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◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、民

主党宮崎県議団、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。民主党県議団を代表して質問をい

たします。

現在、私たちが置かれている現状を、共通認

識に立てるかどうかは別として、述べたいと思

います。日本経済がなかなか平成バブル不況か

ら立ち直ることができないでいる中、小泉・竹

中政権は、「市場原理を社会のあらゆる領域に

徹底させ、競争社会をつくることが閉塞感を打

ち破る唯一の道だ」として、効率と競争最優先

の社会を追求しました。そして、毎年の年次改

革要望書に基づくアメリカの要求を、さも日本

の経済再生プログラムのように演出して実施し

ていきました。そうしたプログラムの実施に

よって、日本独自の商慣習や雇用制度は大きく

変わりました。政府は、労働市場等の規制緩和

を次々と強行し、非正規雇用を急増させるとと

もに、商法改正によって株主中心的経営へと誘

導しました。また、構造改革の名のもと、公共

投資抑制、官から民への経済・社会政策、小さ

な政府を進めるとともに、財政健全化から、景

気対策として公共事業を削減し、その結果とし

て地域間経済格差も拡大することになりまし

た。

これらの結果、高所得者層が増加する一方

で、中間所得者層は減少し、低所得者層は増加

し続けました。年収200万円以下の低所得者

は、2008年には国税庁調べで1,032万人にもなり

ました。また、生活保護世帯も10年前と比較し

て７割もふえ110万世帯を超え、健康保険無保険

者も30万世帯にも及んでいます。将来に希望を

見出せない社会の中、３万人を超える自殺者数

や凶悪犯罪の多発、頻発する食の安全問題な

ど、現状に対する不信や将来不安が高まってい

ます。若い世代は子供を生み育てるゆとりを失

い、少子化社会を加速化させ、高齢者は、年

金、介護、先行きの不安を解消できずにいま

す。

このような国の状況の中、国民に身近な地方

自治体は、少ない財源を知恵と工夫で住民の生

活を守り抜いていかなければなりません。今回

は、この現状認識に立って質問をいたします。

大方は知事に答弁をお願いいたします。

今議会冒頭に、知事より県政運営の基本姿勢

が示されました。すぐれてメッセージ性のある

基本姿勢だと評価しています。ぜひ思いが県民

の皆様に届いてほしいと願っています。東国原

知事当選後最初の議会は、平成19年２月議会で

した。代表質問のトップは、当時、自民党県議

団会長の永友一美議員で、知事は答弁に立たれ

て、「「イチミ」と言われるだけあって、非常

にスパイスがきいた質問……。」１番目の質

問、覚えていますか」と、笑いとともに県議会

への変化を求められました。永友議員の質問は

大変格調のあるものでしたし、知事も、初当選

後だったからか情熱的に答えておられたのを、

忘れられずに覚えております。

その折、答弁の中で、県民ブレーンについ

て、県民一人一人が行政をチェックして意見を

述べていただくということで、県民の皆様がシ

ンクタンクと、県民総力戦を強調されていま
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す。実際、平成19年は、県民フォーラム４回、

県民ブレーン座談会を13回開催されています。

就任２年を経過された今でも、以前のように県

民総力戦は呼びかけておられるのですが、言葉

としての定着はあると思いますが、具体性が…

…との印象を持ちます。ゼロ予算とともに知事

の特徴ある取り組みと思いますので、県民ブ

レーン座談会と県民フォーラムの位置づけと、

今後の県民総力戦の展開についてお尋ねをいた

します。

次に、財政状況について。「当初予算案を家

計に例えると」という記事が出ていました。家

主はヒデオさんです。読んでおられるかもしれ

ませんが、ちょっと御紹介しておきたいと思い

ます。

「総額5,625億円となった県の2009年度当初予

算案。県の財政を、562万円で１年間をやりくり

する「ヒデオさん」の暮らしに例えてみると

―」という記事になっています。

「世界的な景気悪化のあおりを受けて、ヒデ

オさんの給料（県税）は、前年度より９万円

カットされて87万円に。それなのに、生活は何

かと物入りだ。

ジョギングで健康管理しているが、病院代や

生命保険料（民生、衛生費）は２万円増えた。

家のリフォーム代（土木費）は切り詰めてきた

が、地元の大工さんにも気遣って本年度とほぼ

同じ73万円に。冷え込んだ地元商店街を元気づ

けようと、買い物（商工費）は３万円増やし

た。

生活が苦しい中、親（国）は仕送り（地方交

付税、臨時財政対策債）を７万円も増やしてく

れた。その上、お小遣い（定額給付金）までも

らえそうだ。世間体（衆院選）を気にしている

のだろうか。

一時減っていたローン残高（県債）はまた増

えて923万円に。元利払い（公債費）だけでも93

万円と重くのしかかる。預金（基金）は16万円

まで減り、裏庭の埋蔵金（土地開発基金など）

を掘り返し急場をしのいだ。

「ローンをデフォルト（債務不履行）できな

いか」。ヒデオさんの悩みは尽きない。」

以上ですが、本当にわかりやすく説明されて

いると思います。我が県の財政状況は、税収

減、これまでと同じように地方交付税等の減

少、反面、社会保障関係費の増など、多額の収

支不足が見込まれますが、また、それに拍車を

かけるように公債費の増加が予想できます。経

費削減、事務事業の見直し等小まめに取り組ま

れていることは理解していますが、さらに努

力、行財政改革の進捗状況と評価、今後の取り

組みについて、また、マニフェストにおける単

年度350億円の歳出見直しは可能なのか、お尋ね

をいたします。

橋下徹大阪府知事の２年目の予算案は、国が

地方に求める事業負担金に切り込んだと、大き

く報道されました。続けて、新潟県知事、佐賀

県知事、熊本県知事と、直轄事業負担金につい

て異論を唱えています。従来、全国知事会は制

度廃止を求めてきていますが、国の動きは大変

鈍く、地方分権改革推進委員会は第２次勧告で

も触れずじまいでした。直轄事業負担金は、景

気後退で財政が悪化する地方にとって、より重

いものになっています。知事の見解をお尋ねい

たします。

次に、県立宮崎病院精神医療センターについ

てお尋ねをいたします。

このセンターは、民間では対応のできない、

急性期、難治性疾患、児童思春期、身体合併

症、高次救急医療の５つの機能を担う県の精神

平成21年２月27日(金)
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科中核病院として位置づけられています。この

センターが、それにふさわしい体制となるの

か、以前から繰り返し質問させていただいてい

る児童思春期治療体制はどうなるのか、お尋ね

をいたします。

センターの位置づけは、宮崎病院の精神科と

なるのか。会計はどのようになり、収支につい

てはどう対応するのか。また、ストレスケアを

含めた精神医療について、中核病院としてどの

ように対応するのかお尋ねをいたします。

次に、教育問題について教育長にお尋ねをい

たします。

宮崎県の教育の推進・充実を図るため、評価

制度の実施、副校長・主幹教諭・指導教諭の

「新しい職」の設置が進められています。評価

制度導入のねらいとしては、職員一人一人の能

力開発と人材育成、組織マネジメントの向上、

評価結果のフィードバックと活用による職員の

やる気の向上として、学校教育サービスの向上

と信頼される学校をつくるとしています。新し

い職の設置のねらいは、多忙化の解消、子供と

向き合う時間の確保、学校運営組織体の充実、

教員の指導力向上を図る指導体制の充実、めり

張りのある処遇等による学校組織の活性化と

なっています。

私は、この導入に対しましては多くの懸念を

持たざるを得ません。教育の持つ社会的な機

能、特性、歴史的な成果や将来に対する理念が

読み取れず、冒頭に申し上げましたように、教

育の現場においても、強力な指導力と競争だけ

が活性化のエネルギーになるという思い込みが

あるように思われるのです。教育の成果・結果

は、内面的であったり、時間的経過を必要とす

る場合もあり、障がいのある子供への教育の成

果・評価は単純ではありません。子供と向き合

う時間の確保どころか、立案・計画・評価の報

告のため、勤務時間内外を問わずパソコンと向

き合っているのが現実で、まさかのまさかです

が、子供よりパソコンが大事にされるというこ

とにならないのか。学校の主役が生徒から職員

へかわるのではないのかという率直な疑問を持

ちます。新しい職をつくり処遇を変えれば、ど

のように学校が活性化されるのか、そこに子供

たちの姿はあるのか、導入が宮崎県の教育の推

進・充実となるのか、とても危惧するのです。

教育長の見解をお聞かせください。

次に、特別支援教育の推進状況についてお尋

ねをいたします。佐賀県では昨年、発達障がい

児の小中学生を個別指導する「フリースクール

ＳＡＧＡ」を開設しました。発達障がい児の支

援施設を自治体が設置するのは全国初とのこと

です。生徒・児童が集中できるよう授業時間

を15分から20分単位に短くし、１対１の指導を

行うことで学習効果を上げ、もともと在籍して

いる学校への復帰を目指します。在籍校との連

携もとれており、校長が認めれば出席扱いにも

なるとしています。本県における学校を中心と

した発達障がい児へのサポートをお尋ねいたし

ます。

次に、取り調べの可視化について、県警本部

長にお尋ねをいたします。

江東区マンション女性殺害事件における裁判

は、殺人の身勝手さ、残虐性とともに、劇場型

裁判としてマスコミに大きく取り上げられたこ

とは御存じのとおりです。報道によると、裁判

の中で、ホワイトボードを使っての説明、65イ

ンチの大型モニターには、被害者の生前の写

真、ごみ埋立地の写真、遺体の一部等々30枚も

の写真が映し出されたとのことです。また、マ

ネキンを使用しての状況説明なども行われたと
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あります。裁判員制度の実施は具体的な段階と

なりましたが、できるならば選ばれたくないと

思う国民が多いとの意見が聞かれます。人が人

を裁く、ましてや素人がとなると、感情として

不安になるのは当然です。我が民主党会派は、

裁判員制度の導入を前に、国に対し取り調べの

可視化についての意見書提出を何度か試みまし

たが、他会派からの理解が得られずに現在に

至っています。取り調べの可視化は、志布志事

件に見るまでもなく必要不可欠です。県警本部

長の見解をお尋ねいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、残りの質問

は質問者席において行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。

お答えいたします。

県民ブレーン座談会等についてであります。

まず、県民ブレーン座談会は、県政の重要課題

について、その専門家や実践者と意見交換を行

うため実施しております。今年度は既に７回を

終え、３月にもう一回開催することとしており

ます。また、県民フォーラムは、私が県内各地

にお伺いし、地域の方々と県政やその地域の課

題について意見交換を行うため実施しておりま

して、今年度はこれまでに６回開催し、３月に

は高鍋町でも開くこととしております。この座

談会やフォーラムは、県政に対する私の考えや

取り組みなどについて御理解をいただくととも

に、県民の皆様からもさまざまな御提言、御意

見をいただいており、地域の実情や県民の皆様

の日ごろの暮らしぶりを肌で感じる貴重な場と

なっているところであります。私は、これ以外

にも、県内視察を初め、各種大会やイベント、

交流会等、公私にわたりあらゆる機会を通じて

県民の皆様との意見交換を行っているところで

ありまして、これらがまさしく「県民総力戦に

よる県づくり」の原動力になっているものと思

いますので、今後とも、多くの県民の皆様との

意見交換に努めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、県民総力戦の展開についてであ

りますが、私は、県民総力戦については、県民

ブレーン座談会などさまざまな機会をとらえ

て、県民の皆様の御意見を聞かせていただきな

がら、その必要性を訴え、浸透を図っていくと

いう、いわば「種まき」を行っているところで

あります。その結果、座談会に参加されたメン

バーがその趣旨に賛同し、県内各地において、

まちづくりなどをテーマとしたフォーラムを自

分たちの手で開催されるなどの動きが出てきて

おり、このほかにも、県民の皆様から、宮崎発

展に向けたアイデアや、みずから行動したいと

いう声をたくさんいただくようになってまいり

ました。私といたしましては、このようなさま

ざまな「芽吹き」が各地でわき起こり、例え

ば、観光客へのおもてなし、新たな特産品の開

発、子育て支援など、地域の活性化につながる

自発的な行動の輪が県内全域で「花開く」よ

う、さまざまな機会をとらえて、引き続き、県

民総力戦の「種まき」を行ってまいりたいと考

えております。

続きまして、行財政改革についてでありま

す。行財政改革につきましては、行財政改革大

綱2007に基づき、持続的・自立的な行財政シス

テムを構築していくため、私は、スピード感を

持って改革を推進しているところであります。

その結果、部の削減を初めとする組織のスリム

化や、この２年間で547人の職員数の純減を行う

とともに、財政面では、義務的経費の削減や事
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務事業の徹底した見直し、また、財源確保対策

等により収支不足額の圧縮を図るなど、これま

でおおむね順調に推移していると考えておりま

す。しかしながら、地方交付税等の減少、社会

保障関係費や公債費の増等により、今後も多額

の収支不足が見込まれることから、引き続き、

財政改革プログラムの着実な推進を初め、行財

政全般にわたる徹底した改革に取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、歳出見直しについてであります。財政

改革プログラムでは、私のマニフェストを踏ま

え、職員数の削減等による人件費の見直しや投

資的経費の縮減・重点化、事務事業の見直し等

により、平成21年度には、平成18年度と比較

し、スクラップ・アンド・ビルドを含む350億円

の歳出見直しを達成するという目標を立ててお

ります。そのための取り組みの内容には、予算

執行段階での経費節約等も含まれるため、目標

に対する達成状況については、決算において検

証せざるを得ませんが、この目標を見据えなが

ら、公共事業のシーリング設定や事務事業の見

直し等に取り組んだところでありまして、平

成21年度当初予算の編成過程において対応すべ

き財政改革プログラムの内容としましては、ほ

ぼ見込みどおり推進できているものと考えてお

ります。引き続き目標達成に向けて、予算執行

における経費節減に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、直轄事業負担金についてであります。

インフラ整備のおくれた本県としましては、そ

の促進と維持管理水準の保持のため、直轄負担

金制度による事業実施であってもやむを得ない

ものと考え、これまで高速自動車国道の新直轄

分を初め、直轄事業の所要額について応分の負

担をしてきているところであります。この直轄

事業負担金は、地方財政法の規定により支出が

義務づけられているところでありますが、本来

は事業主体である国が負担すべきものであり、

責任の明確化のためにも廃止されるべきものと

考えております。このため、さまざまな機会を

とらえ、国と地方の役割分担を踏まえた権限と

財源のあり方について、意見を申し上げてまい

りたいと考えております。

続きまして、県立宮崎病院精神医療センター

についての一連のお尋ねであります。

まず、センターの体制についてであります。

県立宮崎病院精神医療センターにつきまして

は、急性期や身体合併症、児童思春期の治療な

ど、民間医療機関では対応困難な機能を担うこ

とができる体制となるよう、検討を行ってきた

ところであります。このため、医師定数につい

ては、病床数の大幅な減にもかかわらず、富養

園と同等の７名とするなど、本県の精神医療の

中核病院にふさわしい体制の充実に努めること

としているところであります。また、児童思春

期治療につきましては、特に、保健や福祉など

関係機関とのネットワーク化を図りながら、適

切な医療の提供を図っていくことが重要であり

ますので、医師や心理判定員などの診療スタッ

フはもとより、関係機関との連絡調整を担当す

る精神保健福祉士などを配置することとしてお

ります。

次に、センターの位置づけについてでありま

す。県立宮崎病院精神医療センターは、宮崎病

院内の組織として位置づけ、精神疾患を抱える

児童思春期の患者の診療を行う「子どものここ

ろの診療科」と、成人の患者の診療を行う「精

神科」の２つの診療科から構成することとして

おります。

また、センターの効率的な運営を図るため、
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検査や薬剤、給食部門などを宮崎病院と一体化

することとしており、このため会計につきまし

ても一本化することとしております。しかしな

がら、経営の健全化等を目標として策定した中

期経営計画の進捗状況や、精神医療に係る収支

の状況を的確に把握する必要がありますので、

予算・決算につきましては、精神医療センター

分として整理してまいりたいと考えておりま

す。

次に、ストレスケアなどの対応についてであ

ります。県立宮崎病院精神医療センターが本県

精神医療の中核病院としての機能を果たすため

には、合併症や重症な患者を民間医療機関など

から受け入れ、症状が軽快すれば民間医療機関

へ帰院いただくなど、民間との役割分担や連携

を図ることが重要だと考えております。したが

いまして、ストレスケアなどの軽症の患者につ

きましては、こうした観点から、まず民間医療

機関での対応をお願いしたいと考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、「新たな職」についてであります。現

在、学校を取り巻く環境の変化の中で、学校に

は、学力向上対策やいじめ等の対策はもとよ

り、特色ある学校づくりなどの教育課題に的確

に対応することが求められております。このた

めには、これまで以上に組織的・機動的な学校

運営が行われるよう、学校組織運営体制の一層

の充実を図る必要があることから、平成21年４

月から、副校長等の新たな職を設置するもので

あります。また、このことにより、個々の職員

が抱えていた負担が軽減され、子供と向き合う

時間の確保につながるものと考えております。

この新たな職につきましては、一定規模以上の

小・中・高等学校等に５年間で段階的に配置

し、その効果等を検証しながら、新たな職の機

能が十分発揮できるよう取り組んでまいりたい

と考えております。

それから、教職員評価制度についてお話がご

ざいましたが、御質問ということでなくて、現

状ということでよろしいかと思いますけれども

……。教職員評価制度につきましては、ねらい

とするところは、個々の職員の能力向上と、学

校組織全体としての役割、学校の中での教職員

のそれぞれのポジションあるいは役割というも

のを認識した上で、個人としての力量と組織と

しての力量を合成して、全体として学校運営を

円滑に進めていこうということをねらいとする

ものでありますので、今後とも改善等を図りな

がら、その対応を心がけてまいりたいと考えて

おります。

最後に、発達障がいへの対応についてであり

ます。発達障がいのある児童生徒に適切な支援

を行うには、子供の行動の背景や要因を的確に

把握し、保護者や関係者と連携して、支援の内

容や方法を検討することが必要であると考えて

おります。このため、平成16年度から特別支援

教育コーディネーターの養成を開始し、平成20

年度には、すべての小中学校、高等学校、特別

支援学校において特別支援教育コーディネー

ターを指名し、学校における支援のあり方の検

討や、保護者からの相談等に対応いたしており

ます。あわせまして、発達障がい等に起因する

困難な事例への対応のため、今年度新たに、特

別支援教育チーフコーディネーターを特別支援

学校６校に１名ずつ配置し、医療・福祉等の専

門家と連携した巡回相談や支援会議を実施する

ことによりまして、学校、保護者、本人に対し

て、状況の改善に向けた助言・支援を行ってい
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るところであります。県教育委員会といたしま

しては、今後とも、具体的な支援の内容・方法

についての研修や、学校、医療及び福祉などの

関係機関と連携した取り組みにより、発達障が

いのある児童生徒への適切な支援を行ってまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

日本における取り調べは、諸文献等で伝えら

れます、欧米で主流とされる短時間で事実のみ

を録取―例えば認めないということであれば

認めない旨を録取して、簡単な調書で措置して

終了というようなやり方とは異なりまして、被

疑者と取調官とがじっくりと時間をかけてコミ

ュニケーションを図って真実を引き出していく

というやり方で臨んでおります。例えば、最近

社会の耳目を引いた事件を例に挙げますれば、

現職裁判官による準強制わいせつ事件―これ

は現に捜査中の事件でありますけれども―こ

うしたやり方で取り調べを行っているところで

ございます。お尋ねにありました取り調べの可

視化―可視化とされるものが取り調べの全過

程を録音・録画すべきであるという御意見であ

るとするならば、このような被疑者とのやりと

りを支える信頼関係が阻害されることや、組織

犯罪のケースであれば、黒幕、首魁の特定等、

検挙活動、情報収集活動が困難になるなど、取

り調べの機能が大きく阻害されることとなり、

ひいては事案の真相解明を困難にし、犯罪の検

挙活動に支障を来して、県民の安全確保に大き

な影響を及ぼすおそれがあると考えておりま

す。行うべきではないと考えております。

なお、本年５月21日から実施されます裁判員

裁判制度の導入の対応といたしましては、裁判

員にわかりやすい立証が可能となるように、警

察としても一層の配慮が求められているものと

承知しております。こうした観点から全国的な

取り組みとして、自白の任意性の効果的・効率

的な立証に資するため、既に取り調べの一部録

音・録画を、警視庁、大阪府警察など５つの都

府県で試行しているものと承知をしておりま

す。この試行は新年度から全国に拡大する予定

となっておりまして、当県も試行に向けて、現

在準備を行っているところであります。以上で

あります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 答弁、ありがとうございま

した。まだまだ議論していきたい部分もありま

すが、先に進めさせていただきます。

先ほども申し上げましたが、宮崎県の財政と

いうのは非常に厳しい状況にあります。少ない

財政の中で、より政策的効果を最大限に引き出

すということが大変重要でございまして、その

ことを完結させるのには、やっぱり横割り型の

組織をどのようにつくり出すかということが大

変重要だというふうに思っています。先日、私

どもの特別委員会のほうに知事がおいでいただ

きましたときにも、組織改変を含めて柔軟に対

応していきたいということを申しておられまし

たが、各部局の横断的な連携を図るために、組

織体制の見直しというのを現在行う考えという

のがあるかどうか。そのことについて知事にお

尋ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 各部局にまたがる行

政課題につきましては、部局間の緊密な連携の

もと、一体的な取り組みを行う必要があること

から、随時、関係部局の職員をメンバーとする

本部会議や連絡会議などの庁内組織を設置させ

ていただきまして、横断的な対応を図っておる

ところでございます。また、必要に応じて行政
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組織の見直しも行っております。本年度におき

ましては、喫緊の課題に迅速に対応するため、

経済・雇用緊急対策本部や物流対策推進本部、

農商工連携推進会議などを設置するとともに、

昨年４月には、子供関連業務の一元化により

「こども政策局」を新設するなど、柔軟な対応

を図ってきたところであります。今後とも、分

野横断的な課題への的確な対応を図るためには

どのような体制が望ましいかという観点から、

組織体制の整備に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○井上紀代子議員 私は今、総務政策常任委員

会に所属をしているんですけれども、委員会の

調査として、予算編成過程の公表等を含めて、

他県の調査をさせていただきました。それに引

き続き、私自身が政務調査として佐賀県に行っ

てまいりまして、佐賀県で行われている予算の

制度の改革といいますか、そういうものについ

てちょっと勉強させていただきました。佐賀県

は、事業本部制の導入による庁内分権の推進、

それから枠配分予算及び実質的な複数年度予算

の導入と実施、組織戦略とリンクした組織目標

評価と事業評価の実施ということで、この取り

組みを今進められています。取り組みの基本方

向性といいますか、行政経営システムの改革と

して、佐賀県は、我が県とも同じように財政的

に非常に厳しい状況にありますので、佐賀県庁

の改進プランというものを策定しています。こ

の中で経営型の組織への転換をしていく、これ

は行政システムのことですが……。イエスから

始める政策検討をする、これは職員の意識。す

べての職員が政策創造の主役に組織風土を目指

す。これを目指すべき県庁の姿として、組織の

再編や権限の移譲、予算編成や人員配置の見直

し、政策評価コンピテンシーモデルを活用した

人材の育成とか、職員の意識改革等に取り組む

としています。

この中で、具体的には平成16年４月から、生

活者の視点で横割りの組織へ改正を行うととも

に、予算や定数の枠配分を行って、これまでの

予算査定から各本部の自立的な予算編成へ転換

するなどとして、各本部への権限移譲を進める

となっています。事業本部制を導入して庁内分

権を推進し、予算もそのように執行していくと

しております。私は、民間の会社組織で言えば

事業本部制として予算を編成して、それで政策

的効果が出てくるように、効果が十分にあらわ

れるようにしていくということについては、一

度検討の余地はあるのではないかというふうに

思っています。それで、このことについて知事

はどのようにお考えなのかをお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘の事業部制と

いうのは、いわゆるキャップ制と呼ばれる予算

編成でございますが、これにつきましては、一

般的に各部局が主体的に予算編成ができる等の

長所がある反面、県全体から見た優先度や緊急

性の観点からの審査機能が働きにくくなる等の

短所があると言われております。いずれにして

も、昨今の社会経済情勢の変化や厳しい財政状

況のもと、効率的な財政運営を図りつつ、さま

ざまな行政ニーズに的確に対応し、成果を出し

ていくことが求められておりますので、今後と

も、よりよい予算編成のあり方について検討と

改善を行ってまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 今回、予算過程を公表され

たということも含めて、私は大変評価をしてお

ります。そして、先ほども壇上で申し上げまし

たが、宮崎県はゼロ予算の組み方とか、県民総

力戦ということを主眼として予算を組み立てて
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いるということについては、私は大変評価をし

ております。それが県民に本当に浸透していく

ということが大事だというふうに思うんです

ね。本当に義務的経費が多いわけですから、本

来、私どもが使えるお金というのはごくごく少

額なんですね。それが、政策的効果がどうあら

われてくるように使えるかということが、手腕

というか、県政の進み方だというふうに思うん

ですけど、これについて今後も議論させていた

だければというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

福祉保健部長に、先ほどもちょっと県の精神

医療センターのことについてお話をお伺いいた

しました。子供の心の医療というのは大変重要

な問題を含んでおります。ですから、これから

はもっともっと積極的に県が取り組まなければ

ならないというふうに、私は思っております。

今回、厚労省のモデル事業として「子どもの心

の診療拠点病院機構推進事業」というのが、全

国９都府県で取り組まれております。東京都、

神奈川県、石川県、静岡県、三重県、大阪府、

鳥取県、岡山県、長崎県です。それで、私は

ちょうど九州に住んでいるということもありま

すが、長崎県が近いということもあって、長崎

県に行ってまいりました。長崎県で調査をさせ

ていただくと、あそこには、民間の病院でカメ

リア大村共立病院というのがあります。それが

非常にしっかりとしているということ。それか

ら、県立こども医療福祉センター、これは宮崎

で言えばこども療育センターと思っていただい

て結構です。それと県立精神医療センター、長

崎大学医学部・歯学部附属病院、これが中心と

なりまして、このモデル事業というのを推進し

ていくわけです。今後、各県も１カ所、拠点病

院を設置するという国の方針があるわけですけ

れども、それに対する県の対処についてはどの

ようになっているのか、お伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 発達障がいと

か児童虐待、不登校、ひきこもりなど、子供の

さまざまな心の問題に的確に対応することは、

健やかな成長を図る上で非常に重要であり、本

県においては、児童相談所、保健所、発達障害

者支援センターなどが、医療機関や学校等の関

係機関と連携しながら、心の問題を抱える子供

や家庭への支援に努めているところでありま

す。お尋ねの子どもの心診療拠点病院は、都道

府県単位での中核病院として、地域の医療機関

の困難な事例に対する技術的な支援やスタッフ

の研修等を行うというものでありますが、平

成20年度から３カ年のモデル事業として取り組

まれておりまして、今後、国において、その成

果を検証されるということになっております。

そういうことでありますので、国の検討結果等

を見守っていきたいと考えております。

○井上紀代子議員 これにかかわる問題を、今

後、宮崎県できちんと整理していかないといけ

ないのは、一つには、こども療育センターの問

題があると思うんです。答弁は要りませんが、

今後、こども療育センターをどういうふうな

―今は肢体不自由児施設ですが、別に肢体不

自由児施設でもいいんです。それでもいいんで

す。ただ、肢体不自由児だけではないんです

ね、障がいのある子供たちというのは。だか

ら、宮崎市の発達支援センターだけを中心にし

て動くようにしていくのか。それとも県は、そ

こには今小児科医がいませんので、そういう状

況について今後どうしていくのかということに

ついてはしっかりと考えておく必要というのが

あるというふうに私は思っています。また、こ
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れにつきましても、私も今後の質問等で取り上

げさせていただいて、できるだけしっかりと子

供たちの心の診療の受け皿になれるように努力

をさせていただきたいというふうに思います。

次に、雇用創出と新産業支援対策について、

商工観光労働部長並びに知事にお伺いをしたい

というふうに思います。

これは、国が出しました農商工連携のガイド

ブックなんですが、そこに「どげんかせんとい

かん」といって知事が大きく載っております。

農商工連携は宮崎の産業振興の基本理念そのも

のであるというふうに、国が進めている農商工

連携の取り組みを評価されています。そして

「宮崎の産業の生きる方策は、「食料・水・環

境」といった、人類がこれから遭遇するであろ

う難局に対して、いかに迅速かつ的確に対応し

ていくかにある」というふうに、知事は指摘を

されているわけです。これは、もちろん宮崎だ

けで見られているわけではなくて、全国で見ら

れているものです。

私ども産業活性化・雇用対策特別委員会で

は、このことも含めて随分と議論をしてまいり

ました。新みやざき創造計画においては、各産

業の推進を図っているわけですが、具体的な産

業の施策は、農業であれば第六次宮崎県農業・

農村振興長期計画、水産業であれば宮崎県水産

業・漁村振興長期計画、林業であればみやざき

森林・林業活性化プラン等を部門別計画に位置

づけて振興を図っているというわけですね。し

かしながら、第２次産業と第３次産業の分野に

ついては、宮崎県産業科学技術振興指針と宮崎

県建設産業活性化プランしか部門別に計画が位

置づけられておらず、県民にとっては本県の進

むべき産業振興の形が不明瞭である。私ども特

別委員会の報告書の中で、そうやって今後、委

員長報告をさせていただこうとしているわけで

す。これは、そのときに委員会の委員から出た

んですが、「農林水産業などの１次産業の製品

は、買い手相場だから買いたたかれてしまう。

豊作のときは豊作貧乏になる。それを加工して

２次産業の製品にすると、今度は売り手相場に

なり、自分で価格が決められる。だから、農商

工連携が大事なんだ」、この言葉は本当に思い

がよく込もった言葉だというふうに思うんです

ね。農商工連携の推進に当たっては、本庁のみ

の取り組みに終わらせないようにすべきだとい

うふうに、私はその委員会でも発言をさせてい

ただきました。各地域の出先機関においてはど

う取り組んでいくのか、また、市町村、関係団

体、企業、生産者、県民と、県民総力戦となる

体制をどう確立しているのか、具体的な取り組

みについてお聞かせいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 農商工連

携の推進体制でありますけれども、昨年12月

に、農林漁業団体や商工業団体等の参加により

まして「農商工連携推進ネットワーク会議」を

立ち上げましたほか、今月には、副知事を

キャップにいたしまして関係４部長で構成する

「農商工連携推進会議」を庁内に設置しまし

て、県行政や関係機関・団体が一致協力して推

進していく体制を構築したところでございま

す。また、農商工連携を構築するためには、農

林漁業者とか中小企業者が持つ事業ニーズ、技

術シーズ、これらを掘り起こしてマッチングさ

せていくということが大変重要でありますの

で、県産業支援財団など県内５カ所に設置され

た地域力連携拠点におきまして、連携の方法、

ビジネスアイデアの具体化などの相談に応じる

ことといたしております。さらに、市町村・団

体、各地域の農林振興局や総務商工センター、
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各試験研究機関等第一線の現場での対応も不可

欠でありますので、これら機関等の担当者への

説明会も実施しまして関連施策の周知を図った

ところでございます。今後は、これらの推進体

制を活用しながら、農商工連携事業のより積極

的な展開と早期定着を図りますとともに、本県

の施策とか取り組み事例などを紹介するシンポ

ジウムの開催、あるいはパンフレットの作成・

配布などにも取り組むことといたしておりま

す。

○井上紀代子議員 農商工連携については、こ

れが産業活性化の大きな希望であるかのごとく

取り上げられているわけです。ですから、もっ

と本当にきめ細かな、それこそ各部連携して、

きちんとした取り組みが行われることを期待し

ておりますので、そういう取り組みをしていた

だきたいと思います。

実際、昨年は、派遣村という映像を見た私た

ちは、生活する者の一人として、物すごくその

厳しさの実感をしましたし、胸のつぶれるよう

な思いであのテレビを見ておりました。もし我

が息子なら、もし私たちがこうであったらとい

う思いもしたわけです。本来、日本の景気とい

うのは外需に非常に頼っておりましたので、そ

の外需に頼るということによって、私たちは、

いつの間にか景気が回復したと言われても、そ

の実感のないまま、ずっとこれまで来ておりま

した。ですから、もう、日本という国は外需中

心から内需へというふうにきちんと転換をしな

いと、この国に住む生活者一人一人が幸せを実

感すること、公平さを実感することというのは

ないのではないかと、私はそういうふうに思っ

ております。昨年末から、経済・雇用の緊急対

策というのが、私ども特別委員会の主張もあり

ましたし、打ち出されました。現状認識を含め

て、基本的な考え方を伺いたいわけです。ま

た、景気回復は県で取り組むには限界があると

いうことを、知事は再三言われておりますが、

内需拡大に向けたメッセージ性のある施策を展

開していくべきではないかと思います。知事の

見解をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 昨年末、特に緊急を

要する対応として雇用や住宅などの相談窓口を

設置しましたが、相談件数は予想よりも少な

かったというのが率直な感想でありまして、ひ

とまずはほっとしたところでございます。しか

し、決して楽観視しているわけではなく、県内

経済は非常に厳しい状況にあるものと認識して

おり、さきの１月補正予算では、防災対策や中

山間地域における生活環境の改善など、県民生

活に直結する公共事業のほか、第１次産業や介

護職への就業支援などさまざまな対策を講じた

ところでありまして、今後、その効果があらわ

れてくるものと期待しておるところでございま

す。

また、先日のＷＢＣのキャンプでは、非常に

多くの皆様が来県され、かなりの経済波及効果

があったように、観光の観点から、宮崎のおも

てなし度やブランド力をさらに磨き上げ、より

一層、キャンプチームや観光客の獲得につなげ

ていくことが重要であると考えております。こ

のほか、本県のすばらしい自然環境を活用する

という観点からは、住宅用太陽光発電システム

設置の支援を初めとしまして、「みやざきソー

ラーフロンティア構想」を推進するなど、本県

のポテンシャルを生かした施策を積極的に展開

してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 最近、知事がずっと答弁書

を読まれるのを聞いておりますと、何かもっと

パッションというか情熱が感じられるような、
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最初、初当選のときの知事の答弁というか、そ

れを非常に期待するものなんですけれども。就

職支援も含めてそうなんですけど、実は先日、

私は、岩手県でやっている人材の育成、もう一

つは群馬県でやっているジョブカフェにも行か

せていただきました。見ていると、やはりそこ

に取り組む人たちの情熱がないと、本当に伝

わっていかないものなんだなということを感じ

ています。ですから、県政のリーダーである知

事が、やっぱりこういうときにこそ、こういう

ときであるからこそ、県民に向けて、どう将来

に向けてのメッセージをされるか。県政の基本

姿勢というのを私は非常に評価しているわけで

すけど、あのメッセージをどう県民にしっかり

と伝えていかれるのかということが、大変大事

だというふうに思うんですね。

笑っていただいても結構なんですが、先日、

山下達郎のコンサートに行きました。私と山下

達郎とでは、山下達郎のほうがずっと年下なん

ですけど、私の世代というのはロックで育った

世代なんです。山下達郎はこう言っておりまし

た。「ロックは懐メロにならない。それはなぜ

かというと、パッションがある限り、情熱があ

る限り懐メロにはならない」、こういうふうに

メッセージしておられました。私は、山下達郎

コンサートで踊っている自分を、ある意味で

は、まだいけてるなというふうに評価しました

し、一方では、その情熱をどう持ち続けて、そ

れをどう伝えるか―言葉を含めてそうですが

―伝えていくかということが大事なのではな

いかというふうに思うんですね。ですから、政

治もメッセージ性だと思うんです。きちんと県

民に伝えるということが大事なのではないかと

いうふうに思います。確かにいろいろなものを

宮崎県は持っています。持っているがゆえに、

それをどう活用していくのか、そしてそれをど

う生かしていくのかということが大変重要なの

ではないかなというふうに思っています。本当

に知事には期待しているんです、正直申し上げ

てですね。よろしくお願いします。

次に、企業の倒産というのを非常に私は心配

しています。宮崎県はおおよそが中小企業で

す。そして、入札制度改革によってというだけ

でもないと思うんですが、建設産業に従事され

る皆さんたちが倒産されていくというのを見た

ときに、「どうにかしてあげたい。倒産する前

に手を出せないのか」という思いが常々してい

るわけです。死にそうになっているのに、かた

いおにぎりを出してみてもどうにもならないわ

けですよね。食べられないんです。ですから、

その前にどうにかして手を出すということが、

やっぱり必要なのではないか。ただ、それに甘

えてもらっちゃ困るというのはあると思うんで

すが、そこが非常に大事なのではないかという

ふうに思うんです。厳しい経営状況にあって

も、金融機関から融資が受けられない。これが

重要なんですね、借りたら返さないといけない

んですよ。返せるかどうかというのは非常に大

きな問題点なんですね。ですから、そこを本当

によく考えて、ただお金だけを積み上げて、県

が「これだけお金があるからどうぞ借りてくだ

さい」と言うだけでは無理だということを、私

は申し上げたいわけです。その前にどうやって

振興させていくかということが大事だというふ

うに思っています。

先日、私は、若い経営者の皆さんと議論させ

ていただいて、もっと皆さん方も努力する必要

があるということを言わせていただいんです。

私は大阪弁として大好きなのが、「もうかり

まっか」と聞かれて、「ぼちぼちでんな」。こ
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れが大好きなんです。というのは、常にもうか

ろうとする姿勢と、それをうまく地域に返せる

力というのがあればこそ、「もうかりまっか」

「ぼちぼちでんな」という言葉が生きてくると

思うんです。ただ、宮崎の経営者の場合、そう

いう経営感覚というのが非常に鈍いのではない

かという点で、私は危惧をしています。商工観

光労働部長にこれを求めてはお気の毒な気もし

ますが、いわゆる中小企業に対する支援、それ

ともう一つは、県内の商工業を振興させるため

のビジネス感覚を持った経営者の創出、これを

つくるのにはどうしたらいいのか。そして、そ

れはどんなふうにつくられているのか、その取

り組み状況についてお尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

の経営の支援と経営者の育成、この２点につい

ての御指摘というふうに思っておりますけど。

まず、金融機関からの融資が受けづらいなど、

経営状況が厳しい中小企業者に対しましては、

一昨年10月から商工会等を通じて実施しており

ます建設産業等経営支援事業により支援を行っ

ております。具体的には、中小企業診断士や税

理士などの専門家で構成します経営支援チーム

が、新規融資や借入金の返済条件の緩和などが

受けられるように、借り入れに際しての助言と

か経営改善計画書の作成支援などを行っており

ます。

また、経営者の育成に関しましては、本年度

から、ＪＣ（青年会議所）とか商工会議所青年

部、あるいはＳＳグループなどと協議を行いな

がら、ＭＢＡシステムに倣った「みやざき次世

代経営者講座」を開講しております。この講座

は、早稲田大学とか一橋大学でＭＢＡ講座を担

当している教授とか第一線で活躍されている企

業経営者等を講師として招聘しまして、「マー

ケティング戦略」などの講義を実施したもので

あります。大変厳しいカリキュラムであったん

ですけれども、本年は、本県のあすを担う若い

経営者とか後継者など、30名余りの方々が受講

されております。このような事業を通じまし

て、中小企業の資金繰りの支援とか後継者育成

などを行っており、これによりまして本県産業

の振興、ひいては雇用の維持・確保に努めてま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひきめ細かな取り組みを

お願いしておきたいと思います。

次に、このような社会状況になってくると、

障がい者の皆さんの就労支援というのは非常に

厳しいわけですけれども、平成21年度は重点的

にどのようなことに取り組んでいかれるのか、

福祉保健部長にお尋ねしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の就

労支援につきましては、本年度は、企業向けセ

ミナーの開催や障がい者雇用に関するホーム

ページの作成、県庁における知的障がい者の職

場体験実習受け入れなど、いろいろ取り組んで

きたところであります。平成21年度につきまし

ては、これまでの取り組みに加えまして、企業

や障がい者の個別具体的な相談窓口である障害

者就業・生活支援センターの、県内３カ所から

５カ所への拡充や、企業における職場実習の受

け入れ促進などを重点的に実施してまいりたい

と考えております。さらに、精神障がい者や発

達障がい者に対する就労支援の強化が喫緊の課

題となっておりますので、就職に向けた訓練や

職場定着支援の充実に取り組んでまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 実は、私ども民主党の会派

に、職場体験実習というのをしていただこうと
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いうことで、お一人来ていただいて、その実習

をさせていただきました。そのことは、単に来

ていただいて、その方を会派のみんなでただ見

守っているというだけではないんですね。その

ことによって得たものというのは、非常に大き

かったわけです。私ども民主党会派は３名です

が、その３名１人ずつが、いかにこの問題の大

切さ、思いの深さというのを実感させていただ

いたかということ、そして、臨時で会派におい

でいただいている方たちがそのサポートに当

たってくださったこと。ですから、学んだもの

というのは、御本人もそうなんですけれども、

私どもも一緒に学ばせていただいたという感覚

なんですね。ですから、こういうことをずっと

続けていかないと、企業としては、障がい者の

雇用を進めてほしいと言われても、どう対応し

ていいかわからないという方が大変多いんです

ね。そのことを真摯に受けとめて、だからこそ

丁寧な施策というのをするべきだというふう

に、私は思っています。本年度、県庁の職場に

おいて、知的障がい者職場体験実習事業という

のをされたんですが、これは今後どう展開され

ていくのか。そのことについてお聞きしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県におきまし

ては、今おっしゃいましたように、今年度、企

業における雇用や実習の機会が少ない知的障が

い者を対象に、福祉保健部の各課で８名の実習

生を受け入れたところでありまして、これらの

実習生の就労能力の向上に資するとともに、県

職員の障がい者に対する理解促進も図られたも

のと考えております。この職場実習受け入れの

成果を踏まえて、「職場実習受入マニュアル」

を作成いたしまして、これを活用して、今後

は、企業における職場実習の促進を積極的に

図ってまいりたいと考えております。また、県

庁での職場実習受け入れにつきましても、来年

度は出先機関にまで広げるとともに、対象を、

知的障がい者に加えて精神障がい者の受け入れ

も実施していきたいと考えております。

○井上紀代子議員 本当にこの取り組みには大

変評価をしています。この一歩があってこそ、

企業の受け入れというのもできていくというふ

うに思いますので、ぜひ、今後ますますこの取

り組みをやっていただきたいと思います。

それと、県庁カフェですね、障がい者の方た

ちの県庁カフェ。これもとてもいいと思いま

す。私も、ソフトクリームだったりアイスク

リームだったりをすごい数買って帰っては、職

員の皆さんに食べていただいたりしたんです

が、そういうものの一つ一つが大きな力になっ

ていくのではないかなと思うんですね。社会の

いろんな場面で、ともに生きていくという実感

がわいてくればいいのではないかと思いますの

で、今後の取り組みは、これを強化していただ

けたらというふうに要望しておきたいと思いま

す。

次に、教育長にお尋ねしたいと思います。今

回、特別支援教育の中で高等部の設置というの

は、県議会で多くの議員の皆さんが、それにつ

いてはずっと発言もしてこられて、長い取り組

みがあったというふうに思います。この県議会

の熱い思いというのが、今回非常に大きな形に

なってあらわれたということは、初日の中村幸

一議員からの発言もありましたとおり、本当に

みんなで喜んでいる内容です。ぜひ、このこと

についての取り組みを、しっかりとやっていた

だきたい。期待もしておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。

今回、大変目を引きましたのが、都城きりし
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ま支援学校小林校高等部の設置場所が小林高等

学校に決定したということ。これが一つまたい

いなと。楽しいなというか、これこそみたいな

ところがちょっとあったわけですね。これの経

緯について、ぜひお聞かせいただきたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 都城きりしま支援学

校小林校高等部の設置場所につきましては、本

県の厳しい財政事情を考慮いたしまして、既存

施設を有効活用していくことを基本に検討して

まいったところであります。その結果、ただい

ま御質問にありました小林高等学校につきまし

ては、十分な余裕教室があり、教室、作業棟な

どの施設設備が確保できることや、エレベー

ターやスロープ等が設置されているなどバリア

フリー化が図られていることから、高等部の設

置場所として最適であると判断し、決定したと

ころであります。また、小林高等学校は、平

成18年度から延べ200名を超える生徒が、都城き

りしま支援学校小林校を訪問し、作業学習や校

外活動等を通じて交流を深める中で、障がいへ

の理解や思いやりの心をはぐくんでいること、

さらには、小林高等学校の保護者、同窓会並び

に地域の皆様から温かい御理解をいただいたこ

とも、高等部の設置場所として決定する上で大

変重要な要素であったと考えております。以上

です。

○井上紀代子議員 ぜひ、これは積極的に取り

組んでいただきたいし、こういうことが、その

ときの子供たちに与える影響というのは大きい

と思うんですね。やがて福祉方面に進まれる子

供さんたちも随分出てくるのではないかという

ふうに思います。ですから、こういう健常と言

われる子供たちと障がいがあると言われている

子供たちとがずっと交流し、ともに生きること

によって、ある意味では教育的効果というの

が、本当にまた最大限に発揮できるのではない

かというふうに期待をしております。

それからもう一点、教育長にお尋ねしたいこ

とがあります。きょう衝撃的に、宮大医学部が

また医師を派遣しないという報道がありまし

た。これは報道だけで見ますと、非常に胸が痛

くなりますね。再三、ああ、そうなのかという

思いがするわけですが……。

実は、私ども民主党会派は青森に行きまし

て、青森県が実施しているメディカル・サポー

ト推進事業、医師を志す高校生を総合的に育て

ていく取り組みを調査させていただきました。

私がこれについて非常に共感を持っているの

は、何といいましても、医者の子供を医者にす

るというんじゃないんですよね、サラリーマン

家庭の子を医者にするという、それのサポート

をしていく。いろんな意味で、医大は１つでは

なく、いろんな医大があるんですね。奨学制度

がしっかりついているような、サラリーマン家

庭の子でも行けるようなところがあるわけです

ね。青森県は、弘前大が地域枠というのを非常

に拡大もしているということもあるんですけれ

ども、このサポート事業によって、格段に在籍

している子供たちの数というのが―受験する

子供たちもふえ、そこに合格していく子供たち

も非常にふえたという結果が出ています。全体

的な学力向上の問題とはまた別問題として、医

師を志していく子供たちをずっとサポートして

いく。そして、そこにある地域の医療機関が全

面的にバックアップする。ですから、福祉保健

部がずっとバックアップをしていくということ

なんですね。地域医療に取り組んでいる、宮崎

で言えば美郷の金丸先生であったり椎葉の吉持

先生が、その地域の中で、医者というのがいか
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にすばらしい仕事であるかということをずっと

ずっと言い続けていく。そしてまた、医者にな

ろうとする子供たちに、ともにという気持ちを

あらわしてくださる。そして、高度医療の現場

も見せてくださる。これは、ひとつ宮崎県でも

取り組む価値はあるのではないかというふうに

思いますが、教育長の見解をお尋ねしておきた

いと思います。

○教育長（渡辺義人君） 青森県が実施してお

りますメディカル・サポート推進事業ですけれ

ども、概要だけ申し上げますと、県内の３つの

拠点校を中心に取り組んでおられ、年に３回程

度、１回当たり２日間、高校生の早い段階から

医師の志を育てるために、学力向上を図るため

の学習プログラムを用意して、今の頻度で実施

をしているというふうに伺っているところであ

ります。その上で、県教育委員会における取り

組みとして申し上げさせていただきますが、今

年度で４年目を迎えます「高校生の学力向上支

援事業」におけるサマーセミナーにおいて、本

年度から初めて、医師を志す生徒を対象とした

コースを設定いたしまして、県内から集まった

生徒が互いに刺激し合う中で、授業力のすぐれ

た教員の質の高い授業のもとに、進路に対する

意識や学力の向上を図っているところでありま

す。こういう取り組みは、恐らく青森県よりは

本県のほうが実質的には先にスタートしたん

じゃないかなと思いますけれども、青森県の事

例等も踏まえまして、本県におきましても―

どちらが先かというとなかなか微妙なところが

ありますけれども―しっかり取り組んでいる

ところであります。

一方、平成17年には、福祉保健部と連携をい

たしまして、宮崎大学に働きかけ、本県の生徒

を対象とした医学科の地域枠10名の推薦制度が

創設をされ、その制度により、現在は30名が医

学部で学んでおりまして、さらに今春の入試か

ら地域推薦枠が５名拡充されたことは、御案内

のとおりかと思います。今後とも、福祉保健部

や宮崎大学、さらには地域の医療関係者とも一

層の連携を図るとともに、他県のすぐれた取り

組みも研究しながら、医師を志す生徒の進路実

現に向けて取り組んでまいりたいと考えます。

以上です。

○井上紀代子議員 医師不足は宮崎県の大きな

県政の課題の一つで、これは大変だと思うんで

すね。ただ、県ができることというのは、遠く

から自分のかゆいところをかくみたいな感じ

で、効果が出るのになかなか時間がかかってい

るというのはあると思うんですね。では、宮崎

県の子供たちを医者にしたからといってどうな

のかという問題は確かにあるかもしれないんで

すけれども、そのことはとても大事なことです

ので、ぜひ教育委員会としても取り組んでいた

だきたいし、医師不足解消の一つの大きな力に

なればというふうにも思いますので、地域医療

をつくり上げていくためにも、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

では、残りの時間で、エコクリーンプラザみ

やざきについて、知事に質問させていただきま

す。

私は今回、この質問をなぜしようとしたかと

いいますと、実はビートたけしさんと安住アナ

の番組で、橋下徹知事が１年過ぎた、東国原知

事が２年過ぎたということもあって、お呼びい

ただいたテレビ番組というのを見せていただき

ました。そのときに知事が、「大変な問題があ

るんですよ、うちに。責任の所在が明らかでは

ないけれども、エコクリーンプラザというとこ

ろがあって、こうです」みたいなことをおっ
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しゃったんですね。それを見ていて、私が宮崎

市に住んでいる関係と―それから前回、私が

質問したときにも申し上げましたが、私たちが

ごみを出さないで生活できるとしたら、それは

いいんです。それだったら、エコクリーンプラ

ザの問題なんて大した問題じゃなくて、私も、

ははと言ってテレビを見て笑っていればそれで

済んだんですけれども、このエコクリーンプラ

ザの稼働が停止になるようなことがあったらど

うするんだろうか、この危機感というのは非常

に強いんです。

もう一つは、市町村との関係ですね。県と市

町村との関係は常に円滑であってほしい。とも

に力を出し合える関係であってほしいというふ

うに、私は常に望んでいます。だからこそ、今

回、質問しようというふうに私は思いました。

それで、各紙の報道記事をずっと読ませていた

だきました。そして、環境農林水産常任委員会

の資料を全部読ませていただきました。それ

と、インターネットの「知事の部屋」、定例記

者会見の様子、これも全部見せていただきまし

た。それと、宮崎市議会の委員会の資料という

のも見せていただきました。それから、我が会

派も含めてですけれども、他の会派の市議会議

員さんとの意見交換もさせていただきました。

そういうことをベースにして私が質問している

ということを、御理解いただきたいと思いま

す。それと、県議会においては長友安弘議員

が、地元でいらしたということもあって、大変

丁寧な質問をずっとしてこられているんです。

そのことも、ぜひお忘れいただきたくない。

宮崎市がエコクリーンプラザみやざきに参画

していくまでの間には、本当にいろいろな問題

があったんです。なかなかこれに宮崎市は参画

しようとはしなかったんです。一般廃棄物とい

うのは、市町村の問題であったりするものです

から、宮崎市としては、あのころ、ここに参画

しようとはしていなかったんです。外山議員か

らも出ましたが、そのときに、県がすべてやっ

てあげるからということをはっきりと言った上

で宮崎市が参画しているという―これは間違

いなくそういう資料がありますので、そのこと

についてもお含みおきいただきたいと思いま

す。

報道によりますと、「廃棄物処理法による廃

棄物センターとしての指導監督権の宮崎市との

対立点が、法律の解釈の違いだとして、ハー

ド、ソフトの両面について環境省に問い合わせ

る」と知事が発言したとされていますが、環境

省からの回答というのはどういうものだったの

か、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県では、廃棄物処理

法の解釈につきまして、文書で環境省に照会し

ておりましたが、２月16日に回答をいただいた

ところであります。それによりますと、「環境

大臣から都道府県知事に委任されている廃棄物

処理センターに関する事務は、センターが行う

業務を適正かつ確実に実施することを確保する

ため、必要な監督を行うことが求められる」と

されております。これは法律の条文そのものな

んですけれども。一方、廃棄物処理施設の設置

許可権者である宮崎市長は、「施設の設置に関

する構造及び維持管理が基準に適合し、施設の

設置に関する計画及び維持管理に関する計画に

適合するよう指導監督を行うものである」とさ

れております。なお、県知事に委任されている

廃棄物処理センターの監督責任については、そ

の文書には、基本的には条文をそのまま示され

ただけで、具体的な内容までは明示されており

ませんでした。
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○井上紀代子議員 私もこの文書を昨日いただ

きましたが、それをどう読むかということが、

今後きちんと、どこが責任を持って、どんなふ

うに―エコクリーンプラザの運営も含めてそ

うですが―廃棄物処理問題をやっていくかと

いうことが大変重要だと思います。

次に、市町村課長会議で工事費の立てかえ案

を出しましたけれども、県が50％で、あとの50

％を市町村とした根拠ですね。これは市町村か

ら納得を得られていないんですけれども、今後

も協議を続けられるおつもりなのか、副知事に

お尋ねをいたします。

○副知事（河野俊嗣君） 補強工事の費用負担

につきましては、関係市町村から「法的責任を

明らかにした上で判断すべき」という声が多

かったため、最終的には裁判等の結果を踏まえ

て整理することといたしまして、当面は、必要

となる工事費につきまして、県と市町村で折半

をして立てかえるという提案をさせていただい

たところであります。この提案につきまして

は、責任の問題と切り離して、緊急避難的に県

と市町村で協力して資金を調達するという意味

合いから、お互いに半分ずつ負担することとし

てはどうかという内容でございます。エコク

リーンプラザをしっかりと再生いたしまして、

地元の皆様の安全・安心を確保するという観点

からも、この補強工事は予定どおり実施すべき

ものである。この点が大変重要なものと考えて

おりますので、その点につきましては市町村も

同意見でございます。今後、この提案を踏まえ

まして、関係市町村の担当課長レベルで具体的

な協議を行いながら、議論を尽くして合意形成

を目指すこととしたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、環境整備公社の理事

会において、背任容疑で告訴すると。昨日、そ

の前から、この問題については再三再四出てお

りますので、知事にもう一度お聞きしたいんで

すが、背任容疑で告訴する意味というのは、ど

ういう意味合いがあるのか。そのことについて

お尋ねをしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 意義についてです

ね。去る２月17日に開催されました臨時理事会

におきまして、宮崎市長からは、「対象となる

職員について、理事会で聴聞の機会を設けるべ

きではないか」、また、「公社で改めて外部調

査委員会のようなものを設置して調査すべきで

はないか」といった発言がございました。これ

に対し他の理事からは、「専門的・客観的立場

で設置された外部調査委員会で、既に本人から

の申し立てや事実聴取を行っている」「公社と

しても真相究明を急ぎ、県民に対して責任を果

たすべきである」との発言があり、採決を行っ

た結果、告訴することが決定されたとの報告を

受けております。もちろん、告訴といったこと

がむやみにされるべきものではないことは十分

承知しておりますが、法的に真相究明を求めよ

うとする公社理事会の判断については、尊重さ

れるべきだと考えております。

○井上紀代子議員 このことは、決して負担割

合を決めるためのものではないというふうに理

解していいということですか。

○知事（東国原英夫君） そのヒントになるよ

うな結論が出るかもしれません。

○井上紀代子議員 それでは、昨日もありまし

たが、再度、県警本部長にお尋ねしたいと思い

ます。本当に背任罪を含めて立証できると…

…。これは昨日言われましたが、「罪あり罪人

あり」、事実認定があってこそ、告訴し、その

結果が出るというふうにおっしゃっておりまし

た。本部長はきのうは、協力的、でも慎重で
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あってほしいということを述べておられました

が、その見解について再度お尋ねしたいと思い

ます。

○警察本部長（相浦勇二君） 昨日、武井議員

に説明したとおりなんでありますが、もう一度

繰り返しますと、今回の問題が県にとって大き

な社会問題になっていることを十分踏まえて、

公人に近い方、あるいは公的な機関、また、県

から告発されればまさしく公のきわみの機関か

ら告訴・告発の御相談がなされている、このこ

との重みはしっかりと受けとめたいと。したが

いまして、告訴・告発の受理相談があれば、当

然、受理の方向に向けて、我々も公的機関であ

りますので、積極的に応じていきたいと思って

おります。

ただ、何度も申し上げますけれども、少し法

律論になりますが、告訴・告発の本質は、犯罪

事実を示して処罰意思を表明することなんで

す。処罰意思の表明といいますと、こいつをぜ

ひ取っ捕まえて裁いて有罪にして処罰してほし

いということなんですね。ちょっと脱線します

が、私も告訴・告発いろんな案件を扱っており

ますけれども、一応、処罰意思がありとしなが

ら、一方で、背景に民事紛争のようなものが

あって、よくよく聞くと、例えば、遺産相続を

めぐって身内同士でいろいろトラブルがある中

で、「いや、処罰意思があるから告訴・告発を

受理してほしい」、そんな相談もあります。ま

た一方で、本当に犯罪の被害に泣かれて、悔し

くて悔しくて、「何とかこの犯人を捕まえて何

とかしてほしい」と、泣きながら来られる方が

あります。いろんなものがございます。私ども

は、一定程度の受理の要件が整えば、どちらも

受理はします。しかし、おのずから優先順位は

後者が優先しますし、また我々も人間でありま

すから、後者であれば力が入るということであ

ります。したがいまして、この段階で具体的な

ものは何も提示されていませんので、立証の将

来性に向けて、私は何もできません。ですか

ら、何度も申し上げますが、基本的には協力的

にいきたいと思っています。ただ、告訴・告発

というものは大変重いものでございますし、犯

罪の認定をしていく手続でございますので、そ

このところについては十分見きわめさせていた

だく。これは警察として当然立つべきスタンス

であると考えております。以上です。

○井上紀代子議員 昨日の本部長の答弁といさ

さかも変わらないので、知事はこれをどう思わ

れ、また県の告発が受理されるという確信、い

わゆる根拠というのを明確に求めたいと思いま

すが、それはいかがなんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） きのうの警察本部長

の答弁では、告発等について、まずは積極的に

協力したいとの考えを示されましたので、私と

しても、その言葉を前向きなものと受けとめた

ところであります。ただ、事務レベルの事前協

議が通例とのお話もありましたので、我々の認

識不足もあったかなと思っております。

県の告発につきましては、関係市町村長や地

元住民の方々から、「徹底的に真相究明を図

り、法的に責任の所在を明らかにすべき」との

意見が強く出されていること等を踏まえ、判断

をしたところであります。県といたしまして

は、これらの切実な県民の声と県の真意を十分

に酌み取っていただけるよう、今後、専門家や

県警とも協議しながら、告発の内容を詰めてい

きたいと考えております。

○井上紀代子議員 宮崎市長は、裁判をされる

ことについて何か言っていらっしゃるというふ

うに私は受け取っていないんですが、副知事に
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お尋ねしたいと思います。「聴聞会を開いたら

どうか」「もう一回聞いてみたらどうか」とい

うお話がありますが、それについてはいかがお

考えなんでしょうか。

○副知事（河野俊嗣君） 対象となる職員につ

いて聴聞の機会を設けるべきではないかとのお

尋ねでございます。これは、去る２月17日に開

催されました臨時理事会において提案された内

容でございますが、その場でほかの理事からは

いろいろな意見が出まして、「専門的・客観的

な立場で設置された外部調査委員会で、既に本

人からの申し立てや事実聴取を行っている」と

いうことでありますとか、「公社としても真相

究明を急ぎ、県民に対して責任を果たすべきで

ある」というような発言があったものですか

ら、公社としては告訴することが決定されたと

いう状況でございます。いずれにしても、ここ

にありますように、外部調査委員会で既にそう

いうプロセスが経られているという認識でござ

います。

○井上紀代子議員 私は余り答弁が明確でない

ような気がするんですが、次に進ませていただ

くと、「環境整備公社の組織改革について、一

部事務組合を検討」という記事があるわけです

けれども、これについての県側の考え方、本当

にこの方向で進むのかどうか、そのことについ

て確認をしておきたいと思います。知事にお願

いいたします。

○知事（東国原英夫君） あくまでも、一部事

務組合というのは、委員会の席上で委員の方か

ら発案された意見を申された内容でありまし

て、必ずしもこの方向で進むということではあ

りません。

○井上紀代子議員 環境整備公社の体制の強化

というのは、非常に不可欠なものだというふう

に思うんですね。今後の体制ということに出て

くると思うんですけれども、一部事務組合など

ということになってくると、今回、県がぞろっ

と手を引くというふうな印象を、本当に受ける

わけですよね。こういうことはあってはいけな

いというふうに私は思っています。ですから、

裁判でないと県の責任が明らかにできないとい

うことについては、いささか違和感があるんで

す。そこについては、もっと検討されるべきだ

というふうに思いますが、市町村ともっと議論

をされたほうがいいというふうに私は思いま

す。県の整備公社の体制強化については、今後

―全国の同様の廃棄物処理センターの管理と

いうのは、県の職員だったりプロパーというの

が主体になっているというふうに思いますが

―県はそのような方向で進められたほうがい

いと私は思いますけど、その見解についてお尋

ねしておきます。

○知事（東国原英夫君） 他府県の場合は、産

廃と一般廃棄物が一緒になっている場合という

のが少のうございまして、宮崎県の場合は特殊

と言えば特殊じゃないかなと考えております。

議員御指摘のプロパーで環境整備公社を運営し

ていくという提案は、一応検討に値すると思い

ますので、一提案として受けさせていただきま

す。

○井上紀代子議員 時間がなくなってきたんで

すが、このエコクリーンプラザの問題というの

は、告発合戦で何が私どもに伝わってくるかと

いうと、住民にとってみれば、そんなふうなこ

とは伝わらないんです。それよりも、地域に住

んでいらっしゃる人たちとの公害協定がしっか

りと結ばれて、県と市町村と、そこに住んでい

らっしゃる皆さんたち、それから議会が納得い

くような解決策というのがとられること、その
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話し合いが十分されること、このことを望んで

いるわけです。昨日の武井議員がおっしゃった

のと全く同じなんですけれども、それが大事な

んですよね。決して告発によって何かがもたら

されるわけではないというふうに、私は思って

います。市町村との関係をもっともっとよくし

ていくには、議論をしなければ、話し合いをし

なければ、何も解決しないのではないかという

ふうに思います。小泉さんや竹中さんのよう

に、力があればとか、上から押さえつければと

いう、もうそんな時代じゃないと思うんです。

県と市町村は横並びで一緒に、ともにやってい

くということが大変重要だというふうに思いま

す。私は、そのことを期待して代表質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

した。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時23分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団を代表し、代表質問を行います。知事を

初めとして、関係各部長、教育長、警察本部長

に答弁を求めます。なお、通告していました観

光圏認定後の取り組みについては、割愛をさせ

ていただきます。

初めに、知事の支持率と世論調査について

伺っていきたいと思います。

先月16日の宮崎日日新聞１面トップに、同社

が10日から12日にかけて実施した県民意識調査

の結果、東国原知事の支持率が87.8％だったと

報道されていました。昨年８月の調査より1.7ポ

イント下がったが、メディアによる県のＰＲな

どが評価され、依然として高い支持率を維持し

ているともありました。そのような調査結果が

載った４日前、１月12日の同じく宮日の１面

トップは「内閣不支持拡大70％」との大きな見

出し、その横には「給付金「評価しない」70

％」とありました。10日、11日の両日に共同通

信社が行った全国電話世論調査の結果だったそ

うであります。内閣不支持率は置いておいて、

その定額給付金の評価、どうしてこんな数字に

なるの、どんな質問をしたのと、俗に言うむか

ついていた状態の私が、16日の知事の評価の記

事を読んでいて、えっと思ったのは、支持率の

高さについてではありませんでした。実を言う

と、調査の方法についてであります。

説明には、「県内の20歳以上を対象に、県内

全市町村の街頭で実施した。性別、年代が県内

の有権者の縮図となるように設定。選択記述方

式で1,000人（男482人、女518人）から回答を得

た」とありました。まともな調査だと感じた次

第でした。４面には、質問項目と項目ごとの調

査結果がきちんとまとめてありました。一

方、12日の調査の方法の説明では、以前も議会

質問で取り上げたことがありますが、コンピ

ューターで無作為に発生させた番号に電話をか

けるＲＤＤ法で実施したとありました。どんな

質問をしたのか知りたいと思いましたが、この

日は質問項目と項目ごとの結果は掲載してあり

ませんでした。

皆さんも感じておられると思いますが、最近

の世論調査と言われるたぐいのものの中には、

その結果に首をかしげざるを得ないものも多々

あります。よきにつけあしきにつけ、情報がは
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んらんし過ぎている現代においては、確たる考

えを持った人々の意見が世論として形成される

のではなく、テレビなどに、いわば洗脳された

意見の寄せ集めが世論調査の結果でございとば

かりに出てくるのではないかと。それがさらに

人々をミスリードしていくとしか思えないので

ありますが、そもそも世論調査とは何なのか、

定義づけられるものがあれば、まずはお示しを

願いたい。また、県としての世論調査とも言え

る県民意識調査を実施されていると思います

が、その内容、調査方法、対象人数、結果の公

表などはどのように行っているのか。以上２点

について、県民政策部長に伺います。

知事にも伺いたいと思います。まず１点目

に、御自身に関して宮崎日日新聞が実施した県

民意識調査の手法についてどのように評価して

いるか。２点目に、最近の電話による世論調査

の手法をどのように評価しているか。あわせ

て、その結果をどうとらえているか。以上、よ

ろしくお願いいたします。

次は、今議会に提案された平成21年度予算案

等について、何点か伺いたいと思います。

まず１点目は、安心こども基金についてであ

ります。先日、東京都で４月からの認可保育所

への入所希望者が殺到しているとの報道があり

ました。不況で家計が圧迫され、働きに出ざる

を得ない母親が急増したのが原因だそうであり

ます。東京都は、保育所に入れないいわゆる待

機児童数が全国で最も多いところであります。

都内で最も待機児童の多い世田谷区では、４月

の募集枠1,800人弱に対し、１月末の１次募集締

め切り時点で3,376人が応募しており、今後もさ

らにふえそうな状況であります。平成12年度以

降、保育所入所待機児童がゼロの本県として

は、その厳しい環境が実感としてとらえられな

いところでありますが、今般造成された安心こ

ども基金は、新待機児童ゼロ作戦に基づいて、

今年度第２次補正予算に盛り込まれた、全国規

模で1,000億円の子育て支援対策臨時特例交付金

から配分された交付金を財源としていますが、

子供を安心して育てることができるような体制

整備を行い、もって子育て支援の一助となるよ

うな実効性ある活用が図られるよう期待すると

ころであります。そこで伺いますが、要綱など

を見てみると、県としては、市町村が策定した

事業実施計画の取りまとめとともに、22年度末

までの県の事業実施計画を策定することとなり

ますが、基金事業実施に向けての今後の取り組

みはどうなるのか、福祉保健部長に伺います。

２点目は、妊婦健診公費負担に関してであり

ます。この件に関しては、昨年の２月議会にお

いて、我が会派の長友会長代表質問の関連質問

として、かなりの時間を割いてただしたところ

であります。言うまでもなく妊婦健診は、出産

の際の母体や新生児の命に危険が伴う、いわゆ

るハイリスク妊娠の早期発見、また胎児の発育

異常の診断など、大切な役割を担っている健診

であります。しかし、医療保険適用外であり、

また、１回の健診に要する費用が数千円から１

万数千円程度と費用負担も大きいため、妊婦健

診を受けないまま、出産間際に初めて病院に駆

け込む、いわゆる飛び込み出産が増加してお

り、大きな社会問題となっていたところであり

ました。国の今年度第２次補正予算に盛られた

妊婦健康診査臨時特例交付金は、そのような現

状を背景に、妊婦の健康管理の充実及び経済的

負担の軽減を図るために、必要な経費を交付す

ることによって安心して妊娠・出産ができる体

制を確保することを目的としており、申請に基

づいて都道府県に交付金を交付して、それで
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もって基金を造成して活用するということに

なっております。先ほどの安心こども基金と同

様の仕組みであり、県は、市町村からの実施計

画を審査の上、その費用に対して交付すること

になります。そこで伺いますが、市町村の実施

計画の策定状況はどうなっているのか。関連し

て、県の実施計画はどのように策定していくの

か。以上、福祉保健部長に伺います。

３点目は、緊急保証制度についてでありま

す。昨年の11月議会に続き２回目となります。

これは、昨年10月16日に成立した第１次補正予

算、安心実現のための緊急総合対策の中に、中

小企業支援策として盛り込まれた新しい保証制

度で、保証枠６兆円でスタートしていたのは御

存じのとおりだと思います。これは、今月の13

日に承諾金額が６兆円を突破したと。６兆785億

円、件数で27万4,192件となっております。この

制度は、急激な経済悪化で苦しむ中小企業の倒

産防止だけでなく、そこで働く人たちの雇用の

維持に大いに貢献したのではないかと思ってお

ります。仮に１社当たり10人の従業員がいたと

すれば、約274万人の雇用を守ったことになりま

す。対象業種は、スタート当初545業種、その

後618業種、さらに698業種まで拡大し、本日２

月27日からは760業種になります。今後は、年度

末、新年度に向けた融資の円滑化を図るため

に、１月27日に成立した今年度の第２次補正予

算で20兆円までの保証枠の拡大が決まっており

ますが、経済悪化と年度末の金融繁忙期を迎え

て、金融機関の貸し渋りも懸念されるところで

あります。事実、「金融機関の窓口で早々と断

られた」「なかなか保証してくれない」といっ

た声が、いまだに届いてまいります。その一方

で、「厳しい状況だったけど、保証協会が保証

してくれたおかげで助かった」という喜びの声

もあるのも、また事実であります。そこで伺い

ますが、11月議会で、私の「県の対応として、

金融機関や信用保証協会に対し、どのような働

きかけを行ったか」という質問に対して、知事

は、みずから金融機関を直接訪問し、協力を要

請する旨の答弁をなされました。実行の詳細に

ついて御報告を願いたいと思います。

ところで、制度がスタートして４カ月であり

ますけれども、私たちの手元に定期的に届く緊

急保証に係る実績一覧を見てみると、スタート

当初から、本県の実績が九州他県と比べて件

数、承諾金額ともに少ない状況にあります。こ

れは、単純に表に出てきている数字のみで判断

はできず、いろんな要因を含んでいるとは思い

ますけれども、「他県と比べて取り組みが弱い

のではないか」、あるいは「審査が厳し過ぎる

のではないか」といった声になって、私たちに

投げかけられます。このような状況になってい

る背景には何があると考えるか。また、現在、

利用が急増しているとも聞いていますが、年度

末に向けた対策は万全か。以上、商工観光労働

部長に伺いたいと思います。

４点目は、我が宮崎県の雇用の再生・創出に

ついてでありますが、今回造成された２つの基

金に関して伺いたいと思います。

まず１つ目の、ふるさと雇用再生特別基金を

活用しての事業についてであります。この事業

は、地域基金事業協議会を設置して事業計画を

策定するということが必要となってきますけれ

ども、この協議会の構成メンバー、設置時期、

運営などはどうなっているのか。また、事業計

画策定の進捗はどのような状況か、商工観光労

働部長に伺いたいと思います。

２つ目は、緊急雇用創出事業臨時特例基金を

活用しての事業についてであります。ここで思
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い出されるのは、数年前にも緊急地域雇用創出

特別基金を利用した雇用創出事業があったなと

いうことでありますけれども、このときの雇用

実績はどうであったか。また、今回の基金事業

に関しての計画策定状況はどうなっているか、

同じく商工観光労働部長に伺います。

21年度予算案に関しての最後の質問ですけれ

ども、新たな時代に対応する警察通信指令シス

テム整備事業に関連して伺いたいと思います。

関連してというふうに述べたのは、実は、この

整備事業そのものではなく、当該システム整備

後に導入が可能となる携帯電話発信地表示シス

テムについて伺いたいと思ったからでありま

す。これは、携帯電話やＩＰ電話からの110番通

報において位置情報を示すシステムのことだろ

うと思っておりますけれども、この導入の背景

には、携帯電話からの110番通報の増加に伴っ

て、通報者がその場所に不案内のために、受理

してから警察官が現場に到着するまでの時間が

長くなっているということがあるのではないか

と思います。位置情報通知が可能な携帯はＧＰ

Ｓ測位対応機種、いわゆる第三世代のそれに限

定されるそうですけれども、２年以上前に購入

した私の携帯でも対応していますので、今のほ

ぼすべての携帯は対応可能となるのではないか

と思います。それにつけても、思い起こせば、

携帯電話からの110番通報に関して、通報者の位

置を特定するために電柱の管理番号を通知して

もらって検索するシステムについて質問したの

は、平成15年11月議会でありました。わずか数

年ですけれども、隔世の感があります。ところ

で、警察における位置情報通知システムの運

用、警察庁生活安全局地域課の資料によれば、

九州では、昨年４月から福岡県、大分県、沖縄

県がスタート、本年４月からは佐賀県、長崎

県、熊本県、鹿児島県がスタート予定のようで

あります。そうなると、九州では本県のみが残

されてしまうことになりますが、今後の導入時

期はいつごろになるのか、警察本部長にお伺い

をいたします。

次は、ひとり親家庭支援についてでありま

す。

我が宮崎県は、ここ数年、離婚率の全国ワー

スト５の常連であります。離婚件数は、当然の

ことながら大都市が上位を占めていますけれど

も、離婚率を見てみると、2004年から2006年ま

での統計では、宮崎県は1,000人当たり2.34人、

全国４位という状態であります。離婚率が高い

ということは、母子家庭、父子家庭といったひ

とり親家庭がふえるということになります。生

計と子育てを一人で担わないといけないひとり

親家庭が、現下の厳しい経済・雇用情勢のも

と、従来にも増して厳しい生活を強いられてい

ることは容易に想像ができます。安定した生活

を確保するためにも、それぞれの家庭状況に応

じてきめ細やかに支援することが、従来にも増

して必要になってきているのではないかと考え

ております。

県では、ひとり親家庭の状況、また行政に対

する要望などを知って福祉の向上に資すること

を目的とした、ひとり親世帯生活実態調査を定

期的に実施されております。直近では、一昨年

の９月に調査をして、昨年３月に結果報告書を

まとめられております。今回は、その調査結果

報告のうち、公的制度や施設の認知度、利用状

況などについて、前回調査結果とも比較しなが

ら伺います。今回の調査結果を見ると、母子家

庭で児童扶養手当について知っている人は83.6

％、利用した人は74.0％、母子家庭医療費助成

事業について知っている人は65.7％、利用した
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人が54.2％など、従前から実施されていた制度

などについては比較的知られており、また、利

用されている傾向はありますけれども、新しい

制度などについては余り認識されていない、つ

まり利用されていないということがうかがえま

す。このことは、前回の平成16年の補足調査で

も同様の結果となっております。調査結果に見

られるこのような現状をどうとらえ、どのよう

な対応策を講じてきたのか、また、これから講

じようとされるのか、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

次は、教育問題について伺います。

１点目は、モンスターペアレント対策につい

てであります。この問題につきましては、昨年

の11月議会において、自由民主党の中村幸一議

員も取り上げられておりましたけれども、後輩

の娘さんがモンスターペアレントに遭遇して精

神を病んでしまったというお話でありました。

子供たちの教育に熱い情熱を持って臨んでいた

であろう若い女性教師が、１人の教え子の親に

よって人生を台なしにされてしまう。こういう

ことがあっていいのだろうか。親御さんの無念

さ、悲しみはいかばかりかと思うと、本当に気

の毒でなりません。そこで教育長に伺いたいと

思いますが、そのときの答弁では、「モンス

ターペアレントとのかかわりに関して、学校だ

けで解決が困難な場合には、関係機関等とも連

携しながら的確な支援を行っていく」というこ

とでありました。その後、取り組みについて具

体的な動きなり方針が出てきたのか伺います。

２点目は、特別支援学校整備についてであり

ます。平成21年度から25年度までの５年間での

特別支援学校総合整備計画が策定をされていま

すけれども、その中で注目すべきは、地域の特

別支援教育のセンターとしての機能を充実させ

るという点であります。このことは、総合整備

計画策定委員会の示した７つの基本方針のうち

の１つ、「特別支援学校が地域の特別支援教育

センターとしての機能を十分に発揮するための

特別支援教育コーディネーターの人的整備と障

がいに対応した専門性の確保」という文言で明

確となっております。大変重要な視点でありま

すけれども、この点に関しての教育長の見解を

伺いたいと思います。

最後に、高齢者対策について伺います。

まずは交通事故防止に関してでありますが、

去る１月28日に開催された文教警察企業常任委

員会において示された資料によると、本県の平

成20年中の交通事故の発生状況、死者数は、昭

和31年以来、52年ぶりの40人台で、前年比減少

率は全国第１位だったそうであります。うち、

高齢者の死亡を見ると25人、全死者の52.1％

だったようで、これは全国の傾向と同じではな

いかと思います。しかしながら、この高齢者の

死亡、前年と比べるとマイナス20人ということ

で、本県警察の長年の取り組みの成果が顕著に

出てきたのではないかと評価するところであり

ます。今後もこの状態を維持していかれる中

で、高齢者の犠牲者を減らす取り組みを期待し

ているところであります。

ところで、本年６月から、75歳以上の高齢者

を対象に認知機能検査が導入されると聞いてお

りますが、その内容並びに県民及び対象者に対

しての周知にはどのように取り組んでいるの

か、警察本部長に伺いたいと思います。

２点目は、振り込め詐欺に関して伺いますけ

れども、この件につきましては、高齢者のみに

かかわる問題でもないので、広くその防止に向

けての取り組みについて伺っていきたいと思い

ます。「だまされたふり作戦」、これは振り込
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め詐欺対策として、警察関係者が振り込め詐欺

の電話を受けた場合、犯人の指示に従う演技を

して逮捕につなげるというもののようでありま

す。この背景には、最近の振り込め詐欺は、口

座に振り込ませる以外に、現金やキャッシュ

カードを被害者宅に直接取りに行く手口がふえ

ているということがあるようであります。しか

し、正直言って、イメージとして、こんな子供

だましみたいな手に百戦錬磨の連中がだまされ

るのかなというふうに思っておりました。しか

し、警察庁のまとめによりますと、ことし２月

から14日までの２週間に、全国の警察で11事

件、19人を逮捕したそうであります。また、警

視庁ではホームページで、詐欺グループに対

し、振り込め詐欺をやめるよう警告する動画の

配信を、１カ月限定ですが始めたようでありま

す。全国ではこのような取り組みを行っており

ます。折しも今月は、振り込め詐欺撲滅強化推

進月間であります。本県警察としては具体的に

どのように取り組んできたのか、警察本部長に

伺います。

ところで、多くの県民が心待ちにしている定

額給付金の支給作業は、早ければ３月末あたり

からスタートする市町村も出てまいります。給

付金に係る振り込め詐欺防止に向け、作業の本

格化を前に、実施主体である市町村との連携が

極めて重要になってきますけれども、取り組み

の進捗状況はどうか、同じく警察本部長に伺い

たいと思います。

関連して、県としては、定額給付金に絡む振

り込め詐欺を防止するため、どのような対策を

講ずるのか、また講じているのか、総務部長に

伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。そのほ

かについては自席から質問いたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

世論調査の手法についてであります。先般、

地元紙が行った県民意識調査は、調査員による

選択記述方式の調査であったと承知しておりま

す。このような調査手法は、一般的には社会的

・政治的争点についての意識調査などに適して

いると言われているようであります。また、電

話による調査は、一般的には短時間で費用をか

けずに大量の調査が必要な場合に利用されてい

る方法であると思います。調査に際し、どのよ

うな手法を選択するかについては、調査の目的

や内容に応じて、調査実施者において判断され

ているものと存じますが、その結果について

は、調査手法等を念頭に置いて受けとめるべき

ものと考えております。

続きまして、緊急保証制度に関する金融機関

への協力要請についてであります。大変厳しい

経済状況の中、中小企業の年末の資金繰りを支

援するため、昨年12月16日に信用保証協会、

翌17日に政府系金融機関及び銀行協会を、私が

直接訪問させていただき、緊急保証制度の活用

推進について協力要請を行ったところでありま

す。早速、信用保証協会では保証審査体制の大

幅な拡充がなされ、また、銀行においても年末

に休日の相談窓口が設置されるなど、積極的な

対応をしていただいたところであります。その

結果、緊急保証制度の保証実績は、11月の14

億6,000万円に対し、12月は４倍以上増の65

億2,000万円となり、また１月も61億2,000万円

となっております。以上です。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、世論調査についてであります。世論調
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査は、単純無作為抽出法などの統計的な手法で

抽出された、ある一定数の人々から意見を収集

し、集団や社会などの世論の動向を調べるもの

であり、民意を把握するための手段の一つであ

ると考えております。

次に、県民意識調査についてであります。県

民意識調査は、県内在住の20歳以上の方を対象

として、住民基本台帳から3,500人を無作為に抽

出し、調査票を郵送する方法で実施しており、

平成19年度は3,500人中2,050人、率にいたしま

して全体の58.6％の方から回答をいただいてお

ります。調査項目は、新みやざき創造戦略に掲

げた12の施策について、特に重要と思うものを

選択する設問のほか、子育てにおける不安感や

ボランティア活動への取り組みに関する設問な

ど、約40項目を設定しております。また、調査

結果につきましては、県議会への報告後、県の

ホームページで公表しているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

定額給付金に絡む振り込め詐欺の防止対策に

ついてであります。定額給付金関係の振り込め

詐欺につきましては、県内でも、昨年の11月

に、定額給付金の給付を装って口座番号を聞く

不審な電話があったことが確認をされましたの

で、早速、警察本部と連絡を取り合い、ホーム

ページや新聞の「県政けいじばん」で県民の皆

様に注意を呼びかけますとともに、市町村に対

しましても対応をお願いしたところでありま

す。その後、このような事例は確認されており

ませんが、実際に給付が開始されますと、振り

込め詐欺の動きが本格化することも予想されま

すことから、今後とも、警察本部や市町村と連

携を図りながら、各種の媒体を活用し広報を行

うなど、被害の防止に努めてまいりたいと存じ

ます。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、安心こども基金の今後の取り組みにつ

いてであります。この基金は、安心して子供を

生み、育てられる社会づくりを進めるため、保

育所の整備や、認定こども園の推進などの新た

な保育需要への対応及び保育の質の向上のため

の研修等の事業に活用することとしておりま

す。今後の取り組みにつきましては、国から基

金についての具体的な事業の実施要綱等が近日

中に示されると聞いておりますので、これを受

け、早急に平成22年度までの市町村の計画を取

りまとめた上で、県の計画を策定し、今年度内

に国へ交付金の申請を行うことになると考えて

おります。具体的な事業の実施につきまして

は、平成22年度までの２カ年計画に基づき、着

実に推進してまいりたいと考えております。

次に、妊婦健康診査支援基金に関する市町村

の実施計画についてであります。妊婦健康診査

支援基金の事業は、望ましい健診回数14回のう

ち、既に地方財政措置されている５回分を除く

残りの９回分について市町村が公費負担を行う

場合、その２分の１を、県が造成する基金から

交付するものであります。基金の交付に当たっ

ては、市町村が、平成22年度までの実施計画を

策定することとされております。現在、各市町

村において、公費負担の拡充について検討が進

められているところであり、今年度内には実施

計画が策定される予定であります。

また、県の実施計画についてでありますが、

県としましては、すべての市町村で14回の妊婦

健診の公費負担が実施されることを前提に、今

年度中に実施計画を策定することとしておりま
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す。

最後に、ひとり親家庭支援制度の周知につい

てであります。ひとり親家庭の支援につきまし

ては、児童扶養手当や医療費助成等の経済的な

支援や、就労支援、相談事業などの施策を総合

的に推進しているところであります。昨年度実

施しました生活実態調査では、お話にもありま

したように、制度によっては十分に周知・利用

されていないものもあり、さらなる広報が必要

であると考えております。このため、県といた

しましては、新聞等のメディア活用、福祉こど

もセンターや市町村窓口等におけるチラシの配

布、県庁ホームページによる情報提供などを

行っているところであり、今後一層、ひとり親

家庭に対する制度の周知と利用の促進に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、緊急保証制度の実績についてでありま

す。緊急保証制度は、本県中小企業の資金繰り

に大変役立つ制度であることから、制度発足以

前から、金融機関への協力要請や担当者説明会

の開催、チラシの配布など制度の周知に努めて

きたところであります。その後の利用状況を見

ますと、九州の他県におきましては、制度発足

直後から積極的な利用があったのに対し、本県

の場合は、12月中旬以降から利用が急増し、現

在に至るまで高い水準で利用されております

が、他県と比較しますと利用が少ない状況にあ

ります。このため、今後とも、この制度が有効

に活用されますよう、制度の周知や関係機関へ

の協力要請に努めてまいりたいと考えておりま

す。また、利用の急増を受けまして、年度末の

資金需要に万全を期すため、１月補正で急遽、

セーフティネット貸付の融資枠を150億円まで拡

大したところであります。

次に、ふるさと雇用再生特別基金事業におけ

る地域基金事業協議会についてであります。地

域基金事業協議会につきましては、労働局、

県、労使団体の代表等で構成することとされて

おりますが、現在、人選を含め関係機関との協

議を行っているところでありまして、３月中に

は設置したいと考えております。協議会におき

ましては、実施事業の選定や事業計画の策定等

に関しまして定期的に意見を聴取することによ

り、事業の円滑な実施に努めてまいりたいと考

えております。

次に、ふるさと雇用再生特別基金事業等の事

業計画の策定状況についてであります。事業計

画につきましては、現在、県が実施する事業の

取りまとめを行うとともに、市町村が実施する

予定の事業についてヒアリングを実施いたして

おります。今後、労働局とも協議した上で計画

の策定を終え、速やかに国に提出したいと考え

ております。

最後に、前回の基金事業の雇用創出実績等に

ついてであります。平成13年度から16年度に実

施いたしました緊急地域雇用創出特別基金事業

における雇用創出実績は、5,127人となっており

ます。なお、今回の見込みにつきましては、先

ほどお答えしました計画と同様、現在取りまと

めを行っているところであります。以上でござ

います。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

まず、学校に対する理不尽な要求についてで

あります。学校だけでは解決が困難なケースと

いたしまして、法外な金銭の要求や脅迫、暴力

などが考えられますが、そのような事案の報告
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は受けていないところであります。ただし、ト

ラブルの未然防止・早期解決のためには、教師

自身が、法律に基づく考え方や、脅迫、暴力等

への対応について、知識やスキルを身につけて

おくことが大切でありますので、県教育研修セ

ンターにおきまして、管理職を対象とした危機

管理研修や、教職員を対象として弁護士を講師

に招いてのトラブルへの対応に関する研修など

を実施したところであります。来年度は、これ

らの研修をさらに充実させ、学校に対する理不

尽な要求等に的確に対応できるよう支援してま

いりたいと考えております。

次に、特別支援学校のセンター的機能の充実

についての今後の取り組みであります。特別支

援学校には、特別支援学校に在籍する障がいの

ある子供たちへの教育を行うほか、地域の小中

学校等に在籍する障がいのある子供たちを支援

する、センター的機能が求められております。

このため、特別支援教育コーディネーターが、

小中学校等の教員に対し、障がいのある子供た

ちへの指導のあり方を助言するとともに、保護

者からの相談に対応いたしております。また、

今年度からは、新たに特別支援教育チーフコー

ディネーターを特別支援学校６校に１名ずつ配

置し、医療、福祉等の専門家と連携しながら、

発達障がい等に起因する困難な事例への対応に

取り組んでおります。県教育委員会といたしま

しては、今後とも、特別支援学校のセンター的

機能の充実に努め、地域に信頼される学校づく

りに取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、携帯電話発信地表示システムについて

でありますが、現在のシステムでは、加入電話

等の固定された場所からの110番通報について

は、即座にシステムの画面上で発信地を特定で

きますけれども、場所が移動する携帯電話につ

いては、通報者の方から発信地を改めて聴取し

なければならず、迅速な警察初動措置を行うた

めには、発信地の位置が自動的に表示される仕

組みが極めて有効でございます。こうしたシス

テムにつきましては、国費で整備することと

なっておりますことから、国に対しまして、平

成22年度の整備を強く要望しているところであ

り、ぜひ認めていただいて早急な整備を図りた

いと考えております。

次に、認知機能検査についてでございます。

御案内のとおり、高齢化社会の進展に伴いまし

て、高齢運転者の割合は一層高くなっておりま

す。運転操作不適を原因とする高齢者特有の事

故が多発するなど、高齢運転者の安全対策が喫

緊の課題となっております。他方で、公共交通

機関の整備が不十分な地方にお住まいになる高

齢者にとっては、自動車が日常生活に必要不可

欠であるというのもまた事実でございます。

こうしたことを踏まえまして、国において道

路交通法の改正が行われ、本年の６月１日か

ら、75歳以上の高齢運転者を対象として認知機

能検査が実施されることとなっております。こ

の検査は、加齢に伴う身体機能低下が運転に及

ぼす影響を個別・的確に検査をしまして、それ

に引き続いて行われることになっております高

齢者講習で、個々人の能力に応じた、よりきめ

細かなアドバイスを行うなど、これまで以上に

高齢者の方の安全運転を支援していこうという

ものでございます。

認知機能検査の対象となる県内の75歳以上の

免許保有者の数でございますが、本年１月末現

在で調べましたところ、約４万6,000人でありま



- 153 -

平成21年２月27日(金)

す。したがいまして、およそでありますが、月

平均で1,200人から1,300人程度の方が認知機能

検査をお受けになられるというふうに予想して

おります。検査の内容につきましては、検査時

の曜日や時刻などを答えていただく、あるいは

動物や果物のイラスト、これは10幾つかあるん

ですけれども、そのイラストを見ていただい

て、その後、記憶の度合いを答えていただく、

そのときの時刻を言いますので、その時刻の時

計の絵をかいていただく。こういうような簡易

な内容でございまして、認知機能の専門家の方

のアドバイスに基づいて、こうした検査内容で

行うというふうに伺っております。

この検査の周知につきましては、従前から、

交通安全に係る各種行事、高齢者対象の交通安

全教室の開催時、そして、高齢者講習などで広

報啓発、パンフレットの配布などを行っており

ます。今後は、対象者となる個々人の方に、必

ず事前にはがきにより案内通知を行いまして、

御自分が検査が必要となることについてあらか

じめ知っておいていただくようにする予定でご

ざいます。また、本制度につきましては、御家

族など周辺者の方の理解も不可欠でありますの

で、県、市町村の広報紙、交番で発行しますミ

ニ広報紙等を通じ、広報啓発を行うとともに、

ポスターやリーフレット等を各警察署等に配布

し、その周知を図ることといたしております。

次に、振り込め詐欺撲滅強化推進期間の取り

組み状況についてでございます。昨年中の振り

込め詐欺の認知件数は、前年を大幅に上回り210

件、被害総額につきましては、過去最高の約１

億9,000万円に上り、大変厳しい状況となりまし

た。本県警察といたしましては、こうした状況

を踏まえまして、昨年10月に引き続き、今月を

２度目の振り込め詐欺撲滅強化推進期間に指定

して、集中的な取り締まりと予防活動を強力に

推進しております。

取り組み状況についてでございますが、まず

１点は、高齢者を中心とした広報啓発活動の推

進でございます。振り込め詐欺の被害に遭いや

すい高齢者を中心に、被害情報が十分浸透する

ように、広報媒体を活用して積極的に警察のほ

うから情報を発信しますとともに、巡回連絡、

交通安全教室等の高齢者等と直接向き合う機会

を利用して、具体的で理解しやすい広報啓発活

動を推進しているところであります。

２点目は、犯行ツールの遮断による犯罪抑止

であります。これはどちらかというと犯罪捜査

の分野でございますが、御案内のとおり、振り

込め詐欺は、架空名義、他人名義の携帯電話、

預金口座を不可欠な犯行ツールとして使用して

おりますので、これらの供給を遮断する取り組

みを強化するとともに、犯行に使用された携帯

電話の番号が判明しているものに対しては、警

察から警告の電話を集中的にかけるなどして、

犯行ツールとしての携帯電話の無力化を図る対

策を推進しております。

３点目でございますが、金融機関と連携した

諸対策の推進でございます。金融機関のＡＴＭ

を利用した振り込みが、依然として犯行の中心

となっておりますので、警察官によるＡＴＭ設

置場所への立ち寄り警戒を初め、各金融機関に

おきましても、窓口職員による利用客への声か

け、ＡＴＭ機の操作画面の中で注意喚起のメッ

セージの表示を行うなど、水際での被害防止対

策を強化しております。また、年金支給日であ

りました今月13日は、ＡＴＭの集中警戒日とい

たしまして、県内のすべてのＡＴＭ設置場所を

対象に、警察官の固定配置や遊動による警戒を

強化して被害の未然防止に努めたところであり
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ます。今月の認知件数は、２月25日現在で３件

でございます。本年の累計で６件であります。

昨年２月末累計が44件でございましたので、昨

年と比較しますと、大幅に被害は減少している

という状況にございます。今後ともこうした状

態で推移いたしますように、引き続き諸対策を

強力に推進してまいりたいと考えております。

最後に、定額給付金に伴う振り込め詐欺被害

防止に向けた自治体との連携についてでありま

す。御指摘がありましたとおり、定額給付金の

支給に伴う振り込め詐欺の発生が懸念されます

ことから、給付金の支給事務を行われる県、市

町村との連携強化は必要不可欠と考えておりま

す。先般、県担当部局の主催で、実際の支給事

務を行われる各市町村の担当者がお集まりに

なって、定額給付金事業説明会を開催されまし

たけれども、この席に警察本部の担当幹部を出

席させまして、給付金の支給に伴って予想され

る振り込め詐欺の形態等についての説明、不審

電話等に関する情報を入手した際の通報など、

被害防止に向けた具体的な説明と今後の連携、

そして情報の共有化をお願いしたところであり

ます。本県警察といたしましても、今後とも、

県、市町村等の関係機関との連携を一層密にし

まして、定額給付金の支給に伴う振り込め詐欺

の未然防止に万全を期したいと考えているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし

た。ありがとうございます。何点か伺っていき

たいと思います。

まず、安心こども基金に関してであります

が、答弁にあったように、この基金は多様な保

育サービスを支援するためのものであって、幾

つかの事業が盛り込まれております。いずれも

市町村や法人の負担が伴うということになりま

す。予算の消化が危ぶまれるという声も聞こえ

てくるところであります。しかし、せっかくの

交付金でもありますし、積極的な活用が望まれ

るところでありますけれども、県としてはどの

ように取り組んでいくのか、福祉保健部長にお

伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 安心こども基

金の事業につきましては、例えば保育所等緊急

整備事業では、基金負担が２分の１、市町村負

担が４分の１、法人負担が４分の１となってお

りまして、市町村、法人ともに負担を伴うこと

になります。そうではありますが、県としまし

ては、市町村等に基金事業の周知を図り、基金

が有効に活用されるよう、積極的に働きかけて

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 妊婦健康診査の公費負担につ

いてでありますけれども、この事業の実施期間

も平成22年度までということで、23年度以降の

財政負担を見越して、14回までの実施をちゅう

ちょする市町村も出てくるんじゃないかと予想

されます。県としてはどういった対応をされる

のか、同じく福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦健康診査

の公費負担につきましては、現在、市町村では

厳しい財政状況にはありますが、14回の妊婦健

診の公費負担を実施する方向で検討が行われて

いるところであります。平成23年度以降の財政

措置につきましては、国が市町村における妊婦

健康診査事業の実施状況を踏まえて検討すると

されておりますので、県としましては、継続的

な財政支援を国に要望するとともに、平成23年

度以降においても公費負担の継続について、市

町村に助言してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ところで、この妊婦健診の公
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費負担に関しては、市町村は、財源として地域

活性化・生活対策臨時交付金を充てることも可

能というふうになっておりました。この交付金

を活用しての事業実施計画の提出期限は２月12

日になっていたわけですけれども、全市町村の

実施計画は市町村課で取りまとめられていると

思います。どのような状況であったか、この件

については総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 議員御指摘の地域

活性化・生活対策臨時交付金の実施計画につき

ましては、御指摘のように、各市町村で取りま

とめまして既に国に提出をしております。この

実施計画の中身につきましては、細かな事業内

容まで記載をしておりませんので、断言はでき

ませんけれども、それを見た限りでは、妊婦健

診費用の公費負担にこの基金をもって取り組む

という事業は見当たらないところでございま

す。

○新見昌安議員 今回の取り組みは、妊婦健診

の理想とされる14回までの完全無料化に向けて

の大きな一歩じゃないかというふうに思いま

す。今回の事業によって、一定の道筋はついた

んじゃないかというふうに思っているところで

あります。県としては、今後、市町村に対して

どういった助言あるいは指導を行っていく方針

なのか、福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県としまして

は、妊婦健診に対する公費負担の拡充に向け

て、これまで、県レベルはもとより、各保健所

単位で市町村説明会を開催するとともに、県医

師会と市町村の協議の場を設定するなど、市町

村に対し、妊婦健診の重要性を訴えてきたとこ

ろであります。今後とも、公費負担による健診

内容の充実等について、さまざまな場を活用し

て、市町村に助言してまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 先ほど述べました安心こども

基金、そして今の妊婦健康診査支援基金、とも

に事業期間は平成22年度末までとなっていま

す。確かに短いといえば短いというふうに思い

ます。しかし、この２年間で対策の効果が実感

できて、それらが、安心して出産また育児がで

きるようになったという大きな声となって国、

県、市町村に届き、また、継続的な制度となる

ように求める、さらに大きな声となっていくこ

とを期待しているところであります。また、そ

ういうふうになるように、しっかり我々も取り

組んでいかねばならないとも思っているところ

であります。

次に、ふるさと雇用再生特別基金事業に関し

て伺いたいと思います。この事業は、地方自治

体が直接実施することはできないというふうに

なっています。委託を受けた民間企業あるいは

ＮＰＯ法人、こういったところが事業の実施主

体となるものであります。その意味では、地域

の発展に役立つ新たなビジネスモデルを呼び込

むこともできると。起業支援の側面というもの

を持つと考えるわけであります。ここにおける

委託先の企業等はどんなふうに選定されていく

のか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ふるさと

雇用再生特別基金事業は、地域における継続的

な雇用機会の創出を目的としておりますので、

その主な受け皿となる民間企業等に委託して、

事業を実施することとしております。委託事業

の実施に当たりましては、競争入札による委託

先の選定を行うことを原則としておりますが、

あわせまして、県民総力戦という観点から、民

間の企画による提案型事業も実施することとし

ておりまして、県民の皆様の自由な発想による
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御提案をいただいて、雇用創出効果の高い事業

を実施してまいりたいというふうに思っており

ます。

○新見昌安議員 それでは、もう一方の緊急雇

用創出事業臨時特例基金事業に関して伺いたい

と思います。この事業は、先ほどのふるさと雇

用再生特別基金事業とは異なって、地方自治体

が直接実施することもできるというふうになっ

ております。ここで、県が直接実施するもの、

あるいは民間企業やシルバー人材センター等に

委託するものに分けられるということになると

思うんですけれども、これを分ける基準はどの

辺にあるのか、再度お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 事業の実

施方法につきましては、国から基準は示されて

おりませんが、速やかに、かつ円滑に実施する

ためにはどういう方法がいいかを基準にしたい

と考えておりまして、自治体が直接実施するの

がよいのか、民間企業等に委託したほうがよい

のか、その辺を総合的に判断して行うこととい

たしております。できるだけ早く雇用の機会が

確保できるように努めてまいりたいというふう

に思っております。

○新見昌安議員 同じくこの事業について伺い

ます。実施期間は３年以内となっております。

新聞報道によりますと、今月20日に県と宮崎労

働局が宮崎市に共同就職支援センターを開設さ

れたというふうに出ておりました。このセン

ターは、ハローワークが持つ職業相談・紹介機

能、そして県の雇用対策・誘致企業などの情

報、こういったものを組み合わせて、一体と

なって再就職を支援するというふうに報道され

ておりました。そして、県は、このセンターに

求職者総合支援センターを併設して、生活保護

や住宅など幅広い相談に１カ所で対応できるよ

うな場所にされるというふうにも書いてありま

した。このセンターの事務内容からして、かな

り有効に機能する、継続性のある施設になるの

ではないかというふうに期待するところです。

この求職者総合支援センターも事業の実施期間

のとおり３年で終わりになるのか、もったいな

いような気もするんですけれども。同じく商工

観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

御質問にもございましたけれども、求職者総合

支援センターは、現在の厳しい経済・雇用情勢

の中で、多くの離職者が出ていることから、国

や県、市町村などの各機関がそれぞれ実施して

おります生活、住宅、就労等に関する相談を、

緊急的にワンストップで実施するために行うこ

とにしておりまして、県が基金を活用して設置

するということになっております。このため、

設置期間につきましては、当面、21年度から23

年度までの３年間を予定いたしております。

○新見昌安議員 当面ということで、幾分かの

期待もするわけですけれども、考えてみると、

緊急雇用ということであれば、この３年間で景

気回復に全力で取り組んでいかなければならな

いということでもあるのではないかと考えま

す。この辺は頑張っていきたいというふうに思

います。

次に、位置情報通知システムについてお伺い

をしたいと思います。携帯電話発信地表示シス

テムあるいは位置情報通知システムについて

は、警察のみならず、消防でもその効果を発揮

するのではないかというふうに考えます。救急

車あるいは消防車が現場に到着する時間を少し

でも早めることができるというふうに考えま

す。県内の消防本部における導入状況はどんな

ふうになっているのか、総務部長にお伺いをい
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たします。

○総務部長（山下健次君） 県内におきまして

は、既に延岡市の消防本部が、昨年４月の新庁

舎の整備にあわせて導入をしているところでご

ざいます。このほかには、宮崎市の消防局が平

成21年度からの導入を検討しているというふう

に聞いております。

○新見昌安議員 各消防本部へのこのシステム

の導入は、それぞれの市町でしっかり取り組ん

でいただきたいし、私もそれぞれの町また市の

議員と連携をとっていきたいというふうに思っ

ています。その際には、ぜひともＡＥＤの設置

場所も表示できるようなシステムにしてもらい

たいというふうに私は思っております。このＡ

ＥＤの導入促進については、我が会派の河野議

員が、一般の人もＡＥＤが使えるようになった

平成16年７月直後の９月議会において、いち早

くこの導入促進を訴えたところでありました。

その後、ＡＥＤを使用することによる救命率の

向上も広く認知されたというふうに思っていま

す。今では、かなりの台数が県内に設置してあ

るのではないかと思いますけれども、県内のＡ

ＥＤの設置場所あるいは設置台数はどういう状

況か、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自動体外式除

細動器、いわゆるＡＥＤにつきましては、お話

にありましたように、平成16年７月から、医師

などの医療従事者以外の一般の方にも使用が認

められたところであります。現在、県や市町村

の公共施設のみならず、福祉施設や保育所、ホ

テルあるいはガソリンスタンドなど、さまざま

なところで導入が進んでおります。県内の消防

機関等を通して調べたところ、本年２月現在で

は842台のＡＥＤの設置が確認されております

が、県内のＡＥＤ販売代理店で把握している数

は約2,000台とも言われておりまして、設置場所

を含め、全体の設置台数については把握ができ

ていないところであります。

○新見昌安議員 販売されたすべてのＡＥＤに

ついては把握していないということでした。個

人が購入されたものについては、個人情報の関

係もあって確かに掌握は難しいかもしれない、

しかし、少なくとも、一定の公共的な施設と言

われるものに設置されている分については、情

報として持っておってしかるべきではないかと

いうふうに考えております。延岡市消防本部、

宮崎市消防局以外では、携帯電話の発信地表示

システムそのものがまだ導入されるかどうかわ

からないという現段階においては、まずは、携

帯電話の発信地表示システムの導入時期にある

程度の目鼻がついたと思われる警察の新しいシ

ステムに、ＡＥＤの設置場所を表示して、消防

本部と速やかに連携がとれるようにシステム設

計をしていただきたいと思いますけれども、警

察本部長の見解を伺います。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

警察と消防といいますのは、救急救助の場

面、そして災害発生の場面で連携をとって、お

互いの特性が生きるような活動をするというの

は、大変大切なことであると思っています。そ

ういう観点から、御質問にありましたような考

え方というのは、当然あり得るんだろうと思い

ます。今回、議員の御質問があるということ

で、早急に全国の警察の状況について調査をさ

せました。そうしたところ、１県だけではある

んですが、沖縄県がシステム上でＡＥＤの設置

場所表示というのを行っているということが判

明いたしましたので、若干お時間をいただきま

して、沖縄県警のコンセプトなり、その導入の
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経緯なり、コストなり、活用事例なり、運用上

の問題点なりを十分に調査した上で、今後の当

県のあり方について研究をしてみたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。

○新見昌安議員 時間が押し詰まった中、全国

の導入状況を調査していただいたということ

で、感謝いたします。今の答弁にあったよう

に、沖縄県が既に導入しているということで、

一定の明かりは見えてきたというふうに思いま

す。私を含めて、ここにいらっしゃる皆さん、

いつどこで心臓発作で倒れるかわかりません。

いつどこでＡＥＤのお世話になるかもしれない

んですね。これはぜひ前向きに検討していただ

きたいというふうに思っております。

続きまして、ひとり親家庭支援について伺っ

ていきます。前回の平成16年の補足調査結果に

まとめられた公的制度あるいは施設の一覧と、

今回のそれとを比較すると、従来の経済的な支

援に重点を置いていたという施策から、それに

プラス、自立・就労に主眼を置いた総合的な支

援策を展開しようとされている考え方が、この

表を比較してもうかがえるところであります。

記載されている制度や施設の数が圧倒的に、こ

の２つを比べると違うわけです。しかし、幾ら

すばらしい制度があっても、それが使われなけ

れば宝の持ち腐れになるのではないかというふ

うに思います。先ほどの答弁で、ホームページ

などで情報発信をしているということでしたけ

れども、さらに一歩進んだ情報の発信ツールと

して、いろんな情報を発信するメールマガジン

を配信してはどうか。これは一回登録しておけ

ば嫌でも情報が入手できるわけです。福祉保健

部長の見解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） メールマガジ

ンを活用した広報につきましては、登録された

方々に新しい情報を継続して提供する上で有効

な手段であると考えておりますが、ひとり親家

庭支援制度の広報としての活用につきまして

は、その効果等を慎重に検討する必要があると

考えております。

○新見昌安議員 今の答弁は、現在持っている

いろんな制度の情報を発信してしまったら、あ

とは発信するものがなくなるというふうに思わ

れているのかもしれませんけれども、登録者か

らいろんな相談を受け付けたりするようなツー

ウエーのシステムにすれば、継続性もあるので

はないかというふうに思います。そうすれば登

録者からも本当に喜ばれるのではないかという

ふうに思いますけれども、これについてはぜひ

とも検討していただきたいと思います。

続いて、モンスターペアレント対策について

伺いたいと思います。モンスターペアレントに

ついては、全国的にいろいろ調べてみても、そ

れぞれ地域でいろんな対策を講じておられるよ

うです。東京都の教育委員会では、都内にある

公立の幼稚園、小学校、中学校、高校など2,418

校あるそうですけれども、すべてを対象にし

て、保護者らから寄せられる要望の実態調査を

したそうです。その結果、「理不尽な要求など

が繰り返し行われる」「学校での対応には時間

的、精神的に限界がある」、こういった双方の

条件に合致し、学校だけでは解決が困難なトラ

ブルを調べたら、約１割の234校で326件発生し

ていたということで、東京都教育委員会として

は、その結果を踏まえて、トラブルの解決に取

り組む専門部署といったものを、平成21年度に

設けることとしたというふうにありました。そ

のほか、大阪府の堺市では、小学校長のＯＢ、

警察官ＯＢの２人を「学校危機管理アドバイ

ザー」ということで採用しているようです。ま
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た、岡山県の教育委員会では、トラブルの背景

には初期対応のまずさがあるんじゃないかとい

うことで、保護者からの苦情に対応する教員向

けのマニュアル「学校に対する苦情・不当な要

求等への対応」をつくったというふうにありま

した。このように、子供にとって大事な教育環

境でもある教師を守り、支援するために、各地

でいろんな動きが出てきているというふうに感

じております。本県でも、先ほどの答弁で示さ

れた対応策を、ぜひとも実効性のあるものにし

ていただきたいというふうに思います。そし

て、きのうの質問への答弁にあった衝撃的な数

字が少しでも減ればいいなというふうに思いま

す。よろしく対応方お願いしたいと思います。

それでは、特別支援学校整備に関して伺って

いきたいと思います。「平成19年度文部科学白

書」というものがあるんですが、ここの第２部

第２章第８節は、「障害のある子どもたちの可

能性を最大限に伸ばす特別支援教育」というタ

イトルでまとめられております。この中でいろ

んな図表があるんですけれども、この図表を見

ると、連携、支援ということで、特別支援学校

が中心になって、ここからいっぱい線が伸びて

いるわけです。10の機関に線が伸びておりま

す。これを見る限り、正直言って、ちょっと欲

張り過ぎているんじゃないかという感じも受け

るわけであります。これは、ある程度整理しな

いと、絵にかいたもちになってしまうんじゃな

いかというふうにも考えます。ただ、ここでは

―学校教育法が改正されてもうすぐ２年で

す。この間に今まで、特別支援学校と一般の小

中学校との人的な交流も含めて、どのように取

り組んでこられたのか、また、これからどう取

り組んでいかれるのか、再度、教育長にお伺い

をしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 現在、すべての特別

支援学校が、それぞれの地域の幼稚園、小学校

・中学校、高等学校と、運動会や文化祭などの

学校行事においてともに活動したり、総合的な

学習の時間や教科の学習でともに学ぶなど、子

供たちの実態に応じてさまざまな工夫をしなが

ら、交流及び共同学習を行っているところであ

ります。また、特別支援学校と小中学校等の教

員が合同で、交流を円滑に進めるための会議

や、障がいの理解を深めるための研修会を実施

しているところであります。県教育委員会とい

たしましては、交流及び共同学習は、子供たち

にとって、社会性や豊かな人間性をはぐくみ、

ともに助け合い、支え合っていくことを学ぶ機

会であると認識いたしておりますので、今後と

も積極的に推進してまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○新見昌安議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いしておきます。

最後に、世論調査についてであります。この

世論調査について、知事や県民政策部長に問う

ても、これはせんないことだというふうには

思っておりました。でも、質問したところであ

ります。

実は、電話での世論調査の方法、先ほど言い

ましたＲＤＤ法、これについて私が勘違いして

理解していた部分があったんです。先月、私た

ち公明党の機関紙「公明新聞」―月間購読

料1,835円ですけど―が、定額給付金に関して

読者の意見を求めるという特集を組んだんで

す。しばらくして、全国から多くの意見が寄せ

られて、それが紙面に載りました。公明新聞の

読者欄ですから、当然賛同の声ばかりであった

わけですけれども、その中に知り合いの名前を

見つけたんです。その方の意見は、御自身が過
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去３年間のうちに２回、電話による世論調査を

受けて、本当にどきどきしたという体験を述べ

ておられました。２回も電話の世論調査に当た

るというのは珍しいと思うんです。そういった

体験を述べられていたんですけれども、読み進

めていくうちに、実はえっという箇所があった

んです。

それは、こんなふうに書いておられました。

「機械的な女の人の声」云々という表現があっ

たんです。よく我々がフリーダイヤルで電話す

ると、何々については１番を、何々については

２番をというふうに案内してくれて、最終的に

自分の目的のところにたどり着くというのがあ

りますね。これは全部機械の声です。まさか世

論調査もこういった機械で問い合わせていると

いう意味なのかなと思って、私は直接その人に

電話して聞いてみました。そうしたら、やっぱ

りそうだったんですね。その方が言うには、世

論調査の内容は忘れたけれども、こちらから問

いかけることもできなかったと。当然ですね。

そういうふうに言っていました。

私は、このＲＤＤ法というのは、番号はコン

ピューターが選ぶけれども、少なくとも人間が

問いかけるものだというふうに思っていたんで

す。すべてのＲＤＤ法が機械による質問ではな

いかもしれませんけど、そういったものもある

ということなんですね。例えば、間違って違う

キーを押しても訂正の仕方もわからなかった、

そのまま進んでいくしかなかった、当然そう

いったこともあるでしょうね。そういった不確

かなものが寄せ集められて、結果、何々は何％

と大きく載ってしまうということになります。

先ほど知事は答弁で、結果については、調査手

法等を念頭に置いて受けとめるべきということ

を言われましたけど、改めて私もそんなふうに

しっかり受けとめていこうと思ったところであ

ります。

ヤフーで「世論調査」と入力して検索する

と、一番最初に出てくるのは内閣府のホーム

ページです。ここの中にＱ＆Ａがあるんです

が、その一つに―この内閣府の調査は調査員

訪問なんですけど―クエスチョンのほうに、

「調査員が来るのではなく、電話やインター

ネットで調査はできないのですか」という問い

があって、その答えとして、「調査員が面接す

るのは、調査対象者本人であることがその場で

確認できる上に、回答漏れも防げる。そして、

質問の意味をなるべく誤解のないように伝える

ために、回答の選択肢あるいは参考となる資料

をその人にカードで見せた上で質問する」とい

うことです。「電話ではこんなことはできませ

ん」というふうにありました。まさしくこのと

おりだと思います。一方的に聞かされて、質問

内容も、例えば定額給付金に限定すれば、「定

額給付金は支給を取りやめて、雇用や社会保障

などに使うべきだという意見があります。この

意見に賛成ですか、どうですか」という問いか

けとか、「定額給付金は、いわゆるばらまき政

策で、好ましくないと思いますけれども、どう

思いますか」というふうに問われたとしたら、

朝の何とかという高額所得の司会者、あるいは

ルイ14世の「朕は国家なり」みたいに、我が世

論なりと言わんばかりに、したり顔の評論家と

かそういった方が、定額給付金について批判し

ているというのを毎日見ていた人が、このＲＤ

Ｄ法の対象者に選ばれたとしたら、設問自体が

前提をつけていますので、簡単にその誘導に

乗ってしまうんじゃないかと思います。そし

て、それが一つの世論として、ひとり歩きをし

ていくわけです。いま一度、前回私が質問で述
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べたように、世論調査結果にも決して左右され

ない、物事をしっかり見きわめる目を養う、右

顧左べんしない、そういった自分自身をつくり

上げていかねばと思ったところです。一つの問

題提起として質問をさせていただきました。以

上で終わります。(拍手）

○坂口博美議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、３月２日午前10時開会、一般

質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時14分散会


