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平成21年３月10日（火曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計予算

○議案第14号 平成21年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算

○議案第15号 平成21年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算

○議案第16号 平成21年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算

○議案第17号 平成21年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算

○議案第20号 地方警察職員の定員に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第24号 教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第25号 警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第40号 宮崎の教育創造プランの変更に

ついて

○議案第41号 宮崎県スポーツ振興基本計画の

変更について

○議案第72号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○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

○その他報告事項

・ 宮崎県特別支援学校総合整備計画」について「

・ 延岡総合特別支援学校（仮称 」基本構想に「 ）

ついて

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 福 田 作 弥

委 員 井 本 英 雄

委 員 萩 原 耕 三

委 員 太 田 清 海

委 員 図 師 博 規

委 員 田 口 雄 二

委 員 川 添 博

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

警 務 部 長 橋 本 昌 典

冨 山 和 年
警務部参事官兼
首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 椎 葉 今朝邦

刑 事 部 長 松 尾 清 治

交 通 部 長 中 原 雅 男

警 備 部 長 柄 本 重 敏

永 野 文 章
警務部参事官兼
会 計 課 長

長 友 重 徳
警務部参事官兼
警 務 課 長

松 木 左都夫
生活安全部参事官兼
生活安全企画課長

総 務 課 長 宮 下 貴 次

少 年 課 長 柏 田 和 彦

交 通 規 制 課 長 湯 地 幸 一

運 転 免 許 課 長 大 町 正 行

企業局

企 業 局 長 日 髙 幸 平

久 保 哲 博
副 局 長
（ 総 括 ）

清 水 文 隆
副 局 長
（ 技 術 ）
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総 務 課 長 岡 田 英 治

経 営 企 画 監 本 田 博

工 務 課 長 郷 田 五 男

電 気 課 長 相 葉 利 晴

施 設 管 理 課 長 白ヶ澤 宗 一

総 合 制 御 課 長 山 下 雄 一

事務局職員出席者

政策調査課主幹 斉 藤 安 彦

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

ただいまから文教警察企業常任○押川委員長

委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○押川委員長

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります お手元に配付しております資料 委。 「

員会審査の進め方（案 」をごらんください。）

当初予算の審査は、部局ごとの議案の数等を

考慮いたしまして、警察本部、企業局、教育委

員会の順に行いたいと考えております。

、 、なお 教育委員会の説明及び質疑については

お手元の「委員会審査の進め方」のとおり、３

または４課ごとの３班に分けて行った後、総括

質疑を行う方法としたいと考えております。審

査方法ついて、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○押川委員長

ただきます。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

それでは、委員会を再開いたし○押川委員長

ます。当委員会に付託されました当初予算関連

議案の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

昨日は、補正予算関係の議○相浦警察本部長

、案を本会議場のほうで可決していただきまして

どうもありがとうございました。

また、先週の金曜日に、春の恒例となってお

りますけれども、県警の第一次異動、幹部級・

警部級以上の人事異動の内示をしたところでご

ざいます。したがいまして、当然残る者もおり

ますけれども、一応、このメンバーで委員会に

出るというのは、これが最後になります。今週

末また、先生方との意見交換会の場も設けられ

、 、ておりますが 楽しみにしておりますけれども

どうぞ引き続き、新たなメンバーになりまして

も、御指導のほどよろしくお願い申し上げたい

と思います。

それでは、本日は、当初予算関係ということ

で平成21年度の一般会計予算について、一般会

計補正予算について、地方警察職員の定員に関

（ ） 、する条例の一部を改正する条例 案 について

警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改

（ ）、 、正する条例 案 以上４つの議案につきまして

担当の警務部長から説明をさせますので、御審

議のほどよろしくお願い申し上げます。

それでは、平成21年２月定例○橋本警務部長

県議会提出の議案第１号「平成21年度宮崎県一

般会計予算」と、議案第72号「平成21年度宮崎

県一般会計補正予算」の公安委員会関係分につ

いて御説明いたします。

まず最初、お手元の平成21年度歳出予算説明
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資料の505ページをお開きください。警察本部の

平成21年度当初予算要求の基本的な考え方は、

先般、御説明いたしました宮崎県警察運営方針

に基づきまして 「街頭犯罪等の抑止・検挙と地、

域安全活動の推進」等６項目を運営重点に掲げ

ております。この運営重点を柱とした各種施策

を実施するための事業費の要求を行っておりま

して、県の財政状況が厳しいところではありま

すけれども、これらの施策を含む治安維持に必

要な経費の措置を行い、警察力を確保すること

としたところでございます。

この基本的な考え方のもと、公安委員会一般

会計予算のうちの警察本部の予算額につきまし

ては ここにありますとおり 293億6,273万1,000、 、

円を計上しております。この予算額は、昨年の

平成20年度予算と比べますと、退職警察官の増

加による退職手当の増額等により、人件費につ

きましては１億5,179万7,000円の増額となって

おります。また、それ以外の物件費につきまし

、ては8,721万7,000円ほどの減額でございまして

総額といたしましては、プラス6,458万円、率に

すると0.2％増の予算編成となっております。

それでは、個別に御説明いたします。509ペー

ジから御説明をいたしたいと思います。上段左

側の会計、科目、事項というのがございますけ

、 、れども これに従いまして御説明いたしますが

まず、最初の（項）警察管理費（目）公安委員

会費（事項）委員報酬でございますけれども、

これは、672万7,000円でありまして、公安委員

３名の報酬でございます。

次の欄の（事項）委員会運営費でございま

す。853万8,000円であります。これは、公安委

員会の運営に要する経費でございます。説明の

欄に示しておりますとおり、番号２にあります

けれども、警察署協議会運営費369万9,000円が

ございます。これは、県下13警察署にすべて置

かれております警察署協議会委員の報酬や旅費

などに要する経費ということでございます。

次に （目）警察本部費（事項）職員費でござ、

います。これは、196億1,484万8,000円でござい

ます。これはいわゆる人件費でございます。こ

の人件費の積算につきましては、大量退職期に

おきまして、若手職員の構成比率が高くなって

きておるため、例年２月補正、先日もそうでご

ざいましたけれども、多額の執行残が生じてい

るという実態がございました。そういったこと

を考慮いたしまして、平成21年度予算を計上す

るに当たりましては、より正確な予算計上を行

うこととして調整を行った結果、昨年の当初予

算と比べて３億5,000万円の減額をいたしており

ます。

次に （事項）運営費でございます。次のペー、

ジの510ページに入ります。この運営費と申しま

すのは、警察業務を行う上で、その基盤となる

通信指令システムやＯＡ機器、その他職員が警

察業務を処理するために必要な事務費等、いわ

ゆる職員設置に要する経費でございます。この

中で主なものを御説明いたします。

番号２、退職手当でございます。これは25

億5,395万9,000円であります。これは、本年１

月１日現在で定年退職予定者83名を含む99名を

予定しておりまして３億4,000万円の増額となっ

ております。また、番号11の警察業務電算化推

進事業経費でございます。３億7,296万円を計上

しております。これは、現在の高度情報化社会

の中、広域・複雑・高度化する犯罪から県民の

安全な生活を守るため、情報技術、いわゆるＩ

Ｔを活用した警察業務の電算化を推進するため

の経費でございます。また、番号20でございま

す。新たな時代に対応する警察通信指令システ



- 4 -

ム整備事業として２億9,264万7,000円を計上し

ております。これは、新たな時代に対応するた

めの警察通信新指令システムの整備というもの

でございまして、現在、運用中の110番通報の受

理や事件手配、重要事件発生時の緊急手配を行

う通信指令システムを更新整備するというもの

でございます。御案内のとおり、110番というの

は、県民と警察をつなぐ県民の生命や身体の安

全に直結する回線でございまして、障害の発生

によって、万が一にも業務が停止することのな

。いように措置することが必要となっております

現システムは、導入後10年を経過しておりまし

て、その間も通信技術も進歩していると、こう

いったこともございまして、これを機会にシス

テムを最新機器で整備いたしまして、システム

を取り扱う職員の操作性の向上であるとか、ま

たは通信回線の高速化によりまして、110番の処

理時間を短縮するなど、より迅速な対応を図る

ことを目指すための経費でございます。また、

今後、国費で整備を予定しております携帯電話

発信地表示システムの導入もございまして、こ

ういったものの導入を含めて、新たな時代に対

応できるシステムを構築してまいりたいと考え

ております。

次、510ページの下のほうにある装備費でござ

います。装備費といたしましては、４億1,940

万7,000円を計上しておりまして、これを使いま

して警察機動力や警察装備の計画的整備と装備

の充実を進めてまいりたいと考えております。

具体的には、例えば３番の警察活動用車両維持

費３億835万4,000円を計上しております。これ

は、警察が保有している車両に係る修繕費であ

るとか、また、その他自賠責等々の保険なども

含まれております。

次に、511ページに入ります。次は、警察施設

費でございます。施設費といたしまして10

。 、億4,783万5,000円を計上しております これは

警察施設の計画的整備と適正な維持管理に要す

る経費でございまして、具体的には、番号１に

あります交番、駐在所庁舎新築費として8,219

万3,000円の計上を行っております。これにより

まして、宮崎北警察署の江平交番、都城警察署

の山田駐在所、高鍋警察署の高鍋交番、３カ所

の新築、及び西都警察署の妻交番の１カ所につ

きましては、増築を行う予定でございます。

先般も議論になりましたが、交番、駐在所と

いうのは、地域住民の安全と安心の拠点である

生活安全センターとしての機能も持っておりま

す。これらの交番、駐在所につきましては、老

朽化に加えまして、来訪者と対応するためのコ

ミュニティスペース、もしくは駐車スペースの

確保、こういったものも必要だと考えておりま

して、新しく交番、駐在所等を新築する場合に

は、こういったものも整備してまいりたいと考

えております。このほか、日南警察署やえびの

警察署などのプレハブ庁舎リース料を初め、各

種の庁舎、宿舎に係る改修工事費などもこの警

察施設費の中には計上しております。

次に、中段に入りますけれども （事項）の欄、

。 、にある警察署庁舎建設費でございます これは

１億9,954万9,000円を計上しておりまして、具

体的には、日向警察署庁舎建設整備に係る建設

予定地の取得事業と基本設計などに要する経費

でございます。番号１ですけれども、１億7,082

万7,000円につきましては、平成19年度から４年

間で支払っております建設予定地の取得に要す

る取得費でございます。また、１の（２）でご

ざいますけれども、具体的な設計費といたしま

して、本年度は2,872万2,000円を計上しており

ます。日向警察署につきましては、本年度は日
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向警察署庁舎建設整備検討事業350万ほどであり

ましたけれども、これを認めていただき、この

検討事業の中で整備方針など検討してまいりま

した。この整備方針をもとに、日向地区の治安

維持拠点施設として、県民の期待と信頼にこた

える機能を有する警察庁舎を整備していきたい

と考えております。

主な整備方針でありますけれども、被害者相

談室や警察安全相談室などを設置して、各種相

談業務の充実を図るとともに、十分な来客用駐

車スペースの確保や、県内警察署で初となるけ

ん銃射撃場を設けまして 射撃訓練の充実によっ、

て練度を高めるなど、機能の効率化と体制の強

化に努めることとしております。なお、平成21

年度におきましては、地質の調査と基本設計並

びに実施設計の一部を行うこととしておりまし

て、今後の事業計画につきましては、来年度、

平成22年度には実施設計の残り分を、平成23年

度には建設に着工し、平成24年度中には完成を

目指したいというふうに考えております。

、 、次に 511ページの一番下でありますけれども

運転免許費でございます （事項）運転免許費と。

いたしまして、６億9,966万2,000円を計上して

おりまして、これによりまして、運転免許試験

や各種講習などを進めてまいりたいと思ってお

ります。

具体的には、説明のところにあります番号の

１でありますが、運転免許更新時、安全運転管

理者講習委託料としての１億1,871万3,000円、

それから次のページに入りますけれども、番号

９の道路交通法に伴う講習体制整備事業費１

億8,019万などを計上しております。今の番号９

の道路交通法に伴う講習体制整備事業費は、70

歳以上の高齢者に対する免許証更新時の高齢者

講習及び行政処分を受けた停止処分者や、軽微

違反者に対して行う違反者・処分者講習の委託

料でございまして、この高齢者講習の中には、

道路交通法の改正に伴って本年６月１日から行

われます認知機能検査に係る経費なども含まれ

。 、ております そのほかの講習といたしましては

安全運転管理者講習だとか、原動機付自転車講

習などに要する経費も含まれております。

次に、警察活動費（目）警察活動費でござい

まして、うち、一般活動費として15億7,767

万7,000円を計上しております 説明として 512。 、

ページから513ページまで30の番号のようなもの

が含まれております。具体的には、一般警察活

動、刑事警察活動、生活安全警察活動及び交通

警察活動等、警察活動全般にわたって必要な経

費でございます。

主なものを特出しして御説明いたします。512

ページの下のほうの番号12のところにあります

けれども、特殊事件対応専門捜査員装備資機材

整備事業費として1,740万6,000円、次のペー

ジ513ページでありますけれども、番号23の災

害・テロ対策充実強化事業費、また番号27の地

域の安全を守る街頭活動強化事業として１

億2,899万円などがございます。番号12の特殊事

件対応専門捜査員装備資機材整備事業につきま

しては、これは平成19年６月に愛知県下で機動

隊特殊部隊隊員ら４人が死傷しました発砲立て

こもり事件を教訓に、平成20度は完全型耐弾防

護衣やプロテクターなどの資機材を整備したと

ころでございますが、平成21年度は、長崎県で

発生した猟銃使用殺傷事件のように、猟銃使用

の犯罪に対処するためのスラッグ弾対応防護盾

や隊員が訓練で使用する各種訓練弾等を整備い

たしまして、捜査に当たる捜査員の危険性を軽

減させ、殉職受傷事故防止に万全を期してまい

りたいと考えております また 番号23の災害・。 、
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テロ対策充実強化事業でありますけれども、災

害等発生時に警察に課せられた最大の使命を全

うするために、警察として最低限必要な機能的

、災害用救出装備などを整備いたしておりまして

災害発生時に万全を期すため、平成18年度から

５カ年間で整備を進めているところでございま

す。平成21年度につきましては、救命索発射銃

３台を初め、発電機や投光器などを整備するこ

とといたしております。また、番号27の地域安

、全を守る街頭活動強化事業でありますけれども

平成21年度も前年度に引き続きまして、交番や

警察署に交番相談員47名と警察安全相談員18名

を配置いたしまして、警察力を警ら活動や捜査

活動にシフトして街頭活動の強化を行い、地域

の安全を確保していくこととしております。ま

た、スクールサポーターも引き続き４名を配置

し、少年の非行防止活動を実施してまいりたい

と考えております。

次に （事項）交通安全施設維持費５億6,103、

万7,000円であります。これは、交通安全施設の

維持管理及び電気・通信料に要する経費でござ

います。513ページの一番下の事項でございます

けれども、交通安全施設整備事業費10億5,576

万1,000円であります。これは、信号機の新設や

道路標識などを計画的に整備していくための経

費でございます。これらの交通安全施設につき

ましては、交通事故防止に大きく影響するもの

でありまして、交通事故の発生や交通量の実態

に即し、さらに地域住民や道路利用者からの要

望や意見に配慮しつつ、計画的な整備を進める

こととしております。なお、信号機の新設につ

きましては、平成21年度は41カ所について設置

を行うことを予定しております。

続きまして、債務負担行為について御説明い

たします。お手元の 平成21年度２月定例

県議会提出議案（平成21年度当初分）の11ペー

ジでございます。ここに警察関係分の債務負担

行為につきまして示してございます。

１件目は、11ページの下のほうの２つが公安

委員会分でございますけれども、１つは、通信

指令システム整備費に係る債務負担行為でござ

います。先ほど運営費のところで説明いたしま

、 、したとおり 通信指令システムにつきましては

平成21年度に更新整備をするということにして

おりますけれども、更新整備するに当たって、

これを、機械を買い取る形ではなくて、リース

という形で行うこととしております。今年度更

新するに当たって、５年度分まとめてリース契

約を結ぶことになりますから、残り平成22年度

からの４年間分のリース料につきまして、債務

。負担行為を計上したというところでございます

また、２つ目の日向警察署庁舎建設整備事業

につきましては、これも先ほど御説明いたしま

したとおり、平成21年度は地質調査と基本設計

及び実施設計の一部、平成22年度は実施設計の

残りをやるということでありまして、一体とし

た事業ということでありますので、これにつき

ましても、平成22年度分につきましては債務負

担行為として2,260万円を計上しているというも

のでございます。以上が平成21年度当初予算に

係る説明でございます。

次に、引き続きまして、議案第72号の平成21

年度歳出予算説明資料、これは補正予算関係で

ございます 平成21年度歳出予算説明資料 議。「 」（

案第72号）の65ページでございます。

先般、国のほうにおきましても、第２次補正

予算が成立いたしましたし、その中で、雇用対

策の具体的施策であります再就職支援対策に関

しましても、積極的に進めるということでござ

、 、いますけれども 宮崎県警察といたしましても
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このような観点になじむものを検討し、今回の

補正におきまして、5,904万円の予算を計上した

ものでございます。69ページに具体的な額を明

示してあります。69ページの下の説明の欄にあ

りますとおり、この5,904万円を使いまして、安

全・安心パトロール事業というものをお願いし

たいと思っております。この事業は、振り込め

詐欺や声かけ事案などの抑止を目的とした防犯

パトロールを民間法人に委託して行う事業でご

ざいまして、具体的には、パトロールを行う警

戒員を宮崎地区、都城地区、延岡地区に総員24

名を配置しまして、地域を巡回し、金融機関等

の立ち寄り警戒による振り込め詐欺の被害の防

止活動、児童生徒の通学路の巡回による声かけ

事案等の抑止、それから駐車場・駐輪場の巡回

による街頭犯罪の防止などの活動を行うことと

しております。この事業によりまして、振り込

め詐欺や声かけ事案、街頭犯罪等を抑止し、安

全で安心なまちづくりを進めるとともに、一時

的な雇用・就業機会の創出にも努めてまいりた

いと思っております。

今回のこの補正予算によりまして、補正後の

予算額は総額294億2,177万1,000円という形にな

ります。以上が議案第72号でございます。

続きまして、３点目でございます。条例に入

ります。まず１点目は 「地方警察職員の定員に、

関する条例の一部を改正する条例（案 」につい）

てでございます。具体的には、先ほど債務負担

行為のところで御説明いたしました平成21年２

月定例県議会提出議案（平成21年度当初分）と

書かれている縦の冊子の61ページに、条例案そ

のものはございます。資料１もあわせてごらん

いただきながらと思っておりますけれども、こ

の条例（案）については、警察官の定員を改正

するという内容になっております。平成21年度

における地方警察官につきましては、罪のない

子供や女性が性犯罪や殺人などの被害者になる

など、国民に重大な不安感を与える事件が続発

しており、そのような事件の被害から子供や女

、性を守るための体制を強化する必要があること

また、死体取扱数が急増し、検視官等の業務負

担が増大する中で、一層緻密かつ適正な死体取

扱業務を推進するための検視体制を強化する必

、 、要があること こういったことを踏まえまして

平成21年度政府予算案におきまして、全国で959

名の増員が盛り込まれており、平成21年４月１

日付で各都道府県の警察官定員の基準を定める

警察法施行令が施行される予定でございます。

警察法57条第２項というものがございます。

この警察法第57条第２項におきましては、警察

、 、法施行令で定める定員の基準に従って 各県は

条例で警察官の数を定めなければならないとい

うことになっております。したがいまして、こ

の警察法施行令の施行を受ける形で、条例のほ

うも改正をしたいというふうなことでございま

す。

具体的には、警察法施行令におきまして、宮

崎県警察官の定員が８人の増員と改正されるこ

とから、宮崎県の条例におきましても、警察官

の定員を８人増とし、合計としては警察官

を1,994名としたいというものでございます。ま

た、階級別の定員につきましては、これも同じ

く警察法施行令に定めてあります階級別定員の

基準に従いまして各級ごとに、それぞれ警部に

つきましては１人ふえて183人、警部補につきま

しては２人ふえて555人，巡査部長につきまして

は２人ふえて574人、巡査につきましては３人ふ

えて592人と改正するものでございます。この警

察官増員の８名を含めまして、宮崎県警として

の職員定数は、一般職員も含めまして2,315人と
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なります。

本県の状況でございますけれども、子供や女

性の安全を脅かす声かけ事案などが近年急速に

増加している状況や、強姦などの性犯罪は最近

５年間を見ても増減を繰り返して減少する傾向

が見られないなど、予断を許さない状況となっ

。 、 、ております このため このたびの増員により

声かけ、つきまといなど悪質な性犯罪などの前

兆と見られる事案が発生した段階で不審者を特

定し、積極的な警告活動や検挙活動を展開する

ことによりまして、子供や女性に対する安全対

策を強化してまいりたいと考えております。

また、検視体制の充実につきましては、警察

が行う死体取扱業務は、本県におきましても平

成11年度以降、死体取扱数は1,000体を超えて推

移をしており、平成20年は過去最高の1,478体の

取り扱いとなっております。今後も高齢人口の

増加などによりまして、死体取扱数がふえるこ

とが予想されるところでございます。県警とい

たしましては、平成20年度に検視官を延岡警察

署に常駐させるなど、これまでも検視体制の強

化に努めてきたところでございますけれども、

今般の増員によりさらなる体制の強化を図りま

して、より一層の緻密かつ適正な死体取扱業務

を推進してまいりたいと考えております。

なお、可決いただければ、この条例の施行期

日につきましては、平成21年４月１日を予定し

ているところでございます。

最後に 「警察関係使用料及び手数料徴収条例、

の一部を改正する条例（案 」につきまして、御）

説明いたします。説明資料としましては資料２

をごらんください。また条例（案）そのものに

つきましては、先ほどの97ページに改正（案）

そのものが書いてございます。今回の改正につ

きましては資料に従って説明いたしますが、基

本的には、免許関係手数料の標準額を定めた道

路交通法施行令の改正、及び地方公共団体の手

数料の標準に関する政令の改正、この２つを受

けて条例を改正するものでございます。

１の改正の概要に入ります。１の（１）道路

交通法施行令等の改正に伴う改正ということで

４つに分類整理をしてわかりやすく、御理解い

ただければというふうに思っております。

１つ目は、アでございますけれども、75歳以上

の免許更新時の検査及び講習手数料についてで

ございます。平成19年６月の道路交通法改正に

よりまして、本年６月１日から75歳以上の高齢

者に対する運転免許更新の際の認知機能検査と

いうものが導入されることになりました。これ

に要する手数料が新設され、その額、650円とな

ります。この認知機能検査といいますのは、高

齢者講習の前30分間に運転に必要な判断力や記

憶力などの認知機能につきまして、予備的な検

査を行うものでございます。

次に、高齢者講習手数料という欄に入ります

けれども、まず、そもそも高齢者講習でござい

ますけれども、これは、平成10年10月から実施

しているものでございまして、高齢者の身体機

能の低下が運転に影響を及ぼす可能性があるこ

とを自覚させるための講習といたしまして、座

学や運転適性検査、実車しての運転訓練などを

実施するものでございます （１）のアの欄のと。

ころでありますけれども、75歳以上の高齢者講

習手数料につきましては、講習時間が３時間か

ら２時間30分に短縮されたことなども受けまし

て、手数料が現行の6,150円から5,350円と、800

円安くなります。講習手数料の減額によりまし

て、認知検査手数料650円は新設されますけれど

も、総額といたしましては、6,000円ということ

になりまして、現在の免許更新時に係る手数料
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よりも150円安くなるということでございます。

１の １ のイの欄でございます 70歳以上75（ ） 。

。歳未満の免許更新時の講習手数料でございます

ここの年齢の方々は、認知機能検査は必要ござ

いません。高齢者講習のみで足ります。これに

つきましても、特に、講習時間の内容について

、 、は 時間そのものについて変更はありませんが

講習の方法であるとか内容、また直近の経済情

勢を踏まえた積算等々行った結果、現行の6,150

円から5,800円と、350円、手数料は安くなると

いうことでございます。

また、３つ目の認知機能検査員講習手数料に

ついてでございます。この講習は、認知機能検

査に従事しようとする自動車教習所の職員など

を対象としたもので、これに対する手数料が新

設されました。この講習につきましては、講習

項目すべて受講する場合５時間30分ほどかかり

ますけれども、これについては3,850円、検査方

法のみを受講する場合につきましては、これは

３時間で済みますけれども、これについて

は2,100円ということでございます。これは、主

として自動車教習所の職員などから徴収する手

数料となっております。以上が道路交通法施行

令に定めがある手数料の改定に係るものであり

ます。

４つ目といたしまして、警察庁が示す講習手

数料額の変動に伴う改正というものもあわせて

改正することになっております。内容としまし

ては １の １ エでございますけれども チャ、 （ ） 、

レンジ講習と特定任意高齢者講習の手数料改定

。 、でございます チャレンジ講習といいますのは

免許を更新する70歳以上の高齢者の希望により

まして、実際にコースで自動車を運転し、加齢

による身体機能の低下が運転に影響を及ぼさな

、いかどうかということの確認を行うための講習

。これは10分程度の実技試験のようでございます

こういうものでございまして、この講習、いわ

ゆるチャレンジ講習を受けて、合格した者につ

いては、通常の高齢者講習は免除をされて、次

、に講習時間１時間で足りる特定任意高齢者講習

チャレンジ講習の下の欄に書いてありますけれ

ども、この特定任意高齢者講習を受講すればい

いという特別な制度でございます。この制度を

使って70歳以上の、例えば70歳から75歳の方が

更新をすれば、更新時の講習手数料は、通常の

高齢者講習を受講するより現在は2,000円ほど安

くなっております。警察庁におきましては、今

回の道路交通法の改正を受けまして、高齢者講

習の手数料の改定などを行いましたけれども、

この２つの手数料につきましても、積算をやり

直したところ、若干の変動があったので、これ

を改正するものでございますが、結果といたし

ましては、チャレンジ講習が100円安くなり、特

定任意高齢者講習手数料が100円高くなったとい

うことで、２つ合わせた額につきましては、現

行と同じ4,150円ということでございます。

次に、１の（２ 、地方公共団体の手数料の標）

準に関する政令の改正に伴う改正という欄でご

ざいます。具体的には、自動車運転代行業の認

定審査手数料の改定でございます。現在の申請

手数料の設定の考え方は、いわゆる法人が主と

して申請してくるだろうということ想定して手

数料は設定されています。法人が申請してくる

場合には、その欠格事由の確認ということで、

法人に名を連ねる役員すべての欠格事由を調査

することが法律上義務づけられておりますけれ

ども、実態といたしましては、個人事業主によ

る申請が主でありまして、個人事業主の場合に

は１人を審査すれば足りるということで手間暇

かからないと、人件費がかからないという傾向
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にございますので、そういった人件費減を踏ま

えまして １万6,000円の現行手数料を１万3,000、

円というふうに3,000円安くするというものでご

ざいます。

（３）その他におきましては、初心運転者講

習実施機関として指定していた小林共立自動車

学校が廃校となったことから、この教習所を指

定機関から削除するという改正もあわせて行う

ことといたしております。

施行日につきましては、先ほど説明いたしま

した自動車教習所１校の削除につきましては、

条例公布の日、認知機能検査手数料等の規定に

つきましては、４月１日、それから認知機能検

査手数料、高齢者講習手数料等に係る規定につ

きましては、条例公布の日から３月以内の規則

で定める日というふうに考えております。

以上、長くなりましたが、４点について御説

明を終わります。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。議案についての質疑はございませんでしょ

うか。

１点だけお伺いしたいと思います○図師委員

が、平成20年度歳出予算説明資料の510ページ、

警察職員設置に要する経費の中の11番、御説明

いただいたんですが、警察業務電算化推進事業

経費３億7,200万余なんですが、ＩＴ化に伴う事

業の推進をされる経費という説明だったんです

けれども、もう少し詳しくこの事業内容の説明

をいただきたいんですが、私が認識するに、こ

れは各課なり、各担当の方々のパソコンを連動

させ、また、さまざまな書類を電子化すること

によって 事業の効率化 もしくはスピードアッ、 、

プ、さらには、ペーパーレス化を図るためのよ

うな事業をしていくのかというふうに受け取っ

たわけなんですが、あわせて何か事業の詳細が

説明できればお願いいたします。

警察業務電算化推進事業３○永野会計課長

億7,000万ほどでございますが、内容につきまし

て説明いたしますと、まず一番大きいのが、使

用料、賃借料でございまして、これは、県下の

ＬＡＮ端末ですね、これが2,044台ほどございま

すが、それとＰＯＴの端末、これの賃借料・使

用料が２億7,000万ほどかかっております。その

ほかに回線使用料が5,600万ほど、それから消耗

品、施設等の修繕費が2,400万、こういったもの

を合わせまして３億7,296万となっております。

改善使用料でしたかね。２番目に○図師委員

説明された、その改善内容がわかれば教えてい

ただけますか。配線ですか。

回線です。回線使用料です。○永野会計課長

じゃ、これは、例年計上しておら○図師委員

れるパソコン端末のレンタル料、維持管理、保

守を含めた予算であって、特段、この説明とい

うか、タイトルにありますような、電算化を推

進して、新たな事業なり、今の事業を整理する

なり、スピードアップ化のための事業というわ

けではないと理解してよろしいんでしょうか。

基本的には、どうしてもシス○橋本警務部長

テムですからリースやっておりますので、毎年

かかる固定経費でございますけれども、これと

あわせて、今、各交番、駐在所にネットワーク

を張りめぐらせているところでございまして、

今、その拡張途中でございまして、そういった

意味で昨年に比べて拡張する分だけの経費がか

、 、 、かっていると 要は 今までは電話でしか交番

駐在所、つながっていなかったところに、今後

は回線で、いわゆるＬＡＮ端末でつながると、

こういったようなことも進めているところでご

ざいます。

今のお話で、今後、じゃ、そうい○図師委員
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う交番と本部とのやりとりなり、または本部内

のやりとりがＬＡＮ化されていく、いわゆる電

子化されていくという方向性はあると理解して

よろしいんでしょうか。

おっしゃるとおりでございま○橋本警務部長

して、すべての交番、駐在所に対してＬＡＮを

張りめぐらせて、いろんな事務的やりとりも含

めて、いろんな書類のやりとりも含めて、また

先般御説明したかもしれませんが、いわゆる遺

失物なんかの取り扱いにつきましても、そのＬ

ＡＮがあれば、交番、駐在所でもホストコン

ピューターにアクセスをして見られるようにな

るとか、そういったいろんな意味での効率化、

もしくは利便性の向上というものが図られるよ

うになっております。

まさに今、国もＥジャパン構想の○図師委員

もと、電子化、電子県庁化を推し進めておりま

す。残念ながら，知事部局におかれましては、

、その流れが現在とまっているどころかマイナス

事業を撤退するような流れもありますが、これ

は県民サービスの向上につながることでもあり

ますので、私は、こういう電子化というのは大

いに進めていっていただきたいなと思っており

ますので、期待しております。以上です。

要望でいいですか。○押川委員長

はい。○図師委員

ほかにはございませんか。○押川委員長

常任委員会の資料２の警察関係使○太田委員

用料及び手数料徴収条例を改正する条例の説明

がありましたが、これ、２～３お尋ねしたいと

思います。

以前も聞いたかもしれませんが まず アの75、 、

歳以上の免許更新時の検査・講習手数料、これ

が認知機能検査手数料が新たに加わったという

、 、ことでありますが これは認知機能検査をして

これは75歳以上であれば皆、強制で受けなさい

ということになっているかどうか、ちょっとそ

こ辺、確認したいと思います。

委員、おっしゃるとおりでご○中原交通部長

ざいまして、75歳以上は、義務化されておりま

す。

それで、この人はちょっと問題が○太田委員

あるかなと言われる場合に、その程度とか相手

方に伝えて 「あなたは、免許はもう辞退したほ、

うがいいですよ」ということを、何かその辺の

ところを問いかけるためのものだろうと思うん

ですが、その辺の程度の判定とか、相手方に辞

退させる方法とか、何かあるんでしょうか、そ

の辺は。

認知機能検査そのものは、内○中原交通部長

容的には簡単なものでございまして、本会議で

、も本部長答弁したとおりでございますけれども

要するに、本日の年月日なり、それから今の時

刻なりを答えてくださいというような話が１つ

ですね。それからもう一つは、何種類かの図柄

を見せまして、動物の絵だとか、果物の絵だと

か、そういうものを一定時間見ていただいて、

その後ほかのことをして、そして一定時間後に

「何がありましたか」ということで、記憶を呼

び起こすというようなテストでございます。

、 、 、それから もう一つは 最後は時刻を示して

例えば今であれば10時何10何分というのを円形

の時計を書いてもらって、それに長針と短針で

その時刻を正確に書いてもらうと、そういうテ

、ストが認知機能検査の主な内容でございまして

それが細かく点数化されておりまして、点数が

一定出るんですけれども、零点以下であれば正

常ですよと、零点から36点までですと、認知機

能が若干低下しておるおそれがありますよと、

それからその36点以上ですと、認知機能が低下
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しておるというような３段階に分けて、その検

査の結果を本人に伝えると、その３種類に分け

た人たちによって、それぞれに応じた高齢者講

習をしていくというようなことでございます。

大ざっぱに申し上げますとそういうことでござ

います。

わかりました。聞いたかもしれま○太田委員

せんが、結局、これはその人の程度をお互いが

知っていただいて、辞退に至らせるとか、強制

的なものじゃなくて、一つの判断の材料にして

いただくということでいいんですね。いわゆる

、「 、この認知機能の結果をもって あなたはだめよ

もう取っちゃだめ」というようなことまでじゃ

なくて、その後の話し合いの中でとか、そうい

うやわらかなものを持っておるんでしょうか。

その後の扱い……。

一応、認知機能検査をいたし○中原交通部長

まして、認知機能が低下しておるという方につ

いては、お医者さんに行って検査を受けていた

だく、もしくは、臨時適性検査というものを受

けて、その結果が認知症というふうに診断され

ますと、免許はお返しといいますか、免許更新

ができない。端的に言いますと、取り消しとい

うようなことでございます。

そして、認知症であることがわかって、さら

に一定の違反、これは信号無視だとか、一時不

停止だとかというものが定められておるんです

けれども、そういう違反をすると、取り消しに

なるというようなことでございます。

委員の御質問に即してお答○相浦警察本部長

えすると、まず、この認知機能検査というのは

一種のチェック機能を持っていると、ここでど

うも認知症のおそれがあるという方につきまし

ては、専門家に診ていただいて、認知症である

ということがはっきりすれば、これはやっぱり

運転していただくわけには参りませんので、そ

こはもう免許を出さないという仕組みにしよう

ということです。

ただ、その前の段階で何といいますか、軽度

のレベルであれば、少し認知機能が落ちてます

よということをよく自覚をしていただいて、今

後のハンドルを握るときに生かしてもらおうと

いう機能も持っています。内容的には、私も、

ちょっとさっきテストの内容に触れましたけれ

ども、正直申しまして、例えば、今の時間を書

くとか、16種類の絵をずっと見て、どんなのが

ありましたと聞くやつでありまして、普通の人

間の感覚でいくと、必ず先生方、確実に零点に

なります。零点というのは合格ということなん

ですけどね。これで零点でなく点数がつくとい

うことは常識で申しますと、相当認知機能が低

下しているだろうなということを感じざるを得

ないような内容でございまして、いずれにして

も このテストは認知機能に関する専門家の方々、

の裏打ちのあるものでやっておりますので、警

察が恣意的にやるものではなくて、一般的に認

められている方法で認知機能検査をチェックし

ようというテストでございます。大体そういう

ことでございます。

ちょっと私の説明が悪くてわ○中原交通部長

かりにくかったと思うんですが、認知機能検査

をいたしまして、今、本部長が答弁されたとお

りなんですけれども、そして、認知機能が著し

く低下しておるという人については、免許更新

満了１年以内に、さっき申し上げました一定の

交通違反、代表的なやつは信号無視とか、一時

不停止なんですけど、これを違反行為をしたら

臨時適性検査を受けていただくと、その結果、

認知症というふうに診断されれば、免許はもう

与えられないということでございます。
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。 、○太田委員 だんだんわかってきました 実は

これは窓口でトラブルが起こりやすいかなと思

うような気持ちもあるもんですから聞いたんで

すが、というのは、自分が認知症であることを

、 。拒否するような人 プライドの問題とかですね

だから、ほんと大変だろうなという思いがあっ

て聞かせてもらったんですが、法令的には今、

言われたように、認知症というのがはっきりす

れば、出さないという立場に立っているという

ことになるんですね。大変だろうと思いますけ

ど、その辺の窓口でのトラブルで 「おれ、何で、

やらんとか」というようなことになったりする

のかなと思いまして、ちょっと確認の意味で聞

かせてもらいましたが……。

認知症という診断をするのは○中原交通部長

あくまでも医師でございますので、申し添えて

おきます。

わかりました。○太田委員

次に、高齢者講習手数料、アのところに高齢

者講習手数料というのがありまして、イのとこ

ろにも高齢者講習手数料というのがあります。

これ、現行としては同じ額なんですが、減額率

が一方は800円、片一方は350円ということであ

りますが、これは、算定の基礎として何かあっ

たんでしょうか。こういう違いが……。

端的に申し上げますと、高齢○中原交通部長

者講習の時間が75歳以上の方は、現行は３時間

なんですけれども それが２時間半になると 30、 、

分短くなるということでございます。その差と

いうふうに理解していただければいいかと思い

ます。

ウのところに、認知機能検査員の○太田委員

講習手数料と書いてありますが、認知機能検査

員というのは そこの職員の方のことなんでしょ、

うか。警察官とかいうことじゃなくて……。

高齢者講習そのものを委託し○中原交通部長

ておりまして、県内の指定自動車学校で高齢者

講習をやっておるんですけれども、また、認知

機能検査もこれに含めてというか、その前段階

で認知機能検査をやるんですが、これも実施機

関といたしましては、指定の自動車教習所とい

。 、 、うことになります それで 平たく言いますと

自動車学校の先生がこの認知機能検査、予備検

査をするんですけれども、この人たちもある一

、定の資格を取ってもらわないといけませんので

警察官がその自動車学校の先生に認知機能検査

のやり方について講習をするという手数料でご

ざいます。だから、自動車学校の先生が、県に

こういう手数料を納めるという形になると思い

ます。

わかりました。○太田委員

２点ほどお伺いします。まず１点○萩原委員

は、日向警察署、今度予算に上がっております

が、つかみでいいですから、完成までに土地の

、 、買収料やら建設費 今の警察署を取り崩す費用

整備費、大体どの程度かかるものなんですか。

アバウトでいいですよ。

大体16億円程度になろうかと○永野会計課長

思います。

それから、予算書の513ページの交○萩原委員

通安全施設整備事業 これが先ほどの説明では41、

カ所の信号機を新たに整備するということでし

たが、41カ所というのはもう決まっておるわけ

ですか。

一応、計画しております。○中原交通部長

そうすると 41カ所にはピックアッ○萩原委員 、

プできなかったけど、順番から言えば50番かそ

のぐらいのところで、例えば重大事故があった

と、やっぱりこれはことしは上げんやったけれ

ども、これは早急に信号機をつけたほうがいい
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なというようなときには、この予算の中ででき

るわけですか、それとも補正予算を組むのかど

うなのか。

基本的には、個々具体的な事○中原交通部長

案を検討しなくちゃいけないと思うんですが、

委員がおっしゃるようなことで、どうしても、

今年度内にそこに信号機をつけなければいけな

いという判断をした場合には、21年度の予算内

で、平たく言いますと差しかえをして、早急に

つけるということになろうかと思います。

それからもう一つ、510ページ、新○萩原委員

たな時代に対応する警備通信指令システム整備

事業、２億9,000万予定されていますが、私は、

ど素人だから、警察署の110番の部屋を見ると、

あすこに新たにこう、何ですかね、どんなふう

にして……。現在110番を運用しているわけです

よね。別の部屋に持っていくわけにはいかんで

しょうから、大変な作業ですね。それをちょっ

と具体的に……。

現在のシステムを稼動し○椎葉生活安全部長

、 。つつ 別の同じシステムを構築してまいります

あの部屋の中でその作業を全部いたします。そ

れで、ある瞬間的にそのシステムに切かえると

いう方式をとります。ですから、別の部屋に設

けてシステムをしてするということはいたしま

せん。

だから、新たにぱっぱっとこうや○萩原委員

るんでしょうけどね、そう簡単に持てるような

品物じゃないような気がするんですよね。相当

の重量のあるやつを動かすのか、それとも何か

こう、ど素人だからわからないですけど……。

私も業者でありませんも○椎葉生活安全部長

んですから、具体的にどのような作業手順でや

るかというのは、私も十分把握してないんです

けれども、いずれにしても、あのスペースであ

の機器類は動かしつつ、あのスペースで新たな

システムを構築していって、そして最終的に切

、 。りかえると こういうふうに認識しております

勉強のために教えてください。ま○福田委員

ず、地方警察職員の定数が８名ふえましたです

。 、ね この８名についての階級ごとの割り振りは

警察本部に権限があるものかどうか、あるいは

警察庁が独自にやるものか、その辺はどうです

か。

資料１にありますとおり、あ○橋本警務部長

くまでも定員ベースでありますけれども、合計

警察官プラス８名でありまして、その以下警部

１、警部補２、巡査部長２、巡査３というふう

うな割り振りになっております。これは、警察

法施行令の中で、それぞれ計算式がございまし

て、その計算式に従って算出すると、この８名

の内訳は、こういう階級構成になるというとこ

ろでございまして、我々の裁量というよりも、

一定のルールにのっとった形での階級別の定員

になってくると、こういうことでございます。

わかりました。○福田委員

それからもう一つ、先ほどの通信指令システ

ム整備費、債務負担で11億2,700万円、リース契

、約で債務負担をなされているわけでありますが

リースについては、今、非常に行政にも導入さ

れて、いい面あるいはデメリットもあるんです

が、いい面が多いと思いますが、一括取得した

場合と、リースでやった場合、同じ債務負担で

すから、メリット、デメリットの計算なんかは

されるわけでしょうか。

実は、現システムは買い取り○橋本警務部長

型でやっているんですけれども、一回買い取る

と 一つは債務負担はあるとはいえ あとはロー、 、

ンを借りる形で開始すれば、債務負担になるの

かもしれませんが、基本的にはある面でぼんと
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予算が立つ傾向にあるという一つと、あとは、

いろんな意味でメンテナンスという意味におき

まして、リースにしておくほうが業者が常に面

倒を見てくれる状況になるもんですから、そう

いったこともありまして、一回買っておくと、

「あんたの持ち物よ、あんた、自分でやりなさ

い」ということになるんですけれども、リース

だと、いわゆる保守管理責任は、引き続き、向

こうも一応アフターサービスの一環で、かなり

大きな部分があると思いますので、そういった

意味でも効果があること、それから、さっきも

申し上げたとおり、買い取りに比べて多分リー

スのほうが安いということと、それから負担の

、 、平準化ができると こういった要素を含めると

最近のシステム関係については、リース方式が

主流になってくるんだろうと、それで、県警も

今回はその方式にのっとったということでござ

います。

リースの相手方は一般のリース業○福田委員

者なんでしょうか、大手の。警察独自のそうい

う指定があるんでしょうか。

仕様書だけ出しまして、あと○橋本警務部長

一般競争入札を行います。何とか電機とか何と

か、幾つか電機メーカーとか、システム会社が

あると思います。ＮＴＴとかあると思いますけ

れども、その中で、我々の条件に対して一番安

い札を入れた会社が、そのシステムを最終的に

受注して、構築してもらうということになりま

す。

そういうメリットがあるというこ○福田委員

とであれば、警察関連施設で予算の関係上、非

常に整備がおくれているもの等について、そう

いうリースシステムを入れたり、あるいは民活

方式を入れたりして整備を進める方法等につい

ては、将来考えられないものですか。

どういったイメージなんで○橋本警務部長

しょうか。

いろんな要望の多い警察関連の施○福田委員

設整備がありますよね。予算の関係上限られま

、 。 、すよね 毎年整備していくやつが…… それを

例えば 試験場が警察関連の共済会の資金を使っ、

ておやりになりますよね。そういうシステムで

できないものかどうかということを、私なりに

考えたんですが、そういうのはどうでしょうか

ね。

今後の整備、何を整備するか○橋本警務部長

によりけりにはなりますけれども、その時々の

一番いいやり方は何だろうかということを個々

に検討していくのが基本的スタンスだろうと

思っておりまして、例えば、今回、日向警察署

なんかはいわゆる共済組合のお金なんかを使わ

ずに 県費を基本的に使っていくという形をとっ、

ておりますが、こうした背景の一つには、国の

補助金との関係もございまして、県費でやると

国の補助金が出ると、その一方で、例えば共済

組合からお金を借りて建てるような場合には、

県が負担してないということで、国の補助金が

つかないとか、そういう問題もあります。運転

免許センターの場合には、国の補助対象物件で

はなかったものですから、どっちでやっても結

果的には同じだったんですけれども、そういっ

たこともございまして、建てる物件、整備しよ

うとする物の特性に応じて、どの方式がいいか

というのは個々に今後も判断していくというの

が基本的なスタンスになると考えております。

議案第20号、これについてちょっ○井本委員

とお聞きしますが、国も地方も人を減らそうと

いうことで一生懸命の時代に、こうやってまた

人を全国で1,000人近くふやすというのは、よっ

ぽどこれは日本の治安も悪くなったのかなとい
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う気がいたします。本来なら、もっともっとみ

んなの道徳、倫理というものがしっかりしてお

れば、警察もこんなにふやさんでもいいんじゃ

ないのかなと思うんですが、前、後藤田さんな

んかは、警察庁の出身だったけど、警察権力が

強くなるということはいかんということを随分

言っていましたからですね。1,000人もふえると

いうことは、ある意味では警察権力が強くなる

わけですが、これ、私も本当はそんなのはあん

まり歓迎すべきことじゃないと、本当に暗い気

持ちになるんですけれども、しかし、やっぱり

これは犯罪がふえ、世の中が物すごくこんなに

よくなくなっているのかなという気がいたしま

すが、それで、ここには子供と女性を性犯罪の

被害から守るための体制強化という１つの目的

と、一層緻密かつ適正な死体取扱業務を推進す

るためという、この２つの目的のために1,000人

ふやすという、そういう限定でしてあるわけで

すか。目的はその２つだけのためですか。それ

とも、ほかにももっとあるんですか。

２つに対応するための増員で○橋本警務部長

す。

その２番目の確かに、お年寄りが○井本委員

たくさんになりますから、今後、そういう死体

、取扱業務はふえるだろうなという気がしますが

子供と女性を性犯罪の被害から守るための体制

強化、これは随分ふえているというふうに認識

していいわけですか、数はどう、1,000何ぼとい

うことでありましたけれども。

声かけ事案等ということ○椎葉生活安全部長

で一応、件数、統計的に管理しておりますが、

平成20年が271件、一応認知をしております。そ

の前年の平成19年が333件でありますが、大体過

去５～６年見ますと、大体200件台ぐらいの件数

になっておりまして、この過去10年では19年

の333というのが過去最高でございます。ただ、

これは私どもが認知した件数でございまして、

いわゆる警察に届けがない分については、全く

未知数で残るわけでありますけれども、昨年

ちょっと19年から20年、62件ぐらい減少はして

いますけれども、それをもってその状態がよく

なったという状況ではないというふうに認識を

しております。

私の前の認識では、とにかくいわ○井本委員

ゆる自転車泥棒とか、万引きとか、そういうの

は非常にふえておると、しかし、どちらかとい

うと凶悪犯罪というのは減っておるというわけ

ではないけど、それほどあんまり変わりはない

という認識であったわけですよね。それを万引

きとかそういうものを取っつかまえるためにこ

、 、ういう人をふやすなら 私もちょっとそうした

しようがないなという感じがするんだけど、こ

ういう性犯罪がそんなにふえてきたかなという

認識があったもんですからね。じゃ、具体的に

この人数はどこをどういうふうに振り分けてい

くのか。警部、警部補、巡査部長、巡査と書い

てありますが、それは１と２のどちらの目的を

どのように張りつけていくようになっておるわ

けですか。

今回の８名の増員につきまし○橋本警務部長

ては、７名分を先ほど申し上げた女性と子供の

被害から守るための体制強化に、１名について

は、検視体制の強化というふうな割り振りをし

て、そういった中で階級についても割り振って

いこうというふうに考えております。

大体わかりました。そして、959人○井本委員

のうちの、普通は宮崎は１％ということですか

らね、１％ということは９人か10人というのが

ね、本来、普通はそのくらいじゃないかなと思

うんだけれども、８人というのはちょっと少な
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いじゃないかと、それはどういう、何か綱引き

に負けたのかなという感じ。

御指摘ごもっともでござい○相浦警察本部長

まして、一応、確かに厳密に言いますと、0.89

％ぐらいだと思いますので、計算すれば９前後

ぐらいになるかもしれませんけれども、ただ、

この員数につきましては、警察官の定員の基準

を国で決めておりまして、私どもも治安の現状

を訴えて、もともとこういう増員の話が去年の

夏場からありましたので、より多くの警察官は

私どもも欲しいもんですから、ぜひ基準のほう

も0.89以上にむしろ欲しいということを国に対

していろいろと陳情してまいったんですが、結

論的には、８人だということで来ましたので、

この員数で対応したいと思っています。

宮崎はそれだけ治安がいいという○井本委員

ことであろうと認識したいと思います。大変で

しょうけど、ひとつ頑張っていただきたいと思

います。以上であります。

幾つか教えてください。先ほどか○田口委員

ら出ておりますけれども、新たな時代に対応す

る警察通信指令システムの件ですが、実は、私

は、今回の一般質問でもちょっと言いましたけ

れども、ことしの最初の携帯電話をしたのは実

は県警でした。県警に110番かけましたら、宮崎

のほうにかかったんですね。私は、結構、緊急

で電話する機会も多いもんですから、119番する

と延岡にかかるんですが、今回のやつは電話し

ましたところ、宮崎のほうにかかりました。今

回の私が電話したのは一分一秒争うもんじゃな

いからまだ 一分一秒というか もう亡くなっ― 、

ていたと思いましたんで、いいと思ったんです

が、今から延岡署に電話しますから、その場で

待とってくださいと言われたんですね。今回シ

ステムが変わるということは、私が延岡で電話

をしたら延岡の警察署の110番にかかるようにな

るのか、それとも、本部だったですかね、どっ

か忘れましたけど、こっちにかかって、また各

署に振り分けるというふうになるのか、ちょっ

と非常にタイムラグがまだ今回も生じるシステ

ムなのか、その辺、教えてください。

携帯電話から電話します○椎葉生活安全部長

と、すべて本部の通信指令室にかかってまいり

ます。それで、今、位置情報云々というのがご

ざいますが、固定電話であれば、即座にどこか

らかかっているというのはわかるわけですけれ

、 、 、ども 携帯の場合は 移動通信だもんですから

要するに、中継局がどこにかかっているかで、

大まかな場所しかわからないわけであります。

この装置は現在ありません。それで、携帯電話

から110番が入ってきた場合は、まず、どこから

電話してますかという場所から確認が始まるわ

けですね。ですから、非常に手間がかかるとい

う話でございまして、今後、新しいシステムで

この発信地表示システムが導入されれば、かな

りの確度でその発信地がわかるという仕組みに

なるということであります。

ちょっと補足します。固定○相浦警察本部長

でも携帯でもすべて宮崎にかかることになりま

す。すべて県警本部にかかります。ただ、県警

本部のほうで各警察署にモニターを持っていま

して、例えば、今の田口先生のパターンで、こ

、れが即応しなきゃいけないような案件だったら

話を聞きながら延岡が同時に傍受できるモニ

ターのボタンを押します。そうしますと、延岡

のほうで、田口さんのお話しの声が同時に入る

という仕組みになっていまして、それで、一応

話を聞き終わった後 延岡署のほうに連絡をとっ、

て 「今、傍受したね」と 「実は、こういう内、 、

容なんだ」ということで、もう一度内容の確認
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をして、延岡署で対応させるという形をとって

おります。

実は私、前、市議会議員でしたの○田口委員

、 、で 延岡の新しい消防署を建て直しをしまして

通信システムが変わりますと、今は、新しい消

防署ができ上がるまで通信システムは、ちょっ

とそれまで我慢してますということでしたが、

そのときの説明が 今までは119番をすると こっ、 、

ちのほうにかかってきて 延岡署に受けて、―

高千穂とかどこかに振り分けるというようなこ

とを言っていたんですが、それが全部来ると同

時に、自動的に振り分けられるというような説

明を受けてたんですけれども、そういうのじゃ

ないんですね。

結局、一番イメージしてい○相浦警察本部長

ますのは、何といいますか、署をまたがるよう

な事案というものですね、広域連携というのが

実は一番重要なものですから、ですから、典型

的に延岡で対応するというケースであればいい

、 、んですけれども 署境ということもありますし

それとあと、パトカーの運用状況というものを

本部で全部一括して見ているんですね。ですか

ら、何といいますか、実際、今、現段階でどこ

にパトカーがあるのかということも、一元的に

本部のほうで承知をしておりますので、そこに

一応、パトカーにも指示を送りつつ、署にも対

応させるということをとっておりまして、全国

的にも、基本的には県警本部のほうで、一元的

に110番を受理して運用するというのが通例であ

りまして、むしろ、うちの県は、モニターのと

ころで非常にすばらしい仕組みをもうしばらく

前から持っておりますから、延岡関連だと思っ

たら、直ちにその段階で延岡に傍受させること

で、即応体制をよりスピーディーにやれるよう

、 。な仕組みを構築していると こういうことです

もちろん、今回システムが変わる○田口委員

ということはスピーディーになるということだ

と思いますので、それはぜひよろしくお願いし

ます。

それでは、次は、殊事件対応専門捜査員とい

う、何か愛知県でやったので対応していろいろ

装備をということを言っておりましたですが、

これは、各県警にこの特殊専門員というのが要

るんですか。答えられる範囲でいいです。

どこで人質立てこもり事件等○松尾刑事部長

が起こるかわかりませんので、各県とも要ると

思います。

わかりました。この方たちはもう○田口委員

専門員だけの仕事でなくて、ふだんは機動隊か

何かそういう形にしてて、何かあったときにだ

け特定に出てくるというような形になるわけで

すか。

日ごろは、捜査一課等におり○松尾刑事部長

まして、それぞれの係の仕事を持っております

けれども、こういう事案が起こりましたときは

また参集させて 集めて対応させるというふ―

うに考えております。

わかりました。○田口委員

じゃ、次の件についてです。暴走族壊滅作戦

推進事業についてお伺いします。最近、暴走族

は、集団で走っているというのはめったに見な

くなりましたんで、何か減っているのかなとい

う気はするんですが、現在の状況と最近の推移

等をちょっと教えていただけたらと思いまし

て……。

まず、お尋ねの暴走族の現状○中原交通部長

、 、でございますけれども 平成16年ぐらいまでは

組織化された暴走族、俗に言う「何々」という

名前をつけた暴走族がありました。これを現在

はすべて解体いたしまして、暴走族という、要
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するにトップがおって、２番目がおってという

ような組織だった暴走族は現在、把握しており

ません。ただ、県内に200名程度の単発暴走とい

いますか、暴走行為をする、主に少年なんです

が、これは把握しております。

委員が指摘されたこの事業でございますけれ

ども、これ、700万ぐらいの話ですけれども、こ

れは端的に申し上げますと、初日の出暴走族を

抑えるために、いろんな機材をリースするんで

すけれども、これの機材代でございます。以上

でございます。

わかりました。○田口委員

最後になりますが、先ほどから何度か出てお

りますけど、今回の職員をふやす件ですが、そ

の中で先ほども２つ性犯罪との関係ということ

で出ましたけれども、変死体がふえていて、そ

の検視をするのに職員をふやすということです

が、変死体がふえているというのは、自殺関係

。 、がふえているということなんですか それとも

もちろん、それは調べてみないとわからないん

でしょうけれども、ふえているというのは、ど

ういう理由なんでしょうか。

確かに、先ほど警務部長、説○松尾刑事部長

明しましたように、平成11年ごろから1,000体、

超えているわけですけれども、じわりじわりと

ふえております。私どものほうでは、高齢化の

関係かなと思ったりしておりますが、断定はで

きないと思っておりますけどですね。

それは、今まで1,000体のうちのど○田口委員

れぐらいをチェックといいますか、調べられて

いたんですかね。

検視の体数ですか。○松尾刑事部長

もちろん、足りないからこそ職員○田口委員

をふやすということになるんだと思うんですけ

れども、実際、調べたいのに調べ切れなかった

。んで今回ふやすということになるわけですよね

違うんですかね。

調べたいのに調べられなかっ○松尾刑事部長

たいうことではございませんで、徐々に取り扱

い体数がふえていることは間違いないですけれ

ども、例えば、１体を処理するのに、３時間か

かるときに、３人でやるよりも４人でやったほ

うが速いわけでございますし、そういうことも

ありますし、充実させる、要するに、より正確

に検視をしていくということでふやしていただ

いたということでございます。

1,000体、この10年で大体実○相浦警察本部長

は５割ぐらい当県も増していまして、でも、全

国も同じ趨勢であります。今、刑事部長が言い

ましたように、背景は、いろんな要因が多分絡

まっていると思うんですが、１つは、全体に高

齢化があって、例えば、独居の老人の方が、だ

れにもしばらく見つからずに亡くなられるとい

うようなことも現実かなり出てきております。

、私どもが死体見分の対象にしなきゃいかんのは

かかりつけのお医者さんがおられて、何か持病

をお持ちで、その持病で亡くなられたいうこと

であれば、これは警察のかかわり合う話じゃな

いわけですね。

ただ、それがなくて、原因がよくわからない

形で亡くなられたということになりますと、一

応、私どもの死体見分の対象になりまして、も

ちろん、死因そのもののところはお医者さん方

に診ていただくことになりますが、私どもとし

ては、万々が一にも犯罪が伏在するとまずいわ

けでありまして、いろいろな周辺の関係者の方

から話を聞いたり、亡くなられている現場の状

況とかを見たりして、その大部分が、実は、犯

、罪でなかろうという結論になるんですけれども

一応、やはり警察で見るというのが私どもの社
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会的使命になっておりまして、そういうことを

やるということでございます。

その中で、特に何といいますか、解剖してみ

ないと、死因もわからんだろうというものにつ

きましては、司法解剖に付して、これは正式に

裁判所から令状をいただいて、一応、刑事手続

に乗せて体の中まで見て、犯罪死かどうかを見

ると、こういうような流れでございます。

ほかにございませんか。○押川委員長

511ページの警察施設費の５番、各○川添委員

警察署の環境整備事業が上がっているわけです

が、日向警察署の庁舎執務環境整備事業という

のは、これ、344万、具体的にどういった内容に

なるんでしょうか。

「日向警察署庁舎執務環境整○永野会計課長

備事業」340万ですが、これにつきましては、日

向署が非常に狭隘化しているいうことで、プレ

ハブを建てております。増築しております。そ

ういった関係で、そのプレハブのリース料が340

万ということでございます。

手狭な部分をプレハブで対応して○川添委員

いるということでしょうか。

そうでございます。これにつ○永野会計課長

きましては、平成17年に建設しております。現

在の庁舎が非常に手狭で警察の業務が運営でき

ないいうことで、プレハブで建てたところでご

ざいます。

そうしますと、その以外のえびの○川添委員

警察署、高千穂、日南、これについてもやっぱ

り同じようなんですか。

はい、そのとおりでございま○永野会計課長

す。

それと、その下の10番、運転免許○川添委員

センター建設整備事業、これも毎年計上されて

おりますが、これは大体総事業費というのはど

れぐらいで、また、建設のスケジュールはどう

いった概要なんでしょうか。

これは総額では5,500万でござ○永野会計課長

います。平成19年から平成21年まで３カ年の宮

崎県の総合自動車運転免許センター、これを建

設を行うためのコンサルティング事業でござい

ます。

建設に関しまして、債務負担行為で35億を組

んでおります。

実は、この運転免許センター○橋本警務部長

というのは、日向警察署と違って、共済組合か

らお金を借りて、それを原資として建物を建て

るいうことになりまして、先ほど言った35億と

いうのは、いわゆる借りた分を返すお金、言え

、 、ば利息もついているもんですから それが若干

たしかレートは２.数％だったように記憶してい

ますけど、そういった利息分も含めて35億円の

債務負担行為を設定し、実際に建設に係る額と

しては30億弱だったように記憶はしております

けれども、それぐらいの額をかけて建てる建物

だということでございます。今、コンサルティ

ングなんかをしながら設計業務等々を進めてお

、 、 、りますけれども 最終的には 24年１月１日に

新しい庁舎で運営ができるように今、進めてい

るところでございます。

ということは、あそこも全面建て○川添委員

かえということですね。

全面建てかえになります。○橋本警務部長

確認ですけど、借り入れを中心と○川添委員

して、建設費を調達すると……。

すべて借り入れです。○橋本警務部長

次に、警察施設費の同じ欄の上の○川添委員

２番、ちょっと細かいんですけれども、職員住

宅借家料ということで４億400万上がっています

が これ 実は 昨年では約５億近く 4億9,000、 、 、 、
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万ぐらいたしか予算は上がったと思うんですけ

れども、これ、9,000万ぐらい減ってきた理由、

これ、借り上げ社宅みたいな形になるんでしょ

うか。理由がわかれば教えていただいていいで

しょうか。

これにつきましては、警察職○永野会計課長

員宿舎、これを警察共済から借りて建設してい

るわけでございます。昨年は、施設が12施設ご

ざいまして、そのうちの２施設が昨年で償還し

ております。21年度につきましては、残り10施

設の償還ということで、この額が減ったことに

なっております。

借り入れの返済……。○川添委員

これも同じように、共済組合○橋本警務部長

からお金を借りて建物を建てて、その支払いが

全部終わったというのが２施設あって、

要は 残高が少なくなったために 支払額が減っ、 、

たと、こういうことでございます。

わかりました。○川添委員

次に、512ページの一般活動費の最後の30番で

すね、その他警察活動経費ということで、約６

億500万計上されておりますが、これは大まかに

概要、中身・内容をお伺いしてよろしいでしょ

うか。

総額では６億ほどでございま○永野会計課長

すが、大きいものを申し上げますと、警察活動

の旅費ですね、これが２億200万ほどでございま

す。それからコピー代、これが4,500万ほど、そ

れから乾電池、地図、諸用紙ほか警察活動全般

、 、 、に関する消耗品 これが5,400万ほど それから

ＤＮＡ型鑑定装置保守点検経費、これらが950万

ほど、こういったものを積み上げまして総額に

なっておるところでございます。

この６億500万も昨年度からいくと○川添委員

約5,000万ぐらい増加しているんではないかと思

うんですが、この増加した原因、特に、何か理

由があるんでしょうか。

警察官の職務に協力援助した○永野会計課長

者の災害給付金ですね、これが2,400万ほどふえ

ております。

これにつきましては、昨年の７月ですか、中

学生がおぼれた少年、これは同級生ですけど、

を助けまして、この方が意識不明になっており

まして、これに関する治療代ということで予算

措置しているところでございます。

確認ですけど、治療費が増加した○川添委員

ということですか。

はい。この方が、現在意識不○永野会計課長

明の状態でございまして、毎月、その治療代と

いいますか、それに費用がかかると、療養費が

かかるということでございます。

総額で結局幾らぐらい予算見てい○川添委員

るんですか。

この分が2,434万6,000円の増○永野会計課長

額となっております。

わかりました。○川添委員

最後に、職員の定員のお話がありましたが、

これ、改めて確認いたしますけれども、恒例の

人事が発令されて、県警のほうで８名を必要に

応じて９名とか10名に増員することはできると

思うんですが、これは、例えば、定員を増員さ

せる期限といいますか、義務ですね、例えば、

本年度はやむを得ず、とりあえず７名にして、

来年度８名にするとか、そこら辺の県警の裁量

というのは、全くないんでしょうか。

政令で定める基準に従って条○橋本警務部長

例を定めなければならないというのが法律の趣

旨でありますので、その趣旨を忠実に解釈をす

ると、基準が上がればそれに対応した同じ規模

の人数を、それに従って今８名ふえたというこ
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とは、８名ふえたという政令の改正に従って、

条例を変えなさいというのが、法の解釈である

というふうに認識をしております。

わかりました。○川添委員

ほかにはございませんか。○押川委員長

平成21年度の歳出予算説明資料○太田委員

第72号の小さいほうの これの69ページ 安全・、 「

安心パトロール事業」というのを、今度の緊急

雇用創出基金でつくられておるわけです

が、5,900万ということで民間法人にお願いをし

て、24名ほどこれで採用というか、お願いする

ということでありますが、年収で言うと250万ぐ

らいなんですよね、恐らく。これは、雇用の拡

大につなげていくというのが緊急雇用のこの基

金の目的でもありますので、恐らく、警備保障

会社あたりが受けてくれるとは思うんですが、

そういうふうにイメージ的には理解するんです

が、例えば、その受けた会社が現有人員でそれ

を受けてしまっては緊急雇用のいい役を果たさ

ないんじゃないかと思いまして、受けたところ

がそれによって採用をふやすという方向がある

ことのほうが望ましいわけで、警察のほうとし

ても、これについては、雇用の拡大につなげて

ほしいというようなメッセージを、この事業で

そういう指導といいますか、そういう立場にあ

るべきだろうと思うんですが、現実的にはどう

なんでしょうか、その辺は。事業の中で。

、○永野会計課長 この緊急雇用につきましては

緊急雇用創出事業実施要領というのがございま

して、これには事業費に占める人件費の割合が

おおむね７割を超すことと、さらに雇用の関係

につきましては、新規雇用する失業者の数の割

合がおおむね４分の３以上であることというこ

とになっております。それでいきますと、24名

のうちの４分の３ですので、18名が新規雇用と

いいますか、失業者を雇用しなさいという縛り

が入っておるわけでございます。したがって、

その契約時点で使用者につきましては こういっ、

た条件が当然ついてくると思われます。

じゃ、確認でありますが、いわゆ○太田委員

る雇用につなげるということが１つの条件で、

きちっと契約といいますか、入札もされていく

ということでいいわけですね。

はい。そのように進めていき○永野会計課長

たいと思っています。さらに、この雇用につき

まして、雇用期間は６カ月ということで、さら

に１回だけ更新できるということでですね。１

年が最長ということになっておりますので、失

業者等の雇用に効果があるんじゃないかと考え

ております。

最後に、これは基金から持ってき○太田委員

たお金ではあるわけですが、この事業の将来の

期間、見込みはどのくらいで見込まれているん

ですかね。単年度で終わるとかいうことでした

かね。

予定では３カ年ということを○永野会計課長

聞いております。

わかりました。よろしいです。○太田委員

その他含んで、何かございませ○押川委員長

んでしょうか。

質問なのか要望なのか、だれに聞○萩原委員

いたらいいのかはちょっとわかりづらいんです

けどね。都城警察署、駐車場も非常に狭いんで

すよね。同時に、警察署の東側のちょうど隣の

民家との境に留置場というのか、拘置所という

のか、それと柔剣道場があって、その東側の住

民の皆さんが５世帯か６世帯だと思いますが、

、 、全員が都城警察署が拡張するんだったら 土地

家全部売ってもいいですよと、何か住民の皆さ

んが以前の会計課長に一回話したことがあるん
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ですけどね。いずれ、警察署を拡張するんであ

れば、警察との相談に応じますがという話が警

察に来ているのかどうか。

それともう一件、これは前の委員会でも話し

たんですが、ちょうど私の住んでいる姫城地区

というのは、銀行の支店長宅とか何とかいろい

ろあるんですね。都城警察署長宅もあるんです

よ。警察署長の官舎、大変古くて、ちょうどま

た一番交通事故の起こりやすいところのカーブ

のところにあるんですよね。時々奥さんが、う

ちの家から100メートルもないんですから、奥さ

んがたまにお見えになっとるときは、奥さんが

事故せないいがなと思ったりするんですよね。

大変古い。地域のこの前の自治公民館の新年会

のときもその話が出て、あの警察署長の官舎は

もうちょっとどげんかならんとなという、都城

弁で言えばですね。それらしく、ふさわしい官

舎にしてほしいという地域の皆さんの話も出た

ところなんです。警察署の拡張の問題と、署長

宅の官舎の問題、この辺は要望なのか、相談な

のか、だれに質問していいのか、わからないん

ですけどね。

都城警察署の建てかえとかに○橋本警務部長

つきましては、各方面かいろんな要望があるこ

とも承知しております。とはいえ、とりあえず

今は、日向警察署のほうをまず優先して建てか

えるいうことを内部的には決めておる関係で、

なかなか都城警察署云々かぬんと具体的な議論

まで実は至っていないというのが現状でござい

ます。

ただ、こういった施設整備が一段落してくる

段階で、次をどういうようにやっていくのかと

いう検討の中に、事務的には都城からそういう

声が上がっているということを十分認識しなが

ら進めていくもんだろうというふうに思ってお

ります。

また、署長官舎につきましては、現署長から

も古いという話も聞いておりまして、これは、

またその職員宿舎全体の中でも、署長のところ

だけ新しくして、ほかの人のところは古くても

いいのかとか、そういうところの問題も多分あ

ろうかと思います。とはいえ、住居環境の改善

というものも職員の福利厚生という意味におい

、 、て 非常に重要な課題だと思っておりますので

予算の許す範囲の中で、うまくめり張りをつけ

ながら、やっていかなくちゃいけない課題だろ

うというふうに認識をしています。

済みません。駐車場の拡張○相浦警察本部長

に関する話は、ちょっとオフィシャルには来て

ないようであります。

それと、署長公舎なんですが、今ちょっと会

計課長に調べてもらったんですが、一応、37年

経ているということで、世の中的には古いのか

もしれませんけれども、我々公務員としてはも

うちょっと使えという感じかなという感じはあ

ります。ただ、何といいますか、単に37年経過

しただけじゃなくて、かなり老朽化していると

いう話はこれまでも寄せられていまして、そこ

のところはリフォームをしながら、何とかしの

いでいるいうことでございまして、また、署長

の御家族の行動は、警察官でございますので、

しっかりやってくれると思います。

今のは小さな親切大きなお世話○萩原委員

だったんですけどね。割と警察署の職員の皆さ

んのアパートというんですかね、あれはできて

まだ10年前後 立派なんですよ 立派なのがちょ、 。

うど警察署から東側かにあるんですけどね。そ

れはそれでいいんですけれども、ただ、都城警

察署の東側のところが、行ってみると、確かに

留置所、拘置所と言うんかな、留置所、ここ一
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回入ってみたいんですけどね。剣道場なんかが

あるんですけど。確かに、警察の皆さん、元気

がいいから、隣近所にはよく聞こえるみたいで

すね。その東側から20～30メートル行ったとこ

ろに細い道路があるんですよ。都城市議会時代

に、あそこの道路も少し拡張したらどうかと、

やっと１台が入っていくような、２台すれ違う

のも難しいような道路なんです。住んでいる住

民の皆さんも苦労しておるみたいで、警察署を

拡張するんだったら、我々はここ５～６世帯全

部警察にそういう話があったらすぐ乗ろうとい

う話し合いだけは皆さん、決まっておるみたい

なんですよね。その辺もひとつ頭に入れて、要

望とも相談とも言えませんけれども、その他の

その他で御了解いただきたいと思います。

ほかにございませんか。○押川委員長

１点だけ、私は、ことしはいろい○田口委員

ろ警察にかかわることが年明け早々から多くて

ですね、別につかまったわけじゃないですけど

も、もう一点はですね、財布を拾いましてです

ね、交番に届けたんですが、やっぱり予想した

、 、とおりだれもいませんで 電話をいたしまして

延岡署からすぐに 「出かけておった」と、帰っ、

てきてもらいました。多分10分ぐらいで帰って

きたと思うんですが、やっぱり空き交番といま

すかね、空いている時間といいますか、これは

非常にやっぱり、前も行ったときも、宮崎にい

るときも下北方かどこかの交番に行ったときも

不在でしたし、中心部には、何かＯＢの方なん

でしょうかね、そういう方がよくいらっしゃっ

たりして、いろんな案内とかしてくれたりして

いますけども、そういう方が今、何人いて、そ

ういう空き時間といいますか、エアポケットみ

たいになっている時間をどのような形で埋めて

いく予定なのか、夜間はどうなっておるのか、

ちょっと教えていただきたいと思います。

交番相談員というのが47○椎葉生活安全部長

名県下におります。60交番が県下にございます

けれども、そのうちの41交番にその交番相談員

を配置しております。この交番相談員は、非常

勤職員でございまして 月20日６時間勤務でやっ、

ておりますので、いずれにしましても、１カ月

に10日間は交番相談員もいないという状態は出

てまいります。

ただ、交番である以上は、一応、空き交番対

策もございまして、交番相談員がおれば、最低

３名は警察官が勤務していまます。ですから、

３交代で勤務していますので、交番相談員がい

るときは、６時間だけは 昼休み時間入れた―

ら７時間の拘束なんですけど、その時間は交番

相談員は常時在署をするか、交番前で立番して

いるという状況でございますので、連絡はすぐ

つくと思います。

そのほかの時間帯になりますと、最低３名で

ありますけれども、６名いるところもあります

、 、が ３名の警察官が３交代で勤務していまして

在署時間、それから警ら時間、または巡回連絡

時間というように勤務時間を決めて勤務をして

おりますので、当然、外部活動している間は、

交番相談員もいない、警察官もいないという状

態はあり得るということであります。それを補

、 、 、完する措置として 例えば 電話をとりますと

すぐ本署が出るとか、そういう連絡設備という

のは、別途やっているというのが現状でござい

ます。

よろしいですか。○押川委員長

はい。○田口委員

それでは、以上をもちまして警○押川委員長

察本部を終了させていただきます。

、 。執行部の皆さん 御苦労さまでございました
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暫時休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時７分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

当委員会に付託されました当初予算関連議案

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

説明に入ります前に、一言お○日髙企業局長

礼を申し上げさせていただきたいと思います。

去る２月の７日でございましたが、西都市の

寒川におきまして、緑のダム造成事業の記念植

樹祭を開催したところでございますが、当委員

会から代表して押川委員長に御出席を賜りまし

た。大変寒い中、また早朝から大変ありがとう

ございました。この場をおかりしましてお礼を

申し上げさせていただきたいと思います。

そのときの状況は、お手元の文教警察企業常

任委員会資料の最後のページにつけてございま

すが、写真がちょっと陰になっておりまして、

見にくい状況になっておりますが、当日は、地

域の都於郡小学校、三財小中学校の児童生徒さ

ん約130名の方々に御参加をいただきまして、山

桜 モミジ ケヤキなど合計約750本の植樹を行っ、 、

。 、たところでございます この事業によりまして

水源涵養機能の充実、それから植樹を通じての

ＰＲになればなというふうに思っておるところ

でございます。

それでは、企業局の説明をさせていただきた

いと思いますが、本日は、提出議案が３件ござ

います。お手元の資料の目次をごらんいただき

たいと思います。今回、提案いたしております

議案は、議案第15号「平成21年度宮崎県公営企

業会計（電気事業）予算 、議案第16号「平成21」

年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）予

算 、議案第17号「平成21年度宮崎県公営企業会」

（ ） 」 。計 地域振興事業 予算 の３件でございます

各議案の詳細につきましては、後ほど総務課長

のほうから説明をさせていただきますが、私の

ほうから、今年度の事業の進捗状況、21年度当

初予算の基本的な考え方、議案の概要等につき

。まして御説明をさせていただきたいと思います

資料にはございませんが、まず、今年度の３

事業の進捗状況でございます。基幹事業でござ

います電気事業につきましては、台風等による

災害もなく、効率的に発電できる降雨の状況で

あったこともございまして、現在のところ、供

給電力量は目標を上回っておるところでござい

ます。また、工業用水道事業につきましても、

年間目標の給水量を達成できる見込みでござい

ます。地域振興事業につきましても、指定管理

者の誘客対策などによりまして、目標の利用者

数を達成する見込みでございます。このように

３つの事業とも、現在のところ、おおむね順調

に推移しているところでございます。

次に、21年度当初予算編成の基本的な考え方

でございますが、21年度の当初予算は、このよ

うな状況も踏まえつつ、企業局経営ビジョンに

基づきまして、経費の節減、効率的、計画的な

、 、設備投資 地域貢献の充実等を着実に推進をし

健全な企業経営の維持を図るということを基本

として編成をしたところでございます。

それでは、議案の概要につきまして御説明を

させていただきます。資料の１ページをごらん

いただきたいと思います。平成21年度公営企業

会計当初予算案の概要についてでございます。

当初予算額でございますが、まず（１）の電気

事業でございます。上段の収益的収入及び支出

でございますが、平成21年度の欄のところでご
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ざいます。事業収益が51億1,150万1,000円で、

事業費が45億8,126万7,000円でございまして、

この結果、差引収支残が５億3,023万4,000円に

なりまして、増減の欄でございますが、前年度

に比べて１億4,850万5,000円増加をいたしてお

ります。これは電力料収入の増、減価償却費の

減等によるものでございます。

また、資本的収入及び支出でございますが、

資本的収入が6,637万2,000円、資本的支出が23

億3,294万1,000円でございまして、この結果、

収支残が22億6,656万9,000円の不足ということ

になりまして、前年度に比べてマイナス５

億5,352万1,000円というふうに不足額が増加を

いたしております。これは、一般会計からの貸

付金償還が終了したことや、発電所の改良工事

の増によるものでございます。

（２）の工業用水道事業でございますが、ま

ず、収益的収入及び支出であります。事業収益

、 、が３億2,364万5,000円 事業費が２億9,315万円

この結果、収支残が3,049万5,000円というふう

になりまして、前年度に比べて1,524万7,000円

減少いたしております。これは、日向市水道局

への暫定供給の終了によるものでございます。

次に、資本的収入及び支出でありますが、資

本的収入はございませんで、資本的支出が１

億3,599万8,000円、収支残が同額の不足という

ことになっておりまして、前年度に比べて4,585

万4,000円不足額が減少をいたしております。こ

れは、配水池の耐震補強に係る改良工事費の減

によるものでございます。

（ ） 、 、３ の地域振興事業でございますが まず

収益的収入及び支出は、事業収益が2,599万円、

事業費が2,475万円、収支残が124万円となりま

して、前年度に比べて26万4,000円増加をいたし

ております。

資本的収入及び支出でありますが、資本的収

入はございませんで 資本的支出が1,547万3,000、

円で、収支残が同額の不足ということになって

おります。前年度に比べて997万3,000円と不足

額が増加いたしておりますが、これは、ゴルフ

コース管理用機器の更新等に係る改良工事費の

増によるものでございます。

次に、資料の２ページをごらんいただきたい

。 。と思います ２の主要事業の概要でございます

まず （１）の○の企業局新エネルギー導入事業、 新

についてでございます。これは、４ページのほ

うの資料で説明をさせていただきます。４ペー

ジをお願いいたします。事業目的でございます

が、これは、本県の地域特性を生かした新エネ

ルギーの普及促進を図るために、マイクロ水力

発電と太陽光発電の導入に取り組むものでござ

います。

事業概要でありますが、まず、マイクロ水力

発電設備の設置でありますが、ダムの維持流量

を利用いたしまして、出力35キロワットの水力

発電設備を設置するもので、平成21年度はその

ための実施設計を行うものでございます。予算

額は800万円でございます。次に、太陽光発電設

備の設置でありますが、工業用水道施設の配水

池に出力30キロワット規模のものを設置するも

のでございます。予算額は3,000万円でございま

す。それから、水力発電等のＰＲといたしまし

て、企業局庁舎１階ロビーに発電状況を表示い

たします装置を設置するものでございます。予

算額は200万円でございます。

事業費が最後にまとめてございますが、合計

。 、で4,000万円を予定いたしております このうち

上のほうの（２）の太陽光発電設備につきまし

ては、キロワット当たり30万円の補助がござい

ますので、これを活用いたしまして、900万円を



- 27 -

充当する予定にいたしております。

済みません。また２ページに戻っていただき

まして、２ページの（２）の緑のダム造成事業

についてでございます。これは、平成18年度か

ら実施をしておるわけでございますが、企業局

の発電に関係するダムの上流域の未植栽地等を

購入して水源涵養機能の高い森林として整備す

ることによって、安定的な電力の供給に資する

ことを目的といたしております。予算額は、こ

れまで取得した139ヘクタールの管理費用なども

含めまして8,440万円を計上いたしております。

それから （３）の企業局地域振興貸付金でご、

ざいますが、これは、電気事業会計から森林整

備事業の財源として一般会計へ低利で貸し付け

るものでございます 予算額が３億円で 平成18。 、

年度から21年度までの４年間で総額12億円の貸

付額となっております。

それから（４）の企業局「新みやざき創造」

支援事業貸付金でございますが、これは、新み

やざき創造計画に基づきます施策の推進を支援

するために、企業局の業務に関係の深い事業に

対して一般会計に低利で貸し付けるものでござ

います。予算額は３億円で、内訳は、災害時安

心基金設置事業の財源として１億円、環境関連

事業の財源として２億円でございまして 平成19、

年度から22年度までの４年間で、総額11億円を

予定いたしております。

それから （５）は、一ツ瀬川及び小丸川上流、

域森林保全機構負担金の1,500万円でございます

が、同推進機構への負担金でございます。

それから （６）のその他の①の建設改良費、、

これは、各事業会計の改良事業の合計でござい

ますが、９億9,659万3,000円を計上いたしてお

ります。それから②の企業債償還金といたしま

して、これは、電気事業と工業用水道事業会計

でございますが、この合計で６億8,928万6,000

円を計上いたしております。

、３ページをごらんいただきたいと思いますが

（７）で、知事部局等への経費の支出額をここ

にまとめて記載してございます。今、申し上げ

ました貸付金、負担金、このほかに多目的ダム

管理費用など、21年度の小計の欄のところでご

ざいますが、総額で12億1,654万5,000円を知事

。 、部局に支出することにいたしております また

その下の市町村への交付金、これは固定資産税

のかわりに交付金ということで出しておるわけ

でございますが、これが２億2,611万2,000円、

地方消費税を含めますと、合計いたしまして14

億7,354万9,000円の支出を行っているというこ

とでございます。

それから、最後に、九州電力との電力受給基

本契約の締結についてということで、米印で書

いてございますが、企業局では九州電力との間

で、電力受給に関する基本契約というものを締

結いたしまして、電力を供給しておるところで

ございますが、現在の基本契約が平成21年度で

期間満了となりますことから、九州電力と協議

いたしまして、新たに平成22年度以降の基本契

約を12月末に結んだところでございます。契約

期間は、平成22年４月１日から38年の３月31日

までの16年間でございます。契約の主な内容で

ありますが 「発電した全電力量を九州電力に供、

給する」ということと 「受給条件、電力料金な、

どの具体的事項については、別に２年毎の電力

受給契約により定めること」という、基本的な

内容のものでございます。なお、この契約は、

電気事業を行っております九州各県、福岡、熊

本、大分とも一緒の内容でございます。このこ

とによりまして、今後も健全で安定的な経営が

図られるものというふうに考えておるところで
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ございます。

以上で、説明を終わりますが、企業局といた

しましては、今後とも、経営の効率化と経費の

節減に努め、健全経営の維持と地域貢献の充実

を目標に、県民福祉の向上に努めてまいりたい

と考えております。

私のほうからは以上でございますが、詳細に

つきましては、総務課長のほうから説明させて

いただきます。どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、平成21年度の当初○岡田総務課長

予算（案）について御説明いたします。

６ページをごらんください 初めに 議案第15。 、

号電気事業会計であります。

１業務の予定量でありますが、これは、企業

局が所有する12発電所の目標電力量でありま

す。21年度の年間供給電力量は、前年度と同量

の５億1,263万キロワットアワーを予定しており

ます。

次に、２収益的収入及び支出であります。事

業収益は、51億1,150万1,000円で、そのうち営

業収益の電力料収入は、47億1,765万9,000円で

あります。これは、九州電力との電力受給契約

に基づく契約額を計上しております。増減の欄

でございますが、前年度に比べまして増加して

おりますのは、平成20年度は九州電力と交渉中

でしたので、見込みとの差であります。

次に、財務収益は２億8,933万4,000円で、九

州電力などの株式配当金、資金運用による受取

利息であります。

次に、営業外収益は、5,469万8,000円で、九

電復元株式の配当金などであります。増減の欄

でございますが、特別利益が前年度に比べ減少

しておりますのは、昨年度は機械損害共済金を

計上したことによるものであります。

次に 事業費のほうですが 事業費は45億8,126、 、

万7,000円であります。まず、営業費用は40

億4,840万4,000円であります。職員給与費は10

億935万2,000円で、平成20年10月１日の現員現

給で計上しております。減価償却費は13億4,477

万円であります。修繕費は６億2,066万7,000円

で、岩瀬川発電所水車発電機精密点検等を予定

しております。共有設備費分担額２億1,406

万7,000円は、多目的ダムの管理経費のうち、企

業局の負担分を計上しております。その他は６

億6,092万円で、市町村交付金や緑のダム造成事

業の費用などであります。

次に、財務費用は２億8,015万1,000円で、企

業債の支払利息等であります。

、 、それから 営業外費用は２億271万2,000円で

消費税やその他に計上しております九電復元株

式配当金の開発事業特別資金特別会計への繰出

金などであります。

この結果、表の一番下にありますように、収

支残は５億3,023万4,000円で、前年度に比べて

１億4,850万5,000円の増加となります。

次に、７ページでございます。３資本的収入

及び支出であります。資本的収入は、6,637

万2,000円であります。このうち、貸付金返還金

。は工業用水道会計からの返還金収入であります

増減の欄でございますけれども、貸付金返還金

が２億9,996万円減少しておりますのは、一般会

計からの償還が終了したためであります。補助

金は900万円で、企業局新エネルギー導入事業の

。太陽光発電設備に対する補助金収入であります

工事負担金は1,687万6,000円で、庁舎の空調機

取りかえや古賀根橋ダム管理事務所改良工事に

伴う負担金収入であります。

次に、資本的支出は、23億3,294万1,000円で

あります。建設改良費９億5,604万7,000円は、
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電気事業施設の改良工事等に要する費用であり

ます。前年度に比べまして２億8,510万円の増と

となっておりますのは、岩瀬川発電所水車発電

機改良工事など、工事費の増によるものであり

ます。次に、企業債償還金６億7,685万7,000円

、 、は元金を償還するもので 次の貸付金６億円は

企業局新みやざき創造支援事業貸付金などとし

、 。て 一般会計に対し貸し付けるものであります

この結果、表の一番下の収支残にありますよ

うに、22億6,656万9,000円の資金不足となりま

すが、これは、表の欄外にありますように、過

年度分損益勘定留保資金等を財源として補てん

する予定であります。ほかの２事業につきまし

ても、資金不足分は、同様に補てんする予定で

あります。

次に、４継続費であります。単一の工事で工

、期が１年を超えることが明らかなものについて

継続費を設定しております （１）の営業費用で。

すが、まず、岩瀬川発電所水車発電機改良工事

については、改良工事に伴う除却費であります

が、平成21・22年度の２カ年で、1,139万9,000

円の継続費を設定することとしております。

次に、右の岩瀬川発電所水車発電機精密点検

工事でありますが、修繕工事であるため、営業

費用のみ計上しております。２カ年で２億872

万2,000円の継続費を設定することとしておりま

す。

次に （２）の建設改良費は、岩瀬川発電所水、

車発電機改良工事で、この改良は発電機でござ

います。発電機は建設以来43年ぶりの大きな工

事となりますが、２カ年で３億5,149万4,000円

の継続費を設定することとしております。

８ページをごらんください。次に、議案第16

号工業用水道事業会計であります。まず、１業

、 、務の予定量でありますが 給水事業所は13社で

年間総給水量は、前年度と同量の4,548万5,570

立方メートルを予定量とおります。

次に、２収益的収入及び支出についてであり

ます。事業収益は３億2,364万5,000円で、その

うち営業収益の給水収益は３億623万2,000円で

あります。給水収益が前年度に比べて2,955

万8,000円減少しておりますのは、日向市への暫

定的な給水を行わなくなったためであります。

営業外収益は1,532万9,000円で受取利息であ

ります。

次に、事業費は２億9,315万円であります。そ

のうち営業費用は２億6,264万円であります。主

なものとしては、職員給与費6,555万5,000円、

減価償却費8,424万円でございます。修繕費

は4,434万9,000円で、沈殿池外壁面補修等を予

定しております。

次に、営業外費用は1,551万円で、企業債等の

支払利息と消費税などであります。

以上の結果、表の一番下にありますように、

収支残は3,049万5,000円となり、前年度に比

べ1,524万7,000円の減少となります。

次に、９ページの３資本的収入及び支出であ

りますが、資本的収入はございません。

資本的支出は１億3,599万8,000円を計上して

おります。建設改良費は2,907万3,000円で、浄

水場施設耐震補強工事を予定しております。次

に、借入金償還金8,449万6,000円は、一般会計

及び電気事業会計への借入金元金償還でありま

す。

この結果、表の一番下の収支残にありますよ

うに、１億3,599万8,000円の資金不足となりま

す。

10ページをごらんください。議案第17号地域

振興事業会計であります。まず、１業務の予定

量でありますが、ゴルフコースの年間施設利用
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者数は３万7,500人を予定量としております。

次に、２収益的収入及び支出についてであり

ます。事業収益は2,599万円であります。そのう

ち、営業収益の施設利用料は2,415万円を見込ん

でおります。前年度と比べて210万円減少してお

りますのは、指定管理者からの納付金を見直し

たことによるものであります。

営業外収益は183万8,000円で、受取利息であ

ります。

次に、事業費は2,475万円であります。そのう

ち、営業費用が1,998万5,000円で、主なものと

しては、減価償却費が1,040万2,000円などであ

ります。減価償却費が194万8,000円増加してお

りますのは、機器の更新等に伴うものでありま

す。

次に、営業外費用は76万5,000円で支払利息と

消費税であります。

以上の結果、表の一番下にありますように、

収支残は124万円となり、前年度に比べて26

万4,000円の増加となります。

次に、11ページをごらんください。３資本的

収入及び支出についてであります。資本的収入

はございません。

資本的支出は1,547万3,000円を計上しており

ます。この内訳は、建設改良費が1,147万3,000

円などであります。建設改良費が増加しており

ますのは、利用者サービスのため、老朽化した

施設等を計画的に整備することとし、21年度は

ゴルフコース管理用機器の更新などを行うため

であります。

以上の結果、表の一番下の収支残にあります

、 。ように 1,547万3,000円の資金不足となります

説明は以上であります。

。○押川委員長 執行部の説明終了いたしました

。議案についての質疑はございませんでしょうか

企業局新エネルギー導入事業です○井本委員

が、マイクロ水力発電設備と太陽光発電設備の

金額が書いてありますけど、元をとるのにどの

くらいかかりますか。どちらとも……。

マイクロ水力発電、これにつ○郷田工務課長

きましては、初期投資については17年で回収す

るというふうに、我々の試算によりますと、そ

ういうことになります。太陽光発電につきまし

ては、23年という試算の結果が出ております。

あれ どこだったかね 視察にいっ○井本委員 、 。

たのは、太陽光発電……、住宅の〔 岐阜」と呼「

ぶ者あり〕岐阜か、あすこで 〔 群馬」と呼ぶ、「

者あり〕群馬かね。どこだったかね 〔 甲府や、「

な」と呼ぶ者あり〕余り家が古いもんだから、

上に全部乗せたら 〔 あれは甲府です」と呼ぶ、「

者あり〕あすこで聞いたですけど、途中で変電

器が壊れたりして、またそれをつけかえるのに

また金がかかったりとか言ってましたけども、

その辺のことも入れてのことですか。そこまで

は見てない……。

そういう事故とかトラブル、○郷田工務課長

そういうものは考慮には入れておりません。

多分に、事故という感じじゃなく○井本委員

て、当然のように 「何か、変電器が壊れるんで、

すわ」というような感じを受けたけどね。その

辺は研究はしておらんですね。

故障がどういう故障があるか○郷田工務課長

とかですね、そういう……。

故障かな、あれは。○井本委員

そういうトラブル面について○郷田工務課長

は、一応、この計算の中には考慮はしていない

というところでございます。

それなんかも含めると恐らくもう○井本委員

ちょっとかかるんじゃないかという気がします

ね、20何年もね。
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ただいま申し上げました17年○日髙企業局長

とか23年とか言いますのは、これは、初期投資

額を電力量の販売とか相殺したやつでどれくら

、 、いで回収するかということでございまして 今

井本議員がおっしゃいました収支の状況になり

ますと、例えば、施設をつくりますと、市町村

に固定資産税のかわりに市町村交付金も払わな

きゃいけませんし、そういったものも加味しま

すと、収支状況というのはちょっと悪くなりま

す。ちなみに、一応単純に試算したところでご

ざいますと、例えば、マイクロ水力発電で17年

、で初期投資の回収をするわけでございますけど

黒字か赤字かの収支状況を見ますと、11年目に

単年度黒字にはなるわけでございますが、最終

的に、累積の黒字になるというのは19年ぐらい

かかるんじゃないかなというふうに見ておりま

す。

それと、もう一つは、太陽光発電でございま

すが、太陽光発電も初期投資をそのままをどの

くらいで回収するかということを見ますと、23

年ということになるわけでございますが、収支

状況でいきますと、これも単純試算でございま

すけれども、19年目に単年度黒字と、それから

累積黒字になるのは、26年というような試算を

しております。

ただ、新エネルギーでございますから、もと

もと採算性が厳しいというやつが新エネルギー

というような定義をされておりまして、このや

、 、つは私ども試算しておりますけれども 例えば

太陽光発電で一般的に耐用年数が20年というふ

うに言われておりますけど、この20年の終了後

に、どれだけ初期投資の未回収額が残るかとい

う試算をいたしますと300万ほど残るわけでござ

います。

ところが、その１年間で二酸化炭素排出の量

を金額換算しますと20万ほどになりまして、こ

れを20年間掛けますと400万ほどになりまして、

そういう環境価値を含めますと、それは回収す

るというふうに試算しておるところでございま

す。

最後のそれについては、まだはっ○井本委員

きり定まってないのが現状ですよ。私もいろい

ろ本読んでみると、エネルギー……、何じゃっ

たかね、何というんだっけ、サイクルアセスメ

ントね。あれなんかはＮＥＤＯなんかが１年半

ぐらいで元をとると、炭酸ガスのね、言ってお

るけど、私は、これは何を 要するに、人件―

費は入ってないんだね。人件費を入れないそう

いう 人件費が一番高いんだから、今、物つ―

くるときにですね。それを入れんというのはお

かしいんじゃないのと私は思って これは、―

学説的には決まってない。ＮＥＤＯはともかく

国の味方ですから、国がともかく今、一生懸命

この新エネルギーをやって、やれやれと大企業

も一緒になってやれやれ……、そして最後は金

をむだなものに使ったとね、恐らくそういう構

図じゃないかと私は思っているんだけどね。炭

酸ガスについても、私ははっきり言って回収で

きないと思っていますよ まあそれはいいでしょ。

う。そっちはそう思っているんだから。その辺

は争いのあるところだと思っていますよ。結構

です。

ほかにございませんか。○押川委員長

、○萩原委員 このマイクロ水力発電設備の設置

もう一回詳しく、どんな方法でこういう……、

ダムの横の配水路をつくるわけでしょう。つく

り方の手法を教えてください。

この資料の４ページを見てい○郷田工務課長

ただきますと、ここにイメージの写真がござい

ます。これを見ていただきますと、これ、①の
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写真に点線が入っていますけど、この弧を描い

ている線が、これが発電所に水を導きます導水

路になっています。ここから分岐して維持流量

というのをとるようになっておるんですが、こ

の維持流量の管がこの②の横のパイプになって

います。このパイプを利用するか、またはパイ

プから分岐をして、そしてその間に水を流

速……。

勢いで発電する……。○萩原委員

その水量、その勢いを利用し○郷田工務課長

て、この③につけてあるような、これはイメー

ジです。このとおりになるかどうかはわかりま

せんけど、こういう発電機をつけて、その水で

発電をすると、そういう形です。

素人なんですけどね。これがどの○萩原委員

程度の距離かわからんけれども、５個ぐらいつ

けてもいいんじゃないですか、１個だけじゃな

くて。今さっきの話で19年で黒字化するんだっ

たら、距離が長ければ、こういうふうのを幾つ

もたくさんつけとって、それは水力は上から下

まで落ちてくるわけでしょう。それと、距離が

、どの程度の距離で設置するかわからんけれども

水はこれをつけたから勢いが落ちるとかいうも

んでもないような気がするんだけど、ど素人の

考えですよ。

水力発電の場合は、水○清水副局長（技術）

、 、の圧力で水車等回すわけですが それらの水圧

いわゆる高さですね、それと流量、流れてくる

量、それで、何機もはめますと、その分だけ圧

力は逃げていってですよ。何かをはめると、高

さが30メートルぐらいあったとしますと、曲が

りくねりで何メートルか下がるとか、何かをは

めると下がると、だんだん圧力は減っていくわ

けですね、後のほうは。だから、やっぱり１つ

のほうが効率がいいということで、１つにして

おるわけです。

例えば、２つはめますと、最初のところでほ

とんどの力は抜けて、そしてまた、次のほうで

も抜けるということで、合計すると、もしかす

ると高いかもしれんけど、機械をいっぱい入れ

る分が損するとか、それは１つのほうが効率が

いいわけで、出口が別ならいいですが……。

それは大体理解できます。高低差○萩原委員

にも問題があると思うんですよね。もともとの

圧力があるので１つ動かすわけですよね。高低

差があれば、例えば、ある程度距離をとれば、

２つか３つぐらい据えられるのかなと思うんで

す。これは私、素人の話ですけどね。

今度のマイクロ水力発○白ヶ澤施設管理課長

、 。電所は ここの取水口の隧道がありますですね

ここから維持流量を流しているところの水を利

用しまして発電いたします。維持流量は、0.14

トンということで、24時間365日流すわけですけ

れども、これを、ここの落差はダムの高さしか

ありません。この隧道は、下流のほうに祝子発

電所がありまして、そこまでずっと隧道で引っ

張っておりますので、落差が200メートル以上あ

。 、 、ります そういうことで 同じ水を使う場合に

下流にある既設の祝子発電所で発電したほうが

発生電力量がふえるということでございます。

ですから、同じ水を、この維持流量の分だけ

を計画しております。以上でございます。

これは、ほかのダムにはこういう○萩原委員

のはないんですか。そういうような何というん

ですか、バイパスというか、同じようなつくり

のダムは……。

現在、この維持流量の放流設○郷田工務課長

備を持っているダムが５ダムほどあります。そ

、 、の５ダムは北のほうからいきますと 祝子ダム

それから渡川ダム、綾北、綾南、それから古賀
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根橋、この５つのダムが、そういう維持流量を

流す設備を持っております。

そっちには全く計画はないわけで○萩原委員

すか。

この５ダムすべてについて、○郷田工務課長

今までいろいろ調べておるんですけれども、今

回、この祝子ダムに取り組むということにしま

したのは、この５カ所のダムの中で、一番建設

単価が安いと、それから施行時のアクセスがよ

いと、それからまた、配電線までの距離が短い

というようなことから、最初に着手するには一

番適地かなということでやったわけですけれど

も、この祝子ダム以外の４ダムについても、今

後、建設可能かどうか、これについては、また

。引き続き調査をしていきたいと思っております

済みません。ちょっと補足さ○日髙企業局長

せていただきたいと思いますが、先ほど、同じ

場所に幾つもつくったらどうかという話がござ

、 、 、いましたけど これは要するに 出力の関係で

。いっぱいつくると出力が落ちてくるわけですね

そうすると、金額的には発電機をつくるのは余

り変わりませんから 採算面で非常に難しくなっ、

てくるということでございまして、今の１つで

先ほど言いましたように、17年の初期投資回収

年数要るわけでございますから、それをいっぱ

いつくると、さらにまだ、採算性が悪くなって

くるいうことで、一番採算性のいい状況でいき

ますと、今のところ１つが一番いいということ

でございます。

ほかにございませんか。○押川委員長

ちょっと教えてください。運用の○福田委員

面ですが、受取配当金の利回り、それから資金

運用等の受取利息の平均利回り、それから低利

貸し付けされている基金収益の貸付利率、それ

から、今度は財務の面では、逆に企業債等で借

りておるときに支払います支払利息の平均支払

利率、これ、ちょっと教えてください。

今 電気事業でよろしいでしょ○岡田総務課長 、

うか。

はい。この財務収益……。○福田委員

はい。財務収益のほうの受取○岡田総務課長

配当金のほうの、まず受取利息の利率でござい

ますが、平均利率が今、0.757で予算を組ませて

いただいております。それから……。

今のは配当金ですね。○福田委員

配当金は、九州電力は１株50○岡田総務課長

円で組んでおります。１株幾らでこれは予算

を……。

だから、１口の金額で割ると利回○福田委員

りが出ますよね、株の取得時。だから、額面で

一口となれば50円でよろしいんですよ。額面50

円で取得されればそれに対する利回りですが 50、

円を上回って取得されれば、一株に対する利回

り変わってきますよね。

利率ではちょっとあれですけ○岡田総務課長

れども、額面は50円でございまして、それを、

決算上は60円で取得しておりますので、ちょっ

と済みません。後でまた利率のほうは出させて

いただきます。

それから、株式配当金にはまだほかに銀行の

ものがございます。宮銀と太陽銀行がございま

すが、宮銀のほうが額面５円でございます。そ

れから太陽銀行も５円でございます。利率はあ

とでまた回答させていただきます。

受取利息とかですね。○福田委員

これは預金とそれから国債合○岡田総務課長

、 、わせた平均で利回りで出しておりますが 0.757

２つ合わせてやっております。福田委員がおっ

しゃっておりますのでは、現在、大口定期預金

はどのくらいで運用しているかということで、
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一番高いところでは0.99でございます。それか

ら国債で申しますと、10年物で1.8で運用してお

ります。高いところで申し上げます。

企業債の平均、ちょっと後でお答えさせてい

ただきます。申しわけありません。ちょっと調

べさせてください。

後で結構ですが、もう一つは、先○福田委員

ほどの太陽光発電ですが、皆さんの御案内で視

、 、察をしましたが 方式にはいろいろありますね

太陽光発電。企業局が導入されます太陽光発電

の性能、太陽光の電力の転換率はどのくらいの

やつでしょうか。

発電効率でしょうか、そ○郷田工務課長

の……。

太陽光を電力に転換する転換率が○福田委員

。 。性能表に出ていますね 方式によっていろいろ

どちらのを使っていやっしゃるのかな。

これは、タイプによっていろ○郷田工務課長

いろあるようですけれども、現在、私どもが今

考えておりますのは、一番主力となっているの

が結晶型と言われる分ですけれども……。

シリコン……。○福田委員

これでいくと12％から14％、○郷田工務課長

そういう発電効率ですね。エネルギー転換の効

率ですね。そういう数字が出ております。

本県が誘致されている太陽光発電○福田委員

の方式とはどうですか。一致するやつですか、

しないやつですか。

失礼しました。現在、宮崎県○郷田工務課長

で誘致してやっておるタイプのほうは、シリコ

、ンを使用しないＣＩＳ型でございますけれども

それの効率が８％、そういう数字が出ておりま

す。

現在、私どもがどのタイプにするか、どこに

するかということは今……。

シリコン方式かマーク方式かどち○福田委員

、らを採用されるかなと思って質問したんですが

それはいろいろ検討されると思います。

それから、これも勉強でございますが、先進

地の視察の段階で、私は、素人でありまして、

夏場が一番発電効率がいいのかなと思ったら、

そうじゃなくて、波長の関係で、その視察地で

は岐阜県でしたが、２月が最大の発電効率を誇

、 、る月間だという説明だったんですが 本県では

発電効率が最大になる月というのは、何月にな

るんでしょうかね。その年によって日照の関係

もありますが、しかし、通常の晴天日数で考え

、た場合の発電効率の一番いい月はいつですかね

宮崎の場合は。どのように試算されていますで

しょうかね。

太陽光発電は、温度とも関連○郷田工務課長

があるということで、日照時間が長ければそれ

だけいいかというものでもないようですね。そ

の温度等を考慮すると大体春分・秋分、この近

辺、ここらあたりの時期が一番いいといいます

か、年間の中では、発電効率がよくなるという

ようなことのようでございます。

結構でございます。○福田委員

先ほど、福田委員のほうから○岡田総務課長

御質問のありました株の利回りでございます。

まず、これは大きな九電株だけで申し上げます

と、年2.54％になるようでございます。それか

ら、企業債の平均利回りといいますか、現在、

企業債も１％台のものから数％のものございま

すが、平均で申し上げますと、電気3.7％という

形になります。以上でございます。

もう一回質問しますが。財務をさ○福田委員

れる方としては、貸し借りの関係をいつも見ら

れますわね。これがベストの組み合わせだと、

そういうふうに見られたわけですね。
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預金と国債、安全性とそれか○岡田総務課長

ら効率性という、二律相反するものを追い求め

ておるわけでございますけれども、安全性とい

うのを公共団体一番考えるわけでございますけ

れども、一番これがベストというわけにはいか

ない、その都度流動的に動いていきますので、

金利の有利なところに、例えば、国債が上がっ

ておればその国債のほうにシフトしていきます

し、そうでないとき、例えば、今、申し上げま

した大口預金の金利が0.9というのが出ますと、

２年国債はもっと下でございますので、預金の

、 、ほうがいいとか そのとき判断しますけれども

今がベストだとは思っておりますが、また向上

させて、よい収益を上げていきたいと考えてお

ります。

ほかにございませんか。○押川委員長

、○太田委員 緑のダムの造成事業でありますが

私も、一回、西郷村に行かせてもらったと思っ

ておりますが、有害鳥獣が出てくるというのも

山に実のなる木が少なくなったんじゃないかと

いうような話もありまして、この植える木が山

、 、 、桜 モミジ ケヤキとかいうことでありますが

落葉樹ということで、冬は地面に日が差すとい

うようなことで、それも非常に大きな意味があ

るんだろうなと思っています。ただ、そういっ

た山に実のなる木を幾らか植えていくことも、

サルなんかを山に戻すという意味では、一つの

方法じゃないかなと思うんでですが、苗の値段

の問題もあるのかなと思ったり、私も、小さい

ころサルがヤマモモにいっぱい群がってえさ、

食っていたりするのを見たことがありまして、

グミとかドングリもいいのかなと思ったり、ビ

ワとか、そういったものは山の高いところにあ

るから、植物学的にも問題があるのかなと思い

ますが、その辺はどうなんでしょうか。

太田委員の御質問ですけれど○岡田総務課長

も、まず、緑のダムでは確かに杉、杉だけでは

ございません。イチイガシ、それから山桜、そ

ういった広葉樹、針広混交林をやっております

が、委員、おっしゃられるとおり、これは森林

組合等とも話しております。現在のところ、そ

ういう適した木を植えているわけでございます

が、委員のおっしゃったとおり、実のなる木は

動物を陸のほうに上げないといいますか、そう

いうこともあります。私どもは、宮崎大学の先

生方とも研究会というのをつくっておるわけで

、 、すけど 最近はまだ開いておりませんけれども

こういうところと、また、先生方の御意見も伺

いながら、実のなる木がそこの地域に適した物

がどのような物があるのか、また研究させてい

ただいて、できれば、実のなる木のほうも植え

るような努力をしてまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

ひとつ研究をお願いしたいと思い○太田委員

。 。ます ちょっとおもしろいかなと思ってですね

せっかくだから、経済的にも問題なければ、ぜ

ひお願いしたい思います。

ほかにございませんか。その他○押川委員長

でも結構であります。

、 、○井本委員 緑のダム造成事業ですが これは

、 、知事が言っていた3,000円負担か何か はげ山の

その一環の事業としてやっておるわけですね。

知事のほうが申し上げており○岡田総務課長

ます2,000ヘクタールというものですか、未植栽

地の解消、これの中に、この緑のダムと 全―

体の中には入っていると思いますが、直接はダ

ム上流域の荒廃した未植栽地、そして、今後植

栽されないであろう植栽地を我々はやろうとし

ていますけれども、確かに、環境森林部とは連

携しながら、すみ分けをしながらやっていると
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ころでございます。

これは、あれですか、もちろん植○井本委員

林するのに人を雇う 雇うと言うといかんけ―

ど、ボランティアとかそういうものが望めば一

緒にやることもできるんですかね。

下刈りとか除間伐とかになる○岡田総務課長

と思いますけれども、専門性がかなりあろうか

と思いますので、単なるボランティアではなか

なかこの林業は難しいのではないかと考えてい

ますが、今のところ、18，19、20やっておりま

すが、18，19の２カ年では延べ1,000名ぐらいの

雇用効果は出てきているのではないかと考えて

いるところでございます。

日本はですよ、ほったらかしてお○井本委員

けば30年たつと元に戻るというんですね。だか

ら、世界を旅して、はげ山とか砂漠なんかのほ

うがむしろ世の中は多いんですよね 自然にほっ。

たらかして木が生えてきたり、草が生えてくる

というのは珍しいんですよね。地球上では本当

はね。私も日本に帰ってきて、ほんとこら、雑

草が生えるのがね、これは不思議なことなんだ

なというね、我々は当たり前のように思ってい

ましたけどね。だけど、30年たったらともかく

元に戻るというんだったら、むしろ、自然に任

。 、 、せておったほうがね 我々 変なものを植えて

結局はこんな杉などを植え過ぎて 今ごろになっ、

。 、て自然を壊して…… 港をつくるときもですよ

宮崎の港だって、あんな自然に反抗して変なも

のをつくもんだから、今度はここに一ツ葉があ

んなのが……、延岡もそうですよ。延岡港なん

かつくるもんだから、向こうのほうがおかしく

なって やっぱり自然は、できるだけ自然に―

近いままという、本来、そのほうがいいんじゃ

ないのかなという気がするんですよ。私は、下

手な植林やるよりも 自然にほったらかしておっ、

たほうがいいんじゃないのかなと、このごろは

そういう気がするんですけどね。その辺の御見

解はどうですか。

井本委員の御意見でございま○岡田総務課長

すけれども、まず、私どもは、確かに自然に任

せたほうがまず一番いいと思います。ただ、自

然のままですと、なかなかどのような山になっ

ていくのかわかりません。自然と共生した人工

的なものをつくっていくというのが行政的な方

向ではないかと思っていまして、自然に近い形

というのでしょうか、針広混交林、広葉樹も植

えていきますし、できるだけ整備された山にし

ていくためには、やはり手入れというものが必

、 、 、要ではないかと思いますので 我々 一生懸命

今後ともやらせていただきたいと考えておりま

す。

植樹を行います場合、それぞ○日髙企業局長

れの山ごとに今、井本議員、おっしゃいました

自然のままのほうがいいのか、あるいはここは

どうしても植林しなければいけないのか、それ

はそれぞれの山ごとに森林組合の意見もいただ

きながら、対処しておるところでございます。

中には、買った状態の中で少し木が生えてき

ていると、これは、これ以上植えないほうがい

いというようなものも幾つかございます。そう

いうことでやっておるところでございます。

それから、もう一つは、ボランティアとの関

係でございますが、植樹祭のほうはもちろんボ

ランティアでやっておるわけでございますけれ

ども、それ以外の植林につきましては、企業局

が買う山といいますのは、平坦なところじゃな

くて、非常に急傾斜みたいなところで、上から

ロープで体をくくって下にずっとおりながら植

林していかなきゃいけないところとか そういっ、

たところでございますので、そういったところ
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は森林組合のほうにお願いをしておるというこ

とでございます。ボランティアの活用ができる

ところがあれば、またそこ辺は考えいかなけれ

ばいけないと考えておりますけれども、そうい

うことでございます。

先ほどお話があったマイクロ発電○川添委員

の総事業費は、結局はお幾らでしょうか。

マイクロ水力発電は、21年度○郷田工務課長

につきましては、実施設計を行うということに

しております。この実施設計の中で、具体的に

金額は固まっていくものと思っております。先

ほど初期投資の話をしましたけども、17年で回

収するというようなことをですね。これは、あ

くまで、私どもは想定値で試算をしたものであ

りまして、そのときの試算としては6,000万とい

う建設費で考えております。あくまで、これは

想定値いうことでの試算でございます。

約6,000万程度を予定していると、○川添委員

わかりました。

ちょっと飛びまして、８ページの水道事業、

これは若干減収の見通しなんですが、日向市で

の給水が一応なくなるということで、これ、何

でなくなったんでしょうか。

日向市のほうが上水道の何と○岡田総務課長

いいますか、耳川からの取水をしておりますけ

れども、そこの導水管といいますか、そこの工

事をしておりまして、それが完成したために、

今回もう終了したいうことで、給水の必要がな

くなったいうことでございます。

先ほど6,000万というお話しし○郷田工務課長

ましたけれども、これは、発電機そのものの建

設費が6,000万という想定でございまして、設計

を含めた額でいきますますと、6,800万という、

それを回収するのに、先ほどの……。

設計費の800万入れて、6,800○川添委員

万……。

水道事業に戻りまして、現在13社ですけれど

も、今後の見通しですね、事業所等の、これは

変化はないんでしょうか。

現在契約しているのが13社○本田経営企画監

でございますけれども、この中で旭化成が一番

水の量をたくさん契約しておりまして、たくさ

ん実際使っている水が、余っている水があるん

ですけれども、新聞で御存知だと思いますけれ

ども、旭化成ケミカルズが４区に今現在建設を

進めております。順調にいきますと、６月から

試運転を開始をいたしまして、来年の２月ぐら

いに操業開始ということを伺っております。水

としましては、６月から少しずつふえていきま

して、来年の２月ごろには9,000トンぐらいを新

。たに給水を開始するといふうに聞いております

ということは、その部分がふえて○川添委員

くるということですね。金額的にはどれぐらい

になるんですか。これはまだ難しいですか、見

通し……。

9,000トンを１年間ふやしま○本田経営企画監

すと、大体、総額でいきますと2,000万ぐらいふ

える見込みでございます。

次に、電気事業のほうに戻りまし○川添委員

て、御説明があったと思うんですが、上の営業

収益の雑収益の行政財産使用料の内訳をお伺い

してよろしいでしょうか。

営業収益の営業雑収益の行政○岡田総務課長

財産使用料の内訳ということ、１つ大きく申し

上げますと、以前、公舎というのが建ってまし

て、恒久にあります恒久公舎、そこの土地の貸

付料とか、そういうものでございます。もっと

細かく言ったほうがよろしいでしょうか。

恒久……。○川添委員

恒久という町名でございます○岡田総務課長
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けれども、そこに公舎が建っておりました。そ

この跡地を現在貸し付けておりまして、その使

用料、土地貸付料でございます。

わかりました。○川添委員

あと、これは、事業費の中の水利使用料です

よね。これは、河川の水利使用料、どういった

ところに支払いを今されているんでしょうか。

この水利使用料はですね、発○郷田工務課長

電所において、発電に河川水を使っております

けれども、その流水占用料として払っておるわ

けですけど、これは河川法32条によりまして、

都道府県知事に支払うということになっており

ます。

どういったところに……、支払い○川添委員

先ですよ。支払い先……。

都道府県知事でしょう。○押川委員長

わかりました。○川添委員

それと、修繕費の岩瀬川発電所精密点検等の

これ、経常的な修繕費だと思うんですが、これ

は、今、業者への委託というのは、何か入札で

行われているのか、随契で行われているのか、

お伺いしてよろしいですか。

岩瀬川発電所におきま○白ヶ澤施設管理課長

、 、 、しては 来年度発注予定ですけれども これは

一般競争入札で発注予定でございます。以上で

ございます。

わかりました。○川添委員

ちょっと前後しますけれども、九電の株式配

、 、 、 、当金と これ 雑収益の復元株式配当金 これ

前も一度お尋ねしたんですけど、違いをもう一

度御説明いただいてよろしいですか。

九州電力の株式につきまして○岡田総務課長

は、有償，無償で取得したものでございますけ

れども，まず，復元株の復元という意味は、戦

時中に石河内第二発電所というのと川原発電所

というのがございました。戦時中でございます

ので、これを強制的に日本発送電というところ

に譲渡するようになりまして、その代償として

。 、株をいただいたというものがございます ただ

その後、その発電所は九州電力のほうにまた譲

渡されたわけでございますけれども、戦後にな

、 、「 、りまして 県議会と一緒になりまして これは

もともと宮崎県のものだから返していただきた

い」という復元運動を九州電力のほうにしまし

た。そのときに、その代償として、株式でいた

だいたというのが復元株でございます。以上で

ございます。

あと、現在の九電のこの株の時価○川添委員

評価と、それから基金と預金ですね、大体でい

いんですけれども、残高……。

まず、株式のほうで、九州電○岡田総務課長

力の株式、電気株と言われておりますのが310万

株ほどございます。現在、時価では70億ぐらい

になろうかと思います。それから、基金の残高

―でございます。ちょっとお待ちください。

ちょっと御質問してよろしいでしょうか。

基金でよろしいんでしょうか。４つの基金の

残高を申し上げます。20年度末で43億でござい

ます。

４つ合わせて……。○川添委員

はい。基金の残高は４つ合わ○岡田総務課長

せて43億でございます。

今度は逆に、企業債ですね、借り○川添委員

入れのほうの借入残高。現在どれくらい……。

企業債の残高でございます。○岡田総務課長

ちょっとお待ちください。電気のほうが企業債

の残高が約76億ですか、それから工水が１

。 。億3,000万でございます 合計77億でございます

77億ですね。○川添委員

はい。○岡田総務課長
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先ほどの御質問で平均金利が3.7○川添委員

％、これは、ロットはですよ、たくさん借りた

りする割には４％だと高いような感じを受けた

んですけど。これは……

企業債……。○岡田総務課長

ええ。○川添委員

全体で1.9から７％までござい○岡田総務課長

ますけれども、中心になるのが平均でそのくら

いになっております。

要するに、昔の６％、７％、高い○川添委員

。金利のやつがまだ残っているということですね

ええ、それほどはございませ○岡田総務課長

んけれども、まだ若干残っております。

それ、少し前の借り入れで金利が○川添委員

高くなっていると思うんですけど、借りかえと

か見直しは、十分されていらっしゃるんでしょ

うか。

借りかえにつきましては、電○岡田総務課長

気事業は対象になっておりません。

それから、繰上償還につきましては、一定の

。保証金というものを支払わなくてはなりません

ただ、電気事業の場合は、九州電力との総括原

価の中に算入されますので、金利もすべて原価

の中に入ってまいりますので、すべて収入とし

て入ってくる形になります。

借入先は要するに、民間金融機関○川添委員

と、どこがあるんでしょうか。

起債の借り入れは公庫、以前○岡田総務課長

の金融公庫でございますけれども、それと政府

資金として財政融資資金、この２つから借りて

います。

いわゆる金融公庫とか政府資金に○川添委員

ついては 借りかえができないという規約になっ、

ておるんですか。

はい、電気事業は、借りかえ○岡田総務課長

はできないようになっています。

わかりました。○川添委員

次に、７ページの資本的収入及び支出なんで

すが、結局、これは、収益的収入支出と資本的

収入支出を分けているわけですよね。これ、昔

からずっとこのやり方されていると思うんです

けど、特別、何か規定でこういうふうに分けて

しないといけないという、何かあるんでしょう

か。

基本的には、地方公営企業法○岡田総務課長

の規則にのっとってやっております。収益的収

入というのは、その年度の経営活動に伴う収支

といいますか、それを出すことによって、的確

な経営成績を出さなきゃいけない、ところが、

資本収支になりますと、建設改良とか、費用が

翌年度にまたがるものが多うございます。した

がいまして、費用化するのに数年かかります。

そういうものは資本収支のほうに計上しており

ます。

資本収支の場合ですね、収支不足○川添委員

を補てんするために、損益勘定留保資金、それ

から資本的収支調整額というもので補てんされ

ているわけですが、これの資金というのは、要

するに、基本的なことで恐縮なんですけど、ど

こから持ってくるということになりますか。

損益勘定留保資金と申します○岡田総務課長

のは、通常現金の出ていかない支出、例えば減

価償却費とかいうものがございます。簡単に言

いますと、流動資産から流動負債を引いたもの

が現金として残っていくわけでございますけれ

ども、基本的にそういったものから、積立金と

か引当金とかを差し引いた残りの資金というこ

とになります。

それから、消費税資本的収支調整額といいま

すのは、資本的収支のほうで消費税を出します
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と、これくらいになりますと、それは収益収支

のほうでといいますか、そのお金の分は還付に

なります。支出のほうがどうしても多くなりま

すので、支払い消費税よりもお預かりする消費

税のほうが少なくなりますので、還付という形

になります。それは、こういういわゆる資本収

支の不足が出た場合は、それを補てんしなさい

というふうになっております。以上でございま

す。

ということは、実際に、現金が長○川添委員

期スパンで見ているので、現金は動いてないと

いう説明ですかね。この損益勘定留保資金とい

うのは。

損益勘定留保資金は、毎年、○岡田総務課長

例えば現金の支出の伴わない科目があります。

減価償却費とか、そういうものが毎年費用のほ

うに計上されていきますので、そういうものが

蓄積されていきます。

ちょっと補足させていただき○日髙企業局長

たいと思いますが、この資本的収入支出といい

ますのは、いわゆるとんかちの部分の収支なん

ですね。もう一つの収益的収入支出というのは

いわゆる営業活動に伴う収支ということになっ

ておりまして、とんかち部門のほうの収支につ

きましては、要するに、減価償却というのは、

原価がどんどん時がたつに従って減耗していく

わけでございますけど、次の施設をつくるため

に、減価償却という形でずっとためておくわけ

ですね。そのためた金を、こういうとんかちを

やるときに不足分として金を使ういうことでご

ざいまして、ですから、金は動くわけでござい

ます。ただ、例えば、補助金が入ってきたり、

そういう金だけじゃなくして、不足分について

は、そういう内部留保資金、その最たるものは

減価償却だと思いますが、そういうもので補て

んしていくという趣旨でございます。

民間の普通の決算書の場合は、こ○川添委員

れ、多分全部合算して、そして最後で減価償却

の部分で余力を見たりすることがあると思うん

ですけど、分析するときに。企業局の会計規定

で、分けて記載しなければいけないということ

ですけれども、大体、御説明の趣旨はわかった

、 、 、んですが これ 資本的収支の内容を見ますと

例えば貸付金の返還とか、企業債の償還とか、

それからまた知事部局への貸し付けとかいう、

やっぱり単年度で現金が動いている部分がたく

さんあるので、どっちかというと、これ、一緒

に入れて、実際金が足りているのか足りてない

のか、マイナスなのかプラスなのかというのも

ちょっと……、要するに、これを合わせた合計

の収支みたいなのは出したほうがわかりやすい

んじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと

とっぴな意見になりますでしょうか。

病院事業会計もこのようなや○岡田総務課長

り方ではございますけれども、最終的には、貸

借対照表と損益計算書という形でこの２つはあ

らわれてまいりますので、それで決算のときに

御説明できるかと思っておりますが。

それから、先ほど基金の残高と申し上げまし

たので、もう一度申し上げます。基金は４つご

。 。 、ざいます 条例で決まっております 減債基金

それから退職給与基金、それから欠損等準備基

金、それから修繕準備基金の４つ基金がござい

ますけれども、これの合計が約43億ということ

でございます。

基金の残高でよろしかったですね。

全部で44……。○川添委員

43億……。○岡田総務課長

要するに、今回は予算（案）とい○川添委員

うことで、規則にのっとってこういう資本的部
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分と収益的部分と分けているんですが、決算時

には合計収支をきっちり出して、たしか合計収

支では黒字という形になるということですね。

よくわかりました。ありがとうございました。

よろしいですか。○押川委員長

はい。○川添委員

１つだけ、ちょっと電気の受○松村副委員長

給基本契約を15年 16年間のやつを結ぶいう―

ことで、12月に結ばれたということですけど、

正式には、ことし、来年22年からのやつだし、

それ、書いていますけれども、電気料金もだか

ら、ことしじゃなくて、また、２年ごとですか

ら、21年度中に契約して、22年度から適用する

ということだと思うんですけれども、これ、い

つごろ契約されるのかというのと、それと、今

の電気料金の値段と、次の２年度に向けての何

というか、予測というのか、上がるのか下がる

のかとか、どれぐらいになるのかというところ

がわかれば教えていただきたと思います。

現在の電気料金は平成20年○本田経営企画監

と21年度を19年度に決めたわけですけれども、

消費税抜きで８円76銭でございます。今、副委

員長がおっしゃったように、22年、23年の電気

料金をことしの秋ごろ、11月ごろから交渉に入

りまして、来年の２月ごろに決着する、大体毎

年でいきますと２月ごろには決着するという工

程でやっていきますけれども、全国の平均値を

見ますと、今、７円98銭でございます。大体、

ことしもやっておりますけど、まだ結果が出て

おりませんが、最近は４～５％料金が下がって

いくという傾向にございますので、それぐらい

の減は、我々も見ていかなくちゃいけないとは

思っております。

ありがとうございました。○松村副委員長

失礼しました。先ほど、川添○岡田総務課長

委員の御質問で営業雑収益、土地使用料と申し

上げました恒久公舎の跡地、これは営業外のほ

うに計上しておりまして、この営業雑収益の大

きなところ、企業局庁舎がございます。そこに

幾つか貸し付けております。その部分の使用料

というものが大きいところでございます。以上

よろしくお願いします。

それでは、以上をもちまして企○押川委員長

業局を終了させていただきます。

執行部の皆様、御苦労でございました。

暫時休憩いたします。

午後２時25分休憩

午後２時29分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

明日の委員会は，午前10時に再開し、教育委

員会の当初予算関連議案等の審査を行いたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○押川委員長

す。

そのほか、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○押川委員長

本日の委員会を終了いたします。皆様、御苦労

さまでございました。

午後２時30分散会
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平成21年３月11日（水曜日）

午前９時59分再開

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 福 田 作 弥

委 員 井 本 英 雄

委 員 萩 原 耕 三

委 員 太 田 清 海

委 員 図 師 博 規

委 員 田 口 雄 二

委 員 川 添 博

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 渡 辺 義 人

一 原 則 幸
教 育 次 長
（ 総 括 ）

教 育 次 長

寺 田 建 一
（教育政策担当兼
全国高等学校総合
文化祭推進室長）

満 丸 洋 一
教 育 次 長
（教育振興担当）

総 務 課 長 金 丸 政 保

政 策 企 画 監 吉 村 久美子

財 務 福 利 課 長 井 上 貴

学 校 政 策 課 長 黒 木 正 彦

学 校 支 援 監 二 見 俊 一

特別支援教育室長 瀬 川 健 治

教 職 員 課 長 堀 野 誠

生 涯 学 習 課 長 勢 井 史 人

スポーツ振興課長 得 能 剛

川井田 和 人
全国スポーツ・レクリ
エーション祭推進室長

文 化 財 課 長 清 野 勉

人権同和教育室長 厨 子 透

事務局職員出席者

政策調査課主幹 斉 藤 安 彦

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

委員会を再開いたします。○押川委員長

当委員会に付託されました当初予算関連議案

等の説明を求めます。なお、審査につきまして

は、最初に教育長から議案等の概要について説

明をいただいた後、３または４課ごとに班分け

して議案等の説明と質疑を行い、それが一通り

終了した後に、総括質疑の時間を設けることと

いたしますので、御協力をお願いいたします。

、 、 、また 歳出予算の説明については 重点事業

新規事業を中心に、簡潔明瞭にお願いをいたし

ます。

それではまず、教育長の概要説明をお願いい

たします。

教育委員会でございます。よろ○渡辺教育長

しくお願いいたします。

それでは、平成21年度当初予算案等につきま

して御説明をいたします。

お手元の「文教警察企業常任委員会資料」を

お願いいたします。

表紙に記載しております目次をごらんいただ

きたいと存じますが、今回御審議をいただく議

案は、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会計

予算 、議案第14号「平成21年度宮崎県立学校実」

習事業特別会計予算 、議案第24号「教育関係使」

用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条

例 、議案第40号「宮崎の教育創造プランの変更」
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について 、議案第41号「宮崎県スポーツ振興基」

本計画の変更について 、議案第72号「平成21年」

度宮崎県一般会計補正予算（第１号 」の６件で）

あります。

それでは、表紙をおめくりいただきまして、

１ページをお願いいたします。

「 」議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計予算

及び議案第14号「平成21年度宮崎県立学校実習

事業特別会計予算」であります。

平成21年度の当初予算額についてであります

が、表の下のほう、太線で３カ所囲んでありま

すが、最初の合計の欄をごらんください。一般

会計の合計は1,147億9,771万2,000円、その下に

、あります特別会計の合計は２億2,096万7,000円

総計で1,150億1,867万9,000円であります。前年

度の当初予算額に対しまして、額にして９

億9,112万1,000円の減 対前年度比99.1％となっ、

ております。

続きまして、右側の２ページをごらんくださ

い。

議案第72号「平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号 」の教育委員会の分であります。）

これにつきましては、去る１月27日に成立い

たしました国の第２次補正予算における経済・

雇用対策のための臨時的な交付金をもとに、新

たに設置されます「宮崎県緊急雇用創出事業臨

時特例基金」を活用し、雇用・就業の機会の創

出を図るための措置であります。教育委員会に

おきましては、一番右の「補正内容」の欄にあ

りますように、学校政策課の「学校見守り支援

事業 及び生涯学習課の 郷土資料情報提供サー」 「

ビス充実事業」の２つの事業であります。補正

額の計の欄にありますように １億1,380万6,000、

円の増額補正をお願いするものであります。

続きまして、ページをめくっていただきまし

て、３ページ、４ページをごらんいただきたい

と存じます。

新みやざき創造計画の分野別施策に基づく教

育施策の体系に沿いまして 「平成21年度の主な、

」 。新規・重点事業 をお示ししたものであります

この中で 「２ 未来を拓く子どもが育つ社会づ、

くり」の施策につきましては、教育委員会の重

点施策であります「戦略プロジェクト」を策定

いたしまして、各種事業を推進いたしておりま

す。

これらの新規・重点事業等につきまして ペー、

ジをおめくりいただきまして、６ページの体系

。表により御説明させていただきたいと存じます

「平成21年度 県教育委員会の重点施策」で

あります。

県教育委員会におきましては 「のびよ！宮崎、

の子どもたち」をスローガンに掲げ 「５つの戦、

略」で構成いたします「第２期 明日の宮崎を

担う子どもたちを育む戦略プロジェクト」の推

進に全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

まず この中で 一番下になります黄色いマー、 、

カーで示している部分でありますが 戦略１ 学、 「

校・家庭・地域が一体となった教育環境づくり

の推進」であります。ここの項目の中の一番上

の「親子のきずな」応援事業では、子供たちの

健全な育成を目指し 保護者が自覚と自信を持っ、

て子育てに取り組むことができるよう、地域で

の学習機会の充実やＰＴＡとの連携による「親

子のきずな」について考える機会の提供に努め

ます。また 「学校・家庭・地域の絆を深める人、

権文化充実事業」では、人権教育研究指定の中

学校区における地域全体での人権教育の実践研

究等を推進するものであります。これらの取り

組みを通じまして 「地域ぐるみによる学校支援、
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体制の整備」に努めてまいります。

、 、次に 目を上のほうに転じていただきまして

上から２段目の一番左側、赤のマーカーで示し

ている部分ですが、戦略２「地域の特性を生か

した多様な一貫教育の推進」につきましては、

「中高一貫教育校（併設型）整備事業」におき

まして、本県中等教育の一層の充実・向上を図

り、６年間の計画的・継続的な特色ある教育を

展開するため、都城泉ヶ丘高等学校に中学校を

併設するための諸整備を進めるなど 「一人一人、

の確かな学力の育成と個性の伸長」に努めてま

いりたいと考えております。

次に、その右隣の戦略３「学力向上対策の推

進」につきましては 「明日の産業を担う専門高、

校スペシャリスト育成支援事業」では、子供た

ち一人一人の能力や個性を伸ばすため、県立専

門高校における各教科の特性を生かした専門力

を高める取り組みを進めてまいります。それか

ら、次の「定時制・通信制 社会と夢への架け

橋事業」では、産学連携による技術・技能向上

のための取り組みの充実を図りますとともに、

定時制・通信制の生徒が夢を抱いて生き生きと

学び、自己実現を図れるような取り組みの充実

に努めてまいります。次に 「新学習指導要領カ、

リキュラム創造サポート事業」では、今般改訂

、されました小中学校の新学習指導要領に基づき

すべての学校が地域の実態に応じて、特色ある

。カリキュラムの創造を目指した支援に努めます

これらの取り組みなどによりまして 「より高い、

学力を目指す学力向上対策」を進めてまいりた

いと考えております。

次に、戦略４「命を大切にする教育の推進」

につきましては、かけがえのない命を大切にす

る心や規範意識等を育成するため 「ネットいじ、

め対策推進事業」におきまして、ネット上のい

じめなどの諸問題に対し、早期発見・早期対応

及び未然防止の観点から具体的な対応策を講じ

てまいります。また 「のびのび食育実践事業」、

では、学校における食育の充実を図るため、栄

養教諭を中心とした学校給食地場産物活用の体

制づくりを推進いたします。さらに 「学校見守、

り支援事業」では、児童生徒の登下校時を中心

とした安全確保や学校への不審者侵入防止のた

めの取り組みの充実を図ります。これらの施策

の推進によりまして 「社会生活を営む上で必要、

とされる態度や能力等の育成」に努めてまいり

たいと考えております。

一番右側の戦略５「障がいのある子どもの教

育の推進」につきましては 「特別支援学校高等、

部設置事業」におきまして、障がいのある子ど

もたちの自立と社会参加を推進するため、高等

「 」部未設置校であります みなみのかぜ支援学校

「都城きりしま支援学校小林校 「日向ひまわり」

支援学校 「児湯るぴなす支援学校」への高等部」

設置に努めてまいりたいと考えております。ま

た 「延岡総合特別支援学校（仮称）設置事業」、

では、複数の障がいに対応し、幼児期から卒業

後まで一貫した支援を行うため、延岡の３つの

特別支援学校を統合し、新たな総合特別支援学

校の設置に努めます。さらに 「県立高等学校生、

活支援員配置事業」におきまして、県立高等学

校に在籍する身体に障がいのある生徒が教育課

程を円滑に履修できるように、生活支援員を配

置するなどの取り組みを通して、共生社会の実

現に向けた特別支援教育の一貫した支援体制の

整備を進めてまいりたいと考えております。

これらの取り組みに加えまして、ページの一

番下、赤のマーカーで示しているところであり

ますが 「全国スポーツ・レクリエーション祭開、

催事業」では、今年の10月に本県で開催されま
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す「全国スポーツ・レクリエーション祭（スポ

レクみやざき2009 」の取り組みに努めてまいり）

たいと考えております。また 「県立学校耐震対、

策事業」におきましては、児童生徒のための安

全で安心な教育環境を整備するため、校舎等の

。耐震補強ための設計や工事を進めてまいります

これらの戦略プロジェクトに即した施策の推

進によりまして、一番上の標題のすぐ下に示し

ておりますように 「県民総ぐるみで子どもたち、

「 」 」 、の 人間力 を育む教育の推進 を図りまして

あすの郷土宮崎や日本を担う有為な人材の育成

に鋭意努めてまいりたいと考えております。

私からの説明は以上でありますが、新規・重

点事業の詳細につきましては、担当課長・室長

から説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。以上であります。

ありがとうございました。○押川委員長

続いて、総務課、財務福利課、学校政策課、

全国高等学校総合文化祭推進室の審査を行いま

すが、それ以外の課・室長にもお残りをいただ

きますようにお願いをいたします。

総務課長からお願いいたします。

総務課関係について御説明を○金丸総務課長

申し上げます。

お手元の「平成21年度歳出予算説明資料」を

お願いいたします。分厚い冊子でございます。

総務課のインデックスのところ、ページで言い

ますと、441ページをお願いいたします。

一般会計予算33億6,963万5,000円を計上して

おります。

以下、主なものにつきまして御説明を申し上

げます。443ページをお願いいたします。

（ ） （ ）上から４段目の 目 教育委員会費の 事項

委員報酬の1,101万3,000円 また その下の 事、 、 （

） 。 、項 運営費の282万9,000円であります これは

教育委員の報酬及び教育委員会の運営に要する

経費であります。

次に、その下の（目）事務局費 （事項）職員、

費の16億6,172万9,000円であります。これは、

教育委員会事務局職員の人件費であります。

次に、その下の（事項）一般運営費6,489

万4,000円であります。これは、本庁及び教育事

務所の運営に要する経費であります。

次のページ、444ページをお願いいたします。

中ほど （事項）教育企画費の1,954万6,000円、

であります。これは、学校評価の推進に関する

事業や県立学校評議員の配置等に要する経費で

あります。

次に、その下の（事項）教育広報費の2,912

万1,000円であります。これは、教育広報誌「み

やざきの教育 の発行やテレビ広報番組の制作・」

放送等に要する経費であります。

次のページ、445ページをお願いいたします。

上から２段目の（目）教育研修センター費、

（事項）教育研修センター費の9,661万5,000円

であります。これは、教職員のための研修や保

護者等からの教育相談の実施など、教育研修セ

ンターの運営に要する経費であります。

、 （ ） 、（ ）次に その下の 目 社会教育総務費 事項

。 、職員費11億5,418万6,000円であります これは

生涯学習課等の社会教育関係職員の人件費であ

ります。

、 （ ） 、（ ）次に その下の 目 保健体育総務費 事項

。 、職員費３億2,746万3,000円であります これは

スポーツ振興課等の保健体育関係職員の人件費

であります。

続きまして、資料が変わりまして、常任委員

会資料をお願いいたします。常任委員会資料の

９ページをお願いいたします。

議案第40号「宮崎の教育創造プランの変更に
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ついて」であります。

このことにつきましては、昨年12月の常任委

員会でも触れさせていただきましたが、教育基

本法第17条の規定によりまして、地方公共団体

は、教育振興基本計画を定めるよう努めること

。 、とされたところであります これを受けまして

「宮崎の教育創造プラン」を初めとする４つの

既存の基本計画を「宮崎県教育振興基本計画」

と位置づけることとしたところであります。

右のページ、10ページをごらんいただきたい

と思います。

米印の１が教育基本法第17条でございます。

第１項で、政府に対しまして、教育の振興に関

する基本的な計画を定めるよう義務づけており

ます。また、第２項で、地方公共団体に対しま

して、教育振興基本計画を定めるよう努力義務

を規定しております。

また、米印の２でございますが、下の表でご

ざいますけれども、４つの既存の基本計画を記

載しております。上から順に 「宮崎の教育創造、

プラン 「宮崎県スポーツ振興基本計画 「宮崎」 」

県生涯学習振興ビジョン 「宮崎の就学前教育す」

くすくプラン」の４つでございます。

左のページにお戻りいただきまして、１の３

つ目の段落でございますが、この４つの計画の

、「 」 、うち 宮崎の教育創造プラン につきましては

最近の法律・制度等の改正に伴い、修正を要す

る部分や、国が昨年７月に策定いたしました教

育振興基本計画との関係において追加記述を要

する部分があるため、変更を行うこととしたと

ころであります。また、これを議案として提出

しておりますが、これは「宮崎県行政に係る基

本的な計画の議決等に関する条例」に基づきま

、 。して 県議会の議決を求めるものでございます

２の変更の視点及び内容でありますが 法律・、

制度等の改正に伴う変更につきましては３点ご

ざいまして、まず１点目が、学校教育法等の一

部改正に伴う変更であり、特殊教育を特別支援

教育に、盲・聾・養護学校を特別支援学校に変

更するなどの内容であります。２点目に 「宮崎、

県人権教育基本方針」の策定に伴う変更であり

まして、同和教育を人権教育に変更するなどの

内容であります。３点目に、障害の「害」の字

を平仮名に改める変更であります。

次に、国の教育振興基本計画との関係に伴う

変更につきましては、昨年７月に策定されまし

た国の計画では、学校施設の耐震化に向けた取

り組みがうたわれておりますので、これに合わ

せまして、宮崎の教育創造プランにおきまして

も追加記述をするという内容でございます。

別冊をごらんいただきたいと思います。別冊

に、薄い冊子ですが 「宮崎の教育創造プランの、

変更について」という冊子がございます。こち

らをお願いいたします。１ページをごらんいた

だきたいと思います。

左が改正前、右が改正後を示しております。

１ページの下のほう、左側の下から４行目でご

ざいますが、本県では、宮崎県同和教育基本方

針にのっとりまして同和教育を推進し、差別意

識の解消や人権意識の高揚に努めてまいりまし

たが、同和問題だけではなく、女性、子供、高

齢者、障がい者など、さまざまな人権問題が存

在していることを踏まえまして、平成17年４月

には「宮崎県人権教育基本方針」が策定された

ところでございます。したがいまして、右側の

改正後にありますように、この「宮崎県人権教

育基本方針」等にのっとりまして人権教育を推

進し、人権尊重の精神の涵養に努めていくこと

としております。

また、２ページから３ページにかけまして改
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正をしておりますが、これも人権教育基本方針

に基づき、表記や内容につきまして全体的に見

直しを行ったところでございます。

次に、４ページ、５ページをお開きいただき

たいと思います。ゴシック体、アンダーライン

で表示しておりますように、障害の「害」とい

う字を平仮名に表記しております また ５ペー。 、

ジをごらんいただきますと、盲・聾・養護学校

や特殊学級という表記を、特別支援学校あるい

は特別支援学級という表記に変更いたしており

ます。

以下、６ページ、７ページ、８ページあたり

まで同様の改正でございます。

次に、９ページをお開きいただきたいと思い

ます。９ページの一番下の右の欄をごらんいた

だきますと、学校施設の耐震化の推進につきま

して、新たに１つの項目を設けたところでござ

います。10ページをお開きいただきたいと思い

ます。子供たちの安心・安全な教育環境を推進

するため、耐震対策に係る「教育行政の取組」

「学校の現状 「課題 「施策の展開」等を記述」 」

をしております。このうち「学校の現状」とい

う項目がございますが 「学校の現状」の２つ目、

の段落のところで、20年４月現在の県立学校、

市町村立学校の耐震化率を記述した上で、４項

目目 「施策の展開」というところですが 「宮、 、

崎県建築物耐震改修促進計画」の計画期間の終

期である平成27年度を目標に、県立学校施設の

耐震化を進めること、また、市町村に対して、

できる限り早期に学校施設の耐震化が図られる

よう 国の支援策の積極的な活用も含め 指導・、 、

助言を行っていくこと、そういうことを記述し

ているところでございます。

総務課関係は以上でございます。

財務福利課関係について○井上財務福利課長

御説明申し上げます。

「歳出予算説明資料」にお戻りいただきまし

て、財務福利課のインデックスを付してありま

すところ、ページで申しますと、447ページをお

願いいたします。

一番上の行でありますが 当課関係の予算は78、

億9,696万6,000円をお願いしております。内訳

は その一つ下の欄の一般会計76億7,599万9,000、

円、及びさらにその６行下の欄の特別会計２

億2,096万7,000円であります。

以下、事項別に主な内容について御説明申し

上げます。おめくりいただきまして、449ページ

をお願いいたします。

初めに、一般会計についてであります。

まず （目）事務局費についてでありますが、、

中ほどの 事項 維持管理費に５億6,341万4,000（ ）

円を計上しております。これは、県立学校にお

ける営繕、環境整備、防災対策等に要する経費

であります。

、 、なお その説明欄の６についてでありますが

新規事業「県立学校ＰＣＢ廃棄物処分事業」と

いたしまして、974万8,000円を計上しておりま

す。ＰＣＢを使用した高圧コンデンサ等の危険

物につきましては、平成17年度までに各県立学

校において、その全部、重量にして12トン強を

、 、廃棄処分としたところでありますが 本事業は

そのすべてを県外の専門施設において、平成26

年度までに最終的に処分するためのものであり

ます。

次に、450ページをお願いいたします。

一番上の（事項）県立学校耐震対策事業費に

、８億8,901万8,000円を計上いたしておりますが

これにつきましては、後ほど常任委員会資料で

説明させていただきます。

その下の（事項）育英事業費に14億6,659
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万5,000円を計上しております。これは、保護者

が県内に居住しており、かつ経済的な理由によ

、り修学が困難な高校生や大学生等に対しまして

奨学金を貸与するための資金及びその経費でご

ざいます。平成21年度における貸与者総数は、

約4,300名を見込んでおります。

次の（事項）高等学校等育英資金貸与事業基

金積立金11億275万円は、日本学生支援機構から

の交付金を、ただいま申し上げました育英事業

費の原資として、本積立金に充当するためのも

のであります。

その下のページ、451ページであります。

一番上の（事項）教職員住宅費１億9,178

万3,000円は、公立学校共済組合よりの借入金で

建設しました教職員住宅に係る元利の残高14

億4,400万円強の償還に充てるためのものであり

ます。

次は （目）教職員人事費でありますが （事、 、

項）教育員福利厚生費に１億1,884万6,000円を

計上しております。これは、県立学校等の全教

職員4,200名余に係る健康診断などに要する経費

でございます。

次の（目）教育指導費 （事項）学力向上推進、

費２億8,530万3,000円は 「教育のＩＴ化」のた、

めの県立学校における生徒用パソコン約4,300台

のリース等に要する経費であります。

452ページをお願いいたします。

一番上の（目）高等学校管理費 （事項）一般、

運営費（高等学校）15億2,533万7,000円は、高

等学校における光熱水使用、警備等各種業務委

託及び教材・教具の整備や事務の執行等に要す

る経費でございます。

その下の（事項）海洋高校実習船費２億1,312

万円は、同校実習船「進洋丸」の年２回にわた

る長期実習航海等に要する経費であります。

その下のページ、453ページであります。

中ほどより少し下の 事項 産業教育施設費829（ ）

万5,000円は、高等学校における産業教育施設の

整備に要する経費でありますが、このうち、同

説明欄の２にありますとおり、新規事業「高鍋

農業高校酪農実習施設リニューアル事業」とし

て535万円を計上しております。これにつきまし

ても、後ほど常任委員会資料で御説明申し上げ

ます。

453ページの一番下でございますが （目）特、

別支援学校費 （事項）一般運営費（特別支援学、

校）でございます。３億4,751万7,000円を計上

しております。これにつきましては、先ほどご

ざいました高等学校一般運営費とほぼ同様の経

費でございます。

454ページをお願いいたします。

そのページの一番下の（目）体育施設費 （事、

項）県立学校運動場整備費3,334万円は、高等学

校等の近隣住民の安全の確保等に資する、防球

や防砂ネットの整備に要する経費であります。

続きまして、特別会計についてであります。

おめくりいただきまして、456ページをお願い

いたします。県立学校実習事業特別会計であり

ます。

（目）高等学校管理費 （事項）高等学校実習、

費に２億2,096万7,000円を計上しております。

これは、農業高校を主とする県立学校７校にお

ける農業実習のための飼料や燃料費等に要する

経費でありますが、財源はすべて、これら７校

における牛乳や野菜などの生産物売り払い収入

等によって賄うものであります。

歳出予算につきましては以上であります。

それでは、資料変わりまして 「平成21年２月、

定例県議会提出議案」をお願いいたします。11

ページでございます。
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下から３つ目の（事項）県立学校耐震対策事

業費（宮崎南高等学校第１棟耐震補強工事）に

ついてであります。これは、同事業が30クラス

を収容する校舎を対象といたします大規模工事

となりまして、工期が平成22年度にまでわたり

ますことから、同年度までの債務負担行為につ

いて御承認をお願いするものでございます。

提出議案については以上でございます。

次に、新規・重点事業について御説明申し上

げます。

再度、資料変わりまして、常任委員会資料で

ございます。常任委員会資料の13ページをお開

きいただきたいと存じます その13ページから14。

ページにかけまして、２つの事業について御説

明申し上げます。

まず、13ページの「県立学校耐震対策事業」

についてであります。

平成21年度の事業計画につきましては、大き

な２の（２）でありますが、その①にあります

とおり、耐震補強設計を高等学校等10校の15棟

及び２生徒寮の２棟につきまして、また、②に

ありますとおり、耐震補強工事を13校15棟及び

２生徒寮の３棟について予定しているところで

ございます。これによりまして、平成21年度末

における県立学校等の耐震化率は88.0％となる

見込みであります。

なお、事業費としましては、３にありますと

、 。おり ８億8,901万8,000円を計上しております

次に、その右の14ページであります。

新規事業 高鍋農業高校酪農実習施設リニュー「

アル事業」についてであります。

これは、１の事業の目的にありますとおり、

老朽化により危険性が高まっております同校の

現在の酪農実習施設を改築し、乳牛の品種改良

による大型化や酪農の現場で現在主流となって

おります搾乳方式等に対応できる実習環境を整

えるためのものであります。

２の事業の内容でございますが、牛舎と搾乳

棟が分離されております現行施設の方式にかえ

まして、リニューアル後は、パイプライン方式

による搾乳機能を内部に一体的に備える乳牛舎

を新たに設けるものであります。現在の乳牛舎

及び搾乳棟につきましては、解体することとし

ております。

なお、初年度事業費は、３にありますとお

り、535万円でありますが、一番下の全体計画に

ありますとおり、平成23年度の完了年度までの

総事業費は、9,931万円を見込んでいるものであ

ります。

財務福利課関係は以上であります。よろしく

お願い申し上げます。

。○黒木学校政策課長 学校政策課でございます

資料に戻っていただきまして 「歳出予算説明、

資料」の学校政策課のインデックスのところ、

ページで言いますと、457ページをお開きいただ

きたいと思います。

学校政策課の当初予算額は 14億4,304万7,000、

円を計上しております。

それでは、主なものを御説明いたします。459

ページをお開きください。

上から２番目、中ほどの（事項）県立高等学

校再編整備費に５億3,124万8,000円を計上して

おります。

このうち、説明欄の２、新規事業「中高一貫

教育校（併設型）整備事業」に3,633万3,000円

を計上しておりますが、これにつきましては、

後ほど委員会資料で説明させていただきます。

次に、一番下の（事項）学力向上推進費に１

億9,681万9,000円を計上しております。

このうち、説明欄の２、新規事業「読解力向
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上推進事業」に246万7,000円を計上しておりま

すが、これは、県内３地域に司書の資格を有す

る地域人材等を「読解力向上推進サポーター」

として配置し、学校図書館の積極的な活用を進

め、小中学校の９年間を通じた推進プログラム

の立案と実践に関する研究等を行うものです。

次のページ、460ページをお開きください。

２番目の（事項）指導者養成費に３億4,786

万8,000円を計上しております。

このうち、説明欄の４、新規事業の「外国語

活動指導者養成事業」に389万2,000円を計上し

、 、 、ておりますが これは 新学習指導要領により

小学校において外国語活動が新たに導入される

、 、ことになり 平成23年度からの完全実施に向け

平成21年度と22年度の２カ年で、すべての小学

校教諭を対象として、指導力の向上を図るため

の実践的研修を実施するものでございます。

その下、５の改善事業「芸術教育指導力向上

事業」に122万4,000円を計上しておりますが、

これは、学力の一環である生徒の芸術力を高め

るために、県立高校の芸術科（音楽・美術・書

道）の教員を対象として、著名な芸術家や大学

。教授による講習会を実施するものでございます

その下、７の新規事業「新学習指導要領カリ

キュラム創造サポート事業」に770万2,000円を

計上しておりますが、これは、新学習指導要領

の趣旨や内容について理解を深めるために 小・、

中・高校の教員を対象として、県内３地区で授

業づくりやカリキュラム作成に向けた体験型研

修等を実施するものでございます。

次に、一番下 （事項）生徒健全育成費に１、

億1,780万2,000円を計上しております。

次のページ、461ページの最初の説明欄、一番

、 「 」下 ６の新規事業 ネットいじめ対策推進事業

に719万6,000円を計上しておりますが、これに

つきましては、後ほど委員会資料で説明させて

いただきます。

次のページ、462ページをお開きください。

２番目の（事項）高校教育充実事業費に1,600

万5,000円を計上しております。

このうち、説明欄の２、新規事業「県立高等

学校生活支援員配置事業」に1,019万4,000円を

計上しておりますが、これにつきましても、後

ほど委員会資料で説明させていただきます。

次の（事項）産業教育振興費に1,127万3,000

円を計上しております。

このうち、説明欄の２、改善事業「みやざき

の農業教育推進事業」に352万8,000円を計上し

ておりますが、これは、本県の農業を素材とす

る独自の副読本の作成や、生徒を対象とした新

宿みやざき館ＫＯＮＮＥ等における流通・販売

等の研修を実施するものでございます。

次の改善事業「明日の産業を担う専門高校ス

ペシャリスト育成支援事業」に762万1,000円を

計上しておりますが、これは、専門高校におき

まして、農業、工業、商業等の各教科の特性を

生かし専門力を高める研究、例えば農業では、

地域の農産物を活用した新商品を開発するなど

の取り組みを推進するとともに 指導者の技術・、

能力向上を図るため、研修会等を実施するもの

でございます。

次の（事項）定時制通信制教育振興費に689

万4,000円を計上しております。

このうち、説明欄の１、改善事業「定時制・

通信制社会と夢への架け橋事業」に673万4,000

円を計上しておりますが、これは、定時制・通

信制高校の生徒を対象として、生活体験発表会

やスポーツ交流会等を継続して実施するととも

に、生徒の心のケアを行う生徒支援相談員を配

置するものです。生徒支援相談員につきまして
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は、平成21年度から新たに通信制高校２校に各

、 、１名ずつ配置し 通信制課程に多数在籍します

いわゆる休眠生の実態把握等に努めてまいりた

いと考えております。

「歳出予算説明資料」につきましては以上で

ございます。

では次に、委員会資料により、新規事業の御

説明をいたします。

委員会資料の15ページをお開きいただきたい

と思います。

「中高一貫教育校（併設型）整備事業」でご

ざいます。

１の事業の目的につきましては、本県中等教

育の一層の充実・向上を図り ６年間の計画的・、

継続的な特色ある教育を展開するものでありま

す。

２の事業の内容でありますが、都城泉ヶ丘高

等学校内に開設準備委員会を設置し、平成22年

４月の併設中学校開校に向けた諸準備を行い、

校歌、校章等の作成や空き教室の改造等を行う

ものであります。

事業費は3,633万3,000円でございます。

次に、右側16ページをごらんください。

「県立高等学校生活支援員配置事業」でござ

います。

１の事業の目的でありますが、県立高等学校

に在籍する身体に障がいのある生徒が、教育課

程を円滑に履修できるようにするものでありま

す。

２の事業の内容でありますが、生活支援員の

配置につきましては、下肢等の障がいのある生

徒に対しては、日常生活的動作の補助を行う介

助員を配置し、聴覚に障がいのある生徒に対し

ては、要約筆記者を配置するものです。また、

審査会を開催し、障がいの程度や特性等を総合

的に審査し、優先度の高い生徒から生活支援員

の配置を決定することとしております。

事業費は1,019万4,000円でございます。

次に、17ページをお開きください。

「 」 。ネットいじめ対策推進事業 でございます

１の事業の目的でありますが、コンピュー

ター、携帯電話によるネット上のいじめなどの

諸問題に対して、具体的な対策を講じ、問題解

決と情報モラルの向上を図るものであります。

２の事業の内容でありますが （１）のネット、

いじめ情報収集・相談窓口の開設は、ネット上

のいじめに関する通報窓口として「目安箱サイ

ト」を開設し、情報収集を行うとともに、いじ

め被害等の相談に応じることとしております。

、 、また サイバーパトロール実践協力校を指定し

学校非公式サイト等に関する情報収集や研修会

を実施するものであります。

また （２）から（４）に記載しておりますよ、

うに、ネットいじめ対策会議の設置や研修会・

講習会の実施、指導資料・啓発資料の作成・配

付に取り組むこととしております。

事業費は719万6,000円であります。

当初予算につきましては以上でございます。

次に、補正予算につきまして御説明いたしま

す。

お手元の「平成21年度歳出予算説明資料（議

案第72号 」をお開きいただきたいと思います。）

、この資料の学校政策課のインデックスのところ

ページで言いますと、57ページをお開きくださ

い。

学校政策課の補正予算としましては、一般会

計で１億915万6,000円の増額補正をお願いして

おりまして、補正後の額は、右から３番目でご

ざいますが、15億5,220万3,000円となります。

その内容について御説明いたします。59ペー
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ジをお開きください。

（事項）学校安全推進費の新規事業「学校見

守り支援事業」でございます。事業の内容につ

きましては、委員会資料で説明させていただき

ます。

再び委員会資料に戻っていただきまして、18

ページをお開きいただきたいと思います。

１の事業の目的でありますが、児童生徒の安

全確保や学校への不審者侵入防止のための巡

回・警備等を行い、安全で安心できる学校の確

立を目指すものであります。

２の事業の内容でありますが、県内すべての

小学校を対象に、離職者等を学校巡回指導員と

して配置するものであります。学校巡回指導員

は、校内や学校周辺、通学路等の巡回や安全点

検などを行います。また、巡回業務の充実を図

、 。るために 実地研修を行うこととしております

事業費は１億915万6,000円でございます。

。 。説明は以上です よろしくお願いいたします

全国○寺田全国高等学校総合文化祭推進室長

高等学校総合文化祭推進室について御説明申し

上げます。

先ほどの「平成21年度歳出予算説明資料」に

お戻りください。全国高文祭推進室のインデッ

クスのところ、ページで言いますと、465ページ

をお開きください。

当初予算の総額は、一般会計で7,304万7,000

円をお願いしております。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。１枚めくっていただきまして、467ページを

お開きください。

（目）芸術文化振興費 （事項）芸術文化活動、

費に7,304万7,000円を計上しております。

内訳といたしましては、説明欄でございます

が、１の青少年芸術劇場に1,004万7,000円を計

上しております。これは、県内の青少年にすぐ

れた音楽や演劇、古典芸能を鑑賞する機会を提

供するための経費でございます。

次に、３の「全国高等学校総合文化祭開催準

備事業」に6,000万円を計上していますが、これ

につきましては、恐れ入りますが、委員会資料

で御説明させていただきます。

委員会資料の19ページをお開きください。

１の事業の目的でありますが、平成22年８月

に本県で開催されます第34回全国高等学校総合

文化祭に向けた準備を進めるとともに、大会に

備え、県内高等学校における文化活動全般のレ

ベルアップを図るものでございます。

２の事業の内容につきましては （１）開催準、

備計画を進めるための各種会議の実施 （２）平、

成21年度三重大会への視察派遣 （３）広報宣伝、

活動の実施 （４）各文化部門の育成強化及び備、

品等の整備でございます。

最後に、３の事業費でありますが、6,000万円

でございます。

以上です。よろしくお願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。委員の皆様、質疑はございませんでしょう

か。

それでは、461ページの学校政策課○図師委員

の内容についてお伺いしたいと思うんですが、

今の説明の中では取り上げられなかったんです

けれども、ぜひお聞かせいただきたいのが、461

ページの児童・生徒の健全育成に要する経費の

中の３の（４）スクールソーシャルワーカー配

置事業というのが来年度も実施される内容に

なっておるんですが、20年度から全国でも早く

、 、取り組まれた内容だと理解しておりますし 今

児童生徒を取り巻く環境は、学校だけで解決さ

れる内容だけでなく、家庭環境もしくは社会環
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境の改善を図らなければ健全育成につながらな

い、つながりにくくなっているような現状を打

破するためにも、このスクールソーシャルワー

カーの導入というのは、私、非常に有益だと理

解して、また評価しているところであります。

ただ、まだ試験的にと申しますか、20年度、１

年導入されて、これからが本格的な導入または

複数配置になっていこうかと思われますが、21

年度のその具体的な内容と、あと、あわせて20

、年度の現場からどういうような実績の報告なり

または実際その業務に当たられた方々からどう

いう声が上がってきておるのか等をお聞かせい

ただければと思いますが、よろしくお願いしま

す。

、○二見学校支援監 平成20年度におきましては

各教育事務所、５名を配置いたしました。それ

から、延岡市のほうで独自に取り組んでいただ

いております。補正を組んでからの実施でござ

いましたので、９月以降ということで少し活動

の時間はなかったんですが、これまで恐らく学

校として立ち入れなかった部分、例えば健康保

険証を持っていない子供が健康保険証を保持す

るようになったと、その手続のコーディネート

をしていただいたとか、学校長にとっては大変

ありがたいスクールソーシャルワーカーの配置

だというふうに聞いております。ただ、スクー

ルソーシャルワーカーの方々にとっては、初め

ての導入でございましたので、どこまでが自分

の仕事で、どこまでがまた違う配置をしていま

。す人たちとの区別がなかなか整理がつかないと

それは私たちのほうで、また今後、整理をして

いきたいというふうに思っております。それか

ら、本年度は10分の10の国の事業だったんです

、 、が これが３分の１になってしまいましたので

大幅にふやすということがなかなか難しい状況

でございます。21年度は、教育事務所各１名当

たりと考えておりますが、７人のスクールソー

シャルワーカーの方をお願いしたいというふう

に思っておりますし できるだけたくさんの方々、

に知っていただきたいということもございます

、 、 、ので 公募という形で 精神保健福祉士の資格

社会福祉士の資格を持った方々に御案内したい

というふうに考えております。以上でございま

す。

私もその現場で働く方との意見交○図師委員

換をさせていただく中で、やはり今お話にあっ

たとおり、まだ業務の内容の範囲、その整理が

うまくできていないところがあって、教育委員

会のほうも、また学校のほうも、そしてスクー

ルソーシャルワーカーの方々も、非常にまだ有

機的な活動がされているとは言いがたい面も

あったようですが、今おっしゃられた成果も十

分上がっておるとも聞きますので、今後さらな

る充実を図っていっていただきたいなと思いま

す。要望で、以上です。

学校政策課長、委員会資料の県立○萩原委員

高等学校生活支援員配置事業、現在、該当者は

何人ぐらいいらっしゃるんですか。この子供た

ち、生徒は。

現在、下肢等の障がいの○黒木学校政策課長

ある生徒で、実際この介助員をつけている生徒

が３名、本年度はおります。１名がこの春、卒

業ということになります。来年度の入学者が確

、 、定しておりませんので はっきり言えませんが

現在、中学校３年生に２人ほどいるということ

で、その２人の生徒が高校に入学すれば４名に

なるかというふうに思っております。

そうすると、４名の介助員を予定○萩原委員

しておるわけですね。

今のところ、３名という○黒木学校政策課長
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ことで予算を計上しております。それから、聴

覚障がいの生徒は現在１人おりますが、これは

自費で要約筆記者をつけております。来年度、

さらに１人、可能性があるということで考えて

おります。

それからもう一つ、学校見守り支○萩原委員

援事業、委員会資料の18ページ、これは何名、

全校にですか。この大体の内容を教えてくださ

い。

ことしまで地域見守り活動○二見学校支援監

というのが国の事業であったんですけれども、

これは50名の警備会社の専門家にお願いして、

学校を見守っていただいていました。今回新し

く雇用調整に伴う雇用の確保ということで、新

しい事業が参りましたので、これでお願いをし

ようと思ったところですが、53名をお願いすれ

ば、大体260校程度でございますので、１人５校

程度を担当していただければ、すべての小学校

。を見守っていけるというふうに考えております

以上でございます。

その53名、予定は全部警備会社と○萩原委員

いうことですか。

県内の警備会社のほうに、○二見学校支援監

入札という形で委託をしたいというふうに思っ

ております。

非常に難しい話ですよね。見守り○萩原委員

隊がおらんときに入ってくるわけだから、相手

は。だから、見守っていると抑止力にはなるだ

、 、ろうけれども それじゃそれで万全かというと

そうでもない。１回どこかでありましたね。大

阪か名古屋、奈良かどこかで、ちょっと一風変

わったのが子供を何人も刺し殺したりした。非

常に難しい話ですよね。学校を全部すれば、刑

務所みたいに一切入れないのかとなると、これ

もまた問題だし、やらないわけにもいかないだ

ろうし その辺はどんなふうに考えていらっしゃ、

いますか。

スクールガードの養成講習○二見学校支援監

会というのもこれまでやってきておりまして、

県内で約１万9,000人ぐらいの方が、学校を見守

、る活動に参加していいよというボランティアで

地域の方々あるいは保護者も含めてですが、そ

ういった方々も登録していただいております。

それから、各地域のほうで、まず御自分の散歩

を子供たちの登下校に合わせていただけません

かといったようなことも啓発しております。実

は昨年度、警察のほうでまとめられた声かけ事

、 。案の件数を見ますと ４月が一番多かったです

ですから、４月、５月、６月、７月が30件を超

える声かけ事案の発生件数ですので、できるだ

け早く子供たちの見守り活動に当たっていただ

ければありがたいなというふうに思っておりま

す。以上でございます。

それに関連して、今、防犯カメラ○萩原委員

なんかを置いている学校はあるんですか。

小中学校については、宮崎○二見学校支援監

市内の学校で下足等が連続して燃やされるとい

うことがございました。あのときにつけたとい

うような話を聞いたことがありますが、ちょっ

と定かではございません。

萩原委員の質問の中でも関連する○太田委員

かもしれませんが 委員会資料でいくと 16ペー、 、

ジの生活支援員配置事業、学校政策課、今言わ

れた中でわかりましたが、下肢の障がいの人、

これは１人、中学生が今度卒業するということ

ですが、その方はだれもいらっしゃらなくても

どうにかやっていたのかなと思ったんですが、

その辺はどうですか。

現在、介助員をつけてい○黒木学校政策課長

る生徒、高校生が３名おりまして、そのうちの
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１人が今度卒業ということであります。この介

助につきましては、教職員課の予算でこれまで

つけてきたということであります。

わかりました。もう一つ、18ペー○太田委員

ジの今の学校見守り支援事業でありますが、例

えばこの委託をする場合、委託の内容が、例え

ば時間帯、この時間帯に行ってもらうとか、何

か具体的な見守りの形というのはどういうもの

なんですか。例えば、ある時間帯に各学校２回

は回るとか３回回るとか、何かそういう見守り

の具体的な形はどういうものなんですか。

勤務形態については、１日○二見学校支援監

６時間という時間を設定して、年間200日という

ことでお願いをしたいというふうに思っており

ますが、その時間帯については各学校と詰めて

いただいて、やはり声かけ事案が発生するのは

下校の時間帯が多いですので、そういった時間

帯になろうかと思います。それから、学校の要

、請に応じて昼休みを中心に見ていただいたりと

学校との詰めになるというふうに思っておりま

す。以上でございます。

わかりました。同じところで、今○太田委員

度は、これは緊急雇用の基金を使ってというこ

とですから、この事業によって、またさらに警

備会社では人の採用があらねばならんと思うん

ですよね。現有職員でやっていきますわでは余

り意味がないからですね。その辺は、いわゆる

雇用につながるという視点を考えた場合、その

入札契約といいますか、そういうので条件をき

ちっとつけてあるのか。その後のチェック、い

わゆる本当に人を採用して対応してもらってい

ますよねという担保がないと、この事業のまた

意味がなくなると思うんですが、その辺はどう

いうふうにチェックされますか。

緊急雇用でスタートする事○二見学校支援監

業でございますので、今おっしゃったとおりだ

というふうに思います。既に地域見守り事業で

やっていました去年の事業はことしで終わりま

すので そういった方々も実は自分の今までやっ、

ていた仕事が切れるというような状況でもござ

います。入札の段階でそういったような条件も

示しながら、今後、対応していきたいというふ

うに思っております。以上でございます。

そこ辺がポイントだろうと思いま○太田委員

すので、指導といいますか、そういうことは伝

わっていくべきだろうと思いますので。

今度は、予算説明資料でいかせてもらいま

す。444ページの教育企画費というのがあります

が、前年度は１億1,000万程度の予算であったん

ですが、ことしはちょっと下がっておるわけで

すが、この理由は何か。

これは補正の常任委員会のと○金丸総務課長

きにも少し質疑が出たんですが、学校支援地域

本部事業という国の10分の10の事業がございま

した。これが昨年度の当初予算で8,300万程度ご

ざいました。この事業を20年度は総務課の予算

のところで計上しておりましたが、今年度は生

涯学習課のところで計上しております。以上で

ございます。

わかりました。それから、449ペー○太田委員

ジの新規事業、これは維持管理費の中で県立学

校ＰＣＢ廃棄物処分事業、高圧コンデンサとい

う説明があったんですが、学校でこの高圧コン

デンサというのは、どういうところにあるもの

なんでしょうか。ちょっとイメージがわからな

かったものですから。

工業高等学校を中心に設○井上財務福利課長

置されているものであります。

、 、○太田委員 工業高校といっても 何か教材の

コンデンサというのは何か設備の中にあるもの
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なんですか。高圧コンデンサ、教材の材料、実

習材料なのか。

材料ではなくて設備でご○井上財務福利課長

ざいます。

わかりました。それと、459ページ○太田委員

の教育指導費の中に学力向上推進費というのが

あります。ここの新規事業で読解力向上推進事

業 図書司書を配置してというような説明があっ、

たかと思うんですが、これは何名とか、予算的

には少ないとは思うんですが、この図書司書配

置ということの内容の説明をお願いします。

図書の司書を持っている地○二見学校支援監

域の方をお願いしたいと思っておりますのは、

まず、読解力向上にとって、学校の図書館がや

はり学習の情報センターというような位置づけ

にならないといけないというふうに思っており

ます。県の全国学力を見ましても、活用力とい

う面で少し劣っているということでございまし

た。それは今後、読解力の向上に向けて取り組

まなければならないということでありますが、

そういった意味で、12学級以上の小学校に３人

ほどお願いをしまして、それに直結する中学校

、 、と１ブロックに考えまして 県内３ブロックで

特に本を読むだけではなくて、読解力向上のた

めにどういった取り組みができるかと、これは

国語だけの話ではございませんので、各学校で

その活用の調査研究をしていただくということ

でございます。以上でございます。

わかりました。もちろんこれはそ○太田委員

ういった意味を持ってやるわけですから、いい

事業だと思うんですね。ただ、246万という金額

なものだから、例えば３名の方ということです

けど、何かパート的な身分の方なのか、どんな

人の使い方をされるのかなと思ってですね。

大体１時間1,000円ぐらいの○二見学校支援監

単価になると思いますけれども、これも各学校

での時間帯に来ていただくのが子供たちにとっ

て一番いいかと、活用していただけるかという

ことも詰めていただこうというふうに思ってお

ります。

まず最初に、450ページ、育英資金○福田委員

返還業務充実事業の内容をちょっと教えてくだ

さい。

済みません。ちょっと聞○井上財務福利課長

き取りかねました。

450ページの中段にございますね。○福田委員

育英資金返還業務充実事業のちょっと内容を教

えてください。

大変失礼いたしました。○井上財務福利課長

これは主には債権管理者という職員を３名配置

いたしまして、これらの職員が債務が滞ってい

る人たちのところに直接出向きまして、年間１

人当たり数百回から1,000回に及ぶことがござい

ますが、直接出向きまして督促をするというこ

とが中心になっている事業でございます。もち

ろん職員も直接出向きまして、督促をすること

がございます。以上であります。

私は、この育英資金の貸付事業と○福田委員

いうのは非常に大事な制度だと思うんですね。

それで、これを利用して学校を卒業し、有為な

、人材として社会で貢献されるわけでありますが

そのお世話になった資金に対する返還がかなり

滞っているという記事等を見まして意外に思っ

ているんですが、本県の状況はそんなことはな

いんでしょうね。どうでしょうか。

平成19年度のデータにな○井上財務福利課長

りますが、未済率が28.4％、人数にして568人の

方が滞っております。

この28.4％の方の蔵出し問題もご○福田委員

ざいますが、本当に困窮されて返還が難しいと
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いう判定をされるパーセンテージはどれくらい

でしょうか。

その辺、今の御質問に正○井上財務福利課長

確にお答えできる調査というのは実はないわけ

でございますけど、ずっと日常、督促しており

ます過程で得ます印象から言いますと、やはり

育英資金を御利用になる方は、当初において家

計困難な方でございまして、その方たちが高等

学校、大学を卒業して就職するわけでございま

すから、出身の家庭とはその時点で切り離され

るのかもしれませんけれども、やはりなかなか

難しい方が多いように感じます。

毎回問題になるんですが、やはり○福田委員

本当に困窮される方の滞納はやむを得ないこと

だと考えますが、本来の正業におつきになって

おって、意識的に育英資金の返還をおくらせる

ようでは、私、後に続くこの事業の受益者と申

しますか、後輩たちがかわいそうだと考えてお

りますので、ぜひこの事業を促進してほしいと

思います。

続きまして451ページ、上段でありますが、共

済組合資金で建設した教職員住宅の償還等で１

億5,300万円の予算が計上されておるんですが、

これは今どれくらい共済会からの借入金の残額

。 、 。があるんでしょうか その平均利率 借り入れ

今の利率は３％程度まで○井上財務福利課長

でございまして、平成20年度予算で高利率のも

のについては一括返還できる予算を措置してい

ただきました関係で、今、平成21年度におきま

しては、この償還金というものは非常に圧縮さ

れております。

残高は。○福田委員

残高は、平成21年度当初○井上財務福利課長

におきまして、14億4,368万8,005円でございま

す。

今お答えの３％にしましても、現○福田委員

在の市中金利からしますとかなり高率でありま

、 、 、すし また 内輪の資金の運用でありますから

ある程度はやむを得ないと考えますが、やはり

常識な範囲に落ち着くような借入利率には修正

すべきではないか、こういうふうに考えており

ます。

続きまして、453ページでございます。高鍋農

高の酪農実習施設のリニューアル、これはせん

だっての学校視察で非常に当局から要望の多

かった施設でございまして、今回取り組まれた

ことは、大変私は喜ばしいことだと考えており

まして、特に酪農が今、非常に厳しい状況にご

ざいますし、もう一つは、地産地消を進める上

からも、高鍋農高の実習施設がリニューアル化

されて、地域に対するフレッシュ牛乳の販売と

かできることは、私は大変喜ばしいと考えてお

りまして、そこで、このリニューアルをされた

後の牛乳の販売 これはどれくらいあるんでしょ、

うか、地域に対して、見込み。

まず、現在９万7,554キロ○井上財務福利課長

グラムの年間生産量がございます。これは同じ

頭数の都城農業高校のほうが15万1,857キログラ

ムということで、同じ頭数の都城農業に比べて

かなり低うございますが、乳牛舎が極めて老朽

化していて、生徒、教職員の努力にもかかわり

ませず、なかなか清潔が保ちかねるということ

で、牛の乳房炎が常に発生しております。この

施設リニューアル後は、乳房炎は完全に防止で

きると考えておりますので、現在、同じ頭数で

生産しております都城農業の15万1,857キログラ

ム、この前後には及ぶと思っております。

ぜひ早くリニューアルを完了され○福田委員

、 。まして 地産地消のモデルの施設としてほしい

と申しますのは、新聞にも出ていましたが、県
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央部におきましては、そういうプランとかなく

。 。なってしまう 森永あたりが撤退しますからね

要望しておきます。

続きまして、460ページでございます。○外国新

、 、語活動指導者養成事業 金額的には389万ですが

これはどういう先生をこれぐらいの金額で養成

されるんですか。数を、内容をちょっと知りた

いんですが。

これまで、新しい学習要領○二見学校支援監

が平成23年度にスタートするということで、国

のほうでも、各県の核となるような人たちを指

導者として養成しております。国が養成したの

は、わずか10名でございます。県といたしまし

ては、小学校の先生方が不安を抱えておられる

のは十分承知しておりますので、やはり不安な

く授業に取り組めるように、移行措置ですが、

来年度からスタートする学校はほぼ100％でござ

、 、いますので 早く指導者を養成しておきたいと

そのために５日間連続の集中研修をまず夏の間

に実施したいと、これを54名を今考えておりま

す。国の一流の小学校の英語にたけた方々をお

願いしたいと思っていますが、２年間で108名、

国が養成した方まで118名になります。その方々

に、各地域に戻って、30名ぐらいを対象として

研修していただくと、大体3,000名ぐらいの小学

校の先生方に一通りの研修が終わるという計算

でございます。以上でございます。

大変大事な事業でありますから、○福田委員

学校間の格差が出ないように、配置できるよう

に要望しておきたいと思います。

次にもう一つ、461ページ、農業クラブ・家庭

クラブの活動推進、タイトルは非常に大きいん

ですが、内容的に96万2,000円、これはどういう

内容の事業ですか。

現在、農業高校または普○黒木学校政策課長

通科高校でも家庭科を共修でやっておりますの

で、普通科高校にも家庭クラブというのがある

んですが、そういった農業クラブ、家庭クラブ

のいろんな活動を、例えば農業クラブですとプ

ロジェクト活動というのがございますが、そう

いった活動の成果を発表する場面を、そういう

機会を開催したり、それから全国大会とか九州

大会への代表の派遣といったような派遣費に係

る経費であります。

わかりました。最後に462ページ、○福田委員

後段のほうでございますが、産業教育振興費に

関するものでありますが、みやざきの農業教育

推進事業、非常に私は大事なことだと思います

が、副読本と新宿のＫＯＮＮＥの実習等、説明

を受けましたが、もう少し内容を説明いただき

たい。

本年度、産業教育審議会○黒木学校政策課長

のほうで、農業教育に関する審議をいただきま

して、これからの本県農業教育のあり方につい

てということで答申をいただいたんですが、そ

ういったものを踏まえながら、１つは「宮崎の

農業」という副読本をつくりまして、これを農

業高校に入ってきた新入生 定員で言います―

と680名ですが 全員に配付しまして、これを―

。授業等で活用するというのが１点でございます

それから、地域農業担い手育成ということで、

、農業に従事しようと考えている生徒等に対して

いろんな講習会ですとか農業従事者との触れ合

いの場面ですとか、そういった機会を設けると

いうことがもう１点であります。それから、先

ほど説明の中でも申し上げましたが、新宿みや

ざき館ＫＯＮＮＥ、または県庁の楠並木通り等

における販売、またはいろんな卸売市場の見学

、 。とか そういうものを行う旅費等でございます

過去にも同じような副読本はあっ○福田委員
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たと思うんですが、そのときより内容はかなり

充実をしなければいけないと思いまして、今回

、 、の場合は一歩進んで いわゆるつくる農業から

さらに今度は売る場面まで踏み込んでおられる

ことは私は評価するんですが、ぜひ実のある副

読本や実習ができますようにお願いをします。

同じ明日の産業を担う専門高校スペシャリス

ト育成支援事業、商品開発という説明でありま

したが、具体的には。

特に農業高校、それから○黒木学校政策課長

宮崎海洋高校におきましては、やはりブランド

づくりというようなことを視点に、宮崎の特質

を生かした新しい商品、加工商品等の開発の研

究を、生徒または職員が一体となって取り組も

うと、そういうことを通して、より専門性の向

上等を図っていきたいということであります。

非常に本県は食の素材、農畜産物○福田委員

は、水産物もですが、一級品を持っているんで

すが、付加価値をつける技術に、ややもします

と今まで目が向いていなかった。ぜひ農業高校

の段階から、大学等ありますが、そういう付加

価値が大いに高まって、本県の実質的な農業の

、所得が高まるような教育をされると思いますが

全力を挙げて取り組んでいただきたい、このよ

うに考えております。以上です。

何点か教えてください。まず、外○田口委員

国語活動指導者養成事業の点についてお伺いし

ます。460ページです。先ほど福田委員のちょっ

と質問もありましたけれども、小学校の新しい

カリキュラムで英語の授業を始めることになっ

たと。これは何年生からどれぐらいの授業がカ

リキュラムで入っているんでしょうか。

23年度から本格実施でござ○二見学校支援監

いますが、小学校５年生、６年生に週１時間程

度入るということでございます。

それから、先ほどでは、何か今い○田口委員

る先生を指導してと、そして現場で研修すると

いうことでしたが、今、各市町村にＡＬＴがい

ますよね。外国から来ている方、あの皆さんた

ちの活用はこの中には入らないんですか。

市町村で雇用しているＡＬ○二見学校支援監

Ｔでございますので、小学校にも今でも入って

おりますので 十分活用できるというふうに思っ、

ております。

活用ということは じゃ今その言っ○田口委員 、

た事業の中の一環として、彼らと彼女たちもそ

の１人として、一員として見るということでい

いんですか。

いえ、ＡＬＴは先ほど申し○二見学校支援監

上げました118名には入れてはおりませんけれど

も、すべての学校にＡＬＴが行くということは

、 、難しいかもしれませんが 輪番で回っていって

担任と一緒に授業をするというケースは十分考

えられると思います。

私が言うのもなんですけど、日本○田口委員

人の英語はあんまり発音がよくないと思います

ので、やっぱりネーティブと言いましたかね、

じかの生の英語を聞くのがまさに一番いいと思

いますし、何か麻生総理がしゃべっても向こう

に、オバマさんには通じないという話もありま

すので、まさに発音のいいのを使いたいと。そ

れで、この間、お二方だったですか、補正のと

きに話がございましたが、ＡＬＴをやめられた

だったですかね、その後の補充というのは、も

うめどはついているんでしょうか。

37名のうち、お二人が途○黒木学校政策課長

中で帰国されたという御説明を申し上げました

が、帰国されたのは11月ということで、もう少

し早ければ、この４月から新たな方が補充でき

るということでありますが、少し時期が遅かっ
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たということもありまして、夏でないと、今、

ＡＬＴの入れかわりを７月、８月に行っており

まして、そのときでないと新たな方は入らない

と。この前の委員会でも問題ないのかというよ

うなお尋ねがありましたが、ほかの学校に配置

されているＡＬＴに、十分ではないんですが、

その抜けた学校に時々行っていただいてカバー

するということで、夏まではしのぎたいという

ふうに思っております。

ありがとうございます 次に ネッ○田口委員 。 、

トいじめ対策推進事業、461ページです。といい

ますか、常任委員会資料を見てみますと、事業

の内容で、１番目にネットいじめ情報収集・相

談窓口の開設というのがありますが、これは多

分、学校で今までいじめに関しての何かいろい

ろ相談の窓口があったと思いますが、これはま

た改めてわざわざ別に開設するということです

か。

これは、インターネットで○二見学校支援監

子供たちが「目安箱サイト」というところをク

リックしたら、そこに例えば自分はこういう書

き込みを受けた あるいはこんな書き込みがあっ、

た、そういったことの情報をまず収集したいと

いう意味の窓口でございます。人が常駐して電

話で受けるとかいうことではございません。

わかりました。じゃその下の２番○田口委員

目のネットいじめ対策会議の設置ですが、対策

会議の設置というのは、これは各市町村ごとの

教育委員会等で対策会議を設置するのか、各学

、 。校ごとに設置するのか そこを教えてください

本課のほうで 特にサイバー○二見学校支援監 、

の警察のほうの専門家の方々とか、あるいは今

回、企業コンペで行いますけれども、その業者

の専門的な知識をお持ちの方、そういった方々

を、県のほうで一番大きな組織としてつくりた

いという考えでございます。

県教委のほうで設置するというこ○田口委員

とですね。

そのとおりでございます。○二見学校支援監

わかりました。メンバーを聞こう○田口委員

と思いましたが、今一緒に答えてくれましたの

で、それはもういいです。

次に、こちらの常任委員会資料の16ページ、

県立高等学校生活支援員配置事業ですが、この

中で何点か教えてください。事業の内容で、下

肢等の障がい、聴覚の障がいで、介助員の配置

と要約筆記者の配置というのがありますが、こ

れは資格を要するんですか。

特に資格は必要ございま○黒木学校政策課長

せん。ただ、要約筆記者につきましては、やっ

ぱりかなり訓練が必要ではないかと。授業で、

前で教師が話すことの要点をまとめていくとい

うことですので、１時間、50分、ずっとそれを

続けていくということでいえば、かなり訓練が

必要かというふうに思っております。

その介助員と要約筆記者の身分は○田口委員

どのような形になるんですか。

非常勤の職員というふう○黒木学校政策課長

になるというふうに思います。

そうすると、先ほど太田委員が聞○田口委員

いたように、時給幾らというような形になるん

ですね。

そうでございます。ちな○黒木学校政策課長

みに、聴覚障がいの要約筆記者が時給1,600円で

あります。それから、肢体等障がいの生活支援

員、介助員ですが、これは１日7,100円でありま

す。

例えば、その生徒さんが部活動も○田口委員

したいと言った場合には、これも対象になるん

ですか。
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基本的には、授業で肢体○黒木学校政策課長

不自由等の場合は１日６時間ぐらいのめどで200

日を考えております。それから、聴覚障がいの

生徒は、これは要約筆記者でありますので、体

育の授業等は該当しないということで、普通の

授業が対象ということになります。

例えば、先ほどのこの方たちは、○田口委員

いわばパートみたいなものですが、じゃ夏休み

とかその期間は全く無給ということになるわけ

ですね。

基本的には、正規の授業○黒木学校政策課長

が行われる日にちということになりますので、

肢体等障がいの介助員は年間200日、それから聴

覚障がいの要約筆記者につきましては、年間900

時間ということで見積もりをしております。

やっぱりある程度身分といいます○田口委員

か立場がしっかりしていないと、多分退職とか

した場合に、子供さんと介助員の方との相性と

かいろいろあると思いますから、次々かわらな

いような、しっかりスムーズに進んでいくよう

な形をつくってもらえたらと思いますので、そ

れは要望として、そういうようなある程度安定

したような立場で動けるような形にしていただ

きたいと思います。

それと、これは最後になりますが、462ページ

の明日の産業を担う専門高校スペシャリスト育

成支援事業についてお伺いします。これは762万

円の予算がついておりますが、昨年までの内容

と違って、新たな取り組みというのはどういう

部分があるんでしょうか。

本年度までは、この推進○黒木学校政策課長

校を９校ほど指定しまして、それぞれの学校が

、それぞれ学校独自の目標を設定して取り組むと

例えば高度な資格取得に取り組みたいといった

ような、それぞれの学校の目標を設定して取り

組む事業でございましたが、来年度は、工業、

商業、農業、家庭というふうに、教科ごとに共

通のテーマを設けまして、先ほども説明申し上

げましたように、新たな商品開発というような

ことをテーマに、農業なら農業全体で取り組む

というような形に変更いたしました。

、○田口委員 新たな商品開発とかとなりますと

それは大学とか企業とか、そういうところの連

携もさらに深めて進めていくと見ていいんです

か。

現在も、大学または民間○黒木学校政策課長

企業等との連携、また指導をいただきながら、

いろんな生徒の教育に当たっておりますが、新

たな商品開発等に取り組む中で、つくった商品

を検証していただくというような形で連携が深

まるというふうに思っております。

財務福利課長、育英資金について○萩原委員

ちょっと具体的にお尋ねします。以前、私が市

議会議員だった頃と思うけれども、育英資金の

貸与を受けている保護者並びに卒業生徒が、卒

業時に教育事務所ごとに１カ所に集まっていた

だいて、育英資金を返すんですよというような

会合があったと僕は記憶しているんです。今は

ありますか。

本年度も行う予定でおり○井上財務福利課長

ます。

それと、この育英資金の徴収業務○萩原委員

もおたくの課がやっているわけですか。

さようでございます。○井上財務福利課長

何人ぐらいのスタッフでやってお○萩原委員

るわけですか。

基本的に育英資金は御本○井上財務福利課長

人から口座でお振り込みいただくんでございま

すが、滞っている場合に徴収をいたします。先

ほど申しました債権管理員を中心に、債権管理
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員は３名でございますが、あと職員が数名おり

ますので、５～６名の体制で、これは常時電話

で督促、なかなかそれでも進まない場合は、先

ほど申しましたとおり、直接御本人宅へ出向い

て督促いたしております。

僕も育英資金で育った男だから、○萩原委員

やっぱり通学しているときには非常に感謝の気

。 。 、持ちがあるんですよね 卒業するときも ただ

僕は、２回ぐらいだったと思うが、そういう会

合に行ったことがあるんですけど、何も高圧的

に言う必要はないけれども、あなたたちが生活

、 、に困って たまたま例えば事業に失敗したとか

親御さんが例えば身体に障がいがあったとか、

そういう問題であなたたちは 保護者も一緒―

に来とるわけですから 奨学資金を受けて、―

こうして高等学校まで卒業できたんですよと、

もちろんこれから大学に進学する人たちも、そ

ういう社会の皆さんの手助けがあるから卒業で

きるわけで、今度は一般人になったらそのお返

しをしなきゃいけない、それが皆さんの務めで

すよという、そういう説得力がないような気が

したんですよね。何となく事務的に話している

ような、いや本当ですよ。僕は見ておって、何

か通り一遍にやっておるような気がして、自覚

を促すというところに何か欠けているような気

がしたんですよね。大分以前の話ですから何と

も言えないけど、今、課長がそういう顔でおっ

しゃれば、何か事務的におっしゃっているのか

なと。やっぱりそういう人たちを育てるのが世

の中であって、今度はそういう立場にある人た

ちが、そういう逆の立場になるんだという自覚

を促す会合にしなきゃいけないんじゃないかな

と私は思うんですけど、自分が感謝して卒業で

きたからそう思うんですよ。どうですか。

まず、私どもが常に返済○井上財務福利課長

が滞っている方に訴えておりますのは、今、委

員おっしゃった論理でもって言っているわけで

ございます。あと、与える印象ということでご

ざいますが、また、今の御指導を胸に、またそ

の与える印象のほうも研究してまいりたいと思

います。

これは人それぞれ持ち味があるで○萩原委員

しょうから、難しい話かもしれないけれども、

やっぱり社会的責任ということを、だから私は

いつも、知徳体じゃない、徳が先だと言うのは

そこにあるわけです。そういうものを身につけ

ないから、こういうことになるんですよね。だ

から、その辺をひとつ要望しておきます。

去年の予算に私は触っていないも○井本委員

のですから あんまりよくわからんから ちょっ、 、

と聞かせていただきたいと思いますが、444ペー

ジ、教育企画費の学校評価推進というのはどう

いう事業ですか。

これにつきましては、国か○吉村政策企画監

らの委託事業でございます。本年度ですけれど

も、本年度は都城市に県のほうが再委託をしま

して、地域に開かれ、そして地域に信頼される

学校づくりをするために、学校がみずから評価

をする学校評価、あるいは学校がみずから評価

したその結果を、地域住民の人から、外部の方

から見てもらうという学校関係者評価、この２

つの評価についての研究をする事業でございま

す。

ということは、地域社会にいかに○井本委員

溶け込んでいるかということを評価する事業と

いうことですか。

本来の目的は、学校の質の○吉村政策企画監

向上ということになりますけれども、地域に存

在する学校ですので、保護者ですとか地域住民

の意見ですとか願いというものも十分反映しな
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がら、地域にある学校として、地域に信頼され

る学校であるための学校評価ということになり

ます。

大体わかりました。○井本委員

次に、459ページですが、中高一貫教育校（併

設型）整備事業というのがありますが、私は何

度も言うけど、一貫にするんだったら、幼稚園

のほうからずっと一貫にせないかんのじゃない

かという、しかし、６・３・３制というのも何

の根拠もなくやっているのかもしれんけど やっ、

ぱり区切りをつけるということは、何か必要な

ことがあるからやっているんじゃないのかと思

うんだけど、その区切りをつけるということの

意味とかそういうものは研究したことあるんで

すかね。単にこのごろ中高一貫教育がはやって

いるからやっておるというんじゃ、余りにも無

政策な感じがするんですが。

現在の学生は、６・３・○黒木学校政策課長

３制ということで区切りがついているわけです

が、義務教育の６・３から高等学校の３に移る

過程で、高校入試というかなり大きな区切りが

存在するというふうに認識しております。その

区切りのあることのよさと、それが大きなネッ

クになっている部分というのが、二面性がある

のかなというふうに私自身は思っております。

入試のために、随分中学校においてそのための

準備をして、ゆとりがなくなっているという部

分がございまして、その一つの解消ということ

で、この中高一貫教育が取り入れられたという

ふうに思っております。

だから、なぜ６・３・３制がある○井本委員

のかという、そういう考えもしたことはないわ

けで、もうあるから、それを何とか一つにする

というぐらいの考えなわけですかね。上のほう

か言うてくるから、しようがなくやるとか。

、○黒木学校政策課長 ６・３・３制というのは

やっぱり発達段階で大体同じぐらいの発達段階

の集団化ということの位置づけがあったと思う

んですが、今かなり小さいころから知的な発達

、 、も早いということで その見直しということで

例えば日向の大王谷とか平岩小中学校におきま

しては、９年間をまた別の区切りで区切って考

えようというような取り組みも行われておりま

す。中高一貫につきましても、高校入試等をな

くすことによって、ゆとりを持って６年間学習

させたい、または一貫性、または教育課程等の

継続性を図ることによって、より学習効果を上

げたいというようなことで取り入れられたと。

したがいまして、中等教育の多様な選択肢の一

つとして、中高一貫教育というのが考えられて

いるというふうに思っております。

もう一回、イエスかノーかでいい○井本委員

んだけど、６・３・３制というものはなぜある

のかとか、そういうことは研究したことはない

わけだ。

研究といいましても、国○黒木学校政策課長

の制度として存在するということで、それを踏

まえて考えているというところがございます。

だったら、何で一貫にせないかん○井本委員

のかとか、そんなのはまだ、もうちょっと研究

が足らんということじゃないかな。今、例えば

我々この前はシュタイナーの学校を見に行った

し、今は脳科学とかそういうあれで、脳の発達

具合とか、それでいつ切ったらいいかとかいう

のは大体わかってきているんですよ。そういう

。勉強はしているんですかと言っているんですよ

今よくテレビ等でも脳科○黒木学校政策課長

学の番組が取り上げられておりますが そういっ、

た脳科学的な生理学的な研究を踏まえて、この

中高一貫教育を進めていくということではござ
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いません。

だから、はやり廃りでやっておっ○井本委員

たら、私はやっぱりもっと基本的な考えがあっ

て何でも進めていかないかんという気がするん

ですが、これはこれで結構です。

次、下のほうに行きます。豊かな心育成と指

導力向上推進事業というのがありますが、これ

はどんな事業ですか。

これも国のほうの事業でご○二見学校支援監

ざいますが、農政とそれから総務省と文科省が

合同で企画をした事業でございます。農山漁村

にできれば１週間程度宿泊しながら、体験をた

くさん積みなさいという事業でございまして、

来年は３校か４校かの予算を今お願いしている

ところでございます。以上でございます。

これは国がやっているから、しよ○井本委員

、 。うがなくやっているという そういう事業だと

独自にやりたいのはやまや○二見学校支援監

まなんですけれども、国が10分の10で起こした

ことを３分の１に減らされたら、なかなかやっ

ぱり予算上は厳しいところがございますので、

積極的に活用しながらやりたいというふうに

思っております。

学校支援監の個人の意見として、○井本委員

豊かな心を達成するには、そういう農業とかあ

あいうところに行かなきゃできないのか、ほか

、 。の方法があるのか ちょっと聞かせてください

そういうことではないと思○二見学校支援監

います。ただ、いろんな体験の場を今積ませた

いということですので、仕掛けるとすれば学校

が今仕掛けるしかない、というのはちょっと言

い過ぎかもしれませんけれども、できるだけそ

ういった機会をつくりたいということでござい

ます。

いいでしょう。二見さん、立派な○井本委員

方ですから。

それから、下の読解力向上推進事業、今さっ

きも質問がありましたけれども、読解力を高め

る方法はいろいろあるんだろうと思うけど、私

は去年８月に速読術講座に行きまして、やっぱ

り読解力を高めるのはたくさん本を読むことだ

と、ともかくたくさんを本を読むことだという

気が、今、私はそう思っているんだけど、いろ

んな方法もあるんでしょうが、今さっきも読解

力という話をしましたが、具体的にどういう方

法で、アメリカなんかは速読術の講座というの

、 。を学校でやっているんですよね 実際のところ

それで分厚い本をばっと読んでいくという、そ

ういうことをやっているみたいですけど、そう

いう方法も一つの方法じゃないのかなという気

がするんですが、どうですか。

学校における読書は、やは○二見学校支援監

り量と質の問題だろうというふうに思います。

、 、まず 読書量が少なくなった子供たちですので

今のところ、積極的に取り組んでいるところは

全国平均よりも少し高いという状況ですが もっ、

、と読書量についてはふやさないといけませんし

質としては、書いてあることをきちっと自分の

読み取りとして、また読み取ったことを相手に

きちっと伝えられるというようなことを繰り返

し訓練していかないといけないというふうに

思っております。

後から国語力の問題も出てくるで○井本委員

しょう。やっぱり日本語をまずはしっかり身に

つけるということが大切だと思うんですけど、

これはそういう意味の読解力というふうに理解

していいわけですかね。

相手に伝える基本になるの○二見学校支援監

は、やはり日本語、国語でございますので、一

番基本になるところというふうに思っておりま
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す。

その下の少人数指導推進モデル事○井本委員

業というのはどういう事業ですか。

小学校１年生に30人学級を○二見学校支援監

導入した年がございました。その時点で、２年

生まで入らないのかといったような声が聞こえ

まして、たしか２年後だったと思いますが、小

学校２年生まで30人学級を導入いたしました。

そのもとになったのは、国の少人数加配と言い

まして、その人たちを活用できないかというこ

、 、 、とで相談しましたら 活用していいと ただし

一方で少人数指導がおろそかにならないように

ということでしたので、県の単独として、それ

を補うために非常勤講師を大体72校あたり配置

するという事業でございます。

これはその72校、やっておるわけ○井本委員

ですか。

２年生が36名を超えるとこ○二見学校支援監

ろは２つに分けようということですので、ふえ

る学校が72あたりです。毎年、それぐらいの状

況でございます。

それは宮崎県全域にやっておるわ○井本委員

けですね。

２年生の増加学級はその人○二見学校支援監

数で足りるんですけれども、もっとたくさんの

加配が、国から少人数に使いなさいという数

は400～500きておりますので、それは各学校に

活用していただいております。

ありがとうございます。次のペー○井本委員

ジの460ページの外国語活動指導者養成事業とい

うのは、今さっきもありました。私は、若いと

き、小さいときは外国語なんか要らんと考えて

おるんですが、ただ、８歳までにネーティブス

ピーカーの発音を聞いた人と聞いていない人と

の発音は全然違うらしいんですね。そういう意

味の効果ぐらいはあるかもしれんけれども、私

はしかし 基本的にまずは国語力 日本語をしっ、 、

、かりすべきだというふうに思っているんですが

この金は県単の事業ですか。

ことしで国の事業が終わり○二見学校支援監

ましたので、どうしても２年間で小学校の先生

方の不安を取り除いておきたいということで、

県単でお願いをしたところでございます。

あんまり大して、ついているのか○井本委員

ついとらんかわからないけど、余り一生懸命や

らんで結構ですから。

それから、下の８番ですが、国際理解教育推

進事業、これはＡＬＴのことですか。

そうでございます。○黒木学校政策課長

わかりました。このＡＬＴについ○井本委員

ては、私も小耳に挟んだ情報でありますけど、

日本ではえらい気楽な仕事があるんだと、何か

ぷらんぷらんしとっても金がもらえる、そうい

う仕事があるんだというのが、外国の旅行者の

間でうわさになっているという話を聞いたこと

があるんです。本当にぷらんぷらんしているだ

けなのかどうなのか、私もちょっとそれは確か

めたわけじゃないんだけれども、ＡＬＴのスケ

ジュールはぴしっとしているんでしょうか、そ

の辺はどうなんでしょうか。

試験でしょうか。○黒木学校政策課長

いやいや、その人の、私も例えば○井本委員

東臼杵なんかに行くと、外国人の人があそこに

座っとります。一体何をしているのかと私も思

うんだけど、彼らの仕事がぴしっと毎日毎日仕

事になっておるのかという。

各学校で、何曜日の何限○黒木学校政策課長

目は、何年何組のオーラルコミュニケーション

の授業にＴＴで入るとかいう計画は立てており

。 、 、ます その授業のほかに 学校によりましては
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大体週12時間から18時間ぐらい授業にチーム

ティーチングで入るということでありますが、

学校によっては、そのほか、英検の２次試験で

会話力がございますが、その指導に当たったり

とか、またはいろんな部活動等にもちょっと顔

を出されるような方もいらっしゃったり、また

は学校とそれから地域との連携というようなこ

とで、地域のいろんな行事に参加されるような

方も、これは本務とは違うんですが、そういっ

た形で積極的に取り組まれる方が今多いという

ふうに思っております。

その最高18時間、それは大体普通○井本委員

なんですか、教育者としては。

日本人の正規の教諭の持○黒木学校政策課長

ち時間数 会議等をのけまして授業だけで16～17、

時間ぐらい、教科等によっては15時間ぐらいも

ございますが、大体10数時間でありますので、

日本の正規の教員と同じ程度の授業を、チーム

ティーチングという形ですけど、授業に参加し

て指導に当たっていると、ネーティブを生徒に

聞かせるというような位置づけ、コミュニケー

ション能力の向上のためにというようなことで

授業に参加しております。

我々普通の人間からすると、週18○井本委員

時間ぐらいの労働といったら非常に短い感じが

するんだけど、普通の先生方は、いろんな会議

とか教育研修とか何かいろいろある、それこそ

、えらい忙しいという話を聞いとるんだけれども

そういうこともやっとるということですな。

授業そのものは今申し上○黒木学校政策課長

げたとおりなんですが、そのためのいろんな教

、 、材づくり等 いろんな小道具をつくったりして

コミュニケーションの一つの教材として、そう

いうのをつくったりというようなことで取り組

んでおります。

わかりました。ひとつよろしくお○井本委員

願いします。

次の下の心の教育スペシャリスト養成事業と

いうのは何ですか。

これは宮崎大学と連携いた○二見学校支援監

しまして、５年間で専修免許状が取れる、夏の

休業中を利用して、職専免でいきますが、生徒

指導、カウンセリング、特別支援教育、大体30

名程度のそれぞれ定員を設けまして研修をして

いただいております。目的は、高い免許を取得

したいという意欲のある方々でございます。

それは免許になっておるわけです○井本委員

か。

はい、５年間かけて専修免○二見学校支援監

許に挑戦するという講座を大学と連携してやっ

ているという事業でございます。

わかりました。それから、下の461○井本委員

ページですが、問題を抱える子ども等の自立支

援事業というのはどんな事業ですか。

これも国の事業でございま○二見学校支援監

すが、来年度は、各教育事務所のほうに各１名

ずつ７名を、地域の人材をお願いして、特に問

題を抱える子供たちで、学校がなかなかかかわ

る時間のない子供たちに直接かかわっていただ

いたり、保護者との連携をとっていただいたり

と、非常にフットワークよく動いていただいて

いる方でございます。

問題というと、不登校とか、そう○井本委員

いう問題と考えていいわけですか。

子供たちのさまざまな問題○二見学校支援監

行動ですので、非社会的な行動、反社会的な行

動といろいろありますけれども、学校がなかな

か子供にかかわれる時間がとれないというとき

に動いていただける、大変貴重な存在でござい

ます。
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わかりました。時間がありません○井本委員

ので、最後にしたいと思います。462ページの県

立高等学校生活支援員配置事業ですが、これは

去年10月ぐらいだったかな、東高のそれこそ障

がい者が修学旅行に行きたいと言うけど、ヘル

パーがついていけないと言うので、教育長の英

断でそれこそ何とか行けるようになりましたけ

ど、それを制度化したというふうに考えていい

んですか。

現在、泉ヶ丘高校とそれ○黒木学校政策課長

から宮崎北高校、延岡星雲高校に肢体不自由の

生徒がおりまして、その３名の生徒に介助員を

つけておりましたが、これを制度化したという

ことであります。

井本議員のお尋ねに一つ訂○二見学校支援監

正をさせていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。459ページの豊かな心育成と、とい

う事業で御質問があったのに対して、私は勘違

いをいたしまして、461ページの豊かな体験活動

推進事業でお答えをしてしまいました。申しわ

けありません。お尋ねの豊かな心育成と指導力

向上推進事業といいますのは、各学校が例えば

書写の先生を、地域の方々、専門家、いっぱい

いらっしゃいます。柔道の道場をしている方も

いらっしゃいます。それからサーフィンの専門

家もいらっしゃいます。それから琴の先生もい

らっしゃいます。そういった地域にいらっしゃ

る方々を特別非常勤講師として、学校の授業で

指導を願っているという事業でございます。以

上でございます。

。○押川委員長 ほかにございませんでしょうか

ここで委員の皆さん方にお諮りいたしますけ

れども、まだ質問もあるようでありますから、

午後１時から再開ということでよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、今お諮りをいたしました○押川委員長

とおり、午後１時から再開ということで、執行

、 。部の皆さん方 またよろしくお願いいたします

暫時休憩をいたします。

午前11時59分休憩

午後１時０分再開

それでは、委員会を再開させて○押川委員長

いただきます。

ほかに御質問はございませんか。

では何点か。まず、445ページ、争○川添委員

訟事務共通経費、これは経費的な弁護士さんと

かへの顧問料か何かということでしょうか。

顧問弁護士が１人おられまし○金丸総務課長

て、その方に対する謝礼ということで組んでい

る経費がほとんどでございます。

ちなみに、これは月払いで幾らか○川添委員

払っていらっしゃるということですか。

月払いでございまして、月８○金丸総務課長

万4,000円でございます。

わかりました。次に451ページ、こ○川添委員

れは教職員福利厚生費の５番、互助会への補助

金、4,800万、これは昨年がたしか7,000万ぐら

いあって、3,000万近く減額予算になっているん

ですが、その減った理由と、これは各職場の互

。助会に個別に振り込まれるのかをお伺いします

まず、教職員互助会に対○井上財務福利課長

する補助金は来年度までとしておりまして、逐

年減額していっております。それは教職員互助

会、職員の互助組織、事業内容が内部的なもの

でございますから、来年度までをもって後は独

立を求めていくという趣旨がございます。その

、 、 、逐次補助金を減らす過程で 人件費 事務費等

根幹にかかわる部分だけを残しておりまして、
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あと相互に互助的な活動を行うものについて減

らしていっているところでございます。それか

ら、補助金は互助会本部に一括して渡すことに

なっております。

、 、○川添委員 具体的に 互助会で使われる場合

。どういったものに使われることが多いんですか

まず、一番大きいものは○井上財務福利課長

人件費でございますが、それから通常、事務費

がございますが、本年度当初予算段階まではレ

クリエーション活動等についての補助も一応構

想していたところでございますけれども、最終

的には、人件費、事務費を除いて、すべて減額

することといたしております。

わかりました。次に、上の450ペー○川添委員

ジの耐震補強工事、これは耐震補強事業に今ま

、 、で投入してきた金額と今後 残りの部分ですね

何年間でどれぐらい事業として行われるのかお

伺いします。

今、手元にデータがござ○井上財務福利課長

いませんので、ちょっとお時間いただきたいと

存じます。

459ページ、中高一貫教育校整備事○川添委員

業ですが、これは今回3,600万計上されておりま

すが、これで一応すべて、リフォーム費用とい

うことで、総事業費というのはこれで全部出る

んでしょうか。

3,633万3,000円でござい○黒木学校政策課長

、 、ますが 保健室とか技術の実習室等の改修工事

それから校歌・校章整備等に係る経費というこ

とで、順次新しい生徒が入ってくれば、それに

応じた予算は必要というふうに思いますが、基

本的にはこれで大体終わりというふうに思って

います。

一応3,600万のリフォームでスター○川添委員

トをすると。ちなみに、これはすばらしい事業

なんですけれども、毎年のオープンしてからの

運営費を、いわゆるランニングコスト、当然先

生も張りつけてあそこにできるわけですけど、

学校が 大体どれぐらい毎年見込んでいらっしゃ、

るのでしょうか。

済みません、少々お時間○黒木学校政策課長

いただけませんでしょうか。

わかりました。次に、459ページ、○川添委員

同じページの県立高等学校再編整備、４番の南

那珂地区総合制専門高校設置事業４億8,200万で

すが、これは昨年度もたしか予算計上されたと

、 、 、思うんですけど 総事業費 大体どれぐらいで

いつごろ完成するかお伺いいたします。

総事業費は20億500万を考○黒木学校政策課長

えております。完成は23年度でございます。

、○川添委員 これは事業がスタートするときに

当然議会でもいろんな議論があったと思うんで

すけれども、既存の専門校を結局３つを統合す

るという事業ですね。だから、既存の高校を効

率化して総合制専門校とすることで、経費的に

どれぐらいの効率化というかメリットが出るの

か。

大きいのは人件費だとい○黒木学校政策課長

うふうに考えますが、現在１校当たり３学級規

模ということで、９学級ございます。それを統

合することによって、農業、工業、商業、それ

から福祉の合計６学級規模ということになりま

すから、教職員の人数でいきますと、大体３分

の１が浮くということで 人数的に言いますと40、

数名になるかというふうに思います。１人当た

り700万から800万というふうに考えますと、年

間３億は人件費が浮くと。それから、あと運営

費が若干、３校が１校になりますので、何千万

か浮くんではないかなというふうに思っており

ます。
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残った高校の空き校舎の活用につ○川添委員

いては何かいろいろ検討されていますか。

基本的には、教育施設と○黒木学校政策課長

して活用するということは考えておりません。

県の財政状況等を勘案しまして、関係部局とこ

れからその後について協議してまいりたいとい

うふうに思っております。

わかりました。次に、その下の、○川添委員

先ほどもちょっと質問がありましたが、学力向

上の少人数指導推進モデル事業、これが結局、

国の補助を受けて、何年間ぐらい継続している

事業なんでしょうか。

、○二見学校支援監 小学校２年生に入れたのは

県の単独で入れた事業でございました。非常勤

を配置するということで。国のほうの定数も活

用していいということでございますので、国の

予算も入れて、新たに継続事業ということで取

り組んでいるところでございます。

今後の一応展開として、同じぐら○川添委員

いの予算計上しながら、小学校の１年生と２年

生、現在72校がモデルということで、これを広

げていきながら、将来的には、低学年の要する

に少人数の30人学級をつくっていくということ

でしょうか。

少人数を最初入れましたの○二見学校支援監

は小学校１年生でございました。やはり保護者

の願い、それから学校の１年生が40人という状

況の学級経営を考えたときに、30人学級を目指

したいということで、その後、２年生まで入ら

、ないかという要望等もたくさんありましたので

現在のところ、小学校の低学年の１・２年生の

段階で30人学級を導入しているという状況でご

ざいます ２年生の増加学級は大体毎年70から80。

の間、30人学級にすることで、数としてはやっ

ぱり足りなくなりますので、そういった工夫を

しているところでございます。

次に、さっきちょっと質問が出ま○川添委員

したけど、補正の委員会資料の18ページ、学校

見守り支援事業、これは離職者の一時的な雇用

の確保を一応目指しているということで、この

事業自体がやはり緊急的な単発の事業として考

えていらっしゃるのか、それとも継続して行わ

れる事業として考えていらっしゃるのか。

あくまでも緊急雇用という○二見学校支援監

ことで、国の事業も受けながらということにな

ります。

今回の補正は、国の補助は大体何○川添委員

分の１ぐらいですか。

緊急雇用創出基金の中から○二見学校支援監

でございますので、10分の10ということでござ

います。国の事業ということです。

緊急的な事業でもあるということ○川添委員

で、今後やっぱり継続して見守りを続けていた

だいて、現在、各学校で、特にいろんな声かけ

事案が多発しているところに、保護者とか地域

の人たちのボランティア的な支援、こういう状

況についてはどのようになっていますか。

これまでもスクールガード○二見学校支援監

養成研修というのを各地域でやってきておりま

して、現在１万9,000名近く学校見守りの活動に

携わっていいよという登録をいただいておりま

、 、 、すので この養成のほうは 県単の事業として

各地域を回りながら、スクールガードとして養

成する機会はつくっていきたいというふうに

思っております。

わかりました。次に、委員会資料○川添委員

の19ページ、全国高等学校総合文化祭開催準備

事業ということで、これについては、今回の事

業内容の具体的な金額の使い道と、それから来

年が一応本番ということで、来年の事業規模を
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お伺いいたします。

本年○寺田全国高等学校総合文化祭推進室長

度は6,000万予定しておりますが、事業の内容の

（１）開催準備計画に関する事業としまして426

万7,000円、それから（２）視察派遣及び交流等

促進に関する事業といたしまして2,196万7,000

円 （３）広報宣伝に関する事業といたしまし、

て1,290万5,000円 （４）部門強化に関する事業、

といたしまして1,100万円、それから、そこに掲

載しておりませんけれども、事務費として926

万1,000円等を考えております それから 平成22。 、

年度、再来年度になりますけれども、全国から

高校生、関係者が２万人ほど集まってまいりま

すので、本県の高校生もそうなんですが、宮崎

の大会でよかったというようなことで計画をし

てまいりたいと思います。ちなみに、予算とい

たしまして、平成19年度の島根県を見ると、当

年度大体２億円、それから平成20年度、本年度

の群馬大会におきましては、歳入予算なんです

が、２億1,700万円程度かかっております。こう

いうのを参考にして、来年度、計画をしてまい

りたいと思います。以上でございます。

国の補助は、また来年度、少し出○川添委員

るんでしょうか。

若干○寺田全国高等学校総合文化祭推進室長

あります。

有意義な大会になるといいと思っ○川添委員

ているんですけど、一方で、できるだけ節約方

法、コンパクトに経費を組みながら、効果が期

、 。待できる大会 事業の計画をお願いいたします

次に、委員会資料の17ページ、これも何点か

質問があったんですが、結局これは、具体的に

各学校とそれから教育委員会と、担当者という

のを仮に設置して、事業というのは進められて

いくんでしょうか。

本課の生徒指導担当のほう○二見学校支援監

で直接的にはやりとりをすることになると思い

ますが、今、技術的な問題も幾つかクリアしな

いといけない面はございますけれども、今のと

ころ 子供たちが頻繁にアクセスする 教育ネッ、 「

トひむか」というところに目安箱サイトといっ

たような項目を置きまして、そこをクリックし

たら、例えば自分が被害を受けたとか、こんな

書き込みを見たとか、そういったことをメール

で届けてもらう情報収集と、それからメールで

やりとりすることはまずないと思いますが、こ

ういったことをメールで受けたけれども、どう

いったことでしょうかと、電話相談とつなぐこ

とは十分できるというふうに考えております。

私がお伺いしたのは 本課にきちっ○川添委員 、

と担当者をまず設置して、そして各学校にも、

例えば校長先生とか教頭先生が担当者を配置し

て、情報とか集約していくような体制づくりを

していく考えはあるのかということです。

（１）の２つ目のポツにあ○二見学校支援監

りますが、サイバーパトロール実践協力校とい

うのを小・中・高校合わせて30校ほど指定をさ

せていただこうと思っております。そこの方々

が、まず本課で集めます検討会議等にも参加い

ただいて、どんな取り組みをしていくかとか、

。 、あるいは情報交換も進めたいと思います また

各学校でも これだけネットいじめが問題になっ、

ておりますので、生徒指導主事あたりが中心に

なって担当はしていくだろうというふうに思っ

ております。

今後、増加傾向になってくると思○川添委員

いますので、きちっとした現状把握を、大変な

ことだと思いますけれども、責任者を現場に置

いて集約していっていただきたいというふうに

要望しておきます。
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次に 452ページの海洋高校実習船費 これは20、 、

年度この予算を見ますと１億6,300万ということ

で、今回は２億1,300万ということで、約5,000

万ぐらい増額しているわけですが、どうして予

算がふえてしまったのかというのが一つ、これ

は実際、何回実習に、どういったコースで出か

けていくのかをお伺いいたします。

まず、予算増額の理由で○井上財務福利課長

ございますが、船の場合も車検と同様、毎年定

期の検査がございます。通常は中間検査と申し

まして、3,600万円ほどの経費の検査を受けてい

るわけでございますけれども、５年に一度、法

定の定期検査がございまして、これが7,980万、

約4,300万の増となります。これが原因の一つで

ございます。いま一つは、予算編成時に燃料費

が高騰いたしました。その高騰した燃料費を単

価として積算した増額分が約1,000万でございま

す。合わせまして約5,000万円増の要因となった

ものでございます。それから、実習の対応でご

ざいますが、まず、年間73日の長期実習航海を

２回行います。それと短期の実習航海、８日間

でございますけれども、これも２回行っており

、 、 、まして これが主なものでございますが あと

１年生を対象に３日ほどの実習航海がございま

す。それから、多目的利用と申しまして、一般

の県民の方をお乗せするもの これは年度によっ、

て異なりますけれども、20回ないし30回行って

いるところでございます。以上でございます。

航路についてというのもあった○押川委員長

と思うんですが。大まかで結構だと思います。

長期航海のコースは、日○井上財務福利課長

本、こちらを発しましてハワイを目的とする往

復でございます。それから、短期は後ほど詳し

く御説明申し上げます。

先ほど、保留となっておりました耐震対策の

。 、経費のほうからお答えしたいと存じます まず

県立学校における耐震対策の経費、これまでと

これからのお尋ねでございましたが、県立学校

における耐震対策は、平成９年度から取り組ん

でおりまして、平成27年度をもって終了の予定

でございます。平成９年度から20年度までの総

額が約70億円でございます。21年度は８億8,900

万といたしておりますので、これを約９億と見

なしまして、それから平成22年度から27年度、

この間を50億と見込んでおります。70億プラス

９億プラス50億、総額で129億となるものでござ

います。

、 、それから 短期航海のコースでございますが

８日間のほうが長崎往復、３日間のほうが沖縄

往復でございます。以上でございます。

この大まかな使い道、２億1,000万○川添委員

の使い道を教えていただけますでしょうか。

大きなものはやはり燃料○井上財務福利課長

費でございます。これが6,000万円になります。

それから、多数船員が参りますので、旅費が多

。 。額になります これが約3,000万円でございます

それから、あとはただいま申しました維持補修

にかかわる経費、これが9,200万円に上ります。

そういったものが大きなものでございます。

非常にすばらしい実習だというふ○川添委員

うに思っています。ただ、非常に漁業が今不振

の中で、統計調査課にちょっと聞いてみたとこ

、 、 、ろ 漁業に就職する方が 平成20年度でいくと

卒業生約80名に対して７名、残りがやはり漁業

関連の会社に行かれる方もいらっしゃるし、将

来的に漁業につきたいと思っていらっしゃるん

でしょうが、なかなかサービス・営業とか建設

業とか、そちらのほうに回られる方も多いとい

うことで、今度、平成21年度に向けて漁業への

就業者というのは何人ぐらいか、もしおわかり
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であればお伺いします。

昨春、平成19年度の卒業○黒木学校政策課長

生については実態把握をしているところなんで

すが、今春の卒業生については、まだきちっと

した実態把握ができておりません。昨年度の卒

、 、業生につきましては 先ほどありましたように

直接漁業についたのは７名と、そのほかに、い

ろんな船舶に乗った者を含めると、20数名いる

かというふうに思います。

要は、乗組員の方が結局何人ぐら○川添委員

いいらっしゃるんですか。

船員が21名、それから指○井上財務福利課長

導の教員が２名つきます。

ふだん船が出ていないときは何を○川添委員

されていらっしゃるんですか。

まず、年間の航海日数と○井上財務福利課長

いうのが、先ほど長期実習航海と申しましたけ

ど、これが１回73日でございます。合わせます

、 、と これだけで146日になるわけでございますが

それらを含めまして年間の航海日数が227日に及

びます。これはほとんど我々の勤務日数に相当

するものでございまして、その間、船の維持補

修に当たっておりますので、フルに勤務してい

ただいているという状態でございます。

わかりました。いずれにしても、○川添委員

漁業振興のために海洋高校が担い手を育ててい

かないといけないというのは、思いは一緒なん

ですが、一方で、なかなか漁業への受け皿がな

い状態で、卒業生も１けたの状態という中で、

やはりすばらしいこの実習船の実習を若干、長

期を１回にするとか、そういった見直し、やっ

ぱり莫大な燃料費をかけて、２億かけて行くわ

けですから、若干の見直しはもう少し検討する

余地はあるのかなと思いますので、最後に、そ

こ辺を今後、何か研究される予定はないかお伺

いします。

経費の節減は、また環境○井上財務福利課長

の保全にもつながるというところがございまし

て、この実習船は漁業の実習を行っているだけ

ではございませんで 環境の保護にかかわるデー、

。タ等の収集等も行っているところでございます

今回燃料費が高騰いたしました折には、経費削

減という目的もございましたけれども、燃料を

いかにしたら節減できるかという試みを幾通り

かの方法で行うなど、工夫はしているところで

ございます。そういう実績を生かしながら、燃

料費の節減という観点からのみならず、経費全

体の節減ということも今後の検討課題になって

いくと思っております。以上でございます。

よろしくお願いします 最後に 463○川添委員 。 、

ページの学校安全推進費の中の４番 日本スポー、

ツ振興センター共済事業というのは、これはど

ういった使い道になるのでしょうか。

まず一つは、県が負担する○二見学校支援監

県立学校に在籍する子供たちの掛金でございま

す。それから、スポーツ振興センターのほうか

ら、見舞金であるとか死亡見舞金であるとか医

療費であるとか、その給付が県のほうに入って

まいりますので、あらかじめ県で予算化をして

おくと。といいますのは、例えばあってはなら

ないことですが、死亡見舞金等もセンターのほ

うはできるだけ早く給付したいということで、

県に入っても補正を組まないといけないという

ような状況では困りますので、例年の実績を見

ながら計上させていただいているところでござ

います。

要するに、体育の授業とかの保険○川添委員

ということですか。

授業に限らず、登下校も含○二見学校支援監

んで学校管理下全体で起こった事故等について
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。 。補償ということになります 以上でございます

以上で終わります。○川添委員

先ほど、川添議員からの○黒木学校政策課長

お尋ねの中高一貫教育校（併設型）整備事業に

ついてでありますが、来年度が終期でありまし

て、教科消耗品費等として700万程度を予定して

おります。それから、ランニングコストという

お尋ねでしたが、宮崎西高附属中学校の実績で

申し上げますと、大体500万程度、需用費、備品

費等で必要かというふうに見ております。人件

費につきましては、これは市町村立中学校と同

じでありますので、特には必要ないというふう

に思っています。

わかりました。○川添委員

２つほどちょっとお聞きしま○松村副委員長

す。先ほども話してたんですけれども、奨学金

ですかね、資料の450ページ、育英資金の件なん

ですが、未済率が28.4％ということでちょっと

驚いたんですけれども、私も奨学金をいただい

ていたので、この中にも奨学金をいただいてい

た方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思

うんですけれども、返すのが当然だと、本当に

お世話になったというのが皆さんの思いじゃな

いかと思うんですけれども、28.4％、568名、未

済の方ということで、これは３名の徴収員が、

専門員がいるとかいうことでしたけど、その後

の追跡調査というか、どういうところに勤めて

どういうあれなんだ、あるいはそこの会社の方

とか、あるいは親御さんたちとか、そういうと

ころに積極的にアプローチしているのか、その

資料とかをやっているのかということをちょっ

とお聞きしたいんですけど。

まず、奨学金の貸与をい○井上財務福利課長

たします際に、当然連帯保証人というのを立て

ていただきます。連帯保証人は２通りになって

おりまして、まず、第１の連帯保証人は、父ま

たは母あるいはこれにかわるべき存在でござい

ますが、第２番目は、家計を異にして、かつ保

証能力のある方に連帯保証人に立っていただい

ております。したがいまして、返済が滞ります

と、まず、当然本人に返済を求めるわけでござ

いますけれども、これがなかなかできかねる状

態でございますと第１連帯保証人、そこもうま

くいきませんようですと第２連帯保証人と求償

していくわけでございますが、その過程で、ま

ず、債務者の住所が全く不明であるという例は

少のうございまして、これはほぼ把握しており

ます。数年、10年近く滞っているという例はあ

るわけでございますけれども、あくまで私ども

は返済を求める立場でございまして、当然しか

るべき事由がある方については、返済の免除と

いう制度もあるわけでございますけれども、あ

るいは猶予という制度があるわけでございます

けれども、そういった正当な事由がない方につ

きましては、あくまで返済を求めているという

立場で、これは日々、本当に努めているところ

でございます。

最終的にその28.4％の方が生○松村副委員長

活困窮とか払えない理由があるとは、とても思

えないんですよね。もうちょっと積極的に支払

い命令を出すとか、法的なとか、やるべきだと

は私的には思うんですけれども、要するに払え

ない理由がしっかり出て免除ということも申請

をしなさいとか、そういうこともできるでしょ

うし、もうちょっとやられたほうがいいのかな

と。これは高等学校でいただいていた育英資金

ですよね。大学も含めてですか。

本県の場合は、ほとんど○井上財務福利課長

高等学校でございますけれども、大学も多少い

らっしゃいます。



- 74 -

では、ほとんどの方が大学と○松村副委員長

かまで行かれて卒業して、その期間はやっぱり

免除期間というのがあると思うんですね、支払

い猶予期間と言うんですかね。だから、就職し

てということになってくると、奨学金をいただ

いているから、その期間がかなり長くなるもの

ですから、払う方の意識というのもかなり薄く

なっているのかなという気もしますけれども、

これだけの方が支払わないということは、どう

いう勉強をしてきたのかなと、やっぱり社会に

対する責任とかいうところの勉強の仕方が足り

なかったんじゃないかと、だれが教えたんだろ

うという気もしますけれども、もうちょっとそ

ういうことを、奨学資金を貸与されるとき、貸

し付けるときには、しっかりと教育も含めてや

られるべきかなという感想で、要望でお願いし

ておきます。

もう１件なんですけど、459ページの、小さい

ですが、新しい読解力向上推進事業ということ

、 、で246万でしたかね これ入ってましたけれども

これは何か司書の方が担当されるということで

したよね。ただ、司書の方が既にいらっしゃれ

ば、読解力の推進事業ということで246万ぐらい

のことでしたら、今までの人材を使いながら、

ゼロ予算でこういうことはできるんじゃないか

ともふと思ったんですけれども どうなんでしょ、

うか。

12学級以上の学校には司書○二見学校支援監

教諭を置かなければならないということで、す

べて資格を持った方は入っておられます。しか

し、それぞれ担任をしておるということであれ

、 、 、ば よかれと思っても 図書館の整理そのもの

それから子供たちへの図書の紹介そのものも、

なかなか手が回らない状況もございます。それ

で地域の方で司書の資格を持った方を、３名で

すけれども、小学校のほうを中心にお願いをし

て、中学校まで一緒にかかわってもらうと。そ

の中で、特に図書の整理だけではなくて、読解

力向上に対してどんな図書館の活用の仕方があ

るかとか、そういったことを少し研究したいと

いうことでございます。

わかりました。学校の図書館○松村副委員長

というのにも、たまに顔を出したりするんです

けれども、図書館に司書という方いらっしゃい

ますし、その方がこの間言った、学校、クラス

になじまない子とか、多分学習障がいか発達障

がいの子かもしれないですけれども 「その子も、

逃げ場としてよく図書館に来るんですよ」とい

うことを言っていらっしゃいました。その相手

をしている、子供の相手、読み聞かせをしてあ

げたら、自分で本を探してどんどん本を読むよ

。 、うになった クラスの担任の方から司書の方に

「本当に助かります。クラスに戻ってきても、

本当によく本を読んでいるから、子供たちの次

のステップに進みやすいんです」という話なん

かがあったと 「ただ私は、今、何カ月の臨時採。

用なんで、次の方がどういう対応をされるかわ

からないけど」と。その対応は、あくまでそこ

に雇われた司書の方の個人的な判断でやってい

るという話もしました。今、図書館の活用法と

か図書館のネットワークとか、今度県議会も県

議会の図書ということをちょっと何かリニュー

アルしようとかいう話もありますけれども、こ

の間、副知事も出たフォーラムがありましたけ

れども、図書館とか図書室とか、これの情報発

信とか、子供の教育も含めて、使い方というの

は非常に大事なんだということがあったんです

けど、学校の図書室というのが、司書の方が本

の整理とか学校の先生に本を紹介して出すだけ

というのは、ちょっともったいないんじゃない
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かなと。あるいは、あそこも子供たちのある意

味、保健室と同じような図書室であったり、あ

るいは、そこでもう一つ読解力を深めたり、自

分の勉強の場でもあるのかなという気がしまし

たので、司書のいない図書室もたくさんあるん

だということを聞いてびっくりしましたけど、

またいろいろ調べて一緒に勉強させていただき

たいと思いますので、その辺も含めてよろしく

お願いします。終わります。

ほかにはございませんか。○押川委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で、総務課、財○押川委員長

務福利課、学校政策課、全国高等学校総合文化

祭推進室の審査を終了いたします。

入れかえのため、暫時休憩をいたします。

午後１時41分休憩

午後１時41分再開

それでは、委員会を再開いたし○押川委員長

ますが、今からの時間を７課合同でということ

でよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

そういうことでさせていただき○押川委員長

ます。

暫時休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時49分再開

それでは、委員会を再開いたし○押川委員長

ます。

特別支援教育室の 平○瀬川特別支援教育室長 「

成21年度当初予算」について御説明をいたしま

す。

「歳出予算説明資料」の特別支援教育室のイ

ンデックスのところ、469ページをお開きくださ

い。

予算額は、一般会計２億5,288万3,000円であ

ります。

それでは、主なものにつきまして、事項別に

御説明をいたします。471ページをお開きくださ

い。

上から５段目の（事項）特別支援教育推進費

に100万円を計上しております。これは、その下

の説明にございますように 「特別支援学校環境、

整備事業」としまして、みなみのかぜ支援学校

の教室不足解消のために設置したプレハブ教室

のリース料でございます。

次に、その下の（事項）県立特別支援学校整

備費に１億7,200万円を計上しております。これ

は、その下の説明にございますように、新規事

業「特別支援学校高等部設置事業」に１億2,680

万円、同じく新規事業「延岡総合特別支援学校

（仮称）設置事業」4,520万円を計上しておりま

すが、これらにつきましては、後ほど委員会資

料で御説明したいと思います。

次の（事項）特別支援教育振興費に7,988

万3,000円を計上しております。

まず、４の「特別支援学校医療的ケア実施事

業」に5,441万円を計上しております。この事業

は、常に医療的ケアを必要とする児童生徒の学

校生活に必要な体制を整備するために、該当の

児童生徒が在籍する特別支援学校に看護師を派

遣するものであります。

次に、９の「みんなで応援！特別支援教育地

域充実事業」に475万5,000円を計上しておりま

。 、 、す この事業は 地域の特別支援学校において

県民を対象に、特別な支援を必要とする地域の

小中学校の児童生徒の学校生活を支援するボラ

ンティアを養成するとともに、小中学校への教

育相談体制を強化するものでございます。
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次のページをめくっていただいて一番上です

けれども、10の「特別支援学校就労バックアッ

プ事業」に321万7,000円を計上しております。

特別支援学校が民間企業等と連携しまして、企

業ニーズを把握し、職業教育の改善及び就労支

援体制の整備充実を図り、障がいのある生徒の

雇用の拡大を図るものでございます。

最後に、475ページの（事項）教職員人事費の

２の（５）総額裁量制活用非常勤配置事業のウ

「特別支援教育チーフコーディネーター配置事

業」に1,138万2,000円を計上しておりますが、

これは、小中学校等において深刻化、複雑化す

る発達障がい等の対応のために、特別支援学校

の特別支援教育コーディネーターを統括し、指

導支援を行う 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、

各地域における関係機関の連携・調整の促進を

図るものであります。

歳出予算説明資料につきましては以上でござ

います。

次に、新規事業について御説明します。

委員会資料の20ページをお開きください。

新規事業「特別支援学校高等部設置事業」で

ございます。

１の事業の目的にありますように、特別支援

学校の小学部から高等部までの一貫した教育を

それぞれの地域で実施するために、高等部未設

置校である、みなみのかぜ支援学校、都城きり

しま支援学校小林校、日向ひまわり支援学校、

、児湯るぴなす支援学校の４校に高等部を設置し

障がいのある子供たちの自立と社会参加を推進

するものであります。

２の事業の内容につきましては、みなみのか

ぜ支援学校に平成22年度、都城きりしま支援学

、 、校小林校 日向ひまわり支援学校に平成23年度

児湯るぴなす支援学校に平成25年度の設置を目

指して （１）にありますように、該当校４校に、

高等部設置準備委員会を設置し、教育目標、教

育方針、学部目標、教育課程等の検討及び教材

教具等の選定を行います。

また （２）にありますように、みなみのかぜ、

支援学校においては、教室、作業棟設置等に係

る設計・工事を実施するとともに、都城きりし

ま支援学校小林校及び日向ひまわり支援学校に

おいては、設計を行うこととしております。

さらに （３）にありますように、みなみのか、

ぜ支援学校の机・いす、教材教具等を整備する

こととしております。

３の事業費といたしましては、１億2,680万円

でございます。

続きまして、委員会資料の21ページをごらん

ください。

新規事業「延岡総合特別支援学校（仮称）設

置事業」についてであります。

１の事業の目的にありますように、延岡地区

（ 、の特別支援学校３校 延岡ととろ聴覚支援学校

、 ）延岡わかあゆ支援学校 延岡たいよう支援学校

を統合し、延岡西高等学校跡地に複数の障がい

に対応した総合特別支援学校を整備し、医療・

福祉・保健・労働等の関係機関等と連携して、

幼児期から卒業後まで一貫した支援の実現を図

ることにより、共生社会の実現を目指した特別

支援教育を推進するものであります。

２の事業の内容につきましては、平成24年度

の設置を目指して （１）にありますように、特、

別支援学校３校関係者や学識経験者等で構成す

る開設準備委員会を設置し、学校の組織運営、

教育課程等の学校機能、さらに付加機能であり

ます医療・福祉・労働等と連携した支援体制の

構築について検討するとともに （２）にありま、



- 77 -

すように、施設設備の基本設計及び実施設計を

行うものであります。

３の事業費といたしまして、4,520万円でござ

います。

平成21年度一般会計予算に関する説明は以上

でございます。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。

引き続きまして、その他の報告といたしまし

て 宮崎県特別支援学校総合整備計画 及び 延、「 」 「

岡総合特別支援学校（仮称）基本構想」がまと

、 。まりましたので 御報告いたしたいと思います

これは、昨年11月の定例県議会常任委員会で

案として御報告いたしましたものを、12月から

１月にかけて実施しましたパブリックコメント

で寄せられた県民の皆様からの御意見を踏まえ

て検討し、修正を行い、正式に策定したもので

ございます。

委員会資料の29ページをごらんください。

延岡地区の特別支援学校３校を延岡西高等学

、「 」校跡地に移転・統合し 延岡総合特別支援学校

を設置すること等を主な内容としております 宮「

」 、崎県特別支援学校総合整備計画 でありますが

一番下の５、策定までの経費の一番下の丸印の

部分をごらんください。

、平成20年12月18日から平成21年１月19日まで

約１カ月間、パブリックコメントを実施しまし

た。このパブリックコメントでは、総合整備計

画と次に御説明します「延岡総合特別支援学校

（仮称）基本構想」について、合計108人の方か

ら203件の御意見をいただきました。このうち、

。総合整備計画に関するものが65件ございました

そのほとんどが 「未設置校への高等部設置や、、

知的障がいだけでなく肢体不自由等にも対応で

きる特別支援学校への転換を支持する」等の御

意見をいただいております。

その中で、知的障がい教育を行う「みなみの

かぜ支援学校」について、今後の学校のあり方

を示してほしいとの御要望がありましたので、

検討した結果、６の原案の変更点の１番目の丸

、「 、印にありますように みなみのかぜ支援学校は

知的障がい教育における専門性の一層の充実・

発展を図る 」の文章を挿入することといたしま。

した。また、県立宮崎病院内に新たに設置され

る こころの医療センター 仮称 の名称が 県「 （ ）」 「

立宮崎病院精神医療センター」と決定されまし

たために、変更することといたしました。

続きまして、委員会資料の30ページをお願い

いたします。

「延岡総合特別支援学校（仮称）基本構想に

ついて」をごらんください。

ほとんどの御意見が 「医療、福祉等と連携し、

た特別支援学校ができることは期待どおりであ

り、うれしい 「県北地区の特別支援教育の充実」

」 。に期待が持てる 等の御意見をいただきました

一方で 「統合によって専門性が希薄にならない、

ようにしてほしい」とか「就労支援センターや

発達障がいセンターの設置を優先してほしい」

等の御意見もございました。

以上の御意見を踏まえて検討しました結果、

原案の変更点でありますが、基本構想は多くの

皆様に御支持いただいたものと判断しまして、

変更なしといたしました。

今後は、先ほど説明いたしました貴重な御意

見に十分配慮し、障がいのある子供たちの自立

と社会参加を実現するため、保護者や学校、地

域、行政機関等、関係者が一丸となって、総合

特別支援学校の設置に向けて最大限の努力をし

てまいりたいと思います。

特別支援教育室からは以上でございます。

それでは、教職員課関係に○堀野教職員課長



- 78 -

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の教職員課のインデックス

のところ、ページで言いますと、473ページをお

開きください。

予算額は、一般会計で987億3,922万6,000円で

あります。

次に、主なものについて御説明いたします。

次のページをお開きください。

最初の（事項）教職員人事費に10億6,951

万5,000円を計上しております。

、 「 」、内訳は １の 教職員人事管理に要する経費

事務費になりますけれども これに2,654万7,000、

円、２の「学校非常勤職員・賃金職員・学校医

等の配置に要する経費」で、これは非常勤講師

等の報酬等になりますけれども、10億4,296

万8,000円を計上しております。

（５）のアの中学校学級編制調査研究事業

に2,570万円を計上しておりますけれども、これ

につきましては、後ほど委員会資料で説明させ

ていただきます。

次に、一番下の（事項）免許事務費に686

万5,000円を計上しております。

次のページをごらんください。

４の新規事業「免許更新制事業」でございま

す。これにつきましては、来年度から教員免許

更新制がスタートしますので 全国をネットワー、

クで結んだ「教員免許管理システム」の運営に

係る本県負担金及び事務費として、384万3,000

円を計上しております。

次の（事項）退職手当費でございます。これ

に78億3,645万円を計上しております。これは定

年退職者182名などの退職手当であります。

次に、教職員の人件費等でございます。学校

種ごとに御説明いたします。

次の小学校費につきましては （事項）職員費、

に374億4,858万6,000円、次のページ、477ペー

ジでございますけれども （事項）旅費に２、

億3,777万3,000円を計上しております。

同様に、次の段の中学校費でございます （事。

項）職員費に243億476万1,000円 （事項）旅費、

に１億9,633万7,000円、次の高等学校費につき

ましては 事項 職員費に194億7,005万円 事、（ ） 、（

項）旅費に２億2,005万6,000円、次のページを

ごらんいただきたいんですけれども、特別支援

（ ） 、学校費の 事項 職員費に78億8,582万2,000円

（事項）旅費に5,869万4,000円を計上しており

ます。

次に、重点事項について御説明いたします。

常任委員会資料の22ページをお願いいたしま

す。

「中学校学級編制調査研究事業」でございま

す。

１の事業の目的でございます。

少人数学級につきましては、小学校１・２年

生におきまして、いわゆる30人学級を導入して

おります。欠席日数の改善など、一定の成果が

上がっております。一方、中学校におきまして

は、不登校生の急増や学力格差の拡大など、い

わゆる中１ギャップと言われる課題が生じてお

り、これらの課題の改善に向けて、中学校１年

生において20年度から３年間、少人数学級を試

行し、その効果を検証するものであります。

次に、２の事業の内容でございます。

（１）のとおり、県内６校の中学校をモデル

校といたしまして、大・中・小の規模別に30人

、 、及び35人学級を試行し 学級増に対応するため

非常勤講師などを配置しております。

（２）の効果検証といたしまして、モデル校

、での調査や教員・保護者等へのアンケート調査

関係者による検討委員会により、引き続き具体



- 79 -

的な効果や課題等の検証に取り組むこととして

おります。なお、平成20年度に学校を対象に実

施した調査では、教員が個々の生徒にかかわる

時間がふえた、生徒に目が行き届き、問題が早

く見つけられる、また、その結果として、欠席

者数や不登校生が減少したなどの効果が出てお

ります。来年度は、引き続き新１年生での効果

検証を行うとともに、現１年生が２年生になっ

たときに、少人数学級の効果がどのようにあら

われるのかなどについて調査したいと考えてお

ります。

事業費は2,570万円でございます。

当初予算関係は以上でございます。

次に、議案第24号「教育関係使用料及び手数

料徴収条例の一部改正」について御説明いたし

ます。

同じく常任委員会資料の７ページをお開きい

ただきたいと思います。

２の改正の内容ですけれども、教育職員免許

状については、平成21年４月１日から教員免許

。 、更新制が導入されます そのことに伴いまして

教員免許状の有効期間の更新・延長などの新た

な事務が発生しますので、その事務手続に係る

手数料を新設するものであります。

右の８ページをごらんいただきたいと思いま

す。

この表が改正後の教員免許関係の手数料の一

覧表になります。上の段の現行の手数料に、下

の段の免許更新に係る手数料を新設するもので

あります。

左のページに戻っていただきまして、手数料

の表の区分の内容について御説明します。

免許更新の手続につきましては、平成21年４

月１日以降に発行される新免許状とその以前に

発行している旧免許状では異なることになりま

す。新免許状には10年間の有効期間が設定され

ますので、区分欄の①がその期間の更新、②が

育児休業などやむを得ない事情が出てきた場合

に有効期間を延長するものであります。

次に、③から⑥は旧免許状に関するもので、

旧免許状に有効期間がありませんので、③の免

許状更新講習の修了確認で免許状が更新されま

す。④は、修了確認期限を過ぎた旧免許状につ

いて修了確認を行い、再度有効とするものであ

ります。⑤はやむを得ない場合の免許状更新講

習の修了確認期限の延期、⑥が免許状更新講習

の免除認定の手続であります。⑦は、新旧免許

状について、更新など手続に関する証明書の交

付に係るものであります。

次に、手数料の金額でございます。金額につ

きましては、当該事務に要する経費に加えまし

て、同種と考えられる免許状授与手数料額や九

州各県の状況を勘案し、定めております。具体

的には、例えば①の有効期間の更新について説

明しますと、この更新事務に係る人件費に事務

費を加えた経費が3,300円程度になること、さら

に免許状の更新の効力が新免許状を新たに授与

されるものと同じく10年間の有効期間が付され

るもので、手続も同様のものになることから、

普通免許状の授与手数料、右側のページの一番

上の区分ですけれども、その金額3,300円との均

衡も考慮する必要があること、また、九州各県

も3,300円を予定していることから、3,300円と

したところでございます。その他の手数料も同

様の考え方で設定したところであります。

また、３の施行日は、平成21年４月１日を予

定しております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

生涯学習課関係について○勢井生涯学習課長
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御説明いたします。

歳出予算説明資料に戻っていただきまして、

生涯学習課のインデックスのところ、479ページ

をお開きください。

一般会計で６億2,058万5,000円を計上してお

ります。

以下、主なものについて御説明いたします。

481ページをお開きください。

上から４段目の（目）社会教育総務費であり

ますが （事項）社会教育振興費に1,456万5,000、

円を計上しております。これは、その下の１の

「社会教育主事等研修」などを通して、社会教

育振興を図る経費であります。

次の（事項）成人青少年教育費には１億33

万3,000円を計上しております。

主なものといたしましては、１の「放課後子

ども教室推進事業」があります。これは、放課

後や週末に、公民館や学校などを活動拠点とし

て、地域住民の協力を得ながら体験活動等を行

うことにより、地域社会全体で子供を育てる取

り組みを推進するものであります。

また、２の「学校支援地域本部事業」につき

ましては、中学校区単位に地域全体で学校教育

を支援するための連携体制を構築し、地域住民

の積極的な支援活動を通じて、学校教育の充実

。及び地域の教育力の向上を図るものであります

次に （事項）家庭教育振興費の2,609万9,000、

円であります。

１の「ふれあい子育て支援推進事業」は、地

域で家庭教育の支援を行う事業などにより、家

庭の教育力の向上を図るものであります。

ここに（２）の新規事業「 親子のきずな」応「

援事業」がありますが、これにつきましては、

後ほど委員会資料で説明させていただきます。

続きまして、482ページをお開きください。

（事項）生涯学習基盤整備事業費に2,171

万5,000円を計上しております。

主なものといたしましては、２の「生涯学習

情報提供・相談体制の整備」がありますが、こ

れはインターネットを活用した生涯学習情報の

提供を行うものであります。

なお、新規事業といたしまして （１）のイの、

新生涯学習総合情報提供システム 学び応援ネッ「

ト（仮称 」があります。これは、既存の情報提）

供システムを更新し、利用しやすく、県民の学

習ニーズに的確にこたえられるような、新たな

システムを構築するものであります。

次に、下から３段目にあります（目）図書館

費 （事項）図書館費の7,623万5,000円でありま、

す。その主なものは、１、管理運営費で、これ

は図書館の維持管理などに要する経費でありま

す。

続きまして、483ページをごらんください。

最初の段の 事項 奉仕活動推進費には１億500（ ）

万2,000円を計上しております。

主なものについて申し上げますと、１の資料

整備費は、図書等の購入に要する経費でありま

す。

また、８の新規事業「県立図書館所蔵貴重書

電子化事業」でありますが、これは、県立図書

館が所蔵する貴重な歴史資料について、データ

ベース化、デジタル画像化を行うものでありま

す。

次に、中ほどやや下にあります（目）美術館

費 （事項）美術館費の１億7,966万1,000円であ、

ります。主なものは、２の管理運営費で、これ

は美術館の維持管理などに要する経費でありま

す。

次に （事項）美術館普及活動事業費の8,503、

万2,000円であります。
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その主なものは、次のページ、めくっていた

だきまして484ページをごらんください。３の特

別展費で、これは３つの特別展を開催するため

の経費であります。

また、新規事業であります５の（３ 「情操を）

育むアート感動訪問事業」でありますが、これ

は既存のハイビジョンシステムを更新し、遠隔

地への美術館サービスの充実を図るものであり

ます。

歳出予算説明資料につきましては以上であり

ます。

次に、新規事業について御説明いたします。

委員会資料をごらんください 委員会資料の23。

ページでございます。

「親子のきずな」応援事業、新規事業でござ

います。

まず、１の事業の目的でありますが、親が自

覚と自信を持って子育てに取り組めるよう、地

域での学習機会の充実を図るとともに、家庭教

育支援者の養成を行い、また、親子のきずなに

ついて考える機会を提供することにより、地域

が一体となって家庭教育を支える環境づくりの

推進を図るものであります。

次に、事業の内容でありますが、まず 「親子、

のきずなを育む学習機会の充実」といたしまし

て、地域で活動するＮＰＯなどから家庭教育に

関する講座テーマを提案してもらい、これに対

して、悩みを抱える保護者の集まりなどから講

師の派遣要請を募り、出前講座として実施する

ものであります。

次の（２）の「親子のきずなを支える環境づ

くり」につきましては、家庭教育支援に関心の

ある住民を対象に、その際の基本的な心構えな

どに関する講座を実施し、家庭教育支援ボラン

ティアとして組織化するものであります。

（３）の「親子のきずなを確かめ深める取組

の支援」につきましては、親が子供の様子を見

守る際の視点や、子供の変化を早期に発見する

ための視点を掲載した「親のふり返りシート」

を作成し、家庭教育学級等での活用を図るもの

であります。

３の事業費といたしまして、196万円をお願い

しております。

当初予算につきましては以上であります。

次に、補正予算について御説明いたします。

資料につきましては、歳出予算説明資料、薄

いほうになりますが、議案第72号と書かれてい

るほうの歳出予算説明資料でございます。こち

らのほうの生涯学習課のインデックスのとこ

ろ、61ページをお開きください。

一般会計予算で465万円の増額補正をお願いし

ております。その結果、補正後の予算額は、右

から３番目の欄にありますように、６億2,523

万5,000円であります。

この内容につきましては、63ページをお開き

ください。

表の上から４段目 （目）図書館費 （事項）、 、

奉仕活動推進費になりますが １の新規事業 郷、 「

土資料情報提供サービス充実事業」に465万円を

計上しております。

この事業の内容につきましては、委員会資料

で説明させていただきたいと思います。お手数

ですが、再度、委員会資料に戻っていただきま

して、24ページをお開きください。

１の事業の目的でありますが、郷土に関する

新聞記事の見出しデータの入力や郷土資料の整

理を行うことにより、県民への情報提供サービ

スの一層の充実を図るものであります。また、

雇用調整に伴う離職者の一時的な雇用の確保を

図るものでもあります。
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２の事業の内容でございますが、まず （１）、

事務補助員による、新聞記事の見出しデータの

入力、確認といたしまして、１人につき６カ月

間の雇用ということで、年間４名を雇用するも

のであります。事業期間といたしましては、平

成21年度から23年度までの３カ年であります。

次に （２）でございますが、事務補助員によ、

る、郷土資料の目録・書誌のデータの入力につ

きまして、同様に、年間２名を雇用するもので

あります。事業期間といたしましては、平成21

年度限りでございます。

３の事業費につきましては、465万円でござい

ます。

生涯学習課は以上です。よろしくお願いいた

します。

スポーツ振興課関係○得能スポーツ振興課長

について御説明をいたします。

歳出予算説明資料のスポーツ振興課のイン

デックスのところ、ページは485ページでござい

ます。

一般会計で９億9,063万円をお願いいたしてお

ります。

以下、主なものにつきまして、事項別に御説

明をいたします。

487ページをお開きください。

上から５段目の 事項 学校体育指導費に1,968（ ）

万5,000円を計上しております。これは主に、児

童生徒の体力向上を図るための各種会議の開催

や教育活動への支援、運動部活動への指導者派

遣などを行う２の「明日の宮崎を担う「子ども

体力アップ事業 」など、学校体育の指導に要す」

る経費でございます。

続きまして、次の（事項）社会体育指導費

に1,427万円を計上しております。これは主に、

体育指導員の資質の向上を図るための講習会を

実施する６の「生涯スポーツコーディネーター

フォローアップ事業」や県立学校の体育館やグ

ラウンドを県民に開放する事業など 生涯スポー、

ツの振興を図るための経費でございます。

488ページをお開きください。

上から２段目の（事項）スポーツ施設管理費

に４億1,736万4,000円を計上しております。主

なものは、１の県体育館や総合運動公園施設な

どの指定管理者への管理委託費、及び３の県体

育館や総合運動公園内施設の改修などに要する

経費でございます。

次に その下の 事項 健康教育指導費に1,759、 （ ）

万2,000円を計上しております。これは、健康教

育に関する研修事業や、学校を中心とした食育

を推進するための事業を主な内容としておりま

す。その中で、６の「のびのび食育実践事業」

に520万円を計上しておりますが、内容につきま

しては、後ほど常任委員会資料で御説明をいた

します。

次に その下の 事項 保健管理指導費に4,598、 （ ）

万8,000円を計上しております。これは、主に県

立学校児童生徒の各種健康診断や３の県立学校

の環境衛生管理など、健康管理に要する経費で

ございます。

次に （事項）体育大会費に１億7,453万7,000、

円を計上しております。主なものといたしまし

て、１の「国民体育大会経費」は、来年度、長

崎県で開催されます九州ブロック大会と、新潟

県で開催されます国体の本大会への県選手団派

遣等に要する経費でございます。

次に、その下の（事項）体育振興助成費に１

億278万5,000円を計上しております。内容とい

たしましては （６）の財団法人宮崎県体育協会、

などの各種団体や各種大会の開催に対する助成

に要する経費でございます。



- 83 -

次に 事項 競技力向上推進事業に１億8,077、（ ）

万円を計上しております。主なものといたしま

しては （１）の「選手強化対策事業」による県、

内外への遠征や強化合宿に対する支援など、競

技力の向上と運動部活動の活性化を推進するた

めの経費でございます。

引き続きまして、主な新規事業について御説

明をいたします。

。お手元の常任委員会資料をお願いいたします

ページは25ページでございます。

「のびのび食育実践事業」についてでありま

す。

まず、１の事業の目的でございますが、本県

では、近年の子供の食生活の乱れに伴う影響な

どに対応するため、平成18年度から実施してま

いりました「食育みやざき元気アップ事業」に

おきまして、栄養教諭を配置した学校をモデル

校とし、学校の教育活動全体を通した「食に関

する指導の充実」に取り組んできたところでご

ざいます。今回、その成果などを踏まえ、地場

産物の活用や体験活動の実施など、子供たちの

健康を保持増進するための新たな取り組みを計

画したところでございます。

２の事業の内容でございますが （１）の「学、

校における地場産物活用」では、モデル地域に

学校関係者や地域の生産者、流通業者、企業な

、どで構成される食育検討推進委員会を設置して

学校給食に地場産物を活用するための体制づく

りを行い、安価で安定した地場産物の活用を目

指しますとともに、地域の方々の協力を得なが

ら、子供たちに体験活動を通した食づくりの楽

、しさを味わわせる食づくり教室を開催するなど

学校と地域が連携した取り組みを行ってまいり

ます。

次に （２）の「食に関する手引書作成」であ、

りますが、これまでの県内の食育推進に対する

実践事例や関係法令等をまとめた手引書を作成

することによって、指導者の資質の向上や指導

力アップを図るものであります。

、このような取り組みを行うことによりまして

子供の健康の保持増進を初めとする食育の推進

を図り、健全な児童生徒の育成に努めていきた

いと考えております。

なお、３の事業費につきましては、520万円を

計上しております。

続きまして、議案第41号「宮崎県スポーツ振

興基本計画の変更について」でございます。

同じ資料になりますが、11ページをお開きく

ださい。

、宮崎県スポーツ振興基本計画につきましては

１ 趣旨にもお示ししておりますが 県民の方々、 、

の「スポーツの生活化」の定着を目指しますと

ともに、明るいスポーツ文化の創造に寄与する

ことをねらいとするものであります。

今回、計画の期間の中間年度を迎えたことか

ら、その内容を見直すこととし 「宮崎県行政に、

係る基本的な計画の議決等に関する条例」第３

条の規定により、県議会の議決を求めるもので

あります。

12ページの体系図をごらんください。

本計画案は、体系図の土台部分であります本

県スポーツの現状と課題を受けまして 「県民意、

識の高揚 「人材の育成とネットワークの活用」」

による「スポーツを支える環境の充実」を図り

ますとともに、中心部分にお示ししております

が 「次代を担う子どもたちの体力向上の推進」、

「県民総参加型のスポーツの推進 「感動と夢を」

生み出す競技スポーツの推進」という相互に関

連する３つの方策から「生涯スポーツ社会の実

現」を目指すという内容構成になっており、平



- 84 -

。成24年度までを見通したものとなっております

ページを戻っていただきまして、４の課題達

成の方策でありますけれども、先ほど申し上げ

ました３つの方策に即した目標、施策、具体的

取組事項をお示ししております。

本計画案は 「新みやざき創造計画」の基本目、

標の達成に大きな役割を果たすものであり、県

民のスポーツ振興を図るための共有の指針とな

るものであります。本計画案の基本理念に沿い

ながら、これからの諸施策や具体的な諸事業等

について検討し、実施してまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

全国・スポーツ・レクリエーション祭進室長

推進室関係について御説明いたします。

歳出予算説明資料の全国スポーツ・レクリ

エーション祭推進室のインデックスのところ、

ページで言いますと、491ページをお開きくださ

い。

一般会計で３億6,156万3,000円を計上してお

ります。

次の493ページをお開きください。

（事項）体育大会費の全国スポーツ・レクリ

エーション祭開催事業でありますが、内容につ

きましては、常任委員会資料で御説明をさせて

いただきます。

。常任委員会資料の26ページをお開きください

まず、１の事業の目的でありますが 「スポー、

ツの生活化」を図ることを目的に 「第22回全国、

スポーツ・レクリエーション祭（スポレクみや

ざき2009 」を開催するものであります。）

次に、２の事業の内容であります。

まず ２ の会期等でありますが 平成21年10、（ ） 、

月17日から20日までの４日間、参加予定者は１

日当たり３万人を見込んでおります。

次に （４）の祭典の内容でありますが、県の、

主催として、県総合運動公園で開会式、特別行

事、シンポジウム、メディキット県民文化セン

ターで閉会式の開催を予定しております。

また、種目別大会として、マスターズ陸上競

技や壮年サッカーなどの都道府県代表参加種

目18種目 ペタンクやカローリングなどのフリー、

参加種目６種目の計24種目を、８市８町の会場

地で開催いたします。なお、４月からは、北郷

町が日南市と合併をいたしますので、８市７町

の会場地となります。

特に開会式では、宮崎の自然、歴史・伝統文

化とスポーツランドみやざきの活気と魅力を紹

介し、宮崎のすばらしさを体感していただける

ようなものにしたいと考えております。

さらに、特別行事においては、スポーツ体験

とともに、本県の観光や特産品を紹介し、全国

にアピールできる行事にしたいと考えておりま

す。

事業費は、先ほど申し上げました３億6,156

万3,000円をお願いしております。

この祭典を開催することによりまして、種目

団体の充実、競技人口の拡大はもとよりですけ

れども、地域住民のボランティア等としての大

会参加などを通しまして、えびの市のターゲッ

トバードゴルフ、日向市、門川町のソフトボー

ルなどのように 各種目が地域のシンボルスポー、

、「 」ツとして定着するとともに スポーツの生活化

が図られるというふうに考えております。

また、気配りの行き届いた大会運営やおもて

なしと会場地の重要施策と一体となった魅力的

な観光ツアーや、県のアピール課と連携いたし

ます宮崎移住体験ツアーの実施によりまして、
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「宮崎はよかった。また宮崎に行きたい」とい

うリピーターづくりを進め、地域振興にも寄与

することができると考えております。

さらに、県内外から多数の来場者を見込んで

いることから、本県のＰＲ効果や個人消費等の

経済波及効果が期待できるものと考えておると

ころです。以上でございます。

文化財課の当初予算につい○清野文化財課長

て御説明申し上げます。

歳出予算説明資料をお願いいたします。文化

財課のインデックスのところ、ページで言いま

すと、495ページをお願いいたします。

平成21年度の当初予算といたしましては、12

億6,051万4,000円をお願いいたしております。

以下、その主なものにつきまして御説明申し

上げます。おめくりいただきまして、497ページ

をお願いいたします。

上から４段目の（目）文化財保護費 （事項）、

文化財保護顕彰費に5,050万4,000円を計上いた

しております。その主なものは、説明欄の９の

「西都原古墳群活用促進ゾーン整備事業」2,217

万5,000円であります。これは、西都原古墳群内

の南側に位置します第１古墳群を主たる対象域

とする整備を進め、同古墳群全体の利活用の一

層の促進を図るものであります。

次に、下から２段目の（事項）文化財保護対

。策費に1,826万4,000円を計上いたしております

その主なものは、説明欄の２の「文化財保存整

備補助」1,225万3,000円であります。これは、

国及び県指定の文化財の所有者や管理者に対し

まして、その所有等に係る文化財の保存修復等

。に要する経費の一部を補助するものであります

次に、498ページをお願いいたします。

（事項）埋蔵文化財保護対策費に８億3,339

万1,000円を計上いたしております。その主なも

のは、説明欄の４の「国道発掘調査」9,953

万5,000円及び５の「東九州自動車道発掘調査」

６億6,672万6,000円であります。これらの事業

は、国道及び東九州自動車道の新直轄区間につ

きましては国土交通省から、また、東九州自動

車道の新直轄以外の区間につきましては西日本

高速道路株式会社から委託を受けて実施するも

のでありますが、その財源につきましては、い

ずれも各事業者の全額負担となっております。

次の事項は飛びまして、その下の（目）総合

博物館費 （事項）博物館費に１億2,420万8,000、

円を計上いたしております。その主なものは、

説明欄の４の新規事業「総合博物館映像機器等

」 。 、再整備事業 939万4,000円であります これは

観覧者のニーズに合った博物館サービスを提供

するため、映像ソフトを最新の発見や知識を取

り入れた内容のものに更新するほか、老朽化し

た映像装置を更新することなどに要する経費で

あります。

次に、その下の499ページの３つ目の（事項）

考古博物館教育普及費に1,792万1,000円を計上

いたしております。その主なものは、説明欄の

３の 特別史跡西都原古墳群地中探査・地下マッ「

プ制作事業」257万円であります。これは、男狭

穂塚、女狭穂塚の陵墓参考地内や周辺主要古墳

群において地中探査を実施し、西都原古墳群全

体の地下マップの制作につなげていくものであ

ります。

次に、その下の（事項）考古博物館資料整備

費に1,331万6,000円を計上いたしております。

その主なものは、説明欄の３の新規事業「東ア

」 。ジア地域の学術文化交流促進事業 であります

これにつきましては、委員会資料で説明させて

いただきます。

常任委員会資料、27ページをお願いいたしま
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す。

１の事業の目的でありますが、これまで西都

原考古博物館で進めてまいりました韓国との学

術文化交流をさらに深化させながら、対象を新

たに台湾へと広げ、日台韓の学術文化交流を進

めるものであります。

２の事業の内容でありますが （１）の学術相、

互交流の実施といたしまして、台湾と南九州を

結ぶ「南東ルート」の文化交流調査研究を新た

に実施するとともに、韓半島と日本列島に関す

る共同調査研究をさらに深化させていくことと

しております。

そして （２）及び（３）でございますが、そ、

れらの成果を毎年度発行しております研究紀要

によって関係機関や国内外の研究者等に対して

報告するとともに、展示会やシンポジウム等を

通じて、広く県民などに研究成果を適宜わかり

やすく提供していくこととしております。

３の事業費につきましては、232万8,000円を

お願いいたしております。

文化財課につきましては以上でございます。

よろしくお願いいたします。

人権同和教育室につ○厨子人権同和教育室長

いて御説明申し上げます。

歳出予算説明資料の人権同和教育室のイン

デックスのところ ページで言いますと 501ペー、 、

ジをお開きください。

一般会計で1,058万3,000円をお願いしており

ます。

以下、事項別に御説明申し上げます。１枚め

くっていただきまして、503ページをお開きくだ

さい。

（目）事務局費 （事項）人権教育総合企画費、

に875万6,000円を計上しております。

、その下の説明欄１の人権教育総合企画の推進

（１）の「人権啓発資料作成事業」についてで

ありますが、これは、学校や家庭において人権

について語り合っていただくため、身近な人権

「 」問題等を扱った啓発資料 ファミリーふれあい

を作成し、小学校、中学校、高等学校、それぞ

れの１年生に配付する事業でありまして、466

万4,000円を計上しております。

次に、新規事業であります（２）の「学校・

家庭・地域の絆を深める人権文化充実事業」

に252万を計上しておりますが、これにつきまし

ては、後ほど委員会資料で説明させていただき

ます。

次に （事項）人権教育連絡調整費に182万7,000、

円を計上しております。これは、市町村教育委

員会や人権教育関係団体との連絡調整、人権教

育の調査指導に要する経費でございます。

次に、新規事業について御説明いたします。

委員会資料の28ページをお開きください。

「学校・家庭・地域の絆を深める人権文化充

実事業」でございます。

１の事業の目的のところをごらんください。

この事業の目的は２つございます。１つは、学

校・家庭・地域及び校種間の「絆」を基盤とし

た人権教育の実践研究を行い、その成果を県下

全体へ広げること、そしてもう１つは、人権教

育の指導者を養成し、地域全体の人権感覚の高

揚を図ることであります。

具体的な内容につきましては、２、事業の内

容のところにございますように、１つは （１）、

の人権教育研究指定中学校区における実践研究

でございます。学校、保護者、地域の方から成

る委員会を組織し、連携して、人権教育の視点

から学校教育活動や地域活動を行いますととも

に その成果を実践事例集の作成・配付や授業・、

地域活動の公開を通じて発表してまいりたいと
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考えております。

そして、事業内容の２つ目は、人権教育指導

者の養成でございます。指導主事等をＮＰＯ等

が主催します県外の研修会に派遣し、人権教育

の理論や参加体験型学習の指導技法を身につけ

させますとともに、今度はその指導主事等を講

師として人権教育ワークショップ指導者養成研

修を開催し、人権教育研究員とか学習指導等支

援教員など教職員に、本県人権教育の考え方や

参加体験型学習の理論・指導技法を身につけさ

せたいと考えております。

事業費は252万円を計上しております。

以上です。よろしくお願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。委員の皆様方、御質問があればよろしくお

願いいたします。

教職員課長、委員会資料の７ペー○萩原委員

ジ、免許状の有効期限について、もっと詳しく

説明いただきたいんですが、これは講習を修了

すればいいわけですか。何か試験があるんです

か。その辺をちょっと詳しくお願いします。

免許更新制につきまして御○堀野教職員課長

説明します。免許更新制につきましては、30時

間の免許更新講習を受講し、それを修了確認を

受ける必要があります。それをもって県のほう

に申請いただいて、それで更新されるという手

続になります。

講習だけなの。そのほかに、例え○萩原委員

。ば想定的には運転免許証の更新がありますよね

そのときいろいろ目の検査とかありますけど、

それとか、例えばスピード違反したら特別講習

を受けたりしますよね。学校の先生たちで、今

までの10年間の間に何かチョンボをしでかした

ときには特別にやるのか。そういうのはないん

ですか。

あくまでも大学で行いま○堀野教職員課長

す30時間の、大学といいますか、更新講習開設

権者というのがあるんですけれども、大学等が

宮崎では宮大とかそういったところが想定され

ているんですが、そういったところが30時間の

講習、これは12時間の必須の部分と18時間の選

択研修があります。これは、最新の例えば生徒

指導の技術とか、数学とか教科に関する専門的

知識とか、そういったものの講習を受けていた

だいて、それぞれ合格点といいますか、テスト

がございまして、そのテストに合格すれば、そ

の課程が修了したことが確認されると。それを

もって免許の更新が可能になるということでご

ざいまして、御質問のようなそういった特別の

試験とか、チョンボとおっしゃいましたけれど

も、そういう過去の事件歴とか、そういったも

のは参考になるものではございません。以上で

す。

なかなか難しいことだろうと思う○萩原委員

んですけど、どの世界もピンからキリまでおる

わけですよね。先生たちの世界も、我々議員で

もそうですけど。何て言えばいいのか、学校の

、 、先生たちの中でも 子供の不登校ってあるけど

学校の先生の中にもやっぱり何人か学校になか

なか先生として出勤しにくい方もいらっしゃい

ますよね、現実に。そういう方々の診断という

か、講習を受けただけじゃなかなか判断がしに

くいんじゃないですかね。その辺はどうチェッ

クされるのか。

この免許更新制は、あくま○堀野教職員課長

でも最新の技術なり、そういった知識があるか

どうかを問う制度でございます。したがいまし

て、御指摘のような例えば指導力不足の教員と

かおりますけれども、そういったものは別の制

度で対応されると。また、病気等々につきまし
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ては、当然その休職の中で取り扱うことになり

ますので、この免許更新制とは違ったもので対

応するということになろうかと思います。以上

です。

ちょっと言葉は悪いけど それじゃ○萩原委員 、

形だけですね。形だけ、世間のいろいろなこと

に対応するために、一応講習だけ受けなさい

と、30時間だったかな、受ければ、免許は常に

更新されますよと、一口で言えばそう、非常に

答弁しにくいだろうけど。

この免許更新制自体が論議○堀野教職員課長

されたのは、安倍内閣のときに、そういった能

力的に教壇に立てるのかというような方につい

て、いろいろ審査するといいますか、そういっ

た趣旨があったかと思うんですけれども、最終

的な形としては、あくまでも最新技術を取得さ

れているかどうか、その時々に必要な知識があ

るのか、技能があるのか、そういったことを問

う制度というふうに免許法改正の中で位置づけ

。 。られたというふうに考えております 以上です

平たく言えば、知・徳・体じゃな○萩原委員

いけれども、知の部分だけですね。徳とか、そ

ういうほかのところはあんまりチェックしない

と。

そういう意味では そういっ○堀野教職員課長 、

た知識、技能に限定されると思っております。

担当課長として、教育長にしても○萩原委員

答弁しにくいだろうけど、何のためにこんなの

をやる、あるのかなと僕は思うんですけど、ざ

るで水をすくうようなものじゃないかなと、こ

う思ったりするんですけど、ここにいらっしゃ

るティーチャーの皆さん、優秀な人ばかりです

。 、 。よね 中にはおりますがね ピンからキリまで

そういうところまで、何のチョンボもない、特

別体の障がいもなければ、講習を30時間受けれ

ば「はい、いいですよ」という程度でやって、

形骸化と言うたらいかんかな、そういう感じが

しないでもないんだけど。

この30時間の講習で、当然○堀野教職員課長

修了確認ございますので、これはテストになり

。 、 、ます したがいまして それぞれの講座の中で

そういった技能、知識を習得できない方につい

ては、当然この制度の中から排除されるという

ことになります。また、御指摘のような、そう

いった指導力の不足する教員については、別の

分限という話になりますので、今も指導力不足

教員に対する研修制度がございますけれども、

そういった中で対応していくんだろうと思って

おります。

簡単なテストか何かあって、それ○萩原委員

に外れた人は、もう教員免許を取り上げられる

わけですか、教師の免許を。

基本的には、修了確認を受○堀野教職員課長

、ける期限の２年間の間に30時間の講習を受けて

その修了確認を受ける必要があるんですけれど

も、それに合格されなければ、当然教員免許と

いうのは更新されませんので、教壇に立つ資格

はなくなるということになろうかと思っており

ます。

それに対して教職員組合は何て○萩原委員

言っていますか。

何ていいますか、法律の部○堀野教職員課長

分でございますので、我々と議論しても、それ

について云々する部分でございませんので、そ

ういったところまでの議論というのは、賛成と

は聞いておりませんけれども、反対というふう

に聞いておりますけれども、そういった議論に

まではなっておりません。

かんでもないですかね、この件○押川委員長

については。そのほか。
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私もちょっと認識不足のところが○太田委員

あったかなと思ってさせていただきますが、今

の８ページの教員免許関係手数料の条例の関係

ですが、現行と新設ということで手数料が書い

てありますわね。現行のところは、私、例えば

教育学部を卒業したら、それで単位を取れば、

自動的にこの免許は取られるものと思っていた

んですが、この手数料3,300円を取られる現行の

ものがあるということは、何らかの申請を県、

教育委員会か何かに申請をして、確たるものと

していただきましたという手続をしなきゃいか

んということですか。いわゆる大学、教育学部

を卒業して、見事卒業しましただけではいけな

いということなんですね。

県が免許状の授与権者にな○堀野教職員課長

りまして、当然大学でそういった課程を修了さ

れた方は、そういった修了されたことの証明を

もって申請いただきまして、我々のほうで免許

状の授与をするという手続をしております。以

上です。

そのときの１回だけ、3,300円は今○太田委員

まで取られていたということですね。これが今

後は10年ごとにそういうことになるということ

ですね。それと、今説明の中で、いわゆる講習

を受けてということで、２年間の間に30時間を

ということですが、今さっき言われたように、

不合格というか、そういうのにどうもうまくい

かなかったということで、免許が取られるとい

うような感じではあったんですが いわゆるチャ、

レンジというか、再チャレンジといいますか、

安倍内閣がそういうようなキャッチフレーズで

もやったその再チャレンジというか、２年間の

間に何回も受けられるというか、そういう制度

としては残されるんですか。そういう仕組みが

あるんですか。

県内でいきますと、宮大、○堀野教職員課長

宮崎大学が一番大きな開設権者になるんですけ

れども、ここは基本的には夏季休業中を中心に

講習を実施します。当然１年目に30時間の講習

を受けられて、当然そこで修了確認を受けられ

ればそれでオーケーですので、もう１年後に申

請されれば問題ないと。ただ、その段階で修了

確認を受けられなかった方は、翌年にもう一度

その30時間にチャレンジすることは可能です。

また、宮崎大学だけではなくて、県内、全国、

いろんなところでやっておりますので、例えば

通信教育でやるとか またインターネットを使っ、

てやるとか、そういったいろんな形でできます

ので、正確に申し上げると２年２カ月なんです

けれども、その２年２カ月の中で何回もチャレ

ンジすることは可能であるというふうに考えて

おります。以上です。

ということで、２年間に30時間と○太田委員

いうことは、１回と２回しか挑戦の機会はない

ということですか。今、何回もと言われました

けど、何回もということもできるんですか。

宮崎大学の講習だけに限定○堀野教職員課長

すれば、２カ年で１回ずつですので、２回しか

ありません。ただ、その間に、例えば放送大学

を利用して講習を受けられるとか、また、県外

の大学に行かれて、県外でも開設されていると

ころがございますので、そこに行かれて受けら

れるとか、そういった意味では何回でもチャン

スがあるというふうに考えております。

わかりました。私は、これは国の○太田委員

制度ですから、とやかく言えないだろうと思い

ますが、こういう新たな負担といいますか、教

育学部を卒業して、そのときに免許をきちっと

いただいたと、そのいい意味での利益を受けた

わけですよね。そして、子供にその情熱を向け
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ていこうといって、一生懸命将来もやっていこ

うと決意した人たちに、後でつくられた法律に

よって、さかのぼって、遡及して、不利益なこ

ういう形態のものをもたらすのはどうだろうか

なという思いがありまして、不利益不遡及の原

則じゃないですが、そういうようなところから

も、ちょっとひどいなという思いはいたしまし

た。だから、これは将来にわたって、制度が改

正されるならいいけれども、これまでもらって

いた人がどうかなというような思いもありまし

て、多少その辺の問題は言わせてもらったとこ

ろです。わかりました。制度としては理解をい

たしました。

じゃほかのところでいきますが、人件費の関

係、476ページあたりに、小中高の人件費の見込

みで本年度もスタートしますよということで、

全部で800億程度の人件費になるんですかね。20

年度の補正で、合計15億の減額補正をしたとい

うことですよね。多少、これは予算ですから、

ある程度の弾力性がないと、はらはらもので予

、算を組んでおってもいかんだろうということで

その辺の弾力性があるということはちょっと理

解はできるんですが、人件費に関しては、ある

程度固定的なものだから、いわゆる15億といっ

たら、２％程度の見込みの外れなんですよね。

だから、もう少し精度を上げてもらうことも必

要じゃないか。というのは、やっぱりほかのと

ころに予算を回したりせないかん大事な予算で

もあるので、少しその辺の検討はされたほうが

いいんじゃないですかという思いで補正のとき

には言わせていただきましたが、今回新年度予

算でそれは改善はいたしておりませんというこ

とで聞いておりますから、今後の課題として、

少し固定的な経費だから、もう少し精度を上げ

てもらうことのほうがいいんじゃないかなとは

思うんですよね。その辺はいかがでしょうか。

これについてはどうこうは言えませんけど。

先般の補正の常任委員会の○堀野教職員課長

際に御指摘いただきました。当初予算につきま

しては、時期的な問題もございまして、従来の

。 。やり方でやらせていただいています 正直な話

ただ、御指摘の点も踏まえまして、なかなか難

しい面もございますけれども、できるだけ退職

者の見込みとか、そういった部分を精査しまし

て、できるだけ補正額が少なくて済むように努

力したいと思っております。そういうことで御

。 。理解いただければと思っております 以上です

今後の課題として検討していただ○太田委員

ければというふうに思っています。

それから、常任委員会資料の22ページの中学

校学級編制調査研究事業でありますが こういっ、

た取り組みをされて、そういった少人数学級と

いうものを中学校でやった場合のいろんな検証

をされているというのは本当にいいことだと

思っています。ここで「中学校６校をモデル校

として指定し」とありますが、もう既にモデル

校は決まっておるんでしょうか。

この中学校学級編制調査研○堀野教職員課長

究事業については、３カ年の継続事業というふ

うに考えております。したがいまして、20年度

に30人学級を試行する学校を３校、35人を３校

ということで、規模別に大きな学校、中くらい

の学校、小規模の学校というふうに指定してお

りまして ここで３カ年間そういった試行をやっ、

ていきたいと思っております。以上です。

わかりました。よろしいです。○太田委員

それと、同じ資料の23ページの「親子のきず

な」応援事業で、これも今の現代社会の中では

大変課題を持った取り組みであると思います。

私たちも、いろんなところでこういったところ
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の課題を、親がもう少し何か、親は子供のかが

みなんだよというところで、いろんな訴えをす

ることもあるんですが、そういう問題を抱えた

親、保護者の方が、こういう講座に来ないとい

うか、聞く耳を持たないというか、そこ辺が非

常に悩ましくて、これは生涯学習課のほうでし

たかね、そういう逆に問題のある家庭の人がで

きるだけ来るチャンスをという工夫をされたほ

うがいいんじゃないかなと思って、それは永遠

の課題かもしれませんが その辺はいかがでしょ、

うか。

保護者に対します学習機○勢井生涯学習課長

会の提供につきましては、これまでも、例えば

ＰＴＡの実施します家庭教育学級ですとか、あ

るいは市町村等が行います例えば就学時とか乳

幼児の健診の際に、女性団体等の協力を得て子

育て講座等を実施しているところでございます

が、なかなか確かにそういう場面に出て来られ

、ない方が非常に多いということでございまして

特に今回の「親子のきずなを育む学習機会の充

実」におきましては、その出てこれない理由が

何なのかというのはありますが、例えば小さい

子供を抱えているとか、そういう状況がござい

ましたら、そういう方に対して、数人でいわゆ

、 、る集まり グループをつくっていただきまして

そこにいろんな子育てに関する相談等の事業を

行っているＮＰＯから講師を派遣していくとい

うことで、この事業を組み立てようと思ってお

ります。一つだけの方法ではなかなか難しい面

もございますので、まずは出てきていただいて

受けていただく、そういう学習機会と、それか

ら、こちらのほうから出向いていくほうの学習

機会と、その２本立てでいきたいというふうに

考えております。以上でございます。

本当にいい取り組みだと思ってお○太田委員

ります。一つの悩みとしては、そういう家庭の

方は意外と、言葉は悪いですが、すさんだ家庭

が多かったりして、そこに素直に来ていただく

とか、もしくはこちらが行くことを素直に受け

入れてくれるということが、本当に大変だろう

と思うんですね。頑張っていただきたいという

思いで質疑をいたしました。よろしいです。

、○井本委員 出前講座をやるということですが

問題は中身なんですよね。今ごろそんな教育を

する人はおらんと聞いていますけど 昔 スポッ、 、

ク博士の子育て講座とか、とにかく自由に勝手

にしたほうがいい子が育つんだという、そうい

うのを昔やってた時代がありましたよね。しか

し、本当はそうじゃないんだということが大体

このごろわかってき始めましたけど、子供は、

例えば鳥なんかは、自分の親を認識するのに、

生まれて何時間か、何分かだったかな の間―

に触ったものを親と思う、すり込みというか、

そういうのがあると。それはどうも人間でも同

。 、じらしいんですね ＤＮＡの最初はみんな全部

鳥も何もその辺の大腸菌のあれも、ＤＮＡの最

初のところは全部人間もみんな同じだという、

何億年もかかってずっとつないできたやつです

から、それは人間の中に、人間が生まれてから

何時間以内というか、ほんの短いその間に、臨

界点というのが何かあるらしいんですね。そこ

までに親と認識しないと、また親自身も愛情が

わかんというか、子供ももちろん親として懐か

んというか、そういうのがどうもあるらしいん

ですね。生まれて、そういう今から親になろう

という人に対しても、むしろその辺のほうは、

本当は日本人はそれを今までずっと歴史的に伝

統的にやってきたんですね、ずっと何もなく。

だから、それがＤＮＡの中に組み込まれて、何

億年の前提として、そういうふうな育てられ方
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をしてたんだけど、どうもこのごろ、それがお

かしな方向になってしまったという気がするん

ですよね。その辺のだから内容の問題はどうい

うふうになっておりますか。

子育てに関します基本的○勢井生涯学習課長

な問題というのは、確かに難しいものがあろう

かと思います。今回の事業で考えておりますの

は、特に現在活動されておるＮＰＯの方たちを

中心にどういう活動をしているのかということ

で見てみますと、例えば不登校、ひきこもりで

悩んでいる家庭ですとか あるいはいじめに遭っ、

ているところ、あるいは子供の非行で悩んでい

るところ、あるいは子供のいろんな障がいで悩

んでいる家庭というのが数多くございます。そ

ういった団体、ＮＰＯを今、私どものほうでも

リストアップしているところでございますが、

県内でも実際そういう活動しているところが複

数、50前後、今、私どもがわかっているだけで

ございます。確かに、そういったところでは特

定のテーマだけになるかと思いますが、委員の

おっしゃいました一般的・基本的な部分につき

ましては、やはり関係機関であります例えば保

育所、幼稚園、あるいは先ほどの家庭教育学級

等と連携しながら、進めていく必要があろうか

というふうに思っております。以上でございま

す。

だから、何を教えるかという中身○井本委員

をちょっと聞かせてくれんかという話ですが、

どんなことを教えるのか、何かそういう哲学な

り、そういうものがあるのかないのか、単にそ

の人たちにぽんと振るだけのことなのか。

それぞれの家庭の悩みが○勢井生涯学習課長

具体的に何なのかということにもよりますが、

ただ、一般的には、例えば子育て、一般的にも

子供の状態についての説明というのもあろうか

と思いますし、例えば、特にそういう問題が起

こった原因なり背景について、親に気づいても

らうような相談といいますか、そういう講座、

そういったものがあろうかと思います。あるい

は、必要に応じて、関係機関との連絡のとり方

あるいはいろんな機関の利用の仕方、そういっ

たものについても説明していただきたいという

ふうに考えております。以上です。

それでは、特別支援教育室のほう○図師委員

にお伺いしたいと思いますが、議案書で言いま

すと471ページ、１点だけお伺いいたします。新

規事業であります特別支援学校高等部設置事業

については、昨年からも説明を聞いておるとこ

ろですが、ようやくその実施の内容が明らかに

。なってきたんだなというふうに思っております

その内容なんですけれども、別冊での資料もい

ただきましたが、もう一つ資料が用意されてお

「 」りますこの 宮崎県特別支援学校総合整備計画

の資料の中で、ちょっとお伺いしていきたいと

思うんですが、まずは、みなみのかぜ支援学校

の設置準備委員会等の設置から設計工事、教材

等の整備までも来年度から始まるようなんです

が、その整備対象となっている学校は４校ある

わけで、その４校の整備をしていく上での優先

順位を実態に即した形でつけていっていただき

たいということを、昨年の議会でも、この委員

会で申し述べておったかと思うんですが、この

事業の計画を見させていただくと、児湯るぴな

、 、す支援学校が 言い方が悪いかもしれませんが

一番後回しになっているというふうに私には映

ります。ただ、いただいております添付資料の

８ページには、きれいに図式化されている資料

もあるわけなんですけれども、この資料からも

見てとれるんですが、まず、児湯るぴなす支援

学校は、もう生徒数が60名弱おります。みなみ
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のかぜは、ひとつ置いておくとして、都城、日

向の特別支援学校の数と比較すると、倍以上生

徒がおりまして、もちろんこの内容も御存じか

と思うんですが、みやざき中央支援学校に、西

都・児湯からは70名近い生徒が高等部に今通学

をしております。非常に遠距離の通学になって

おって、中には、川南、都農の高校生について

は、延岡の支援学校のほうまで行っていると。

もちろん寮生活になっていると思うんですが、

そういう実態もありますので、私はこの事業計

画を立てる上で、移動距離が遠いところ、時間

がかかるところ、そしてそういう生徒がたくさ

んいるところから整備をされていくものだろう

というふうに思っておったんですが、その計画

のとおりにはなっておりません。一応この議案

が上がる前に説明も受けまして、今のるぴなす

支援学校のほうの用地取得、また教室確保等に

時間を要するというような説明も受けたわけな

んですけれども、そういうのに時間がかかるん

であれば、なおのこと重点的に取り組んでいく

べきではなかったかなというふうに思っておる

わけなんですが、こういうような年次計画、５

年計画で整備されていく内容が示されておりま

すが、この内容に至った経緯なりを御説明いた

だけますでしょうか。

優先順位関係なんで○瀬川特別支援教育室長

すが、一番は在籍数の増加に伴う教室不足、そ

れから、それぞれの各学校の緊急性、設備費用

とか財政的なことを考えて、優先的に行ってお

ります。児湯るぴなすの件なんですが、児湯る

ぴなすは、もともと病弱の養護学校ということ

、 。 、で 一時期は非常に減った年があります 現在

発達障がい系の子供たちも入ってきまして、人

数的にはふえてはいるんですが、病院がなくな

、 、るということで 病弱の養護学校としては今後

非常に難しいんじゃないかと考えております 22。

年からは、知肢併置型の特別支援学校というこ

とで考えておりまして、教育課程上、今まで病

弱養護学校であれば、通常の小中学校の教育課

程なんですが、今後、知肢併置化というような

形に持っていきますと、教育課程自体が知的障

がい、それから肢体不自由関係の教育課程に変

わってきますので、その中で作業学習とか、そ

ういうことも出てきます。そうした場合に、も

うしばらく時間が必要かなと思っております。

非常に遠距離の子供たちがいると、みやざき中

、央のほうに行っている子供たちがいるんですが

今現在、西都から高鍋回りでみやざき中央のほ

うにスクールバスが出ておりますが、私たちが

今現在考えているスクールバスの時間も、１時

間以内というような形で考えております。でき

、るだけ子供たちの体力的な部分もありますので

そういうことを考えながら、今後整備していく

のには、やはり児湯るぴなすについては、少々

。時間がかかるんじゃないかなと思っております

以上です。

余りかみ合った御答弁じゃないよ○図師委員

うな気がするんですが、本当に現状はよく御存

じの上でそういう計画を立てられておるかと思

、 、うんですが 今出ましたスクールバスのほうも

回していただいているのは大変ありがたいんで

すが、運行時間が非常に中途半端で、親御さん

たちはそのスクールバスの発着に合わせて、結

局定職にはつけず、パートでお仕事をされ、仕

事を早目に切り上げて、３時なら３時にそこに

迎えに行ったりされる現状もあるのは御存じだ

と思います。これは要望でとどめますが、でき

るならば、この計画、できるだけ早目早目に進

めていただいて、前倒しでもし設計が１年早く

できるような見通しが立てば積極的に取り組ん
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、 、でいただきたいですし それまでの対応として

もしスクールバスの時間の見直しとか集合場所

のさらなる複数化、より家に近いところでの集

合場所の設置なりができるようであれば、その

対応をしながら、高等部設置までを対応してい

ただけたらなと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いします。以上です。

数点お尋ねをいたしたいと思いま○福田委員

すが、まず472ページ、特別支援学校就労バック

アップ事業という説明をいただきました。支援

学校を卒業後のことが御両親は一番心配をする

わけですね。社会に出て行くわけですから、そ

のバックアップ事業を行うわけですから、大変

私は有益な事業と考えていますが 現状でのバッ、

クアップ法が職場の開拓ですね。職場の開拓、

やっておられる内容をちょっと教えてほしいん

ですが。

職場開拓につきまし○瀬川特別支援教育室長

ては、特別支援学校の進路担当、それから障害

福祉課が管轄しております障害児就職指導支援

員という方が、特別支援学校３校に配置されて

おります。この人たちと協力しながら、職場開

拓を行っているところです。

それは、そのとおりだと思います○福田委員

が、どういう職場を障がいの度合いに応じて開

拓するのかということを知りたいんですが。

今現在、昨年度149名○瀬川特別支援教育室長

の高等部の卒業生がありまして、就労に結びつ

いた子供が24名でございます。今、子供たちが

できる部分の作業的な部分が、クリーニングと

かスーパーのバックヤード、それから清掃業の

関係、ビルメンテナンス関係に就職しておりま

す。もっと今後そういうふうな就職ができない

かというような形で、この事業を起こしている

ところです。

前回も質問いたしました。大体同○福田委員

じような業種がお答えとして返っておるんです

が、もう少し宮崎県の特性をよく考えて、事業

所の開拓、就労の開拓をやる必要があるんじゃ

ないかなと。例えば、本県は農業県であります

、 、 、が 農業の分野でも 障がいの度合いに応じて

かなり私は可能性があると見ておるんですね、

近くにそういう方々が働いておる現場を見まし

て。ですから、職場を制限せずに、もう少し宮

崎県の産業構造等をしっかりにらまれて、やっ

ていく必要があるんじゃないかなと考えており

ます。

続きまして 484ページ 特別展の経費が4,000、 、

万円計上されております。恐らく新聞とか放送

とかいう関係事業者がやられるやつが、全国的

に美術展を展開されると思いますが、ちょっと

内容を詳しく知りたいんですが。

美術館の行います特別展○勢井生涯学習課長

でございますが、平成21年度予定しております

のは、１つが岩合光昭の写真展というのがござ

います。これは、世界各地で野生動物や自然を

撮り続ける写真家の岩合光昭さんの写真展でご

ざいます。それから、２つ目が石橋美術館展と

いうのを、これは作品の交換展ということで実

施する予定にしております。それから、四大浮

世絵師展ということで、これは中右瑛さんとい

うコレクターの方がいらっしゃるんですが、こ

の中から170点を選んで展覧会を行う予定にして

おります。以上でございます。

経費をかなり削減して、かなりグ○福田委員

レードの高い美術展をやられたら、私は非常に

いいと思っているんですが、そこで提案であり

ますが 各自治体 いろんな美術品の収集をやっ、 、

ていますね。各自治体間での先ほどおっしゃっ

た交換展ですね、こういうものの企画はできな
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いものでしょうか。

美術品そのものにつきま○勢井生涯学習課長

しては、非常に価値の高いものが多うございま

すので、その取り扱いにも十分気をつける必要

がございます。そういう意味で、県立美術館に

おきましても、関係の美術館等と十分交流とい

いますか、そういう信頼関係を築きながら、こ

れまで交換展をやってきておるところでござい

ます。各地方自治体において、どれだけの美術

作品があるかというのを正確に把握しておりま

せんので、はっきりお答えできませんが、今後

そういったものについて、また検討していくこ

とも可能ではないかとは考えております。

私ども、いろんな県議会で各都道○福田委員

府県に視察に行きますと、自慢の美術館等の御

案内等を受けることが多いんですが、持ってま

すね。せっかくこれだけの立派な入れ物を本県

はつくっておるんですから、何点か目玉を持っ

ていますが、その辺を活用されまして、ぜひ県

民に、せっかく置県100年事業でつくりました大

事な美術館ですから、高度利用してほしいなと

希望したいと思います。

続きまして488ページ、中段の健康教育に要す

、 、る予算でありますが ○のびのび食育実践事業新

これに似たような予算が昨年度も計上されてお

りましたが、先ほどの別添の説明資料を見ます

と、内容的にまだ本県においてこれくらいかな

という気がするんですが、もうちょっと具体的

に説明してほしいんですが。

のびのび食育実践事○得能スポーツ振興課長

業についてでありますが、内容的には、特に本

年度まで３年間、食育実践のための特に栄養教

諭を中心とした各学校での食育を推進するため

の体制を整えることを中心に３年間取り組んで

、 、まいりまして 一区切り今ついたということで

今度は、事業内容にお示ししておりますけれど

も、学校給食の地場産物を活用するという観点

からひとつ迫っていくということ、それから子

供たちが実際に自分たちでいろいろ調理をした

り、あるいはいろんな体験をすることで食の推

進の充実を図っていくという、この大きな２点

で取り組んでいきたいというふうに考えている

ところであります。

、 、○福田委員 本県は 御承知のように農業県で

食材の宝庫でありますが、長い間、本会議等や

委員会等でこういう問題が論議されていました

が、むしろ国庫委託事業よりも先に、私は全国

にこういう食育の問題等で本県から発信をする

、必要があるぐらいの考えを持っているんですが

全国レベルの程度じゃだめだなと、宮崎県は全

国にそういうものを売り込んでいく県でありま

すから、ぜひさらなる取り組みをお願いしてお

きたいと思いますし、もう一つ、学校給食の関

係も出ましたが、これは市町村に関連するわけ

でありますが、どうしても経営上の観点から、

地産地消の問題が余り精力的に取り組まれない

傾向がありますから、この辺も食育の問題と絡

めて、ひとつ教育委員会としては御指導願う必

要があるんではないかと考えております。もう

答えがなければいいです。

答えはどうでしょうか。○押川委員長

今、御指摘いただき○得能スポーツ振興課長

ましたような内容に十分配慮しながら、いわゆ

る子供たちの学校の給食を生きた教材としなが

ら、そして学校として、教育委員会として、ど

ういうことに取り組んでいけるのかということ

を十分考えながら進めていきたいというふうに

思います。

よろしくお願い申し上げます。○福田委員

それから、489ページ、これの財団法人宮崎県
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体育協会補助金の7,700万、これは体協になると

思いますが、これの教育委員会の関与度、これ

はどういう状況なんですか。

、○得能スポーツ振興課長 加入といいますのは

体育協会の団体としての加入ということでしょ

うか。

実は、私ども会派の中におきまし○福田委員

て、外郭やいろんな団体の県行政としての関与

度を今調査しているんですか、体協に対する関

与度はどれくらいのものかなと思っておるんで

すが。

済みません、関与と○得能スポーツ振興課長

いうことでございますね。体育協会とこの教育

委員会との関係といいますのは、補助金を県の

。体育協会のほうに流している部分がございます

そして、職員も体育協会のほうに派遣という形

で職員を配置させていただいているところであ

りますが、スポーツの振興を図る上では、各競

技団体の組織の充実というのは非常に重要な部

分であります。したがいまして、それを統括す

る県の体育協会というものの運営とかいうこと

につきましては、教育委員会として施策を推進

する上で、極めて重要な位置にあるというふう

に思っておりますので、そういった関係にある

と思っております。

それでは、スポーツ振興について○福田委員

は、体協を窓口にやらせると、そういうふうに

理解していいわけですね。

一言でスポーツの振○得能スポーツ振興課長

興といいましても 競技からいわゆるレクリエー、

ションといったような部分まで広くあるわけで

ありますけれども、体育協会と十分連携を図り

ながら進めていきたいというふうに考えており

ます。

493ページ、全国スポレクの関係で○福田委員

ございます。いよいよ開催年になりましたが、

昨年からいろんな準備万端、おやりになってい

ると思いますが、先ほどの説明で、気配り、観

光ツアー、ＰＲ効果、そういう面もかなり強調

されました。私は、このスポーツ・レクリエー

ション祭のいわゆる附帯する効果というのが非

常に大きいと思うんですね。本県の観光や物産

のＰＲで。やっぱりこのもてなし、気配り、こ

れに全国行った人のお話を聞きますと、よかっ

た県、悪かった県あるんですが、本県はそうい

、う面では手抜かりがないと考えているんですが

その辺の体制づくりは、これはオール県庁にな

ると思います。教育委員会だけじゃございませ

んね うまくいっているでしょうね どうでしょ。 。

うか。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

今、委員からございましたけれども、進室長

関係する各課とは十分連絡をとらせていただい

ておりまして、例えばブランドのＰＲというよ

うなことでは、農政水産部と経済連の協力とい

うようなことをいただきながら、具体的に今、

特別行事等の出展をどのようにするかというよ

うなことも詰めさせていただいておりますし、

先ほど申し上げましたように、観光推進課とか

アピール課あたりとは、定住促進等のことも含

めて話をさせていただいているところで、また

この後も、式典本部の設置等では県庁挙げてお

手伝いをいただくということでお話を進めてい

るところでございます。

全国ベースのかなり大きな祭典で○福田委員

ありますから、ぜひ成功できますようにお願い

をしておきたいと思います。以上です。

このスポーツ振興課の基本計画○井本委員

の12ページですが、我々もあの国体が随分振る

わんときに、特別委員会をつくって一生懸命い
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ろんなところを見て歩きましたけれども、あの

とき、いろいろありましたが、その中で、やっ

ぱり小中高あるいはその地域のスポーツクラブ

との連携ということで、大切なんだということ

、 「 」で ここに 人材の育成とネットワークの活用

ということが書いてありますけど、具体的には

どれになりますか、政策的に。

この12ページの体系○得能スポーツ振興課長

図の中で、３つの柱がございます。この３つの

柱といいますのが、体力向上の部分と、競技力

向上の部分と、それから県民総参加のスポーツ

の推進という、この３つがあるわけですけれど

も、それらを支えるものとして、指導者の養成

だとか、あるいは組織の充実といったような点

が、この「人材の育成とネットワークの活用」

というのに入ってくるかというふうに考えてお

ります。

具体的に、その政策として、どれ○井本委員

に当たるんですかと言っとるわけです。ネット

ワークの活用と書いてあるでしょう ネットワー。

クをもちろんつくらないかんし、それを活用す

るわけでしょうが、ネットワークをつくるのは

。 、 。どの事業になるんですか 予算書で 具体的に

この基本計画と書い○得能スポーツ振興課長

てあるのを、23ページをちょっとごらんいただ

きたいと思うんですが、こちらに情報提供の充

実というのがございまして、それぞれいろんな

情報を提供していくというふうなことで、特に

スポーツ指導センターのほうに広域スポーツセ

ンターというホームページを開設しておりまし

て、そちらで十分ネットワークを張らせていた

だいて、情報提供させていただきたいというふ

うに考えているところであります。

これがネットワークの活用という○井本委員

意味なの。

事業としては、ネッ○得能スポーツ振興課長

トワークという点では、こういった部分かなと

考えているんですけれども、先ほど申し上げま

したように、12ページの体系図から読み取って

いただけるとありがたいんですが、各３つの柱

が独立はしておりますけれども、それらをつな

ぐ役割というのがあるわけでありまして、それ

、が情報の先ほど申し上げたネットワークであり

指導者の養成であり、指導者同士の連携という

のも当然入ってくるわけでありますけれども、

そういった連携というものがこちらのほうでは

考えられるのかというふうに考えております。

だから、その連携はどの事業にな○井本委員

、 。るのかと私は言いよるわけよ 予算書の中では

事業名はどれですかと言ってるだけよ。そんな

難しいことは聞いとらんわけよ。いろんな組織

があるわけでしょう。その組織がやっぱりネッ

トワークを組んで、そしてお互いに情報交換し

合って強くなっていくというのは大切だという

ことでしょう。

課長、例えばこの３つの柱があ○押川委員長

るわけでありますけれども、この中でやろうと

する具体的な事業等があれば、それを述べてい

ただいて、言われるように、このネットワーク

の中で進めるということでちょっと話を、でき

ればしていただければ理解があると思いますけ

ど。

11ページの４番に、○得能スポーツ振興課長

次代を担う子どもたちの体力向上の推進という

のがありますが、これは具体的には予算書のほ

うでは、学校体育指導費の中の特に「子ども体

力アップ事業 、これが一つ大きく、予算説明資」

料の487ページになりますけれども、具体的に生

涯スポーツコーディネーターフォローアップ事

業、ここで養成します体育指導員の方々が連携
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、を図って進めていくということになるんですが

先ほど申し上げました11ページの子ども体力

アップ事業 それから真ん中の総参加型のスポー、

ツの推進では、社会体育指導費、こちらに含ま

れる事業、そして３つ目が、感動と夢を生み出

す競技スポーツの推進では、競技力向上推進事

業費、こちらに含まれる事業がこの３つの柱を

進めている具体的な事業であります。それらを

つないでいきますのが、先ほど申し上げました

生涯スポーツコーディネーターフォローアップ

事業といったようなものを具体的な事業として

考えているところであります。以上でございま

す。

この生涯スポーツコーディネー○井本委員

ターフォローアップ事業で連携ができるのかど

うか ちょっと私もあんまりわからんけど 我々、 、

が特別委員会をつくってやったときも、横と、

みんなとの連携がとにかく必要だということは

随分言ったんですよね。まず金をかけること、

そして指導者が大切だということ、そして横と

横とのいろんな連携が必要だということで提言

して、だけど、久しぶりに教育委員会に帰って

くると、どこにそれが行ったのかなという感じ

、 、がしたものだから やっぱり強くなるためには

お互いに連携し合ってやることが私は大切だと

思いますし、これはこれで、フォローアップ事

業がそれをやってるというならそれで結構です

が、ひとつその辺の観点を逃がさないようによ

ろしくお願いします。

それから、もう一ついいですか。497ページの

西都の保存事業、これは上の木を切るだけでも

せめてできないものなんですかね。それができ

れば全然違うんだがなという、木があるという

ことがそもそも当たり前じゃないわけだから、

あの木を切るというだけで全然感じが変わるん

ですがね。その辺はどうなんでしょうか。そう

いう要請はしたんでしょうか。

おっしゃるとおり、木があ○清野文化財課長

ることによって、なかなか見づらいというのは

、 、確かにあるんですけれども 過去からしますと

かなり文化財課のほうでやりました測量事業で

ありますとか地中探査事業の際に、随分一定の

大きさの木の伐採等はやらせていただいており

ます。したがって、従前からしますと、かなり

見やすくはなっておりますが、ただ、宮内庁の

考え方といたしまして、墳丘の上、マウンドの

上は絶対手をつけさせないという基本方針がご

ざいまして、なかなか厳しいところでございま

す。環境整備等につきまして、せんだって教育

長にも宮内庁に足を運んでいただきまして、陳

情も行っていただいたところでございます。以

上でございます。

わかりました。もう一つ、482ペー○井本委員

ジの上のほうの地域いきいき読書活動推進事業

というのがありますが、これはどういう事業で

すか。

これにつきまして、各教○勢井生涯学習課長

育事務所単位で読書に関します講座を開設して

いるものでございます。各教育事務所ごとに年

３回実施いたしまして、地域住民の方に読書や

あるいは本の選び方についての講座等を行って

おります。

これは毎年、何年間か続いてるん○井本委員

ですかね、この事業は。何人ぐらい来ますか。

少々お待ちください。先○勢井生涯学習課長

ほどの読書活動につきましては、読書活動推進

講座という形で実施しておりますが、平成19年

度の実績で、７事務所合わせまして1,564名の参

加がございます。

フィンランドなんかは１人の人が○井本委員
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読む本が非常に多くて、図書館から貸し出す本

が年間平均21冊、日本はどのくらいか私もわか

らんけれども、１冊もあるかないかという感じ

がするけど、やっぱり本を読むということは、

何物にもかえがたいものが私はあると、テレビ

とか何とか見るよりも、本に親しむというそう

いう態度がね。ぜひともひとつ、これからも続

けてよろしくお願いします。以上です。

委員会資料の26ページ 全国スポー○川添委員 、

ツ・レクリエーション祭開催事業ですが、これ

は主催者が文科省を初め５団体と、ほかの国と

県以外では特に助成金とかはあったんでしょう

か。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

この事業の財源として、国庫補助金で進室長

１億3,815万円を見込んでいるところです。

それ以外の体協とか日本レクリ○川添委員

エーション協会とか、それからの支援とか金銭

的な援助とかはなかったんですね。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

そういうところからは金銭的な援助は進室長

ございません。

金銭以外の支援というのは特段あ○川添委員

るんでしょうか。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

例えば日本レクリエーション協会であ進室長

りますと、特別行事にニュースポーツ体験コー

ナーというのを種目団体ごとに開催すると。そ

れから、全国体育指導委員連合あたりは、全国

の方へのこの体験等に参加をしなさいというよ

うな具体的な話をしていただいていると。日本

体育協会のほうも、スポーツレクリエーション

祭に関係する種目についての支援はしていただ

いております。

あと、ちょっと私も基本的なこと○川添委員

でお伺いしますが、これは全部で24種目あるわ

けですか。フリーと基本種目で、大体中心にな

、る種目はどういった種目があるのかというのと

シンポジウムが開かれるんですが、武道館でど

ういった形のシンポジウムが開かれる予定に

なっているんでしょうか。よろしくお願いしま

す。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

どの種目が中心になるかということで進室長

すけれども、都道府県代表参加種目の18種目が

毎年開催される種目ですので、これが中心にな

るのかなと。そして、６種目についてのフリー

参加種目は、宮崎県が独自に取り入れたもので

ございます。それと、シンポジウムにつきまし

ては、この大会そのものが生涯スポーツの祭典

でございますので、生涯スポーツの振興になる

ようなシンポジウムで、かつ集客力のある方を

呼んでシンポジウムをしたいということを考え

ているところです。

これは18種目の代表的な種目はど○川添委員

ういった種目があるんですか。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

人数の多いもので言えば、マスターズ進室長

陸上競技、それから壮年サッカー、女子ソフト

ボール、それからゲートボール、こういうよう

なものが参加人数が多い種目でございます。

あと、祭典内容はここに出ており○川添委員

ますが、３億6,000万の具体的な使い道を教えて

いただけると。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

一番使いますのは、都道府県代表参加進室長

種目の会場地への補助金、これを１億3,900万ぐ

。 、らいを今考えているところです それと輸送費

選手が開会式とかそれから種目別大会での輸送

等絡みますので、これも１億1,500万ぐらいを考
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えておりますので、この２つが非常に大きな額

になっております。

最初の１億3,000万というのは大会○川添委員

への交通費ということですか。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

いえ、大会の運営補助金です。会場市進室長

町にお願いする種目の大会運営補助金として予

定しております。

例えば、これは多分、この額、シ○川添委員

ミュレーションされていると思うんですけど、

会場の借り上げ賃とか人件費ということでしょ

うか。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

基本的には大会の会場は減免申請をお進室長

願いしているところですけれども、会場によっ

て、例えば民間の施設を使うものについては会

場使用料もございますけれども、例えば大会運

営の競技役員の旅費とか、そういうようものに

補助をしております。

次の１億1,000万というのが交通費○川添委員

に充てられるわけですか。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

そのとおりです。進室長

残りはどういったことに使われる○川添委員

んでしょうか。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

開閉会式、特別行事等に7,200万円ぐら進室長

い、それから県民への周知のための広報に2,000

万円程度、そして総務費として式典本部の運営

等がございますので、それに1,400万円程度とい

うことで、今３億6,000万の振り分けを予定して

おります。

これは予算申請の段階で若干絞り○川添委員

、込まれたというふうに聞いておりますけれども

どの部分が一番削られた部分だったんでしょう

か。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

一番削られましたのは、種目交流費の進室長

運営補助金等が削られました。

一番冒頭の１億3,000万の部分です○川添委員

ね。

○川井田全国スポーツ・レクリエーション祭推

はい。進室長

。 、○川添委員 わかりました 少ない費用ですが

効果的に使って、ぜひ大成功に導いていただき

たいと思います。

次に、人件費、477ページです。これで見ます

と、476ページから、小学校、中学校、高校、そ

して次のページ、特別支援学校の人件費が計上

されているわけですが 小学校は 単純に平成20、 、

年度の予算と今年度を比較してみると、約４

億6,000万減っていますね。高校についても約４

億3,000万減っていますが、中学校については１

億9,000万、約２億近く人件費がふえているわけ

ですね。ということは、小学校、高校について

は、教員の方、大分削減されたんですが、中学

校についてはふえているということで、これは

それぞれ何人ずつ減ったりふえたりしているの

か、増減をお聞きしてもよろしいでしょうか。

教職員の数ということでお○堀野教職員課長

答えさせていただいてよろしいでしょうか。教

員の数というのは、御承知のとおり、児童生徒

数の増減によって影響されます。小学校と高等

学校について申し上げますと、当然翌年度の児

童生徒数の見込みを立てます。それで人件費の

積算をするんですけれども、小学校費について

はマイナス72名の教職員の減、高等学校費は36

名の減を見込んでおります。中学校費について

は９名、特別支援学校費については４名の増と

いうことで計上させていただいているところで
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ございます。

小学校と高校で約108名減少しまし○川添委員

て、中学校については９名ふえていると。これ

は、政策的に一応中学校で少しふやしたという

形になるわけですか。

、○堀野教職員課長 学校と児童生徒数に応じて

当然学級が変動します。生徒数がふえれば学級

がふえるということになりますので、その関係

で教職員の数もふえていくということになりま

。 、 、 、す したがって 中学校 特別支援については

そういったことの影響によってふえるというこ

とでございます。

全体では一応100名近く減っている○川添委員

わけですが、前のページ、475ページ、非常勤講

師手当、これが７億2,500万計上されているんで

すが、昨年からすると少しふえているんじゃな

いかと これはどれぐらい増加しているんでしょ。

。 、 。うか あと人数がもしわかれば 見通しですね

ちょっと時間を下さい。○堀野教職員課長

ちょっと別の質問を先にいたしま○川添委員

す。482ページ、図書館運営費、これも7,597

万5,000円計上されておりますが、これは昨年よ

り大分御努力されて削減されております。2,000

万近くですね。それから、次のページ、美術館

の運営費についても１億7,898万2,000円、これ

も1,000万以上経費削減されていると。この２つ

について、どういったところに経費削減が図ら

れたのか。

まず、図書館費の関係で○勢井生涯学習課長

ございますが、まず、この図書館の管理運営費

につきましては、実は図書館の維持補修工事費

が前年度1,796万7,000円ございました。こちら

がなくなったことによりまして、その金額が減

少したものでございます。それから、美術館に

つきましても、約1,000万程度減少しております

が、こちらにつきましては、警備ですとかその

他の委託料の見直しによりまして約500万落ちて

おります。それとあわせまして、科目といたし

ましては、次のページ、484ページの７番に普及

活動専門員報酬等とありますが、これは美術館

の非常勤職員の業務の見直しを行いまして、前

のところに計上していたものを、こちらのほう

で３名分計上してたんですが、後のほうで５名

計上しておりました。合計８名分をこの484ペー

ジで７名分計上いたしました。これは、中で美

術館のいろんな来館者のサービスですとか、あ

るいはアトリエ等のいろんなサービスをする非

常勤職員がいるんですが、そういった人たちが

これまでばらばらに活動しておりましたのを、

同じ相談員ということでまとめまして、うまく

連携をとって１名減少できたということで、最

終的にはその分の減少がございますが、ここで

はその450万が丸々落ちた形になっておりますの

で、ちょっと金額が大きく出ております。以上

でございます。

わかりました。次に、498ページの○川添委員

博物館の運営費、これが１億1,400万、あわせて

考古博物館、こちらのほうが１億2,600万、こち

らは800万ほど減少しているんではないかと思い

ますが、減った要因についてお尋ねをいたしま

す。

一つは、人件費的委託料等○清野文化財課長

の見直し、それから光熱水費の見直しというの

が大きゅうございます。それから、考古博物館

も同様でございます。基本的には、そういった

見直しによって節減を図ったということでござ

います。

わかりました。引き続き、またよ○川添委員

ろしくお願いいたします。

次に 489ページ 国民体育大会経費１億5,870、 、
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万8,000円ということで、これもこの右上の20年

度の１億4,900万からするとふえておりますが、

昨年度の経費が幾らだったのか、幾ら増加して

いるのかお伺いいたします。

この国体の経費につ○得能スポーツ振興課長

きましては、派遣費がほとんどなわけでありま

すけれども、本年度、20年度は、本会場は大分

で開催されました。来年については新潟県で開

催されるということで、まず額的には、そのほ

。うの派遣費がふえているということであります

なお 派遣費について申し上げれば 本年度8,124、 、

万2,000円でございます。

場所が新潟のほうに遠くなったの○川添委員

で、結局乗りかえ便ですかね、飛行機で行くと

すれば。電車にしても遠くなるということです

よね。具体的に、今、少しおっしゃいましたけ

れども、使い道は合宿費用とか派遣費用とかあ

ると思いますけど、大まかにその使い道と種目

、 。数 それから派遣人数はわかりますでしょうか

派遣人数につきまし○得能スポーツ振興課長

ては、積算としては、大体500名を念頭に置いて

積算をしているところでありますが、基本的に

は、過去３年間で最大の人数ということで積算

。 、を例年するようにいたしております それから

この国体の経費につきましては、合宿とかでは

、 。なくて 純粋に派遣費ということでございます

以上でございます。

宿泊費も含まれるわけですね。○川添委員

そうでございます。○得能スポーツ振興課長

ということは、何日間滞在するか○川添委員

にもよりますけれども、大体１人どれぐらいの

金額なんですか、アバウトで。

ちょっとお時間をい○得能スポーツ振興課長

ただいてよろしいでしょうか。九州ブロックの

派遣費、それから新潟の派遣費等も一緒に入っ

ておりますので、単価的には６泊７日というこ

とで基本的には考えているんですが、期間が競

技によっても若干違う部分がございますので、

小分けにするのは非常に難しい部分がございま

す。

単純に１億5,800万を500人で割っ○川添委員

たら、31万円ぐらいになりますよね。前もって

行かれる方とか、そこからまた会場に行かれる

費用とか いろいろ複雑なんでしょうけど やっ、 、

ぱり20～30万の費用がかかると。

そうでございます。○得能スポーツ振興課長

ここで、委員の皆様方にお諮り○押川委員長

をいたしますけれども、本日４時までというこ

とになっておりますけれども、このまま継続し

てよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、継続いたします。○押川委員長

わかりました。あと、その下に出○川添委員

ています全国スポレク祭の大会運営経費という

ことで585万6,000円計上されておりますが、こ

れは推進室とは別にスポーツ振興課が予算計上

しているというのはどういう理由なんでしょう

か。

これは、例年、全国○得能スポーツ振興課長

スポーツ・レクリエーション祭には参加をして

おりますので、そちらのほうの分は、例年、私

たちのほうで予算計上するということで、推進

室のほうの予算とまた別でございます。

。○川添委員 具体的に何に使う予算なんですか

これも派遣費でござ○得能スポーツ振興課長

います。それと、ユニフォーム代の半額という

ことで計上しているところでございます。

わかりました。次に、委員会資料○川添委員

の11ページ、先ほどから出ておりますスポーツ

振興基本計画ですが、ちょっと前回の改定前の
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やつが、私、手元にないものですから、前回の

どういうふうに変わってきたかというのが少し

わからなかったんですけれども、要点だけ絞り

ますが、具体的に、例えば総合型地域スポーツ

クラブとか県民参加型のスポーツの推進という

のも、大分いろいろ動き出してきているという

ふうに聞いているんですけれども、すばらしい

目標の課題といいますか、出ている中に 「成人、

の週１回以上のスポーツ実施率を50％以上にす

ること」という、より具体的な目標が掲げられ

ながら、また、先ほどの国体の総合成績30位台

を維持すると、こういったところはわかりやす

、 、いと思うんですが この50％以上の今後の検証

それから、どんなふうにしてそこ辺の普及度を

見ていかれるのかお伺いいたします。

この成人の週１回以○得能スポーツ振興課長

、 、上のスポーツ実施率50％以上というのは 毎年

。県の調査統計の中で県民意識調査が行われます

その中の１つの項目として入れていただいてい

るところで、その結果でこちらのほうをいただ

いているということで、数字としては確認をし

ているところでございます。

どれくらいのスパンで数字的に検○川添委員

証していかれるのか。

調査そのものは、毎○得能スポーツ振興課長

年調査をいたしております。

あと、より具体的に、こういった○川添委員

県民総参加型のスポーツに大体どれぐらいの方

、が地域で参加しているかというようなところも

参加人数を集計していくと、ある程度見えてく

ると思うんですが、そこ辺の手法とかについて

。もいろいろ検討していらっしゃるんでしょうか

この県民総参加型の○得能スポーツ振興課長

スポーツの推進については、具体的には、県民

総合スポーツ祭という事業を通して 県民の方々、

にスポーツに対する関心等も高めていただけれ

ばということで 実際 運動公園のほうに集まっ、 、

てやりますこの祭典とは別に、それぞれ地域ご

とに予選をされるところもございますし、市郡

代表という形で出てこられるところが多いわけ

であります。競技によって違いますけれども、

そういった数が各地域でどれだけいらっしゃる

のかちょっと把握できませんけれども、一人で

も多くの方にそういった地域の大会にも参加し

ていただくし、また、地域のそういった予選な

しに、本大会といいましょうか、中央の大会に

も体験的に参加ができるようなプログラムを用

意しておりますので そういったところでスポー、

ツに対する取っかかりを皆さん見つけていただ

ければありがたいというふうに思います。

わかりました。最後に、先日、宮○川添委員

崎観光ホテルで若山牧水賞の授賞式が行われた

んですけれども、これは21年度も実施されると

思うんですが、予算はどこの部分に計上されて

いるんでしょうか。

若山牧水賞につきまして○勢井生涯学習課長

は、宮崎県と宮崎県教育委員会、共催というこ

とになっておりまして、予算につきましては、

知事部局のほうで計上いたしております。

。 。○川添委員 わかりました 以上で終わります

先ほど、非常勤講師の御質○堀野教職員課長

問がございましたので、お答えします。非常勤

講師の場合は、勤務時間といいますか、週単位

の時間数というのがそれぞれ異なりますので、

一概にこの人数というのが正しいという、条件

が違うということで御理解いただきたいんです

けれども、平成20年度は約390名程度でございま

したけれども これについて約440名ですので 50、 、

名程度の増員ということにしているところでご

ざいます。これはそれぞれの学校で、特に中学
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校とか教科別のところで教職員の数が減ります

ので、どうしても対応できない教科数が出てま

いります。そういった分について非常勤講師で

対応するとか、そういった学校のニーズに対応

して措置するものでございます。以上です。

先ほど、約100人弱、90人ぐらい、○川添委員

特に小学校と高校で、県の行革大綱にも合うよ

、うに努力されていただいているんですけれども

、 、一方で やはりまた非常勤講師の方が50人程度

当然足りなくなる部分を手当てするということ

で、ふえているというような感じがしてるんで

すけれども、そういうことでよろしいでしょう

か。

正規職員については、定数○堀野教職員課長

措置に基づいて、当然その定員管理というのも

大きな枠内でございますので、その中で動いて

いるというのは事実でございます。非常勤講師

、 、というのは そういった定数の枠外の話として

国のほうで措置できない部分等について、それ

ぞれの学校の実情に合わせて、例えば20時間と

か10時間といったぐあいでやっている分でござ

いますので、そういった定員管理と必ずしも密

接に関連するということではないとは思ってお

ります。

総務課長か教育長かわかりません○萩原委員

けど、477ページ、財源の内容についてちょっと

教えていただきたいんですよ。私も勉強不足な

ものですから。例えば、小学校の教職員の人件

費、4,478名分が374億幾らかあるんですが、国

庫、国が10分の10、その次が国が３分の１、県

が３分の２、県単と書いてあるんですよね。そ

れから、中学校を見ると、これも同じようなこ

とが書いてあります。高等学校は国庫補助はな

いないみたいな、これはずっと特殊学校も全部

そろえて今計算してみたんですけど、この一般

財源で措置している、当初予算で措置している

のは、地方交付金で全部含まれて返ってくるん

ですか。

国庫支出金は、いわゆる国○堀野教職員課長

庫負担金ということで、小中学校の義務の分で

すけれども、人件費の３分の１について国が措

。 、置していると それ以外の３分の２については

今委員、御指摘ございましたけれども、交付税

の中で措置されている分と、さらに、それぞれ

県単で措置している分もございますので、その

分がこの一般財源の中に含まれております。

これは こういう分け方は好きじゃ○萩原委員 、

ないんですけど、教師と職員の数で別々に来る

。 。んですか それとも教職員全体で来るんですか

小中学校の場合は、教職員○堀野教職員課長

全体で基本的には参ります。

高等学校も特殊学校も、全部国○萩原委員

の100％補助と見ていいわけですね。

高等学校及び特別支援学校○堀野教職員課長

の高等部につきましては、国庫負担金制度はご

ざいません。ただ、国の説明でいけば、地方交

付税の中でその分については措置しているとい

う説明はございます。以上です。

地方交付税の中に、この札に書い○萩原委員

てないんですよね。これは高校の先生の給与で

すよとお札に書いてないから、いわゆる財政課

のほうから、その見合う額は全部教育委員会に

来ているんですか。

当然来ているものというふ○堀野教職員課長

うに私は考えております。

来ているものと思っているわけで○萩原委員

すか。

はい。○堀野教職員課長

そうですか。まあいいです。これ○萩原委員

は後でまた。もう一つ、結局丸抱えだから、例
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えば文科省の言う知・徳・体を優先していると

いうことになるわけですね。どうですか、教育

長。

今、教職員課長がお答えしまし○渡辺教育長

たように、基本的に、小中学校、いわゆる義務

制の学校の負担については、国庫負担金という

ことで国が３分の１手当てをします。残り３分

の２の部分については、基本的には地方交付税

で裏打ちをする。高等学校あるいは高等部につ

いては、これは国庫負担金制度がありませんの

で、地方交付税の基準財政需要額の算定におい

て、学級数等に応じて必要な算定をして、その

分が交付税で基準財政需要額として裏打ちをさ

れているということです。決算と予算額とがど

うなっているかということについては、ちょっ

と私のほうも手元に資料がございませんけれど

も、基本的には財政当局において必要な額を措

。置いただいているというふうに考えております

それと、徳・知・体の話は、直接的な関係はご

ざいません。以上です。

ほかにはございませんね。○押川委員長

以上で、特別支援教育室、教職員課、生涯学

習課、スポーツ振興課、全国スポーツ・レクリ

エーション祭推進室、文化財課、人権同和教育

室の審査を終了いたします。

執行部の皆様、御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後４時14分休憩

午後４時17分再開

委員会を再開します。○押川委員長

再度お諮りいたしますが、このまま続行か明

日かということで、それぞれ分かれております

から、裁断をしたいと思いますが、それぞれ日

程も４日間とっているということでありますか

ら、時間も来ましたので、明日ということでよ

ろしいでしょうか。それでは、明日の10時とい

うことで。

お諮りをいたしますが、総括質疑につきまし

ては、明日10時からということで行いたいと思

います。よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

そういうことで、本日の委員会○押川委員長

は終了させていただきます。御苦労さまでござ

いました。

午後４時18分散会
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平成21年３月12日（木曜日）

午前９時58分再開

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 福 田 作 弥

委 員 井 本 英 雄

委 員 萩 原 耕 三

委 員 太 田 清 海

委 員 図 師 博 規

委 員 田 口 雄 二

委 員 川 添 博

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 渡 辺 義 人

一 原 則 幸
教 育 次 長
（ 総 括 ）

教 育 次 長

寺 田 建 一
（教育政策担当兼
全国高等学校総合
文化祭推進室長）

満 丸 洋 一
教 育 次 長
（教育振興担当）

総 務 課 長 金 丸 政 保

政 策 企 画 監 吉 村 久美子

財 務 福 利 課 長 井 上 貴

学 校 政 策 課 長 黒 木 正 彦

学 校 支 援 監 二 見 俊 一

特別支援教育室長 瀬 川 健 治

教 職 員 課 長 堀 野 誠

生 涯 学 習 課 長 勢 井 史 人

スポーツ振興課長 得 能 剛

川井田 和 人
全国スポーツ・レクリ
エーション祭推進室長

文 化 財 課 長 清 野 勉

人権同和教育室長 厨 子 透

事務局職員出席者

政策調査課主幹 斉 藤 安 彦

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

それでは、委員会を再開いたし○押川委員長

ます。

教育委員会全般並びにその他を含んで、質疑

はございませんでしょうか。

育英資金関係の滞納の問題なんか○太田委員

がきのう質疑をされましたが、全体的に見て、

高校の授業料の滞納の問題も全国的になってき

ているわけですが、宮崎県の場合、そういった

滞納に対する処置とか、それと卒業証書の云々

という問題もあり、これもなかなか難しい問題

。 、だろうと思うんですね 社会に出るに当たって

きちんとしていこうではないかという教育の一

環もあるだろうし、そのあたりを私も考えてみ

たときに、ちょっと難しいかなと思いまして、

ちょっと現在の教育委員会としての考え方があ

ればお聞かせいただきたいと思います。

まず、授業料の滞納とい○井上財務福利課長

うことについてでございますけれども、授業料

の納入が困難な家庭に対しましては、授業料減

免制度というものがございまして、原則的に授

業料の滞納という事象は起こらないはずのもの

になっております。したがいまして、本県にお

きましては、各年度末における授業料滞納者と

いうのは、少ないときにはゼロ、多くても５名

でございまして 平成19年度の場合は２名になっ、

ております。この２名のうち、お１人は単位を



- 107 -

取得しませんで、退学という形になりました。

もう１人は授業料未納のまま卒業したわけでご

ざいますけれども この方には卒業証書はわたっ、

ております。このお２人について、卒業後も授

業料納入は当然行っていただく必要があるわけ

でございますけれども、御両親ともどもお話を

しまして、お支払いいただくということで今話

がついている段階でございます。以上でござい

ます。

人数が少ないようですから、ある○太田委員

程度、対応しやすいだろうなと思いますが、こ

れはある程度、人数がふえてくると、卒業証書

を渡すかどうかも含め、非常に教育的に悩まし

い問題の議論になろうかなと思ったものですか

ら、本県の場合は、十分対応できる、小まめに

相談ができる状況のところであるということで

いいですね。わかりました。

もう一つ、それと先生たちの精神的な問題と

かも含め、私たちから見ても、できたら先生方

が現場で伸び伸びと仕事をしていただく環境が

できるといいがという思いを込めながらの質疑

なんですけど、例えば教育委員会から現場のほ

うに通達なり通知なり出すときに、現場の先生

方、組織の中でも校長先生以下、いろんな通知

を本当にまじめにとらえられて現場の先生方に

おろしたり、こういう対応をお願いしたいとい

うことでいくだろうと思いますが、教育長のこ

の前の補正のときの審査の中でも、教育委員会

としては、先生方が妙に萎縮しちゃいかんと、

そういう思いでありますということを聞きまし

たので、十分そこ辺は理解しながらという思い

なんですが、通知、通達なり、それが現場では

増幅されて、意図しないところの方向にいった

りして、先生方がぎゅっと精神的につらくなる

ようなことではまたいかんなと。だから、その

両面もあることをぜひとっていただいて、言わ

れたとおり、本当に伸び伸びとできるように、

萎縮しないような現場のことの配慮もお願いし

たいがと思いまして、ひとつその辺のところで

意見がありましたら、一言お願いしたいと思い

ます。

私、教育長に就任してやがて１○渡辺教育長

年になりますけれども、この間、学校現場も随

分回りまして、教員の方々とも昼あるいは夜、

お話をする機会も多いんですけれども、大方の

先生、非常にまじめで、熱心に教育に取り組ん

でいただいていると思っております。ともすれ

ば、まじめがゆえに過敏に反応しがちなところ

があるのかなというふうに私は思っておりまし

て、それはまじめさ、生まじめさがなせるゆえ

んかなと思いますけれども、そういったところ

は、余り肩に力を入れずに、過敏に反応しない

、 、 、ように また 事あるごとに私なりに注意して

円滑な関係を築いていきたいと このように思っ、

ております。以上です。

その辺のところが私たちもわかっ○太田委員

たものですから、ぜひそういうことでお願いし

たいなと思っております。

最後になりますが、ネットいじめ対策推進事

業、本当にこういったところを今の教育現場で

対応しなきゃならんというのは、非常に歴史の

進歩の中で、こういう時代の流れの中で、やむ

を得ない対応なんだろうなと思いますし、実際

これで私もいいと思っております。ただ、私も

ある高校の卒業式に出たときに、答辞を行った

３年生の女の子が、その答辞の中でこんなこと

を言っていました。私がいろんな部の活動とか

生徒会活動をやろうとしたときに、ドキドキし

てできなかったと。そしたら先生が 「もういい、

が。失敗しても命をとられるわけじゃないが。
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だから堂々と思い切ってやりなさい」と言われ

て、先生から押し出されて、それでやることが

できましたと。本当に先生のそういう励まし、

「命がとられんちゃからいいがね」というよう

な言い方の指導には本当に感謝しておりますと

いう答辞を女の子が言われたわけですが、教育

というのは、もちろんいろんな知識を教えてい

くということですが、その子の将来にわたって

、何か精神的なものを教えていくという意味では

本当に大事なことだろうと思うんですね。いろ

んな教え方があると思うんですよ。このネット

いじめも関連して考えると、子供たちが余りに

も周りのことを気にして、私もネットいじめの

内容はあんまりわからないんですが、余り気に

しないということ、鈍感であるということもい

いんだよということを、何かこういう社会の中

で、いろんな誹謗中傷が飛び交うような中で、

鈍感に生きていくということも生きる力として

必要なのかなと思いまして、その答辞の中で言

われた女の子の先生が、こういう見事な励まし

を私にしてくれましたというのもいい教材じゃ

ないかなと思いまして、このネットいじめに関

連して、ちょっと意見として言わせてもらいま

したが、そういうこともひとつ参考にしていた

だきたいなと思っています。特別意見は求めま

せんけど。

何かあれば。○押川委員長

ネットいじめ対策の新規事業を○渡辺教育長

今回組ませていただきましたけれども、決して

これは我々望んでやっているわけではないので

あって ネットの世界というのは まさしくバー、 、

チャルな世界であって、えてして今の子供たち

は、パソコンとかあるいは携帯電話が発達普及

して、今までは外遊びでいろんなストレス等も

、 、発散していたものが やっぱり内向きになって

ゲームの世界等々にのめり込んでしまうと。そ

ういうバーチャルな世界にのめり込んでしまう

と、人と人との生のワン・オン・ワンの関係が

できないということで、ネットの世界だからこ

そ発生するいじめとか、匿名性が高い上でのい

じめとか、いっぱい発生するわけですね。だか

ら、そこのところは、きちんと我々としても、

やりたくはないんだけれども、やはり子供たち

がそういう被害に遭っているんであれば対策は

打たざるを得ない。本来的にはあるべき姿じゃ

ないと思うんです。したがって、子供たちに一

番に必要なのは、じかに自然とか人々との本当

のフェース・ツー・フェースの関係を築いて、

そういう教育をしていくことが一番大事だと思

います。そのために、県教育委員会としても市

町村教育委員会と連携として、自然体験活動だ

とか奉仕活動とか、いろんなそういう社会体験

活動、自然体験活動等を取り入れて、生の関係

を築いていく取り組みを一生懸命力を入れて今

やっているというところです。やはり人間は生

身の存在ですから、そこのところを押さえてお

かないと、間違った方向に子供たちを、まさし

く管理教育になってはいけないと思っています

ので、その辺は十分注意しながらやっていきた

いと思っております。以上です。

２～３お伺いします。今、経済が○田口委員

こういう状況ですから、今の高校生の就職率と

いうのも非常に心配な状況なんですね。今の時

点で細かい数字はわからないでしょうが、昨年

と比較して、現時点でどのような状況かをまず

教えていただきたいんですが。

１月末現在、就職希望者○黒木学校政策課長

、 。の内定状況でありますが 91.6％でございます

これは、昨年同期に比べて0.4ポイント高いとい

う状況で、随分心配してきたわけですが、学校



- 109 -

側のいろんな努力等もありまして、今年度につ

きましては、昨年度と比べ、今のところ同程度

の結果が出ているという状況であります。

そうすると、１月まででプラス0.4○田口委員

％ですね。心配してたんですけれども、91.6％

という数字を聞いて少し安心しました。特に高

校生は、初めて社会に出る方がほとんどだと思

うんですね。そういう意味では、夢やら希望を

いっぱい持っていこうとしたときに、その時点

で挫折するような、まさにニートとかそういう

世界に入っていく可能性もあるものですから、

今後、就職、特に来年度はもっと心配な状況が

あると思いますので、さらに引き続きいろんな

企業とのパイプとか情報収集にはぜひとも努め

、 。ていただきたいと そのように思っております

、 、それから 先ほど太田議員も言われましたが

学校裏サイトとかそういう問題でのいじめの問

、 、 、題とか つい先日 三重県の高校生が自殺して

何か７名の関係者の名前を書いて自殺という報

道もありました。そういう意味では、僕らの時

代には考えられない陰湿ないじめ、あるいはお

金を取ったりとか、そういう状況もあります。

もしデータがあればちょっと教えていただきた

いんですが、宮崎は非常に自殺率が高いんです

けれども、18歳以下の自殺というのは、何か数

字は出ているんでしょうか。

ちょっと今、データが手○黒木学校政策課長

元にございませんので、確認させていただきた

いと思います。

成人以下の皆さんの自殺率が高く○田口委員

てということは多分ないんではないかという想

像もできますので、そういう子供たちのいわゆ

る教育現場でのケアをしっかりやっていただき

たいと思いますし、少なくとも三重県のような

ことにはならないように努めていただきたいと

思います。

それから、最後に要望といいますか、最近、

非常にうれしい傾向なのが、郷土芸能というの

、 、 、が 日本のもともとの芸能が いろんな地域で

例えば延岡ですと、神楽とか能狂言とか、こう

いうものが非常に今盛んになってきております

し、それでうれしいのは、成人式なんかもそう

、 。ですが 非常に和服の方がふえているんですね

だから、いろんなところに、祭りのときでも浴

衣を着てくる子とか、そういうような日本本来

のそういう伝統的なものが非常に最近見直され

てきていると。これは私は非常にいいことだと

思っておりますので、これはまた教育の現場で

、もぜひともそういう形で進めていただきたいと

このように思っております。

国のほうに報告をいたしま○二見学校支援監

した児童生徒の自殺者の推移ということでござ

いますが、19年度の報告によりますと、中学校

で１名、高等学校で１名、これは学校に在籍す

る18歳以下ということでしかお答えできません

けれども、そのような状況でございます。

その自殺者の関連でちょっと、世○井本委員

界の子供たちに調査すると、日本の子供たちが

一番孤独であるという、何か世界で一番それが

多いらしいですね やっぱりその辺が大人になっ。

てだんだん自殺率が高くなる原因の一つかなと

いう気がするんですね。学校で起きている問題

を、ひいては社会にずっとまた引きずっていく

という気がするんですよね ずっと 大人になっ、 、

て。一番、今起きているモンスターペアレント

の話とか、それからいじめの問題とか、そうい

うものの根源は何なのかなと思うと、多分に社

会全体の信頼関係がどうしても薄くなっている

。せいじゃないのかなという気がするんですよね

ですから、そういう教育現場において、やっぱ



- 110 -

、 、 、 、り先生 生徒 父兄 それから周囲の社会環境

その辺の人たちとの信頼関係を意識してつくっ

ていくということが大切じゃないのかなとこの

ごろ思うんですけれども、その辺のことについ

てはどうですか。

委員が本会議でもおっしゃ○二見学校支援監

いましたその大らかさといいますか、子供たち

は本来、学年で区切って上がっていきますけれ

ども、同じ２年生でもやはり発達段階は違いま

すので そういう子供を見る目というのは やっ、 、

ぱり教師はしっかり持たないといけないという

ふうに思います。こうあるべきだという線を引

いて追い込むということは、やはり子供にとっ

てはつらいといいますか、背伸びをしないとい

けないといいますか、そういうこともあると思

いますので、これは学校だけでできることでは

決してありませんので、今お話ありましたよう

に、地域であったり、特に保護者とのつながり

を持っていかないといけないというふうに思っ

ております。また、そんなふうに努めていきた

いと思っております。

だれが悪い、かれが悪いというこ○井本委員

とじゃないとは思うんですね。やっぱり関係と

いうことは、みんなが、そういう一人一人が気

をつけて、いい関係を築いていかないかんとい

うふうに思うんですね。ただ、教育現場である

限り、また教師が人を育てるという職業である

限り、中心的な役割を担っているということは

恐らく間違いないだろうと思うんですね。そう

いうことから、本当に先生が、生徒に対しても

そうですが、周りのＰＴＡやら、あるいは自分

、が住んでいる周りの人たちとの関係においても

できるだけ溶け込んでいくというか、そういう

努力をしてほしいなという気がするんですね。

そういう社会に溶け込んでいくということは何

か考えておられるんでしょうか。

これは東臼杵におりました○二見学校支援監

ことからですが、地域システムづくりというの

を東海地区でやったことがございました。その

ときに、もちろん東海地区の学校の職員も出て

きていただきました。地区の方も出てきていた

だきました。その広げた形で日向で１回大きな

大会をやったんですが 「学校の先生方がこうい、

うイベントがある、行事があるということを知

らせてくれればもっと出たのに」と言われる方

もいらっしゃいましたし、実際に子供連れで参

加していただいた方もいらっしゃいました。あ

の会場が入り切らないぐらいいっぱいになった

のを覚えておりますけれども、やはり周知、こ

ういうことをやるんだというまず周知が先だと

思いますし、待っておられる部分もあるんだろ

うというふうに思いますので、また積極的に働

。きかけていきたいというふうに思っております

もう一つ、最後に教育長に、教育○井本委員

長もなられてどのくらいになりましたか。半年

ぐらいなりましたかね。本当に大変だろうとい

う気がするんですけれども、ほとんど国から来

る、こうしなさいというふうにやってきて、本

来、地元の現実に応じたそういう教育、本来、

、 、宮崎独自の それこそ創造プランじゃないけど

やりたいなという思いはあるんだろうと思うん

ですよね。あるんだけど、何か国のほうから、

こうじゃ、こうじゃ、こうじゃとやってくると

いうこと自体が、私はこんなことがあっていい

のかという気がするんですけど、教育長を半年

以上やられて、どういう感想を持っておられる

か、ちょっとその辺をお聞かせ願えればと思い

ます。

私、教壇経験がなくて教育委員○渡辺教育長

会に参りまして、見ること、聞くこと、初めて
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の状態でありましたけれども、そういう中で、

やはり教育の世界というのは２つの側面がある

のかなと思っています。特に義務教育の世界に

おいては、やっぱり日本国じゅう津々浦々、均

質の同一の教育水準を保たなければならないと

いうことで、国のほうで教育課程等を初め事細

かに規定をして、子供たちの極端に言えばはし

の上げおろしまで、すべて学習指導要領の中で

規定するというようなことで、そういう意味で

は、ある意味、中央集権行政かなというのをつ

くづく感じております。一方では、教育という

、のは本来自由であるべき世界だと思いますので

それはまさしく自由になるためには何をやらな

ければいけないのかというと、本来的にやはり

地方分権であってしかるべきだと思います。そ

ういう中で、法律の中で、学校教育法を初め、

いまだに指導という言葉が法律の中に残ってい

るのは、恐らく教育の世界だけだと思います。

それほどやっぱり根深いものが教育というのは

あるのかなと思っています。その指導という言

葉の意味をとらえて、それは指導であって要す

るに規制ではないということを、やはり我々教

育委員会の職員は、常に意識をしておかなけれ

ばならないと思います。そういう意識をする中

で、まさしく宮崎オリジナルの政策というもの

が展開できるんではないかなと思っています。

不自由の中でこそ、一点の、あるいは一穴の光

明を目指して頑張っていくのが私どもの仕事

。 、じゃないかなと思います そういう気持ちで今

日々、職務を執行しているところであります。

以上です。

実態をちょっと聞かせていただき○萩原委員

たいんですけど、俗に言うモンスターペアレン

ト、それで先生たちが学校の教壇に立てなかっ

たり、身体に障がいを持ったり、あるいは自殺

はないと思うんですけれども、そういう実態の

把握をどこがされているのか、ちょっとお聞か

せを、わかっていましたら数字も教えていただ

きたいんですが。

実態としても把握はござい○二見学校支援監

ません。例えば、あなたの学校にモンスターペ

アレントがいますかと言っても、多分上がって

はこないと思います。モンスターペアレントと

いうとらえ方をした時点で、もう距離を置いて

しまっているということになると思いますで、

学校側としては、そういう受けとめ方はやはり

できないと思います。もしレッテルを張ったり

しても、最終的に対応するのはやはり学校であ

りますので、人間関係を、距離を置くような、

そういう見方はやはりできないだろうというふ

うに思います。

それで先生が学校に出てこれなく○萩原委員

なったり、重篤になって病院に入院したりとか

いう先生がいらっしゃるはずですよね。その辺

はどこが把握されているんですか。

精神的疾患によって休職さ○堀野教職員課長

れる先生の数なんですけれども、病気休暇、病

気休職で休まれる方、平成19年度で申し上げま

すと、全体で80名いらっしゃいまして、そのう

ち46名の方が精神性疾患で休職されているとい

う状況がございます。ただ、これはそういった

保護者との関係とか家庭内の環境とか、いろん

な要素があるんだろうと思っています そういっ。

た意味で、必ずしも今委員が言われたようなモ

ンスターペアレントによって休職された方とい

うことじゃないだろうと思っています。

なかなか把握のしにくい部分だろ○萩原委員

うと思うんですよ 臨時の先生たちがいらっしゃ。

いますね。この先生の中で、やっぱり臨時をや

めざるを得なくて、という人を私は把握してる
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んですよ。僕の知ってる人ですから。そういう

のは、学校の校長先生から県の教育委員会なん

かに連絡はあるんですか。

連絡はございません。○堀野教職員課長

生死をさまようぐらいの重体に○萩原委員

なったんですよ。都城の医師会病院から藤元病

院にかかって、最終的には鹿大の病院まで送ら

れて、家族そろって、きょう、あしたと言われ

るぐらいに重篤になった人がいたんです。何と

か立ち直って、まだ入院してるのかな、結局や

めざるを得なかった。これはモンスターペアレ

ントなんですよ。だから、その辺の把握はしに

くいでしょうけれども、把握していただきたい

なというのと、これは人間の世界ですから、気

に食う気に食わんは当たり前なんですよ。そこ

にいらっしゃる皆さんも、こっちの議員を「あ

の議員は気に食わんとよな」と口では言わんけ

れども、腹の中じゃ思ってることは当たり前な

んです。それが当たり前の世の中なんだという

ことを前提にいろいろお話ししていきたいんで

、 、 、すけれども 普通の人間は 気に食わん人でも

結局それなりの日常のあいさつもすれば、日常

の会話もするんですよ。腹の中では思ってるん

です。そういう人には肝心なことは話さない。

本当のコミュニケーションというのは余りやら

ないんですが、それは仏さんの世界なんでしょ

うけれども、正論必ずしも正しからずで、正論

だから必ず正しいとは限らないんですね。もっ

ともっと大事なことは、私はやっぱり思いやり

。 、の気持ちが大事じゃないかなと そういう中で

今あるかどうか知りませんけれども、数年前に

は、学校の先生方も、例えば１つの学校には30

人、40人、場合によっては50人の先生たちがい

らっしゃいます。先生たちの中で、結局言わず

知らずのいじめがあったんですよ。やっぱり今

でもあると思うんですよ。いじめというのは、

具体的にはみんなで闘って、子供たちのいじめ

とは違うんですね。一生懸命悩みを考えて打ち

明けても、聞くところによると、ほとんど無視

されたり、あるいは先生たちが自分の仕事が忙

しいがゆえに対応し切れなかったり、そういう

のがあると思うんですよ。そういうところのい

わゆる一つの現象が、やっぱり子供たちの世界

にもそういういじめというのが行くんじゃない

かなと思うんです。マスコミの一部でもそうで

すよね。今のテレビなんかを見てください。何

かの事件があったりすると、寄ってたかってみ

んながバッシングするという世の中です。これ

が子供の世界にそのまんま反映していくんです

よね。私は、学校、我々議員のほうもですけれ

ども、教育現場の中でもそういう現象があると

思うんですけど、そういうことを県の教育委員

会として、各学校の管理運営を任されている校

長先生やら教頭先生に、そういうような指導と

いうか対応の仕方を、それはだれがどこでされ

るんでしょうかね。校長会とかそういうので、

そういう話、テーマが出るんでしょうかね。

いろんな校長会の機会と○黒木学校政策課長

かに、服務規律の徹底とかいうような話もする

んですが、職場において、風通しのいい職場、

明るく先生方が伸び伸びと仕事を、それぞれの

持ち味を発揮できるような職場環境づくりをす

るようにということは、機会あるごとに指導し

ているところであります。

ですから、その辺が、学校の教師○萩原委員

である前に、一般社会人の大人であらなきゃい

けないんですよね。私はそう思うんですよね。

学校に入ったらもうティーチャー、いわゆる先

生だけれども 一般社会におるときには ティー、 、

チャーでないという部分が往々にして見かけら
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れるんですね。我々議員もそうですよね。議会

のときは議員じゃなくて、我々のこのバッジと

いうのは、威張るためにバッジがあるんじゃな

いんですよね。このバッジを見つけたら、あの

人は議員だから、我々のいろんな考え方やら提

言やらあるいは苦情やら、それを言ってほしい

。がためにこのバッジはつけていると思うんです

皆さん方のバッジも、県の職員のバッジであっ

て、先生というバッジじゃないですよね。そう

いう意味で、私はやっぱり学校の先生の知的能

力は相当のレベルがあると思うんです。それで

合格してきたわけですから。ですから、私は本

、 、会議でもよく言うように もっと徳のところを

一般社会人の大人としての社会への適応性とい

うのか、そういうことをどういうところで教え

ていくんだろうかなと私は思うんですけど、前

も言いましたけれども、22～23歳の若い青年、

女性が先生になってきた。言うならば、家庭で

言えば、我々からすると子供ですよね。それが

定年前の58、59の校長先生をつかまえて 「校長、

さん」と言って 「さん」は間違いじゃないんで、

すよ。だけど、日本の文化として、やっぱり校

長先生、教頭先生と言うのが一般的な考え方で

すよね。ある校長先生が、定年前だったけど、

、「 」 、お話ししたときに もう疲れますよ と言うて

「友達感覚やもんな」というようなお話をされ

たこともある。そういうことの若い先生たち、

年配の人もいらっしゃるかもしれませんけれど

も、そういう意味の教育というか研修の期間と

いうのはないものだろうかと思ってですね。

ただいま委員がおっ○黒木学校政策課長

しゃったように、よく私どもは学校文化という

ような言い方で言われまして、学校の常識は社

会の非常識というようことでやゆされたりもす

るんですが、たしかに日常接しているのが子供

であると。その保護者も接するわけですが、主

に子供を対象にしているということで、なかな

か社会性が乏しいんじゃないかというようなお

しかりを受けることがございまして、初任者研

修、今、大体教職につくのが27歳ぐらい、大学

出てすぐではないんですが、講師経験等をした

りして、平均すると27.何歳ぐらいだと思うんで

すが、そういう方々が教職について、初任者研

修というのがございまして、その中でも社会体

験研修を組んでます。それから、教職経験10年

たって、11年目に10年経過研修というのを行い

、 、ますが この中でも社会体験研修を組みまして

社会でどういうことをやっているかとか、民間

の方々が学校という社会をどう見ているかと

いったようなことを じかに触れ合うことによっ、

て身につけさせたいというような研修は行って

おりますが、なかなか日数的に長期間とれない

ものですから、さらに社会体験研修というのを

特別に希望者を対象として組む研修はございま

すが、全員に研修させるのは、今申し上げた初

任者研修と10年経過研修につきましては、全教

員を対象にして、そういった社会性を身につけ

させる研修としては組んでおります。

これは、以前も話したことがある○萩原委員

んですけど、先生という職業は、定年を迎えて

、 。 、も 引退しても先生なんですよね 我々議員は

選挙に落ちればただの人なんです。先生という

のは、みんなが呼びづらいから先生ととりあえ

ず言うとる。先生と言えば間違いないだろうと

いうことで、先生と今言ってますけどね。先生

、 、は 本物はやっぱり学校の先生とドクターだと

私はいつも思ってるんです。あとのお茶だとか

いろんなのは、お師匠さんなんですよね。先生

に対する期待というのは、世の中の人たちは、

いろんな意味で、人間性まで含めた先生という
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期待が非常に大きいと思うんですよ。そういう

、 、 、意味で 私は よく学校の行事に行きますよね

卒業式だとか入学式、運動会とか行きますけれ

ども、こんなことを話し出すのは、やっぱり年

をとったせいかなと思ったりするんですけど、

隣近所に学校の先生がいらっしゃるんですよ、

転勤で移ってきて。やっぱり社会性に欠けてい

るなと。こっちがあいさつをせんとしない。隣

近所だから 「おはようございます」とこっちが、

言うて初めて「おはようございます」と言う。

できるなら、僕らは県会議員だということで相

手もわかってるんでしょう、なまじっか顔を合

わさんほうがいいというふうに、さっき言いま

したように、気に食う気に食わんの話じゃない

けど、どっちかというと気に食われちょらんか

なと 自分でそう思うと 何かうっとうしくなっ、 、

たりするんですけど、それでも笑顔で、僕はど

んな人にも笑顔で大体あいさつするほうなんで

すけど、そういうところを学校の先生に期待す

るものというのは、その地域社会というのは相

当大きいものがあると思います。我々自治会の

中でも、自治公民館の中でも、先生ＯＢが結構

いらっしゃるんです。そういう中でも、一般の

人が、70、80の先生を、引退して20年にもなっ

た人に対しても、やっぱり「先生、先生」とい

きますよね。だから、そういう意味で、先生に

対する、いわゆる教師に、私は前もお話ししま

したけど、教員と言うなと、やっぱり教師なん

だと。やっぱり先生というものに対しての社会

的な期待度というのは非常に大きいんですね。

そういう意味の研修みたいなものは、初任者研

修とかそういうところで行われるんですかね。

今、僕が話したような内容のことをされるんで

すかね。ただ、服務規程だとか何とか、そうい

、 。う言うならば おかたいお話ばかりなんですか

いろんな研修の中に、民○黒木学校政策課長

間の方に来ていただいて、学校に対する期待を

講話していただいたりというようなことは、こ

ちらから現場に出ていくんではなくて、来てい

ただいて 今 学校 こうではないか とか 先、「 、 、 」 「

生方はもっとしっかりせよ」というようなこと

。 、を話していただく機会はございます それから

学校の中でも、学社連携、また学校と地域と家

庭との連携ということを盛んに言ってるんです

が、学校にいろんな機会に講師等で来ていただ

くだけではなくて、やっぱり地域のいろんな行

事、祭りとか、そういうのも積極的に教職員は

出ていくようにというような指導はしていると

ころなんですが、ややもすると、そういう祭り

ごとに余り先生方は出てこんではないかと、地

域に参加しないじゃないかというような御指摘

は受けているところでありますが、機会あるご

とに学校でもそういう指導をするように、今後

とも一層、指導に努めてまいりたいというふう

に思っております。

こんな話をすると、議論がいつま○萩原委員

でも続くんですけど、個と連というのがあるん

ですね。個人の個と連帯の連。学校に対する期

待というのは連のほうですよね。連合体ですか

ら。個というのは一先生に対する期待度。特別

あれをしてほしい、これをしてほしいの期待度

じゃないんですね。人間としてのその地域社会

に及ぼす影響度というんでしょうかね。この先

生が、もう引退されたけれども、あるいは現職

の先生であろうが、自治公民館のどっかの席に

座ってると、その先生がいると、その場が和む

というの、ありますがね、先生に限らず。あの

人がこの会場におると和む、あの人が来ると必

ず一言、二言、僕みたいに文句を言う。おりま

すよ、やっぱり。そういう意味の先生に対する
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期待度というのは、私は非常に、先生たちを、

本人たちが思っている以上に、社会の目はそう

、いう目で見てるんじゃないかなと思うんですが

その辺はどうでしょうか。

確かに委員のおっしゃる○黒木学校政策課長

ように、ただ単に学校の中だけでの存在ではな

くて、いろんな地域における期待というのも非

常に大きいというふうに思っております。

関連するわけですが、私は県教委○福田委員

に期待する立場から、県予算の21％強、それか

ら県の公務員の人材の50％強ですね、１万人で

すから、いらっしゃるわけです。ここの地域社

会に与える影響というのは、今、萩原委員お話

しのように、非常に大きいと思います。例えば

私の地域では、非常にいい事例として皆さん方

に御紹介できるんですが、自治公民館活動に、

県立高等学校のＯＢなり、あるいは校長先生Ｏ

Ｂ、小学校の校長先生ＯＢ等が、中に警察ＯＢ

も入られましたね、就任されまして、非常に活

発な活動をされている。それから、現職の県立

高校の校長もおられますが、地域に踏み込んだ

活動をされておりまして、そういう面で私は、

私の地域に限って言えば、いい影響が出ている

のかなと、こういうふうに考えまして、萩原さ

ん指摘のように、やはり県公務員の50％強を受

け持つ県教委ですから、この人材が現職あるい

は退職後のＯＢの時代を通じて、かなりの地域

社会に対する影響は高いと見ておりますから、

ぜひその辺を地域社会づくりに役立つ先生方を

お願いしたいと思います。そこで、今、萩原さ

んの質問と一部関係あると思いますが、研修を

いろいろ組まれていますことは、私も委員会に

、 、２年おりますから お話を聞いておるんですが

義務的な研修ではなかなかリフレッシュになら

ないなと思いまして、先生という特殊社会の教

育の現場と全く違った社会で、リフレッシュ研

修を個人の希望で、これは先生方は一般企業と

違って休みが若干長いわけですから、そういう

ことをお進めになったらどうかなと考えておる

わけでありますが、初任者研修、非常にかた苦

しいですね。リフレッシュ研修、自分の見てな

い社会はどういうものがあるのかなということ

を、大学を出て即、教職の世界に入るのですか

ら、見てませんから、機会をつくっておあげに

なると、かなり違った形であられるんじゃない

かと思いますが、いかがでございましょうか。

大変ありがたい御指摘で○黒木学校政策課長

ありますが、現在も、民間企業にはそんなにた

くさん行っていないんですが、大学とか国の研

究機関、それから民間等に、３カ月、６カ月、

それから１年の派遣研修 これは人数的には―

そんなに多くはないんですけれども という―

ことは取り組んでおります。ただ、長期間リフ

レッシュ研修というのは、現実……。

そういう意味で、リフレッシュ、○福田委員

短期間の、自己申告に基づく、いわゆる違った

社会を見たいと、１週間なり10日、そういうこ

。 、とを私は意味しているんですよ 義務感のない

それは今やられていませんからね。

確かに、希望によって民○黒木学校政策課長

間に行って研修するというのは、今のところは

行っておりません。ただ、希望によって、先ほ

ど申し上げたような長期間の研修というのは

行っております。それから、社会体験研修とい

うのは、制度化して行ってきたところです。

入り口までは来てると思うんです○福田委員

よね。それが実際、先生方の長い教職生活の中

で、役立っていけるように、社会とは、世の中

とはこういうものだと、それを理解してもらう

ための機会づくりを、比較的自由な裁量権の中
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で行わせるということがいいんじゃないかなと

いうことを考えておりまして、今、県庁もかな

りやっていますが、何年に１回とおっしゃって

いましたね、10年とか５年に。夏休みとか春休

みとかあるわけですから、そういう機会がつく

れないことはないと思いますから、ぜひお願い

をしたいと思います。これは将来の地域社会づ

くりに、特に今、自治公民館制度は中学校の校

区を中心にやっていますよね。だから、そうい

うことから見ても、やっぱり地域社会づくりに

大きな影響を与えますから、ぜひお願いしたい

と。現実、私どもは今、非常にそういう立派な

ＯＢの皆さん方が地域社会づくりに取り組んで

いらっしゃる現実を見ますから、やはり先生方

がいい方向で退職されるということは地域に溶

け込むことでありますから、大事だと考えてお

りますから、その辺もしっかり踏まえていただ

きたいと思います。教育委員会に対する期待と

希望でございます。

さっきもいろいろお話ししました○萩原委員

けれども、何も学校の先生たちに聖人君子たれ

ということを言ってるんじゃないんです。よく

遊び よく学び よく働くということを私は言っ、 、

てるんです。人間性というのは、よく遊ぶこと

も、よく学ぶことも、よく働くことも、すべて

人間性をつくっていくんだろうと思うんです。

遊び、例えば先生たちでも、ゴルフをされてい

。る方はたくさんいらっしゃると思うんですよね

地域のＰＴＡでゴルフをやるとか、そういうこ

ともぜひやっていただきたいし、忙しいから何

、事じゃないよというぐらいなんだろうけれども

趣味もたくさん持ってほしいし、そして、人間

というのは物を頼むときに、忙しい人間に頼め

ば早く仕事を片づける、暇な人間に頼むと、あ

したがあるわいということで、なかなか仕事を

片づけてくれない。忙しい人間ほど趣味も多い

し、よく働くし、よく遊ぶと思うんですよね。

、私はさっきからいろんな話をしましたけれども

学校の先生は聖人君子でなきゃいかんという意

味で言ってるんじゃないんです。よく遊び、よ

く学び、よく働くような先生像になってほしい

なという期待でお話ししましたので、よろしく

お願いします。

先ほどの福田委員の意見あるい○押川委員長

は質疑に対して、ちょっと教育長、考え方があ

、ればお聞きをしたいということでありますから

例えばリフレッシュ研修あたりを、先ほど学校

政策課長は、長期、中期あたりは国とかいろん

な機関の中であると、しかし、宮崎県独自の話

も先ほどから出ていますけれども、教育委員会

として、そういうことを期待されるということ

でありますから、そういったリフレッシュ研修

あたりを民間企業あたりにやっていかれるよう

な考え方があるかないか、そこまで含んで、

ちょっと意見に対して考え方をお願いいたしま

す。

福田委員の意見、私も拝聴して○渡辺教育長

おって、そういう考え方もあるなと思ってお伺

いしておりましたので、知事部局も私は長年お

りましたけれども、リフレッシュ研修というの

、 。 、は 端的に申し上げてやっておりません ただ

教員の場合には、そういう社会体験というんで

しょうか、社会性がやっぱり欠如しているんで

はないかという意見は、いろんなところで私自

身もお伺いすることがございます。そういう中

、 、 、で 一方で 福田委員からお話があったように

地域の中で私も自治公民館の役員をやっていた

ことがありますけれども、そういう中で、学校

、 、の先生のＯＢの方々 校長先生のＯＢの方々が

一生懸命入って活発に活動なさっているという
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ようなことがありまして、じゃこういう人たち

が民間研修をやったからそういう人物になった

かというと、そこ辺の因果関係というのは私は

立証できないと思いますが、基本的に押さえる

べきは、やはり地域の中に溶け込んで、溶け込

むことによって、人の中で人は育つといいます

か、まさしく教師も私はそういう関係じゃない

かなと思います。人の中で教師も育ってくると

思います。そういう中で、やはり地域の中に溶

け込んで、一緒になっていろんな諸行事に参加

して活動していくことが一番大事なことじゃな

いかなと思います。ただ、福田委員からあった

リフレッシュ体験研修については、研究はさせ

ていただきたいと思います。やるとなれば、夏

休みとか、そういった限られたときになってき

ますし、通常の中でやりますと、今度はその後

の教員の補充の問題が出てきますので、また別

の大きな問題をはらんでおりますので、その点

についてちょっと研究をさせていただきたいと

思います。ただ、基本的に押さえるべきは、や

はり地域の中で、人の中で教師も育つというと

ころを押さえていく必要があると、このように

考えております。以上です。

ありがとうございました。もう一○福田委員

つ、昨日の質疑の中で、奨学金の問題をお尋ね

をしたのでありますが、途中で深くお聞きをし

なかったのですが、民間の貸借関係になります

と、やはりそれなりの手順、手続が、滞納しま

すと始まっていくわけですね。教育奨学金とい

う関係で、今はそこまでは踏み込んでおられま

せんが、先般、文科省のほうのニュースでした

かね、やはり法的手続まで踏み込まなくては、

回収が厳しいんではないかというニュース報道

がなされておりましたが、その辺はどういうふ

うになっているんでしょうか。

その報道で報じられたの○井上財務福利課長

は、文科省ではございませんで、日本学生支援

、 、機構だと思うんですが 学生支援機構において

、 、滞納の程度 ありようが悪質である人について

民間の信用調査機関、信用供与機関といいます

か にその情報を流すことをペナルティーと―

して科そうということを今検討しているみたい

でございます。そういう機関にそういう情報が

行きますと、その方はいろんなローンとかを組

むことが難しくなる、金融機関で諸サービスを

受けることができがたくなるという、実際その

方にとっての障害が生じますから、有効なペナ

ルティーになると考えられているようでござい

ますけれども、この案が出された以降、やはり

批判がかなりございまして、まだ実行には移さ

れていないようでございます。

実行には慎重を期すべきだと思い○福田委員

ますが、民間の貸借関係では、借りたものは返

すと、返さなければ法的な訴追を受けるという

ことが常識でありますから、特別な事情がある

限り、特別な事情の人は別にしましても、やは

りそこまで踏み込んでいかないと、幾ら経費を

かけても回収は難しいんではないかなと。民間

では、即そういう行為を行われますと、ブラッ

クリストに載りまして、すべての金融機関の貸

借関係が、借り入れがとまってしまうわけであ

りますから、そういう面では若干手ぬるい感じ

がしておりまして、しかも、その滞納率が28％

を超すような状況でありますから、委員長報告

等で毎回指摘もされておりますが、もう少しそ

の辺はしっかりした対策をとっていただかない

と、せっかくの善意が私はかえってあだになる

。 、と 公から借りたものは返さなくていいんだと

そういうような安易な気持ちになりますと、社

会のいわゆる規約そのものが崩壊していくと、
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そういう感じがいたしておりますから、どうぞ

しっかりした対応をお願いしておきたいと思い

ます。

この前、研修所を見せていただき○井本委員

ましたけど、私の感じでは、何か殺伐としてる

、 、なという感じを実は受けて 研修に行く限りは

あそこからスタートするわけでしょうから、も

うちょっと何か潤いがあるような、そういう環

境にならんのかなと、私の個人的なあれかもし

れんけど、私はそういう気がしたんですけど。

例えばもう少し花を置くとか、もうちょっと何

か、壁を木材にするとか、何かそういう、私は

あのときそんな気がしたんですけど、そういう

のはどうですか。あそこは担当者はどこになる

の。研修センターだから、何も答えはないんで

すかね。

教育研修センター、昭和43年○金丸総務課長

につくられた建物で、かなり古くなっておりま

す。実は、私どもの悩みの一つで、耐震の問題

もありまして、平成27年度までには何とかして

いきたいということを一つは考えているんです

が、ただ、非常に古い建物でもありますので、

今後の改築をどうするのか、あるいは次の別の

候補地があるんだろうか、ないんだろうかと、

いろんなあそこはどうだろうかというような話

のところも上がってくることもあるんですけれ

ども そういったことも含めて 今 委員がおっ、 、 、

しゃったことも含めて検討していきたいと思い

ます。

今さっき萩原議員のお話を聞いて○井本委員

て、二見さんが言うたのかな。モンスターペア

レントという言葉をそのまま使っていると、い

かにもやっぱり相手に距離を置いていることだ

と。それは本当に、むしろ悪いのはこちらだと

いうふうに評価する、責任はこちらにあるとい

うような、侍のような何かそういう潔さという

のは、本当に先生方の中でそういう思いを持つ

ということは、すばらしいことだなと今さっき

思いながら聞いておりましたが、本当にそうい

う思いで先生方にやってもらうといい結果が出

るかなと、感想です、思いました。

その他のところなんですが、参考○図師委員

になればということでちょっとお話をさせてい

ただきたいんですけれども 私 昨年 デンマー、 、 、

クのほうに研修に行ってまいりまして、もちろ

ん医療福祉の現場と同じく教育現場も、保育園

。から大学まで一通り研修させていただきました

その中で公立の学校に関しては、県も事業化さ

れています子供の生活リズムというところに重

きを置いてまして、やはり朝食をとってこない

子が学習態度も悪い、成績も伸びないというこ

とで、学校が朝食を全部用意して、もちろん地

産地消というところを抑えつつ、学校に行けば

トマトや果物が朝、自由に食べられると。牛乳

もある、水もあるという、簡単な朝食を学校で

とらせるというのが全国的に取り組まれていま

した。それは一つとして、デンマークの教育制

度、それは井本委員もよく取り上げられます、

北欧はおおむねそういう制度になっているんだ

ろうと思うんですが、小学校入学前に０年生と

いう学年が設けられています。保育園とか幼稚

園とはまた別に、小学校１年に上がる前に、あ

る程度の学力を平均化するための０年生という

制度がありまして、ここは大体５歳が対象とし

て入られるんですけれども、６歳でもいい、７

歳でもいい、つまりある程度の学力の平均化が

達成されたなというところで、初めて小学１年

生に入れる。つまり１年生は、６歳の子がいれ

ば７歳の子、８歳の子がいると。だから、年で

スタートを切らせるんではなくて、ある程度の
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知識レベルが同じになった子たちがスタートし

ていく。その中でも、向こうは１年生から９年

生までが一貫教育なんですが、７年生の教育が

まだ不十分だなと思えば、７年生を２回しても

いい、３回してもいい、つまり９年生卒業する

。 、ときの年も２～３歳違うのは当たり前 さらに

高校に上がる前に、10年生という学年が一つ設

けられていました。ここで本人が何を学びたい

かというのをもう一回見詰め直す。自分の適性

がどこにあるのかを見詰め直す。自分と向かい

合うための１学年が高校進学前に設けられてお

りまして、もちろん高校に上がる学力がない子

たちが、そこでいわゆる留年、日本で言う留年

みたいなことをするんですけれども、それがマ

イナスのイメージではなくて、より自分が何に

なりたいのかというところをしっかり見詰め直

す１年になると。そこを経た上で、デンマーク

。では高校の進学率は50％ぐらいしかありません

つまり、そこで自分の適性と向かい合った学生

さんは、専門学校にすぐすぐ進学していくんで

す。残りの半分の子たちは、早く手に職をつけ

、 、 、て 身に資格をつけて 社会人に早くなりたい

社会人に早くなって、納税を早くすることが社

会人としてのステータスなんだというようなこ

、 。とを 教育の中で刻み込まれていくわけですね

ですから、納税をすることには何ら戸惑いもな

く、所得税が25％だろうが、消費税が25％だろ

うが、所得税が60％以上取られようが、それは

進んで納税をして社会貢献をしていくというよ

うな教育が、すごく積み上げができているなと

いうのが実感です もちろんその教育制度をじゃ。

宮崎ですぐすぐ導入するというのは難しいと思

うんですが、国のほうの方策もありますし、私

が何が言いたいかというと いわゆる今の中学・、

、 、 、高校生というのは 学力偏重で 偏差値重視で

年が来れば進学をせざるを得ない。果たして、

自分が何のためにここで生まれ、育って、生き

ていくのか、これから社会に出てどういう責任

を負っていくのかとかいう自問自答をする。先

ほどから言う、自分と向かい合うという教育が

日本は欠落しているんだろうなとつくづく思っ

ております。心理学的にも言うと、そのころの

子供たちというのは、モラトリアムと申しまし

て、いわゆる学校の階段を１階から２階に上が

るときに、ちょうど２階に上がる中間地点では

踊り場があります。踊り場にいるのが、発達心

理学でいうと、その中学生、高校生に当たるわ

けで、その踊り場から次どの階段を踏もうかと

いうところの教育をしていただくのが皆さんた

ちだと思っております。ただ、その教育が後か

らただ押し上げるだけで、強制的に進学という

階段を上らせてしまうがゆえに踏み外して、フ

リーターやニートや 進学しても 社会人になっ、 、

ても、結局自分がしっかり持てないアダルトチ

ルドレンのような、社会人の一構成員としての

役割がわからないような社会人が多くなってい

るんだろうなというふうに感じているところも

あります。先ほど教育長がおっしゃいました。

これから宮崎でできること、また、新しい制度

なりシステムの取り組みも積極的に行っていき

たいという心強いお話もいただきましたので、

大いに期待するところであります。ぜひ教育長

の今後の指導で、現場の先生たちに、カリキュ

ラムの変更を大きくするのは難しいにしても、

生徒たちの声かけ、投げかけに、あなたは何が

したいんですかと、これからどういう社会人に

なりたいんですかと、授業の折々でそういう自

問自答してもらうような、自分と向き合うよう

な投げかけを、先生たちが意識的に指導してい

ただくことで、生徒の問題意識も大分変わって
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。 、くるんだろうなと思っております 今の段階で

教育長のほうで、今後のそういう現場の先生方

に、私はこういう指導をしたい、また、宮崎の

子供たちをこういうふうな方向に導いてほしい

というような、非常に概念的なところでありま

すが、教育長が望む現場への声というものを聞

かせていただきたいと思います。

行政出身の私としては、非常に○渡辺教育長

難しい問いかけで、私は、教育実務のほうは私

なりに自信はあるんですけれども、いわゆる教

育理念的な部分は、これはやはり教育委員会の

プロパーの職員の方々おられるわけで こういっ、

た私の横、後ろに控えている方々が、まさしく

元気を出して、知恵を出して、宮崎ならではの

教育の原案を私はつくっていく立場にある人間

だと思います。それとあと、教育委員会は、大

統領制の知事と違って、教育委員会がなぜ教育

委員会かというと、教育長というのは、教育実

務の責任者なんですね。教育委員会の中になぜ

教育委員がいるのかというと、それは社会一般

の良識的な目線でいわゆるレイマンコントロー

、ルと言われるいろんな方々の意見を取り入れて

教育全体をうまく回していこうということで教

育委員というのがいるわけですね。その中で教

育長も一介の委員なんですけれども、その教育

委員会の指揮命令のもとに決まったことを実行

していくのが教育長の役割であって、教育長自

身がそういった高邁な理念等を描くわけでも何

でもないわけですね。ただ、その原案をつくる

のは、私を中心とする教育委員会事務局の職員

だと思いますので、そういった視点は大事にし

ながら、私も今後とも頑張っていきたいと思っ

ておりますけれども、やはり私は宮崎ならでは

の教育というふうに思った場合に、確かに制度

、 、的に学校教育制度 ６・３・３制がありますし

ここのところに風穴をあけるということは、中

央教育審議会等でもかなり議論はされておりま

すけれども、なかなか今の現状からすると難し

いのかなと思っています。そういう中で、私は

宮崎県の一番すばらしいところは、やはり自然

の美があるということと、人情の美があるとい

うことですね。そういったことが一番大事な資

産じゃないかなと思います。私は五ヶ瀬の中等

教育学校に行って非常に感激をしたんですけれ

ども、あそこは宮崎県で中高一貫の全寮制の学

校ということで、やはり半年間ぐらいは、小学

校を出て中学校に入ってきた子供たち、半年ぐ

らいは毎日のように泣いてるそうなんです。親

元に電話をして、あそこにいる寮母さん方がよ

しよしと言ってかわいがってやって、半年ぐら

いすると、いわゆるホームシックもなくなって

きて、やるようですけれども、あの子供たちを

、 。見たときに 本当に目がすばらしく輝いている

やっぱりああいう子供たちを宮崎県内にいっぱ

い育てたいなと。そのために、やはり教師の先

生方には 「あなた方は教師を目指して頑張って、

きて教師になったわけだから、そういう使命感

があるんです。あとは情熱を出してください。

ミッションがある上にパッションを出してくだ

さい。ミッションとパッションがあれば 前―

も申し上げましたけれども 子供たちのサ―

ティスファクションが出てくるんです 、そのこ」

とを私は機会あることに申し上げておりますの

で、今後ともその姿勢で先生方に対しては物申

し上げていきたいと、このように思っておりま

す。以上です。

御期待します。○図師委員

１点だけちょっとお聞きした○松村副委員長

いんですけれども、60歳を迎える教職員の皆さ

んというか、今一番多いところだと思うんです
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けれども、定年制という60という区切りがあり

ますけど、片方では定年制といえば65までとか

いうお話も一部進んでいますけど、定年を迎え

た方の再雇用というか、ふえていくと、今度は

若い人たちの雇用のチャンスが減るとか、両方

議論はあると思うんですけれども、せっかくベ

テランの優秀な先生たちがたくさん退職してい

く中で、そういう人材というか、再雇用という

んですかね、その考え方というのは、教育委員

会としてどのように今から進めていくのか、

ちょっと聞かせてほしいなと思います。

ここ最近の退職者の動向と○堀野教職員課長

いいますと、今100台の退職が続いています。も

うすぐすると、25年度あたりから退職者の数も

相当ふえてくるのかなと、さらに30年度になる

と、300人とか400人の大台に上っていくという

ふうに考えています。その中で、再任用制度と

いうのがございます。これは年金との関係があ

るんですけれども、65歳までは現行、今、退職

される方は64歳とか年次的に伸びているんです

、 、けれども そういった方が希望される場合には

再任用としての雇用の道が残されておりますの

で、ただ、これは一定の成績の、教壇に立って

十分教えられる方について選考を行って、再任

用しているという状況がございます。その方々

が、そういった力を学校教育の中で発揮してい

ただいているという状況がございます。以上で

す。

今、臨時で控えでいらっしゃ○松村副委員長

る、何名でしたね、1,000名ぐらいの方がいらっ

しゃるんですかね。その中で、再任用されてい

るというか 退職された後に登録して その1,000、 、

名の中に何人ぐらいいらっしゃるんですか。

ちょっとお時間ください。○堀野教職員課長

大体でいいですよ。退職され○松村副委員長

た後の再任はほとんどないですわとか、それで

もいいですし。

再任用職員は、臨時職員と○堀野教職員課長

は別個の存在になりますので、定数内に入りま

す。現在いらっしゃる方は、正確な数字じゃな

いので申しわけないんですけれども、40名程度

いらっしゃったと思います。

40名ぐらいですね。それは身○松村副委員長

分的には一たん退職しているけれども、一応職

員の中に入れて、決して臨時のあれにはないと

いうことですね。

正規の職員と同様に、中学○堀野教職員課長

校、高校 高校が一番多いんですけれども、―

きちんと授業をやられておりますし、通常の正

規の職員と同じ状態でございます。ただ、給与

とかそういった面については、一度退職されて

いますので、正規の職員よりは低い金額で雇用

しています。以上です。

これは１年契約とか、契約期○松村副委員長

間とか、そういうのもあるんですか。２年、３

年とか。

最大年金受給する年齢です○堀野教職員課長

、 、ので 順次61歳からずっと今伸びておりまして

今年度退職される方が64歳までだと思うんです

けれども、最大それ以降について65歳まで伸び

ると思います。これはあくまでも１年の更新で

ございますので、１年間で希望されれば更新さ

れますし、辞退される方も出てまいります。以

上です。

わかりました。大体40名ぐら○松村副委員長

いの方が、希望されている方が40名かどうかわ

かりませんけど、希望されている中で、40名の

方がそういう方がいらっしゃると。年々それが

。ふえそうなのかどうかというのはいかがですか

退職者の数がどんどんふえ○堀野教職員課長
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ていますので、この数はふえていくんだろうと

思います。過去は１～２年間とか３年間という

ふうに、ずっと更新されますので、数はどんど

んふえていくと思っています。

最後に、要望を述べさせていただ○田口委員

きます。先ほども伝統芸能のときにちょっと私

は言い忘れまして、というのは、実は私が実際

体験をしたことなんですが、私、延岡商業高校

の近くに住んでおります。実は商業高校、それ

までは登下校で、実際いろいろ地区の住民から

批判を受ける部分もありましたし、特にスカー

トをたくし上げて、がにまたで走っている女の

子なんかが多いものですから、マナーが悪いと

か言ってあそこにどなり込んでいく地区の住民

もおりました。ところが、17年の台風14号、こ

れはこの地区では、商業高校に対して物すごい

感謝しているんです。３日間、校長の英断で地

区ボランティアです。最初じゃれておった子供

、「 」たちが突然来て 何か手伝うことありませんか

と来たんですね。実は桜ヶ丘という団地は非常

に古い団地で、年寄り２人とか１人で暮らして

いる方がいて、前の日から商業高校の体育館に

避難していたものですから、何もせずに、帰っ

てきたらびっくりと、家の中も手がつけられな

い。茫然自失のときに学生が来て、手を差し伸

べたものですから 学校の評価ががらりと変わっ、

てしまいました。そして、もう一つ、子供たち

にも、人に手を差し伸べて、いろんなまた感謝

をしてもらって、非常に喜びもあるし、弱い方

たちに手を差し伸べる、これは今後の将来のた

、 。めにも 非常に大きな勉強になったと思います

そういう意味では、もちろん危険が伴うような

ところに、何かあった場合には、ぜひともそう

いう形でボランティアとか、やはり人に手を差

し伸べる、また感謝をされる喜びとか、こうい

うものを味わうことは、子供たちにとっても、

非常に大きな将来にわたっての影響があります

ので、ぜひこういうところには、学校の先生方

にもぜひ理解をしていただいて地域の中に入っ

ていくように、ちょっと近くの学校で濃淡があ

り過ぎまして、ある学校は非常に批判されたと

ころもあって、あそこなっとらんというところ

もあったりして、そういう意味では、将来でい

うと、その子供たちには大きな差だなと思いま

すので、ぜひこういうところには力を入れてい

ただきたいと、このように思っております。こ

れは要望でございます。

それでは、以上をもちまして、○押川委員長

教育委員会を終了させていただきます。

執行部の皆様、御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午前11時９分休憩

午前11時17分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うこととなっておりますので 13、

日に行いたいと思います。開会時刻は13時30分

といたしたいと思いますので、よろしくお願い

をいたします。それでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定をい○押川委員長

たします。

そのほか何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○押川委員長

本日の委員会を終了いたします。

皆様方、御苦労さまでございました。

午後11時18分散会
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平成21年３月13日（金曜日）

午後１時29分再開

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 福 田 作 弥

委 員 井 本 英 雄

委 員 萩 原 耕 三

委 員 太 田 清 海

委 員 図 師 博 規

委 員 田 口 雄 二

委 員 川 添 博

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 斉 藤 安 彦

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

それでは、委員会を再開いたし○押川委員長

ます。

まず、議案の採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔 議案第24号を除いて一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、議案第24号について○押川委員長

採決いたします。

議案第24号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第24号○押川委員長

につきましては、原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

、 、 、 、 、次に 議案第１号 第14号 第15号 第16号

第17号 第20号 第25号 第40号 第41号 第72、 、 、 、 、

号について、一括して採決いたします。

議案第１号、第14号、第15号、第16号、第17

号、第20号、第25号、第40号、第41号、第72号

につきましては、原案のとおり可決することに

御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○押川委員長 御異議なしと認めます よって

、 、 、 、 、議案第１号 第14号 第15号 第16号 第17号

第20号、第25号、第40号、第41号、第72号につ

きましては、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

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いては、引き続き閉会中の

継続審査といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○押川委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんでしょうか。

学校政策課のほうで出ておりまし○図師委員

、 、た新規事業にもなるんですが それに関連して

中高一貫教育（併設型）の整備事業、21年度に

つきましては、都城泉ヶ丘高等学校に中学校を

併設し、中高一貫教育の体制が整うわけなんで

すけれども、この事業に関しては特に異議はご

ざいませんが、やはり県内のバランスを考える

上で、宮崎西高等学校にも中学校が併設され、

県南・県西地区は都城が拠点となる。県北地域

においては五ヶ瀬中等教育学校があるという執
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行部の説明は受けてはおるんですが、今、延岡

県病院の医師不足等の問題も取り上げられてお

りまして、やはり県北にも、特に延岡・日向地

域にも、中高一貫で学力水準の高い、そういう

。中高一貫の教育体制も整えるべきではないかと

医師が高校なり大学に子供を預ける上で、なか

なか進学校がない、適当な学校がないというこ

とを理由に、県北にも行きづらいという状況も

聞くところがありますので、ぜひ延岡を中心と

したところにも、中高一貫教育を今後実施して

いくべきではないかというような意見が会派の

ほうでは聞かれたところであります。要望事項

にもし織り込んでいただければ、お願いしたい

と思いますが。

今の委員会の話の中で上がっ○松村副委員長

たこと以外でもいいんですかね、これは。委員

。会の審査の中でこれをというのがあるんだけど

中高一貫、泉ヶ丘では議論したん○太田委員

ですけど、その関連ではいけないんですかね。

それは後ほど諮ろうと思います○押川委員長

けど、正副委員長に一任ということで、一応意

見だけ出してもらってですね。

緊急雇用の基金で措置した事業が○太田委員

ありますけど、これは本当、緊急雇用というこ

とですから、雇用に結びつくようにやっていた

だきたいなというのは、要望で上げられればお

願いいたします。

そのことは十分委員会の中でも○押川委員長

議論がありましたので、考えております。

ほかにございませんか。ほかになければ、先

ほどありましたとおり、図師委員の問題も正副

委員長にお任せをいただきまして、委員長報告

に検討してみたいということでは考えておりま

す。

ほかにございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、委員長報告につきま○押川委員長

しては、ただいまの御意見を参考にしながら、

正副委員長に御一任をいただくようにお願いを

したいと思いますが 御異議ございませんでしょ、

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○押川委員長

す。

以上で委員会を閉じさせていただきます。

御苦労さまでございました。

午後１時35分閉会




