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◎ 代表質問

○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、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、外山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。衆議院選挙結果は、構造改革路線に

終止符を打ったという歴史的な選挙であったと

思います。社民党は先月18日の公示以来、平和

と福祉を基本に、「生活再建―いのちを大切

にする政治」を掲げ、社民党の基本的な考え方

と政策を訴えてきました。社会保障の削減や労

働法制の改悪により国民生活は厳しさを増す一

方で、一昨日、政府が発表した数字はそれを裏

づけています。７月の完全失業率は5.7％、また

生活保護世帯数は５月で121万5,000世帯を超

え、これも過去最多となっています。これら

は、パート、派遣、契約社員など、働く者に

とって不利な雇用形態を増加させた連立政権の

政策がもたらした結果であり、国民の中に、連

立政権は退陣してほしいといううねりが怒濤の

ごとく生じたことは当然だと思います。社民党

は、小選挙区、比例区合わせて37名の候補者を

擁立し、小選挙区で３議席、比例区で４議席、

合計７議席の現有議席を獲得することができま

した。御支持をいただいた有権者の皆さんに心

から感謝を申し上げます。

知事の政治姿勢についてお伺いをします。

今回の選挙結果について所感をお伺いしま

す。あわせて、９月１日付新聞によると、総選

挙前、自民党に対し、自身を党総裁候補とする

ことなどを条件に総選挙に出馬することを提案

し、自民党寄りの姿勢を鮮明にされたが、残念

かどうかわかりませんが、オファーがなく、御

破算となったと言われています。この騒動が自

民大敗の一因となった見方には、「あのとき自

民党が変わって提案を受け入れていれば、大敗

はなかったかもしれない」と反論されたと報じ

られています。知事は７月の全協及び９月議会

提案理由説明の中で、「議員、県民からいただ

いた御意見等を真摯かつ謙虚に受けとめ、残り

１年半の任期を県勢発展に全身全霊をかけ取り

組んでいく」と述べておられました。真意がど

こにあるのか、全く理解に苦しみます。御説明

をお願いします。

以降は質問者席から質問をします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今回の総選挙の結果は、多くの国民が、現在

の政治への閉塞感や手詰まり感、また日々の暮

らしに対する不満や将来への不安から、現状の

打破と変化を求めたものだと考えております。

新政権におかれましては、地域の実情、地方の

声に十分配慮をいただきながら、景気・雇用対

策など喫緊の課題はもちろんのこと、地方分権

・地域主権の実現など各種政策にスピード感を

持って取り組んでいただくことを期待しておる

次第でございます。

続きまして、議員御指摘の発言につきまして

は、マスコミから、さきの総選挙における一連

の私の対応が自民党大敗の原因の一つではない

かと尋ねられたことに対して回答したものであ

ります。この発言の趣旨は、「多くの国民が自

民党に変化を求めており、私も、日本のため

に、例えば中央集権から地方分権へと国家のあ
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り方を根本から変えるなど、政権与党として自

民党は変わってほしい、自己変革していただき

たいと申し上げました。しかしながら、こうし

た声に十分にこたえることができなかったこと

が敗因の一つではないか」と申し上げたもので

あります。以上です。〔降壇〕

○外山良治議員 そのことと、自分自身がオー

ダーを出してオファーがなかったこととどうい

う関係になるんでしょう。

○知事（東国原英夫君） 御質問の趣旨が

ちょっとわかりませんが、オファーを出してオ

ーダーがなかった―オーダーはあったんで

す。自民党さんから出馬の要請があったので、

私としては、出馬の条件として２つ提示させて

いただきました。それは地方分権、全国知事会

のあの条項、７項目を全部のんでいただくとい

うことと、それを実行していくためにはそれな

りのポストが必要だということで総裁というこ

とを条件とさせていただきまして、総裁になる

ためには総裁選挙の条件等々、推薦人だとか、

やり方すべてを変えていただく、自民党の体

質、自民党のシステム、そういったものを多く

変えていただくということを要求させていただ

きまして、それに対する満足な答え、つまり知

事会の要望の７項目のうち、すべてをのめない

ということがありましたので、出馬をお断りし

たということでございます。

○外山良治議員 私に言わせれば、たかだか２

年の頑張り―もちろん知事は頑張っていただ

いていると思いますが、２つのオーダーを出し

てオファーがなかったと。僕もこういう世界に

足を入れて約30年近くなります。もちろん、た

くさんの自民党の市会議員、十分存じておりま

す。彼らがどのような毎日を過ごしているか。

本当に大変な、ある議員は、早朝４時、５時、

牛の世話をして、議会に出てくる。プラーっと

する暇はない。そういう議員が、自民党の方々

が頑張っておられる。それをたかだか２年、３

年、知事をやったからといって、そういう方々

のふだんの思いというものを含めて、知事が２

年でおれを自民党総裁にせえとか、そういった

ことを挙げること自体が、自民党員の方々に対

して、また自民党の地方議員の方々、国会議員

の方々に対して、思い上がりも甚だしい、そう

いう気が正直しました。改めていただきたいと

いうふうに考えます。このことで余り議論する

と次ができませんから、次に移ります。

あの構造改革というものが何を残したか。以

前、今から20年前、30年前、40年前というのは

一億総中流と言われておりました。まさしく格

差が非常に少ない社会を破壊した。一方、日本

の大企業は02年から６年間、過去最高益を更新

しております。ごく最近の日本経済新聞によれ

ば、一部上場企業、たしか1,690社の内部留保、

これは国外17兆円も含めて240兆円という莫大な

内部留保をしております。一方、その富を生み

出した勤労者の所得は10年連続で低下しており

ます。これは経営側の厳しい賃金抑制と言われ

ております。さらに、厚労省が31日発表した７

月の勤労統計調査によると、平均賃金は前年度

比4.8％減の36万5,922円となっています。不況

が長引く中、依然として厳しい状態が続き、自

殺者は11年連続３万人以上を記録して、21年も

この傾向は続いています。構造改革、規制緩和

は、都市と地方、所得、教育、医療、雇用、福

祉、命等々、すべての分野で破壊と格差拡大を

もたらしています。

まず、雇用についてお伺いをします。９月７

日に、田野町と清武町の２カ所に太陽電池工場

を立地している昭和シェルソーラー株式会社が
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日立プラズマディスプレイ株式会社宮崎工場を

買収し、大規模な新工場の立地が決定との説明

がありました。説明によると、太陽電池工場と

しては世界最大級の規模、約1,000億円を投資

し、約800人の雇用予定とのことですが、これ

は、本県経済の活性化や雇用創出に加え、関連

企業の本県進出や地元企業との取引拡大等、波

及効果は大なるものがあると期待されていま

す。まず、関係された職員に対して心から敬意

と感謝をいたします。そこで、お伺いをいたし

ます。昭和シェルソーラーの進出に伴い、どの

ような波及効果が期待されるのか、答弁をお願

いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の立

地の波及効果についてであります。今、議員が

質問の中で波及効果につきまして、約1,000億の

投資額、あるいは約800人の雇用者数、地元企業

との取引拡大などについておおよそ述べられま

したので、それに加えてお答えしますと、今回

の立地は、大量の製品出荷等によりまして本県

の物流体系の大幅な改善につながる、また地元

企業の技術高度化、あるいは大学等と連携した

人材育成への取り組み、県内金融機関や小売業

・サービス業の活性化など、さまざまな波及効

果が期待されております。また、太陽電池の一

大生産拠点が県内で具現化することによりまし

て、現在、本県が進めておりますソーラーフロ

ンティア構想の推進にも大きな弾みがつくもの

と考えております。以上でございます。

○外山良治議員 わかりました。期待をしてお

きます。

昭和シェルソーラーに対する補助金をどう考

えているのか。また、日立プラズマディスプレ

イに交付した補助金はどうなるのか質問をしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 補助金に

ついてでございますが、まず、昭和シェルソー

ラー株式会社に対する企業立地促進補助金につ

きましては、今後、具体的な投資額や雇用者数

が明らかになると思いますので、その実績等に

基づき交付してまいりたいと考えております。

次に、日立プラズマディスプレイ株式会社に

交付した補助金についてでございますけれど

も、本県の企業立地促進補助金は、企業が立地

し操業を開始することにより、県内に新たな雇

用が創出されることや、県内経済が活性化され

ることを目的としておりまして、同社の場合、

実際に操業を開始し、雇用が確保されたという

実績がありましたので、補助金を交付したもの

でございます。なお、現在の県の企業立地の補

助制度では、企業が早期に事業撤退した場合に

おける、既に交付した補助金の取り扱いにつき

ましては、地方の条件不利地である本県が企業

立地を促進する観点から、特段定めていないと

ころでございます。以上でございます。

○外山良治議員 日立に対する補助金は、過

去、17年、18年、19年だったと思いますが、そ

れぞれ幾らですか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 平成17年

度に２番館増設に対して５億円、平成18年度と

平成19年度に３番館増設に対してそれぞれ５億

円を補助しておりまして、合計で15億円でござ

います。

○外山良治議員 ２年前に５億交付して、今現

在では撤退と。補助金を多額、15億円出して、

２年間経過後に撤退した。しかし、その返還の

規定はない。今後、何があるかわからない。そ

こで、返還規定というものをある程度設けてお

く必要があるのではないかと思いますが、答弁

してください。
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○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 誘致した

企業が最先端産業の大企業であっても、近年の

グローバル化した産業、経済の中では、市場の

変化あるいはスピードを予測できないこともあ

りますので、短期間で撤退する場合も考えられ

るわけでございます。補助金交付要綱に事業継

続期間を定めることによりまして、地方での立

地を検討している企業が本県立地を敬遠するこ

とも予想されますので、そのあたりの対応につ

いては慎重な対応が必要と考えています。しか

し、補助金額が高額となる場合、その交付に当

たっては、より慎重な対応が必要であると我々

は十分認識しております。企業、地元がともに

望ましい形での交付について、今後検討してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。

○外山良治議員 地方の悲哀というものを十分

感じさせる答弁でした。非常に悲しくなりま

す。

次に、お伺いします。昭和シェルソーラー第

１工場、第２工場の雇用形態はどうなっている

のか、第３工場の雇用形態はどのような計画

か、お願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 雇用形態

についてでありますが、まず既に操業を開始し

ております第１工場と第２工場につきまして

は、現在、合計で約260人の従業員がおります

が、そのうち約６割が正規職員とお聞きしてお

ります。今回の第３工場につきましては、従業

員数が約800人ということはお聞きしております

けれども、具体的な進出計画を現在策定中であ

りまして、詳しい雇用形態につきましては、今

後示されるものと考えております。以上でござ

います。

○外山良治議員 ６割が正規ということは、逆

に言うと４割が非正規ということになるわけで

すが、担当部長、可能な限り正規職員をお願い

していただきたい。これは要望にとどめておき

ます。

次に行きます。昭和シェルソーラー雇用予

定800名のうち、日立からの400名についても新

規雇用としてカウントするのか、答弁をお願い

します。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 雇用予定

者数の考え方でございます。今回の第３工場の

従業員数約800人で、うち日立プラズマディスプ

レイ株式会社の従業員約400人を受け入れたい意

向であるとお聞きしております。企業の新規立

地に伴う最終雇用予定者数につきましては、各

企業の事業計画に基づきまして、当該企業の新

たな立地により何人が雇用されることになるの

かという視点で今まで掲げております。この雇

用予定者数には、一般的には、新規学卒者のほ

かに、製造業、サービス業、農林水産業からの

転職者に加えまして、過去に別の誘致企業で雇

用されていた方なども含まれております。した

がいまして、日立プラズマディスプレイ株式会

社を退社された方を昭和シェルソーラー株式会

社が採用される場合も、新規雇用者数として取

り扱うことにしております。以上でございま

す。

○外山良治議員 知事マニフェスト100社１万人

―日立プラズマの400名も以前カウントしてい

た。では、今度またダブルカウントする。電卓

で言えば、引き算の計算はできないプラスだけ

の電卓、こういうカウントの仕方がいいのかな

と。まあ、いいですわ。もうちょっと現実に

合ったようなカウントの仕方というものを考え

ていただきたいというふうに思います。

次に、雇用について、先ほど申し上げたよう
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に、失業率5.7％、非正規1,880万人、来春卒業

予定の県内高校生の求人倍率は７月末現在

で0.24倍と、４人に１人しか職がない等、厳し

い状況のもと、ハローワークは職を求める人た

ちによってあふれていると言われております。

質問しますが、東京都内中小製造業の技術・技

能の現状と、これを担う人材に関する諸課題を

明らかにすることを目的に、東京都労働経済局

総務部企画調査課による「都内中小製造業の技

術・技能集積と人材育成に関する調査報告書」

が出されております。それによると、東京の製

造業が今後とも活力を維持していくためには、

ものづくり機能を担っている技術・技能者の育

成がかぎとなる。技術の高度化に備えた継承体

制の確立のためだと思いますが、教育、職業訓

練、人材育成支援、設備の高度化への支援、技

術・技能動向に関する情報支援を総合的に展開

していくことが求められているとしています。

県内の実態等、調査されていると思いますが、

答弁を求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県では、

第８次の宮崎県職業能力開発計画を策定するに

当たりまして、平成17年度におきまして、企業

等がどのような人材を求めているか等の調査を

行っております。この調査におきましては、県

内 2 , 0 0 0 事業所を対象として調査を実施

し、1,234事業所から、技能者の充足状況あるい

は人材育成の取り組み等について回答を得たと

ころでございます。調査の結果としましては、

全体の32.9％の事業所において、「技能者が不

足」または「やや不足している」との回答があ

りました。製造業におきましては溶接工や金属

工作機械作業員、サービス業ではホームヘルパ

ーや介護福祉士、コンピューター関連ではＳ

Ｅ、プログラマー、ソフトウエア開発技術者が

不足しているなどの回答を得たところでござい

ます。以上でございます。

○外山良治議員 職業能力開発促進法第４条２

項によると、国及び都道府県は、その責務とし

て、職業を転換しようとする労働者、その他職

業能力の開発及び向上について特に援助を必要

とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事

業主団体等により行われる職業訓練の状況等に

かんがみ、必要とされる職業訓練の実施に努め

なければならないとされているが、当該規定を

受けて、離職者、在職者及び学卒者に対する職

業訓練に対する本県の取り組みについて答弁を

求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 離職者、

在職者及び学卒者に対する職業訓練についての

本県の取り組みでございますが、県立産業技術

専門校におきましては、学卒者及び在職者を対

象に施設内訓練を実施しており、離職者等につ

きましては、民間教育訓練機関を活用して委託

訓練を実施しているところでございます。

○外山良治議員 公共職業能力開発施設に関す

る過去５年間の就職率の推移について答弁を求

めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県立産業

技術専門校の就職率についてでございますけれ

ども、平成16年度から平成20年度までの５年間

の就職率を申し上げますと、平成16年度98.9

％、平成17年度99.0％、平成18年度96.8％、平

成19年度98.9％、平成20年度96.3％となってお

りまして、90％台の上位を推移しているところ

でございます。

○外山良治議員 本県の公共職業能力開発施設

はニーズを十分に満たしているか、九州各県と

比較して定員及び教科、本県の公共職業能力開

発施設にない施設、教科を求めて他県へ移動し
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た件数等、答弁を求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在の県

立産業技術専門校の訓練科等につきましては、

その設置に当たりまして、企業に対するニーズ

調査を実施しまして、業界団体の意見等を踏ま

えて決定されたところでございます。また、県

立の産業技術専門校の定員及び訓練科の状況に

ついてでございますけれども、７つの訓練

科、130名の定員となっております。また、本年

４月時点で九州各県の状況を見ますと、定員及

び訓練科とも各県の地域実情によって異なって

おります。それから、他県の公共職業能力開発

施設を受講している本県出身の訓練生について

でございますけれども、そのような実態があり

ますことは、学校基本調査等で承知しておりま

すが、正確な数値については把握していないと

ころでございます。

なお、県立産業技術専門校も開校後５年が経

過しておりまして、雇用情勢や社会構造等も大

きく変化しております。今後、企業ニーズ等を

十分踏まえた専門校のあり方について検討して

いく予定にしております。以上でございます。

○外山良治議員 部長、一連のおたくの答弁、

本当にばらばら答弁。何でかいうと、17年に調

査をしたと。溶接とかＯＡというものの希望が

高かったと。今の西都、その２つの教科、あり

ますか。答弁してください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 先ほど

ちょっと申し上げましたが、溶接工や金属工作

機械作業員、非常に要望が高かったと申し上げ

ましたけれども、これについては現在の専門校

の構造物鉄工科で対応しています。以上でござ

います。

○外山良治議員 教科としてはありますかと聞

いている。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 教科とし

てはありませんが、構造物鉄工科で対応ができ

ると考えております。

○外山良治議員 あなたがどう考えようと、な

いでしょうが。例えば福岡は、自動車整備科、

ものづくり溶接科、ＯＡビジネス科、機械技術

科、たくさんの科があります。こういった科を

設けて、宮崎県は技能者集積宮崎県、そういっ

た取り組みをしなければ、全部宮崎県、ばかに

される。そして、企業ニーズは溶接が多い、Ｏ

Ａが多い。その技術を身につけるために県外に

流れていく。実態調査はしたことがない。もう

答弁がばらばら。そこで、青年開発隊のことが

問題になっている。青年開発隊を職業能力開発

促進法で言う施設として転用して、積極的利用

促進を図るべきと思うが、答弁をしてくださ

い。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今の御質

問の前に、先ほどサービス業でホームヘルパ

ー、コンピューター関係でプログラマー、今、

議員がおっしゃいましたけれども、こういうも

のの対応については委託訓練等で実施しており

まして、その科目がないから訓練がやられてい

ないということではないと私は認識しておりま

す。

それから今、御提案があったものにつきまし

ては、先ほどもちょっと申し上げましたよう

に、今後、県立産業技術専門校のあり方につい

て十分議論していかなきゃいけないと、私は

思っております。その中で、新たな施設整備に

つきましても、その必要性も含めて議論してま

いりたいと考えております。また、新たな訓練

科の設置につきましては、一定数の訓練者が確

保されなければ運営が厳しくなるわけでござい

ます。各県、隣県等との連携した取り組みと
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か、今、九州知事会では政策連合で政策テーマ

によって広域的な検討、こういう議論もやられ

ております。そのあたりも含めてトータルとし

て、本県の産業専門技術校の訓練科、あり方等

について今後十分議論してまいりたい、検討し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○外山良治議員 宮崎県の職業訓練、本当に貧

弱、研究段階ではない。何のために企業意向調

査をすんのんかと。先ほど申し上げたように、

今の社会にマッチした技能者というものの教

科、それは10年前、20年前から準備をしておい

ていただきたい、これは強く要求しておきま

す。就職率、ほとんど100％、需要があるか、こ

れは教育の問題とも関係してきますが、私ごと

で恐縮ですが、足がない、しかし職業訓練校を

出て技術では負けない。そのことによって子供

３人つくることができた。そういう技能者、技

術者が社会にいかに貢献していくのか、その場

の提供は、法律に規定してあるように、都道府

県の責務としてうたってある。その責務を果た

してこなかった宮崎県の商工観光労働部サイド

の問題、今後、十分注意してください。

次に、耕作放棄地についてお伺いをします。

日本の農村社会は、何百年も同じところに住

み続ける定住社会が基本であり、それを支えて

きたのは農林水産業であったと思います。しか

し、山間地域だけではなく、多くの農村で限界

感を感じている住民の方が増加していると思い

ます。

私が住んでいる赤江地区には、わずか25平方

キロメートルに５万6,000人が住んでおります。

年々、世帯数、人口がふえています。その一方

で、この春に合併した日南市は、赤江地区の

約20倍に当たる536平方キロメートルに赤江地区

と同じ５万8,000人が住んでいますが、過去５年

間で3,000人以上減少している状況にあります。

定住が基本であった農村社会がなぜすたれてい

くのか。答えは明白です。基幹産業である今の

農林水産業では、農業後継者を十分に残せない

からであります。宮崎県では、限界集落のこと

を「いきいき集落」と呼んでいますが、後継者

を残せないような農林水産業では、先行きに不

安を感じないほうがおかしいと言うべきでしょ

う。つくる人がいなければ、農地も山も海も荒

れてしまいます。今後、農村部ではどんどん人

口が減少し、後継者が夢を託すべき農地の荒廃

が加速的に進んでいくのではないかと心配をし

ております。

平成17年の農林業センサス調査結果では、日

本の食料基地として第６位の農業生産額を誇る

本県に4,685ヘクタールもの耕作放棄地が存在し

ており、５年前より240ヘクタール、10年前よ

り1,665ヘクタール増加しております。4,685ヘ

クタールの農地で米をつくったら、宮崎市で１

年間に消費する米を補っても余りある量に相当

します。今後、世界規模で食料需給が逼迫する

と見込まれておる中で、看過できる数値ではあ

りません。ここで、この国の食料を賄う資源で

あるはずであった4,685ヘクタールもの耕作放棄

地を県はどうしていくつもりか、特に山間地域

では過疎・高齢化が同時進行するために、どの

ような対策を考えておられるのか、担当部長の

答弁を求めます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県では平

成20年度より、耕作放棄地の解消対策として、

みやざきフロンティア農地再生事業を実施いた

しておりまして、全市町村にプロジェクトチー

ムを設置するとともに、33名の専任コーディネ

ーターを配置しまして、耕作放棄地の再生整備
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に取り組んでいるところであります。さらに、

耕作放棄地の再生整備に加えまして、ハウスな

どの営農施設や農業機械等の導入、市民農園、

直売所等の整備についても支援を行うなど、積

極的な事業推進に取り組んでいるところであり

ます。特に御指摘の山間地域では、鳥獣被害が

大きな問題となっておりますので、防止施設等

との一体的な再生整備とあわせまして、放牧や

収益性の高い新品目の導入などの支援を行い、

経営の安定と後継者の確保を図ってまいりたい

と考えております。

○外山良治議員 今、担当部長の答弁がござい

ました。そのような取り組みを将来取り組まれ

た場合、4,685ヘクタールの耕作放棄地が解消さ

れるという自信がありますか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 4,685ヘクター

ル、これはセンサス数字でございます。昨日お

答えさせていただきましたけれども、昨年度、

耕作放棄地の全体調査をさせていただきまし

た。この中で、本県で2,907ヘクタール、放棄地

があるということが確認されております。その

中で、農振農用地区域内にありまして、今後再

生すべきとされた農地というのが1,209ヘクター

ルございます。その他の部分につきましては、

現状が山林原野となっているといったところも

ありまして、そういうところについては復元が

非常に厳しい状況にあるというふうに受けとめ

ています。

○外山良治議員 私が申し上げたいのは、過

去、耕作放棄地が増加していると。そのことに

さまざまな事業展開をして、4,685ヘクタール以

上にふやさないということを約束できますか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 約束と言われ

ますとあれなんですが、最近ふえております耕

作放棄地、センサス数字で議員のほうから御指

摘ございました240ヘクタール、ここ５年間でふ

えているということでございますけれども、こ

の大半が相続等により非農家が所有している

分、240ヘクタールのうち230ヘクタールは非農

家の方に譲渡されるという実態がございます。

今後、耕作放棄地の発生を抑制していくために

は、不在村地主さんあたりも含めて対策が必要

じゃないかというふうに思っております。こう

いったことから、本年６月に成立しました改正

農地法では、農業委員会による農地の利用状況

等調査を毎年やるということになっております

し、さらには、農地の相続をされる場合は農業

委員会に届け出をしていただくといったことが

義務づけられておりますので、こういった

チェックシステムあたりで新たな放棄地の発生

につながらないように、抑制できるように、最

大限の努力をしてまいりたいと思っておりま

す。

○外山良治議員 地域別では、どの地域の耕作

放棄地がふえていますか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） いろいろ調査

した結果を見ますと、都市部と山間地域が増加

しているといった傾向のようです。

○外山良治議員 それはどこですか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 町村ごとに見

ますと、ここ５年で宮崎市が50ヘクタールふえ

ております。あと山間部といいますか、多いと

ころは高鍋あたり26ヘクタールふえております

し、高岡あたりも28ヘクタールという状況でご

ざいます。

○外山良治議員 そういった地域を重点的に指

導していく、地域ごとのプログラム、そういう

ものをしっかり立てて指導していただきたいと

いうふうに強く要望しておきます。

新しい政権においても、安全・安心な食料の
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自給は大きな課題になると思いますし、何より

も夢がなければ若者は地元に定着しません。こ

のため、今後、確実に成果が上がるようしっか

りと取り組んでいただくよう、強く要望しま

す。

次に、林業についてお伺いします。

九州の林業所得は79万5,000円ですが、宮崎県

の所得は幾らですか。また、林業担い手の現状

を見ると、平成７年度林業就業者数4,232名が17

年度は2,311人と、45％減少しています。うち65

歳以上は516人、22％です。所得、担い手等を見

ると、林業の厳しさがかいま見えます。林業担

い手を確保するには、林業所得確保につながる

県産材の需要を拡大することが最重要と思いま

す。本県の県産材の需要拡大対策について答弁

を求めます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 御質問の林業

所得につきましては、農林水産省の林業経営統

計調査がありますけれども、この調査では標本

数の関係から、全国と、九州を初めとします各

ブロックごとのデータしか公表されておりませ

ん。しかしながら、九州ブロックの調査戸数の

約３割を宮崎県が占めておりますことなどか

ら、九州全域の統計とそれほど差はないという

ふうに思っております。ただ、このような状況

もありますので、林家の現況というのは非常に

厳しい状況にあるというふうに考えておりま

す。そういう中で、県産材の需要拡大というも

のが大変重要だというふうに考えておりまし

て、県では、素材の生産から流通・加工に至る

コスト削減や、乾燥材等の品質や性能の確かな

製品づくりなど、外材や他県産材との競争に打

ち勝つ安定供給体制づくりを進めるとともに、

大消費地におけるトップセールスや産直住宅の

推進に努めておるところでございます。特に、

今年度は県内の住宅着工が落ち込んでいること

から、木造住宅建築の後押しをするために、大

黒柱１本を含む杉の柱81本を120棟分提供する事

業にも取り組んでいるところでございます。林

業所得の確保には県産材の需要拡大が一番の方

策というふうに考えておりますので、今後と

も、関係団体との連携強化を図りながら、より

一層の取り組みを推進してまいりたいというふ

うに考えております。

○外山良治議員 直近の担い手数は何名です

か。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業従事者の

数といいますのが、直近といいますか、一応国

勢調査によりまして調べたデータがあるわけで

ございますけれども、それによりますと、県内

で2,311名が林業に従事しているということが言

えると思っております。

○外山良治議員 直近は幾らですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） センサスは確

かに古いデータではあります。直近のデータに

つきましては、センサス以外に、環境森林部と

いたしまして、林業経営事業体等々いろいろと

数を当たっておるところでございますが、そこ

らあたりを踏まえますと、2,000名ぐらいはいる

のではなかろうかというふうに考えておりま

す。

○外山良治議員 2,000名ぐらい、これもほとん

ど当たっていないでしょう。というのは、過去

のトレンドから見ると、平成17年が2,300人、平

成７年が4,000人、これからすると1,300人程度

だろうと推察ができます。2,000人はどこから来

たかさっぱりわかりませんが、過去の統計から

見ると、そうなる。今までいろんな取り組みを

してきたとおっしゃいますが、確実に急減して

いる。僕もこういった席に25～26年おります
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が、そのことに対する答弁と現状、これだけ乖

離があると、もう嫌になってきます。所得を見

てごらんなさい。79万5,000円ですよ。こういう

人、何食うてはんのんかなと。例えば、僕は思

います。農業というのは所得補償する。林業は

所得補償ないんでしょうか。県単で取り組まれ

たらどうですか。例えば立米当たり、今7,000円

ぐらいですか。採算ラインは立米当たりどのく

らいですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） いろいろと採

算ラインの考え方はあるわけでございますけれ

ども、現在、木材価格が非常に低下しておりま

す。8,000円台になっておりますけれども、木材

価格が１万2,000円ぐらいになれば、何とか林家

の方はやっていけるんじゃないかというふうに

考えております。

○外山良治議員 だから、所得補償制度を県単

でやったらどうですかという質問をしている。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 所得補償制度

につきましては、農水省、国のほうもいろいろ

と検討されるというふうに聞いておりますけれ

ども、県といたしましては、現在、森林整備に

ついて、公益的機能を持っているという観点か

ら、それなりの補助をしておりますので、それ

にて対応させていただきたいというふうに考え

ております。

○外山良治議員 山が怒りますよ。山口、福

岡、静岡、ちょっとした雨で人間が20人､30人死

んでいく。山の怒りですよ、あれは。農地を守

ること、山河を守ること、これは人間の大事な

責任だと思う。そういう視点から林業を大事に

する、そういったことをしっかりと行政の中心

として踏まえていただきたい、これは強く要望

しておきます。

医師不足対策についてであります。

全国的に深刻化する医師不足は、救急医療や

僻地医療、小児医療など、本県の地域医療体制

にも大変重大な影響を生じさせています。この

ような事態を受け、国においては近年、相次い

で大学医学部の定員増を打ち出すなど、これま

での政策の転換を図っており、また県において

も、医師の養成確保を重点施策に掲げて、医師

派遣システムや医師修学資金貸与制度など、独

自の施策を展開しております。

こうした中で、来年度、宮大医学部に開設予

定の地域医療学講座が、本県における新たな医

師確保策として注目をされています。地域医療

を担う医師の養成を目的として、地域医療の現

場への医師の派遣という効果が期待される取り

組みについて、社会民主党としては、さきの６

月議会における鳥飼議員の一般質問でも主張し

たとおり、県が積極的に支援すべきと考えま

す。そこで、知事にお伺いをいたします。さき

の自民党、野辺議員に対する答弁で、県は、国

の地域医療再生臨時特例交付金を活用して、こ

の地域医療学講座の運営を支援していく考えの

ようでありますが、来年度からの講座運営に向

けて宮大の準備は順調に進んでいるのか、お伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎大学では、来年

４月の講座開設に向け、ことし４月に地域医療

連携室を設置されまして、２名の教員を配置し

て、その準備に当たっているとお伺いしており

ます。現在、この２名の教員を中心に、地域医

療学の教育・研究体制の構築に関する学内の調

整や、外部からの新たな教員の確保等を進めて

おり、講座開設に向けての準備は順調に進んで

いると伺っております。

○外山良治議員 講座開設の支援に向けた地域

医療再生基金の造成や予算化について、今後ど
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う進めていくのか、お伺いをします。

○知事（東国原英夫君） いわゆる地域医療再

生基金につきましては、本年度の国の補正予算

で措置された地域医療再生臨時特例交付金の交

付を受け、造成することとなります。この交付

金の交付を受けるため、現在、県において、本

県の地域医療が抱える課題を整理し、その解決

に向けた具体的方策を地域医療再生計画として

取りまとめる作業を進めておりまして、10月中

に国に提出する予定としております。その後、

国が審査を行い、必要額を交付することとなっ

ておりまして、それを受け、基金の造成と事業

の予算化を進めることとしているところであり

ます。新政権におかれましては、この基金をぜ

ひカットしないようにお願いしたいと思いま

す。

○外山良治議員 10月に申請して、交付決定を

して、恐らく来年には基金条例を設置して、新

年度ぐらいに予算化、こういうプログラムにな

るであろうと。新政権―ちょっと言わんでい

いことまで言いはるなと思いながら聞いていた

んですが、民主党の方々の今までの説明では、

大事な点についてはそのまま執行する、不要不

急、緊急性がない点については凍結もあり得

る、執行停止もある、そういうふうにまじめに

言っているわけですから、知事、こういった命

に関することは執行停止なんかするものです

か。

地域医療体制の充実は、県民の暮らしの安全

・安心の観点から最も基本的で重要な問題であ

ります。今後も引き続き、宮崎大学と密に連携

して、この取り組みが期待される十分な効果を

上げられるよう、全力で取り組んでいただきた

いと思います。知事の決意をお願いします。

○知事（東国原英夫君） この講座におきまし

ては、本県の地域医療の実態分析、医師の効率

的な配置に関する研究や教育を行うとともに、

大学附属病院等と連携しながら、幅広い疾患を

診療できる能力を身につけた、いわゆる総合医

の養成に取り組むこととなっております。ま

た、宮崎大学はもとより、自治医科大学等他大

学の卒業医師、出産・育児等により休職中の女

性医師等の受け皿となり、医師の復職支援や

キャリアアップにも取り組むこととなっており

ます。さらに、将来的には、養成した医師を中

核病院等に派遣する機能も担うと聞いておりま

す。したがいまして、県としては、地域医療の

研究・教育の充実はもとより、医師不足が深刻

化する中、新たな医師の養成確保策として、ま

た女性医師対策としても効果が期待できるもの

と考えております。

○外山良治議員 続いて、命の格差についてお

伺いをします。

所得の減少、失業等、厳しい環境の中、警察

庁が公表している月ごとの暫定値で、ことし１

月から７月に自殺した人は全国で約２万人に上

り、昨年の同期間より約1,000人増加をしている

ようです。本県は196人で15人減少しています。

しかし、７月の完全失業率5.7％、所得の減少、

生活保護世帯など過去最悪になるなど、社会の

環境は、うつ病、自殺の引き金になる要因が社

会全体を覆っていると言えます。平成19年ご

ろ、自殺者は本県、約400人、未遂者は10倍

の4,000人である。未遂者の情報は警察及び救急

病院等に一部ある。再発防止的視点から、警察

情報を関係部と共有し、有効活用を図るよう求

めてきました。09年５月、「厚生福祉」に、

「自殺未遂者対策で大阪府警と大阪市が連携し

て自殺死亡率を減らそうと今夏から取り組み、

今年度中に市内全域で実施する方針」との記事
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が掲載をされていました。本県警察の取り組み

について答弁を求めます。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えします。

宮崎県では、宮崎県自殺対策推進本部を設置

して総合的な自殺対策を推進しているところで

ありますが、警察の取り組みについて申し上げ

ますと、まず自殺企図に係る急訴事案、警察安

全相談などにおいて自殺企図者を把握いたしま

した場合は、本人もしくはその家族に対して、

宮崎県自殺対策推進協議会が発行しております

リーフレットを配付するなどして、自殺防止セ

ンター等の相談窓口がある、こういったことを

教示いたしますとともに、専門家によるカウン

セリング等を受けるよう粘り強く働きかけをし

ているところでございます。さらに、本人もし

くはその家族から情報提供の同意が得られれ

ば、プライバシーの保護には十分配慮しなが

ら、自殺企図者に関する情報を知事部局のほう

に提供することといたしております。平成20年

中におきましては、109名の自殺企図者を把握い

たしまして、そのうち同意が得られた35名の方

の情報を提供しているところでございます。警

察といたしましては、今後とも、自殺企図者の

把握に努めまして、相談窓口の教示、情報提供

について関係機関と緊密な連携を保ちながら、

自殺防止対策に真摯に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。以上であります。

○外山良治議員 ありがとうございました。同

意が得られた方について各保健所に通報してい

ると。保健所は通報を受けてどういう対応をさ

れているんでしょうか、答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 保健所におき

ましては、警察からの情報を受けて、プライバ

シーの範囲におきまして、連絡をとれる方に対

し、いろいろお話を伺うという形の中で相談に

応じていくということでございます。内容とし

ては、それ以上のことはなかなかできませんと

いうことが正直なところでございます。

○外山良治議員 そこで、電話相談は午前９時

から午後10時となっています。以前にも質問し

たことがありますが、自殺時間は、今までの統

計から、自殺をしている時間というのがありま

す。人の活動が停止をした午前３時から６時ご

ろ、かつ月曜日に多発をすると言われておりま

す。時間変更とピアカウンセリングが必要と考

えますが、答弁をしてください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 自殺対策を進

めていく上で、電話等の相談窓口は大変重要で

あると考えております。このため県では、精神

保健福祉センターにおいて平日の午前９時から

午後７時まで、さまざまな悩みに対応する「こ

ころの電話」相談事業を実施しているところで

あります。また、民間団体におきましても、自

殺防止のための電話相談窓口が、毎週水曜日、

金曜日、日曜日の午後８時から午後11時まで開

設されております。電話相談の時間等の見直し

につきましては、相談に対応できる人材の確保

など解決すべきさまざまな課題がありますの

で、今後、民間団体とも連携しながら、よりよ

い方法について検討してまいりたいと考えてお

ります。また、自殺未遂者や遺族によるピアカ

ウンセリングにつきましては、これらの方々は

みずからも深く傷ついておられますので、その

活用は慎重に検討する必要があると考えており

ます。以上でございます。

○外山良治議員 先ほども申し上げましたが、

過去の質問と答弁、そして現状把握と行政の乖

離、これをどう考えてんのんかと。自殺は月曜

日に多い、午前３時から６時に多い、これは10

年前から議論されている。しかし、電話は、今
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やられているのは、水、金、日、午後11時ま

で。テレビ、新聞で自殺防止月間といって毎日

のように出る。コマーシャルがいっぱい出る。

内容はこういう状況、これではあかん言うてん

の。現状に何で合わせてくれへんのと言ってん

の。答弁してください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 議員が御指摘

のように、確かに時間帯によって最も多い相談

時間に対応できていないという部分がございま

す。私どもとしても、それは大きな課題だとい

うことで認識はしておりますので、民間団体等

とも、そのあたりについては、その実現に向け

て協議はしているところでございます。ただ、

その時間帯に対応できる相談員の確保というの

がなかなか難しいということもありまして、そ

のあたりは時間をかけて協議していきたいとい

うふうに考えております。

○外山良治議員 24時間365日、県民の相談を受

けてんのんは警察だけ、そういう面で言えば、

警察は偉いなと思う。警察がやっているわけで

すから、民間民間言うて―行政で一回取り組

まれたらどうですか。と申し上げますのは、例

えば私、よくここでも引用させていただきます

が、幻覚痛というのがある。この痛み、日常的

にはいい。痛みがあってもそんなに実感できな

い。ところが、本当に痛みを感じるのは人の活

動がとまったとき、これはたまらん。人間のメ

ンタル的なものも、みんなが寝静まって、家内

もいびきをかいて寝ている、そのときから心の

苦しみ、痛みというのは始まる。そのときに電

話をしようと。しかし、だれもそういったとこ

ろでは対応しない。これで本当の対策と言えん

のんかと。これ以上は申し上げません。また10

年後、だれかが一緒のことを言ったときにまた

一緒の答弁では困る。ぜひ考えていただきた

い、これは強くお願いをしておきます。

これも地域間格差の問題で、空き家対策につ

いてお伺いをします。

都市と地方の格差は、人口の流出、移動、偏

在をもたらし、派生問題も生じています。03年

総務省調査では659万戸が空き家となって、何と

全住宅の12％に住む人がいない状態で、不審火

や犯罪現場となる事例も多々発生をしていま

す。また、空き家のうち、売りも貸しもせず住

む人がいない、長期間不在となっている家は212

万戸とも言われております。本県の実態はどう

なっているか、答弁を求めます。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県の空き家

の実態についてであります。平成15年住宅・土

地統計調査によりますと、本県の空き家は５

万3,500戸でありまして、住宅総数49万400戸に

対してその割合は11％となっております。その

空き家のうち、賃貸や売却の予定がなく長期に

わたって不在の住宅につきましては、２万5,900

戸になっております。

○外山良治議員 ２万何千戸が売りも何もしな

い空き家のまま、ちなみに県営住宅の営業戸数

というのはたしか9,000戸ぐらいだったと思いま

すが、競争率が非常に激しい、７倍、８倍。で

は、この空き家というものを県営住宅として指

定して、有効利用を図ることはできないんで

しょうか。担当部長、答弁してください。

○県土整備部長（山田康夫君） 空き家の借り

上げによる県営住宅としての活用でございます

けれども、住宅の所有関係あるいはその位置、

規模、建設時期などがさまざまでございます。

また、そういったことから、安全性の確認ある

いは維持管理が困難であるということ、借り上

げに伴う新たな費用が発生することなど、県営

住宅として活用するにはさまざまな課題がある
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というふうに考えております。しかしながら、

この空き家につきましては、全国的な課題であ

ると同時に、やはり貴重なストックでもありま

すので、その有効な活用のあり方について、市

町村あるいは関係部局と連携しながら、今後と

も研究してまいりたいと考えております。

○外山良治議員 こういった問題についても、

私、市会議員になったころだったと思います

が、今から20数年前、武蔵野市で例えばリバー

スモーゲージ制度、御理解していただいている

と思いますが、こういった制度でやってきた。

研究というのは、また一緒の質問です。20年前

同じような質問をして同じような答弁をする。

一向に進歩がない。現実に、全国的には全住宅

の12％が空き家、そこで犯罪が発生をする、不

審火が発生をする。地域の中でそういう住宅が

できてくると、雑草が生い茂る、地域の環境が

荒廃する。そういうことをしないために、そう

いった有効利用というものもあっていいんじゃ

ないか。それを今から準備―もう今から遅い

んですが、担当部長、十分念頭に置いてくださ

い。

例えば、私の団地の中でも、知的障がい者の

グループホームとしてそういった利用もされて

おります。つい最近、ＮＨＫで７時半から約30

分、「かあさんの家」というのがありました。

全国放送で非常に反響があったと伺っていま

す。そういう利用もできる。その一つとして、

お願いしたように、9,000戸の県営住宅、市町村

住宅もそうですが、人が住んでいたから維持管

理、間を置かずして有効利用を図るということ

があっていいんじゃないか。今後、そういった

ことを十分踏まえて考えていただきたいという

ふうに強くお願いをしておきます。

次に、教育についてお伺いいたします。

経済協力開発機構の「図表で見る教育」によ

ると、日本は、国内総生産に占める教育への公

的支出の割合は3.3％で、データがある28カ国中

ワースト２位、また教育支出に占める家計負担

の割合は21.8％で、データ比較が可能な22カ国

中、韓国に次いで高かったと報告をされていま

す。

このような中、我が国では所得格差が各般に

わたって深刻な影響を与えています。文科省専

門家会議は８月４日、08年度の全国学力テスト

を受けた公立小学校の６年生について調査結果

を報告しています。それによると、年収1,200万

円以上の家庭で、国語、算数の正答率が約80

％、一方、200万円未満は約60％で、学力テスト

の結果と年収の関係が明らかになっています。

また、東京大学の大学経営・政策研究センター

調査によると、年収200万円未満家庭の高校生の

４年制大学進学率は約28％、1,200万円以上の家

庭では倍以上の約63％と報告されています。知

事及び教育長の所感と本県の実態について答弁

を求めます。

○知事（東国原英夫君） 所得と学力等につい

ては相関があるとの調査結果を、私も関心を

持って読ませていただきました。その中には、

子供の学力に影響を与える要因として、家計の

収入が挙げられておりました。しかし、ほかに

も、ニュースを話題にしたり、本の読み聞かせ

をしたりするなど、保護者の子供への接し方

や、新聞を読んだり、学校行事に参加すると

いった保護者のふだんの行動なども指摘されて

おりました。私は、子供たちは郷土の宝である

と思っておりまして、これらの調査結果も踏ま

えながら、今後も、本県の子供たちを保護者や

学校、そして地域と力を合わせてしっかりと育

てていくことが大切であると考えております。
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○教育長（渡辺義人君） 御紹介のありました

文部科学省が開催しました専門家会議で報告さ

れた調査によりますと、所得が1,200万円以

上1,500万円未満の家庭と、200万円未満の家庭

を比べますと、全国学力・学習状況調査の平均

正答率に約20ポイントの開きがあるという結果

が出ております。それから、東京大学が実施い

たしました調査結果を見ますと、所得が1,200万

円を超える家庭と200万円以下の家庭を比べます

と、４年制大学の進学率が約35ポイントの開き

があるという結果が出ております。この２つの

調査では、家庭の収入が高いほど正答率や大学

進学率が高い傾向にあるという結果が出ている

ところでありますが、この結果につきまして

は、調査の事実として受けとめたいと考えてお

ります。

なお、本県の実態につきましては、同様の調

査を実施しておりませんので、所得と学力ある

いは進学の関係について申し上げることはでき

ません。

なお、教育の本来あるべき姿ですとか、県教

育委員会の責務を考えますと、所得や家庭環境

にかかわらず、それぞれの教育現場におきまし

ては、一人一人の子供たちにしっかりと寄り添

い、確かな学力はもとよりでありますが、生き

る力をすべての子供にひとしく身につけること

ができるように指導していくことが、大切なこ

とではないかと考えております。以上です。

○外山良治議員 宮崎県の県予算全体における

教育予算の割合は、九州の中で最下位レベルで

す。県は、人づくりを県政の大きな目標に挙げ

ていますが、財政難を理由に、なかなか教育に

かける予算はふえていません。一人一人を大切

にするための教育はどうあるべきか、これから

の宮崎をどうするのか、どこに重点を置くのか

が問われています。教育予算の少なさは保護者

の負担増へとつながります。地域や保護者間の

経済格差が教育格差を生まないためにも、教育

予算の増額は絶対必要です。知事及び教育長の

見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 予算の内容の各県と

の比較につきましては、各県においてそれぞれ

さまざまな要因があると思われますことから、

一概に比較することは難しいと考えております

が、一般的に申し上げられますことは、教育予

算はその大宗をなす人件費に左右されるところ

が大きいということであります。本県の特徴と

いたしましては、児童生徒数が九州で３番目に

少なく、これに伴い、教職員の人件費につきま

しても相対的に小さな数値となっているところ

であり、このことが本県の教育予算の県全体予

算に占める割合を低くしている要因ではないか

と考えられます。私は常日ごろから、県勢発展

のかぎは人づくりにあると申しております。こ

れからも、郷土宮崎の発展を支える子供たちの

ために、教育予算には留意してまいりたいと考

えております。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会の業務に

つきましては、いわばマンパワーで支えられて

おりまして、本県教育委員会の予算は人件費

が88.9％を占めているところであります。知事

からただいまお答えがありましたけれども、各

県との予算比較につきましては、そのような要

因にも留意しておく必要があるのかなと思って

おります。教育委員会といたしましては、郷土

宮崎の発展を支える子供たちのために、教育予

算の確保につきまして、今後とも精いっぱい努

力してまいりたいと考えております。以上で

す。

○外山良治議員 公立小学校、中学校、高等学
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校における入学時における保護者の負担額はど

の程度になっているのか、それぞれ答弁をして

ください。

○教育長（渡辺義人君） 標準的な例として申

し上げますと、小学校の場合では、ランドセ

ル、体育服、絵の具セット、鍵盤ハーモニカな

どでおおよそ５万円程度が、中学校の場合で

は、制服、通学かばん、ジャージーなどで７万

円程度が必要になっているようであります。高

等学校の場合では、学科によって異なりますけ

れども、普通科では、中学校の入学時と同様の

学用品に、教科書購入費及び入学金が加わりま

すために９万円程度が必要となり、最も高額と

なる工業系では、実習服ほか３年間の実習に要

する経費が入学時にさらに含まれることになり

ますために、17万円程度が必要となります。以

上です。

○外山良治議員 非常に厳しい。小学校、中学

校、高校―小中は義務で義務教育と言われな

がら、保護者負担というのが極めて多額に上っ

ている。あわせて高校生にもなると入学時だけ

で10数万、大変な状況。極めて厳しい環境のも

と、保護者、教職員等から、2010年度「県立高

等学校の教育に関する要請書」「特別支援学校

の教育に関する要請書」が８月25日、知事及び

教育長に提出されています。積極的な対応を強

く要望します。

定時制・通信制における発達障がい等のある

生徒の現状についてお伺いをします。定時制高

校の在籍数872名、通信制高校の在籍総数は

約3,200人です。通信制高校における活動生

は1,314名、休眠生は1,876人となっています。

最近、十分な対応がないまま休眠状態となる方

々が増加していると伺っています。定時制・通

信制高校における発達障がい等のある生徒はど

の程度在籍しているのか、通信制課程の休眠生

を含めて実態を把握されているのか、把握して

いないとすれば、適切な環境整備及び休眠生を

出さないためにもプライバシーに十分配慮した

上で調査すべきと思いますが、それぞれ答弁を

してください。

○教育長（渡辺義人君） 定時制・通信制高校

における発達障がい等困難のある生徒につきま

しては、保護者や本人からの申し出によりまし

て、一部については把握ができておりますけれ

ども、全体の数については把握ができていない

ところであります。また、通信制課程におけ

る、お話にありました、在籍はしているものの

受講申し込みをしていない、いわゆる休眠生に

つきましては、転居したり、あるいはなかなか

連絡がつかなかったりして把握が難しい状況に

あります。

しかしながら、各学校には発達障がい等困難

のある生徒が少なからず在籍をしていることか

ら、その実態を把握し、対象生徒への支援体制

を充実させることは必要なことであると考えて

おります。発達障がい等困難のある生徒の実態

の把握に当たりましては、議員からもただいま

御質問の中でありましたように、当該生徒のプ

ライバシーに十分に配慮する必要がありますの

で、今後、他県における調査事例等も参考にし

ながら、実態把握に向けて研究してまいりたい

と思います。以上です。

○外山良治議員 簡単に言うと、3,200人、通信

制におる。1,300人が活動中、約2,000名が休眠

中、今、電話しても行方不明、わからない。わ

からないまで放置をしていたところに問題があ

る。十分、実態把握に努めるということでござ

いますから、行政施策を講じる場合にはまず実

態を正しく把握することと、私はかねがね思っ
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ています。今後、十分対応していただきたいと

いうふうに思います。

知的障がいについてお伺いいたします。行政

施策を講じるとき、対象者の正確な把握が前提

であるべきと思います。平成16年度と平成21年

度の療育手帳所持者の増減を見ると、県北部と

日向入郷の療育手帳所持者が約160人減少してい

ます。ところが、東諸県地区では約520名の増加

となっています。原因等特別な要因があるの

か、答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 療育手帳につ

きましては、知的障がい者またはその保護者

は、住所を変更したときはその届け出を、また

交付対象者が死亡したときは手帳の返還を、市

町村を経由し児童相談所に行うことになってお

ります。県北地区の療育手帳の保有者数が平

成15年度と比べ20年度に減少しているのは、17

年度、延岡児童相談所においてこうした届け出

等が十分になされていない状況を把握し、管内

の市町村の協力を得て住民基本台帳との照合に

取り組んだ結果であります。

○外山良治議員 簡単に言うと、正確な、基礎

的な情報管理がされていなかったことが明らか

になったと。今後の改善策について答弁をお願

いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 17年度の結果

を踏まえ、市町村に対し、手帳受給者等への指

導と住民基本台帳との照合の徹底を要請し、現

在は市町村から随時、各児童相談所に報告が行

われるようになっております。今後とも、市町

村と連携を図りながら、手帳の適切な管理に努

めていきたいと考えております。以上でござい

ます。

○外山良治議員 今から12～13年前、同じ質問

を宮崎市議会でした。またここで一緒の質問を

せないかん。どないなってますの。やっぱり

もっと真剣に考えてもらいたい。事故、病気等

で障がいを受けた場合、早期発見・早期対応が

基本であると言われています。本県の療育手帳

の取得年齢別交付実績を見ると、14歳取得が33

人で最も多く、12～15歳に集中しています。通

常であれば、母子保健法1.5・３歳児健診で発

見、取得者が多いと考えていましたが、療育手

帳の取得年齢が12～15歳の間に多いのはなぜ

か、答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 知的障がいの

早期発見については、市町村による乳幼児健診

等で対応しておりますが、療育手帳の取得時期

は保護者の判断によるところが大きく、進学時

など、子供の成長にあわせ取得されるケースも

少なくないと思われます。県といたしまして

は、保護者等への手帳制度の理解促進を図ると

ともに、事情により手帳を取得されない方も必

要な療育支援が受けられるよう、障がい児等療

育支援事業など在宅の障がい児のサポートに着

実に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。

○外山良治議員 最近、障がい児を持つおやじ

の会に出席しました。若いお父さんが、「残業

から帰宅すると息子が寝ている。この子さえい

なければと、首に手を当てたことが何回もあ

る。私は子供の面倒を余り見ていない。家内

は365日24時間見てくれている。日本一の家内で

す」と、涙を流して話しておられました。認め

たくない気持ちも十分理解ができる。母子保健

法で障がいがあるということがわかる。しか

し、そのことをちゃんとした説明していただい

て、障がいを受けても心配しなはんなと、こう

いった制度があるから十分やっていけますよと

いうようなフォローが今ない。だから、12～15
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歳に集中している、そのことが問題。おやじの

会の若いお父さんが、家内がいないところで首

をやった。しかし、力が入れられなかった。な

ぜそういうふうになるのかということを十分考

えていただきたい。答弁してください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 障がい児が将

来にわたり自立して生活していくためには、障

がいの特性やライフステージに応じた継続性の

ある支援体制の確保が重要であると認識してお

ります。このため、知的障がい児に対しては、

児童相談所及び知的障害者更正相談所はもとよ

り、地域での生活を支援する「そうだんサポー

トセンター」や特別支援学校、障がい者就業・

生活支援センター等の関係機関が相互に連携し

ながら、切れ目のない支援に努めているところ

であります。今後、一層これらの取り組みを関

係者の総力戦で進めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

○外山良治議員 精神障害者退院促進支援事業

は平成18年から実施されており、平成19年度か

らは、より一層充実が図られたものと思います

が、宮崎県における精神障害者退院促進支援事

業の内容及び実績について答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では平成18

年度から、３カ所の障がい保健福祉圏域で精神

障がい者地域移行支援事業を実施し、退院に向

けての啓発活動や、公共交通機関の利用方法等

の院外活動への同行支援、患者さんや家族への

相談・助言等を行っているところであります。

平成20年度までに70人の支援対象者のうち42人

が退院され、その住居の状況は、20人が自

宅、13人がグループホーム等、９人が民間アパ

ート等となっております。また、日中は、一部

重複がありますが、26人が家庭、12人が生活訓

練等利用、５人が福祉的就労となっておりま

す。県としましては、今後とも、一人でも多く

の精神障がい者の方が、地域の中で自立した生

活ができるよう支援してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○外山良治議員 担当部長、今現在、精神障が

い者は5,600人、そのうちの入院の1,005人を社

会へ出していこう、一般就労化しようと。一般

就労、18年から取り組み、現在まで何名です

か。

○福祉保健部長（高橋 博君） 一般就労につ

いては、実績はゼロだったと思います。

○外山良治議員 だったと思いますじゃなく

て、ゼロなんです。ですから、こういった方々

に対する就労支援、行政のあり方について真剣

に考えていただきたい。1,005人ですよ。それが

ゼロです。寂しくなります。

発達障がいについて質問ができませんでし

た。今後、また生きている間、質問していきた

いと思います。これですべて終わりたいと思い

ます。（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39分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、愛みやざき、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

を代表し、質問させていただきます。これまで

の質問や答弁も踏まえ、通告していた項目を一

部割愛させていただきます。

さて、本日は、いよいよ鳩山新政権が誕生す

る歴史的な日となりました。今回の総選挙では
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政権交代が実現し、また、これが今後の選挙で

も、国民目線を外した政治を行えば政権がかわ

る、政権選択の時代になったとも言えます。我

々愛みやざきも、県民目線を忘れずに頑張って

いきたいと思っております。そして本日は、東

国原知事の52回目の誕生日であります。誕生日

おめでとうございます。一つの節目でもあり、

県勢発展のために身をなげうって御尽力される

姿に、県民も励まされると思います。また１年

間、健康には留意されて、なお一層の活躍を期

待いたします。

それでは質問に移りますが、我々も県勢発展

のために一生懸命調査研究をしてまいりまし

た。執行部の皆様方には、積極的な答弁をよろ

しくお願いいたします。

まず、知事に、本県の行財政改革についてお

伺いいたします。県執行部は、厳しい本県の財

政事情から、行財政改革大綱2007を掲げ、行財

政改革を進められておりました。６月議会での

土木事務所再編案のときのように、行財政改革

には総論賛成、しかし、個別の事案に対しては

各論反対のようなことも今後も起こり得ます。

行財政改革によって県民へのサービス低下は避

けなければなりませんが、知事の推進しようと

する政策や熱意が、県民やまたこの議会にも余

り伝わらなかったように感じます。本県が今後

どのように行財政改革を進めていくのか、知事

の考えと決意をお伺いいたします。

以下、自席にて一問一答にて質問いたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

行財政改革につきましては、行財政改革大

綱2007に基づきまして、持続的、自立的な行財

政システムを構築していくため、改革を推進し

ているところであります。その結果、部の削減

を初めとする組織のスリム化や、総職員数につ

いて、平成23年度までに17年度当初比1,000人純

減の目標に対し、881人の職員数の純減を行うと

ともに、財政面では、義務的経費の削減や事務

事業の徹底した見直し、また、財源確保対策等

により、収支不足額の圧縮を図ってきたところ

であります。県といたしましては、全体として

は、これまでおおむね順調に推移していると考

えておりますが、今後とも本県の行財政を取り

巻く環境は厳しいものと見込まれますので、引

き続き、さらなる取り組みを進めていく必要が

あると考えております。〔降壇〕

○西村 賢議員 また行革は、必ずしも行政が

やらなければならない仕事なのか、また民間の

活用ができないのかを、絶えずといいますか随

時判断して、特に単に職員を切るという方法で

はなく、また新しいやり方というものを考えて

いかねばなりませんが、民間に移譲できるもの

はないのか、また、先ほどスリム化と申されま

したが、スリム化について逆に職員の中からい

ろんなアイデアは出てこないのか、知事にお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 行政のスリム化につ

きましては、県民総力戦という観点から、市町

村や県民、企業等との連携・協働を推進してい

く中で、県の役割や事業の進め方を常に見直す

必要があると考えております。このような考え

方に基づきまして、これまで各種業務委託や県

の直営施設への指定管理者制度導入など、随

時、業務のアウトソーシングを進めてきたとこ

ろであります。さらに、新たな取り組みとし

て、県民提案型のアウトソーシングに取り組ん

でいるところでありまして、具体的には、職員

から提案のあったユニバーサルデザイン普及啓
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発事業など４事業について、県民の皆様からコ

スト縮減やサービス向上等の手法に関する提案

を募集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、こうした取り組みによっ

て、限られた人員と財源の中で、県民が公共サ

ービスに求める多様なニーズにこたえられるよ

う努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 また、非常によい取り組みを

すぐに実行に移すということも、非常に重要な

行革だと思っております。非常に今後の取り組

みにも期待しております。

次に、天下りについてお伺いします。今、中

央省庁では大きな問題となっておりまして、さ

きの総選挙でも、多くの政党が天下り禁止をマ

ニフェストに掲げておりました。マスコミ報道

によりますと、総選挙前後で駆け込み天下りが

行われたというようなこともあり、非常に国民

感情を逆なでする事態が起きたことにあきれる

ばかりであります。このようなひどいことは本

県にはないと思いますが、働く気力、体力があ

る職員を地域で有効活用するということも、非

常に重要なことではないかとも思います。た

だ、そうはいっても、天下るだけのポストをつ

くったり、また、外郭団体などで随意契約等、

そのポストを守るがために仕事を送るというよ

うなことがあってはなりません。県は退職職員

の再就職先を公表しておりますが、知事部局、

また教育委員会も含めて、問題となるような団

体はないのか、また、職員が天下りをしている

会社への随意契約など、そのようなことはない

のかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県における各種団

体等への再就職におきましては、公社等改革の

中で団体等独自の新たな職員採用に慎重を期す

ことが必要とされていることや、年金の満額支

給までの県職員の就労機会の確保を図る上で、

公務内で一律に再任用するのは制約が多いこと

等から、団体等からの要請があった場合、必要

性や個々の職員の適性を検討した上で、定年退

職者の推薦を行っているところであります。し

たがいまして、国で問題となっている、早期退

職者を人事更新の一環として各種団体等にあっ

せんするものとは事情が異なるものと考えてお

ります。一方で、退職者の再就職について公平

性、透明性を確保することは大変重要な課題と

考えております。現在、本庁課長級以上の職で

退職した者の再就職状況の公表や、退職後の県

への営業活動の制限等を実施しているところで

あります。なお、随意契約につきましては、法

令の定める理由がある場合に行うことができる

ものでありますが、職員が再就職していること

をもって随意契約を行うことはあり得ないもの

と考えております。今後とも、県職員の再就職

につきましては、県民からの信頼が損なわれる

ことのないよう、適切に対応してまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 今後とも、県民に信頼される

行政を築くためにも、よろしくお願いいたしま

す。

次に、地方分権についてお伺いをいたしま

す。知事は、マスコミ等でも絶えず地方分権を

叫ばれて、また、その成果もあってか、この総

選挙でも、ほとんどの政党が地方分権に対して

前向きに取り組まれました。その思いというも

のは、非常に効果があったのではないかと思っ

ております。まさに、ミスターとつけるなら

「ミスター地方分権」と言われるような活躍で

あったかと思いますが、ただ、やはり知事がい

ろんなマスコミで「国がこうしないと、国があ

あしないと」ということばかり聞いていると、
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県民は非常に不安になります。といいますの

も、やはり国が移譲しなければこの県は何もで

きないのかと、何もできなかったのも国がしな

かったからなのかというような、不安になるわ

けですが、国への訴えも今後はもっと具体的

に、何のための権限を、このぐらいの予算をと

いうふうに、非常に具体的に分権していく必要

があると思います。本県に限らず、財源確保に

苦労している自治体はたくさんあります。今

後、地方分権に関して、国と地方との協議の場

が法制化されるような動きもありますが、宮崎

県はどう訴えていくのか、知事にお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 地方分権の本質は、

地方がみずからの意思と力でそれぞれの特性に

応じた地域づくりを進めることにありまして、

住民に身近な行政サービスは、住民の手の届く

ところで意思決定され、住民目線で実施される

べきだと考えております。そのためには、まず

は地方分権改革推進委員会が勧告で示している

約4,000項目の義務づけ・枠づけの見直し等を着

実に実施する必要があります。また、地方が自

立的に運営できる基盤をつくり上げるために

は、地方税財源の充実を図ることが必要であり

まして、まずは、国と地方の税源配分を現在の

６対４から５対５にすることや、地方交付税の

復元・増額、さらには地方消費税の充実等を図

る必要があります。国と地方の協議の場につい

ては、メンバーや協議の方法などその具体的な

制度の内容が明らかにされておりませんので、

私としては、財政基盤が脆弱でインフラ整備等

もおくれている本県にとって、真にメリットの

ある分権改革となるよう、今後ともあらゆる機

会を通じて主張していきたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 今の答弁を聞きまして、非常

に心強く思いました。ただ、やはり税源移譲に

よって本県の財源が減らないように留意してい

ただくように、重ねてお願いいたします。

続きまして、知事の盟友でもあります大阪府

橋下知事が、国の直轄事業負担金に「ぼったく

りバーの請求書」というような表現をしまし

て、結果、全国的に見直しを求める声が上がり

ました。県も実は同じように市町村に対して県

の事業負担金というものがありますが、当然こ

れは国のようなシステムではなく、真に必要な

事業費の部分だけ分割しているものでありま

す。ただ、宮崎県市長会がことし７月に県に提

出しました「平成22年度県に対する要望書」の

中には、市町村の負担金のあり方について、

「分権型社会にふさわしい県と市町村との役割

分担の基本に沿った抜本的な見直しを行うこと

を強く要望する」とありました。今後、県と市

町村は、協議の場を設けてしっかりと信頼関係

を築くべきではないかと思いますが、知事はど

のようにお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 県が実施する公共事

業等の一部につきましては、法律等に基づき、

受益者負担の観点から市町村負担金を徴収して

おりますが、まず、事業開始に当たっての地元

市町村の同意や市町村負担金に対する県議会の

議決をいただいていること、また、負担金の経

費内訳は国庫補助事業の対象経費のみであるこ

と、さらには、県有施設の維持補修費の負担を

求めていないこと等の点におきまして、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。ただし、県から市町

村の担当部局に対する負担金の詳細の提示や丁

寧な説明が不十分な事業もあったことは反省す

べき点と考えておりますので、今後、その内容
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について説明責任を果たしていくため、関係部

局において、市町村へ十分な情報提供や説明を

行う方向で検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 ぜひ信頼関係をしっかりとつ

くっていっていただきたいと思います。

それでは、次の質問に移りますが、環境問題

について質問したいと思います。

CASBEEについて県土整備部長にお伺いします

が、CASBEEとは、建築物総合評価システムとい

う国が推進している指標でもあり、建築物が環

境に与える負荷、またリサイクル資材や自然エ

ネルギーの導入といったものを数値化して総合

評価するものであります。その数値化するため

のマニュアルは国がつくっておりますが、その

地域に合わせたものを各自治体が条例や要綱を

つくって導入しています。企業によっては、CAS

BEEによる高評価を受けたことを積極的にアピー

ルする企業もあり、愛みやざきはことし４月

に、導入先進地である福岡市を訪れ、調査をい

たしました。福岡市も独自の「CASBEE福岡」を

導入し、導入から３年目で既に57件もの届け出

が行われておりました。今後はより多くの建築

物の設計が対象となるでしょうし、環境へ配慮

するということは、周辺地域住民へ配慮するこ

とと同じであります。先進地域では、CASBEEの

評価が高い建築物に対して、金融機関の融資が

受けやすくなるなどの地域ぐるみでも支援する

体制ができておりますが、県土整備部長にお伺

いいたします。本県のCASBEEの導入、また普及

に対する考え方をお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） CASBEEは、建

築物の省エネルギー等の環境性能を総合的に評

価するシステムであり、平成13年度から国が推

進しているものでありまして、「京都議定書目

標達成計画」におきましても、その開発・普及

が位置づけられております。このシステムは、

建築物の環境配慮設計や資産評価等における活

用が期待されておりまして、本県におきまして

も、環境に配慮された建築物の普及など、「自

然と共生した環境にやさしい社会づくり」の観

点からの活用が期待できるものというふうに考

えております。今後、県のホームページや建築

関連団体等で構成します宮崎県建築連絡協議会

等を通じまして、県民や建築技術者に対して周

知を図るなど、その普及促進に努めてまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 今後、考えていくということ

なんですけれども、ぜひ条例化に向けるとか、

また普及するためにも、そのような企業を支援

するという活動も今度はしていただきたいと

思っております。

また、環境問題を考えるのに、輸送コストや

輸送時のＣＯ２削減にも大きく寄与するであろう

建築資材の地産地消について、県の考え方はど

うかを伺います。県は、公共工事の発注者とし

て、資材調達の際にできる限り県内産を使用す

るように働きかけているのか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 県発注工事に

つきましては、宮崎県工事請負契約約款に、県

独自に資材購入先は県内業者から選定するよう

努めることを明記するとともに、県外業者から

購入する場合には、購入先や購入理由などの報

告を義務づけております。また、全受注者に対

しまして、建設資材を購入する場合には、県内

業者から選定することを契約ごとに文書で要請

しますとともに、請負金額が1,000万円を超える

ものにつきましては、資材の購入状況について

報告を求めております。さらに、これらの取り

扱いにつきましては、毎年県内各地で開催して
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おります建設業者研修会のテキストに明記いた

しまして、業者の方々に説明及び要請を行って

きております。今後とも、本県の経済や建設産

業が大変厳しい状況にあることも踏まえまし

て、さまざまな機会をとらえて、重ねて県内業

者の活用を要請してまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 県内産業の育成のためにも、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

続きまして、少子化・子育て対策に移りま

す。

本県の児童虐待の状況についてお伺いします

が、今回の総選挙の各党マニフェストでも、少

子化対策というものが重要政策に盛り込まれて

おりました。また、この新政権では、本県出身

の福島みずほ代表も入閣するとのお話も聞いて

おり、非常に期待したいと思っております。国

が徐々に子育て対策を充実させていっているも

のの、一方では、本県においても深刻な虐待事

件が発生し、身近に育児に悩む県民がいること

を思い知らされました。全国的に見ても、乳児

への虐待のニュースは後を絶たず、深刻な問題

となっております。最近報道される内容から

も、突発的な虐待ではなく、周囲からも発見し

づらくなっているような虐待がふえているよう

に感じますが、福祉保健部長にお伺いします。

本県の虐待の状況はこの数年でどのようにな

り、また、虐待のあった家庭への支援の体制は

どうなっておりますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度の

児童相談所における児童虐待の相談処理件数

は287件となっており、前年度と比較して92件増

加しております。このため、県といたしまして

は、児童虐待を早期に発見し、子供や家庭に対

して的確な支援を行うため、市町村や警察、医

療機関など、関係機関との情報共有や連携を進

めるとともに、地域のネットワークである市町

村要保護児童対策地域協議会が効果的に機能す

るよう支援を行っております。また、このよう

な取り組みの中で、虐待を受けた子供だけでな

く、虐待を行った保護者に対しましても、カウ

ンセリングを行うなど、適切なケアに努めてい

るところであります。以上でございます。

○西村 賢議員 92件ということで非常に著し

い増加だと思うんですが、これはまた、対応さ

れる職員さんの数であるとかいうのは、今お答

えできないかもしれませんけれども、足りてい

るのかどうかというのはわかりますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 児童相談所の

職員、特に児童虐待に対応いたしますのは、児

童福祉司が中心となって対応することになるわ

けですけれども、去年、組織改正がございまし

て、児童相談所と福祉事務所、それから知的障

害者更生相談所の支所が統合されまして、福祉

こどもセンターというふうになりました。そう

いうこともありまして、児童福祉のほうの増員

ということもありましたけれども、そういう組

織としてのスケールメリットといいますか、そ

ういった形でのバックアップということも可能

になってまいりましたので、そういう意味で

は、次第に体制的には充実してきているという

ふうに考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。既に

民間の支援団体も幾つも活動しておりますし、

そういった団体と協力しながらやっていただけ

るのも一つの策かなと思っております。また、

この虐待は、相談できる方はいいんです。延岡

のケースもそうでしたが、みずから相談に行く

方はまだ手の差し伸べようがあると思うんです

が、なかなか気軽に相談できない、１人で思い
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悩むという親もたくさんいらっしゃると思いま

す。今後、虐待の発生予防に向けて、どのよう

に県は取り組むのかお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 児童虐待の発

生防止のためには、子育て家庭の孤立化を防

ぎ、子育てに関する不安や悩みに適切に対応し

ていくことが必要であると考えております。こ

のため、県におきましては、年中無休で相談で

きる「子ども・ほほえみダイヤル」を初めとし

て、児童相談所や保健所等における電話や面接

による相談・情報提供を行うなど、相談支援体

制を整備しているところであります。また、子

育て家庭の交流などの場を提供する地域子育て

支援センターの設置促進・活動強化や、さまざ

まな子育て支援に取り組むＮＰＯ等に対する助

成なども行っております。県といたしまして

は、子育てを行う方々が気軽に必要な情報を得

ることができるよう市町村等と連携し、これら

の取り組みについての周知にも努めてまいりた

いと存じます。以上でございます。

○西村 賢議員 ぜひ対策の強化をお願いいた

します。

次に、女性の再就職支援についてお伺いいた

します。産休や育休などをとっておらずに、出

産のために退職してしまった女性が、育児を経

てまた再就職しようとした際に、非常に困難だ

という話をよく伺います。本県の景気状況、ま

た求人の少なさも影響しているかもしれません

が、共稼ぎ、共働きをしないと生活が厳しいと

いう家庭も多いこともあります。このような状

況から、県も再就職への支援を行っているとは

思いますが、現状はどのようになっております

か。また、企業への育児休暇などの取得をしや

すくするなどの働きかけはどうなっております

か、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（高山幹男君） 女性の再就職

支援等についてでありますけれども、子育てと

か介護を終えた女性の社会参画を支援していき

ますことは、活力ある社会を築いていく上で大

変重要であるというふうに認識いたしておりま

す。このため、県におきましては、男女共同参

画センターを中心にいたしまして、新たに事業

を起こしたり再就職などを希望する女性に対し

まして、さまざまな情報の提供でありますとか

相談事業等の支援を行っております。また、企

業の経営者等を対象にいたしまして、女性の登

用に対する理解を深めるセミナー等も開催して

いるところでございます。さらに、男女共同参

画社会づくりを進めていくためには、仕事と家

庭が両立できるような環境づくりが必要であり

ますことから、ワーク・ライフ・バランスの普

及啓発や「仕事と家庭の両立応援宣言企業」の

募集・登録等によりまして、企業の自主的な取

り組みを促しているところであります。そう

いったことで、今後とも、国や関係機関との連

携を図りながら、女性の社会参画の一層の支援

に努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。

○西村 賢議員 非常に長い時間がかかると思

いますけれども、ぜひ充実させていただくよう

によろしくお願いしたいと思います。

次に、観光客誘致について質問いたします。

まず、エバー航空運休の影響についてお伺い

いたしますが、我が県と台湾を結ぶ航空路線で

あったエバー航空が10月から運休するとのこと

で、わずか１年４カ月余りでの運休には、県民

にも衝撃が走りました。航空会社の運休理由に

は、まだ納得できない部分もあります。本県側

も多額の費用をかけて支援を行ってまいりまし

たが、費用対効果があったのか疑問もありま
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す。開設当初から、発着の曜日や時間に対し

て、また欠航便の多さに苦情が相次ぎ、それが

搭乗率アップにも影響したのではないかなと思

いますが、そのようなことを踏まえて、まず反

省点はないのか、県民政策部長にお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 台北線につき

ましては、就航以来、新聞広告でありますとか

テレビ番組等によるＰＲ、団体利用補助金等の

助成制度によりまして、県民や隣県からの利用

を図るとともに、台湾におきましても、メディ

アを活用したＰＲや旅行代理店への働きかけ等

を行ってまいりました。また、御指摘にありま

した運航スケジュールや欠航への苦情につきま

しても、随時、エバー航空に申し入れを行って

まいりました。そういった中で、本年の７月、

８月の搭乗率は70％を超えたわけであります

が、全体としては伸び悩んだというところでご

ざいます。今回の運休につきましては、エバー

航空が厳しい経営状況の中で判断されたものと

存じますけれども、県といたしましては、これ

まで進めてきた事業の効果を見きわめながら、

早期の運航再開に向けて全力で取り組んでまい

りたいというふうに思っております。

○中村幸一議長 通告がありますので、関連質

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲内となります。武井俊輔議員。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。で

は、ただいまの西村賢議員の質問に関連して、

質問を続けさせていただきます。エバー航空の

件について、県民政策部長に御質問を申し上げ

ます。先ほどもありましたとおりで、不定期運

航になるということになりました。この不定期

運航というのは、大体どれぐらいの頻度で運航

されることになるのかということ、それからま

た、旅行商品として考えましたときに、定期便

ということであれば、エージェントさん、旅行

代理店も商品を組んで非常に売りやすいんです

が、こう言ったらあれですが、いつ飛ぶかわか

らないようなものですと、そもそも商品として

なかなかつくれない。そうなりますと、どんど

んどんどん悪循環になっていって、結局は不定

期運航の頻度というのが物すごく─本当に年

に数便とか、極端な話ですが─なってしまう

ということにもなりかねないのではないかと考

えますが、以上２点お伺いをいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） エバー航空か

らは、運休後の10月以降につきましては、今の

ところ11月と来年２月に、不定期に数便程度、

運航する予定というふうに聞いております。ま

た、不定期便の旅行商品につきましては、チャ

ーター便と同じような取り扱いをするというこ

とで、基本的には旅行会社を通じて販売される

予定というふうに聞いております。

○武井俊輔議員 もちろん予定としてはそうな

んですが、先ほどからあるとおり、エバー航空

がこういう形で急に運休したいということもあ

りますので、この予定というものが実際どの程

度しっかりと守られて、商品として売っていた

だけるのかというのが非常に不安があると思い

ます。それで、結局エバー航空がこういう形に

なったわけで、定期便とは言いながら実際は不

定期運航という形になるわけです。とするなら

ば、逆に言えば、定期便として毎日、決まった

日に飛んでくるのが望ましいわけですから、そ

ういった別の航空会社を探していく。例えば中

華航空、チャイナエアですね、こういったとこ

ろにかえてほしいと。チャイナエアは日本への

進出についても非常に積極的に取り組んでいま
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すから、例えば、そういった航空会社をかえ

て、定期便として高頻度で飛んでくるような形

に変更してほしいといったようなことを、こち

ら、県のほうからアプローチしていくといった

ようなことはできないのかどうかお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎―台北線

につきましては、日本と台湾の航空関係に関す

る合意によりまして、エバー航空が台湾の航空

当局から運航会社として選定され、運航権を有

しておるということでございますので、引き続

き、エバー航空に運航再開を要請していきたい

というふうに思っております。また、台湾の航

空当局にも相談いたしながら、定期便の早期再

開に向けて、あらゆる努力をしていきたいとい

うふうに思っております。

○武井俊輔議員 ということは、確認ですが、

例えばエバー航空が、極端な話ですが、定期便

として不定期で年に１回しか飛んでこないとい

うことであったとしても、エバー航空がこの路

線権を持っている限りは、エバー航空しか宮崎

―台北線は飛ばすことができないことになると

いうことでよろしいでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 飛ぶ期間が６

カ月以上離れると、次の運航権についても考え

られるということは、話は聞いております。

○武井俊輔議員 わかりました。それを踏まえ

てなんですが、結局、定期便がこういった形で

ちゃんと頻度よく飛んでこないということで不

定期運航になったということなんですね。そう

すると、今までは、チャーター便をずっと飛ば

していたわけですね。要はチャーター便の実績

が積み重なった結果、定期便になったというこ

とで、そういった形で今まで宮崎県がずっと努

力をしてきた結果、成果ということであるんで

す。と考えますと、逆に言うと、定期便かチャ

ーター便かというのは別として、実は台湾から

の座席数、つまり飛んでくる便数というのは、

チャーター便は定期便ができたことによってな

くなったわけですから、平たく言えば、要は前

より減っているわけですね。つまりチャーター

便だったときのほうが、平たく言えば、まだま

しだったという話になってしまうわけなんで

す。とするならば、定期便がこういう形で余り

高頻度に飛んでこないということであれば、ま

たチャーター便の復活、例えば台北もそうです

し、高雄でもいいんですけれども、そういった

形で、もっともっと別の形での営業施策、実際

に台湾からの飛行機の便数をふやすということ

についての努力というのがされるべきではない

かと考えますが、あわせて伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） チャーター便

を飛ばしてはどうかという御質問だと思います

けれども、宮崎―台北線の運航権はエバー航空

が保有しているために、チャーター便の運航に

つきましても、エバー航空が優先されるという

ふうに聞いております。また、台北線につきま

しては、先ほど申しましたとおり、ようやく利

用促進の取り組みなどの効果があらわれてきた

のではないかと思っておりますので、引き続

き、定期便としての早期再開に向けた努力を続

けてまいりたいというふうに思っております。

○武井俊輔議員 非常に残念な話ですね。お客

さんの数がふえてきて搭乗率が上がっているの

に、飛行機が飛んでこなくなると。結果として

は、定期便のときよりも来る便数が減ってしま

うというのは、非常にここにジレンマを感じる

んです。そういった意味で、運航権の問題はあ

るかと思うんですが、エバー航空に対して積極

的な働きかけをお願いしたいと思います。
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今度は、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。では、実際にこの運休に伴う、例えば観光

客数であるとか観光の消費額であるとか、その

あたりを含めてどの程度影響があるのか、ない

しあったのかお聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） この１年

間に定期便を利用して直接本県を訪れた台湾人

観光客等は、約5,000人おられました。台湾から

本県への観光には、福岡の定期便などを利用す

る方法もあります。したがいまして、運休の影

響が具体的にどの程度出るか、まだ明確にはわ

からない状況でございます。しかし、本県に直

接観光客を呼び込める手段である定期便の運休

によりまして、例えば宮崎と福岡を結んで九州

を縦断する旅行商品―これは具体的に言いま

すと、宮崎に入りまして福岡から出る、あるい

は福岡に入りまして宮崎からアウトするという

旅行商品でございます―あるいはゴルフツア

ー等の組み込まれた宮崎滞在型の旅行商品、そ

ういう商品が造成しにくくなるというのは事実

だろうと思います。観光客の旅行の選択の幅が

狭くなる。やはり少なからぬ影響が出るのでは

ないかと考えております。以上でございます。

○武井俊輔議員 まさにそのとおりでございま

して、実際に5,000人という数字がありましたけ

れども、さまざまな影響を考えますと、多分そ

れ以上の影響というのは出ているのではないか

と考えております。

私からは最後の１点でございますが、最後に

知事にお伺いしたいと思います。今後こういう

形で非常に国際線というもののあり方が厳しい

―これは航空会社、日本でもＪＡＬとかを含

めてもそうですけれども―そういった状況が

あるわけですが、そういった中で考えてみます

と、今後、やっぱり隣県等との連携というもの

をより緊密にやっていくということが大事だと

思います。例えば鹿児島から上海とか、鹿児島

県も非常に苦労しているみたいですが、例えば

宮崎県でもこういうのを一緒に売ったりすると

か、逆にそれで向こうにも売ってもらうとか、

もっとそういったことを積極的にやっていくべ

きではないかと私は考えているんです。そう

いった意味で、宮崎県だけではどうしても限界

があるわけですから、南九州ないしは九州全域

のそういった連携によっての宮崎空港の国際線

の活性化ということについて、不可欠ではない

かと考えますが、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 国際線の活性化のた

めには、隣県等と連携した広域的な取り組みが

重要だと考えております。このため、台湾から

の観光客の誘客につきましては、これまでも鹿

児島県や九州観光推進機構等と連携して、周遊

ルートの開発や共同でのセールス等を行ってき

たところであり、今後一層このような取り組み

を進めてまいりたいと考えております。また、

台北線の宮崎からの利用につきましては、日本

と台湾の間で定期路線として認められている南

九州では唯一の路線でありますので、運航再開

の際には、隣県の方々にも利用していただける

よう、旅行代理店への働きかけやＰＲを強化し

てまいりたいと考えております。なお、各県に

おける国際線のあり方については、お互いに利

用し合うという共通認識も大事だと考えており

ます。

○西村 賢議員 次に移ります。次は、大型客

船の入港について伺います。御承知のとおり、

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル社

の大型クルーズ船「レジェンド・オブ・ザ・シ

ーズ号」（約７万トン）が、来年の３月から計

５回、日向市細島港へ寄港が予定されておりま
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す。この船は、乗員乗客2,500名を乗せることが

でき、あの大型客船「飛鳥Ⅱ」が５万トン規模

ですから、さらに巨大な船であります。それに

先立ちまして、私は６月、ロイヤル・カリビア

ン社の幹部の方々と意見交換をさせていただき

ました。その際のやりとりは、県や市の関係者

にレポートにまとめ届けましたが、まず、その

場で細島港を選んだ理由について尋ねたとこ

ろ、「ライバル社との違いを出すための新しい

航路、また都市を結ぶルートを考えた結果」だ

と言っておりました。「これまで寄港した港は

大都市が多く、お客様にも新しい日本の風景を

楽しませることができる」ということでした。

中国人にとって非常に未知なところが多いこの

本県に期待をしておりましたが、今回、細島港

が上海を立って日本でのファーストポートでも

あり、入港に対し、ＣＩＱ体制を含め、さまざ

まな対策が求められております。先方もそのこ

とを非常に危惧されており、観光や買い物の時

間が大幅に変わってしまうことを心配しており

ました。県民政策部長にお伺いしますが、現時

点でのＣＩＱ体制はどうなっておりますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 大型クルーズ

船「レジェンド・オブ・ザ・シーズ号」の細島

港寄港につきましては、乗客の皆様にスムーズ

な上陸をしていただくためにも、入国審査等の

手続が円滑に行われることが重要でございま

す。このため、これらの手続を所管します国の

機関や船舶代理店、関係部局などと情報交換を

行っておりますほか、この７月に直接、福岡入

国管理局に出向きまして、円滑な入国審査が行

われるよう要請を行ったところでございます。

今回の寄港は、細島港の利用促進でありますと

か、今後の宮崎への大型観光客の誘致にも貢献

するものと考えておりますので、円滑な受け入

れができますよう、引き続き協議等を行ってま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の答弁であれば、まだ確約

的なものには至っていないということですが、

ＣＩＱ対応のまずさは、旅行客といいますか、

観光客のイメージに一番影響するところであり

ますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思い

ます。

このような大型客船の寄港は、宮崎県にとっ

ても多大な経済効果のみならず、中国国内への

知名度の向上や本県の魅力をアピールする絶好

の機会であります。乗客の満足度によっては、

今後も観光客が増加し、継続的な細島港寄港と

なる可能性もあります。また、ことし７月よ

り、中国では中国人の個人観光ビザが解禁され

ており、今後、中国人観光客を獲得するために

も絶好の機会でもあります。商工観光労働部長

にお伺いしますが、本県のおもてなしの体制に

ついて、取り組みをお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の大

型クルーズ船の受け入れにつきましては、今後

の中国人観光客誘致につながる重要な機会にな

ると考えており、県としましては現在、地元日

向市と一体となって受け入れが成功するよう、

万全の体制で取り組んでいるところでございま

す。具体的には、日向市を中心に、細島港での

伝統芸能披露や物産販売などを計画中でござい

まして、また、県から地元受け入れを担当する

旅行会社に対しまして、魅力的な観光コースの

造成に向けた情報の提供や、具体的なコースの

提案などを行っているところでございます。今

回の寄港を契機に、中国に宮崎の魅力が発信さ

れまして、今後の中国人観光客の増加につなが

るよう努めて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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○西村 賢議員 これは提案なんですけれど

も、広くいろんな民間の企業等々にも情報公開

していく、どんどん参加していただくような体

制をとれればなと思っております。ぜひその点

についてもよろしくお願いします。

続けますが、この件については、私の被害妄

想かもしれませんけれども、先ほどありました

エバー航空台湾路線就航の際には、県を挙げて

その就航を喜び、また知事も現地に行って関係

者を回ったり、婚活ツアーなるものといろんな

イベントを企画して非常に盛り上げました。そ

れはそれでいいと思いますし、当然かかった予

算に対して元が取れるといいますか、そのよう

な効果はあったのではないかと思いますが、今

回このような海外の大型客船が細島港に入るわ

けです。乗員乗客2,500名と申し上げましたが、

それが仮に５回も来れば、8,000人とか１万人ぐ

らいのお客さんも乗ってくるわけですから、先

ほどの台湾から本県に来た乗客が5,000名という

話もありましたけれども、そういう意味では、

この細島港寄港は非常に大きなチャンスだと思

うんです。先方と話した際に、再来年のツアー

はまだ未定であると、それもことしじゅうに決

めていくというような話もされておりました。

そういう意味では、ぜひ知事にトップセールス

をやっていただいて、来年だけじゃなく再来年

も、もしくは来年の秋もというようなことで、

ほかのフェリー会社、クルーズ会社もあるで

しょうから、そのあたりにもぜひ働きかけてい

ただきたいと思います。そのあたりの知事のお

考えをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回のクルーズ船受

け入れは、今後増加が見込める中国からの観光

客を誘致する上で、また本県の港湾利用を進め

る上でも大きなチャンスだと考えております。

このため、先般８月に担当部長を上海に派遣

し、ロイヤル・カリビアン社を訪問させたとこ

ろであります。今後も、今回の受け入れが継続

的な寄港へ結びつくよう、受け入れ体制の充実

に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 もう一度繰り返しますが、ぜ

ひ知事としてのトップセールスについてお考え

を伺いたいんですが。

○知事（東国原英夫君） 今のところ予定はな

いんですが、今後その受け入れの状況などを把

握しながら考えていきたいと思っております。

○西村 賢議員 上海に行かれるか、もしくは

向こうが宮崎に来たときには、ぜひ知事にもお

会いいただいて、声をかけていただくようなこ

とがあれば、向こうの印象も非常に変わるので

はないかなと思いますので、ぜひよろしくお願

いします。

次の質問に移りますが、県民の健康増進につ

いてお伺いします。

まず、受動喫煙に向けた取り組みですが、７

月、愛みやざきで神奈川県庁を訪れ、健康増進

課たばこ対策室の方より、神奈川県が条例化し

来年４月に施行されます「公共的施設における

受動喫煙防止条例」についてレクチャーをいた

だきました。受動喫煙の健康被害は、成人にと

どまらず子供たちにも大きな影響があります。

既に飲食店や公共施設、乗り物では、禁煙や分

煙化が進んできてはおりますが、神奈川県では

国内初の条例化をしてルールを明確にしており

ます。このような動きは、近い将来、全国に広

まるのではないかと感じたところでありまし

た。神奈川県の松沢知事のリーダーシップで、

たばこの害についての教育、広報など非常に積

極的に取り組んでおり、この条例化に向けたア

ンケート調査によると、喫煙者で７割、非喫煙
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者で９割以上の人が受動喫煙対策の必要性に賛

成とのことでした。条例化によって店舗などで

の分煙化の設備も必要となり、負担をかける部

分も出てきますが、これは先進地域として今後

も参考にしていきたいと思います。

そこで宮崎県ですが、葉たばこの一大産地で

もあり、生産農家も多く、非常に重要な産業で

もあります。また、たばこの売り上げの一部

は、自治体の貴重な財源ともなっております。

だからこそ、たばこを悪者にしないための取り

組みが本県でも必要であると思いますが、既に

葉たばこ産地である清武町では、分煙化に積極

的に取り組んでおりました。愛みやざきとして

は、神奈川県庁での視察の後、県民1,245名にア

ンケート調査を行い、たばこの害については宮

崎大学医学博士の江藤准教授に御教示いただ

き、また、たばこを生産販売する立場のＪＴか

らも、マナー向上や分煙の啓蒙活動について伺

いました。このことを踏まえて質問させていた

だきますが、まず、本県の施設の分煙化の状況

はどうなっておりますか、担当部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県の施設のう

ち、県立学校と保健所については、全施設で敷

地内全面禁煙としているところであり、ほかの

施設についても、建物内禁煙や分煙の取り組み

が進められているところであります。県民の健

康を守る観点から、県の施設の受動喫煙防止対

策の充実も重要と考えますので、今後、アンケ

ート調査の実施等により、状況の把握を行い、

公共の場における分煙の推進に努めてまいりた

いと考えております。以上でございます。

○西村 賢議員 アンケートを今からとられる

ということですけれども、ぜひ、積極的になる

べく多くの方からとっていただきたいと思いま

す。

次に、受動喫煙の害について江藤准教授によ

ると、受動喫煙は弱者が被害に遭うと指摘して

おります。確かに親が自宅で吸えば、そこにい

る子供は自動的にたばこの煙を吸ってしまいま

す。また、職場や飲食店などで上司が吸った場

合に、なかなか部下は注意することはできませ

ん。これをスモークハラスメントだと指摘して

おりました。このようなことは、県民へのアン

ケートをとってみるとよくわかります。我々の

とったアンケートでも、喫煙する・しないにか

かわらず、約６割の方が受動喫煙を「迷惑に

思った」と回答しています。また、公共性の高

い施設での喫煙を規制することにも、喫煙する

・しないにかかわらず、76％の人が「賛成」と

回答しております。福祉保健部長にお伺いしま

すが、本県の受動喫煙に対しての考え方、啓発

活動はどうなっておりますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 受動喫煙防止

につきましては、県民の健康を守るという観点

から、大変重要な課題であると考えておりま

す。このため県では、事業所などにおける受動

喫煙防止対策を推進するための禁煙・完全分煙

施設に対する認証制度を、平成15年度から実施

しております。認証に当たっては、各施設に分

煙推進リーダーの設置を義務づけ、保健所が、

分煙達成基準を満たしていることを確認した上

で、認証プレートを配付するとともに、県庁ホ

ームページに掲載して公表しております。ま

た、人が多く集まる公共施設の管理者や飲食店

の経営者などを対象に講演会を開催し、広く受

動喫煙防止の啓発を図っているところでありま

す。以上でございます。

○西村 賢議員 啓発活動というものはまだ広

がっていないと思いますので、ぜひまた今後も
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積極的な取り組みをよろしくお願いしたいと思

います。

続いて、日本たばこ産業（ＪＴ）では、販売

者と一緒になって、喫煙マナーの向上や分煙化

に向けた取り組みをされております。また、い

ろんな話を聞くと、このような取り組みをＪＴ

だけに任せていいものだろうかと思いますが、

本県は喫煙マナー向上に向けて取り組んでいる

か、お伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 分煙に関する

マナーにつきましては、禁止された場所で喫煙

しないということだけではなく、妊婦や子供、

病人の前では喫煙しない、混雑した場所や閉め

切った室内では喫煙しない、歩行喫煙をしない

など、喫煙者自身の積極的な配慮が大切である

と考えます。今後とも、分煙対策を推進すると

ともに、喫煙者及び非喫煙者が、たばこの害に

ついて正しい知識が得られるよう、普及啓発に

取り組んでまいります。以上でございます。

○西村 賢議員 今の答弁も非常に基本的とい

いますか、当然のことだと思います。ただ、ま

だまだマナー向上に向けての取り組みが本県は

足りない、もしくは県民の意識がまだまだ低い

というところもありますので、ぜひこの普及に

は力を注いでいただくようにお願いします。

当然、未成年の健康を守ることも県としては

重要ですが、受動喫煙を防ぐだけではなく、未

成年の喫煙自体をさせない取り組みも必要だと

感じます。以前、taspoを未成年に貸した大人が

逮捕されるようなケースもありましたが、本県

において未成年者の喫煙での少年補導の状況、

そしてたばこ販売店への指導体制はどうかを警

察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えします。

未成年者の喫煙に関する補導状況であります

が、平成17年に4,083人を補導したのをピークに

毎年減少傾向にあり、昨年は2,484人、本年８月

末現在の状況では1,048人となっておりまして、

これは昨年同期比で703人の減少となっておりま

す。なお、すべての補導人員に対する喫煙補導

人員の占める割合につきましては、過去５年間

を通じて約30％を占めております。これはほぼ

横ばい状況でございます。次に、たばこ販売店

に対する指導等についてでございますけれど

も、警察庁におきまして、これまで財務省、厚

生労働省との連携のもとに、全国たばこ販売協

同組合連合会等の関係業界に対しまして、未成

年者喫煙防止のための対面販売時における年齢

確認、たばこ販売店の従業員研修等の協力要

請、こういったものを行ってきております。今

後とも、少年の健全育成を阻害する喫煙防止の

観点から、引き続き、関係機関・団体等の協力

を得ながら、夜間補導等の街頭活動を強化して

まいりたいというふうに考えております。以上

であります。

○西村 賢議員 減っているとはいえ、まだま

だ想像以上に多い数字であったと思います。こ

のような補導件数から見ても、当然、補導され

るのは氷山の一角であり、未成年の間に喫煙に

対しての健康被害の認知度の低さといいます

か、意識の低さが感じられますが、教育現場で

は喫煙の健康被害に対する教育はどうなってい

るのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校における喫煙防

止に関する指導につきましては、小学校の体育

科、中学校、高等学校の保健体育科の授業のほ

か、学級活動等の特別活動など、学校教育活動

全体を通して、小学校から発達段階に応じた指

導を行っているところであります。具体的な内

容といたしましては、未成年の喫煙は法律に
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よって絶対に許されないことを強く指導します

とともに、たばこの煙には有害な物質が含まれ

ていることや、長い間吸い続けると肺がんや心

臓病などになりやすいこと、さらに、若い時期

からの喫煙はその危険性が高くなることなど

を、十分理解するように指導いたしておりま

す。健康への悪影響に関する正しい知識を身に

つけさせることは大変重要でありますので、県

教育委員会といたしましては、各学校に、文部

科学省が作成しております、たばこの害などを

わかりやすく説明した冊子や、「飲酒、喫煙、

薬物乱用防止に関する指導参考資料」などを配

付して、指導の充実に努めているところであり

ます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

最後に知事にお伺いいたしますが、これまで

のやりとりも踏まえて、神奈川県が取り組んだ

条例、また受動喫煙に対しての考え方をお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 神奈川県の受動喫煙

防止条例は、健康増進法で努力義務とされてい

る受動喫煙の防止策を、一定の施設管理者に対

して義務づけるものでありまして、一歩進んだ

取り組みだと理解しております。受動喫煙によ

る健康への悪影響につきましては、医学的に明

らかにされているところでもあり、本県におき

ましても、県民の健康を守るという観点から、

禁煙・完全分煙認証制度を普及するなど、不特

定多数の方が利用される施設での受動喫煙防止

対策が一層進むよう取り組んでまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 非常に知事の言葉を重く受け

とめて、今後も、本県でもこのような体制が広

まっていって、また県民の健康を守るようにも

よろしくお願いしたいと思います。

次に、雇用対策について伺います。

本県の有効求人倍率については、いまだ厳し

い結果が出ており、また、先日の新聞での「来

春卒業予定の県内高校生の求人倍率は0.24倍。

７月末現在で４人に１人しか職がない厳しい状

況に陥った」との報道は、県内企業の先行き不

安が顕著に見てとれました。また、総務省

の2008年度統計によると、完全失業率も本県

は6.1％、小学校でいえば、１クラス２～３人の

児童の親が失業しているということにもなりま

す。これまでも県は雇用対策にさまざまな施策

を行ってきましたが、当然、厳しい景気状況に

あって苦戦を強いられているとは思います。商

工観光労働部長に、さまざまな政策の成果が得

られたのか、所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県の雇用

対策の効果でございます。商工観光労働部所管

の事業で申し上げますと、例えば、県内就職促

進強化事業やＵ・Ｉターン対策事業における就

職説明会の開催、さらには「ヤングＪＯＢサポ

ートみやざき」における若年者に対する就職相

談等に取り組むなど、厳しい就職状況ではあり

ますが、多様な就職機会の提供に努め、少しで

も就職に結びつくようにしているところでござ

います。また、直接的な雇用創出につきまして

は、企業誘致はもちろん、農商工連携による新

たな産業の創出、さらには今年度から、ふるさ

と雇用再生特別基金事業等にも鋭意取り組んで

いるところであります。大変厳しい雇用情勢の

中ではありますが、今後とも、雇用対策事業に

全力で取り組みまして、一人でも多くの雇用を

生み出してまいりたいと考えております。以上

でございます。

○西村 賢議員 ぜひよろしくお願いします。

次に、ハローワークについて伺います。都市
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部では、民間の職業あっせん所などがあります

が、我々が視察した横浜市の「就職Shopヨコハ

マ」では、求職者と企業をコーディネーターが

マッチングしており、求職者の満足度も高く、

特に初めて正職につく方の割合が非常に多いそ

うです。企業もきめ細かく欲しい人材を求める

ことができる。また、その職場環境、若い人が

多いとか先輩がいるとか、そこまでも考慮して

マッチングするそうで、非常に感心させられま

した。しかし、大企業や求人自体の少ない本県

においては、民間型は難しく、公的な機関であ

るハローワークが担う役割は非常に大きいと思

います。実際、我々のところにも、ハローワー

クへの改善点を求める声も求職・雇用側双方か

ら来るものがあり、職業をあっせんする仲介者

としての責任感が希薄であるとの指摘もありま

す。しかし、我々としても、国の施設であるハ

ローワークに対し、なかなか物が言いがたいの

も事実であります。まず、ハローワークと県の

連携はどうなっているのかお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ハローワ

ークと県の連携でございますが、県では、県内

外の就職説明会や求職者の生活・就労対策を宮

崎労働局と連携して実施しますとともに、雇用

対策全般について定期的な情報交換を行ってい

るところであります。また、地域雇用対策連絡

会議を県内５地域に設置しまして、管内ハロー

ワークと各地域の雇用情勢についての情報交換

や、それを踏まえた雇用対策の検討を行ってい

るところでございます。今後とも、ハローワー

ク等とさらに連携を深めながら、地域のニーズ

を踏まえた効果的な雇用対策の推進に努めてま

いりたいと考えております。以上でございま

す。

○西村 賢議員 私は、求職や就職のかなめと

なっているハローワークこそ、地域の実情を把

握している行政がやるべきであって、権限や財

源を分権すべきだと考えております。昨年12

月、地方分権改革推進委員会の第２次勧告で

は、国の出先機関の定員削減としてハローワー

クの統廃合を求めていました。ハローワークが

担う職業紹介事業を地方自治体に移管すべきと

ありました。しかし、まだ現在は移管されてお

りません。また、ハローワークの地方自治体へ

の移譲に関する議論が、地方分権改革推進委員

会、また全国知事会などで盛んに行われている

とのことですが、東国原知事はハローワークの

地方への移譲をどう考えているのか、お伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） ハローワークは、職

業紹介、失業給付の支給、雇用保険事業の実施

など、国民に総合的な雇用サービスを提供して

おりまして、現下の厳しい雇用情勢の中で、そ

の役割はますます重要となってきております。

このハローワークについては、議員も御指摘の

ように、地方分権改革推進委員会の第２次勧告

において、「将来的には、漸次縮小を図るべき

である」とあります。その機能については、単

に地方分権化する方向でいいのか、現在の経済

・雇用対策における国の役割や、地方分権改革

推進委員会でも言っております国の役割として

の全国ネットワークの維持や雇用保険給付との

不可分性にも十分留意する必要があると考えて

おります。雇用は国民生活の基本となるもので

ありますから、ハローワークのあり方につきま

しては、国と地方の役割を踏まえ、ハローワー

クを利用する国民、住民の側に立って、今後、

十分に議論を深めていかなければならない問題

であると考えております。

○西村 賢議員 今、知事の自信がないという
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か、知事が実際、全国知事会でこの担当委員と

かになられる可能性もあるわけですから、それ

までにいろんな地域の県内の実情、また求職者

の声、雇用側の声もしっかり聞いた上で、全国

知事会のそのような場での発言をする立場にあ

るわけですから、しっかりと県の声を届けてい

ただきたいと思います。

次に、最低賃金について伺います。厚生労働

省は今月１日、今年度の最低賃金（時給）につ

いて、各都道府県の審議会が出した答申状況を

発表いたしました。中央最低賃金審議会は７月

に、経済不況を理由に最低賃金が生活保護の支

給基準を上回る35県については、前年度のまま

据え置くとする目安を示しましたが、本県を初

め33県が１円から５円の賃金引き上げを答申し

ました。引き上げ額の全国平均は10円、答申額

の全国平均は713円であります。最も高いのは東

京の791円で、最も低いのは、佐賀、長崎、沖

縄、そして本県の629円でありました。その差

は162円となり、差が139円だった前年度に比較

しても、地域間格差はさらに拡大してしまいま

した。この地域間格差の拡大についての商工観

光労働部長の所見と、本県審議会の経過をお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 地域別最

低賃金につきましては、最低賃金法に基づき、

各都道府県に置かれる地方最低賃金審議会の答

申を受けまして、都道府県労働局長が決定する

ことになっております。この審議会は、公労使

の三者の委員によって構成されております。都

道府県間で最低賃金額に差が生じていますの

は、中央最低賃金審議会が提示します引き上げ

額の目安を参考とはするものの、審議会におき

まして、地域の実情を十分考慮しながら審議が

行われた結果であると考えております。なお、

審議会の経過につきまして公表されておりませ

んけれども、７月から９月にわたって５回の審

議が行われまして、公労使委員それぞれの立場

から意見が交わされたと聞いております。以上

でございます。

○西村 賢議員 次に、生活保護基準の実態に

ついて福祉保健部長にお伺いしますが、生活保

護の受給状況は県によっても極めて大きな差が

あり、最大の沖縄県は最小の富山県の10倍もの

世帯が生活保護を受けております。一口に生活

保護と申しましても、生活扶助や教育扶助など

さまざまな扶助がありますが、そのいずれかを

昨年12月中に１回でも受けた方の割合が、全国

平均1,000人当たり12.5人、宮崎県は11.8人で全

国17位でありました。県民所得が低い本県の水

準から見れば、もっと厳しい順位かと思ってお

りましたが、これは生活保護申請をしたいが世

間体を考えてしない、もしくは申請しても他県

より厳しい結果、このような状況なのか、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の生活保

護の状況につきましては、平成20年度におい

て、被保護世帯が１万75世帯、被保護者が１

万3,324人で、保護率は人口1,000人当たり11.72

人となっており、昨年以降、増加傾向にありま

す。このような状況の中、各福祉事務所におき

ましては、生活保護の申請の意思が確認された

者に対して、申請書を速やかに交付するととも

に、審査に当たっては、訪問調査、関係機関調

査等を十分に行い、いわゆる漏給・濫給防止に

努めているところであります。以上でございま

す。

○西村 賢議員 公平公正な審査をお願いした

いと思います。

次に、ワーキングプア対策について伺いま
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す。福祉保健部の国保・援護課にお願いして、

一つの例として生活保護給付モデルを伺いまし

た。38歳の母親と小学生の子供１人の母子家庭

の場合、生活保護の支給額は、さまざまな扶助

を足しまして、東京では18万5,820円、宮崎で

は15万600円でした。そこで、商工観光労働部長

にお伺いします。2007年11月、最低賃金法の改

正により、ワーキングプア解消を目指して最低

賃金を決める際には、「生活保護に係る施策と

の整合性に配慮する」ことを明記し、「労働者

が健康で文化的な最低限度の生活を営むことが

できるよう」との文言もつけ加えられました。

中央最低賃金審議会では、12都道府県の最低賃

金が生活保護基準を下回ることが判明いたしま

した。本県が地域最低賃金を２円引き上げたこ

とを評価ゼロとは申し上げませんが、時給629円

で８時間、そして20日間働いて10万640円という

ことです。ここから国民年金の１万4,000円を支

払えというのが非常に無茶な話であり、フリー

ターの増加で未納者がふえるのも当然と言えま

すし、また、勤労者が課税対象でありながら生

活保護世帯の非課税を考慮すれば、さらに勤労

意欲がわかなくなるのも理解できなくはありま

せん。商工労働行政を預かる県としては、この

ような状況を傍観することが許されるとは思え

ません。低賃金で働いているフリーターは、親

に経済的な依存をして生活が成り立っていると

も言われます。だからこそ自立ができないし、

結婚や子供をもうけることができないというこ

とにつながっていると思います。また、若いフ

リーターならまだしも、一家の大黒柱が日雇い

派遣や契約社員という労働環境が、生活維持の

ために消費者金融などに走り多重債務に陥った

り、夜逃げや自殺という最悪のスパイラル結果

を生み出していることも考えられます。このこ

とを踏まえて、商工観光労働部長のお考えをお

聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 労働者の

就業形態が多様化する中で、本県においても近

年、パートやアルバイト、派遣社員などの非正

規労働者の割合が増加しております。特に、昨

年秋以降の不況によりまして、非正規労働者の

解雇、雇いどめ等の問題が生じるなど、労働者

が不安定な状況に置かれている実態も承知して

おります。県といたしましては、本当に厳しい

経済情勢でございますが、今後とも国等と連携

を図りながら、このような状況が少しでも改善

されますよう、全力で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。

○西村 賢議員 これは労働者にとって、一部

の方にとっては、生死にかかわる部分の重要な

課題だと思いますので、スピード感を持って取

り組んでいただきたいと思います。

次に、知事にお伺いします。憲法25条の生存

権の理念に基づき、国が生活に困窮する国民に

対し必要な保護を行い、最低限度の生活を保障

し、その自立を助長することを目的とする法の

精神は理解しますが、モラルハザードや不正受

給者など過保護の問題と、本当に保護を必要と

しているワーキングプア世帯などが保護されて

いないという、両面での問題があるとされてお

ります。最低賃金法の改正に伴い、新たな文言

がつけ加えられたのは先ほど申し上げたとおり

ですが、働く意欲と能力がありながら生活保護

基準以下の生活を余儀なくされることは、憲法

上の規定から見ても大きな矛盾があります。さ

きの総選挙においても、野党だった政党はもち

ろん与党であった公明党も、最低賃金、時

給1,000円の公約を打ち出しておりました。政権

交代と相なったわけですから、民主党のマニ
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フェストにある「子ども手当の創設」や「生活

保護の母子加算の復活」とともに、「最低賃金

の引き上げ」をも取り組むよう、全国知事会と

しても強く求めていくべきだと思います。ワー

キングプアの問題を踏まえ、県民生活向上のた

めの国への働きかけを含めた知事の決意をお聞

かせください。

○知事（東国原英夫君） 昨年からの世界的な

景気悪化は、我が国の雇用情勢にも大きな影響

を与え、本県の労働環境についても非常に厳し

い状況が続いているところであります。私は、

働く人々が経済的に自立し、結婚や子育てな

ど、将来に希望が持てるような社会づくりを進

めることが大変重要であると考えております。

このため、これまでも全国知事会等を通じ、正

規労働者と非正規労働者との均衡ある処遇に向

けた法的整備等について要望してきたところで

あります。このような中で、新たな政権与党の

三党連立政権合意において、労働者派遣法の抜

本改正や最低賃金の引き上げ等について、全力

を傾注していくことが確認されておりますの

で、その取り組みを注視しながら、今後も機会

あるごとに地方の声を届けてまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 非常に期待しておりますの

で、よろしくお願いします。

次に、教育問題に移ります。

ＮＩＥ（Newspaper in Education）の取り組

みについて教育長にお伺いしますが、ＮＩＥは

学校などで新聞を教材として活用することで、

世界じゅうで実施されており、日本では教育界

と新聞界が協力して全国で展開しております。

子供たちの読解力の低下や文字・活字離れが心

配される中で、成果を上げているものの一つで

もあり、2009年度のＮＩＥ実践指定校は、全

国47都道府県で536校ということになっており、

本県も小中高合わせて８つの学校が指定校とし

て現在取り組まれていると聞いております。Ｎ

ＩＥの取り組みの一つに、「わがまち新聞コン

クール」というものも開催されており、小中高

でその地域の出来事や名所、名物などの地域の

すばらしさを新聞で紹介するという企画も、地

域を知り、地域を好きになるためにも効果があ

るのではないかと考えられます。このような取

り組みを少しでも多くの学校に広めることはで

きないのか、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） ＮＩＥにつきまして

は、お話にありましたように、学校教育で新聞

を活用する活動のことでありまして、財団法人

日本新聞教育文化財団が社会性豊かな青少年の

育成や活字文化の発展などを目的として行って

いるものであります。本県におきましては、本

年度、小・中・県立学校の中からＮＩＥ実践指

定校として８校が認定をされ、新聞を使った授

業や新聞づくり等を行い、その成果を研究発表

会やホームページ等で公開しております。な

お、ＮＩＥ実践指定校は、本年度の８校を含め

まして、これまでに46校が認定されているとこ

ろであります。新学習指導要領におきまして

は、子供たちの思考力、表現力、判断力等をは

ぐくむ上で、言語活動の充実が重要視されてお

りますので、教育に新聞を活用していく活動

は、今後ますます大切になると考えておりま

す。県教育委員会といたしましては、現在、県

ＮＩＥ推進協議会の一員として、教育に新聞を

活用する活動を推進しているところであります

が、今後とも、多くの学校が取り組むことがで

きるように、効果的な新聞活用のあり方につい

て助言等を行いながら、ＮＩＥ活動の普及に努

めてまいりたいと考えております。
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○西村 賢議員 新聞を読むことで、親子のコ

ミュニケーションなどにつながることも期待さ

れていますので、ぜひ取り組みが広がるように

お願いしたいと思います。

次に、教師の不祥事について、教育長、総務

部長に伺います。昨今のマスコミで報道される

公務員不祥事については、驚きを通り越し憤り

を感じます。県教育委員会も９月４日、勤務態

度不良や人身事故を起こした校長２人を含む教

職員７名を懲戒処分としました。教職員の今年

度の懲戒処分件数は16件、昨年同期を上回って

おり、社会的に模範を示すべき立場の者が、わ

いせつ行為、飲酒運転、体罰など、不可抗力的

なものではなく、すべて確信犯であることが許

せません。公務員としての使命感の欠如、また

自覚の欠如など、緊張感を欠いた組織の緩みも

指摘せざるを得ませんが、これらの行為が県民

の行政不信を増幅させていることは確かであり

ます。教育長にお尋ねいたします。まず、全国

的な教職員の不祥事の多発をどのようにとらえ

ておりますか、お伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 教職員は、児童生徒

を教育的愛情を持って心身ともに健全に育てる

という崇高な責務を十分認識し、日ごろから児

童生徒、保護者、地域社会の思いや願いにこた

えていかなければなりません。このようなこと

から、教職員の不祥事につきましては、教育へ

の信頼を著しく損なうものであり、まことに遺

憾であります。

○西村 賢議員 続けます。本県においての最

近の懲戒処分の状況を踏まえて、私が参考にし

た19年度の調査資料では─細かいところは省

きますが─懲戒処分を受けた各県の教員数を

教員1,000人当たりの数に直してみると、本県

は9.4で全国６位の深刻な状況にありました。こ

れは教育長に伺いますが、本県の処分件数が多

いのは、他県の処分との違いがあるのか、言い

かえれば、本県は基準が厳しい分だけ、その処

分件数が多くなっていると考えるべきなのか、

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県の懲戒処分の基

準につきましては、平成18年１月に、不祥事を

防止し県民の信頼を得るとともに、懲戒処分の

透明性を確保するために、教育委員会と知事部

局で連携して策定をいたしたものであります。

他県等におきましても、それぞれ教育委員会独

自の基準が策定されておりますけれども、本県

では、懲戒処分の運用に当たりまして、重大事

故につながりかねない交通法令違反について、

比較的厳しい処分を行っておりますことから、

処分件数が多くなっているものというふうに考

えております。以上です。

○西村 賢議員 とはいえ、やはり教師として

の自覚が乏しい人がいるのは確かであります。

監督すべき県教育庁としても、これ以上厳しく

は難しいのかもしれませんけれども、まだまだ

対応の甘さがあると断ぜざるを得ません。子供

たちを安心して任せることもできませんし、ま

た、子供から見ても、教師を尊敬することがで

きなくなるのではないかと危惧しております。

いま一度、教育長に、今後の対応策とその決意

を述べていただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、これまでも「服務規律等マニュア

ル」の作成や「教職員の懲戒処分に係る基準」

の改正を行いますとともに、服務規律に係る校

長会を開催するなど、さまざまな取り組みを行

いまして、教職員の服務規律の遵守に努めてま

いりました。また、各学校におきましても、繰

り返し研修を実施してきたところであります。
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しかしながら、最近の相次ぐ不祥事の状況は、

まことに申しわけなく、重く受けとめていると

ころでございます。教職員一人一人が、不祥事

をみずからのこととして受けとめ、信頼される

教職員としての意識改革に取り組むなど、教職

員一人一人の心に強く響く指導が必要であると

いうふうに考えているところであります。そこ

で、ことしの８月末には、緊急の県立学校長会

や教育事務所長会を開催しますとともに、学校

へ教職員の綱紀保持及び服務規律の遵守に係る

緊急通知を出すなど、指導の徹底を図ったとこ

ろであります。また、これらの中で、教師とし

て生きる意味について改めて考えるよう、私の

思いをメッセージに託しまして伝えたところで

あります。その一部を述べさせていただきます

けれども、「教師、それは、子供たちに囲ま

れ、さまざまな感動を共有できる幸せな仕事。

子供たちと接する中で、自分自身もともに成長

できるやりがいのある仕事。ぜひ、子供たちが

自分の学校を誇りに思う、自分を教えてくれる

先生方を誇りに思う、自分の仲間を誇りに思

う、そして自分自分を誇りに思う、そんな子供

たちが育つ学校を目指して、一人一人が教師と

しての誇りを持って、子供たちに寄り添うよ

う」お願いしたところであります。以上です。

○西村 賢議員 非常に熱い思いが伝わりまし

たが、我々だけじゃなく、当然、全教員に伝わ

るように、また心に刻まれるように、よろしく

お願いしたいと思います。

次に、関連して、公務員全体のことについて

総務部長に伺います。福岡市の海の中道での３

幼児死亡事故から３年目の８月25日、福岡県警

の警察官が飲酒、ひき逃げ容疑で逮捕されまし

た。福岡市長は、「３年前のこの事故がきっか

けで、全県的・全国的に飲酒運転の根絶・撲滅

運動が始まっただけに」と憤りを隠せませんで

したが、確かに３年前、公務員の飲酒による悪

質で重大な事故だったために、警察は過失運転

致死罪を適用しました。世間の公務員への風当

たりは当時強く、どこの自治体でも飲酒運転は

厳罰主義で臨んできました。ところが、佐賀県

の元県立高校教諭が、「飲酒運転を理由に懲戒

免職処分になったのは不当」だとして、県の処

分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が８月

５日、福岡高裁であり、「裁量権の乱用」と認

めた佐賀地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却

しました。佐賀県以外に、少なくとも三重県、

大阪、京都、神戸、兵庫県加西の１県４市で、

公務員の飲酒運転による懲戒免職処分が取り消

されております。いずれも上告しているようで

すが、飲酒運転の態様や検挙の有無が争点に

なっております。そこで部長に、これらの判決

に対する所見を伺います。また、このようなこ

とで県の懲戒処分の基準を見直すことになるの

か、あわせてお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

平成18年の福岡市の非常に悲惨な事故、それ以

来、そのときを踏まえ、本県におきましても、

職員による飲酒運転の撲滅を期して、19年12月

に基準を改正したところでございまして、従

来、停職処分が最高であったところであります

が、酒気帯び運転について原則免職としたとこ

ろでございます。ただいま御質問にございまし

た各県・市等の処分取り消し訴訟につきまして

は、いずれも態様がさまざまでございます。し

かしながら、それぞれの判決において、その態

様を考慮されたものでございまして、一般的に

そういったことがまだ確定されたわけではござ

いません。さらに、すべてがまだ係争中という

状況でございます。いずれにしても、その結果
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は十分注視してまいりたいと思っております。

基本的には、本県におきましては、処分基準は

免職から減給まで幅を設けておりまして、当

然、情状酌量の余地は設けてありますが、飲酒

運転は、県民の生命・財産を直接脅かしかねな

い、公務員として絶対あってはならないことで

ございますので、今後とも厳正な対応を行って

まいる所存でございます。

○西村 賢議員 このことを踏まえまして、次

に人事委員会委員長にお尋ねいたします。公務

員には、その身分を保証するためにも、自分に

科せられた処分に対し、人事委員会に不服申し

立てをする権利があります。この制度は、人事

権の濫用などに歯どめをかける機能を持たせる

ものでありますが、場合によっては、厳罰化を

空洞化させている可能性もあると思います。人

事委員会委員長にお伺いしますが、本県におけ

る不服申し立ての状況をお聞かせください。

○人事委員長（黒木奉武君） 懲戒処分等の不

利益処分に関する不服申し立てにつきまして

は、中立的な第三者機関としての人事委員会

が、準司法的権限に基づき、公正公平に審査を

行いまして、厳正な判断として裁決をしている

ところであります。このような中、平成11年度

以降、過去10年間に人事委員会に出された不服

申し立ては８件となっております。この８件の

中で、懲戒処分に係る申し立ては５件ありまし

た。このうち、処分を承認しまして申し立てを

棄却したものが３件であります。処分の程度が

妥当でないとして、処分を修正したものが１件

あります。残る１件につきましては、現在、審

査中でございます。また、懲戒処分以外のその

他の申し立てが３件ありますが、いずれも受理

要件に該当しないものとして却下いたしており

ます。以上です。

○西村 賢議員 ありがとうございました。人

事委員会の裁決は、今後も慎重に当たっていた

だきたいと思っております。

私の手元には、「全国交通事故遺族の会から

のメッセージ」があります。このメッセージの

中で、「飲酒運転の事実を、偶発的な検問や事

故などでの発覚に任せておいていいはずがあり

ません。本来は、飲酒運転をした公務員が自発

的に申告するのが理想ですが、彼らとて人間だ

から、完璧なことはあり得ないでしょう。行政

経費のほとんどは税金で賄われていることを忘

れてはなりません。公務員の飲酒運転や事故を

撲滅し、それに引きずられるように、民間企業

や市民のレベルまで意識改革が進むことが、私

たち遺族の切なる願いです」と結んでありま

す。私も同じ気持ちであることを申し伝えてお

きます。

以上で愛みやざきの代表質問を終わります。

（拍手）

○中村幸一議長 ここで暫時休憩いたします

が、再開は14時50分といたします。休憩いたし

ます。

午後２時34分休憩

午後２時50分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 東京都議選

で吹き荒れた民主への風は、衆議院選でさらに

加速し、同党に単独過半数を大きく上回る308議

席を獲得させました。一方、自民党は、改選前

議席から181減の119議席、また改選前31議席

だった公明党は、支持者の皆様の御期待にこた

えられず、候補を立てた８小選挙区で敗れ、比

平成21年９月16日(水)



- 105 -

例区で800万票以上いただきましたが、21議席と

後退してしまいました。とりわけ我々にとっ

て、太田代表、北側幹事長の議席を失ったこと

は痛恨のきわみであります。しかし、公明党

は、今回の民意を真摯に受けとめ、８日、山口

新代表、井上新幹事長のもと、新たな決意で出

発をいたしました。「昇龍の淵に潜むは昇らん

がため」との「三国志」、劉備玄徳の言葉があ

ります。「大衆とともに」の立党精神を胸に、

公明党は再起をお誓いし、県議団を代表して質

問をさせていただきます。

まずは、きょうスタートする新政権に対し、

知事の政治姿勢について何点かお伺いいたしま

す。

2007年末からの世界経済危機による国内経済

や雇用の不安に対し、旧政府・与党は、切れ目

ない政策を打ち出し、何とか景気回復の入り口

が見えるところまで来たところでありました。

ところが、こうした実績は、政権交代の大波の

前に、有権者に十分実感していただくまでに至

らず、劣勢を巻き返すことができませんでし

た。政治ジャーナリストの岩見隆夫氏は、衆議

院選の結果について、「今回の民主党の勝因

は、自民党の敗因の中にある。民主党のマニ

フェストは典型的なばらまき政策が並べられ、

評判は余りよくなかったし、鳩山代表に人気が

あったわけでもない。しかし、自民党に対する

幻滅感や不満が想像以上に根深く、国民は自民

党時代に幕引きをした。有権者は、残る民主党

を選んだ。そういう消極的選択をしたのだと思

う」と分析しております。この分析を裏づける

データとして、朝日新聞社が、８月31日、９月

１日に実施した緊急の全国世論調査によると、

民主党中心の新政権に「期待する」と答えた人

が74％に達し、政権交代が起きて「よかった」

とする意見は69％でした。反面、民主党政権が

日本の政治を「大きく変えることができる」と

見る人は32％という結果でした。また、目玉政

策となった１人月２万6,000円の子ども手当を支

給して所得税の配偶者控除などを廃止すること

に賛成は31％で、反対は49％。高速道路を無料

化して建設の借金は税金で返済することについ

ては、賛成は20％にとどまり、反対が65％と、

かなり評判が悪い世論調査の結果が出ていまし

た。

また、元国土交通省国土計画局長、小峰法政

大教授は、「経済が成長してパイが大きくなれ

ば、その分け前が国民に及び、国民の生活が豊

かになるというのが経済政策の基本だ。新政権

の政策は、どうやって経済を成長させてパイを

大きくしていくのかという要素がほとんどない

に等しい」と指摘しております。新政権は、子

ども手当など、家計に所得を分配することで消

費がふえ、内需主導型の成長ができると主張し

ていますが、これはパイをどう切り分けるかと

いう問題で、パイそのものを大きくする、成長

させるということにはならないとも指摘してお

ります。このことから、新政権は、国民のため

に誤りのないかじ取り、そして将来世代が安心

できる国づくりに全力を挙げるべきだと、ここ

で申し上げます。そこで、新政権への期待と不

安を抱きつつ、県政への影響について、以下の

３点を知事に伺います。

知事は、民主圧勝、自民大敗、そして政権交

代という今回の衆議院選挙の結果をどのように

受けとめておられるのか、お伺いいたします。

新政権が掲げる税制の焦点は、ガソリン税な

どの暫定税率を廃止し、直轄事業負担金の廃止

などを通じて道路整備の水準を維持するとして

いますが、公共事業は削減すると言っておりま
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す。高速道を含めた県内の道路網整備への影響

について、見解をお伺いいたします。

３点目です。新政権の掲げるマニフェスト

と、知事マニフェストを具体化・重点化した

「新みやざき創造戦略」の目指す方向性に大き

なずれはないかお伺いいたします。

次に、地方分権についてお伺いいたします。

今回のような政権交代が行われ、今後も絶え

ず政権交代が競われるようなことになれば、国

と地方の役割を、地方自治法が示すとおり明確

にしておかなければ、もっと言えば、地方自治

体が担うべき仕事は、国の関与なしで立案から

執行まで自力で支える地方主権制度が確立され

なければ、政権交代のたびに地方が振り回され

ることになります。したがって、政権交代は地

方主権とセットでなければならないと考えま

す。

御案内のとおり、2000年４月施行の新地方自

治法では「地方公共団体の役割と国の配慮」を

明確にいたしました。新地方自治法の眼目であ

り、地方分権の宣言とも言われております。新

地方自治法第１条２は、国の役割として、

（１）国際社会における国家としての存立にか

かわる事務、（２）全国的に統一して定めるこ

とが望ましい国民の諸活動に関する事務、

（３）地方自治に関する基本的な準則に関する

事務、（４）全国規模・視点で行わなければな

らない施策・事業─と明記。さらに、住民に身

近な行政はできる限り地方自治体にゆだねるこ

とを基本とすると定められております。

今回の衆院選の特徴の一つに、全国知事会や

指定市長会が各党のマニフェスト、特に地方分

権改革に関する評価などで積極的な発言やかか

わりが注目されました。しかし今回、地方分権

とは何か、なぜ必要なのかという大事な部分が

あいまいなまま、主権者である国民・県民を置

き去りにした議論が主で、そのことにより住民

が本来求めている地域再生とか地域間の格差是

正には焦点が当たりませんでした。また、その

上での地方分権の構想である道州制について、

公明党は地方主権型道州制を提案させていただ

きましたが、ほとんど争点になりませんでし

た。そこで、地方分権構想のために、今回の衆

議院選で全国知事会や指定市長会が各党のマニ

フェスト、特に地方分権改革に関する評価など

で積極的な発言がなされましたが、発言者の一

人としての知事の見解をお伺いいたします。

今回の衆議院選で、地方分権改革として道州

制がクローズアップされたと思いますが、知事

は、新政権の打ち出した地方自治のあり方にど

のような見解を持たれたか、お伺いします。

以下、自席で質問をさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

さきの総選挙の結果は、多くの国民が、現在

の社会・政治・経済の閉塞感や手詰まり感か

ら、とにかく変化・変革に期待したものであっ

たと思います。新たな政権与党におかれまして

は、地域の実情、地方の声に十分配慮いただき

ながら、国民の皆様と約束したことを着実に実

行していただくとともに、私たち国民は、その

実現をしっかりと検証していく必要があると考

えております。

公共事業削減による道路整備の影響について

であります。民主党マニフェストでは、平成21

年度の公共事業予算額7.9兆円を平成25年度まで

に1.3兆円節約するとなっておりまして、その具

体的な内容につきましては、まだ明らかになっ

ておりませんが、本県の道路整備への影響も懸
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念されるところであります。しかしながら、東

九州自動車道を初めとする道路の整備は、本県

の発展に欠かすことのできない重要な課題であ

りますことから、県といたしましては、おくれ

ている社会資本整備が着実に進められるよう、

県議会を初め県民の皆様の御協力・御支援もい

ただきながら、関係機関への要望活動など積極

的に行ってまいりたいと存じます。

続きまして、民主党マニフェストと本県の総

合計画の方向性についてであります。新みやざ

き創造計画は、人口減少・少子高齢社会、安全

・安心な生活を希求する成熟社会、グローバル

な経済・交流社会を大きな政策課題としてとら

え、本県が取り組んでいく基本的な施策の枠組

みを示したものであります。一方、民主党マニ

フェストは、「国民の生活が第一」という観点

から、子育て、年金、教育、医療、地域主権、

雇用・経済など、国レベルで取り組むべき政策

がまとめられたものであり、国民あるいは県民

福祉の向上を目指すという意味で、基本的方向

性に違いはないと考えております。なお、民主

党マニフェストに掲げられた個別の政策の中に

は、暫定税率の廃止や高速道路の無料化等、地

方のインフラ整備への影響が懸念されるもの、

一括交付金等その姿がいまだ明確でないものも

含まれておりますので、今後の動向を注視し、

本県としても、地方からの意見をしっかりと主

張していく必要があろうかと思っております。

次に、各党のマニフェストについてでありま

す。私は、さきの衆院選の際に、自民党に対し

て、地方分権に関する全国知事会の要望項目を

政党マニフェストに一言一句たがわず盛り込ん

でいただきたいということを申し上げました。

これは、自民党初め各政党が地方分権をマニ

フェストに盛り込み、それが選挙の争点の一つ

となることによって、これまで遅々として進ま

なかった地方分権改革が少しでも前進すればと

の思いからでありました。今回の選挙では、各

政党が地方分権に関する具体的な政策をマニ

フェストに盛り込み、また有権者の目が地方分

権に向いたという点では、私なりの役割が果た

せたのではないかと考えております。なお、全

国知事会が主催しました公開討論会に私も参加

しましたが、全国知事会としての地方分権に関

するマニフェストの採点結果は、３党の中では

公明党が最高点であり、私自身も同様の評価を

したところであります。

次に、道州制についてであります。新政権の

中心である民主党のマニフェストには、「地域

主権国家への転換」「地方財源の大幅拡充」

「国と地方の協議の場の法制化」などが掲げら

れております。一方、道州制につきましては、

自民、公明、民主のマニフェストの中で、唯一

民主党だけが言及されておりません。インデッ

クスの中では触れられておりますが、マニフェ

ストの中では触れられていないということで

す。この点について、公開討論会の場において

は、「当面４年間は現行の基礎自治体と都道府

県を前提とした分権改革を進め、その後に広域

自治体のあり方を考える」ということでありま

した。私は、道州制は、行政権、立法権、財政

権を兼ね備えた地方政府の確立を目指すものと

考えておりますが、まずは権限・税財源を地方

に移譲する地方分権改革を確実に推進していく

ことが必要だと考えております。したがいまし

て、新政権のもとでの分権改革の推進状況を注

視しますとともに、道州制を含む広域自治体の

あり方に対する考え方をできるだけ早い時期に

示すよう求めていきたいと考えているところで

あります。
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○河野哲也議員 ありがとうございます。

県民の不安払拭のために、地方から声を上げ

るということ、地方の立場を明確に国に示して

いくことが大事であると考えます。また、知事

に評価いただきました公明党の地域主権型道州

制におきましても、宮崎から発信できるよう、

行動を起こしてまいりたいと思います。

続いて、消費者庁設置についてでございま

す。

こんにゃくゼリーによる窒息死事故や、中国

製冷凍ギョーザの中毒事件といった法律の所管

が不明確だった「すき間事案」の解消に早急に

取り組むことのできる、公明党も強く推進して

おりました消費者庁が１日発足いたしました。

同庁は、省庁にまたがっていた消費者行政を一

元化し、生活の安全を守る司令塔としての役割

を担うことは、御案内のとおりでございます。

消費者庁の発足によって、これまで企業、生産

者重視で縦割りだった行政が是正され、消費者

にとってメリットが実感できるとともに、透明

性、専門性の確保など、消費者中心の体制がで

き上がりました。特に、一元化の姿として、内

閣府の外局として発足し、農林水産省、公正取

引委員会など９府省１委員会から約200人の職員

で動く、ＪＡＳ法、食品衛生法、消費者契約法

など各省庁が所管していた消費者に身近な29の

法律を同庁に移管し、複雑で多岐にわたる消費

者トラブルに対応する、食の安全にかかわる事

項だけでなく、マルチ商法、催眠商法などの詐

欺的商法、架空請求、老人への次々販売など、

消費者が直面するさまざまな問題に対処などが

あります。このことにより、企業への立入検査

や問題のある製品の回収命令、被害拡大を防止

するための事故情報の公開のほか、各省庁への

勧告も行えるなど、強い権限を持つことになり

ます。

そこで、本県におきましては、これまで食の

安全については、他県を先駆する取り組みを

行っていただいていると思いますが、消費者庁

の設置により、本県における食品表示の適正化

に向けた取り組みをどう考えておりますか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 食品表示の関

係でございます。

本県では、平成16年に、副知事を会長に、庁

内の関係部局で構成します「宮崎県食の安全・

安心対策会議」を設置し、この中で食品表示の

適正化についても連携した取り組みを行ってお

ります。これまでにも、本県で発生しましたウ

ナギの産地偽装や事故米等の不適切な表示に関

する案件につきまして、当対策会議において迅

速かつ適切に対応してきたところであります。

食品表示制度は、ＪＡＳ法を初め食品衛生法や

景品表示法など、複数の法律に基づく幅広い対

応が必要でありますので、今後とも当対策会議

を中心として、関係部局の連携を強化しなが

ら、適切な対応に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 消費者庁は、消費者からの情

報、関係部署からの事故情報などすべてを集約

するため、その情報は膨大なものとなると予想

されます。しかし、消費者の信頼を得るために

は、対応の素早さが不可欠になると思います。

情報をいかに迅速に処理し結果を出すか、最前

線で事故情報や消費者からの相談に応じる各地

の消費生活センターの機能強化が課題になると

考えます。そこで、消費生活センターの充実が

急がれると思いますが、今後どのように充実し

ていくか、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 消費生活セン
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ターの充実についてでありますけれども、消費

者庁の設置に合わせて施行された消費者安全法

におきましては、国及び地方公共団体の責務と

して、消費者安全の確保に関する施策を総合的

に策定、実施することとされており、都道府県

におきましては、消費生活センターの設置が義

務づけられるとともに、市町村においても、必

要に応じて設置に努めることとされたところで

ございます。

このような中、本県においては、消費者行政

活性化基金事業を活用いたしまして、消費生活

相談員の資質の向上や弁護士等専門家との連携

強化など、県の消費生活センターの機能充実を

図ってきているところでありますが、さらに、

市町村における新たな消費生活センターの設置

や相談窓口の整備等を促進することによりまし

て、消費者行政の一層の活性化に努めてまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 答弁の中にありました消費者

生活相談員の資質の向上、それと専門家との連

携強化、多岐にわたる相談があると思いますの

で、どうかよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

次に、自民党のほうからも何度も繰り返され

て質問されましたが、公明党も質問したいと思

います。農林水産業問題でございます。

新政権の看板政策である農家への戸別所得補

償制度が、具体化へ踏み出されます。この制度

は、米や麦、大豆などの販売農家を対象に、販

売価格が生産費を下回った場合に差額を税金で

補てんするというものでございます。新政権

は、所得補償の財源を１兆円としております

が、財源の裏づけから具体的な制度設計まで不

透明な部分が極めて多いとされております。そ

もそも１兆円の積算根拠も不明ですが、財源を

確保するために、補正予算の凍結、公共事業の

中止など、どこかに痛みを押しつけることにな

ると言われております。そのことを国民にはっ

きりと示す必要があると考えます。制度設計も

難題です。米の生産調整、減反ですら難航して

いる状況なのに、麦や大豆などの主要作物に

も、生産数量目標を設定し、それに従った販売

農家に所得補償を行うとしています。多品目に

及ぶ経済的な生産が果たして可能なのでしょう

か。多くの農家がつくりたいものをつくれなく

なるおそれがあります。専業農家も兼業農家も

一律にして、生産費と販売額の差を補てんする

ことへの疑問の声も多いと聞いております。例

えば、大分県臼杵市の中野市長は、「農家を育

てるというよりも、福祉政策ではないか。農業

政策として間違っている」と批判しておりま

す。所得補償を実施したとしても、10年後、20

年後の日本農業の展望が見えない。戸別所得補

償と一体的に進めようとしているのが日米ＦＴ

Ａの締結。岡田幹事長は、「４年間でさまざま

な問題が決着して締結できれば望ましい」と意

欲的でありました。しかし、締結によってアメ

リカから安い農産物が押し寄せ、国内産業に壊

滅的な打撃を与えることを懸念した農業団体が

猛反発。これを受け、民主党はマニフェストに

書いた「締結」を「交渉を促進」に修正する一

幕がありましたが、農業関係者にはまだ不信感

がくすぶっています。

戸別所得補償制度の対象品目の米を取り上げ

てみたいと思いますが、宮崎県のように、農業

産出額（3,211億円、全国で第５位）における米

の割合は７％に過ぎず、本県にとってどれだけ

の実が、また効果があるかと考えます。狭い日

本で、気候も違う、地形も違う、当然作物も違

う、農業従事者の形態も違う、そうした中で、
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確かに、全国一律の制度変更を繰り返し続けた

ことが農村社会の地盤低下の一因になったと、

反省はしなければなりません。

新政権の戸別所得補償制度でも、それに要す

る費用は先ほど申しましたが、最低１兆円と言

われます。全国一律でなく、地方の農業の実情

に応じた使い方ができるような地方分権が、農

業の分野にこそ必要ではないかと考えます。国

際化が避けられない流れの中で、農業をどう強

化するかというポイントは、それぞれの地方の

農業現場にあるように考えます。本県におい

て、やっと、就農支援や雇用確保、農地の有効

利用、また農商工連携に宮崎発のビジネスモデ

ル創出に取り組んでいくところだったと考えま

す。そこで、戸別所得補償制度は、農業の集約

化・大規模化を模索してきたこれまでの農政の

大転換となりますが、これと一体的に取り組も

うとしている日米ＦＴＡ交渉とあわせて、全国

に誇る宮崎農業への影響について農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話にござい

ました戸別所得補償制度では、米、麦、大豆な

どの主要農産物や畜産物の販売農家に対し、生

産費と販売価格との差額を補償するとされてお

りますが、一方、本県の基幹品目であります野

菜や果樹は、恒常的に生産費が販売価格を上回

る状態ではないとの判断から、所得補償の対象

外となっております。この所得補償制度につき

ましては、平成23年度実施に向け、今後、詳細

な制度設計等がなされると伺っておりますが、

米は、東北・北陸の大産地に比べて零細規模で

あり、麦・大豆の作付面積も少ないこと、野菜

・果樹も、昨今の重油価格の高騰等の影響で経

営は大変厳しい状況にあることなどから、今後

は、本県農業の実情が十分に反映され、農業者

の生産意欲の向上につながる制度となるよう、

あらゆる機会を通じ、国に要望してまいりたい

と存じます。

また、日米ＦＴＡ交渉での農業分野の対応に

つきましては、我が国は、今や世界最大の農畜

産物の純輸入国であり、仮に競合する農畜産物

がさらに市場開放されれば、我が国の農業全体

に致命的な影響を及ぼすことから、国内農業を

守り、農業者の将来的な不安等を払拭する観点

からも、今後とも、断固とした厳しい姿勢で臨

んでいただきたいと考えております。以上であ

ります。

○河野哲也議員 新政権の林業・水産業、具体

的施策は、林家への森林管理・環境保全直接支

払制度、漁業についても、所得補償制度の導入

にとどまっていると思います。地球温暖化対策

の重要な産業であるという観点から、これをど

うとらえ、今後どのように本県林業・水産業の

振興を図っていくか、関係部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県林業の振

興につきましては、現在、木材価格の長期低迷

等によりまして、森林所有者の経営努力だけで

は適正な森林の整備が難しい状況にありますこ

とから、県では、森林所有者の負担を軽減する

ため、森林整備事業による植栽や間伐への経費

助成などさまざまな支援策を講じているところ

でございます。本年度からは、京都議定書の森

林吸収量を確保するため、採算性の悪い森林で

の間伐に定額助成をするなど、支援の拡充を

図ったところでございます。今後、新たな政府

の施策の方向や内容等が具体的に示されるもの

と考えておりますが、森林・林業は、低炭素社

会を実現する上で重要な役割を担っております

ので、県といたしましては、引き続き、多様で
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健全な森林づくりや県産材の需要拡大等に取り

組みまして、持続可能な循環型林業の推進に努

めてまいりたいと考えております。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 水産業関係で

ございます。本県水産業は、資源の減少、水産

物価格の低迷、就業者の減少・高齢化、さらに

は燃油高騰等によります経費の増大など多くの

課題を抱えております。新たな国の水産業施策

につきましては、所得補償制度を含め、今後、

具体的な内容が検討されると伺っております

が、県といたしましては、関係機関・団体と連

携しながら、今後とも、漁業経営の効率化、流

通・販売体制の強化、水産資源の確保と漁場環

境の保全等に積極的に取り組みながら、持続で

きる水産業の構築を進めてまいりたいと考えて

おります。また、国に対しましても、新たな対

策が本県水産業の振興につながる制度となるよ

う、強く働きかけを行ってまいりたいと存じま

す。

○河野哲也議員 ありがとうございます。最も

重要なのは、次の世代をどう育てるかだという

ふうに考えます。今回、県内を回って痛感する

のは、真正面から担い手を育てようという強い

意志が必要であると感じました。今いる担い手

支援とともに、これからの方々が一人前になる

までサポートする「あすの担い手政策」、これ

が必要だと実感しております。

次に行きます。医療・福祉問題についてお伺

いいたします。

初めに、後期高齢者医療制度についてでござ

います。新政権は、75歳以上が対象の私たちの

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）を廃止す

るとしております。しかし、前身の老人保健制

度に戻すのか、新たな制度を創設するのか、肝

心の廃止後の姿がはっきりせず、不安が広がっ

ております。少子高齢化が進み、75歳以上の医

療費が急速にふえ続けている現状を考えると、

後期医療を廃止しても、この問題自体が解決す

るわけではないと考えます。しかも、2008年４

月の制度導入時に月額約6,000円だった平均保険

料は、きめ細やかな改善策が重ねられた結

果、09年度は月額約5,160円と、年間約１万円も

下がっていると聞いております。さらに、国保

加入者だった約1,100万人の75％の世帯で保険料

が軽減されていると聞いております。制度導入

から１年以上がたち、現場では制度が定着して

います。全国市長会でも上がったように、ここ

で廃止すれば大きな混乱が生じると、地方の反

発も広がっています。毎日新聞が行った47都道

府県知事へのアンケート調査によると、回答し

た46人のうち、後期高齢者医療制度の廃止に賛

成したのは茨城県知事だけというのが現実で

す。仮に同制度を廃止し、もとの老健制度に戻

すと、最大で９割軽減されている低所得者の高

齢者の国保保険料が大幅にアップするおそれが

あり、一方、自治体の国保保険料の格差も現在

は２倍に抑えられていますが、５倍に逆戻り

し、財政破綻に陥る懸念も指摘されておりま

す。新政権は、高齢者や地方の声に耳を傾ける

とともに、制度廃止後の全体像を早急に示す責

任があると考えますが、この改革について知事

はどのように考えているか、お伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 今後、少子高齢化が

進展する中で、国民のだれものが安心して医療

を受けられる国民皆保険制度を維持していくた

めには、高齢者にかかる制度を含め、我が国の

医療保険制度が将来にわたり安定的に運営され

ることが重要であると考えております。このた

め、制度設計に当たっては、国民のだれもが納
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得するような制度となるよう、国だけで決める

のではなく、地方の声も十分に聞いていただ

き、きちんと議論していただきたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 10年間の議論というのは何

だったのかなというふうに感じますが、全体像

が見えていませんので、これまでにしたいと思

います。

次に、子育て支援について伺います。フラン

スの出生率は、1994年の1.65を最低に反転

し、10年後の05年には1.94に回復し、最近で

は2.05に回復させています。フランスの復活し

つつある子だくさん社会、その背景には、手厚

い経済的支援や、働く女性に子供が負担になら

ない社会制度、新しい家族観などが複合的に作

用していると分析されています。ただ、消費税

率が最高19.6％で、所得税の累進税率も日本よ

りはるかに高い、高負担で高福祉の国であると

いうこと。ただ一方で、家族がふえるほど税額

が低くなるという仕組みもつくっていると聞い

ております。このフランスの手厚い子育て支援

策を日本で行うとすると、10兆円の財源が必要

だと言われております。新政権の目玉である子

ども手当、総額5.3兆円が必要とされ、その財源

はといえば、明確になっているのは所得税の配

偶者控除と扶養控除の廃止による1.4兆円、今

後、国の一般会計と特別会計を合計した総予

算207兆円を組み替えして捻出されるとしており

ます。中野議員も数字を質問されましたけれど

も、これを宮崎県に置きかえた場合、子ども手

当を対象とするゼロ歳から中学卒業までの子供

は約16万3,000人で、２万6,000円掛け12カ月

で、総額約509億円余りとなります。実に本県の

一般会計5,830億円余のおよそ10％を占めること

になると。参考までに現在の児童手当、３歳未

満の乳幼児と小学校６年生までの児童合わせ

て12万8,000人、総額94億円と言われておりま

す。総務部長、本県の所得税の配偶者控除と扶

養控除の廃止による捻出額、どれだけになるで

しょうか、お伺いします。

○総務部長（山下健次君） 配偶者控除、扶養

控除、国税である所得税では、現在、一般的に

は控除対象者１人につきまして、それぞれ38万

円を所得から控除する仕組みとなっておるとこ

ろでございますけれども、これを廃止するとい

うことになりますと、当然、所得税が増収にな

るということは考えられますが、本県内でこの

影響額ということになりますと、算出のもとに

なる国税資料がございませんので、試算するこ

とは困難でございます。

○河野哲也議員 対象の子供がいない世帯につ

いては、やっぱり負担感を味わうこととなると

思いますが、しかし、本日より日本は一気に子

育てを社会全体で応援することに特化していく

というわけでございます。そこで、新政権の子

育て支援策の目玉政策としての子ども手当につ

いて、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） いわゆる子ども手当

につきましては、本質的には定額給付金と変わ

らないと思っております。しかし、現行の児童

手当よりも支給額がふえて支給対象範囲も拡大

することから、子育ての経済的負担の軽減につ

ながるものとして、この施策に期待を持たれて

いる方もいらっしゃいます。また、多額の財源

を要することや所得制限を設けないことから、

一部に疑問視されている方もいらっしゃること

は事実だと思います。いずれにしましても、今

後、国会等において予算化に向けた議論が始ま

ることとなりますので、県といたしましては、

国の動向、議論の内容を注視していきたいと考
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えております。

○河野哲也議員 今、知事も答弁されたよう

に、大変期待も大きい政策であります。子供さ

んを持つ若い御夫婦、１人２万6,000円の12カ

月、31万2,000円、子供さんのために使っていた

だくことを祈りたいと思います。

地域性の観点は、現行の児童手当にも子ども

手当にもありません。しかし、中山間地域の子

育ての経済的な支援の声をよく聞きます。例え

ば、遠距離による、子供を病院に連れていくた

めの交通費や高額な教育費等でございます。ぜ

ひ地域に応じた支援が必要であると考えます

が、今後、中山間地域における子育て支援対策

をどのように行うか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 中山間地域に

おいては、豊かな自然や地域のきずななど、地

域の特色を生かした子育て支援体制を整備する

ことが重要と考えております。このため、県で

は平成20年度から「地域の絆で子育て支援事

業」に取り組み、子育て親子と地域住民との交

流を目的とした親子ふれあい農園の実施や、住

民の相互扶助による子育て支援組織の立ち上げ

などについて、市町村や民間団体への助成を

行っているところであります。また、今議会に

も予算をお願いしておりますが、安心こども基

金を拡充し、地域の創意工夫による子育て支援

の仕組みづくりなどを促進する事業にも積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ、そこで打たれた施策に

ついて調査させていただきたいと思います。

次に、地域医療再生特別交付金についてでご

ざいます。厚生労働省は、６月５日付の医政局

長通知で、地域医療再生計画作成の方針を公表

いたしました。この計画は、ことし４月に前政

府が定めた経済危機対策の一環として今年度の

補正予算でつけられた、地域医療再生臨時特例

交付金を受けるために必要となるものです。交

付金の額は30億―25億とも聞きますが―70

地域、100億の10地域の計3,100億円規模、通常

の交付金と異なり、単年度ではなく複数年にま

たがって使えるほか、国庫補助率の規定がない

ため、地方自治体に予算の余裕がなくても受け

られます。使用目的について、担当となる厚労

省医政局指導課は、「モデル例は示したもの

の、地域で本当に困っている内容と解決策を挙

げてもらい、そこに対して交付金を出していき

たい」としており、特に制限はかけないとして

おります。医療圏単位での医療機能の強化の目

的ならば、建築物、大学への寄附講座、医療秘

書の雇用、職員の退職引当金など、何に対して

も充当できるとされております。そこで本県

は、どういう方針でこの地域医療再生計画を策

定し、交付申請を進めるのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

計画は、地域医療が抱える課題の解決を目的と

して策定するもので、計画期間は平成25年度ま

での５年間、計画の対象地域は、基本的には２

次医療圏となっておりますが、医師確保に関す

る事業など県全体で実施したほうが効率的な事

業は、県全域を対象とすることができるとされ

ております。県におきましては、市町村、医師

会、宮崎大学を初め、県内の関係機関との意見

交換を踏まえ、医師確保と救急医療体制の強化

を本県の優先すべき医療課題として掲げて、現

在、策定作業を進めているところであります。

今後、10月中旬の国への計画提出に向け、引き

続き、関係機関と協議しながら作業を進めてい

きたいと考えております。
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○河野哲也議員 採用が県内２医療圏というこ

ともお聞きしているのですが、そこで県北医療

圏の実態をどのように把握しているか、部長、

よろしくお願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 新医師臨床研

修制度の導入等を契機として、医師不足が全国

的に生じており、県北地域においても、医師確

保が大きな課題となっております。また、初期

救急医療体制が不十分な状況もあり、２次、３

次の救急医療を担う県立延岡病院に多数の患者

が集中し、医師が疲弊するなどの問題が起きて

おります。このように、県北地域においては、

医師確保や救急医療の面で解決すべきさまざま

な課題があると認識しております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。実態

をしっかりと把握していただいていることに感

謝申し上げます。延岡市を初めとする自治体及

び市の医師会も、今できることを懸命に実践さ

れております。要望です。全県からさまざまな

メニューが挙がっていると考えますが、県北に

つきましては、救急拠点病院の機能強化、開業

医師の支援、看護師・臨床検査技師の確保、女

性医師・看護師の就業環境整備、北浦診療所の

整備など、できれば重点的にお願いしたいとい

うふうに考えます。

続いて、教育問題のほうに移らせていただき

たいと思います。教育問題について何点かお伺

いいたします。

新政権は、地方の教育委員会を発展的に改組

した教育監査委員会を創設し、教育行政の責任

を首長に移管するとしております。これは、教

育委員会に対して、改革の一つとして施策に挙

げられているようでございます。それに対し

て、教育行政の責任を首長に移管することだけ

でも、教育においては政治的中立性・安定性・

継続性が必須であり、選挙で選ばれた首長が直

接教育の事務を担当することで、教育の政治的

中立性・安定性・継続性が損なわれるおそれが

高くなり、大きな問題があると言われておりま

す。そこで、本県では宮崎県の教育の方向とい

うのは、知事が決めるんでしょうか、教育委員

会が決めるんでしょうか、知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 「地方教育行政の組

織及び運営に関する法律」第23条の規定により

まして、県立学校の設置・管理や組織編制、教

育課程、学習指導に関すること、学校の職員の

任免その他の人事に関することなど、教育行政

の基本的な方針に関する事項につきましては、

県の教育委員会が管理し、執行することとされ

ております。

○河野哲也議員 教育委員会は、教育行政の方

針決定機関であるということを確認しておきた

いと思いますが、実を言うと、今問題になって

いるのは、教育委員会の機能性であります。隣

県の大分県教員不正採用試験は、収賄側と贈賄

側の逮捕で終息したかのように見えましたが、

不正が確認されたとして不採用になった元教員

が、納得できないとして地位確認の訴訟を起こ

したそうです。その訴訟の中で問題になるの

が、採用・不採用を決定した教育委員会の議事

録の提出にあると言われています。この会議の

内容によっては、委員一人一人が不正事件に対

し、どう認識し、どう責任をとるか問われるこ

とになると言われております。もし責任を回避

するようなことがあれば、教育委員会は、行政

委員会として首長から独立しているといいなが

ら、機能不全に陥っているということになりか

ねません。大きな問題提起がなされると思いま

す。ところで、教育委員会は合議制で、「多数
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決により教育行政の基本方針を決定する」とあ

ります。そこで、直近の教育委員会の会議内容

を教育委員長、お願いしたいと思います。

○教育委員長（大重都志春君） 去る９月３日

に開催いたしました定例教育委員会におきまし

ては、今議会に提出する経済・雇用対策を柱と

する補正予算に関すること、本県教育の振興に

功績のあった職員を表彰する県教育職員表彰の

受賞者の選考に関すること、教職員の懲戒処分

に関することの議題３件につきまして、審議・

決定を行ったところであります。また、全国学

力・学習状況調査結果や体罰防止対策など計11

件の事項につきまして事務局から報告がありま

したが、このうち、学力向上に関しましては、

秋田県など、学力が高い県の施策を参考にすべ

きであるという意見があり、また、体罰防止対

策に関しましては、先生方が共感するようなパ

ンフレットを作成するよう意見が出されるな

ど、活発な議論がなされたところであります。

以上です。

○河野哲也議員 ありがとうございます。宮崎

県は大分県のように心配することはないのかな

という気がしますが、答弁の中に、全国学力テ

ストの報告があったとありました。県教育委員

会は４日、文部科学省が８月下旬に公表した全

国学力・学習状況調査の結果を受け、今まで非

公開であった県内７教育事務所別の平均正答率

を初めて公表いたしました。小学校国語Ａ、国

語Ｂ、算数Ａ、算数Ｂの４領域の平均正答率

は63.0ポイント、中学校は、国語Ａ、国語Ｂ、

数学Ａ、数学Ｂ、４領域69.3ポイントで、教育

事務所間の差を見ると、最も高い地域と低い地

域の差は、小学校では4.7ポイント、中学校で

は6.0ポイント、小学校で最も差が大きかったの

は算数Ｂで、その差は6.1ポイントで、中学校で

最も差が大きかったのは数学Ａで7.6ポイントで

あると報告されております。ところで、今年度

は、全国学力調査の教育事務所別の平均正答率

を公表されましたが、その意図について教育長

にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の結果につきましては、本年度、今お話が

ありましたように、教育事務所ごとに平均正答

率を公表したところであります。本県が独自に

行っております「みやざき小中学校学力・意識

調査」につきましては、これまで教育事務所ご

とに結果を公表してまいりましたので、それに

合わせて全国の学力調査の結果も同様に公表す

ることにしたものであります。本県独自の学力

調査は、小学校５年生と中学校２年生を対象と

し、全国の学力調査は、小学校６年生と中学校

３年生を対象にいたしておりますので、同じ集

団の子供たちが２年間続けて２つの調査を受け

ることになります。したがいまして、教育事務

所ごとに結果を公表することにより、市町村教

育委員会や学校は、２つの調査を関連づけなが

ら、経年による比較や、より詳細な分析が可能

になるものと考えております。以上です。

○河野哲也議員 教育長、済みません。調査結

果を教育事務所ごとに公表するとしたのは、だ

れがどの時点で決めたんでしょうか、お伺いし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の教育事務所ごとの公表につきましては、

先ほど申し上げましたとおり、より詳細な分析

が期待できると考えておりますので、昨年度か

ら、市町村教育委員会の御意見も伺いながら県

教育委員会内で検討を進め、８月末に、すべて

の市町村教育委員会から最終的な了承を得るこ

とができたところであります。これを受けまし

平成21年９月16日(水)



- 116 -

て、県教育委員会として、教育事務所ごとに結

果を公表することにしたところであります。以

上です。

○河野哲也議員 ということは、先ほど、直近

の委員会で学力テストの報告があったとありま

したけれども、そのときに確認されたというこ

とで理解してよろしいと思います。実を言う

と、21年度教育長マニフェストの中に、全国学

力テスト４領域、全国平均以上としていますけ

れども、教育長、見解をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査におきまして、小学校、中学校ともに全国

平均以上という目標を、本年度の教育長マニ

フェストの一つに掲げたところであります。結

果につきましては、小学校の「知識」に関する

問題は、国語・算数ともに全国平均を上回って

いるものの、「活用」に関する問題につきまし

ては、国語で1.4ポイント、算数で3.7ポイント

全国を下回るという結果でありました。また、

中学校につきましては、国語・数学の「知識」

及び「活用」に関する問題、ともに全国平均を

上回ったところであります。今後、調査結果を

詳細に分析・検討いたしますとともに、他県の

先進的な取り組み等も参考にしながら、特に

「活用」に関する力の育成に重点を置きなが

ら、児童生徒の学力向上を図っていきたいと考

えております。以上です。

○河野哲也議員 教育委員会の今後の分析、対

策を望みたいと思います。フィンランドの世界

一学力の分析がさまざまにされておりますが、

いずれの報告にも共通して掲げてあるのが、教

師・学校をサポートする専門家チームがすべて

の学校に配置されているということを挙げてお

ります。宮崎県も何年か前に、モデル的に特別

支援教育推進のために専門家チームを立ち上げ

ていたことがあったと思います。ぜひ検討して

いただきたいなというふうに思います。先ほど

の問題提起じゃありませんけれども、教育委員

会は、教育現場の問題をもっと話し合われても

いいのではないかと考えます。でないと、問題

視されている機能不全を指摘されても仕方がな

いということが言われるのではないか。改革の

柱として、教育現場の課題をどう支援していく

か、大事な視点にしていただきたいと考えま

す。

次に移ります。改正教育職員免許法の成立に

より、教員免許更新制が平成21年４月から導入

されています。教員免許更新制は、その時々で

教員として必要な資質・能力が保持されるよ

う、定期的に最新の知識・技能を身につけるこ

とで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、

社会の尊敬と信頼を得ることを目指すことを目

的とし、不適格教員の排除を目的としたもので

はないとされております。「教育の政治的中立

はあり得ない」と日教組の会合で発言した民主

党の輿石東参議院議員会長が、12日、教員免許

更新制度を、「抜本的に見直し」から現行制度

を早くも「廃止」する意向を示したと報道され

ました。この教員免許更新制度は、平成16年10

月、文部科学大臣から「今後の教員養成・免許

制度の在り方について」の諮問を中央教育審議

会が受けて、平成18年７月に答申を出し、その

後、教員養成部会を中心に議論を重ねた結論で

す。審議過程において、教職員組合、校長会、

国立大学協会、学校・大学関係者、一般市民等

の意見を踏まえた結論であったはずです。新政

権は、この更新制度を教員養成６年制に伴い廃

止を打ち出しています。教育長の見解をお伺い

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 教員免許更新制は、
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教育職員免許法の改正によりまして、教員免許

状に10年間の有効期間を定め、更新講習を修了

した者に有効期間の更新を認めるものでありま

して、その目的につきましては、議員が先ほど

述べられたとおりというふうに認識をいたして

おります。この教員免許制度につきましては、

教育職員免許法に基づきまして、免許法の改正

を経て全国的に実施されているものであります

ので、今後のあり方につきましては、国におい

て十分な御議論がなされるべきものであると考

えております。以上です。

○河野哲也議員 そういう目的のもとでの更新

制度だったと考えます。ところが、この制度の

講習、これは現場の先生に評判がよくありませ

ん。確かに、役に立ったという少数意見もあり

ますが、10年目、20年目、30年目の先生方が受

講する中で、「自分が大学のときに受けた内容

とほとんど変わらない」と、そういう意見を出

されています。これでは更新制度の意味が全く

ない。来年１月に廃止になってしまうと考えて

しまいます。私は、実を言うと、この制度に期

待していました。なぜならば、英語活動の授業

は受け持ちたくないとか、パソコンの授業がで

きないとか拒否するベテランの教師が残念なが

ら存在すると聞いているからです。発達障害の

子は受け持ちたくないと逃げ、学級を崩壊さ

せ、難しい学級を新採の先生に受け持たせてし

まったベテランの先生の存在を聞くからです。

こうした先生方は、資格が生涯有効のため、専

門職としての努力、この姿勢が鈍ってしまって

いるのではないかと感じています。専門性を向

上させるための更新制です。しっかりと、受講

者へのさまざまな側面からの配慮が不可欠だと

考えますが、本県の講習は、本年度、何人の方

が、どこでどのように受講されているかお伺い

します。また、受講者に対してどのような支援

を考え対応されたか、教育長、お伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 県内における今年度

の更新講習につきましては、宮崎大学、宮崎産

業経営大学及び宮崎学園短期大学が、７月から

９月にかけまして開講しているところであり、

８月末までのこれら３大学での受験者総数は、

聞き取りでありますが、県内外及び公立・私立

の区別はできておりませんけれども、すべての

教員免許状に共通します必修領域で671人、おの

おのの免許状の種類に対応する選択領域で、延

べ数になりますが、1,810人と把握いたしており

ます。受講者の支援につきましては、受講に際

しての服務を「職務専念義務の免除」にしたほ

か、受講者が所有する免許に幅広く対応できる

ように、県内の大学に多様な講座開設を働きか

けますとともに、受講漏れがないように、公立

学校校長会を通して制度の周知を徹底するな

ど、便宜を図っているところであります。以上

です。

○河野哲也議員 私も調査が一部に偏りました

ので、本当に役に立ったという先生方もいらっ

しゃると思いますが、今答弁の中にありまし

た、幅広い、やっぱり受講者が自分に合った選

択のできるもの、例えば、大学だけじゃなくて

教育研究団体なんかが主催するものに参加する

のもオーケーであるとか、そういうことも検討

していただきたいなというふうに考えます。

最後です。治安問題について、まず違法薬物

撲滅についてお伺いいたします。

有名芸能人の覚せい剤所持・使用事件や大学

生らによる大麻使用などが社会問題化している

ことから、違法薬物への対策強化が求められて

おります。警察庁が発表した「平成21年上半期
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の薬物・銃器情勢」によると、覚せい剤事件の

検挙人数は5,384人で13.1％減、反面、押収量

が6.4倍の約263キログラムに激増しているとい

う報告がありました。覚せい剤の需要が依然と

して根強く、使用者が減っていないというのが

現状だと思います。また、大麻の所持や栽培な

どの検挙件数は、昨年同期比で13.4％増の1,907

件、検挙人数も21.3％増の1,446人に上り、いず

れも上半期の統計が残る1990年以降で最も多く

なっています。一方、近年急増している合成麻

薬ＭＤＭＡなどでは、検挙人員のうち、少年及

び20歳代の若年層が約５割を占めており、若年

世代への違法薬物汚染が進んでいると見られま

す。そこで、本県においての実態を警察本部長

にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えいたしま

す。

全国における覚せい剤事犯の検挙につきまし

ては、ここ数年、御指摘のとおり減少傾向にあ

りますけれども、大麻事犯については、逆に増

加傾向にありまして、本年上半期においても、

過去最高を記録いたしました昨年をさらに上回

る水準で推移しております。本県の状況であり

ますけれども、覚せい剤の検挙はここ数年横ば

い状況にあり、本年８月末現在、41件、32名の

検挙となっておりまして、これは昨年同期と件

数、人員ともに同数となっております。また、

大麻事犯の検挙でございますけれども、平成17

年以降、増加傾向にありまして、本年８月末現

在、38件、29名の検挙となっております。昨年

同期比で申しますと、26件、15名の増加となっ

ておりまして、全国傾向同様、昨年を上回る水

準で推移しているところでございます。以上で

ございます。

○河野哲也議員 都会で起こっていることが、

宮崎でも起こっているということになると思い

ます。違法薬物の撲滅について、具体的な対策

を警察本部長に伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えいたしま

す。

警察といたしましては、薬物事犯の対策につ

きましては、供給源の遮断と需要の根絶が重要

と考えております。そのためには、税関、海上

保安庁等の関係機関と連携して、密売人や末端

乱用者の徹底検挙を図ってまいります。それか

ら、薬物乱用の防止対策といたしまして、取り

締まりだけでなく、広報啓発活動の推進が重要

だと考えております。これまでにも県・市町

村、厚生労働省、麻薬取締部等の関係団体と連

携を密にいたしまして、薬物乱用防止のための

広報啓発活動を強力に推進してまいりました。

特に最近では、大麻事犯を中心に、若者への薬

物汚染が危惧されておりますことから、若い世

代の規範意識の醸成のために、これまで行って

まいりました薬物乱用防止教室に加え、本年は

大学生を対象とした薬物乱用防止講話を実施し

ているところでありまして、これまで県内５つ

の大学で合計約2,000名の方が受講したところで

あります。以上でございます。

○河野哲也議員 今、本部長から、大学生の取

り組みについて御報告いただきましたが、教育

長、公立学校においてはいかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 薬物乱用につきまし

ては、児童生徒の健全な心身の発達に悪影響を

及ぼす重大な問題と受けとめております。小中

学校・高等学校におきましては、日ごろから、

保健体育課の授業はもとより、学級活動や総合

的な学習の時間などの教育活動全体を通して、

「薬物乱用と健康」について指導いたしており

ます。また、警察職員や学校薬剤師等による
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「薬物乱用防止教室」を開催しているところで

あり、特に高等学校におきましては、警察の担

当者から、薬物依存の恐怖や誘われたときの対

処法などの事例をもとに、薬物の危険性等につ

いて具体的な指導をいただいているところであ

ります。県教育委員会といたしましては、児童

生徒の発達段階に応じた的確な指導ができます

ように、文部科学省や警察庁が作成いたしまし

た指導資料やＤＶＤなどを学校に配付して、指

導の充実に努めているところであります。今後

とも、学校はもとよりでありますが、家庭や地

域、関係機関と緊密な連携を図りながら、継続

的な乱用防止対策の推進に努めてまいりたいと

考えております。以上です。

○河野哲也議員 ぜひ真剣な取り組みを、ま

た、本当に定着するそういう教育をお願いした

いと思います。同時に、再犯防止策の強化も必

要だと考えます。特に覚せい剤事犯での逮捕者

のうち、半数以上が再犯というのが現状です。

しかし、専門治療施設や民間のリハビリ施設が

少ないため、社会復帰を支援する体制整備が急

務であると考えます。また、既存するリハビリ

施設の経済的支援も、行政は対策を講じるべき

ではないかと考えますが、本県の再犯防止の方

策を福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 覚せい剤等の

再乱用防止につきましては、精神保健福祉セン

ターを中心に、薬物関連問題相談事業を実施し

ております。この事業は、専門医による本人や

家族に対する治療等の個別相談、家族に対する

正確な知識・情報の提供及び家族同士の支え合

いを促進する家族教室の開催などに取り組むも

のであります。再乱用防止のためには、今後と

も、この事業の推進や関係機関との一層の連携

強化等を図ることが重要と考えております。な

お、覚せい剤等の薬物は依存性が強いため、ま

ずは手を出させない対策が重要でありますの

で、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動などを通し

て、広く県民に薬物乱用防止を啓発してまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 今、テレビ等でも特集されて

いますけれども、再犯防止が非常に難しい。こ

れは本当に全県で取り組む緊急的なものじゃな

いかなと思いますので、どうかよろしくお願い

します。

侵入盗対策についてお伺いいたします。厳し

い社会情勢の中で、犯罪が多様化・悪質化し、

深刻な状況になっています。マスメディアの扱

い方にもよるのですが、連日のように全国で殺

人、コンビニ盗の強盗等頻繁に行われているよ

うな印象を受けます。そんな中、一時期、ピッ

クのような金属製の工具を使って侵入するピッ

キングによる空き巣、忍び込み等の侵入盗が多

発していました。私が調べたところ、平成14

年、認知件数2,431件、検挙件数821件でありま

した。ところが、平成19年は、1,387件、検挙

数711件で、認知件数は激減していることがわか

りました。ところで、最近はどうなんでしょう

か。20年、21年の認知件数、検挙件数を警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えします。

侵入盗の認知件数と検挙件数につきまして

は、平成20年中が認知件数1,193件、検挙件数

が605件、本年８月末現在では認知件数が794

件、検挙件数297件であります。以上でありま

す。

○河野哲也議員 空き巣等の発生抑制のため、

行政・県民の協力のもと、県警の御努力に感謝

申し上げます。私が調査した範囲では、検挙率

は50％を超える成果が見えるのですが、検挙件
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数で見ると、ほとんど横ばいであります。考え

られる理由、検挙向上対策を警察本部長にお伺

いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えいたしま

す。

宮崎県警察といたしましては、ここ数年来、

県民の皆様に不安を与える侵入盗を初め、各種

犯罪の抑止対策に取り組んできたところであり

まして、その結果、先ほど御指摘いただきまし

たように、侵入盗の認知件数、こういったもの

は減少し、一定の成果を得たところでありま

す。一方、検挙件数につきましては、先ほど御

指摘のとおり、なかなか増加には至っていない

という現状であります。その理由といたしまし

ては、最近の犯行形態として、犯人が現場に証

跡を残さない等の犯行手口が巧妙化しているこ

ととか、聞き込み捜査による情報収集が困難に

なっているといったようなことで、捜査環境が

厳しくなっていること等々があると考えており

ます。これに対して、侵入盗の検挙対策といた

しましては、今後とも、綿密な現場における鑑

識活動の徹底、住民の皆様の協力を得るための

広報啓発活動の推進に努め、さらに、他県警察

との情報交換や合同捜査、共同捜査の推進、警

備業界等関係機関や防犯団体との連携、そう

いったことをしっかりと図ってまいりたいとい

うふうに考えております。以上でございます。

○河野哲也議員 どうかよろしくお願い申し上

げます。

公明党、再起を誓うということで、選挙の総

括の中に、もっと公明党らしさを出せというこ

とでありました。公明党らしさというのは、清

潔な政治ということで、最後に、知事に政治姿

勢として１問お伺いしたいと思います。

いよいよ本日、民主党政権の誕生でございま

す。その裏側でいまだ火種がくすぶり続けてい

るのが、鳩山総理の献金偽装問題であります。

ここ最近のマスコミ世論調査によると、鳩山代

表の説明に納得していない人は、実に全体の７

割強。このまま「秘書がやった」の一点張りで

逃げ回れば、新政権は政治と金の問題という爆

弾を抱えてスタートすることになるという見方

が大勢でございます。公明党はマニフェスト

で、秘書など会計責任者が虚偽記載などの違反

を行った場合、監督責任のある国会議員の公民

権を停止する政治資金規正法改正を掲げまし

た。一連の献金偽装に対し、「公人としての説

明責任をきちんと果たすのが、政治の最高指導

者としてのマナー」との指摘は当然であると思

います。政治評論家・森田実氏は、鳩山総理は

説明を尽くさないままだと、「総理大臣になっ

ても短命に終わる」と語っています。東国原知

事は、政治と金を敏感に感じ、宮崎の献金体質

を正すために打って出た方でございます。総理

大臣指名を受けたものが、国民の７割が納得し

ていない献金問題を解決しないままでいること

を知事はどう考えるか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） これはあくまでも一

般論でございますが、私も含めて政治家たる者

は、政治と金、政治献金、そういったものに対

しては公明正大であり、おっしゃるところの高

潔・清潔・清廉でなければいけないと、私は考

えております。もし国民の多くの方々が、その

説明責任に対して納得していないのであれば、

それはあくまでも政治家の判断でございます

が、説明をされることがあるのではないかと

思っております。しかるべきところで、しかる

べき対応をされることが、政治家として、また

国家の首相であるお役目だと私は考えておりま

す。
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○河野哲也議員 以上で公明党を代表して質問

を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時６分散会
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