客観的

な判断に苦しむのであります。本来、退職手当

は一定の規定に基づくものであり、高い低いの

評価は各人各様でありますが、現行の規定はい

つ見直され、改定された内容はどのようなもの

か、その根拠は全国一律なのか、また妥当なも

のか、総務部長に伺います。

次に、知事にお尋ねしますが、マニフェスト

における退職手当の「出来高払い制」の考え方

は、知事自身が選挙前に作成されたものであり

ますが、この規定にはもともと達成度や「出来

高払い」の考え方はなかったものと思います。

それにしても、その時々で知事が恣意的に直接

自分の手で引き下げることが公職として好まし

いのかとの意見があります。そうでなければ、

しかるべき機関に諮問し、多角的な判断を加え

るべきではないかとの声もあります。もし９月

か12月議会で我々だけで結論を出すというよう

なことになれば、かなりの時間と手続を我々自

身が集中しなければならないと思いますし、県

民の納得できる結果を目指さなければならない

と考えます。今日の条例提案が東国原知事だけ

に適用してほしいと望んだとしても、以後の知

事や県内の首長にも及ぶ問題であると考えま

す。知事はそのあたりはどのように認識されて

いるか、伺います。

そして、知事自身が、評価の方法が見当たら

ない、難しいので50％と提案されているのであ

りますが、仮に踏み込んだ議論として、行財政

改革の点から知事が範を示したと評価する人も

あれば、立派な功績を上げたのにおまえたちは

何で50％に反対しなかったのかという人々も出

てくるかもしれません。また、任期を１年半残

しながら、なぜこの時期にとの声も強いのであ

ります。退職金は今年度の早い時期に結論を出

さなければなりませんが、２期目以降はないの

ではないかとの声も聞かれます。これらの点を

知事はどのように考えておられるか伺います。

以下の質問については、質問者席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、今後の知事への影響につきましては、

今回の退職手当の減額は、あくまでも私のマニ

フェストに係る対応でありまして、今回の任期

に限った特例条例としたところであります。ま

た、県内市町村長への影響につきましては、既

に４名の市長及び町長が退職手当の減額を行っ

ておりますが、それら以外の市町村長において

は、現在のところ減額等を行うような動きは見
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られません。ちなみに、知事の退職手当の減額

を措置している14道府県の市町村における状況

を聞き取り調査しましたところ、これら道府県

内でも市町村への影響は特にないということで

ありました。いずれにいたしましても、退職手

当のあり方については、今後の知事やそれぞれ

の市町村長において独自に判断をなされるもの

と考えております。

続きまして、提案の時期についてであります

が、知事の退職手当につきましては、私のマニ

フェストにおいて、県民の満足度をもとにした

出来高制を導入するとしております。私が知事

に就任して以降、検討を行ってまいりました

が、就任して２年後となることし１月のマニ

フェスト検証会の時点で、出来高制については

断念することとしたところであります。しかし

ながら、私のマニフェストにおいて、知事の退

職手当については見直しをすると掲げているこ

とから、その後、出来高制以外の見直しについ

て検討を行ってまいりました。ことしの２月議

会には準備が間に合わず、条例提案には至りま

せんでしたが、４月にはメディアを通じて、こ

としの早い段階で退職手当を見直すことを発表

させていただきまして、このことにより、県民

の皆様との約束を交わしたものと考えておりま

す。私といたしましては、この約束を守るため

に、今議会で50％の減額を提案させていただい

ているものであります。

２期目の意向についてでありますが、私は、

まだ１期目の折り返しを過ぎたところでもあり

ますし、今議会でも申し上げておりますが、今

後とも、県民の皆様とのお約束であるマニフェ

ストの達成に向け、与えられた任期を全うすべ

く、一日一日を全身全霊を傾けて県政運営に努

めていきたいと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

知事の退職手当の改定時期等についてであり

ます。まず、算定基準の改定等についてであり

ますが、従来、知事の退職手当につきまして

は、知事が退職する時点で、すべての任期を通

算し支給するとともに、支給率につきまして

は、条例制定時の昭和46年以降、100分の75とし

ておりました。こういった中で、昭和51年の特

別職報酬等審議会での議論を踏まえまして条例

が改正されまして、同じ年の10月以降、任期ご

とに支給するということとともに、支給率を現

行と同率の100分の70とされたところでありま

す。また、各県における積算根拠についてであ

りますが、法律上の積算根拠や基準はございま

せんが、本県と同様に、知事の給料月額に在職

した月数を掛けまして、さらにそれに支給率

―この支給率のところで若干各県異同がある

ようでございますが―乗じて得た額となって

おります。この額は、今申し上げましたよう

に、一定の手続を経て条例化されたものでござ

いますので、妥当ではないかと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○権藤梅義議員 引き続き、退職手当に関して

でございます。一部また重複しているかもしれ

ませんが、知事は、記者会見等で、県内の市町

村長との関係を問えば、各首長が各人でそれぞ

れ判断してほしい旨の発言をされておるように

聞こえます。それなりの気遣いや配慮、あるい

はまた、この知事の退職金というものが、私た

ちから考えるともっと重いものといいますか、

そういう客観的な協議を重ねた結果、提案され

るべき、あるいは論拠というものではないかと

いうふうに思うわけでありますが、いま一度お

聞かせいただきたいと思います。
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○知事（東国原英夫君） 今回の退職手当の減

額は、私のマニフェストを踏まえさせていただ

きまして判断したところでありまして、あくま

でも私に限ったものであります。したがって、

この場をおかりして改めて申し上げますけれど

も、県内の市町村においては、やはり、それぞ

れの首長さんが独自に判断をなされるものと考

えております。私から特に今回の退職手当の見

直しについて、各首長さんに対して申し上げる

立場にはないと考えております。

○権藤梅義議員 次に、全国知事会等では、財

政規模等により一律ではないにしても、この問

題は一つのインパクトを与える議案ではないか

というふうに私は考えておりますが、既に14ぐ

らいの県が実行しておるというような話も出て

おります。知事会として、共通の議題として議

論を深め、判断を求めるというのも一つの選択

の方法ではないかというふうに考えるわけであ

りますが、それについても県内と同じ状況かど

うか、いま一度お尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 今回の退職手当の減

額につきましては、私のマニフェストを踏まえ

判断したものでありまして、給与の減額につい

ては、それぞれの首長が政治家として判断すべ

きものであると考えております。

○権藤梅義議員 次に、７月１日になります

と、知事も議員も所得が公表されることになり

ますが、退職手当の延長線上の問題として、知

事職の給与・一時金と、その他の東国原知事の

テレビの出演料収入や印税等の収入はどうなっ

ているのか伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私が昨年自主的に公

表しました平成19年分の所得金額は、給与及び

その他の所得を合わせまして約4,110万円であり

まして、そのうち４割、1,600万円は税金として

お支払いさせていただいております。直近の平

成20年分につきましては、議員の皆様と同様

に、条例に基づきまして今月末に公表させてい

ただくこととしておりますので、御理解いただ

きたいと思います。なお、きのうの私のブログ

で住民税のことについて触れております。あれ

で大体の逆算はできるものと考えております。

○権藤梅義議員 それでは次に、政治資金パー

ティーと称する、いわゆる政治資金収入の届け

出等について、選挙管理委員長にお尋ねをした

いと思います。全国の知事の中で、本県の東国

原知事と同じように報告されている例、実績を

お伺いします。また、東国原知事の報告書での

総収入と支出、余剰繰り越し等はどうなってい

るか伺います。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 既に公表さ

れております平成19年分の政治資金収支報告に

おきましては、16都道府県知事の関係政治団体

が、政治資金パーティーを開催されているとこ

ろであります。また、県選挙管理委員会に提出

されました平成19年分の政治資金収支報告によ

りますと、知事の関係政治団体におきまして

は、県内で５回の政治資金パーティーを開催さ

れております。報告の内容としましては、政治

資金パーティーの開催に当たっての事業収入と

いたしまして2,853万2,000円、また、その支出

として1,129万7,390円が報告されており、その

差は約1,723万円となっているところでありま

す。

○権藤梅義議員 ありがとうございました。私

は、判断材料となる数字や考え方を整理するの

は所管の総務政策常任委員会かと思いますが、

精力的な委員会の審議が持たれることを期待い

たしまして、この場での質問は以上にしたいと

思います。
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次は、エコカー、つまり環境対策車への買い

かえ促進について、総務部長及び環境森林部長

に伺いたいと思います。

環境に優しいエコカー、つまり環境対策車

は、地球環境とガソリン価格の高騰等の理由か

ら、最近特に注目されるようになりました。し

かし、通常の車に比較し、かなりの価格差があ

ることから、国は減税を大幅に行い、エコカー

の推奨をすることになっております。そこで、

総務部長に伺いますが、今回の税制の改正点を

簡潔に御説明いただきたいと思います。さら

に、環境森林部長に伺いますが、全県的な立場

から、県は各市町村の模範となるべきリーダー

であり、範を示すべき取り組みもあるのではな

いかと考えますが、エコカー普及に県がなすべ

きことがあればお示しを願いたいと思います。

３点目は、本県のエコカー導入や切りかえ計画

を伺いたいと思います。今回の国の補正によ

り、本県においてもエコカーの購入促進が行わ

れるものと思います。さらには、現行の本県の

導入計画の見直し等を考えているか、総務部長

に伺いたいと思います。

○総務部長（山下健次君） ２点でございます

が、まず１点目、税制の改正点を簡潔にという

ことでございますけれども、今回の改正により

まして、自動車取得税の軽減措置が拡充されま

すとともに、新たに自動車重量税についても軽

減措置が設けられるところでございます。例え

ばハイブリッド車では、新車の新規登録時の自

動車取得税及び自動車重量税が全額免除をされ

ます。また、その他の自動車でも、その環境性

能の程度に応じまして、自動車取得税及び自動

車重量税が最大75％軽減されることとなってお

ります。なお、この特例措置は平成21年度から

３年間ということでございます。

加えまして、県税であります自動車税につき

まして、これまでの特例措置として、その環境

性能の程度に応じまして、新車の新規登録の翌

年度に限りまして最大おおむね50％を軽減する

という措置が既にあるところでございます。

もう一点でございますが、公用車の更新とい

うことでございますけれども、今回追加提案を

させていただきました補正予算案（第３号）に

おきまして、本来は来年度当初予算で対象とな

る公用車34台につきまして、前倒しで更新する

ことといたしまして、予算額にして6,036万円を

計上したところでございます。この34台はすべ

て低公害車でありますけれども、うち14台につ

いてはハイブリッド車を予定しているところで

ございます。この結果、従来、年平均30台ペー

スの更新ということでございましたが、21年度

は当初も合わせまして現在のところ83台の更新

予定ということで、相当前倒しということでご

ざいます。公用車の更新に当たりましては、購

入後の経過年数あるいは累計走行距離などによ

り、基本的な更新基準を定めておりますけれど

も、これを満たした車両を今回、今回といいま

すか通常は、対象として予算措置をやっている

ところでございますが、検討するということで

ございますけれども、今後の更新につきまして

も、基本的にはこの基準に基づいて計画的に進

めていく。ただ、こういった形で経済対策も含

めて新たな措置ということであれば、当然、低

公害車なりあるいはハイブリッド車、こういっ

たことも含めまして、用途、経済性なども考慮

に入れながらこの更新計画を前倒しするという

ことも、可能性としてはあるというふうに考え

ております。

○環境森林部長（吉瀬和明君） エコカーの普

及につきましては、国や地方公共団体におきま
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して、平成12年５月に制定されました「グリー

ン購入法」などに基づきまして、低公害車を初

めとする環境に優しい物品の優先購入に取り組

んでいるところでございます。県としまして

は、県の公用車につきまして、平成20年度購入

した41台のうち39台を低公害車とするなど、積

極的に取り組んでいるところでございます。低

公害車の普及につきましては、温室効果ガスの

排出削減に大変有効な手段というふうに考えて

おりますので、市町村に対しましても、環境保

全に関する会議等の機会を通じ、呼びかけを

行ってまいりたいと存じます。

○権藤梅義議員 ３項目めに通告しておりまし

た土木行政の矛盾につきましては、順番を入れ

かえて後に回させてもらいます。

それでは次に、自殺対策について福祉保健部

長に伺いたいと思います。

４月２日に警察庁が発表した自殺統計

で、2008年の自殺者は３万2,249人となり、11年

連続で３万人を超えました。一方、厚生労働省

の人口動態統計によると、県内の自殺死亡率

は、2001年以降増加傾向にあり、2007年は、10

万人当たり34.6人と、秋田県に次いで全国２番

目の高さでありました。2008年は、11月までの

推計として10万人当たり29.8人、また自殺者総

数も漸減の方向とは聞きますが、数値が確定し

ておればお示し願いたいと思います。

この間、国は、2006年10月に「自殺対策基本

法」を施行し、2007年には対策を盛り込んだ大

綱を定めて本格的な対策に乗り出しましたが、

経済不況や倒産等と相まって憂慮すべき状況に

あります。国の支援体制も、この５カ年間で

たったの10億円と非難されてきましたが、今回

の補正予算では、３カ年とはいえ100億円規模の

予算が計上されております。また、「多くの自

殺は、個人の意思や選択の結果ではなく、様々

な悩みにより心理的に「追い込まれた末の死」

と言える」との文言が大綱の中に盛り込まれま

して、肉親を失った遺族らの思いが込められた

基本認識だと注目を集めております。さらに、

地域の実情に応じた対策をとる責務が地方自治

体に課せられ、まさにことしが正念場だと言わ

れております。そこで、さきにお尋ねしました

自殺者の実態とあわせて、昨年取り組んだ本県

の対策の概要を、福祉保健部長にお尋ねしま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 厚生労働省

の人口動態統計によりますと、20年度分につい

ては、まだ現時点では概数ではありますけれど

も、本県の20年の自殺者数は363名で、前年に比

べて31名減少し、人口10万人当たりの自殺者数

は32.0で、全国で４番目となっております。ま

た、昨年度の取り組みでありますが、従来の

「生きる力」応援うつ病対策事業に加えまし

て、新たに「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業

を実施いたしました。この中で、官民一体と

なって、総合的に自殺対策を進めるための基盤

づくりや、自殺対策フォーラムの開催、テレビ

ＣＭの放映などの普及啓発、かかりつけ医など

の専門家を対象とした研修などに取り組んだほ

か、地域の実情を踏まえた対策を促進するた

め、市町村長を対象としたトップセミナーを開

催したところでございます。

○権藤梅義議員 次に、自殺対策の具体例であ

ります。1995年からずっと全国でワースト１を

続けている秋田県が本腰を入れたのは2001年度

からで、重視したのが、自殺へのタブー視を取

り除くための普及啓発活動と、未然防止の予防

対策と言われております。また、最近の試みと

して、うつ病対策の具体的推進策に、精神病院
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の登録医制度と内科医の協力医の認定制度を発

足させて連携を深めております。

一方、長崎県の場合は、2008年７月から、多

重債務者のメンタルヘルス対策に取り組み、関

係者の注目を集めております。その内容は、弁

護士が原則として無料相談を受ける、日本司法

支援センターや県弁護士会の支援、次に、県消

費生活センターなどを対象に、ベテラン保健師

を週１回派遣し、必要と判断した人には精神科

医にかかれる無料の相談券を渡す。今年３月ま

でに38人が相談をして、うち８人が無料相談券

をもらっております。

また、昨年、岩手・宮城の大地震で被害の大

きかった宮城県栗原市の例は、2005年の栗原市

の自殺率が10万人当たり48.6人となり、秋田県

をも上回る数字を記録しており、この事態を

知った佐藤勇市長は、2007年８月に非常事態宣

言を出し、市民アンケートを行いました。その

結果、心配事の第１として、市民の３分の１が

経済的な問題を挙げたと言われ、多重債務者対

策に乗り出すことになりました。借金で困って

いる市民に対して弁護士や司法書士が相談に乗

り、場合によっては、救済融資制度「栗原市の

ぞみローン」の利用を促すという仕組みであり

ます。

さらに、東京都の例では、2008年から始めた

自殺の実態調査、ライフリンクという会社に委

託して、自殺者の遺族から経緯などを聞き取っ

て分析する取り組みでありまして、自殺予防の

手法や遺族への支援のあり方を探るのがねらい

で、今年度100件の実態調査を目指しているとい

います。

これらの例につきましては、執行部には「わ

かっていますよ」ということかもしれません

が、本県が今年度どのように原因分析と具体策

を練り上げ、真剣に取り組むかにかかっている

と思います。本県においても、前述した事例と

似通った骨太の政策や具体策が準備できるなら

ば、もっともっと自殺は減ってくるものと期待

をしておりますが、福祉保健部長の姿勢を伺い

ます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 本県の平

成20年の自殺者数は、19年に比べましてやや減

少したものの、自殺死亡率は依然として高い数

値で推移しておりますので、自殺対策は、県民

の理解と協力を得ながら取り組むべき喫緊の課

題であると認識しております。このため、秋田

県等の先進県の取り組み事例も参考としなが

ら、昨年度、「自殺ゼロ」プロジェクト推進事

業を立ち上げ、普及啓発や人材育成などさまざ

まな事業に取り組んでいるところであります。

さらに、本年度は、今議会において御審議いた

だきます地域自殺対策緊急強化基金を活用しま

して、市町村が独自に取り組む対策を支援する

とともに、テレビ・ラジオでのコマーシャル放

映や、自死遺族支援をテーマとしたフォーラム

の開催などの普及啓発に特に力を入れることと

いたしております。これらの対策により、一人

でも多くのとうとい命を救えるよう、全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 先ほどの例から引きますと、

ちょっと物足りないような気もいたしますが、

市町村より前に出るというのもどうかというこ

ともありますし、また、部長も休んでおられま

すので、今後の具体策づくり等を注目したいと

いうふうに思っております。

次に、自殺問題に取り組む特定非営利活動法

人（ＮＰＯ）「ライフリンク」は、ことし３月

末に、都道府県、政令市の自殺対策推進状況に

対するアンケート調査の結果を発表しておりま

平成21年６月22日(月)



- 215 -

す。アンケートは、組織や予算措置など対策の

基盤に関する５項目（55点満点）と、個別の施

策に関する９項目（45点満点）で構成されてお

り、83点の長崎県がトップ、81点の秋田県が２

位、昨年まで最下位だった東京都が３位との評

価結果が出ているようであります。本県の評価

結果の位置や問題点と今後の重点政策等をどの

ように認識しているか、再度伺います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） お話にあり

ましたアンケート調査結果では、本県は、宮崎

県自殺対策推進本部や宮崎県自殺対策推進協議

会といった組織や推進体制、あるいは啓発活動

などで高い評価を受けている一方、自殺未遂者

支援などでの評価が低く、全国では14番目の評

価となっております。県といたしましては、本

年２月に策定しました宮崎県自殺対策行動計画

を踏まえ、他の自治体の取り組み内容等も参考

にしながら、自殺未遂者支援や自死遺族支援な

ど、さらなる施策の充実強化に取り組んでまい

ります。

○権藤梅義議員 次は、教育長に伺いたいと思

います。

文部科学省が行う全国学力テストの結果が公

表され、２年連続トップクラスの成績をおさめ

てきた秋田県の取り組みが注目されておりま

す。本県も、公立小学校の国語や算数でＢ（活

用）等の評価が若干下回るものの、総合的には

全国平均を上回り、特に九州各県との比較では

健闘しております。教育関係者の御尽力に敬意

を表するところであります。

また、特に秋田県の場合、歴史的には、1960

年代は全国平均に届かない下位が続き、このま

までは子供たちに申しわけないと発奮し、学力

アップに努めてこられたようであります。最も

顕著で本格化したのは、この４月で勇退された

寺田典城知事の就任以降と聞きます。寺田前知

事は、「秋田独特の「おれもやらないからおま

えもやるな」という横並び意識を教育から変え

たかった」と述べておられ、任期の12年間、積

極的に施策を進めてこられたようであります。

近年の特別な施策といえば、丁寧な授業を支え

る少人数学級やグループ学習できめ細かに指導

すること。2008年度は、県費４億6,000万円を投

入し講師など約200人を雇用しており、教師加配

には８年間で56億4,000万円をつぎ込んできたと

聞いております。特に、2006年度からは「教育

専門監」制度を設け、教科指導にすぐれた教諭

を認定し、現場に派遣して指導方法の向上に努

めています。また、朝の読書の時間を設け、小

学生の３分の１は１日に30分以上読書するとの

データもあるようであります。

このようなことは、教育界では研究されてい

るとは思いますが、本県の場合、秋田と比較す

るわけではありませんが、近年のマンパワーの

投入や施策、あるいは本県独自の創意工夫の実

態を、教育長にお尋ねしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、学力向上対策を第２期の「明日の宮崎を担

う子どもたちを育む戦略プロジェクト」の重要

な戦略の一つとして位置づけ、さまざまな取り

組みを行っているところであります。この中

で、人的配置を行いながら取り組んでおります

事業といたしましては、きめ細かな学習指導を

推進するために、１つの学級を２つ以上の小さ

なグループに分けて学習します「少人数指導」

や、１学級を30人程度とする「少人数学級編

制」を、すべての小学校１年生及び２年生、そ

して県内６つのモデル校の中学校１年生を対象

に実施しているところであります。また、地域

の特性を生かしながら多様な一貫教育を導入す
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ることによりまして、小中学校等の系統性や一

貫性のある指導を通して学力の向上を図ってい

るところであります。これらの取り組みにつき

ましては、本年度は、小中学校で406名の国の加

配教員を活用しますとともに、県独自の事業と

して約２億5,000万円をかけまして人的配置を

行っているところであります。さらに、本県で

は、学力向上を図りますために、教員の指導力

を高める授業研究会を開催したり、スーパー

ティーチャー制度により、すぐれた教育実践や

高い指導技術の普及を図ったりしながら、授業

力の向上を図っているところであります。今後

とも、他の都道府県の取り組みも参考にしなが

ら、本県児童生徒の学力のさらなる向上に取り

組んでまいりたいと考えております。以上で

す。

○権藤梅義議員 ありがとうございました。次

に、改正「学校図書館法」によりまして、2002

年度から12学級以上の規模の学校に司書教諭の

配置が義務づけられました。また、2007年度か

ら第２次学校図書館整備５カ年計画がスタート

しており、図書館活動の充実のため、司書教諭

の果たす役割はますます重要になっていると言

われております。一方、標準法委員会の司書教

諭及び非常勤講師等の配置と活用のあり方につ

いての基礎調査によると、読書活動等を推進す

るため司書教諭が配置されているにもかかわら

ず、子供の読書への関心、学校図書館の利用回

数などが低下していることが明らかとなってお

ります。その原因の一つとして、標準法委員会

は、司書教諭が学級担任などを兼務しているた

め、十分な図書館活動ができないことが原因だ

と指摘をしております。司書教諭が活動に専念

できるよう、教員定数の枠外で配置することを

強く求めておるようであります。本県の実態と

問題点の認識、さらには今後の改善の方向等に

ついて、教育長のお考えを伺います。

○教育長（渡辺義人君） まず、本県の子供た

ちの読書の状況について申し上げますと、本県

が実施しております読書量の調査によります

と、平成20年度の児童生徒１人当たりの１カ月

間の平均読書数は、小学生で12.6冊、中学生で

は3.1冊となっておりまして、ここ３年間の状況

から見ますと、小学生、中学生ともにふえてき

ている傾向にあります。また、平成20年度の全

国学力・学習状況調査によりますと、読書に関

心を持っている本県の小学生の割合は76.6％、

中学生は71.0％となっておりまして、これらの

数値は、いずれも全国平均より高い数値となっ

ているところであります。また、前年度と比べ

ましても伸びてきている状況にございます。

次に、お尋ねの司書教諭でありますが、本県

の12学級以上のすべての小中学校に配置をされ

ておりまして、この司書教諭は、資格を有する

教諭の中から発令をされ、学級担任や授業を受

け持ちながら業務に従事しているところであり

ます。学校におきましては、司書教諭を中心に

しながらも、全職員が児童生徒とともに協力し

て、朝の読書活動や読み聞かせ活動、学校図書

館の運営などに取り組んでいるところでありま

す。読書は、すべての学習の基本となり、非常

に大切なものであると考えておりますので、県

教育委員会といたしましては、本年度から実施

しております読解力向上推進事業を中心としな

がら、今後とも市町村教育委員会と連携し、児

童生徒の読書活動の充実を図っていきたいと考

えております。

なお、司書教諭につきましては、ただいま議

員の質問にもございましたように、いわば兼務

という形式になっておりますので、今後とも引
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き続き、新たな加配を国に要望してまいりたい

と考えております。以上です。

○権藤梅義議員 次に、施設設備教材等委員会

の「施設設備等の整備状況についての調査」と

いうものによりますと、地方交付税で措置され

ることになっている学校図書館の蔵書などの整

備経費が減額傾向にあることが指摘をされてお

ります。調査は、昨年７月から８月にかけまし

て、公立小学校470校、都道府県ごとに10校を対

象に実施しまして、前年度より予算が減ったと

いう学校の割合は、2006年度まではおおむね20

％台で推移をしていましたが、2006年度は22.6

％、2007年度37.4％、2008年度43.7％とふえて

おります。国は、子供の読書離れを防ぐため、

新学校図書館図書整備５カ年計画によりまし

て、2007年度から2011年度まで毎年200億円、合

計1,000億円を地方交付税として措置することに

なっていますが、現実には、調査結果のよう

に、削減された学校がたった２年間で40％台に

ふえているということであります。同委員会と

しては、「新５カ年計画のスタート以降、各学

校における図書購入費の減額傾向が著しいこと

は、見逃すことができない事実」と指摘して、

適切に措置するよう各自治体に働きかけていく

必要性を強調しておりますが、教育長の現状認

識と今後の対応を伺います。

○教育長（渡辺義人君） 平成20年４月に文部

科学省が公表いたしました、平成19年度におけ

る「学校図書館図書関係予算措置状況調べ」に

よりますと、市町村の図書購入費に係る地方交

付税算定上の基準財政需要額に対する予算額の

割合は、本県全体で見ますと71.6％となってお

り、全国順位として申し上げますと24位という

状況でございます。

読書につきましては、子供たちが人生をより

深く生きる力を身につけていく上で欠かすこと

のできないものであり、今後ますます重要に

なっていくものと思います。したがいまして、

地方交付税として措置をされております図書購

入費につきましては、私からあえて申し上げる

までもありませんけれども、地方交付税が一般

財源でありますので、その使途につきまして

は、市町村の御判断ということになろうかと思

いますけれども、県の教育委員会といたしまし

ては、先ほど読書の重要性を私、申し上げまし

たけれども、今後とも、あらゆる機会を通じ

て、学校図書費の充実について市町村にお願い

をしてまいりたいと、このように考えておりま

す。以上です。

○権藤梅義議員 ただいまの教育長の答弁をお

聞きしますと、本県においても３割程度が本来

の趣旨とは違う、つまり、言葉が適切じゃない

かもしれませんが、ピンはねが行われているの

ではないかと、そのように言えると思います。

その分だけ、５カ年が終わったときには学校図

書館の整備がおくれるわけであります。この問

題は、知事も県下の市町村長さんの理解を得る

べく動くべきではないかと考えますが、知事、

いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私も、どちらかとい

うと読書が好きなほうでございまして、１冊の

本をじっくりと読むほうでございます。じっく

り本を読み、すばらしい本に出会うと、人生観

や世界観が変わるような啓示を受けることもあ

ります。私は、あしたの宮崎を担う子供たちに

は、ぜひいろんな本をじっくりと読んでいただ

いて、その向き合う中で感性を磨いていただい

て、創造力等々を高めてほしいと思っておりま

す。

地方交付税の性格につきましては、先ほど教
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育長がお答えしたとおりと考えておりますが、

子供たちを取り巻く読書環境を整備することは

非常に大切であると考えておりますので、市町

村におきましても、できる限りの努力をしてい

ただきたいと考えております。

○権藤梅義議員 よろしくお願いします。

続いて教育長に伺いますが、小中学校の新学

習指導要領に向けた移行措置が４月から始まり

ましたが、特に小学校では、算数と理科の時間

がふえるほか、高学年を対象とした外国語活

動、実質的には英語教育への対応が迫られてお

ります。移行期間中の英語教育の実施は、学校

の判断に任されていると言われますが、実際に

はほとんどの小学校が実施せざるを得ないだろ

うと見られております。そして、英語教育で

は、この導入に向けて賛否両論ある中での実施

となりまして、成果が上がるかどうかについて

も注目をされております。また、中学校社会科

の公民的分野と高校の公民科では、「法や金融

などに対する学習」が改訂の目玉の一つになっ

ております。このうち法教育は、５月にスター

トした裁判員制度の導入で関心が高まりつつあ

りますが、金融経済教育については、関心はあ

るが、なかなか取っつきにくいというのが学校

現場の声だと言う人もあります。さらに、高校

では、総則で、繰り返し指導の重視を明確にし

たり、総合的な学習や特別活動での入学当初の

ホームルームの充実などが求められておりま

す。また、国語はもちろん、公民や数学、理

科、外国語等それぞれに新しい基準でスタート

しておりますが、これらに対するスムーズな移

行準備が各学校で行われてきたものと推察いた

しますが、教育委員会としての重点的な対応等

についてお示しをいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 新学習指導要領で

は、子供たちに生きる力をはぐくむために、教

科等の授業時数が増加をされ、教育内容が改善

されております。特に、言語活動、理数教育、

伝統や文化に関する教育の充実や外国語活動の

導入等が改善のポイントとなっておりますが、

裁判員制度など新たな内容も盛り込まれており

ます。それから、特に小学校の外国語活動につ

きましては、平成23年度から全面実施されます

ことから、すべての学校がスムーズに取り組め

るよう、本年度から２年間ですべての小学校教

諭を対象に、本県においては新たに実践的な研

修をスタートさせたところであります。また、

新学習指導要領に対応するため、昨年度、小中

学校向けにガイドブックを作成しますととも

に、説明会を開催したところであります。本年

度につきましては、新学習指導要領の趣旨や新

たに追加された内容を踏まえた授業が実践でき

ますように、各教科等で模擬授業を取り入れた

ワークショップを開催することにしておりま

す。なお、高等学校におきましては、平成25年

度入学生から年次進行で実施となりますため、

本年度に説明会を開催することにいたしており

ます。今後とも、市町村教育委員会とも連携し

ながら、円滑な移行に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。以上です。

○権藤梅義議員 次は、警察本部長にお尋ねを

いたします。

去る５月に、新任の常任委員会、総務政策常

任委員会で、交通事故の実際の裁判を傍聴する

機会を得ました。裁判も終わりに近く、被告と

被告の妻が出廷し、検察官と弁護士、裁判官の

やりとりがありましたが、初めての経験で大変

参考になりました。争われていた内容は、被告

が車検切れの車、つまり自賠責のない車を運転

し、たばこに火をつけ、気がついたときには前

平成21年６月22日(月)



- 219 -

方15メートルのところに自転車を押した老人が

目前に迫り、死亡事故を引き起こしたものでし

た。最後に、裁判官が意見をはっきりと言われ

ました。我々の傍聴も意識しての発言のように

も聞こえましたので、改めて警察本部長に伺い

たいと思いますが、まず、裁判官の指摘とし

て、「自賠責の切れた車に乗る。漫然とたばこ

に火をつけながら直進道路で死亡事故を起こ

す。こういったことが行われていることに対し

て、本県特有の現象ではないか」というような

趣旨の発言がありました。そこで、交通事故の

事故原因は、他県と比較するとどのような違い

があるのか伺いたいと思います。また、本年の

事故発生の状況、さらには自賠責が切れた車の

事故はどのようになっているのかお伺いしま

す。

○警察本部長（相浦勇二君） 順次お答えいた

します。

まず、事故原因でありますが、これは全国と

共通して、事故の最も大きな原因要素は、わき

見とかちょっとした不注意が多くを占めており

ます。ただ、この５年間を調べました。このわ

き見、不注意というところの原因のものが全事

故の約60％というのが、全国平均です。宮崎は

実は平均で73％ということで、８ポイント高い

ということでございます。これは、ついでに近

県と比較しますと、熊本が66％でありますの

で、熊本より７ポイント高い。大分が68％です

ので、大分よりも５ポイント高い。都市部の代

表として東京を御紹介しますと、東京は57％

で、東京と比較しますと宮崎は16ポイント高い

ということでございます。したがいまして、私

も直観的にそうだと思っているんですが、当県

は、他の県に比べまして、明らかにドライバー

の皆さんの運転時の緊張感が欠如をしていると

いうふうに考えております。

次に、交通事故につきましては、昨日現在、

事故件数4,874件、死者36人、負傷者5,786人と

いうことで、これはすべて前年対比で増加をし

ておりまして、特に死者数につきましては、増

加率全国１位、つまりワースト１という情勢で

ございます。こうしたことを踏まえまして、高

齢者の事故防止、飲酒運転根絶対策等、当然進

めるべき施策を強力に推進しますとともに、今

述べましたような実態にありますことから、特

に、自動車のドライバーサイドの皆さんに対し

て緊張感の醸成を図る活動を、市町村と連携し

ながら、特に意識をして進めてまいりたいと

思っております。

次でありますが、自賠責の関係でございま

す。本来、被害者保護のために設けられた自賠

責の制度なのでありますが、これがない形での

車の事故につきましては、昨年中が合計で18件

ございました。ことしが、つい数日前までのデ

ータでありますが、８件ございまして、いずれ

も全事故に占める割合は約0.2％ということでご

ざいまして、自動車の所有者としても、ドライ

バーとしても、大変著しくモラルを欠いた行為

でございますので、私どもとしては、道路運送

車両法違反あるいは自動車損害賠償保障法違反

ということで、厳しい姿勢で臨んでいるところ

であります。

なお、この自賠責での事故の割合につきまし

ては、全国と比較をしてみましたけれども、検

挙している総数に占める割合で見ていきます

と、この件に関しましては、特に当県が車検切

れが多いという実態にはないというふうに見て

おります。以上です。

○権藤梅義議員 ありがとうございました。本

部長の御報告では、緊張感の欠如が全国よりも
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８％高いと。さらには、東京に比べると倍の16

％も高いというデータであります。私どもドラ

イバーも、自賠責の切れた車は論外であります

けれども、マナーを守り、不注意や気の緩みを

戒めたいものだというふうに思っております。

それでは、最後まで行けないかもしれません

が、私が住んでおります大塚町の道路問題に入

りたいと思います。３点ありますが、とても３

点は時間が足りないかと思います。

通称「生目通線」は、昭和63年に着工して、

平成17年に全線が開通しました。私の指摘した

い問題の区間は、「大塚工区」と称され、旧道

は時間規制の一方通行の道路がありましたが、

その東側に新たに片側２車線の立派な道路が抜

けまして、地域住民は大変感謝をしておりま

す。ところが、この道路用地として、仮にＫ氏

としますが、Ｋ氏の個人住宅がかかることにな

りまして、本人も一度は移転を決意して契約書

に印鑑を押しました。しかし、Ｋ氏が別の土地

を物色する中で、Ｋ氏の奥さんは、住みなれた

土地を離れたくないと毎日のように迫りまし

て、Ｋ氏もたまりかねて、半減した細長い土地

に木造３階建ての親子三世代の住宅を敷地いっ

ぱいに建てまして、普通車３台がやっと駐車で

きるスペースしかないような状況になりまし

た。その後、工事が終わりまして、隣接地は不

用地のような緑地帯予定の土地が10年近く放置

をされてきました。私の察するところ、Ｋ氏が

払い下げを希望したこと、あるいは250万円程度

の工事だと思いましたが、予算の関係もあった

んだろうというふうに思っております。

ところが、ことしの２月に、息子さんが仕事

から帰ってきたところに、土木事務所からとい

うことで、「工事に入ります」との最後通告が

ありまして、３月にかけて工事が行われまし

た。工事の内容は、道路側に既に植えてあるク

ロガネモチの木と同じ木が二重に植えられまし

た。私も工事が行われ始めて現地に行きまし

て、どうしたものかということで、県土整備部

長に、「この状況を見てくださいよ」というこ

とで電話をしました。また、最後まで少しでも

土地の払い下げを希望していたＫ氏の立場を、

同じ地区に住む住民として要望しないではおら

れない気持ちであります。

そこで質問ですが、工事に入る時点で、どの

ような情報のもとに工事を最終的に決断したの

か、検討経過をお尋ねするとともに、不必要

な、図面上だけで考えたような緑地帯を10年間

も放置されておったわけですが、今からでも壊

してでも、小さな庭が持てるような、この親子

孫三世代の生活権を保障してほしいと私も考え

るわけでありますが、部長の考えを伺いたいと

思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 生目通線の大

塚工区の緑地整備についてでございますけれど

も、この路線は、宮崎市街地の内環状線の一部

として位置づけをしまして、都市計画街路事業

で整備を図ったものであります。街路は、都市

における自動車交通を処理するだけでなく、良

好な都市環境を確保する上で重要な役割も担っ

ておりまして、特に本路線のように幹線道路の

計画に当たりましては、地域の状況に応じて、

歩道や植樹帯の空間を積極的に確保するよう努

めております。

御質問の場所につきましては、道路計画の結

果、周りを道路に囲まれた交差点部の細長い三

角地となったものでありますけれども、この付

近は、歩行者や自転車の交通量も多いことか

ら、潤いのある歩行空間を兼ねた緑地として、

平成５年度に都市計画決定をしまして、平成７
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年度にはその事業用地として用地買収をしたも

のでございます。この場所について、昨年、宮

崎土木事務所が現地を確認しましたところ、議

員御指摘のとおり、道路不用地と思われても仕

方のない不十分な管理状況にありました。これ

は、やはり早急に是正すべきとの判断から、緑

地整備に着手をしたものであります。

結果として整備が遅くなりましたことにつき

まして、大変申しわけなく思っております。議

員御指摘のように、円滑な公共事業の推進に

は、事業に御協力いただいた地権者の方への配

慮は重要と考えておりますけれども、この道路

用地の払い下げにつきましては、先ほど御説明

いたしましたように、必要な緑地として計画決

定をし、事業用地として買収をさせていただい

ておりますことから、困難であると考えており

ます。御理解をいただきたいと存じます。

○権藤梅義議員 お答えをいただきましたが、

私の質問の趣旨は、10年間放置した不用地を、

緑地帯としてやはり必要だと判断して工事を実

施されたんでしょうと聞いているんですね。今

の答弁を聞いていると、私が、この草ぼうぼう

の管理状態を悪いと言ったから、その工事を緑

地帯としてするんだというように聞こえると、

大変心外なんですね。また、記録にどう残って

いるかわかりませんが、本人は、最初に土木の

用地担当の人が訪問したときから、「当然のこ

とながら、敷地が半減するので、残地が出れば

換地をしてほしい」旨の発言はずっと一貫して

続けていたというふうに聞いております。いま

一度確認しますが、工事実施に当たりまして、

現地を再度点検する等、最終判断の検討はした

のか、しなかったのか。また、責任ある検討を

したのであれば、10年間も草ぼうぼうで放置を

してきたわけですから、しかるべき検討をした

けれども、こういう理由でできないと、はっき

り、夜にでも出向いて時間をかけてひざ詰めで

語り合うべきじゃなかったのかというふうに思

います。今回の工事強行に向けての説明は十分

だと考えておられますか。それとも、最初に用

地交渉に行ったときの精神を忘れてしまったん

でしょうか。部長の知る今回の説明の仕方につ

いて、いま一度お尋ねします。

○県土整備部長（山田康夫君） 緑地の整備が

おくれたことによりまして、不用地のごとく印

象を与えましたことは、大変申しわけなく思っ

ております。議員御指摘のとおり、今後は、関

係者に対して事業計画あるいは整備スケジュー

ル等の十分な説明を行いますとともに、二度と

このようなことが生じないよう、職員に対して

指導を徹底してまいりたいと存じます。

○権藤梅義議員 私も、都市計画法とその都市

計画決定の関係は、専門的にはわかりません

が、移転予定の人がここに、移転せずに家をつ

くったわけですね。当然それ以前に行った都市

計画というのは、それ以前に行っておるわけで

すが、それは都市計画決定した後に個人が家を

建てた。宮崎市も100％に近い建ぺい率で建築確

認を承認したと。こういうことが事実として起

これば、その時点から考えてやるべきじゃない

か、配慮してやるべきじゃないかというふうに

思うんですね。都市計画の決定の修正というの

は、ただし書き等はないんですかと。今回のよ

うに修正すべき事実が発生して、10年間も放置

して、都市計画法は、そういうものを見直すと

か、あるいは修正するという項目はないんで

しょうかと。私も部長に電話をしたときには、

いい悪いは別にして、大岡裁きというような、

親子三世代の人の生活権を尊重すると、そうい

う立場からの検討はできないのかと、そういう
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趣旨のことは述べたというふうに思っておりま

すが、いかがですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 都市計画変更

をしてやるべきじゃないかという御質問かと思

いますけれども、都市計画道路の変更につきま

しては、例えば、新たな道路が計画決定されて

新たに交差点が設けられた場合とか、あるいは

現在の道路構造令の幅員に変更したい、例えば

路線数をふやすとか、幅員を広げるとか、そう

いった場合等に計画を変更するわけでございま

すけれども、そういった公益上の観点からの理

由が要件になるというふうに考えております。

したがいまして、今回のように個人の生活権を

優先して都市計画の変更をするということにつ

きましては、困難であるというふうに考えてお

ります。

○権藤梅義議員 今の最後の部分はどうも腑に

落ちないんですね。本人は、今でもお金を準備

して、当初から言っておったんだから、ああい

う緑地帯をつくるんだったら買い戻したいと、

そういう気持ちを持っておるわけですよ。だか

ら、今の説明もありましたけれども、やはり私

は、この今の時代に、公が一個人を黙殺するよ

うなことはいかんというふうに思っておりま

す。いま一度、再検討をお願いしたいと思いま

す。

時間がなくなりましたので、瀬頭交差点と宮

崎港の残地処分については、土木部長はやらな

いでほしいと思うかもしれませんが、引き続

き、次の議会以降、やっていきたいというふう

に思っております。

以上で私の質問のすべてを終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○井本英雄副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あしたの本会議は、午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時59分散会
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