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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、太

田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。昨年11月県議会で、我が会派の井上

紀代子議員が性同一性障害について質問をされ

ました。実は、私の次男も性同一性障害でし

た。これから私の体験を語ることで、家庭や学

校生活で悩んでいる子供たちや親、そして先生

方の一助になればと思い、この性同一性障害に

ついて質問したいと思います。なお、「性同一

性障害」という言葉は、日本精神神経学会によ

りますと、「性別違和」という言葉に言いかえ

ることを推奨していると報道されましたので、

今回はその言葉、「性別違和」を使わせていた

だきます。

私の子供である長男、次男は、昭和56年に一

卵性双生児として生まれました。現在、33歳に

なります。その双子のうち、次男は、確かに今

思えば、小学校のころから女性的なしぐさの多

い、優しい子でした。特に、その次男が性別違

和を思わせる変化を感じたのは高校生のころで

した。長男は生徒会長をするほど男らしかった

のですが、片方の次男は、自分は将来、保育士

になりたいと言い出し、父親としてちょっと面

食らったことを覚えています。長男は工学部、

次男は保育士の大学を卒業し、二人して長崎で

音楽活動をすることになりました。その音楽活

動のさなか、25～26歳のころだったか、次男が

延岡に帰ってきて、私の前に正座をして、「実

は私は女の子です。女性として生きていきた

い」と告白をしました。私はびっくりしました

が、息をのんで平静を装い、「女性として生き

ていってもいいけど、特に無理に薬を飲んだり

手術したりせずに、自分の思いの自然なままに

生きていけばいいが」と、そんなことを言った

のを覚えています。当時、次男は、自分の性別

違和に悩み、長崎の大学病院に通院していると

のことでした。病院のほうでも、一卵性双生児

なのにその片方のみが性別違和になるのは珍し

い事例として、兄弟そろって受診を求められて

いたようです。その後も、兄弟で長崎の地にお

いて音楽活動を続けていたのですが、性別違和

で極度の変調が起こったのでしょうか、体調不

良を訴え、次男一人だけ延岡に戻り、自宅療養

を始めました。

ところが、半年ばかりたったころ、突然その

次男が行方不明となりました。警察に相談した

ところ、大分の施設にそれらしき人が記憶喪失

者として保護されているとのことでした。大分

の山中を真夜中さまよっていたのをタクシーの

運転手に発見され、警察の取り調べを受けた

後、保護されたそうです。すぐさま引き受けの

ために夫婦で大分の施設に面会に行きました。

両親の顔を見れば次男の記憶も戻るだろうと自

信を持って面会したのですが、面会した途端、

その実の子供から、「どなたでしょうか」と尋

ねられたときには、親の顔も忘れたのかと啞然

とし、事の重大さを悟りました。

記憶喪失の次男をその日のうちに引き取り、

延岡の自宅に連れて帰りました。玄関に入って

も記憶は戻ることなく、ただ、さまざまな物に

さわり、必死で記憶を取り戻そうとしているよ

うでした。その後、しばらくは私たち両親に対

平成26年6月17日(火)
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しても、実の両親であるという実感が持てな

かったのでしょうか、私たちに、「お風呂に

入ってもよろしいでしょうか」などと、他人行

儀に敬語を使って話しかけてくるありさまでし

た。また、こんなことも尋ねられました。「自

然と涙が出てくるんですけど、私は何か過去に

いじめられたことがあったんでしょうか」と。

どんなことがあったのかわかりませんが、無頓

着な親として済まなかったと思います。

さらに済まない思いに駆られたことがありま

す。記憶喪失で警察から取り調べを受けている

最中、次男は、トイレに行きたくなって、許可

をもらい、無意識のうちに選んだトイレが女子

トイレだったそうです。次男は、そのトイレで

用を足そうとしたそのとき、初めて自分の体が

男であったことに気づき、一体自分はどういう

人間なんだと戸惑ったそうです。私は、この話

を聞き、「ああ、この子は記憶喪失してもな

お、本当の気持ちは女の子だったんだ」と思

い、女性への性転換の手術に同意しました。

娘は、性転換の手術を受けた後、現在、保育

士として働き、時にはママさんバレーの選手と

して頑張っています。こんなに元気になれたの

も、女性としての手術を受け、裁判所からも認

められ、戸籍上も次男から４女へ、さらに「さ

くら」という女性の名前をもらい、女性として

生きることができたからだと思います。

もう一つ、私は、学校の先生方にも感謝しな

ければなりません。後で知ったことですが、高

校時代、次男は男子トイレに入ることができ

ず、こっそり自宅に戻って用を足していたとの

ことでした。ですから、修学旅行ではみんなと

一緒に風呂に入ることができず、修学旅行に行

くことを辞退していたそうです。それを聞いた

担任の先生たちが、職員会議まで開き、機転を

きかせて、「そんなら、先生の泊まる部屋の風

呂に入ればいいが」と勧められたらしく、修学

旅行に行くことができたそうです。15年前、当

時、さほど性別違和について関心のなかった時

代、その先生方の配慮というか、教育の力とい

うか、粋な計らいに両親として感謝しても感謝

し切れません。

そこで質問ですが、学校の現場での性別違和

への対応について、国の動向も含め、教育長に

現状を伺います。以上です。

後の質問は質問者席にて行います。（拍手）

〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

性別違和に対する学校現場での対応や国の動

向についてであります。実は今、お話を聞きな

がら、私は、自分の息子のやっぱり外から見え

ない障がいに苦しんだ日々を思い出して、万感

の思いで聞きながらここに立たせていただいて

おります。

児童生徒が抱える問題や悩みが多様化・深刻

化する中、子供たちがさまざまな困難を乗り越

え、自立する力を身につけながら夢や希望を抱

き、心身ともに健やかに成長していってほしい

と願っておりますが、そのためには、家庭はも

とより、学校や地域社会においても、これまで

以上にきめ細やかな対応が求められておりま

す。性別違和で悩んでいる児童生徒について

も、学校においては、学級担任や管理職を初め

として、養護教諭、スクールカウンセラーなど

教職員等が協力して、児童生徒の心情に十分に

配慮しつつ、保護者の意向も尊重した上で相談

に応じるとともに、必要に応じて関係医療機関

とも連携するなどの対応に努めているところで

あります。また、国におきましては、ことしの
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３月に、全ての国公私立の学校を対象に、性別

違和に関する対応についての調査を行い、その

結果を今月13日に公表したところであります

が、今回の調査を通して、全国の各学校におけ

る対応等を共有することができたことは、性別

違和についての周知及び対応の充実に向けて一

歩前進したものと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○太田清海議員 ありがとうございました。私

も、こういう体験をして、子供を３回育てたよ

うな気がいたします。最初は男の子として、そ

して記憶喪失して別な人格として２回目、そし

てまた女性として、一人の人間を３回育てたよ

うな気がするわけですが、私としても、学校現

場で対応するのは大変だろうと思います。私も

わからないことでありました。学校現場の人た

ちの御苦労も大変だろうと思いながら、悩んで

いる子供たちには、さまざまな人間がいていい

んだよ、学校でもいろんな人がいていいんだよ

というメッセージを子供たちにも伝えたいと思

いますし、悩んでいる親御さんについても、子

供の思いに添って生きていくことがいいと思い

ますよということを伝えたいと思います。

実は、私の体験として、こういった手術とい

うのは、東南アジアとか、ああいったところに

行かないかんのかなと思っていたんですが、

2004年に法が改正されて、実は、名古屋で、費

用も170万、そして、ビジネスホテルに１泊して

１日の手術で帰ってくるという、本当にこんな

ものだったんだろうかといった簡単な手術で終

わりました。ですから、本当に私はそういう制

度で助けられたと思いますが、まだ不可解な部

分等もあろうかと思いますし、170万というお金

が出せないお子さんたちは、親のことを気遣っ

たりして、ぐっと我慢したり、もしくは悩んだ

りする子供さんたちもいるだろうなと思うと、

私のこういう体験の中で、国の政策の中でそう

いった助成みたいなものが制度の中に生かされ

てくるといいがなというふうな気がしておりま

す。

体験として述べさせていただきましたので、

今後の参考にしていただければと思っておりま

す。きのうでしたが、出がけに娘に、「さく

ら、おまえのことをしゃべってくるからな」と

言ったら、学校の先生方の配慮で修学旅行に行

けたことは感謝しているということを告げてお

りました。本当にありがとうございました。そ

ういうことがあったということをお伝えしてお

きます。本人も、どんどん世の中に出ていきま

すよということを言っておりました。

関連してでありますが、いじめ防止問題で質

問をさせていただきます。ことしの１月に、長

崎の中学校の男子がいじめを苦に自殺をしたと

いう事件がありました。無料通話アプリ「ＬＩ

ＮＥ」を使っていろいろ自分の気持ちを伝えた

んだけど、それが十分、学校や家庭に届いてい

なかった、両親に伝わらなかったということ

で、大変かわいそうだなと思うんですが……。

この新聞記事を読んでみましたら、いじめ防止

対策推進法が求めておった防止対策の組織を、

この学校では残念ながらつくっていなかったと

いうことでありました。本県においてはどうだ

ろうかということで、現状をお聞きしたいと思

います。教育長、お願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 昨年９月の「いじめ

防止対策推進法」の施行に伴い、10月には国の

基本方針が策定され、本県におきましても、宮

崎県いじめ防止基本方針を定めるとともに、市

町村教育委員会や学校に対して、助言や情報提

供を行ったところであります。また、推進法の
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規定に基づき、宮崎県いじめ問題対策連絡協議

会及び宮崎県いじめ問題対策委員会を条例に基

づき設置し、それぞれ第１回の会議を既に開催

いたしたところであります。推進法では、学校

におきましても、学校いじめ防止基本方針を定

めること、及び学校におけるいじめ防止等の対

策のための組織を置くことが義務づけられてお

り、このことを重く受けとめ、既に県内全ての

学校におきまして、基本方針を策定するととも

に、いじめに対応するための組織を設置し、い

じめの未然防止等への取り組みを組織的・計画

的に推進する体制が整えられたところでありま

す。

○太田清海議員 わかりました。このいじめの

問題、どこに原因があるのかなと、私たちの立

場でも考えるんですが、社会にゆとりがなく

なったのかなと思うと、私たち政治家の役割と

いうのがそこにあるんじゃないかなという気も

いたします。ありがとうございました。

続きまして、知事の政治姿勢についてお伺い

したいと思います。実は、知事のパンフレット

の中で私、見た記憶があって、議会でもこの言

葉は使われましたが、「ノブレス・オブリー

ジュ」という言葉を座右の銘としておられると

いうことです。実は私も好きな言葉の一つでも

あったわけで、ちょっと気にかかっていたもの

ですから、知事はどういう思いで座右の銘にさ

れているのか、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この「ノブレス・オブ

リージュ」という言葉は、もともとフランスの

格言で、「ノブレス」という、貴族という言葉

からすると、身分に伴う義務というものが最初

の意味でありますが、今では、責任を担うべき

立場にある者には義務が伴う、また、その与え

られた地位に伴う覚悟を求めているという言葉

として使われているところであります。

私がこの言葉に出会いましたのは、学生時

代、民法の授業で、星野英一先生が退官をされ

るときに最終講義がありまして、その中で、

「君たちにぜひ贈りたい言葉がある」というこ

とで、この言葉を紹介いただきまして、東京大

学で学び、法学を学ぶことができた皆さんに

は、社会に奉仕する義務があるんだと、そうい

う自覚を持ってこれから頑張れというお話を伺

いまして、大変感銘を受けたところでありま

す。ぼんやり、公のために尽くしたいという思

いを持っていました自分にとって、一つ、ぽっ

と精神的な柱ができたような思いがいたしてお

るところでございます。

さきの選挙で、宮崎県知事としての重責を担

うこととなったわけでありますが、今は、この

言葉を、自分の全てを宮崎の発展のために尽く

すんだと、そういう覚悟を求める言葉として、

自分に対して戒めの思いとともに座右の銘とさ

せていただいているところであります。

○太田清海議員 わかりました。この言葉もい

ろいろ解釈があるようですけれども、本当に

今、日本の中に気品というものがなくなってき

ているんじゃないかなという気がして、やっぱ

り心の中には気品を持つ、そういう判断で常に

やっていくというのは大事なことじゃないかな

と思います。これはこじつけかもしれません

が、実は、所得の多い方も少し社会のために還

元しようではないかということを考えると、私

は、税制の中で応分の負担をしてもらうと、こ

の世の中はもっとよくなるんだがなという思い

も一方でしました。このノブレス・オブリー

ジュというのは、ヨーロッパでの騎士道の精神

から来ているところもあるようですし、本当に

命をかける、みんなのために命をかけるという
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のもあったようですね。ぜひ、世の中が応分の

負担をみんなでしていこうという気持ちになら

ないといけないのかなと思いました。

次に、自由貿易、保護貿易のことについて質

問したいと思いますが、去年の２月県議会の中

で、自民党の 原正三議員が副知事に、木材輸

入関税を撤廃していなかったらどうだろうかと

いう質問をされました。ゴルフの「たられば」

ではないけれどということで、私、この質問を

非常に興味を持って、身を乗り出して聞いた思

い出があります。私もぜひしてみたいなと思い

ましてですね。自由貿易が経済を発展させると

いう考えのもとに、ＴＰＰ協定の交渉が進めら

れておりますけれども、農林水産業を守るため

には、保護貿易的な視点からの議論も今日必要

ではないかと思います。関税という制度につい

て知事はどうお考えになっているか、お伺いし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ますます経済のグロー

バル化が進んでいるわけでありまして、自由貿

易というものは一つの国際的な流れだというふ

うに受けとめております。本県としましても、

東アジア経済交流戦略を策定しまして、県産品

の輸出や観光交流などの拡大に積極的に取り組

んでいるというところであります。その一方

で、国によりましては、地域的特性や産業構造

など違っているわけであります。自由貿易を基

調とする中にありましても、国内産業を保護

し、育成するという観点から、関税制度の役割

というものは大変重要であると考えておりま

す。安倍総理が、「守るべきものは守り、攻め

るものは攻める」という発言をしておられます

が、これも同じ視点に立った発言であるという

ふうに認識をしておるところであります。今、

この自由貿易をめぐってＴＰＰ協定等いろいろ

議論がなされ、また、交渉がなされておるとこ

ろでございますが、農林水産業というものは本

県の基幹産業でございます。我が国全体におい

ても、食料の安定供給や国土・自然環境の保全

という面で重要な役割を果たす産業であります

ので、重要品目の関税堅持など、粘り強い交渉

を求めてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○太田清海議員 私も、戦後教育を受けて、自

由貿易というのが経済発展させるんだ、保護貿

易というのは戦争に導くんだというようなイメ

ージで教育を受けた関係で、保護貿易というの

に非常に悪いイメージを持っておりましたが、

最近、経済学者のエマニュエル・トッドという

人が、日本の学者も含めて本を出しています。

「自由貿易という幻想」という本とか。保護貿

易によって伸びているところもあるんだよとい

う視点、保護貿易についても一つの光を与えな

いかんのじゃないかなと思ったりするわけで

す。特にＴＰＰ、多国間での取りまとめという

のは、今、知事が言われたように、その国の特

殊性を表現することができない。１対１の２国

間での協定であれば、お互いの国の事情をわか

り合えるからそれを表現できるけれども、多国

間、12カ国にふえたような中ではもう無理だろ

うと私は思う。そういう国の特殊事情を協定の

中に表現するというのは。いろんな問題がある

わけですから。そういう思いでこれはどうなの

かなと。知事も関税は必要だというような意味

も含めて聞きましたけれども、私は、２国間で

は、うまくその辺が表現できるけれども、ＴＰ

Ｐ的なものでは無理ではないかなという感じを

持っております。

次に質問を進めさせてもらいます。きのう、

我が会派の田口議員も質問しましたが、ホワイ
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トカラーエグゼンプションについて、知事の考

えをもう一度確認のためお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ホワイトカラーエグゼ

ンプションであります。労働時間規制を取り

払って、仕事の成果の評価により報酬を決める

というものであるわけでありますが、産業競争

力会議などで議論が行われておったところであ

ります。これを踏まえて、政府におきまして

は、年収1,000万以上の職務範囲が明確な高い職

業能力を持つ労働者を対象とすること、また、

対象者の健康を確保するために、長時間労働の

抑制策や年次有給休暇の取得促進策の検討とあ

わせて、今月中に決定する成長戦略に盛り込む

方向ということで伺っております。この制度で

は、時間に拘束されないことにより、創造性や

生産性の高い働き方が可能となるという意見が

ある一方で、働き手が残業代ゼロで長時間労働

を強いられるのではないかという意見もあると

承知しております。制度の導入によりまして、

労働者の働き方が大きく変わることも想定され

ますことから、今後、議論が予定されておりま

す国の労働政策審議会の動向を注視してまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 ホワイトカラーエグゼンプ

ション、前の法律で労働者派遣制度について

も、以前は特殊な業務しかやっちゃいけないと

言っていたのが、どんどん拡大されて、製造業

まで拡大されていきました。非正規は労働者の

４割近くにもなっているという状況で、これは

ゆゆしき状況だと思うんです。そういうふう

に、何か今の世の中の流れは、働く人たちと

か、世の中の富を本当につくっている人たちの

立場がどんどん金属疲労のようになっておるん

じゃないかという感を持つわけです。特に、思

い出してほしいのは、労働基準法の第１条の第

２項、ここに精神が見事に―戦後、憲法が公

布されてその５カ月後につくられた労働基準法

ですけれども、その第２項の中に、「この法律

で定める労働条件の基準は最低のものであるか

ら、労働関係の当事者は、この基準を理由とし

て労働条件を低下させてはならない」、この後

がまた問題でありまして、「もとより、その向

上を図るように努めなければならない」と書い

てあります。労働基準法よりも、うちはちょっ

といい、労働基準法ができたから、労働基準法

の基準に下げようという気持ちはいけません

よ、さらにいい労働基準になるように引き上げ

ましょうねというのが、戦後のこういう働く人

たちに対する考え方だったんです。今は、それ

が逆に、悪いほうに悪いほうに行っているよう

な気がいたします。知事の考えをお伺いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、労働

基準法の第１条第２項につきましては、法の定

める労働条件が最低のものであるということ

や、その向上を図るよう努力することを義務づ

けたものであり、その精神は尊重されるべきも

のと認識しております。また、労働者一人一人

が、職業を通じて企業や地域社会の発展に尽く

し、人として価値ある生活を営むためにも、労

働法制の役割は大変重要だと考えております。

一方で、経済社会情勢も日々変化をしている

ところでありまして、労働法制もその変化に対

応した見直しがなされる、また必要であるとい

うふうに考えておるところであります。御指摘

のありました、ホワイトカラーエグゼンプショ

ンの導入など労働法制の見直しに当たりまして

は、労働者の生活に与える影響も極めて大きい

ものがありますので、さまざまな角度から慎重

に議論することが必要であるというふうに考え
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ておりますし、大切なことは、労使双方の合意

が得られることではないかというふうに考えて

おります。今後の議論を注視してまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 ブラック企業とか、学生のア

ルバイトでブラックバイトという言葉も出てき

ています。本当に学生さんたちも使い捨てのよ

うな状態で、ブラックバイトという言葉も出て

きています。世の中は、知事が今、注視してい

きたいという中に、どんどん悪くなっている現

実があるような気がしてですね。特に、新聞で

も報道されていましたが、これは実名入りで出

ていましたけど、延岡工業高校の松元先生とい

う方は、子供を世の中に送り出すのに、労働基

準法なりを一生懸命教えておるという報道もさ

れていました。教育の現場でこういった労働法

規の勉強をさせていますと。そのとおりだと思

いました。せっかく理想に燃えて、学校で教育

して、その子が職場に入って耐えていけるだろ

うか―本当に大変なことだと思うんです。だ

から、うまく世の中に入っていくようにして、

また、世の中自体も、もう少し優しく受け入れ

るような社会になってほしいなというような気

がいたします。そういう法律上の問題の考え方

が何か曖昧になっているというのが今日の状況

じゃないかと思いました。きのうも前屋敷議員

からも質問が出ましたが、集団的自衛権の行使

容認を解釈改憲で行おうとしていることについ

て、知事、もう一度答弁をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 世界各地においてさま

ざまな紛争が生じている。アジアにおいても緊

張の場面というものがあるわけでございまし

て、安全保障環境が大きく変化していることを

踏まえますと、我が国の安全保障のあり方を改

めて議論することは極めて重要であると考えて

おります。現在、集団的自衛権の行使の是非

や、それに係る憲法の取り扱いなどにつきまし

て、政府・与党を初め、各方面でさまざまな議

論がなされているところであります。これらの

問題は、国の根幹にかかわる極めて重要な問題

でありますので、丁寧かつ慎重な国民的議論が

なされるべきものと考えております。

○太田清海議員 知事の立場ではそこまでしか

言えないのかなという気はいたしますが、国民

的な議論が必要だと言われておりますので、本

当に議論をしていただきたい。ただし、現実を

見ると、議論をしたいと思っても、もう閣議決

定されようとして、事実が先に進んで、認めら

れようとしているわけです。だから、十分な議

論をということができない状況ではないかなと

思う。どうですか、知事、これ、どう思われま

すか、今の状況。もう閣議決定もされようとし

ていますよね。それについてはどうですか。

今、知事としては、国民的な議論が必要だと言

うけど、そこまでなっていない、知らされてい

ないというか、どうでしょうか、その辺の所感

だけ。

○知事（河野俊嗣君） これにつきましては、

これまでもかなりの時間を割いて、さまざまな

具体的な事例を政府から示され、それをもとに

国会での議論がなされておるところでございま

す。今、どのようなスケジュールで、今国会中

に閣議決定がなされるのかどうなのかというよ

うな、まさに最終的な状況、ぎりぎりの中での

御議論だというふうに思っております。繰り返

しになりますが、本当に丁寧な国民的議論とい

うものを踏まえた上で決定されるべきものとい

うふうに考えておるところであります。

○太田清海議員 日本という国は法治国家です

から、法律のもとに動いていく。その上位法は
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憲法ですから、憲法がぐらついたら、私たち国

民はどう対応していいかわかりません。そうい

う憲法であるとするならば、本当に国民の合意

を得てということを基本にしないといけないと

思うんです。だから、私は、常道としては、憲

法改正をしたいというんだったら、そのことを

堂々と言っていくべきじゃないかなと。こうい

う形の国政の憲法観というのは、憲法学者は怒

ると私は思いますよ。そんな問題だと思いま

す。一応そこまでにしておきましょう。

ではもう一つ、知事に質問しておきたいと思

いますが、国と地方の協議の場というのが３年

前につくられております。当時、地方分権とい

うことで鳴り物入りでつくられた感があります

が、今、ちょっと鳴りを潜めているんじゃない

かという気がいたします。法制化から３年を経

過しましたけれども、開催状況や回数、内容も

含め、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国と地方の協議の場で

あります。これが法制化されて、国と地方が対

等な立場で政策の企画立案段階から真摯に協議

を行う、そのような仕組みがつくられたわけで

ありまして、これは大変重要な仕組みであろう

と考えております。開催状況でありますが、法

制化されて以降、これまで16回開催され、内容

的には、社会保障・税一体改革や東日本大震災

の復興対策、子ども手当、経済・財政対策、新

年度予算、地方分権改革など、その時々のテー

マにつきまして、国と地方６団体の代表が協議

を行っているというところであります。

最近の開催回数を見ますと、大体年に４回と

いうルールのもとに開催されていまして、初年

度が８回ということで大変多くなっておるとこ

ろでありますが、効果的な政策立案のために

も、また、国と地方が率直に意見を交わし、政

策立案を図っていく上でも、効果的に、積極的

に活用されるべきものと考えております。

○太田清海議員 年４回が原則だろうというこ

とですが、法人税の問題とかああいったのも、

何かその中で議論されている経過としてはある

んでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 税制のテーマの中でい

ろんな議論がなされているというふうに考えて

おりますが、そのテーマだけを捉まえての開催

ということはないというふうに承知しておりま

す。

○太田清海議員 地方自治に影響を及ぼす、国

の政策の企画立案・実施について、国と地方が

協議をするということですから、地方分権が形

骸化しないように、知事のほうからも、ぜひ積

極的な議論を重ねていってほしいと思っており

ます。

では次に、市町村の広域連携についてお尋ね

いたします。

５月23日に、改正地方自治法が参議院本会議

で可決・成立したと聞いております。この中で

は、市町村間の広域連携を促すのが狙いと言わ

れていますが、知事のこの法改正の見解をお伺

いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の地方自治法の改

正は、昨年６月の第30次地方制度調査会の答申

に基づいて行われたものであります。基本的な

背景としましては、人口減少・少子高齢社会が

本格化する中で、それぞれの市町村が自主性、

自立性を持った基礎自治体として存続し、住民

に持続可能な形で行政サービスを提供していく

ためには、近隣市町村との有機的な連携による

活性化がより重要になる。要は、個々の市町村

が、従来のようにフルセットでさまざまな機能

を果たしていくというのは非常に困難な状況に
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あるのではないかという認識のもとに、より一

層、広域的な連携を進めようということで、こ

れまで一部事務組合、広域連合といった制度は

あったわけでありますが、それは別組織をつく

るということでありました。そのような別組織

をつくることなく、自治体間の柔軟な連携を可

能とする仕組みとしまして「連携協約」、ま

た、小規模市町村におきます処理困難な事務へ

の対応として、他の自治体に事務を管理・執行

させる「事務の代替執行」という制度が、それ

ぞれ創設されたものであります。先ほど申しま

したように、基礎自治体としての役割を果たし

ていく、これまでのように全ての機能を果たし

ていくのはなかなか難しい中で、住民サービス

の維持・充実を図っていくためには、この広域

連携は非常に重要な手段であり、これを有効に

活用していくことが大切ではないかと考えてお

ります。

○太田清海議員 柔軟な対応ができるように

なったということで、私も資料を読ませていた

だきましたが、今の自治体が抱える問題に対し

て広域的に連携できるように、即応できるよう

な組織にどんどん変えていくというのは理解で

きました。ただ、私が残念に思ったのは、あの

合併をする前に、こういうような制度をつくっ

て、合併せずともこういう制度でお互い助け合

いましょうよというのをつくっていたらよかっ

たのになというのをつくづく思います。合併を

していろいろ問題が出てきているところもある

ようです。本当は、こういったのは、あのとき

につくるべきものじゃなかったのかなというふ

うに思っております。

それでは、話題を変えまして、福祉医療行政

について福祉保健部長にお伺いしたいと思いま

す。

長崎市の認知症高齢者グループホームの火災

事故が昨年起こって、消防法が改正されたよう

です。消防法施行令が改正されて、スプリンク

ラーの設置が、小さな施設にもつけなさいとい

うことになったようでありますが、この消防法

施行令の改正により、スプリンクラー設置が義

務づけられている面積275平米未満で、現在、未

設置の高齢者施設及び障がい者施設は県内にど

れくらいあるのか、またどのように把握してい

るのか、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 昨年12月の消

防法施行令の改正の趣旨は、自力での避難が困

難な方が入居する施設については、施設の面積

にかかわらず、スプリンクラーの設置を義務づ

けるというものであります。この改正により、

平成30年４月以降、新たにスプリンクラー設備

の設置が義務づけられる高齢者の施設のうち、

未設置の施設は、平成26年４月１日時点で67施

設であります。同じく、障がい者施設はグルー

プホームが対象でありますが、未設置の施設は

５施設となっております。なお、未設置施設の

把握方法につきましては、県所管の施設は、施

設設置に係る申請書や聞き取りなどにより、ま

た、市町村所管の施設につきましては、各市町

村に照会して確認したところであります。

○太田清海議員 施設については、まだ届け出

ないような小さなものもあったりするのではな

いかなという気がするわけですが、今、67施

設、そして５施設ということでありましたけれ

ども、この未設置の施設に対して、今後、どの

ようなスプリンクラー設置の対応をされるの

か、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） これまでも、

自力で避難することが困難な方が入所される施

設に対しましては、義務の有無にかかわらず、
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スプリンクラーの設置を呼びかけてきたところ

でございます。今回の改正内容につきまして

も、ことし３月に、県内３地区で行いました事

業者の研修会において説明したのを初め、施設

への指導監査など、あらゆる機会を通じて周知

徹底を図っているところであります。新たに設

置義務が生じる未設置の施設に対しましては、

できるだけ早期に、遅くとも平成30年３月まで

には設置がなされるよう、市町村とも連携しな

がら、積極的に助言・指導を行ってまいりたい

と考えております。

○太田清海議員 あと３年後までに設置をしな

けりゃならぬということで、猶予期間があるわ

けですが、その間、自力でやれるところとか、

なかなか困難なところとか、もしくはそのこと

によって廃業しなきゃならぬところとか、ある

かもしれません。状況を調査していただいて、

助言・指導するということでありますが、いろ

んな形の支援というのもあるかもしれませんの

で、ひとつその辺は今後捉えていっていただき

たいと思っております。

次に、難病医療法が改正されたようです。こ

れも56疾患から約300疾患に拡大されたというこ

とを伺っております。現在、難病の医療費助成

事業においては超過負担があるというふうに聞

いておりますが、今、どのくらいの超過負担が

あるのか、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病の医療費

助成事業につきましては、国の要綱に基づき、

国と都道府県が２分の１ずつ負担することとさ

れていますが、国において十分な予算が確保で

きないため、都道府県が超過負担をしている状

況にあります。本県の場合、平成25年度を例に

とりますと、総事業費は約13億円であり、本

来、国は、その半分の約６億5,000万円を負担す

べきところでありますが、実際の助成額は約４

億3,000万円であり、その差額の約２億2,000万

円が県の超過負担となっております。なお、県

におきましては、これまでも超過負担の解消に

向けて、国に対して繰り返し要望を行ってきた

ところであります。

○太田清海議員 超過負担があるということで

ありますが、私は、この制度がつくられて対象

患者がふえていくということについては、喜ば

しいことだと思うんです。ただ、そういった県

としての悩みもあったわけですが、難病の医療

費助成対象疾患が拡大されることにより、今

後、超過負担がさらにふえるのかなというふう

に思います。県はこれについてどう対応するの

か、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病の医療費

助成制度に関する法案が今国会で審議中であり

ましたが、去る５月23日に成立し、来年１月か

ら施行されることとなっております。新たな制

度では、医療費助成の対象が、現在の56疾患か

ら、段階的に約300疾患に広がることに伴いまし

て、医療費を受給する患者数も増加することに

なりますが、国の推計に基づき試算をします

と、本県では、現在の約9,0 0 0人から約１

万5,000人になると見込まれております。御指摘

のとおり、医療費助成の対象疾患がふえること

に伴いまして、総事業費もふえることになりま

すが、法に基づく新たな制度が始まる平成27年

１月以降は、都道府県の超過負担は解消すると

国から説明を受けているところであります。県

としましては、引き続き国の動向を注視すると

ともに、新たな制度に向けた準備を進めてまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 新たな超過負担については解

消するという方向でということでありますの
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で、期待をしたいと思います。

それと、難病患者の場合は、実は、県外に通

院しなけりゃならない人たちが多い―多い少

ないではないんですが、いらっしゃるんですよ

ね。場合によっては他の県に１泊して通院しな

きゃならないとか。私は、そういった人たち

が、県内で治療を受けたり受診できたりするこ

とが一番いいと思うんですが、この対象疾患が

拡大することで、受診できる医療機関も含め、

患者の方々が適切な医療を受けられるのか、お

伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 新制度におけ

る難病の医療費助成申請におきましては、診断

書に当たる個人調査票を、都道府県が指定する

医師が作成することになります。この指定医に

つきましては、専門医資格を有すること、ある

いは一定の基準を満たした研修を受講している

ことが指定要件になっておりますので、患者の

方が安心して適切な医療を受けられるよう、県

が研修を実施するなど、指定医の確保に努めて

まいりたいと考えております。また、新制度に

おける難病拠点病院の指定なども今後必要とな

りますので、宮崎大学など関係機関とも協議を

しながら、適切に対応してまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 わかりました。難病患者の方

々の実態把握に努めていただいて、いろんな問

題を解決する方向で頑張っていただきたいと思

います。

それでは、教育長に再度お尋ねをいたしま

す。

県立高等学校に配置されている生活支援員、

この方々は、障がいを持つ方々の支援をすると

いうことで、本当に大きな力を発揮されている

と思うんですが、現状としては、勤務時間が８

時から４時までということで、朝の課外とか終

礼時には保護者が同伴しなきゃいかんという問

題。それから、土曜日には支援員がつかないと

いうことで、土曜日の行事には保護者がつか

にゃいかんとか。もしくは、修学旅行とかいう

場合、生活支援員は勤務地を離れてつくことが

できないという問題があります。これは、宮崎

県教委としても一生懸命努力してくれてはおる

んですが、こういったところを将来、改善がで

きないものかどうか、お尋ねしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

県立高等学校に在籍する身体に障がいのある生

徒が、安心して学べる教育環境を整えるため、

平成21年度から生活支援員を配置いたしており

ますが、このような取り組みを始めたというの

は、九州でも一番早い部類だと考えておりま

す。今年度は、７名の生徒に対し７名の支援員

を配置しており、下肢等に障がいのある生徒に

対する移動、授業の準備、トイレ等の介助や、

聴覚に障がいのある生徒に対する要約筆記など

の支援を行っております。

支援員の勤務時間等につきましては、生徒の

受講する授業時間において効率的な支援を行え

るよう設定しており、今年度から、生徒の支援

をさらに充実させるために、支援する時間を１

時間延長できるとしたところであります。支援

に当たって大切にすべきことは、該当の生徒が

将来自立できるようになるためにはどうしたら

いいか、あるいは、自立に向けて一歩でも近づ

けるためにはどんな支援が最適かということで

あり、そのような視点を念頭に、生活支援員の

支援のあり方について検討してまいりたいと考

えております。

○太田清海議員 わかりました。障がい者の方
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々に、自分の力で頑張ろうというところを教え

ることも大切だろうなと思っております。た

だ、いろいろ具体的な努力の中で解決できたら

いいなと思います。

これは延岡の例なんですが、延高のメディカ

ルサイエンス科に行きたいという子供さんがい

らっしゃいました。中学校３年生。その子供さ

んは難病を持っておられて、血がとまらないと

いった問題があるというような難病でありまし

た。メディカルサイエンス科に行って将来医者

になりたい、だけれども、延高にはエレベータ

ーがないということで、残念ながら進路を変え

ないかんのかなというような子供さんもいらっ

しゃいました。県立高等学校のバリアフリー化

の状況について、県全体でありますが、お伺い

したいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校のバリ

アフリー化につきましては、玄関や体育館まで

の経路の段差解消や多目的トイレの設置など、

計画的に取り組んできたところであり、これら

につきましては、整備をほぼ完了したところで

あります。また、エレベーターにつきまして

は、38校中６校に設置しており、本年度、新た

に１校で整備を行っているところであります。

○太田清海議員 わかりました。新たに１校追

加で整備しておるということですが、なかなか

これもお金のかかることで、計画的にというこ

とだろうと思います。県立高等学校のバリアフ

リー化の整備の方針についてお伺いしたいと思

います。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校のバリ

アフリー化の整備方針につきましては、まず第

１段階として、全ての県立高等学校において、

段差解消や多目的トイレの設置などの整備に取

り組むこととしております。これらは、ほぼ完

了したところでありますが、引き続き、学校施

設の状況を点検し、生徒が安全に、そして快適

に学校生活を過ごすことができるよう、バリア

フリー環境の向上に努めることといたしており

ます。

次に、２番目の段階で、エレベーターなどの

設置でありますが、車椅子を使用しているなど

の生徒さんの入学が決定した段階で、教室の配

置がえや学校運営面での体制を整えております

が、それでも教室間の移動等で支障を来す場合

などには、予算措置が可能な限り、必要に応じ

て検討して、エレベーターなどを設置してきて

いるところであります。今後とも、子供たちに

適切な教育環境を提供できるよう、できる限り

施設の整備に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 エレベーターの設置、全てと

いうのはなかなか難しいだろうと思いますが、

ぜひ努力をしていただきたいと思います。

それから次に、学校事務のあり方に関しての

質問であります。きのう、中野一則議員も、私

よりも鋭く追及されて、プロパーの職員をつく

らないかんということを言われましたので、そ

の点は私は省かせていただきますけれども、学

校事務のあり方に関する庁内検討委員会におけ

る検討結果と、それを踏まえた取り組み状況に

ついて伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 学校事務のあり方に

関する庁内検討委員会におきましては、学校事

務職員として求められる役割等について議論を

行い、昨年９月に検討結果についての報告書を

取りまとめ、学校事務職員の研修、役割や職務

内容、任用制度のあり方の３つを今後検討すべ

き課題とし、ワーキンググループなどにおいて

具体的に検討を進めてまいりました。



- 244 -

平成26年6月17日(火)

まず、研修につきましては、新たに求められ

る内容等も加味しながら、研修体系の見直しを

するなど、既に工夫改善を行ったところであり

ます。次に、学校事務職員の役割や職務内容に

つきましては、学校事務職員に求められる役割

やその職務内容について、明確化した資料を作

成し、現在、さまざまな機会を通じて周知に努

め、全ての学校職員の理解を深めているところ

であります。３番目の任用制度のあり方につき

ましては、これからの学校運営をしっかりと支

えていくことのできる人材の育成・確保を図る

観点から、関係部局と連携して、現在検討を

行っているところであります。

○太田清海議員 原則、プロフェッショナルな

プロパーの職員をというのが本当は望ましいん

だろうと思いますが、いろいろそれはそれで問

題があろうかと思います。教育行政区分での採

用も、それにかわってまたいいのではないかと

いう意見も聞いたりしますので、その辺もひと

つ参考にしていただきたいと思っております。

次に、県立高等学校普通科の通学区域が撤廃

されて７年が経過しますが、その評価について

お伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 平成20年度県立高等

学校入学者選抜から、普通科の通学区域を撤廃

いたしましたが、この大きな狙いは、中学生が

行きたい学校を主体的に選択できるようにする

ことでありました。このことによりまして、中

学生の進路意識や学習意欲が向上し、各高等学

校の特色を十分理解した上で、個性や能力、適

性に応じた学校を、通学距離等を考慮しながら

選択しているものと考えております。また、そ

れぞれの高等学校におきましては、教育内容の

工夫改善、部活動の活性化など、特色ある学校

づくりを進める取り組みや、学校をＰＲする取

り組みが、それまで以上に積極的に行われるよ

うになってきているところであります。

通学区域撤廃により、特定の地域への生徒の

集中が見られるのではないかという懸念の意見

もありましたが、地域を越えて入学している状

況につきましては、県立高等学校と私立高等学

校あわせて考察すべきものと考えております。

通学区域の制度変更による県立高等学校普通科

の旧通学区域以外からの合格者数は、平成26年

度について見ますと、普通科合格者全体の６％

程度であり、大きな変動は見られておりませ

ん。

県教育委員会といたしましては、各高等学校

が、地域の方々にこれまで以上に親しみを持っ

ていただき、さらに魅力ある学校づくりを進め

られるよう、今後とも支援や指導をしてまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 通学区域の撤廃ということ

で、一つの改革だっただろうと思います。こう

いった改革には必ず光と影といいますか、それ

があるものですから、それなりの役割を果たし

ていると思いますが、例えば影の部分で言え

ば、できる学校とか、ちょっとできない学校と

か、そういう意識が出てしまうと、子供たちに

とっても残念だなと思う。また、私、ある校長

先生にお伺いしましたら、「うちの学校に入っ

てくる子供さんたちは少しプライドがない。う

ちの学校に対するプライドがない。いろいろ話

を聞いてみると、その子たちは、家庭生活や友

達関係、いろんなところである時期につまずき

を持った、それでひねくれてしまったと。私た

ち先生の義務としては、その子供さんのつまず

きをいかに解きほぐしてやるか、そして、一生

懸命生きていこうということを伝えることに

よって、私たちの学校にプライドを持ってもら
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います」という言い方をされた校長先生がいま

した。さまざまな子供さんが通ってくる、さま

ざまな心の傷を持った子供たちが入ってくる、

その子供たちにこう問いかけながら、やっぱり

頑張っていこうという、そういうのをつくろう

としている校長先生に感銘したところでありま

す。ひとつ、そういった影の部分があるとする

ならば、そういったところも考えていただきた

いと思っております。

教育長については最後の質問になります。県

立高等学校の統廃合については、きのうも、市

町村教育委員会での小学校、中学校の統廃合問

題について、その関係についても聞きましたけ

れども、地域の活力維持にも配慮すべきだと思

うが、教育長のお考えをお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校の統廃

合を含めた教育整備計画を策定するに当たりま

しては、子供たちが行きたくなるような学校で

あるのかという視点が大切であり、県教育委員

会は、何よりもまず、生徒にとってよりよい教

育環境を提供するという視点に立って、魅力と

活力ある教育活動が展開できるよう、整備を計

画的に進めてきたところであります。また、統

廃合等の検討の際には、高等学校の所在地や設

置学科、生徒、保護者、地域のニーズ等にも十

分に配慮しながらこれまで進めてきたところで

ありまして、例えば、南那珂地区及び西諸県地

区の専門高校の統廃合におきましては、それぞ

れの地域産業に貢献できる人材を確保するとい

う観点から、農業、工業、商業、福祉の４つの

学びをそれぞれの地域に残しながら、学校の活

性化に取り組んでまいりました。今後、仮に統

廃合等を検討する必要が出てきた場合にも、こ

れまで進めてきましたように、何よりもまず子

供を大切に考える、さらに保護者・地域ニーズ

等にも配慮しながら進めてまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 わかりました。県立高等学校

と市町村の小中学校ではまた違うと思います

が、小学校、中学校が廃止されたらＩターン・

Ｕターンはあり得ない。その村は過疎化にまた

拍車がかかるのではないかという意味では、ぜ

ひ市町村のほうでも学校の存続については頑

張っていただきたいと思うし、それは私たち政

治家にも課せられた、過疎化をどう食いとめる

かという課題であろうかと思っております。あ

りがとうございました。

最後に、土木行政についてお伺いをいたしま

す。

私が、これは例年言っていることですが、長

浜・方財海岸の海岸侵食問題について昨年質問

したところ、海の上から船に乗って調査をいた

しますということで回答がありました。ことし

の２月20日に船をチャーターして、私たちも乗

せていただきました。船の上から長浜海岸等の

侵食状況を見たところでありますが、県土整備

部長に、この船上調査についてどう考えている

か、また、今後どう対応していくのかをお伺い

したいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） ことしの２

月に、議員にも参加していただきまして、国や

地元関係者の皆さんとともに実施した船上調査

につきましては、海上から海岸の全体的な状況

が確認できるなど、大変有意義な調査になった

と考えております。これまで、汀線測量や写真

による定点観測など、陸側から状況を確認して

いたわけですが、今回の船上からの調査をあわ

せて考えますと、長浜と方財の両海岸は、現在

のところ、比較的安定している状況であり、平
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成19年度から実施しております延岡新港のしゅ

んせつ土砂による養浜の効果が出ているものと

考えております。今後も、定期的な測量や調査

を継続しまして、海岸状況の正確な把握に努め

ますとともに、国や関係機関などと十分連携を

図りながら、引き続き、海岸の保全に努めてま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 ありがとうございました。あ

そこの海岸というのは国土交通省管轄の海岸も

ありまして、あそこの砂をとったりされるとこ

ろもあるようなんです。「一浜いじれば七浜た

たる」という言葉がありますように、私は関連

があると思いますので、今後、慎重な対応をお

願いしておきたいと思います。船上調査をして

くださったことに感謝を申し上げます。

もうこれで質問を終わりますが、私、道徳教

育についても質問しようかなと思いましたが、

私の気持ちとしては、経済活動の中にもぜひ道

徳を考えていただきたいということを述べて終

わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手）

○福田作弥議長 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎でございます。通告に従

い、順次質問させていただきます。知事を初

め、関係部長の皆様の明快な御答弁をお願いい

たします。

今月は、環境月間であります。先日、我が党

の機関誌に、次のような全面広告のコメントが

ございました。「人と自然の調和を目指して、

公明党は結党以来、政治の世界とは無縁と呼ば

れました環境問題を積極的に取り上げてきまし

た。暮らしの環境問題から公害問題、また、再

生可能エネルギーの推進、ＣＯ２の削減など、未

来につながる環境政策を進めています。これか

らも、国民の生命・生活・生存を守るため、全

力で取り組んでまいります」と、このような内

容でした。

さかのぼれば、1972年の６月５日からスウェ

ーデンのストックホルムで開催された国連人間

環境会議を記念して、６月５日を「環境の日」

と定め、今月が環境月間となったものです。そ

こで、本県の取り組みを調べてみましたら、

「みどりの特別企画展」や環境保全の表彰など

が開催されており、また、身近な取り組みとし

て、お買い物マイバッグの持参、クールビズや

ノーマイカーデーなど、県民一人一人が環境保

全に努める運動を進めていくことが重要だと提

起されております。

一方、地球温暖化に起因すると言われる異常

気象で、近年、国内外でも甚大な被害が頻発し

ておりますが、我が県においても、先日、新富

町から県北にかけての記録的な大雨により、浸

水被害が発生いたしました。被害に遭われた皆

様に、心からお見舞いを申し上げます。また、

北海道や東日本では、一気に37度を超える猛暑

となり、熱中症の対処となりましたが、豪雨や

猛暑のシーズンはまさにこれから。十分な警戒

が必要です。

そうしたことから、温暖で、美しく、豊富な

緑と水を有する本県の自然環境を守ることや、

温室ガス削減への意識啓発を県民挙げて取り組

み、持続することが重要だと考えます。そこ

で、知事に、地球温暖化問題についての御所見

と、今後の本県の取り組みについてお伺いしま

す。

以上を壇上からの質問として、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。
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地球温暖化の問題でありますが、これは、人

類や生態系全体に影響を及ぼす大変重要な問題

であるというふうに考えております。台風の巨

大化やゲリラ豪雨、集中豪雨、これまでにない

ような気象変動、大きな変動により、我々の生

活が脅かされている状況もございます。また、

国連の気候変動に関する政府間パネルの報告に

よりますと、今後、有効な対策がなければ、今

世紀末の気温というものは、今世紀の最初と比

較して、最大で4.8度、また海面は82センチ上昇

するとされております。さまざまな報道によ

り、例えば北極海の氷が溶ける状況など、まさ

に目に見える形で進展をしている状況があろう

かというふうに思っております。また、宮崎の

住みよい環境というものを次の世代に引き継い

でいくという観点からも、我々の世代が真剣に

取り組んでいく必要があるのではないかと受け

とめております。

このため、県におきましては、温室効果ガス

を、1990年度比で、2020年度には52％削減する

という目標を掲げているところでありま

す。2010年の時点で43％の削減になっていると

いうことであります。おおむね順調に進んでい

るのではないかというふうに考えております

が、節電などの省エネや、再生可能エネルギー

の導入、さらには、二酸化炭素吸収源としての

森林整備などの施策を積極的に進めているとこ

ろでございます。「シンク・グローバリー、ア

クト・ローカリー」という言葉があります。地

球的な規模で発想をし、足元から行動しよう、

一歩一歩進めようということであります。今後

とも、我々としましては、全国上位の日照時間

や降水量、豊かな森林資源など、本県の特性を

最大限に生かした温暖化対策というものを、県

民、事業者、市町村と一体となって進めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

公明党は、「原発に依存しない社会」の提言

で、原発への依存度を徐々に減らして、2030年

を目標に、省エネ促進による消費エネルギーの

大幅削減、太陽光や風力発電などといった再生

可能エネルギーの発電割合を30％に向上させる

ことや、火力発電における発電の高効率化など

を推進しています。そこで、九州公明党では、

本年度、再生可能エネルギー対策プロジェクト

チームを発足させ、九州選出の国会議員と各県

の県議代表によって、九州内の新エネルギー施

設や研究機関を調査しております。私もそのメ

ンバーですので、少し紹介をさせていただきま

す。

４月は、水素エネルギー社会の実現に向け福

岡県が取り組んでいる、水素タウンモデル都市

「南風台・美咲が丘団地」のスマートハウスを

訪問いたしました。そこの団地、150世帯の御家

庭では、最新型家庭用燃料電池「エネファーム

ＳＯＦＣ型」を導入して、ＬＰガスを改質させ

水素をつくり、反対に水素と酸素の化学反応に

より、各家庭で電気と温水を同時につくる。さ

らには、太陽光発電と蓄電池まで備えたエネル

ギー効率抜群の住宅街でありました。このよう

に、家庭用燃料電池を100世帯を超える規模で集

中設置するのは世界初の取り組みということ

で、国内外から注目を集めているとのことでし

た。

その導入目的が―天然ガスを使用して発電

所で電気を起こし、家庭に送電するまでには、

送電ロスが５％あります。また、使われない排

熱が55％あり、よって40％の電気エネルギーし

か届かないが、燃料電池だと、ガスで家庭ごと
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に電気を必要な分、発電し、同時に温水をロス

なく使え、よって85％のエネルギー効率を得

る。結果、ＣＯ２削減につながるということであ

ります。

ちなみに、「エネファーム」とは、エネルギ

ーのファーム、エネルギーの農場の造語だそう

です。その後、九州大学伊都キャンパスにある

次世代燃料電池産学連携研究センター（佐々木

センター長）を訪問し、世界トップレベルの水

素エネルギー技術研究と新産業の育成・集積を

推進する総合的な取り組みを調査しました。ま

た、2015年には一般に発売予定の燃料電池自動

車（ＦＣＶ）にも試乗し、あわせて水素ステー

ションを見学してまいりました。

５月は、長崎県五島市へ。全長172メートル、

翼の直径が80メートルの国内最大級の浮体式洋

上風力発電の実証機を視察してまいりました。

出力2,000キロワット、一般家庭で1,800世帯分

を出力できる実証機は、運転確認を含め、海洋

生物、生活環境などの調査を続け、本格的な実

用に向かっておりましたが、重量は約3,400ト

ン、海に浮かぶそのスケールの大きさに驚きま

した。

担当者は次のように語っています。「この洋

上風力機は、海面下の部分は浮体コンクリート

構造、海面上部は浮体鉄鋼構造、そして上部は

ローター構造（発電する部分）の、３つが合わ

さったハイブリッドスパー型となっている。将

来は１基の出力をさらに向上させ、それを国内

洋上に100基以上設置することにより、発電所に

相当する電力を起こすことができる。もちろん

一度にはつくれないので、５基から10基、ま

た10基、20基ずつ製造と設置を毎年繰り返し、

また、メンテナンスをし続けることにより、安

定的に産業振興と雇用が生まれ、そして技術者

の後継者育成が図られる。未来の子や孫たち

に、私たちは、黒い油や石に頼らないでエネル

ギーをつくることができたと胸を張りたい」と

語っておられました。

あわせて、潮流発電候補地の船上視察と、電

気自動車（ＥＶ）、また、地域情報通信システ

ムＩＴＳを組み合わせたＥＶＩＴＳ（エビッ

ツ）ナビで五島市内観光を体験してまいりまし

た。

７月には、再生可能エネルギー自給率23.4％

で日本一の大分県へ、地熱発電を主に調査に

行ってまいります。

ちなみに、本県の再生可能エネルギー自給率

は5.9％で、全国18位、九州内では５番目のよう

です。そこで、本県が最も力を入れている再生

可能エネルギーは何か、また、その導入促進に

ついて県はどのように取り組んでいるのか、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 再生可能エネ

ルギーにつきましては、昨年度改定した新エネ

ルギービジョンに基づきまして、全国３位の日

照時間、県土の約76％を占める森林、また、全

国第２位の降水量といった本県の地域特性を生

かし、太陽光、木質バイオマス、小水力の３つ

の新エネルギーにつきまして、重点的に取り組

んでいるところでございます。これらの導入促

進に当たりましては、太陽光では、パネル設置

等への支援や、普及のためのセミナーの開催、

また、木質バイオマスでは、発電施設導入への

支援、燃料となります木材の安定供給に向けた

体制づくりへの支援、小水力では、市町村や土

地改良区等への技術支援や研修会の開催などに

取り組んでいるところでございます。今後と

も、関係部局や市町村等と協議を重ねながら、

再生可能エネルギーの導入促進に努めてまいり
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たいと考えております。

○重松幸次郎議員 それらに加えて、畜ふんや

鶏ふんを利用したバイオマス発電も重要な資源

であると伺いました。トータルして自給率アッ

プを目指すわけですが、その中の、今お話しい

ただきました木質バイオマスについて確認させ

ていただきます。

県の資料によりますと、県内林地残材は年

間57万トン発生し、そのうち利用実績は、平

成24年でわずか２万1,000トン、つまり3.7％し

か利用されていないということになりますが、

今後、未利用材の活用が大きく期待できる県内

木質バイオマスの施設数と未利用材の需要見込

みについて、また、今後どのように推進してい

くのか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 県内の木質バ

イオマス関連施設は、発電施設５カ所、木質ペ

レット製造施設３カ所が現在稼働しており、さ

らに、計画中を含めますと、発電施設５カ所の

整備が進められているところでございます。こ

れら13の施設では、年間41万トンの未利用材を

使用する計画となっており、その安定供給が大

変重要であります。このため県では、市町村や

森林組合、関係団体等と連携を図りながら、収

集・運搬のための機械の導入や、中間土場の整

備などに支援を行い、安定供給に向けた体制づ

くりに取り組んでいるところであります。今後

とも、木質バイオマスの利用促進を図り、林業

の振興と低炭素社会の実現に努めてまいりたい

と考えております。

○重松幸次郎議員 環境保全と木材振興が同時

に図られるということは、本県にとって大変大

切な事業だと考えます。これからも、生物、廃

棄物に由来するバイオマスや、太陽光、小水力

などを利用するエコプロジェクトと、また、ビ

ームダウン式太陽集光装置等を活用した新エネ

ルギーの開発促進を、よろしくお願いいたしま

す。

冒頭に申し上げました「環境の日」のコメン

トにもう一つ、「地球は、未来に生きる子供た

ちから借りているもの。美しい自然に囲まれ、

豊かな社会であるよう、今を生きる私たちが責

任を持たなくてはなりません。小さな何かを起

こしていく」とありました。宮崎県環境白書の

中にも、「環境保全活動に参加する姿勢及び環

境問題解決に資する能力が育成されることが重

要です」とあります。そこで、本県の環境教育

に係る取り組み状況について、環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 地球温暖化を

初めといたします環境問題について、県民に関

心と理解を深めていただくためには、環境教育

は大変重要であります。このため、県におきま

しては、「環境保全のために行動する人づく

り」を目標といたしまして、学校や家庭、地

域、職場における環境教育に取り組んでいると

ころでございます。主な取り組みといたしまし

ては、宮崎県環境情報センターを中心に情報の

提供を行うとともに、学校や地域等で開催され

ます研修会等へ環境保全アドバイザーを派遣し

ているところであります。また、昨年、次世代

エネルギーパークとして本県が認定されました

ことから、本年度から、新エネルギーへの理解

を深めていただくために、県民を対象とした太

陽光やバイオマス発電の施設見学会を実施する

こととしております。今後とも、学校や関係機

関等と連携しながら、環境教育の推進にしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 環境教育においては、文部

科学省と環境省は、ＥＳＤ（持続可能な社会づ
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くり担い手教育）に取り組み、本年11月には、

そのＥＳＤユネスコ世界会議（15 0カ国、

約3,000名）が岡山市と名古屋市で開かれ、環境

・エネルギーや国際理解へのこれまでの取り組

みの総括とともに、今後の方針を決める会議が

開かれます。県としても、ぜひこの会議に注目

し、次のプロジェクト参加を促していただきた

いと思います。

次に、自転車安全対策についてであります。

自転車は、環境に優しく、健康的で維持費も

安く、近距離ならば移動時間が短く済むなど、

便利でエコロジーな乗り物でありますが、一方

で、自転車の利用者増に伴う事故の増加を招い

ており、また、歩行者との対人事故で高額な賠

償請求をされるなど、自転車安全対策が大きく

クローズアップされています。先日もある御婦

人から、「橘橋南詰を歩いていたところ、自転

車と接触しそうになり、ひやりとした。自転車

の運転者が不機嫌そうな顔をしていたので、

こっちのほうがごめんなさいと言わなくてはな

らなかった」とお聞きしました。そもそも国の

自転車政策において、本来は車両であるはずの

自転車を歩道の走行を可としてしまったことに

より、自転車の位置づけを極めて曖昧な存在に

し、規制では歩道は徐行すべきところを、猛ス

ピードで走り抜けることが常態化し、現在に

至ってしまっていると、専門家が指摘されてい

ます。

そうした中、宮崎市が自転車安全利用促進計

画を策定し、『誰もが「安全」で「快適」に

「楽しく」自転車を利用できるまち』をコンセ

プトに委員会を立ち上げ、協議し、その計画書

を発表したとお聞きしました。早速その計画書

を見ましたが、自転車の現状と課題から、走る

（通行空間の確保）、守る（ルールの周知・啓

発）、停める（駐輪環境の確保）、そして活か

す（観光・スポーツ等、その他の利用促進）の

４つの柱で構成され、約180ページにわたり具体

的に示されております。自転車安全対策に県内

の他の市町村も取り組むべき課題は多くあると

思いますが、まず、警察本部長に、宮崎県の自

転車事故の発生状況と、どの年代の自転車事故

が多いのかについてお伺いします。

○警察本部長（白川靖浩君） 昨年、県内で発

生した自転車事故は1,360件で、全交通事故の

約13％を占めております。発生件数は、平成21

年の1,693件をピークに約２割減少しており、全

交通事故に占める割合も年々減少しておりま

す。その中でも、自転車と歩行者の事故は、過

去、最も多かった平成23年の20件に比べて、昨

年は11件に半減しております。また、自転車事

故を年代別で見ますと、児童生徒の事故の合計

が628件で全体の約５割を占め、特に、この中で

も高校生の事故が359件と最も多く、全自転車事

故の約４分の１を占めております。

○重松幸次郎議員 御答弁いただいたように、

減少傾向にはあるものの、まだ1,360件の事故が

あり、対歩行者事故も11件あったとのことで

す。また、自転車利用者数の多い高校生の事故

率が高いわけでありますけれども、とにかく無

事故を願いたいところです。

まず、安全対策。高校生の自転車通学におけ

る交通安全対策についてどのように取り組んで

いるのか、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 自転車通学における

交通安全対策につきましては、全ての県立高等

学校におきまして、地元の警察署など関係機関

に協力をいただきながら、交通安全講習会等を

毎年実施しており、事故の悲惨さなどについて

講話をしていただいたり、運転の危険性を実際
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に体験させたりするなど、危険運転や交通事故

の防止につながる指導に努めております。ま

た、日ごろから、教職員が手分けをして交差点

等で立ち番指導を行うなど、安全の確保に努め

ているところであります。県教育委員会といた

しましては、各学校の担当者を集めた研修会

で、さらには、交通安全についての通知文を全

ての学校に送付し、警察庁が示した「自転車

は、車道が原則」「車道は、左側を通行」など

の自転車安全利用の５つのルールを守ることを

初め、自転車の安全運転について周知徹底を

図っているところであります。しかしながら、

全ての高校生の安全意識が高まるまでは至って

いないと考えておりますので、今後とも、機会

を捉えて積極的に指導を継続してまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 そこで提案ですが、福岡県

では自転車免許制度の導入に取り組んでおりま

す。福岡県内では、私立高校８校、公立高校で

５校が既に実施し、今後４年以内にさらに11校

が導入予定とのことです。中学校でも免許制度

の導入を積極的に検討する動きがあるようで

す。

全国で初めて自転車運転免許を導入した福岡

県立柏陵高等学校の取り組みがネットで紹介さ

れております。それによれば、「１年次に、教

職員や福岡南警察署の署員によって行われる実

技・学科の講習を受けた後、交通法規などに関

する15問の学科試験に合格すれば免許証は交付

され、免許証は毎年更新します。登下校時には

交通マナーの指導を行っており、本校のルール

に違反すると減点し、持ち点10点を失うと、免

許を取り消すとともに停学処分としています。

具体的には、信号無視、携帯電話使用での運転

は減点３、学校前の下り坂を手押ししないとき

は２点減点するルールとなっています。また、

各学年で年に一度、自転車の安全点検を実施し

ており、点検に合格しない場合は自転車通学を

許可しません。２年次には、各生徒が通過する

箇所ごとに具体的な指導を行い、交通安全に対

する意識を高めてもらいます。バス・徒歩通学

に対するマナー指導も行います」とネットにあ

りました。また、「「交通マナーは人間形成」

として熱心に取り組んでおられます」と、この

ようにありました。

他の自治体でも、小学生から大人までを対象

にした、こうした自転車免許制度の取り組みが

広がっているようです。答弁は求めませんが、

御検討をよろしくお願いいたします。

また、自転車保険は、自転車を保有する全て

の人が自転車保険に加入することを推奨されて

おります。一般的な保険としてはＴＳマーク付

帯保険がありますが、これは自転車安全整備士

が点検・整備した自転車に対し、点検日から１

年間有効な傷害・賠償責任保険が附帯されてい

るものです。我が家も加入をいたしました。そ

こで、高校生の自転車通学の安全対策について

は、自転車の点検・整備、保険加入の推進が必

要であると考えますが、教育長の考えを伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 自転車安全対策につ

きましては、安全指導に加えて、自転車の点検

・整備や保険の加入の推進が必要であると考え

ております。そこで、各学校におきましては、

自転車通学を許可するに当たって、毎年、点検

・整備を一斉に実施するとともに、日ごろの点

検等についても定期的に行うよう指導を行って

おります。保険加入につきましては、県高等学

校ＰＴＡ連合会が、民間の保険会社が提供する

総合補償制度の案内を行っておりまして、現
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在、全ての全日制の県立高等学校の生徒がその

補償制度に加入いたしております。その内容と

しましては、生徒がけがをした場合はもとよ

り、加害者の立場になった場合にも補償される

もので、例えば、過って他人にけがをさせた

り、他人の物を壊したりするなどにより、法律

上の賠償責任を負った場合には、最高で9,000万

円の給付を受けられるシステムになっておりま

す。今後とも、点検・整備、それから保険加

入、さらには安全指導について、指導の徹底を

図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 これからも取り組みをよろ

しくお願いいたします。

この件では最後に、県全体での自転車の安全

対策について、県警の取り組みを警察本部長に

お伺いします。

○警察本部長（白川靖浩君） 自転車は、議員

も御指摘されましたとおり、手軽な乗り物とし

て、年代を問わず広く普及しているところであ

り、道路交通における安全と秩序を確立してい

くためには、自転車利用者に対する安全教育が

重要であると考えております。このため県警で

は、自転車利用者が守るべき基本的なルールの

周知徹底を図るため、交通安全指導員等と連携

し、県下全域の小・中・高校において、実際に

自転車を使用した交通安全教室を実施している

ほか、本年度は、31の学校を自転車交通安全モ

デル校に指定して、交通安全教育を重点的に実

施しております。また、高齢者クラブや事業所

等において、自転車シミュレーターを活用した

参加体験型の講習を行っておるところでござい

ます。一方、街頭では、ルールを守らない利用

者に対し、警察官がイエローカードと称します

警告書を交付して指導を行っているほか、悪質

・危険な違反者に対しては検挙措置で臨んでお

ります。今後も引き続き、県や市町村、教育委

員会等、関係機関・団体と連携して、自転車通

行環境の整備や、守るべきルールの周知徹底を

図り、自転車の安全対策に努めてまいります。

○重松幸次郎議員 よろしくお願いいたしま

す。公明党も、走行環境整備とルールの遵守教

育に絞った10の提言をまとめ、交差点の改善、

自転車レーンの設置などのハード面、また、

「絶対ダメ！自転車の法律違反」キャンペーン

などのソフト面、両面で取り組みを推進してお

ります。その提言の中で警察本部長にお伝えし

たいのが、警察官がルール遵守のお手本となる

ような改善策をというもので、具体的には、自

転車を、現在の白い自転車、いわゆる白チャリ

から、マウンテンバイク、クロスバイクのよう

なスポーツタイプにし、ファッション性、機動

性に富んだユニフォーム（ロンドン市警のよう

な）にし、警察専用の自転車ヘルメットを着用

という提案です。既に埼玉県警が「ハイパー・

サイクル・ポリス」と名づけて、昨年度から10

台が導入され、また、神奈川県警も本年度から

サイクルポリスでパトロールが始まりました。

私も、それぞれの県の県会議員に電話で尋ねて

みましたら、大変評判がいいということでござ

いました。自転車走行の手本となり、安全指導

ができます。また、いざとなれば、その高い機

動力と走破性を生かして、ひったくりなどの犯

罪検挙に役立ててほしいと思います。ＤＪポリ

スの次はサイクルポリスと。ぜひ御検討をお願

いいたします。

次に、県立図書館についてお尋ねいたしま

す。

昨年の10月、仕事と暮らしに役立つ図書館づ

くりに取り組まれている鳥取県立図書館を新見

県議と一緒に訪問し、ビジネス支援事業を中心



- 253 -

平成26年6月17日(火)

に話を伺ってまいりました。既に2004年から取

り組まれ、図書館内に、ビジネスに役立つ本

（ビジネスヒント！調査コーナー、業界誌・専

門雑誌コーナー、働く気持ち応援コーナーな

ど）を集めた特設コーナーと、情報収集の提

供、企業経営者や大学教授ら専門家によるセミ

ナーを毎年開催されており、まさに人づくりを

支える図書館としての役割を紹介されました。

また、県内の市町村図書館へより専門性の高い

図書を、要請があればすぐに貸出搬送（デリバ

リー）できる体制を整えているなど、ストック

ヤードにまで案内をいただき、説明を受けまし

た。帰ってから知りましたが、鳥取県立図書館

が全国の都道府県・市町村立図書館でナンバー

ワンの評価を獲得していることが、自身のホー

ムページで公表されています。

では、宮崎県立図書館はいかがでしょうか。

いただいた県立図書館要覧を見ると、県の情報

拠点、県民や地域の課題解決を支援するなど、

さまざま取り組みをされておりますが、具体的

に、宮崎県立図書館では県民にどのようなサー

ビスを提供しているのか、教育長にお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館では、県

民の皆様へのサービスとして、図書の貸し出

し、調べたいことの手助けをするレファレンス

サービスはもちろんのこと、移動図書館車「や

まびこ号」による図書館未設置町村の巡回や、

県立図書館の資料を市町村立図書館に届けるサ

ービス、県立図書館にない資料を県外の図書館

や国立国会図書館から取り寄せるサービスなど

を行っております。これらに加え、県民の皆様

の身近な課題解決のためのサービスも行ってお

りまして、ビジネス支援サービスとして、会社

を起こされたり、新しい分野に事業進出される

方を支援するために、関係分野の図書やデータ

ベースを活用した情報の提供や、専門機関の紹

介のほか、県の産業振興機構や金融機関等と連

携して、セミナーや相談会も開催しておりま

す。また、図書館が有する専門的資料の活用を

さらに深めていただくために、健康や子育て、

法律、不動産、自殺予防に関する相談会なども

実施いたしております。

○重松幸次郎議員 私も、そのような便利なサ

ービスがあるということを余り知りませんでし

た。また、知らない方が多いと思いますので、

今後も、どしどし利用促進に努めていただきた

いと思います。

県立図書館の気になっていることは、一般紙

にも取り上げられました、資料整備費の削減で

す。生涯学習課よりいただいた資料の図書購入

に当たる資料整備費は、平成21年、4,600万円余

あったものが、年々下がり始めて、本年度は35

％減の2,800万円余になり、予算額でも九州最下

位、全国の都道府県立図書館予算額に当てはめ

ると、全国で39位、蔵書数でも全国42位と低迷

をしている状況です。このことや、専任司書数

や貸出搬送の体制強化の件などを含めて、これ

は常任委員会で議論されることと思いますの

で、今回はこれ以上は申し上げませんが、現在

の状況をどう捉えて、今後どのように取り組も

うと考えているのか、教育長にお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館は、本県

の「知の拠点」として、必要な資料や情報を収

集し、県民の皆様へ提供するという機能に加

え、県民の皆様の課題解決のためのお手伝いを

させていただく役割を担う施設だと考えてお

り、その機能やサービスの充実を図っていくこ

とは、県の大きな責任であると認識いたしてお
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ります。このため、資料の整備や、県立図書館

と市町村立図書館が共同して県民の皆様へ本を

届けるシステムなど、これまでも行っている取

り組みを一層充実させるとともに、本年度は新

しく、読書活動推進のための著名人を招いた

フォーラムの開催や、県内の市町村立図書館職

員の資質向上のための研修を実施することによ

り、県民の皆様に質の高いサービスの提供を

行ってまいりたいと考えております。今後と

も、県民の財産である県立図書館が本県の人づ

くりと地域づくりに貢献できるよう、積極的な

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 予算の件も含めまして、委

員会でしっかり御議論いただきたいと思いま

す。これまでの来館者数は、全国で13位の好成

績でありました。市町村図書館との役割分担を

図りながら、利用者の期待に応えていただきま

すよう要望いたします。

続きまして、骨髄ドナー制度についてであり

ます。

昨年２月にも質問させていただきましたが、

現在の状況、その後の全国の取り組みなどを紹

介させていただきます。

日本では、毎年新たに約１万人以上の方が白

血病などの血液疾患を発症していると言われて

おります。そのうち、骨髄バンクを介する移植

を必要とする患者さんは、毎年2,000人程度い

らっしゃいます。現在、骨髄バンクのドナー登

録者数は約43万5,000人、これは平成25年８月末

現在でありますが、年々増加傾向にあり、これ

まで１万5,000件以上の骨髄移植、末梢血幹細胞

移植が行われました。しかし、ドナー候補者の

仕事の都合や健康状態などによって骨髄液など

の提供ができない場合もあるため、ＨＬＡ型が

適合するドナー候補者が見つかったとしても移

植を受けられない患者さんがいるというのは、

前回もお話ししたとおりでございます。

骨髄バンクへのドナー登録を呼びかける支援

団体は幾つかありますが、その中でも、「ドナ

ーズネット」という情報共有インタビューサイ

トがあります。たくさん読ませていただき、何

度も涙があふれてきました。１つだけ紹介いた

します。２人の小学生を持つ母・Ｎさんの手記

の抜粋です。

自分は白血病で、あと４～５年しか生きら

れないかもしれない。その事実を受け止めた

とき、考えたのは子供のことです。生きるた

めの知恵を、家事を教えなくちゃいけないと

思いました。当時、上の娘は小学４年生でし

たが、それはもう厳しく教えたんです。料理

とか、洗濯とか。

例えば洗濯は、学校から帰ってきたら、ま

ず洗濯物を取り込んで、畳んで、引き出しに

しまわないと遊びに行かせなかったんです。

子供は一刻も早く遊びに行きたいから、乾い

ていなくてもとにかく畳んで出かけてしま

う。ですが、それを私が見つけると、遊びに

行った先のお友達の家に電話をして、帰って

こさせてやり直しです。娘はべそかいて帰っ

てきました。心配したお友達もついてきたり

して。（中略）

今考えれば、本当に鬼のようでした。

―その後は、入院生活で病気を知れば知

るほど襲ってくる恐怖心、また骨髄移植を受

けるまでの葛藤がありましたけれども、よう

やく移植を決意されて―

移植は無事に済んで、その後の回復もほぼ

順調です。ことしは、きっと出られないと

思っていた息子の小学校の卒業式にも出席で
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きます。（中略）

娘は、私に厳しく仕込まれた成果か、料理

とお菓子づくりが大好きな女の子に成長し

て、今は高校の食物科に通いプロを目指して

います。移植直後の大変な時期と娘の中学卒

業がちょうど同時期で、何もしてあげられな

かったんですけど、卒業間際の「日ごろ伝え

られない思いをレタックスで送ろう」という

授業で、娘は私宛てに一言「生きろ！」と書

いて送ってくれました。それは今でも宝物で

す。

こうした喜びや家族の笑顔、親戚、友人な

ど、たくさんの人に笑顔をくれたのは、ドナ

ーさんの勇気ある行為です。迷いに迷った骨

髄移植も、顔を見ることも名前を知ることも

ない私のために、わざわざ入院して全身麻酔

して、骨髄を提供しようと言ってくれる方が

いる、その存在に支えられてやっと決断でき

たようなものです。

ドナーさんには、どんなに言葉を尽くして

も伝え切れないほど感謝しています。でも手

紙には「ありがとう」としか書けませんでし

た。その一言でどれくらい気持ちが伝わった

かしらと、今も考えています。

既にドナー登録をしている方、これから骨

髄提供をなさる方には、ドナーという行為

は、患者やその家族、知人、病院のスタッフ

など、さらにたくさんの人に笑顔をもたらす

行為だということを知ってもらいたいです。

本当にドナーさんがいなければ、私たち家族

に今の笑顔はありませんでしたから

という内容です。

骨髄バンクと移植について、理解と協力を呼

びかけていただきたいのですが、改めて、骨髄

ドナー登録の普及啓発を図るための県の取り組

み状況について、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県におきまし

ては、骨髄ドナー登録数をふやすため、保健所

における登録窓口の開設、休日登録会の実

施、10月の骨髄バンク推進月間に合わせたドナ

ー登録の呼びかけを行っているところでありま

す。また、登録者を骨髄提供へ結びつけること

が大切でありますので、昨年度から、保健所担

当職員がドナー登録等に関する知識を深め、登

録者に対して骨髄提供について十分な情報提供

を行えるよう、日本骨髄バンクの職員を講師と

する研修会を新たに実施しております。白血病

などでつらい思いをされている患者さんを一人

でも多く救うためには、命のリレーであるドナ

ー登録や骨髄提供の推進は大変重要であります

ことから、今後とも、県内の事業所・団体や県

民の皆様に広くその必要性を呼びかけてまいり

ますとともに、全国的な課題であります休暇制

度の普及拡大、休業補償制度の整備について、

引き続き国へ働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 今ございましたとおり、４

月より、新たに全国の13の自治体で、骨髄また

は末梢血幹細胞を提供されたドナーのために助

成制度が導入され、その中で、九州では初めて

となる都城市のドナーとドナーが勤務する事業

所に対する奨励金による支援事業が始まったと

伺いました。また、県レベルとしては、島根

県、埼玉県がドナー休暇制度を導入している事

業所に支援を始めたということです。徐々にこ

のように広がってきております。大変先駆的な

取り組みで、称賛に値するものと思います。そ

こで、今後、県内の行政、事業所や団体にも呼

びかけていくわけですが、その上で、県職員に
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対するドナー登録の啓発をどのように行ってい

るのか、また、県職員のドナー登録や骨髄の提

供を行う場合、休暇制度を設けているのかを福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県職員のドナ

ー登録につきましては、保健所等の職員に向け

て呼びかけを行ってきましたが、ドナー登録者

の裾野を広げる上で、県職員の率先垂範という

ことも大切でありますので、職員向けの全庁掲

示板を通じて全職員に啓発を行うとともに、県

の施設において献血車による献血を行う際に

も、職員に対して呼びかけを行ってまいりたい

と考えております。なお、県職員がドナー登録

や骨髄の提供を行う場合は、必要と認める期間

につきまして、休暇制度を設けているところで

あります。

○重松幸次郎議員 よろしくお願い申し上げま

す。一人でも多くの命が救われますよう、今後

とも普及啓発をよろしくお願いいたします。

次に、献血についてであります。骨髄ドナー

を調べておりましたら、日本赤十字社の活動と

リンクをしておりまして、常に血液在庫状況が

不足しているとの血液型のマークが懸命に知ら

せてくれています。単刀直入に、献血の現状と

取り組み状況について、福祉保健部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の献血の

現状でございますが、平成25年度に献血をして

いただいた方が４万7,458人で、平成24年度と比

較しますと、やや減少しておりますが、過去５

年を見ますと、ほぼ横ばいであり、必要な血液

量は確保されております。今後、高齢化が一層

進む状況を踏まえますと、将来にわたる献血者

の確保は、血液製剤の安定供給を図る上で極め

て重要であります。このため、リピーター確保

のための複数回献血クラブへの加入促進に取り

組むとともに、高校生などの若年層や企業にお

ける献血意識向上のためのセミナーの開催や、

学生ボランティアと協力した啓発キャンペーン

などを実施しております。また、新たな取り組

みとして、昨年９月からは、献血や街頭ボラン

ティアに協力していただいた学生に対し、大学

受験や就職活動での実績ＰＲとして活用でき

る、ボランティア活動証明書の発行を始めたと

ころであります。今後とも、さまざまな活動を

通じ、啓発に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 市内の献血ルームでもお話

をいただきましたが、土日は順調に推移してい

ますが、平日の来館が非常に少ないということ

でございました。お話がありましたとおり、若

い方、10代、20代の献血者をいかにふやしてい

くかが課題であるというふうに伺いました。そ

こで、赤十字社宮崎支部長であられる知事に、

献血に対する思いを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 献血でありますが、私

たちが参加できる身近なボランティア活動の一

つであります。血液というものを人工的に製造

することができない現状においては、御協力を

いただいた方と、その輸血を必要とする患者

の、まさに命のかけ橋とも言えるかけがえのな

いものであると考えております。

私自身も、微力ながら、ことしの初めに献血

をさせていただきました。なかなかまとまった

時間がとれない状況の中で、県庁の前庭に献血

車が来ておりまして、そこでたまたまあいた時

間があってさせていただいたんですが、やはり

目の前で自分の血液がとられていくのを見る

と、そして、その血液がどなたかの力になり、

支えになるというふうに思いをいたすと、感慨
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深いものがあったところでございます。

先ほど御紹介をいただいた中で、「生き

ろ！」という娘さんのメッセージには大変心を

打たれるものがありましたが、まさに献血も、

そのような形での命のリレーではないかという

ふうに受けとめております。少子高齢化により

まして、献血を支える世代が減少していく中

で、命を支える献血の安定的な確保は大変重要

であると考えております。昨年、秋篠宮妃殿下

の紀子様をお迎えして九州赤十字の大会が行わ

れ、そのときにも、赤十字へ御協力をいただい

ておりますさまざまな方の表彰を行ったり、お

話を伺ったり、そして、これを支え、また促し

ていただける皇室の活動を見るにつけ、いろん

な方の思いというものを受け継いで、引き続

き、この運動をしっかりと進めていく必要とい

うものを感じたところでございます。今後と

も、市町村や赤十字血液センターを初めとしま

す関係機関や献血協力団体と一体となって、よ

り一層の献血推進に取り組んでまいりたいと考

えております。

○重松幸次郎議員 ある防災マニュアルの中

で、「被災地では、多くのけが人の治療に大量

の血液が必要になります。このような災害の場

合、他の圏域から血液を被災地に送ることにな

り、周囲の血液ストックが不足する事態が、過

去の災害支援の状況から予想されます。皆さん

の体調が許すなら、献血センターに立ち寄るの

も一つの支援の形と言えます」と呼びかけがあ

りました。日ごろより献血を心がけてまいりた

いと、このように思います。

次に、地域包括ケアシステムについて、福祉

保健部長に幾つか確認させていただきます。

２月の代表質問でも、我が会派の河野議員か

ら、県の取り組み、市町村へのサポートなど質

問がありました。人口減少問題の中でも重要な

課題の一つとして、高齢者対策があります。初

めに、本県の人口、高齢化率、要支援・要介護

認定率及び認知症高齢者数について、現状と、

団塊の世代が後期高齢者となる2025年の将来推

計についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） まず、本県の

人口については、平成25年は112万人であります

が、2025年であります平成37年には102万人に減

少する見込みであります。

次に、高齢化率につきましては、平成25年

は27.6％となっており、平成37年には35.4％に

なると推計しております。

次に、要支援・要介護認定率につきまして

は、平成25年３月末は18.0％となっておりま

す。なお、将来推計については国も示しており

ませんが、認定率が比較的高い75歳以上人口の

増加に伴い、平成37年には認定率の上昇が予想

されます。

最後に、日常生活において見守りを必要とし

ます認知症高齢者数は、現在のところ、県内に

約３万人程度と推計しております。なお、国の

推計によりますと、全国では、平成24年は305万

人であったものが、平成37年には470万人に増加

すると見込まれております。

○重松幸次郎議員 まさに、少子高齢化が本県

でも全国平均より早く進んでいるようでありま

す。介護の施設、介護職員の確保が大変気にな

ります。介護保険施設などについては、中長期

的な観点からどのように整備を進めていくの

か、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 介護保険施設

などの整備につきましては、県及び各市町村の

高齢者保健福祉計画に基づき、計画的に進める

ことになります。この計画の策定に当たりまし
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ては、県では、８つの高齢者保健福祉圏域にお

ける高齢者人口の将来見込みや、特別養護老人

ホームの入所申込者の状況等を整理した上で、

サービス見込みについての市町村との協議や、

各圏域ごとの地域運営協議会における調整を踏

まえて、県全体の必要整備量を見込むことにな

ります。なお、今年度は、次期計画を策定する

ことになっておりますので、2025年に向けての

中長期的な見通しも立てた上で、安心して必要

な介護を受けられるよう、市町村と十分連携を

図りながら、適切な施設サービスの整備量を定

めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 民間事業者とか老人保健施

設、多種多様に混在しております。少しわかり

づらい状況になっておりますが、地域のバラン

スを分析されて、その整備をよろしくお願いい

たします。

次に、高齢化が急速に進行する中、介護人材

の確保・養成の取り組みについてお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 国は、団塊の

世代が75歳以上となります2025年に向け、今

後、最大で100万人程度の介護人材を新たに確保

する必要があると推計しております。特に本県

は、全国より５年ほど早く高齢化が進んでおり

ますので、必要な介護人材を確保することは大

変重要な課題であると考えております。このた

め県では、これまで、福祉人材に対する無料職

業紹介や、ハローワークとの共催による就職面

接会、福祉の職場についての広報・啓発等を実

施するほか、介護福祉士等の養成施設の学生に

対し、修学資金の貸し付けを行っております。

さらに、介護サービス事業所における介護職員

等に対し、その専門性と資質向上のため、必要

な研修を実施するとともに、介護職員処遇改善

加算制度の活用により、賃金改善等を図ってい

るところであります。

○重松幸次郎議員 人材確保の検討、よろしく

お願いいたします。

最後に、今後、認知症高齢者の増加が見込ま

れる中、高齢者を支えていくためには、介護専

門職だけでなく、社会全体で支えていくことが

重要ではないかと考えております。そこで、県

民の意識啓発を図るため、今後、認知症サポー

ターの養成にどのように取り組んでいくのか、

お伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 認知症高齢者

の増加が見込まれる中、認知症の方が住みなれ

た地域で暮らし続けるためには、地域における

支援体制の充実が重要になるものと考えており

ます。このため、県におきましては、これま

で、地域全体で認知症の方やその家族を支える

認知症サポーターの養成を支援してきたところ

であり、昨年度末現在、延べ５万8,000人の方が

養成されております。今後の認知症高齢者の増

加を踏まえますと、より一層、認知症サポータ

ーの増員を図っていく必要があると考えますの

で、特に養成数の少ない市町村への働きかけを

初め、養成講座の合同開催の調整や、全国の先

進的な取り組み事例の紹介など、市町村の取り

組みを促進するとともに、広く県民の皆様に対

し、認知症サポーターの必要性や養成講座の開

催情報について、県ホームページなどを通じて

周知してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 私も以前、認知症サポータ

ー講習を受けまして、オレンジのリストバンド

をいただいたわけでありますけれども、とにか

く、このように大切なサポーターになっていた

だきたいなというふうに思います。このほかに

も医療との連携、生活支援の充実など、多岐に
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わたっていきますが、公明党は、この包括ケア

システムに全力で取り組んでまいりますので、

引き続き、またよろしくお願いいたします。

最後になりますが、人口減少について、本議

会でもさまざまな質問がありました。出生率、

また、子ども・子育て、中山間の対策、産業振

興と雇用、そして今の高齢者対策など、多岐に

わたっております。私からは２点だけお伺いい

たします。

１点目は、若者の就職支援及び県内企業のワ

ーク・ライフ・バランスについて、どのような

取り組みをしているのか、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 若者の就

職支援につきましては、県内企業への定着を促

進するため、宮崎駅前の「ＫＩＴＥＮ」にヤン

グＪＯＢサポートみやざき、延岡総合庁舎に延

岡サテライトを設置しまして、就職に悩む若者

一人一人の個別相談に応じているところであり

ます。また、宮崎労働局、県、県教育委員会の

３者で、主要経済団体を通じ、県内企業に対し

て求人枠の拡大等について要請するなど、でき

るだけ多くの若者が県内企業に就職できるよう

努めているところであります。

一方、ワーク・ライフ・バランスの取り組み

につきましては、講演会の開催や広報紙による

普及・啓発を行っておりますほか、企業に、休

暇の取得推進や時間外勤務の縮減など、自主的

な取り組みを宣言していただく「仕事と家庭の

両立応援宣言」の登録を促進しているところで

あります。今後も引き続き、若者の就職支援や

ワーク・ライフ・バランスの推進に、関係機関

と連携をしながら、積極的に取り組んでいきた

いと考えております。

○重松幸次郎議員 働きやすい環境づくりを宮

崎の基盤に、よろしくお願いいたします。

最後に知事に、改めて人口減少問題について

どのように対応していくのか、御所見をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少問題でありま

すが、出産・子育てを取り巻く社会的環境であ

りますとか、雇用・産業の大都市への偏在、ま

た、個人の価値観や生活の多様化など、極めて

広範かつ多岐にわたる複合的な要因によりもた

らされているものと考えております。これら

は、いずれも一朝一夕には解決が困難な問題で

ありますが、何とかこの課題を克服し、社会の

活力を維持して、希望ある未来を次世代へと引

き継いでいくことは、我々の責務であると受け

とめております。そして、私は、その解決策は

地方にこそあるのではないかという思いがいた

しております。高齢化や人口減少の中での地域

活性化へ向けた懸命な取り組みというものが、

新たな需要や地域の経済循環というものを生み

出すとともに、今後の日本における新たな価値

観の提示、「新しいゆたかさ」というような新

たな価値観、これにつながるものと考えており

ます。

このような観点から、現在の総合計画におき

まして、「未来を築く新しい「ゆたかさ」への

挑戦」を基本目標として掲げているところであ

りまして、人口減少問題を県政の最重要課題の

一つとして掲げまして、自然減への対策、社会

減への対策、さらには地域の活力を維持してい

く対策などに、関係機関とも連携をして取り組

んできたところであります。本県の人口をめぐ

る状況は、依然として厳しいものがございま

す。人口減少が地域の維持・存続にもかかわる

非常に深刻な問題、重要なテーマでもございま

すので、今年度見直します総合計画におきまし
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ても、引き続き、重要課題として位置づけ、そ

の対策に全力を挙げて取り組んでまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

人口減少・地域活性化対策特別委員会として、

この一年間、しっかり調査してまいります。頑

張りますので、よろしくお願いいたします。

以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、一般質問をいたします。

まず、県議会の動きに関心を持ち、雨の中、

傍聴に来ていただいた皆様へ、感謝申し上げま

す。

平成24年は、日本最古の歴史書である古事記

が編さんされてから1300年でしたが、平成32年

には日本書紀の編さん1300年を迎えます。現

在、宮崎県では平成24年から９年間を記紀編さ

ん1300年と位置づけ、記念事業が取り組まれて

います。本年度は、「宮崎の魅力再発見！県民

総「語り部」化推進事業」を初め、みやざき東

京オリンピック・パラリンピックおもてなしプ

ロジェクト関連事業として、宮崎の魅力発信等

々が取り組まれています。記紀編さん記念事業

について、これまでの取り組みの手応えとあわ

せて今後の取り組みについて、商工観光労働部

長へお尋ねをいたします。

次に、男女共同参画社会づくりについて、知

事にお尋ねをいたします。

６月４日、産学官交流会において、「デフレ

の正体」「里山資本主義」でおなじみの日本総

合研究所主席研究員、藻谷浩介氏の講演があ

り、知事を初めそうそうたるメンバーが講演に

聞き入っておられました。その講演から察しま

すに、藻谷氏の理論は相当支持されていると

思ってよいと実感をいたしました。藻谷氏は、

経済を語るとき、学者の推測を含む数字より、

現場の積み上げの数字を重視すると言われてい

ます。また、小売販売額の統計はその典型であ

るとし、失われた20年についても、日本経済の

危機でも回復でもなく、横ばいにあると指摘を

しています。少なくとも民主党政権で経済が瓦

解したという証拠は読み取れないとも言われて

います。それを、私的にはうれしく、納得をし

ています。もっと納得できる彼の説明は、小売

販売額の数字が連動するのは就業者数だと説い

ておられることです。マネーゲーマーと違い、

働く人は稼いだら使ってくれる。労働者が減

り、消費が減るのが問題ならば、働きたい人が

働ける社会にすることこそが大切と力説されて

います。今、生産年齢人口15歳から64歳の30％

が未就業で、その12％を占める家事専業者のう

ち、今すぐ就業したい人は約320万人という内閣

府の調査があり、だからこそ安倍政権も、成長

戦略に待機児童ゼロ、女性就業支援を掲げてい

るのだとの指摘は、的を射ていると拍手したい

ぐらいです。

藻谷氏の言う理論をもとに、現場から積み上

げた数字からの分析を実施し、私たちの地域の

可能性を見失うことなく対策をとっていけば、

決して悲観するような地域にならないと断言で
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きます。ただ、やるかやらないかだけです。ま

さに、子供の人口減少は今から変えることがで

きます。これを横ばいに持っていくことができ

れば、社会的にはとても安定します。今すぐと

言わず、50年後に向けて、毎年１％ずつでも若

者の人件費を上げていけばいいし……。現実

に、もう１人産みたいけれど、お金がないとい

う人は多いのですから。日本経済のためには、

貯蓄を使わない高齢者層からお金を引き出し、

バブル未経験層の賃金を上げて世代間格差を是

正する政策が、まさに必要です。知事には、若

い子育て世代を支え、孫の顔を楽しめる地域を

つくる政策を強く打ち出して、実効ある結果を

出してほしいと思っています。

６月23日から29日は、男女共同参画週間で

す。「宮崎県男女共同参画の現状と施策」によ

れば、表紙をめくった「はじめに」の項で、藻

谷さんと全く同趣旨の文言が並んでいます。あ

えて読み上げれば、「少子高齢化、人口減少が

急速に進行する中、多様化する課題を解決し、

豊かで活力ある宮崎県を築いていくためには、

女性も男性もお互いに人権を尊重しつつ責任も

分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と

能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実

現することが、極めて重要です」と書き出され

て、国の成長戦略の中核に女性の活躍促進があ

ることを明記しています。また、「宮崎県の男

女共同参画社会づくりの現状と施策」が、具体

的にそれを記しています。まさに地域活性化の

鍵は、各政策の中心に男女共同参画社会づくり

の視点を据えることにあると言えます。知事の

見解を伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

男女共同参画社会づくりについてでありま

す。性別にかかわりなく個性と能力を十分に発

揮できる男女共同参画社会の実現は、豊かで活

力ある県づくりを進める上で大変重要であると

考えております。また、究極的には、男女共同

参画という政策課題自体がなくなることが理想

ではないかという思いもあるところでございま

すが、県においても、高齢者と並んで女性の活

躍の場を広げるということが、今後の地域社会

の活力を図る上で非常に重要な課題だというこ

とで、総合計画にも掲げ、また男女共同参画プ

ランを策定するとともに、宮崎県男女共同参画

推進条例を制定して、取り組みを進めてきたと

ころでございます。こうしたことにより、県の

審議会等での女性登用率が平成25年度末に47.3

％となるなど、この分野では一定の成果があっ

たところであります。しかしながら、県内の官

公庁や民間等を含めた事業者における管理的職

業従事者に占める女性の割合は１割に満たない

など、女性の力を十分に生かし切れていない状

況があるところであります。

このような中、国が女性の活躍を成長戦略の

中核と位置づけ、企業における管理職への女性

登用や雇用環境の整備等について、積極的な支

援策を打ち出しております。今議会におきまし

て、企業の代表者等を対象としたフォーラムな

どを開催します「みやざき女性活躍加速化事

業」をお願いしておるところでありますが、今

後とも、こうした国の動きを追い風として、ま

た国の事業を活用して、市町村、事業者等と一

体となって、本県といたしましても、これまで

以上に男女共同参画社会づくりに積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕
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○商工観光労働部長（茂 雄二君）〔登壇〕

お答えいたします。

記紀編さん記念事業についてであります。こ

の事業を進める上で、神話の源流がここ宮崎に

あることをいかに浸透させるかが、何よりも大

切であると考えております。そこで、これまで

県民向けの講座や神楽の県外での披露など、さ

まざまな取り組みを行ってまいりましたが、い

ずれも、本物を見せること、本質を感じてもら

うことに重点を置いて取り組んできたところで

あります。中でも、明治大学との連携講座や県

民向けのリレー講座、講演会は、参加希望者が

定員を超えるなど大変盛況でありました。ま

た、ブランドイメージを表現したポスター「神

話の源流へ。」は、日本観光振興協会が主催し

ますポスターコンクールにおいて、インター

ネットによる一般投票部門で全国第１位を獲得

するなど、県内外に確実に浸透してきていると

いう手応えを感じております。

今後は、例えば県民向け講座におきまして

は、神話ゆかりの地でのフィールドワークを取

り入れたり、小中高校における出前授業につい

ても回数をふやすなど、工夫を凝らしながら質

を高めてまいりたいと考えております。また、

県外におきましては、外国人観光客倍増に向け

た国の取り組みや、東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会などのあらゆる機会を捉えま

して、本県のＰＲに努めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 実は、私は記紀編さん1300

年事業の追っかけみたいな感じを、自分でもし

ているところがあるんですけど、私の後援会の

皆さんが、６月の21日にまたミステリーバスを

走らせることになって、いつも大型バス１台な

んですが、それはことしも、知事の提案され

た100万泊を意識し、そしてこの記紀編さん1300

年を意識して、それをたどっていくということ

を今回もやらせていただきたいと思っていま

す。いかに県民に浸透し、県民が喜んでこの事

業に参加していただけるかということが、大変

重要だと思っています。知的欲求に対しては、

この県民大学というのは最高です。そして、も

う一つ、「神話巡りバスツアー」というのは、

地域ごとにある婦人会の皆さんにとってみれ

ば、物すごく楽しみな一つのコースでもあるん

です。だから、身近に使っていく、身近にその

事業を生かしていくということが大変重要だと

思っています。そこで提案なのですが、啓発と

かＰＲ事業として、フレーム切手をつくっては

どうかというふうに思っているわけですが、部

長の答弁をお願いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 御質問に

ありましたフレーム切手は、日本郵便株式会社

が販売しておりますオリジナル切手商品です

が、企業の創立記念品や販売促進グッズとし

て、また、地方自治体の記念事業や観光ＰＲの

ためのアイテムとしても活用されていると伺っ

ております。このフレーム切手につきまして

は、貴重な御意見として、今後、本県の節目の

年などに、記念アイテムの一つとしてその活用

を検討してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ一つのアイテムとして

活用を検討していただけるように、これからも

忘れることなく考えておいていただきたいと

思っていますので、何かありましたときには、

ぜひフレーム切手をつくっていただきたいと

思っております。そして、どんどん啓発、活用

をＰＲしていただけたらと思っています。

続けて、男女共同参画社会づくりについて、

ちょっと丁寧にやらせていただきたいと思いま
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すが、まず、県庁を一つの事業所として考えた

場合にということで、県職員に対する男女共同

参画の意識づけはどう取り組んでおられるの

か、部長の答弁をお願いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 性別にかか

わりなく、一人一人が個性と能力を発揮できる

社会をつくるためには、県職員が率先して男女

共同参画の視点を持つことが非常に重要である

と考えているところでございます。このため毎

年、新規採用職員研修において講義を行ってい

るほか、昨年度は、人権同和問題幹部職員等研

修のメニューの一つとしても講話を行ったとこ

ろでございます。また、男女共同参画センター

が発行する広報誌「ブリリアント」を、出先機

関を含めた全課に配付しているほか、同センタ

ーが開催する研修等への県職員の参加を、全庁

掲示板などを通じまして働きかけているところ

でございます。

昨年度、「男女共同参画の視点で考える防

災」というふうに、一つの切り口を持ったシン

ポジウムに、前千葉県知事の堂本暁子氏を講師

としてお招きし、講演や関係者によるパネル

ディスカッションを行ったところでございま

す。この際、多くの県職員も参加し、私自身、

当時危機管理統括監の立場で、パネリストで参

加させていただきましたけれども、その中で、

防災会議や危機管理局など県庁の組織や、そこ

における女性登用のあり方も議論の対象となっ

たところでございます。今後とも、あらゆる機

会を捉えて、県職員を初め、県民への男女共同

参画の意識づけを積極的に行ってまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 重ねて、セクシュアルハラ

スメント、それからパワーハラスメントに関す

る相談窓口の設置状況と相談の実績、その内訳

についてお伺いしておきます。

○総務部長（成合 修君） 職員のセクシュア

ル及びパワーハラスメントにつきましては、そ

れぞれハラスメントの防止等に関する要綱を定

めております。その中で、各所属の管理職員を

初め、人事課、総務事務センターなどの職員を

相談窓口としております。なお、平成24年５月

からは、弁護士による外部相談窓口を新たに設

置したところであります。

また、平成25年度の知事部局における相談件

数でありますが、セクシュアルハラスメントに

つきましては１件、パワーハラスメントにつき

ましては７件となっております。

○井上紀代子議員 今の相談件数が多いのか少

ないのかというのは、今後考えて、また提案を

したいと思っています。

続けてですが、相談窓口について、臨時職員

とか非常勤職員さんも含めて、県職員に対して

どのように周知を図っているのか、具体的にお

願いをいたします。

○総務部長（成合 修君） 職員の相談窓口の

周知につきましては、職員向けの全庁掲示板

や、本庁の課長補佐や出先機関の総務課長等を

対象としました健康管理事業説明会等で説明

し、職員に対し周知を図っております。また、

ハラスメントの相談窓口でありますが、自治学

院での職位ごとの階層別研修や、各所属でのコ

ンプライアンス研修、さらに所属長に対し、服

務通知を年２回発出しておりまして、ハラスメ

ント防止に関する指導を行っているところであ

ります。こういった中で、臨時職員や非常勤職

員を含む職員に対し、ハラスメントの防止及び

相談窓口の周知徹底を図っているところであり

ます。

○井上紀代子議員 今、丁寧な御答弁をいただ
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いたんですけど、職員の数たるや、県庁職員の

皆さんというのは大変多いわけです。男女共同

参画施策の全体を見ていただいたら―もちろ

ん読んでおられるのでわかっておられると思い

ますが―男性の自殺が多かったり、鬱病対策

をしなければならないという状況については、

御理解いただいていると思います。だから、こ

の相談窓口については、現実には、健康の問題

であったり、金銭的な問題であったり総合的な

相談と、もう一つは、セクハラ、パワハラを受

け入れるというふうになっていると思うんで

す。全体から言えば、誰に相談に行くかという

と、大体、昔上司だった方だったり、とんでも

ない場合は、本当に直で影響のあるような人の

ところに相談に行かないといけないわけです。

それが非常にストレスになる場合があるのでは

ないかというのが、私の今回の指摘なんです。

重ねてお伺いいたしますが、県職員のハラス

メントの相談窓口については、県職員以外の第

三者に対応を任せたほうがいいのではないかと

思いますが、見解を伺います。

○総務部長（成合 修君） 議員御指摘のとお

り、相談相手につきましては、非常に身近な所

属内の所属長、あるいは全くその所属と関係の

ない職場とか、いろんなことが考えられるわけ

でございますが、ハラスメントの相談窓口につ

きましては、「同じ県職員に対しては相談しづ

らい」といった職員からの意見もございます。

また、個人情報保護等の観点から、平成24年５

月からは、外部の弁護士による相談窓口を新た

に設置したところであります。相談及び問題の

解決に当たりましては、相談しやすいよう、希

望により匿名にすることも可能となっておりま

す。今後とも、これまでの相談状況やさまざま

な意見を踏まえながら、職員がより相談しやす

い環境づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 第三者の弁護士さんという

のも、これもひとつ大いにありだというふうに

私自身も思います。

それでは、先ほど部長から答弁のありまし

た、セクハラについて１件、パワハラについて

は７件というのは、弁護士さんにかわった後で

もこの件数であったというふうに理解していい

ということですね。

○総務部長（成合 修君） 外部弁護士に対す

る相談受け付けは、現在のところ１件となって

ございます。

○井上紀代子議員 本来、相談窓口というの

は、広く、そして耳を大きくいっぱい聞いても

らって、話すとそれで問題解決という場合もあ

るわけで、だから相談しやすい方たちのところ

に行っていただいて、２次的な精神的被害に遭

わないようにしていくということが、大変重要

なのではないかなと思っているところです。で

すから、一度そういう問題について―男女共

同参画社会の推進会議というのがあります。年

に１回とか、やっと２回というときもあります

が、そういう場所できちんと議論をすべきでは

ないのかなと思っているところです。総務部長

の見解をお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 議員御指摘のとお

り、先ほど申し上げましたように、相談内容に

ついてはさまざまな形態がございます。やはり

多様な窓口、受付が必要かと思いますので、今

後とも、これまでの相談状況等、さまざまな御

意見も踏まえながら、より相談しやすい環境づ

くりに努めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ議論を詰めていただき

たい、具体的な議論をしていただきたいという
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ふうに望んでいます。

次に、男女共同参画の観点から、セクシュア

ルハラスメントが起こりやすい職場環境ではな

いのか。起こりにくくするためにはどうしたら

いいのか。例えば、県庁の職場環境の点検とい

うのを、そういう視点で点検されたことがある

のかどうかお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 県庁内の職場環境

の点検についてでございますが、ソフト面とし

ては、セクシュアルハラスメントの防止を含

め、働きやすい職場環境の整備につきまして、

各所属においてコンプライアンスチェックシー

トによる点検を毎年定期的に行っております。

また、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員

会、あるいは職員の意見を聞く会等も活用しな

がら、ハラスメントに関する状況把握を行って

いるところであります。今後とも、セクシュア

ルハラスメントの防止に向けて、職員の意識啓

発を図るとともに、職場環境の改善に努めてま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 これも具体的に実態調査を

するべきだというふうに私自身は思っていま

す。それはなぜかというと、男の方たちからす

ると、今までそういう職場で働いてきていたの

で、それについて違和感がないという方もい

らっしゃるわけです。でも、女性からすると、

上司と自分とたった２人で、ある１室、密室的

な空間の中で仕事をしなければならないとなっ

たときに、大変なプレッシャーがあることは事

実なんです。そして、そこは誰かほかの方たち

が自由に出入りができなかったりする場合、そ

れはどうしていくのか。そういう場所がないと

いうお答え自体がよくわからないんですが、

もっと視点を変えていただいて、それは男性で

あれ、女性の上司と一緒に、たった２人きり

で、密室的なところで、ほかの人からものぞく

ことすらできないような職場でということは、

苦痛ではないでしょうか。答弁をいただいて思

いますが、男女共同参画社会づくりの視点など

という考えに基づいて何かをしていくというこ

とには、まだなっていないのではないかという

のが、私の率直な考え方なんです。もう一度点

検してみる必要があるのではないかというふう

に思いますが、総務部長の見解をお尋ねいたし

ます。

○総務部長（成合 修君） 議員の御質問にあ

りましたように、いろんな角度から職場点検す

る必要があろうかと思います。先ほど申し上げ

ましたように、セクシュアルハラスメントにつ

いては、平成11年から要綱を定めておりまし

て、その中に、「職員が認識すべき事項」、あ

るいは逆に、「苦情相談に対応するに当たり留

意すべき事項」ということで、さまざまな事例

を想定して指針を策定しております。またその

中で、議員が先ほどおっしゃったような観点を

踏まえて、職場環境の点検に努めてまいりたい

と考えております。

○井上紀代子議員 湾岸署の青島さんじゃない

けど、事件は現場で起きるわけです。その現場

で起きたことを含めて、どう点検をし、また同

じ過ちを繰り返さないためにはどうしていくの

かという、そういうきちんとした丁寧な対応を

しない限りは、なかなかここは改善をされてい

かないのではないかなというふうに思っている

ところです。

男女共同参画推進会議、これは年に１回しか

ないわけで、年に１回あった会議の中でそこま

で細かく話されているかどうか、ちょっと疑わ

しいところもあるんですが、私はこれから外れ

て発言しておりませんからね。これは県民政策
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部がつくったものですから、それから外れて発

言しておりませんので、それは御記憶いただき

たいというふうに思っています。

次に、学校におけるセクシュアルハラスメン

トの相談体制と相談件数、及び相談があった場

合の対応について、教育長にお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） セクシュアルハラス

メント（セクハラ）は、どの職場でも絶対に許

されない行為でありますが、特に子供たちの学

びの場である学校では、一層の配慮が必要であ

ると考えております。その防止のために、学校

におきましては、全ての教職員に対し、日ごろ

から研修を行い、日常的に意識づけを行うとと

もに、誰もが安心して相談できるよう、管理職

を相談員とするほか、管理職以外、その他の教

職員から男女各１名、また保護者の中から２名

をセクハラ相談員に任命しております。さら

に、相談員を周知すること自体がセクハラを防

止することになると考えておりますので、ＰＴ

Ａ総会や学校通信などにおいて、全ての児童生

徒はもちろんのこと、保護者にも積極的に周知

いたしております。実際に相談があった場合に

は、相談を受けた者は、まず相談者の意思を最

大限に尊重し、プライバシーの保護や心のケア

を図りながら、事実関係の確認や助言などを行

うとともに、必要に応じて関係機関と連携し、

問題の解決を図っております。なお、昨年度、

本県公立学校におけるセクハラに関する相談

は、小中学校で２件、県立学校で４件となって

おります。

○井上紀代子議員 ぜひ丁寧な対応、そして子

供たちが率直に相談に行けるような、いつでも

おいでと言えるような状況をつくっていただき

たいと思っています。それは、やっぱり公立高

校がきちんとやらない限り―私学のものはよ

く新聞等でも見ますが、あのままの状態ではい

けないと思うんです。それが、「どこが悪い

と」と言われるような状況、「何が悪かった

と。本人じゃないと」みたいな感じの反応だ

と、子供たちの成長に大きな影響を与えるので

はないかと思っています。私学の部分について

は総務部長の管轄ですが、ぜひよろしくお願い

しておきたいと思っています。

次は、内村議員も取り上げていただいており

ましたが、女性職員の登用の問題について、任

命権者の皆様から、それぞれ自分のところはど

うなっているか、登用の現状とそれに対する認

識、今後の取り組みについてお伺いをしたいと

思っています。まず総務部長、病院局長、教育

委員長、教育長、警察本部長にお願いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 本年４月１日にお

ける知事部局の課長級以上の女性職員は、本

庁11名、出先機関５名の計16名となっておりま

す。その割合は、本庁では8.6％、出先機関で

は3.4％、知事部局全体では5.9％となっており

ます。課長級以上の女性職員につきましては、

着実に増加してきているところでございます

が、女性職員がその能力を最大限発揮し、県政

の諸課題に的確に対応していくためには、より

一層、女性職員の登用を図っていく必要がある

と考えております。県といたしましては、出産

や育児に係る職場環境の充実に加え、女性職員

の企画・管理部門への配置などさまざまな職務

経験を通じ、また管理職としての意識や能力の

向上等を図りながら、女性職員の登用に取り組

んでまいりたいと考えております。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院局の状況でご

ざいます。本年４月１日における病院局の課長
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級以上の女性職員についてでございますが、ま

ず、本庁は課長級以上が３名おりますけれど

も、全て男性職員でございます。また、県立３

病院全体では、医師を含む課長級以上の職員57

名のうち、女性職員は６名となっておりまし

て、その割合は病院局全体で10％となっており

ます。病院局は、看護師を初め女性が多い職場

でございます。女性管理職の役割は大きいもの

があると考えておりますので、引き続き、女性

職員が働きやすい職場環境の充実に努めなが

ら、その育成・登用を図っていきたいと考えて

おります。以上です。

○教育委員長（齊藤和子君） 本年４月１日に

おける教育委員会事務局の課長級以上の女性職

員はおりませんが、女性登用につきましては、

大変重要なことと認識いたしております。な

お、次の管理職候補となる役付の副主幹以上に

つきましては、全体で12名の8.6％となってお

り、うち本庁が６名の7.9％、出先機関が６名

の9.4％であります。課長級以上の女性職員につ

きましては、学校の管理職や知事部局からの人

事交流により配置している現状にありますこと

から、今後とも、学校の女性管理職の育成や知

事部局との連携を図っていく必要があると考え

ております。

県教育委員会といたしましては、指導的役割

を果たす女性リーダーを育成するとともに、就

業環境の整備やワークライフバランス（仕事と

生活の調和）の実現など、働きやすい環境づく

りに一層努めながら、意欲と能力のある女性職

員の育成・登用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○教育長（飛田 洋君） 本年４月１日におけ

る公立学校の管理職と主な主任ポストを女性が

占める割合は、小学校28.3％、中学校23.5％、

県立学校8.1％で、全体では23.6％となっており

ます。女性の登用が進みにくい原因といたしま

しては、管理職や主任ポストの業務が多忙であ

るという認識があることや、子育てなど家庭の

状況で慎重になる方が多いことなどが考えられ

ます。県教育委員会といたしましては、女性管

理職をふやすためには、管理職候補となる主任

ポストを担う人材をふやすことが不可欠だと考

えておりますので、教務主任などに積極的に女

性を登用するよう、学校を指導いたしていると

ころであります。また、指導的役割を果たす女

性教職員がリーダーシップを十分発揮できる環

境を整えるために、業務の見直しや組織的な業

務遂行体制の構築を推進しているところであり

ます。女性教職員の意見も参考にしながら、今

後とも積極的に、女性リーダーの育成・登用に

努めてまいりたいと考えております。

○警察本部長（白川靖浩君） 県警の本年４月

１日現在の女性職員数は、警察官121人、一般職

員139人の合計260人でありますが、課長級以上

の幹部職員は現在のところおりません。複雑多

様化する社会の中で、女性の視点を警察運営に

反映していくことは大変重要なことであり、県

警も、女性が大いに活躍できる職場であるべき

と認識しております。女性警察官は、平成２年

に43年ぶりに採用を再開したところであり、徐

々に女性職員の占める割合も大きくなりつつあ

るところでございますので、幹部登用も含めま

して、女性職員の登用拡大に努めてまいりま

す。

○井上紀代子議員 各任命権者の民さんに御答

弁をいただきましたが、全体的に見て、しよう

がない部分もあるところは、部門的にはあるん

ですね。ですけど、実際、もっと努力をされれ

ば、意識をしたら違うところもあるのではない
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かというふうに思います。

私がこの前の人事異動のときに一番うれし

かった記事は、舟田さんの記事でした。すぐ

とって、これを本当に大事に思いながら見たん

ですが、13年ぶりに、ここに女性の幹部の方の

顔が見えるというのは、大変うれしいなという

ふうに思います。もっと自然体でいいんです。

無理くり、そこまではしたくないという職員の

方もいらっしゃるとは思うんです。その方まで

引き上げて、こうしてください、ああしてくだ

さいと、無理くりそうしてくださいと申し上げ

ているわけではないんです。一緒に入庁した人

たちが、一緒に研修も受けて、一緒にやって能

力が同じなら、女性も幹部の中に積極的に入れ

るべきではないかということをお願いしている

わけです。再三言って恐縮ですが、副知事を中

心として年に１回ある男女共同参画推進会議の

中で、そのことについても議論をされるという

ふうに聞いております。ここは、オピニオンリ

ーダーとしての県庁は何をなすべきなのかとい

うことをきちんと明確に、御自分たちでも意識

されるべきではないかなと思います。

これは、企業は推して知るべしなんですが、

逆に企業のほうは、女性を持ってきた場合に、

何が大きく力が発揮できるかということも分析

をして、そこはもうからなければいけない職場

ですので、もうかるためにはどうしたらいいの

かということをきちんと意識しているわけで

す。この前、ニュースで、建設業界も、外国の

人たちを受け入れているばかりではだめだと、

今の子供たちに建設業という職業そのもののよ

さを見ていただいて、そして女性の人たちにも

どんどん入ってきてもらわないと、本当に日本

の建設業というのは変わっていってしまうので

はないかということを言っておられましたが、

やはり自然体で、女性も男性もそこに参入でき

るような状況をつくっていく必要があるのでは

ないかと思います。そのためには、常に意識す

る、常にそこを点検していくということが大変

必要なのではないかなと思っています。

舟田さんだけではなく、何人かの方がそこに

座っていただけるようになっていくと、また違

う意味での答弁と、いろんな意味での宮崎県の

活力というのは出てくるのではないかなという

ふうに期待をしているところです。ぜひ推進会

議の中で、自分たちのところはどういうふうに

してそれを育てたかということを、自慢話がで

きるぐらいのことはやっていただけたらなとい

うふうに思っています。

ですから、男女共同参画推進会議が年に１回

しか行われていない、たまに２回したときもあ

るなどと聞くと、どのような位置づけでこの刷

り物はつくられているのかなと思います。分析

している内容たるや物すごくいいんです。今

回、宮崎県議会は人口減少の特別委員会をつく

りましたが、まさに人口減少の特別委員会はこ

れを中心にしてやったらいいんです。そういう

ことを含めて私は臨みたいと思いますので、ぜ

ひお願いしておきたいと思います。

続けてですが、この冊子によると、本県の女

性の労働力率はＭ字型になっています。出産、

育児期でも働ける環境が必要だと思いますが、

現状分析と今後の取り組みについて、部長にお

尋ねいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 女性の就

業につきましては、第１子の出産を契機に約６

割の方が退職されるとの全国の調査結果があ

り、また、出産・子育てを経てその後復職する

女性も多いことから、おおむね25歳から44歳の

間、就業率の折れ線グラフがアルファベットの



- 269 -

平成26年6月17日(火)

Ｍ字のようなカーブを描くと言われておりま

す。本県につきましては、育児中の就業率が全

国８位と高く、Ｍ字カーブのへこみの部分も小

さくなっているところでありますが、このこと

は、家計を補うために働く女性が多いこと、待

機児童がゼロといった保育環境に恵まれている

ことなどが影響しているものと考えておりま

す。

このような中、本県では、企業によるワーク

ライフバランスに関する自主的な取り組みを宣

言していただく、「仕事と家庭の両立応援宣

言」を推進しているところでありまして、その

結果、育児・介護休業の取得促進などの子育て

に配慮した宣言を掲げる企業が着実にふえてき

ているところです。今後とも、女性が出産・子

育てをしながら安心して働ける環境の整備を、

宮崎労働局などの関係機関と連携しながら、積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 労働基準局が出したデータ

で新聞記事になっている部分があるんですが、

それは、セクハラ相談件数がふえたということ

と、もう一つは、やっぱり妊娠や出産による不

利益というか、その扱いは大きいということ

を、実際書いてあるわけです。これは、私が労

働局に求めたのではなく、新聞記事で書かれて

いるので、大きく広がっているものなので間違

いないと思いますが、現実はやっぱりこうなん

です。そこにどういう対策を打つかということ

が大変重要なのではないかなと思っています。

改めて各企業にも、そういう問題も含めて、ま

ずは県庁もそうなんですが、ぜひ頑張ってやっ

ていただきたいと思います。

ここで御紹介したい一つの例として、男性の

方で育児休業をとろうとした方がいらっしゃる

わけです。その方は、宮崎でも名立たる企業の

方なんですが、依願退職まで追い込まれまし

た。その方は退職されました。だから、現実は

こうなんです。さっき藻谷さんのことを申し上

げましたが、数字もそうだけど、現場で起きて

いること、現実に起きていることに目をつぶる

ということに問題点があると、再三にわたって

申し上げているわけです。ですから、そこは、

拾い集めるようにきちんと丁寧な対策をとって

いくことが大事なのではないでしょうか。

続けて、女性農業者の歴史的歩みと、農政分

野における男女共同参画社会の進捗状況につい

て、部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の農業・

農村における男女共同参画の取り組みは、戦

後、農村生活の改善や近代化、そして女性の地

位向上の取り組みに始まりまして、高度経済成

長期には、農村からの若者流出に伴い、農業の

重要な担い手として、平成以降は農業経営のパ

ートナーとして、また、近年においては６次産

業化などの実践者として、それぞれの時代の役

割に応じ、さまざまな活動が展開されてきまし

た。このような取り組みの結果、現在では、女

性認定農業者は447名、家族経営協定の締結数

は1,727件と増加しており、また、地域特産物を

活用した加工グループや農家レストラン、農家

民泊の運営などの活動も活発化するなど、今や

「農村の元気の源は女性にある」と言っても過

言ではない状況にございます。さらに、農業委

員50名、ＪＡ理事に17名が就任するなど、農村

におけるリーダーとして活躍する女性が徐々に

増加している状況にございます。県といたしま

しては、今後とも、若手女性農業者などの裾野

を広げながら、地域農業・農村を担う経営者と

して、また豊かな農村生活の実践者として、農
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村女性が生き生きと活躍できる男女共同参画の

社会づくりに向けて支援してまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 私はこの答弁が一番好きな

んです。最高に好きなんです。というのは、こ

こに男女共同参画社会のモデルがあると思うん

です。確かに農村というところは、本当に厳し

い農家の現状があって、三ちゃん農業だとかと

言われてきました。内村議員からも紹介いただ

きましたが、北きりしまの農家民泊に行かせて

いただいて、つくづく思いました。まさに女性

の人たちが自分の力を最大限に発揮して、地域

づくりの牽引車になっておられます。それは、

押しつけられたものでも何でもなく、自分から

自発的にやっておられるのが、物すごく、ここ

がいいな、それがいいなというふうに現実に実

感し、農政の分野における男女共同参画社会の

進捗状況というのを、私たちは学び取ることが

必要なのではないかと思います。私の大好きな

えびのの道の駅なんか、「えびのっ娘」がなけ

れば、農家の奥様方がつくってくださるあのバ

イキングがなければ、なかなかみんな足を運ば

ないのではないかというぐらい、みんなあそこ

に足を運びたいと思う。そして、あの地域の牽

引車もやっぱり女性の皆さんだというふうに

思っております。これからこのモデルとして、

ぜひまた頑張っていただきたいというふうに

思っているところです。

続けて、これは宮崎市の広報紙です。宮崎市

の方は御存じだと思います。今度の６月号に、

「第２次宮崎市男女共同参画基本計画って？」

と疑問符になっていて、計画の中身を丁寧に説

明をされています。その中に、「えっ」と、み

んな思われたと思うんですが、ＤＶの経験者が

宮崎市で３分の１いると、３人に１人はＤＶの

経験者であるというふうに書かれているわけで

す。これは国のデータでもそのとおりで、３分

の１だと言われているわけです。私は、ハート

スペースの皆さんとかから、いろいろお話を聞

かせていただいていますが、その方たちは、

「デートＤＶって何」みたいな講演から、いろ

んな講演に小中高たがわずどんどん行っておら

れて、そういうお話をされているわけです。

ちょうど思春期に入る子供たちのところでも、

きちんと聞いておくべきこと―今回、清山議

員のほうから性教育についてのお話がありまし

たが、決して、それはおろそかにするべきこと

ではないと。私も再三取り上げてきております

ので、そのことについては申し添えておきま

す。思春期や性についての出前講座は有効性が

あるというふうに思っておりますが、これをど

う考えて、今後どのように対応しようとされて

いるのか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 異性との望ましいか

かわり方やデートＤＶの防止など、思春期に特

有の課題に適切に対応するためには、学校での

指導に加えて、外部の専門的な見地から指導し

ていただくことも有効であると考えておりま

す。このため県教育委員会におきましては、医

師など外部の専門家の協力をいただきながら、

思春期の性や心の健康、命の大切さなどについ

て、児童生徒の理解を深める取り組みを進めて

おります。この取り組みの感想として、学校か

らは、「専門家の話は、教職員では伝えられな

い重さがある」「これから医師など専門家と連

携がとりやすくなる」などの声を聞いており、

学校現場にとって大変意義のある取り組みであ

ると考えております。今後とも、さまざまな関

係機関と連携を図るとともに、専門家の協力を

得ながら、それぞれの学校の実態や発達の段階
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を踏まえ、思春期に特有の課題や性に関する指

導の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 これも新聞記事なんですけ

ど、「ソーシャルネットワークサービスで知り

合った人と現実に会ったことがある」というの

は、１割の人たちがあると。この議会でも紹介

がありましたけれども、高校２年生の女子の３

割は経験者で、男子は２割が経験者であるみた

いなことが、今回の議場でも話されたわけで

す。私は、福岡のこども病院に行きましたとき

に、こども病院の先生から、「うちは、こんな

に障がいのある子供たちが来ても、十分受け入

れられる態勢ができます」ということを再三に

わたって言われたんです。でも、できたら子供

たちが健康な体で健康な子供が産めるような状

況になってもらいたいというのが、実は私の本

音なんです。だから、そういうのは病院の先生

方のほうからも発信するべきではないのかとい

うことを、先生に、「私は批判を覚悟で言いま

すが、そういうふうに思います」というふうに

申し上げたら、「3,000グラム以上の子供が産め

るような体になることはとても大事なんだ」と

いうことを、その先生もおっしゃっておりまし

た。それで、大人になっても健康な体であり続

けるために、学校ではどのような取り組みを

行っておられるのか。今までの私の質問の経過

を含めて、教育長のお考えをお聞かせくださ

い。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちが生き生き

とした生活を送って、心身ともに健やかに成長

し、健康な大人になっていくということは、皆

さんの願いだと思っております。今の子供たち

の現状を見てみますと、生活習慣や性に関する

課題、食に関する課題―具体的に申し上げま

すと、思春期の女子生徒の間では、ダイエット

願望により食事の量を減らす、食事をとらない

などにより、貧血で倒れる、空腹でいらいらす

るといった状況の指摘などもあります。そのた

め学校では、基本的な生活習慣を確立させてい

くこと―具体的には、調和のとれた食事、適

切な運動や休養、睡眠などが大切であること

を、発達の段階に応じて指導しております。そ

の中でも特に、早寝・早起き・朝御飯の徹底

や、給食を残さずに好き嫌いなく食べるなど、

食に関する指導や、学校の特色を生かした運動

の実践により体力を高める取り組みなど、健康

づくりを子供たちに習慣化させることを意識し

た取り組みを進めております。また、本県で

は、子供が自分でつくる「弁当の日」の取り組

みを強く推奨しているんですが、その結果、実

施校数、現在日本一となっております。この取

り組みも、そのような思いから推奨していると

ころであります。

○井上紀代子議員 ありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。

次に、性暴力の問題についてお尋ねをしたい

と思っています。これは私が書いたのではな

く、ここに書かれている文言ですが、「ＤＶ、

性犯罪、売買春、人身取引、ストーカー行為、

セクシュアル・ハラスメント等の男女間の暴力

のほとんどを占める女性に対する暴力は、女性

の人権を著しく侵害するものである。これらの

背景には、男尊女卑の社会通念、固定的な性別

役割分担意識、経済的格差など、今日の社会に

おいて男女が置かれている状況に根ざした構造

的な問題が存在していると考えられ、男女共同

参画社会を形成していく上で克服すべき重要な

課題である」。これに書いてあります。ぜひま

た読んでいただきたいんですが。そこで、福祉
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保健部長に、児童相談所における虐待相談対応

件数のうち、性的虐待による相談件数をお伺い

いたします。また、女性相談所におけるＤＶ相

談件数についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 児童相談所に

おける平成24年度の虐待相談対応件数は443件と

なっており、このうち性的虐待によるものは10

件となっております。また、女性相談所におけ

る平成24年度の配偶者からの暴力、いわゆるＤ

Ｖの相談件数は464件となっております。

○井上紀代子議員 次に警察本部長に、ＤＶ、

ストーカーの相談受理件数と強姦の認知件数に

ついてお伺いいたします。

○警察本部長（白川靖浩君） 本県警察におい

て、平成25年中にストーカー事案として相談を

受けた件数は265件で、文書による警告をしたも

のが45件、禁止命令を発出したものが３件、ス

トーカー規制法違反や刑法犯として検挙したも

のが35件であります。配偶者からの暴力、いわ

ゆるＤＶ事案として相談を受けた件数は409件

で、刑法犯等として検挙したものが50件であり

ます。また、本県警察において認知した強姦事

件は５件で、検挙したものが４件であります。

○井上紀代子議員 これは児相と警察から出た

分の数なんです。相談件数はまだ別の場所でも

上がっているんです。でも、警察庁を含めてい

ろんな場所で言われていることは、表に出てき

た分は多く見積もって13％、あとは圧倒的に下

のほうに隠されているというのが、はっきり

言って、今回の性暴力問題で一番の克服しなけ

ればならない問題点だと思っているところで

す。内閣府も含めてそうですけど、国のほう

も、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ

プ支援センターの設置が必要だと言っているわ

けです。都道府県に１つはワンストップサービ

スのセンターをつくるべきというふうに言って

いますが、知事のお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） こうした性犯罪・性暴

力被害者のためのワンストップ支援センターで

ありますが、機能としては、産婦人科医療を提

供できる病院と支援コーディネート機能を担う

相談センターが連携して、ワンストップで相談

受け付けや支援を行うものであります。いろん

なやり方なり設置形態があるようであります

が、全国に14カ所設置をされていると伺ってお

ります。

現在、本県における取り組みとしましては、

男女共同参画センターが、性被害を含む女性に

関するさまざまな相談の受け付けや専門機関の

案内などを行っているほか、女性相談所が、配

偶者からの暴力等に関する相談受け付けや保

護、カウンセリング、自立に向けた支援などを

行っております。また、ＮＰＯやさまざまな支

援団体の活動、サポートもいただいているとこ

ろであります。また、警察におきましては、性

犯罪の女性被害相談電話を設置するなどして、

女性が被害申告を行いやすい環境づくりに努め

ておりまして、被害申告を受けての女性警察官

による事情聴取、公費負担による病院での受

診、裁判傍聴や証人としての出廷時の付き添

い、さらには専門家による無料の法律相談、カ

ウンセリングなどを、みやざき被害者支援セン

ターと連携しながら実施しているところであり

ます。

御指摘にありましたワンストップ支援センタ

ーにつきましては、こうした関係機関相互の連

携をさらに深めるとともに、今後、本県の状況

を踏まえたあり方などにつきまして研究をして

まいりたいと考えております。
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○井上紀代子議員 実は、きょう私が着ていま

すこれは、もともとは古い古い着物なんです。

着物は、針と糸で丁寧に縫っていると、それを

後でほどくときに、本当に気持ちがいいぐらい

すっとほどけて、１反の反物にまた戻っていく

わけです。きょう傍聴に来てくれている私の友

人が洋服に仕立て直してくれたので、私はこれ

を着ているわけですが、やっぱり最初の一針、

縫い方を間違うと、とてもじゃないけど糸はと

れないんです。だから、本当にこんがらがって

しまっていては、もとに戻すことはできない

し、新たなものにつくり上げていくということ

も不可能なんです。はっきり申し上げて、私は

今回、一番がっかりしたのがこの答弁です、精

神的にくじけるほど。

女性の経営者の方から、けさ、「河野知事

は、あなたが一生懸命きちんとぶつかれば、共

通認識に立っていただける方だと思うから、頑

張れ」と書いたメールをいただいたわけです。

その現実がなければ、現実困っている人がいな

ければ、私もここで何かを言う必要はないとい

うふうに思います。

ワンストップサービスという意味が本当によ

くわかっておられるのかどうか、そこを私は確

かめたいなと思います。なぜワンストップでな

いといけないのかということを現実にわかって

おられるのかどうかを、知事に確かめたいとこ

ろなんですが、これは被害者でなければわから

ないところがいっぱいあるわけです。「魂の殺

人」とまで言われているんです。お話ししてさ

しあげれば、１年半私も調べましたので、物す

ごくたくさん、事例があり過ぎるほどあるわけ

です。だから、知事の答弁の中身だけであると

するなら、私は、宮崎県民は寂しい県に住んで

いるなと思うわけですが、知事、もう一度、ワ

ンストップサービスのセンターについて、お考

えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 冒頭からのいろんな御

指摘なり質問の中で、一つあるのは、表に出て

いる数字以外にもさまざまな実態があるんだと

いうことを、我々は真摯に受けとめる必要があ

るというところであります。これはいろんな御

指摘の中で受けとめておるところでございま

す。

また、性暴力被害者のためのワンストップ支

援センターということでございますが、先ほど

御説明しましたように、本県ではいろんな機関

がいろんな取り組みをしておる中で、ワンス

トップ支援センターということで求められる機

能をどういう部分で満たしていないのか、また

どういう部分が必要なのかというのは、しっか

りと検討する必要があるということで、先ほど

の答弁を申し上げたところであります。

現場の被害者の声を直接我々が伺う機会はな

かなかないわけですが、私は、実は知り合いの

女性弁護士から、性被害を受けた方の相談を受

けたときの体験というものを伺いました。それ

は、もちろん被害者にとっては大変な思いであ

りますが、その話を受けとめる弁護士の方も、

相当な心理的な負担も受けたという話も伺った

ところであります。現場においては今、いろん

な形でそういうさまざまなセンター、また相談

所において相談機能を果たしていただき、きめ

細かな対応をしていただいておりますが、御指

摘がありましたような、ワンストップ支援セン

ターとして果たすべき機能にどのような部分が

今後必要なのかというところを、しっかりと他

の事例も踏まえながら研究をしてまいりたい、

そのような思いであります。

○井上紀代子議員 きょう、私の質問について
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聞き取りに来てくださった職員の方が、一緒に

泣いていただいたというのは、私にとってみれ

ば一番大きな救いであったと思います。実は、

性被害に遭って、それから、自分はどういうふ

うに生きていけばいいのかということを思い始

めた女性のことを考えると、そして性犯罪とい

うのは物すごく低年齢化しているということは

御存じのとおりですので、自分の娘だったら、

息子だったらということを考えて対応する必要

があるというふうに思っています。

先ほど知事から再答弁いただいた内容を深く

信じて、知事と一緒に、この問題が解決してい

くように、私も頑張っていきたいというふうに

思っているところです。ありがとうございまし

た。（拍手）

○福田作弥議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） いよいよ最

後になりました。ひとつおつき合いのほどよろ

しくお願いいたします。

それでは、里山資本主義についてお伺いいた

します。

「里山資本主義」の本がベストセラーになっ

ております。この本です。なぜこれほどに売れ

るのでしょうか。私はかねてより、「今の日本

での経済至上主義は人間を幸福にしない」と

言ってまいりました。戦後日本は、アメリカの

後追いをして経済発展に全力を尽くしてきまし

た。その結果、３万人以上の自殺者、無縁社

会、格差社会を生み出してまいりました。私は

ここでブータンの国民総幸福量の話もしたこと

があります。じゃ、具体的にどうすればいいの

かということでありますが、その答えがこの里

山資本主義ではないかと思っているところであ

ります。

里山資本主義とは何かと申しますと、本を読

めばわかるんですが、読んでいない人のために

少々解説しますと、一言で言えば、里山にある

資本に目をつけて、人と人とのつながり、自然

とのつながりを大切にして、域内で経済を発展

させて維持し、自立して生きていく生き方。本

に定義は載っていないんです。読んでもらえば

いいと思うんですが、大体そんなことじゃない

かなと。これを単に、自然や田舎が好きな人た

ちの話とか、あるいは田舎暮らしで成功した人

たちの話を並べて、その共通した原理を説こう

としたものと考えるのは、ちょっと早計であり

ます。今や、経済至上主義―この本の中では

マネー資本主義と言っておりますが、このマネ

ー資本主義は限界に来ております。人間を幸福

にしないどころか、不幸にしております。この

マネー資本主義に対するアンチテーゼとして、

里山資本主義が生まれざるを得ないと筆者は

言っております。いわば歴史的必然だというこ

とであります。

都会では、人間らしい生活をすることができ

ません。では、どこだったら人間らしい生活を

することができるのか、それは必然的に里山し

かないということなのであります。人と人との

つながりがまだ残っています。人は、人から認

められてこそ生きがいを感じるものでありま

す。豊かな自然も残っております。里山にある

耕作放棄地、あり余った森林など、里山の自然

をできる限り利用して、人と人とがお互い助け

たり助けられたりすれば、おのずから域内で経

済は循環し完結することになります。時代の流

れに敏感な若者たちが次々と田舎へ流れており

ます。お金を稼ぐという点からすれば、都会の

ほうが有利かもしれません。しかし、人として

の本当の豊かさという点からすれば、はるかに

里山のほうが豊かであるというのであります。
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知事もこの本を読まれたとお聞きしました。

また、先日は著者の藻谷氏の講演もお聞きに

なったと聞いております。里山資本主義につい

てどのようにお考えになっておられるか、知事

のお考えをお聞かせください。

以下、質問者席で質問したいと思います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

「里山資本主義」についてでありますが、こ

の本は、私も拝読をし、また、去る６月４日に

開催されました藻谷氏の講演会もお聞きをし

て、大変感銘を受けたところでございます。藻

谷さんについては、その前に「デフレの正体」

という本も書かれまして、これも大変感銘を受

け、特に、今回の話でもそうでありましたが、

思い込みではなしに、具体的な事実、データに

基づきしっかりとした分析をし、またしっかり

と今後についての議論を展開しておられるとい

うところであります。その経済的な発想、セン

スというものも非常に感銘を受けたところであ

ります。また、藻谷さんが同じ年生まれで、し

かも同じ大学の同じ学部を同じ年に卒業した方

だというところも、そういう形で注目をして

おったところでございますが、この里山資本主

義、本当に今、大事なメッセージを届けていた

だいているというふうに思っております。

高度経済成長時代を経て成熟社会に移行し、

また、東日本大震災を経験した我が国におきま

しては、経済的な豊かさのみにとらわれず、恵

まれた自然の中で、金銭に換算できないものを

大切にしながら暮らすことなど、多様な価値観

を尊重した生き方が求められているものと考え

ております。その中で、この里山資本主義の考

え方は、これまで域外に流出しておりましたお

金でありますとか、使っていなかった地域の資

源を、域内で経済循環をさせることによりまし

て、住民の方々がより豊かな生活をし得るとい

う点で、まさに本県を含む地方の今後のあり方

の一つの方向性、活路を示すものではないかと

受けとめております。

本県は、自然や歴史・文化などといった地域

資源、人や地域のきずな・支え合いなどの要素

に恵まれた、豊かな可能性を秘めた地域である

と考えております。よく「周回遅れのトップラ

ンナー」という表現が使われたりするわけであ

りますが、周回おくれを認めるというよりも、

周回おくれかと思いきや、さまざまな恵まれた

資源といいますか、大切なものが残されたこと

により、本県がまさにトップランナーとして、

これからの日本を牽引する力を秘めているので

はないかと自信も持ったところでございます。

今後の宮崎の可能性を生かす方策としまし

て、現在の総合計画においても、新しい豊かさ

を追求しようということを掲げておるところで

あります。まさにこの里山資本主義の目指す方

向だというふうに考えておりますし、現在取り

組んでおりますフードビジネス、また地産地

消、さらには地域経済循環システムの構築とい

う方向性について、決して間違っていないとい

うことで、藻谷さんの「里山資本主義」という

本からも背中を押していただいたような思いが

あり、まさに我が意を得たりという思いで、今

後とも、新しい豊かさの追求に全力で取り組ん

でまいりたい、そのように考えておるところで

あります。以上であります。〔降壇〕

○井本英雄議員 本当にそのとおりでありま

す。里山資本主義からすれば、宮崎がトップラ

ンナーになるかもしれないというふうな気がい

たします。知事も新しい豊かさということでこ



- 276 -

平成26年6月17日(火)

れを捉えていただいている、タイミングがよ

かったなと、今思っているところであります。

次に、ＮＨＫテレビの里山資本主義の中で、

若者が、「売り家と唐様で書く三代目」という

ことを言っておりました。どういう意味かとい

いますと、初代は苦労して家を興す。二代目は

その苦労を見ているから、何とかそれを維持す

る。三代目は苦労を知らず、結局家をつぶして

しまう。しかし、三代目は教養人でありますか

ら、唐様でもって「売り家」と書くというもの

であります。ＮＨＫテレビの里山資本主義の中

で若者が、「我々は三代目である。我々は経済

的苦労を知らない。だから、生きがいとかやり

がいとかいうものを求めるのです」と言ってお

りました。若者の仕事に対するアンケートを

とっても、給料よりもやりがいが１番に来るそ

うであります。価値観が違うんです。時代は確

実に移りつつあります。このような若者が里山

に移住したいという場合、受け入れ環境はある

のかどうか、総合政策部長にお聞きします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 若者の感性

にこそ宮崎はフィットするのではないかという

お話であったかと思いますけれども、本県にお

きましても、サーフィンに適した環境や森林資

源を活用した炭焼きに引かれて、若者が移住さ

れているという事例もあるところでございま

す。こうした事例も含めまして、県や市町村の

相談窓口を通じて移住が実現した世帯数は、把

握を開始しました平成18年10月から昨年度まで

の数字になりますが、392世帯となっておりま

す。また、若者同士は口コミでというのもござ

いますので、こうした窓口を通さずに移住され

た方も相当数おられるのではないかというふう

に思っているところでございます。

このため、若者を含む移住希望者に対しまし

ては、本県を選んでもらうためにも、ホームペ

ージや都市部での移住セミナーの開催などによ

り、本県の魅力をＰＲしているところでござい

ます。また、実際に宮崎での生活を体験してい

ただく「お試し滞在」事業や、「空き家バン

ク」の整備など、宮崎にお越しいただきやすい

環境づくりや、移住後暮らしやすい環境づくり

を市町村と連携して取り組んでいるところでご

ざいます。今後とも、若者を含めました幅広い

世代に、豊かな自然環境や温暖な気候、人情味

豊かな県民性といった本県のよさをより一層ア

ピールするとともに、移住後のフォローアップ

の充実を図るなど、関係部局や市町村と連携

し、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○井本英雄議員 私の知人に、洋画をやってい

る若い女性の方がおられるんですが、その人は

広島県出身でして、その人なんかは、恐らく何

も通じないで宮崎市に来ているんです。「なぜ

宮崎市なんですか」と聞くと、「何か日本みた

いじゃない雰囲気が宮崎はある。宮崎が本当に

気に入った」と、そういう方がおります。そう

いう若者の心を捉えるようなものが、今の宮崎

にはあるのかもしれませんので、ひとつアピー

ル方をよろしくお願いしたいと思います。

この本の中では、木質バイオの成功例とし

て、オーストリア、そして真庭市が取り上げら

れております。なぜ成功しているのかというこ

とでありますが、木質バイオではチップをつく

るのに、たとえ間伐材を使ってもコストが合わ

ないそうであります。オーストリアや真庭市で

は、木材の使用量が多く、そこで生まれる木く

ずがチップの原料になるから、コスト的に合う

のだそうであります。

では、オーストリアあたりで何でそんなに木
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材を使うのでしょうかということですが、実は

オーストリアでは、ＣＬＴ、英語ですと難しく

なりますが、木と木を直角に張り合わせて強靱

な集成材をつくり上げているそうです。このお

かげで９階建ての家を建てることができるよう

になったということであります。地震の多いイ

タリア・ミラノでさえも13階建ての家を建てよ

うとしておるそうであります。このため木材の

需要が大きいわけであります。この日本でなぜ

ＣＬＴによる３階建て以上の建物をつくること

ができないのか―建築基準法や消防法などに

よる規制があるからであります。ＣＬＴの普及

は、木材の需要拡大を図る上で大変有効である

と思います。県は、ＣＬＴの普及のために、規

制緩和を含めどのように取り組まれるのか、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 議員御指摘の

とおり、海外で普及が進んでおります直交集成

板、いわゆるＣＬＴは、我が国におきまして

も、コンクリート等にかわり、大規模な建築物

の壁や床などに利用される可能性があることか

ら、県産材利用の新たな分野として、今後の普

及に大いに期待をしているところであります。

しかしながら、ＣＬＴは建築基準法上の構造

材として位置づけがされていないことから、現

在、建築物件ごとに国土交通大臣の認定が必要

となりまして、建築工法の確立や関係法令の整

備が、普及の課題となっておるところでござい

ます。現在、国におきましては、ＣＬＴの日本

農林規格を制定するとともに、建築基準法令に

ついても改正に向けて動き出しているところで

あります。このため県といたしましても、日本

ＣＬＴ協会に入会し、国の動きなどさまざまな

情報を収集するとともに、木材利用技術センタ

ーにおきましては平成23年度から研究を始めて

おりますが、引き続き、センターを中心といた

しまして、県産杉を活用したＣＬＴによる建築

工法の研究・開発をさらに加速してまいりたい

と考えております。

○井本英雄議員 テレビの中でもやっておりま

したけど、３階建てのＣＬＴでつくった建物を

震度６でやってもびくともしないというんで

す。そしてまた、防火のためにも非常にいいら

しいんです。こういうものは早く許可を出し

て、そして森林国日本のためにも早くやらない

かんと私は思います。

里山資本主義に言われていることは、恐らく

すぐそばにまで来ているんだろうと思うんであ

ります。また、これでなければ日本は救われな

いんじゃないかと思います。このスタンダード

をある程度先取りして、県のあらゆる施策に反

映していくことも考えなければならないのでは

ないかと思います。知事は今、次の基本計画の

中で、新たな豊かさということを言われまし

た。本当にそのとおりでありますが、具体的な

施策の中にそれを浸透させる努力が必要だと私

は思います。例えば、フードビジネス雇用拡大

推進事業の補助対象者、31者を選びましたけれ

ども、その選考基準において、今までのような

マネー資本主義的スタンダードで選んでいるん

じゃないか。いや、そうじゃない、里山資本主

義的スタンダードで選んでいるんだ。そういう

細かいところまで入っていかないかんのではな

いかと思うのでありますが、総合政策部長の考

えをお聞かせください。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） フードビジ

ネス雇用拡大推進事業につきましては、県内の

食品製造業に対する支援を通じて、フードビジ

ネスの振興と地域における安定的な雇用の創出

を目的としているものでございます。このた
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め、補助対象の採択に当たりましては、県内の

食関連産業のビジネスの拡大を後押しする観点

から、雇用創出効果や事業の継続性といった点

を中心に判断しているところでございます。

しかし、フードビジネスをやろうというそも

そもの考えの前提でございますけれども、いず

れの事業も、県産素材を生かした商品開発な

ど、地域の資源を活用した事業内容となってい

るところでございます。一方で、今後の我が国

や世界を取り巻くさまざまな課題を考えます

と、従来の価値観や社会・経済システムは大き

く変わっていくものと考えられますので、今

後、フードビジネスに限らず、県の施策を推進

するに当たりましては、地域資源の活用や循

環、あるいは人や地域のきずなといった点も重

視しながら、新しい豊かさの実現に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 人と人とのつながり、そして

自然とのつながりを大切にするというのが、恐

らく里山資本主義の肝だろうと私は思っており

ます。知事は、今年度の予算で「人財づくり」

として20億円の基金をつくられました。国家百

年の計からすれば、本当に大切なことでありま

す。そこで知事は、里山資本主義的発想からす

れば、どのような人財を育てることが大切だと

考えておられるのか、知事のお考えをお聞かせ

ください。

○知事（河野俊嗣君） 人財を育てる、さまざ

まな観点があるわけであります。直近のニュー

スで非常に感動したのは、今、ワールドカップ

サッカーが行われておりますが、コートジボワ

ール戦で敗戦をした後に、スタジアムでごみを

拾っている日本人の姿が全世界に紹介をされ

て、称賛をされているというところがあったわ

けであります。勝ち負けということではなし

に、礼節を重んじるそういう姿、日本人がすば

らしいものを残しているということ。また、宮

崎もよい子が育つ都道府県ランキングで全国

トップにあるわけでもあります。そういったも

のをしっかり残していく、そして引き継いでい

く、そういう人財づくりというのが大変重要だ

というふうに考えております。

この新しい豊かさという観点からは、経済的

な豊かさのみならず、今御指摘がありましたよ

うな、人や地域のきずな、心身の健康や安全・

安心、自然・環境、地域文化など、そういった

多様な価値観を尊重した生き方が求められてい

る。まさにそれが新しい豊かさであるわけでご

ざいますが、これから育てる人財としては、宮

崎にそうした豊かさというものが多く残されて

いるということをしっかりと理解した上で、そ

れをさらに追求をし、みずからつくり出し体現

をしていく、そして地域に貢献していく人財と

いうものを育ててまいりたい、そのような思い

でございます。

具体的な人財のイメージでありますが、郷土

を愛し、ふるさと宮崎を愛し、人と地域のきず

なを紡ぎながら、地域にある資源の強みを生か

し、磨き上げて、新たな価値を創造できる人財

でありますとか、地域に根差しながらもグロー

バルに展開し、社会の仕組みを変えてイノベー

ションをもたらすことのできる人財、また、こ

うした郷土愛や地域に対するまなざしを踏まえ

た上で、大きな視野と挑戦する気概を持って、

将来に向かって地域を牽引するようなリーダー

シップが発揮できる人財、そのような多様な観

点から努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。大変重要な課題でございますので、こ

の宮崎に一人一人が夢や目標を持って生き生き

と活動していくことができるような、そのよう
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な人財づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

○井本英雄議員 ＮＨＫのテレビの最後には、

ガンジーの言葉が紹介されておりました。ここ

でちょっと紹介しますが、「地球は、全ての人

の必要を満たすには十分大きい。しかし、一部

の人の果てしない欲望を満たすには小さ過ぎ

る」。やっぱり我々は、もうぼちぼち足るとい

うことを知らなきゃならん時代が来ているんだ

と思います。この「里山資本主義」は、できた

らたくさんの方に読んでいただきたい本だと

思っておるところであります。

では、次の質問に入ります。動物愛護センタ

ーについてであります。

本年度の予算で、動物愛護センターの設置を

決めていただきました。本当にありがとうござ

います。動物愛護センター設置の進捗状況、及

び動物愛護センターではどのような事業を実施

することになっているのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 動物愛護セン

ターにつきましては、「動物の愛護及び管理に

関する法律」の基本理念であります、「人と動

物が真に共生する地域社会づくり」の中核的な

施設と位置づけ、宮崎市と共同で平成28年度中

の完成を目指し、現在ワーキンググループを設

置して、センターの機能や運営方法、場所の選

定等の協議を進めております。具体的な事業と

しましては、動物の命が終えるまで飼い主が責

任を持って適正に飼育すること、いわゆる終生

飼養の考え方の普及啓発を初め、犬、猫の譲渡

の推進、飼い主のいない猫に対する不妊・去勢

手術による繁殖抑制対策、さらには、動物ふれ

あい教室などによる愛護思想の普及・啓発など

に取り組むこととしております。

○井本英雄議員 飼い主のいない猫に対する不

妊・去勢手術もしてくださるというのは、他県

でもなかなか見られない珍しい取り組みであり

ます。本当にありがとうございます。

それでは次に、昨年の犬、猫の殺処分数はど

のくらいだったのか。また、今後殺処分をゼロ

にする目標はあるのかないのか、福祉保健部長

にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成25年度の

殺処分頭数は、県全体で犬が695頭、猫が1,843

頭、合計2,538頭であり、宮崎県動物愛護管理推

進計画をスタートさせた平成20年度と比較しま

すと、犬、猫合わせて52％減少しております。

なお、本年４月に改定しました新たな計画で

は、平成24年度の犬、猫の殺処分頭数約3,000頭

を、平成35年度までに３分の１に減少させると

いう目標を掲げているところであります。究極

の目標は殺処分ゼロと考えますので、今後もで

きる限り犬、猫の生存率を高めるさまざまな施

策を講じてまいります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。名古

屋などでは、広い敷地に一生涯犬、猫が住んで

いられるようにして、殺処分ゼロを既に実践し

ております。宮崎も早くその日が来ることを

願っております。

次に、犬にマイクロチップを埋め込めば、迷

い犬、捨て犬の半分はいなくなるだろうと言わ

れております。迷い犬、捨て犬対策として、犬

へのマイクロチップ装着に対して県が助成する

ことができないのか、福祉保健部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） マイクロチッ

プ装着等により所有者を明確にすることは、動

物愛護法において所有者の努力義務として定め

られており、その費用も含め、所有者において
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御負担いただければと考えます。

なお、マイクロチップにつきましては、迷子

犬対策のみならず、捨て犬防止の観点からも非

常に有効であり、先進国では既に義務づけてい

るところもあるようですので、県といたしまし

ては、他県の取り組み状況等について調査する

とともに、引き続き、狂犬病予防注射会場や狩

猟免許講習会等さまざまな機会を捉えて、ま

た、新たに整備予定の愛護センターの事業とし

て、飼い主に対する普及啓発に努めてまいりま

す。

○井本英雄議員 ある動物愛護団体の方から、

小学校において、犬や猫などの動物を通して命

の大切さを教える機会を与えてほしいという要

請がありますが、教育長のお考えをお聞かせく

ださい。

○教育長（飛田 洋君） 命を大切にする生命

尊重の精神は、何よりも教育の基盤をなすもの

であり、学校の全教育活動を通じて大切にすべ

きもので、身近にいる動物、例えば犬や猫など

の動物を通して命のとうとさについて学ぶこと

は、重要なことであると思っております。この

ため、現在、小学校においては、道徳の時間で

生命尊重について学習することはもとより、生

活科において小動物と触れ合ったり、飼育委員

会などの活動において動物の世話をしたりする

ことなどを通して、命の大切さについて学んで

おります。また、同様のことを狙って、保健所

が実施している犬や猫などの動物愛護に関する

出前授業に取り組んでいる学校もあります。今

後とも、関係機関や民間団体とも連携を図りな

がら、子供たちが直接、動物に触れ合い、命の

大切さについて実感できるような教育の推進に

努めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

それでは次に、教師のあり方についてお聞き

いたします。

時代はまさに教師受難の時代であります。教

師の鬱病は一般企業の2.5倍と言われておりま

す。そこでまず、ＯＥＣＤが示しているキーコ

ンピテンシー―コンピテンスというのは、人

が日々の生活の中で直面するさまざまな状況の

要請に対して、みずからの内的構造の全てを総

括して応答していく能力ということでありまし

て、キーコンピテンシーとは、その中で大切な

コンピテンシーということなのでしょうが、こ

れは一体何なのか、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） ある作品の一節で

す。「覚えるということが大事なのではなく

て、大事なのは、カルチベートされるというこ

となんだ。カルチュアというのは、公式や単語

をたくさん暗記していることではなくて、心を

広く持つということなんだ。（中略）学問なん

て、覚えると同時に忘れてしまってもいいもの

なんだ。けれども、全部忘れてしまっても、そ

の勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残ってい

るものなんだ。これが貴いのだ。勉強しなけれ

ばいかん。（中略）ゆったりと、真にカルチベ

ートされた人間になれ！これだけだ。俺の言い

たいのは。」、これは太宰治先生の作品であり

まして、ここにあった「勉強の訓練の底に残る

一つかみの砂金」こそが、キーコンピテンシー

ではないかと考えております。

ＯＥＣＤが示していますキーコンピテンシー

は、これからの社会を生きていく上でのさまざ

まな能力の中で、例えば、知識や情報をどう

使っていくかという能力や、他人と円滑に人間

関係を構築する能力など、特に重要であるとさ

れた能力でありまして、これは、文部科学省が

示している「生きる力」にも通じるものだと私
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は思っております。県教育委員会といたしまし

ては、今求められているキーコンピテンシーを

高める努力を、今後ともしっかりと続けていき

たいと考えております。

○井本英雄議員 キーコンピテンシーを生徒に

持たせるように学ばせるわけでありますから、

まずもって、本来なら教師が持っておかないか

んはずなわけですよね。自分にないのに、生徒

に「あんた持ちなさい」というのも理不尽な話

でありまして。教師を取り巻く環境というの

は、考えてみれば、生徒との関係、父兄との関

係、そして自分の上司である校長先生との関

係、同僚との関係、結局、人間関係だらけなん

です。要するに、「先生というのは人間関係の

プロじゃないといかん」と言う人もおるぐら

い、そういう難しい立場の仕事です。私はキー

コンピテンシーの中で一番言いたいのは、他人

と円滑に人間関係を構築する能力、すなわちコ

ミュニケーション能力、これをきょう取り上げ

たいんですが、教員採用試験において、受験者

のコミュニケーション能力をどのように見抜い

ているのか、お聞かせ願いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 確かなコミュニケー

ション能力は、教師にとって最も大切で、身に

つけておくべき欠くことのできない能力である

と考えております。コミュニケーション能力

は、子供たちの学ぶ意欲を引き出す場面や、さ

まざまな悩みをしっかりと受けとめる場面など

で必要なことはもちろんのことですが、教師に

よる教育の営みのどの場面においても必要であ

ると考えております。そのようなことを踏ま

え、本県の教員採用選考試験におきましては、

個人面接に加えて、生徒役をしている試験の採

点者を相手に実際に授業をやってもらう試験、

それから、生徒指導の場面で適切な指導ができ

るかを見るために、例えば授業中によそ見をし

ている生徒役をして、そのよそ見をしている生

徒にどう声をかけ、どう指導するかを具体的に

やってもらう試験などを行うとともに、１つの

テーマについて受験者を集団で討論させ、人の

意見をどう聞くのか、人をどう説得するのかを

見るなど、多様な方法でその人物像を捉えるよ

うに努めております。

○井本英雄議員 では、いろんな研修がありま

す。その研修の中でどのようにしてコミュニケ

ーション能力を教えているのか、お聞かせ願い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会ではさ

まざまな研修を行っておりますが、コミュニケ

ーション能力を高めることは、どの研修におい

ても大切なことだと思っております。具体的に

は、若手教師を対象にした研修では、円滑なコ

ミュニケーションがとれ、信頼関係を築くこと

ができるよう、研修受講者が、問題を起こした

児童生徒役や、その保護者役、さらには指導す

る教師役となり、指導を具体的にさせてみる中

で、教師としてどのように対応すればよいのか

を研修の講師が助言をする実践的な研修を行っ

ております。また、中堅の教師や管理職を対象

にした研修では、同僚や部下との具体的な面接

の場面を設定し、実際に面接をさせて、相手の

気持ちをいかに引き出し、適切な支援を行うか

について考えることができるような研修を行っ

ております。さらに、社会性や幅広いコミュニ

ケーション能力を高めるために、初任者研修や

教職経験10年経過研修などにおいて、地域の事

業所などの業務を実際に体験させる社会体験研

修を行っております。

○井本英雄議員 一般企業では、上司、同僚に

相談できる人が６割以上いるのに、教師では
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約14％しかいないというデータがあります。全

てコミュニケーションの基礎は人と人との信頼

関係であります。生徒との関係、父兄との関

係、上司である校長先生との関係、同僚との関

係において、どのようにして信頼関係を組織と

して醸成しようとしておられるのか、教育長に

お聞きします。

○教育長（飛田 洋君） 人と人とが信頼関係

を構築するためには、相手のことを理解すると

ともに、相手の気持ちを十分に酌み取りながら

誠実に対応することが、まず何より大事である

と考えております。学校教育の中でも、児童生

徒及び保護者と強い信頼関係を築くためには、

教師が相手の立場に立って心を通わせるような

言葉かけができるか、振る舞いが実際にできる

かというようなことが大切でありまして、その

ために各学校では、教師がお互いに授業を参観

し合って、どのような言葉を児童生徒にかける

べきかについて意見交換をしたり、若手教師が

児童生徒や保護者と実際に対応している場面が

ありますが、そういう後で管理職や先輩教師が

助言を行うなど、心を通わせることのできる能

力の育成に努めております。また、このような

取り組みをすることは、同僚、管理職との人間

関係を深めることにも役立っているものと考え

ております。

県教育委員会といたしましては、本年３月

に、ＯＪＴを推進するための手引―ＯＪＴ

（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）、日常の

業務を通した学び―を作成したところであ

り、この手引を活用して、各学校では、よりよ

い信頼関係を築けるよう、校内での業務を通し

た具体的な学び合いに現在努めているところで

あります。

○井本英雄議員 先生はともかく忙し過ぎる

と、どの本を読んでもそうやって書いてあるん

です。どんなふうに忙しいのか、私もちょっと

わからんけれどもですね。もちろん、いろいろ

工夫もされているんでしょうが、コンサルタン

トなんかの専門家を入れて、一度洗いざらい検

討してみたらどうなのかというようなことを思

うんですが、そんなことをやったことはあるの

かどうなのか、教育長お聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） コンサルタントなど

外部の方々から違った視点で意見をいただきな

がら、学校現場の改善を図るということは、大

切なことだと考えております。県教育委員会で

は、教師の働きやすい環境づくりを進めるため

に、「教職員の資質向上実行プラン」を平成25

年３月に策定し、具体的な取り組みを進めてお

ります。また、各学校においても、プランに基

づきながら実態に応じてさまざまなアイデアを

出し合い、その取り組みを推進いたしておりま

す。このプラン策定に当たっては、コンサルタ

ントこそ入ってはいただけませんでしたが、企

業の人事担当者や、幅広い経歴をお持ちのＰＴ

Ａ代表などにも加わっていただき、意見を求

め、さまざまな視点からの検討を行ったところ

であります。今後とも、さまざまな御意見を参

考にしながら、働きやすい環境づくりに向け、

工夫・改善を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 ひとつよろしくお願いしま

す。

これは私の提案でありますが、ともかく先生

方に鬱病が多いというのを聞いてですね。ここ

に「教職員のための最新メンタルヘルス・アド

バイス」というのがあって、私も目を通してみ

たんですが、ただ、警察官のものを私は取り寄

せて見たんですけど、認知ということについて
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取り上げていないんです。認知行動療法という

鬱病なんかにきく療法があります。これは私も

専門家じゃないから深いことはわかりません

が、一度、研修会なんかでさわりだけでも、ど

んなものかということを勉強してもらうと、苦

しみとか悩みとかいうものがどこから生まれる

のかというのがわかると思うんです。認知行動

療法では、その人の１日の歩みをずっと書いて

もらうんです。書いてもらって、「あなたはこ

のときどう考えたの」と認知を全部書き出す。

書き出して、「しかし、あなたはこう考えたか

もしれませんけれども、普通の人はこんなこと

は考えないよね」というふうに、それを全部矯

正していくんです。そして通常に順次近づけて

いくということをやるわけです。禅なんかはそ

れ以上、そもそも認知するな、考えるなという

のが禅の思考なんです。考えなかったら苦しみ

は生まれないんだよということなんです。苦し

みは全部自分の頭がつくっているんだなという

ことが、認知行動療法をちょっと勉強されると

わかるんじゃないかと思いまして、よかったら

取り上げていただいたらと思っております。

次に、在宅医療についてお聞きいたします。

一昨年、清山県議に連れられまして、千葉県

我孫子市の在宅医療の現場に調査にお伺いいた

しました。朝８時ぐらいだったでしょうか、何

の医療機器もない建物に10人ぐらいのお医者さ

んが集まって、30分くらい打ち合わせをして、

現場に一斉に散っていくという光景でありまし

た。人口の多い都会ならば成り立つだろうけれ

ども、人口の少ない田舎では、移動時間がかか

るから、果たしてこれが成り立つんだろうかな

という感想を、そのとき持った次第でありまし

た。そこでまず、なぜ今、在宅医療が必要とさ

れているのか、福祉保健部長にお聞きいたしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 在宅医療につ

きましては、国の調査によりますと、国民の60

％以上は自宅での療養を希望していること、２

つ目に、我が国全体が超高齢社会を迎える中

で、特に団塊の世代が75歳以上となる2025年以

降、国民の医療や介護の需要がさらに増加する

ことが見込まれること、３つ目に、このような

状況の中で医療費の増加が見込まれており、効

果的・効率的な医療サービスの提供が求められ

ることなどの要因により、その推進が必要であ

るとされております。こうした状況を踏まえ、

国においては、在宅医療・介護を積極的に進め

るための関係法改正案が今国会で審議されてお

ります。県としましても、県民が、できる限り

住みなれた地域で必要な医療サービスを受けら

れるよう、在宅医療を推進していくことが重要

と考えております。

○井本英雄議員 次に、これまでの往診とどう

違うのか、今後求められる在宅医療は一体どん

なものなのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 往診につきま

しては、患者の要請を受けて、医師が患者の居

宅等に出向き診療を行うことであり、一般的に

は、突発的な病状の変化など困ったときの臨時

の手段とされております。一方、今後求められ

る在宅医療につきましては、国においても、そ

のあり方等について検討が行われているところ

でありますが、医師を中心とした多くの職種に

よる在宅医療チームを構成し、定期的な訪問診

療を行うとともに、急変時等の対応も含め、24

時間体制で医療サービスを提供するものと考え

ております。

○井本英雄議員 そういうことであるなら、今

後、在宅医療を進めるためには、医療・保健・
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福祉の連携が必要だと思われますが、連携は進

んでいるのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 在宅で安心し

て療養生活を送るためには、医療や介護などの

サービスが相互に連携して提供される必要があ

ると考えます。県内におきましても、県医師会

に福祉・医療関係者との連携に取り組む在宅医

療協議会が設置されたり、多くの職種が参加し

て在宅医療推進フォーラムが開催されるなど、

連携に向けた動きが出てきているところであり

ます。

○井本英雄議員 住民に対する啓発も必要であ

ると思われますが、その辺はどう対処している

んでしょうか、福祉保健部長お願いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 在宅医療の啓

発につきましては、昨年度から、県看護協会と

連携し、県民や医療関係者を対象に、在宅医療

の実践例などを紹介するシンポジウムを県内各

地で実施する事業などを開始いたしました。在

宅医療を推進していくためには、急変時の対応

への不安を解消するなど、患者や介護を行う家

族の理解を深めることが重要ですので、今後と

も、医師会・看護協会や、市町村などの関係機

関と連携しながら、在宅医療の啓発に積極的に

取り組んでまいります。

○井本英雄議員 実際、在宅医療はなかなか進

んでいないように思われますが、進まない原因

はどこにあるのか。また、その対策として県は

どのようなことをとっておられるのか、福祉保

健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 在宅医療につ

きましては、医療提供者側では、医師不足を初

めとして地域医療が厳しい状況にある中、時間

と労力がかかる在宅医療は敬遠されがちである

こと、一方、患者側の理由といたしましては、

高齢化と核家族化の進行等により、家庭の介護

力が低下しており、急変時の対応に不安がある

ことや、日常の療養生活の介護に負担がかかる

ことなどにより、進んでいない状況にありま

す。

県としましては、医療機関の参画を促進する

ため、関係者のスキルアップ研修事業に取り組

むとともに、退院からみとりまでの医療や介護

にまたがるさまざまな支援が、包括的かつ継続

的に提供できるよう、延岡市と日南市をモデル

市町村として、ネットワーク構築支援事業を実

施しております。また、国においては、「医療

・介護サービスの提供体制改革のための新たな

財政支援制度」を今年度から実施することとし

ており、その中で在宅医療・介護サービスの充

実を大きな柱としておりますことから、今後と

も、こうした制度を活用して、施策の充実を

図ってまいります。

○井本英雄議員 よろしくお願いいたします。

それでは、延岡南道路の件についてお伺いし

ます。

南道路周辺の混雑についてであります。高速

道が蒲江まで通れば、国道10号土々呂付近の渋

滞も少しは緩和するのではないかと思われてお

りましたが、実際はほとんど変わっておりませ

ん。加えて、宮崎から南道路までが有料、北

方、北川、北浦へ行く道は無料となっておりま

すことから、国道10号から無料道路に入ろうと

する車があります。逆に、北方、北川、北浦の

無料道路から来た車が、有料道路を嫌って国

道10号に出ようとするわけでありまして、これ

らの中には、トラックなどの大型車もたくさん

おるわけであります。それが結局、どちらも一

ケ岡の中に入ってくるんです。それでいろんな

事故が頻発しているということで、これらの対



- 285 -

平成26年6月17日(火)

策が何かないかということでありますが、県土

整備部長よろしくお願いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 延岡南道路

周辺での渋滞などの問題につきましては、かね

てから数年にわたり、国などにおいて検討が進

められておりまして、これまでにも土々呂地区

での交差点改良工事や信号機の表示時間の調整

などが実施されてきたところでありますが、今

のところ十分な解決には至っていない状況で

す。このような中、東九州自動車道延岡―宮崎

間の開通に伴いまして、延岡南道路周辺の交通

状況に変化が見られるものと予想されますの

で、国において交通量調査が行われる予定と

伺っております。県としましては、その調査結

果などを踏まえ、国や関係機関と連携を図り、

どのような対応ができるか検討してまいりたい

と考えております。

○井本英雄議員 南道路を無料化するか、ある

いは国道10号を４車線にするか、それが一番簡

単なんですが、なかなか前に進まんようであり

ます。そこで、今、１つアイデアが浮上してお

りまして、そのアイデアというのが、南道路か

ら延岡に入るときのインター線が10号線にタッ

チするときに、ランプというのが北向きにしか

ついていないんです。これを南向きのほうにつ

けることになれば、10号線から来た車もそのま

ま無料道路に、無料道路から来た車もそのま

ま10号線に入れるということになって、混雑が

なくなるのではないか。要するに一ケ岡の町の

中に入らなくて済むということなんです。そし

てまた、もしつくるとなると、南向きのランプ

というのが、今ある北向きのランプの上をまた

ぐ形になりますから、相当高くなる。旭ケ丘は

海に面していますけど、昔からあそこは津波が

来たときに逃げる場所がないということで問題

になっているんですが、ちょうどその逃げる場

所にもいいんじゃないかということで、一石二

鳥だという案なんですけれども、既に延岡市も

国土交通省にお願いしているわけであります

が、これについて、県土整備部長どんなもので

しょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） ただいま議

員から御提案がありました手法につきまして

は、団地周辺におきます混雑緩和あるいは事故

防止に向けた対応案の一つであるというふうに

考えられます。県としましては、一日も早くこ

うした地域の状況が解決されますよう、国や関

係機関と十分連携しながら対応してまいりたい

と考えております。

○井本英雄議員 知事に対する基本的姿勢、あ

るいは道路開通後については、いろんな方が質

問されましたから、これは割愛させていただき

ます。

最後に１つだけ、受付、それから電話をかけ

たときの受け付けですけれども、最初、行った

人はそれがまず第一印象になるんです。受付の

カウンターとか電話とかがですね。これは皆さ

ん軽く考えておるかもしれんけど、初めて行く

人は受付の印象でびっくりするんです。全部に

聞けばいいんですけれども、全部に聞くのも大

変でしょうから、私が気になっているところだ

け、保健所を担当する福祉保健部長、それから

土木事務所、県土整備部長、それから警察本部

長、その辺のところをお聞きしたいと思いま

す。お願いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 保健所におき

ましては、食品衛生や産業廃棄物など多くの許

認可に係る申請や相談の窓口となっていること

から、県民の皆さんが気軽に相談いただける職

場環境づくりと、職員一人一人が真摯に対応す
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ることが何よりも重要であります。このため、

職員に対しましては、従来より自治学院が行う

接遇を初めとするさまざまな研修を積極的に受

講させるとともに、各職場におきましては、日

々の業務の中で、申請や相談に来所された県民

の皆様に対し、丁寧に耳を傾け、わかりやすい

説明を行うなど、応対スキルの向上について指

導をしております。今後とも、県民の皆様が相

談しやすい環境づくりや、職員の指導・教育を

徹底してまいります。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県土整備部

におきましては、土木事務所等で、地元からの

要望や建設業の許可、あるいは建築確認の許認

可など多くの相談、申請等を受け付けておりま

すので、職員一人一人が親切で誠実な対応を心

がけ、県民の皆様が気軽に訪問できるような環

境をつくっていくことが重要であると考えてお

ります。このため、自治学院での研修などに職

員を積極的に参加させるとともに、それぞれの

職場におきまして、来訪者への声かけや案内、

さらには電話での丁寧な対応等に心がけるため

の、徹底したＯＪＴの研修等を実施していると

ころであります。今後とも、このような取り組

みを継続的に実施しながら、議員御指摘のよう

な県民の皆様からの御批判を受けることがない

ように、県民の立場に立った対応ができる環境

整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○警察本部長（白川靖浩君） 警察活動には、

県民からの信頼と協力が不可欠でありまして、

県警では、職員一人一人にそのことが浸透する

よう、平素から取り組んでいるところでありま

す。一般的な県民の方にとっては、事件・事故

に遭われるなどの場合を除き、警察署に足を運

ばれることは比較的少ないものと思われます。

そのため、県民の方が警察署に来訪された場合

は、応対する職員それぞれが、特にわかりやす

く丁寧に説明するなど、適切に応対することが

重要であると認識しております。

職員への教育に関しましては、平成12年７月

の「警察刷新に関する緊急提言」を受けまし

て、平成13年３月には警察教養細則の全部が改

正され、警察学校での採用時教養や専門課程で

の教養において、職務倫理という科目の中に、

重要な項目の一つとして、「市民との応接のあ

り方」を設けております。ここでは、清潔な身

だしなみと厳正・公平な態度で県民からの尊敬

と信頼を得ること、常に謙虚な態度を保持する

こと、さらには、たとえ内容がささいなことで

あっても、本人にとっては重大であるというこ

とを理解することなどの教養を行っておりま

す。また、警察署等の各所属におきましても、

朝礼、定例招集日などの機会を利用し、繰り返

し同様の指示を行っているところでございま

す。

○井本英雄議員 ひとつよろしくお願いいたし

ます。

ちょっと早いですが、以上でもって、私の質

問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第12号から第14号まで採決

○福田作弥議長 ここで、さきに提案のありま

した、公安委員会委員及び収用委員会委員の任

命の同意についての議案第12号から第14号まで

の各号議案を、一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項



- 287 -

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第12号から第14号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第11号まで、報告第１号

及び第２号並びに請願委員会付託

○福田作弥議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第11号まで、報告第１号及び第２

号の各号議案について、質疑の通告はありませ

ん。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす18日から23日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、24日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会

平成26年6月17日(火)


