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◎ 一般質問

○押川修一郎副議長 ただいまの出席議員37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、右

松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党宮崎市選出の右松隆央で

ございます。

きょう11月21日は、衆議院が解散され、そし

て私の前後援会会長の命日でございます。特別

な日でございます。しっかりと一般質問、頑

張ってまいりたいと思っております。

今日の教育課題において決して避けては通れ

ない大きな課題として、発達障がい・学習障が

い児への理解と支援のあり方、そしてもう一つ

に家庭教育への支援のあり方があると、私は認

識いたしております。今回はこの２つの課題に

絞ってしっかり議論を深めてまいりたい、その

ように考えております。

後ほど執行部から具体的な数値で示してもら

いますけれども、本県においても発達障がい児

が顕著にふえているのが実情であります。「発

達障がい」と一くくりにしておりますが、さま

ざまな障がい、そしてそれぞれの障がいに特性

があります。例えば広汎性発達障がいの中にア

スペルガー症候群というものがあります。聞か

れた方も多いかと思いますが、このアスペル

ガー症候群の特性としては、自分が思ったこと

を周りにお構いなしに言いまくって、平気で人

が傷つくことを言葉にするわけであります。し

かし、そういった面がある一方で、非常に高い

知的能力、ＩＱを示す場合もあるのでありま

す。発達障がいには、この広汎性発達障がい、

自閉症スペクトラム以外にも、注意欠陥・多動

性障がい―集中することやじっとしているこ

とができず、衝動的に行動するといった、いわ

ゆるＡＤＨＤと言われるものや、学習障がい

―読む、書く、計算する等のいずれかの能力

が極端に苦手といった、いわゆるＬＤと言われ

る障がいがあります。文科省の定義において、

例えばＬＤにおいては、「特定のものの習得と

使用に著しい困難を示す中で、その原因として

は中枢神経系に何らかの機能障がいがあると推

測され、環境的な要因、すなわち親のしつけな

どが直接の原因となるものではない」とされて

おります。特別支援教育の概要の中で、障がい

の程度に応じて重いほうから、特別支援学校、

続いて小中学校における特別支援学級があるわ

けでありますが、今回取り上げるのは、通常の

学級で多く見られているアスペルガー症候群な

どの高機能広汎性発達障がい、そしてＡＤＨ

Ｄ、さらにＬＤにおいての本県の現状と教育行

政の支援のあり方について問うてまいりたいと

思います。

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必

要とする児童生徒に関して、２年前であります

が、文科省が調査結果を公表しております。担

任教員から、全国の公立小中学校児童生徒の５

万2,272人について回答が得られ、その中で、

「知的発達におくれはないものの、学習面ある

いは行動面で著しい困難を示す」とされた児童

数の割合は、全体の何と6.5％という高い数値が

あらわされたわけであります。そこでまずは、

本県の現状について、実態がどうであるのか。

県内の小学校、中学校において、学習面または

行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数

平成26年11月21日(金)
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並びにその割合を、教育長にお伺いしたいと思

います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

学習面や行動面で著しい困難を示している児

童生徒についてであります。本県におきまして

は、平成17年度に実施した「通常の学級に在籍

する特別な支援を必要とする児童生徒に関する

実態調査」の結果、無作為に抽出した県内公立

小中学校36校の通常の学級に在籍する児童生

徒2,498人のうち176人が、「知的発達におくれ

はないものの、学習面や行動面で著しい困難を

示している」と担任教師が回答しており、その

割合は7.1％でありました。発達障がいなどは、

外から気づかれにくい、ほかの方から気づかれ

にくい障がいですので、この調査では、学習面

に関し30項目、行動面に関し45項目について、

学級担任と教務主任など複数の教職員で協議を

して、学級の児童生徒の学習面や行動の様子を

細かく観察し、細心の注意を払って該当するか

どうか検討した上で、回答することとした結果

でございます。7.1％という割合は、40人という

単位で考えましたら、学習面や行動面で著しい

困難を示している児童生徒がどの学級にも大体

３名在籍しているということであり、通常の学

級におけるこのような児童生徒への支援も非常

に重要であると考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○右松隆央議員 今、教育長が答弁された本県

の現状を受けて、知事の率直な現状認識を伺い

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 障がいのある子供への

支援につきましては、私も、特別支援学校を訪

問したり、また保護者の方々と意見交換を行う

など、常に関心を持っているところでございま

す。今話題になっておりますＬＤ、ＡＤＨＤ、

アスペルガー症候群などの発達障がいについて

は、今、教育長が答弁しましたように、通常の

学級に数％程度在籍しているということをしっ

かり受けとめまして、改めて、発達障がいのあ

る子供一人一人に寄り添いながら、十分な支援

に努める必要があると感じたところでありま

す。発達障がいにつきましては、なかなか周囲

に理解されにくいということもありますので、

その特性について深く理解し、教育現場におい

て適切に配慮することが重要であると考えてお

ります。今後とも、教育委員会と連携を図りな

がら、特別支援教育の一層の充実を図ってまい

りたいと考えております。

○右松隆央議員 文科省が発表した報告書の中

で、この調査の座長を務めた全国特別支援教育

推進連盟の大南理事長は、公表された数字以外

にも、困難があり、教育的支援を必要としてい

る児童生徒がまだいる可能性に言及をしており

ます。教育長が示された本県の数字とともに、

大南座長が指摘をされた実態もあわせて、私も

深く受けとめる必要があると考える次第であり

ます。

今から８年前に、学校教育法の一部を改正す

る法律案が可決され、翌、平成19年４月から特

別支援教育が開始されております。２年前の文

科省の全国調査は、特別支援教育が本格的に開

始され５年を経た中で、発達障がいの可能性の

ある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の

実態を明らかにするとともに、学校現場におけ

る支援のあり方や今後の施策を検討する基礎資

料にしていくという意味合いがあったわけであ

ります。今回は、その全国調査と本県の比較も
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してまいりたいと考えております。そこで、学

校での支援体制について伺ってまいりたいと思

います。

まずは、校内委員会の設置状況であります。

校内委員会とは、特別な教育的支援を必要とす

る子供の実態把握を行い、保護者の願いも聞き

ながら、関係機関との連携のもと、学校全体で

より適切な指導・支援をするための組織であり

ます。設置の形態は、新規で設置をする場合

や、既存の校内組織に発達障がいの視点を加え

て拡大するものなど、各学校の実情に合わせて

設置をしていくものであります。また、構成メ

ンバーも、校長や教頭、養護教諭に加え、特別

支援コーディネーターを配置しつつ、必要に応

じて臨機応変に構成していくものとされており

ます。そこで、本県では小学校、中学校におい

て校内委員会の設置状況がどうであるのか、教

育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援教育に関す

る校内委員会につきましては、平成19年４月に

文部科学省から通知された「特別支援教育の推

進について」の中で、全校的な支援体制を構築

するために設置するとして示されたところであ

ります。県教育委員会といたしましては、この

通知を受け、各市町村教育委員会に対し設置を

働きかけてきたところであり、本県におきまし

ては、公立小学校243校、中学校136校の全ての

学校に設置されております。各学校における校

内委員会では、校長のリーダーシップのもと、

担任が障がいのある児童生徒について状況を説

明し、関係する教職員でその児童生徒への具体

的な支援の検討が行われているところでござい

ます。

○右松隆央議員 全てで設置をされているとい

うことは評価をさせていただきたいと思いま

す。ただ、文科省の、さきの全国調査結果に対

する協力者会議の考察では、各学校の校内委員

会が、特別な支援が必要かどうかの判断に関与

していない可能性や、校内委員会そのものの機

能性を問う声もあり、実態として、発達障がい

を受け持つ学級担任が一人で悩み、奮闘されて

いたり、指導工夫の努力などで済まされている

ケースもあるのではと指摘をされているところ

であります。ぜひ、全ての校内委員会がその役

割をしっかり果たし、学校の支援体制の確立に

組織的に寄与してもらうことを強く望む次第で

あります。

続いて、義務教育における特別支援教育の制

度の一つに、通常の学級に在籍していながら、

個別的な特別支援教育を受けることのできる制

度として、「通級による指導」がありますが、

この通級指導における本県の状況を伺っていき

たいと思います。通級指導を受ける児童生徒数

は激増している状況にありまして、全国では公

立小中学校で７万7,800人以上に上り、過去最多

を更新している状況であります。そこでまず

は、本県における通級指導の対象となった児童

生徒数のここ数年間の推移を、教育長に伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 通級による指導を受

けている本県の小中学校の児童生徒数は年々増

加いたしております。平成21年度が410名、22年

度が519名、23年度が560名、24年度が595名、25

年度が685名となっております。平成25年度の対

象児童生徒数を21年度と比較いたしますと1.67

倍となっており、全国は1.44倍で、全国より高

い増加率であります。また、平成25年度の本県

の通級指導教室対象児童生徒数685名が、県内の

義務教育段階の全児童生徒数に占める割合

は0.75％であって、全国の0.69％よりも高く
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なっております。

なお、ＬＤ及びＡＤＨＤのある児童生徒に通

級による指導が開始されたのは平成18年度であ

りますが、平成25年度と18年度を比較します

と、対象児童生徒数は2.5倍にふえております。

このような調査結果というのは、本県の教職員

が、よりきめ細やかに子供たちを観察すること

で、ＬＤやＡＤＨＤのある児童生徒に気づき、

通級による指導につなげたことが大きいと考え

ております。

○右松隆央議員 大変多くなっていることがわ

かる数字であります。文科省の調査でも、全国

の推移が、調査を始めた20年前の6.4倍にふえて

おりまして、20年連続の増加という数字が出て

おります。これは、学校側の支援体制が整備さ

れ、通常の学級にいながら学びにくさを感じて

いる子供に目が届きやすくなったということも

あり、さらに、学習障がいや発達障がいのある

子供に対して特別な支援が必要だという認識が

広がっていることを、理由として挙げられてお

ります。このことは、本県にも共通するところ

があるのではと考えております。

通級には、自分の学校に設置された教室に通

う「自校通級」と、他校に設置された教室まで

出向く「他校通級」があるわけですが、通級担

当教員の増員がままならない中で、全国の状況

では、約半数は他校通級を余儀なくされており

ます。その中には、片道２時間もかけて通う児

童生徒もおり、大きな負担となっている事例も

出ているところであります。そのような中、島

根県では、人口に比した通級指導教室の設置率

が全国一で、巡回による指導もあり、山間部、

離島も含め、どこに住んでいても通級による指

導を受けることのできる取り組みが図られてお

ります。そこで、本県の通級指導を受けている

児童生徒の自校通級と他校通級の状況がどう

なっているのか、教育長に伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 平成26年度の自校通

級及び他校通級の状況につきましては、５月１

日現在で、自校通級が小学校500名、中学校61

名、合計で561名、他校通級が小学校174名、中

学校10名、合計184名でございます。割合につい

て本県と全国を比較いたしますと―平成25年

度のデータとなりますが―小中学校合わせた

数字ですが、自校通級については、全国が45.1

％であるのに対して本県は72.6％、他校通級

は、全国が49.4％であるのに対して本県は23.4

％となっております。全国に比べ本県は、自校

において通級による指導を受けることができる

児童生徒の割合が非常に高い状況でございま

す。県教育委員会といたしましては、今後とも

児童生徒本人及び保護者の負担軽減を図るため

に、できるだけ自校で通級による指導を受ける

ことが可能となるよう、通級指導教室の設置に

今後とも努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 自校通級が全国平均を上回っ

ております。大変いいことだと思います。さら

なる取り組みをよろしくお願いしたいと思って

おります。

続いて、学校現場で指導する教員の対応状況

について考えてまいりたいと思います。私の持

つ統計資料では―これは少し前のものになり

ますが―学習障がいや発達障がいなど困難を

抱える子供に対して、小中学校の教員の約７割

が、適切な対応が難しく、できていないという

数字が示されております。教員や学習支援員の

専門性や、さらなる指導力向上の必要性が求め

られていると言っても過言ではないと考えてお

ります。学習面や行動面で著しい困難を示すと
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された児童生徒が理解しやすいよう配慮された

授業の改善や、それらの児童生徒を含めた学級

全体に対する指導やマネジメントをどのように

行っていくか、教員研修などで教員全体の専門

性を向上させていくことが大事になってまいり

ます。そこで、本県の小中学校の教員養成にお

いて、特別支援教育の資質向上のためにどのよ

うな取り組みをしておられるのか、教育長に伺

いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 平成17年当時、実態

を把握したいということで、本県が調査した小

中学校教員の意識調査において、約７割の教員

が、「発達障がいの児童生徒に適切に対応でき

ない」と答える状況がありましたことから、平

成19年度から21年度まで３年間かけて、全教職

員を対象として、発達障がいを正しく理解でき

るよう、特別支援教育に関する基本的な研修を

実施してきたところであります。さらに、本県

独自の取り組みとして、それぞれの地域の特性

に応じたより専門的な指導ができるよう、県内

７つのエリアごとに研修を実施するとともに、

特別支援学校にチーフコーディネーターを、さ

らに各エリアの小中学校の拠点校にエリアコー

ディネーターを配置し、教員に対する巡回指導

や支援を行っております。このように段階的に

研修や支援に取り組むことで、全教職員の資質

の向上が図られてきている状況にありますが、

今後とも、発達障がいのある児童生徒を早期に

発見し、早期に指導・支援できるよう、特別支

援教育のさらなる専門性向上を図る研修の充実

に取り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 本県では、エリアコーディ

ネーターの配置など独自の取り組みもなされて

いるようでありますが、全国調査によると、児

童生徒の実態把握は行っているものの、指導方

法については、教員が十分に理解できていない

可能性や、具体的な対応がとれていないケース

も多いようであります。細かな授業改善や個別

指導、例えば座席位置の配慮やコミュニケー

ション上の配慮、習熟度別学習の実施や個別の

課題の工夫など、優良事例などを収集し、教育

現場の先生方と共有していくことの大切さを、

本県もさらに周知していただきたいと、お願い

をする次第であります。

さらに、充実した支援体制を考えていく上で

非常に重要な存在となる「特別支援教育コー

ディネーター」について、問うてまいりたいと

思います。特別支援教育コーディネーターは、

発達障がいの児童生徒を支援するために、教育

機関や医療機関との連携、さらには保護者など

への相談窓口を行う専門職を担う教員で、特別

支援教育を支えるキーパーソンとも言える存在

であります。個別の教育支援計画や個別の指導

計画においても、その作成のための協議にかか

わる存在でもあります。そこで教育長に、本県

の小中学校における特別支援教育コーディネー

ターの設置状況が今どうなっているのか、伺い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 文部科学省によりま

すと、特別支援教育コーディネーターは、各学

校の特別支援教育の推進のために教員の中から

指名するとされておりまして、主に校内委員会

や校内研修の企画運営、関係機関との連絡調

整、保護者からの相談などの役割を担うことと

されております。本県では、県内全ての小中学

校において特別支援教育コーディネーターを指

名しておりますが、本県のコーディネーター

は、文部科学省の示した役割に加えて、本県で

喫緊に対応したほうがいいということで、個別

の教育支援計画や個別の指導計画の作成につい
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て、学級担任を支援したり、小中高等学校間の

引き継ぎ―これは、子供が小学校、中学校、

高校と上がっていくときに円滑に指導が引き継

がれていくということでございますが―を

行ったり、外部から専門家を招いて、支援が必

要な子供について支援会議を実施したりするこ

となども、その職務として進めているところで

ございます。県教育委員会といたしましては、

今後とも、特別支援教育コーディネーターのさ

らなる専門性の向上や、発達障がいのある児童

生徒への取り組みの促進に努めてまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 全校に指名された特別支援教

育コーディネーターを推進役として、支援を必

要とする児童生徒の実態把握や担当教諭への具

体的支援、校内研修会の実施による全職員への

理解促進、さらには保護者や医療、児童福祉、

スクールカウンセラー等の関係機関との連携

を、各学校において組織的に行っていくことが

極めて重要でありますので、取り組みのさらな

る強化をお願いしたいと思います。

続いて、学校外において、学習障がいや発達

障がい児が今どのような境遇にあるのか考えて

まいりたいと思います。この子たちにとって、

そして働く保護者にとって、学校が終わり、放

課後にどこに行くかというのは大変大きな悩み

でもあります。受け入れ先としては、厚労省所

管の児童館並びに放課後児童クラブ、そして文

科省、各自治体の教育委員会が所管する放課後

子供教室があるわけですが、この放課後子供教

室の実施状況並びに行政支援の現状について、

教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 放課後子供教室は、

市町村が実施主体となり、地域住民の方々を指

導者等にお願いし、放課後等に学校の空き教室

や公民館などの子供たちが安心・安全な場所

で、学習活動や各種体験活動等を提供するもの

でございます。平成26年度は、14市町村で取り

組まれ、実施数は90教室でございます。参加し

ている子供の数は、前年度実績値ですが、１日

平均で約2,300人です。その90教室の中で、一部

の教室では、発達障がい等特別な支援を要する

子供の対応のために、指導者の補助をする職員

を増員している教室もあります。この事業への

行政支援につきましては、国、県、市町村が補

助対象経費の３分の１ずつを負担することに加

え、県教育委員会におきましては、指導等をし

ていただく地域の方々を対象とした研修会を実

施するなど、円滑な事業実施が図られるよう支

援に努めているところであります。

○右松隆央議員 実は、児童館や放課後児童ク

ラブ、さらには今、教育長から答弁いただいた

放課後子供教室に行っても、なかなか友達とう

まくいかずに行き場をなくしてしまった、学習

障がい、発達障がいの子供たちがふえてきたこ

とを受けまして、平成24年度から「放課後等デ

イサービス事業」という新しい事業が制度化さ

れております。そこで、この放課後等デイサー

ビス事業の県内の実施状況、並びに行政支援の

現状がどうなっているのか、福祉保健部長に伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 放課後等デイ

サービスの指定の状況は、平成24年度末で23事

業所、25年度末で37事業所、26年11月１日現在

では、７つの障がい保健福祉圏域全てに計54事

業所が開設されており、事業所数は平成24年度

末に比べ約2.3倍となっております。また、市町

村別では、事業所の約４割の23事業所が宮崎市

にあり、11町村では現在のところ事業所が開設

されていない状況であります。放課後等デイ
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サービスは、発達障がいのある児童がふえる傾

向にある中で、放課後を初め週末や夏休みなど

における学校外の生活の場での支援ニーズが高

まっていることなどから、今後ともその必要性

は増していくものと認識しております。また、

行政支援としましては、利用者負担を除いた残

りのサービス利用に係る費用について、国２分

の１、県４分の１、市町村４分の１の財政負担

を行っており、県の負担額は、24年度が約１

億600万円、25年度が約１億3,000万円となって

おります。

○右松隆央議員 今の部長の答弁からも、指定

事業所数が大きくふえてきているとともに、ま

だ制度化されて２年半ということもありまし

て、県内の事業所分布に偏りが見られることが

うかがえるところであります。また、これは同

じ認識でありますが、当然、今後ますます利用

者数の増加というものが十分に予測されるとこ

ろであります。そこで、さらに県として、放課

後等デイサービス事業に対して今後どのような

支援の拡充を考えておられるのか、福祉保健部

長にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現在、平成27

年度から３年間の本県の障害福祉サービスの提

供体制等を定める「第４期宮崎県障害福祉計

画」を策定中であります。放課後等デイサービ

スにつきましても、この計画の中で、障がいの

ある児童数の推移や高まる支援ニーズの状況な

どを勘案して、市町村が算定するサービスの見

込み量を踏まえ、７つの障がい保健福祉圏域ご

とに数値目標を設定することとしております。

県といたしましては、今後とも障がいのある児

童が身近な地域で必要な支援が受けられるよ

う、第４期計画に定める数値目標を踏まえ、十

分なサービス提供体制の確保に向けて、市町村

や事業所に対し積極的に働きかけを行うなど、

放課後等デイサービスを初めとする障がい児支

援体制の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 ぜひ、今、部長が答弁されま

した「第４期宮崎県障害福祉計画」において、

高まる支援のニーズが十分に勘案された目標設

定を組み込んでいただいて、本県が、障がい児

支援体制の充実に今後ともしっかりと取り組ん

でいくという姿勢を示してもらいますよう、お

願いしたいと思います。

それでは続いて、今日の避けて通れない教育

課題の２つ目として、家庭教育支援について取

り上げてまいりたいと思います。

今、なぜ家庭教育がクローズアップされ、家

庭教育の支援が必要だと言われているのか。社

会の中で家庭教育の議論が盛んになるほど、そ

れは今日の家庭教育が深刻な問題に直面してい

る、その証左と言えると考えております。家庭

教育を問題にしなければならない理由を、以下

の４つの観点から申し述べたいと思います。

まず１つ目は、家庭の教育機能の低下であり

ます。子供の問題の根幹である家庭が、今、家

庭崩壊あるいは児童虐待、子育て不安や父親の

父権喪失といった社会的課題として日夜取り上

げられていることは、御承知のとおりでありま

す。

２つ目は、地域社会における教育機能の低下

であります。以前の地域社会の風土は、親も、

自分の子供だけでなく、あの子もこの子もみん

なの子という意識を持ち、地域の子供は地域で

育てるといった土壌があったわけであります

が、近年、都市化や家族形態の変化、あるいは

個人主義の浸透などにより、地域住民の連帯意

識が薄れ、地域が心のよりどころになりにくく
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なっているがゆえに、子育てや子供のことで悩

みがあっても、地域の人に気軽に相談しにくい

状況になっていると言わざるを得ないのであり

ます。

３つ目は、親自身の問題であります。戦後、

学校機能が発達するにつれて、教育を学校に任

せる気風が出てきて、本来、親が家庭でやるべ

きことを学校に依存する傾向が強くなっている

ことは、否めない事実であります。また、少子

化とも相まって、親たちの子供に対する過剰な

期待、学校における成績への異常な関心、その

ために勉強を強いるといった風潮も生み出され

ております。前回、私が９月の一般質問で取り

上げましたが、体験活動推進の中でも、学力を

伸ばすことも家庭教育の一つの目標として大変

重要ではあるけれども、人格や豊かな心を育て

るために、親としてやらなければならないこと

もたくさんあるわけであります。

４つ目は、社会の変化に伴う子供の問題であ

ります。今日の子供の生活は、学校や塾での勉

強、テレビ視聴や携帯型ゲーム機などの室内遊

びが、以前より大きくふえております。イン

ターネットや携帯に興じ、狭い世界に閉じ込め

られつつあります。以上の４つの観点から、子

育て・家庭教育の見直しが求められていると、

私は考えております。

家庭教育は、子供たちの生きる力の基礎的な

資質や能力を育み、人格形成の基礎を培う上

で、学校教育とともに極めて重要な役割を担っ

ていることは、言うまでもないことでありま

す。しかしながら、１つ目の論点で申し上げま

したとおり、近年、その家庭における教育力の

低下が指摘されており、家庭教育の充実を図る

ことが求められております。家庭教育は、本来

的にはそれぞれの家庭が担う営みであるにして

も、未来の我が国や地域を担う人材の育成とい

う観点に立てば、これは社会的課題と言っても

よいわけでありまして、とりわけ、行政の立場

からの積極的な支援というものが期待されてい

ると言っても過言ではないわけであります。ま

ずは、家庭における教育力の低下、教育機能の

低下について、教育長はどのような現状認識を

お持ちか、率直なところを伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちに豊かな情

操とか基本的な生活習慣、他人に対する思いや

り、倫理観、社会的マナーなど、人格形成の基

礎を育む上で基盤となるのは、何といっても家

庭教育だと考えております。そういう状況にあ

りながら、今の御指摘にもありましたが、日本

ＰＴＡ全国協議会の調査においては、家庭で子

供に十分なしつけをしない保護者がふえている

ことを、約８割の保護者が感じているというア

ンケート結果がございます。また、本県の社会

教育委員会議等におきましても、近年、核家族

化、あるいは近隣の地域の人のつながりの希薄

化から、これまで受け継がれてきた子育ての知

恵が、親から子、さらに次の世代へと伝わりに

くくなるなどの声が聞かれており、このような

データや声に真摯に向き合い、受けとめる必要

があると考えております。これまで以上に危機

意識を強めて、家庭教育の大切さというものを

訴えていくべきだと思いますし、いろんな支援

をしていくべきだと、議員の先ほどの御指摘を

共感しながら聞かせていただいたんですが、

今、県教育委員会では、家庭教育サポートプロ

グラムという体験参加型のプログラムを開発し

て、いろんな場所でやっていただいて、若い

方、あるいは家庭の親、そういう方の親として

の学びを支えようと思っております。そういう
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施策もしっかりと取り組んでいきたいと、改め

て思ったところでございます。

○右松隆央議員 家庭の教育力の低下につい

て、国立教育政策研究所が、ある調査結果を公

表しております。それによると、子供と同居す

る現役世代の親で、25歳から54歳までの男女の

うち、家庭教育力の低下を、「全くそのとお

り」「ある程度そう思う」と答えた割合が、実

に67.2％にも上っております。また、内閣府の

世論調査では、家庭の教育力が低下している理

由の上位５つが、「過保護、甘やかし過ぎな親

の増加」「しつけや教育に無関心な親の増加」

「外部の教育機関への教育の依存」「親子が触

れ合い、ともに行動する機会の不足」、そして

「父親の存在の低下」が挙げられている次第で

あります。いずれの調査も、今日の家庭の教育

力が低下しているという指摘を裏づけている結

果と言えるものであります。全ての教育の原点

であり、出発点であると位置づけられている家

庭の教育力の向上において、行政並びに学校な

どの教育機関、そして地域社会はどう支援して

いけるのかをしっかりと考えていくことは、非

常に重要な今日的課題であると確信をいたして

おります。

家庭教育に対する行政支援は、今から16年前

に、文科省の諮問機関である中央教育審議会が

答申した提言から、大きく動き出しておりま

す。その３年後、平成13年に社会教育法の一部

を改正し、自治体が家庭教育にかかわる教育の

機会を提供することを奨励して以降、積極的に

推進していく姿勢が明確になってきたところで

あります。またさらに、５年後の平成18年に

は、教育基本法において、家庭教育に関する条

文を独立させ、家庭教育に関する国、地方公共

団体の義務を「奨励」から「支援」に変え、父

母、保護者が家庭教育の第一義的責任を有する

と明記されたところであります。そこで、本県

の家庭教育の支援に関する施策、行政支援の取

り組みの状況について、幾つか伺ってまいりた

いと思います。

まずは、社会教育委員についてであります。

教育委員会が社会教育委員を委嘱するに当たっ

て、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」

の委嘱状況が、市町村別に現在どうなっている

のか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 今年度は、全26市町

村の中で23市町村が、社会教育委員を委嘱して

おります。委員は、学校教育及び社会教育関係

者、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」

並びに「学識経験のある者」の中から委嘱する

ことができるとされておりますが、市町村教育

委員会への聞き取りによりますと、全体の22％

に当たる45名が、主に「家庭教育の向上に資す

る活動を行う者」ということでありました。ち

なみに、同区分の委員を３名以上委嘱している

市町村は、日南市など６市町であります。な

お、その他の社会教育委員の方々につきまして

も、例えば学校長であるとか公民館長であると

か、大多数の方が家庭教育の向上に関する高い

見識をお持ちであると考えております。

○右松隆央議員 社会教育委員は、社会教育法

で規定され、社会教育に関する計画の立案や調

査研究を行うことで、教育委員会に助言する役

割も求められております。ぜひ社会教育委員の

会議において、家庭教育に関するテーマを積極

的に位置づけてもらいまして、会議の意見を、

今後の家庭教育の向上のための行政施策に反映

してもらうことを願う次第であります。

本県では、「子どもと子育てをみんなで支

え、安心と喜びが広がるみやざきづくり」を基
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本理念に、次世代育成支援宮崎県行動計画を策

定しております。これは前期が平成17年から21

年、そして後期が22年から26年となっているわ

けでありますが、目標達成に向けての進捗状況

を、２項目について伺ってまいりたいと思いま

す。１つは、総合評価指標である「子育てに関

して不安感や負担感などを感じている県民の割

合」について、そしてもう１つは、個別成果指

標である「地域子育て支援拠点施設の実施箇所

数」について、それぞれの進捗状況を福祉保健

部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 「子育てに関

して不安感や負担感などを感じている県民の割

合」については、平成20年度の67.5％を、26年

度に50％まで引き下げる目標を立て、「未来み

やざき子育て県民運動」などの各種施策を展開

してきたところでありまして、25年度の実績

は55.8％となっております。また、「地域子育

て支援拠点施設の実施箇所数」については、平

成20年度の52カ所を、26年度に70カ所とする目

標を立て、25年度の実績は65カ所となっており

ます。この施設は、子育て支援において重要な

役割を果たすものでありますので、今後とも設

置促進に向けて、実施主体である市町村に働き

かけをしてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ２項目とも、あと４カ月を残

し、若干、目標数値に届いていないようであり

ます。この２つとも重要な評価項目であります

ので、目標達成に向けて、最後まで全力で取り

組んでいただきたいと思っております。

家庭教育支援における行政の役割としては、

基本的には、あくまで条件整備を通じて、家庭

の教育力の充実を支援するということになろう

かと考えております。具体的施策としては、１

つは、家庭教育に関する学習機会の提供、２つ

目として、家庭教育に関する情報の提供、３つ

目に、子育てに関する相談体制の整備、そして

４つ目に、子育て支援ネットワークの推進、５

つ目に、親子のきずなを深める機会の充実、６

つ目に、子育ての社会化を促す機運の醸成など

が挙げられるわけであります。そういった施策

の推進に当たって重要になってくるのが、家庭

教育を担当する教育委員会と子育てを担当する

福祉保健部が、それぞれに施策を展開するので

はなくて、部局を超えて連携することが求めら

れるわけであります。

今日、家族が多様化し、親の価値観や意見も

多様化している中で、子育て支援と家庭教育支

援を分けて捉えることができなくなってきてお

ります。子育て・家庭教育支援にかかわる部署

や機関は、少し挙げただけでも、教育委員会、

福祉保健部―こども政策局も含めて、さらに

福祉保健センター、子育て支援センター、児童

館や保育園、幼稚園、小中学校など、数多くあ

るわけであります。当然、これらが積極的に連

携して横断的・総合的に施策を推進していくこ

とが重要になってまいります。そこで、子育て

や家庭教育支援について、それぞれの部局を調

整し、中心になって施策を統一する組織として

「子育て・家庭教育支援室」を設けることがで

きないのか、知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 行政が直面している課

題、さまざまな組織横断的な課題があるわけで

ありまして、今御指摘のような「子育て・家庭

教育支援室」を設ける、これも一つのやり方で

あろうかというふうに思っておりますが、そう

いう関連するものを一つ一つ組織をつくってい

けば、例えば国であれば、ほとんどが内閣府に

なってしまうような状況にもあり、どうすれば

より効率的な仕事の仕方ができるのかというと
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ころが重要なポイントであろうかと受けとめて

おるところでございます。

現在、子育て支援につきましては、私を本部

長とする宮崎県子育て応援本部が中心となりま

して、福祉・保健・教育・労働部門など全庁的

な連携に努めながら、総合的な施策に努めてい

るところであります。

一方、家庭教育につきましては、教育委員会

が中心となって、学校教育や社会教育と一体感

を持たせながら、子供の生活習慣づくりに向け

た運動を推進しますとともに、ことしは初め

て、父親や祖父母を対象にしました「イクメン

・イクジイフォーラム」を開催するなど、さま

ざまな施策を展開しておるところでございま

す。議員からお話がありましたように、またこ

れまでの議論でありましたように、家庭を取り

巻く環境の変化や核家族化の進展などによりま

して、子育て支援と家庭教育はますます密接な

関係になってくるという問題意識のもとに、他

県の状況なども参考にしながら、より効果的な

子育て支援や家庭教育支援のあり方について、

検討していく必要があるものと考えておりま

す。

○右松隆央議員 知事が大事にしている人材育

成という面でも、家庭教育というのは非常に大

事だと、そういう意味で私は今回、項目を絞っ

てやっております。ですから、優先順位の上で

はぜひ上のほうに置いていただきたい。子育て

家庭教育支援の施策を横断的・総合的に推進す

ることにより、県民サービスにおいても、さま

ざまな有益な面が出てくると認識しております

ので、ぜひ御検討をお願いしたいというふうに

思っております。

さらに、子育てネットワークの形成と活性化

について問うてまいりたいと思います。私の得

たデータによると、本県における子育てサーク

ルの組織率並びに子育て支援サークルの組織率

は高く、かなりの市町村で組織されていること

がうかがえたところであります。一方で、保護

者へのアンケート調査で、自分が住んでいる地

域に子育てサークルが「ある」と答えた人は41

％、「わからない」と答えた人が52％もいると

いうことが結果として出ております。子育て

サークルや子ども・子育て支援ネットワークの

活動の成果は、地域からも高く評価されてお

り、それに対する行政支援においては、場所の

提供であったり、あるいは事業の共催、後援な

どはしっかりとされていることだと考えており

ます。しかし一方で、民間の声を伺うと、行政

の課題としては、子育てサークルやボランティ

ア団体の成長を図るためにも必要な、これらを

ネットワーク化していくコーディネートの役割

を務めていただき、かつ、これらのネットワー

クを有効活用する部分が一つの課題ではないか

というふうな指摘もされているところでありま

す。そこで、本県が今後、さらに子育てしやす

い県づくりを目指す上で、民間の子育て・家庭

教育を支援する団体のネットワークをいかに構

築し、いかに有効活用していく考えであるの

か、福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子育て支援等

に取り組む民間団体のネットワークの構築は、

子育てしやすい県づくりを推進する上で重要な

要素の一つであると考えておりますが、現状と

しては、いまだ十分でないと認識しておりま

す。その中で、ネットワークを図る団体に支援

を行うとともに、今年度においては、結婚、妊

娠・出産、子育ての関係団体が一堂に会する少

子化対策フォーラムを開催し、新たなネット

ワークの構築を推進したところであります。ま
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た、子育て支援等に取り組む団体が中心となっ

て開催しております「未来みやざき子育て応援

フェスティバル」においては、実行委員会を組

織している団体数、出展団体数ともに年々増加

するなど、構築されたネットワークを活用した

施策の推進も図られているところであります。

今後とも、子育て支援等に取り組む民間団体間

のネットワークを図るとともに、県の施策にお

きましても、積極的にネットワークを活用して

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 今後さらに、民間のネット

ワークを活用して、県が進める施策の推進力を

高めてもらいたいとお願いする次第でありま

す。

時間が迫ってまいりまして、早口で行きたい

と思います。

続いて、学校教育における将来の家庭教育支

援につながる取り組みとして、児童生徒の保育

体験活動のさらなる充実を提言させていただき

たいと思います。さきの家庭の教育力の低下を

問うアンケート調査にもあったのですが、近

年、子供への接し方がわからない親が増加して

いることを踏まえ、小さいころから、乳幼児と

接したり幼い子供の世話をする機会を持つこと

が大切ではないかと考えております。少子化に

なって、幼子を世話する経験が積めなくなって

いるがゆえに、なおさらのことだというふうに

考えております。ぜひ、将来の家庭教育支援へ

の投資と考えていただき、さまざまな団体や教

育機関と連携して取り組んでいただきたいと思

う次第であります。児童生徒に保育体験学習を

行うことは、ひいては出生率の裏で起きている

高い堕胎率の改善にも、性教育とはまた違っ

た、心の教育という面で大きな役割を担うので

はないかと考える次第であります。子供の誕生

は何ものにもかえがたい、とうとい生命の出現

であり、この生命体を慈しみ育み、一人の人間

として成長させることが親の責任であるという

ことを、多感な児童生徒に本物の体験活動を通

じて伝えていくということは、大変意義のあ

る、未来に資する取り組みだと考えておりま

す。

教育長に伺いたいと思います。10数年後には

今の児童生徒が親となるときのことを見据え、

学校関係者や教育委員会が、総合的な学習の時

間や夏休みなどを活用して、質の高い保育体験

を積極的に取り入れたり、家庭科や生活科の教

科に家庭教育にかかわる内容を取り入れること

を求めたいので、お考えを伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 子供は将来、大人・

親となる存在でありますので、小中学生のうち

から、自分の将来の姿に思いをはせ、希望を持

たせながら、家族の大切さや子供を育てる喜び

などについて学ばせ、将来の親として必要な資

質を身につけさせていくことは重要であると考

えております。現在、家庭教育に関する学習と

して、小中学校では生活科や家庭科の中で、幼

児との触れ合いや保育体験、家族の大切さなど

について理解させる学習が―なかなかカリキ

ュラムは厳しいんですが―数時間行われてお

ります。議員の御提言の趣旨にもありますよう

に、体験活動が単なる触れ合いにとどまらず、

命の大切さを実感できたり、将来の家庭教育に

つながったりすることは大切であり、現在もそ

のような考えで進めているところではあります

が、今後、関係機関や民間団体などにも御協力

をいただきながら、これまでにも増して、より

一層その充実が図られるような取り組みを推進

していきたいと考えております。
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○右松隆央議員 ぜひ、将来の家庭教育につな

がる質の高い保育体験活動の導入に取り組んで

いただきたい、さらに進めてもらいたいと要望

させていただきます。

さらに、学校や教育委員会による家庭教育支

援の取り組みとして、学校種別を超えた、保護

者、教員を対象とした情報交換並びに研修機会

の充実を求めたいと思います。子育て・家庭教

育を適切かつ効果的に進め、親が自信を持って

子育て・教育に取り組んでいくためには、家庭

と行政機関及び保育園、幼稚園、小中学校の教

育機関相互が、それぞれの状況について情報を

交換し、理解を深めることが大切であります。

そのため、保育園から中学校に至る各校種が抱

える課題やその解決に向けたプロセスを、関係

機関が相互に学び合えるように、保護者や教員

が研修する機会をもっと拡充する必要があると

考える次第であります。そこで、家庭、行政機

関、幼・保、小・中の教育機関が連携して、保

護者や教員のための家庭教育支援に関する新た

な研修・学習の機会の設置を求めたいのです

が、教育長の考えを伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 私は、ある中学校区

で、小学校、中学校合同のＰＴＡ研修会の講師

をさせていただいたり、大人と子供、ＰＴＡと

一緒になった研修会の講師をさせていただいた

ことがございますが、学校間の校種を超えて、

例えば小学校１年生から中学校３年生までの保

護者が一緒に学び合う姿、それに教師も入ると

いう心地よさというのを肌で感じ、このような

取り組みの推進が大切であると実感をいたした

ところであります。このように、小中学校ある

いは小・中・高校の保護者など合同の研修が県

内で既に行われているということはあります

が、実は、それに加えて幼稚園とか就学前も

入ってというのは、余り多くないんじゃないか

なというような気がしております。議員の御提

言の新たな研修・学習につきまして、県教育委

員会では、県の社会教育委員会議や生涯学習審

議会で提案をさせていただき、御意見を伺いな

がら、今後、市町村と連携を図り、啓発を図っ

ていけたらと考えております。

○右松隆央議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

さらに、もう一つの提言をさせていただきた

いと思います。本県の課題として、学校教育に

かかわる教育研修センターは存在するわけであ

りますが、他県のように、県レベルにおける生

涯学習推進センターないし社会教育センターな

どの、家庭教育や社会教育など学校教育外の教

育問題について組織的・体系的に調査研究する

機関がないのが、残念ながら本県の現状であり

ます。そのために学校教育以外の喫緊の教育課

題について、県レベルで調査研究して、その解

決方法や対応について取りまとめ、市町村行政

や学校、県民に対して情報を提供したり啓発す

る働きかけが弱いという認識をしております。

そこで、子育て日本一を自他ともに認める存在

へと本県が目指す上で、家庭教育や社会教育な

ど、学校教育外の問題について調査研究する機

関の設置を求めたいわけですが、知事の考えを

伺います。

○知事（河野俊嗣君） 一連の家庭教育に関す

る御質問の議論を伺う中で、自分の家庭のこと

をずっと考えておりました。自分が育った、祖

父母も同居しての比較的大家族の中での教育の

あり方と、今は親と子供３人という核家族化し

た中での自分の子供に対する教育―昔、自分

が受けてきたものが提供できない、与えられな

いものがあれば、新しいものを取り組んでいる
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というようなこともあり、それぞれの家庭での

自覚を促すこと―研修・学習の機会という話

もございましたが―が大事であるということ

と、社会なり家庭のあり方の変容に伴う問題が

生じるのであれば、行政として、我々としてい

ろんなものを提供することも必要ではないかと

いうことで、今お話がございましたような、家

庭教育や社会教育に関する教育問題の調査研究

も大変重要な課題であろうというふうな認識と

して受けとめております。

現在、みやざき人財づくり基金を活用しまし

て、人材育成の拠点施設として、教育研修セン

ターの改築を機に再整備に取り組んでいるとこ

ろであります。この中におきまして、家庭教育

や社会教育を含む調査研究を行う部署が設置で

きないかということ、また、どのようにして調

査研究を高いレベルにするかなど、他県の状況

等を参考に検討してまいりたいと考えておりま

す。このような調査研究を行い、県内に情報発

信していくことが、私が進めます人財づくり、

また子育て日本一にも大きく貢献するものと考

えております。

○右松隆央議員 ぜひお願いします。

時間がありません。前触れを省きますけれど

も、自治体の動きで、家庭教育支援条例の制定

がいろいろ進んでいます。知事はどのような認

識をお持ちなのか、最後に伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 家庭教育支援条例は、

幾つかの県で制定されているということであり

まして、その趣旨は、各家庭が改めて家庭教育

に対する責任の自覚とその役割を認識しますと

ともに、地域の役割や親になるための学びの推

進など、家庭教育支援のさまざまな取り組みを

総合的・継続的に推進していくためのもの―

理念、条例のような形であろうかというふうに

思いますが、そのような条件が制定されている

ところであります。本県におきましては、「日

本一の子育て・子育ち立県」の実現を目指して

いるところでありまして、県民全体で子育てを

応援する機運をより一層醸成してまいりたいと

考えておりますので、こうした他県の条例の制

定の状況、またその運用のあり方というものを

参考にしながら、本県の家庭教育支援のあり方

についてしっかりと研究してまいりたいと考え

ております。

○右松隆央議員 これまで家庭教育への支援の

あり方をさまざま議論してきたところでありま

すが、条例を制定することで、本県のこれまで

の家庭教育支援の施策がしっかりと位置づけら

れ、加えて新たな施策が実施されることで、本

県における家庭教育支援がさらに強化されるも

のと、私は考えております。

最後になりましたが、今回の項目で立てた、

今日の教育課題で避けて通れない、特別支援教

育、そして家庭教育支援を練り上げていく上に

おいて、もと教育委員会に在籍され、学校長も

務められた、私の後援会役員の方から多大な御

協力を得ましたことを、この場をおかりしまし

て厚くお礼申し上げまして、私の一般質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。１年に２回という貴重な一般質問も

今回で８回目、任期最後の質問となりました。

県政における諸課題に対し、さまざまな議論を

させていただいたことは大変勉強になりました

し、この議場で繰り広げられる先輩議員の論戦

には多くのことを学ばせていただきましたこと
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に感謝しております。

さて、きょうは、ここに一つ記憶に残る議事

録の一部を記してきました。読みます。「私の

体格は非常に小柄で議会でも最軽量級、同期の

若手議員の二見議員や渡辺議員と比べても半分

ぐらいの容積しかございませんけれども、言

論、中身については誰にも負けないつもりでご

ざいます」と。平成23年６月議会の一般質問で

初登壇された清山議員の言葉でした。あのとき

の驚きは今でも忘れません。渡辺議員とはそれ

まで、会派は違う、選挙区も異なる、何の接点

もなかったのですが、議場から退出し、一緒に

歩きながら、ともにこの議員という職責を全う

すべく決意を新たにしたこと、また、お互いの

心が一気に近くなったことを、ついきのうのよ

うに覚えております。この出来事により、県勢

浮揚のためには、立場は違えども、同じ世代、

同じ時代を生きる議員として協力し合うことの

大切さに気づかせていただいたことにつきまし

ては、清山議員に感謝申し上げるところでござ

います。

さて、県政に話を移します。本県が直面する

政治課題は、刻一刻とどまることなく待ったな

しの状況であるという危機感を持たなければな

らないということは、皆、同じだと思います。

知事におかれましては、これからの県政のかじ

取りをされるに当たり、各種政策を打っていく

ために、まず何より解決すべき課題は何なの

か、その定義が重要であると考えます。本県の

最重要課題は何か。これまでも幾つも知事に質

問がされてきましたが、再確認のためにも伺い

ます。また、その課題解決に向けてどのような

ことに取り組み、また、どのような成果に着目

し、政策評価していくのか、知事に伺います。

後は質問者席より行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

県政の課題、雇用から経済の問題、防災、福

祉、さまざまな課題が山積しておるところでご

ざいますが、最重要課題はということで御指摘

がありました。県のあり方、成り立ちにかか

わってくるという意味において、やはり人口減

少問題であろうというふうに認識をしておると

ころでございます。このため本県では、平成23

年に策定した総合計画におきまして、全国に先

駆けて人口減少対策というものを掲げて、この

問題に真正面から取り組んできたところであり

ます。平成25年２月には、さらに、「復興から

新たな成長に向けた基本方針」を策定しまし

て、フードビジネスや東九州メディカルバ

レー、新エネルギーなど、ターゲットを絞っ

て、地域経済や雇用を牽引する成長産業の育成

加速化を図ってきたところであります。これら

は、まさに本県の地方創生のあり方を先取りし

た取り組みでありまして、今回の「みやざきモ

デル」は、これをさらに発展させる形で取りま

とめ、移住の促進や子育て環境の充実等とあわ

せ、国に対して提言を行ったところでありま

す。この人口減少問題は、県政全般にかかわる

大きな課題でありますので、総合計画の改定を

行う中で、適切な評価指標を選定し、施策の効

果を検証してまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○二見康之議員 フードビジネス、東九州メ

ディカルバレー構想、新エネルギー、いろんな

育成加速化を図るということですが、それだけ

のことで人が職を得られ、また、都市圏からの

移住が促進され、社会減の原因とも言える若年

層の本県への定着が進んだのか、その辺を評価
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できる手法というのはまだ選定中のようです

が、効果検証のためには早いうちに決めること

が必要かなというふうに思っておりますので、

その作業をぜひ早目に進めていただくようにお

願いいたします。

次に、本県の諸課題に対し、さまざまな施策

を打ち出されているわけですが、各部局におい

て多くの議論を積み重ねておられると思いま

す。その場合、内部意見のみならず、広く県

民、また、本県を訪れる県外の方々の意見とい

うものが、時にはよい示唆をもたらしていただ

くことがあると思います。県に寄せられるそう

いった意見、情報、または苦情等もあると思い

ますが、これらの情報を集約し、施策に反映し

ていく体制づくりは重要であると思います。ど

のようにお考えか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県に対する

御意見や苦情等につきましては、各担当部局に

直接寄せられる場合もございますし、広報戦略

室が所管する「県民の声」を窓口としてお受け

するものもございます。このうち、「県民の

声」に寄せられたものにつきましては、担当部

局に対応を引き継ぐとともに、総合政策部内で

も内容を共有し、政策形成にさまざまな御意見

等を反映させることができるように努めており

ます。私自身も全て目を通しているところでご

ざいます。各担当部局に直接寄せられた御意見

等につきましては、それぞれの部局で責任を

持って対応いただくというような状況でござい

ます。今後は、施策に反映すべき御意見等につ

きましては、例えば、担当部局にとどまらず、

ほかの部局も承知しておいていただいたほうが

いいというようなものもあると思いますので、

庁内で内容を共有するような仕組みを検討して

まいりたいと考えております。

○二見康之議員 庁内で共有するのも大事で

しょうけれども、やはり一番大事なのは総合政

策部じゃないかなと思います。宮崎県全体を見

渡せるような知識を有するといいますか、情報

を集めるということ、そして、宮崎県にとって

今一番必要な施策は何なのかということを各部

局のほうに情報発信していくことが大事なん

じゃないかなと思います。そのための総合政策

部であるでしょうし、また、知事の一番の相談

役といいますか、いろんな施策に対して相談と

か情報提供ができるのもそこだと思っておりま

すので、よくよく御検討いただきたいと思いま

す。

次に、外部からの意見・情報について伺いた

いと思います。今、御答弁いただきました中

で、広報戦略室で受ける「県民の声」というも

のがあるようですが、できるだけ多くの方々の

声を拾うことが非常に大事なことではないかと

思います。そこから、県民が、また当県を訪れ

た方々が何を思い、そして何を感じて、何に不

満があるのか、それらを知ること、感じること

がまず大事だと思います。いろんな場面で情報

を得られる環境づくりというものの必要性につ

いていかがお考えでしょうか、総合政策部長に

伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 御指摘いた

だきましたように、一般の住民の方々の御意

見、これは県内外を問わず、お伺いすること

は、大変重要なことと認識しております。この

観点から、広報戦略室でお受けする「県民の

声」は、ホームページからのメールのほかに

も、電話、郵送、来庁などさまざまな方法で、

どなたでも御自由に御意見をお寄せいただける

という仕組みにしているところでございます。

ただ、どちらかというと受け身になりますの
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で、積極的にとりにいくという感覚も必要なの

かなと、今お話を伺って思ったところでござい

ます。施策や計画の策定に当たって御意見等を

伺うパブリックコメント、また県民意識調査な

どを実施しているという仕組みもございます

が、今申し上げたように積極的にという意味で

は、県職員のほうから出向いて県民と直接意見

交換等を行う、例えばそういう切り口では、出

前講座や各種地域会議の開催など、住民の皆様

からの御意見をいただけるよう取り組んでいる

という面もあろうかと思っているところでござ

います。今後とも、御意見等をお寄せいただき

やすい環境づくりの部分、あわせて積極的な情

報収集にも一層努めてまいりたいと考えており

ます。

○二見康之議員 まさに、受け身ではなくてア

クティブに、どんどん出ていって情報をとるこ

とが大事だと思います。

ただ、その中で、森林環境税について各地域

で意見交換会を開催されてきたと思いますが、

先日、都城の土木事務所で開催されました勉強

会に、私も参加させていただきました。そこで

は、環境整備に取り組まれる民間団体、ＮＰ

Ｏ、そして森林組合の方々などが参加されてお

りまして、いろんな環境保全の取り組みについ

ての発表がありましたから、私も非常に学ぶこ

とが多い機会になりました。

ただ、気になることが１点。それは、この意

見交換会というのは、環境森林税というものが

来年度までの期限ということになっておりまし

て、その継続・廃止についての意見交換をする

という名目もありました。参加者が、その税を

利用される方々ばかりであったことが非常に気

になったのです。県民税に500円の加算をすると

いうこと、また、法人にも一定の割合の税を課

すものでありますから、税制度の是非を検討す

るような意見交換会であるならば、その税の利

用者だけで議論することほど無意味なことはな

いと思います。この県議会というのもよくその

意味というものを問われますけれども、なぜ議

会制が生まれたのかというその理由の一つに、

課税権、徴税権というものに対する、権力に対

抗するためにも、この議会というものはあると

思います。今回実施してこられました意見交換

会というのは、広い意味でいろんな情報を収集

されるということで、私も非常にいい方向だと

は理解しておりますので、意見を収集する方法

については、また今後十分検討していただきた

いと思っております。

次に、都市と地方の交流について伺いたいと

思います。「地方創生」という言葉が数多く使

われるようになりましたが、地方を再生するに

は、少子高齢化対策も必要ですが、何より、人

口流出を食いとめる、過疎をとめなければなり

ません。かといって簡単に人がふえるものでも

ありませんから、非常に難しい問題ではあると

思います。しかし、その切り口として、まずは

都市と地方の交流、そこからいろんな糸口をつ

かんでいくことが第一歩なのかなと思っており

ます。中山間地域と都市住民との交流につい

て、県の取り組み状況を総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県では、中

山間地域でボランティア活動を行っていただく

中山間盛り上げ隊を組織し、中山間地域の集落

が行う祭りの運営ですとか、草刈り作業等のさ

まざまな活動を支援しながら、中山間地域の住

民の方と都市に住まわれる住民の方との交流を

推進するという取り組みを行っているところで

ございます。この盛り上げ隊の活動につきまし
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ては、年々活発になってきており、昨年度は延

べ600名を超える参加を頂戴しました。県内各地

域で109回の支援、交流が行われたという実績を

上げているところでございます。こうした中、

盛り上げ隊を受け入れた集落からは、「地域外

の方との信頼関係も深まり、交流が図られてい

る」といった声をいただいております。また一

方で、参加した隊員の側からも、「中山間地域

の方々や自然と触れ合って気持ちが落ちつく」

といったプラスの声を頂戴しているところでご

ざいまして、中山間地域と都市住民との交流が

着実に図られている例としていい方向だと考え

ているところでございます。

○二見康之議員 県内の交流についてはよくわ

かりましたけれども、では、今度は県外の方々

との交流について伺いたいと思います。日本国

においては、東京一極集中ということの是正を

どうやっていくかということが重要なんです

が、これに対して県はどのように取り組んでい

かれるのか、同じく総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県外の都市

部の方々との交流を促進し、人を呼び込むとい

うことは、地域活力の維持・増進を図る上で大

変重要であると認識しております。また、先ほ

ど申し上げましたように、都市部の方にとりま

しても、地域の豊かな自然環境や人との触れ合

いなど、都市部にはない地域の魅力に接する機

会となるなど、相互に価値があるものだと考え

ております。こうした観点から、市町村等とも

連携しながら、宮崎ならではの特色、魅力を生

かした、例えば農家民泊などの体験型ツーリズ

ムの開発・普及など、観光の振興や地域間交流

の拡大に取り組んできているところでございま

す。県では、人々の一層の交流を通じた人づく

りなどの推進を含む―先般、知事から御紹介

させていただきましたが―県と川崎市との連

携・協力の取り組みに関する基本協定を締結し

たところでございます。このような動きを通じ

まして、今後とも、県外の都市部との交流が多

くの分野で広がるよう努めてまいりたいと考え

ております。

○二見康之議員 川崎市との連携・協力の基本

協定締結というお話は、本県にとっては非常に

心強いものではないかと思います。いい例がで

きたんじゃないかなと思います。以前、木材利

用技術センターにおられた有馬前所長がこのお

話をまとめてくださったということを伺ってお

ります。やはり、どんなに情報化社会が進もう

と、最終的に鍵となるのは、人と人とがつなが

るということが一番大事だと思います。知事に

おかれましても、いろんなところで人脈を持っ

ていらっしゃるでしょうから、その中の一つで

もつなげていかれるような、人と人の輪を広げ

ていかれるような努力をぜひお願いしたいと思

います。

続けて伺いますが、大都市圏においては、ふ

るさとに帰りたい、移住を希望するという

方々、また若者もふえているようです。大都市

圏からの移住促進に係る取り組みの現状と今後

の取り組みについて、総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県では、

移住の促進のため、大都市圏での相談会の開

催、また、ホームページ等による情報発信な

ど、本県の魅力をＰＲするとともに、市町村が

実施する取り組みへ支援を行うなど、各種の施

策に取り組んできたところでございます。この

ような中、田舎暮らしを志向する田園回帰の動

きなど、都市住民の地方移住に対する意識の変

化と申しますか、ニーズの高まりがあると考え
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ておりますが、一方で、地域間の競争が激化し

ていると認識をしているところでございます。

このようなことから、地方移住に対するニーズ

を本県への移住に着実につなげていくために

は、大都市圏でのより直接的な働きかけや、

県、市町村、関係機関が一体となって対応する

組織づくり、また、移住された方々のその後の

フォローアップの充実など、移住者の視点に

立った各種の施策の強化を検討していく必要が

あると考えているところでございます。地方創

生ということで、国におきましても、総合戦略

の骨子案において、大都市から地方への新しい

人の流れをつくるという方針を示しているとこ

ろでございまして、この流れを踏まえ、今後と

も、移住の促進に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○二見康之議員 今おっしゃったように、県と

市町村と関係団体が一体となった組織づくりと

いうのが急務なのかなという感想を持ちます。

県内の自治体においては、早速そういったもの

に取り組んでいるところもあるみたいですし、

やはり一地域だけで完結するのじゃなくて、希

望者というのはいろんなところを見て回りたい

というような思いもあるようですから、いかに

その情報をうまく提供できるかというのも一つ

の鍵だと思います。知事が、そこのところをう

まくまとめていただいて、県内でのいい連携を

つくっていただければと思います。

次に移ります。私が昨年度からいろいろと質

問させていただきましたものづくり補助金につ

いて伺いたいと思います。他県に比べて、本県

は２次産業というものが非常に弱いというよう

なデータも出ておりますし、２次産業に対する

高率補助をするという経済産業省の施策だった

んですが、先日、このものづくり補助金制度を

つくられたときの経済産業大臣であった茂木代

議士も、この政策は非常に好評だったと、いろ

んなところでそういうお声を受けているようで

す。昨年、ことしと２年にわたって実施された

事業でありますが、この２カ年の実績と評価に

ついて商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 国のいわ

ゆるものづくり補助金は、24年度及び25年度に

いずれも補正予算で予算化されたものでありま

して、24年度の補正事業では、県内で71件が採

択され、６億円余の補助金が交付されておりま

す。また、25年度の補正事業では、100件の採択

を目標に、事業実施団体の中小企業団体中央会

を中心に、県内商工関係団体、さらには県内金

融機関などがオール宮崎の態勢で、事業の広報

や企業の掘り起こし、申請の際のサポートなど

に積極的に取り組んでいただいた結果、目標を

上回る128件が採択されており、約12億円の補助

金が交付される見込みであります。この補助金

により、県内中小企業、小規模事業者の試作品

開発や設備投資が着々と進んでおりまして、そ

の事業効果は高いと考えております。今後は、

より効果を高めるため、関係機関と連携し、例

えば、新商品・新技術開発に対する助言・指導

などのフォローアップに取り組んでまいりま

す。

○二見康之議員 昨年度が６億円余、そしてこ

としが12億円余ということですけれども、これ

は非常に大きな額で、一般の個人の企業ではな

かなかできない金額だったんじゃないかなと思

います。その取り組みに対して、出だしが

ちょっと遅かったというのは否めないんですけ

れども、しかし、いろんな企業の方々から、県

のほうからお電話いただいたとか、いろんなア

ドバイスをいただいたとか、非常にいい声をた
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くさん聞くことができました。中小企業団体中

央会の皆さんと県職員の皆さんが一体となって

―特に商工担当の方々に、とにかく今、必死

でやっていますと血相を変えて言われたことが

ありましたので、どれだけ真剣に取り組まれた

かというのは、私のほうにも非常に強く伝わっ

てきたところでした。また、何より民間の方々

からいい評価をいただいたということが一番よ

かったのかなと思います。

行政と民間との信頼関係をさらに構築してい

けるように取り組みを続けていきたいところな

んですが、採択された企業は、今回、いろんな

事業に取り組むことができたわけなんですけれ

ども、残念ながら採択から落ちてしまったとこ

ろ、しかし、その取り組み内容というものにつ

いてはすばらしいものもあったんだと思われま

す。新たな分野にチャレンジしようとした試み

というものをそのままにしておくのは非常に惜

しいものであると思います。採択されなかった

企業へのフォローについて取り組むべきと考え

ますが、商工観光労働部長のお考えを伺いま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 採択され

なかった各企業に対しましては、支援機関とも

連携して、専門家による助言・指導を行ってお

りますほか、新商品開発や販路開拓に係る他の

支援制度、例えば、県単独の支援制度である経

営革新補助事業などの活用を図ることによりま

して、事業化に向けたフォローアップに努めて

おります。また、ものづくり補助金につきまし

ては、中小企業団体中央会が国に対して事業の

継続を要望しておりますが、県といたしまして

も、この補助金は企業のニーズが高く、経済効

果等もあることから、採択されなかった企業が

再チャレンジできるよう、事業の継続、拡充を

国に直接働きかけておりますほか、九州地方知

事会等を通じた要望活動も行っているところで

ございます。

○二見康之議員 いろんなところで景気のこと

とかの話も出るんですけど、景気がいいか悪い

かというのは、ある意味、お金が投資のほうに

回っていくかというところも一つの指標になる

のかなと思うわけです。そういった中で、今

回、２年間で一応終わった事業となっているわ

けなんですけれども、またさらに続けて国でも

取り組んでもらえるような要望活動も必要で

しょうし、また、ものづくりが本県は弱いとい

うことであれば、やはり地方創生の中でも、九

州でいっても、結果を見れば福岡が一番多かっ

たわけで、地方と都市部との格差があるわけで

すから、そこに対する配慮を求めていくという

のも一つ必要なのかなと感じているところで

す。

次に、若年層の社会減について伺います。昨

日の求人倍率のデータのお話等を伺っておりま

しても、若者の流出というのは、雇用の数だけ

ではないというのは明らかかなと思います。若

者にいかに魅力ある働く場を創出することがで

きるか、それが重要なのだと思うのですが、こ

のことについて商工観光労働部長のお考えを伺

いたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県にお

いて、若者に魅力ある働く場を創出していくこ

とは、人口減少対策の上でも極めて重要である

と認識しておりまして、若者の流出防止とＵＩ

ターン推進の両面から取り組んでいく必要があ

ると考えております。流出防止につきまして

は、フードビジネスや東九州メディカルバレー

など、成長産業の加速化や企業立地による雇用

の創出とあわせ、女性が働きやすい、休暇がと
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りやすいなど、働きやすい職場づくりを推進

し、若者が県内にとどまることができるよう環

境整備を進めているところです。

一方、ＵＩターンにつきましては、通勤時間

の短さ、安価な住宅、恵まれた子育て環境と

いった、給与水準などでは比較できない本県の

優位性について強くアピールすることにより、

多くの県外在住者を呼び込みたいと考えており

ます。

○二見康之議員 続いて、雇用の創出を図る上

では、新規の創業を支援していくことも必要だ

と思うのですが、県はこの新規創業についてど

のような取り組みを行っているのか、同じく商

工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 新規創業

は、本県産業の活性化に寄与し、また、雇用の

創出も期待できる重要なものと考えておりま

す。このため、宮崎商工会議所内に設置しまし

た「みやざきスタートアップセンター」におい

て、経営戦略から商品サービスのブラッシュ

アップや販路開拓まで、一貫した支援に取り組

んでおります。また、創業間もない企業等を支

援・育成するため、「みやざき新ビジネス応援

プラザ」を設置しまして、低料金で利用できる

オフィスを提供しますとともに、産業振興機構

のコーディネーターによる経営に関する指導・

助言を定期的に行っているところであります。

県といたしましては、今後とも、新規創業への

取り組みを支援するほか、地場企業の振興や企

業立地の促進を図り、働く場の創出に努めてま

いりたいと考えております。

○二見康之議員 生活や子育てしやすい環境と

いう風土というものもあるでしょう。それは、

都会に比べて本県が誇れるいい魅力だとも思い

ます。ただ、ことしの３月に発表された大学生

就職企業人気ランキングというものがあったの

で、そのデータを見てみましたら、人気のある

業種というのは、旅行、空輸、広告、飲料メー

カー、ゲーム関連業、ブライダル業、そういっ

たところに人気が集まっているようです。ま

た、企業の選択理由というものについては、や

りたい仕事ができそう、安定している、業界上

位である、将来性がある、社会的貢献度が高い

などというのが上位のほうに挙がっておりま

す。これらのニーズに対応していくということ

は非常に難しいことかもしれませんが、若年層

の社会減という現実にどう対策を打っていくの

かというのは、今、宮崎県が直面している課題

なんじゃないかなと思います。

ある雑誌で、お隣の熊本県の蒲島知事の対談

があったものですから、それを読んだところ、

「危機下におけるリーダーシップには、好況下

とは違うものが求められる。１つは価値観の転

換、２つ目に課題解決、３つ目には夢を語るこ

と。そして、この難問という課題解決に挑戦す

るために知事になったのだ」ということが書い

てありました。

知事に、最初の質問で、人口減少というもの

が最重要課題だというふうにお答えいただいた

わけです。本県の真の地方再生を実現するため

に国に提案されました「みやざきモデル」とい

うものにおいて、これまで本県が取り組んでき

た政策をきれいに整理された形にはなっていま

すけれども、人口減少という大きな課題に対し

て、ある意味、価値観の転換というところの視

点がちょっと足りないのかなと感じるわけなん

です。これまで一般質問の中でもいろいろと御

指摘されてきたことであるかと思いますけれど

も、このことに対して知事のお考えを伺いたい

と思います。
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○知事（河野俊嗣君） 価値観の転換という御

指摘に関しましては、現在の総合計画につきま

しても、「新しいゆたかさ」というものを求め

ていくということを指摘しておるところであり

ます。必ずしも経済的な豊かさ、金銭的なもの

に評価されるものではない豊かさというものを

宮崎は追求していく。我々には、恵まれた自

然、食、そして人情味豊かな県民性、いろいろ

あるわけでございます。それをさらに強化して

いくこと、子育ての議論も先ほど展開をされた

わけでございますが、そういったことに、これ

まで挑戦をしてきたところでございます。おか

げさまで、「いい子どもが育つ都道府県ランキ

ング」で全国トップであったり、いろんなもの

がございます。ぜひ、今の宮崎で育っている子

供、また、宮崎で働いてみたいという人々に

は、そういう宮崎の豊かさというものをアピー

ルしていきたい。私も政策提案で、今、「くら

しの豊かさ日本一の宮崎」を目指したいという

ことを申しておりますが、それも、そのような

問題意識に基づくものでございます。そういう

価値観の転換も図りながら、本県の強みを生か

して雇用・産業の振興を図っていく、そのよう

な取り組みを進めることによって、本県の地方

創生「みやざきモデル」というものを実現して

まいりたい、そのように考えております。

○二見康之議員 恐らく、それは若者たちが求

めている価値観じゃないと思うんです。私たち

も、同じ世代の都会に行っている友人とかの話

を聞くと、帰りたくても帰れないというのが現

状であって、子育てしやすい環境であるとか、

それはみんな知っているんです。自分が育って

きたところですから、環境がいいことは。だけ

ど、何が足りないかといったら、さっきの就職

ランキングに出ているような―若者というの

は、いろんな夢にチャレンジしたいとか、新し

いことに頑張ってみたい、そういった燃えるよ

うな情熱を持っている人たちが多いと思うの

で、そういう情熱を発散できるというか、活躍

できる場をどうやってつくっていくかというと

ころが一番大事なのかなと思います。宮崎県に

ある豊かさというものは、みんなが実感してい

るところであって、それはみんながわかってい

る。それにプラスして、都会にあるような娯楽

があるとか、大都市化するのがいいことじゃな

くて、自己実現ができるような環境整備という

ものをぜひ進めていただきたいと思います。

続きまして、林業公社について伺います。こ

れまで４年間の経営責任者として、理事長であ

る知事は、この公社の経営についてどのように

お考えになっているのか伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私が理事長に就任した

当時は、林業公社におきましては、第３期経営

計画に基づき、経営改善に取り組んでいたとこ

ろでありますが、木材価格の低迷などによりま

して、計画どおりの事業収入を確保できず、大

変厳しい状況、資金不足が見込まれていたとこ

ろでございます。このため、このような危機的

状況を回復すべく、経営責任者としまして、第

３期の経営計画を１年前倒しで改定いたしまし

て、間伐材の販売方式の見直しによる流通コス

トの削減でありますとか、利息の軽減などの経

営改善に努めてきたところであります。その結

果、現在の経営状況につきましては、国全体の

追い風等も受けながら、目標としております年

度末資金残高を上回るなど、おおむね順調に進

んでいるものと考えております。

○二見康之議員 続けて、公社経営について今

後どのように取り組んでいくのか、知事に伺い

ます。
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○知事（河野俊嗣君） 県におきましては、今

年度、改めて公社の今後のあり方につきまし

て、外部検討委員会や県議会などの御意見を伺

いながら検討を行いまして、公社として存続さ

せるという県としての方針を決定したところで

あります。公社では、この方針に沿いまして、

これまでの経営努力に加えて、木質バイオマス

を初めとする木材の需要増などを踏まえた新た

な改善策にも取り組みますとともに、森林の公

益的機能の発揮や雇用の確保など、公社に期待

されております役割というものをしっかり果た

しながら、改定計画の確実な実行に努めていく

こととしております。

本県の林業は、現在、大型製材工場や木質バ

イオマス発電施設の整備などにより、強い追い

風が吹いていると考えておりまして、私としま

しては、この流れをさらに加速化させ、木材価

格の低迷など、林業が抱える課題を解決してい

くことが、林業公社の経営改善にもつながるも

のと考えておるところでございます。先ほど議

論がありました川崎市との提携というのも、本

県の林業の蓄積によるものが大きいところであ

りまして、まさに本県の宝であろうと考えてお

るところでございます。今後とも、本県林業の

成長産業化に向けて、さまざまな施策に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○二見康之議員 いろんな意味で追い風が吹い

ているんでしょうね。円安が進んだということ

も非常に大きな影響があったのかなと思います

が、いかんせん今の社会というのはいつ動いて

いくかわかりませんから、経営のあり方として

は、まだ危ないといいますか、厳しいことには

変わりないと思います。今回、26年度で存続す

るか廃止するかという決断をされるということ

でのお話だったものですから。ただ、当初は、

たしか29年度で判断するということだったと思

います。引き続き、この経営については注視し

て、しっかりと経営がよくなっていくように取

り組んでいただきたいと思います。

続きまして、今回、県私立幼稚園連合会、私

立幼稚園ＰＴＡ連合会のほうから御相談があり

ました。まず初めに伺いますが、来年度から

「子ども・子育て支援新制度」に移行する予定

でありますが、今後、私立幼稚園に対する支援

についてどのように取り組んでいかれるのか、

知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 子育て支援につきまし

ては、幼稚園や保育所の改築・耐震化などによ

ります子育て環境の整備や、「未来みやざき子

育て県民運動」の展開によります機運の醸成、

さらには、結婚から妊娠・出産、子育ての切れ

目のない支援など、さまざまな施策に多面的に

取り組んでいるところであります。その中で、

就学前の子供の教育を担っておられます私立幼

稚園に対する支援というものは、安心して子供

を生み育てられる子育て環境を整える上での重

要な施策の一つであると考えておるところでご

ざいます。私も３人の子供がそれぞれお世話に

なったところであり、まさに実感をしておると

ころでございますが、来年度から施行が予定さ

れております「子ども・子育て支援新制度」に

おきましては、運営費の算定について、幼稚園

や保育所などに共通の仕組みが創設され、職員

の処遇や配置状況等を踏まえたさまざまな加算

も設けられることとなっております。制度が大

きく変わるときは現場の皆さんにいろんな不安

があるということを、私も意見交換の中で伺っ

ておるところでございますが、県としまして

は、こうした新制度の適切な運用を図りなが

ら、引き続き子育て支援の充実に努めてまいり
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たいと考えております。

○二見康之議員 今回、私が相談を受けました

ことは、私が議員に就任した年から毎年、県の

ほうに要望してある事項だったと思います。ま

ず１点目なんですが、障がい児等の就園を支え

る特別支援教育事業費補助金について、２点目

は、共働き世帯増加に伴う預かり保育推進事業

費補助金について、３点目は、私立幼稚園職員

等の退職手当に係る退職金基金事業費補助金に

ついてであります。まず、福祉保健部長に伺い

ますが、私立幼稚園に対する特別支援教育経費

補助事業及び預かり保育推進事業について、当

県における補助額の増額はできないものか。九

州各県と比べても低い設定になっております。

福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 幼児期の特別

支援教育につきましては、障がいのある子供た

ちの心や体の自発的な成長を促す上で重要であ

り、また、保護者の就労の多様化に対応した預

かり保育につきましても、仕事と子育ての両立

支援を図る施策として有効であると考えており

ます。このため、近年の対象幼児数の増加等に

対応して、必要な予算の確保に努めてきたとこ

ろでありまして、本年度の予算額は、特別支援

教育経費補助金が約3,500万円、預かり保育推進

事業補助金が約１億1,100万円となっておりま

す。県としましては、極めて厳しい財政状況で

はありますが、引き続き必要な予算の確保に努

めてまいりたいと考えております。

○二見康之議員 当県においては、障がい児が

１人いる場合は19万6,000円、そして、２人以上

いる場合は１人当たり39万2,000円の補助となっ

ていると伺っております。九州内における他県

の状況としては、沖縄県は同じ設定となってお

りますが、１人いる場合、倍額の39万2,000円、

２人以上いる場合は、福岡県以外は当県の倍

の78万4,000円というふうに設定されておりま

す。この特別支援体制を整えるには、職員１人

つけないと対応できないぐらい大変なことなん

だと、現場のほうではそういうふうに伺ってお

ります。幼稚園においてしっかりとした特別支

援体制をとってもらうためにも、他県並みの支

援が必要だと思われます。

また、預かり保育についてですが、時代の変

化とともに夫婦共働き世帯が本当にふえてきて

います。幼稚園としても、この取り組みをしな

いわけにはいかない状況となっているのが現状

であります。これについては、預かり担当の人

数に応じて補助金額が決められていますが、同

じく、九州各県と比較しても低い設定になって

いると言わざるを得ません。「日本一の子育て

・子育ち立県」を掲げる宮崎県として、せめて

他県並みには支援できないものでしょうか。重

ねて福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいまの議

員の御質問の趣旨というのは、十分私も理解し

ておるところでございますし、これまでも、ど

のような支援の充実ができるのかということ

は、いろんな形で、いろんな関係者の御意見も

踏まえながら検討はしているところでございま

すが、先ほど申し上げましたとおり、現状にお

いては、必要な予算の確保を進めていくしか方

法がないのかなと考えております。ただ、来年

度、新制度ができる中で、幼稚園本体の支援の

部分、いわゆる基本的な支援の部分はかなり充

実されますので、トータルとしては幼稚園の経

営も充実するのかなと考えております。

○二見康之議員 新しい制度で本体部分の支援

がよくなってくるのは、どこも一緒なんだと思

うんです。これは、それぞれの事業について見
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ていかなければならないのかなと思います。予

算がない、財政的に厳しいのはよくよくわかっ

ているわけなんですけれども、ちょっと角度を

変えてお伺いします。特別支援について、障が

い児１人の場合と２人以上いる場合で１人当た

りの補助単価が違いますが、その理由を福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） これまでいろ

んな国の制度改正がありました。何年前かわか

りませんが、今の金額になったと思っておりま

す。県といたしましては、今の財政状況も踏ま

えますと、現行の基準額、いわゆる１人の場合

は19万6,000円、２人の場合は39万2,000円、こ

れは沖縄県と同額でございますけれども、これ

で設定をさせていただいているということでご

ざいます。

○二見康之議員 県が助成するに当たって、在

園する障がい児の数によって障がい児１人当た

りの補助金額の差があっていいものなのでしょ

うか。ここをちょっと知事に、そのお考えを伺

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな財政状況が

厳しい中で、それぞれの県において工夫がなさ

れているというふうに受けとめておるところで

ございます。全体等を見て、今、御指摘のあっ

たこういう支援事業も含めて、しっかりとこれ

からもいろんな形で工夫を凝らしてまいりた

い、そのように考えておるところであります。

○二見康之議員 幼稚園に障がい児が１人いる

場合、19万6,000円の補助、２人いる場合は78

万4,000円になるわけです。となると、幼稚園に

とっては４倍の差が出る、収入の格差が出ると

いうことなんですが、これには、まず、親が病

院に子供を連れていって、障がいがあるという

ことを認めなければならないという、一つの

ハードルがあるわけです。現実には認めたくな

いという親心があるわけです。認めるというこ

とはなかなか難しい問題であるわけなんです。

１人だけじゃなくて２人、３人と認める。軽い

症状だけれども、いろんな課題を持っている子

がいる、そういうのが今の現状なんです。その

ような現状において、１人しか認定されている

子供がいない園においては、先ほど言ったよう

に19万6,000円の補助、しかし、２人いた場合に

は４倍の補助を得られるようになってしまう。

先生たちは、もちろん子供たちのためを思って

いろいろと教育・保育をされるわけなんですけ

れども、そのような環境というか現状を県のほ

うがつくってしまっているというのが、今の現

実なんじゃないでしょうか。先生方に、２人以

上いるからこの子たちは補助率が高い、１人

だったらこの子は低いと、そんなことを頭の中

で考えながら子供たちの教育を担わせようとし

ている今の県のあり方というものは、本当に子

育て日本一を目指す県政であるのか。それが本

当によい子育てにつながっているとお考えなの

か、知事のお考えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘を踏まえて、よ

く今後検討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 よくよく御検討ください。障

がい児が１人いるのか、２人いるのかによって

全然補助金が変わってくるわけです。そういう

設定の仕方というのは本当にいいのかと思うん

です。御検討に期待したいと思います。

次に移ります。今度は３点目、退職金基金に

ついて伺いますが、幼稚園の退職手当資金給付

事業の安定的な運営のために、平成17年度から

年々、県の補助は減額が続いております。財団

の運営に大変憂慮されております。補助率とし

ては、平成16年度が1000分の31だったのが、今
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年度では1000分の12.3と、約３分の１になって

おります。この助成には、私学教職員退職金補

助金積算率1000分の36という地方交付税による

手当てがされているはずです。県の補助金は増

額できないのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県の私立

幼稚園職員等の退職手当につきましては、公益

財団法人宮崎県私学振興会が、会員である学校

法人等からの負担金、それと県からの補助金等

を積み立て、給付事業を行っていただいている

ところでございます。御指摘がありましたよう

に、私立幼稚園の退職手当や共済費等につきま

しては、給与等とあわせまして、経常経費に対

する経費として地方財政措置が講じられている

ところでございます。これを踏まえ、県といた

しましては、大変厳しい財政状況であります

が、私立幼稚園の重要性に鑑み、全体としては

相応の支援を行っているところでございますの

で、御理解を賜りたいと考えております。

○二見康之議員 理解ができないから要望され

ているんだというふうに私は思います。今まで

県のほうに要望されていたのに、今回こうやっ

て議会のほうにも相談に来られたということ

が、何よりの証拠じゃないでしょうか。総合政

策部長は就任されてまだ半年少々ですから、幼

稚園の実態というものについてまだお詳しくな

いかもしれませんが、この退職金制度、県と幼

稚園がそれぞれ負担率に応じて積み立てていく

ものになっております。

平成16年度において、県の補助率1000分

の31、それに対して幼稚園のほうが1000分の51

ですから、年間1000分の82を積み立てることが

できたものが、平成25年度では1000分の63.5、

そして26年度では、幼稚園が1000分の５上がっ

たにもかかわらず、県がまた1000分の0.2減額し

ておりますから、本年は1000分の68.3と、10年

前の約1.5％の減額となっております。13年前

に、基金運営が厳しいということで幼稚園負担

をふやしたわけでありますけれども、それから

も県の補助は減らされ続けております。運営が

難しいから増額したのに、さらに運営が厳しく

なってきたのが事実であります。

退職金給付も、就業２年未満には不支給とい

うように幼稚園業界のほうも対応されているそ

うです。それでもまだ厳しい状況なので、幼稚

園のほうでは、来年度はさらに負担率を上げな

いと基金運営は継続できないだろうというよう

なことです。各法人の負担も限界に来ていると

伺っております。宮崎県の補助率というもの

は、九州他県を見ても最低の金額となっており

ます。

幼稚園の重要性に鑑み、相応の支援を行って

いくので御理解をと言われましたが、年々県負

担を削減していくことが相応の支援と言えるの

でしょうか。知事は、対話と協働をモットーと

されておりますが、どのようにすればこの基金

運営を続けていくことができるのか、このこと

について、知事はどれだけ対話をされてきたの

か、相互理解を深める努力をされてきたのか、

甚だ疑問であります。知事に、これまでの取り

組みについてお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどより突然のお尋

ねが続いておりまして、私も十分準備ができて

いないところでございますが、いずれにせよ、

私立幼稚園の関係者の皆様から毎年要望いただ

いておるところでございます。しっかり受けと

めて、厳しい財政状況ということを言いわけに

してはいけないということを思いながらも、

しっかりとした私立幼稚園での教育が進むよう

に、県としても研究・検討してまいりたいと考
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えております。

○二見康之議員 この問題はここ１年、２年の

話じゃなくて、ずっと幼稚園団体のほうから上

げてこられた要望事項なんじゃないですか。そ

のときに本当に検討されたんですか。きょうこ

こで質問されるのに、聞いていなかったからと

いう現実認識のあり方というのは、ちょっと理

解に苦しむところなんですが、幼稚園の中で

も、いい先生たちを確保しよう、いい教育を子

供たちに提供しようと、一生懸命頑張っており

ます。その中で、先生たちは、退職金のことと

か考えないで現場のほうに当たっていると思い

ます。しかしながら、年々、宮崎県の退職金の

補助のほうは下がっていく。先生たちの現状と

いうのを本当に御理解いただいているのかな

と。朝早くからバスに乗って子供たちを迎えに

行って、昼間の仕事を終え、今の時期だった

ら、お遊戯会や発表会、そういったものの準備

に追われて夜中まで頑張っていらっしゃる。退

職金のこととか考えていないと思います。だか

らこそ、政治のほうで、我々のほうで、しっか

りといい働きやすい環境をつくっていくという

思いで取り組んでいかなければならないと思う

んですが、ぜひ、今後の御検討を期待したいと

思います。

次の質問に移ります。９月議会で重松議員が

骨髄バンクについて質問されました。骨髄移植

を推進するためには、多くのドナーを確保する

必要があると思いますが、これまでの経過を含

め、県は今後どのように取り組んでいくのか、

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 骨髄移植は、

国内で年間1,300例程度行われておりますが、常

時3,000人近くの患者が移植を待っており、移植

を推進するためには、さらに多くのドナーを確

保することが重要であります。このため、県に

おきましては、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

月間に合わせた街頭啓発や、県広報による登録

呼びかけを行っております。また、今年度はさ

らに、県本庁舎や総合庁舎での献血に合わせて

ドナー登録の呼びかけを行い、これまで22名の

職員が登録を行ったところであります。県とし

ましては、これらの取り組みを充実するととも

に、地域のイベントやスポーツキャンプなど、

多くの集客が見込める機会を活用し、啓発活動

を実施するなど、ドナーの確保に積極的に取り

組んでいきたいと考えております。

○二見康之議員 骨髄バンクの皆さんはボラン

ティアの方々が多くて、個人的に取り組んでい

らっしゃる方が本当に多いです。一生懸命取り

組んでいらっしゃいます。だけど、いろんなア

イデアとかノウハウとかも持たないものですか

ら、県のほうにいろいろ相談させてほしいとい

う思いでいらっしゃるようですので、これから

の取り組みに期待していきたいと。最近、赤十

字も交えた会議を設けられたという話も伺いま

したので、いろんな意味で情報交換をしなが

ら、どうしたらさらにいい取り組みができるの

か、考えていっていただければなと思います。

次の質問に移りますが、先日も性に関する質

問がありました。本年事業として福祉保健部

が、安全・安心な妊娠・出産につなげる目的と

して、パンフレット作成や講演会開催などをさ

れるようですが、そもそもこのような内容につ

いては、年齢に応じた性教育がしっかりなされ

ていなければならないのであって、このような

分野にこそ、塾の講師ではない、子供の全体的

な成長に責任を負う学校教師としての教育的役

割が求められると思います。このような取り組
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みを福祉の分野で施策を講じなければならない

現状を真摯に受けとめ、性に関する指導につい

て、学校教育においてしっかり指導することが

必要であると思いますが、教育長のお考えを伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 望まない妊娠である

とか、性感染症の問題だとか、性に関する問題

が深刻化している状況にある中、性に関する指

導は、危機意識を持ちながらしっかりと行うべ

きだと考えております。そのような認識のも

と、学校では、保健学習など教科の授業で性に

関する科学的知識を理解させることに加え、道

徳や特別活動等において外部から専門の医師を

招聘し、命のとうとさに気づかせるような心に

響く指導や、社会の一員としてのモラルや責任

について自覚を持たせる指導などを行っており

ます。本県では、性に関する指導は、命のとう

とさを考える基盤となる、特に大切にすべき指

導であると捉え、県独自で性に関する教育資料

「かけがえのない大切な命」を作成しておりま

す。本資料の効果や内容を検証・改善しなが

ら、発達の段階に応じた指導の充実に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○二見康之議員 教育委員長に伺いたいと思い

ますが、本県の重要な教育的課題というものは

何か、また、その課題にどう取り組んでいかれ

ようとしているのか。教育委員長のお考えを伺

いたいと思います。

○教育委員長（島原俊英君） 大変変化の激し

い現代社会の中で、社会で求められる人材も変

わってきていると考えております。教育にはさ

まざまな課題がありますが、その中でも特に、

本県というよりは全国的な、それから、本質的

な、根本的な課題だと思いますけれども、与え

られた問題を解決するだけではなくて、学ぶこ

とに高い意欲を持ち、みずから問題を発見し、

困難に挑戦し、そして解決していくという力を

つけていくことが大切だと考えています。それ

を一言で言うと「生きる力」というものになる

だろうと考えていますけれども、子供たちに揺

らぎのないものとしてどう身につけさせていく

か、それが重要なことだと認識しております。

そのためには、生きる力の基盤となる「確かな

学力」を育むこと、それから、郷土を愛し、郷

土を支え、誇りに思い、その発展に貢献する気

概につながる「豊かな人間性」の育成、自立し

た社会人・職業人を育む「キャリア教育の充

実」などが大切であります。学校、家庭、地

域、企業が連携しながらしっかりと取り組み、

本県の地域社会や地域産業の将来を支える人財

を育成してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 実践的な教育というものは

やっぱり必要だと思いますので、教育委員長に

はそういったところで期待を集められているの

かなと思います。また、前任の齊藤教育委員長

にも同じような質問をさせていただきました。

そのときに言われた課題について、まだ教育委

員会の中でもいろいろと取り組まなければなら

ないと思いますが、どのようにお考えか、教育

委員長のお考えを伺います。

○教育委員長（島原俊英君） 齊藤前委員長

は、家庭や地域の教育力の向上と教職員の資質

向上の２つの課題を注視されていたと認識して

おります。私も、これらの課題が教育を支える

基盤となるものであり、本県教育の向上につい

ても非常に大事なものだと考えております。前

教育委員長と同じ思いを持ちながら、今後とも

継続して取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 私も当初から、教育において
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は立腰教育というものを取り入れることを勧め

ておりました。今、本県では、立腰指導を第二

次宮崎県教育振興基本計画の中に位置づけ、県

の施策として取り組んでいますが、現在、どの

程度各学校において浸透しているのか、教育長

にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 腰骨を立てた正しい

姿勢を身につけさせるというのが立腰指導であ

りますが、そのことにつきましては、体力向上

を推進する具体的な施策の一つであることはも

ちろんですが、学ぶ上できちんと姿勢を正すと

いう意味からも効果が高いことから、本県の施

策として、23年度から組織的に取り組みを始め

ているところであります。今年４月に実施しま

した調査によりますと、平成25年度の公立学校

における立腰指導の実施率は、小学校が83.7

％、中学校が85.9％、高等学校が67.6％、全体

で83％となっております。できれば100％を目指

したいと考えているところであり、一層の普及

を狙いまして、４月の体育担当責任者会の中

で、公立全小・中・高等学校の体育の責任者に

対しまして、総合的な体力向上も図られる、ま

た、学習活動に対する集中力が高まるなどの立

腰指導の効果や、指導方法等を具体的に示すな

ど、全ての学校で取り組みが行われるように周

知徹底を図っているところでございます。

○二見康之議員 あわせて、しつけの基本と言

われる「挨拶をする」「返事をする」「履物を

そろえる」というしつけ教育の徹底も、これま

で訴えてまいりましたけれども、ここに焦点を

当てて取り組んでいくことはできないのか、同

じく教育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 御指摘の「挨拶をす

る」「返事をする」「履物をそろえる」といっ

た習慣につきましては、まず、家庭において

しっかりと身につけさせるべきものと考えてお

りますが、これらは、子供たちの生きる基盤で

ある基本的なマナーを育むという点で非常に重

要なことでありますので、これまでも各学校に

おいて指導がなされております。基本的生活習

慣の中でも、特に挨拶は何より大切であると考

えておりますので、第二次宮崎県教育振興基本

計画において、本県教育が特に目指す姿として

示した10の重点目標の中で、まず第１番目に

「あいさつができる子ども 日本一」を掲げ、

指導の徹底を図っているところでございます。

本県の子供たちを、一人残らず社会でしっかり

と通用する人に育てたい、また、社会で愛され

る人に育てたい、そういう思いを持っておりま

すので、今後とも、基本的な生活習慣の確実な

定着が図られるよう、取り組みを進めていきた

いと考えております。

○二見康之議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。ことし６月に内閣府が発表した「子

ども・若者白書」2014年版において、「今を生

きる若者の意識～国際比較からみえてくるも

の」ということで、世界７カ国の若者、満13歳

から満29歳までの男女の意識調査の結果が発表

されました。「あなたは、自分の将来について

明るい希望を持っていますか」という問いに対

し、「希望がある」「どちらかといえば希望が

ある」と答えた割合について、日本では61.6

％、韓国では86.4％、アメリカでは91.1％、イ

ギリスでは89.8％、ドイツでは82.4％、フラン

スでは83.3％、スウェーデンでは90.8％という

結果でありました。今の日本がどのような現状

に置かれているのか、これを知る一つの示唆で

はないかと思います。本県に生まれた多くの子

供たちが明るい将来の希望を持てるように、こ

れからも県勢発展のために頑張っていきたいと
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思いますし、知事にも御尽力いただきたいと

思っております。

以上で私の一般質問を終わります。（拍手）

○押川修一郎副議長 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58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、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 県民連合の

鳥飼でございます。通告に従いまして一般質問

を行います。

「「誰の知的影響も受けていないと信じてい

る実務家でさえ、誰かしら過去の経済学者の奴

隷であるのが通例である。虚空の声を聞く権力

の座の狂人も、数年前のある学者先生から（自

分に見合った）狂気を抽き出している」これ

は、掲題書の74ページに引用されたケインズの

言だ。書かれたのは1936年だが、今や問題はさ

らに大衆化し拡散している」

以上は、９月14日付の毎日新聞「今週の本

棚」に掲載された藻谷浩介氏の伊東光晴著作

「アベノミクス批判」への書評の一部でありま

す。藻谷氏は続けて、第１の矢である大胆な金

融緩和、第２の矢である10年間で200兆円を投じ

るとした国土強靭化という名の公共事業、第３

の矢である成長戦略、そして安倍総理が日本を

取り戻すとした隠れた第４の矢である集団的自

衛権と特定秘密保護法に触れた後、こう述べて

います。「評者も懺悔しなければならない。心

筋梗塞で生死の境をさまよう経験をされなが

ら、命を削って発信を続ける著者の思いに、力

足らずの後進のはしくれとして、よく応えられ

ていないことを。若者よ、集団幻想を抜け出

し、勇気を持って事実を語ろう。若ければ若い

ほど、真珠湾攻撃にも似て出口戦略のない無謀

な金融緩和の、頓挫した後の世界を生きていく

時間は長いのだから」と続けています。そこ

で、知事に、アベノミクスに対する認識と評価

についてお尋ねします。

以上、壇上からお尋ねします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

アベノミクスでありますが、大胆な金融政

策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成

長戦略の３本の矢によりまして、デフレからの

早期脱却と日本経済の再生を目指すものであり

まして、労働市場の活性化、円安による輸出産

業の収益増加など、我が国経済の活性化に一定

の成果をもたらしたものと考えております。一

方、先日発表されました７月から９月期の四半

期別ＧＤＰ速報値は、２期連続のマイナスと

なったところであります。その要因としまし

て、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反

動減や、夏場の天候不順による個人消費の不

振、企業在庫の調整などが挙げられているとこ

ろでありますが、景気の動向や経済状況の評価

につきましては、長期的な視点による分析が必

要であろうと考えております。

私も、県内各地を回り、県民の方々の間に景

気回復の実感がなかなか感じられないという声

があることについては、十分認識しておるとこ

ろでありまして、経済の好循環を実現するため

には、アベノミクスの効果を全国津々浦々にま

で届ける必要があるものと考えているところで

あります。以上であります。〔降壇〕
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○鳥飼謙二議員 あんまりアベノミクスの評価

と認識にはお答えになっていないのかなという

ふうに思いますが、次に移ります。

次に、アベノミクスの地方への波及について

であります。知事は、先日の田口議員への答弁

で、「地方においては、景気回復の実感が得ら

れにくい状況にあり、円安による原料価格や燃

油価格の上昇から、農林水産業や中小企業での

収益悪化が懸念されています」と答弁されてい

ますが、県民も同じように感じているのではな

いか。給料は少しは上がったかもしれないが、

物の値段がどんどん上がる、そんな感じではな

いかと思っています。アベノミクスが地方に波

及しない理由について、どのように考えておら

れるのか、知事にお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 本県経済の現状を見て

おりますと、雇用情勢においては、有効求人倍

率が平成４年以来の0.9倍台を維持しているとい

うこと、また、金融面においては、法人向けの

貸出金が前年を上回って推移していることな

ど、改善が進んでいるところでありますが、個

人消費などで一部に弱さが見られているところ

であります。中小企業が多く、農林水産業を基

幹産業とする本県のような地方におきまして

は、円安に伴う原料や燃料等の輸入品価格の上

昇によりまして、事業者等の収益悪化が懸念さ

れるなど、都市部と比較すると、なかなか景気

回復の実感が得られにくい状況があるのではな

いかと考えております。

こうした中、政府は、景気の好循環を確かな

ものにし、地方にアベノミクスの成果を広く行

き渡らせるということで、地方の活性化に重点

を置いた経済対策の検討を始めたところであり

ます。今後、地方創生の動きとも連動させつ

つ、必要な予算確保を含め、県としても、しっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 日銀宮崎支店の直近の宮崎県

金融経済概況によりますと、「宮崎県の景気は

最終需要面に弱さが見られるものの、基調とし

ては持ち直しの動きが続いている」としており

ますけれども、実感と合わないというのが私ど

もの感じでございます。

次に、第４の矢であります集団的自衛権につ

いてお尋ねします。安倍内閣は７月１日、「国

の存立を全うし、国民を守るための切れ目のな

い安全保障法制の整備について」と題する閣議

決定を行いました。その要点は、歴代自民党内

閣で憲法第９条のもとでは許されないと解され

てきた集団的自衛権の行使に関する従来の政府

見解を変更し、その行使が第９条解釈上も許さ

れるとしました。これは実質的な憲法改定であ

り、憲法第96条により手続を行うべきと思われ

ますが、知事の認識をお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 世界各地におきまし

て、さまざまな紛争が起こっており、我が国近

辺においても、同様のいろんなリスクが高まっ

ている状況におきまして、安全保障環境が大き

く変化しているということを踏まえますと、我

が国の安全保障のあり方を議論することは、極

めて重要であろうと考えております。この問題

は、国の根幹にかかわる極めて重要な課題であ

ると考えておりますので、今後、関連法令の改

正等に関して議論が行われることと存じており

ます。政府におきましては、その背景や内容を

十分に説明し、また、国会におきましては、国

民の幅広い意見を十分踏まえながら、丁寧かつ

慎重な議論を行っていただきたい、そのように

考えておるところであります。

○鳥飼謙二議員 これもあんまりお答えになっ

ていないというのが正直な実感でございます
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が、後で申し上げるとしまして、次に、特定秘

密保護法についてお尋ねします。昨年の12月５

日、参議院国家安全保障特別委員会で、怒号と

悲鳴が飛び交う中、希代の悪法である特定秘密

保護法が強行可決され、翌日、参議院本会議で

可決・成立いたしました。県議会の当時の３会

派、社民党、民主党、共産党は、山形屋前交差

点で共同の街頭演説を行うなど、暴挙に抗議し

てまいりました。以降、私どもは、毎月６日に

抗議の街頭宣伝を行っています。その後、法案

の中身は若干修正されたようでありますが、根

幹は変わっておりません。同法は、国民の知る

権利を脅かし、報道・取材の自由、表現の自由

を規制することで、国民主権そのものを侵害す

るおそれがありますが、特定秘密保護法につい

ての知事の所見を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 特定秘密の保護に関す

る法律に関しまして、防衛・外交など我が国の

安全保障に関する事項のうち、特に漏えい対策

が必要な情報を特定秘密に指定して保護するも

のでありますが、安全保障を取り巻く環境が厳

しさを増し、情報漏えいのリスクも懸念される

状況の中で、我が国及び国民の安全確保のため

には、機密漏えいを防止する法律の必要性はあ

るものと受けとめておるところであります。し

かしながら、一方で、国民の知る権利を制限す

ることにもなりますことから、これまでその兼

ね合いが議論されたところであります。また、

公開すべき情報まで秘密にすることにならない

かなど、さまざまな課題も指摘されてきたとこ

ろであります。

これらのことを踏まえ、今般、特定秘密の指

定基準やチェック体制などを内容とする運用基

準が定められたところでありまして、今後、法

の運用に当たっては、安全保障と知る権利との

バランスがいかにとられていくのかというとこ

ろが大変な議論になるということでございまし

て、これを注視してまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 集団的自衛権と特定秘密保護

法をお尋ねしたわけですけれども、国の根幹と

いうものが、近代国家は、国民一人一人の意思

によって成り立っているだろうと思っているん

ですね。ですから、憲法を変えるときには国民

の声を聞く、国民が変えようじゃないかと言う

ときは、その声に基づいて変えていくというの

が、当然、近代国家としてのありようではない

かと思っています。そのことを抜きにして実質

的に改定するというのは、日本は法治国家であ

ることを捨てたのではないかと言われてもやむ

を得ないと私は思っています。

日本人の習性を、哲学者の久野収は頂点同調

主義と厳しくただしています。それは、「組織

のトップの首をすげかえれば構成員は自然に新

たなトップに従う。権威ある者に極端に弱く、

みずから進んでなびいていき等質化しようとす

る。異を唱える者は仲間内で排除する。「お

上」への同調を競い合う」、私たちは、この日

本人の習性をしっかりと見詰め直さなくてはな

らないと思っております。「よらしむべし、知

らしむべからず」では、国民主権は実現しませ

ん。総選挙での有権者の審判を仰いでいかなく

てはならないと思っております。

では、次に移ります。子供の貧困対策につい

てであります。

先日、石井十次没後100年記念シンポジウムが

宮日会館で行われ、私も参加してまいりまし

た。法政大教授で社会活動家の湯浅誠氏は、

「知った者の責任として子どもの貧困を考え

る」と題した講演で、「日本では、相対的貧困
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児童は全児童の16.1％、328万人になっている。

テレビもあり食べるものもある。学校にも行け

ると、一見問題がないように見えるが、クラス

の中で、修学旅行に行けない、進学で夢を諦め

るなどでスティグマとなり、本人の可能性を閉

じ込めてしまい、社会の持続可能性に大きな影

響を与えることが問題だ」と強調しておられま

した。

その後に、湯浅さんや高校の先生、民間団体

宮崎キワニスクラブの方、それから県庁からも

来ておられましたけれども、パネルディスカッ

ションが行われ、子供の状況が議論されまし

て、充実したものになったのではないかと思っ

ておりますが、私は、もっと大人の貧困につい

ても議論してほしかったなというふうに思った

ところでございます。今、満足に食事をとれな

かったり、また入浴していないなどの絶対的貧

困を含め、子供の貧困は深刻であります。子供

の貧困についての現状をどう認識しているの

か、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県における

子供の貧困の現状について、例えば生活保護世

帯で見てみますと、当該世帯員のうち18歳未満

の受給者数は、平成20年７月の1,440人から平

成26年７月の1,995人と増加しております。ま

た、母子世帯については、国民生活基礎調査に

おいて、平均所得が全世帯の半分以下との結果

が出ておりますが、本県の実態調査によります

と、母子世帯数は、平成19年９月の１万5,294世

帯から平成24年11月の１万5,675世帯にふえてお

ります。さらに、児童養護施設の子供の大学等

の進学率を見ますと、平成25年５月１日時点で

は、全国が12.3％、本県は０％となっておりま

す。今後、現状分析を深めてまいりますが、現

時点で総じて言えますことは、子供の貧困の状

況は、本県においても全国と同様にあり、その

対策が必要であると認識いたしております。

○鳥飼謙二議員 子供の貧困に関する法律第８

条に基づき、８月に「子供の貧困対策に関する

大綱」が閣議決定されました。大綱では数値目

標等も示されず、極めて不十分ではないかと

思っております。県は、国が策定した大綱を受

けて、子供の貧困解消に向けてどのように取り

組んでいかれるのか、福祉保健部長にお尋ねし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子供の貧困対

策については、ことしの１月に「子どもの貧困

対策の推進に関する法律」が施行され、去る８

月に「子供の貧困対策に関する大綱」が策定さ

れました。この大綱では、当面の重点施策とし

て、教育の支援、生活の支援、保護者に対する

就労の支援、経済的支援の４つが示されまし

た。これを踏まえ、県としましては、新たに子

供の貧困対策の計画を策定することとしており

まして、先般、庁内関係部局や市町村の担当者

による会議を開催し、法の趣旨や大綱の内容に

ついて説明し、現在の取り組み状況等に関する

意見交換を行ったところであります。今後、こ

れらの会議を活用しながら、本県の子供の貧困

に関する現状と課題の分析を深め、必要な対策

の立案に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 ぜひしっかり取り組んでいた

だきますように、お願いしておきます。

次に、就学援助についてであります。学校教

育法は、経済的理由によって就学困難な児童に

対して、学用品費や修学旅行費、医療費、学校

給食費等を支給すると定めています。25年度の

就学援助の児童生徒への実施状況は、小中学校

の要保護児童生徒数は1,044名で、全体に占める
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比率は1.13％、準要保護児童生徒数は１万2,556

名の13.59％となっています。特別支援学校を含

めた全児童生徒数９万3, 1 0 0人のうち、実

に14.99％、１万3,957名が受給しており、平

成21年度以降、この数字は一貫して増加してい

ますが、教育長の現状認識をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 公立学校の義務教育

段階にある児童生徒に対する就学援助につきま

しては、生活保護世帯等の要保護児童生徒と市

町村民税非課税世帯等の準要保護児童生徒の保

護者を対象として、学用品費や通学費等、就学

に係る経費を給付することとなっております。

先ほど、議員のほうで25年のデータを御紹介い

ただきましたが、21年度から25年度、５カ年に

ついて見ますと、就学援助の対象となる児童生

徒数は、昨今の経済状況等もあって増加傾向に

ございます。就学のための援助を継続していく

必要があると認識いたしております。

○鳥飼謙二議員 一貫して増加してきていると

いうことは、子供の貧困状態といいますか、厳

しい状況が進行しているということですよね。

そこをしっかり押さえて対策をとっていただき

たいと思っております。

次に、奨学金についてお尋ねします。すぐれ

た資質を有しながら経済的事由により修学が困

難な学生生徒に育英資金を貸与して、将来有能

な人材を育成するとして、宮崎県育英資金制度

があります。同制度は、一般育英資金とへき地

育英資金があり、学習成績の平均評定値が3.0以

上、家計基準は日本学生支援機構に準じると

し、公立高等学校で自宅通学の場合、最高月額

１万8,000円、私立高校で月額３万円、大学国公

立で自宅外通学の場合、最高月額５万円、私立

大学６万3,000円などとなっています。いただい

た資料では、25年度は4,082名、13億822万6,000

円が貸与されているようでございます。

一方、償還率を見てみますと、25年度、現年

度・過年度合わせて64.1％と、年々悪くなって

きています。これは、非正規社員が40％、年

収200万円以下の勤労者が1,100万人になるなど

の雇用環境の悪化があるのではないかと思って

おります。償還率の低下は、返済条件が現状に

そぐわなくなっているのではないかと思われま

すが、現状をどのように認識しておられるのか

お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 育英資金の償還率に

つきましては、平成24年度以降、64％台で推移

しております。そういう中でありますが、未返

還者につきましては、きめ細やかな対応をさせ

ていただいているところであります。具体的に

申し上げますと、返還を要請する訪問などによ

り、仕事についていない方や就労していても非

正規雇用の方、正規雇用であっても収入が少な

い方などの状況を把握し、その状況に応じた対

応を行っているところであります。一方で、未

返還者の中には、返還できるのに返還しないな

ど、返還意識の低い方も見受けられるところで

ありまして、その方々には強く返還を求めてい

るところであります。個々人の状況へは細やか

に配慮しながらも、限られた財源の中で、進学

のための資金を必要とする子供たちが諦めるこ

となく学び続けられるよう、制度を維持してい

くことが重要であると認識しております。

○鳥飼謙二議員 確かに資力はありながら返還

しない場合は厳しくやらなくてはならない、当

然でございますけれども、その環境にないとい

う場合は、返還猶予なり、いろんな対策を講じ

ていく必要があると思います。そういう対策を

制度としてとらない限りは、償還率がだんだん

と低下するという数字となって、何をやってい



- 210 -

平成26年11月21日(金)

るんですかということになりますので、そこを

もうちょっと工夫していただきたいなというこ

とを申し上げておきたいと思います。

次に、日本学生支援機構についてであります

けれども、奨学金には有利子と無利子がござい

ます。無利子で月額５万4,000円の貸与を受ける

と４年間で259万2,000円となりまして、返済額

は同額の259万2,000円、15年で返済すると月額

１万4,400円の返済となります。有利子で月額５

万円の貸与を受けると４年間で240万円、返済額

は256万1,012円、15年で返済すると月１万4,227

円となります。しかし、いずれにしましても、

卒業時に多額の借金を背負って社会人になるわ

けであります。これで果たして奨学金と言える

のだろうかと、疑問を感じるわけであります。

現状は、日本学生支援機構というのは金融業に

なっているんじゃないかというような感じもす

るわけでありますが、日本学生支援機構の奨学

金制度の現状についてどのように考えているの

か、教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 日本学生支援機構の

奨学金事業は、大学生や大学院生などを対象

に、無利子の第一種奨学金と有利子の第二種奨

学金により実施されております。第一種の無利

子奨学金につきましては、一定の学力要件はあ

るものの、収入の少ない方が利用しやすい制度

設計になっていると考えております。また、有

利子奨学金の貸与条件につきましては、無利子

奨学金より学力、収入の要件が緩和されている

ことによって借りやすくなっており、これまで

も奨学金を必要とする多くの学生に貸与できて

おりますことから、一定の成果があるものと認

識しております。国においては、「学生への経

済的支援の在り方に関する検討会」を設置し、

無利子奨学金の貸与人員の拡充などについて検

討されていると聞いておりますが、よりよい制

度を求めての取り組みだと考えております。

○鳥飼謙二議員 いずれにしましても、卒業し

て多額の借金を抱えて社会に出る。それが一定

の所得があれば返済できるわけですけれども、

近年の状況では必ずしもそうはなっていないと

ころがあるわけで、本来の奨学金としてのある

べき姿に日本学生支援機構も変わっていくべき

ではないかなと思っております。

次に、宮崎県育英資金制度についてですけれ

ども、返還不要の奨学金制度を創設するとか、

返済猶予等の制度の充実を図るべきではないか

と思いますので、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 返還不要の奨学金制

度の創設につきましては、財政的には非常に厳

しい中にあるんですが、低所得世帯の高校生に

対する教育費の負担軽減を図ることを目的に、

今年度より、返還を要しない公立高等学校等奨

学給付金制度を創設したところでありまして、

給付に向けて今準備を進めており、書類の

チェック等を進めているところであります。返

還猶予につきましては、本人からの相談や、返

還要請のための電話や訪問時の聞き取りにおい

て、病気で仕事につけないなど返還が困難であ

ると認められる場合には、猶予申請をされたら

どうですかと促すなど、柔軟に対応していると

ころであります。今後とも、きめ細やかな対応

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 今答弁にありました返還不要

の公立高等学校等奨学給付金、額は国公立で３

万2,300円、これは月額じゃなくて年額なんです

ね。ここをもうちょっと充実できないかと思う

わけでございますけれども、いずれにしても、

制度の趣旨を、子供さんたちといいますか、高

校生や対象児童に徹底していただきますように
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―今取り組み中ということですから、今どれ

ぐらいありますかということはこの場ではお聞

きしませんので―よろしくお願い申し上げた

いと思います。

次に、難病対策についてお尋ねします。

我が国の難病対策は、1972年（昭和47年）、

難病患者の救済策として、法律に根拠を持たな

いまま予算措置により実施されてまいりまし

た。昨今、患者さんたちの強い要望等もあり、

「難病の患者に対する医療等に関する法律」が

小児慢性疾病とあわせて成立し、来年１月より

施行されることとなっています。法制化に対す

る評価について、福祉保健部長にお尋ねしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病対策につ

きましては、法律ではなく国の要綱に基づき実

施されてまいりましたが、難病患者団体の御意

見や請願を受けて、医療費助成対象疾患の拡大

などについて、国に機会あるごとに要望を続

け、県議会におきましても、平成23年９月に国

に意見書を提出していただいたところでありま

す。今回の法制化により、医療費助成対象疾患

の大幅な拡大などが実現したことは、これまで

の関係者の長年にわたる要望活動が実ったもの

であり、県といたしましても大変喜ばしく思っ

ております。

○鳥飼謙二議員 法制化に伴いまして、昨日の

答弁でもありましたけれども、患者さんが増加

することになる。宮崎県でも9,000人から１

万5,000人が見込まれているということですけれ

ども、今後、そういう意味では、難病患者団体

との連携をさらに強化していく必要があると

思っております。宮崎県難病団体連絡協議会と

の連携について、部長の考えをお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病患者団体

との連携につきましては、これまでも、知事や

担当部局との面談などの機会を設けて、患者の

抱える問題や難病制度に関する御意見をお聞き

し、できる限り難病施策の充実に反映している

ところであります。今回の法制化による対象疾

患の拡大に伴い、患者数も大きく増加すること

が見込まれておりますので、これまで以上に患

者団体と連携をさらに密にして、情報収集を小

まめに行うなど、患者の方々に寄り添った取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 制度の内容を患者さんにもよ

くわかっていただくという面からも、患者さん

の団体が充実していく、それに県も協力すると

いうことは、県の施策の推進にもつながるとい

うことになりますので、ぜひよろしくお願い申

し上げたいと思っております。

次に、難病患者の支援を行うために、現在も

保健所単位で協議会等が設置されているとお聞

きしておりますけれども、活動状況についてお

尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病患者の支

援につきましては、患者の抱える多岐にわたる

問題について、支援に当たる関係者が共通認識

を持って取り組んでいくことが大切であります

ので、保健所を中心に、関係機関や患者及びそ

の家族により構成される連絡会議等を設置して

おります。その活動内容は、例えば医師を講師

とし、訪問看護師やケアマネジャーなど関係者

の資質の向上を図るための研修会の開催や、患

者の療養生活の質を向上させる方策等について

検討を行っております。また、在宅療養を行っ

ている患者を支援するために、難病訪問相談員

を派遣したり、患者の医療及び日常生活に係る

相談や助言等を行っております。

○鳥飼謙二議員 最後に、患者団体の活動拠点
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の整備についてであります。患者団体の活動拠

点として、平成17年９月に、県福祉総合セン

ター内に宮崎県難病相談支援センターが開所

し、現在、常勤職員１名が配置され、支援相談

員による電話相談や面談が行われ、患者さんの

よりどころとなってきました。患者・家族から

は、昨年度1,414件の電話相談や面談が行われた

り、また、延岡市や串間市などでの出張相談

や、リハビリ教室を実施するなど、活発に活動

されております。しかし、活動拠点となってい

る難病相談支援センターが狭すぎて、十分な活

動ができない状況になっています。難病新法の

施行に伴う活動を充実させるためにも、同セン

ターの充実が求められていますので、お尋ねし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 宮崎県難病相

談支援センターは、患者の日常生活の相談や支

援、患者家族の交流の促進及び就労支援を行う

など、患者支援の拠点施設として、大きな役割

を担っております。今回の法制化に伴い、患者

数が大きく増加することが見込まれますし、セ

ンターの充実を図る必要性については理解して

いるところですが、お尋ねのセンターの拡充

は、場所の確保の問題もありますので、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。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。難病患者さんは、各地に点々として

闘病生活を送っておられます。そういう方がた

くさんおられます。都市部だけではなくて、そ

ういう人たちの声を聞いていただいて、今後、

施策に反映していかれますようにお願いしてお

きたいと思います。また、患者団体との意見交

換についても、知事も積極的に受けていただい

ておりますが、今後とも、よろしくお願い申し

上げたいと思います。

次に、県立延岡病院についてお尋ねします。

県立延岡病院は、広大な中山間地を抱える県

北地域の中核病院として、また医療資源が充実

した宮崎市から遠距離で民間の総合病院が少な

いという医療状況の中で、県北25万人の命と健

康を守る最後のとりでとして、重要な役割を果

たしています。また、県北地域は医師が少な

く、西臼杵郡ではお産ができなかったり、日向

入郷医療圏には小児夜間急病センターがなかっ

たりするなど、県北の医療事情は厳しいものが

あります。そこで、県北地域の医療の現状と県

立延岡病院が果たすべき役割について、福祉保

健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県北地域の医

療につきましては、医師不足や地域医療の担い

手である開業医の高齢化などが大きな課題と

なっている中で、延岡市内の脳梗塞患者の受け

入れや、延岡地区及び日向入郷地区の小児科の

初期救急医療について、地元の医療機関などが

協力して輪番制が構築されるとともに、いわゆ

るコンビニ受診の抑制に住民団体が取り組むな

ど、医師会や住民、行政が一体となって、限ら

れた医療資源を有効活用し、地域医療を守る取

り組みが展開されております。このような中、

県立延岡病院は、災害医療や周産期医療を初

め、がんや急性心筋梗塞の拠点病院であるとと

もに、ヘリポートを備えた救命救急センターと

して、重症・重篤患者を積極的に受け入れるな

ど、県北住民の最後のとりでとなる中核病院と

して、大変重要な役割を担っていると考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 先日、太田清海議員と県立延

岡病院を視察させていただきました。関係職員

から、神経内科や眼科が休診中であることなど
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概要の説明を受けまして、各病棟を回り、医

師、看護師の皆さん方から御意見を聞かせてい

ただきました。医師不足、看護師不足の中で、

スタッフは懸命に患者さんの医療を守っておら

れることに感動さえ覚えたところであります。

しかし、特に整形外科病棟では、患者数増加に

よるベッド数の不足、内科病棟では、医師が１

名の上、看護師の病休等もあり、勤務体制に支

障が出ていたり、産婦人科病棟では、救急搬送

される患者の異常分娩等が多い上、助産師の不

足もあるなど、総じて医師、看護師に極端な負

荷がかかっていて、綱渡りの状況であるように

感じました。

また、昨年４月に救命救急センターが整備さ

れましたが、同じ三次救急医療を担いながら、

宮崎大学は医師20名で救急医療を担い、延岡病

院は専任医師が１人で頑張っておられました。

救急担当の竹智医師は、３階のヘリポートから

近くにある医師公舎を示しながら、「延岡病院

の規模では、医師数は1.5倍以上いるのが通常だ

が、近くに医師が住んでいることで、オンコー

ルなどでがっちり協力しているから、何とか医

療がやれています」というふうに話しておられ

ました。本当に頭が下がる思いでした。以下、

病院局長にお尋ねします。まず、休診中の神経

内科、眼科の再開見通しについてお尋ねしま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立延岡病院にお

きましては、現在、神経内科が休診となってい

るほか、眼科につきましても、常勤医師が不在

のため、週１回の外来診療にとどまっていると

ころでございます。特に神経内科につきまして

は、地域の医療機関に脳梗塞患者の輪番体制に

よる受け入れをお願いするなど、厳しい状況が

続いております。病院局といたしましては、従

来から医師の派遣をお願いしている宮崎大学に

対して、派遣の要請を行っているところでござ

いますが、大学におきましても、医師の確保が

困難な状況が続いております。今後とも、病院

長ともども粘り強く大学に働きかけるなど、さ

まざまな手だてを講じながら、休診科の再開に

取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 眼科の場合は、大分に行った

りとかしますし、神経内科は、開業医の輪番制

により何とか回しているということですけれど

も、一日も早い再開をお願いしておきたいと思

います。

それから、特に血液内科や整形外科等の患者

が多く、病棟での対応が大変な状況のように感

じました。医師、看護師の確保はどのように

なっているのかお尋ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立延岡病院では

現在、宮崎大学及び熊本大学からの派遣などに

よりまして、55名の医師を配置しておるところ

でございますが、延岡病院の患者数を見ます

と、さまざまな診療科で医師の増員を図らなけ

ればならないと考えております。延岡病院は県

北の医療を支える中核病院でございますので、

病院局としましては、医師を派遣していただい

ている宮崎大学及び熊本大学の医局に繰り返し

医師派遣の要請を行うとともに、県外で活躍す

る本県出身医師への働きかけなど、さまざまな

機会を捉え、医師の確保に努めているところで

ございます。延岡病院等の医師確保策は、なか

なか先が見えない状況が続いておりまして、今

般の地方創生事業で国が言います、従来の取り

組みの延長線上でない異次元の政策、こういう

政策を見出していく必要があると痛感している

ところでございます。

また、看護師の確保でございますが、今年度
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の採用試験において、延岡病院の地域枠25名を

含め、昨年度と比べ17名多い95名の採用内定を

行ったところでございまして、既に看護師免許

を取得している方につきましては、10月から順

次採用を行うなど、看護師の確保に努めている

ところでございます。

○鳥飼謙二議員 医師確保等よろしくお願いし

たいと思います。

次に、救急患者のことですが、救急患者は平

成19年度の１万308人をピークに減少していま

す。昨年スタートした救命救急センターでの救

急患者の受け入れ状況と受け入れ体制について

お尋ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、県立延岡病

院の救急患者受け入れ件数でございますが、平

成23年度が5,115件、24年度が5,034件、25年度

が5,585件となっております。次に、救命救急セ

ンターの人員体制でございますが、11月１日現

在で、救命救急科の専任医師１名、救急病棟の

看護師16名の体制となっております。なお、平

日夜間及び土日等の休日につきましては、各科

の医師及び研修医２名、看護師３名で対応する

とともに、オンコールにより必要に応じて専門

医を呼び出す体制をとっているところでござい

ます。

○鳥飼謙二議員 救急患者が減少してきている

ということなんですが、ウオークインの患者も

入院が減少しているんですね。コンビニ受診抑

制で努力した結果であるとは思うんですけれど

も、その行き過ぎで適切な医療機会を失するこ

とがないようにお願いしておきたいと思いま

す。というか、ウオークインでも入院する患者

さんは今までもたくさんおられましたし、その

患者さんも減ってきている、どこかに何か無理

がいっているのではないかなとも思われたりし

ますので、御配慮をお願いしたいと思います。

次に、女性病棟では、救急搬送される妊産婦

が多く、また異常分娩も平成25年度は64.9％と

大変高くなっています。リスクの高い分娩等に

適切に対応するため、医師、助産師の配置が重

要と思われます。医師は定数どおり配置されて

いるとのことですが、助産師が不足しているよ

うであります。助産師の確保状況についてお尋

ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） 現在、延岡病院に

は26名の助産師がおりますが、育児休業による

欠員、あるいは小児科等、産科以外への配置な

どによりまして、産科病棟には16名の助産師を

配置しているところでございます。リスクの高

い分娩に対応する助産師の確保は、延岡病院に

限らず、県立病院全体の課題となっております

ので、今年度、特に助産師の不足が続く延岡病

院の看護師１名を助産師養成学校に公費入学さ

せるとともに、看護師採用試験案内に助産師資

格を持つ看護師の募集を明記するなど、新たな

取り組みを行ったところでございます。この結

果、来年度の採用に向け、７名の助産師免許保

有者及び取得見込み者の採用を内定したところ

でございまして、今後とも、必要な助産師の確

保に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 先日発表されました平成26年

度の臨床研修マッチングについてでありますけ

れども、その結果は、前年度比10名増で、過去

最高になったのではないかと思います。県当局

や関係者の取り組みを高く評価したいと思いま

す。副院長を先頭に頑張っておられる県立延岡

病院には、残念ながら応募がありませんでし

た。この結果をどのように考えておられるの

か、病院局長にお尋ねします。

また、10月以降の２次募集の結果はどのよう
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になっているのか、福祉保健部長にお尋ねしま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院局では、各県

立病院の研修医確保のために、毎年、医学生に

対し県外での病院説明会への参加や病院見学バ

スツアー等を行っているところですが、今回、

延岡病院におきまして、基幹型研修病院として

マッチ者が出なかったことは、大変残念に思っ

ております。医学生の意見等からその要因を考

えますと、延岡病院は、県内研修医の多くを占

める宮崎大学から遠く、学生から敬遠されやす

いこと、あるいはまた、患者数が多い中で医師

が充足しておらず、医学生の中に十分な研修が

受けられるかといった懸念があるなど、さまざ

まな理由が考えられます。やはりまずは、医師

の充実を図ること、そして、それが結果的に研

修医の確保につながるものと考えております。

また、同病院につきましては、宮崎大学や熊

本大学の協力型研修病院として研修医を受け入

れておりますが、特に熊本大学からの研修医に

ついては、毎年６名程度が１年間にわたり研修

しておりまして、基幹型と同程度の研修を実施

しているところでございます。このような実績

あるいは特徴等もＰＲしながら、今後とも、研

修医の確保が図られるよう努めてまいりたいと

考えております。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ２次募集につ

きましては、今年度末まで随時マッチングが行

われますが、今のところ、マッチ者が出たとい

う情報は伺っておりません。

○鳥飼謙二議員 研修医の確保、まず１名が大

事かなというような気がしますね。そういう人

がいて、それをまた後輩に引き継いでいくとい

うことが出てくるかと思いますし、また、住居

の確保の支援とか、いろんな支援も考えていた

だきたいと思っております。

今、延岡病院について申し上げてまいりまし

たけれども、これらのモチベーションの高いス

タッフにより支えられている延岡病院の現状で

ございます。医師確保に向けた知事の決意をお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 私は就任以来、県内各

地をくまなく回り、多くの県民の皆さんと意見

交換する中で、医療の充実や医師確保について

の切実な思いを直接伺ったところであります。

一方で、医療現場で頑張っておられます医師、

看護師の皆様は、県立病院のみならず民間病院

も含めてでありますが、懸命な思いで強い使命

感のもとに頑張っていただいているということ

を実感しておるところでございます。こうした

現場での医療従事者の負担を軽減し、県民の求

める地域医療の充実を図っていくためには、医

師、看護師等の確保に努めていくことが大変急

務であると認識しておるところでございます。

このため、医師の確保につきましては、平

成23年10月に宮崎県地域医療支援機構を設置し

まして、臨床研修医の確保などに取り組みます

とともに、平成25年４月には、県立日南病院に

地域総合医育成サテライトセンターを設置し

て、総合医の育成を図ってきているところであ

ります。また、ことしに５月に福岡で開催され

ました本県ゆかりの医師との交流会など、県内

外の医師とのさまざまな交流の場にも私自身、

積極的に参加しまして、本県の医療を担ってい

ただくよう、さまざまな情報提供をし、またお

願いしておるところでございます。さらに、先

般、国に提言いたしました「真の地方創生を実

現するみやざきモデル」におきましても、医師

の地域偏在の解消などにつきまして、具体的な

対応を要請したところであります。



- 216 -

平成26年11月21日(金)

医師の確保は一朝一夕に進むものではないと

考えておりますが、地道で粘り強い取り組みが

今後とも必要であると考えておりますので、宮

崎大学、医師会、市町村としっかりスクラムを

組みながら医師の確保を図ることによりまし

て、県民の皆様が安心できる地域医療体制の整

備に全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 ぜひ先頭に立って、これから

もまた頑張っていただきたいと思っておりま

す。

次に、一ツ葉松林の松くい虫被害対策につい

てでございます。

一昨日も坂口議員のほうから、松くい虫対策

についての質問がございましたが、私は一ツ葉

海岸松林についてお聞きいたします。一ツ葉海

岸松林は、約200年前に飛砂や塩害から住民の生

活を守るために植栽されたと聞いています。そ

の規模は、南北に約12キロ、最大幅で約１キ

ロ、約830ヘクタールに及ぶ壮大な松林となって

います。この一ツ葉海岸松林の枯死が目立ち、

最近は、真っ赤といいますか、茶色といいます

か、そんな状況になっておりまして、調査とい

う大げさなものではありませんけれども、私が

見ただけでも、県有林で数百本、国有林で数百

本、また民間宅地等でも100本程度の被害が出て

いるようでございます。被害の実態について、

環境森林部長にお尋ねします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 宮崎新港から

佐土原に至る一ツ葉海岸松林の松くい虫被害に

つきましては、昨年度は、夏の高温少雨の影響

によりまして、まとまった被害が発生したこと

から、前年度の約２倍の伐倒駆除を実施したと

ころでございます。また、今年度におきまして

も、継続的に被害が発生しており、調査の結

果、現在のところ、国有林内で約500本、県有林

を含む民有林内で約800本、合わせて約1,300本

の被害が確認されております。

○鳥飼謙二議員 松くい虫対策、マツノザイセ

ンチュウ、これは飛んでいきますので、県、森

林管理署、市町村が連携して対策をとる必要が

あると思うわけですが、その連携の状況につい

てお尋ねします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 松くい虫の被

害拡大を防止するためには、松林の管理者が連

携して行う必要があります。このために、管理

者であります宮崎森林管理署、県、宮崎市及び

駆除を実施する森林組合等で構成いたします

「宮崎市森林病害虫等防除協議会」におきまし

て、駆除の時期や場所などの駆除計画や、駆除

班の編成などを協議しながら、連携して駆除に

取り組んでいるところでございます。

○鳥飼謙二議員 毎年６月になりますと、早朝

５時ごろから、県の職員も含めて関係者の人た

ちがヘリコプターで薬剤を散布する準備をして

おられまして、「御苦労さんですね」と声をか

けたりするところでございます。

ところで、昨年秋から被害木が放置されたま

まになっているのを私自身も確認しているわけ

ですけれども、相当数の伐採漏れ、伐倒漏れが

あると考えられますが、どのような対策を講じ

ておられるのかお尋ねします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 松くい虫被害

の原因となりますマツノザイセンチュウを体内

に抱えて運ぶマツノマダラカミキリは、５月下

旬から７月にかけて羽化し、その後、生きた松

の若い枝をかじって成長した後に、枯れた松の

樹幹に産卵して、気温が低下する秋口に死滅す

るという一生を送っております。このために、

伐倒駆除は秋口以降に行っており、駆除に当た
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りましては、作業の効率化を図るために、ある

程度枯れを確認した上で一斉にやるという方法

をとっております。

しかしながら、議員御指摘のとおり、松枯れ

によるのかどうかという判断がなかなか―濃

い緑、緑、薄緑、黄色、茶色と５段階になりま

して、なかなか薄緑の段階で切れるかどうか、

その辺の判断が非常に難しくて、伐採漏れがあ

ることもあります。このような被害木は翌年度

の被害につながりますことから、今後、被害木

の調査・確認をさらに徹底いたしまして、適切

な駆除に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 例えば、県民の皆さん方にパ

トロール隊員の委嘱とか、そんな工夫をしなが

ら、伐倒漏れがないようにしていく必要がある

んじゃないかと思っております。

それから、伐倒をやってきたと言われます

が、予算の確保がちょっと不十分ではないのか

なという気もするんですけれども、その点はい

かがでしょうか。

○環境森林部長（徳永三夫君） 松くい虫被害

対策につきましては、これまで県単事業により

実施してまいりまして、昨年度はまとまった被

害が発生しましたことから、補正予算で対応さ

せていただきました。ことしも被害が多いこと

から、国との協議を重ねました結果、国庫補助

事業の活用が可能となりましたので、本年度

は、県単事業とあわせ、駆除の徹底に努めてま

いりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 枝ぶりのいい松が非常に少な

くなってきたんですね。もうちょっと前といい

ますか、昔は枝ぶりのいい松がたくさんあった

んですけれども、今は余り見かけなくなったと

いうような現状ですから、白砂青松といいます

か、部長がおっしゃったように、そういう松を

しっかり守っていくということで、対応をお願

いしておきたいと思います。

最後に、ふるさと納税制度についてでありま

す。

一般に納税者が国や自治体、ＮＰＯ法人等に

寄附した場合に、所得税及び住民税に寄附金控

除が適用され、寄附金の額に応じて所得税及び

住民税が軽減されることになっております。ふ

るさと納税は、この一般の寄附金控除の制度を

前提としながら、自治体に対する寄附の場合

は、さらに住民税を優遇するとしたものであり

ます。一昨日の答弁では、昨年度は、県では46

件の343万円と減少傾向、市町村では１万8,000

件、３億2,293万円と急増しています。ふるさと

納税制度の概要と意義について、総務部長にお

尋ねします。

○総務部長（成合 修君） ふるさと納税制度

は、議員のお話にもありましたように、県や市

町村に対し寄附を行うことによりまして、翌年

に確定申告をすることで、寄附金のうち2,000円

を超える部分について、一定の上限まで所得税

と個人住民税から全額が控除されるものでござ

います。ふるさと納税制度は、本来、主に都市

部の住民が、自分の生まれたふるさとや応援し

たい自治体に寄附を行うことで、その地方自治

体のさまざまな取り組みを支援する趣旨のもの

でありまして、地方自治体の歳入の確保という

観点はもとより、都市に集中する税源の偏在を

是正するという観点からも、意義のあるものと

考えております。

○鳥飼謙二議員 寄附額の80％を限度に、宮崎

牛というような牛肉とか旅行クーポン券などを

寄附者に贈る自治体が増加しています。最近、

制度の趣旨を逸脱しているのではないかなと私

は思っております。500万あるいは300万以上の
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寄附者には、寄附額の50％から80％までを物品

で還元するなどの事例も出てきています。これ

は言いかえますと、納めるべき税金を納めず

に、牛肉や旅行クーポン券等と交換もしくは購

入することと同じでありまして、租税へのモラ

ルを欠く行為ではないかと思うのであります

が、県としての見解をお示しください。

○総務部長（成合 修君） 議員の御指摘にも

ありましたように、最近のふるさと納税は、余

りにも高額な特産品とか特典、お礼が話題とな

るなど、先ほど申し上げました制度本来の趣旨

からすると、やや逸脱していると思われる状況

も見受けられるところでございます。このため

昨年度は、総務省から、この制度の適切な運用

につきまして通知も出されたところでありま

す。しかしながら一方で、地方創生の動きの

中、地域のさまざまな特産品等を幅広く知って

いただき、地域の活性化を図るために、この制

度を活用することも一つの方策であると考えて

おります。現在、ふるさと納税をめぐり、今御

指摘のありましたものを含め、さまざまな御意

見がございますが、県といたしましては、制度

の適切な運用に留意しながら、他の自治体の取

り組みも参考にして、積極的な制度の活用につ

いて検討してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 500万の所得税を納める人とい

いましたら、かなりの所得のある人ですよね。

普通の人はそんなにない。ですから、高額所得

者をさらに優遇するということになりかねない

んじゃないかなと思っておりまして、制度の適

切な運用について、制度をやっておる総務省に

ついては、そういう意見も上げていただいて、

適切な運用をお願い申し上げたいと思います。

今回、いろいろ延岡のお話とかもしましたけ

れども、ぜひ今後の御尽力をお願い申し上げて

私の質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○福田作弥議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、25日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時58分散会


