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◎ 常任委員長審査結果報告（議案第35号

から第62号まで）

○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、平成21年度補正予算関係議案

についての常任委員長の審査結果報告から採決

までであります。

議案第35号から第62号までの各号議案を一括

議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、髙橋透委

員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕 総務政策常任委員会

の報告をいたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外８件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第35号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第6号）」についてであります。

この補正は、国の平成21年度補正予算（第2

号）の成立及び公共事業費等の国庫補助の決定

に伴うもの、その他必要とする経費について措

置するものであり、補正額は55億9,000万円余の

減額となっております。

歳入財源の主なものとしては、国庫支出金

が121億2,900万円余、地方交付税が24億2,500万

円余の増額となる一方、繰入金が68億2,300万円

余、県債が63億6,500万円余の減額となっており

ます。この結果、補正後の一般会計の予算額

は6,291億3,800万円余となります。

このうち、県民政策部所管の予算につきまし

ては、１億1,200万円余の減額補正となり、補正

後の予算額は111億9,200万円余となっておりま

す。

また、総務部所管の予算につきましては、83

億1,800万円余の増額補正となり、補正後の予算

額は1,528億7,700万円余となっております。

このうち、私立学校耐震対策緊急支援事業に

ついてであります。

このことについて複数の委員より、「重要な

対策なので、未申請の学校にも呼びかけるなど

積極的に活用できるように進めてほしい」との

要望があり、当局より、「本事業は平成20・21

年度の２年間の事業であり、来年度以降は国の

制度を活用しながら耐震対策を積極的に呼びか

けていきたい」との答弁がありました。

次に、「緑の分権改革」推進事業についてで

あります。

この事業は、地域のクリーンエネルギー資源

を把握し、最大限活用することにより地域活性

化を図るため、県が、地域エネルギーの利用促

進や経済効果を生み出す仕組みの検討等を行う

ほか、県北３町が、太陽熱、草質ペレット利活

用、小型風力発電の実証調査等を22年度までに

行うものであります。このことについて委員よ

り、「地域のクリーンエネルギーとして有望な

天然ガスも含め、検討してほしい」との要望が

あり、当局より、「この事業は現時点での提案

ということで予定している。現在策定中の総合

計画においては、今後、エネルギーの活用が重

要になると考えられるので、クリーンエネルギ

ー全体の中で検討していきたい」との答弁があ

りました。

次に、生活情報センター管理費についてであ

平成22年３月８日(月)
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ります。

これは、生活情報センターの警備、清掃、空

調管理等の委託業務に関する経費であります。

このことについて委員より、「業者が適切な従

業員の賃金等が確保できるよう委託業務の積算

に当たっては配慮していただきたい」との要望

がありました。

次に、合併関係市町村財政健全化支援事業に

ついてであります。

この事業は、財政状況が特に厳しい合併市町

村を対象に、金利の高い地方債の繰り上げ償還

をしようとする市町村に対して無利子の貸し付

けを行う事業であります。このことについて委

員より、「低金利の状況が続いており、市町村

に対して県から適切な指導を行ってほしい」と

の要望がありました。

次に、議案第55号「宮崎県議会議員の選挙に

おける選挙公報の発行に関する条例」について

であります。

このことについて複数の委員より、「執行権

を持つ知事等がマニフェストを掲げ、その実現

に向け、取り組むことは可能と考えるが、県議

会議員を初めとした地方議員のマニフェスト

は、議会の議決という議員間の合意がなければ

簡単には実現できない、あくまで努力目標であ

る。マニフェストがひとり歩きをしているが、

選挙公報の表現については十分良識が求められ

ることを指導できないか」との強い要望があ

り、当局より、「公職選挙法では、県議会議員

の選挙において条例で定めるところにより選挙

公報を発行することができるとされ、掲載文は

原文のまま掲載することとされている。表現の

自由との関係もあり、選挙公報としての品位を

損なうような記載以外は、選挙管理委員会が記

載内容の妥当性について判断することは問題が

あり、指導することは難しい」との答弁があり

ました。

次に、付託外案件について御報告いたしま

す。

まず、宮崎駅西口拠点施設整備事業について

であります。

本事業は、宮崎市中心市街地活性化基本計画

の主要事業として、駅西口の市・県有地を活用

して、バスセンターや物販施設、ホテル及び立

体駐車場等の複合施設を整備するものでありま

す。このことについて委員より、「現在、高速

バスの発着場が行き先により異なっており、利

用者の方にもわかりにくく不便である。新しい

バスセンターにおいては、バス乗り入れについ

てＪＲ九州とバス事業者との協議が進むよう県

としても努めてほしい」との要望がありまし

た。

次に、宮崎県土地利用基本計画書の改定につ

いてであります。

このことについて委員より、「都市計画法、

農振法等の土地利用規制について、少しでも不

公平感の解消に努めてほしい」との要望があ

り、当局より、「土地利用基本計画書は、行政

部内の総合調整を図るものであり、具体的な許

可等に当たっては、当然に個別規制法の規定を

踏まえて行われるものである。土地利用規制に

関してはさまざまな議論があるが、少しでも前

に進めるため、一定の場合について例示するな

ど明確化を図ったところである」との答弁があ

りました。

次に、宮崎交通株式会社のバス路線廃止検討

区間に係る対応方針についてであります。

このことについて委員より、「路線廃止の結

論に至るこれまでの過程を十分しんしゃくし、

今後とも地元市町等との事前協議を大切にしな
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がら、県においては調整役を今後とも引き続き

行っていただきたい」との要望がありました。

以上をもって当委員会の報告を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、厚生常任委員会、長友

安弘委員長。

○長友安弘議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致により決

定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の一般会計補正予算は、国の交付金を活

用した地域医療再生基金の創設、並びに緊急雇

用創出事業臨時特例基金や安心こども基金への

積み増し等により60億9,500万円余の増額補正と

なっております。この結果、補正後の一般会計

と特別会計を合わせた予算額は1,068億8,900万

円余となります。

このうち、産科医等確保支援事業についてで

あります。

これは、産科・産婦人科の医師及び助産師に

対し分娩手当等を支給している医療機関を対象

に、１分娩当たりの手当額に対して１万円を上

限に、その３分の１の補助を行うものでありま

す。今年度は、県内で分娩を取り扱っている43

医療機関のうち、補助条件である就業規則など

に分娩手当等の支給の明記がある18医療機関を

対象に補助する予定となっております。このこ

とについて委員より、「産科医の確保の目的と

しては、１分娩当たり１万円の手当というのは

効果が疑問であり、財源が全額国庫補助のみと

なっている。県の一般財源からの支出も考える

べきではないか」との意見や、「補助条件が就

業規則などに明記してあることであるが、ない

ところには県からも働きかけをして、補助対象

の医療機関を拡大してほしい」との要望があり

ました。

次に、議案第50号「宮崎県地域医療再生基金

条例」についてであります。

これは、本県の地域医療が抱える課題の解決

を図るために、宮崎県地域医療再生計画に基づ

く各種の事業を推進するための基金を設置する

ものであります。このことについて委員より、

「県内においても医療資源の格差が大きい。実

際に２次・３次医療圏内に専門医がいないた

め、宮崎市まで２時間も激痛に苦しみながら救

急搬送される患者がいる。また、本人の通院や

付き添いの家族の病院までの移動時間や交通費

など、負担も非常に大きい。命の格差といった

ものの解消に真剣に取り組んでいただきたい」

との要望がありました。このことに対して当局

より、「地域医療再生計画を作成する中で、市

町村を含めた行政、医師会、宮崎大学の三者で

小まめに意見交換を行ってきたことで、それぞ

れの連携が強まってきた。地域医療再生基金事

業を実効性のあるものとするため、関係機関と

気持ちを一つにして取り組んでいきたい」との

答弁がありました。

次に、介護職員処遇改善交付金の申請状況等

についてであります。

このことについて当局より、「本県の昨年12

月末現在の事業所の申請率は、全国平均80％に

対し71％であり、全国最下位であった」との報

告がありました。このことについて委員より、

「せっかくの処遇改善の施策なのに、なぜ申請
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率が悪いのか」との質疑があり、当局より、

「介護職員以外の職種が多いサービス種別の事

業所が申請率が低く、理由としては、他の介護

職員以外の職種とのバランスに欠ける、申請事

務が煩雑、平成23年度以降の交付金終了後の取

り扱いが不明などの回答が多かった。平成22年

度の１年間分の交付金の申請期限が本年２月末

から３月末までに延長となったので、未申請の

事業所へ申請の促進に精いっぱい努力したい」

との答弁がありました。

最後に、福祉保健部所管の予算には、国の経

済・雇用対策補正に基づく交付金により、平

成23年度までの事業期間となっている基金が含

まれております。このことについて委員より、

「福祉保健部所管の予算の中にも、建設工事、

設備工事に関するものが含まれている。経済対

策の目的のためにも前倒しで事業の執行に努め

てほしい」との要望がありました。

以上をもって当委員会の報告を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、商工建設常任委員会、

宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外９件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の補正予算につい

てであります。

今回の補正は、執行残に伴うものや緊急雇用

創出事業臨時特例基金の積み立てに伴うもの等

で、一般会計で21億6,200万円余の減額補正、特

別会計で４億100万円余の減額補正となります。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた補正

後の予算額は511億2,800万円余となります。

このうち、今回の補正で債務負担行為の追加

を行う中山間地域新産業・雇用創出緊急対策事

業についてであります。

これに関連して委員より、「中山間地域は雇

用情勢が厳しくなっているので、このような緊

急対策事業を通じて、将来に継続していく新た

な産業の創出が図られるような取り組みを行っ

ていただきたい」との要望がありました。

また、同じく債務負担行為の追加を行う新規

学校卒業者等雇用創出・人材育成事業につい

て、委員より、「当事業の応募対象となる民間

団体等に対して事業の趣旨を徹底し、事業効果

を上げることが重要ではないか」との意見があ

り、当局より、「未就職の卒業者を次の雇用に

結びつけていくよう、研修計画について民間団

体等と協議していきたいと考えている」との答

弁がありました。

次に、宮崎県新技術・新工法展示商談会の開

催結果についてであります。

このことについて当局より、「トヨタ自動車

株式会社及び関連会社に新技術や新工法を直接

ＰＲすることを目的に、宮崎県内の37の企業等

が出展して開催し、開催期間の２日間で1,334名

の来場があった。期間中の商談状況について

は、商談成立が２件、商談中のものが148件であ

り、来場者のアンケートによると、参考になっ

たとの評価が半数近くに上り、一定の評価を得

たと考えている」との説明がありました。これ

に関連して委員より、「地元企業の育成という

面からも宮崎県の企業等が持っている技術をＰ

Ｒしていくことが重要である。取引の拡大や企

業誘致にも活用できるように、県内企業等の技
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術等のデータを収集すべきではないか」との意

見があり、当局より、「今後も、技術等のデー

タを充実し、工業、商業が一緒になって積極的

に商談会等へ取り組んでいきたい」との答弁が

ありました。

次に、県土整備部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うものや執

行残等に伴うもの等で、一般会計で50億9,900万

円余の減額補正、特別会計で7,300万円余の減額

補正となります。この結果、一般会計と特別会

計を合わせた補正後の予算額は959億9,200万円

余となります。

このうち、下水道事業推進費についてであり

ます。

この中の公共下水道整備促進事業について当

局より、「当事業は、公共下水道を整備してい

る市町村に対して県単独で交付金を交付するも

のであり、市町村の事業費確定等に伴い、743

万4,000円の減額となった」との説明がありまし

た。これに関連して委員より、「本県の下水道

普及率は51.1％とのことであるが、水質の保全

を図るためにも公共下水道の整備を進め、普及

率を70～80％程度に引き上げるよう努力すべき

ではないか」との意見があり、当局より、「県

の生活排水対策総合基本計画によると、下水道

普及率の最終目標は６割強となっており、整備

は順調に進捗していると考えている」との答弁

がありました。

以上をもって当委員会の報告を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、環境農林水産常任委員

会、外山衛委員長。

○外山 衛議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外７件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定を

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残等に

伴うものとして、一般会計で24億5,600万円余の

減額補正、特別会計で7,400万円余の減額補正と

なっております。この結果、補正後の一般会計

予算額は3 3 1億円余、特別会計予算額は５

億2,200万円余となり、一般会計と特別会計を合

わせた環境森林部の予算額は336億2,200万円余

となります。

このうち、神話・伝説を結ぶ道整備事業につ

いてであります。

これは、新規事業として、ひむか神話街道の

一部となっている林道の改良等を実施し、観光

ルートとしての整備を行うものであります。こ

のことについて委員より、「幅員が狭い部分が

多く、通行の安全性確保が求められるが、どの

ような整備を行うのか」との質疑があり、当局

より、「３路線22カ所の曲線改良と老朽化した

木製ガードレールの取りかえを行い、安全性の

確保と走行の快適性の向上を図りたい」との答

弁がありました。

次に、新たな宮崎県森林・林業長期計画につ

いてであります。

このことについて委員より、「一番疲弊して

いるのは林業であり、木材価格の低迷が最大の

ネックになっている。所得が上がり、山村が活

気づくような取り組みを明確に打ち出しながら

進めていく必要がある。計画策定に当たって
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は、国の施策との整合性を図る必要があると思

われるので、今後の国の動向も見きわめなが

ら、夢と希望のある、また力強い林業・木材産

業になるような計画にしていただきたい」との

要望がありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残等に

伴うものとして、一般会計で36億8,000万円余の

減額補正、特別会計で9,400万円余の減額補正と

なっております。この結果、補正後の一般会計

予算額は413億3,500万円余、特別会計予算額は

５億4,500万円余となり、一般会計と特別会計を

合わせた農政水産部の予算額は418億8,100万円

余となります。

このうち、公共農道整備事業についてであり

ます。

このことについて委員より、「増額補正と

なっているが、今回の補正で年度当初に計画を

していた農道整備はできるのか」との質疑があ

り、当局より、「出来高が当初の計画より進捗

している事業箇所への対応や早期完成を図るた

めに一部事業の前倒しをすることとして、今回

の補正で増額している」との答弁がありまし

た。

次に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

及び第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計画に

ついてであります。

このことについて委員より、「地球温暖化の

影響が懸念される中、計画策定に当たっては、

今後の気候変動を見据えた本県農水産業の姿を

検討していただきたい」との要望があり、また

ほかの委員より、「消費者の視点に立って消費

拡大の取り組みを含めた計画策定をしていただ

けるようお願いしたい」との要望がありまし

た。

最後に、両部局の繰越明許費に関して委員よ

り、「かなりの件数、金額が繰り越しとなって

いるが、経済・雇用対策として効果が発揮され

るためにも、迅速な事業推進が図られるよう努

めていただきたい」との要望がありました。

以上をもちまして当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、文教警察企業常任委員

会、横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕 文教警察企業常任委

員会でございます。御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第35号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定を

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で52億4,200万円余の

減額補正であり、その主な内容は、職員の人件

費の執行残及び埋蔵文化財発掘調査の受託額の

確定等に伴うものであります。この結果、補正

後の一般会計と特別会計を合わせた予算額

は1,117億円余となります。

このうち、全国スポーツ・レクリエーション

祭開催事業についてであります。

このことについて委員より、「開催実行委員

会は平成22年３月末で解散となるが、今後の生

涯スポーツの振興にどのように取り組むのか」

との質疑があり、当局より、「県内各地での大

会開催を通じて、県民のスポーツ・レクリエー

ションへの関心が高まり、競技役員や運営役員
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の養成も図られたところである。今後も、関係

市町との連携を強化して、生涯スポーツの振興

を図ってまいりたい」との答弁がありました。

これに対し委員より、「生涯スポーツが地域に

根づいて、健康増進はもちろんのこと、地域の

輪をつくっていくことができるよう支援を続け

てほしい」との要望がありました。

次に、公安委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で10億4,300万円余の

減額補正であり、その主な内容は、職員の人件

費、退職手当の執行残等に伴うものでありま

す。この結果、補正後の一般会計予算額は285

億6,300万円余となります。

次に、平成21年中における交通事故の発生状

況についてであります。

当局より、「県内では73人の方が亡くなる死

亡事故が発生しており、年代別では65歳以上の

高齢者が32人で、全体の半数近くを占めてい

る」との説明がありました。このことについて

委員より、「このままでは、平成22年までに死

者数を61人以下とする第八次宮崎県交通安全計

画の目標達成は難しいのではないか。高齢者の

交通事故防止に向けた取り組みを強化してほし

い」との意見があり、これに対して当局より、

「警察官、交通安全指導員や自動車学校教官等

のボランティアによる高齢者宅の戸別訪問活動

をさらに充実させ、道路の横断方法や反射材の

着用など、交通安全についてのきめ細やかな指

導助言を粘り強く実施してまいりたい」との答

弁がありました。

以上をもって当委員会の報告を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。討

論についての発言時間は１人10分以内といたし

ます。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

提出されました議案第62号「農政水産関係建

設事業執行に伴う市町村負担金徴収につい

て」、反対の立場から討論いたします。

本議案は、ふるさと農道緊急整備事業におい

て市町村から負担金を徴収するというものです

が、本来、国や県の直轄事業は、それぞれが責

任を持って事業を執行することが当然であっ

て、市町村の財政を圧迫させないためにも負担

金の徴収はすべきでないと考えます。

我が党は、従来からこうした立場を一貫して

表明してまいりましたが、現在では全国知事会

においても、国の直轄事業負担金徴収の廃止を

求める声が上げられるようになりました。極め

て当然のことと思います。同時に、市町村の負

担の重みも同じであり、市町村からの負担金徴

収はやめるべきだと思います。

また、議案第35号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）」については、賛成をす

るものですが、若干申し述べたいと思います。

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から

それぞれ55億9,025万3,000円を減額し、一般会

計総額を6,291億3,841万6,000円とするもので

す。今回のその補正も、内容では国庫補助の決

定に伴うもの、執行残に伴うものとする減額補

正が多数見られます。
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中でも、給与改定に伴う人件費の多額の減額

は、職員の生活はもとより、地域経済にも影響

を及ぼすことが懸念されるものです。また、民

生費で、老人保健医療対策費や国民健康保険助

成費、介護保険対策費などが多額の減額に、衛

生費では、妊婦健康診査特別支援事業や肝炎治

療費助成事業などで多額の減額措置がなされて

います。特に、こうした福祉関連予算は、県民

の健康や暮らしに直接かかわるものだけに、そ

の執行に当たっては、単に見込みが下回ったか

らなどにとどめず、市町村とも連携を密にし

て、日常的に県民生活の状況を的確に把握し、

制度の周知徹底などを図りながら、県民の福祉

・健康の増進、また暮らしの向上に寄与できる

ように予算執行を行うことが大切であることを

指摘しておきたいと思います。

一方、今回の補正予算は、深刻な雇用や経済

危機の状況の中、国の施策による事業予算が大

幅に措置されており、地域活性化・公共投資臨

時交付金や地域活性化・きめ細かな臨時交付金

など、国庫補助金等による予算が活用されるこ

ととなります。その多くが基金に積まれ、基金

事業として新年度予算で具体化されるものです

が、雇用の創出や福祉の充実、地域医療の再

生、教育の充実など、広分野に及んでいます。

特に、地域活性化・きめ細かな臨時交付金

は、これまでの交付金とは趣旨が異なり、小規

模なインフラ整備事業に活用できる、いわゆる

使い勝手のよい内容となっています。文字どお

り、地元の中小企業、零細事業者が受注できる

ようなきめ細かな事業に活用され、地元業者も

潤い、雇用の拡大や真に地域の活性化につなが

るよう、生きた予算の使い方になることを期待

して、本補正予算に賛成することを述べ、討論

といたします。以上です。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第62号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

議案第62号についてお諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第35号から第61号まで採決

○中村幸一議長 次に、議案第35号から第61号

までの各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会より議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成22年３月８日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 中野 廣明

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に
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記

議員発議案第２号

県議会議員の定数を定める条例及び県議会

議員の選挙区及び各選挙区において選挙す

べき議員の数に関する条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例

議員発議案第３号

県議会議員の選挙区の特例に関する条例

◎ 議員発議案第２号及び第３号追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第２号及び第３号を日程に追加し、議

題とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

両案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第２号及び第３号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

議員発議案第２号及び第３号について、一括

お諮りいたします。

両案は、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は原案のとおり可決されました。

あすからの日程をお知らせします。

あす９日から16日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、17日午前10時開会、平成22年

度当初予算関係議案等についての常任委員長の

審査結果報告から採決まで、並びに特別委員長

の調査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時38分散会

平成22年３月８日(月)



３月17日（水）



平 成 2 2 年 ３ 月 1 7 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（42名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （日 日 新）

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 ）
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12番 中 村 幸 一 （ 同 ）
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20番 十 屋 幸 平 （ 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 ）
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◎ 常任委員長審査結果報告（議案第1号から

第34号まで並びに請願）

○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、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで、並びに特別委員長の調査結果報告

であります。

まず、議案第１号から第34号までの各号議

案、並びに請願第34号から第36号まで及び継続

審査中の請願を一括議題といたします。

ただいまから、常任委員長の審査結果報告を

求めます。まず、総務政策常任委員会、髙橋透

委員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕 総務政策常任委員会

の報告を行います。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件及び新規請願１件でありま

す。慎重に審査をいたしました結果、お手元に

配付の議案・請願委員会審査結果表のとおり、

決定をいたしました。なお、議案第１号につい

ては賛成多数により、その他の議案については

全会一致により決定をいたしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成22年度当初予算の概要についてで

あります。

今回提案されました平成22年度一般会計の予

算規模は、5,772億6,600万円で、平成21年度予

算に対して147億2,800万円、2.6％の増となって

おります。また、特別会計及び公営企業会計に

ついては、それぞれ21.0％、4.3％の減となって

おります。当初予算の特徴としましては、厳し

い社会経済情勢のもとにあっても、県民の皆様

が将来への夢や希望が持てるよう、また、自主

自立の地域づくりを進めるため、選択と集中の

理念のもと、重要政策に積極的に取り組む「ひ

かり輝く宮崎の未来へ 県民総力結集予算」と

して編成されております。

歳入面を見てみますと、まず、自主財源比率

については、県税の大幅な減少等により、前年

度比で0.8ポイント減少して36.2％となっており

ます。また、依存財源については、地方交付税

及びその代替財源であります臨時財政対策債が

増加したことにより、0.8ポイントふえており、

地方交付税、県債のシェアもそれぞれ0.3ポイン

トふえました。

一方、歳出面を見てみますと、義務的経費に

ついては、扶助費と公債費は増加しますが、人

件費の減少により、2,663億7,100万円で、前年

度に比べ９億円余の減となっています。このう

ち、公債費は３年連続で増加し、937億1,800万

円で、前年度より７億円余の増となっておりま

す。

投資的経費は、財政改革プログラムに基づく

公共事業の減など普通建設事業が減少すること

から、前年度と比べ９億円余、0.8％の減となっ

ております。

一般行政経費については、補助費等、貸付金

が増加すること等により、1,918億300万円で、

前年度より166億円余の増となっております。

次に、財政改革プログラムの最終年度となる

平成22年度の収支不足は、中期見通しにおけ

る306億円から、地方財政対策等により257億円

程度に減少することに加え、財政改革プログラ

ムに基づく事務事業の見直しや歳入確保などの

取り組みにより、最終的には151億円程度にまで

圧縮されます。

また、臨時財政対策債を除く県債発行額は、
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前年度と比べ48億円、11.1％の減となり、その

残高見込みは6,696億円程度で、前年度に比

べ、309億円減少します。

なお、平成22年度の収支不足については、前

年度より縮小したものの、多額の基金取り崩し

により、平成22年度末の基金残高見込みは286億

円程度となります。

このうち、歳入予算の確保についてでありま

す。このことについて委員より、子ども手当や

高校の実質無償化に伴う県の減収分に対する国

からの補てんについて質疑があり、当局より、

「法案が審議中ではあるが、制度拡充分につい

ては国が措置すると考えている」との答弁があ

りました。

次に、県民政策部所管の平成22年度当初予算

についてであります。

今回提案されました一般会計の当初予算

は、116億5,100万円余であり、前年度当初予算

に対して19.9％の増となっています。また、一

般会計と特別会計を合わせた県民政策部の予算

額は、117億600万円余で、前年度に対し20.1％

の増となっております。これは、国勢調査費や

私立高等学校等就学支援金などの国庫支出金に

よる事業の増などによるものであります。

このうち、みやざきＥＶ－ＰＶ構想推進事業

についてであります。

この事業は、電気自動車（ＥＶ）と太陽光発

電（ＰＶ）を連携させ、電気自動車普及等のた

め、県公用車に電気自動車を率先導入し、その

充電設備の設置等を行うものであります。

このことについて委員より、「事業化をする

以上、電気自動車の導入について将来的な数値

目標を持つべきではないか」との質疑があり、

当局より、「厳しい財政状況の中でもあり、現

時点で具体的な数値目標を持てる段階ではない

が、22年度の取り組みを通じて、県における電

気自動車の活用や導入目標についてしっかり考

えていきたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「電気自動車の普及を

図るために、経費をかけて充電施設を整備する

のであるから、将来的に一般の県民が利用でき

るよう、設置場所については考慮していただき

たい。また、ソーラーパネルのような補助事業

を導入する予定はあるのか」との質疑があり、

当局より、「設置場所や設備の県民利用につい

ては今後考えていきたい。また、電気自動車や

充電設備の普及のための補助事業創設について

は、多大な経費が伴うので、今後の検討課題で

ある」との答弁がありました。

次に、「いきいき集落」活性化推進事業につ

いてであります。

この事業は、集落活性化のモデルの構築を目

的に、県内15市町村、84集落のいきいき集落か

ら、地域活性化に資する事業の提案を幅広く求

め、他集落のモデルとなるような事業に対して

助成するものであります。

このことについて、複数の集落から提案が

あった場合の採択基準について、当局より、

「事業については、地域ごとにさまざまな形態

がある。実現可能性、地域バランス等を勘案し

ながら、集落活性化のモデルとなるような事業

に対して支援を検討していきたい」との説明が

あり、委員より、「中山間地域にはすばらしい

取り組みを行っている集落がある。今回のモデ

ル事業が他の集落にも普及していけば、追加予

算措置等の事業の拡大も検討していただきた

い」との要望がありました。

次に、私立高等学校授業料減免補助金の見直

しについてであります。

これは、私立高等学校の生徒を取り巻く経済

平成22年３月17日（水）



- 370 -

状況が大変厳しい中、就学支援金が創設された

ことに伴い、生活困窮世帯の生徒について、現

行の授業料減免補助金制度を見直し、生徒負担

をゼロにするものであります。請願第34号「教

育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教

育・私学助成増額を求める請願書」について、

請願者の願意を尊重し、全会一致で採択したと

ころであります。

当委員会といたしましては、今回の県当局の

措置を評価するものの、授業料減免に伴う補助

金総額が本年度より減少していることから、低

所得世帯の教育費負担のさらなる軽減等のた

め、対象世帯の拡充等、一層の取り組みを要望

するものであります。

次に、地域公共交通活性化対策事業について

であります。

この事業は、利用者が減少し続けている中、

相互にかかわりのあるサービス向上、利用者増

加、収益性向上に向け、それぞれの段階への働

きかけにより、相乗効果を促し、地域公共交通

の活性化を図るものであります。

このことについて委員より、「公共交通機関

の活性化は重要であるが、交通事業者と商業施

設とが連携した取り組みについては、中心市街

地の商店街が大型商業施設の出店等による売り

上げの減少に悩んでいるといった状況もあるの

で、事業実施に際しては、これらの点について

も留意していただきたい」との要望がありまし

た。

次に、物流効率化支援事業についてでありま

す。

このことについて、委員より、「物流問題の

解決なくしては本県の経済浮揚は難しい。本事

業は、21年度に続く事業であり、評価するもの

であるが、海上・陸上輸送においては、長期的

な視点でのインパクトのある物流対策も必要で

はないか」との要望があり、当局より、「海上

物流を含めた大型輸送機関の充実は、長年にわ

たり本県の課題として取り組んできている。知

事就任後、物流対策本部を立ち上げ、各部、民

間団体等とも連携した取り組みを行っている

が、今後とも、農産物の集荷体制の整備や新た

な企業進出等も視野に入れながら、関係機関と

連携して取り組んでいきたい」との答弁があり

ました。

次に、広報活動費についてであります。

このことについて複数の委員より、「県が発

行する「広報みやざき」については、他の自治

体等が発行する広報誌も参考にしながら、さら

に高齢者等にも読みやすく、魅力ある誌面づく

りを考えていただきたい」との要望がありまし

た。

次に、総務部所管の平成22年度当初予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算は、1, 3 5 1

億2,200万円余で、前年度当初予算に対して約１

％の減となっております。

このうち、県有財産（普通財産）有効活用推

進事業についてであります。

この事業は、普通財産の一層の利活用を図る

ため、管理体制を整備し、宅建業者やインター

ネット等、民間活用による未利用財産の売却・

貸し付け等を推進するものであります。

このことについて委員より、「工夫すること

によりかなりの収益が生まれるものがあるはず

である。財政が厳しい中で取得した有用な財産

も含まれており、早急に有効利用を考えていた

だきたい」との要望がありました。また、別の

委員より、「今回の事業は、未利用の普通財産

が対象であるが、行政財産の中にも相当期間が
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たたないと遊休資産扱いとならないものがあ

る。今回の事業も参考にしながら、行政財産も

含め、県全体の財産活用策について検討してい

ただきたい」との要望がありました。

次に、海外派遣研修についてであります。

このことについて複数の委員より、「上海事

務所の役割については理解できるが、それなり

のコストをかけて語学研修を行うのであるか

ら、その後の現地勤務の期間延長について検討

していただきたい」との要望がありました。

次に、一括交付金制度化の充実した検討を求

める意見書についてであります。

現在、地域主権戦略会議で協議が行われてい

る、いわゆる「ひもつき補助金」を廃止し、地

方が自由に使える一括交付金の制度設計に当

たっては、国の責任を放棄することなく、地方

の裁量権や自由度が真に確保され、地域の実情

に応じた対応が求められています。また、住民

の生活を守る施策を実施するに足る所要額の確

保や傾斜的配分、義務教育や社会保障等に関す

る分野の交付金対象からの除外等について検討

される必要があります。よって、国において

は、真の地方分権を確立するため、自主財源に

乏しい地方の意向や実情を十分にしんしゃく

し、一括交付金制度を創設されるよう強く要望

するものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところであります。

最後に、「県民政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第９

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、意見書とともに議長においてその取り

扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。(拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、厚生常任委員会、長友

安弘委員長。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件及び新規請願２件の計８件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願５件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり、決定をい

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせ、904億4,600万円余で、前

年度当初予算額に対して10.6％の増となってお

ります。

このうち、子ども手当についてであります。

本県の受給対象者は約16万3,000人おり、平

成22年度の支給額は全体で255億円ほどになり、

このうち、従来からの児童手当の県負担分とし

て25億1,600万円余が計上されております。

このことについて委員より、「子ども手当の

支給要件はどうなっているのか」との質疑があ

り、当局より、「住所要件として日本国内に住

所を有すること。監護生計要件として、一定の

児童を監護し、その児童と一定の生計関係にあ

ることの２つの受給要件を満たすことである」

との答弁がありました。

さらに、委員より、「外国人は、１年以上在

住していれば母国に残した子供にも支給され、

また、その子供は養子であっても支給される。

人数に制限がない。逆に、子供を日本に残し、

海外赴任している日本人に対しては支給されな
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いということで間違いないか」との質疑があ

り、当局より、「外国人の母国に残している子

供については、受給要件を満たしているか確認

することになる。日本人が海外赴任している場

合については、住民票が日本国内にあれば受給

される」との答弁がありました。このことにつ

いて委員より、「日本の少子化対策を悪用し、

海外で相当数の養子縁組を行うことなどによ

り、高額の子ども手当の受給を図るケースも予

想され、支給事務を行う市町村に不正がないか

どうか審査できるのかという問題など、多くの

懸念がある」との意見がありました。

次に、障がい児地域療育推進事業についてで

あります。

これは、こども療育センター利用者の通院等

の負担軽減と地域における療育機能の向上を図

るものでありますが、本年４月より新たに、県

立延岡病院へ出張診療日を月１回設けることと

しております。

このことについて、委員より、「この事業に

より、こども療育センターへ県北地域から通院

している方のうち、どの程度カバーできるの

か」との質疑があり、当局より、「県北地域で

継続的に経過観察が必要な方が70名程度おり、

おおむね年２回から３回通っている中で、その

うち年１回から２回は延岡病院で診察できる見

込みである」との答弁がありました。これに対

して委員より、「月２回出張診療日を設けると

おおむねカバーできることになるので、ぜひと

も拡大をお願いしたい」との要望がありまし

た。

次に、知的・精神障がい者職場体験推進事業

についてであります。

これは、県庁・企業等における職場体験実習

等を推進することにより、知的・精神障がい者

の就労能力の向上と企業等における障がい者雇

用への理解促進を図るものであり、平成22年度

より新たに県の臨時職員として任用することも

予定されております。

このことについて委員より、「特におくれて

いる精神障がい者の企業への就労促進を図るた

め、病院と就労訓練を行う社会福祉法人やＮＰ

Ｏ法人などの受け皿との連携の推進を図ってほ

しい」との要望がありました。

また、他の委員より、「県内の特別支援学校

の高等部設置の整備が進められている中で、雇

用受け入れ側の企業の理解が進み、障がい者の

雇用も同時に拡大されるようお願いしたい」と

の要望がありました。

次に、不妊治療費助成事業についてでありま

す。

このことについて委員より、「平成21年度よ

り、１回当たりの助成額の上限を10万円から15

万円に上げているとのことだが、回数制限はあ

るのか。妊娠した割合はどうか」との質疑があ

り、当局より、「１年間に２回まで、通算５年

間助成が受けられる。平成16年度から平成19年

度の治療実績において、707組のうち268組の

約38％が妊娠している」との答弁がありまし

た。これに対して委員より、「かなりの実績・

効果があるので、さらにＰＲを図ってほしい」

との要望がありました。

次に、病院局所管の平成22年度予算について

であります。

今回提案されました県立病院事業会計予算の

収益的収支は、収益265億8,400万円余、費用274

億2,200万円余であり、収益から費用を差し引い

た収支は８億3,800万円余の赤字であります。こ

れは、前年度当初予算に比べて４億4,900万円余

の赤字の増加となっており、また、中期経営計
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画では6,800万円の黒字を目標としていました

が、今年度決算として14億2,900万円余の赤字の

見込みとなったことから、現実的な収益目標を

設定して計上されたものであります。

このうち、医師確保対策事業についてであり

ます。

平成22年からの新たな対策として、休日・夜

間の勤務時間外に呼び出した場合の救急医療体

制確保手当の創設、出産・育児等で離職してい

る女性医師で段階的に現場復帰を希望している

方を、非常勤職員として採用できるように短時

間変則勤務制度の導入や、県立宮崎病院内にお

いて病後児一時保育の試行を行うこととしてお

ります。

このことについて委員より、県立病院の女性

医師の割合について質疑があり、当局より、

「正規職員の医師177名のうち、女性は22名であ

り、12％となっている」との答弁がありまし

た。

さらに、委員より、「宮崎大学医学部の女性

割合が４割ほどいる中で、県立病院も医師確保

が最優先の課題となっていることから、女性医

師の掘り起こしに努めてほしい」との要望があ

りました。

医師不足の問題については、県立病院、公立

病院、民間病院を問わず深刻な状況の中で、県

内の医師約2,600人のうち、宮崎東諸県医療圏の

県面積の約11％の中に約53％と集中している医

師の偏在の問題、今年度の宮崎大学医学部推薦

入試の地域枠10名のうち、合格者が２名のみと

なったことなど、本県出身の医学部入学生をふ

やすための教育の課題等々、解決すべき課題が

山積しており、これは県民の生命にかかわる最

重要の課題であります。

当委員会といたしましては、この問題を解決

するために、医師確保対策本部などの設置や、

県民からも、県外の知り合いの医師に働きかけ

たり、そのような医師の情報を県に寄せていた

だくなど、県民総力戦で取り組まれることを要

望いたします。

次に、障害者自立支援法の早期改善を求める

意見書の提出についてであります。

国においては、障害者自立支援法違憲訴訟原

告団・弁護団と基本合意を締結し、速やかに応

益負担を廃止し、遅くとも平成25年８月までに

障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福

祉法制を実施することとしております。

また、本年４月より、低所得者の障がい者等

につき、福祉サービス等の利用者負担を無料と

することとしておりますが、自立支援医療に係

る利用者負担の課題や、市町村民税課税世帯は

応益負担のままであるなど、さまざまな課題の

早期の改善が求められております。このような

ことから、国に対して、新たな総合的な福祉法

制の実施まで待つのではなく、早期の改善を要

望するものであります。

当委員会としましては、この意見書の提出を

全会一致で決定したところでありますので、議

長においてよろしくお取り計らいいただきます

ようお願いいたします。

最後に、「福祉保健行政の推進並びに県立病

院事業に関する調査」につきましては、地方自

治法第109条第９項の規定により、閉会中の継続

審査といたしたいので、議長においてその取り

扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、商工建設常任委員会、

宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた
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します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願２件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり、決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の平成22年度予算

についてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて547億4,300万円余で

あり、前年度当初予算額に対して21.1％の増と

なっております。

このうち、宮崎フリーウェイ工業団地管理事

業についてであります。

この事業は、宮崎県土地開発公社の解散に伴

い、宮崎フリーウェイ工業団地の未売却地を同

公社から購入するものであります。

同工業団地への企業誘致に関して、委員よ

り、「農畜産物などの地域にある原材料を生か

すことが重要であり、例えば、農業協同組合等

と連携するなど、県外の企業でなく、県内の地

場企業から何かを生み出すという考え方もある

のではないか」との意見があり、当局より、

「県外からの誘致企業も必要であるが、地場企

業の立地による産業振興も重要と考えている。

さまざまな取り組みをいかに事業化、産業化に

結びつけていくか、関係部局とも連携し、協議

してまいりたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「工業団地があるとい

うことだけでは企業立地は進まない。工業団地

を埋めていく方向性を見つけるために英知を絞

らなければならない」との意見があり、当局よ

り、「西諸地域の特徴を生かした新たな戦略を

早急に練り直し、さまざまな展開を総合的に考

えてまいりたい」との答弁がありました。

次に、広域拠点工業団地整備促進事業につい

てであります。

この事業は、大規模な工業団地の整備等を行

う広域市町村に対し、県が一定の支援を行い、

県内における大型工業団地の整備を促進するも

のであります。

このことについて委員より、「市町村から工

業団地整備の要望があった際に、的確な情報提

供、助言を行うことができるよう、県内各地域

の人材や地元企業等の情報の収集、今後伸びて

いく産業についての分析などに努めていただき

たい」との要望がありました。

次に、商店街の活性化についてであります。

このことについて委員より、「商店街は、そ

の地域の高齢者等の生活にとって必要不可欠な

場でもある。商店街を活性化させるためには、

その地域を守るという視点に立った支援が必要

ではないか」との意見があり、当局より、「今

後は、商店街だけに着目した対策ではなく、商

店街の枠を超えたまちづくりという視点で、関

係部局、市町村等とも連携をしながら活性化に

取り組んでまいりたい」との答弁がありまし

た。

また、別の委員より、「その地域のあらゆる

資源を活用しながら、交流の場、情報交換の場

といった商店街が持っている機能を取り戻すこ

とについても考えていただきたい」との要望が

ありました。

次に、県土整備部所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて813億9,100万円余で

あり、前年度当初予算額に対して5.2％の減と
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なっております。

このうち、橋梁維持事業についてでありま

す。

このことについて委員より、「今後は、老朽

化した橋梁も多くなり、維持管理費の負担も大

きくなっていくのではないか」との質疑があ

り、当局より、「限られた予算制約のもとで、

効率的かつ効果的な社会資本の運用・管理を行

うアセットマネジメントに取り組んでおり、そ

の中で橋梁の維持管理の方法について検討を

行っている。損傷が発生してから対応するので

はなく、あらかじめ小規模な補修を繰り返し行

い、橋梁の長寿命化を図ることで今後の予算の

縮減に努めてまいりたい」との答弁がありまし

た。これに対して委員より、「今後も年次的な

計画を立て、適切な維持管理に取り組んでいた

だきたい」との要望がありました。

次に、建設産業育成総合対策事業についてで

あります。

この事業は、新分野進出や資金調達の支援な

どを通して、経営基盤の強化に積極的に取り組

む業者を重点的に支援するものであります。

このことについて当局より、「平成22年度か

ら、新たに経営革新計画の承認を受けた企業に

対しては、補助限度額を引き上げて重点的に支

援するなどの改善を行う」との説明がありまし

た。これに対して委員より、「補助限度額の引

き上げは、新分野への進出を検討している業者

にとってよい支援策であるが、一方では、同分

野の既存の業者を圧迫する可能性もある。各地

域で求められている分野や既存業者への影響を

考慮しながら取り組みを進めていただきたい」

との要望がありました。

次に、細島港の整備についてであります。

このことについて委員より、「今回、細島港

に関しての２つの新規事業が上げられている

が、これは今までの整備がおくれているという

ことの裏返しではないか。志布志港を利用して

いる企業も多々ある。今後、本県から重要港湾

がなくなるということも懸念されるので、早急

な整備を行っていただきたい」との要望があり

ました。

当委員会といたしましては、細島港をどう位

置づけるのかなど、物流の観点での明確なビ

ジョンを持って、関係部局とも議論を重ね、各

種事業、施策を展開し、政策的効果をより一層

高めていく取り組みを行うよう要望いたしま

す。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「商工観光振興対策及

び土木行政の推進に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第９項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、環境農林水産常任委員

会、外山衛委員長。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外14件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般
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会計で250億2,900万円余、特別会計で５億6,100

万円余となっております。この結果、一般会計

と特別会計を合わせた環境森林部の平成22年度

の予算額は、255億9,100万円余で、前年度当初

予算額に対して12.4％の増となっております。

このうち、循環型社会形成のための総合対策

推進事業についてであります。

これは、循環型社会を形成するため、計画策

定、意識啓発及びリサイクル製品の利用促進の

ための施策を総合的に実施するものでありま

す。

このことについて委員より、「計画策定に当

たっては、畜産業から排出される家畜ふん尿量

についても十分考慮しながら、農政部門と連携

し、また、県総合計画との整合性を図りなが

ら、循環型社会の形成に向けて取り組んでいた

だきたい」との要望がありました。

次に、森林吸収源活用モデル事業についてで

あります。

これはＪ－ＶＥＲ制度を活用して、森林の二

酸化炭素吸収機能に経済的・社会的価値を与え

て、山元に利益を還元する取り組みをモデル的

に県有林で実施するものであります。

このことについて委員より、「Ｊ－ＶＥＲ制

度で利益が還元されることで山元は経済的にプ

ラスになり、また、その資金で森林整備も進め

られ、今後の森林資源の充実も図られると思わ

れる。低炭素社会の実現を図るためにも、当モ

デル事業にしっかり取り組んでいただきたい」

との要望がありました。

次に、市町村有害鳥獣捕獲促進事業について

であります。

これは、農林作物への被害を防止するため、

市町村有害鳥獣対策協議会の活動に助成を行う

とともに、シカの生息数の多い地域において、

特に雌シカを集中的に捕獲するものでありま

す。

このことについて委員より、「雌シカの捕獲

単価について、捕獲頭数による増額の区分が不

明確ではないか」との質疑があり、当局より、

「市町村ごとに基本目標頭数を設定し、それを

基準として増額の区分を設けることとした」と

の答弁がありました。

また、委員より、「中山間地域における鳥獣

被害は非常に深刻な問題である。捕獲による対

策は非常に効果的なものと思われるので、事業

をさらに強力に推進するため、捕獲単価の見直

しを検討していただきたい」との要望がありま

した。

次に、農政水産部所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回、提案されました当初予算の規模は、一

般会計で376億3,000万円余、特別会計で４

億3,600万円余となっております。この結果、一

般会計と特別会計を合わせた農政水産部の平

成22年度の予算額は、380億6,600万円余で、前

年度当初予算額に対して7.6％の減となっており

ます。

このうち、「緊急！みやざきの中山間果樹産

地再構築事業」についてであります。

これは、中山間果樹産地において高齢化等が

進行する中、産地みずから産地再構築プランを

作成し、生産から販売まで戦略を構築できる果

樹版集落営農組織を育成するとともに、計画に

基づいた条件整備を行い、産地の維持確保を図

るものであります。

このことについて委員より、「中山間地域の

農村においては、担い手が減少している中、生

産者は高齢化し、現金収入になる果樹が目の前

にあるのに収穫できない状況である。原因は、
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急峻な場所にあるなど劣悪な地形条件となって

いるためである。産地崩壊が懸念される中、生

産者の支援となるような対策となっているの

か」との質疑があり、当局より、「果樹産地再

生作業隊を育成・支援するとともに、ＮＰＯな

どへの協力もお願いしながら、収穫を補助する

取り組みを検討してまいりたい」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、中山間地域の築

き上げてきた財産を守るためにも、また、生産

者の生活基盤の安定のためにも、地域の実情に

応じた生産条件の整備を早急に推進していただ

きますよう要望いたします。

次に、みやざきモデル食育・地産地消推進事

業についてであります。

これは、農業県宮崎にふさわしい食育・地産

地消を推進するため、民間等と連携した活動や

推進体制の再編整備を図るとともに、県民の自

発的かつ継続的な取り組みを支援するものであ

ります。

このことについて委員より、「宮崎の農業の

将来について、農業者や県民は、宮崎で生産さ

れた農作物に対する誇りを持つことが大事であ

り、また、本県のこのすばらしい気候、太陽で

はぐくまれた農産物を、新鮮な状態で子供たち

がおいしく食べることが、食育・地産地消につ

ながるものとなる。事業推進に当たっては、食

育を通じて、子供たちが農業のよさ、魅力を感

じられるような、また、宮崎の農業の将来が非

常に夢のあるものとなってほしい」との意見が

ありました。

次に、農業・農村振興長期計画についてであ

ります。

このことについて、当委員会といたしまして

は、計画策定に当たって、本県の農業振興の方

向性を誤らないためにも、今後の国の動向も見

きわめながら、農村の基盤整備の充実や農業所

得の向上が図られるよう、また、本県の農業の

特徴を生かした計画となるよう要望いたしま

す。

次に、水産業の振興についてであります。

このことについて委員より、「近年の漁業経

営は、燃油や資材価格の高騰による経営コスト

の増加、景気後退による魚価の低迷、また、不

漁による漁獲高の激減等、極めて厳しい状況が

続いている。この現状に対策を講じる手はある

のか」との質疑に対し、当局より、「国におい

ては、共済制度の掛金、加入対象範囲の見直

し、農業関係の所得補償制度と同じような仕組

みの導入の検討がなされているようである。な

お、本県の取り組みとしては、新規事業にあ

る、カツオ一本釣り漁場予測システムの実用化

の促進により、効率的な操業体制の確立による

収益の確保を図ることとしている」との答弁が

ありました。

当委員会といたしましては、今後の漁業はま

すます深刻さを増すことが懸念されることか

ら、この厳しい現状を十分認識しながら、水産

資源の持続的な利用や、漁業関係者の負担軽減

及び経営安定が図られるよう、水産業の振興に

さらなる積極的な取り組みを要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第９項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、文教警察企業常任委員

会、横田照夫委員長。
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○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 文教警察企

業常任委員会でございます。御報告いたしま

す。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり、議案については全会一致で、請願

については賛成少数により決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて、1,149億3,700万円

余であり、前年度当初予算額に対し、0.1％の減

となっております。

次に、専門高校ものづくり教育環境重点整備

事業についてであります。

この事業は、専門高校生が各種国家資格の取

得や検定合格を目指すなど、より意欲的に学習

に取り組めるよう、設備の新規導入・更新を行

うものであります。

このことについて委員より、「技術を身につ

け、資格を取得することは、就職においても有

利である。資格取得者数、検定合格者数等の具

体的な数値目標を定めて取り組むべきではない

か」との意見があり、当局より、「設備を導入

する学校とも協議を行った上で、数値目標の設

定について検討してまいりたい」との答弁があ

りました。

次に、中学校１年生少人数学級推進事業につ

いてであります。

この事業は、中学校１年生における不登校の

急増や学力差などの課題改善を図り、中学校３

年間の学校生活を送るための基礎とするため、

学級編制基準を40人から35人とした上で、学級

増となる学校については、必要に応じ非常勤講

師を配置するものであります。

このことについて委員より、「少人数教育を

県の施策として実施するものであるが、本来は

国がしっかりと予算措置をすべきではないの

か」との意見があり、これに対して当局より、

「自治体の財政力格差で教育格差が生じること

のないよう、国に対し、教職員定数の改善等に

ついて引き続き要望を行ってまいりたい」との

答弁がありました。

次に、スポーツを通した子供たちの健全育成

と競技力の向上についてであります。

このことについて委員より、「ジュニアアス

リート養成事業等で、トップ選手の育成や強化

を行うことも重要であるが、地域のスポーツ少

年団の活動やその指導者に対する支援について

も検討してほしい」との要望がありました。

次に、公安委員会所管の平成22年度予算につ

いてであります。

今回、提案されました当初予算の規模は、一

般会計284億8,600万円余であり、前年度当初予

算額に対し、3.0％の減となっております。

次に、議案第19号「地方警察職員の定数に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。

これは、科学技術の進歩により、幅広い検体

からの資料採取の機会がふえていることに対応

し、鑑識体制の強化を図るため、警察官４名を

増員するものであり、改正後の警察官の定員

は1,998名となります。

このことについて委員より、「これまでも警

察官の定員増を行ってきたところであるが、ど

のような成果があったのか」との質疑があり、
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当局より、「交番機能の強化、振り込め詐欺の

捜査などに対応するために増員を行ってきた結

果、刑法犯認知件数が減少するとともに、検挙

率の向上も図られている。今回の増員に当たっ

ては、裁判員裁判において求められている、裁

判員が適正な心証を形成するための物的証拠の

収集はもとより、さまざまな犯罪事案に対し、

より的確に対応してまいりたい」との答弁があ

りました。

次に、企業局所管の平成22年度公営企業会計

予算についてであります。

まず、電気事業会計予算についてであります

が、収益的収支は、事業収益48億6,400万円余、

事業費45億9,200万円余で、事業収益から事業費

を差し引いた収支残は、２億7,200万円余であり

ます。

次に、工業用水道事業会計予算については、

同じく、事業収益３億3,800万円余、事業費３

億1,000万円余で、収支残は2,700万円余であり

ます。

次に、地域振興事業会計予算については、同

じく、事業収益2,500万円余、事業費2,400万円

余で、収支残は160万円余であります。

このうち、緑のダム造成事業についてであり

ます。

当局より、「ダムの上流域の水源涵養機能を

高めるため、平成18年度からの４年間で167ヘク

タールの山林を取得し、未植栽地等の整備を

行っているところであり、引き続き、電力の安

定供給と山林崩壊の防止等に努めてまいりた

い」との説明がありました。このことについて

委員より、「毎年、地域の小学生や保護者など

が参加して記念植樹祭が開催されているが、環

境教育による人づくりの側面もあるので、学校

や森林組合等と連携を図りながら、その後の

フォローアップ事業についても検討してほし

い」との要望がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

提出議案に対する討論を行います。

議案第１号「平成22年度宮崎県一般会計予

算」、第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」及び第20号、第30号から

第32号について、反対の立場から討論いたしま

す。

まず、議案第１号「平成22年度宮崎県一般会

計予算」についてです。

本年度の一般会計予算は、総額5,772億6,600

万円、県債発行額は947億800万円が見込まれ、

県債残高は9,410億円に達する見込みで、年間予

算を大幅に上回る状況となっています。

公債費は、0.8％増の937億1,800万円と、財政
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状況は依然として厳しい状況に置かれていま

す。また、依存財源である国庫支出金は、補助

公共事業の減などにより、４億2,100万円の減

収、地方交付税の代替財源として後年度に交付

税措置されるとする臨時財政対策債は、昨年を

上回り、563億9,900万円にも上ります。

一方、重要な自主財源である県税収入は、景

気低迷などを背景に、前年度比95億円もの大幅

な減収とされ、３年連続の減収は県財政を一層

厳しいものにしています。何より今言うべきこ

とは、地方交付税の削減をやめ、もとに戻すよ

う要求することです。国の財政運営のあり方を

ただすことだと思います。

国会も、新政権のもとで予算審議の最中です

が、国民の暮らしを守るには、自公政権の毎

年2,200億円の社会保障費削減路線によって傷つ

けられた医療・介護・福祉制度などの速やかな

再建が不可欠です。また、消費税増税計画も明

確に示されており、雇用問題とも相まって国民

の暮らしの厳しさは深刻です。こうした中で、

県行政が、どれだけ国の悪政の防波堤の役割を

果たし、県民の暮らしを守っていくのか、地方

自治体本来の役割、そのあり方が大きく問われ

ています。

本年度予算の中には、中学１年生の少人数学

級の実施や、不況の中での中小企業融資制度の

拡充など、評価できる点もあります。しかし、

問題点もあります。

それは、第１に、福祉・医療の問題です。後

期高齢者医療費負担金133億1,600万円、また、

同制度安定化基金事業に５億6,600万円が計上さ

れていることです。お年寄りを年齢で区別し、

高い保険料と差別医療を押しつけている後期高

齢者医療制度は、直ちに廃止すべきです。ま

た、国民健康保険について、保険料の滞納世帯

がふえ、保険証が交付されない世帯がふえてい

る状況の中で、その解決のためにも、削減され

ている国の支出割合をもとに戻すよう求めるこ

とはもちろんのこと、市町村国保に対する県の

法定分以外の助成について手当てすることが求

められていると思います。

第２に、商工費で、企業立地基盤整備等対策

費に78億7,400万円が計上されています。そのう

ち33億円は高原のフリーウェイ工業団地の土地

開発公社からの買収資金ですが、同事業の見通

しの甘さが指摘されるところでもあります。ま

た、昨年に続いて、広域拠点工業団地整備促進

事業に32億円を計上し、誘致企業に備えるとし

ています。しかし、利用促進が図られない広大

な高原のフリーウェイ工業団地にも、企業誘致

促進事業として13億3,600万円が計上されていま

す。さらに、企業立地フォローアップ促進対策

費として、企業立地補助金が５億6,500万円計上

されています。一方、中小企業活性化事業など

は毎年減額され、ことしは1,700万円です。相対

的に中小企業対策の予算は低く、あまりにも誘

致企業に偏った予算ではないでしょうか。地元

企業を支援して雇用拡大にもつなぐべきです。

第３に、農業関連では、価格保証や所得補償

の予算が必要です。また、後継者対策の充実な

どで農家を直接支援することが、農業の再生・

活性化を図る上で重要だと思います。そのため

にも、不要不急の農業土木事業の見直しを図る

ことも必要だと思います。

第４に、市町村合併支援費として11億5,500万

円が計上され、今後もさらに支援する方向も示

されています。市町村合併の終息が言われる中

で、見直しが図られて当然であり、利益誘導で

の合併促進は改めるべきと思います。

以上、新年度予算について、財政運営を含め
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幾つかの問題点を述べましたが、自治体本来の

仕事である住民の健康と福祉の増進に寄与する

ためにこそ、必要な支出を図る予算執行を求め

るものです。

次に、議案第21号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてです。

同条例の中で幾つかの改正が提案されていま

すが、介護支援専門員にかかわる実務研修受講

試験手数料や、専門員証の交付や更新、書きか

え等の手数料の引き上げについて、新たな負担

を負わせることに反対をするものです。

議案第20号及び第30号から第32号について

は、県営土地改良事業、林道事業、農政水産関

係建設事業及び土木事業の執行に伴う市町村負

担金徴収についてです。本来、国や県の直轄事

業については、それぞれが責任を持って事業を

執行することが当然であって、負担金の徴収は

すべきではないと考えます。

最後に、請願についてです。

前回に引き続き、委員会で継続審査となりま

した第９号の「宮崎県中小企業振興基本条例

（仮称）」の制定を求める請願、不採択となり

ました第30―１号及び30―２号の「教育格差を

なしすべての子どもにゆきとどいた教育を求め

る請願」、及び第32号の「後期高齢者医療制度

早期廃止の意見書提出を求める請願」について

採択を求め、「改正国籍法の厳格な制度運用を

求める請願」については、不採択を求めるもの

です。

「中小企業振興基本条例」の制定について

は、地域経済を大きく支えている中小企業の経

営の安定と活力の回復が図られてこそ、地域経

済の活性化、雇用の安定、県民生活の向上につ

ながるものです。とりわけ、景気低迷の今こ

そ、中小企業の振興策を進めることは重要に

なっています。

「教育格差をなくしすべての子どもにゆきと

どいた教育を求める請願」については、子供た

ちに学ぶ環境と権利を保障し、健やかな子供た

ちの成長を願うものであり、採択を求めるもの

です。

また、「後期高齢者医療制度の早期廃止を求

める請願」については、新政権が、制度の撤廃

を言いながら、新制度をつくってからと、４年

後に先送りをする方針を打ち出しており、公約

違反そのものです。75歳以上の高齢者に差別医

療を押しつける後期高齢者医療制度は、人道的

にも許されず、高齢者にとって耐えがたい屈辱

的な制度です。４年も待てるものではありませ

ん。安心して医療が受けられるよう、制度の早

期廃止を求めた同請願の採択を強く求めるもの

です。

「改正国籍法の厳格な制度運用を求める請

願」については、ＤＮＡ鑑定などを求めてお

り、個人のプライバシーの侵害にも深くかかわ

る問題です。請願者の危惧する不正な国籍取得

問題は、現行法を駆使することで十分対応可能

と考えます。よって、同請願の採択に反対をす

るものです。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号、第20号、第21号及び第30号

から第32号まで採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号、第20号、第21号及び第30

号から第32号までの各号議案について、一括お

諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ
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とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号から第19号まで、第22号から

第29号まで、第33号及び第34号採決

○中村幸一議長 次に、議案第２号から第19号

まで、第22号から第29号まで、第33号及び第34

号の各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第30―１号、第30―２号及び第32号

採決

○中村幸一議長 次に、請願第30―１号、第30

―２号及び第32号について、一括お諮りいたし

ます。

各請願に対する委員長の審査結果報告は、不

採択であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、各請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第29号採決

○中村幸一議長 次に、請願第29号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり採択することに決定いた

しました。

◎ 請願第５号、第11号及び第34号から第36

号まで採決

○中村幸一議長 次に、請願第５号、第11号及

び第34号から第36号までについて、一括お諮り

いたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願は委員長の報告のとおり採択するこ

とに決定いたしました。

◎ 請願第19号、第20号及び第33号採決

○中村幸一議長 次に、請願第19号、第20号及

び第33号について、一括お諮りいたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は、取

り下げ承認であります。委員長の報告のとおり

決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願の取り下げについては承認すること

に決定いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉
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会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第９号についてお諮りいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求

めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。

◎ 特別委員長調査結果報告

○中村幸一議長 次に、特別委員会の報告を議

題といたします。

ただいまから特別委員長の調査結果報告を求

めます。まず、行財政改革特別委員会、丸山裕

次郎委員長。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 当委員会

では、公社等出資団体等に関すること、行政改

革に関すること、予算編成のあり方に関するこ

との３つを調査事項とし、本県の行財政改革に

関する所要の調査活動を行ってきたところであ

ります。その活動経過につきましては、お手元

に配付の報告書のとおりでありますが、ここ

で、その概要について御報告申し上げます。

公社等の改革を推進することは、県から公社

等への関与を見直すことによる県の財政支出の

抑制や、公社等を効果的に活用した事業の実施

による県行政のスリム化などが図られ、本県の

行財政改革に大きく寄与するものであることか

ら、当委員会では、これを調査事項の大きな柱

として、重点的に調査を行ってまいりました。

まず、公社等を取り巻く現状とさらなる改革

についてであります。

本県における公社等は、平成21年４月現在

で107法人あり、県が直接実施することが難しい

分野などにおいて、県の補完的・代替的な業務

を実施するなどの重要な役割を担ってきたとこ

ろでありますが、県と公社等を取り巻く環境が

大きく変化する中、県と公社等には次のような

３つの取り組みが求められております。

１つ目は、いわゆる「官から民へ」の大きな

流れの中、県から法人に対する援助などを、法

人の力を最大限に活用できるものに見直してい

く取り組みであり、また、２つ目は、県の財政

が極めて厳しい状況に陥る中、県からの援助な

どを真に効果のあるものに集中させるととも

に、法人自身においても、経営の効率化・自立

化に努めていく取り組みであります。そして、

３つ目は、国における所管法人の問題が大きく

取りざたされる中、県から法人に対する援助な

どの必要性を明確に示し、これをしっかりと公

表するなど、県と公社等の関係の透明性を向上

させていく取り組みであります。

当委員会では、今述べた３つの取り組みを、

「県と公社等に求められる『さらなる改革』」

と位置づけ、この改革の推進に向けた課題や必

要な方策などについて調査を行ってきたところ

であります。

次に、公社等の現状及び課題に関する調査に

ついてであります。

当委員会では、公社等の中から、県の出資額
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が大きい法人や県の出資割合が高い法人、ま

た、出資法人以外で県からの人的・財政的援助

が大きい法人など、幅広い行政分野にわたる27

の法人を抽出し、これらの法人に対する県の関

与の現状等について、県当局から聴取したとこ

ろであり、県当局に対し、県の施策全体の中で

法人が担うべき役割を常に検証し、その役割が

十分果たされるよう、県の関与を見直すことな

どについて指摘を行いました。

また、国の天下り問題を受け、県退職者の公

社等への再就職状況や再就職者の報酬及び退職

金の支給状況などについて調査を行いました。

その結果、再就職先の退職時には、退職金が支

給されていないことなど、問題となっている国

の実情とは異なることがわかったところであり

ますが、今後さらに再就職状況の公表を推進す

るためにも、次のような事項を要望します。

まず、知事部局においては、再就職状況の公

表を実践しており、一定の評価はするものの、

退職者の推薦要請を受け付ける法人の基準や、

推薦先を決定するプロセスに不透明な部分もあ

ることから、これらも含めた公表の推進に努め

ていただくよう要望いたします。

また、教育委員会においても、再就職状況の

公表に取り組んでおりますが、知事部局が営利

企業等への再就職者まで公表しているのに対

し、公表の対象者の範囲が限定されていること

から、知事部局と同程度の公表基準を設けるこ

とについて検討していただくよう要望します。

そして、警察本部においては、退職者の生活

の安全を考慮して再就職状況の公表を行ってお

りませんが、全国の事例などをしっかりと調査

し、公表する手段について検討していただくよ

う要望します。

以上のように、本県における公社等の現状な

どを調査した結果、「県と公社等に求められる

『さらなる改革』」を推進していくための今後

の課題として、次の２つの点を挙げます。

１つ目は、出資法人以外の法人の改革であり

ます。

これまで、本県における公社等改革は、出資

法人を中心に行われてきており、出資法人以外

の法人については、改革への取り組みがおくれ

てきたと言わざるを得ない状況があることか

ら、今後は、県とこれらの法人が十分な共通理

解と認識を持ち、出資法人と同様の改革に取り

組んでいく必要があるものと考えます。

２つ目は、議会における監視機能の強化であ

ります。県議会は、県の施策全体を踏まえた法

人のあり方や県のかかわり方の検証を行い、県

民を代表する立場から、県に対して有効な提言

を行うことができます。今後、さらなる改革を

推進するためには、この県議会の役割を十分に

発揮させることが重要であり、県と公社等の関

係に対する県議会の監視機能をこれまで以上に

強化していく必要があるものと考えます。

次に、宮崎県公社等改革指針の見直しについ

てであります。

平成16年３月に策定された公社等改革指針に

基づいて、これまで、多くの法人の統廃合や自

立化に向けた改革が行われてきたところであり

ますが、改革の推進期間が今年度までであるこ

とから、県では、指針の見直しを行い、平成22

年度から24年度までを新たな推進期間とする

「新宮崎県公社等改革指針」を策定しました。

今回の見直しに際しては、指針の対象とする

法人の範囲について、これまで出資法人が中心

であったものを、県の人的・財政的援助に関す

る新たな基準を設けることにより、出資法人以

外の法人にまで拡大したところであり、この見

平成22年３月17日（水）



- 385 -

直しは、まさに当委員会が先ほど指摘をした課

題を考慮した見直しと言えるものであり、高く

評価できるものであります。

しかし、この財政的援助に関する新たな基準

に関して、県当局の当初の案では、県の財政支

出額から指定管理料及び競争入札による委託料

が除外されていました。当委員会としては、指

定管理や競争入札において、応募や応札が１者

しかない事例も多々見受けられる実態を踏ま

え、これらに関する財政支出も、県民の貴重な

税金を財源とした財政支出であることから、

「指定管理料及び競争入札による委託料も含め

た県の財政支出割合が80％以上である法人」を

対象とする新たな基準を設けて、法人への県の

関与の度合いをさらに幅広く判断する必要があ

るとの提言を行いました。

これを受け、県当局において検討がなされた

結果、財政支出割合が80％以上の法人のうち、

県からの財政支出額がおおむね１億円以上と多

額である法人を新たに追加することとなり、新

改革指針の対象法人は45法人となったところで

あります。県当局が、当委員会の提言を踏まえ

て再び基準を見直し、対象法人の追加を行った

ことも高く評価したいと考えます。

このほかにも、新改革指針における大きな見

直しとして、数値目標の設定が行われていると

ころであり、指針の対象法人の数を45法人から

５法人削減することなどの数値目標が掲げられ

ています。これらの目標を設定したことは評価

できるものであり、法人の統廃合による県民へ

の影響にも十分配慮しながら、着実な改革の推

進を図っていただくよう要望します。

最後に、「出資法人等への関与事項を定める

条例」についてであります。

他府県においては、出資法人等を通じて実現

しようとする行政目的の効率的・効果的な達成

を図ることを目的として、府県の出資法人等へ

のかかわり方の基本的事項を定める条例が策定

されており、当委員会では、本県における同様

の条例の必要性について検討を行いました。

これまで述べてきたとおり、本県において

も、県財政が逼迫し、公社等改革について県民

の厳しい目が向けられる中、県と公社等に求め

られているのは、県から公社等への関与を効率

的・効果的で透明性の高いものにするととも

に、公社等自身の経営の効率化や透明性の向上

を図っていくという、さらなる改革でありま

す。また、先ほど課題として述べたとおり、こ

の改革を確実に推進するためには、県や公社等

の当事者による取り組みのみにとどまることな

く、県議会が県民の代表として、両者の関係を

監視する役割を十分に果たしていくことが必要

不可欠となっております。

当委員会では、今後も社会経済情勢や行政に

対するニーズが変化していく中で、このさらな

る改革が確実かつ永続的に進められることを担

保するとともに、県議会の監視機能を十分に発

揮させるためにも、本県においても公社等への

県のかかわり方を定めるための条例が必要であ

るとの結論に至りました。

条例の検討に当たっては、対象とする法人の

範囲に関する協議を中心に行ったところです

が、監査委員の監査が及ぶ範囲が、県が４分の

１以上を出資している法人であること、地方自

治法に基づき県議会に経営状況等を報告する必

要がある法人が、現在の２分の１以上出資法人

から４分の１以上出資法人にまで拡大される見

込みであることなどを勘案し、４分の１以上出

資法人を基本的な対象とすることに決定しまし

た。このほか、極めて県と深い関係を有してい
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る宮崎県社会福祉事業団を特別に追加し、最終

的に26法人を対象としたところであります。

そして、当委員会において、条例の条文や実

際に条例を運用する際の留意事項について、十

分かつ慎重に検討を重ねた上で、「宮崎県の出

資法人等への関与事項を定める条例（案）」を

作成したところであり、この条例案を、当委員

会から本会議へ提出することを決定したところ

であります。公正で透明性の高い効率的な県行

政の実現に寄与することを目的とした当条例案

が可決・施行されることにより、県と公社等の

協働による県民福祉の向上が、これからも確実

かつ永続的に図られていくことを強く願うもの

であります。

以上、当委員会の１年間の調査内容及び活動

について、総括して御報告申し上げました。来

年度は、行財政改革大綱2007の推進期間の最終

年度となっており、県当局において、改革の総

仕上げとして目標達成に向けた着実な改革が進

められることを望むものでありますが、当然な

がら、これが行財政改革の終着点ではありませ

ん。県当局においては、これからも引き続き、

行財政改革の歩みをとめることなく、県民福祉

の向上を最優先に考慮しながら、新たな段階へ

と前進した行財政改革を着実に推進していただ

くよう要望いたしまして、当委員会の報告とい

たします。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、少子化・子育て支援対

策特別委員会、田口雄二委員長。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、少子化対策及び子育て支援に関する所要の

調査活動を行ってまいりました。お手元に配付

しております報告書において、県の取り組みが

望まれる事項として９つの提言を行っていると

ころでありますが、このうち、次世代育成支援

宮崎県行動計画について、当委員会が申し入れ

を行った４つの提言を申し上げ、報告とさせて

いただきます。

まず、子育て支援についてであります。

御案内のとおり、平成20年の全国の合計特殊

出生率は1.37と、長期的に人口を維持できると

される水準2.07を大きく下回り、28年連続で15

歳未満の子供数が減少するなど、我が国は本格

的な人口減少社会を迎えております。

当委員会は、宮崎市や高千穂町などを訪問

し、特に、都市部と中山間地域における少子化

の現状や、子育て支援の課題等の把握に努めた

ところであります。

少子化が進行することによって、経済活力の

低下や社会保障における現役世代の負担の増大

はもとより、本県のように、既に過疎化、高齢

化が進行している中山間地域を多く抱える地方

においては、少子化による人口減少が重なるこ

とによって、地域の存続そのものが危ぶまれる

とともに、森林や農地の持つ公益的機能が著し

く低下することも懸念されております。

県当局は、「中山間地域の活性化」「子育て

支援と人材の育成」のいずれも平成22年度の県

の重点施策に位置づけておりますが、中山間地

域においては、子育て世代や結婚世代の若者の

定住化を促進させるため、特に子育て環境の充

実が必要であると言えます。

このような中、県当局は、結婚・子育て意識

調査を踏まえて、「中山間地域とそれ以外の地

域でアンケート分析をしても、中山間地域にお

いて、子育てサービスに関する特有の悩みはな

い」という認識でありました。しかしながら、

中山間地域においては、都市部が受けることが

できる子育て支援サービスや、医療、教育など

が受けにくいという格差が歴然として存在する
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ことは事実であります。

中山間地域では、地域子育て支援拠点事業な

ど、行政による取り組みが必ずしも十分と言え

ないばかりか、産科、小児科自体がない地域が

なお存在しているほか、町村内に高校がなく、

子供に下宿をさせて高校教育を受けさせなけれ

ばならない状況があるなど、そこに住んでいる

だけで、都市部と比べて教育費が割高になる場

合さえあります。石川県の子育て支援民間団体

「子育て生活応援団」の代表の方は、「過疎地

域の子育て支援は、困っている人が少ないとし

ても十分に行われるべきである」と述べられる

とともに、ＮＰＯ法人などとの協働による子育

て支援を提案されておられました。県内でも、

子育て支援に取り組むＮＰＯ等が各地でふえて

きているという状況があり、また、中山間地域

においては、人々の温かいつながりなど、子供

たちを健全にはぐくむ地域資源も残されており

ます。中山間地域における子育て世代等の定住

を促進するためにも、これらの資源を十分に生

かして子育て環境の改善を図るなど、格差解消

に向けたコーディネート機能が求められるとこ

ろであります。

このようなことから、当委員会では、県当局

に対し、都市部と中山間地域の格差是正に向け

た施策を、次世代育成支援宮崎県行動計画に位

置づけるとともに、さまざまな資源をうまく生

かしながら、各地域における格差解消を県がコ

ーディネートしていくべきであると要望したと

ころであります。

次に、次世代を担う人材育成についてであり

ます。

今の少子化の流れを変えていくためには、次

世代を担う子供たちが、人生の早い時期から、

みずからの人生設計に結婚、出産、子育てを位

置づけられるよう、意識啓発を行っていくこと

が重要であると考えます。県外調査で訪問した

福井県では、学生のうちから子供や子育てにつ

いて関心を持ってもらい、結婚、出産、育児へ

と続く自分の将来の家庭像を描くためのきっか

けづくりとするため、高校生向けの少子化対策

リーフレットを作成しておりました。また、福

井県は、地域で子育てに関する悩み等の相談を

受けているボランティアに協力してもらいなが

ら、出張講座を県内の高等学校で開催しており

ました。

委員からは、「小学校から環境教育を施して

いるように、少子化に関する教育も必要ではな

いか」といった意見や、「子供を生み育てたい

などの価値観を持つ子供をふやすような教育を

人生の早い時期から行うべきではないか」等の

意見があったところであります。

このようなことから、当委員会では、次世代

育成支援宮崎県行動計画について、「教育を通

して高校生や中学生などの段階から、将来は子

供を生み育てたいと思い、子供を持ったらどん

なことをしても育て上げるという気持ちをはぐ

くんでいくことを計画の中に位置づけるべきで

ある」と要望したところであります。

最後に、出生率の向上についてであります。

少子化対策において、県が子育て支援に関す

る明確なコンセプトを示し、重点的な取り組み

を明確にすることは、県民に安心や信頼を感じ

させ、子育てに関する不安感等の解消や、子供

を生みたいという気持ちを高めてもらうことに

つながることが期待されます。福井県では、女

性の就業率や共稼ぎ率が全国１位であるという

特徴を生かし、結婚や出産を機に職場をやめる

ことがなく、復帰後もキャリアを持続できる社

会づくりに取り組むとともに、３人以上の子供
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がいる家庭は県が応援しているというメッセー

ジを込めて、「ふくい３人っ子応援プロジェク

ト」に重点的に取り組んでおりました。また、

平成17年に合計特殊出生率が全国で唯一上昇し

たことを機に、徹底した自県の状況分析を行

い、その分析結果がよりどころとなって、県の

少子化対策の方向性をしっかりと支えておりま

した。

本県についても、合計特殊出生率が全国２位

であるという高い順位にあるのであれば、そう

である要因が必ず存在するはずです。それが何

かを十分に分析し、分析によって明らかにした

本県の地域の特性や優位性を生かし、重点的な

取り組みを行っていくことが望まれます。

このようなことから、当委員会では、次世代

育成支援宮崎県行動計画について、県の地域性

を考慮した特徴的な政策を位置づけるととも

に、具体的にどのようなことに力を入れていく

のか県民に明確に示していくべきであると要望

したところであります。

また、当委員会においては、豊かな自然や文

化、食、人情などに恵まれ、保育所も充足され

ていると言える本県の良好な子育て環境を踏ま

えて、「子育てが大変だというマイナスのイメ

ージを抱かせる少子化対策では、県民の不安を

あおることにつながるのではないか」との意見

があったところであります。県民に少子化につ

いての問題意識を十分に持ってもらうことも必

要ですが、本県における子育て環境の優位性を

積極的にアピールしていくことで、県民に子供

を生み育てる上で安心感を与え、県民全体で前

向きに子育て支援に取り組む機運づくりにつな

がっていくと考えます。

このようなことから、当委員会では、県当局

から提示された次世代育成支援宮崎県行動計画

案に関して、本県が子育てしやすい環境にある

ということを前面に押し出し、積極的な姿勢を

明確にしながら県民に訴えるような計画とすべ

きであると要望したところであります。

以上申し上げてまいりました当委員会の４つ

の提言を、県当局は真摯に受けとめていただ

き、計画案の中に、これらの４つの事項に関す

る新たな記述を盛り込んでいただいたことは、

高く評価できるものと考えております。しかし

ながら、少子化対策を実効性のあるものとして

推進していくためには、今後、県は、これまで

以上に大きな役割を担っていく必要があると考

えます。

少子化対策に関しては、子ども手当の創設や

高校教育の実質無償化等の経済的な支援を柱に

した国の施策が、平成22年度から新たに実施さ

れる見込みでありますが、あくまで国は、全国

一律に施策を推進していく立場にあります。一

方、地方においては、都市部と中山間地域との

違いは言うまでもなく、県内のそれぞれの地域

において、人口構造や産業構造、保育所等のサ

ービスの提供状況、子育て支援や結婚支援に活

用できる人的・物的な資源は異なるものであ

り、少子化対策として求められるニーズ自体も

地域によって同じではありません。そのような

県内各地域の特性を把握し、それらの多様な特

性に応じて計画に盛り込まれた施策を効果的に

講じていくことが、今後、県が果たすべき役割

であると考えます。

このような役割を果たすべく、県は、広域自

治体としてのリーダーシップを発揮しつつ、市

町村の取り組みを支援し、ＮＰＯや企業等とも

力を合わせて、県全体としてより実効性のある

少子化対策が推進されるよう取り組んでいく必

要があるのです。そして、多くの職員を抱える
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県みずからが、さきに述べたワーク・ライフ・

バランスの実現や結婚支援にまず取り組むべき

ことは言うまでもありません。当委員会におい

ては、県職員の仕事が忙しくなり過ぎているの

ではないか、以前のように結婚の世話を焼く上

司がいなくなったのではないかと指摘する声も

ありました。旗振り役の県庁が率先垂範で少子

化対策に取り組んでいるということが、県民や

企業等から広く認知されるべく、引き続き、職

員の結婚、出産、子育てを支える職場環境づく

りに努めていただきますようお願い申し上げ

て、当委員会の報告といたします。（拍手）

〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、景気・雇用対策特別委

員会、満行潤一委員長。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、本県の景気及び雇用対策に関する所要の調

査活動を行ってまいりました。その結果につき

ましては、お手元に配付の報告書のとおりであ

りますが、ここで、その概要について御報告申

し上げます。

まず、雇用の維持・創出及び就業支援につい

てであります。

御案内のとおり、一昨年９月に発生したリー

マンショックに端を発する経済・金融危機は、

瞬く間に世界じゅうに広がり、余りにも大きな

景気悪化の波が国民のふだんの生活にも少なか

らぬ影響をもたらしました。厳しい経済・雇用

情勢が続く中で、これまで県は、国の動きに連

動して、立て続けに多額の財政措置を講じてき

ておりますが、これらの対策がしっかりと県民

に還元されていくことが極めて重要であると考

えます。実施する経済・雇用対策が県内におい

て十分な効果をもたらすものとなるよう、県に

おいては、雇用に関するデータや講じられた対

策の効果の検証を行っていく必要があると考え

ます。また、引き続き、中小企業の経営安定化

に向けた支援を行うなど、まずは離職者を出さ

ないよう雇用の維持に向けて取り組む必要があ

ると考えます。

当委員会において、委員からは、国の職業能

力開発促進センターの事業が縮小される方向で

検討されていることを懸念する声があったほ

か、求職者がハローワークに朝から詰めかけ、

時には一つの情報をめぐり争うような状況があ

るなど、雇用を取り巻く厳しい実情が述べられ

たところであります。とりわけ将来を担う若者

の雇用は、新規学卒者の就職内定率が例年を大

きく下回るなど、極めて厳しい状況となってお

ります。

このような中で、当委員会では、県内調査に

おいて、若者の就職支援を行っている宮崎市の

「ヤングＪＯＢサポートみやざき」を訪問いた

しました。ヤングＪＯＢサポートみやざきは、

延岡サテライトとあわせ、年間約2,000万円の予

算で、キャリアコンサルタントによる個別就職

相談や、就職支援セミナーの開催、無料職業紹

介などを行っております。しかしながら、調査

においては、就職支援を行う上で、基本的なデ

ータの把握がなされていないように見受けられ

ました。また、委員からは、若者に対するＰＲ

不足を指摘する声や、「ハローワークと違う独

自の求人情報を持つなど、差別化が必要ではな

いか」といった意見が多く出されたところであ

ります。

一方、県外調査で訪問しました群馬県若者就

職支援センターでは、国の事業を群馬県単独の

事業と一体化させ、約１億8,000万円を投じて、

相談から職業紹介、就職後のフォローまで、き

め細かな若者の就職支援が行われておりまし
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た。群馬県若者就職支援センターの最終的な目

標は、就職させることではなく、就職してから

仕事を長く続けてもらうことにあり、若者は、

就職後１年以内に４人に１人が、３年以内には

３人に１人が離職をすると言われる中で、セン

ターを利用して就職した若者は８割が定着する

という非常に高い定着率が達成されておりまし

た。センターの運営のほとんどは、地元の若者

たちが立ち上げたベンチャー企業や、地元の大

学生を中心としたＮＰＯ法人などに委託されて

おり、それらの若者が企画・運営の主体とな

り、さまざまな悩みを抱えて相談に来た若者と

一緒になって悩み、考え、励まして、信頼関係

を築きながら就職支援が行われておりました。

一方、群馬県若者就職支援センターは、ハロ

ーワークに頼ることなく、センターが直接企業

に足を運んで求人開拓を行うことで、独自に企

業とのネットワークを構築しており、今では、

企業のほうから積極的に求人の情報をもらうこ

とも多いとのことでありました。若者が就職を

し、仕事に定着することは、地域における労働

力が確保されることはもとより、若者自身が安

定的に生活を営み、家庭を持ち、子供を生み育

てていくための基礎となるものであります。

県においては、群馬県若者就職支援センター

の取り組みを参考にしながら、ヤングＪＯＢサ

ポートみやざきの取り組みをさらに強化すべき

であると考えます。

次に、農商工連携の推進及び新事業の創出に

ついてであります。

県当局は、平成22年度の重点施策に新たな産

業の展開を位置づけておりますが、当委員会と

しては、本県の強みである豊かな農林水産資源

を、農商工連携や産学官連携によって、社会全

体が抱える問題の解決に生かしていくような新

しい事業を創出していくことが重要であると考

えます。そのような観点から、当委員会では、

木質バイオマスと食品残渣を再利用した家畜用

飼料でありますエコフィードの事業化に焦点を

当てて調査を行ってきたところであります。

まず、１つ目は、木質バイオマスについてで

あります。

県土の76％を占める森林資源を生かした木質

バイオマスの利用拡大は、雇用創出はもとよ

り、林業振興や山村の活性化に与える効果が非

常に大きいものと考えます。

当委員会が県内調査で訪問した、延岡市の旭

化成グループによる木質バイオマスを利用した

発電の取り組みや、門川町や小林市における木

質ペレット工場の整備など、県内でも木質バイ

オマスに関する新しい動きが徐々に出てきてお

ります。しかしながら、今後は、木質バイオマ

スの需要をもっとふやしていくことはもとよ

り、森林内に大量に残された林地残材等を収集

し、木質バイオマスの安定供給を図る体制を整

えることが大きな課題であると考えます。ま

た、南那珂森林組合では、高い温度で燃焼する

バイオコークスの製造実験に取り組んでおられ

ますが、実用化にはまだまだ課題も多いようで

あります。

県外調査で訪問した岡山県真庭市では、バイ

オマス資源の円滑な地域内流通を確立するた

め、林地残材の集積基地を整備するとともに、

発電や木質ペレットはもとより、木片コンクリ

ートや木質プラスチックなども製造されてお

り、温水プール、ビニールハウス、ストーブで

の積極的な利用を含めて、企業、団体、市民の

理解と協働のもとで、市全体でバイオマスの事

業化に取り組んでおられました。

本県においても、豊富な森林資源を十分に生
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かして、木質バイオマスの利用拡大に向け、県

全体を巻き込むような新事業の創設に積極的に

取り組んでいくべきであると考えます。

２つ目は、食品残渣を再利用した飼料、エコ

フィードについてであります。

世界一の食料輸入国であると言われる我が国

では、食品供給量の４分の１が廃棄されている

状況にあります。また、外国から我が国に大量

の食料が輸送されていることによって生じる二

酸化炭素の排出量は、「フードマイレージ」と

呼ばれ、これもまた我が国が世界一という状況

にあります。

エコフィード化を推進していくことは、これ

らの環境問題の改善につながるばかりか、穀物

や飼料の価格が再び高騰することも懸念される

中で、畜産農家の経営安定にも貢献するもので

あります。さらに、エコフィードを家畜に与え

ることで肉質が向上するという効果もあり、当

委員会が訪問した都城市の有限会社「とんとん

百姓村」の「観音池ポークしもふり」など、県

内でもブランド化が図られている事例も見られ

るところであります。

また、県外調査で訪問した横浜市食品リサイ

クル加工センターでは、食品残渣を処理加工す

る料金と生産されたエコフィードの販売益に

よって黒字化が達成されており、センターに搬

入される食品残渣は、コンビニエンスストアや

スーパーなど400カ所から集められるという、地

域におけるエコフィードの循環システムが確立

されておりました。

一方で、県当局からは、食品関連産業の立地

に力を入れていくとの説明があったところであ

りますが、食品リサイクル法の改正によって、

食品関連事業者が食品のリサイクルに積極的に

取り組むことが求められている中で、本県でエ

コフィードの循環システムを確立することは、

食品関連産業を立地しやすい環境を整えること

にもなると考えます。

当委員会においでいただいた宮崎大学農学部

の入江正和教授も、「食品残渣などのリサイク

ル網を整備すれば、食品関連産業の誘致は当然

実現しやすくなる。また、環境問題、食料問題

への対応にも貢献する。畜産県である本県にお

いてエコフィードを積極的に推進していく必要

がある」と述べておられます。

県当局も、当委員会における質疑に対して、

「食品残渣の問題は、食品産業の振興とセット

で考えていかなければいけないと思っている」

と答弁したところでありますが、県において

は、農商工連携や産学官連携を通じて、エコ

フィード化を推進する新事業創設の支援に取り

組むべきであると考えます。

以上、当委員会の調査活動の概要を申し上げ

てきました。

アメリカ発の経済・金融危機の発生から１年

半が経過しようとしておりますが、瞬く間に世

界じゅうが景気悪化の波に飲み込まれたよう

に、社会経済のグローバル化の進行は著しいも

のがあります。もはや一つの県だからといっ

て、他国の社会経済情勢を安穏として見ている

わけにはいかない状況にあるのです。常に世界

に目を向け、課題をとらえ、産業分野に求めら

れるニーズを組み入れていかなければ、成長性

のある新たな産業展開の方向性は見出し得ない

と考えます。

当委員会では、地球温暖化などの環境問題

に、本県の強みである豊富な農林水産資源を結

び付ける木質バイオマスとエコフィードを、新

たな産業の展開をもたらす新事業の素材として

取り上げ、調査を行ってまいりました。いずれ
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も、本県の未利用資源を生かす、地域に根差し

た環境に優しい事業としての成長が期待でき、

周辺産業への波及効果は大きいものと考えま

す。県は、そのような社会全体が抱える問題の

解決につながる産業の素材となるものを、農商

工連携や産学官連携を通じてより多く見出し、

県民に新たな産業展開の方向性を明確に示して

いく必要があると考えます。

冒頭に申し上げましたとおり、特に若者の雇

用を取り巻く環境は大変厳しい状況にありま

す。いまだ経済・雇用情勢になかなか明るい兆

しが見えない中にありますが、この厳しい状況

が早期に改善することはもとより、本県の将来

を担う若者の安定した雇用を創出する新たな産

業の展開が図られていくよう切に願いまして、

当委員会の報告といたします。（拍手）〔降

壇〕

○中村幸一議長 以上で特別委員長の調査結果

報告は終わりました。

特別委員長の報告に対する質疑の通告はあり

ません。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 中野 廣明

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第４号

子ども手当の全額国庫負担を求める意見

書

議員発議案第５号

生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を

求める意見書

議員発議案第６号

水産業振興施策の充実を求める意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 総務政策常任委員長 髙橋 透

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第７号

一括交付金制度化の充実した検討を求める

意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村幸一 殿

提出者 厚生常任委員長 長友 安弘

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第８号

障害者自立支援法の早期改善を求める意見

書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 行財政改革特別委員長 丸山裕次郎

議員発議案の送付について
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下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

宮崎県の出資法人等への関与事項を定める

条例

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 蓬原 正三

野辺 修光

押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第10号

永住外国人への地方参政権付与の法制化に

反対する意見書

議員発議案第11号

選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見

書

議員発議案第12号

政治資金に関わる疑惑究明と政治的・道義

的責任の明確化を求める意見書

議員発議案第13号

改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見

書

議員発議案第14号

教員免許更新制の存続を求める意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 蓬原 正三

野辺 修光

押川修一郎

新見 昌安

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第15号

国として直接地方の声を聞く仕組みを保障

することを求める意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 鳥飼 謙二

髙橋 透

外山 良治

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第16号

女性差別となる法律の修正・廃止を求める

意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 新見 昌安

押川修一郎

太田 清海

武井 俊輔

水間 篤典

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第17号

平成22年３月17日（水）



- 394 -

政治資金規正法の制裁強化を求める意見書

平成22年３月17日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 西村 賢

武井 俊輔

松田 勝則

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第18号

政治活動におけるＩＴ利用の促進を求める

意見書

◎ 議員発議案第４号から第18号まで

追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第４号から第18号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

まず、議員発議案第４号から第８号までの各

号議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明及び質疑を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第５号

「生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を求

める意見書（案）」について、少し意見を述べ

させていただきながら、賛成の討論を行いま

す。

新政権が農業政策の目玉とする戸別所得補償

は、米価下落による所得減を認め、生産性を念

頭に置いた所得補てんに踏み出した点で、米価

を市場に委ね、米農家の経営をとめどなく悪化

させてきた自公農政からの一定の方向転換と言

えます。

しかし、補てん単価が全国一律というのは、

平均より生産費の高い地域や、販売価格の低い

米を生産する地域では、赤字の一部が補てんさ

れるにすぎません。中山間地域の直接支払制度

の拡充などとあわせて、米の所得補償も、地域

の実態に応じた米生産が維持できるよう、その

条件を加味する仕組みにすべきです。

このような状況の中で、意見書案の特に第２

・第３項目の指摘・要望事項については、重要

な点であると思います。しかし、農家が真に安

心して農業に励めるようになるためには、主要

な農産物の価格保証と所得補償を組み合わせ、

再生産が可能な農業収入を確保すること。関税

などの国境措置を維持・強化し、農産物輸入の

歯どめない自由化をストップさせることが欠か

せません。農産物輸入の自由化を放置していて

は、農産物価格の際限ない下落に対し、戸別所

得補償でどれだけ所得を補っても補い切れませ

ん。

米の値崩れの原因となっている不要なミニマ

ムアクセス米の義務的輸入は中止すること。Ｆ
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ＴＡ（自由貿易協定）、ＥＰＡ（経済連携協

定）の交渉は直ちに中止し、食料主権を保障す

る貿易ルールを追求する立場から、ＷＴＯ農業

協定を抜本的に見直すことなどが必要です。

また、我が国の農業を実際に担っているの

は、専業や複合経営、兼業など大小の違いは

あっても、さまざまな形態の家族経営です。今

後も、担い手対策の中心に、多様な家族経営を

維持することを柱に据えながら、地域農業で重

要な役割を果たしている大規模農家や生産組織

への支援を強めなければなりません。これまで

自公政権のもとで輸出拡大の利益を優先して農

業を切り捨ててきた農政は破綻を来していま

す。また、その延長線上で貿易自由化を推進す

る新政権の農政にも不安が高まる中で、日本農

業を支え、農家の育成に重点を置いた本意見書

提出に賛成をするものです。

以上で討論といたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第４号から第８号まで採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

議員発議案第４号から第８号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案は原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩をいたします。

午後は１時再開、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

◎ 議員発議案第９号提案理由説明

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次に、議員発議案第９号を議題といたしま

す。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。行財政改革特別委員会、丸山裕次郎委員

長。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕 議員発議案第９号

「宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例」について、発議者を代表いたしましてその

提案理由を御説明申し上げます。

先ほどの特別委員会委員長報告で御報告させ

ていただいたとおり、行財政改革特別委員会で

は、昨年４月に委員会が設置されて以降、県が

出資する法人などの状況等について調査をして

まいりました。

この中で、県と法人との協働により県民福祉

の向上を図っていくためには、県と法人の関係

の透明化、法人への県のかかわり方を見直すこ

とはもとより、法人自身においても経営の効率

化・自立化を図るなど、県、法人それぞれに求

められる改革を持続的に確実に推進していく必

要があるとの認識を持つに至りました。さら

に、改革をより実効性あるものにしていくため

には、県及び法人に対し第三者の立場から有効

な提言を行うことができる県議会の監視機能を

強化することが必要不可欠との認識を持つに

至ったところであります。

このような観点から、お手元に配付しており

ます「宮崎県の出資法人等への関与事項を定め

る条例」について、委員会として全会一致で提

案することを決定したところでありますが、こ

の条例は、県の出資法人等へのかかわりに関す

る基本的事項を定めるものであり、この条例に

より、県が出資法人等を通じて実現しようとす
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る行政目的の確実かつ効果的な達成や、公正で

透明性の高い県政のさらなる推進に寄与するこ

とができるものと考えております。

条例の主な内容でありますが、１点目といた

しましては、条例の適用対象とした県の出資割

合が４分の１以上である法人などみずからによ

る経営評価の実施、これを知事等の評価とあわ

せて議会に報告を求めることとしております。

２点目といたしまして、法人の健全な運営の

確保を図るために必要があると認めるときは、

議会から知事等に対して意見を述べることがで

きることとしております。

さらに、３点目といたしまして、知事等は必

要に応じて法人への関与を見直すことに努める

としております。

議員各位におかれましては、本条例の趣旨を

御理解の上、御賛同いただきますようお願い申

し上げます。

この条例の必要性についてさまざま理由を述

べてまいりましたが、この条例により、県行政

にかかわる多くの県職員、公社等職員が、原点

である「県民のため」という基本理念を改めて

自覚するとともに、私ども県議会に課せられた

チェック機関としての責務の明確化を図ること

により、県勢発展の礎を築くことができると確

信しております。

以上、提案理由を述べさせていただきまし

た。よろしくお願い申し上げます。（拍手）

〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第９号採決

○中村幸一議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑を省略して直ちに審議すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第９号についてお諮りいたしま

す。

本案は、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第10号から第15号まで

提案理由説明

○中村幸一議長 次に、議員発議案第10号から

第18号までの各号議案を議題といたします。

まず、議員発議案第10号から第15号までの提

出者に提案理由の説明を求めます。押川修一郎

議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） それで

は、発議者を代表いたしまして、議案第10号か

ら第15号の提案理由を説明させていただきま

す。

初めに、議案第10号の「永住外国人への地方

参政権付与の法制化に反対する意見書」であり

ます。

憲法第15条は、「公務員を選定し、及びこれ

を罷免することは、国民固有の権利である」と

し、第93条第２項は、「地方公共団体の長、そ

の議会の議員及び法律の定めるその他の吏員

は、その地方公共団体の住民が、直接これを選

挙する」と定めております。この条文にある
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「住民」とは、最高裁判所の判例では、「地方

公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意

味するものと解するのが相当である」となって

おります。すなわち、地方も含めて、選挙権

が、権利の性質上、あくまで日本国民のみに認

められた固有の権利であるとされているわけで

すから、そのような権利を外国人に与えること

ができないのは明白であり、永住外国人への地

方参政権付与は憲法違反であると言わざるを得

ず、この法律の制定に反対するものでありま

す。

次に、議案第11号「選択的夫婦別姓制度の導

入に反対する意見書」であります。

民法第750条の夫婦同姓の規定を見直し、選択

的夫婦別姓制度が導入されようとしておりま

す。この制度が導入されれば、親子で異なる姓

を名乗ることになり、夫婦や家族の一体感が損

なわれるおそれがあります。何よりも、未来を

担う子供たちに大きな影響を及ぼすものと危惧

しております。夫婦や家族というつながりや、

一つの共同体、まとまりを尊重するという考え

方は、我が国のよい意味での伝統でもありまし

た。こうした日本のすばらしい価値観を捨て去

るようなことがあってはなりません。加えて、

夫婦別姓制度の導入に当たりましては幅広い議

論がなされていないことが大きな問題でありま

す。この制度を導入することの何がメリット

で、何がデメリットなのかをしっかりと認識し

た上での議論がなされておらず、とても国民的

な合意形成ができているとは言えない状況であ

ります。この制度の導入に反対するものであり

ます。

次に、議案第12号「政治資金に関わる疑惑究

明と政治的・道義的責任の明確化を求める意見

書」であります。

政権与党である民主党・小沢幹事長の資金管

理団体による土地購入に絡み、３人もの秘書や

元秘書が逮捕・起訴された事件や、鳩山総理の

政治資金規正法の制限をはるかに超える母親か

らの巨額資金提供など、「政治とカネ」をめぐ

る事件が相次ぎ、政治不信が高まっておりま

す。民主党は、さきの総選挙のマニフェストで

政治不信を解消するとしておきながら、これら

の事件や疑惑は国民の信頼を大きく損なうもの

であり、到底許されるものではありません。こ

のため、国会の政治倫理審査会等の場でこの２

人がしっかりと説明を行い、「政治とカネ」に

かかわる事件の全容究明と政治的・道義的な責

任が明確にされるよう求めるものであります。

次に、議案第13号「改正国籍法の厳格な制度

運用を求める意見書」であります。

平成20年に国籍法が改正され、出生後に日本

人に認知されていれば、父母が結婚していない

場合にも、届け出によって日本の国籍を取得す

ることができるようになったところでありま

す。しかしながら、この法改正に当たりまして

は、法案提出時より偽装認知の危険性が指摘さ

れているため、父子関係の科学的な確認方法を

導入することの要否についての検討を行うな

ど、改正法が適正に運用されるよう衆参両院で

附帯決議がなされました。偽装認知の発生は、

我が国が批准する「児童の権利条約」に掲げら

れた国籍を取得する権利はもとより、子供たち

の未来を損ない、さらには我が国の根幹を揺る

がしかねない可能性がありますので、偽装認知

等の不正を防止するため、改正国籍法の厳格な

制度運用を求めるものであります。

次に、議案第14号「教員免許更新制の存続を

求める意見書」であります。

教員の資質向上を図ることを目的に、平成21
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年度に導入された教員免許更新制について、国

は抜本的な見直しを行う方針を出されました。

この制度は、本格実施からまだ１年も経過して

いないため、当然その効果を検証することがで

きておりません。これから大きな成果が期待さ

れている中で、改革の方向性も示さないまま

「抜本的な見直し」の方針だけが打ち出されて

いる状況では、学校現場に大きな混乱を招くこ

とは必至であります。学校教育を取り巻く環境

が複雑多様化する中で、その直接の担い手であ

る教員の資質や指導力の向上を図ることは不可

欠であります。あわせて、教育水準を維持・発

展させるためにも教員免許更新制は重要な取り

組みであり、その存続と必要予算の堅持を求め

るものであります。

次に、議案第15号「国として直接地方の声を

聞く仕組みを保障することを求める意見書」で

あります。

地方からの要望・陳情について、民主党は地

方組織を経由して行うような仕組みをつくら

れ、事実上、陳情窓口を一元化されたところで

あります。また、今国会で審議中の平成22年度

予算案に盛り込まれた道路整備事業案におきま

しても、民主党に対する要望の有無でその配分

に濃淡がついていることも明らかになったとこ

ろであります。本来、政治と行政の役割は切り

離して考えるべきであり、特に多様化・専門化

している行政への要望等を政党が一元化して受

け、行政への窓口を閉ざすことは、民主主義の

原則に反する行為であり、憲法で保障する国民

の請願権を侵害することにもなりかねないこと

から、直接地方の声を聞く仕組みを保障するこ

とを求めるものであります。

以上、議案第10号から第15号について、議員

各位の理解と御賛同をいただきますようにお願

いを申し上げまして、提案理由の説明とさせて

いただきます。（拍手）〔降壇〕

◎ 議員発議案第16号提案理由説明

○中村幸一議長 次に、議員発議案第16号の提

出者に提案理由の説明を求めます。髙橋透議

員。

○髙橋 透議員〔登壇〕 議員発議案第16号

「女性差別となる法律の修正・廃止を求める意

見書」について、提案理由を申し上げます。

現行の民法が、夫婦同一姓を強制し、婚外子

の法定相続分を差別的に規定していることは、

明らかに日本国憲法が掲げる「基本的人権」や

「法の下の平等」に反しています。日本は既

に、個人の権利と平等を求める「女性差別撤廃

条約」「子ども権利条約」を批准しています。

また、法務大臣の諮問機関である法制審議会

は1996年に、選択的夫婦別姓制度の導入などを

盛り込む「民法の一部を改正する法律案要綱」

を法務大臣に答申しています。

しかしながら、政府はこの間、改正案の提出

について前向きな取り組みをしてきませんでし

た。日本が批准を行った女性差別撤廃条約に、

女性差別となる法律の修正・廃止を定めている

にもかかわらず、夫婦同姓、婚姻年齢の男女差

別など、依然として民法上の差別が残っていま

す。民法改正については国連が繰り返し指摘

し、特に昨年８月には、女性差別撤廃委員会が

日本政府に対して「即座に是正の行動を起こす

べきである」と勧告をしています。

今や、世界で夫婦同姓を法律で強制している

国は日本だけです。また、婚外子相続差別を法

律で規定している国は日本以外ほとんどありま

せん。諸外国では、家族やライフスタイルの多

様化に伴い、大胆に民法家族法の改編が行われ
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ています。日本においても早急に民法改正を行

う必要がある理由から、「女性差別となる法律

の修正・廃止を求める意見書」を提出するもの

であります。議員各位の御賛同をよろしくお願

い申し上げます。（拍手）〔降壇〕

◎ 議員発議案第17号提案理由説明

○中村幸一議長 次に、議員発議案第17号の提

出者に提案理由の説明を求めます。新見昌安議

員。

○新見昌安議員〔登壇〕 それでは、発議者を

代表し、議員発議案第17号「政治資金規正法の

制裁強化を求める意見書」の提案理由を説明さ

せていただきます。

政治資金をめぐる国会議員らの不祥事が発覚

するたびに再発防止策が論議され、収支の公開

方法や献金規制の強化などの政治資金規正法改

正が繰り返されてきたところであります。にも

かかわらず、本年１月、政治資金規正法違反で

現職国会議員を含む秘書らが逮捕され、また今

月に入ってからも、教職員組合による違法献金

で、会計責任者など４人が政治資金規正法違反

容疑で逮捕される事件が起きるなど、たび重な

る不祥事には怒りを禁じ得ないところでありま

す。まさしく今、国民の政治不信を招く「政治

とカネ」の問題を断ち切るために、再発防止に

向けた法整備にしっかりと取り組むことが強く

求められております。

特に、会計責任者が不正行為を働いた場合に

は、監督責任のある政治家が責任をとる具体的

な仕組みをつくる必要があります。現行法で

は、国会議員など政治団体の代表者が「会計責

任者の選任及び監督」について「相当の注意を

怠ったときは、50万円以下の罰金に処する」と

規定されていますが、実際に会計責任者が収支

報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、そ

の人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を

怠った」と立証するのは困難であり、実効性に

欠けていると言わざるを得ません。したがっ

て、会計責任者の「選任及び監督」を「選任又

は監督」に変更し、政治団体の代表者が会計責

任者の監督についてだけでも「相当の注意」を

怠れば、罰金刑を科せられる仕組みに改めるべ

きであります。

よって、国におかれては、より一層の制裁強

化を図るため、秘書などの会計責任者が違法行

為を犯した場合には、監督責任のある国会議員

の公民権、すなわち選挙権や被選挙権を停止す

る政治資金規正法改正案を今国会でぜひとも成

立させていただきたく、強く要望するところで

あります。

本意見書の趣旨に議員各位の御理解と御賛同

を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。（拍手）〔降壇〕

◎ 議員発議案第18号提案理由説明

○中村幸一議長 次に、議員発議案第18号の提

出者に提案理由の説明を求めます。西村賢議

員。

○西村 賢議員〔登壇〕 発議者を代表し、議

員発議案第18号「政治活動におけるＩＴ利用の

促進を求める意見書」について、提案理由を説

明申し上げます。

近年、インターネットは、急速な普及に伴

い、国民にとって一般的なものとなっておりま

す。平成20年版情報通信白書によれば、インタ

ーネット利用人口は、平成19年末で8,811万人と

約70％の人口普及率となっており、若い世代の

みならず全世代での利用者はふえております。

現在はさらなる普及が推測されております。そ
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のような中、国、地方を問わず、政党や政治

家、また候補者等はホームページやブログなど

を積極的に政治活動に活用しており、国民への

情報発信や情報共有化などにも広く活用されて

おります。しかし、現行の公職選挙法第146条に

おいて、｢文書図画の頒布又は掲示につき禁止を

免れる行為の制限」に抵触するとして、選挙運

動期間時にはホームページの開設や更新ができ

ません。また多数のメール送信などができない

など、現状との乖離が指摘されております。

また、企業団体献金禁止が国会でも検討され

る中、欧米諸国同様のネット献金の拡充も求め

られておりますが、今もって制度的に追いつい

ておりません。

インターネット選挙運動の利点は、速報性や

多様な情報発信が有権者にとっても判断材料の

一つになっており、また、お金のかからない選

挙運動にもつながることが考えられます。また

逆に、インターネット上は匿名性が高いこと

で、誹謗中傷や成り済まし等の問題点も残りま

す。これも含めて法整備、法改正をしていく必

要があると思います。現在、民主党、自民党な

ど政党ごとに検討されており、諸外国の事例を

踏まえて、ホームページなどのインターネット

上のツールを用いた選挙運動を解禁してはどう

かという動きは活発化しております。

本県議会も、平成18年２月議会において同様

の意見書を可決・提出しておりますが、今もっ

て制度改正に至っておりません。インターネッ

トが政治において重要な位置を占めつつある中

において、このような状況は看過できません。

来年には全国的に統一地方選挙が行われること

などを踏まえても、早急に法改正に取り組む必

要があります。ついては、その阻害要因につい

て早急に改善し、政治活動におけるＩＴ利用が

促進されますよう公職選挙法などの諸制度の改

正を求めるものでありますが、本県議会として

も、４年ぶりに改めてこの意見書を決議してい

ただきますように議員各位にお願い申し上げま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 質 疑

○中村幸一議長 これより質疑に入ります。質

疑についての発言時間は１人10分以内といたし

ます。

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員 ただいま押川議員から提案理

由の説明がございました。「永住外国人への地

方参政権付与の法制化に反対する意見書」案と

いうことで御説明がございまして、その中で日

本国憲法第15条は、「公務員を選定し、及びこ

れを罷免することは、国民固有の権利」と規定

している。また、第93条第２項は、「地方公共

団体の長、その議会の議員及び法律の定めるそ

の他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直

接これを選挙する」と規定し、同項中の「住

民」の解釈として平成７年２月28日の最高裁判

所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に

住所を有する日本国民を意味するものと解する

のが適当である」ということを指摘されまし

て、日本国民固有の権利であるということで、

法制化に反対する理由を述べられました。つま

り提案者は、永住外国人に地方参政権を与えな

いとしているわけでございます。現在、我が国

には221万人の外国人の方が住んでおられます。

提案者のいう永住外国人とは、外国人登録法も

しくは出入国管理法に定めるいかなる範囲の外
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国人を指しているのかお尋ねします。

〔「最後のほうを……」「永住外国人と

はどのような範囲の外国人を指してい

るのか」と呼ぶ者あり〕

○蓬原正三議員 お答えします。

日本に永住する規定があるわけでございます

が、今資料を準備しておりますので、ちょっと

お待ちください。

期間の問題もあると思うんですが、基本的に

は、外国人で日本にある期間住んでおられる方

というふうにしております。細かい数字があり

ませんので、細かい数字はお答えできないんで

すけれども。

○鳥飼謙二議員 私は細かい数字を聞いている

わけではございません。永住外国人とは、出入

国管理法に定めるどのような範囲の外国人を定

めるのかということをお聞きしているのでござ

います。

○蓬原正三議員 今ここに資料がありませんの

で、定義を間違うと混乱を起こしますから、お

答えできません。

それと、質疑ですから、ここにある文面につ

いての質疑というふうに私ども考えておりまし

たので、細かい資料を持ってきておりません。

そういうふうに御理解いただきたいと思いま

す。

書いてあるわけですから、それを答えないと

いうのは、私の意見は今間違っていたと思いま

すが、ここには定義にかかわる資料を持ってき

ておりませんから、今のところここではお答え

できません。

休憩をお願いしたいと思います。

○中村幸一議長 暫時休憩します。

午後１時29分休憩

午後１時33分開議

○中村幸一議長 再開いたします。

○蓬原正三議員 入国管理法による外国人の定

義というふうに、今資料を引っ張り出してまい

りましたので、どの程度答えればいいのか

ちょっとわかりませんが、10年以上継続して日

本に在留していることということがございまし

て、あとは、独立の生計を営むに足りる資産ま

たは技能を有すること、素行が善良であるこ

と、この３つを条件にして永住権を与えられて

いる方が永住外国人だというふうにお答えしま

す。

○鳥飼謙二議員 特別永住者と一般永住者、そ

ういう方がおられるわけです。そしてそれ以外

に非永住者という方がおられるわけです。

今、蓬原議員が言われたのは非永住者のとこ

ろだろうと思いますが、定住者というのは、10

年以上というのが日本にあります。それから日

本人の配偶者、フランス人の夫を持っている妻

が日本人であるという場合には８年とかいうこ

とで、就労の資格とかいろいろ転職もしていい

ですよというのが取られます。

ただ、永住者というのは別で、特別永住者と

一般永住者に分かれるんです。そのことについ

てもお聞きしようかと思っていたんですけれど

も……。

では、特別永住者とはどのような人々を指し

ているのか。このことが議論の対象になってお

るわけですから。そして一般永住者とはどのよ

うな人を指しているのかお尋ねいたします。

○蓬原正三議員 国策によるものだというふう

に理解していますが、例えば第２次世界大戦が

ありました。そのときに日本に―いろんな条

件があったかと思うんですが―来られて残ら

れている方との違いが、特別永住と一般永住の

平成22年３月17日（水）



- 402 -

違いだというふうに、国策によってそういうふ

うな違いが出たというふうに理解しておりま

す。

○鳥飼謙二議員 特別永住者というのは、1910

年、今から100年前なんですけれども、日本が朝

鮮を併合いたしました。そして台湾も日本の領

土にいたしました。そのときから朝鮮人ではな

くなる、日本人になったわけなんです。そうい

う人たちが、日本が敗戦になった途端に日本国

民ではなくなったんです。そういう人たちはど

うするのかということで、このときに特例法が

できまして、正しく申し上げれば─後でまた

討論で申し上げますけれども─「日本国との

平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法」、1952年にできて

おりますけれども、このことで特別永住者とい

うふうな規定がされたところでございます。

それからもう一つ、1989年、「出入国管理及

び難民認定法」、いわゆる入管法でありますけ

れども、日系人、例えばブラジル―議長も10

年ぐらい前にブラジルに友好で行かれました。

日本人がブラジルに行って、そしてあそこで艱

難辛苦をして大地を切り開いていって、今、２

世、３世、４世の時代になってきている。その

２世、３世が日本に来て就労する。そういう人

たちをどうするのかというのが、議論で今申し

上げた法律、日系ブラジル人など一般永住者と

いうことにされたわけでございます。ですか

ら、ただ単に永住外国人といいましても簡単に

はくくられない、線引きをすることはできない

ということは押さえておくことが必要ではない

かなと思います。

次に、この提案書の中で、永住外国人が「地

域に密接な関係を持つに至っている」と表現し

ておられますけれども、「地域に密接な関係」

とはどのような関係であると考えておられるの

かお尋ねします。

○蓬原正三議員 この言葉のとおりだと思うん

ですが、私どもがこの意見書をつくるにつくっ

た言葉ではなくて、これまでの意見の中である

わけですが、密接なというのは、そこで生活を

し、付近の住民の皆さんと触れ合い、いろんな

品物を購買し、ごく普通の人としてそこに生活

しておられる、いろんな行事にも参加しておら

れることだというふうに理解しますけれども。

○鳥飼謙二議員 「地域に密接な関係」という

のはこの意見書案にも出てきております。提案

者は、1995年（平成７年）の最高裁判決、これ

を読まれたでしょうか。

○蓬原正三議員 今ここにございますが、読ん

ではおります。ただ、中身を今ここでこれを見

らずに言えと言われるとちょっとなんですが、

一応本もありまして、読んではおります。

○鳥飼謙二議員 それはどの程度のものです

か、何字ぐらいですか。

○蓬原正三議員 これを読むと時間がかかりま

すから、この抜粋でありますけれども、約400

字、500字でしょうか―500字ぐらいのもので

あります。読めと言われればここで読みますけ

れども、400字ぐらいであります。

○鳥飼謙二議員 ここにコピー、主文を持って

います。最高裁の５名の小法廷、全員一致で書

かれた判決でありますけれども、1,500字ぐらい

だと思います。これは最高裁のホームページに

載っておりますので、ぜひ原案をすべてお読み

になっていただければというふうに思います。

意見書の中で、「日本国憲法第15条は、「公

務員を選定し、及びこれを罷免することは、国

民固有の権利である」と規定している。また、

第93条第２項は、「地方公共団体の長、その議
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会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、そ

の地方公共団体の住民が、直接これを選挙す

る」と規定し、同項中の「住民」の解釈として

―ここが大事です―平成７年２月28日の最

高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区

域内に住所を有する日本国民を意味するものと

解するのが相当である」としている」と指摘し

ておられます。そのとおりでありますが、この

判例の一部をもって法制化に反対する論拠とし

ておられますけれども、提案者は判決を読まれ

たのでしょうか―と、ここで聞くようになっ

ておりました。

そこで、この判決で、「93条第２項は、我が

国に在留する外国人に対して、地方公共団体に

おける選挙の権利を保障したものとはいえない

が、憲法第８章の地方自治に関する規定は、民

主主義における地方自治の重要性に鑑み、住民

の日常生活に密接な関連を有する公共的事務

は、その地方の住民の意思に基づきその区域の

地方公共団体が処理するという政治形態を憲法

上の制度として保障しようとする趣旨に出たも

のと解されるから―これは最高裁の判決を読

んでいます―、我が国に在留する外国人のう

ちでも永住者等であって―これは先ほど申し

上げた朝鮮、韓国、台湾、中国、ブラジル―

その居住する区域の地方公共団体と特段に密接

な関係を持つに至ったと認められるものについ

て―ちょっと省略しますが―、法律をもっ

て（中略）選挙権を付与する措置を講ずること

は、憲法上禁止されているものではないと解す

るのが相当である」―これが全文の中身でご

ざいます―と述べています。すなわち、認め

るもよし、認めざるもよしとの立法上の問題で

あると指摘しているのであります。どの部分を

もって憲法上問題があるとされるのか、お尋ね

いたします。

○蓬原正三議員 ここに書いておりますよう

に、先ほど御指摘がありましたが、９行目、い

わゆる判例でもってそうしているわけで、少し

こちらの説明に加えますが、あくまでも私ども

は、これは亀井大臣もおっしゃっていますが、

帰化されればいいではないか、帰化されること

でということを我々は言っているわけでありま

すので、つけ加えさせていただきます。

憲法学者じゃないんで、憲法の細かいところ

まではお話しできません。1,500字あるというお

話もさっきありましたが、今、永住外国人のく

だりのところがございましたが、これは、その

方に明確に参政権を与えよということではない

んです。傍論の部分と主文の部分があったとい

うふうに記憶しておりますが、傍論の部分では

そういうくだりがあったと思っていますけれど

も、主文のところでは、私どもがここに掲げて

おりますが、10行目ですか、というようなこと

だったというふうに、私どもは理解しておりま

すけれども。

○鳥飼謙二議員 やはりこの問題は非常に根が

深い歴史的な条件があったわけです。日本がア

ジアの中で生きていく、世界の中で生きてい

く、そのときに日本はどういう道をたどってき

たのか。明治以降―今、坂本龍馬をやってい

ますけれども、そのことがやはり問われている

と思っているんです。ですから、私が特別永住

者、一般永住者についてお聞きをしたのは、国

民的議論が十分されていない。自民党の議員の

皆さんの中にもその内容を知らない方もおられ

たということで、もっと議論をしましょうとい

うことを指摘しているわけでございます。

あと１分ですが、最後にお尋ねをいたしま

す。グローバル化をした今日でございます。日
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本だけが鎖国をして生きていくわけにはいかな

いというのは当然でございます。それでは、海

外における地方参政権はどんなふうになってい

るのか、当然思いを至さなくてはならないと思

うのでございますが、日本もＧ８、Ｇ７に入っ

ておりますし、ＯＥＣＤにも入っております

が、ＯＥＣＤ30カ国の状況についてお知らせい

ただきたい。

○蓬原正三議員 資料には、ここにあります。

外国人の参政権の問題ですね。確かにＥＵ、ヨ

ーロッパが一つになりまして、ここの場合は、

国境をなくして、しかも今一つの統一的な国家

にしようという動きの中で通貨も一緒にしてい

るということで、私ども日本の置かれた状況と

ＥＵとの立場はかなり異なるというふうに理解

をしております。

今、数をとおっしゃいますが、ここにありま

すけれども、一つ一つ申し上げるんでしょう

か。まとめておりませんが、ここに一覧表は

ちゃんと持っておりますが、これを全部やると

なると時間がかかります。一応ＥＵについては

そういう認識は持っておるつもりであります。

○鳥飼謙二議員 韓国が３年ぐらい前に地方参

政権を認めました。非常に片務的ではございま

すけれども。そのことでもって日韓の友好を深

めていこうというような意思があったというふ

うに、当時の大統領―李明博（イ・ミョンバ

ク）さんになったときだったんですか、言って

おられます。今や国際化の時代でございます。

もっと幅広く議論をして、直ちに反対というの

じゃなくて、もうちょっと議論をしましょう

よ、そういうことを指摘して、質疑を終わりま

す。

○中村幸一議長 次に、満行潤一議員。

○満行潤一議員 それでは、「選択的夫婦別姓

制度の導入に反対する意見書」からお尋ねをし

てまいります。

まず、国際社会に生きる日本の責務の観点か

らお伺いしたいと思います。姓名制度や姓名習

慣を持つ国々では、夫婦別氏あるいは旧姓の併

用を認めている国がほとんどであると指摘され

ています。世界で日本だけが違う制度というこ

とになります。日本は1985年に「女性差別撤廃

条約」を批准しています。国連の各種人権委員

会は、選択的夫婦別姓などの民法改正をいまだ

に行っていない日本政府に対し勧告を繰り返し

ています。女性差別撤廃条約を批准している国

として速やかに法の整備を行うことは、国際社

会に生きる日本の責務だと考えますが、提出者

はどうお考えでしょうか。

○蓬原正三議員 国連女性差別撤廃委員会の勧

告があったということも聞いております。た

だ、差別という概念といいますか主観といいま

すか、そこらは非常に、選択的夫婦別姓につい

て、必ずしもそれが差別であると決めつけるこ

とが果たしてどうなのかと、ここはまたいろい

ろ考え方によって分かれるところじゃないかな

というふうに思っています。

○満行潤一議員 では、案文に入りたいと思い

ます。「この制度が導入されれば、親子で異な

る姓を名乗ることになり、夫婦や家族の一体感

が損なわれる恐れがある。また、事実婚や離婚

を増加させ、婚姻制度の崩壊をもたらすことが

大いに懸念される。さらに、親子を巡る痛まし

い事件の増加や犯罪の低年齢化など家庭崩壊の

危機が叫ばれる中で、家族をばらばらにしてし

まうこの制度の導入は、我が国の将来に大きな

禍根を残すことになると危惧するものである」

となっています。我が国の将来に大きな禍根を

残すと、そういうふうにお考えなんでしょう
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か。

○蓬原正三議員 はい、さように考えます。

○満行潤一議員 この中で、「夫婦や家族の一

体感が損なわれる恐れがある」となっています

が、その根拠は何なんでしょうか。

○蓬原正三議員 それは、親と子が別な姓、

どっちかの親の姓となることになるわけですか

ら、そのことが今私どもが意見書を出している

ところの一番大きなポイントでありまして、そ

れが一体感が損なわれることになる。例えば自

分のことについても、もし自分が子供と名前が

違うならばそういうふうに感じます。以上で

す。

○満行潤一議員 続けます。「事実婚や離婚を

増加させ、婚姻制度の崩壊をもたらすことが大

いに懸念される」というふうになっています。

事実婚や離婚を増加させる根拠は何なんでしょ

うか。また、婚姻制度の崩壊とは何を指します

か。

○蓬原正三議員 これは結局、家族というもの

に対する物の考え方だろうと思いますが、先ほ

どから言いますように、やはり姓が違うこと

で、籍を入れないとか、また離婚を増加させ

る、そういうことにつながるというふうに考え

ていますから、それは主観といいますか、考え

方、家族の一体感、きずな、そういうものをど

うとらえるかによって、これは立場上大きく違

うものだろうというふうに思っています。

○満行潤一議員 大きく意見が違うと思うんで

す。私は、質疑ですので、今意見は言えません

けれども、そこあたりのギャップというのはあ

るなと思いました。

次行きます。「親子を巡る痛ましい事件の増

加や犯罪の低年齢化など家庭崩壊の危機が叫ば

れる中で、家族をばらばらにしてしまうこの制

度の導入」というふうにあります。家族をばら

ばらにしてしまうこの制度、これを導入すると

家庭崩壊につながりますか、犯罪増加の一因に

なりますでしょうか。

○蓬原正三議員 やはりそこは、家族の一体感

が希薄になっていく、親子のきずなが薄くな

る、そういうことが家族の崩壊につながってい

く。これがまたひいては子供の精神的な成長、

子供の教育等々いろんなところに影響が出てき

ますので、そういうふうに一体感の問題だとい

うふうに思っています。

○満行潤一議員 次行きます。「改正国籍法の

厳格な制度運用を求める意見書」についてであ

ります。

今回の改正国籍法は、法務省が作成し、内閣

が提出した閣法です。2008年11月４日閣議決定

されています。国籍法の改正案は2008年12月５

日に成立をし、2009年１月１日、昨年の１月に

施行されています。国会で慎重審議された後可

決したと報道されています。時の政権与党であ

ります自民党法務会の国籍問題プロジェクトチ

ーム、座長・河野太郎氏を中心に働きかけ動か

れ、全閣僚もこれに賛同されている。党を挙げ

て推進をしているというふうに私は認識をして

います。党を挙げて反対したのは国民新党だけ

だったと記憶をしています。提案者は、この法

案の成立前からこのことについて厳格な制度運

用を求める、そういうお考えだったのか、まず

お尋ねします。

○外山 衛議員 確かにこれは自民党でも賛成

したんですが、運用している中で、一般の国民

の方から、「運用の仕方においてちょっと心配

がある。ですから、ＤＮＡ鑑定を加味してほし

い」という請願があって、こういう……。

〔「提案者じゃない人は発言できないで
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しょう。議長はちゃんと……」と呼ぶ

者あり〕

○中村幸一議長 失礼しました。

提案者は、蓬原正三議員、野辺議員、押川議

員ですから、この３名でお答えをお願いしま

す。

〔「進行、進行」と呼ぶ者あり〕

○蓬原正三議員 これは、先ほども採決のとこ

ろでありましたが、請願が上がってきておりま

して、委員会のほうに負託されて、それが採択

された結果に基づいて出している意見でありま

す。

○中村幸一議長 満行議員、ちょっと今質問が

かみ合っていないようですから、もう一遍説明

してください。

○蓬原正三議員 いつから考えていたのか、法

案成立前からという時期の御質問のようです

が、私どもは、先ほど申しましたように、請願

が上がって、それが一つの問題提起となって、

偽装認知等の危険といいますかそういうことが

あるというふうな御指摘もありましたから、そ

の時期については、以前からとなると、この請

願を受けてからこの意見書を出しているという

ことをお答えしておきたいと思います。

○満行潤一議員 私たちも国籍法の厳格な制度

運用は当然必要だろうという認識に立つわけで

すけれども、質疑ですので私たちの意見は申し

上げられませんが、ＤＮＡ鑑定が人権侵害、法

律違反、ひいては憲法違反ではないかというこ

との議論が国会の中であって、１月１日からの

施行というふうになっているという流れを御存

じかということを、私は聞きたかったわけで

す。

ここに、2008年11月27日、参議院の法務委員

会の会議録があります。この中で民主党の松岡

議員が、法律の専門家たる遠山日弁連家事法制

委員会副委員長に尋ねています。法学的観点か

らＤＮＡ鑑定は人権侵害なのかという質問に対

して、遠山信一郎参考人は、「ＤＮＡ鑑定の義

務付けが人権侵害かと問われれば、まごうこと

なく人権侵害だと思います」、そういう審議が

されて、慎重審議の末この法が施行されている

ということだと思うんです。ですから、ＤＮＡ

鑑定が非常に問題があるということで、国会の

中ではＤＮＡ鑑定の問題については本文に入っ

ていない、施行には入っていないというふうに

読み取れるんですが、提案者はこのＤＮＡ鑑定

についてはいかがお考えなんでしょうか。

○蓬原正三議員 附帯決議があったこと、そし

てそういう審議が当然あったものと思います

が、偽装そういうことを考えたときに、ＤＮＡ

鑑定をすることが必ずしも人権侵害にはならな

いというふうに考えます。

○満行潤一議員 国会の中でＤＮＡ鑑定につい

て質疑があって、国会の総意としてＤＮＡ鑑定

は人権侵害だというふうに確認されているはず

なんですけれども、そういう認識じゃないとい

うことでしょうか。

○蓬原正三議員 国会は国会でいろんな議論が

あっているんだろうと思いますが、これはドイ

ツでも１回、この改正国籍法あったんですが、

実際に物すごく問題ありということで、廃案と

いうんですか、無効とする法律が１回できてい

るんです。そういう例があります。したがっ

て、偽装認知といいますか、こういうことがあ

りますから、それをドイツの例に倣ってもちゃ

んと―国会はそういう議論をされたと思うん

です。思っていますが、やはりここまでやらな

いと、偽装が起こり得たという事例がドイツで

あるわけです。したがって、我々の意見とし
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て、ここはＤＮＡ鑑定をすべきである、会派、

地方議会の意見としてこれを附帯するというこ

とであります。

○満行潤一議員 終わります。

○中村幸一議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員 私は、今質疑のありました、

議員発議案第13号「改正国籍法の厳格な制度運

用を求める意見書」について、２～３質疑をい

たします。

この意見書の本文の中に、「いわゆる偽装認

知の危険性が指摘され、認知が真正なものであ

ることを確認するための万全の調査や、父子関

係の科学的な確認方法を導入することの要否に

ついての検討を行うなど、改正法の適正な施行

に向けて両院で附帯決議が行われた他」云々と

書いてあります。そしてその結果として、要望

事項の１には、「審査時におけるＤＮＡ鑑定の

実施を推奨すること」と書かれております。こ

こで問題になるのは、この附帯決議は、ここで

は「要否についての検討を行うなど」という表

現で意見書の本文では書かれておりますけれど

も、実際の附帯決議では「要否」というところ

はどういう表現になっておりますでしょうか。

○蓬原正三議員 これは、「父子関係の科学的

な確認方法を導入することの要否及び当否につ

いて検討すること」という文章になっていると

いうふうに理解しています。

○太田清海議員 今言われたとおり、「要否及

び当否」という表現が実は正確なんです。とい

うことは、要否及び当否という、当たるか当た

らないかという当否という言葉を２つとも入れ

た附帯決議であるわけで、では、「要否」と

「当否」の意味の違いはどう理解されておりま

すでしょうか。

○蓬原正三議員 要否ですから、必要であるか

必要でないのか。当否ですから、それは適当で

あるか適当でないのかということだと思ってい

ます。

○太田清海議員 要否というのは、必要である

かないかということで確認はできると思うんで

すが、当否というのは、正しいこと、そうでな

いことという意味があります。これは角川の新

国語辞典にも載っております。その制度導入す

ることが果たして正しいのかどうかということ

を問いかけたのが、この附帯決議ではないかと

思うわけですが、「要否」のみ、必要かどうか

ということのみの言葉を使われて、「当否」と

いうのをこの中から省かれておるというのは何

か意味があったんでしょうか。

○蓬原正三議員 附帯決議はそういうことに

なっております。我々は、偽装を防ぐために必

要だというわけですから、やったほうがいいよ

と言っているわけですから、「要否」という言

葉を使ったということです。

○太田清海議員 これは質疑ですから。正しい

かどうかということを国民的な議論をしてほし

い、政府に問いかけておるわけですから、「当

否」という言葉は極めて重要な言葉だと思って

おります。

もう一つ、最後に言葉上の確認をさせていた

だきます。「ＤＮＡ鑑定の実施を推奨するこ

と」と書いてあります。「推奨」とはどういう

意味でありましょうか。

○蓬原正三議員 勧めることというふうに理解

しております。

○太田清海議員 これも角川新国語辞典であり

ますが、「推奨」とは「ほめて人に勧めるこ

と」であるそうであります。これも今後の討論

の中で活用させていただきます。それほどまで

に改正国籍法については―意見書の中では厳
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格な制度運用を求めると言いながらも、推奨と

いう言葉と比べれば、厳格、厳格と言いなが

ら、ＤＮＡ鑑定のところだけが「勧めること」

というような語感にトーンダウンしている感じ

がして一貫性がないかなという疑問を持って、

確認をさせていただきました。以上でありま

す。

○中村幸一議長 次に、髙橋透議員。

○髙橋 透議員 私は、議員発議案第14号「教

員免許更新制の存続を求める意見書」に絞って

質疑をしてまいりたいと思います。

本意見書の本文の中ほど、「教員免許更新制

は、本格実施から一年も経っておらず、これか

ら成果が大いに期待されている中で」というふ

うにあります。１年もたっていないからまだ存

続しなさいという趣旨でしょうけれども、「こ

れから成果が大いに期待できる」、どんな成果

でしょうかお尋ねします。

○蓬原正三議員 それはこれまで、なぜこの教

員免許更新制度が必要であったかということの

議論がいろいろあったわけで、先生方の資質向

上であったり、知識技能というんでしょうか、

最新の知識技能をつけること等々、いわゆる教

育力を上げるという、そういう成果だというふ

うに思っております。

○髙橋 透議員 発議者にお尋ねするわけです

が、現在、研修制度というのがあるんですが、

かなり膨大な研修制度のようにお聞きするんで

すが、その制度の内容について御存じでしょう

か。

○蓬原正三議員 修了確認期限前の２年間―

更新のことですか、大学などが開設する30時間

の免許状更新講習を受講修了した後、免許管理

者に申請して修了確認を受けなければいけない

と。

○中村幸一議長 髙橋議員、今ちょっと意味が

通じていないみたいですから、もう一回かみく

だいて。

○髙橋 透議員 免許更新制度以外に、以前に

研修制度があるはずですが、その中身を御存じ

かという質疑です。

○蓬原正三議員 講習制度があることは存じて

おります。ただ、その中身の具体的な細かいと

ころまではちょっと。制度があるのは知ってお

ります。

○髙橋 透議員 ちょっとおわかりいただいて

いないから角度を変えますけれども、私がどん

な成果かというふうにお尋ねしたら、教員の資

質とか技能とかおっしゃるものだから、そうい

う資質向上というのは、既存の今まである研修

制度の中でできるんじゃないか、その関連性は

どうかというふうにつなぐ予定だったんですけ

れども。そのことについて関連性はどう分析さ

れているんですか。

○蓬原正三議員 この県議会でもいろいろ、先

生方のこの講習のことについては過去いろんな

議員から議論があっておりますが、今、研修制

度が確かにあります。ありますが、その中で教

育に関すること等でいろんな問題があっていた

というわけで、それを補完するシステムとし

て、10年に１度、更新するための制度が、免許

更新したほうがいいということでできたんだと

いうふうに思っています。中身的には当然、そ

れをさらに強力に補完する制度だろうというふ

うに、またそうでなけりゃいかんと思っていま

す。

○髙橋 透議員 いっぱい研修制度があるみた

いで、初任者研修から１年後、２年後、５年

後、10年後、15年後とあるようですが、10年後

という研修制度があるみたいです。免許更新制
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は30時間だというふうにお伺いしています

が、10年経過後の研修というのは12日間も研修

を受けるみたいで、そこの整合性も関連性を問

われていると思うんです。またこれは討論の中

で皆さん方にお訴えしていきますが。

免許更新制度、いわゆる更新しないと失効で

すね。受講しても失効することがあり得るのか

どうかお尋ねしたいと思います。

○蓬原正三議員 普通、常識的には、例えば車

の免許だとかそういうふうに考えますと、その

免許を取った時点から当然、人間は年をとって

いるわけですから、その間にいろんな技能が落

ちたり、体力が落ちたりいろんなことがあって

いると思いますから、一般論から申しますと、

この免許更新制度があれば、その講習を受ける

中で補完できればいいんですけれども、どうし

てもそれでクリアできなかった場合は、あるべ

きものだろうというふうに、一般論として思い

ます。

○髙橋 透議員 現在お勤めの教職員の方々、

私は終身雇用だというふうに思っています。期

限つきの雇用ではないというふうに思っていま

すが、仮に今持っている教員免許が失効するな

ら、終身雇用と矛盾するんではないかというふ

うに指摘するわけですが、どのようにお考えで

すか。

○蓬原正三議員 これは、免許更新をするか

ら、ふるいにかける、剥奪するのが目的じゃな

いと思うんです。さらにある期間に応じて先生

方のスキルアップを図るためにするべきもので

すから、今議員がおっしゃるように、採用され

て生涯教職につかれて、次の時代を担う子供た

ちを一生懸命教育していただければいいものだ

というふうに思っていますから、そうであるが

ための、さらにスキルアップを図るための更新

制度だというふうに私どもは思っております。

○髙橋 透議員 中身を少し触れていきますけ

れども、更新制の受講先は大学になっておりま

すが、受講を受け入れる大学の枠、ここは十分

なんでしょうか。

○蓬原正三議員 そこまではちょっと私どもも

わかりません。

○髙橋 透議員 また討論の中で触れますけれ

ども、制度そのものにいろいろ問題があるか

ら、免許制度については見直し、あるいは廃止

ということで取り上げてきているわけですが、

先ほどの研修と絡みますけれども、一般行政

職、いわゆる公務員は条件つき採用６カ月で

す。教職員の場合には期間はどのくらいか御存

じですか。

○蓬原正三議員 試用期間まではちょっとわか

りません。

○髙橋 透議員 討論の中で詳しくまた触れま

すけれども、１年なんです。同じ公務員でも、

それだけ厳しく教育現場は厳格な人材の採用を

しているというふうに私は理解をするわけであ

ります。さまざまな問題を抱えるこの免許制

度、慌てて導入されたものですから、現場でも

混乱をしているようですが、また中身について

は触れますが。

制度の中身としてもう一点お聞きします。管

理職とか指導主事、受講免除になっているんで

す。その理由をお聞かせください。管理職は受

講免除になっています。理由を教えてくださ

い。

○蓬原正三議員 今、私どもがここで意見とし

ている免許更新制度をさらに継続していただき

たいという、そのことが主でありまして、管理

職までそれがしないのはなぜか、そこまでは残

念ながら認識しておりません。
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○髙橋 透議員 制度をもう少し研究しても

らって、管理職とか指導主事ほど資質を高める

研修を受けないと、現場の指導というのができ

るのかと疑問に思うわけであります。

そして、先ほど大学での受講枠云々を申し上

げましたが、具体的な数字を―時間の制約が

ありますからここで申し上げますけれども、21

年度から免許更新制度は始まりました。受け入

れ予定が350人でした。第１グループの未受講者

が100人いるものですから―宮大は22年度

は250しかないんです。ところが、第２グループ

の予定者は873人なんです。受講の枠も十分に満

たされていないままにスタートしたものですか

ら、抜本的な見直し、あるいは私は廃止だとい

うことでお訴えをしているわけです。

後は討論の中で皆さん方に申し上げていきた

いと思います。終わります。

○中村幸一議長 以上で質疑は終わりました。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定をいたします。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 「永住外国

人への地方参政権付与の法制化に反対する意見

書」案に、反対の立場で討論いたします。

昨年の政権交代以降、宮崎県議会のよき伝統

である、議員発議案等の全会一致の原則が一方

的に破棄され、多数決で議会提案がなされるよ

うになってまいりました。全会一致の原則と

は、最大会派の提案を最大限尊重する一方で、

少数会派の意見も尊重するというものでありま

した。当然それは、最大会派において、宮崎県

勢の発展がまず第一であり、国政での対立を持

ち込んでも県政にはプラスにならないとの良識

ある議員の判断があったからであります。宮崎

県議会は、県民の暮らしや雇用、医療や教育、

そして基幹産業である農林水産業などの諸産業

の発展などに尽力するのが本来の任務でありま

す。先輩議員が築き上げた全会一致の原則を投

げ捨ててまで国政の対立を県議会に持ち込ん

で、いかなるプラスを宮崎県にもたらそうとい

うのでありましょうか。残念無念に尽きるので

あります。

一定の条件のもと、永住外国人に地方自治体

の参政権を付与しようとする法案は、12年前か

ら繰り返し国会に上程をされては廃案となって

まいりました。民主党の小沢幹事長が、昨年11

月の記者会見で「政府提案で出したい」と表明

し、実現の可能性が高まってまいりましたが、

連立与党の国民新党・亀井静香代表が「法案を

出すなら連立を解消する」と表明し、今国会で

の提出は見送られたのであります。にもかかわ

らず、なぜ我が宮崎県議会で法制化に反対する

意見書が議会運営委員会の多数決で提案された

のでしょうか、まことに残念であります。

我が国には登録外国人が221万人在住していま

すが、その内訳を見てみますと、在日コリアン

である特別永住者42万人、宮崎県においては470

人となっているようでございます。ブラジル人

などの日系２世や３世などの一般永住者49万

人、宮崎県では806人になっているようですが、

その合計91万人が永住者とされ、その他非永住
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者130万人が日本で生活をしています。

意見書案の問題を具体的に指摘したいと思い

ます。まず、憲法上の位置づけについてであり

ます。日本国憲法第15条は、「公務員を選定

し、及びこれを罷免することは、国民固有の権

利である」と規定し、また93条第２項は、「地

方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定

めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民

が、直接これを選挙する」と規定しています。

平成７年２月28日の最高裁判決は、同項中の

「住民」の解釈として、「住民とは地方公共団

体の区域内に住所を有する日本国民と解するの

が相当である」としておるのでありますが、一

方また最高裁判決は、「憲法93条２項は、我が

国に在留する外国人に対して地方公共団体にお

ける選挙の権利を保障したものとはいえない

が、憲法第８章の地方自治に関する規定は、民

主主義における地方自治の重要性に鑑み、住民

の日常生活に密接な関連を有する公共的事務

は、その地方の住民の意思に基づきその区域の

地方公共団体が処理するという政治形態を憲法

上の制度として保障しようとする趣旨に出たも

のと解されるから、我が国に在留する外国人の

うちでも永住者等であってその居住する区域の

地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至っ

たと認められるものについて─一部略します

が─、法律をもって（中略）選挙権を付与す

る措置を講ずることは、憲法上禁止されている

ものではないと解するのが相当である」と述べ

ているのであります。この裁判は、永住外国人

を選挙人名簿に載せないことは憲法に違反する

として争われた訴訟でありますが、最高裁は違

憲ではないと判断したものの、一方で選挙権付

与も違憲ではない見解を示したのであります。

当時の最高裁判所の園部逸夫裁判官は、「推

進論も反対論も両方極論だ。移民がふえ、だん

だんと国と国が融合する状況となっている。日

本だけが鎖国ということはできないでしょう。

国粋主義でも国際主義でもなく、現に置かれた

立場をどう考えるのか。日本人が表立って反対

反対とやれば、世界では、日本は何を考えてい

るのか、意図しない方向に報道されるのではな

いでしょうか」とある雑誌で述べています。

先ほど申し上げましたように、ＯＥＣＤ30カ

国加盟国がございます。この中の大多数の国

は、国政選挙での選挙権、被選挙権は認めてお

りません。しかし、地方選挙におきましては選

挙権、被選挙権とも付与している場合が多数に

なっているのでございます。そのような世界の

趨勢があるというのは、ひとつ宮崎県議会の皆

様方にも御理解を賜りたいと思うのでございま

す。

グローバル化の今日、日本だけが鎖国をして

生きていくことはできないのは当然でありま

す。今申し上げた、先進国と言われるＯＥＣ

Ｄ30カ国では、オランダ、スウェーデン、デン

マーク、フランス、イタリア、ドイツなど24カ

国で認められており、世界の趨勢となっている

のであります。私は単に反対をしているのでは

ありません。国会や地方議会、それはもちろん

でございますけれども、国民的議論を展開し方

向性を見出すべきと主張しているのでありま

す。このことは、議会運営委員会でも我が会派

の髙橋幹事長が申し上げたとおりでございま

す。

以上、一方的な法制化反対は問題であること

を指摘して、これまでの歴史的な経緯等も十分

踏まえた議論が今後展開されることを期待しま

して、討論を終わります。ありがとうございま

した。（拍手）〔降壇〕
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○中村幸一議長 次は、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第10号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論いたします。

提案理由にもありましたとおり、日本国民で

ない永住外国人に対して地方公共団体の議会の

議員及び長の選挙権を付与することは、憲法上

問題があると言わざるを得ません。そもそも参

政権は国民固有の権利であり、永住外国人で

あっても、帰化することで日本国籍を取得すれ

ば当然に得られるものでありまして、我が国は

帰化の門戸を決して閉ざしているわけではな

く、そのような中に、あえて憲法違反をしてま

で永住外国人に地方参政権を付与する理由を見

出すことはできません。

参政権を付与するのは、国政ではなく地方自

治のレベルのことでありますが、地方自治も国

から完全に独立して政治が行われているわけで

はなく、地方自治も広い意味で国政の一部と言

えます。特に地方分権が進む中では、地方自治

体の役割はますます増大しており、それだけ国

政に対する地方政治の影響力も大きいものと

なっております。米軍基地問題を初め自衛隊基

地の問題、原子力発電所の問題などのように、

地方のみならず国政に直結する課題に外国人が

かかわり、選挙権行使を通じて国政に重大な影

響を与えることは、国家主権の侵害であり、国

益にも反するものであります。

繰り返しますが、永住外国人に参政権を付与

することは憲法違反であります。議員各位にお

かれましては、以上申し上げましたとおり趣旨

を御理解の上、御賛同賜りますようよろしくお

願いを申し上げ、賛成討論を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕 自由民主党有志諸兄

から発議された、議員発議案第10号「永住外国

人への地方参政権付与の法制化に反対する意見

書」について、反対の立場から討論を行いま

す。

この意見書では、「日本国民でない永住外国

人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の

選挙権等の付与は、憲法上問題があると言わざ

るを得ない」と断じ、その根拠に、憲法第93条

第２項に規定してある「住民」の解釈として、

平成７年２月28日の最高裁判所による、「住民

とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本

国民を意味するものと解するのが相当である」

との判例を引用しております。この判例をつぶ

さに見てみると、確かに憲法は、「我が国に在

留する外国人に対して、地方公共団体の長、そ

の議会の議員などの選挙の権利を保障したもの

ということはできない」としておりますが、一

方、同判決の傍論においては、「法律をもって

地方公共団体の長、その議会の議員などに対す

る選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上

禁止されているものではないと解するのが相当

である」とも述べております。要するにこの判

例では、本論において外国人への参政権の付与

を要請していないことを明らかにするととも

に、傍論においては禁止していないことも明言

し、結果として憲法はこの問題についての判断

を立法府にゆだねており、法律によって、外国

人を排除しても、また外国人に参政権を付与し

ても合憲であるとする許容説に立っているのが

わかるのではないかと思います。確かに傍論は

拘束力を持たないものではありますが、法令の

最終的な有権解釈を行う機関である最高裁判所

の意見でありますので、極めて強い影響力があ

ると思います。
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さらに、同意見書では、「永住外国人が、憲

法に基づく参政権を取得するためには、国籍法

に定める帰化によるべきものと考える」とあり

ますが、このことについては特に、在日韓国人

・朝鮮人が帰化する場合に幾つかの障害がある

ことを知らなければなりません。まず、帰化の

際の氏名の問題があります。帰化後の名前は原

則として常用漢字表、人名漢字表等に掲げられ

る漢字または平仮名、片仮名以外は使用できな

いというふうにされており、今の制度では姓を

変えて帰化手続を踏まなければならないケース

も発生します。また、韓国は夫婦別姓ですの

で、夫婦が帰化する場合は夫婦のいずれかが改

姓しなければならないということにもなりま

す。そして何よりも、日本による植民地支配の

歴史に思いをいたせば、国籍選択の機会も与え

られず一方的に外国人にしておいて、今度は帰

化すればいいというのは、歴史的な認識を欠い

た全く身勝手な論理ではないでしょうか。

今議会の代表質問において、私は、永住外国

人の地方参政権付与についての見解を知事に伺

いましたが、その際、私たち公明党の考え、こ

れまでの取り組み、すなわち、永住外国人の生

活実態は日本人と全く変わらず、日本人と同じ

ように納税し、地域社会にも貢献していること

を踏まえ、これらの方々が望むならば、許され

る範囲において日本国民に近い扱いがなされて

しかるべきとの思いから、これまでに永住外国

人地方参政権法案を５度にわたって提案したこ

とを述べたところであります。初提出は平成10

年、翌平成11年10月４日の自由民主党、自由党

及び公明党との間の三党連立政権政治・政策課

題合意書には、公明党がそのとき既に衆議院提

出済みの「永住外国人に対する地方参政権付与

法案」について一部修正を行った法案を、改め

て３党において議員立法で成立させると明記さ

れ、公党間の合意も成立したところでありまし

た。その後、修正を加えながらも同法案は提出

されてきたところであります。

残念ながら５回とも廃案となっております

が、その内容を見てみると、第１に、外国人の

本国が同様の権利を与えていることを条件とす

る、いわゆる相互主義を採用することとしてお

ります。第２に、永住外国人選挙人名簿への登

録を申請し、これが登録されて初めて選挙権が

付与されるという申請主義を採用するというこ

ととしております。第３に、人権擁護委員や民

生委員などへの就任資格や条例の制定・改廃、

地方議会の解散及び議員、首長の解職を求める

直接請求権は、いずれもこれを付与しないとい

うことにしております。そのほか、詐欺登録及

び所定の届け出の義務を行わなかった者に対す

る罰則も規定するなど、一律に選挙権を付与す

るのではなく、慎重かつ十分な検討がなされた

ことがわかります。

意見書にも記述がありますが、我が国には

約91万人に上る永住外国人が居住し、日本人と

ともに社会生活を営んでおります。とりわけ大

韓民国国民など朝鮮半島由来の外国人が永住権

や特別永住権を取得して多数居住しておりま

す。その総数は平成20年末現在で58万9,000人に

も上り、在日外国人総数の26.6％を占めており

ます。このうち75歳以上と推定される１世は全

体の6.1％、２世から４世までが91.6％、４歳以

下の５世が2.3％、この２世以下の永住者は、日

本で生まれ育ち、学び、仕事をし、結婚して子

をもうけ、そしてこの国に骨を埋めていこうと

している人たちであり、その生活実態は日本人

と全く変わらないのであります。公明党が５度

にわたって永住外国人地方参政権法案を提案し
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てきたのは、そのような事情をかんがみた上

で、母国の国籍を一つのアイデンティティーと

して大切に守り抜いている外国人が、生活基盤

を置く土地で日本人と同じように住民の義務を

果たし、地域の共同体に参加しようとするな

ら、住民としての権利は保障されて当然である

と考えたからであります。

日本国憲法第11条には、「国民は、すべての

基本的人権の享有を妨げられない」、また第14

条には、「すべて国民は、法の下に平等であっ

て、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に

より、政治的、経済的又は社会的関係におい

て、差別されない」と述べてありますが、ここ

でいう国民とは、日本国籍保有者という限定さ

れたものではなく、基本的人権の保障が普遍的

な権利であることからしても明確であります。

以上、るる述べてまいりましたが、私たち公

明党は、国会において永住外国人の地方参政権

付与の法制化について真剣に議論をしていただ

きたいと考えております。よって、今回の意見

書に対し反対の立場を重ねて表明し、討論を終

わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 議員発議

案についての討論を行います。議員発議案第10

号「永住外国人への地方参政権付与の法制化に

反対する請願」、第11号「選択的夫婦別姓制度

の導入に反対する意見書」、第13号「改正国籍

法の厳格な制度運用を求める意見書」及び第14

号「教員免許更新制の存続を求める意見書」

に、反対の立場から討論いたします。

まず、第10号についてです。私どもは、永住

外国人への参政権は付与すべきものと考えてい

ます。

その理由の第１は、その地域の住民として長

く生活し、地方行政と密接なかかわりを持つ外

国人に対し参政権を付与することは、憲法に明

記されている地方自治の精神からいっても当然

だということです。

第２は、外国人に地方参政権を付与すること

は世界の趨勢になっており、時代の要請になっ

ているということです。経済社会がグローバル

化し、世界的に人的な交流が進む中、生活の拠

点を日本に移す外国人が急増しているもとで、

ますます強く求められています。

第３に、日本には特有の歴史問題がありま

す。我が国では、外国人参政権の運動が広がっ

たのは、戦前、日本の植民地支配によって一方

的に「日本人」に組み入れられ、戦後、国籍を

選択する権利も与えられないまま、再び一方的

に日本国籍を喪失させられた朝鮮、中国の人々

が声を上げたからでした。日本で問われている

外国人参政権は、こうした日本の過去の行為と

切り離しては考えられません。

以上のように、地方自治や基本的人権、歴史

問題というさまざまな角度から、永住外国人へ

の参政権付与は現実的に求められており、この

法制化に反対する意見書案に同意できないもの

です。

次に、第11号「選択的夫婦別姓制度の導入に

反対する意見書」案についてです。

今、多くの女性たちが、１人の人間として人

格と個性が輝く生き方をしたいと願い、それを

妨げる障害を取り除いて、真の男女平等と子供

に権利を確保しようという求めが始まっていま

す。女性の社会参加が進む中で、結婚による姓

の変更が、働く女性に不利益を与えており、ま

た、姓を変えることが自分らしさを失うと感じ

て、結婚しても旧姓を名乗れるようにしてほし

いというのもその一つです。憲法24条が、結婚
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を「個人の尊厳と両性の本質的平等」の上に成

り立つことを保障していることからしても、夫

婦別姓を選択したいとの要求は至極正当なもの

です。

別姓で家族のきずなが弱まるということが反

対の理由の一つとして言われ、この意見書案で

も述べられていますが、世論調査では、「別姓

は家族の一体感に影響がない」とする人が半数

を超えています。政府もこの世論調査を国民の

理解を示す極めて重要な変化として受けとめ、

制度導入への決意を表明していたはずです。法

制審議会が選択的夫婦別姓を含む民法改正の答

申を言い出したのは1996年です。にもかかわら

ず、いまだに国会に法案を出していない政府、

法務省の責任は重大です。諸外国では夫婦の姓

について選択制をとる国がふえています。夫婦

同姓を強制する国は、主要な先進国では日本だ

けです。日本は世界の流れから大きく立ちおく

れているのが現状であり、速やかな対応が求め

られるものです。

以上のような立場から、夫婦別姓制度に反対

する同意見書案に反対するものです。

次に、第13号「改正国籍法の厳格な制度運用

を求める意見書」案についてです。

国籍法の改正は、「法の下の平等」を実現す

るため、子供の福祉や利益が最優先するという

考えで運用されるべきです。制度を悪用し虚偽

の認知で国籍を得ようという行為や、ブローカ

ーまがいの組織的な偽装認知は犯罪であり、そ

の防止は大切です。しかし、憲法違反の規定を

正すことと偽装認知を防止することとは別の問

題です。最高裁判所も、父母の婚姻を要件とし

ていた今までの規定が偽装認知防止と合理的関

連性を有するものとは言いがたいとしていま

す。法務省は、法務局の窓口に国籍取得の届け

に来た母親や関係者によく事情を聞き、関連書

類と矛盾はないかなど十分に審査するとしてい

ます。偽装認知防止は当然ですが、外国人を母

親とする子供を認知する場合にだけＤＮＡ鑑定

をというのであれば、新たな差別を生むことに

なります。参議院法務委員会の参考人質疑で日

弁連の遠山信一郎氏は、「ＤＮＡは究極の個人

情報であり、ＤＮＡ鑑定の義務付けはまごうこ

となく人権侵害だ。よほどの理由がない限り個

人情報の人権は守らなくてはいけない」と述べ

ています。不正な国籍取得問題については現行

法で十分対応できるものです。

以上のような立場から、人権侵害であるＤＮ

Ａ鑑定の実施を推奨することなどを求める意見

書案には同意できないものです。

次に、第14号「教員免許更新制の存続を求め

る意見書」案についてです。

この免許更新制は、教員に、技術や知識を保

障するとして、一定期間ごとに30時間の講習を

義務づけ、試験によって振り分けるものです。

教職員数の削減を義務づけている行革推進法の

もとで、複雑な社会環境の影響を受けている子

供たちと日々向き合い、多忙を極める先生方の

中には、精神疾患などによる病気休職者もふえ

ています。これまでも、５年研修、10年研修、

自主研修、校内研修などで研修は既に行われて

きています。教員の力量や人間性を高めるため

には、職場での連帯を通じて豊かな経験が交流

され、教育実践に生かすことです。そのために

も子供たちとしっかり向き合える時間が確保さ

れることが必要です。教職員の勤務実態が深刻

なもとで、待遇改善こそ求められています。こ

うした先生方にさらなる負担を負わせることに

なる免許更新制は廃止すべきと思います。

以上、同意見書案への反対を表明し、討論の
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すべてを終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕 「選択的夫婦別姓制

度の導入に反対する意見書」に反対し、「女性

差別となる法律の修正・廃止を求める意見書」

に賛成の立場で討論を行います。

日本では、婚姻届を提出する際、どちらか一

方の姓に統一しなければなりません。民法750条

の夫婦同姓の原則です。男女どちらの姓を選ぶ

かは自由ですが、厚生労働省の平成18年度「婚

姻に関する統計」によると、現実には、婚姻

後96.3％もの妻が夫の氏に変わっています。世

界各国で、法律上の夫婦がともに婚姻前の氏姓

等の名称を維持できる選択肢があり得るかどう

かについて、立命館大学教授の二宮周平氏によ

れば、氏と名の組み合わせ、氏名で個人を特定

する制度ないし習慣を持つ国々では、夫婦別氏

あるいは旧姓の併用を認めている国がほとんど

であると指摘されています。また、かつて、法

律上に夫婦同姓統一が明記されている国とし

て、日本以外にトルコやタイが上げられていま

したが、ともに法改正があり、今や法律上に同

姓統一の規定があるのは、確認できた範囲では

世界の中で日本だけであります。

歴史的な流れを確認すると、夫婦同氏同姓は

古くからの日本の伝統ではありません。日本で

も終戦までは、姓はもちろん、名字も夫婦別名

字が一般的でありました。1876年（明治９年）

太政官指令では、妻の氏は所生の氏、つまり実

家の氏を名乗ることとされています。夫婦別氏

制度が国民すべてに適用することとなっていま

した。1898年（明治31年）旧民法が成立し、現

在の夫婦同氏制度が導入されています。

法務大臣の諮問機関である法制審議会

が、1996年（平成８年）２月に選択的夫婦別姓

制度の導入を答申して以来、幾度か議論された

ものの、その都度自民党の強硬派の反対で実現

していません。政権交代になり、政府が、選択

的夫婦別姓制度導入のため、民法改正案の今国

会提出に向けた動きを本格化させています。３

月中旬の閣議決定を目指す動きとなっており、

改正実現の機運が高まっています。

まず、「民法及び国籍法の一部を改正する法

律案」（仮称）の概要についてであります。政

府案の概要は、最近の家族をめぐる状況の変化

にかんがみ、選択的夫婦別氏制度の導入、嫡出

子である子と嫡出子でない子の相続分の同等

化、女性の婚姻適齢の引き上げなどの措置を講

ずる内容となっております。

２月26日に、日本弁護士連合会は「家族法の

差別的規定改正の早期実現を求める会長声明」

を公表しています。声明は、夫婦同姓を強制し

ている先進国がないこと、世論調査で賛成が上

回っていること、婚外子相続分差別規定が憲法

違反であること、国連の各種委員会から関係法

改正を勧告され続けていることなどを理由に法

改正を求めています。

賛成派と反対派が、同じ３月３日、東京永田

町の国会議事堂周辺で集会を開いています。翌

日の産経新聞を引用させていただくと―賛成

派は「姓を同じにするか別にするかは自由にす

べきだ」と訴え、反対派は「夫婦別姓は『夫婦

解体』『家族解体』の入り口」と法案提出に強

く反発をしています。賛成派の集会は東京の憲

政会館記念館で開かれ、その中で棚村政行・早

稲田大学法学部教授は、「現在、世界の国々の

中で日本だけが夫婦同姓を強制しているが、改

正案は、同姓でも別姓でもどうぞという提案で

ある。婚外子差別は下級審で憲法14条違反の判

決も出ている。出生による差別はいけない。そ
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れぞれの生き方を尊重することは多くの人の幸

福につながる」と、改正案について解説してお

られます。また、1996年の法制審議会答申時に

内閣法制局長官だった大森政輔氏は、「氏を同

じくすることが婚姻の必須の事柄とは思わな

い。与党の中でも意見が分かれているので、党

議拘束を外した採決で早期実現を」などとあい

さつをし、次期日弁連会長に内定した宇都宮健

児氏は、「日弁連の人権活動の中でも一番大き

な問題として取り組む。憲法の理念に沿った改

正だと思う」と述べておられます。さらに、元

日本弁護士連合会副会長の久保利英明氏は、

「自己決定権がないこの国は民主国家ではな

い。別姓がだめだったら、仮に亀井静香という

人が荒川静香という人と結婚したら名前はどう

するんですか」や、評論家の樋口恵子氏が、

「企業の吸収合併を見ても、太陽神戸三井だの

三菱東京ＵＦＪだの、みんな名前を残そうとす

る。いかに女性は男性の家に吸収合併されてき

たことか」などユーモアを交えて話されたとい

うことであります。千葉景子法務大臣、野中広

務元議員、古賀連合会長など各界からの応援

メッセージも読み上げられたようであります。

反対派は、参議院議員会館で「日本女性の会」

という団体が集会を開いています。高市早苗衆

議院議員ら自民党議員、旧皇族で慶応大講師の

竹田恒泰氏らが出席し、「選択的別姓では家族

の絆が壊れ、世の中がバラバラになる」「日本

人にとって家族とは何かを問う問題だ」と反発

し、民主党がマニフェストに掲げなかったこと

も批判したと報じられていました。また、不倫

などで生まれた非嫡出子の相続問題でも、賛成

派は「子供に罪はない」と嫡出子と同じ財産分

与を認める法改正に賛同したが、反対派は「現

行法の方が、コツコツと家族で家の財産を築く

ことにプラス」になるとして、法改正に反発し

ております。

さらに、自民党提出の「選択的夫婦別姓制度

の導入に反対する意見書」の内容についてであ

ります。

案文では、これまで述べた反対派の意見と同

じように、「この制度が導入されれば親子で異

なる姓を名乗ることになり、夫婦や家族の一体

感が損なわれる恐れがある。また、事実婚や離

婚を増加させ、婚姻制度の崩壊をもたらすこと

が大いに懸念される。さらに、親子を巡る痛ま

しい事件の増加や犯罪の低年齢化など家庭崩壊

の危機が叫ばれる中で、家族をばらばらにして

しまうこの制度の導入は我が国の将来に大きな

禍根を残すことになると危惧するものである」

となっていますが、これは県民の不安をあおっ

ている内容としか理解できません。つまり、

「この制度が導入されれば親子で異なる姓を名

乗ることになり」とありますが、あくまでも選

択的な夫婦別氏制度を求めるものであります。

このくだりは、「この制度が導入されれば親子

で異なる姓を名乗る場合も出てくることにな

る」という表現が正しいのではないでしょう

か。

我が党の意見書にもありますように、日本

は1985年に女性差別撤廃条約を批准していま

す。国連の各種人権委員会は、選択的夫婦別姓

などの民法改正をいまだに行っていない日本政

府に対し勧告を繰り返しています。女性差別撤

廃条約を批准している国として速やかに法の整

備を行うことは、国際社会に生きる日本の責務

だと考えます。自民党案の「加えて」の次から

の「この制度導入にあたっては幅広く議論がな

されておらず、とても国民的な合意形成ができ

ているとは言えない状況にある」と危惧されて
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います。私も、幅広い議論が行われ、国民的合

意形成ができることが肝要であると思います。

しかし、現法の民法が夫婦同一姓を強制してい

ることは、明らかに日本国憲法が掲げる基本的

人権や「法の下の平等」に反しています。女性

差別となる法律の修正・廃止を早急に行い、選

択的夫婦別姓制度の導入を求める社民党提出の

意見書に賛成の意を表して、討論を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕 議員発議案第11号に

賛成の立場から、第16号に反対の立場から、自

由民主党を代表して討論いたします。

今月５日から８日にかけて時事通信社が実施

した世論調査によれば、選択的夫婦別姓制度へ

の賛成が35.5％であるのに対して、反対は55.8

％と、反対が賛成を約20ポイント上回りまし

た。また、平成18年に内閣府が実施した「家族

の法制に関する世論調査」で、夫婦同姓を支持

する割合と夫婦別姓を支持する割合はほぼ同じ

となっておりますが、夫婦別姓を支持しながら

も、実際に別姓を希望する割合は20％程度しか

なく、別姓を希望しない割合は約49％と多く

なっております。ちなみに、その５年前、平

成13年に行われた同じ世論調査と比較してみま

すと、夫婦同姓の支持割合が増加する一方で、

夫婦別姓の支持割合は減少しております。夫婦

別姓制度導入に対する世論の慎重な姿勢が見て

とれるわけであります。

夫婦で姓が異なれば、正式に結婚をした夫婦

なのか、ただ同棲をしている事実婚なのか見分

けがつかず、また、増加傾向にある離婚率にさ

らに拍車をかけることになるのではないかと懸

念をしております。また、親子関係に深刻な影

響を及ぼし、子供にも非常に心理的な悪影響を

与え、家庭や学校で無用な犠牲を強いることに

なりかねないと危惧しております。さらに、生

まれてくる子供の姓をどちらかにするかをめ

ぐっては、お互いの親、きょうだいの間で争い

が生じるようなケースが起こらないとも限りま

せん。

議員発議案第16号では、夫婦同姓が差別的規

定で、憲法に定める基本的人権や「法の下の平

等」に反しているとありますが、現在も夫婦は

どちらの姓を選択するかは自由でありますし、

実際、私自身も妻の姓を名乗っております。ま

た、判例でも夫婦同姓は合憲とされておりま

す。夫婦別姓制度がなければ実質的に何らかの

社会的な不利益をこうむるようなことはほとん

どないと思っておりますし、結婚後も旧姓を使

用しなければ社会生活において不便、不利益に

直面する方のためには、通称使用など法的整備

を図ればよいのだと考えております。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願い申し上げ、議員発議案

第11号に対する賛成討論と、議員発議案第16号

に対する反対討論を終わります。（拍手）〔降

壇〕

○中村幸一議長 ここで暫時休憩いたします。

次は、15時15分に再開いたします。

午後３時４分休憩

午後３時15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、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、武井俊輔でございます。

議員発議案第12号、蓬原正三議員ほか２名よ
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り提出の「政治資金に関わる疑惑究明と政治的

・道義的責任の明確化を求める意見書」につい

て、反対の立場から討論をいたします。

この意見書でいう政権党幹事長、内閣総理大

臣、すなわちこの意見書は、民主党の鳩山由起

夫総理大臣、小沢一郎幹事長に関する疑惑につ

いて、政治的・道義的責任を明確化するよう強

く要望するという趣旨のものであります。確か

に、「政治とカネ」の問題について、鳩山首相

や小沢幹事長の説明責任は果たされているとは

言えず、民主党の自浄能力にも国民から大いに

疑問の声が上がっているのは、さきの長崎県知

事選挙及び昨今の鳩山内閣の支持率の推移を見

てもそのとおりであります。

しかし、この「政治とカネ」の問題は今初め

て起こったものではありません。言うまでもな

く、自民党政権時代もこの「政治とカネ」の問

題は数限りなくありました。昨今の西松建設の

問題でも自民党元幹部の問題が大きく取り上げ

られております。では、その都度その都度、い

わゆる「政治とカネ」の問題について、自民党

は意見書を提出してきたのでしょうか。決して

そうではありません。すなわち、その対応には

一貫性がなく、地方議会から、民主党を中心と

する連立政権への揺さぶりの一環だと言わざる

を得ません。私たち宮崎県議会は地方議会の一

員であります。本県議会は、中央の権力闘争の

代理戦争をする場ではないと考えております。

その意味では、この意見書を地方議会である本

県議会から提出することが適切であるとは到底

思えません。そもそも意見書とは、本県議会と

して宮崎県民の意思を政府に伝えるというもの

であります。繰り返しますが、地方議会である

本県議会に、この国会の政争を持ち込むことは

決してあるべきことではありません。

この意見書というのは地方自治法99条におい

て行われるものであります。地方自治法99条

は、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地

方公共団体の公益に関する事件につき意見書を

国会又は関係行政庁に提出することができる」

と規定しております。すなわち、今回の鳩山首

相、小沢幹事長に関する意見書は、この宮崎県

の公益に係るものとは到底言えません。ひとえ

にこれは国会の場で究明されることであり、そ

してまたその判断は、この夏の参議院選挙を含

めた国政選挙において国民が判断をするべきも

のであります。すなわち、その意味におきまし

ても、この意見書について、宮崎県民の総意で

提出するという意見書の趣旨に合致するもので

はないということは明白であるということを最

後に申し上げ、議員関係諸兄の賛成を求め、討

論といたします。

以上で終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第12号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論いたします。

民主党・小沢幹事長の資金管理団体の土地購

入をめぐる収支報告書虚偽記入事件に絡み、１

月23日、小沢幹事長は任意で検察の事情聴取を

受けましたが、現職の与党幹事長に対する捜査

機関の事情聴取は極めて異例なことでありま

す。一部報道によれば戦後政治史上初めてのこ

とでありましたが、いずれにしましても、３人

もの秘書や元秘書が起訴される事態は異常とし

か表現のしようがありません。また、鳩山総理

大臣が母親から常識を逸した資金提供を受けて

いた問題につきましても、その資金の流れと使

途が明らかにされず、脱税とのそしりも免れな

いものであります。総理の「国民目線」の言葉
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が非常にむなしく響き渡ります。各種世論調査

を見ましても、国民の多くが「政治とカネ」の

問題に失望し、鳩山総理や小沢幹事長の事件に

ついて説明責任が果たされていないとしており

ます。

平成５年３月６日、自由民主党の金丸元副総

裁が巨額脱税事件で東京地検に逮捕された際、

宮崎県議会は、３月議会と６月議会において、

我が自由民主党がみずから提案した「政治改革

の即時断行を求める意見書」を全会一致で可決

し提出しております。政治改革関連法案の早期

成立や政治腐敗の根絶、政治改革の即時断行を

求める内容でありましたが、今回も同様に、地

方から政府に対し、政治不信を払拭するよう声

を大きく上げていかなければならないと考えて

おります。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜り、

宮崎県民の総意としてこの意見書に御同意いた

だきますようによろしくお願い申し上げ、賛成

討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第13号「改正国籍法の厳格な制度運用を求める

意見書」に、反対の立場で討論いたします。

反対といいましても、要望項目の１「審査時

におけるＤＮＡ鑑定の実施を推奨すること」と

いう項目に反対するものであります。というの

は、質疑の中でも明らかになりましたように、

改正国籍法の施行に当たり、国会における両院

の附帯決議では、「父子関係の科学的な確認方

法を導入することの要否及び当否について検討

すること」と表現をされています。見落として

はならない大事なことは、「要否及び当否」と

いう表現であります。特に「当否」という言葉

であります。意見書ではこの「当否」という言

葉が欠落をしています。要否とは、必要とする

か否かということ、当否とは、正しいこととそ

うでないこと、そういうことであります。今回

提案された意見書では、「要否」のみが表現さ

れ、国会の附帯決議で表現されていた大事な言

葉「当否」、導入することが正しいかどうかを

あらわす「当否」という言葉が欠落しているの

であります。国会での附帯決議が期待していた

ものは、父子関係の科学的な確認方法にはさま

ざまな手法があろうが、その導入に当たっては

人権面での配慮や経済的負担に対する配慮など

さまざまな点を考慮し、それを導入することが

果たして正しいのかどうかも含めて、必要かど

うかを「要否及び当否」という言葉で表現して

いたのではないでしょうか。今回提案された意

見書に「当否」という言葉が欠落していること

に、まず大きな疑義を感じております。

そのことを基本にしながら、次に、ＤＮＡ鑑

定についてであります。ＤＮＡ鑑定について

は、究極の個人情報であり、究極のプライバシ

ーであります。これを法制度として義務づける

ことは憲法上大いに問題があるわけで、慎重な

国民的な議論、コンセンサスが必要であると思

います。専門的に言いますと、立法事実論とい

うのがあります。立法事実とは、人権制約規定

を正当化する社会的事実を意味しております。

憲法訴訟において人権制約規定の合憲性が問題

となった場合、この立法事実の存否が検証され

るわけであります。具体的には３つありまし

て、人権制約の目的がその法律として正しいか

どうか、人権制約の手段は相当か、そして最後

に、目的と手段との間に牽引性が認められるか

などを検証しながら立法しなければならないと

なっております。
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今回のＤＮＡ鑑定においては５点ほど問題が

挙げられております。その３点を挙げますと、

今現在は偽装認知の立件件数は５年間で４件

と、人権制約を合理化する立法事実がない。２

点目は、諸外国の立法例としても、外国人母の

非嫡出子の国籍取得の場合にＤＮＡ鑑定を義務

化したものはない。３点目に、日本の家族法の

場合、生物学上の親子関係までは求めておら

ず、そういった法関係の中で、外国人母の非嫡

出子の場合にのみＤＮＡ鑑定を義務化した場合

は、法体系としての整合性がとれなくなるとい

うことなどであります。そんなことを配慮して

か、各県の改正国籍法に関する意見書として、

神奈川県議会、静岡県議会、長崎県議会、石川

県議会では、「ＤＮＡ鑑定」という言葉自体も

使われていません。それほどＤＮＡ鑑定という

ものがそれらの県ではデリケートな問題として

認識されているのだと思います。

さて、ＤＮＡ鑑定というものを国民に強制す

ることは、憲法上大いに問題でありますし、先

ほど満行議員、前屋敷議員からもＤＮＡ鑑定の

問題について議論する論述がありましたけれど

も、もう一つつけ加えて言うならば、参議院法

務委員会の答弁で倉吉法務省民事局長も、「Ｄ

ＮＡ鑑定を採用することについて、現在消極の

立場をとっております」と述べておられます。

民法上の親子関係の推定認知においてもＤＮＡ

鑑定は採用されていません。親子関係の争いに

なった場合のみＤＮＡ鑑定を採用する場合もあ

りますが、その場合であっても関係者の同意が

必要とされています。

それでは、国籍法上の取り扱いはどうか。も

ちろん今回の改正国籍法上ではＤＮＡ鑑定は強

制されていません。しかし、今回、虚偽申告に

対する罰則規定が設けられました。ということ

は、今回の改正法では、犯罪の疑いがあれば警

察は鑑定処分許可状という令状をとりＤＮＡ鑑

定することが可能となったのであります。改正

前の国籍法では虚偽申告に対する刑罰がありま

せんでしたので、改正前の国籍法のほうがか

えってＤＮＡ鑑定は難しかったと言えます。と

いうことは、今回の改正国籍法のほうが―犯

罪における、犯罪の疑いがあればという条件つ

きでありますが、ＤＮＡ鑑定が可能、より進ん

だと言えます。これらのことをないまぜにし

て、今回の改正された国籍法における届け出に

当たって、犯罪のときに用いられるＤＮＡ鑑定

を課すごとき議論は、人権上大いに疑義がある

ところであります。また、平成20年６月４日の

最高裁の国籍法の結婚要件に違憲判決をしたこ

との趣旨を大きく外れるものであります。いず

れにしても、国籍取得の届け出時のＤＮＡ鑑定

については、憲法上の人権やその他の問題につ

いての慎重な議論が必要であります。

意見書の表題にありますように、「改正国籍

法の厳格な制度運用を求める意見書」とありま

す。しかし、項目１のところでは、「審査時に

おけるＤＮＡ鑑定の実施を推奨すること」とい

うふうに、「厳格な運用」とでは、推奨するこ

とに自己矛盾があるように思えます。逆に一貫

性のなさを感じるところであります。こういっ

た「推奨」という言葉を使いながらも、結果と

して義務化せよというようなイメージでもって

国民世論に訴えられるということは、極めて不

幸なことであると思います。

以上をもちまして、今回の「改正国籍法の厳

格な制度運用を求める意見書」に対しては、反

対をいたします。以上であります。（拍手）

〔降壇〕

○中村幸一議長 次が、外山衛議員。
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○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第13号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論いたします。

国籍法の改正は、平成20年６月に、婚姻の有

無によって子供の国籍取得の扱いに違いが出る

ことは憲法違反、との最高裁判決が出されたこ

とを受けて行われたものでありますので、法改

正自体をとやかく言うものではありません。し

かしながら、国籍は国家の基本単位となる国民

一人一人の重要な資格であります。その国籍の

偽装認知を防止するためには、特にＤＮＡ鑑定

が不可欠であると思われ、ＤＮＡ鑑定なしでは

偽装認知を効果的に防ぐことは難しいのではな

いかと考えております。

皆さんも御案内のとおり、ＤＮＡ鑑定は、刑

事事件の捜査を初め、災害時の犠牲者の特定や

残留孤児と申請者の親子関係の認定など、その

不変の根拠を割り出し特定するために不可欠な

ものとなっております。したがいまして、国籍

という国民としての証明を要するところにＤＮ

Ａ鑑定があることは、至極当然のことではない

かと思うのであります。ＤＮＡ鑑定は欧州各国

が既に実施をしている実態もあり、国籍取得を

目的とした父子鑑定に限定をして利用される限

りにおいては、決して差別的な取り扱いには当

たらないと考えます。

日本人との間に婚姻の意思がないのに婚姻届

を提出する、いわゆる偽装結婚について、平

成19年には97件、375人の検挙者がありました

が、平成20年には139件、416人にふえるなど、

近年増加傾向にあります。こうした偽装結婚の

増加は偽装認知の増加につながってくることが

懸念されるわけであり、こうした点からも改正

国籍法の厳格な運用が重要であると考えており

ます。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願いを申し上げ、賛成討論を

終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第14号「教員免許更新制の存続を求める意見

書」に対し、社民党宮崎県議団を代表して反対

討論を行います。

この教員免許制度の矛盾点の一つを申し上げ

れば、我が国で他の専門職については免許の更

新制は導入されていません。医師、保健師、助

産師、看護師、薬剤師などであります。有効期

間を設けて更新制を採用しているのは特定の職

種に限られています。そのほとんどは年齢に伴

う身体適性の変化を確認する必要がある資格で

あり、交通関係のものに多く存在します。その

証拠に、運転免許などは高齢になるに従って有

効期間が短くなっています。

2006年６月に出されました自由民主党の「教

育基本法改正Ｑ＆Ａ」によりますと、自民党に

とって、今回の教育基本法改正のポイントは次

の３点にあると述べられています。１つに、戦

後教育で不十分であった教育の理念の確立、２

つに、教育行政における国の役割の明確化と教

育振興、３つに、教職員団体による教育の「不

当な支配」の排除となっております。つまり、

伝統的イデオロギーの注入、国の教育権限の強

化、教職員団体の弱体化の３つが教育基本法改

正の主要なねらいであったと思います。それを

達成するための具体的な手段が、教育三法の改

正であり、教職員団体の弱体化のための教育職

員免許法の改正であったと思われます。さら

に、不適格教員の排除に必要な人事管理の厳格

化や、指導が不適切な教員の人事管理システム
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化を目的としているところであります。

ところが、不適格教員の処分に関しては、既

に規定が存在します。「勤務成績が不良若しく

は適格性を欠く場合には降任若しくは免職す

る」という分限処分の規定であります。「指導

が不適切であり、研修してもなお不適切な場合

には免職し、引き続き他の職に採用することが

できる」という規定があります。他の職種の公

務員には例を見ないような任期制を教員だけに

課するのは、余りにも均衡を失していると言わ

ざるを得ません。

この教員免許制導入が動き出したときから、

導入の是非をめぐりさまざまな議論がなされて

きました。少なくとも文部科学省は消極的では

なかったかと思われるような議論もありま

す。2002年の中央教育審議会においては、「我

が国全体の資格制度や公務員制度の比較におい

て、教員のみ更新時に適格性を判断したり、免

許取得後に新たな知識技能を修得させるための

研修を要件として課すという更新制を導入する

ことは、なお慎重にならざるを得ない」との答

申があり、2005年には、「教師の質の向上のた

めには、養成、採用、研修、評価等の各段階に

おける改革を総合的に進める必要がある。これ

らの改革に当たっては、教師を励ますような方

向で進めるとともに、教職員の処遇の改善が図

られるなど、教職や学校が魅力ある職業、職場

となるようにすることが重要である」と答申が

出されています。

また、毎年10万人前後の現場教職員が受講し

続ける規模の研修や講習は前例がありません。

これだけ大がかりな国家的事業を実施しようと

する場合、十分時間をとって準備するのが普通

です。文部科学省主導でこの事業が進められて

いたら、もっと準備に時間をかけ、無理のない

体制で臨まれたのではないかと思われます。膨

大な事務量を伴う大事業であります。莫大なコ

ストを払ってまで果たしてやらなければならな

いことであったのでしょうか。教員の資質向上

が目的なら、選択肢は更新制のほかにもあるは

ずです。費用対効果という点からいっても更新

制には問題が多く含まれていると思われます。

それにもかかわらず更新制導入に文部科学省が

踏み切らざるを得なかった理由があります。

「美しい国」を標榜して総理になられた安倍元

首相の意向に配慮せざるを得なかったのではな

いでしょうか。安倍氏が首相でなかったら更新

制は導入されなかった可能性は高いと思われま

す。しかし、当人は、更新制を無理やり導入し

て、無責任にも総理をおやめになったことは、

御承知のとおりであります。

悪法も法なりです。今年度から導入された教

員免許更新制の問題点を申し上げていきます。

導入が拙速であったために１年間の試行期間を

設けましたが、現場及び教育委員会、大学等へ

の制度の周知が十分なされないまま始まりまし

た。つまり、学校現場で制度の十分な説明がな

く、対象者への周知が徹底されていませんでし

た。大学側においても講習に対する講座の内容

や受け入れ人数等に無理があり、希望する講座

が定員オーバーで受講できなかった方もいると

聞いております。

制度そのものにも問題があります。管理職や

指導主事は受講免除となっておりますが、管理

職や指導主事こそ、新しい教育事情や研修など

必要な内容を受講されるべきではないでしょう

か。講習を免除される者と免除されない者との

境界が必ずしも明瞭ではなく、教育行政及び学

校管理関係者を無条件で優遇しています。なぜ

管理職や指導主事は受講しなくてもいいのかと
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いう疑問が残るところであります。

さらに、10年期限つきということですから、

受講しないと教員免許は失効します。不安や戸

惑いの中で子供たちの教育に当たっており、現

場は混乱しています。これまでも教職員は経験

者研修などを受けてきております。10年経過研

修は、2002年の中央教育審議会答申で、「更新

制の導入を見送った見返りとしてつくられた制

度である。経験者研修の内容を充実させれ

ば、10年期限つき免許更新をしなくても知識や

技能の向上は得られる」との判断をしているの

です。免許更新とこの関係性はどうなるので

しょうか。

受講費用負担の問題もあります。加えて旅費

についても自己負担です。質疑でも申し上げま

したように、県内の大学で受講できない場合は

県外の大学で受講することになります。物理的

負担も大変で、不公平を助長するものでありま

す。

質の高い教員を確保し、国民の負託にこたえ

る教育水準を維持発展させるためには、無用な

混乱を持ち込んでいる免許更新制度の存続では

なく、現在ある研修を充実することで事をなす

べきであると考えます。今我々がなすべきは、

教師を取り巻く環境をいま一度検証すべきこと

です。保護者からのチェック、地域からの

チェック、そして教育委員会からのチェック

と、果たしてこれで教育に力を注ぐ心のゆとり

ができるのか疑問を抱かざるを得ません。

また、人事評価制度は行き過ぎの面はないの

か。時代は変わり、子供が変わり、親が変わ

り、地域が変わってきました。保護者間、地域

間で学校を支えてきたよき時代とは違います。

新年度予算では中学１年生の少人数学級の取り

組みが盛り込まれています。まだ十分とは言え

ませんが、行き届いた教育を進める取り組みの

一つと評価するものであります。

キレる子供、キレる大人が問題化されていま

す。朝食抜き、個食、そして油物が多い今日の

食生活に影響があるのかもしれないことを、さ

きの質問でも申し上げてきました。高度成長期

から金もうけの食品産業へと変わり、手間暇か

けてつくる日本食は食卓から少なくなってきま

した。食育についても早急に力を入れなければ

なりません。そのほかにも、教育予算をふや

し、私たち政治、行政がやらなければならない

課題はこの教育の中に山積しているのでありま

す。判断を誤って矛盾だらけの教員免許更新制

の存続を求めるのではなくて、廃止を主張され

るよう強く申し上げて、反対討論を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第14号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論いたします。

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、社会の尊厳と信頼

を得ることを目的に、平成21年度より始まった

制度であります。

この制度では、現職の教員は、大学等におい

て教員免許状更新講習を30時間受講しなければ

なりませんが、講習を受けることで、教員の資

質・指導力の向上を図ることができるという意

見があり、また今年度、宮崎大学において免許

状更新の講習を受講した90％以上の受講者が、

「講義の内容が概ね良好である」とアンケート

に答えるなど、講習の受講が一定の成果を上げ

ていると考えます。
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教員免許更新制度は、本格導入からまだ１年

も経過しておらず、これから成果が期待されて

いたわけでありますが、国は「制度の抜本的な

見直しに着手し、必要な調査・検討を開始す

る」としているだけで、明確な改革の方向性が

示されておりません。教員の資質・指導力向上

は、ここにおられる皆さんを含めすべての国民

が望んでいることであると思いますが、今回の

制度見直しは、八ッ場ダム問題と同様に、先に

結論ありきの進め方であり、とても国民目線に

立っているとは言いがたいものであると考えま

す。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願い申し上げ、賛成討論を終

わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第15号「国として直接地方の声を聞く仕組みを

保障することを求める意見書」に対しまして、

反対の立場で討論を申し上げます。

これまでの陳情は、各自治体や団体が大人数

で、各自治体とともに、財政状況が大変厳しい

にもかかわらず、高い航空運賃やホテル代を負

担しながら何度も何度も上京してまいりまし

た。各省庁の大臣や関係局長等に列をなして、

要望書を持って、全国の自治体等と競争のよう

に、１日に10カ所から15カ所も役所内や役所間

を走り回っていました。私も市議会議員時代や

県議会議員になって、市長や議長や関係者とと

もに陳情に同行したことが何度かありました。

要望先の大臣や関係局長等はほとんどが不在

で、直接話をしたことはほとんどなく、職員か

窓口にいる女性に要望書を手渡すのが関の山

で、この要望書に目を通してくれるのか、何の

ために東京まで来たのか、そのたびごとにむな

しさにさいなまれたものです。しかも、私ども

が要望書を手渡した後ろには、全国から大挙し

てきた自治体等の陳情団が通路にまであふれて

いるありさまです。これで地方の声が国政に伝

わっていたのか、実に疑問であります。

仮に伝わっていたとしても、それが宮崎県の

場合は聞き入れられてもらえなかったのか、現

在の高速道路を初めとするインフラ整備のおく

れは目を覆うばかりで、腹立たしささえ感じて

しまいます。圧倒的に自民党の牙城である本県

の要望は当然聞き入れられていたはずなのに、

この悲しいまでのおくれは、これまでの陳情シ

ステムが機能していたのか、地方の声が本当に

届いていたのか理解に苦しむところです。

また、個々の国会議員と官僚がいろいろな機

会に接触することで、結果として利益誘導の政

治や政官業の癒着構造が生まれ、いびつな予算

づけが行われ、大きな地域間格差や業界や団体

等との格差がつくられてきました。逆に考える

と、これまでの本県選出の国会議員が官僚との

関係構築が苦手で、予算の分捕り合戦に完全に

取り残されたからなのかとも思えるほどです。

以上の点からも、これまでの陳情・要望活動

に、大きな疑問というより弊害を感じていまし

た。また、市町村長や団体トップの中にも改革

を訴える関係者もいました。

そのような中、昨年の８月30日の衆議院総選

挙で民主党が308議席をいただき、９月16日に、

社民党、国民新党と連立のもと政権交代が実現

し、昨日６カ月が経過いたしました。民主党

は、政権党になったことに伴い、党に対する要

望、陳情について一定のルールを設けました。

それは、１つ目は、政官癒着の排除と利益誘導

型政治からの脱却を図ること、２つ目は、分権
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型陳情で霞が関もうでを一掃すること、３つ目

は、国の行政刷新と地方行革に寄与すること、

４つ目は、透明性・公平性を確保すること、以

上、陳情処理の４つを目的とした分権型陳情へ

の改革を行うことといたしました。

私は、昨年の11月議会で、民主党が進める新

しい陳情について東国原知事に所見を伺ってお

ります。知事は以下のとおり答弁しています。

「私は、かねてから、地方から大挙して上京

し、要望書を抱えて霞が関を回ることに、大い

に疑問を持っておりました。このため、明確な

ルールに基づいて、効率的に要望を集約すると

いう民主党の新たなシステムを評価しておりま

して、その成果に期待しているところでありま

す。今回県では、平成22年度の政府予算に対し

まして、重点事項23項目を要望しております

が、いずれも本県の活性化や県民生活の安定・

向上に必要な事項でありますので、本県の提案

・要望を十分検討していただき、公平公正な判

断のもとで実現していただくことを願っており

ます。また、要望に対する判断結果と判断基準

をオープンにしていただくことも、あわせてお

願いしたいと考えております。私は、政府が目

指す地域主権や国民目線の政策を実現するため

には、地方の実情や課題等について、国と地方

が率直な話し合いを行う機会を数多く確保する

ことが必要と考えておりまして、今回の新たな

陳情方法を初め、地域主権戦略会議や国と地方

の協議の場の法制化などのさまざまなシステム

が十分機能していくことが大切であると考えて

おります」と、知事はこのように評価していま

す。

また、これまでと要望の受け入れが変わった

ことにより戸惑いは当然ありますが、次のよう

な所見を述べる県内自治体トップもいます。

「これまではいろんなルートを使ってきたが、

非常にシンプルになり労力も減った。陳情の方

法はこれまで人脈中心であった。地方の意見を

どれぐらい反映させるかは地域力が影響するだ

ろう。民主党とのつながりを大事にしたい。民

主党県連から重点要望をまとめて党本部に上げ

ていただいたが、スピード感があったと評価し

ています」。

また、国民の請願権の侵害に関しましては、

当県連に来るものは拒まず、事務所などはいつ

でもオープンです。また、いただいた要望を拒

否した例は１件もありません。また、本県の声

を代弁するのは国会議員であり、各級議員でも

あり、また各行政でもあります。今後とも当県

連はこれまで同様の対応を継続してまいります

し、当方より足を運び多様な御意見や御要望も

お聞きしてまいりたいと考えております。逆

に、相手によっては聞く耳を持たなかった以前

よりよほど民主的になったと自負しておりま

す。

なお、「今回の新ルールでは地方の声が届か

ない」との意見もありますが、果たしてそうで

しょうか。陳情のシステムが変わっても、希望

があった場合、当県連は可能な限り、知事や市

長等を、御要望のあった国土交通大臣や副大

臣、政務官、副幹事長等々と直接面会の時間を

つくり、本県の実情や地域の問題をこれまで以

上に密に話が進められていると思っています。

また、地方の声を届けるシステムは、今回の新

ルールに至った大きな目的でもある、現在進め

られている地域主権の推進となる国と地方の協

議の場、地域主権戦略会議で今後十分議論され

ることとなります。これまでよりはるかに地方

の声が届くことになり、ひもつき補助金から一

括交付金へ移行することになり、地方の存在が
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重視され、地域ごとの独自性が出されると期待

しています。

以上の点から、直接地方の声を聞く仕組みの

保障は、逆に以前より十分確保されていると思

いますし、さらに充実させようとしており、議

員発議案第15号は不要なものと判断し、意見書

提出に反対するものです。以上で反対討論を終

わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第15号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論をいたします。

民主党が、地方からの要望・陳情の窓口を党

の地方組織を経由する形にして事実上一本化し

ていることは、御案内のとおりであります。国

に対する要望や陳情をめぐっては、昨年11月、

岡山県知事が、来年度予算編成に絡み中央省庁

を訪問する意向を表明した際、民主党県連が一

元化を理由に中止を要請し、両者が激しく対立

したニュースが全国的に大きく取り上げられた

ところであります。全国から寄せられる要望や

陳情を民主党の幹事長室が一元的に管理するル

ールにつきましては、全国の知事や市町村長の

間から、「行政の長として政府に陳情するの

に、なぜ政党に一々お伺いを立てるのか」と

いった不満が出ているのは周知の事実でありま

す。

また、今国会で審議中の平成22年度予算に盛

り込まれた道路整備事業について、民主党に対

する要望の有無でその配分に濃淡があったよう

でもありますが、地方からの要望に対して、政

府予算案がどういう過程を経て、どのような基

準で決定されたものか明らかにされておりませ

ん。行政が直接地方の声に耳を傾けるのは、民

主主義社会にあっては至極当然のことであり、

行政に対する要望の窓口を閉ざすことがあって

はならないと考えます。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願い申し上げまして、賛成討

論を終わります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第10号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第10号についてお諮りいた

します。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第11号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第11号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第12号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第12号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。
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◎ 議員発議案第13号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第13号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第14号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第14号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第15号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第15号につ

いてお諮りいたします。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第16号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第16号につ

いてお諮りいたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立少数。よって、本案は否

決されました。

◎ 議員発議案第17号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第17号につ

いてお諮りいたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第18号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第18号につ

いてお諮りいたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 賛成少数。よって、本案は否

決されました。

◎ 閉 会

○中村幸一議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

今議会を最後に退職される５名の部長の皆さ

ん、お疲れさまでございました。皆様の今後に

幸多かれとお祈りをしながら、これをもちまし

て、平成22年２月定例県議会を閉会いたしま

す。

午後４時０分閉会
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