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昨日、新内閣が決まりました。私は、この間の総裁選挙の様子を見て、そのお祭り騒ぎにあきれ

るばかりでした。今、国民が置かれている困難な状況、たとえば「働く貧困層」の問題や汚染米な

どの食の安全の問題、医師不足や限界集落と言われるような都市と地方の格差の拡大。これらは、

元はと言えば歴代自民党政治と規制緩和の小泉構造改革を支えてきた自民党・公明党政権にありま

す。そして、このように国民が苦しんでいる中で、２回も続けて首相の責任放棄で政治的空白をつ

くっておきながら、まるで人ごとのような無責任な姿勢です。新内閣が決まりましたが、政治の中

身を変えずに政権の担い手だけを変えても、日本の明日は開けません。日本共産党は、大企業中心、

アメリカいいなりという自公政治の 2つの異常を厳しく告発し、政治の中身を国民本地に切り替え

るために、国政においても、地方政治においても奮闘することを申し述べ、質問に入ります。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

７月に行われた県知事選挙では、日本共産党も一員として参加している「新しい鹿児島をつくる

県民の会」で祝迫候補をたて、私は、選挙戦のほとんどを、候補者と共に県内各地をまわり、直接

有権者のみなさんからお話を伺ってきました。

選挙結果は、投票率３８．９９％、伊藤知事の絶対得票率は２７．６３％、全有権者の 4分の１、

県都鹿児島市では１８．２７％。さらに投票所に足を運んだものの無効票であったのが７２８２票。

これで、本当に信任を得たと言えるのでしょうか。

伊藤知事は、投票率の低さについて、選挙後、マスコミ各社のインタビューで、「結果がわかっ

ていたから」「投票率を無理して上げなくていいと考えていた」「投票に行かなかった人は、任せ

ておこうという意思表示だったと思う」と述べておられましたが、有権者である県民が直接県政に

かかわる４年に１回の機会。「共生と協働の地域づくり」を提唱されるのであれば、県民の県政へ

の関心と理解を深めるために、県知事選挙は絶好のチャンスであり、自身の政策を訴えることを通

じて、投票率を上げていくことが候補者として、また、現職知事としての責任ではないでしょうか。

そこでおたずねします。今回の県知事選挙での投票率や絶対得票率の低さ、無効票の多さ、対立

候補へ寄せられた１５万票近くの意志、これらをどのように受け止めておられるのか、今後４年間、

どのような政治姿勢で県政執行にあたっていかれるのかお聞かせください。

また、今回の祝迫候補への１５万票には、国政に対する批判票も含まれていたと思います。

特に後期高齢者医療制度に対する批判の声は非常に強いものがありました。

総選挙が見えてきた先日、突然、舛添厚生労働大臣が、後期高齢者医療制度の廃止の意向を明ら

かにしました。これは政府自らが制度の破綻を認めたもので、国民の世論がここまで政府を追い詰

めてきたという証です。しかしながら、麻生氏は記者会見で「制度自体が丸々悪いわけではない」



「説明不足だった」などと発言しており、この制度の問題点の本質が全く理解できていません。こ

れを総選挙前の点数稼ぎの空約束にさせないためにも、今こそ、さらに、全国から、廃止を求める

声を大きく上げていくことが必要です。

知事として、県知事選挙で示された県民の思いを受け止め、強く制度の廃止を求めていただきた

い。見解を求めます。

さらに、もう１点、薩摩川内市川永野地区を整備地として決定された産業廃棄物管理型最終処分

場の件について、知事の政治姿勢という観点からお尋ねいたします。

知事は、当該地区を整備地として決定するにあたって「住民の方々の理解が深められている」と

されていますが、その一方で依然と反対の声があることについては、言及されておりません。建設

に反対しておられる住民の方たちの声をもっとしっかりと受け止めるべきではありませんか。

例をご紹介しますが、日本共産党員が町長を務める兵庫県福崎町の嶋田正義町長は、今年、無投

票で 4期目の当選を果たしました。この町で、公共下水道の処分場建設の計画に対して、住民の反

対運動が起きました。嶋田町長は、住民の理解を得るため、粘り強く対話を続け、6年間かけてや

っと住民の合意を得ることができ用地取得ができました。用地取得だけで 6年間。しかし、その後

は何もかも順調にすすみ、結局予定通りの期間で施設ができあがる予定だそうです。

本県の産業廃棄物最終処分場の建設について、たとえ時間がかかったとしても、もっと住民の納

得と合意を得る努力をすべきではなかったかと考えますが、知事の見解をお伺いします。

次に、県庁東側隣接地の問題にうつります。

先の６月議会の一般質問で、県庁隣地の土地問題に関わって、驚くことがありました。

６月１３日の鶴薗議員の質問に対して、伊藤知事が、次期国民体育大会の開催をにらんでの隣地

の活用策を明らかにされたことであります。その３日前の１０日、宇田議員の、まさしく次期国民

体育大会をにらんで長期的な計画を視野に入れて体育施設の整備を検討すべき、という質問に対し

て示されたのは、整備の必要性は認めながらも、県の財政状況や国の国体改革を理由にした後ろ向

きの姿勢でありました。それが、一転して、知事自らが、国体を見すえて隣地の活用を図ると言わ

れる。ここにおられる多くの同僚議員のみなさんも、この変化に驚かれたのではないでしょうか。

先日の県民連合の代表質問でも「いかにも唐突な感じがする」と述べられておりました。いったい、

この 3日間の何が、答弁に変化をもたらしたのでしょうか。

実は、ちょうどこの時、日本共産党鹿児島市議団は、当該土地を県が先買いするにあたっての手

続き等についての質問準備をしており、そのことが、当該土地の活用策についての知事答弁の変化

をもたらしたのではないかという思いを強く持つものであります。そのような立場で、２点、質問

をいたします。

当該土地の購入にあたっては、公拡法に基づいて買い取り希望を窓口である鹿児島市に出された

ものでありますが、質問の第１は、そもそも、公拡法に基づく土地の先買いにかかわる土地を活用

したり管理することについては、公拡法ではどのように規定をしているのか、また、都市計画法に



基づく関係条文ではどのような活用方法が法に定められた活用策となっているものかお示しくだ

さい。

第２に、平成１８年１月１８日付で知事から鹿児島市長あてにだされた公拡法に持つ付く土地買

い取り希望ありの公文書には、公拡法に基づいて土地購入をする目的、その事業を実施する年度と

事業主体について、どのように記載をされたのか、お示しください。

次の質問にうつります。市町村合併についてであります。

今年の１１月に合併で誕生予定の伊佐市でもって、県内９６あった市町村が４５と半分以下にな

ります。「自主的な」という枕詞をつけながら、「避けて通ることのできない」と言ってアメとム

チで、強引に押しつけられた「平成の大合併」が、自治体をどのような状況にしたのか、住民に何

をもたらしたのかを検証していきたいと思います。

配布しております資料１の表をごらんください。県内の合併の内、合併によって広大な面積をも

つことになった薩摩川内市や鹿児島市、霧島市を例にとって検証をすすめたいと思います。

薩摩川内市は、甑島の離島の４村も含め 1市 4町４村が合併したものです。合併後行われた市議

選挙で、地域別の議員の数は、その表にあるように旧里村や旧鹿島村では合併前に 10 名いた議員

１名になってしまいました。鹿児島市では、合併後の 2度目の選挙で選挙区がなくなり、その結果、

旧郡山町と旧桜島町の地域では議員がいなくなりました。

薩摩川内市の職員数を見てください。合併前の役場の職員数と合併後の支所管内の職員数と比べ

ていただくと、大きく減っているのがわかると思います。

甑島の住民の方は、「役場の職員が市の本庁に移り、60 歳以下の人たちが減ってしまって、地

域の行事が難しくなった。夏祭りでも、役場の職員が年休を取って手伝ってくれていたのに。」ま

た、「これまでは、何かあればすぐに役場に行けばよかったのに、今では、本庁に通さなければで

きない、分からないと言われ、行政が遠くなった。」となげかれました。

これらは、数字には表れない、地域住民にとっての大きなマイナスではないでしょうか。

予算については、一律に比較はできませんが、合併前には、それだけの予算が確実にその地域の

ために使われていたのが、今は、見えにくくなっています。

国保税や介護保険料を見ても、小さな町村ほど大きな値上げに幅になっています。

国の地方への歳出削減と行財政の効率化をはかると言う点では確かに合併は貢献しているかも

しれませが、地方自治体の目的は、そこに住む住民の福祉の増進を図ることにあります。

サービスは高い方に、負担は低い方にと言われ、推進されてきた平成の大合併が、全く正反対に、

住民サービスが低下し、負担増が押しつけられたという結果になっています。合併推進構想を策定

し、合併を推進してこられた知事は「合併してよくなったことは一つもない」という住民の声に、



何と答えられますか。市町村合併が住民と当該市町村に何をもたらしたのか、知事の見解を伺いま

す。

次に、人工島「マリンポートかごしま」についておたずねいたします。

私は、本県議会で、現在進められている人工島建設に反対するただ一つの会派、ただ一人の議員

として、質問の度ごとに、人工島の問題を取り上げてきました。それは、この問題が、大型開発の

ムダな公共事業の典型として、県民の強い関心事であり、県政の姿勢が問われる問題であるからで

す。

まず、人工島建設の事業が、現在どのような状況にあるのかおたずねいたします。

質問の第１は、平成２０年当初予算までの埋立に関わる総事業費と県費負担額、それに占める起

債の割合はいくらか。上物整備についてのこれまでの総事業費と県費負担額、その起債割合はいく

らか。

質問の第２は、平成１１年の公有水面埋立免許からこの間、予定まで含めて、変更が何回、主に

どういう理由と内容で行われてきたのか。

質問の第３は、今月１１日に開札された人工島関連の工事の発注について、その事業の内容と、

事業の理由をお示しください。

次に、人工島の活用についておたずねします。

昨年 10 月に策定された１期１工区の防災計画には、面積約２．１ｈａ、約２千人を収用する「一

時的避難生活スペース」が作られています。そこには、常設大型テントと仮設大型テントが設置さ

れる計画で、その常設テントとして、今年 4月から供用された防災シェルターは、広さは約２００

㎡、ちょうど、この議場の傍聴席と記者席の広さと同じで、約 80 人が収用できるものであります。

事業費は約 3000 万円です。このシェルターを含む２．１ｈａの「一時的避難生活スペース」は具

体的にどういう時にどういう人が利用するのでしょうか。

災害が起きて避難が必要になった時、台風や豪雨のさなかに人工島へは避難できませんから、従

来の地域の公民館や学校の体育館に避難することになるでしょう。短期間の避難生活であれば、そ

のままそこで間に合うではないですか。もっと期間の長い避難生活を想定するのであれば、四方を

海に囲まれた人工島で避難生活がおくれるのか、疑問を持つものです。

2006 年の北部豪雨災害では、自宅に住めなくなった方たちは、災害救助法にもとづく公営住宅

や民間住宅を含む仮設住宅で 1年間避難生活を送られました。新居ができるまでとして、この 8

月まで 2年以上も仮設住宅での生活をされている方もありました。避難生活が長期に及べば、その

間に、台風の襲来も予想されますが、その場合、避難生活を送っている人工島からさらに避難する

ことになると思われます。いったい、人工島の避難生活スペースは、どういう時に、どういう期間、

どういう人たちの利用を想定されているのでしょうか。実際に３０００万円をかけたシェルターも

作られています。明確にお答えください。次に、人工島への来園者数についておたずねいたします。



知事は提案理由説明の中で、今月で「マリンポートかごしま」へ６０万人の来園者があったと述

べられました。また、知事選挙前の５月末に、には、タイミングよく５０万人突破したとしてセレ

モニーも行われました。

私は、入場料も取らないところで、どうやって来園者をカウントするのか大変不思議で、港湾空

港課にお尋ねしたところ、1日 4回、時間を決めて、駐車場の車の数をカウントし、その数に、バ

スは１台につき 25 人、普通車は、平日は１．８人、土日祝祭日は 2．5人乗っていると想定して掛

ける。バイクと自転車は一人ずつ。この２％を徒歩での来園者と推計する。さらに実測値の推計値

との乖離を修正するために、この合計人数に、平日は３．５、土曜日は５．０、日曜・祝祭日は６．

０という補正係数を掛けるということでした。

たとえば、50 万人来園直前の５月２４日、土曜日。鹿児島気象台のデータでは、終日大雨で、

日照時間はゼロ。この日のカウントは、普通車７７台のみでしたが、土曜日であるので、２．５人

を掛ける。その２％分の 4人を徒歩での来園者として加え、さらに補正係数の５を掛け、合計 9８

２名の来園となっています。

係数補正を出すための実測を１０月８、9、１４、１１月７、９、１０日に行ったそうですが、

開園してまもなくの行楽シーズン、連休中やお天気がいい日であり、この時の実測に基づいて、補

正係数が決められ、１月２月の寒さの厳しい時期も、梅雨の雨が続く時期も、異常な暑さのこの夏

も同様に補正係数を掛け推定されています。

他に県の施設である、みやまコンセールやアートの森などは入場者数について入場料が必要で、

実測可能で、入場者の記念のセレモニーが行われていますが、県民交流センターでは、「命と環境

の学習館」は観覧無料となっており、利用者数の把握が困難であるので、あえて、「何十万人突破」

などのセレモニーは行っていないということでありました。

「マリンポートかごしま」において、紹介したような信頼性の乏しい数字を用いて５０万人突破、

６０万人突破とアピールされることにどのような意味があるのでしょうか。今後も引き続きこのよ

うな数字を用いられるのでしょうか。見解を求めます。

人工島建設が借金に頼りながら進められている現状が明らかにされました。

また、公有水面埋立免許が、予定まで含めて９回にわたって変更されていることも明らかになり

ました。その変更の理由のほとんどが埋立土砂の採取場所及び採取量の変更であります。

そもそも、人工島の計画は、１９９０年（平成２年）に県総合基本計画において「大型観光船ふ

頭の整備等」として位置づけられ、予算確保の陳情が国に対して繰り返し行われてきましたが、国

の予算が取れない。そこで出てきたのが１９９７年、「桜島の土石流土砂の捨て場がないので、そ

の捨て場を作る」という奇策であり、翌年にフロンティアランド事業として新規に採択がされたの

でありました。

当初、桜島の土石流土砂を４２７万８千ｍ３投入する予定だったのが、桜島の土石流土砂の発生

が少なくなったために、土石流土砂の量を減らして、公共残土の量を増やしてきました。土石流土

砂の投入計画量は現時点で２２０万ｍ３まで減っており、おまけに、公共残土も不足し、１期２工



区の竣工期限が５年間、延長されたのでした。これだけをとっても、人工島建設の必要性はなくな

っていると言えるのでしょう。

そこで次に活用策として出てきたのが、災害が発生した場合の対応空間ですが、海に突き出た人

工島が一時的とは言え「避難生活スペース」に適切といえるのか、誰もが「ノー」と答えるでしょ

う。３０００万円を費やした防災シェルターは新たな無駄遣いと言えます。

２工区にどのような施設を整備するのかなど、「埋立竣工時の財政状況や埋立地地盤性状等を十

分に考慮した上で、そのあり方を最終的に決定する」としており、公有水面埋立法にもとづく用途

変更もまだなされておりません。

一方で、県財政の厳しさを理由に、県立の福祉施設までもが統廃合されようとしています。なぜ、

人工島建設は、用途も定めず、埋立ありきで借金を重ねながら継続されるのか、県民は納得できま

せん。人工島建設を中止し、現在の計画を抜本的に見直すことを強く求めます。

今日の答弁によると、鹿児島県が公用・公共施設に使用するとして民間地を先行して買い取る、

買い取った土地は公用・公共施設として、１９年度に事業をやるとなっています。しかしながら、

実際は未だに、民間事業者に貸し付けて、県民を対象として一般駐車場として利用されています。

これは、明らかに、平成１８年１月１８日の公文書の内容とは違っています。公拡法に違反して

いるのではありませんか。先の６月議会でのあまりに「唐突な」次期国体を見すえてとした土地の

活用策。知事は、「徹底した情報公開と説明責任を果たしながら、公平で誠実、公正で透明かつオ

ープンな県政運営を行っていく」と言われておりますが、この県庁東側隣地をめぐるこの間の知事

の言動には、不透明なものを感じざるをえません。真に公平・公正な県政の執行を求めるものであ

ります。

今日お示しした資料からも、広域化による弊害は明らかです。

ところが今、「地方分権」論とセットで、政府・与党からは４７都道府県を廃止し、全国を１０

程度の「道・州」に再編する道州制の議論が進んでいます。自民党内の議論では首長の直接選挙を

やめて間接選挙に切り替えるという議論もでています。

今こそ、住民の福祉を守ることや本当の意味での地方分権の立場で、市町村合併の検証を行い、

道州制の問題点を明らかにしていくことが必要であります。

次の質問にうつります。

貧困と格差の広がりが社会を揺るがす深刻な問題となっています。なぜ、こんなに貧困と格差が

広がっているのか。そのおおもとには、非正規雇用を増大させてきた財界の雇用戦略と、それを応

援するために政府が労働法制をつぎつぎと改悪してきたことがあります。なかでも、労働者派遣法

の規制緩和が大きな原因となっています。



特に「労働者派遣事業の適性な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律」の規

制緩和で、派遣できる業種が拡大され、そのことが、非正規雇用の増大を生み出してきました。法

第４条には、労働者派遣事業を行ってはならない業種として、港湾運送業務や建設業務があります。

ところが、私の調査したところ、派遣会社から建設現場へ派遣され、解体工事、道路工事などに

従事している労働者が多数いることがわかりました。

そこでまず、確認したいと思います。建設業への派遣について、違法性をどのように認識してお

られるかお答えください。

私がお話を伺ったある３０代の男性は、派遣会社Ｓ社に登録し、様々な建設現場に派遣されてい

ました。民間の建設や解体工事もありましたが、公営住宅の内部解体、道路の路盤工事、旧県警察

本部の解体工事という公共工事もありました。

また私が、様子を見に行ったＭ社では、朝 6時に 30 人ほどの人たちが集まって来て、現場ごと

に振り分けられ５～６台の会社の車で出て行きました。

建設業への派遣は違法ですから、求人雑誌には、「請負業」としているところもあります。しか

し実際に、仕事の指示・命令は、その派遣先の社員や別の派遣会社の派遣労働者がやっており、明

らかに「請負」ではなく、「派遣」、つまり「偽装請負」にあたると思われます。

建設業の許可権を有する県知事として、許可をした建設業者が違法行為を行っているとすれば、

このまま放置できないはずです。

労働派遣業から建設業への違法な派遣の実態について、国と協力・連携して調査し、派遣法違反

の疑いがある場合は、その是正のために、労働局への通報とか、公共事業に係わる入札参加資格の

停止処分など、厳しく指導していただきたい。そして、そのためにも、現在工事中の県発注の公共

事業について、違法な派遣労働の実態がないか、直ちに調査を開始していただきたい。見解を伺い

ます。

雇用環境の改善は、地域経済全体が活性化しなければならず、一朝一夕に進むものではないでし

ょう。だからこそ、税金から交付される企業立地促進補助金は、地元雇用の促進を図る有効な手段

であります。

本県の補助金交付の要綱には、設備投資額１０億円未満については、新規雇用者１人について３

０万円となっています。１０億円以上については、３０人以上の新規雇用が要件とはなっているだ

けで、それ以上雇用人数を増やすことの企業側のメリットはありません。しかも、この雇用は「４

ヶ月以上の常用雇用」としているだけで、実際にはパートやアルバイトが大部分を占めています。

京都府では、本県と同様の企業誘致のための補助金がありますが、「より安定した雇用の場の確

保や障害者の方の雇用機会の創出が重要である」として、本県と同様に補助率の新規雇用者一人に

つき３０万円としていたのを、２００７年度から、障害者を雇用すれば一人について５０万円、正

規雇用者であれば４０万円、その他は１０万円と改めました。



税金から交付する補助金であれば、それが、県民の安定的な雇用に結びつくよう、企業立地促進

補助金の要綱を見直す時だと考えますが、見解をお聞かせください。

次に、県民の命を守る優しく温もりのある県政実現のためにとして、いくつかの課題をとりあげ

ます。今、格差と貧困の広がりは命まで脅かしています。

私は、医師やケースワーカーの方たちからお話を伺いました。「具合が悪くて診察に来た患者

さんに、入院を勧めたが、連絡がとれなくなってしまった。」「手術を進めたが、手術費が払えな

いので薬で治してほしいと言われた。」「病院の払いがたまって、サラ金に手を出して、多重債務

に陥った。」などなど、「金の切れ目が命の切れ目」という状況が進んでいます。

厚生労働省には「医療機関の未収金問題に関する検討会」が設けられ、今年の７月１０日に報告

書がだされました。この報告書は、医療機関で未収金が多く発生している原因を分析し、未然防止

策として、生活困窮者に対する取り組みをまとめています。その第１に上げられているのが、国保

の一部負担金減免の改善方策であります。

国民健康保険法の第４４条には「特別の理由がある被保険者で、保険医療機関に一部負担金を支

払うことが困難であると認められるもの」に対し、「一部負担金を減額すること」「一部負担金の

支払いを免除すること」「徴収を猶予すること」を定めています。

１９５９年（昭和３４年）３月３０日付保険発第２１号の通知が都道府県知事あてに出されてお

り、その中で、「特別の理由」として、ア、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害によ

り死亡し、不具者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。イ、干ばつ、冷害、凍霜（とう

そう）害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき、ウ、

事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。エ、前各号に掲げる事由に類

する事由があったとき、と示し、その周知徹底と適正な実施のための特段の配慮を求めています。

この法第４４条の運用のためには、保険者において規則等を策定し運用の基準を明確にする必要

がありますが、この通知から約５０年たった現在、県内市町村において、一部負担金の減免制度を

設けているのは、鹿児島市、薩摩川内市、出水市、大口市、霧島市、奄美市、南種町、大和町、与

論町の６市３町しかありません。その中でも、霧島市以外は、災害時の対応しか認めていません。

今こそ、この国民健康保険法第４４条に基づく一部負担金の減免が求められているときはありませ

ん。

そこで、質問の第１は、法第４４条に基づく一部負担金の減免制度について、県としてどのよう

な見解をお持ちでしょうか。

長野県では、一昨年度、「国民健康保険法第４４条の規定による一部負担金の徴収猶予及び免除

について」という文書を各市町村の国保主幹課長宛に出し、その中で、取り扱い要領等具体的な運

用基準を定めることや、本制度の被保険者への周知について通達を行い、制度が広がってきました。

第２の質問は、本県でも、法第４４条に基づく一部負担金の減免制度の活用が図られるよう、市

町村への働きかけを強めていただきたいと考えますが、見解を求めます。

次の質問です。



今、少子化が大きな社会の問題となっており、国においても本県でも実効ある対策が求められて

います。本県議会の全ての会派で構成する「政策立案検討委員会」では、「子育て支援について」

の政策提言を準備しておりますが、私にとって「子育て支援」はライフワークであり、もう少し、

踏み込んで質問を行いたいと思います。

まず、乳幼児医療費助成、ひとり親家庭医療費助成事業、重度心身障害者医療費助成の現物給付

課題について取り上げます。

乳幼児医療費助成については、自動償還払いが導入され、手続きの煩雑さは、解消されました。

しかしながら、これまで同様に、病院の窓口で、２割の負担を払わなければならないことには変わ

りありません。

資料２をご覧ください。全国で少子化対策として、年々対象年齢の拡大などが進んできましたが、

本県では、制度創設の昭和４８年当時、対象年齢で先進県でありましたが、今では、対象年齢の最

も高い県は中学校卒業まで、多くが就学前までとなっています。本県はというと、入院では、医科

は全国都道府県の下から４番目、歯科においては、下から３番目であります。また、支給方法も併

用も合わせると３６の都府県で現物給付となっています。本県より対象年齢の低い佐賀県や熊本県

でも、現物給付が実施されています。

県内の状況は、裏をご覧ください。黄色で示したこころが市町村独自の上乗せをした助成ですが、

離島を中心に、独自の上乗せが困難な市町村があり、住んでいるところによる格差が広がっている

のも現状です。

そこでお尋ねします。このように、自己負担額の高さや償還払い方式になっていること、対象年

齢の低さなど全国の中でも遅れた状況にあることが明らかであることと、県内市町村において大き

な格差が生じている現状について、どういう認識をお持ちでしょうか。お伺いいたします。

私が、街頭での宣伝活動の中でたまたま出会った若いお母さんが「ぜひ子どもの医療費を窓口で

無料にしてほしい。友達を集めるので一緒に話を聞いてほしい。」と言われ、先日そちらのお宅へ

伺いました。すると若いお母さん達 5人が集まっておられ、0歳から小学校 2年生までの子ども達

が１０人ほど賑やかに遊んでいました。

それぞれが口々に子育ての大変さやそれに対する行政の支援を求める話をされました。

その中の、夫が運送会社に勤め、自分もパートで働いているという２歳と４歳の子どもを持つお

母さんは、「子どもがぜんそくを持っていて、時々発作が起きて、あわてて病院に連れて行きます。

でも給料日前にはお金に余裕がなくて、病院に連れて行けなくてがまんをさせています。何よりも、

命を守ることを最優先に考えて欲しい。」このように訴えられました。別のお母さんも、「生活費

が心配で子どもを病院に連れていけないことがよくあります。」と話されました。

償還払いではなく、現物給付であれば、財布の中身を心配することなく、子どもを病院に連れて

行くことができます。この間、私は何度となく、現物給付を求めてきましたが、それが困難な理由

として、知事は３つのことを上げてこられました。



１つめに、コストに関するモラルハザードの問題、つまり負担がなくなるとむやみに病院にかか

るようになると言われます。しかし、小さな子どもを連れて病院に行くのはそれだけでも大変で、

本当に心配だから連れて行くわけです。受診が必要かどうかの見極めが必要なのであれば、現物給

付の問題とは切り離して、子どもの具合が悪いときにいつでも安心して相談できる仕組みを作るこ

とが必要でしょう。

２つめに、複数の医療機関を受診した際の支払った総額の把握が困難だと言われますが、これは、

自己負担額を月に３０００円としているからであって、他の県のように、自己負担を「なし」にし

たり、１レセプトいくらと決めるなど、やる気になれば、どれだけでも方法は見つかります。

３つめに、国保会計への国庫負担金の減額の問題がありますが、これは、政府が推進する少子化

対策に政府自身が矛盾している措置であり、これを改めさせる事が必要です。これを理由にして現

物給付を実施しないことは、同じく、少子化対策を進めている本県自身も矛盾を抱えることになり

ます。

「子どもからお年寄りまですべての県民にとって優しく温もりのある社会の構築」を目指される

知事として、乳幼児医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制

度について、現物給付に踏み切る時期であると考えますが、見解をお伺いします。

続いて、児童デイサービス利用者負担軽減事業についてとりあげます。

この事業は、療育施設を利用する就学前の障害児のうち、保育所や幼稚園と併行通園している児

童に対して助成を行うというもので、平成１９年度からの 2カ年の事業となっています。今年度は

５８０万円の県予算です。本事業については、市町村によって完全に無料化をしているところもあ

れば、離島などでは事業自体を実施できない市町村もあるなど、市町村の取り組みに格差が生じて

います。

また、対象を保育所・幼稚園と併行通園している児童としていますが、そもそも障害児は保育園

や幼稚園になかなか入園できず、それがさらに保護者の心理的負担にもなっています。先の代表質

問でも知事は「早期発見と早期治療、療育の充実が強く求められている」と発言しておられます。

その通りであります。

障害児をもつ親にとって、我が子が障害を持っていることを受け止めること自体が大変困難です。

様々な不安がある中で、療育で、同じ苦しみをもつ親ごさん達との出会いや子どもの障害や発達へ

の理解が進み、精神的に救われていくのです。

先日福岡市の公園で母親による児童殺害の痛ましい事件が起きましたが、被害者の子どもは発達

障害児でありました。このような精神的、経済的負担を軽くするためにも、県内どこに住んでいて

も、お金に心配なく、療育施設に通えるための環境整備が求められています。

おたずねします。

サービス利用者の保護者や障害児に係わる団体から、本事業について、どのような声や要望が寄

せられているでしょうか。



また、本事業は、先に述べたような必要性からも、事業の延長及び、市町村の取り組みの促進を

図った上で、対象者の拡大が図られるべきと考えますが、見解を伺います。

建設業への違法派遣について

私は、実際に建設現場に派遣された方から話を伺いました。他にも同様の人がいるのか、いない

のか、調査をすればわかることです。

派遣か請負かというのは、労働者への指揮・命令をだれがやっているのかを現場で見なければわ

かりません。直ちに調査をしていただきたい。

許可権を持つ県として、労働者の安全と権利を守り、安定した雇用を確保するために、毅然とし

た姿勢を示してください。

乳幼児医療費助成について、全国での本県の位置について、対象年齢と現物給付については、遅

れていることは明らかではありませんか。

県内で格差が生じていることに、保健福祉部長として、痛みを感じないのですか。そこに生まれ

たから仕方がないと言われるのでしょうか。

私は、今回、雇用の問題や医療費助成の問題を取り上げました。県が、県民の命と暮らしを守る

ために全力を挙げてこれらの課題に取り組まれることを重ねて強く要望いたします。

私も、日本共産党の県議会議員として、政治の中身を国民本位に切り替えていくため奮闘するこ

とを堅くお約束し、一般質問を終わります。


