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午前 10時 0分開議

出 席 議 員（43名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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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、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、民

主党宮崎県議団、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 民主党県

議団を代表して質問をいたします。

今回の総選挙は、自民党を中心とした与党連

立勢力対民主党を中心とした野党連立勢力が

真っ向から対峙し、政権交代をかけて政党選挙

が繰り広げられました。民主党を中心とする勢

力の勝利は、選挙によって政権交代が実現され

たという点で日本憲政史上初めてであり、歴史

的な結果となりました。308議席を獲得した民主

党の勝利は、単純に民主党の勝利と言えるもの

ではなく、国民の皆さんの政治へのやりきれな

い不信感、従来型の政治・行政の機能不全への

失望と、それに対する強い怒りが高い投票率と

なってあらわれたと言えます。つまり、この選

挙の勝利は国民の皆さんであると言えます。

先日、週刊誌にセンセーショナルな記事が掲

載されました。「自民壊滅、死屍累々のＡ級戦

犯竹中平蔵がパソナ会長に就任。年俸１億円の

ひとり勝ち。小泉改革で拡大した派遣業界から

大金を手に。有権者が自民党にノーを突きつけ

た理由の一つは小泉構造改革への反発だった。

しかし、構造改革の中心にいた竹中平蔵氏は、

古巣の壊滅的大敗にどこ吹く風、自民党候補者

が選挙を戦っている真っただ中、自分が推進し

た政策で成長した企業にちゃっかり再就職し、

大金を手に」というものです。

小泉・竹中路線で改正労働者派遣法は成立し

ました。小泉構造改革は、改革の名のもと、日

本じゅうに格差を生み、地方を疲弊させまし

た。小泉は息子を衆議院議員にして、竹中は他

人事のように自民党の大敗を批評し、再就職で

悠々自適でほくそ笑んでいます。このようなこ

とは自民党政権の中では常時認められてきたの

でしょう。駆け込み天下りと何ら変わらず、本

当に許せないことです。いろいろな格差に悩む

国民の生活を全く無視し続けた日本のリーダー

だったと思います。その小泉元総理が指名した

安倍さんに始まり、福田さん、麻生さんと、た

らい回し政権に国民は一層苦しめられました。

そこに怒りの種は芽を出したのです。

今回の選挙の勝利者は、再度言わせていただ

きますが、国民の皆さんです。今回の選挙結果

を機に、政党は互いの揚げ足取りや批判合戦の

政治ではなく、各政党がその長所を発揮し、政

策面でしのぎを削り、議会制民主主義を発展さ

せ、国民のための真の意味での責任ある政党制

を実現していかなければならないと思います。

選挙において政権交代がなし遂げられたことを

しっかりと認識すべきです。今回の選挙は、互

いにマニフェストを掲げて戦い、国民の皆様に

も大いに関心を寄せていただきました。政党の

違いは政策の違いであり、政策の違いは税金の

使い方の違いです。国民の生活が第一、地域主

権を訴えた民主党は多くの国民の皆さんから支

持をいただきました。

以上述べました経緯で、昨日、歴史的な民主

党鳩山政権は誕生しました。今後は、選挙によ

る政権交代の時代を迎えたことになります。東

国原知事には、民主党がマニフェストを提示以

来、手厳しい御批判をいただきました。知事に

民主党政権樹立についての所見と民主党政権に

対するスタンスについてお尋ねをいたします。

平成21年９月17日(木)
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次に、教育行政について教育長にお尋ねをい

たします。

来春高校卒業予定者に対する求人倍率は、昨

年度に比べ確実に激減しています。高校卒業と

同時に新しい出発を迎えることが困難な状態が

ずっと続いています。地域経済の活性化が重要

で、地方の疲弊はまさに子供たちの未来に確実

に影を落としています。県内就職希望者の高校

生の就職状況と今後の対応についてお聞きをい

たします。

次に、心的疾患に悩む先生に対する対応につ

いてお尋ねをいたします。今年度も患者数を減

らすことはできませんでしたが、その対策と休

職者の職場復帰プログラムはどのように実施さ

れているのか、お聞かせください。

ことしは全国定時制・通信制振興大会が宮崎

県において開催されました。大変熱心な取り組

みで、私も宮崎県の振興会の役員として参加を

させていただきましたが、定時制・通信制の問

題点を各県においても具体的に整理されてお

り、教育問題の多様性を実感することができま

した。以前から繰り返し取り上げて質問させて

いただいていますが、教育の機会をあきらめさ

せたくないとの思いからお尋ねいたします。通

信制高校の未履修者の実態把握の現状と今後の

対策をお聞かせください。

また、新型インフルエンザは、マスコミ等の

報道で学級閉鎖がふえている印象があります。

これからの季節を考えますと、子供たちへの影

響を心配しています。学校における養護教諭の

職務範囲と休校措置の基準等、県教育委員会の

取り組みについてお尋ねをいたします。

次に、警察行政について警察本部長にお尋ね

をいたします。

マスコミ報道も過熱する中、素人が人を裁く

という裁判員制度が始まりました。検察、警察

は、始まった裁判員制度で自白の任意性を立証

するため、一部に限り、録音・録画を試行して

います。しかし、可視化の対象拡大について

は、供述をためらわせ、捜査に支障があるとし

て、一貫して反対の姿勢を示しています。自白

強要による冤罪を防止するためには、取り調べ

の可視化は必要と考えますが、本部長の所見を

お尋ねいたします。

来月は全国から多くの方が来県しての第22回

全国スポーツ・レクリエーション祭が県内各地

で開催をされます。期間中、大勢の県外客の皆

さんが繁華街を散策されるものと予想されます

が、風俗関連営業にかかわる執拗な勧誘、誘引

等が懸念されるところです。他県では、風俗関

連の営業における勧誘、誘引、ビラの配布、及

び客待ち等に対する条例が施行され、これらの

行為を規制するのに効果が上がっていると聞き

ます。県内の実態把握はどのようにされている

のでしょうか。また、今後の取り組みとして、

「公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関す

る条例」の改正が必要と思われますが、お尋ね

をいたします。

次に、連日のテレビ報道で芸能界における薬

物汚染の実態には驚きと根深さを実感させられ

ます。薬物汚染が例外なく宮崎県でも身近に

迫っており、県民、子供たちへの広がりを絶対

にとめなければなりませんし、薬物の根絶を図

らなくてはと強く願っています。通告をしてい

ましたが、警察本部が強い体制で薬物汚染に取

り組んでおられることを昨日の河野議員の答弁

で聞かせていただきましたので、今後のますま

すの取り組みの強化を要望いたします。

以上、壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席にて質問を続けます。（拍手）〔降壇〕

平成21年９月17日(木)



- 128 -

平成21年９月17日(木)

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今回の総選挙は、私がかかわっておりました

「せんたく」としても働きかけをさせていただ

いたとおり、各党が本格的にマニフェストを闘

わせた初の政権選択選挙であり、我が国の政治

史の中でも歴史的なことだったと思います。ま

た、この結果は、多くの国民がこれまでの政治

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

化を期待したものと考えております。

きのう発足いたしました新しい政権には、多

くの国民の方々が求めた変化・変革、さらに国

民目線、住民目線での政策決定や地域主権への

転換などに私も大いに期待しているところであ

ります。地方の疲弊は待ったなしの状態にあり

ます。地域の実情、地方の声に十分配慮いただ

きながら、景気・雇用対策はもちろんのこと、

地方分権、地域主権の実現、医療・福祉の充

実、道路等社会基盤の整備など、各種政策にス

ピード感を持って取り組んでいただきたいと考

えております。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、高校生の就職状況と今後の対応につい

てであります。来春卒業予定者に対する求人倍

率は全国的には７月末時点で0.71倍と、昨年同

期比でほぼ半減しており、本県においては直近

の８月末時点で0.33倍と、大変厳しい状況にあ

ります。このような中、学校だけでなく県教育

委員会といたしましても、８月の下旬より、私

を初め次長などの幹部職員が直接、企業に出向

きまして、求人のお願いをしているところであ

ります。その中で企業側から、「なかなか採用

の見通しが立たない」とか、「採用は行うが、

その数は減らさざるを得ない」などの生の声を

伺い、県内企業が置かれている厳しい現状も実

感しているところであります。

このような厳しい状況を踏まえまして、この

時期としては異例のことでありますが、去る９

月14日に、県商工観光労働部と宮崎労働局と共

同して、県経営者協会などの主要経済４団体に

対して求人確保拡大のための要請を行ったとこ

ろであります。また、就職を希望する生徒が一

人でも多く就職決定できるよう、各学校におい

て、よりきめ細かな支援を行うために、今回の

補正予算案に進路対策専門員を増員するための

経費を計上し、御審議をお願いしているところ

であります。

このような厳しい経済状況においてこそ、地

域経済の活性化が大変重要であると思っており

ます。そのためにも、企業や地域産業界のニー

ズにこたえることのできる人材の育成が今後と

も必要であると考えておりますので、地域産業

界や地域社会との連携充実など、さまざまな角

度で創意工夫しながら、将来の宮崎の産業を担

う人材の育成にも一層力を入れてまいりたいと

考えているところであります。

次に、教職員の心的疾患といいましょうか、

メンタルヘルスについてであります。心の健康

についての対策は、初期段階における対応が重

要であるとされております。このため、県教育

委員会といたしましては、平成20年度から学校

職員健康づくり総合支援事業に取り組み、各学

校における教職員の心の病の予防や早期発見・

相談に努めているところであります。具体的に

は、各教育事務所管内を単位として、保健所、

公立小中学校、県立学校など、関係するすべて

の機関が連携しながら、管理職や初任者、衛生

管理者等を対象とする各職域内でのうつ病等の
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早期発見に資する研修会、メンタルヘルスに関

する相談窓口の設置など、心身の健康増進に係

る事業を総合的に実施しているものでありま

す。今後とも、この組織を中心として、教職員

の心の病の防止など所要の取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

次に、教職員職場復帰トレーニングについて

であります。このトレーニングにつきまして

は、精神性疾患などの病気で休職中の教職員が

円滑に職場に復帰するとともに、再発を防止す

るために平成17年12月から導入し、希望者に対

して実施をいたしております。トレーニングの

内容といたしましては、所属する学校におきま

して、原則４週間の中で疾病の程度等に応じ

て、同僚との会話や授業参観等を通しながら、

少しずつ仕事になれるようなものとなっており

ます。これにより、昨年度は25人の教職員が職

場復帰トレーニングを受け、そのうち17人が職

場復帰をいたしております。今後とも、休職中

の教職員が円滑に職場復帰ができますように、

トレーニングの内容等を工夫しますとともに、

安心して働くことができる環境づくりを推進し

てまいりたいと考えております。

次に、通信制高校におけるレポート未提出者

の現状等についてであります。提出すべきレポ

ート数に対する未提出数の割合は、平成21年度

前期におきましては、宮崎東高校が33.3％、延

岡青朋高校が19.4％であります。昨年度までの

３年間と比べますと、宮崎東高校は横ばい、延

岡青朋高校につきましては改善されてきており

ます。現在、レポート提出が滞りがちな生徒に

は、電話や電子メールで激励し、提出を求めた

り、あるいは登校を促してレポート作成を支援

したりしているところであります。今後も、学

級担任や教科担任に加えまして、今年度から通

信制高校に新たに配置をいたしました生徒支援

相談員を含めて、粘り強く個別指導に当たりた

いと考えております。

最後に、新型インフルエンザに対する学校等

の取り組みについてであります。学校におきま

しては、保健主事、養護教諭が中心となりまし

て、すべての職員で連携を図りながら、手洗

い、うがい指導や健康相談など、インフルエン

ザ感染防止に取り組んでいるところでありま

す。また、毎日の健康観察とともに、家庭でも

体温をはかってくるよう指導するなど、家庭と

一体となって児童生徒の健康状態の把握に努め

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、県立学校、

市町村教育委員会に対しまして、インフルエン

ザ様症状が見られる児童生徒への医療機関での

早期受診や集団発生時の保健所への連絡など、

新型インフルエンザの対応のあり方について４

月以降、各種の研修会などを通しまして随時指

導を行ってきているところであります。さら

に、９月１日付で学校の臨時休業基準を設定し

─その内容でありますが─「当該学級にお

いて、インフルエンザに罹患した児童生徒が２

人以上かつ在籍者数の１割に達したときを一応

の基準として、４日間程度の学級閉鎖、また学

級、学年を超えて広範な感染が認められる場合

は、同じく４日間程度の学年閉鎖、学校閉鎖」

を行うことを通知したところであります。これ

から秋冬を迎え、インフルエンザによる患者の

増加が懸念されますが、引き続き、関係部署や

関係機関等と緊密な連携を図りながら、対応に

万全を期してまいる所存であります。以上であ

ります。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

いたします。
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まず、取り調べの可視化についてでありま

す。取り調べの全面可視化につきましては、今

後、政府でどのような検討がなされるかを踏ま

えつつ、県警察におきましても適切に対処して

まいりたいと考えております。

次に、県内の繁華街における客引き行為等の

実態と今後の取り組みについてであります。ま

ず、県内の客引き行為等につきましては、苦情

や取り締まりの要望が寄せられていることなど

がございまして、客引き行為等に係る警察への

通報、要望等の分析、さらに県内繁華街の実態

調査―本部主管部門、所管警察署によります

こういった実態調査、さらには県民の皆様に対

するアンケート調査、こういったことを行いま

して、その実態把握に努めたところでございま

す。その結果、現行の「公衆に著しい迷惑をか

ける行為の防止に関する条例」のもとでは、規

制困難な客引き行為やスカウト行為等が行われ

ているという実態、さらに、アンケート回答者

の約４割の方が客引きをされた経験を有し、う

ち約７割が迷惑または不快と感じていること、

こういったことが明らかとなりまして、条例改

正の必要があると考えているところでありま

す。現在、条例改正に向けたパブリックコメン

トを実施中のところであります。警察といたし

ましては、今後とも、県民の皆様の安全・安心

を確保する観点から、健全な風俗環境の保持に

向けて、各種施策に前向きに取り組んでまいる

所存であります。以上であります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 答弁をいただき、ありがと

うございました。

教育長にぜひ検討していただきたい内容がご

ざいますので、お話をしておきたいと思いま

す。職場復帰プログラムのことなんですけれど

も、本当に人材がもったいないということと、

そういう心的疾患にならないようにするという

ことは当然なんですけれども、もしかかった場

合、人材をせっかく獲得しておいて財政的な損

失でもあると思うんです。職場復帰が不可能で

あったら、３年で失職していくわけです。そし

て、幾つか縛りがあるんです。もとの職場に帰

らないといけない、そういう問題とか現実にあ

りますね。ああいう問題もなぜ柔軟に検討がで

きないのかというのが、私は疑問なんです。

それともう一つは、職場復帰トレーニングす

るのに教育関係の機関の中だけでないといけな

いのというのが、そこもちょっと疑問があるん

です。ありとあらゆる県の持っている行政機関

の中で、そしてまた少しそこから外れているか

もしれないけれども、そこも利用して緩やかに

職場復帰を可能にしていくということに、なぜ

取り組めないんだろうかなというふうに思いま

す。それは、県庁職員全体にもかかわることな

んですけれども、そういう議論があってしかる

べきではないかなというふうに思うんですが、

その点について、教育長の見解をお聞かせいた

だきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 基本的には、当該先

生の立場から見ますと、みずから勤務している

学校を休職して、復帰トレーニングを受けて、

その学校にまた復帰するということにおいて、

その段階で一定のまたバイアスがかかってくる

というか、傾斜がかかってくるということはあ

り得ると思います。ただ、教職員の地位の特殊

性といいましょうか、教職員免許を持っておら

れて、教職現場で教鞭をとって子供たちを育て

ていく、そういう専門的な立場の方であります

ので、この先生方が、例えば一般行政の世界で

そのまま通用するのかといえば、いかがかなと

いう場面もありますし、逆に言えば、一般行政
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の職員が学校の教壇に立って生徒を教えきれる

のかというような問題とまた同じような結果が

考えられると思いますけれども。ただ、そうは

いいましても、学校現場に直ちに直帰ができな

いというような場合もあり得ると思いますの

で、そういった場合には、例えば異動等におい

て一定の配慮ができないかどうか、そういった

ところも含めまして考えていく必要があるのか

なと思います。

それから、復帰トレーニングの場所につきま

しては、やはり先ほど申しましたような教職員

の職務の特殊性、そういったところがあります

けれども、今、議員いろんなことをおっしゃい

ましたので、そのあたりで、なかなか厳しいと

は思いますけれども、そういったふうな手だて

が、何らかの別の手だてが講じられないかどう

か、そのあたりは調査研究をしていきたいと思

います。以上です。

○井上紀代子議員 ぜひ、その調査研究の中

に、お医者さんと御一緒に議論してみるとか、

そういうきめ細かな対応をお願いしたいという

ふうに思います。結果的には職場を失っていく

わけですから、そういう問題をしっかりと受け

とめていただければというふうに思っていま

す。これについては、まだ議論させていただき

たいこともありますので、またこれから御一緒

に議論をさせていただきたいということを申し

ておきたいと思います。

もう一つ、昨日もちょっと出ましたが、教育

長からも、将来の宮崎の産業を担う人材の育成

に一層力を入れてまいりたいというふうに、本

当に力強い答弁をいただいたんですが、私は、

宮崎県はやっぱり人材育成県にならないといけ

ないと思っているんです。そういう意味でいう

と、就職を含めて企業にとって即戦力になるよ

うな、私どもの宮崎県にそういう子供たちを

きっちり育てていくと、企業誘致にとってもプ

ラスですし、いろんな意味で子供たちの未来と

いうか、一歩出る、その一歩が大きいというふ

うに思うんです。東北のある県におきまして

は、派遣切りもないし、企業誘致がそれで非常

に進んでいるという実態があるんですけれど

も、そういう意味でいうと、人材をどう育成す

るか、どういうプログラムの中で育成していく

かということ、これはとても大切なことだと思

うんです。高校の教育のあり方というのが今、

非常にパターン化されているといったらおかし

いんですけれども、そこに特化されているとこ

ろに大変な問題点があるのではないかというふ

うに思っています。外山議員からも出ました

し、野辺議員からも出たと思うんですが、そう

いう点をしっかりと受けとめていただけるかど

うか、教育長の見解をお聞きしておきたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 井上議員と同じく私

も、地元で育った子供たちが地元の企業で就職

をして、郷土の産業を支えていただきたいとい

う思いは共通であります。そういう中で私も、

先ほど御答弁申し上げましたが、今回、各企業

を回らせていただく中で、宮崎県の工業高校の

生徒あるいは商業高校、農業高校の生徒も含め

てでありますけれども、産業系高校を卒業した

子供たちの働きぶりはおたくの企業に就職され

ていかがでしょうかというお話を聞くんですけ

れども、非常にすばらしいという評価をいただ

いております。コミュニケーション力がとれて

おったり、あるいは先輩後輩、そういう上下関

係もしっかり守っている、そういうふうな大変

高い評価をいただいております。本県で現場で

育った子供たちが宮崎県の産業界においてそう
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いう評価されるような働きをしているというこ

とは、私も実感したところであります。現在、

各学校におきましては、地域産業を担うという

趣旨から、それぞれの企業の御支援等、あるい

は関係する団体の御支援等をいただきながら、

実践力を養成するための実習、そういったとこ

ろに力を入れているところでありますので、今

後とも、企業等が求めるニーズを踏まえなが

ら、適時的確にそういう子供たちをしっかりと

育てていくための現場教育に取り組んでいきた

い、このように考えております。以上です。

○井上紀代子議員 御答弁いただいてありがと

うございました。ぜひ私どもも一緒に、民主党

県議団一緒にやらせていただけたらというふう

に思っているところです。

昨日は歴史的な民主党の鳩山政権ができまし

た。鳩山総理以下各大臣が深夜まで所信を述べ

たわけですが、私もずっと深夜にわたって聞か

せていただいておりました。昨日のあれは知事

は聞いていらっしゃいますでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 全部ではないです

が、聞かせていただきました。

○井上紀代子議員 そのとき鳩山総理が、地方

の予算なんか引き揚げないとはっきり申し上げ

ておりましたが、そのことは認識をしていただ

けたのかどうかが私もわからないんです。ここ

何日間かの代表質問を聞いておりましたら、大

して情報もない中で、どうしてこんなにも私ど

もの執行部というのは、宮崎県の執行部という

のは、ばたばたするんだろうかと思って、奇異

に感じておりました。

実は民主党としては、麻生内閣が経済対策と

して国会に提出した補正予算は経済対策として

の効果や必要性に疑問があると。予算が数多く

計上されているけれども、仮に政権交代が実現

した場合は、執行の抑制・凍結などの措置を検

討すべきであると考えているということは、鳩

山代表がその時期におっしゃったことなんで

す。それは、独立行政法人、公益法人といった

国の関連機関の支出や、事業内容も不明確なま

まに単に資金を積み込んだ基金、代表が特に国

会で取り上げたのはアニメの殿堂であったわけ

です。一方で、補正予算で地方に対しても地方

活性化公共投資臨時交付金、地方活性化経済危

機対策臨時交付金を初めとして、医療や環境な

どの分野でも資金が交付されているわけですけ

れども、これらに対しては、現下の厳しい地域

や地方財政の状況を踏まえて、各地域において

積極的な政策実施の財源となると考えるところ

から、その執行を抑制・凍結することは考えら

れないということを、民主党としてはずっと言

い続けなんです。

それにもかかわらず、今回なぜ、こうもばた

ばたというか、私は最初、テレビの画面に知事

が出られて、法的措置を考えていると言われた

ときには、正直申し上げて、実は恥ずかしい思

いをしたんです。そしてまた、私どもの執行

部、県の執行部というのは民主党のマニフェス

トも読んでいただいていないのかと思いまし

た。私に、欲しいとはだれ一人言っていただい

ておりませんので、それはどうしてなのかなと

正直思いましたが、ダウンロードすれば見られ

るわけですから、何を民主党が考えているかぐ

らいは認識していただけたらなと思ったんで

す。今回の知事の、法的措置を考えないといけ

ない、ここまで発言される理由というのが何か

あったのか、それを知事にお尋ねしておきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 予算の執行停止に関

しまして、マスコミの取材に対する私の発言
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は、仮に執行停止が行われれば、本県を初め地

方公共団体に大きな混乱が生じることが懸念さ

れるため、適切ではないという気持ちから、強

い抗議として表現したものでありまして、いた

ずらに法的な手段に打って出るという趣旨では

ございません。なお、私が法的措置と申し上げ

ましたのは、例えば「補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律」の第25条にあります

補助金等の交付決定の取り消し、返還命令な

ど、各省庁の長の処分に対する不服の申し出の

規定を根拠として想定したものでございます。

いずれにしましても、地方における経済・雇用

対策に支障を来すことがないよう、まずは国と

地方の協議の場や全国知事会を通じて地方の立

場を強く訴えてまいりたいと考えております。

これは補足ですが、マニフェスト作成時に、

地方と国の協議の場の法制化をお願いします

と。最初のマニフェストには入っていなかった

んですが、それを強く要望したときに、民主党

さんはそれを受け入れていただいて書いていた

だきましたので、強く要望することがやはり民

主党さんを動かす原動力になるかなということ

で、我々の地方からの要望を柔軟に受け入れて

くださる、そういう政党だと思いまして、そう

いう強い主張をさせていただいたところでござ

います。

○井上紀代子議員 意味が本当にわからないん

です。きちんとした情報に基づいて―そして

あれを県民は見るわけです。テレビを見て、あ

あ、そんなに問題なのか、民主党はそんなこと

をするのかというふうに逆に―私は疑ってし

まいました。何を考えてそういうふうな行為に

出られたのかなと思って、もっと情報をしっか

りとるということをやっていただきたいという

ふうに思います。これから特にそういうことを

お願いしておきたいと思います。

次に進みますが、厳しい財政状況の中で、持

続可能な行財政システムを構築していくには、

徹底した事務事業の見直しや職員数の削減など

改革が必要不可欠であるということで、県は、

行財政改革大綱2007で適正な定員・給与管理と

いうことで、平成23年４月までに1,000人の人員

削減を目標にしています。以前も議場で私は意

見を出させていただきましたが、予算とその執

行に合わせた人員が必要だというふうに考えて

いるわけですけれども、適正な定員とは何なの

か、知事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 極めて厳しい財政状

況の中で、持続可能な行財政システムを構築し

ていくためには、徹底した事務事業の見直しや

職員数の削減などの改革が必要不可欠と考えて

おります。このため、行財政改革大綱2007にお

いて、総職員数を平成23年４月までに17年４月

対比で1,000人純減するという目標を立て、これ

まで計画的に取り組んできたところでありま

す。この目標を達成するため、これまで組織の

簡素合理化や事務の効率化、民間委託などに取

り組んできているところでありますが、一方

で、新たな行政需要に対応するため、人員の再

配分を行い、必要な部署には必要な人員配置を

弾力的に行っているところであります。適正な

定員とは何かを一言で申し上げるのは大変困難

でありますが、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、業務量に応じ

た人員の配置に努めてまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 業務量に応じた人員の配置

というのが、これをどう導き出すかが問題なん

です。そこをどうしていくかということを、私

は何度か知事にも挑戦しているわけです。行財
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政改革特別委員会の論議では、減らすばかりで

はない、ふやして行政需要に充てるということ

も答弁されているわけです。業務委託で減らす

分は非常にわかりやすい。後、どうやって適正

な定員というのか、これはなかなか難しいと思

うんですが、そこを知事はどんなふうにお考え

ですか。

○知事（東国原英夫君） 適正な定員というの

は、先ほども申し上げたとおり、非常に厳しい

と思います。例えば行政需要、行政事務量に対

して何人なのかとか、地域の面積あるいは人

口、そういったもろもろのことがあり、そして

また事務の質の問題等々がありまして、定員を

適正だというラインを決めるのは非常に難しい

問題だと認識しております。

○井上紀代子議員 私は以前、佐賀県の例を

とって、そうやって導き出して適正な人員とい

うのを図っていくべきではないかということを

知事には申し上げたんですが、まだまだこれに

ついては議論をさせていただきたいと思います

ので、今の答弁でよしとするということにはな

らないと思いますが、地方の財政が厳しいとい

うことは私も理解しておりますので、ぜひもっ

ともっと検討していただきたいというふうに思

います。

それでは次に、本年２月議会で多くの議員が

エコクリーンプラザみやざきの問題点を取り上

げましたが、エコクリーンプラザみやざきの現

状について、浸出水調整池の補強工事の進捗状

況や、補強工事についての地元住民への説明の

状況についてお伺いをしたいと思います。

また、県環境整備公社の体制強化の現状と、

宮崎市を初めとする関係11市町村との話し合い

の状況はどうなっているのかをお聞かせいただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） まず、浸出水調整池

の補強工事の進捗状況につきましては、現在、

調整池本体を支える基礎ぐいや地中ばりを設置

するための工事に着手した段階で、８月末の進

捗率は約２割となっており、環境整備公社では

予定どおり来年５月末までに完成できるよう、

工事を進めていくこととしております。また、

工事に関する地元への説明につきましては、今

回の問題に至った反省の上に立ちまして、開か

れた公社として積極的に情報公開に努めること

にしております。具体的には、工事の進捗状況

について、毎月、現場便りという形で文書でお

知らせするとともに、随時、現場説明会を開催

しておりまして、本日も地元対策協議会の役員

等に対して実施する予定と聞いております。

次に、環境整備公社の体制強化の現状につい

てでありますが、このことについては、宮崎市

など関係市町村とも協議を重ねた結果、公社で

は本年４月から、これら関係11市町村中心の理

事会構成に改めるとともに、評議員会には地元

代表にも入っていただくなど、当面の見直しを

行ったところであります。また、今後の公社組

織のあり方につきましても、６月に県と関係市

町村とで取り交わした確認書の中で、「法律に

基づく県と市町村の責任や、ごみ処理の状況等

を踏まえて、どのような形態がよいのか、理事

会を中心に検討する」としており、今後、事務

局体制や職員のあり方を含めて議論していくこ

ととしております。

○井上紀代子議員 次に、新聞で報道されてお

りましたが、県環境整備公社の告訴の結果を受

けての県の対応について、お伺いしておきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 先般報道されました

内容によれば、県警から検察庁に書類送検され
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たとのことでありますが、県といたしまして

は、まだ継続中の案件でありまして、今後、検

察庁のほうで処分について検討されることにな

りますので、引き続き、その動向に注目してい

くこととしております。いずれにしましても、

公社の告訴に対する最終的な判断が示された段

階で、改めて対応を検討させていただくことと

なると思います。

○井上紀代子議員 次に、環境の問題で、持続

可能な経済社会を目指して、環境容量内での循

環型社会システムを構築していく、これは私ど

も宮崎県でも変わらないわけですが、今回上

がっております住宅用太陽光発電導入補助事業

の実施、その中での目的や目標をどのように位

置づけて、その実効性というのはどのくらいに

見込んでおられるのか、知事にお尋ねをいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 今回提案しておりま

す補助事業は、本県の恵まれた日照条件を生か

し、環境に優しい自然エネルギーである太陽光

発電を家庭レベルに広く普及させることによ

り、低炭素社会の実現に貢献することを目的と

しております。また、製造、発電、活用の三拍

子そろった太陽光発電の拠点を目指し、ことし

３月に策定したソーラーフロンティア構想の推

進にも寄与するものと考えております。本県に

おける昨年度の住宅用システムの設置件数は

約1,000件でありますが、本年１月に再開された

国の補助制度及び今回の県の支援措置によりま

して、年間1,500件以上の設置、そして住宅用シ

ステムの世帯普及率全国１位を目指してまいり

たいと考えております。なお、ことし11月に

は、余剰電力の買い取り価格を引き上げる制度

がスタートいたしますので、今回の支援措置と

相まって、本県の住宅用システムの普及拡大に

大きな弾みになるものと期待しております。

○井上紀代子議員 ぜひ、みやざきソーラーフ

ロンティア構想というのは積極的に推し進めて

いっていただきたい、そういうふうに要望して

おきたいと思います。

続いて、医療・福祉行政につきまして、福祉

保健部長に随時、御質問させていただきたいと

思います。

全国的に感染拡大が予想されております新型

インフルエンザの本県の発生状況はどのように

なっているのか、まずお聞きしておきたいと思

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） ６月17日に本

県初の患者が確認されて以降、７月下旬から

は、中学生、高校生のクラブ活動を中心として

集団感染が多数確認されております。また、９

月に入り、学校が新学期に入るとともに、学級

閉鎖等の数も増加してきており、９月12日まで

の通算ですけれども、学級閉鎖が46クラス、学

年閉鎖が８学年、休校が３校となっておりま

す。以上です。

○井上紀代子議員 全国のニュースで見ました

が、企業によっては、感染拡大によって営業停

止にならないように、マニュアルを決めたり、

訓練をやっていらっしゃるようです。来月は、

全国スポレクの開催と行楽の季節等々、人の動

きが非常に活発になるんですけれども、流行期

に備えた医療体制はどのようになっているのか

ということと、また医療スタッフの訓練は行わ

れているのか、お尋ねしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 流行期に備え

た医療体制につきましては、県の新型インフル

エンザ総合対策本部において決定しました９月

以降の対応方針に基づき、医師会と連携を図り
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ながら整備を行っております。まず、新型イン

フルエンザ患者の外来診療につきましては、す

べての一般の医療機関において対応を行い、入

院が必要な場合には入院病床を有する医療機関

で受け入れることとしております。呼吸不全な

どの重症患者につきましては、人工呼吸器など

の医療器材の整った医療機関で対応するなど、

医療機関相互の連携体制の確保を図っていると

ころであります。また、各医療機関に対しまし

ては、訓練も含めた院内感染防止対策を万全に

していただくよう要請をしております。さら

に、患者の増加に備え、外来診療時間の延長や

日祝日の当番医の拡充を図っているところであ

ります。

なお、今回の新型インフルエンザは、抗イン

フルエンザウイルス薬による早期の治療が有効

と言われておりますことから、県といたしまし

ては、本年度中に20万7,300人分の抗インフルエ

ンザウイルス薬を備蓄し、流行に備えることと

しております。以上でございます。

○井上紀代子議員 妊婦の方や持病を持ってい

る方、子供たちというのは、新型インフルエン

ザにおいての影響というのが大きくかかわって

くると思います。集中治療室をきちんと確保が

できるのかということと、医療スタッフがそれ

にきちんと当たることができるかということが

体制として望まれますので、十分な体制がとれ

るよう、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

それでは次に、実は先日、難病連の方がお見

えになりまして、その方たちと難病患者に対す

る就業支援のことについて一緒にお話をしてお

りまして、では、県はどこが窓口なんだろうと

いうことで、最初、障害福祉課に電話をかけた

り、いろんなところにかけて、商工観光労働部

にも労政にもかけてみたんですが、結果、健康

増進課になっているというふうに─そこが窓

口だと言われているわけですが、難病と一口で

言っても、その疾病の特性というのはいろいろ

で、簡単に言えないんです。ただ、難病患者の

方も、就労していく、そのシステムは欲しいと

いうふうに思っていらっしゃるわけです。難病

患者に対する就労支援について、現状はどう

なっていますでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 難病患者に対

する就労支援につきましては、難病相談・支援

センターにおいて、その相談に応じているとこ

ろでありますが、難病のある方は、その疾病の

特性により就労の面でさまざまな制限があるこ

とから、受け入れ先の確保が課題となっており

ます。このため、難病患者の就労に関するシン

ポジウムなどを開催し、事業主等に対し就労へ

の理解を深めていただいているところでありま

す。また、今年度からハローワークにおいて

も、難病患者を新たに雇用する事業主を支援す

るための「難病のある人の雇用促進のためのモ

デル事業」が行われております。県といたしま

しては、今後とも関係機関と連携し、事業主へ

の理解を促進するなど、難病患者への就労支援

に取り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 難病相談・支援センター

が、厚労省が持っている就業支援のモデル事業

とかがとれるような後押しをぜひよろしくお願

いしたいと思います。

それでは次に、私が宮崎市に住んでいるのは

皆さん御存じなんですが、実は、宮崎県の医師

会が「宮崎の医療を考える会」というのをつ

くっておりまして、そこの中で、いかに医師が

疲弊しないで頑張っていけるかということとか

を検証していらっしゃるんです。幾つかのデー
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タがあるわけですけれども、その中で、医師不

足の象徴とも言える宮崎市郡地域での輪番制を

テーマにアンケート調査を行ったということ

が、結果としてずっと出てきているわけです。

これは「日州医事」ですので、皆さんも持って

いらっしゃると思うんですが、そのデータの中

に、医師不足がそこにいるお医者さんたちを非

常に疲弊させているという問題点というのが、

随分詳しく書いてある。それはお医者さんの言

葉ですので、即、出ているわけです。

また一方で、これは宮崎市の広報なんですけ

れども、今、救急医療が危ないということで、

宮崎市の市民に対してこういう広報紙を出して

いるわけです。私は、医師の疲弊を防ぐという

ことは大変重要だと思います。前も私どもの田

口議員が取り上げておりますが、コンビニ受診

のことについて、安易な気持ちで救急医療を

使っていただかないように、できるだけしっか

りとした対応をするということは必要だと思い

ます。県はこの問題をどのように取り組んでい

かれるのか、そこをお聞かせいただきたいと思

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） いわゆるコン

ビニ受診などによりまして、医師が疲弊し、医

療現場を去るということが医師不足の原因の一

つになっていると認識しております。このため

県では、救急医療の適切な利用について新聞広

告、テレビやラジオによる広報等、ＰＲの強化

に努めているところであります。また、今年度

より救急医療利用適正化推進事業に取り組み、

小児科医師による幼稚園、保育所等を対象とし

た訪問救急教室の開催や、適正受診に向けた自

主的な活動に取り組むＮＰＯ等住民団体の育成

・支援等を行うこととしております。今後と

も、県民に救急医療についての適切な理解を

持っていただき、安易な時間外受診を減少させ

ることなどによりまして、医師の疲弊を防ぎ、

救急医療体制の確保を図っていきたいと考えて

おります。以上でございます。

○井上紀代子議員 ぜひ、十分な広報をしてい

ただきたいというふうに思います。

それでは次に、宮崎市の小児診療所の運営費

に対する財政支援のことについてお話をさせて

いただきたいと思います。平成20年度における

この診療所の稼働状況というのは、延べ入院患

者数が3,393人で、小児科医等の不足が叫ばれる

中、診療・介護体制や患者の療養環境が良好な

ことから、貴重な小児の入院施設として圏域を

越えた活用がされている。これはよく御存じの

ことだと思っています。ただ、宮崎市の小児診

療所の運営は、小児の２次救急医療に特化して

いること、小児医療が採算性の低い分野である

こと、それをもって年間１億円以上の支出超過

となっておりまして、大変厳しい状況にありま

す。これについては再三、宮崎市から県に対し

て、運営費に対する財政支援をしていただけな

いものだろうかということが来ていると思いま

すが、これについてのお考えをお聞かせくださ

い。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎市小児診

療所につきましては、小児科医が不足する中、

入院治療を必要とする小児患者を24時間365日受

け入れる２次救急医療の診療所として重要な役

割を担っていただいていると認識しておりま

す。しかしながら、現行の国の小児救急医療施

設の運営費の補助制度は病院のみを対象として

おりまして、診療所への財政支援は難しい状況

にあると考えております。

○井上紀代子議員 小児科医の不足ということ

についての認識はある、そして宮崎市のこの小
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児診療所が持っている力、その役割については

認識ができると。だけれども、制度上これはで

きないということになれば、これは県単で支援

をするということはできないでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県の財政も大

変厳しく、単独での財政支援は困難な状況にあ

ります。御理解をいただきたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 毎回、私、撃沈しているわ

けですが、毎回同じことを言って毎回撃沈して

いるわけですけれども、実は、この小児診療所

というのは、20年度は509人、過去をさかのぼれ

ば18年は679人、19年が650人というふうにして

県内からお見えになっているんです。確かにこ

のこと自体が、宮崎市の診療体制というのを今

後どうしていったらいいのかということと、も

う一つは小児科医が少ないということと、それ

を含めてどうやってカバーしていくのかという

ことが重要だと思います。では、宮崎市の診療

所に対する財政支援はできないけれども、小児

科医不足をカバーするためにはどうしていくの

かということについてはどのようにお考えなの

か、そこをお聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 小児科医不足

の問題につきましては、県の医療計画の中で

も、こども医療圏構想ということも検討課題に

なっておりまして、県央部の小児救急医療体制

の整備につきましても、今後、小児科医全体の

動向を見ながら、関係機関と十分、協議検討し

ていきたいというふうに考えております。以上

でございます。

○井上紀代子議員 撃沈ついでですので、知事

はこの小児科医療のことについてどのようにお

考えで、例えば宮崎市のような診療所で財政的

支援は難しい、そのことも含めて全体的な小児

の医療体制についてはどのようにお考えなんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 基本的な問題、根源

的な問題というのは医師不足だと思います。診

療科間の偏在だと思います。産科、小児科の医

師が少ないというのが、地方全体そうなんです

けれども、現状だと思います。この医師不足を

どうするか、あるいは小児科や産科の医師が働

きやすい環境をどうするかということが重要に

なろうかと思います。医師の臨床研修制度が始

まって以来、医師不足というのは叫ばれており

ますので、新政権には、この制度は見直してい

ただくということもマニフェストの中に入って

おりますので、こういったものに期待して、地

方の医師不足解消に向けて、今後も国に対して

要望等を行っていきたいと考えております。

○井上紀代子議員 言ってしまったら自分のほ

うに返ってきたというような感じですが、これ

から私もそのことについては頑張っていきたい

と思います。しっかりと受けとめていきたいと

いうふうに思っています。

それでは次に、雇用の確保と中小企業の振興

対策について、商工観光労働部長にお聞きした

いと思います。

先ほど教育長がおっしゃったとおりに、雇用

の場所を確保するというのは本当になかなかで

す。そして、宮崎は大方、中小企業です。その

中小企業の皆さんが元気になって、中小企業の

皆さんが雇用を十分抱えていただけるような状

況になるということがとても大切だというふう

に思っています。

これは宮崎県中小企業団体中央会から来た要

望書なんですけれども、もちろんお読みになっ

ている方たちが多いとは思うんですが、ちょっ

とこの要望書について読ませていただきたいと
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思います。中小企業支援の明確な方向性の確立

についてということで、「県において現在進め

られている事業の見直し、合理化に当たって

は、すべての事業において数値目標を定め、そ

の成果が求められる傾向にある。多くの県内中

小企業は、昨年来の急激な景気悪化で経営基盤

が弱体化し、危機的状況に陥っており、支援効

果を明確に数値であらわすことは難しく、支援

関係予算の確保も厳しいものとなっている。限

りある県財政の中ではあるが、地域経済を再生

し、地域の暮らしを守るためには、中小企業が

地域社会で果たす役割を十分に評価していただ

き、本県における中小企業支援の明確な方向性

を示すビジョンまたは中小企業振興条例を策定

し、その中で地元中小企業支援のあり方、各支

援機関の役割等を明確化していただきたい」と

いうふうになっています。

私は、これを読ませていただいたときに、個

別にいろいろな支援というのを、宮崎県は中小

企業対策というのはずっとやってきたと思うん

です。それが中小企業団体中央会の皆さん方の

ところに胸にぴたっと来るというか、時期に応

じた、そういう対策がとられていないのかなと

いうふうに思えてしまうわけです。商工観光労

働部長に、今後、中小企業施策をどのように展

開していくのか、またこの要望についてどう考

えておられるのか、そこを聞かせていただきた

いと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在、県

が行っております中小企業対策でございますけ

れども、各中小企業の実態を把握するための現

場主義、これを実践しながら、県内の中小企業

者の声を直接伺っており、また商工関係団体と

も随時意見交換しながら、国の対策等とも連動

して現在実施しているところでございます。ま

た、県では毎年、中小企業支援法に基づく中小

企業支援計画を策定し、各支援施策を展開して

いるところでございます。

今回の中小企業支援の明確な方向性の確立に

ついての要望でございますけれども、議員が言

われましたように、中小企業の地域経済におけ

る役割を踏まえまして、中長期的な視点から本

県の中小企業支援の明確なビジョン等を明確に

示しなさいということだろうと思います。地元

中小企業の振興なくして本県の地域経済の活性

化はあり得ないわけでございまして、中小企業

対策は県政の重要な柱でございます。また、県

の施策やその方向性を県民に明確に示すという

ことは、県民総力戦を推進する上からも行政の

責務であろうと考えております。その点を十分

考慮しながら、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。

○井上紀代子議員 中小企業対策というのは本

当に欠かせないんです。だから、きめ細かに、

そしてスピーディーにやられることが大変重要

だというふうに思いますので、それを要望して

おきたいと思います。

次に、何度もまた申し上げて恐縮ですが、青

島地域の活性化については、商工観光労働部長

どういうふうにお考えなのか、そこを聞かせて

いただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 青島地

域、青島の再生は長年の懸案でございます。青

島は、全国に名立たる美しい海浜、温泉、食、

神話など、地域固有の観光資源がいっぱいある

わけでございます。さらには、県立総合運動公

園が北に隣接しておりますけれども、トロピカ

ルロード等の健康づくりの施設も備えておりま

す。今後の成熟社会の多様なニーズにこたえ得

る、まとまった観光地として、そのポテンシャ
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ルは非常に高いと考えております。

現在、青島地域では、民間による旧橘ホテル

の再開発計画、あるいは宮崎市の主体的な取り

組み、また「こどものくに」改修の動き、さら

にはＪＲ日南線の観光特急「海幸山幸」号の運

行開始など、全体的な再開発に向けたさまざま

な動きが出てきており、県としましても、これ

らの動きに連動し、その再生・活性化に積極的

に取り組んでいかなければならないと考えてお

ります。青島再生は、今後、宮崎から発信する

新しい価値創造の舞台づくりとして、まさに新

みやざき創造計画の基本目標であります「日本

の原点、時代の起点、創造みやざき」のリー

ディングケースになると期待しているところで

ございます。今後とも、地元宮崎市などと十分

連携しまして、青島地域の再生・活性化に積極

的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。

○井上紀代子議員 ぜひ、期待しております。

それから、今回、ゴールデンウイークに対応

してシルバーウイークというのがありますが、

これについてはどのように取り組んでこられた

のか、その取り組み状況をお聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の、

いわゆるシルバーウイークにつきましては、５

月の大型連休に匹敵するものでございます。多

くの人が旅行に出かけることが見込まれますこ

とから、積極的な観光ＰＲ等が重要であると考

えております。このため、ことしはシルバーウ

イークを念頭に、夏休みの期間中である７月、

８月だけでなく、９月まで観光キャンペーンを

実施するとともに、航空会社とのタイアップ

キャンペーンにつきましても９月まで実施する

など、シルバーウイークに向けた観光ＰＲ等を

現在、積極的に展開しているところでございま

す。以上でございます。

○井上紀代子議員 シルバーウイークに向けて

の商品開発を含めて、そういうものが私どもに

はよくわからないんですけれども、それは現実

にはあったんでしょうか。そういう商品、お聞

かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 具体的な

商品につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、観光キャンペーン等を９月までやってお

りますし、航空会社とのタイアップキャンペー

ンにつきましても９月まで実施する。そして、

９月いっぱいの旅行商品等もありますので、そ

ういう中で、我々としては積極的にＰＲ等を

やっていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○井上紀代子議員 今後の観光振興についてど

のように取り組むのかも、また伺っておきたい

というふうに思います。県庁にはたくさん来て

いただいているんです。県庁にはたくさん、100

万人を超えたというふうに言われて、これは大

変うれしいことですが、ほかの観光地がどのよ

うになっていくのかというのが、実は心配なん

です。県庁さえ見ればいい、物産館に来さえす

ればいい、これでは困るので、現実に今後の観

光振興をどのように進められるのか、そこをお

聞かせいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今後の本

県の状況を見ますと、人口減少による需要の低

下、あるいはグローバル化が進展する中で本県

の活性化を図っていくためには、これからます

ます多様な産業に経済効果をもたらす観光を振

興することが重要であると考えております。し

たがいまして、今後、観光振興に一層力を入れ

ていく必要があると考えておりまして、具体的

な施策展開に当たりましては、本県観光に対す
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る明確な考え方を持って臨まなければならない

と考えているところでございます。

このため、今年度から新たに、主要観光地を

見詰め直し課題等を抽出する観光地総点検を実

施するとともに、宮崎観光の新たなイメージを

創出するため、恋旅プロジェクトなどに取り組

んでいるところでございます。このような取り

組みなどによりまして、今後、本県観光の新た

な道筋を示していきたいと考えております。さ

らに、観光振興につきましては、民間の創意や

熱意が不可欠でありますので、積極的に官民一

体で取り組み、民間の主体的な活動も促進して

いきたいと考えております。以上でございま

す。

○井上紀代子議員 観光振興について知事にお

尋ねしたいんですけれども、現実に今の宮崎県

の観光の状況を精査していただいたとして、知

事は宮崎県の観光はどこが目玉になっていると

いうふうにお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘なんですけれ

ども、観光の入り込み客等々を見てみますと、

ふえているところと減っているところ、その格

差が極端なのかなという現状認識をしておりま

す。例えば、高千穂、鵜戸神宮、青島、そう

いったところはふえているんです。減りが極端

なのかなというのが、申しわけないんですけれ

ども、えびのの京町温泉、あのあたりが人的に

はちょっと少なくなっているんです。ですか

ら、こういったところを連携して、ポイントポ

イントで―宮崎の神話と伝承・伝説というこ

とで、スピリチュアルというような視点でこの

２～３年、観光行政、ＰＲしてきたんですが、

それではちょっと地域的に格差が生じるという

ことを認識しておりますので、これをまたシフ

トして、海外も視野に入れて、満遍なくという

か、観光客の方がいろんなところを周遊、回ら

れるような、そういった取り組みを今後してい

かなきゃいけないと思っております。

○井上紀代子議員 観光振興というのは、どこ

が売りなのか、宮崎の売りは何なのかというこ

とを明確にする必要があると思うんです。私は

この年齢ですから、この年齢のおばさんたちが

どこに行くかと言われると、黒川あたりに女の

人たちが固まってみんなで団体みたいな形で行

くわけです。そのときの１泊の値段というのが

２万したり、３万近く取られたりするんです。

でも、宿泊場所を、旅館をかえて、そこに２泊

だったり３泊だったりするわけです。毎年、次

の年の分をまた予約して帰る。リピーターにな

るということです。何があるかといったら、温

泉と食事なんです。ちょっと散策をして、みん

なでうろうろとして、どこにでもあるようなロ

ールケーキを買って、それが楽しくて帰ってし

まうみたいな、では何がよかったのみたいな形

になるわけですね。出ている食事も、私、精査

させていただきますと、毎回行ったたびに、こ

れは宮崎でも大丈夫、これも宮崎にありみたい

なことがいっぱいそろっているわけです。条件

としては、うちのほうが絶対にいいと思うわけ

です。本当は、京町なんかも好きなんです。行

きたいんです。だから、プレゼンの仕方だと思

うんです。そこがきちんとなぜ観光商品になれ

ないのか。そういう意味でいう、つながりのあ

るというか、行きやすくなるような、そういう

プレゼンがなぜできないのかというのが、

ちょっと私は心配なんです。

このままでいくと、県庁にはだれかが来るか

もしれないけれども、ほかの観光地にはどこに

もだれも行かないということになると、とても

寂しいことだなと。せっかくおいしい食べ物が
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あって、景勝地がきちんとあって―今回の観

光カレンダーは、ちょっと違うカレンダーがつ

くられているのを見せていただきました。その

カレンダーによると、ちょっとここに立ってみ

たいと思うような作品でした。その写真家の方

が今、西都で個展をやっていらっしゃるという

ことなので、一回行ってみたいと思うんです

が。だから、行ってみたいと思わせる、そこに

立ってみたいと思わせるものがないといけない

と思うんです。知事は宮崎県の観光の入り客と

いうのを非常に大事にしていただいているの

で、ここに宮崎のよさがあり、これを商品化で

きるとか―私はミーハーなので、「レッドク

リフ」が出れば「レッドクリフ」に関した商品

が出るといいのにみたいな、そういうことをつ

いつい考えてしまうんですが。知事の考える観

光振興というのが決め手がないから、今のよう

な答弁になるのかなという思いもあるんですけ

れども、どこを磨いてどこを売りにしたら観光

振興ができるのか、その辺について知事のお考

えを聞かせてください。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおり、私が就任してから、この２年、３

年ぐらい、ポイントは神話と伝承のふるさと、

スピリチュアルというところに重きを置いた。

高千穂あるいは妻、青島、鵜戸あたりのいわゆ

る神話街道―神話街道そのものじゃないんで

すけれども、それに準ずるストーリーをつくっ

たということです。私は、これは成果があっ

て、それなりの成功はしていると思うんです。

それはポイントで、例えば高千穂、鵜戸神宮、

青島の観光客が、入り込み客がふえているとこ

ろを見ると、これはある程度成果があったん

じゃないかと私は認識しております。では、次

の展開をどうするのかということでございます

ので、県では、一村一祭や宮崎遺産、そういっ

たものを出して、これまで皆さんが余り注目さ

れなかったところを掘り出して、磨き上げて、

宮崎のよさというのをこれから発信していかな

きゃいけない。ちょっと抽象的なんですけれど

も、今までの神話のふるさと、そのストーリー

は成功したが、その次のステップを今検討して

いる、考えている、模索しているということで

す。

○井上紀代子議員 まだ模索中ということです

ので、できるだけ早く結論を出していただける

ようにお願いしたいというふうに思うんです。

実は、高千穂の道の駅のところで福島県から来

られた方たちと御一緒になったので、お話を聞

かせていただいて、帰りに高千穂の道の駅で

「東国原」という焼酎を買って皆さん帰ってい

ただいたんですが、その方たちに、「どの方向

から来られましたか」というふうにお聞きした

ら、福島県から長崎のほうに入って、そして熊

本のほうからおりてこられて宮崎のほうに来ら

れたそうです。宮崎のほうにずっと入らずに、

高千穂あたりでとまったままで、また熊本のほ

うに帰っていく。熊本からまた別のところに行

くみたいなことを言われたわけです。宮崎の市

内のほう、南のほうもとてもすてきなところで

すから、ぜひおいでくださいというお話をした

んですが、やはり商品化をしていくということ

が一番大事なんじゃないかと思うんです。常に

商品化されたものが目につくところにあるとい

うことが大事なのではないかなと思うんです。

旅行会社さんとの、いわゆるプロの方との議

論、それも十分に詰めていただいて、ただ、行

政的にやれることは何なのかということと、プ

ロの方たちがやれることは何なのかというのが

あると思うんですけれども、そこをしっかり
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やっていただけたらと思うんです。そういう議

論を─一々知事が出ていかないといけないの

かということもあるとは思うんですけれども、

そのことについてはいかがなんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 旅行商品の開発に関

しては、旅行代理店や旅行関係の会社に任せて

いる時代ではないと思うんです。行政が細か

く、地元に密着した、売り込みたい商品を具体

的に提案する時代じゃないかなと思っておりま

す。御指摘のように、今後は、行政も積極的に

関係部局に働きかけて、知恵を絞って、創意工

夫して、新たな商品開発をこちらから旅行会社

や関係者に提案するようなことに取り組んでい

きたいと思っております。

○井上紀代子議員 最後に、知事の政治姿勢の

ことにつきまして議論させていただきたいと思

います。

民主党政権ができたということについての知

事のスタンスというのを、先ほど聞かせていた

だきました。最初の自民党の方に対する答弁と

どう違うのかなと思いながら聞いていたんです

けれども、知事になられて１年たったときに、

知事が１年で限界を感じたと言われた１年の限

界、何に限界を感じられたのか、まずそこをお

伺いしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） きのうも答弁させて

いただいたと思いますけれども、中央集権によ

る、中央による地方の縛り、一番限界を感じて

いるところは、いろんな義務づけや枠づけ、あ

るいは政令、省令等々で自由裁量の枠が非常に

少ないというようなところに限界を感じてい

る。あるいは壁といたしましては、意識の壁と

制度の壁と物理的な壁というのがあると僕は思

うんです。意識の壁というのは、県職員であっ

たり、議会の皆さんあるいは県民の皆さんの意

識、制度というのは法令的な、制度的な壁、物

理的な壁というのは、宮崎が大消費地に遠いと

か、そういう物理的な壁、あるいは財政的に逼

迫しているというような壁、そういったものに

難しいハードルというか、壁というものを感じ

た次第です。

○井上紀代子議員 私は、国と地方との関係、

それがまさに自民党政権のありようだったと思

うんです。途中途中で知事が地方分権について

いろいろな意見を言っていらっしゃるというの

は、テレビも含めてですけれども、新聞紙上で

も見せていただきました。地方分権の知事のお

考えというのは、あのころの自民党政権の中で

の地方分権のありようというものではなかった

のかなというふうに思うんです。今回、民主党

が出しています地域主権ということについての

知事のお考えはいかがなんですか。私は、知事

のようなタイプの方だったら、このことを生か

して、知事の今持っていらっしゃるようなパッ

ションみたいなのはもっともっと発揮できると

思うんです。逆に、だからこそ生かされる。こ

れからこそ、知事のようなタイプの方の施策、

そういうものは生かされていくと思うんですけ

れども、いかがなんですか。

○知事（東国原英夫君） 地方分権と一言で

言っても、県民の皆様や国民の皆様の、果たし

て地方分権とは何じゃろかい、我々の生活はど

う変わるんだろうかというような非常に素朴な

質問というか─私もちょっと説明不足の部分

があったんですが、これからまた機会を見て、

いろんなところで、県民の皆さんの生活はこう

変わりますとか、行政スタイルはこう変わりま

すとかいうことを具体的にお示ししていかな

きゃいけないと痛感しております。

議員御指摘の、以前の、旧政権与党の分権と
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いうことと、今の民主党さん、新政権の地域主

権というのは、少しニュアンスが違っていると

私も認識しております。というのは、地方分権

というのは国からの分権という色合いが旧政権

は強かったんですが、今回の政権は、地域から

権限や財源をかち取るんだというようなニュア

ンスになっているんではないか。これはあくま

でもニュアンスの問題でございますが、分権を

これから進める上で、分権改革推進委員会が勧

告しました内容がこの１～２年、遅々として進

んでいないということでございますので、今後

の新政権は、まず地方支分部局あるいは出先機

関の問題、あるいは枠づけ、義務づけの問題、

そういったものをきちんと進めていただけるん

ではないかと。そしてまた、多くのものを、財

源あるいは権限、例えば医療、福祉、教育の問

題、あるいはインフラの問題や消防や警察に至

るまで、かなりの権限や財源を地方に移譲して

いただいて、地方の選択、地域住民の選択によ

る行政運営というのが可能になると、私は期待

をしているところでございます。

○井上紀代子議員 私は、知事の県民総力戦と

いう考えが地域主権というのに非常に合致して

いると思うんです。というのは、その地域の中

で何かを決めていくというときにはリスクも背

負うということなんですね。すべてがいいこと

ばかりではない。リスクも背負う。でも、リス

クを背負うことをよしとするには何をしなけれ

ばいけないかというと、地域で言えば、やはり

知事を信頼するということだと思うんです。知

事の発言をそれこそ県民の皆さんがよしとす

る、そしてともに、宮崎にとってはこれが必要

なんだから、ここをやっていこうということを

きっちりと決めていくということが大事だと思

うんです。

今、知事は80何％かの支持率をお持ちです

が、支持率が大事なのではなくて、知事がずっ

とやってこられたことに対する県民の信頼が大

事だと私は思うんです。私は、前回も、２月の

代表質問でも言わせていただきましたが、ゼロ

予算の組み立ての仕方や予算の組み立ての基本

的な考え方、県民総力戦、知事が持っているビ

ジョンというのは物すごくいいと思うんです。

それこそ、民主党がずっと主張してきた地域主

権。ですから、県民にどうメッセージするかと

いうことこそがすごく大事なのではないかとい

うふうに思うんです。そこを知事が今後、特徴

のあるといいますか、宮崎県はどういう県にし

たいんだということをはっきりとメッセージさ

れなければいけないと思うんです。よくも悪く

も、私は、松形知事の時代の国土保全奨励制

度、森林の公益性ということをしっかりとメッ

セージされた松形知事のあの姿勢というのは、

非常に支持しています。環境に関して言えば、

我が宮崎県は１位なんだと。ですから、環境税

を取るということについても、県民の皆さんが

一致してそのことについては認識していただい

て、そのことをよしとしていただいているとい

うふうに私は思っています。それでは、東国原

県政は、東国原知事は何を県民に対して、県民

総力戦の裏返しみたいな何を─だからこそ県

民総力戦でやろうよという基本的なところ、そ

こを知事には強くもっとメッセージされる必要

性というのがあるのではないかというふうに

思っています。

先ほど教育長とちょっと議論させていただき

ましたが、宮崎は人材県になるべきだと私は

思っているところです。宮崎というところは人

材が豊富で、人柄もいい。では、人柄がいいだ

けでいいのかと言われると、そうではないと思
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うんです。ステータスのある人材を確保すると

いうことが大事なのではないかというふうに思

うんですが、知事の県政の中での、これこそ東

国原県政だと言われるものは何なのか、そこを

お聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私の選挙のときのマ

ニフェストの冒頭の部分に、前段の部分に書か

せていただいた私の宮崎に対する思いというの

と、宮崎のポテンシャルあるいは宮崎が進むべ

き方向性というのは、あのマニフェストで示さ

せていただいたんですが、一言で言うと、おく

れている部分、おくれてきた部分を検証し、他

府県あるいは全国平均以上にすべての要素を

持っていこう、そういうことです。そのために

は県民総力戦でかからなければいけない。教育

や観光行政、インフラあるいはおもてなしだと

か、あらゆる面で県民総力戦で取り組まなきゃ

いけないというのが、私の県民の皆さんに対す

る投げかけでございます。

では、県をどういうふうにしていくのか、将

来像はどういうビジョンで持っていくのかとい

うような御指摘、御質問だったんですが、これ

は、ずっと言わせていただいていますけれど

も、宮崎の特徴、環境もいい、人もいい、そし

てスローであるというところが最大の武器だと

私は思っておりますので、太陽と緑の国、これ

は21世紀型の太陽、太陽光発電や新エネルギ

ー、太陽電池ですね。緑は、中山間地域を守

る、農林水産業を守る、自然を守る、環境に優

しいという、その宮崎のあり方、ここで存在感

を示すべきかなと思っております。製造業は非

常に重要です。第２次産業は非常に重要です

が、宮崎のアイデンティティー、そういったも

のは、役割分担したときに、宮崎はのんびりし

ている、落ちつける、いやされる、そういうよ

うなキーワードではないかと私は考えていま

す。いいところを今後も伸ばしていくというの

が、県政の、21世紀の宮崎のあり方ではないか

なと思っております。

○井上紀代子議員 私、壇上から申し上げまし

たが、今回の政権交代というのは、選挙によっ

て政権交代がなったんです。私は、それがすご

くいいことだというふうに思っています。連立

によって政権が変わるのではなくて、選挙に

よって政権交代ができた。今後はそういう方向

に行くだろうというふうに思うんです。ですか

ら、地方自治体がそのたびにがたがたするとい

うようなことは、あってはいけないと私は思う

んです。ただ、今まで日本の国はそれを経験し

ておりませんので、政権移行ということがなか

なかでき上がっていない。そのプログラムが今

後はできてくるのではないかというふうに思い

ます。今回、知事がおたおたしたのか、執行部

がおたおたしたのか、よくわかりませんが、そ

ういうのをされると、県民もふらふらするとい

うか、それについては、民主党政権がこれから

もしばらく続くと思いますが、その政権とのい

い距離感、地方自治体がべったりする必要は全

くありませんので、地方主権を含めて、そうい

う意味では、ある程度の距離感、微妙な距離感

というのがいいのではないかというふうに思っ

ています。

蛇足なんですけれども、今後想定される各市

長選というのがメジロ押しに並んでおります

が、これに対する知事のスタンスはどのように

なっているのか、そこを聞かせていただきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 私は記者会見でも述

べさせていただきましたけれども、県内の首長

選に関しては、中立、不偏不党の立場でいたい
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と考えております。

○井上紀代子議員 わかったようなわからない

ような答弁ですが、よくも悪くも知事の動向と

いうのは県民は注視しています。ですから、知

事が県民に対してメッセージをされるというこ

とは、それを受けとめるだれかがいるというこ

とをぜひ認識していただきたいというふうに

思っています。

これから民主党政権の中では地域主権という

ことを主眼として、地方自治体との関係、あり

ようというのがそういうふうになっているわけ

ですから、これから、落ちついたと言ったらお

かしいんですけれども、一回一回おたおたする

ことのないような県政運営をお願いして、私の

代表質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。（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28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、自由民主党県民の会、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

ただいまから質問をさせていただきたいと存じ

ます。代表質問最後の登壇となりました。自由

民主党県民の会を代表いたしまして、通告に従

いまして順次質問をさせていただきたいと存じ

ます。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねをいた

します。

昨日、鳩山内閣が誕生いたしました。まずは

心からお祝いを申し上げたいと思います。御案

内のとおり、新聞、テレビなどでは、民主党を

主体とする新政権による政策運営に関する話題

が矢継ぎ早に報道されております。今後、新政

権の政策実施に向けた活動が本格化すれば、１

～２年のうちに国の制度の大幅な見直しが進

み、これまでとは状況がさま変わりするであろ

うと思っております。しかし、そうした見直し

の内容が地方の実情を踏まえたものになるの

か、県民の多くが不安を抱いているのではない

かと思っております。このような状況におい

て、知事が今後の県勢発展に向けてどのように

取り組まれるのか、知事の役割、また責任とい

うものがこれまでにも増して大きくなるのでは

ないでしょうか。そこで知事にお尋ねします

が、今般の選挙により民主党が勝利をおさめ、

党派分布も大きく変わった。こういった状況に

ついてどう思われるか。また、今後どのように

対応されるのか、まずお伺いをしておきたいと

思います。

次に、東九州自動車道についてお伺いをして

おきます。現在、本県における東九州自動車道

の整備は順調に進められておるところでありま

す。しかし、今後の整備については、道路特定

財源の一般財源化や、民主党政権にかわった場

合、党マニフェストにも記載されている高速道

路の無料化、暫定税率の廃止など、高速道路の

整備に必要な予算確保がなされるのか、非常に

懸念をいたしておるところであります。このよ

うな大変な時期であるからこそ、県民の悲願で

ある東九州自動車道の早期完成を目指すことは

特に重要であると考えております。そこで、県

は、東九州自動車道の新直轄事業区間について

は、平成26年度完成ということで要望を行って

おりますが、今後も計画どおりに進められる見

込みなのか、知事にお伺いをいたします。
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また、新政権の中心となる民主党は、必要な

道路はつくると言っておられます。以前、現在

の民主党の副総理であります菅直人氏が宮崎県

に来られたときにも、東九州自動車道は必要な

道路であると言われております。そこで、県に

とって真に必要な道路である東九州自動車道の

完成が１年でも早まるよう、新政権に対して強

く要望していくべきではないかと思いますが、

知事にお伺いをしておきたいと思います。

次に、後期高齢者医療制度について、知事に

お伺いを１点しておきたいと思います。

民主党のマニフェストにおいては、「後期高

齢者医療制度・関連法は廃止する。廃止に伴う

国民健康保険の負担増は国が支援する。被用者

保険と国民健康保険を段階的に統合し、将来、

地域保険として一元的運用を図る」と明記して

ありますが、現段階においては、後期高齢者医

療制度の廃止後の具体的な制度のあり方が明ら

かになっていない状況であります。この後期高

齢者医療制度は、昨年４月に導入されて約１年

半がたつわけでありますが、知事は、後期高齢

者医療制度についてどのように考えておられる

のか、お伺いをしておきたいと思います。

以上で壇上からの質問を終わり、以下、質問

者席から質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

さきの総選挙の結果は、多くの国民の方々

が、現在の暮らしに対する不満や将来への不安

から、とにかく変化、変革を期待したもので

あったと思います。新たな政権与党におかれて

は、地域の実情、地方の声に十分配慮しなが

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。本県は、社会基盤整備や中山間地域

対策、子育て・医療対策など、さまざまな課題

が山積しておりますので、県選出の国会議員の

方々とも連携を図り、御協力をいただきなが

ら、郷土宮崎の発展のために全力を傾けてまい

りたいと思っております。

次に、東九州自動車道の今後の整備について

であります。本県の東九州自動道における国土

交通省事業区間につきましては、県境―北浦間

及び北川―延岡間について、平成24年度の供用

の予定が示されているところであります。県と

いたしましては、これまで、供用年次が公表さ

れていない区間も含め、事業中区間のすべてに

ついて平成26年度までの供用を要望してきたと

ころでありますが、新政権となっても今までど

おり順調に整備が進められるかどうかについて

は、現時点では明確でないことから、今後の動

きを注視してまいりたいと考えております。

東九州自動車道の早期整備は、県民の悲願で

あり、これまでも県政の最重要課題として取り

組んできたところであります。県といたしまし

ては、新政権を初め、必要な機関に対して、宮

崎県における高速道路の必要性を訴えるととも

に、整備に必要となる予算の確保や、整備のお

くれている地方への重点配分、さらには１年で

も早い供用について強く主張してまいりたいと

考えております。

次に、後期高齢者医療制度についてでありま

す。後期高齢者医療制度につきましては、開始

当初には、国の事前の説明が十分ではなかっ

た、75歳という年齢で線引きされ差別された、

保険料の負担が重過ぎる、あるいは年金から勝

手に保険料を徴収されたなど、制度に対するさ

まざまな不安や不満の声が数多く上がったとこ
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ろであります。このため、国におきましては、

低所得の方々に対する保険料の軽減措置や、保

険料の年金からの天引きと口座振替との選択制

への変更など、改善策が実施されたところであ

ります。今後、高齢化の進展により高齢者にか

かる医療費の増加が見込まれる中、将来にわた

り国民皆保険制度を維持するために、75歳以上

で制度を別にすることの是非や、制度運営に必

要な財源についてどのような方法、割合で負担

すればよいかをきちんと議論し、国民に納得し

てもらう必要があると考えております。以上で

す。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 東九州自動車道、これは絶対

に一日でも早く実現しなきゃいけない。今、知

事は、現時点では明確でないから注視していく

と、注目していくという発言のようでございま

すが、知事、待っていてはいけません。待って

いてはいけません。今まで宮崎県は自民党議員

が中心でありました。現時点では３人の民主党

の国会議員が誕生いたしました。先ほど井上議

員も、知事と一緒になって頑張っていくと言わ

れたんです。民主党の議員の方、あるいは自由

民主党の方と一緒に行動を起こしてもらわなけ

れば、これは実現できないと、私はこのように

考えておりますので、行動をしっかりと起こし

ていただきたいと、このように思います。

続いてお尋ねします。知事の政治姿勢につい

てお尋ねしますが、知事は、衆議院選挙が行わ

れました８月30日、衆議院選挙の投票日は県内

にいらっしゃったかどうか、まず、お尋ねをい

たします。

○知事（東国原英夫君） 政務活動としての講

演会と選挙特番への出演で、県外におりまし

た。

○徳重忠夫議員 衆議院選挙はずっと前から

はっきりしておったわけであります。今回の選

挙は、政権選択選挙と言われる極めて、極めて

関心の高い選挙でもありました。宮崎県の代表

を選ぶ極めて大事な選挙であったと思います。

開票結果は８時ごろには─８時半ごろでした

かね─報道関係により当選確実が出されたの

は御案内のとおりです。当選が確定的となった

段階で、当選者へお祝いの言葉をかけるといっ

た配慮が、県知事として必要ではなかったかと

私は思うわけであります。県民が高い関心を

持っていた選挙日に県外に行っていたという御

自身の行動について、知事の行動についてどう

思われるか、知事の見解を伺っておきたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 当日の行動について

でありますが、選挙日程が決まったのは40日前

でございまして、私の講演会のスケジュールが

決まったのはそれ以前の２～３カ月ぐらい前

だったと記憶しております。それでどうしても

スケジュール変更ができなかったということで

ございます。選挙特番の出演は、地方分権・地

域主権の実現を政党のマニフェストに盛り込ん

でいただくことを働きかけてきた者の責任とし

て、全国的な注目を集める中で、改めて一人で

も多くの国民の方々に地方分権というものを

知っていただく、そういう趣旨で出演させてい

ただいたという経緯です。また、県内の開票状

況につきましては、逐一把握をしておりまし

た。そしてまた、当選された方々には、翌日、

早速お祝いの気持ちを込めた電報をお送りした

ところであります。その後、お二人の当選者と

お会いさせていただきましたが、他の方々とも

今後、機会を見つけて意見交換を十分させてい

ただきたいと考えております。

○徳重忠夫議員 やはり直接電話があると、直
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接知事からのお祝いの言葉を受けると、本人

も、ありがたいと、よし、やる気が出るぞと、

知事と一緒にやろうという気持ちになったん

じゃないかと、私はこう思ったので、あえて質

問をさせていただきました。

それでは次に、今般の選挙の結果を受けて、

私は、今後の宮崎県の県勢発展を進めていくた

めには、東国原知事が、本県が抱える課題を国

にしっかりと訴えていく体制をつくることが大

事であると、このように考えております。その

ためには、本県の代表として国政に直接携わる

県選出国会議員の力を最大限に利用することが

極めて重要だと考えております。さらに、私

は、県政が抱えるさまざまな課題に的確に対処

していくためには、自民党や民主党といった党

派にこだわることなく、さらに、県選出のすべ

ての国会議員が一丸となって、あらゆる場で宮

崎の実情を訴え、知事とともに行動していくべ

きだと考えておるところであります。したがっ

て、県選出国会議員全員が集まる場を年に何度

か設けて、県政の重要課題などについて意見を

交わして、国会議員全員が情報を共有して、知

事とより密接に連携する体制をつくるべきだ

と、私はこのように考えるわけであります。そ

こで知事にお伺いしますが、知事は、就任以

来、県選出国会議員全員と県政全般の諸課題に

ついての意見交換といったものは何回ぐらい開

催されたのか、過去２年半の間に何回されたの

か、お伺いをしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 就任してからという

ことで申しますと、昨年と一昨年の２回開催し

ているところであります。この一年につきまし

ては、いつ選挙があるかよくわからない状況で

ございましたので、今年度につきましては開催

しておりません。

○徳重忠夫議員 ２回ということであります。

年に１回しかやっていないと。それではなかな

か意が伝わらない。知事の意思が伝わらないと

私は思います。やはり年に何回かそういう会を

持たれていいんじゃないですか。知事はしょっ

ちゅう東京にも出ていかれます。時間をつくれ

ないという理由はないと、このように思ってお

ります。ぜひひとつ時間をつくって─昼食会

でもいいじゃないですか、あるいは朝食会でも

いいじゃないですか。帰ってこられる日もわ

かっておるわけでありますので、ぜひひとつそ

ういった方向で、そういう場をつくっていただ

きたいと思います。

それと、これは先ほど井上議員からも質問が

あったことでございます。国民の神聖なる審判

によりスタートした民主党政権であります。９

月11日、マスコミのインタビューに、国の補正

予算の一部執行停止が実行された場合には、

「法的根拠はどう整理するのか。訴訟も当然視

野に入れる」と述べておられますが、まだ具体

的に示されていない政策案件に対して、国会で

の議論もされていないものに対して、法的根拠

を示せというのはいかがなものかと思います。

知事の発言は、知事個人の発言ではないと、こ

のように思っております。宮崎県民全体の発言

といっても過言ではないと、私はこのように考

えております。今後において、言葉には十分配

慮をいただいて、注意を払っていただきますよ

うに、この際、強く要望を申し上げておきたい

と、このように思います。要望でございます。

それでは次に、福祉保健部長にお伺いをいた

します。先ほど知事から、後期高齢者医療制度

についての御答弁をいただきましたが、これに

関連してお答えいただきたいと思います。後期

高齢者医療制度が廃止になった場合、運営主体
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である後期高齢者医療広域連合は今後どうなっ

ていくのだろうかと、大変心配をいたしており

ます。福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今後の高齢者

に係る医療制度がどのようになるのか明らかで

ない現段階では、広域連合がどうなるのか不明

であります。しかしながら、後期高齢者医療制

度に係る法律が改正・施行され、新しい制度が

開始になるまでは、現在の制度が継続すること

となります。県としましては、県及び市町村に

どのような役割や負担が生じるのか、十分な情

報提供を行い、市町村及び県民の皆様に混乱が

生じないよう、適切に対応してまいりたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ混乱の起こらないように

十分注視していただきたいと思います。

続いて、福祉保健部長にお尋ねをしていきた

いと思います。放課後児童クラブについてお尋

ねをいたします。

近年、少子化や核家族化が進行し、子供や子

育て家庭を取り巻く環境が大きく変化し、家庭

や地域社会における子育て力などの低下が問題

となっております。このような中、小学校の放

課後に、異なる年齢の子供同士が遊んだり交流

したりする機会が少なくなってきました。ま

た、子供を巻き込む犯罪や事件の増加により、

子供が安心して過ごせる場所の確保が困難に

なってきたこと、さらに、就労や社会参加を希

望する女性が増加する中、子育てと仕事の両立

を支援する環境づくりをより一層進める必要が

あることなど、小学校に入学して間もない低学

年の子供や子育て家庭にとって、放課後に子供

たちが安全な場所で安心して過ごすことができ

る場の確保が望まれております。そのため、共

稼ぎ家庭など留守家庭の小学３年までの子供を

対象にしておりますが、適切な遊び場や、家庭

にかわって安心感のある安定した生活の場を提

供する放課後児童健全育成事業、いわゆる放課

後児童クラブが県内各市町村で展開されている

わけであります。本県でも、昨年末現在209カ所

が整備されているようでありますが、県では、

この放課後児童クラブの設置促進を進める一方

で、本年から、利用者から利用料を徴収するよ

う指導しているようであります。私は、放課後

児童クラブの利用者から利用料を取るのは納得

がいかないのであります。子ども手当よりは、

この部分の補助のほうが重要であると思うわけ

であります。そこで、まず、放課後児童クラブ

の利用料徴収について、なぜ徴収する必要があ

るのか、あわせて各市町村の状況と九州各県の

状況はどうなっているのか、福祉保健部長にお

尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 放課後児童ク

ラブは、児童に適切な遊びや生活の場を提供

し、その健全育成を図るものでありますが、本

来、制度の枠組みとして受益者からの負担が求

められております。また、近年、待機児童への

対応や開設時間の延長、さらには指導員の質の

向上など、運営体制の充実が必要となっており

ます。このようなことから、保護者からの利用

料を徴収することにより、クラブの設置促進を

図るとともに、安全・安心なサービスが提供で

きるよう、市町村に対し助言指導を行っている

ところであります。

次に、県内の市町村の状況についてでありま

すが、現在、事業を実施しております県内21市

町のうち、宮崎市を含め17市町が利用料を徴収

しております。また、九州各県におきまして

は、佐賀県、長崎県、熊本県及び沖縄県で、す

べての市町村において徴収されているようであ
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ります。なお、その他の県においては、特に把

握していないとのことであります。以上でござ

います。

○徳重忠夫議員 利用料はある程度取らざるを

得ないということでございます。よく考えてみ

ますと、放課後児童クラブといっても４時間ぐ

らいおるわけであります。おやつ代を取るぐら

いは当然だとも考えられます。その中でも21市

町の中で４市町は取っていないという事実もあ

るようでございます。そのことについては理解

をいたしました。

次に、県は、放課後児童クラブの適正な運営

のために利用料の徴収が必要としております

が、一方では、国庫補助の対象となる運営費補

助について、宮崎県は、国の補助基準額より低

く基準額を設定しているようであります。補助

金の内容はほとんど人件費であります。これを

国の基準どおりにしていただかなければ、さら

に、先ほど充実した運営がとおっしゃいました

が、とてもできないのであります。そこで、お

尋ねをいたします。この放課後児童クラブに対

する補助基準額について、なぜ国の基準よりも

低くしているのか。同額にする考えはないの

か、部長にお答えをいただきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 放課後児童ク

ラブにつきましては、平成15年度には116カ所で

あったものが、20年度には209カ所と大幅にふえ

てきており、今後もさらに増加するものと予想

されます。このような中、県としましては、厳

しい財政状況にありますが、補助対象となるク

ラブのすべてに対する支援を行っていきたいと

の考えから、18年度より基準額を調整している

ものであります。

○徳重忠夫議員 前の部長のマニフェスト

に、20年度は215カ所という目標を立てていらっ

しゃった。それで209カ所になっているわけで

す。21年度は230カ所の予定ではないかと思いま

す。それを多くなったから分ける、削減すると

いうのは、私は納得できません。人件費が要る

わけです。人件費が要るわけですから、それを

削減するということは、国はちゃんと払うと

言っているわけですから、それは納得できない

のであります。

そしてまた、これから申し上げることは大事

なことだと思っておりますので、聞いていただ

きたいと思います。県内にあっては、ほとんど

の中小企業を初め、土曜日を休みとする事業所

は少ない状況にあります。また、夏休みや春休

みも、子供たちには安全に遊ぶ場所すらない状

況であります。国が認めている放課後児童クラ

ブの補助金には、基本額とは別に、土曜日に開

設する場合の加算や、夏休みの長期休暇時に長

時間開設する場合の加算もちゃんと明記されて

おります。そして補助金も出されております。

現在県は行っているのかどうか、お尋ねをいた

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 放課後児童ク

ラブが土曜日などに開設し、年間の開設日数

が250日を超える場合、超える日数については補

助の加算対象とはしておりませんが、夏休み等

に長時間開設する場合につきましては、国基準

額より低い額ではありますが、加算対象として

おります。

○徳重忠夫議員 部長の今の答弁は全く理解で

きません。と申しますのも、土曜日の加算は一

切していないとおっしゃっている。あるいは春

休み、夏休みもずっと子供たちが来るんです。

それも30％以上の減額でしか払っておりませ

ん。それも国が基準をちゃんと定めておりま

す。土曜日もちゃんと定めてあるんです。土曜
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日１日１万3,000円。大体40日ぐらいですよ、土

曜日があるのは。そうすると52～53万というお

金なんです。これぐらいは出していいじゃない

ですか。土曜日に子供たちが来ないんだったら

いいんですよ。必ず来るんです。春休み、夏休

みもほとんど来るんです。夏休み、春休みは加

算してあるんです。しかし、土曜日を一切加算

しないというのは、これはただで働けと。それ

は余りにも酷な話。そして、安全・安心、放課

後児童クラブの目的を達していないと思いま

す。どう思いますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 放課後児童ク

ラブは、児童の健全育成を図るとともに、仕事

と子育ての両立支援の役割も担っていることか

ら、子育て支援対策としまして大変重要な事業

であると認識しております。このため、厳しい

財政状況の中ではありますが、補助対象となる

クラブのすべてに対して支援を行っていきたい

という考えから、補助基準額の調整等を行って

いるものであります。

○徳重忠夫議員 調整をされたらいいんでしょ

うか。安全・安心が保てるんですか。ちゃんと

日当を払っていただかなければ、働いてくれる

人はいないんです。安心・安全ということが第

一義だと考えますときに、これをやるべきです

よ。実は、宮崎市は全額払っているじゃないで

すか。鹿児島県も熊本県も全額、国の基準どお

り払っているんですよ。それをなぜ宮崎県は払

えないんですか。それは納得できないのであり

ます。いかがでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 厳しい財政状

況の中、クラブのすべてに対して支援してまい

りたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じますが、今後に向けて、市町村や運営

主体など関係者の意見も聞きながら、より効果

的な事業の仕組みを研究してまいりたいと存じ

ます。

○徳重忠夫議員 少なくとも土曜日加算ぐらい

は考えていただかなければ、安全・安心は守れ

ません。事故が起こったとき責任はどうするの

かということや、いろんなことがございます。

ちゃんと職員を配置していかなければ、安全は

守れないということもありますので、ぜひひと

つ前向きに御検討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。

それでは次に、農業問題についてお尋ねをし

ていきたいと思います。

農業を取り巻く情勢が厳しさを増しておる

中、本県においても、高齢化の進行や担い手の

減少が進んでおります。耕作放棄地の増加など

新たな問題も出てきております。本県には、約

７万ヘクタールの耕地面積のうち、畑地が約５

割、約３万2,000ヘクタールということで、温暖

な冬季の気候を生かしながら畑作物による農地

のフル活用は、今後の本県の農業にとって非常

に重要ではないでしょうか。このような中、本

県において畑作農業の生産振興を加速させるた

め、必要不可欠な水の供給を行う畑地かんがい

事業が進められ、既に綾川、一ツ瀬川、大淀川

左岸・右岸の４カ所で整備が完了しており、本

県における畑作物の生産拡大が大いに期待され

ます。こうした状況の中で、都城市に設置され

ている県総合農業試験場畑作園芸支場の果たす

役割は極めて重要であり、畑地かんがい用水を

利用して農業所得を増大していける作物の研究

を積極的に進めるべきではないでしょうか。そ

こで、これまでの畑作園芸支場において、畑地

かんがい用水を活用した作物の研究をどのよう

に行ってきたのか、また、どのような作物をつ

くれば農家所得の増大が期待されるのか、農政
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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） お答えいたし

ます。

県の畑作園芸支場におきましては、畑地かん

がい用水を活用した露地野菜や花卉等の栽培技

術の改善、農業機械等を活用した省力化、軽作

業システムの確立を重点的な研究目標に掲げま

して、研究を進めてまいりました。これらの研

究成果も活用しながら、畑地かんがい整備で先

行しております綾川地区や一ツ瀬川地区では、

ピーマン、キュウリ等の施設野菜はもとより、

大根、ジュース用ニンジンといった露地野菜な

どへの作物転換により、水を利用した収益性の

高い営農が展開されております。さらに今後

は、所得の増大が期待できる作物としまして、

近年、国産需要が急速に伸びておりますホウレ

ンソウ、キャベツなどの加工用・業務用野菜を

ターゲットにした産地づくりを強力に推進して

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。畑

作が非常に多い、耕地面積の半分あるというこ

とを考えると、これは真剣に考えていかなきゃ

ならない問題だと、このように考えます。答弁

にあったように、現在の農業者の技術や装備を

もってやっていくならば、生産拡大を図ること

は十分可能であります。そこで、農家所得の向

上を図るために、試験場や普及センターが一体

となって振興する畑作物の栽培技術等を普及し

ていくことが最も重要であると考えておりま

す。そのことについての部長の考えをお伺いし

ておきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 新品目や新た

な栽培技術等の研究成果につきましては、試験

場と普及センターが一体となって、速やかに生

産現場への普及を進め、技術の早期定着化を図

りながら、新たな産地づくりに貢献していくこ

とが極めて重要でございます。このため、試験

研究と普及が車の両輪となりまして、生産現場

における課題や研究開発ニーズなどの情報の共

有化を行い、新たな試験研究課題の設定や研究

成果の現地実証試験等により、県内各地域の実

情に合った園芸作物等の生産振興に努めている

ところであります。今後ますます多様化する消

費者ニーズや、需要が伸びる加工用・業務用野

菜の動向等を踏まえながら、収益性の高い作物

への転換や、高品質・安定収量を実現する生産

技術の確立・普及に取り組んでまいりたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 農政水産部長には最後の質問

になろうかと思いますが、お答えいただきたい

と思います。農家の所得確保は、生産物をいか

に安定的に出荷できるかにかかっております。

そのためにも、畑地かんがい用水の活用は必要

不可欠であると考えます。しかしながら、広大

な面積で大量の野菜が生産された場合、その販

売先を確保しておく必要があります。販売ルー

トの構築が不可欠であります。最近は、中食、

外食など消費者の食のスタイルの変化に伴いま

して、野菜の消費に占める加工・業務用野菜の

割合が全体の55％と言われており、増加してお

ります。私の地元でも、冷凍野菜の加工で全国

的に展開している農業生産法人もあります。そ

こで、このような安定した販売ルートを確保す

るためには、冷凍野菜向けなど、加工・業務用

野菜を中心とした契約栽培等を進める必要があ

ると考えますが、農政水産部長の見解を最後に

伺っておきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御指摘にござ

いましたとおり、加工用・業務用野菜につきま

しては、契約栽培等によります安定的な販売ル
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ートを確保していくことが大変重要であると

思っております。このため、県といたしまして

は、農業団体、農業生産法人等が連携した定時

・定量・定質といった安定的な生産供給体制の

整備に加えまして、大消費地での商談会、実需

者と協力した商品開発といった販売活動等の取

り組みに対し支援を行っているところでありま

す。今後とも、関係機関・団体と協力しなが

ら、実需者ニーズに即した契約取引を積極的に

進め、農家所得の増大を図ってまいりたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 最後と申しましたが、もう一

つありました。今回の衆議院選挙で民主党が政

権与党となりました。民主党は、新たな戸別所

得補償制度を実施するとお聞きいたしておりま

す。その詳細については、いまだ明らかになっ

ておりませんが、米、麦、大豆といった主要農

産物が対象になっておるわけであります。一

方、野菜・果樹は現段階では対象外とされてい

るようですが、将来、果樹・野菜経営において

も生産費割れをするようなことになれば、制度

の対象としていくと言っているようでありま

す。しかし、新たな所得補償制度をまつまでも

なく、本県農業の発展のためには、今こそ先見

の明をもって、県内耕地面積の約半分を占める

畑作農業による産地づくりをしっかりとやって

おかなけりゃいけないのではないでしょうか。

そこで、今後の本県畑作農業における畑作園芸

支場の役割は何か、また、どのように畑作農業

の振興を図っていかれるおつもりか、部長にお

答えをいただきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 畑作農業は、

少雨・干ばつなどの天候不順で生産が不安定で

あります。また、１戸当たりの経営面積が広

く、重量野菜が多いといったことから、経営の

安定化と労働負担の軽減等が試験研究に今、強

く求められてございます。したがいまして、畑

作園芸支場では、引き続き、畑地かんがい用水

を有効活用した収量・品質向上のための栽培技

術を初め、加工用・業務用に適した品種の選定

や、省力化・大規模化に対応できる機械化技術

体系の確立に向けた研究開発を強化してまいり

たいと考えております。さらに、今後の畑作振

興につきましては、これら畑作園芸支場の研究

成果を、今後、整備が進む畑地かんがい地区等

で十分活用しながら、加工用・業務用の需要拡

大にも的確に対応できる産地の育成に積極的に

取り組み、安定的で生産性の高い畑作農業の確

立を目指してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ頑張っていただきますよ

うにお願いを申し上げておきたいと思います。

続いて、県土整備部長にお尋ねをしてまいり

たいと思います。

都城志布志道路についてお尋ねをいたしま

す。このことについては何回も質問をいたして

おりますが、状況も変わってまいります。その

都度また質問も続けさせていただきたいと思い

ます。

本県の道路網の整備は、他県に比べますと、

高速道路もそうでありますが、大変おくれてい

ると言わざるを得ないと考えております。民主

党政権になって、今後の本県の道路整備はどう

なっていくのか、大変心配をいたしておりま

す。中でも都城志布志道路につきましては、西

諸、北諸、都城地域の発展に欠くことのできな

い最も重要な道路でありますが、高速道路と同

様に、予算確保などの問題もありまして、現在

整備が進められている都城志布志道路の整備が

おくれるのではないかと懸念をいたしておりま

す。また、同路線の鹿児島県境までの約５キロ
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メートル区間については、いまだ計画区間のま

まであると、これは御案内のとおりでありま

す。整備区間にも入っておりません。民主党の

政策集インデックス2009によりますと、事業化

に当たりましては、費用便益分析（ＢバイＣ）

を厳格に実施するとされていることもありまし

て、このままでは整備に着手できないのではな

いかと大変心配しております。そこで、都城志

布志道路の進捗状況と費用便益分析（Ｂバイ

Ｃ）上はどうなのかということであります。今

後の取り組みも含めて、県土整備部長にお答え

いただきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 都城志布志道

路の整備の進捗状況等についてでございます。

都城志布志道路の都城インターチェンジから五

十町インターチェンジ間の約13キロメートルに

つきましては、国土交通省において、国道10号

のバイパスとして平成12年度から整備に取り組

まれております。このうち、平塚インターチェ

ンジから五十町インターチェンジ間の約1.9キロ

メートルにつきましては、早期供用に向けて現

在、鋭意施工中と聞いております。一方、五十

町インターチェンジから梅北インターチェンジ

間の約３キロメートルにつきましては、県の施

行により、平成13年度から整備に取り組んでお

りまして、平成22年度の完成供用を目標といた

しております。残る鹿児島県境までの議員御指

摘の約５キロメートル、この区間につきまして

は、そのうち、梅北インターチェンジから飯野

松山都城線までの約2.5キロメートルにつきまし

ては、費用便益分析結果が3.9と出ております。

国の事業採択基準の１以上を十分満たしている

ことから、平成22年度に新規採択されるよう、

国に強く要望をしているところであります。都

城志布志道路は、南九州の物流を担う重要な道

路でありますことから、今後とも早期完成に向

け取り組んでまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。費用

便益分析（ＢバイＣ）の結果、3.9という数字を

今初めて私は知ったわけであります。大変うれ

しく思っております。これだけ費用対効果とい

うのがあるということです。知事、3.9もあるん

ですね。１以下は考えるというような民主党の

考え方でありますが、3.9もあるんです。ぜひひ

とつ自信を持って、この志布志道路の早期完成

に向けて積極的に動いていただきたい、要望し

ていただきたいとお願いをしておきたいと思い

ます。

続いて、入札制度についてお伺いをしていき

ます。

入札制度についてでございますが、御案内の

とおり、建設投資の減少や経済の急激な悪化等

に伴いまして、建設業は青息吐息であります。

さらに追い打ちをかけるように、民主政権で

は、大幅に公共事業の削減がなされるのではな

いかと懸念されるところでありまして、公約に

も掲げられております。公共事業に依存してい

る地方経済はますます疲弊していく一方ではな

いかと心配をいたしております。また、本県に

おいて、官製談合を契機といたしまして、急激

な入札制度改革が実施されたわけであります。

県政を揺るがした大事件であり、改革はやむを

得なかったとしても、結果として、建設業者を

より一層窮地に追い詰めているのではないかと

考えております。このような状況を踏まえて、

県の入札制度について考え方を伺っておきたい

と思います。まず初めに、入札制度改革が行わ

れた平成19年度から現在までの建設業許可業者

数の動向及び倒産件数はどのようになっている

のか、県土整備部長にお伺いをいたします。
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○県土整備部長（山田康夫君） まず、本県に

おける建設業の許可業者数につきましては、本

年３月31日現在で5,256業者となっております。

これを２年前の平成19年３月31日時点と比べま

すと、269業者、約4.9％の減となっておりま

す。これは全国の状況と同様に減少傾向にござ

います。また、民間機関の調査による負債総

額1,000万円以上の県内建設業の倒産件数につき

ましては、平成19年度は52件、平成20年度は57

件となっております。

○徳重忠夫議員 本県において、建設業者の廃

業・倒産がふえたのも、指名競争入札を廃止

し、一般競争入札を拡大したことがその要因の

一つではないかと、当然考えられるわけであり

ます。全国的に見れば、まだまだ指名競争入札

を実施している都道府県が多いのではないかと

思われますが、建設工事における、全国と九州

各県の一般競争入札や指名競争入札の実施状況

をお知らせいただきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本年７月現在

の国土交通省の調査によりますと、47都道府県

のうち、本県を含め13の団体が、予定価格が250

万円を超える工事を一般競争入札で行っており

まして、適用する予定価格は異なりますが、34

の団体が指名競争入札も実施をしております。

また、九州各県の状況につきましては、本県と

佐賀県を除く６県が指名競争入札も実施をして

おります。なお、全国的な傾向を申し上げます

と、平成18年の12月に全国知事会が、「都道府

県の公共調達改革に関する指針」を取りまとめ

ておりまして、一般競争入札の拡大と指名競争

入札の原則廃止を示しておりますが、この指針

の策定以降、250万円を超える工事を原則一般競

争入札とした団体が12増加をしております。ま

た、1,000万円以上の工事で一般競争入札を実施

しておりますのは31団体であり、指針の策定以

降、試行を含めまして新たに28の団体が実施を

するなど、近年、一般競争入札が全国的に拡大

をしているところであります。

○徳重忠夫議員 ただいま答弁をいただいたと

ころでありますけれども、その中で、部長が

おっしゃいました、34自治体でまだ指名競争入

札を行っているとの答弁でした。つまり、７割

以上の都道府県がまだ指名競争入札を行ってい

るということであります。やはり地域の状況、

各県状況によって違うと、このように思ってお

るところであります。九州では本県と佐賀県の

みが指名競争入札を行っていないということで

ございます。ただ、佐賀県を考えてみますと、

福岡県、熊本県に隣接しているということも

あって、建設業者にとっては民間投資も期待で

きる状況、環境にあると、私はこう考えており

ます。我が宮崎県は、建設業者が公共事業に依

存する割合が非常に高い地域であると、私はこ

う考えております。都道府県における指名競争

入札の実施状況や、中山間地域の雇用の受け皿

でもある建設業の重要性を踏まえて、本県にお

いて、一部でも指名競争入札を実施すべきでは

ないかと思いますが、再度お答えをいただきた

いと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県におきま

しては、談合事件により失われた県民の県政に

対する信頼を回復するために、一般競争入札の

拡大など、より公正・透明で競争性の高い入札

・契約制度の確立に取り組んでまいりました。

また、改革と並行しまして、制度を検証し、幅

広く意見を伺いながら、予定価格の事後公表

や、地元の業者が受注しやすい本県独自の地域

企業育成型総合評価落札方式の創設、最低制限

価格の引き上げなど、必要な見直しを随時行っ
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てきたところであります。御質問の指名競争入

札につきましては、入札参加者数が限定される

ことによる競争性の問題や、業者選定に恣意性

の余地が残りますことから、今後とも、一般競

争入札の枠組みの中で、制度の検証と見直しを

継続し、技術力や地域貢献度が高く、地域に根

差した建設業者が受注しやすい環境の整備に引

き続き取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 御答弁をいただきましたが、

まだまだ納得できないことばかりであります。

建設工事における最低制限価格についてもお尋

ねをしたいと思います。宮崎県のああいう談合

事件は、業者の談合というより、知事、執行部

がみずからやった。そのことが県内業者をこの

ように追い詰めていると。このことについても

やはり反省もしていただきたい、このように思

うところであります。建設工事における最低制

限価格についてお尋ねしますが、本年４月に経

済・雇用緊急対策が出てまいりました。予定価

格をおおむね85～90％に引き上げられたところ

でありますが、一般競争入札の導入による競争

性の高まりにより、依然として落札価格は最低

制限価格付近に集中している状況にあります。

建設投資が大幅に減少し、増加が見込まれない

状況の中で、地域雇用の受け皿でもある県内の

建設業の経営改善を図るために、最低制限価格

を思い切って90％～95％に引き上げる考えはな

いか、部長にお答えをいただきたいと思いま

す。一般競争入札が行われる前の段階では、大

体95％から97％～98％までの落札価格であった

と私は記憶しているわけでありまして、少なく

とも90％～95％は保たなければ維持費を求める

ことはできないと、よく言われております。少

なくとも90％～95％に引き上げるような考えは

ないか、お尋ねをいたしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 最低制限価格

につきましては、公共工事における経済・雇用

緊急対策として、建設業の健全な発展や工事の

品質確保を図る観点から、本年の４月に予定価

格のおおむね85％～90％に引き上げたところで

ありまして、これは全国的にも高い水準となっ

ておりますことから、再度の引き上げは難しい

ものと考えております。

○徳重忠夫議員 難しいといったら難しいんで

す。前はできたんですね。95％から97％～98％

までいった経緯があるわけですから、できない

ことはない、やればできると私は信じておりま

す。ひとつ検討を十分していただきますように

お願いをしておきたいと思います。

最後に、総合評価落札方式についてお伺いを

したいと思います。地域の建設業者は、地元雇

用の受け皿でもあります。災害時の緊急的な対

応や日常的な道路パトロールなど、地域に極め

て大きな貢献をしております。このような地域

を支える建設業者の健全な育成を図るために

は、公共工事の入札において地元企業の受注機

会の確保を図る仕組みが重要であると考えま

す。そこで、総合評価落札方式の中で、地域の

企業を高く評価する地域企業育成型の適用範囲

を、現在の予定価格3,000万円未満から5,000万

円未満へ引き上げる考えはないか、再度、県土

整備部長にお尋ねをしておきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 地域企業育成

型の総合評価落札方式につきましては、小規模

工事を念頭に、技術力や地域貢献度の高い地元

の建設業者が受注しやすいよう配慮した、本県

独自の方式でございます。昨年度は、適用範囲

を予定価格2,000万円未満の土木一式工事として

おりましたけれども、今年度は、これを3,000万
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円未満に引き上げたところであります。さらに

８月からは、予定価格3,000万円未満の建築一式

工事についても適用を拡大したところでありま

す。地域企業育成型は、本店所在地を市町村単

位で評価をし、手持ち工事件数を制限するな

ど、比較的小規模な企業を念頭に置いた制度で

ございます。御質問にありました適用範囲のさ

らなる拡大につきましては、上位ランクの企業

への適用の妥当性、及び他の総合評価落札方式

とのすみ分けなどの課題がございますので、今

後、幅広く意見を伺いながら検討させていただ

きたいと思っております。

○徳重忠夫議員 建設業者は、毎年50社から60

社ぐらいの倒産状況であります。よく考えます

と、５人従業員を抱えておれば250人、そして家

族まで入れたら大変な数が生活をされている状

況。これが廃業・失業となったら大変でござい

ます。そのことも考えなければ、誘致企業だけ

を考えるようではいけない。やはり、現在一生

懸命頑張っていただいている建設業も一つの大

きな企業だと理解をしていただいて、ぜひとも

そういった業者の声を真摯に受けとめて聞いて

ほしい。幹部だけの話を聞いて決められるので

はなくて、末端の業者、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、それ

ぞれの意見をしっかり吸い上げて、今後の建設

・土木行政に反映をさせていただきたいとお願

いしておきたいと思います。

続いて、教育長にお伺いをしてまいりたいと

思います。スポレクみやざき2009について、幾

つか教育長にお尋ねをいたします。

来月10月17日から20日にかけて、「皆来んね

笑顔まんかい 神話の国で」をスローガン

に、第22回全国スポーツ・レクリエーション

祭、スポレクみやざき2009が開催されます。こ

の祭典は、毎年都道府県持ち回りで開催され

る、だれもが気軽にスポーツやレクリエーショ

ン活動を楽しむことができる、国内最大規模の

生涯スポーツの祭典であります。県内８市７町

で24種目が開催され、県内外から約２万人の参

加が見込まれると聞いております。このような

たくさんの参加が見込まれる本祭典は、平成13

年度の日本スポーツマスターズ以来の大きなイ

ベントであり、国内外にスポーツランドみやざ

きを初め、本県の魅力を十分に発信できる大き

なチャンスであると考えております。この祭典

は、本年度だけで県費で３億6,000万円、種目別

大会を開催する市町でも相応の予算負担がある

と聞いております。これだけの経費をかけた祭

典であります。多くの県外客の宿泊・観光等も

予想され、それ相応の経済効果も期待できると

ころであります。そこで、スポレクみやざ

き2009の目的と効果について、教育長にお伺い

をしておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 全国スポーツ・レク

リエーション祭は、勝敗のみを競うのではな

く、個々の体力や年齢に応じて、スポーツ・レ

クリエーション活動を楽しみながら交流の輪を

広げることを大きな目的としております。この

祭典の開催によりまして、県民の皆様が気軽に

スポーツに親しむことのできる、いわゆるスポ

ーツの生活化の促進や、競技団体の組織力の向

上、あるいはそれぞれの競技種目が地域のシン

ボルスポーツとして定着することを期待してい

るところであります。また、経済波及効果につ

きましては、選手・役員だけでも、韓国選手

が200名おりますけれども、この200名を含め

約9,000人の来県予定がありまして、宿泊、弁

当、お土産、レンタカー利用など、かなりの個

人消費が期待されることから、今のところ、お

およそでありますが、16億円と試算をしている
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ところであります。さらに、開会式や特別行事

などを通じまして、県内各地域の観光資源や食

文化、あるいは自然豊かなスポーツランドみや

ざきの魅力を全国に向けて情報発信できますこ

とから、今後の観光客誘致などの効果も期待し

ているところであります。以上です。

○徳重忠夫議員 大変な経済効果もあるようで

ございます。ぜひこれが成功するようにお祈り

を申し上げたいと思います。祭典まであと１カ

月となりました。県実行委員会を初め、各会場

地でも万全の体制で取り組まれていると思いま

すが、現時点で開催に向けて解決すべき課題が

あるのかどうか、お伺いをしておきたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） スポレクみやざ

き2009の開催については、昨年５月に県実行委

員会を設立いたしまして、それぞれの競技開催

地や関係機関の協力を得まして、魅力ある祭典

の検討や輸送交通対策、県内外に向けての祭典

周知など、鋭意準備を進めてきたところであり

ます。おかげをもちまして、選手・役員で県外

から約9,000人、県内から約１万人の参加が見込

まれております。現時点における課題といたし

ましては、開会式の行われる県総合運動公園周

辺の混雑が予想されますことから、関係警察署

に協力を依頼するとともに、一般観覧者に対し

まして、公共交通機関の利用をお願いすること

にいたしております。また、新型インフルエン

ザの対応につきましては、文部科学省を初め、

県関係部局と鋭意協議を行い、競技会場等にお

ける感染防止対策を講じるとともに、各都道府

県を通じまして、選手の皆様への感染予防のた

めの周知を行うことにいたしております。県教

育委員会といたしましては、スポレクみやざ

き2009の成功に向けて、それぞれの競技開催地

を初め、関係機関・団体とも連携を密にしなが

ら、今後とも万全の体制で臨んでまいりたいと

思います。以上です。

○徳重忠夫議員 大勢の皆さんが県外からお越

しになられます。よい機会であります。県を挙

げておもてなしの心で接するとともに、祭典期

間中に宮崎県の魅力を十分知っていただき、で

きれば、祭典終了後、宮崎に滞在していただく

とか、観光地めぐりをしてもらうとか、リピー

ターになって再度宮崎に来ていただくなど、仕

掛ける必要があると考えます。そこで、県外か

らの参加者に宮崎の魅力を知っていただくため

にどのような対応を考えておられるのか、伺っ

ておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） スポレクみやざ

き2009には、先ほどお答えいたしましたとお

り、県外から多くの皆様が参加されますことか

ら、本県の魅力をＰＲできる絶好の機会である

と考えております。このため、県総合運動公園

で開催される特別行事におきまして、県内各地

域の特産品や観光地をアピールするとともに、

県内８市７町の競技開催地で行われます歓迎レ

セプションや地域住民の方々との交流行事の中

で、商工会議所や観光協会などの御協力によ

り、地元の海の幸、山の幸の提供を行うなど、

地域の魅力をＰＲすることにいたしておりま

す。県教育委員会といたしましては、それぞれ

の競技開催地とも連携しながら、多くの皆様方

に県内各地の情報発信を行いますとともに、県

民と参加者の交流の輪が広がり、にぎわいのあ

る祭典となるよう取り組んでまいります。以上

です。

○徳重忠夫議員 続いて、教育問題についてお

尋ねをしていきたいと思います。

先月下旬、文科省が、今年で３回目の実施と
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なる今年度の全国学力・学習状況調査結果につ

いて公表しております。この結果を見ますと、

本県においてはこれまで３年間、全国の状況と

照らして、おおむね良好という順調な結果を示

しているところでございます。地道な取り組み

を重ねてこられた成果であるととらえておると

ころでございます。あわせて、児童生徒の日ご

ろの努力や、保護者や地域の方々の協力・支援

があってのことと考えておるところでありま

す。そこで、教育長に３点ほどお伺いしたいと

思います。この調査自体の目的や意義につい

て、教育長としてどのようにとらえておられる

のか、お聞かせをいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の目的でありますが、国及び各教育委員

会、学校等が、それぞれの立場において、児童

生徒の学力や学習の状況を把握・分析すること

により、施策や指導の成果と課題を検証し、そ

の改善を図ることであるととらえております。

したがいまして、調査結果から明らかとなりま

した課題を解決するために、施策や児童生徒へ

の指導方法を見直したり、基本的な生活習慣な

どの改善を図ったりしながら、最終的には一人

一人の児童生徒にしっかりとした学力を定着さ

せていくことに意義があると考えております。

以上です。

○徳重忠夫議員 続いてお尋ねしますが、本調

査におけるこれまで３回の本県の結果につい

て、どのように評価をしているのか、もう一度

お尋ねをしてみたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査における本県の子供たちの学力の状況につ

きましては、小学校では、「知識」に関する問

題は正答率が３年連続で全国平均を上回ってお

りますが、「活用」に関する問題については課

題が見られますので、今後一層の改善を図って

いく必要があると考えております。中学校で

は、３年連続ですべての教科で全国平均を上

回っており、おおむね良好な状況であるととら

えております。また、子供たちの学習状況につ

いても申し上げますと、一例でありますが、家

庭で授業の復習をしたり、毎日、朝早く起きて

朝食を食べたり、近所の人にみずからあいさつ

をしたりするなど、望ましい生活習慣に関する

項目につきまして肯定的に回答している子供の

割合が、全国的にも非常に高い状況にありま

す。これらの調査結果につきましては、本県の

子供たちの努力はもとより、市町村教育委員会

や各学校の先生方の指導、保護者や地域の方々

の御協力、そして御支援のたまものであるとい

うふうに考えております。以上です。

○徳重忠夫議員 続いて、スポーツ振興につい

てお尋ねをしてみたいと思います。

スポーツ振興についてでございますが、今年

に入りまして、本県の高校スポーツ界は、各競

技種目ですばらしい活躍をしてくれました。３

月の全国高等学校選抜大会においては、都城工

業高校の男子バレー部が、本県初となる全国制

覇を果たしてくれました。大変な快挙でありま

す。また、今年８月の全国高校野球選手権大会

では、都城商業高校の野球部が、本県勢として

は８年ぶりとなるベスト８を勝ち取ってくれま

した。これらの大会での選手の皆さんの頑張り

は、子供から大人まで多くの県民に大きな元気

と夢を与えてくれました。地元で応援していた

私といたしましても、この上ない喜び、うれし

い限りでありました。選手の皆さんや監督さ

ん、そして関係者の皆さんの御努力に頭の下が

る思いであります。スポーツは多くの人たちに

感動や勇気を与えてくれます。私が思います
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に、強豪チームが集まる全国大会などで活躍す

るためには、それぞれの学校等の対応だけでは

限界があります。県を挙げての組織的かつ効率

的な取り組み支援が必要であると考えます。こ

のことは、各種の競技力を競う日本最大のスポ

ーツの祭典であります国民体育大会での本県選

手の活躍についても言えることであります。そ

こで、教育長にお聞きします。国民体育大会等

の全国大会で、本県選手にもっと活躍してもら

いたいと思いますが、特に高校生の競技力向上

を図るための教育委員会としての取り組みにつ

いて伺っておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、「競技力強化推進校」の指定制度を設け、

全国大会等で活躍が期待できる高等学校22校20

競技42の部に対して、強化活動への支援を行い

ますとともに、優秀選手を獲得するために、高

校入試においてスポーツ推薦制度を導入してお

ります。また、中学校においても、「競技力向

上推進校」の指定制度を設け、県中学校秋季体

育大会で優勝しました22校18競技30の部に対し

て、活動の支援等を行っております。このよう

な、これまでの取り組みもあり、平成20年

度、21年度の全国高等学校総合体育大会では、

これまでにない数多くの入賞者を出すなど、一

定の成果があらわれております。さらに、国民

体育大会におきましても、高校生の活躍により

まして、平成19年度、20年度、２年連続で天皇

杯順位30位台を確保しているところでありま

す。なお、議員の地元の都城商業高校あるいは

都城工業高校についても、活躍は御案内のとお

りであります。県教育委員会といたしまして

は、宮崎県の子供たちが国民体育大会などの全

国規模の大会で活躍し、県民に感動と元気を与

えられるように、今後とも、県体育協会や競技

団体等の関係機関との連携を図りながら、推進

校指定制度の充実など、各種の施策を効果的か

つ継続的に推進してまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○徳重忠夫議員 それでは次に、病院局長にお

尋ねをしていきたいと思います。県立病院の経

営問題についてであります。

先般、平成20年度県立病院事業会計決算（見

込み）が公表されました。新聞報道等によりま

すと、病院事業全体の収支は８億6,800万円余の

赤字ということであります。病院局では、平

成18年度に中期経営計画を策定され、その後、

経営改善に取り組んだ結果、平成17年度は約31

億円あった赤字が、18年度は約17億円、平成19

年度は約６億7,000万円の赤字にまで改善してお

られます。しかし、平成20年度は、中期経営計

画の目標は達成したものの、赤字幅そのものが

広がったということであります。私は、県民の

医療に対する安心を確保する上で、県立病院の

経営安定は欠かせないものだと考えております

ので、経営が悪化している状況を大変心配して

いるところであります。そこで、平成20年度の

収支悪化の要因をどう分析し、今後どのような

経営方針で臨もうとしておられるのか、病院局

長にお尋ねをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成20年度は、

診療報酬改定に伴う施設基準への的確な対応

や、延岡病院における診療報酬の包括請求方式

であります、いわゆるＤＰＣへの円滑な移行等

を図ることにより、収益の確保を図る一方、医

療器械や薬剤等の共同購入、材料費の節減等、

徹底した経費削減に取り組んだ結果、３年連続

で中期経営計画の目標を達成することができた

ところであります。しかしながら、地域との連

携により医療機関のすみ分けが進んだことや、



- 162 -

平成21年９月17日(木)

いわゆるコンビニ受診の自粛、さらには、一部

診療科の医師不足等により患者数が減少したた

め、残念ながら、議員御指摘のとおり、前年度

よりも赤字幅が広がる結果となったところであ

ります。今後は、これまでの取り組みを一層徹

底いたしますとともに、最重要課題である医師

の確保に努め、県立病院本来の役割である高度

医療の提供と民間医療機関からの紹介等による

重篤患者の受け入れを進めていくことによりま

して、収益の向上を図り、経営改善に努めてま

いりたいというふうに考えております。

○徳重忠夫議員 医師の確保についても質問し

たかったわけでありますが、時間の都合で割愛

をさせていただきたいと思います。

次に、病院局では、平成17年６月に策定しま

した「宮崎県立病院の今後のあり方」に基づ

き、平成23年度を目途に、県立病院が将来にわ

たり医療を提供するにふさわしい経営形態を選

択するため、今年７月に経営形態検討委員会を

立ち上げられました。さらに、それぞれの県立

病院の置かれている状況が異なることから、各

病院ごとに個別に検討する分科会も立ち上げら

れたところであります。本県における県立病院

は、言うまでもなく県民医療になくてはならな

い存在であり、将来にわたって高度で良質な医

療を提供していくことが非常に重要であり、今

回の検討の必要性はよく理解できます。この検

討のスケジュールでは、年内に検討委員会で一

定の方向を出した後、今年度中に県としての一

定の結論を出されると聞いております。しかし

ながら、現在の県立病院を取り巻く状況を考え

ますと、医師確保を最優先の課題として取り組

むべきであり、経営形態の見直しはその後に十

分時間をかけて検討するべきではないかと考え

ます。そこで、病院局長にお尋ねします。県立

病院の経営形態の見直しについては、「今後の

あり方」に基づき、平成23年度を目途に選択す

るとされていますが、現在のように医師確保の

めどすら立っていない状況の中で、なぜ今、県

立病院の経営形態の検討を行わなきゃならない

のか、また、全国の状況についてもあわせてお

伺いをしておきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 総務省が平成19

年に示しました「公立病院改革ガイドライン」

に基づき、公立病院は、おおむね平成25年度ま

での間に経営形態の見直しを行うこととされて

おります。しかしながら、本県におきまして

は、医療資源に乏しいことや、県立病院の地域

医療に果たす役割の大きさ等から、将来にわた

り持続的・安定的な医療の提供を行っていくた

めには、一刻も早く病院経営の体制整備を図る

必要があるとの観点に立ちまして、平成17年度

に「宮崎県立病院の今後のあり方」を策定し、

その第一歩として、平成18年度に地方公営企業

法の規定の全部を適用したところでございま

す。今回の検討も、この「今後のあり方」に示

されたスケジュールに基づき、地域医療におけ

る県立病院の果たす適切な役割を明らかにした

上で、良質な医療の提供を持続できるものとす

るために、経営の効率化を追求するものであり

ます。

次に、全国の状況でありますが、総務省によ

りますと、平成20年度末現在で、地方公営企業

法の全部適用については、導入済み及び予定し

ている病院が378、以下、地方独立行政法人化に

ついては45病院、指定管理者制度については64

病院でありまして、民間譲渡については、新た

に12病院が予定していると伺っているところで

あります。

○徳重忠夫議員 病院経営は非常に厳しい状況
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でありますが、ひとつ慎重に進めていただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。

最後に、総務部長にお伺いをいたします。自

動車税についてということでお願いをいたしま

す。

自動車の継続検査、いわゆる車検の際に添付

が義務づけられている自動車税納税証明書につ

いてであります。期限内に納付した場合に限っ

て、納税通知書に添付している納税証明書に領

収印の捺印を受けることとなっておりまして、

車検時の証明書として利用できることになって

おります。それ以外は県税・総務事務所で証明

書の交付を受けなきゃならないという形になっ

ています。このため、納期を１日過ぎただけで

も、車検を受ける際に、納税者本人か車検を代

行する業者が、忙しい合間を縫って、わざわざ

県税・総務事務所に出向かなけりゃならないの

であります。一方、鹿児島県では、当初の納税

通知書だけでなく、督促状や催告書の納付書に

も納税証明の欄を設けておりまして、延滞金を

含めて全額を納付すれば、金融機関で領収印を

押してもらって証明書として利用できておりま

す。改めて県税事務所に出向く手間が要らない

のであります。特に県境に接した地域では、隣

県との取り扱いが異なることでさまざまな不都

合が生じているところであります。県民の利便

性を高めるとともに、県税の窓口業務を省力化

するためにも、鹿児島県と同様な取り扱いはで

きないのか、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 自動車税納税証明

書につきましては、特に納期内納付の促進を図

るという観点から、本県におきましては、御指

摘のように、納期内納付に限り、納税通知書の

領収印をもって納税証明書として使用をしてい

るところでございます。また、この納税証明書

の交付に当たりましては、県税窓口での混雑等

を緩和するために、宮崎、都城、延岡の各県税

・総務事務所に自動発行機を設置いたしまし

て、さらには、郵便による取り扱いを行うなど

の利便性の向上にも努めているところでござい

ます。御指摘のございました鹿児島県のよう

に、期限後の納付についても、納付書を納税証

明書とする取り扱いを行うということになりま

すと、延滞金の正確な算出をも証するという意

味で、金融機関へ新たな事務負担等をお願いす

るということもございますし、また、事務的に

は、納付書への証明欄の追加あるいは電算プロ

グラムの改修に相当な費用がかかるということ

もございまして、現状では、現在の取り扱いを

変更するということは難しいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 大変厳しい内容であります

が、九州８県で、５県はそのままでいいんで

す。領収書だけでいいんです。そのことを考え

ますと、宮崎県は、鹿児島県、熊本県、大分県

に囲まれているんです。隣接するところはみん

な困っていらっしゃるんです。そのことをぜひ

考えていただきたいと思いますし、業者の手間

を少しでも省いてやるのが温かい優しい県行政

ではないか、私はそう思うんです。やはりそう

いう気持ちも大事にしていただきたいというこ

とを強く要望して、私の質問のすべてを終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

あすの本会議は、午前10時開会、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21分散会


