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午前 時０分開議10
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（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団
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（ ）9番 後 藤 哲 朗 同
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（ ）11番 二 見 康 之 同
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（ ）22番 丸 山 裕次郎 同

（ ）23番 中 野 一 則 同
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（ ）25番 宮 原 義 久 同
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（ ）37番 坂 口 博 美 同
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（ ）39番 押 川 修一郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣



- 140 -

一般質問◎

ただいまの出席議員38名であ○福田作弥議長

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。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、河野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○河野哲也議員

ざいます。東北大震災から、あと13日で４年。

「心の復興」「人間の復興」をと、全国の方々

がさまざまな形で、被災地・被災者に寄り添い

ながら活動しておられます。しかし、風化と風

評の２つの風に立ち向かわなければいけない状

況も出ています。国においても、15年度は集中

復興期間の最終年度となりますが、復興はまだ

道半ばでございます。被災地はどの地域も、将

来の復興計画に向けたスタートをようやく切っ

たというのが実情であり、まだまだ国の支援の

継続は欠かせません。復興がなし遂げられるそ

の日まで、宮崎からも支援を継続する、その

メッセージを被災地の方々に向かって送ること

が何よりの希望へとつながると考えます。

通告に従い質問させていただきます。

「2020年 教育再生を通じた日本再生の実現

に向けて」というプログラムを、下村文科大臣

が提案されました。東京オリンピック・パラリ

ンピックが開催される2020年は、日本が今後進

む方向性を形づくる、まさに我が国にとって大

きな転換点であるとしています。家庭の経済状

況や発達障がい等を含む発達状況などにかかわ

らず、学ぶ意欲と能力のある全ての子供・若者

等が質の高い教育を受けることができる社会の

実現に向けたビジョンを提示しています。

今回、これをテーマにした現場の先生と議員

の協議記録をもとに、その中の教育課題を幾つ

か質問させていただきます。１つ目は、教育委

員会制度改革です。２つ目は、2020年オリン

ピック・パラリンピックに向けた特色ある教育

活動です。３つ目は、放課後の教育活動の充実

です。そして４つ目、発達障がい児童生徒への

対応についてです。

まずは、教育委員会制度改革に対する認識と

考え方についてお伺いいたします。2011年、大

津市で起きたいじめ自殺問題で、教育委員会制

度を見直す地方教育行政法が改正され、本年４

月１日には施行されます。その趣旨は、教育の

政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、

地方教育行政における責任の明確化や迅速な危

機管理体制の構築、首長との連携の強化を図る

ためです。改正の一番のポイントは、新たに総

合教育会議を設け、主宰する首長が教育委員会

と協議して教育方針である大綱を決定するな

ど、自治体の長の権限を強めたことです。

教育委員会制度は、教育の一般行政からの独

立を掲げたものであり、それが約60年ぶりに改

正となります。政治的中立を守るため、教育委

員会を残すことでバランスをとったわけです

が、首長が学校や教育委員会の領分に踏み込む

提案を自由にできるのではないかという心配の

声もあります。そこで、今回の改正の一番のポ

イントである首長の権限強化とこの総合教育会

議の設置・運営についてどのように考えている

のか、知事に伺います。

教育行政の執行機関は、現行どおり教育委員

会が担うことになりました。首長と教育委員会

平成27年２月27日(金)
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の職務権限の見直しも行わないとなっていま

す。具体的には、教科書の採択や各教科の授業

時間など教育課程の編成、個別の教職員人事な

ど、特に政治的中立性や継続性、安定性を担保

する必要がある事項は、教育委員会の専権事項

であります。常勤の新教育長の設置によって、

さまざまな教育問題に対し、迅速に会合を開

き、意思決定を行うことが期待されますが、教

育委員会制度改革に対する認識と対応につい

て、教育長にお伺いいたします。

以下は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

首長の権限強化と総合教育会議の設立・運営

についてであります。今回の制度改革におきま

しては、知事に新教育長を直接任命する権限が

付与されたほか、知事と教育委員会との協議・

調整の場として、総合教育会議を設置すること

となったところであります。総合教育会議で

は、知事と教育委員会が、教育、学術及び文化

の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関

する協議及び重点的に講ずべき施策等について

協議・調整を行うこととなっており、両者が教

育施策の方向性を共有し、一致して、それぞれ

執行に当たることになっております。

本県におきましては、私自身が学校訪問をし

たり、教育委員の皆様と意見交換の場を持った

りということで、円滑なコミュニケーションが

図られているというふうに考えておりますが、

新しい仕組みにつきましても、さらに関係を前

向きに進めるという思いで、早期にこの会議を

立ち上げ、教育委員会と十分に連携しながら、

本県教育の一層の充実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〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

教育委員会制度改革に対する認識と対応につ

いてであります。先ほど知事の答弁でも述べら

れましたように、本県では、これまでも、知事

に学校訪問をしていただいたり、知事・副知事

と教育委員会との意見交換を行うなど、知事と

教育委員会が緊密に連携して、教育行政の推進

に努めてきたところでございます。国において

は、全国でこれまでに発生した問題を踏まえ

て、大きな制度改革が行われたところであり、

その趣旨を十分尊重してまいりたいと考えてお

ります。新しい制度のもとでも、本県の子供た

ちに、宮崎で教育を受けてよかった、保護者の

皆様に、宮崎の学校に通わせてよかった、そし

て県民の皆様に、生涯学習、スポーツ等を通じ

て、宮崎で暮らしてよかったと思っていただけ

るような仕事をするために、さらに知事と教育

委員会との連携を深めながら、本県教育の充実

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〕

知事の「本県教育の充実のた○河野哲也議員

め」という答弁、そして教育長のおっしゃった

「宮崎で教育を受けてよかった」という視点

は、今後、質問する中で大事なことになってく

ると思います。

ところで、知事に確認ですが、４月の施行後

の教育長、教育委員長はどうなるのでしょう

か。

経過措置としまして、○知事（河野俊嗣君）

現在の教育長は、教育委員としての任期満了の

日が本年４月１日以後である場合は、その任期

満了の日まで、従前の例により、引き続き教育

長として在職するということになっておりま

す。したがいまして、飛田教育長の教育委員と
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しての任期満了の日は、平成28年３月31日と

なっておりますので、この経過措置が適用され

ることになります。

また、教育委員長につきましては、現在の教

育長の任期が満了した時点で、教育委員長とし

ての任期が残っている場合でも失職することに

なります。なお、この場合にあっても、委員と

しての任期が残っている場合は、引き続き教育

委員として在職することになります。島原教育

委員長の任期満了の日は、平成27年10月31日と
※

なっておりますので、次期教育委員長は、飛田

教育長の任期満了の日と同時に失職することと

なります。以上であります。

それでは、６月、飛田教育長○河野哲也議員

と島原委員長にお会いできるように頑張ってい

きたいと思います。

2020年オリンピック・パラリンピックに向け

た特色ある教育活動についてでございます。小

学校では平成23年度から、また中学校では24年

度から、全ての教科で新しい学習指導要領によ

る教育が始まっています。学校で学ぶ内容の充

実や授業時間数の増加が図られ、また子供たち

の生きる力を育むことを目指しており、そのた

めには、学校や家庭、地域の連携・協力が必要

であると明記されています。新学習指導要領の

生きる力の第１章第４では、各学校において

は、学校の創意工夫を生かし、全体として調和

のとれた具体的な指導計画、すなわち教育課程

を作成するものと定められております。地域の

文化や歴史、自然などを基盤とした独自の教育

課程が編成され、地域に根差した学校風土を大

切にした教育活動が展開されていると考えま

す。そこで、本県における小・中・高等学校に

おいて行われている特色ある教育活動につい

て、教育長にお伺いいたします。

学校が創意工夫をし○教育長（飛田 洋君）

て行っている特色ある教育活動ですが、小学校

では、例えば、サーフィン体験などの地域の自

然とかかわる活動や、地域に伝わる神楽等につ

いて調べたり体験したりするなど、地域の文化

とかかわる活動が行われております。また、中

学校では、地域の課題について具体的な解決策

や取り組み案を子供たちに考えさせ、子ども議

会において提言する取り組みなどが行われてお

ります。さらに、高等学校では、小学校の給食

献立を考案し、地元食材のすばらしさを伝える

取り組みや、個人やグループで科学分野に関す

る研究課題を設定し、１年以上もかけて探究す

る取り組みなどが行われております。このよう

な各学校での創意工夫ある取り組みは、教育活

動を実り多いものにすると同時に、子供たちが

自分の学びに誇りを持つことにもつながるもの

と考えております。

確かに、地域を挙げて教育に○河野哲也議員

取り組んでおられるということだと思います。

ただ、先ほども述べましたが、2020年、日本の

教育の分岐点と言われています。具体的に言う

と、例えば、オリンピック・パラリンピックの

合宿誘致を宮崎は掲げています。じゃ、そのと

き子供たちはどう対応するんだと。「見学に行

きましょう」だけなのか。この６年間でどうい

うふうに子供たちを育てるのか、そういうプロ

グラムが今つくられているのかというところを

問題にしたい。例えば、教育長、今、学校の校

務分掌の中にオリンピックに向けたものを創設

している学校はありますか。

現在、本県におい○教育長（飛田 洋君）

て、学校運営のための組織、校務分掌に、オリ

ンピック・パラリンピックに向けた担当を位置

づけている学校はないものと認識しておりま

※ 147ページに訂正発言あり

平成27年２月27日(金)
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す。しかしながら、オリンピック・パラリン

ピックをチャンスとして捉え、例えばスポーツ

の強化であったら、体育主任、体育の教科代表

者がリーダーシップをとるとか、あるいはおも

てなしであれば、児童会とか生徒会の分掌の者

がリーダーシップをとるとか、いろんな形が考

えられると思います。いずれにしましても、各

学校が教育活動に生かすことを考え、適切に創

意工夫をしていくことが大切であると考えてお

ります。

知事は、2020年のオリンピッ○河野哲也議員

クイヤーに向けて、宮崎で打てる施策というの

を具体的に考えておられますね。教育長、学校

現場でオリンピックに向けた取り組みを始めて

いるところがあったら、具体的に教えてくださ

い。

具体的に 直接的○教育長（飛田 洋君） ―

なことではありませんが、本県では東京五輪等

に向けて、おもてなしプロジェクトに取り組

み、東京五輪への貢献、本県の魅力向上、スポ

ーツランド推進を柱として、事業を展開してい

るところであります。学校におきましては、現

在、総合的な学習の時間などにおいて、国際理

解や福祉についての学習などを進めているとこ

ろでありますが、東京五輪に向けて、キャンプ

誘致などに取り組んでいる本県といたしまして

は、この機を捉えて、このような学習をより一

層深め、おもてなしの心を醸成していくことが

必要であると考えております。また、東京五

輪、そしてパラリンピックで活躍する本県選

手、それを期待しながら、中学生、高校生を含

め、選手強化に努めていくことも大切であると

考えております。

教育長がおっしゃった「おも○河野哲也議員

てなしの教育」というのは、非常に大事な視点

だと思います。現場の先生との協議記録の中で

も、キーワードは、文化度を高めるということ

を議論しておりました。例えば、キャンプ地に

選定された地域が、どのくらい選手を、または

スタッフをもてなせるかということが文化力だ

というふうに書かれていました。文化度を如実

にあらわすとも書かれていました。

前回の質問で、栃木県の子ども観光大使につ

いて紹介いたしました。熊本では、オリンピッ

クの前年開催のラグビーワールドカップ10会場

の候補地に名乗りを上げています。九州は４

県、上げていると聞いています。そこで、熊本

の学校では、ラグビー教育テキストを作成し、

教育活動を実践している先生がいらっしゃると

いう報告、それを通じて、国際貢献、国際交流

をしかけようとしている先生がいらっしゃると

いう報告がございました。ぜひ宮崎でも、具体

的に学校での教育活動の中で実践していただき

たい、そのように要望いたします。

３つ目は、放課後の教育活動の充実です。近

年、子供が小学校に入学すると、放課後の預け

先が見つからず、母親が仕事をやめざるを得な

くなる「小１の壁」と呼ばれる問題が深刻化し

ています。この打開策として、厚生労働省と文

部科学省は、「日本再興戦略」改訂2014を踏ま

え、放課後に校内などで子供を預かる放課後児

童クラブの拡充、放課後子供教室の充実、一体

型の放課後児童クラブ・放課後子供教室の推進

などを盛り込んだ「放課後子ども総合プラン」

をまとめ、昨年７月31日に全国の自治体に通知

いたしました。６年生までの児童を対象とし、

放課後を安心して過ごせ、居場所を確保できる

大事な事業となっていきます。

11月の議会で、特に教育委員会所管の放課後

子供教室の課題について議論されましたが、課
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題解決に、ほかのサービスについて言及があり

ました。予算等も報告されましたが、予算を考

えると、何とか子供教室・児童クラブ内で解決

できないかと考えます。子供教室は地域の方々

が指導員となっていることから、指導員の言う

ことを聞かない、やりたい放題だ、「宿題しな

さい」と強く言えない、けんかがしょっちゅう

あるとの声を聞き、教師側も、子供教室でいじ

めが起こり学校に持ち込む、子供教室で宿題を

やっているのに全くできない子がいるなど報告

されています。そこで、県では、放課後子供教

室において、運営面・指導面について課題をど

う認識しているか、お伺いいたします。

放課後子供教室は、○教育長（飛田 洋君）

地域住民の方々に指導者をお願いして、各地域

の実態に応じた学習活動や体験活動等が行われ

ているところですが、子供教室では、特別な支

援を必要とする子供も活動しており、そのよう

な子供への対応が難しいという声を聞いており

ます。また、１年生からいろんな学年の子供が

いる、それからさまざまな子供がいるというこ

とで、子供たちが全て満足するようなプログラ

ムづくりは難しいというような声も聞いており

ます。このように、地域の指導者の方々が大変

な苦労をされていると認識いたしております。

このため、子供教室の運営や指導に当たる関係

者などを対象に、専門的知識の習得や具体的な

子供への接し方の研修会を県が実施するなど、

可能な限りの支援を行っているところでござい

ます。

県が実施というふうにありま○河野哲也議員

すが、実は報告書の中に、指導員から「たまに

は子供教室に来てください」と言われて訪問し

た教師が報告されておったんですけれども、１

時間もらって、持ち込んだ教材で、指導員の前

で指導されたそうです。最初はやりたがらな

かった１人の子が、正座をしてまでも楽しく活

動し始めて、最後までやり切ったと。見ていた

指導員も、「導入や指導、言葉かけなどが参考

になった。このような教材を使っての遊びはお

もしろい。取り入れていきたい」と感想をいた

だいたそうです。そこで、指導者の負担を減ら

すため、子供を動かす片々の技術を持っている

教師にコーディネートさせることはできないで

しょうか。教師が運営面や指導面にかかわるこ

とが必要だと考えますが、お考えを伺います。

学校と子供教室が十○教育長（飛田 洋君）

分連携を図るということは、非常に大切である

と思います。現状としましては、市町村におい

ては、子供教室と学校が定期的に連絡会議を実

施するなど、日常的に情報交換を行っておりま

す。具体的には、子供教室の活動日誌を学校内

で回覧し、子供教室の指導者の抱えている課題

や子供の様子を学校でも共有する取り組みと

か、学校関係者と子供教室関係者が協議を行

い、施設面や運営面での課題解決を図る取り組

みなどが行われております。

今、議員の御質問をお聞きしながら、私も感

じることがあったんですが、先ほど答弁させて

いただいた、困っていらっしゃることでプログ

ラムづくりが難しいという課題について御指摘

がありました。私も理科教師として中学・高校

におって、野外体験のいろんな資格等を取って

やってきたんですが、この私でも、小学生が喜

んでくれるようなプログラムを紹介することが

できました。きっと小学校の先生あたりは、

もっと多様なプログラムのスキルを持っておい

でだと思います。そういうことを発揮していた

だくように、研修会等で市町村とも連絡をとり

ながら、今後、情報を伝えていけたらと思いま
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した。

最後の答弁の部分が、実は非○河野哲也議員

常に大事だというふうに私も考えます。課題を

チャンスと捉えていけないかなということで

す。例えば、今答弁していただいたように、固

定化ぎみのプログラムを教師というのは変える

ことができる。もう一つは、昔はあった異年齢

集団、昔は外遊びなんかでありましたね。それ

が子供教室にはあるんだと。これを特性と捉え

て、教師がかかわっていくというのが大事な視

点じゃないかなと考えます。報告の記録の中で

も、学校の校務分掌に「子供教室コーディネー

ター」を位置づけてはという提案もありまし

た。

発達障がい児童生徒への対応について移りま

す。2007年４月、改正学校教育法が施行され、

小中学校等においても特別支援教育を推進する

ことが、法律上、明確に規定されました。文科

省が2012年12月に行った調査によれば、通常学

級に在籍する、知的発達におくれはないものの

学習面または行動面で著しい困難を示すとされ

た児童生徒の割合は6.5％となっており、30人の

クラスに１人か２人は該当する児童がいるとい

う計算になります。本県においても7.1％となっ

ています。つまり、30人学級に２～３人です。

学級担任への負担も大きく、通常の学級に在籍

する発達障がいのある児童生徒に対する支援の

充実については、急務となっています。11月議

会で右松議員がよく調査され、議論されました

が、改めて、増加傾向にある発達障がい児童生

徒に対する認識と対応についてお伺いいたしま

す。

発達障がいのある児○教育長（飛田 洋君）

童生徒数が増加している中、発達障がいのある

子供が学びの場で必要とする多様なニーズに適

切に対応した指導・支援を教職員ができるよう

にすることは、非常に重要であると考えており

ます。そのような認識を持って、本県独自の事

業として、平成25年度より「支援をつなぐ」特

別支援教育エリアサポート構築事業に取り組

み、医療・保健・福祉などの関係機関と学校が

連携し、１人の子供を多面的に支える体制をつ

くるとともに、特別支援学校のチーフコーディ

ネーターや小中学校の拠点校のエリアコーディ

ネーターなど専門性の高い教職員が、小中学校

の教員へ研修を行うとともに、学校を訪問し

て、具体的な場面での指導や助言を行っている

ところであります。

先日、大阪で開催された特別○河野哲也議員

支援教育セミナーに参加してまいりました。そ

こでは、教師が発達障がいのある子供の役に

なって、さまざまなケースの模擬授業が提示さ

れました。例えば、「自閉症スペクトラムの児

童が、遠足の作文が書けないとパニックになり

ました」との場面設定で授業が始まります。授

業の中でさまざまな反応を示して、担任教師が

戸惑っている中に、講師の先生が介入して、こ

うやってやっていく、そういう場面設定の模擬

授業が何パターンか提示されました。確かに理

論研修は大事なことですが、通常の学級に起こ

り得る実際を練習しなければならないと感じま

した。発達障がいのある児童生徒の指導につい

ての研修は実技研修が必要と考えますが、現状

をどう考えておられますか。

今、非常にいい事例○教育長（飛田 洋君）

を御紹介いただいたと思うんですが、発達障が

いのある児童生徒への指導で特に留意すべきこ

とは、必要な支援や指導方法が一人一人違うと

いうことでありまして、障がいについての一般

的な、基本的な理解だけでは十分ではなくて、



- 146 -

平成27年２月27日(金)

教員がそれぞれの子供の特性に応じた指導が実

際にできるよう、指導技術を身につけることが

必要であると考えております。

そのため、小中学校等の教員に対して行う研

修の中で、具体的な事例に基づき指導方法の紹

介をしたり、特定の指導場面を想定して有効な

手だてに関する演習などを行い、実践的な指導

力の向上を図っているところであります。ま

た、エリアコーディネーターなどが小中学校等

を訪問して、その子供に最も適した指導方法、

例えば、この子にわかりやすい説明はどうなの

か、質問はどうなのかとか、あるいは教材・教

具や板書の仕方などについて、教員に具体的

に、かつ個別の児童生徒に対応した形で助言し

ているところであります。

エリアコーディネーター、本○河野哲也議員

当に質の向上も含めて、ぜひ宮崎モデルとして

強化していただいて、全国発信をお願いしたい

と思います。

岡山県の先生の報告です。毎月20～30分程度

の特別支援教育ミニ研修として校内研修をシス

テム化し、積み重ねにより効果を上げていまし

た。その研修で、取り入れたいものとして教材

の紹介がございました。障がいに対応する教材

が確立されておりました。発達障がいの子供た

ちの多くは、視知覚に問題があると言われてい

ます。これを補う教材が必要とされています

が、県としての見解をお伺いいたします。

発達障がいのある子○教育長（飛田 洋君）

供たちの中には、視力そのものの障がいではな

くて、脳の中で視覚情報をどう処理するか、そ

の処理することが苦手であるため、文字がかす

んで見えたり、揺らいだり、鏡文字になったり

とか、そういう子供もおります。これらの子供

に対しては、視覚教材が有効で、私も実際に子

供を指導している場面を見たことがございます

が、例えば、文字の一部分だけを見せて、何の

文字かを考えさせながら見る力をトレーニング

する教材とか、文字を読む際に、周辺の文字が

隠れるように、読む行だけが見えるようにした

教材、そういうものを使ったりすることが有効

であるとされております。また、それらのソフ

トが入っているタブレット型端末もございま

す。今後とも、そのような教材教具を紹介した

り、学校に貸し出したりするなど、その普及に

努めてまいりたいと考えております。

ぜひ予算措置も含めて支援を○河野哲也議員

お願いしたいと思います。

答弁にありましたが、教育現場が直面する課

題を解決するには、教育委員会と首長の連携が

欠かせません。知事、今まで質問してきた問題

を今後は総合教育会議で議論していきますか、

見解を伺いたいと思います。

今、議員からるる御質○知事（河野俊嗣君）

問がございました。オリンピック・パラリン

ピックという機会の活用であり、発達障がいへ

の対応であり、非常に重要なポイントをいろい

ろ御指摘いただいたというふうに思います。我

々もさまざまな政策課題を議論する中で、やは

り子供のころからの教育が大事だね、人づくり

が大事だねという結論に達するわけであります

が、かといって、何でもかんでも教育現場に、

学校にお願いするとなると、先生方の負担、ま

たは現場の混乱等いろいろあろうかと思いま

す。そのような状況も踏まえて、総合教育会議

というのは、さまざまな課題をまさに協議・調

整する場であろうと考えておりますので、学校

教育のさらなる充実という観点から、具体的に

どのようなことを協議するかも含めて、今後、

教育委員会とよく相談しながら進めてまいりた
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いと考えております。

なお、先ほど、島原教育委員長の任期満了に

ついての答弁の中で、私、10月31日と誤って

言ってしまったようであります。正しくは、任

期満了の日は平成27年10月13日でございますの

で、おわびして訂正させていただきます。

会議は原則公開となっていま○河野哲也議員

す。今後、注視させていただきたいと思いま

す。先ほど知事もおっしゃいましたけれども、

会議では、両者の調整が必要な事項を検討する

となっています。知事と教育委員会は、同会議

の検討結果を踏まえて、それぞれの職務権限に

おいて対応するとなっています。どうか、2020

年への教育再生が宮崎の子供たちのためにある

よう尽力していただきたいと思います。

認知症対策でございます。

政府は１月27日、認知症の人への支援を強化

する「認知症施策推進総合戦略」、いわゆる新

オレンジプランを正式に決めました。本人や家

族の視点を重視した施策の推進が柱になってい

ます。団塊の世代が皆75歳以上になる2025年ま

でを対象期間とします。この年には、65歳以上

の５人に１人、約700万人が認知症になるとの推

計を提示し、基本的理念として「認知症の人の

意思が尊重され、住み慣れた地域のよい環境で

自分らしく暮らし続けることができる社会の実

現」を掲げています。

その上で戦略の７つの柱を示しました。１、

認知症への理解を深めるための普及・啓発の推

進、２、認知症の容態に応じた適時・適切な医

療・介護等の提供、３、若年性認知症施策の強

化、４、認知症の人の介護者への支援、５、認

知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの

推進、６、認知症の予防法、診断法、治療法、

リハビリテーションモデル、介護モデル等の研

究開発及びその成果の普及の推進、７、認知症

の人やその家族の視点の重視でございます。

認知症国家戦略に伴って、本県の取り組みに

ついてお伺いします。「認知症になると考える

ことができなくなる」「日常生活ができなくな

る」「いずれ自分自身のこともわからなくな

り、意思も感情もなくなる」など、認知症につ

いて、認知症の人の家族や地域には根強い偏見

があります。こうした偏見や症状の進行に伴

い、「できなくなること」がふえる不安は、認

知症本人に「認知症という診断結果を認めたく

ない」「人に言いたくない」という思いを持た

せ、それまでの人づき合いや社会との継続を難

しくさせています。その結果、「認知症にか

かってから家にいる時間が多くなった」とか

「長年続けたスポーツや趣味をやらなくなっ

た」という方も多い。結局、こうした偏見など

により、重度化してから発見されると、「自分

のやりたいことを実現させる支え」が難しくな

ります。そこで、認知症の人が今までどおり暮

らしていくために、県は認知症施策にどのよう

に取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺いま

す。

認知症の早期○福祉保健部長（佐藤健司君）

発見・早期対応や、地域における支援体制の充

実を図るため、県におきましては、医療相談や

専門医療の提供を行う認知症疾患医療センター

を県内３カ所に設置し、加えて、日常診療に携

わるかかりつけ医、病院看護師や認知症ケアを

担う介護職員を対象とした研修を実施するとと

もに、地域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おります。今

後は、国の新たな「認知症施策推進総合戦略」

において、平成30年度までに全市町村に設置す

ることになっております、早期発見・早期対応
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に重要な役割を果たす認知症初期集中支援チー

ムや、地域の身近な相談窓口となる認知症地域

支援推進員について、市町村や関係機関と連携

し、設置を促進してまいりたいと考えておりま

す。

今までどおり暮らしていくた○河野哲也議員

めに、認知症に対して、答弁にありました、正

しく理解し、早期発見し、早期に支えていくこ

とが大事だ、そのための初期集中支援チームの

全市町村設置への支援を、県に、ぜひお願いし

たいと思います。

認知症についての基礎知識と正しい理解を身

につけ、認知症患者と家族を手助けする市民ボ

ランティア「認知症サポーター」は、全国

で2014年12月末時点で580万人に上ります。国

は、現行の養成目標である600万人達成が目前に

迫っているため、800万人に上積みするとしてい

ます。認知症サポーター養成講座は全国で行わ

れています。講座を受講することでサポーター

となっていますが、認知症患者の理解者にはな

れても、サポーターまでには至らないケースが

ほとんどです。そこで、本県の認知症サポータ

ーはどれくらいいるのか。また、サポーターの

養成と活動の支援にどのように取り組んでいく

のか、お伺いいたします。

本県の認知症○福祉保健部長（佐藤健司君）

サポーターの養成数は、昨年末現在、約６

万7,000人となっておりますが、今後、見込まれ

る認知症高齢者の増加に対応できるよう、引き

続き、認知症サポーターの増員を図っていく必

要がありますので、養成数の少ない市町村に重

点的に働きかけるとともに、養成講座の講師と

なる人材の育成のための研修などに取り組んで

まいりたいと考えております。また、認知症サ

ポーターが、地域や職場などさまざまな場面で

活躍していただくことが重要でありますので、

徘回模擬訓練への参加などの事例を初め、県内

外の先進事例を県庁ホームページ等で紹介する

こと等によりまして、市町村の多様な取り組み

を促進してまいりたいと考えております。

県の後押しに期待したいと思○河野哲也議員

います。

65歳未満の若年認知症の人は、2009年公表の

調査で推計約３万8,000人、働き盛りの世代で経

済的な問題が大きく、本人や配偶者の親などの

介護と重なって、複数の人の世話をする多重介

護に直面するおそれも高いなど、高齢期とは

違った生活課題があります。国家戦略では、都

道府県に相談窓口を設けて担当者を配置し、交

流の場づくりや就労支援など対策を強化すると

しています。そこで、本県での若年性認知症の

交流の場や就労支援などについてどのように取

り組むか、お伺いいたします。

若年性認知症○福祉保健部長（佐藤健司君）

の方には、就労継続や子供の教育費などの収入

確保、さらには介護が配偶者に集中するなど、

多くの課題があると思われます。このため、事

業主等へ若年性認知症に関する啓発を行い、就

労継続について理解の促進を図るとともに、仮

に一般就労が困難となった場合においても、障

害福祉サービスなどに基づく福祉的就労の対象

となりますので、その点も周知してまいりたい

と考えております。

また、認知症の方やその家族が集い、情報交

換、交流を図ることのできる居場所づくりにつ

きましては、県内の一部で「認知症カフェ」と

しての取り組みが始まっているところでござい

ますけれども、今後は、市町村が実施する地域

支援事業を活用しながら、より身近な地域に居

場所ができるよう、取り組みを進めていく必要
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があると考えております。

これからの課題として、認知○河野哲也議員

症については、国の施策を先取りして、高齢者

が安心して暮らせる、そういう施策をぜひお願

いしたいと思います。

今、地域での県政報告会の中で、数々の要望

を受けます。新見代表もおっしゃいましたけれ

ども、県民の声を多く受けるわけです。代表質

問でも扱われた内容がございますが、切実な県

民の声として、３点質問をさせていただきま

す。

農林業問題です。林業関係者との懇談の中

で、森林組合が取り組んでいる事業が厳しい状

況になっているとのことでした。今、延岡地区

の現状は、伐採未栽地面積915ヘクタールで、こ

とし造林予定面積143ヘクタールに対して、苗木

の不足によって造林面積は106ヘクタールとお伺

いいたしました。組合の対策として、母樹園の

造成や穂木生産に取り組むとしておりました

が、再造林の増加に対応した苗木の不足が生じ

ています。県の対応について、環境森林部長に

お伺いいたします。

本県では、杉○環境森林部長（徳永三夫君）

を中心とする人工林が収穫期を迎えております

ことから、今後の伐採面積の増加に対応し、再

造林を進めていくためには、５年後の平成32年

度には、現在の杉苗木生産量約420万本の1.5倍

に当たる約620万本の苗木が必要となると予測し

ております。このため現在、苗木生産に必要な

採穂園の整備など、生産拡大に向けた対策につ

いて、森林組合など関係団体等と連携を図りな

がら検討を進めているところでございます。

苗木の植栽に大事な作業であ○河野哲也議員

る地ごしらえが始まっている中で、森林整備事

業の27年度補助金減額が検討されていると聞い

ております。このまま事業を続ければ、組合に

欠損が生じ、組合員の負担が大きくなる、やめ

れば山は荒廃すると、苦しんでいらっしゃいま

した。森林整備事業が進む中で、補助金の減額

がされると聞いておりますが、対応をお伺いし

ます。

国の森林整備○環境森林部長（徳永三夫君）

当初予算が年々厳しくなる中で、先般成立した

補正予算においても、本県への配分がなかった

ことから、来年度の事業実施が大変厳しい状況

にあると認識しております。このため現在、国

に対して、本県の実情を十分に説明し、予算配

分について強く求めているところであり、今後

の予算の配分状況を踏まえまして、現場への影

響が可能な限り緩和できるよう、現場の声にも

耳を傾けながら対応してまいりたいと考えてお

ります。

帰り際、林業県宮崎「切った○河野哲也議員

ら植える」、ぜひとも林業関係の予算確保をと

強く言われました。どうかよろしくお願いした

いと思います。

有害鳥獣でございます。北川のシキミ生産者

の方々から、鹿駆除を徹底してお願いしたいと

の声を聞きました。そこで、24年度、25年度に

おける、県内の野生鳥獣による農林作物の被害

額を、総合政策部長にお伺いいたします。

平成24年度○総合政策部長（橋本憲次郎君）

の農林作物の被害額につきましては、農作物が

約10億円、人工林が約5,300万円、特用林産物が

約4,500万円となっており、合計で11億172万円

となっております。また、平成25年度の農林作

物の被害額につきましては、農作物が約７

億3,000万円、人工林が約6,400万円、特用林産

物が約3, 2 0 0万円となっており、合計で８

億2,653万円となっているところでございます。
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全体の被害額は減っています○河野哲也議員

が、杉等の人工林の被害がふえているというこ

と、近年の鹿の生息数の推移について、環境森

林部長にお伺いいたします。

県では、糞粒○環境森林部長（徳永三夫君）

法 これは鹿のふんの数によって推測するわ―

けですが によりまして鹿の生息数調査を実―

施しており、平成20年度の約７万7,000頭をピー

クに、24年度末には約４万1,000頭まで減少して

いると推測しておりますが、地域によっては、

生息数が増加しているとの声も聞いておりま

す。このような中でありますが、現在、国にお

いて、北海道を除く都府県を対象に、新たな手

法を用いた生息調査を行っておりますので、こ

の結果を踏まえて、今後の対策に生かしたいと

考えております。

答弁にあったように、この数○河野哲也議員

字を生産者の方々は信用していません。目の前

の鹿は確実にふえていると言います。ぴくりと

も動かないと。農作物の被害もありますけれど

も、乗用車の被害もある、動かないから車にぶ

つかると、そこまでおっしゃっていました。鹿

ネットの緩みを見つけて、侵入して若木を折

る、農林作物を荒らすと、生産者の声は怒りに

満ちておりました。以前の質問で、狩猟者の減

少・高齢化が進行していることから、新たな捕

獲の担い手として民間企業等の参入を考えるべ

きだとの議論がありました。鳥獣保護法の改正

に伴い創設された「認定鳥獣捕獲等事業者制

度」について、県の取り組み状況をお伺いいた

します。

「認定鳥獣捕○環境森林部長（徳永三夫君）

獲等事業者制度」は、野生鳥獣の捕獲の一層の

促進と狩猟者の確保を図るため、必要な技能や

知識及び資格など、国が定める基準を満たして

いる民間事業者を、知事が鳥獣捕獲等事業者と

して認定するものであります。本県におきまし

ても、狩猟者の減少・高齢化が進行しており、

新たな捕獲の担い手として期待されますので、

認定事業者が有害鳥獣駆除に従事できるよう、

本年５月の制度の施行に向けて、鳥獣保護事業

計画の変更を進めているところでございます。

再度お尋ねですが、この制度○河野哲也議員

を積極的に活用していただけるということでよ

ろしいでしょうか。

本制度は、事○環境森林部長（徳永三夫君）

業者が参入することによりまして、有害鳥獣対

策はもとよりでございますが、ジビエの利活用

にもつながるものと考えておりますので、積極

的に進めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○河野哲也議員

延岡南道路恒久無料化についてお伺いいたし

ます。平成23年の６月からの無料化社会実験終

了後、国道10号の渋滞が再び慢性化し、並行し

て走る通学路となっている県道への流入もふ

え、沿線住民の経済活動や人身事故の発生件数

が1.83倍となるなど、再三にわたり訴えてまい

りました。また、昨年３月、東九州道延岡―宮

崎間の開通により、例えば開通後の３月19日、

国が調査していましたが、延岡ジャンクション

から延岡南は１万1,431台通過しております。特

に大型車両が、有料区間の延岡南道路を避け、

延岡南インターと国道10号を結ぶ市道に流入す

るわけです。その交通量が大幅に増加し、沿線

住民の生活に大きな影響が出ています。沿線住

民の置かれている危機的状況を解消するため、

また物流機能の強化を図るため、早急に延岡南

道路の恒久無料化を実現すべきだと考えます

が、知事の見解をお伺いします。

延岡南道路について○知事（河野俊嗣君）
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は、平成22年６月から約１年間にわたり実施さ

れました高速道路料金の無料化社会実験をきっ

かけに、地元延岡市を中心に、恒久無料化を求

める強い声をいただいておるところでありま

す。また、有料区間であります延岡南道路を避

けた大型車が、今御指摘ありましたように沿線

の住宅地に流入することから、騒音や交通安全

上の問題が生じ、住民生活に支障を及ぼしてい

るという声も聞いているところであります。延

岡南道路の無料化も一つの解決策とは思われま

すが、一般有料道路として建設された経緯か

ら、現行制度上、直ちに無料化することは厳し

い状況にあるものと考えております。このよう

なことから、県としましては、国や延岡市など

の意向も踏まえつつ、どのような対応ができる

のかということについて、引き続き検討してま

いりたいと考えております。

この問題は、延岡選出の議員○河野哲也議員

が質問し続けると思いますので、よろしくお願

いします。

最後でございます。重症心身障がい児のショ

ートステイについてお伺いいたします。

重症心身障がい児の保護者から幾つか声をい

ただきました。その中の一つですが、ショート

ステイの設置でございます。この話を聞いたと

き、亡くなられた外山良治元議員が河野知事就

任直後の一般質問で、メールを通じて一人の重

心児の紹介をし、ショートステイ等の設置を訴

えられたことを思い出しました。重症心身障が

い児のショートステイの県北での設置につい

て、平成23年２月議会の関連質問に対して、

「医療機関との連携という中での取り組みにな

る。一つ一つ課題が解決できるように環境整備

を整えていきたい」と答弁されています。その

後の取り組みについて、福祉保健部長にお伺い

いたします。

重症心身障が○福祉保健部長（佐藤健司君）

い児の保護者の身体的・心理的負担軽減を図る

ため、ショートステイ等の提供体制の充実は大

変重要な課題であると認識いたしております。

このため今年度は、在宅の重症心身障がい児の

新たな受け入れや受け入れ枠の拡大を予定して

いる10の障害福祉サービス事業所等に対し、看

護師等の雇い上げ費用に対する支援を行ってお

りまして、その中で、県北地域におきまして

も、２事業所が手を挙げていただき、その支援

を行っているところであります。また、重症心

身障がい児の支援には、専門的な知識と対処が

必要なことから、これらの事業所が雇い上げた

看護師等を対象とした対応力向上研修を実施し

ているところでございます。

今後さらに、保護者の皆様の切実な声に応え

られるように、医療機関や介護老人保健施設の

空きベッドを活用したショートステイ実施の働

きかけや、施設職員の対応力向上のための研修

等を通じて、受け入れ事業所の充実に取り組ん

でまいりたいと考えております。

宮崎市ができて延岡ができな○河野哲也議員

い、県北ができないということはない。具体的

な動きをぜひお願いしたいと思います。知事、

外山良治元議員は、この惨状、悲劇というもの

を３期12年の間で全て解消していただきたいと

おっしゃったのを覚えているでしょうか。私も

同感だと訴え、質問の全てを終わります。以上

です。（拍手）

次は、後藤哲朗議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○後藤哲朗議員

ざいます。一般質問、延岡市選出の２番目、後

藤哲朗でございます。よろしくお願いいたしま

す。
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さて、知事は、平成24年９月議会、十屋議員

の知事の政治姿勢に対する質問への答弁で、

「政治家として、知事としての言葉には、ポイ

ントが３つあると言われています。１つは、何

を語るかという中身の部分、２つ目は、その中

身というものをいかに伝えるか、いかにわかり

やすく的確に伝えるか、３つ目は、その中身が

固まって的確に伝える技術があった上で、どう

いう内容を、どういうタイミングで、どのよう

に伝えていくかが重要である」と述べられてい

ます。また、「発した言葉どおりの結果をあら

わす力があるとされている言霊を大事にした

い。言葉の磨きというものに尽力、研さんを積

んでいきたい」旨のことを言われております。

私は、このようにパフォーマンスやイメージで

はなく、言葉の重みや本質を求められる誠実な

知事なら、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」の

実現に向けて、一歩一歩、前へとリードしてく

れるものと思っております。

そこでまず、知事の発した言葉からお尋ねい

たします。ある地元紙の本年の新春インタビュ

ーで、「「みやざき新時代」を築きたいとおっ

しゃっていますが、その中で県北地域の将来像

をどう描きますか」という問いに、次のような

ことを述べられています。「延岡を中心とした

県北が、高速道路を活用しながら、中心的な位

置として県勢全般を引っ張っていく。それが宮

崎全体の浮揚につながると思っています」とい

う内容であります。県北民にとりましては、元

気が出る、ありがたい言葉であります。そこ

で、県北地域の浮揚に向けてはどのように取り

組んでいかれるのか、知事に御所見をお伺いい

たします。

次に、自然環境の保全についてお尋ねいたし

ます。知事は、いろんな場面で、宮崎の自然に

ついて、「本県が誇る恵まれた自然、美しい自

然、豊かな自然、田舎の自然、多くの自然の資

源」などの言葉を用いられます。私も、海・山

・川と、すばらしい自然に囲まれた宮崎県に住

んでいることに、感謝の気持ちと誇りを持って

おります。そこで、私は、宮崎の豊かな自然の

恵み等を活用した、地方創生や地域活性化への

視点、取り組みが重要であると考えます。しか

しながら、自然の恵みを利活用する一方で、自

然環境を保護することは、私どもにとって非常

に大事なことであり、また、これらの自然環境

を将来の世代に確実に引き継いでいくことも、

私たちの重要な使命であります。そこで、本県

の豊かな自然環境をどのように保全していかれ

るのか、知事に御所見をお伺いいたします。

次に、祖母傾山系エリアのユネスコエコパー

クの登録についてお尋ねいたします。

ユネスコエコパークは、生態系の保全と持続

可能な利活用の調和を目的として、1976年（昭

和51年）にユネスコが始めた制度であります。

世界自然遺産が、顕著な普遍的価値を有する自

然地域を保護・保全するのが目的であるのに対

し、ユネスコエコパークは、保護・保全だけで

なく、自然と人間社会の共生に重点が置かれて

います。日本の登録件数は、「日本百名山」著

者の深田久弥氏のふるさとの山、白山を初

め、3,000メートル級の山、赤石岳、悪沢岳のあ

る南アルプス、そして本県の綾など、７カ所で

あります。世界的な機関からのお墨つきを得る

ことで、国内外からの観光客の増加が期待でき

るし、本県で２件の登録となりますと、「自然

豊かな宮崎」を、今まで以上に国内外にアピー

ルできるものと考えます。そこで、祖母傾山系

周辺地域におけるユネスコエコパーク登録に取

り組む目的と効果について、知事にお伺いいた
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します。

次に、ゼロ予算施策についてお尋ねいたしま

す。

厳しい財政状況の中にあって、「財源なくし

て政策なし」という言葉を払拭する、まさに知

恵と工夫による改善の取り組みを高く評価いた

します。制度の改善や県民等との協働、情報発

信・情報提供の充実など、新たな予算を伴わず

に、いろんな施策の推進を図られています。そ

こで、ゼロ予算施策について、その狙いと取り

組み状況を、知事にお伺いいたします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

急速な少子高齢化や人口減少、家族形態の変

化などに伴い、地域社会のつながりが希薄化し

ています。このような中、ひとり暮らし高齢者

や子供の見守り、子育て中の母親への支援な

ど、以前は地域のきずなの中で住民同士が互い

に支え合い、助け合ってきたことが、難しく

なってきたというような声を聞きます。これか

ら人口減少が進んでいくことを考えますと、地

域コミュニティーが持つ互助の機能を維持し、

高めていくことが大切であると考えます。そこ

で、そのためには、福祉の切り口で、地域にお

いて誰もが身近に集うことのできる拠点をつく

ることが重要であると考えますが、県の今後の

取り組みについて、福祉保健部長に御所見をお

伺いいたします。

次に、北川湿原についてお尋ねいたします。

北川湿原は、延岡市北川町の家田地区と川坂

地区に広がる約20ヘクタールの湿地で、家田湿

原と川坂湿原を総称して北川湿原と呼んでいま

す。絶滅危惧種の動植物が50種以上生息し、国

内でも学術的に極めて価値の高い湿原と言われ

ています。また、家田川のサイコクヒメコウホ

ネ、川坂川のオグラコウホネは、日本一の群落

と評されています。そこで、この北川湿原につ

いて、県としてはどのように認識されているの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

次に、中小企業の振興についてお尋ねいたし

ます。

昨年の９月に金融庁が公表しました地域金融

機関における課題と考え方を要約しますと、

「地域金融機関は、地域の経済・産業の現状及

び課題を適切に認識・分析するとともに、こう

した分析結果を活用し、さまざまなライフステ

ージにある企業の事業の内容や成長可能性など

を適切に評価（事業性評価）した上で、それを

踏まえた解決策を検討・提案し、必要な支援等

を行っていくことが重要である。特に、目きき

能力の発揮による企業の事業性評価を重視した

融資や、コンサルティング機能の発揮による持

続可能な企業（特に地域の経済・産業を牽引す

る企業）の経営改善・生産性向上・体質強化の

支援等の取り組みを一層強化していくととも

に、継続困難な企業に対する円滑な退出への支

援にも取り組んでいくことが求められている」

とあります。

昨年の６月に閣議決定しました「日本再興戦

略」においても、事業性に着目した融資を促進

するとしております。そこで、中小企業支援施

策として、融資が大きなウエートを占めている

と考えますが、県として小規模企業者等に対し

てどのような取り組みを行っているのか、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

次に、離島振興についてお尋ねいたします。

平成25年４月に改正離島振興法が施行され、

間もなく２年が経過いたします。この間、国に

おいては、離島活性化交付金や離島高校生修学

支援事業といった制度が創設されました。県に
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おいては、離島に特化した10年間の地域づくり

ビジョンである第７次宮崎県離島振興計画が策

定され、各分野においてさまざまな取り組みが

なされているなど、一定の成果が上がっている

ものと認識しています。

ところで、離島の一つである島野浦島は、水

産業が基幹産業であり、まき網、養殖漁業が基

幹漁業となっていますが、長引く魚価の低迷や

水産資源の減少、燃油高騰などから経営環境は

極めて厳しく、進展する高齢化と新規参入者の

不足などから、担い手の確保が困難な状況にあ

ります。そのような中、島の基幹漁業であるま

き網漁業を初めとして、漁業の活性化を図り、

持続可能な漁業の再構築を目指すこととしてい

ます。そこで、延岡市で取り組みの意向があり

ます離島漁業再生支援交付金について、現在の

状況を農政水産部長にお伺いいたします。

最後に、ＮＩＥの推進についてお尋ねいたし

ます。

ＮＩＥとは、Newspaper in Education、「教

育に新聞を」の略で、学校などで新聞を教材と

して活用することをいいます。新聞を教材とし

て活用するだけでなく、新聞や新聞記者につい

て学んだり、新聞をつくったりすることもＮＩ

Ｅに含まれます。学習指導要領では、教育内容

の改善事項の第一に「各教科等における言語力

の充実」をうたっています。また、辞書や新聞

の活用や図書館の利用などについて指導を求め

た中教審の答申を念頭に、言語力を高めるため

の環境整備の重要性を明記しています。言語力

がコミュニケーションや感性・情緒の基盤であ

り、学習の基本という認識があるからと考えま

す。私も以前からＮＩＥに関心があり、動向を

見ていましたが、学力向上やキャリア教育の視

点からも、高い評価をしているところでありま

す。そこで、学校におけるＮＩＥの効果につい

て、教育長に御所見をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、それ

ぞれの御答弁後、質問者席から再質問をさせて

いただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、県北地域の浮揚についてであります。

県北地域は、本県を代表する産業集積地帯であ

りまして、風光明媚な観光資源や神楽等の伝統

文化など、多彩な魅力にあふれております。と

りわけことしは、東九州自動車道の大分―宮崎

間や国道218号北方延岡道路の開通、細島港の大

型岸壁の完成を控えるなど、社会基盤の整備が

大きく進むところでありまして、本県にとりま

して、東九州の新たな玄関口として、将来への

発展可能性が大きく広がっているものと考えて

おります。

さらに現在、県北地域においては、東九州メ

ディカルバレー構想やフードビジネスなどの振

興、また自動車関連産業の北部九州における販

路開拓、さらには、ユネスコエコパークの登録

や神楽の無形文化遺産登録、世界農業遺産の認

定に向けた取り組みなど、地元が主体となった

さまざまな動きが活発化しているところであり

ます。私としましては、このような取り組みを

しっかり後押しすることで、県北地域の一層の

活性化を図り、それを県全体の発展につなげて

いくことにより、「みやざき新時代」を築いて

まいりたいと考えております。

次に、自然環境の保全についてであります。

本県は、祖母・傾などの緑豊かな山々やこれら

を水源とした河川、そして鬼の洗濯板を擁する

美しい海岸線など、変化に富んだ、豊かですぐ

れた自然環境に恵まれております。県では、昭
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和９年に我が国で初めて国立公園に指定された

霧島錦江湾国立公園や日豊海岸国定公園など、

県土の約12％を占める自然公園を適切に保全す

るとともに、平成17年に宮崎県野生動植物の保

護に関する条例を制定し、多様な生態系の保全

に取り組んでいるところであります。また、近

年では、霧島ジオパークの認定や綾ユネスコエ

コパークの登録、さらには、祖母傾山系のユネ

スコエコパーク登録を目指す動きなど、各地域

において、自然環境を保全しながら地域振興に

生かす取り組みもありますので、そのような取

り組みへの支援を行っているところでありま

す。

今後、沿道修景美化条例の精神を受け継いで

継承・発展させていく県土美化条例などの制定

も検討しておるところでありまして、県民の間

に自然環境の保全の機運を高めてまいりたいと

考えております。豊かな自然環境は本県の貴重

な財産だと考えておりますので、今後ともしっ

かり保全し、将来の世代へと引き継いでまいり

たいと考えております。

次に、祖母傾山系周辺におけるユネスコエコ

パーク登録についてであります。

この地域は、幅広い植生や希少野生動植物が

生息するなど、豊かな自然が残っており、森林

セラピーなど自然を活用した地域活動も盛んで

ありますことから、まさに「生態系の保全と持

続可能な利活用の調和」を掲げるユネスコエコ

パークの理念に合致しているところでありまし

て、登録に向けた取り組みを推進しておりま

す。これを進めることで、貴重な生態系の保全

を図りますとともに、地域資源が再認識され、

知名度の向上、交流人口の増加、地域住民や次

世代の誇りの醸成が図られることから、世界ブ

ランド登録を目指した他の取り組みとあわせ

て、宮崎の魅力を国内外に発信してまいりたい

と考えております。また、大分県や両県の関係

６市町と連携し、この取り組みを進めていくこ

とにより、東九州新時代にふさわしい地域間交

流の一層の活発化を図ってまいりたいと考えて

おります。

最後に、ゼロ予算施策についてであります。

ゼロ予算施策につきましては、新たな予算を

伴うことなく、職員の知恵と創意工夫、アイデ

アを生かして、県民サービスの向上や改善に積

極的に取り組むものであります。これは、平

成18年度 私が総務部長であったときであり―

ますが より、このような名前のもとに取り―

組み、また公表しておるところでございます。

取り組み状況としましては、例えば、川崎市や

宮崎銀行との包括的な協定の締結でありますと

か、民間企業等との協働によります企業ＢＣＰ

の策定支援、さらには、企業局の県電ホール及

びギャラリーの一般開放など、多岐にわたって

いるところであります。ゼロ予算施策につきま

しては、効果的・効率的な行政サービスに資す

るほか、職員の意識改革にもつながるものであ

りますので、私も引き続き、職員に対し、積極

的なアイデアや提案を呼びかけてまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

地域福祉の推進についてであります。人と人

とのつながりが希薄化する傾向にある今日、世

代を超えて誰もが気軽に集い、交流を深めるこ

とのできる身近な拠点づくりは、重要な視点で

あり、県内では、公民館や個人の住宅を利用し

て、いわゆる「茶飲ん場」と呼ばれる、住民が

気軽に集い語れる場などが設置され、効果を上

げつつあると聞いております。このような状況
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を踏まえ、今回、国の交付金を活用しまして、

地域住民が交流できる拠点づくりを行う「世代

間交流・多機能型福祉拠点支援事業」を、２月

追加補正予算の中で提案させていただいたとこ

ろであります。今後、この事業を活用しながら

身近な拠点づくりを進め、地域住民のつながり

の再生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〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（徳永三夫君）

えいたします。

北川湿原についてであります。家田川や川坂

川流域の北川湿原は、私も大好きな場所であり

まして、何度も足を運んでおりますが、グンバ

イトンボ、スイレン科のオグラコウホネ、ヌマ

ゼリなど、県のレッドデータブックに掲載され

ている希少な野生動植物が多数生息しておりま

す。このため県では、宮崎県野生動植物の保護

に関する条例に基づき、平成21年３月に重要生

息地に指定いたしまして、地元住民を対象にし

た講演会の開催や、鹿の食害を防ぐ防護柵の設

置など、地元の皆様とともに湿原の保全に取り

組んでいるところでございます。北川湿原は、

環境省の「日本の重要湿地500」やラムサール条

約湿地の潜在候補地に選定されるなど、国際的

にも重要な湿原でありますので、県民の財産と

して、今後とも、その保全を図っていく必要が

あると認識しております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（茂 雄二君）

お答えします。

小規模企業者等に対する融資の取り組みにつ

いてであります。融資を活用して設備投資等を

行うことにより、経営基盤を強化することは、

県内の中小企業者が成長や事業継続を図る上で

大変重要であります。このため、県では本年

度、県中小企業融資制度に「みやざき成長産業

育成貸付」を設けるなど、経営安定や事業拡大

等のための金融支援を行っているところであり

ます。また、特に小規模企業者等につきまして

は、国の設備導入のための無利子貸付制度が廃

止されますことから、来年度より新たに「みや

ざき小規模企業者等設備導入資金貸付制度」を

設けるとともに、貸付先に対し、県産業振興機

構に設けられた「よろず支援拠点」が随時助言

を行うことにより、その成長促進を図ってまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（緒方文彦君）

えいたします。

離島漁業再生支援交付金についてでありま

す。離島漁業再生支援交付金は、離島の漁業集

落が行う種苗放流や販路拡大などの地域活動を

支援することにより、離島漁業の維持・再生を

図ることを目的として交付されるものでありま

す。交付に当たりましては、対象地域におい

て、取り組み内容を定めた集落協定を漁業者間

で締結すること、また、市町村において、それ

を踏まえた漁業振興の方策に関する「離島漁業

集落活動促進計画」を策定することが要件と

なっております。現在、延岡市においては、協

定の具体化など、地元との調整を進めていると

ころでありますので、県といたしましては、そ

の進捗状況を見ながら、まずは、計画の策定に

向け、必要な支援を行ってまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

学校教育におけるＮＩＥ（Newspaper in Educ

ation）の新聞の教材としての活用の効果につい

てであります。教育指導への新聞の活用は、学
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習指導要領にも位置づけられており、学校で

は、文章構成のお手本として活用したり、多様

な情報源として記事を読み解いたりしながら、

思考力、判断力、表現力を高める取り組みが、

国語科や社会科を初めとするさまざまな学習に

おいて行われております。

ＮＩＥの効果ですが、国が行った「全国学力

・学習状況調査」の結果分析では、新聞をよく

読む子ほど学力が高いという結果が出ておりま

す。また、全国のＮＩＥ実践指定校を対象に行

われた調査では、新聞の活用による効果とし

て、子供たちが文章を読んで内容を理解するこ

とが好きになるとか、自分で調べて詳しく知る

ことが好きになるなどの効果も見られておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

理解を深めるために、提言・○後藤哲朗議員

提案を交えながら、再度質問を行ってまいりま

すので、よろしくお願いいたします。

知事には、県北地域について、東九州の玄関

口として、将来への発展可能性が大きく広がっ

ている旨の答弁でありました。国の責任のもと

進められる九州中央自動車道の整備促進が付加

されれば、もっともっと大きく浮揚するものと

思いますので、今後とも引き続き、要望活動を

初めとした後押しのほどよろしくお願いいたし

ます。

それでは、まず初めに、ユネスコエコパーク

登録についてお尋ねいたします。

先ほどの知事答弁では、地域資源の再認識、

知名度の向上、交流人口の増加等の効果をお示

しいただきました。豊かな自然環境という本県

の貴重な財産である祖母傾山系エリアが、地域

振興に大きく貢献する資源となるものと思って

おります。そこで、まず初めに、ユネスコエコ

パーク登録にかかわる課題について、総合政策

部長にお伺いいたします。

ユネスコエ○総合政策部長（橋本憲次郎君）

コパーク登録に向けた課題についてでございま

すが、申請に当たりましては、ユネスコエコパ

ークとしての機能を達成するためのゾーニング

（区域設定）や、地域の共通したコンセプトづ

くり、また、これまでの学術研究や地域活動の

取りまとめなどを行う必要があるところでござ

います。これに向けて、現在、早急に作業を進

めているところでございます。また、この取り

組みを推進するためには、何よりも地域の盛り

上がりが大変重要でございますので、大分県、

地元自治体と連携し、積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

今の答弁にありましたよう○後藤哲朗議員

に、区域設定、地域の共通したコンセプトづく

り、学術研究の取りまとめ等、申請への課題の

ほかに、地域の盛り上がり、機運の醸成等が、

私は大変重要だと思っております。また、今回

の登録に向けての動きと並行して、「九州で残

された最後の大自然」に県民の皆さんに親しん

でもらうことや、担当の職員さんたちにも、こ

の区域の自然のよさ、深さ、広さ等をよく理解

してもらうことも重要だと思っております。な

ぜ私が言えるのかといいますと、議員になる前

までは、山が大好きで、ほとんどこの周辺の山

を登っているから、体感・実感として言えると

いうことを御理解いただきたい、そのように思

います。

ところで、橋本総合政策部長には、大崩山の

麓に視察に行かれたとお聞きしておりますが、

祖母傾山系は大まかに３つの山地に分かれると

思っております。行かれた大崩山地、祖母山か

ら傾山に連なる山地、可愛岳、行縢山等の山地

があります。知事の現場主義ではありません
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が、いろいろなアクセスもありまして、現地の

視察をぜひ今後ともよろしくお願いしたい、そ

のように思います。

次に、知事に、ゼロ予算施策、その中で都市

間連携についてお尋ねいたします。川崎市との

連携・協力の取り組みに関する基本協定が締結

されました。都市間連携は重要な施策であり、

大いに期待をするものであり、二の矢、三の矢

を撃っていくべきだと私は考えます。そこで、

本県と関西を結ぶカーフェリー航路の就航地で

あり、メディカルバレーの先進地、神戸牛など

関連の深い神戸市など、川崎市に続く他の都市

との連携についてはどのように考えておられる

のか、御所見をお伺いいたします。

まず、川崎市との基本○知事（河野俊嗣君）

協定の締結を受けて、活発に意見交換やフォー

ラムなどを行っているところでありますが、こ

のように、都市と地方が互いの地域資源や特性

を最大限生かして相乗効果を得るということ

は、今、国を挙げた地方創生の動きがある中

で、一つの先駆的な取り組みであろうかと自負

しておるところでありまして、全国に誇るべき

都市と地方の連携モデルとして発展させていき

たいと考えております。

御提案のありました神戸市につきましては、

本県と関西を結ぶ長距離カーフェリー航路の就

航地が昨年10月から神戸港に変更されたのに加

え、神戸市にゆかりの深いオリックス・バファ

ローズのキャンプがことしから宮崎市で行われ

るなど、相互交流の大きな流れができつつある

のではないかと感じております。

さまざまなアイデアができようかと思いま

す。今御指摘がありましたような、例えば宮崎

牛と神戸牛の和牛バトルイベントを行うとか、

また大型クルーズ船の寄港地としての連携・協

力というようなことも考えられようかと思いま

す。今、神戸市長を務めておられます久元市長

は、私の総務省時代の先輩でもあります。そう

いう人脈なども通じて、いろんな展開も図られ

るというふうに考えておるところでありまし

て、今後は、川崎市との連携の推進状況も踏ま

えつつ、神戸市も含む他の自治体との多様な地

域間連携の構築も視野に入れながら、検討を進

めてまいりたいと考えております。

ありがとうございました。ど○後藤哲朗議員

うぞよろしくお願いいたします。

続きまして、同じくゼロ予算施策の情報発信

・情報提供の充実についてお尋ねいたします。

東九州自動車道の開通を契機として、今後の交

流が活発になるであろう自治体（大分県、北九

州等）について、県の広報紙において紹介をす

るとともに、他の自治体広報紙において本県の

ＰＲを行ってもらうなどの相互連携した取り組

み、要するにイベントとか観光情報等を掲載し

合うという、ゼロ予算での検討ができないもの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

他の自治体○総合政策部長（橋本憲次郎君）

の広報紙との紙面交換という取り組みは、新た

な予算を必要とせずにお互いの魅力を伝え合う

ことができ、交流の促進を図る上で有効な方策

の一つであると考えております。また実際、宮

崎市と大分市の間、また延岡市と佐伯市の間

で、具体的な取り組みが見られるところでござ

います。実際に、県の広報紙の紙面交換を行う

に当たりましては、市の広報紙に比べてページ

数が少ないとか掲載できる情報量に限りがある

中で、工夫も必要となってまいりますが、今

後、相互連携という御趣旨を踏まえて、幅広く

検討してまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。実○後藤哲朗議員
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は、別府市観光協会に行きましたら、北九州

市、別府市、そして本県の宮崎市が同様なチラ

シをつくっておりまして、東九州道開通による

都市との交流、その中でいかにＰＲしていく

か、その中で相互連携という一つのキーワード

が出てきているような気がいたしますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

地域住民同士が互いに支え合い、助け合う互

助の機能を活性化させるためには、拠点だけで

はなく、地域全体の人による見守り等の活動も

重要であると考えます。県では、地域福祉の課

題解決を図る地域福祉コーディネーターの養成

や、地域住民の見守りを行う「みやざき地域見

守り応援隊」の取り組みを実施しております

が、どのような実績があるのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

地域福祉コー○福祉保健部長（佐藤健司君）

ディネーターは、福祉課題の解決のためにリー

ダーシップを発揮する人材として、これまで442

名を養成しており、孤立死を起こさないための

仕組みづくりや、住民を対象とした介護予防の

研修会の開催などに取り組んでいただいており

ます。

また、昨年２月に結成した「みやざき地域見

守り応援隊」につきましては、電気・ガスなど

のライフラインや宅配サービス業者など、14の

事業者に地域での見守り活動を行っていただい

ておりまして、例えば、体調不良の方を発見し

救急車を呼んだり、保護の必要な児童の情報を

関係機関に通報するなど、これまで15件の実績

が報告されております。

私は、地域福祉を推進するに○後藤哲朗議員

当たりましては、地域の拠点形成、地域活動の

担い手が育つ仕組みづくり、そして最後に、や

はり地域の人が情報を共有することが大事だと

思っております。そのような中、今回、福祉の

切り口で身近な拠点づくりを進めるというこ

と、地域福祉コーディネーターの養成、「みや

ざき地域見守り応援隊」の取り組み等を通じ

て、地域福祉を支える人材の確保に努力してい

ただけるということで、地域住民のつながりの

再生に地域福祉の推進が大きな役割を果たすも

のと思いますので、引き続き、地域福祉の課題

解決に向けての施策の推進をお願いいたしま

す。

続きまして、北川湿原についてお尋ねいたし

ます。

この北川湿原は、多くの学識者の方々の提言

を受けまして、現地調査を実施した結果、希少

植物が多数あることが確認されたため、県土整

備部では、関係機関との協議の上、貴重な湿地

環境の保全・再生を図る自然再生事業に着手さ

れています。北川湿原で実施している家田川・

川坂川の自然再生事業について、これまでの取

り組みと今後の予定を、県土整備部長にお伺い

いたします。

北川湿原○県土整備部長（大田原宣治君）

は、浸水頻度の減少などにより乾燥化が進んだ

ことから、県では、平成15年度に家田川・川坂

川自然再生事業に着手しまして、学識経験者や

地元住民の皆様の御協力をいただきながら、湿

原の保全を図るための土地の掘り下げや、散策

路となる管理用通路などの整備に取り組んでお

ります。また、地元の皆様には、平成18年に家

田・川坂川地元協議会を設立していただき、外

来植物の駆除や自然観察会の開催、ホームペー

ジの開設など、湿地保全活動や情報発信に多大

な御協力をいただいているところです。今後と
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も、引き続き、地元協議会との積極的な協働は

もとより、延岡市などの関係機関との連携を図

りながら、北川湿原の早期再生と保全に努めて

まいりたいと存じます。

実は「北川はゆま」、東九州○後藤哲朗議員

道の開通効果で、今、あの道の駅がすごい客数

の伸び、売り上げの伸びということで、じゃ、

その周辺、どこに行くかというと、北川湿原な

んですね。道の駅「北川はゆま」は、国土交通

省も全国の中で推薦している道の駅ということ

で、その辺もありますので、どうか今後ともよ

ろしくお願いいたしたいと思います。

続きまして、同じく北川湿原についてであり

ますが、先ほどの環境森林部長の答弁にありま

したように、北川湿原は、平成13年に「日本の

重要湿地500」に選定され、平成20年に県の重要

生息地となり、平成22年にはラムサール条約湿

地潜在候補地に指定されました。このラムサー

ル条約湿地とは、条約に加入する国々が、条約

で定められた９つの基準に沿って、国際的に重

要な湿地を登録していくものであり、世界で

は2,186カ所、そのうち日本では46カ所が既に登

録されておりますが、本県にはまだありませ

ん。北川湿原が選定されている潜在候補地とい

いますのは、この登録に向け、一定の基準をク

リアしていると認められている湿地でありま

す。そこで、国の内外から注目され、多くのメ

リットがあると言われるラムサール条約湿地登

録を目指す動きについて、県としてどのように

関与していかれるのか、環境森林部長に御所見

をお伺いいたします。

北川湿原がラ○環境森林部長（徳永三夫君）

ムサール条約湿地に登録されるには、地元の意

向はもとよりでございますが、国立・国定公

園、国設鳥獣保護区などの指定が必要で、将来

にわたって、自然環境の保全が図られることが

必要となります。登録につきましては、環境省

が条約に基づいて行うことになりますが、県と

いたしましても、地元や延岡市の意向を踏まえ

ながら、情報の収集・提供等に努めてまいりた

いと考えております。

御支援のほどよろしくお願い○後藤哲朗議員

いたします。

続きまして、よろず支援拠点についてお尋ね

いたします。

来年度より新たに「みやざき小規模企業者等

設備導入資金貸付制度」を設けるとともに、貸

付先に対し、県産業振興機構に設けられた「よ

ろず支援拠点」が随時助言を行うことにより、

成長促進を図ってまいりたいという答弁であり

ました。中小企業の振興、ひいては地域経済の

発展のためには、融資制度の充実とともに、地

場企業の成長促進を図っていくことが非常に大

きな課題でもあります。そこで、経営改善や生

産性の向上など、地場企業が抱える悩み等に対

するコンサルティングなど、重要な役割を担う

「よろず支援拠点」について、相談スタッフの

体制と有する資格及び相談件数など、その概要

を、商工観光労働部長にお伺いいたします。

よろず支○商工観光労働部長（茂 雄二君）

援拠点は、国からの委託を受けて、県産業振興

機構が昨年６月に開設したもので、県内３カ所

にサテライト会場を設けるなど、各地域の商工

会等と連携し、中小企業や小規模事業者が抱え

るさまざまな経営相談に対応しております。

相談スタッフとして、銀行ＯＢを含め、中小

企業育成に実績のあるコーディネーター５名が

配置されており、このうち４名は、中小企業診

断士の資格を有しております。また、昨年末ま

での７カ月間に、窓口や企業訪問等により946件
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の相談に対応しており、相談内容は、「売り上

げ拡大・販路開拓」が37.6％を占めて最も多

く、続いて、「創業」「経営改善」「各種支援

制度の活用」などとなっております。

国からの委託ですけれども、○後藤哲朗議員

県も一緒に連携して、よろしくお願いしたいと

思います。

続きまして、ＮＩＥについてお尋ねいたしま

す。効果について答弁をいただきましたが、ス

ピードを身上とする新しいメディアに対し、Ｎ

ＩＥは立ちどまってじっくり考えることを求め

ているとも私は思っております。私は、ＮＩＥ

の必要性と重要性が認知されてきているものと

考えますが、ＮＩＥの充実を図るため、今後の

取り組みについて、教育長にお伺いいたしま

す。

ＮＩＥ（新聞の教材○教育長（飛田 洋君）

活用）の普及等のために、本県では、県教育委

員会と新聞各社等から成るＮＩＥ推進協議会が

設置されており、その協議会が毎年８校程度の

推進モデル校を指定し、複数の記事を比較して

物事を多面的に捉えさせる学習や、新聞記者に

よる出前授業などの取り組みが進められており

ます。また、ＮＩＥの取り組みを広げるため、

これまで教員対象の年２回の研修会を協議会主

催で行ってきましたが、本年度からは、新しく

指定された学校に趣旨等を説明する会も実施い

たしました。

さらなる充実に向けてどうするのかという御

質問ですが、来年度以降は、新聞を活用する実

際の授業を多くの教職員に見てもらう取り組み

を検討中であります。また、県教育委員会とい

たしましても、各研修会にＮＩＥ担当の指導主

事を派遣し模範授業を行うなど、協議会と連携

しながら、新聞を活用した教育の充実に努めて

まいりたいと考えております。

先生方に授業の公開を来年度○後藤哲朗議員

から検討していただけるということですが、で

きれば、参観日等で保護者の皆さん方にぜひ見

ていただきたい。要するに、家庭でコミュニケ

ーションの一つのツールとして新聞というもの

を利用していただきたい。家庭、家族団らんの

中で新聞を見ながら、政治・経済・社会、そう

いうものについて親と子供さんが話し合う場、

これがまさしく私は大事だと。というのが、投

票率の低下が言われていますけれども、子供さ

んの時代から、こういった政治・社会・経済等

に関心を持ってもらうことが大事かなと、その

ように思っています。これは最終目標だと思い

ますが、よろしくお願いします。

そこで、ＮＩＥの推進について、提言・要望

をいたします。現在の実践指定校は８校程度と

いうことでしたが、このうちには、宮崎県のＮ

ＩＥ推進協議会が独自に設置している独自認定

枠が１校分あります。この認定枠１校に、多く

の学校の応募があったと仄聞しています。まさ

に、ＮＩＥの必要性や重要性、そして学校・教

師の皆さんに関心が高まってきているものと判

断いたします。そこで、県内のマスコミ各社や

教育関係者でつくる、先ほどの県ＮＩＥ推進協

議会がございますが、現在６社６紙の教材材料

を分割して、例えば３社３紙にしますと、ＮＩ

Ｅに取り組む学校は、単純に計算して倍になる

わけです。ですから、その協議会の場で、ＮＩ

Ｅ推進・拡大の視点から協議いただけるとあり

がたいのですが、検討いただけるよう教育長に

要望しておきます。よろしくお願いいたしま

す。

最後に、ゼロ予算施策について感想を述べさ

せていただきます。
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先ほど知事答弁のほうから、知事が総務部長

だったという平成18年度、当時は27件だったん

ですね。本年度、26年度が85件、来年度は94件

であります。昨年よりも９件多いし、当初か

ら67件もふえている。非常に私も注意して見て

いるんですが、例えば、来年度の事業の中に、

県外に広くアピールできるものを取りまとめた

「アピールメモ」を作成し、県職員が県外に出

張に行く際や県外からの来客と話をする際、職

員一人一人が営業パーソンとなって広くアピー

ルする材料として提供する「オールみやざきア

ピールメモ」の作成 我々議員も結構出張と―

かございますので、できれば我々議員にもいた

だきたい。そういうすばらしい内容かなと思い

ます。

それと、先ほど知事から御答弁がありまし

た、金融機関との協定の締結を通じて、地域経

済の一層の活性化及び県民サービスの向上を図

るという、金融機関との包括連携協定締結、地

域との共生を図る再生可能エネルギー事業者と

の協定締結、スマートフォン等を活用した避難

所情報等の提供、そして、国や県等が行ってい

るさまざまな制度事業・補助事業・助成事業の

ハンドブックの作成 これも我々は利用して―

いるんですけれども、非常にありがたい。各部

各課にまたがって、いろんな助成・補助事業が

ありまして、ハンドブックになりますと非常に

わかりやすいということで、ぜひこれは続けて

いっていただきたいなと、そのように思ってお

ります。

それから、出前講座、私も２～３度利用させ

ていただきましたけれども、出前講座の実施

等、いろんな取り組みをされております。今後

も、知恵と工夫による改善の取り組みに期待さ

せていただきますが、どうか幹部の皆さん方に

おかれましては、職員さんの頑張り、これも認

めていただきたい、そのように思います。どう

か、その点よろしくお願いしまして、時間が若

干早うございますが、終わりとさせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を○押川修一郎副議長

開きます。

次は、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○有岡浩一議員

の有岡です。本日は、傍聴者席にも足を運んで

いただき、心より感謝を申し上げます。

さて、私は常に厳しい質問をいたしておりま

すが、ふるさと宮崎県を思い、次の世代へとつ

なぐための愛情のある厳しさであります。県民

の声の代弁者として質問させていただきますの

で、知事を初め、明快なる答弁を求めます。

それでは、通告に従い質問をいたします。

まず、知事の政治姿勢として、ＴＰＰと「地

霊人傑」についてお尋ねいたします。

お手元にはプリントが２枚広がっております

が、この文字は「地霊人傑（ちれいじんけ

つ）」と読みます。よろしくお願いします。

ＴＰＰは、環太平洋経済連携協定もしくは環

太平洋パートナーシップ協定といいますが、日

本にとってどのようなメリット、デメリットが

あるのか、はかりかねている中、昨年３月、私

ども会派主催のセミナーで、「これが本当のＴ

ＰＰ、大転換期を生き抜く」をテーマに勉強会

を行いました。ＴＰＰを重要５品目、すなわち
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農業だけの問題に落とし込み、知的財産や公共

調達、ＩＳＤ条項など、他の非関税分野から目

をそらせるためではないか、また、反対する農

業団体を抵抗勢力とみなすことで、ＪＡの改革

を狙っているのではないかと、講演で力説され

ました。

現在、そのときの内容が現実のものとなって

まいりました。さらに、政府のＴＰＰ協定内容

がいまだに明かされず、マスコミ報道による情

報のみです。ＴＰＰ協定交渉の妥結時期は４月

以降、主食用米の輸入拡大、牛肉・豚肉の大幅

な関税の引き下げなど、情報が拡散し、交渉の

全容が見出せずにいます。日本にとってＴＰＰ

協定妥結は国益となるのか、また本県はどのよ

うな影響を受けることになるのか、県民の不安

は増すばかりであります。

そこで、先人の教えを引用し、２期目を迎え

られた知事の決意をお伺いいたします。地霊人

傑とは、ふるさとの地、その土地に生きてこら

れた先人の人々が守り育ててきた風景やその地

の文化とも呼べる風土が、すぐれた人材、人格

を生み出すと解します。グローバル社会におい

て、時代の変化に順応すべきものと、守りつな

ぐべき文化があると考えます。この地霊人傑と

いう言葉は、高木兼寛先生が地元高岡町に帰っ

てこられたときに書かれた書で私は知りまし

た。高木兼寛先生がふるさとを思う心の書であ

り、私ども高岡町の田畑が広がる豊かな農村地

を守ってほしい、そういう思いの書であると私

は理解しております。そこで、ＴＰＰ協定の結

果にかかわらず、本県農業、県民の暮らしを

守っていくための知事の決意をお伺いいたしま

す。

次に、口蹄疫等の防疫体制について、農政水

産部長にお尋ねいたします。

一昨日の代表質問にありました韓国におけ

る107件の口蹄疫の拡大や、中国でも昨年の暮れ

から発生しております。どこで発生するかわか

らない現状において、まず宮崎県としてできる

こと、やるべきこと、それは水際防疫でありま

す。口蹄疫を経験した本県が現在取り組んでい

る水際防疫の現状について、お尋ねいたしま

す。

次に、県鳥でありますコシジロヤマドリにつ

いてお尋ねいたします。

県の鳥でありながら、見たことがないという

話を聞きますが、本県では人工増殖にも取り組

んでいます。毎回立ち寄っております「みやざ

き県庁職員日記」では、準絶滅危惧種のコシジ

ロヤマドリを３年前より放鳥を行っているとの

紹介があります。そこでまず、県鳥コシジロヤ

マドリの県内での生息状況について、環境森林

部長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問は終わりまして、以下

の質問は質問者席より再質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本県農業を守っていくための決意についてで

あります。本県の農業は、長年の先人の努力に

より守り育て、そして築き上げられたものであ

りまして、地域経済を支える基幹産業でありま

すとともに、美しい景観や伝統・文化を培う重

要な役割を果たしているものと考えておりま

す。そして、この豊かな農業・農村を次世代に

引き継いでいくことは、私たちに課せられた重

要な責務であると考えているところでありま

す。高齢化の急速な進行や担い手の減少に加

え、ＴＰＰ協定交渉の進展などにより、本県農

業は大きな変革期を迎えており、これらの変化
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に迅速に対応していくことが重要であると考え

ております。このため、県としましては、高い

経営力・技術力を有した担い手の育成や、マー

ケットインの視点による産地の育成、フードビ

ジネスの展開、さらには輸出の拡大等に積極的

に取り組むことで、農家の皆様が、将来にわた

り希望を持って営農できるような、また胸を

張って次世代に引き継いでいくことのできるよ

うな、足腰の強い本県農業・農村の実現に努め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（徳永三夫君）

えいたします。

コシジロヤマドリの生息状況についてであり

ます。コシジロヤマドリは、昭和39年に置県80

周年を記念して、本県を代表する県の鳥として

指定されております。この鳥は、標高1,500メー

ター以下の広葉樹を主とした自然林を好むと言

われており、平成21年度の調査によりますと、

児湯郡以南を中心に約１万1,000羽が生息してい

ると推定しております。平成11年度の調査では

約１万5,000羽と推定しておりましたので、約３

割減少したところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（緒方文彦君）

えいたします。

口蹄疫の水際防疫の現状についてでありま

す。口蹄疫は、依然として近隣諸国で継続して

発生しており、中国では、昨年11件、ことしに

入り２件、韓国では、昨年７月から現在まで

に、さらにふえまして116件と拡大をいたしてお

ります。県といたしましては、農場防疫はもと

より、水際防疫につきましても、空港、ホテル

等の協力を得て、徹底した対策を講じていると

ころであります。特に宮崎空港では、国際線だ

けではなく、国内線においても常に防疫マット

を設置するなど、全国トップレベルの対応が行

われております。さらに、空港内の動物検疫所

においては、国際便で持ち込まれるゴルフシュ

ーズ等の消毒の徹底や出入国者への防疫上の注

意喚起など、検疫の強化が図られているところ

であります。今後とも、国や空港等と連携し、

高い危機意識を持って、水際防疫の徹底に努め

てまいります。以上であります。〔降壇〕

ただいま知事より、本県の農○有岡浩一議員

業を守っていくための決意を伺いました。「足

腰の強い農業・農村の実現に努める」とありま

す。そこで、意識改革という視点から、「自然

に生きる人間の原理」という宇根豊氏の本の中

から、食べ物を自然の恵みという考え方に戻す

という本の一部を紹介いたします。宇根氏がド

イツの村を訪ねたときの話です。その村ではリ

ンゴをジュースにして売っていますが、飛ぶよ

うに売れていました。「売れている理由は何だ

と思いますか」という問いに、宇根氏は、無農

薬栽培で安全だから、特別の搾り方をしている

のでおいしいから、新鮮だから、栄養価が高い

から、価格が手ごろだから、パッケージがいい

からなどと考え、答えましたが、本当の答えは

意外なものでした。町の人たちは、「このジュ

ースを飲まなければ、この村の風景が荒れ果て

てしまう」と言ってジュースを買うのだそうで

す。食べ物の価値は食べ物の中だけでなく、む

しろ外側の自然や風景にあり、食べ物は自然の

恵みという見方が、ＥＵに加盟した10年ほど前

から、消費者にも生産者にもできるようになっ

たとのことです。

そういった意味では、これからの宮崎の農業

を守っていくためには、生産者、消費者の意識

改革が必要だと思います。宮崎県のトップリー
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ダーとして日本一住みやすい宮崎県を目指す一

丁目一番地は、本県の自然であり、風土、風景

であります。外圧による目先の変化に惑わされ

ず、日本の歴史と日本人の誇りを持って県政運

営のかじ取りを強く要望いたします。

次に、県の鳥コシジロヤマドリについて、再

度、環境森林部長にお尋ねいたします。平成11

年度から10年間で約３割減少しているというこ

とですが、生息数を維持するための県の取り組

みをお伺いいたします。

県では、コシ○環境森林部長（徳永三夫君）

ジロヤマドリの保護増殖を図るため、平成12年

度から、専門家の指導を受けながら人工増殖に

取り組んでいるところであります。この結果、

平成23年度には、放鳥ができるまでに飼育数を

ふやすことができ、これまでに、宮崎市の高岡

町と高原町の鳥獣保護区内に合わせて28羽を放

鳥するとともに、県鳥であるコシジロヤマドリ

を広く県民の皆様に見ていただくため、フェ

ニックス自然動物園に３羽贈呈したところであ

ります。現在、15羽を飼育しており、今後とも

保護増殖に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ただいま説明がございました○有岡浩一議員

が、10年間で３割ずつ減少していくと50年後に

はどうなっているのか、大変心配するわけで

す。私は、県の鳥コシジロヤマドリの生息が、

いわば宮崎県の環境のバロメーターになると考

えております。一定数の生息が維持できること

が、宮崎の自然環境が残っている、残せている

ことになるというふうな考え方です。一つの取

り組みの例ではございますが、県の鳥として今

後とも保護に努めていただくよう、要望いたし

ます。

次に、先ほど口蹄疫等の防疫体制について現

状を伺いました。昨年暮れの高病原性鳥インフ

ルエンザ防疫の結果で実証されたように、迅速

な決断と対応で、関係者には大変御苦労をおか

けいたしますが、広がりを防ぐことができまし

た。日本一の防疫体制の宮崎県へと育てていた

だくことを要望し、次の質問へと参ります。

次は、障がいのある人もない人もともに生き

る条例についてであります。本県における条例

の必要性について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

国際連合では平成18年に障害者権利条約が採

択されるなど、障がい者の権利擁護を進める国

内外の取り組みが進んできました。まず、熊本

県では、平成20年８月に実施した相談機関に対

する調査などにより、障がいのある人が生活す

るさまざまな場面で、依然として差別を受けた

り、障がいへの配慮がないため暮らしにくさを

感じているといった現状が明らかになり、いち

早く条例を制定し、平成24年４月１日施行。長

崎県は平成26年４月１日施行、鹿児島県は平

成26年10月１日に施行となっています。このよ

うに、「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」、平成28年４月の障害者差別解消

法の施行を前に、本県でも条例を制定し、相談

体制から問題解決のための体制のあり方につい

てどのように進めるべきなのか、福祉保健部長

の所見をお伺いいたします。

県では現在、○福祉保健部長（佐藤健司君）

障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障がいの特

徴や周囲の方々にお願いしたい配慮などについ

て紹介したハンドブックを作成、配布し、障が

いに関する理解促進に取り組みますとともに、

さまざまな相談に応じる「障がい者110番」や、

虐待に関する通報や相談に応じる「県障害者権

利擁護センター」を設置いたしております。障
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がい者に対する差別の解消を今後一層推進する

観点から、関係団体等の御意見を伺いながら、

相談から解決に至るまでの体制のあり方につき

まして、国や条例を含めた他県の取り組み等も

参考に検討してまいりたいと考えております。

ただいま答弁をいただきまし○有岡浩一議員

たが、障がい者の皆さんにとって何が必要なの

か、おわかりでしょうか。一人一人の人格と個

性が尊重される社会であり、相互理解が必要だ

ということです。相互理解とは、お互いがお互

いを理解し合えるということで、その環境がま

だまだ不足しているということであります。で

すから、国の指針とかいうことではなく、永田

町に答えがあるわけではありませんので、他県

の取り組みを参考にしながらも、身近にある声

なき声にどう答えられるかが問われていると私

は思っています。いろいろな課題を抱えながら

も、相談しても解決しない、相談できない、そ

ういう思いでいらっしゃる方たちがたくさんい

るという現状を伺っております。

こういった状況の中で、知事にお尋ねしたい

と思いますが、今議会初日の所信表明におい

て、今後４年間の施策の中で、障がい者や外国

人を初めとする全ての人に優しいユニバーサル

デザインのまちづくりに取り組むとありまし

た。知事の目指す全ての人に優しいユニバーサ

ルデザインとはどのようなものか、お尋ねいた

します。

現在、「みやざき東京○知事（河野俊嗣君）

オリンピック・パラリンピックおもてなしプロ

ジェクト」の一環としまして、バリアフリー化

や街の案内表示、交通通信手段の整備、県民の

外国語の習得など、障がい者や外国人観光客を

初め、あらゆる皆様を温かく円滑に受け入れる

「おもてなし環境」の充実強化に向けたさまざ

まな取り組みを、官民一体となって進めている

ところであります。このような取り組みを契機

としまして、年齢や性別、障がいの有無、国籍

などにかかわらず、できるだけ多くの方が利用

しやすいものづくり、環境づくりを目指すユニ

バーサルデザインの考え方をさらに進め、本県

が有する人情味豊かな県民性やおもてなしの心

を生かしまして、思いやりに満ちた社会を目指

す「みやざき流おもてなし文化」の確立に努め

てまいりたいと考えております。

ただいま知事から答弁いただ○有岡浩一議員

きましたが、バリアフリーにする、そういった

整備も必要ですが、心のユニバーサルデザイン

というんでしょうか、心の差をなくすというん

ですか、障がいのある人もない人もともに生き

る宮崎づくりの条例がつくられることによっ

て、完成された社会ではないからこそ、日々成

長する、お互いが成長し合う、そういう県民の

目標とすることが、この狙いであると思ってい

ます。おもてなしという部分を今後どう発展さ

せるかということですが、やはりお互いを尊重

する、そういう精神のもとでのおもてなしがで

きるという部分、これは障がい者の立場、また

外国人の立場もそうでしょう。こういった条例

を制定することで一つの後押しになると、私は

思っていますので、ぜひとも早期制定を強く望

みまして、今後の検討を期待しております。

それでは次に、ＰＦＩについて総務部長にお

尋ねいたします。

プライベート・ファイナンス・イニシアチ

ブ、民間資金等活用事業のＰＦＩ。大きな財政

負担が想定される中、公共施設等の老朽化対策

が求められます。そこで、ＰＦＩを積極的に活

用すべきではないかと考えております。ＰＦＩ

は、民間の資金、経営能力、技術的能力を活用
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し、新しいアイデアが発見できる手法です。総

務部長に、今後の取り組みについてお伺いいた

します。

本県におきまして○総務部長（成合 修君）

は、厳しい財政状況の中、過去に建設された公

共施設等が、今後大量に更新時期を迎えるな

ど、その老朽化対策が大きな課題となっており

ます。このため現在、公共施設等の更新、統廃

合、長寿命化などを計画的に行い、将来の財政

負担の軽減や施設等の最適な配置の実現を目指

す「公共施設等総合管理計画」の策定を進めて

いるところでございます。この計画の中で、議

員の御指摘にございましたＰＦＩにつきまして

も、コスト縮減や財政負担の平準化、さらに公

共サービスの向上等の効果が期待される手法の

一つでありますので、こうした手法も含め、よ

り効果的、効率的な公共施設等の管理のあり方

について、さまざまな観点から検討してまいり

たいと考えております。

ＰＦＩ法が制定されたのが平○有岡浩一議員

成11年７月。県外の先例を見ますと、ＰＦＩの

手法は全ての施設に適用できるわけではありま

せん。そのためにもＰＦＩ導入可能性調査が必

要であります。一つの例で言いますが、八王子

市の総合体育館もＰＦＩで施設整備、運営が行

われています。スポーツ振興対策特別委員会で

県の体育館を視察してまいりましたが、こう

いった施設をＰＦＩで取り組むことが可能では

ないかと思っておりますし、プラスアルファと

しまして、災害時の避難所という機能も持たせ

て計画する、そういった各部署が連携してＰＦ

Ｉを検討することが必要であると思っておりま

す。公共施設等総合管理計画とともに、各担当

部署が可能性調査を進めていただくことを提言

し、要望いたします。

次に、総合政策部長にお伺いいたします。平

成26年10月29日、第187回国会、地方創生に関す

る特別委員会において石破大臣が、「ＰＰＰ、

ＰＦＩを積極的に導入することにより、地方の

仕事の質を変えていきたい。重要な手法と認識

している」と答弁されています。本県において

余り実績のないＰＦＩではありますが、地方創

生の視点からも積極的に進めるための準備が必

要と考えますが、総合政策部長の見解をお伺い

いたします。

ＰＦＩに係○総合政策部長（橋本憲次郎君）

る他県の事例を見ますと、公営住宅や教育・文

化関連施設、公園等のさまざまな公共施設にお

いて、その手法が活用されているというふうに

承知しております。本県におきましても、厳密

な意味でのＰＦＩの事例ではございませんが、

行政と民間が連携した事業といたしまして、例

えば延岡市の警察職員住宅の整備が挙げられる

というふうに考えております。ＰＦＩは、御指

摘がありましたように、財政上のメリットが考

えられるほか、民間の柔軟な知恵や発想を生か

せる手法でございますので、効率的、効果的な

社会資本の整備方法を検討するため、引き続

き、県、市町村職員の理解を深めるための研修

会などに、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

もう１つ紹介をさせていただ○有岡浩一議員

きますが、国会の先ほどの特別委員会で小泉政

務官が、人口３万3,800人の岩手県紫波町のオガ

ールプロジェクトについて答弁されています。

感銘を受けた３つの理由として、１点目、補助

金に頼らない。身銭を切らないと、他人の金で

は商売は成功しない覚悟を貫いているというこ

と。２点目に、ピンホールマーケティングとい

う考え方で、バレーボールの聖地を目指す着目
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点。３点目は、それぞれの専門人材を集めて活

用しているという点を挙げ、地方創生の視点か

ら高く評価されていました。他の地域にない民

間活力の取り組みの参考になればと、オガール

プロジェクトを紹介させていただきました。

次に、宮崎県の山を守り、林業を守るために

必要な施策を、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

林業事業体等に対する伐採現場の指導状況に

ついて、現状をお尋ねします。また、林活議員

連盟でも常に話題となる、速やかな再造林を進

めていくための伐採後の指導にはどのように取

り組んでいるのかを、あわせてお伺いいたしま

す。

森林の伐採に○環境森林部長（徳永三夫君）

当たりましては、災害等が発生しないよう、林

地保全に配慮した作業や伐採跡地への造林の実

施が重要であります。このため県では、市町村

や森林組合と連携をいたしまして森林パトロー

ルを実施し、伐採届の内容等を遵守するよう指

導を行っているところであり、本年４月から

は、違法伐採や伐採跡地の指導を徹底するた

め、伐採現場に旗の設置 旗を掲げていただ―

くのですが を義務づけることとしておりま―

す。また、伐採跡地への再造林につきまして

は、森林所有者の判断となりますが、県といた

しましては、資源や森林の早期再生の観点か

ら、市町村や森林組合等と連携して、速やかに

植栽を行うよう指導しているところでありま

す。

ただいま答弁の中で、伐採に○有岡浩一議員

よって災害が生じないように林地保全に配慮し

た作業とありましたが、現場では宮崎県作業道

開設基準が遵守されているのでしょうか。県外

業者が伐採後そのまま放置しているケースや、

地元の方から、今のままでは災害が起きると心

配される声が多く聞かれるようになりました。

昨年も伐採後に斜面がずってきて、地元の国道

が通行どめになる災害が起きています。そこ

で、特に宮崎市に住む立場から、県北、県南、

県央それぞれの地域によって事情が違います

が、県央地区の植栽率は50％に達していないと

聞いています。苗木の定植後の管理の問題な

ど、地域の実情に応じた森林施業をどのように

進めていくのか、再度、環境森林部長にお伺い

いたします。

森林・林業を○環境森林部長（徳永三夫君）

取り巻く状況は、地域によってそれぞれ特徴が

ありますので、その実情に応じた施策を適切に

行っていくことが重要であると考えておりま

す。このため、市町村が森林整備計画におい

て、地域の森林状況等を踏まえた樹種の選定や

下刈り等の施業方法など、森林整備の方針を具

体的に示し、着実な施業の実施に努めていると

ころであります。

具体的には、森林所有形態が小規模な都市部

においては、森林組合や認定林業事業体等と一

体となって施業の集約化や効率的な森林施業を

重点的に推進するなど、山元への利益還元を重

視したきめ細かな普及指導に取り組んでいると

ころでございます。今後とも、国の森林整備事

業等も活用しながら、地域の特徴に応じたさま

ざまな施策を講じてまいりたいと考えておりま

す。

ただいま説明いただきました○有岡浩一議員

が、どうしても、皆伐による災害の発生という

ものが危惧されてなりません。

また違う視点で、再度、環境森林部長にお尋

ねいたしますが、水源涵養機能など、全国の森

林を対象に約75兆円の多面的機能があるとする
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試算例があります。森林の持つ多面的機能につ

いて、環境森林のベテランであります部長の御

所見をお伺いいたします。

県土の76％を○環境森林部長（徳永三夫君）

占めております本県の森林は、木材の生産を初

め、災害の防止、水源の涵養、さらには二酸化

炭素の吸収など、さまざまな機能を有し、その

評価額は、平成13年度の試算によりますと年間

１兆9,000億円となっておりますので、県民に

とってかけがえのない共有の財産であると認識

をしております。このため、今後とも適正な森

づくりを通じて、その多面的機能が持続的に発

揮されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

現在、森林環境税を使った活○有岡浩一議員

用事業、公益的機能を重視した森林づくりに、

毎年２億円以上の事業を実施しております。さ

らに、民間の植栽事業や、どんぐり1000年の森

をつくる会、さらには独立行政法人森林総合研

究所、森林農地整備センターの水源林造成事業

を活用しながらの多様な森林づくりを、今後と

も期待したいと思っております。

次に、東九州自動車道宮崎―大分間が来月の

３月21日につながるという情報がありました。

新聞でも、誘客の好機であり、ツアー商品が多

く動き、交流人口が増加すると大変喜ばれてい

るようでございます。大いに利用していただき

たいと願うわけですが、利用者の中には対面通

行が怖いという声が聞かれております。そこ

で、東九州自動車道の供用済み県内延長に対し

て、対面通行となっている２車線区間の延長の

割合について、また、そのうち簡易中央分離帯

が設置されている延長と割合はどうなっている

のか、県土整備部長にお伺いいたします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道の県内区間は、大分県境から清武南インタ

ーチェンジまでの区間が供用しておりまして、

その延長は127.8キロメートルであります。この

うち、追い越し車線のあります４車線区間を除

き、対面通行となる２車線区間の延長は114.2キ

ロメートルで、その割合は89.4％となっており

ます。さらに、この２車線区間のうち、ポール

などによる簡易中央分離帯が設置されている区

間の延長は90.7キロメートルであり、全体に占

める割合は71％となっております。

ただいま数字的な報告があり○有岡浩一議員

ましたように、全体に占める71％がポールなど

による簡易中央分離帯というのが、今の現状で

ございます。そこで、警察本部長にお尋ねいた

しますが、東九州自動車道の昨年の交通事故の

発生状況と、安全対策についてどのような取り

組みをされているのか、お伺いいたします。

東九州自動車道○警察本部長（坂口拓也君）

では、昨年１年間に、人身事故が29件、物損事

故が159件発生しておりまして、県内の高速道路

で発生する全交通事故の約４割を占め、死亡事

故も１件発生しております。事故の形態別に申

しますと、人身事故では、その約６割に当た

る18件が自損単独事故であり、また物損事故で

は、簡易中央分離帯を突破する事故が13件発生

しております。

これらの事故の原因は、ハンドルやブレーキ

操作の誤り、前方不注意など、ドライバーの緊

張感の欠如に起因するものが大半を占めている

ことから、警察では、運転者の緊張感を高める

ため、交通事故の多発する時間帯、場所などを

重点に、本線車道での取り締まりや駐留警戒、

各インターでの街頭監視を強化しております。

また、関係機関・団体と連携を図り、高速道路

の安全利用に関するチラシの配布やポスターの
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掲示、道路情報板やラジオ放送を活用した安全

運転の呼びかけなど、広報啓発による利用者の

安全意識の向上に努めております。今後も、道

路管理者を初め、関係機関・団体との連携を密

にして、安全施設の充実や合同対策を推進する

など、高速道路における交通事故抑止に努めて

まいります。

ただいま報告がありましたよ○有岡浩一議員

うに、人身事故が29件、物損事故が159件という

形で全体の４割を占めるという高速道路の状態

でありますが、再度、県土整備部長にお尋ねい

たします。毎年このように事故が多発し、毎年

のように死亡事故が起きている現状で、子供が

被害者となる事故も依然起きております。当面

の安全対策が必要でありますが、具体的な内容

と、県としての今後の対応について、部長に再

度お尋ねいたします。

西日本高速○県土整備部長（大田原宣治君）

道路株式会社によりますと、東九州道の当面の

安全対策については、ポールなどの簡易中央分

離帯が設置してある区間におきまして、橋梁付

近を中心に、車線をはみ出しそうになると音や

振動で運転者に注意を促す区画線や、目の錯覚

を利用しまして、車線の幅を狭く見せることで

速度抑制を促す導流レーンマークを順次設置し

ているところであり、今後も、より充実させる

予定であると伺っております。県としまして

は、高速道路の安全確保は大変重要であります

ので、引き続き、西日本高速道路株式会社など

に対して、安全対策の充実を要望してまいりた

いと考えております。

具体的な今できることをやっ○有岡浩一議員

ていただいているということはわかりました。

しかし、先ほどの事故の件数の中で、簡易中央

分離帯を突破する事故が13件発生するというこ

とは、この事故が対面であれば大きな事故にな

る確率は高いと思っております。そういった意

味では、高速道路が開通し、交通量がふえれば

ふえるほど起きる可能性があるという、この悩

ましい現状について危惧する一人であります

し、県民の皆さんの中に、利用するのが怖いと

いう声がある以上、何らかの対策が必要だと

思っておりますが、知事にお尋ねいたします。

高速道路の安全対策について、知事はどのよう

な見解を持って取り組まれるのか、お尋ねいた

します。

東九州自動車道は、お○知事（河野俊嗣君）

かげさまで、予定より前倒しで整備が進んでい

るところでありますが、一方で、今御指摘があ

りましたような暫定２車線区間が大半のところ

にあり、高速道路利用者からも、追い越し車線

の設置や４車線化を望む声もいただいておると

ころでありまして、その安全確保については非

常に重要な課題であると認識をしておるところ

であります。このため、私自身、これまでも機

会あるごとに、国などへ要望を行っているとこ

ろであります。今月３日に上京した際にも、東

九州自動車道で発生した事故というものを具体

的に説明しまして、安全対策の必要性を直接、

国に対しても訴えたところでございます。県と

しましては、利用者が安心して運転していただ

けますよう、国や西日本高速道路株式会社に対

しまして、県内の高速道路における安全対策の

充実というものを、今後とも強く訴えてまいり

ます。

これから利用がさらにふえて○有岡浩一議員

いくからこそ、利用者の声をしっかり把握し、

利用者の安全対策を第一に、今後とも取り組ん

でいただくことを重ねて要望いたします。

次に、持続可能な観光誘致策について商工観
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光労働部長にお伺いいたします。

今回、地方創生事業として、神話のふるさと

旅行券発行事業やＰＲ事業などを計画されてい

ます。その中で大切な視点として、県外からの

観光客の皆さんに、また宮崎に来てみたいとい

うリピーターをふやすなど、持続して誘客でき

る観光地づくりが必要となりますが、どのよう

な取り組みを行っていらっしゃるのか、お伺い

いたします。

観光客の○商工観光労働部長（茂 雄二君）

方々に、「また来たい」と思っていただくこと

は、観光施策において最も重要な視点の一つで

あります。このため、県内各地では、例えば、

各地域の食材を生かした御当地グルメの開発

や、宮崎市でのサーフィンなどのマリンスポー

ツ体験、県西部や県北部などでの農家民泊、日

南市での焼酎づくり体験、延岡市でのリバート

レッキングなど、さまざまな取り組みが行われ

ているところです。県では、これらの取り組み

を支援しながら、食や神話、花、スポーツな

ど、本県の強みを生かした旅の魅力の発信に努

めております。今後とも、さらに多くのリピー

ター確保に向け、市町村とより緊密に連携しな

がら、何度も訪れたくなる魅力ある観光地づく

りに取り組んでまいります。

体験型の観光が主流になりつ○有岡浩一議員

つある昨今、継続の鍵は人にあると思います。

あのときお世話になったおもてなしがよかっ

た、ボランティアガイドの説明が楽しかったな

ど、人にかかわる部分が大きいようです。そこ

で、地域の魅力を観光客に伝える観光ボラン

ティアなど、観光に携わる人材づくりが重要と

考えますが、どのような取り組みを行ってい

らっしゃるのか、お伺いいたします。

歴史や神○商工観光労働部長（茂 雄二君）

話、自然など、地域の魅力を知り尽くした観光

ボランティアの方々が、おもてなしの心で御案

内をしていただくことは、観光地の魅力アップ

や観光客の満足度を向上させるための重要な要

素であると認識しております。本県には、14の

市町村に22の観光ボランティア団体がありまし

て、県におきましては、観光ボランティアの知

識やコミュニケーション力等の向上を図ってい

ただくため、研修会の開催などへの支援を行っ

ております。また、ことし１月には、関係機関

と連携し、九州観光ボランティアガイド研修会

を宮崎で開催したところであります。さらに、

特区制度を活用しまして、九州管内に限って通

訳案内ができる、いわゆる特区ガイドの養成に

も、九州各県等と連携して取り組んでおりま

す。

ただいま、人材づくりという○有岡浩一議員

ことで22の観光ボランティア団体があるという

こともわかりました。さらに、特区ガイドとい

う聞きなれない言葉もございましたが、通訳案

内ができる特区ガイドの養成に取り組まれてい

ると伺っております。クルーズ客船100万人時代

と言われるこの時代に、このような特区のガイ

ドが宮崎に集まって受け入れをするということ

で、油津港を初め、クルーズやゴルフなど、海

外からの受け入れ態勢の一つの手法だと考えて

おりますし、そのような技術を次の世代につな

いでいくような技術の継承、これも一つの仕事

ではないかと思っております。観光宮崎県の人

材育成をさらに進めていただきまして、持続可

能な観光人口、交流人口がこれまで以上に維持

され、本県の活性化につなげていただきたいと

思います。こういう人材が育つことが関係者の

自信になると思っておりますので、これからの

担当部署の取り組みを強く要望して、次に参り
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たいと思います。

次に、教育委員会に関連する案件ですが、薬

物乱用防止教室の必要性について、教育長にお

伺いいたします。

宮崎空港で昨年、覚醒剤の密輸摘発があり、

地方空港や港が密輸入の場として狙われている

と指摘されています。テレビドラマのような世

界ですが、危険ドラッグ対策が強化されればさ

れるほど、ほかのものが持ち込まれてくるイタ

チごっこの状態です。このような社会情勢の中

で、最大の対策は教育です。特に薬物乱用防止

教育では外部指導者が多いと思われますが、専

門家に任せるだけではなく、地域にはライオン

ズクラブなどの薬物乱用防止教育認定講師もお

られます。このような講師を薬物乱用防止教室

のスタッフとして打ち合わせをしっかりと行っ

て、身近な問題として、地域の方とともに、ぜ

ひとも親子で話し合っていただくテーマではな

いでしょうか。教育長の考えをお伺いいたしま

す。

現在、学校におきま○教育長（飛田 洋君）

しては、警察職員や学校薬剤師等を講師として

薬物乱用防止教室などを開催いたしておりま

す。薬物の乱用は、心身の健康に悪影響を及ぼ

す重大な問題であり、特に最近心配しておりま

すことは、近年、児童生徒にとってもすぐ身近

な問題となって、ひたひたと迫りくるというこ

とでありまして、より効果的な防止策に、学校

と家庭、地域社会が連携・協力して取り組む必

要があると考えております。

そのようなことを踏まえて、県教育委員会と

いたしましては、単なる講義の薬物乱用防止教

室ではなくて、親子で話し合いをしたり、子供

たちにみずから考えたりする学習を行わせると

か、先ほどライオンズクラブの方にも講師がた

くさんいるというお話をいただきましたが、地

域の方など、子供たちにとってより身近な方に

講師をお願いするとか、薬物乱用防止教室の取

り組みが、これまで以上に身近で有効なものと

なるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

このテーマを取り上げた背景○有岡浩一議員

には、実はこういう文書がございます。警視庁

刑事局の文書で、薬物乱用防止教室の拡大実施

についての依頼ということで、ライオンズクラ

ブ等にもこのような依頼がされております。

「青少年の薬物乱用を防止するため、文部科学

省と連携して、中学生及び高校生等を対象とし

て薬物乱用防止教室を実施しているところであ

ります。開催状況は予定の６割程度にとどまっ

ているのが現状であります。つきましては、所

属される薬物乱用防止教育認定講師の派遣を要

請する機会もふえることと思いますので、御協

力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す」という文書がございます。

地域の皆さんで一緒に取り組んで、地域の課

題としてこの問題を取り上げていく、そういう

機運を高めてほしいという、これも大きな流れ

ですので、学校も含めて、地域全体でこういっ

たことを話題にすることが最大の防御だという

ふうに思います。ぜひ取り組んでいただきまし

て、多くの誘惑の中で子供たちを見守ってくれ

るのは、身近な家族、先生、そして生活してい

る地域の方々だと思っておりますので、教育力

で若者を薬物から守ることを強く要望しておき

たいと思います。

その反面、たばこのポイ捨てが日常茶飯にあ

る。モラルと倫理、そういったものが欠落しつ

つあるという話をけさほどしたのですが、私は

朝の挨拶をやっている中で、近くにごみが落ち
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ていると拾う努力をします。イタチごっこのよ

うに、毎回毎回行くたびにごみが落ちているわ

けです。ごみを捨てる人の気持ちはわかりませ

んが、拾う人の気持ちとして、拾うことによっ

て、環境もきれいになるが、自分の心がきれい

になるんだ、そういう思いで、ごみを拾いなが

ら朝の挨拶をしております。ぜひとも、このよ

うな時代に子供たちに規範を示すという意味

で、皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思い

ますし、子供たちを中心に、地域のきずなをさ

らに深めていただきまして、日本一住みやすい

宮崎県、安全・安心な宮崎県を目指して、その

一翼を担っていけるよう努力することを申し上

げまして、私の一般質問の全てを終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。（拍

手）

次は、太田清海議員。○押川修一郎副議長

〔登壇〕（拍手） 私は、37歳○太田清海議員

のある女性から、次のような手紙をいただきま

した。

私は、正社員として働いたことがない。私

は、非正規雇用の独身女性。40歳を前に、非

正規雇用の身として、ひしひしと感じるつら

さをつづります。

私は、高校を卒業後、目標があったので県

外に行きました。その地で私はアルバイトを

２つかけ持ちして必死に生活していました。

若かったといえばそれまでですが、将来の働

く形のことなど考えずにアルバイトをして、

ただひたすら夢を追いました。数年後、宮崎

に戻ってきましたが、職業安定所に行ってま

ず驚いたのは、高校のときのアルバイトのと

きと時給が変わっていなかったことです。す

ごく驚いたのを覚えています。

そんな中で、生活のために早く仕事につく

には、正規雇用を待ち望むより、求人の多い

短期雇用を探すしかありませんでした。以来､

更新が切れるたびに、１年、２年と、場合に

よっては数カ月単位で非正規雇用を転々とす

るようになりました。一昨年、同居して何か

と支えてくれていた父も他界し、生活の負担

も出てきました。

そして、40歳を前にして、20代のときには

考えなかった不安を感じるようになりました｡

職場では、非正規雇用なのに正職員と同等の

業務をさせられ、しかも都合のいい対応をさ

せられます。悔しい思いをすることがたびた

びです。また、更新時期が迫ってくると、自

分の雇用は継続されるのだろうかと不安に過

ごしています。この不安な気持ちは、意外と

正規雇用の人にはわからないのではないかと

思います。今、私が勤めている職場も、非正

規雇用で、雇用期間が決まっています。だか

ら、今、必死で正職員で働けるところを探し

ています。でも、年齢的にもますます厳しく

なってきているのが現状です。

非正規雇用の身としてむなしくなるのは、

履歴書を書くときです。職歴を書く欄だけが

ふえて２ページになることです。正規雇用の

道が閉ざされ、期間限定でしか働けないとい

う現状なのに、履歴書だけを見ると、勝手気

ままに転々としているとか、何か問題のある

人とか思われないだろうかと、履歴書を作成

するたびにまた落ち込んでしまいます。

そして、もう一つ、非正規雇用の身として

一番つらさを感じるのは年末です。みんなが

喜び浮かれている年末の休日は、長ければ長

いほど、私たちボーナスのない非正規雇用の

者にとって、その分さらに給料がカットされ

ます。だから、生活を維持するために、新た

平成27年２月27日(金)
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に年末だけのアルバイトを探さなければなら

ないのです。実際、私が昨年末ようやく見つ

けた食品製造業のアルバイト先には、非正規

雇用の方が実に多く来ていました。マスクを

し、カバーをかぶり、まるでアリ虫のように､

お互いを名乗ることなく、かといって、お互

いの置かれた身分を感じながら、黙々と働い

ていました。これが非正規の人たちの年末で

す。

私たちの将来はどうなるのだろうか。私た

ちはいつまでも雇用の更新を気にして生きて

いかなければならないのだろうか。年を重ね

るたびに不安だけが増す日々を過ごしていま

す。

以上が手紙であります。

私はこの手紙を読んで、今日の日本の政治や

経済の底辺に漂っている解決すべき課題を連想

しました。少子化問題、自殺、犯罪の多発、過

疎化、東京一極集中、消費購買力の低下、不

況、そして子供の貧困などなど。今、製造業に

まで規制が緩和され、既に働く人の40％近くが

派遣労働を含む非正規の労働者となってしまい

ました。しかも、非正規の労働者の平均賃金

は、正規労働者の賃金の約６割だと言われてい

ます。これで結婚できるのだろうか。これで子

供が産めるのだろうか。1927年にみずから命を

絶った芥川龍之介は、その動機について、「何

か僕の将来に対するただぼんやりとした不安が

ある」と述べています。ただぼんやりとした不

安。今の若者の中にも、そして世相にも、そん

な説明できないような不安が漂っているのでは

ないかと思うのです。

今、安倍首相は、地方創生を掲げ、さまざま

な政策を打ち出していますが、私は、本来、働

く形が尊重されない社会は、精神的にも物質的

にも壊れていくのではないかと感じるのです。

地方創生が目指す活気ある社会、人口がふえ、

生き生きとした社会、貧困の連鎖のない社会を

つくるためには、例えば派遣労働なるものも改

めていかなければ、根本的な解決につながらな

いと思うのですが、知事の派遣労働等に対する

所感を伺います。

以下の質問については、質問者席にて行いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

一般的に、派遣労働者などの非正規雇用は、

雇用が不安定で賃金が低く、能力開発の機会が

乏しいなどのさまざまな課題を抱えているもの

と認識しております。また、若者が最初の職を

離職すると、非正規労働者に転じることが多い

ことから、若者の離職防止対策を推進するとと

もに、労働局と連携して、非正規労働者から正

規労働者への転換に向けた経済団体への働きか

けなどを行っているところであります。

議員に御紹介いただきました女性のお手紙を

お聞きしながら、雇用が不安定にある方の不安

の深さというものを感じたところであります。

私は、必ずしも正規雇用がバラ色だというふう

には考えていないところでありますが、正規、

非正規という二元論に捉えることなく、しかも

コストや雇用の調整弁といった企業の都合に左

右されることのないような、多様かつ柔軟な働

き方を実現することが大事ではないかと考えて

おるところであります。そして、一人一人の個

性と能力を生かして、その希望や個々の事情に

応じた働き方が可能となる社会を実現していく

ことが大事だというふうに考えております。県

におきましては、安定した雇用の創出を重点課

題としまして、フードビジネスなどの成長産業
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の加速化や中小企業の振興等に今後とも積極的

に努め、安定した雇用の場の確保に努力してま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

多様な働き方があるというこ○太田清海議員

とでありますが、多様な働き方があるというこ

とに、落とし穴がいろいろあるのではないかと

思っております。後のほうでまた出るかもしれ

ませんが、ここで、関連して教育長に伺いたい

と思っております。新年度の新規事業の中に、

「自立への架け橋 宮崎県キャリア教育実践事

業」というのが組まれております。私は、目を

みはるものがある、評価したいと思っておりま

す。この事業について、内容、取り組みを伺い

たいと思います。

この事業は、児童生○教育長（飛田 洋君）

徒に、働くことを軸として自分の人生について

考えさせ、社会やほかの方のために役立ちたい

という意欲を持った自立した社会人・職業人へ

と子供たちが成長してくれることを願って行う

ものです。タイトルを「自立への架け橋」とつ

けたのも、そういう思いからであります。その

ため、現在、キャリア教育の一環として各学校

で実施しております、職場体験やインターン

シップ、外部講師の出前授業等に加えまして、

キャリア教育の学びを一層深めるために、新た

に高校生を対象としたライフプランナーによる

将来設計を描く授業や、労働法に関する講習会

を行います。また、企業関係者と教員が合同で

研修会を実施するなど、企業と学校との協力体

制の強化を図り、キャリア教育の取り組みを、

より広がりのあるものにしたいと考えておりま

す。

さまざまな事情があるものと思いますが、本

県の企業に就職した高校生の３年以内の離職率

というのは、50％に迫ろうとしております。社

会人の第一歩でつまずく若者の思いというの

は、どんなものだろうと思います。そういうこ

とを乗り越える力の一助になればと思っており

ます。

この事業の中に、外部講師に○太田清海議員

よる労働法に関する講習会の実施というのが、

きちっとうたってありました。実はこれを、私

は評価したいと思っているわけです。これまで

にも私は、労働法等の勉強を高校生あたりにさ

せたほうがいいんじゃないかという質問もして

きたわけですが、学校教育における労働法規に

関するこれまでの取り組みについて、お伺いし

たいと思います。

将来、職業につき、○教育長（飛田 洋君）

社会の一員として、より充実した職業生活を送

るために、基本となる労働法規の知識を身につ

けさせることは非常に大切なことであると考え

ております。これまで学校においては、中学校

の社会科や高校の公民科の授業において労働者

の権利や労働法規などに関する内容を取り上

げ、将来働くときに必要な基礎知識について学

んでおります。また、総合的な学習の時間など

を利用して、教員や外部講師による講習会を実

施したり、労働時間等のトラブルに直面した場

合の解決方法を紹介したりするなど、より具体

的な内容を取り扱いながら、労働法規の理解を

深める取り組みを推進しているところでありま

す。

これまでは、総合学習の時間○太田清海議員

でやっていたということであります。また、今

回は、外部講師による労働法の勉強、実施とい

うことであります。外部講師を呼ぶというのも

もちろん方法でありますが、私は、でき得るな

らば、先生みずからも教えるという立場になる
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のもいいのではないかなと思います。これは始

めたばかりですから、今後の推移を見守りたい

と思います。

次に、知事にお伺いしたいと思います。西村

議員の代表質問にも出てきました、フランスの

経済学者のトマ・ピケティという人は、フラン

スで「21世紀の資本」という本を出したとき

に、売り出した途端に6,000部が一気に 600―

ページぐらいの本なんですけれども 売れ―

て、アメリカでも全米１位の売り上げを誇った

ときもあったわけです。この方の本が非常に売

れている。日本にもこの前、来られましたけれ

ども、この方の本を読んでみますと これは―

私がということではありませんが 私が常々―

言っております、高額所得者なりお金持ち層か

らお金をいただいたほうがいいんだよと、超過

累進課税ですよというのを、この方がそのまま

言っておられるような感じがするんですね。あ

る一人の経済学者をもって、それで全てを論じ

ることはできませんけれども。それと、私がも

う一つびっくりしたのは、実はＯＥＣＤが去年

の12月、所得格差は是正すれば成長につながる

のだと、しかも格差が今、日本は アメリカ―

もそうですが どんどん高まっていますよと―

いうことをＯＥＣＤが発表したわけです。そし

て、去年の12月でしたから、衆議院選挙とかノ

ーベル賞の授賞式に気をとられて気がつかな

かったけれども、このＯＥＣＤの指摘に対し

て、はっとするニュースがあったということ

で、毎日新聞にも出ておりました。それほど格

差が広がったり、もしくは今後は富裕層から税

金をいただく以外にないんじゃないかというこ

とが、それぞれ論じられています。世界的にも

格差社会に対する関心が高くなってきていると

思いますが、知事の所感を伺いたいと思いま

す。

今回のＯＥＣＤの報告○知事（河野俊嗣君）

や、国内外でトマ・ピケティ氏の著作に注目が

集まっている状況は、議員の御指摘にもありま

すように、多くの人々が漠然と感じておりまし

た格差の拡大というものに対して、具体的なデ

ータに基づいて検証を行い、その実態やメカニ

ズムについて一つの考え方を示し、また一定の

処方箋を提示したことによるものであろうかと

考えております。格差の固定化や拡大というも

のは、社会全体に閉塞感や停滞感を生み出し、

場合によっては不満が募り、それが暴動、場合

によってはテロとか、そういった社会の不安定

化にも結びついていくものではないかと危惧を

しておるところでございます。

冒頭、雇用形態についての御議論もございま

したが、私は、希望を抱いて懸命に働いた方が

きちんと報われる社会であるべきだと考えてお

りまして、さまざまな税制や社会保障などの制

度等を通じまして富の再分配を図り、格差拡大

に歯どめをかけていくことが重要であると考え

ております。

わかりました。これは、いろ○太田清海議員

いろ経済学の見方ですから、一応これまでにと

めておきますけれども。もう一つ、関連して教

育長に再度お伺いしたいのですが、道徳教育へ

の思いについて、教育長の人生観なりありまし

たら、道徳教育ということでお伺いしたいと思

います。

道徳教育への思いと○教育長（飛田 洋君）

いうことですが、ある正月のことです。私、鹿

児島に向かって電車に乗りました。満員でし

た。たまたま教え子が乗ってきて、隣り合わせ

に教え子と２人座っておりまして、談笑しなが

ら鹿児島に向かっていて、都城駅でかなり高齢



- 177 -

平成27年２月27日(金)

の御婦人が乗ってこられて、私が「どうぞ座っ

てください」と言ったら、固辞されて、「い

や、いいです」と言われたんです。そうした

ら、次の西都城駅で教え子が、「私はここでお

りますから、先生、また」と言っておりたんで

す。鹿児島に着きました。鹿児島でおりて、ホ

ームを歩いていて、私、我が目を疑ったんです

が、何とその教え子が前を歩いているんです。

「どうしたんや」と言ったら、「先生はわから

んね。ずっと横に立っていたら、あのおばちゃ

んは１時間以上つらい思いをされた。だから隣

の車両に移った」と言ってくれたことがありま

した。

このように、思いを行動にできるように感化

を与えるというものが道徳教育の目的だと思い

ますし、自分の行動をいいほうにみずからでコ

ントロールできる力をつけさせるのが道徳教育

ではないかと思います。行動とか言葉が変わっ

て、自分も幸せになる、周りの人も幸せにな

る、そんな力を道徳教育が与えてくれればいい

なと思います。そんな思いで、今後とも一層、

取り組みを進めていきたいと思います。

わかりました。道徳教育が今○太田清海議員

から学校現場へどう入っていくのかというの

は、非常に難しいところが今後出てくると思う

んですね。実は、私も小学校２年のときに鶏を

養っていたものですから、毎朝、キャベツを

切って養っていたんですが、４歳年上の兄が包

丁を貸せというものですから、私は、握った包

丁をそのまま、ほいとやったら怒られまして、

「おまえ、人に包丁を渡すときには切れるほう

を向けて渡したらいかん。自分が切れるほうを

握って、持つほうを相手に渡さないかんよ」と

言われて、ああ、そういうことかと思いまし

た。そんな経験があって、小学校３年のとき

に、あの当時、何か道徳教育の変更があったら

しいんですが、先生が「道徳教育はどういうふ

うに思うか」と聞いたんです。私、すぐ手を挙

げてその話をしたら、先生から褒められた記憶

がありまして、覚えておりました。

高校になって、言葉で言えば、「己の欲せざ

るところ、人に施すことなかれ」という論語

も、人のことを思うんだよ、それが大事なんだ

よということを言葉で教えられた気がします。

本当に今、教育長が言われたことも、人のこと

を思うというのが大事じゃないかなと思うんで

すね。

ごめんなさい。これを政治に当てはめるわけ

にはいきませんけれども、先ほど私が言いまし

た派遣労働の問題とか、政府のほうでは規制改

革会議とか戦略会議とか、いろいろ有識者が集

まって、日本の国家をどうすべきかということ

を議論しておりますけれども、労働者を解雇す

るときに賃金だけ払えば解雇できるんだという

ような労働法制の変更も出てこようとしていま

すので、道徳というのは本来、こういう規制改

革会議の人たちにこそ、もう少し共感する力を

教えてほしいなというような感じもしまして、

これは言い過ぎかもしれませんが、そういう思

いがいたしました。やはり、みんなで支え合う

ような世の中にならないかんなというふうに

思っております。

特にまた、先生方は理想を学校で教えるわけ

ですから。子供に理想を教える。友だちとけん

かしたらいかんよということを教える。しか

し、世の中に出れば、戦争をしていたり、いろ

んなねたみ、恨みがあったりする。学校の理想

と社会が余りにも食い違っている。だから、心

の病も出てくるんだと思うんです。先生の仕事

というのは本当に大変だろうなと。この子が卒
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業式を迎えて、うまく社会の中に入っていくだ

ろうかということも案じられると思うんです。

そういう仕事を先生方はされているという意味

では、本当に敬意を表したいと思いますし、ど

うにか世の中もよくなってほしいなという思い

もあるわけです。

話を先に進めますが、総合政策部長にお聞き

したいと思います。「みやざきモデル」提言書

の暫定版を読ませていただきましたが、暫定版

には具体的にいろいろ書いてあっておもしろ

かったんです。住民税を納税先の教育を受けた

地域等に還元する仕組み、例えば東京に行って

東京で就職したら、宮崎でお世話になったから

地方税は宮崎に返すんだというような、非常に

おもしろい、これはよく考えたなと思うような

提案がありましたが、実際の提言書になってく

ると、その辺が省かれているんですね。もった

いないなという気もするわけですが、その過程

でどのように議論、討論されたのか伺いたいと

思います。

ただいま御○総合政策部長（橋本憲次郎君）

紹介いただきましたように、「みやざきモデ

ル」提言書の暫定版は、第１回宮崎県地方創生

本部会議の議論のたたき台として、従来の枠に

とらわれることなく思い切った提案を考え、作

成したというものでございます。その内容につ

きましては、その後、市町村や経済団体、大学

等から御意見を伺いますとともに、全般的にそ

の妥当性等を改めて検討した上で、国に提言活

動を行ったところでございます。

今、御紹介いただきましたように、暫定版で

は、住民税を教育を受けた地域等に還元する仕

組みというものを書いて議論したんですけれど

も、やはり住民税として設計するには制度上の

困難があるであろうということから、その趣旨

も含めて、地方交付税の充実を求める事項に、

その思いも含めて提案したところでございま

す。

実は、この論点につきましては、私、もとも

と自治税務局におりましたけれども、まさにこ

ういう観点から、ふるさと納税制度というもの

が寄附金税制として設計されておりまして、今

回、国においてもふるさと納税制度が拡充され

たというところで、そういう意味では、思いの

部分については相通ずるところがあるというふ

うに思っているところでございます。

地方創生の実現には、地方の努力だけではな

く、制度面がございますので、国の支援・協力

も不可欠なため、今後とも幅広く検討し、国に

対し、場合によっては思い切ったものも含め

て、提案・要望を行ってまいりたいと考えてお

ります。

わかりました。政府の決定し○太田清海議員

た基本方針の中には、従来の取り組みの延長線

上にない、次元の異なる大胆な政策をとうたわ

れておりますね。恐らくこの言葉に、みんな心

が躍って議論されたんじゃないかなと思いま

す。異次元の取り組みをすると国は言っている

わけですから、ぜひ、そういう議論はしていっ

ていただきたいと思っております。

知事に、今回の宮崎県版の「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」をどのように策定していく

のかということをお伺いしたいと思います。

今御指摘のありました○知事（河野俊嗣君）

「みやざきモデル」を策定するに当たって、ま

た、今議会に提案しております長期ビジョンの

改定作業などを通じて、人口減少対策や地方創

生に関する議論を行ってきたところでありま

す。今後、宮崎県版の人口ビジョン及び総合戦

略を策定するに当たりましては、これまで積み
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重ねた議論というものも踏まえつつ、地方創生

の中心的な担い手である市町村との十分な意見

交換に加え、さらには、それぞれの分野に精通

した外部有識者からの意見や提案というものを

広く求めてまいりたいと考えております。本県

は、こういう議論の蓄積もある、さらには、タ

イミングよく交通インフラの整備というような

追い風にも恵まれているわけでありまして、地

方創生のトップランナーを目指して、本県の実

情に即した実効性の高い総合戦略とするよう、

取り組んでまいりたいと考えております。

わかりました。ぜひ、そうい○太田清海議員

う計画を、戦略をつくっていただきたいと思い

ます。戦略の中でも、自由度の高い交付税を確

保したいという思いなんかはありますけれど

も、交付税の前の原資である所得税の関係とか

を、いかに交付税に持ってくるかというところ

が、まずパイを大きくするということですか

ら、そういう国の制度についても、知事会あた

りで、こういう戦略の中に提言されたらいいか

なという気がいたします。

続いて、公文書の管理について総務部長にお

伺いしたいと思います。

国民にきちっときれいな情報を流していくと

いうのは、大変重要なことだと思います。歴史

を見ますと、1928年、張作霖という人が爆殺さ

れたという事件がありました。これは、河本大

作大佐という当時の軍人、関東軍の高級参謀で

ありました。それから、満州事変、1931年、こ

れも発端は石原莞爾中佐、軍人であります。こ

のとき、あれは誰がやったのかというときに、

向こうがやったんだという間違った情報が操作

されて日本に流されてきて、日本が戦争に突入

していったということを考えると、やはり情報

というものは、正確にきれいな情報を教えると

いうことでないと、あんな無駄なと言ったら失

礼ではあるけれども、やってはいけない戦争に

なったのではないかなという気がいたします。

そういう意味で、宮崎県において歴史的価値の

ある文書は残すべきだと考えておりますが、県

の公文書管理はどのようになっているのか、総

務部長にお伺いしたいと思います。

本県における公文○総務部長（成合 修君）

書の管理につきましては、文書取扱規程におい

て、保存期間等の管理基準を定めているところ

でございます。公文書の保存期間は、その重要

性などに応じまして、30年、10年、５年、３年

等に区分しておりまして、中でも保存期間が10

年を超える長期保存文書で特に重要なものは、

文書センターの書庫で、カビなどが生えないよ

うに一定の温度と湿度等が管理された良好な環

境のもと、保存しているところでございます。

また、保存期間が経過し、廃棄することとなる

公文書のうち、先ほど議員のほうからお話があ

りました、歴史的な保存価値があるものにつき

ましては、歴史資料文書管理規程に定める統一

的な基準に基づきまして、収集を行い、文書セ

ンターにおいて適切に保存管理しているところ

でございます。

30年、10年、５年、３年とい○太田清海議員

うことになると、30年以上はそれで焼却される

のかなと思いますが、今のあれでいうと、そう

いう判断をして永年保存があるということでい

いですね。

保存期間は、30○総務部長（成合 修君）

年、10年、先ほど申し上げたように区分してご

ざいますけれども、保存期間が経過した後、廃

棄することになるわけですが、歴史的な保存価

値があるものについては、継続して保存してい

くということでございます。



- 180 -

平成27年２月27日(金)

それでは、情報公開条例等に○太田清海議員

基づくこれまでの開示状況について、お伺いし

たいと思います。

情報公開条例に基○総務部長（成合 修君）

づく開示請求につきましては、平成23年度9,593

件、24年度8,383件、25年度が5,722件となって

ございます。その内容を見ますと、請求件数の

およそ９割を、工事予定価格の算出根拠となる

設計書が占めているところであります。

次に、個人情報保護条例の開示請求は、平

成23年度30件、24年度48件、25年度が60件と

なっており、その請求の多くを、警察での安全

相談処理票や教員採用試験の答案用紙などと

いったものが占めております。

いずれの制度にいたしましても、個人や法人

の権利利益等を害するおそれがあるものなど、

条例で定める不開示事項を除きまして、原則と

して開示することといたしております。

わかりました。適切に管理さ○太田清海議員

れているというふうに思います。

それでは次に、消防の常備化について危機管

理統括監にお伺いしたいと思います。

このたび、西臼杵３町で消防の常備化が４月

から図られました。本当に大変な御苦労があっ

ただろうと思います。西臼杵３町における消防

の常備化に関し、県としての評価、今後の課題

についてお伺いしたいと思います。

西臼杵郡の○危機管理統括監（金丸政保君）

３町におきましては、住民の長年の悲願であり

ました消防の常備化が実現することになりまし

た。現在、本年４月１日からの運用開始に向け

まして、消火、救急・救助の各種訓練など、最

終段階の準備に取り組んでおります。消防の常

備化によりまして、消火、救急・救助等の業務

に関して専任の職員が配置され、また多様な資

機材が配備されることになり、住民の生命・財

産を守る体制が整うことになります。今後は、

消火活動における消防本部と消防団の役割分担

の明確化や、救急活動における医療機関との円

滑な連携を図るとともに、職員の教育・訓練を

確実に積み重ねるなど、課題を解決していくこ

とによりまして、西臼杵消防本部の機能が十分

に発揮されるものと考えております。

わかりました。西臼杵３町に○太田清海議員

おいて消防の常備化を図る上で、県、その他の

消防本部がどのような支援を行ったのか、教訓

として伺いたいと思います。

県ではこれ○危機管理統括監（金丸政保君）

まで、西臼杵郡３町における消防常備化実現に

向けまして、消防救急無線のデジタル化に関す

る技術的な支援、あるいは庁舎整備の進め方、

業務規約の作成等につきまして、助言を行って

まいりました。また、消防庁舎や資機材の整備

に対し、平成25年度からの２カ年にわたって財

政支援を行っており、合計で約2,600万円となる

予定でございます。

一方、県内の各消防本部においても、常備化

を支援する立場から、必要となる資機材の種類

や消防職員の勤務条件など、さまざまな助言が

行われております。特に、隣接する延岡市消防

本部では、本年１月から経験豊かな消防職員２

名を派遣するとともに、延岡市消防本部が実施

する救助訓練を西臼杵の職員と合同で実施する

などの支援が行われております。

わかりました。常備化を図る○太田清海議員

上では、近隣の市町村からの支援もあり、県も

やったということで、そういう協力体制があっ

たからだろうなと思っております。おとといで

したか、黒木正一議員のほうからも、美郷町の

そういった消防の取り組みなども紹介されてお
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りますが、今後、西臼杵３町での常備化につい

ても、ぜひ、うまくいくようにやってもらうと

いいがなというふうに要望しておきます。

次に、福祉行政についてお伺いをいたしま

す。

これも横田議員、それから西村議員のほうか

らも、介護報酬の見直し等に関してのいろんな

問題点が出されました。内部留保の問題とか、

利益率の問題も挙げられながらでありますけれ

ども、社会福祉法人制度について、国において

そういった問題も含めてどのような議論がなさ

れているのか、現状について福祉保健部長にお

伺いしたいと思います。

高齢化の急速○福祉保健部長（佐藤健司君）

な進展や福祉ニーズの多様化、介護保険制度の

創設に伴う営利法人等の参入など、社会福祉法

人を取り巻く状況が大きく変化してきているこ

とから、国におきましては、昨年８月から社会

保障審議会福祉部会において、関係者からの幅

広い意見を踏まえながら、法人制度の見直しに

ついて審議が行われてまいりました。

今月、その審議結果が取りまとめられました

が、その中で、理事会のチェック機能を持つ評

議員会設置の義務づけ、あるいは役員報酬基準

の公表、それから、いわゆる内部留保の明確化

と地域への還元など、国民に対する説明責任

や、地域社会への貢献が提言されております。

今後、この報告書を踏まえ、今国会中に社会福

祉法改正案を提出する見込みであると聞いてお

ります。

わかりました。介護報酬の見○太田清海議員

直しの中で、介護職員の処遇改善加算がありま

すけれども、これを受けるためにはどのような

要件が求められているのか伺いたいと思いま

す。

今回の介護職○福祉保健部長（佐藤健司君）

員処遇改善加算の見直しは、従来の加算に上乗

せをし、平均月額１人当たり１万2,000円が支給

されるものであります。具体的には、介護職員

の基本給や手当、賞与等の賃金改善や、休暇制

度、労働時間等の賃金以外の処遇改善、資質向

上のための教育・研修制度の整備、出産・子育

て支援の強化等の職場環境の改善に取り組むこ

とが、加算の要件となっております。県としま

しては、事業者を対象とした説明会を開催する

など、加算の内容の周知を、また適切な助言・

指導を行ってまいりたいと考えております。

わかりました。こういう条件○太田清海議員

をきちっとやれば、加算が受けられるというこ

とでありますが、新聞報道等によると、例えば

介護加算の見直し、平均2.27％、そのマイナス

の部分で経営がなかなか難しくなって、介護職

員の基本的な人件費を下げた上で介護加算を新

たにもらって、トータル変わりないじゃないか

というような可能性があるということです。そ

ういうことにならないように、いい制度ですか

ら、介護職員だけにスポットを当てております

けれども、ああいう人たちの賃金が上がるよう

に、ぜひ、いい意味での指導をしていただきた

いと思っております。

次に、地域医療と難病対策についてお伺いし

たいと思います。

福祉保健部長にお願いいたしますが、県内で

活動している難病患者会に対して、県はどのよ

うな支援を行っていくのかということをお伺い

したいと思います。実は、視力障がい者、耳の

障がい者、肢体の障がい者、これらの人たちの

直接の窓口は市町村なんですね。ところが、難

病の方は保健所。県のほうに足を運んでいろい

ろ相談せないかんということで、市町村からは
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ちょっと団体が遠い存在になるものですから、

今はどんどん改善されているかもしれません

が、やはりちょっと行政が遠く感じられるわけ

です。そういう立場にある人でありますが、支

援をどのように行っていくのか、お伺いしたい

と思います。

難病関係は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

本年１月、難病医療法の施行が行われまして、

患者数の大幅な増加が見込まれます。患者のさ

まざまな相談にきめ細やかに対応することが大

切でありますので、県が現在運営を委託してお

ります「宮崎県難病相談・支援センター」の相

談員の拡充など、機能充実を図ってまいりたい

と考えております。

また、この法の施行に当たり、患者会からも

要望がございました難病指定医及び指定医療機

関の確保につきましては、２月現在で、それぞ

れ約730名、約700カ所を指定したところであり

ますので、これまでどおり、身近なかかりつけ

の医療機関で受診できる体制が整ったものと考

えております。県としましては、今後さらに、

患者会との連携を図りながら、患者会からの相

談、要望などについて、寄り添った対応をして

まいりたいと考えております。

わかりました。難病というの○太田清海議員

も種類がいっぱいあるものですから、それぞれ

が団体をつくると、多数の団体になるだろうと

思います。だから難しいんだろうなというとこ

ろも感じます。ただ、真面目に規約をつくっ

て、きちっとそういう団体をつくって、みんな

が落ち込んでいるのを、ある会場に来てもらっ

て音楽療法をしたりとか、やっている団体があ

ります。ぜひ、こういったところに何らかの支

援をしていただくといいなという思いがあるわ

けです。

もう一つできることといえば、保健所に相談

に行ったときに、例えば、市内にはこういう団

体がありますよというパンフレットとか、わず

かなものでいいんですが、そういうのを患者さ

んに渡して、患者さんみずからがそういう団体

と連絡をとって、交流していって、自分の人生

観なり、いろんな悩みを打ち明け合ってやって

いくということは非常に大事だと思います。プ

ライバシーの問題があるから、誰々がいますと

いうことを患者の団体には言えないけれども、

来られた個人のそれぞれの方に、こういう団体

がありますよということを保健所のほうからお

伝えすることはいいんじゃないかと思います。

そういう思いも込めて、県はどのように取り組

んでいくのか、お伺いしたいと思います。

難病患者会の○福祉保健部長（佐藤健司君）

皆さんに県庁に来ていただいて、私もいろんな

話し合いをすることもあるんですけれども、患

者会の皆さんが活動されている状況を紹介する

ことは、同じ悩みを抱える患者へのさまざまな

情報提供、県民の難病に対する理解を深める上

で、大切であると考えております。

このため現在、県では、宮崎県難病相談・支

援センターのホームページやセンターニュース

を通して患者会の活動状況を紹介しております

けれども、難病の受給をされる場合、医療受給

者証というものを発行いたしますが、今後、そ

の医療受給者証の発行時に、患者会の連絡先の

情報を一緒に送付するなど、情報提供の充実を

図りますとともに、広く県民へお知らせするた

めに、県の広報媒体等の活用を進めてまいりた

いと考えております。また、患者会と県との連

携を図っていくために、保健所の難病関係会議

や研修会への患者会の参加を、より一層働きか

けてまいりたいと考えております。
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わかりました。地域のそう○太田清海議員

いった患者会の方と、うまく連携をとっていた

だきたいと思います。今の意向で、そういう意

気込みが感じられましたので、そういうふうに

解釈したいと思います。

それから、病院局長に、県立病院における看

護師の地域枠、いわゆる異動のない看護師であ

りますが、その採用試験の実績と評価を伺いた

いと思います。

看護師地域枠採用○病院局長（渡邊亮一君）

の状況でございますけれども、延岡病院が、昨

年度19名の採用、今年度24名の採用予定で計43

名、日南病院が、同じく昨年度９名、今年度７

名で計16名となっております。今年度の内訳を

見ますと、新卒者が11名、経験者が20名で、一

部、両圏域内の医療機関からの転職者もおりま

すが、異動を希望しない新卒者や県外のＵター

ン希望者の受け皿になっているものと考えてお

ります。また、宮崎病院への異動希望者が多

く、延岡・日南病院の配置が困難な状況を徐々

に緩和できるのはもとよりでございますけれど

も、県北・県南地域に定住する看護師が増加す

ることによりまして、地域振興に資するととも

に、災害等の緊急時におきまして、病院機能維

持のための必要な人員確保が容易になるものと

考えております。

わかりました。異動のない看○太田清海議員

護師ということで、また県外から戻ってきた人

がいらっしゃるということで、地方創生という

立場からもよかったのではないかなと思ってお

ります。

次に、道路行政についてお伺いしたいと思い

ます。

県土整備部長にお伺いしますが、これは、延

岡南インターチェンジから国道10号に接続する

南延岡インター線に南向きのランプを整備して

ほしいということであります。北向きはあるん

ですけれども、南向きがないものですから、大

型のトラックが生活道路をどうしても通ってし

まう。このことについては、地元の議員であり

ます井本議員も、26年６月議会で指摘をされて

おります。こういった問題は、きょう、たまた

ま県北の、延岡の選出の議員が３名登壇いたし

ましたが、地元の要望がうまく重ならずに、あ

うんの呼吸でうまくいったなと思っておりま

す。今回発言のない田口議員、井本議員もそう

ですが、５人の思いを込めて質問したいと思い

ますが、国はどう考えていると聞いているのか

伺いたいと思います。

現在、延岡○県土整備部長（大田原宣治君）

南インターチェンジから国道10号におりますラ

ンプは、北向き方向しかなく、昨年から、地元

延岡市を中心に、南向きランプの整備を要望す

る動きがあることは承知しております。今回、

国土交通省延岡河川国道事務所に、南向きラン

プの整備について伺いましたところ、まずは

県、市と連携して、周辺の交通状況や地域の道

路交通の課題整理等を進めていきたいとの意向

でありました。県としましては、今後、国や延

岡市などの意向も踏まえつつ、どのような対応

ができるのか検討してまいりたいと考えており

ます。

わかりました。ぜひ、積極的○太田清海議員

な取り組みをお願いしたいと思います。ランプ

というのは、上り坂というような感じでしょう

か。そういうのをつけるということなんです

が、この予算は国が全額出さないかんというよ

うなことで、地元負担はないようですが、そう

いったところも難しい問題があるのかなと思い

ますが、ぜひ取り組みを強化していただきたい
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と思います。

次に、教職員の採用についてお伺いしたいと

思います。

地元の方から、うちの子供は先生として千葉

に行っている、戻したいんだということを聞い

ております。これも、地方創生という立場から

も、戻ってきてもらうといいなというような気

がするんですが、現在の教職員採用選考試験に

おいて、他県の現職教員を受け入れる制度があ

るのかどうか、お伺いしたいと思います。教育

長にお願いします。

教員採用選考試験に○教育長（飛田 洋君）

おきましては、教員として必要な知識や技能と

ともに、使命感や意欲にあふれ、人間性の豊か

なすぐれた人材を確保するため、さまざまな取

り組みを行っているところであります。他県の

現職教員を受け入れるための特別な採用枠こそ

設けておりませんが、経験を積まれた県外の公

立の現職教員の方がより本県の教員採用試験を

受けやすくするために、第１次選考試験の教職

教養を免除する制度を設けておりまして、平

成27年度の採用試験におきましては、他県の現

職教員の方が41名受験されております。

41名受けられたわけですが、○太田清海議員

採用はどのくらいだったんでしょうか。

ちょっとデータは○教育長（飛田 洋君）

持っていませんが、恐らく10倍程度ですから、

４～５名というぐらい、ただ、その方々がたま

たま優秀だったら７～８名ということもあり得

るかもしれません。

地方創生という立場から、他○太田清海議員

県の現職教員を受け入れることについての考え

をお伺いしたいと思います。

他県の現職教員を受○教育長（飛田 洋君）

け入れるという御提言でございます。本県の教

員採用者の９割は、例年、本県出身者ではあり

ますが、そのうちで他県の生活を経験したも

の、すなわち他県で働いているとか、あるいは

他県の大学で学んだ方が実は７割ぐらいおいで

でございます。地方の活性化、地方創生という

意味では、今までにない柔軟な発想ができる柔

軟性とか創造性というのが必要だと思います

し、それには、いろんな経験をしていたという

こと、県外で環境の異なる生活をしていたとい

うようなことも、きっと役に立つとは思いま

す。地方創生のためにも、宮崎の教育の発展に

も、ふるさとへの思いや情熱を強く持ち、宮崎

を支え、宮崎に貢献したいという意欲を持った

優秀な人材を確保していくことが大切であり、

教員採用選考試験につきましても、そのような

観点を重視してまいりたいと考えております。

わかりました。若手の地元の○太田清海議員

教員も育ってほしいというのもありますので、

これは難しい問題かなと思いました。ぜひ、そ

ういう立場も見ていただきたいと思います。

最後になりますが、選挙における無効票の実

態と啓発について、選挙管理委員長にお伺いし

たいと思いますが、昨年末の衆議院選挙では、

延岡市などで無効票が多かったという報道があ

りました。選挙においてどのような票が無効票

となるのか、お教えいただきたいと思います。

選挙の投票○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

におきまして、白紙投票や候補者でない者の氏

名を記載したもの、また、候補者の氏名以外

に、押印、円記号、点線など、他事や雑事を記

載したものなどが無効票とされます。

押印するということは、自分○太田清海議員

の印鑑を押してまで出したということですね。

ということは、物すごくきちょうめんな方だろ

うと思うわけです。ただ、せっかく候補者名も
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しくは政党名を書いたものが無効になるのはか

わいそうだなという気もするわけですけれど

も。昨年末の衆議院選挙の無効票についての状

況をお伺いしたいと思います。

投票につき○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

ましては、開票作業及び点検終了後に封印を行

うことになっておりまして、訴訟のため必要が

ある場合などを除き、これを開封することはで

きないものと解されております。したがいまし

て、無効票における具体的な他事記載の状況ま

で確認することはできませんが、昨年実施され

ました衆議院小選挙区選挙における無効投票率

は、延岡市や日向市などの一部の市町村で前回

平成24年の選挙を大きく上回る一方で、下回る

市町村もありますことから、県全体として

は3.22％と、前回の3.00％を0.22ポイント程度

上回る結果となっております。昨年の選挙にお

ける無効票の内訳としましては、白紙投票が全

体の約５割を占め、候補者の氏名以外の他事や

単なる雑事を記載したものが、合わせて約４割

という結果になっております。

わかりました。選挙結果の票○太田清海議員

については開封できないという厳格な扱いをし

ているから、分析はできないということだろう

と思いますが、わかりました。

無効票を減らすためのＰＲを行う必要がある

と思うんですが、どうでしょうか。

選挙は、民○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

主主義の根幹をなすものでございまして、国民

が主権者として政治に参加する最も重要な機会

であることを考えますと、選挙人の意向を正し

く反映した選挙結果となることが、当然必要と

なってまいります。そのため、無効票を減らす

ことは大変重要だと考えておりまして、投票用

紙には、候補者の氏名または政党等の名称を正

しく記載し、あるいは他事を記載しないことな

ど、投開票事務を行う市町村選挙管理委員会と

も連携を図りながら、選挙時における各種啓

発、その他さまざまな機会を捉え、周知を図っ

てまいりたいと考えております。

無効票は、私たちも候補者で○太田清海議員

もありますので、ぜひ選挙に当たっては、政党

名もしくは候補者名以外は絶対書くなというこ

とをＰＲしておかないかんと思うんです。余計

な、「頑張れ」とか書いてあったりするもので

すから、何かそんなのを感じるものですから、

「書いちょったよ」とか言われると、がっくり

くるわけです。政党名と個人名だけということ

を、私たちも一生懸命ＰＲしていきたいと思っ

ております。

時間が来ましたので、最後に、毎日新聞に、

柳田邦男さんという作家の方が記事を寄せてお

られましたけれども、それに感動しましたの

で、ちょっと紹介したいと思います。作家とい

うのは、文章を書くときに自分の頭で映像化し

て書いていくという習性があるそうなんですけ

れども、

事件報道を読むとき、私は事件の現場を映

像的にイメージする習慣が身についている。

何事につけ、作家として現場の状況を文章で

表現するには、そういう手順を踏まざるを得

ない。それがいつの間にか、文章に表現する

必要がなくても、脳の働きとして、いわば癖

になってしまったのだ。

３歳の難病の長女に食事を与えていなかっ

たばかりか、真冬に薄着で、はだしのまま閉

め出したり、ベランダの手すりに縛りつけた

りして放置していたという。体重は、３歳時

の平均の半分にまで痩せ細り、司法解剖した

ところ、腸内にあったのはアルミ箔や、ろ
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う、タマネギの皮だったという。大阪府茨木

市で殺人容疑で逮捕された父親は22歳、母親

は19歳、こうした記事の文字は、私の脳内で

直ちに映像化される。

虐待されているのに誰かに助けを求めるこ

とも知らずに、家の前でママと泣き叫んでい

る衰弱し切った幼い子の姿、空腹の余り、食

べられる物と食べられない物との区別もでき

ずに、台所を探したのであろうか、タマネギ

の皮やアルミ箔を口に入れてのみ込む姿、私

はたまらなくなって脳内の映像を消そうとす

るが、テレビの画面をリモコンで切りかえる

ようなわけにはいかない。

そして、紙面のすぐ横には、新潟県燕市

で、やはり３歳の長女を橋から突き落とし

た24歳の母親が逮捕された記事が並んでい

る。自分を大事にしてくれると信じ切ってい

る母親に抱き上げられ、橋の欄干から突き落

とされ、暗い空間を落ちていく３歳児の姿が

脳内に広がる。一瞬その子の脳裏に走ったに

違いない恐怖心まで伝わってくる。こんなこ

とをどうしてできるのか。

というような文章であります。

こういったコンピューターの発達した時代で

あります。私たちは、こんな社会に生きてい

る。そして、もう本当に、政治が登場して、政

治が将来のビジョンに向けて何かを表現してい

かなければいけない時代になっているんじゃな

いかということを、この文章を読んで痛感いた

しました。

時間がちょっと余りましたけれども、以上で

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）

ここで休憩いたします。○押川修一郎副議長

午後２時45分休憩

午後３時９分開議

休憩前に引き続き会議を○押川修一郎副議長

開きます。

次は、宮原義久議員。

〔登壇〕（拍手） 本日５番目○宮原義久議員

の質問ですので、あと１時間で終わりますか

ら、よろしくお願いをしたいと思います。

県議会議員選挙の告示が近づいてまいり、議

員の皆様も後援会活動に努力をされていると思

います。このごろ、私は各地を訪問させていた

だきながら考えさせられることが多くありま

す。戦後70年という時間が経過しているのに、

何十年も時間のとまったような家庭が多くある

ことであります。そうしたところは高齢者だけ

が取り残され、この高齢者の方はどこで買い物

をされるのだろうか、病院とかは行かれている

んだろうか、子供たちは近くに住んでいないん

だろうかなどと、考えさせられることがありま

す。現在、日本の経済はアベノミクス効果で上

向いていると言われております。しかし、中山

間地域にはその効果はまだまだ届いておりませ

ん。若者の理想とする働く場所は少なく、働く

場所を求めて都会へと流れております。さら

に、私の友人の多くが、結婚をせずに50代に

なっている現状があります。なぜ結婚しないの

か。男性の給与の低さから結婚に踏み出せない

とも言われております。年を重ねることで結婚

に慎重になり、結果的に独身を通す結果となっ

ておりますし、若くして結婚した方は離婚をさ

れるケースも増加しております。人口減少でな

く、人口増で働く場所があり、３世代が同居で

きて、子供の笑い声が聞こえるような、そんな

宮崎県になってほしい、そういう思いで、今

回、一般質問に入らせていただきたいと思いま
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す。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

河野知事が再選していただいたおかげで、知

事の１期交代にストップがかけられました。知

事は、県民が選挙によって選ぶわけであります

から、１期交代でも何も構わないこととなりま

すが、中央省庁や他県から宮崎県の信用をなく

す状況もあったのではないかと思います。選挙

の結果は、他候補を圧勝する結果となり、自信

を持たれての２期目のスタートとなっていると

考えております。この４年間、知事は、各地域

を意見交換等や各種行事で回られたと思いま

す。さらには、選挙期間中の17日間も選挙カー

でくまなく回られ、人口が減少し、厳しい経済

状況の中山間地域も目にされたと思います。選

挙カーで各地域を回られる中、４年前との比較

もできたのではないかと考えますが、知事の目

にはどのように宮崎県が映ったのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。

次に、選挙に臨まれるに当たって、政策提案

を作成されております。この政策提案は、提案

理由説明でも述べられていましたが、「徹底し

た現場主義」と「対話と協働」から、宮崎を

「くらしの豊かさ日本一の宮崎」にしたいとの

思いで作成されたものと思います。17日間にわ

たる選挙期間におきましても、県内全ての市町

村を回り、多くの県民の皆様から直接声をお聞

きし、政策の原点は現場にあるとの思いを改め

て強く感じたと述べられましたが、選挙以前に

作成された政策提案から大きく方針が変わらな

いとしても、県民の皆様の声は、知事の作成さ

れた政策提案に全て含まれていたのか、お聞か

せをいただきたいと思います。

以上で壇上での質問を終わりまして、後は自

席で質問をさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず初めに、県内を回った感想であります。

前回の選挙で県内各地を回ったときは、口蹄疫

が発生した年でありました。夏に終息したわけ

でありますが、まだまださまざまな意味で県

内、口蹄疫の傷跡が残っているということを感

じたところですし、その影響の甚大さを実感し

たところであります。そして、景気雇用情勢の

深刻さ、また、社会資本整備のおくれなど、地

域の大変厳しい現実を目の当たりにしたところ

であります。このため、口蹄疫からの再生・復

興に全力で当たり、フードビジネス等の成長産

業の育成など、あすの宮崎の礎を築くことに尽

くしてまいったところでございます。

今回の選挙で改めて県内をくまなく回る中、

４年前と比べますと、これまでの４年間で育て

てきた新たな成長に向けたさまざまな動き、胎

動、明るい兆しというものが感じられたところ

でありますし、社会基盤整備についても確実な

進展を感じる一方、若者流出による人口減や高

齢化の進行というものが、とりわけ中山間地域

で進んでいることを実感したところでありま

す。

また、12月、大変寒い時期の選挙であるわけ

でありますが、回ってみますと、農林水産業、

建設業、現場で頑張っておられる皆さんの姿と

いうものに心を打たれたわけでありまして、そ

ういう目につく皆さんのみならず、さまざまな

場面で、県民の暮らし、雇用というものをしっ

かり守っていかなくてはならないということを

実感したところであります。

本格的な人口減少社会の到来の中にあって
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も、本県が将来に向けて発展していけるよう、

地方創生を追い風としながら、「くらしの豊か

さ日本一の宮崎」の実現を目指して頑張ってま

いりたい、そのように感じたところでございま

す。

次に、政策提案についてであります。４年前

に知事に就任しましたときから、現場主義に徹

しまして、県内各地をくまなく回り、県民の皆

様との対話と協働に努めてきたところでありま

す。今回お示しした政策提案につきましては、

これまでの４年間にさまざまな方々からいただ

いた御意見などをもとにつくり上げたものであ

りまして、今回の選挙期間中に改めて県民の皆

様の声をお聞きしたところでありますが、私が

掲げた政策や方向性などについて手応えを感

じ、引き続きそれに向かって進んでまいりたい

という思いを抱いたところでございます。

その一方で、今申し上げましたような現場の

皆様の姿に触れるにつけ、景気回復や雇用の安

定確保に関する県民の皆様の期待の大きさとい

うものを強く感じ、また、一人一人の「何とか

この宮崎を元気にしてほしい」という思いを受

けとめたところでありまして、産業の振興を通

じた地域経済・雇用の底上げを図ることが非常

に重要であるという思いをさらに強くしたとこ

ろであります。

政策提案で掲げました政策については、今

後、総合計画のアクションプランを策定する中

で、その具体化を図ってまいりますが、いかに

安定した雇用を生み出すかということを重点課

題としまして、本県の強みである農林水産業や

フードビジネスを一層成長させるとともに、中

小企業の振興や観光の再興など、産業活動の活

性化を図り、県外から外貨を獲得して、県内経

済の好循環を目指すための取り組みを強力に進

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

ありがとうございます。選挙○宮原義久議員

期間中のことについては、結果が圧勝というこ

とでありますから、やはり県民というのは、今

の河野県政、そのまま頑張ってほしいというこ

とでありますので、その票の重みというのを考

えていただいて、しっかりとした政策を実行に

移していただきたいと思っております。また、

先ほど太田議員からもありましたが、非正規の

雇用の問題だったり、中山間地域に働く場所が

ないということもよく言われておりますので、

そういった部分についてもしっかりと取り組ん

でいただきますよう、お願いをしておきたいと

思っております。

それでは次に、地方創生に向けた取り組みに

ついて、お伺いをさせていただきます。本県で

は、昨年10月に､「真の地方創生を実現する「み

やざきモデル」」を取りまとめられ、国の「ま

ち・ひと・しごと創生本部」に提言をされてお

ります。私は、どの項目も、宮崎の発展・振興

が図られる理想的な内容かなと考えております

が、国においては、12月27日に「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を閣議決定し、本年、い

よいよ本県を含めた地方の「まち・ひと・しご

と創生」の動きを本格化させる段階に入ってき

たと考えます。横田議員の代表質問に対する答

弁でも、宮崎県版のまち・ひと・しごと創生総

合戦略を策定していくとのことでしたが、本県

版の創生総合戦略の策定に向けて、今後どのよ

うな取り組みを考えておられるのか、知事にお

伺いをいたしたいと思います。

私は、地方創生の取り○知事（河野俊嗣君）

組みがその効果を上げるためには、国は国で、

東京一極集中の是正でありますとか、さまざま

平成27年２月27日(金)
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な制度、財源等の取り組みを進めていただく必

要がありますが、地方の側では、地域の実情を

踏まえて、その課題を的確に把握し、課題克服

に向けて自主的に取り組んでいく姿勢が重要で

あると考えております。このような観点から、

宮崎県版のまち・ひと・しごと創生総合戦略の

策定に当たりましては、外部有識者の方々に広

く意見を求めていくとともに、市町村との十分

な意見交換なども通じた連携にもしっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。

さらに、地方創生の推進に当たりましては、

私を本部長とする「宮崎県地方創生本部」を中

心としまして、人口減少問題の克服に向けて全

庁挙げて取り組んでいるところであり、来年度

の組織改正におきましても、総合政策部の中

に、地方創生推進担当及び移住・定住推進担当

を新たに設けるなど、一層の取り組み体制の強

化を図ることとしたところであります。

宮崎県版のまち・ひと・しご○宮原義久議員

と創生総合戦略を策定されるには、今ありまし

たように、有識者の意見を集約されたり、市町

村との連携、そして組織改正も図りながら進め

るということでありました。日本国の破綻が近

いというような書きぶりの本もたくさん出回っ

ております。確かに現在、国の借金が1,000兆を

超えるという状況が来ておりますので、日本が

破綻するというような話が現実になるのかもし

れないなと、一般の方は思うんじゃないかと

思っております。地方創生というのは、今回が

最後の機会になるのかもしれません。しっかり

とした戦略を策定していただくように期待をし

ておりますので、よろしくお願いしたいと思っ

ております。

それでは次に、項目を変えまして、輸送問題

についてお伺いをさせていただきます。

トラック運送業界の現状は、国内貨物輸送の

９割以上を占めております。それぞれの業者は

規模が小さく、保有車両が10両以下の小規模事

業者が57.1％となっており、経営基盤は非常に

弱い状況となっております。また、営業利益の

推移を見てみましても、トラック輸送業界は、

平成19年度以降、赤字が続いているようであり

ます。軽油価格は高騰ということが、ここに来

てやや落ちつきを見せてはおりますが、高値で

推移をしており、経営を圧迫している現状があ

ります。軽油が１円上昇することで、宮崎県の

トラック業界への影響というのは、１億5,000万

円のコストアップになるようであります。さら

には、ドライバー不足も深刻となっており、若

年ドライバーの比率も年々減少となっているよ

うであります。

さらには、自動車運転者の労働時間の改善等

によりまして、改善基準が強化をされておりま

す。大消費地から遠隔地にある本県は、農産物

初め、多くの貨物をトラックに依存しておりま

すが、ドライバーの拘束時間や連続運転の基準

を守ることが厳しい状況と現在なっておりま

す。そうした現状から、フェリーの活用が図ら

れておりますが、現在でも全ての車両が乗船で

きる状況でもないようであります。フェリーの

大型化などが望まれるわけでありますが、海上

輸送の活用推進を今後進めていかなければなら

ないと考えます。県としては、トラック輸送及

び海上輸送の推進をどのように考えておられる

のか、お伺いをいたしたいと思います。

大消費地や○総合政策部長（橋本憲次郎君）

大都市から遠隔地にある本県にとりまして、物

流網の維持は重要な課題でございまして、特に

トラック輸送が貨物輸送の大半を占めていると

いうことから、大変重要な役割を担っているも
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のと認識しているところでございます。このた

め、県といたしましては、宮崎県トラック協会

に対しまして、毎年度、運輸事業振興助成交付

金を交付し、安全対策や人材育成などの取り組

みを支援しているところでございます。

一方、御指摘にありましたように、海上輸送

は、低コストで大量輸送が可能であるという特

徴がございます。本県の農畜産物や工業製品な

どを効率的に輸送するための重要な手段である

ことから、長距離フェリー航路などの維持・充

実が重要であると考えております。県といたし

ましては、海上輸送などによるモーダルシフト

の推進が、物流コストの削減や、長距離トラッ

ク運転手の長時間労働、若年労働力不足への対

策にもつながるという面もありますことから、

今後とも、関係団体との連携も図りながら、航

路の利用促進などに取り組んでまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。ト○宮原義久議員

ラック輸送の重要性というのは、ただいまの答

弁でも認識は十分されているようであります

が、改善基準の強化によって、北海道のトラッ

ク事業者の方が、連続運転、そして拘束時間の

違反ということで、「事業停止30日」の事業停

止を命ぜられているようであります。30日間事

業を停止させるということは、つまり、倒産に

追い込まれるということになるんだろうと思い

ます。トラック事業者は、荷主に対しては弱い

立場であるというふうに考えておりますので、

こうなると、フェリーの活用を探るしかないと

いうことになるのではないかと思います。答弁

にありましたが、航路の利用の促進を図るとい

うことでありますが、全てのトラックが乗り切

らないという現状を改善してほしいというの

が、トラック業界の願いであるわけです。この

あたりについては、乗り切らないとすれば、そ

の次のことを考えていかなければなりませんの

で、そういう業界とも十分意見交換をされるな

どして検討されるように、ここの点については

要望しておきたいと思いますので、よろしくお

願いをしたいと思います。

次に、輸送体制の悩みについては、大消費地

から遠隔地にある本県だけでなくて、鹿児島

県、熊本県も同じであると思います。特に熊本

県は、大消費地に対して海上輸送航路というの

は熊本県内にはないはずでありますから、ト

ラックドライバーに対する基準が厳しくなって

いる現在は、海上輸送体制の強化については、

本県を含めて連携・協議をされることが重要と

思いますが、こういった協議とかはされたこと

はないのか、まずお伺いをしておきたいと思い

ます。

海上輸送を○総合政策部長（橋本憲次郎君）

強化するためには、港湾へ貨物を集めることが

重要でございますので、本県では、地元の自治

体と連携して、細島港を初めとする県内港湾へ

の荷寄せの支援を行っているところでございま

す。港湾への荷寄せに関しましては、ある一面

では、他県とは競合関係という面もございます

ので、現状では、正直申し上げて協議等は行っ

たということはございません。ただ、全体で見

ますと、効率的な物流のためには、東九州地域

ないしは南九州地域などの広域的な視点も重要

だと思いますので、今後とも必要に応じて、国

の九州地方総合物流施策推進会議、こういう場

を活用しながら、他県としっかりと意見交換等

を行ってまいりたいと考えております。

港湾への荷寄せについては、○宮原義久議員

言われたように、競合関係ということでの答弁

でした。南九州３県とも、関西地区について
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は、やりくりが何とかという状況ではできるの

かなと考えますが、京浜方面への輸送体制とな

ると、各県、なおさら状況が厳しいのではない

かと考えます。やっぱり南九州３県で固まらな

いと無理だと思いますが、新規に航路を開設し

て物流をどうにかしましょうというぐらいの、

当然そういう情報交換、そういったものは、先

ほど場所的にはあるということでしたが、具体

的に議論をされる状況があったほうがいいので

はないかと思います。要望をしておきますの

で、どうかお願いをしたいと思います。

次に、ＪＲ貨物による青果物輸送についてお

伺いをします。トラックドライバーの不足、改

善基準の強化など、厳しい輸送環境から考える

と、今後、トラックドライバーの増加や改善基

準の緩和が図られる方向ではないという現在、

さらに青果物輸送をＪＲ貨物で対応するとした

場合、集荷のための施設整備であったり、大消

費地での荷おろし整備などの多くの問題点はあ

るとしても、こういう厳しい現状がある以上は

検討する必要を感じます。しかし、本県の青果

物において、ＪＲ貨物の活用は余りやられてい

るような状況ではありません。県内青果物のＪ

Ｒ貨物輸送の現状と課題について、お伺いをし

ます。

平成25年度、○農政水産部長（緒方文彦君）

データがある経済連取り扱いの青果物15万トン

のうち、約５％の7,000トンがＪＲ貨物を利用し

て輸送されております。しかしながら、品質保

持に必要な冷蔵コンテナのリースが平成23年に

中止されたこと、また近年、強風や大雨等によ

る延着が相次いでいることなどによりまして、

利用が伸び悩んでいる状況にございます。ＪＲ

貨物輸送は、低コストで、地球環境に優しいモ

ーダルシフトの推進を図る上でも重要な輸送手

段でありますので、県と関係団体が連携いたし

まして、予冷と定温コンテナを組み合わせた新

たな輸送システムを構築するとともに、利用に

当たっては、運行状況の把握を行うなど、延着

リスクの軽減に努めることなどが重要であると

考えております。

答弁を聞く限りでは、延着が○宮原義久議員

ないようにというような話も出てくるんです

が、青果物については、ＪＲ貨物では厳しい状

況があるというような答弁であったと思いま

す。そうなると、やはり、フェリーを選択する

しかないのかなということに絞られてくるので

はないかなと思っております。

この点はここでおかせていただいて、次に、

鉄道の路線の維持についてお伺いをさせていた

だきたいと思います。国土交通省は、2016年に

ＪＲ九州の株式上場をさせるとの方針を示され

たようであります。これまでは、株式を国が保

有することで、地方の不採算路線の維持もでき

ていたと考えますが、完全な民営化となります

と、一般株主の発言権が増し、厳しい環境の路

線が窮地に追い込まれるのではないかと心配す

るものであります。九州管内の経済団体や自治

体においても、在来線の切り捨ての懸念があ

る、地域間格差が拡大し、廃線の可能性が増大

する、などの新聞記事も目にしております。県

内の路線も、採算面から厳しい路線があるわけ

であり、一回廃線に追い込まれますと、復活は

まず望めないというふうに考えております。新

聞の紙面でＪＲ九州の社長の発言が掲載されて

いましたが、「幾らでもお金をかけられるわけ

ではない。地元と議論していく必要がある」と

の記事があり、鉄道網の見直しは避けられない

状況と感じるところであります。この事態に、

県としてはどのような考えを持っておられるの
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か、どのような取り組みを現在されているの

か、お聞かせをいただきたいと思います。

県内鉄道網○総合政策部長（橋本憲次郎君）

は、県民の日常の移動手段として、また、観光

等、地域活性化の観点からも必要不可欠な路線

であると認識しております。このことから、Ｊ

Ｒ九州の完全民営化に当たっては、県内鉄道網

の維持・充実を担保していただくよう、昨年末

に国土交通省に要望を行いますとともに、ＪＲ

九州とも協議を行う等、危機感を持って取り組

んできているところでございます。

ＪＲ九州民営化の関係法案を今通常国会に提

出予定というふうに伺っておりますが、その前

段といたしまして、国土交通省のほうで、ＪＲ

九州完全民営化プロジェクトチームが設置され

て、その取りまとめが報告されましたが、この

取りまとめによりますと、鉄道網の維持につい

て、国が指針を定め、一定の関与を残すと。こ

れは、法令に基づく関与を残すということ。ま

た、経営安定基金のうち872億円を鉄道ネットワ

ークの維持・向上に充てる等の対応策が示され

るなど、本県の要望を重く受けとめていただい

たものと考えております。

県といたしましては、今後も、あらゆる機会

を捉えて、国やＪＲ九州に対し、鉄道ネットワ

ークの維持・向上をしっかりと働きかけてまい

りたいと考えております。

今、答弁いただきましたが、○宮原義久議員

２月３日の読売新聞の記事にあるんです

が、1987年の国鉄の分割・民営化後のＪＲ各社

の上場というのは、東日本、西日本、東海に次

いで４社目ということです。ＪＲ九州民営化時

に、赤字ローカル線の維持のために国が拠出し

た3,900億円という経営安定化基金は、答弁にあ

りましたように、872億円は鉄道ネットワークの

維持・向上に充てられることになっているよう

であります。しかし、ＪＲ九州の鉄道事業とい

うのは、民営化以降、一度も黒字になったこと

がないというふうに記載されております。地域

の足を確保するとして、国交省が、完全民営化

後もローカル線の廃止に歯どめをかける方針を

示してはおりますが、今回、上場により得られ

た数千億円の売却益というのは、旧国鉄職員の

年金の財源となるようであります。872億円の鉄

道ネットワーク関係の財源は、鉄道事業の毎年

の赤字から考えると、決して多い金額ではない

というふうに思っております。県内の鉄道路線

網の維持のためには、やはり国、ＪＲ九州に、

各県と連携をとりながらしっかりとした対応を

とっておかないと、後々取り返しのつかないこ

とになるのではないかと思いますので、しっか

りとした対応をしていただきますように要望し

ておきたいと思います。

次に、関連して、九州旅客鉄道株式会社の株

式上場についての要望が、本年の２月７日に、

宮崎県商工会議所連合会より自民党宮崎県連に

提出されました。内容は、地方路線の切り捨て

がないようにとの要望であります。鹿児島県で

も同様の動きがあるようでありますが、株式を

国が保有している現在、他県とも連携して、地

方路線維持の対応はやっておられるようではあ

りますが、さらに強く国に働きかけるべきと考

えております。県内の団体であったり他県との

連携というのは、もう余り時間がないと思いま

すが、どのように現在図られているのか、お聞

かせをいただきたいと思います。

鉄道路線網○総合政策部長（橋本憲次郎君）

の維持・充実につきましては、これまでも、県

議会の皆様を初め、県内経済団体等にも御参加

をいただいております「宮崎県鉄道整備促進期
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成同盟会」、また、九州各県知事、議長を構成

員とする「九州地域鉄道整備促進協議会」を通

じまして、関係者一丸となって、ＪＲ九州に対

し、路線網の維持・充実を要望してきたところ

でございます。また、路線の維持を図る上で

は、やはり旅客の増という意味で、利用促進が

一方では不可欠な取り組みでありますことか

ら、県では、沿線自治体で組織する「ＪＲ吉都

線利用促進協議会」、また、「ＪＲ日南線利用

促進連絡協議会」と連携し、利用促進を図って

きているところでございます。県といたしまし

ては、完全民営化後も路線の維持・充実が図ら

れるよう、これまで以上に他県や県内各団体と

の連携を深め、要望活動をしっかりと行うとと

もに、利用促進の取り組みを行ってまいりたい

と考えております。

それでは、それぞれ今、輸送○宮原義久議員

問題全般について質問させていただいたんです

が、ここで、知事にお伺いをいたします。県内

物流の中心となっているのが、先ほど言いまし

た、トラック輸送体制と、片一方ではフェリー

が厳しい状況。そして、鉄道路線維持が大変厳

しい状況ということは御理解をいただいたので

はないかと思います。最後になりますが、この

状況を踏まえて、鉄道問題全般について、知事

のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

今、いろいろ御議論ご○知事（河野俊嗣君）

ざいましたが、陸・海・空の交通ネットワーク

というものが、地域住民の日常生活はもとよ

り、県外からの誘客や物流、経済活動など、本

県発展に欠かせない重要なインフラであるとい

うふうに考えております。交通問題全般で見て

みますと、現在、東九州自動車道の大分―宮崎

間の開通とか、同区間における高速バスの運行

開始、また、本県鉄道とバスへのＩＣカード導

入、長距離フェリーの神戸航路への変更、香港

への国際定期航空路線の開設など、全体として

総合交通網の整備は一歩一歩前進をしていると

いうふうに受けとめておるところでございま

す。

ただ、御指摘のように、さまざまな課題があ

るところでございまして、大都市圏から遠距離

にある本県にとって、交通・物流網の整備、そ

の中での鉄道というものも、県勢発展の基盤と

なるものだという認識のもとに、また、地方創

生の重要な柱ともなろうかと考えておりますの

で、今後とも最重要課題の一つとして、積極的

にその整備に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。総合○宮原義久議員

交通網の整備は、人を運ぶ分については着々と

進められており、便利になっているのかなと思

いますが、貨物の部分については、先ほどから

ありますように、大変厳しい状況があります。

今回の物流網の整備がきちっとされて、この地

域の農産物含めていろんなものがうまく回らな

いと、地方創生というのもなかなか厳しいのか

なと思います。京浜航路というのが一本通るだ

けで全然違うのかなと思いますので、大変な経

費もかかるとは思いますが、他県とも連携を

図っていただきますよう、お願いをしておきた

いと思います。

それでは次に、高等学校の募集定員問題につ

いてお伺いをしたいと思います。

２月13日に県立高校の推薦合格内定者が発表

され、19日には一般入試志願状況が発表されま

した。県内17校で定員割れの状況となっており

ます。通学区域の撤廃で魅力ある学校をつくる

ことで、都市部から中山間地と言われる地域の

県立高校へも生徒が集まるとも教育委員会では
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言われてきましたが、現状は、通学区域撤廃当

初から心配をされておりましたとおり、都市部

の高校への集中となっているようであります。

生徒にとりましては、行きたい学校を自由に選

択できることは、今の時代の流れに乗っている

と考えますが、人口減少が進み、存続が危ぶま

れる学校については、深刻な事態となります。

西諸地域の県立高校、私立高校の募集定員

は、小林高校が200名、小林秀峰高校が240名、

飯野高校が120名、小林西高校が、私立です

が、210名、それに全日制単位制の日章学園九州

国際高校345名で、合計の募集定員枠は1,115名

であります。全日制単位制の日章学園九州国際

高校345名を引いたとしても、770名という枠に

なります。西諸地域の中学校卒業者の推移は、

平成26年から平成34年までで680名から630名と

いうところで推移をしております。先ほどの770

名の募集定員に対して、90～140名が当初から不

足している状況になります。これに、通学区域

の撤廃等で、西諸管内から100名とも150名とも

言われますが、地区外の高校へ進学の状況と

なっていることが心配をされます。私立高等学

校も県立同様に、宮崎市内以外の地域では、募

集定員に対して在籍数が厳しい状況と聞きま

す。現状はどのようになっているのか、総合政

策部長にお伺いをいたします。

宮崎市内の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

私立高等学校では、多くの学校が募集定員に近

い在籍生徒数を確保しているところでございま

すが、その他の地域におきましては、在籍生徒

数が定員を大きく下回る学校が見られるという

現状でございます。

次に、県内の私立高校は、宮○宮原義久議員

崎市に７校、都城市、延岡市、各２校、日南

市、小林市、えびの市、三股町に各１校ありま

す。それぞれの学校とも教育の理念をしっかり

と持たれ、高校教育を進められております。こ

のような私立高等学校が果たしている役割をど

のように考えておられるのか。また、定員を下

回る学校もあるとの部長答弁でありますので、

この現状をどのように考えておられるのか、あ

わせて知事にお伺いをいたします。

私立高等学校におかれ○知事（河野俊嗣君）

ましては、建学の精神に基づき、個性豊かで特

色ある教育を実践されておるところでありまし

て、学業はもとより、スポーツ、文化活動など

さまざまな分野において、すばらしい成果を上

げておられまして、本県の公教育の一翼を担っ

ているものと考えております。現状につきまし

ては、部長が答弁しましたように、特に宮崎市

以外の学校で定員の確保が困難となっておりま

して、学校の活力や教育水準への影響などにつ

いて懸念をしているところであります。県とし

ましては、私立高等学校の教育水準の維持や安

定的な経営のために、私学関係団体とも意見交

換などを行いながら、各学校の一層の魅力づく

りに向けた取り組み等を幅広く支援してまいり

たいと考えております。

私立高校も県立学校同様に、○宮原義久議員

宮崎市内に所在のある学校とそれ以外で、在籍

数が大変厳しい状況となっていることが現状と

いうことになります。知事の言われた、私立高

校の教育水準の維持、そして、在籍数の減少か

ら厳しい経営の安定経営化のためにということ

でありましたので、ぜひ、私学関係団体と意見

交換を十分していただきたい。そして、県立で

あろうと私立であろうと、高校生の教育という

点では、どちらも重要な役割を担っているとい

うふうに思いますので、しっかりとした議論を

まずしていただくように要望しておきたいと思
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います。

次に、県立高校、私立高校の定員の比率とい

うのはどのように決められるのか、教育長にお

伺いをいたします。

本県では、公立高校○教育長（飛田 洋君）

と私立高校が連携して教育の振興を図ってきて

おりまして、高校の定員の比率につきまして

は、毎年、公立・私立の代表者や学識経験者な

どで連絡協議会を開催し、その中で、中学校卒

業生の推移や過去の募集定員の状況を勘案し

て、定員の考え方について調整しております。

平成16年度以降は、募集定員を、県立高校は進

学予定者のおおむね７割としており、私立高校

は、前年度の募集定員の範囲内とすることとし

て調整をしております。なお、県立高校は、そ

の全体枠と同時に各地域ごとの定員を決めて

いっているんですが、その際には、その地域か

ら他の地区へどれくらい出ているか、あるいは

逆に入ってきているかというようなことを考え

ております。例えば、西諸県地区の平成26年度

の入学生では、県立高校間の出入りを申し上げ

ますが、西諸県地域から出ていった生徒のほう

が入ってきた生徒より６名多いという状況であ

りまして、ほぼ出入りは相殺されているという

状況でございます。

公立・私立の代表者や学識経○宮原義久議員

験者でしっかり協議をされた上で比率が決めら

れているということでありますので、これも

きっちりとその部分の公平性は保たれていると

いうふうに今感じたところであります。ただ、

生徒の流入・流出については、県立だけ見ます

と、我が西諸地区では、教育長の答弁どおり６

人ということでありますが、公立・私立で両方

とも含めてしまいますと、67人という生徒が、

西諸地区からたくさん、宮崎、それ以外の地域

に流出しているということになります。この数

字は、我が西諸地域からすると、通常クラスの

２クラス分ということになりますので、この対

象の数が、地域にとりましては大変深刻な状況

になっているということは御理解をいただきた

いと思います。

次に、県内高等学校の募集定員は、県立高校

の全日制課程が7,720人、定時制課程が440人、

通信制課程が600人で、合計で8,760人。私立高

校は、全日制課程が3,780人、全日制の単位制課

程が345人、定時制課程が40人、合計で4,165

人。県内高等学校全ての募集定員は１万2,925人

となります。入試を受ける15歳の人口は、平成

元年ごろに２万176人であったものが、平成26年

の15歳の人口は、１万1,003人と大きく減少して

おります。今回の入試を全て15歳の方が受験し

たとしても、2,000人分枠が余るということにな

ります。県内の年齢別人口を見てみますと、10

歳から14歳までは１万人を何とか超えているも

のの、９歳の人口は9,780人ということになりま

す。このように生徒が減少している中で、県立

高校の相当な再編というのも早急に必要と考え

られますが、どのような検討をされているの

か、お伺いをいたします。

生徒数減少により高○教育長（飛田 洋君）

等学校の小規模化が進んでいきますと、生徒同

士の切磋琢磨や学び合いの機会が減ったり、活

気のある学校行事や部活動が展開しにくくなっ

たりするなどの課題が生じてくることが考えら

れます。このような課題を踏まえながら、現

在、28年度から３年間の県立高等学校の整備の

方向性を示す中期実施計画の策定を進めている

ところでありますが、その過程では、何より

も、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、高等学校の所在地や設置
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学科、生徒・保護者・地域のニーズ等に適切に

配慮いたしますとともに、県民の皆様の幅広い

御意見を伺いながら検討を進めているところで

あります。

それでは次に、40名１クラス○宮原義久議員

の生徒ということにして、３クラスの学校で、

１学科の場合、２クラス分の生徒しかいなかっ

た場合、クラスの編制はどのようにされるの

か。今回の一般入試の志願状況から見て心配を

される点でありますから、教育長にお伺いいた

します。

県立高校のクラス編○教育長（飛田 洋君）

制につきましては、募集する段階の募集定員に

応じてクラス数を決めておりまして、実際の入

学者が募集定員を下回った場合でも、クラス編

制の変更は、入学時にはいたしておりません。

例を申し上げますが、３クラス120名の定員の高

校で、２クラス80名の生徒しか入学をしない場

合でも、80名を３クラスに分けた編制をいたし

ております。

それでは次に、定員割れの高○宮原義久議員

校については、２次募集をされるようでありま

すが、この手順についてどのように実施される

のか、お聞かせください。

県立高校の２次募集○教育長（飛田 洋君）

につきましては、全高校で実施するのではなく

て、一般入学者選抜の合格者発表の時点で、欠

員がある場合にのみ実施いたしておりまして、

これは、県民の皆様の、欠員のあるその学校へ

入学したいというニーズに、県として応えるた

め行っているものであります。各学校ごとの２

次募集の定員や選抜方法及び検査内容等につい

ては、各学校でそれぞれ公表するとともに、県

庁ホームページなどにより、広くお知らせをい

たしております。選抜検査は、通信制を除く高

等学校におきましては３月下旬に、通信制は４

月上旬に実施しております。なお、昨年度の２

次募集における全日制課程の全学校を合わせた

２次募集の合格者は、全募集定員の1.4％程度で

あります。

私立学校関係者の意見の中に○宮原義久議員

は、県立高校が２次募集をかけることで私立高

校へ生徒が集まらないんだとも言われているよ

うでありますが、教育長の今の答弁からする

と、２次募集ということで私立高校の生徒が集

まっていないという、県立高校に集まってしま

うということばかりではないようでありますの

で、全然いないということではないんですけ

ど、極めて少ないということのようでありま

す。

人口減少、少子化の影響から、教育の分野は

競争が非常に激しくなっております。このほか

に、中高一貫、そして、県外の有名私立校に進

学というのも相当あるようであります。教育委

員会としては、私立高校も当然頑張っておられ

ますので、県立高校に魅力があって、学校に、

できれば中山間地域に子供たちが寄ってくるよ

うな県立高校を整備していただけるとありがた

いなと思っておりますので、よろしくお願いを

したいと思います。

それでは次に、林業問題についてでありま

す。

さきの代表質問で黒木正一議員から、未植栽

地の解消問題であったり、再造林の苗木、労働

力の問題など、多くの指摘がされておりますの

で、重ならない点で質問をしてみたいと思いま

す。

まず、林業労働災害についてお伺いをいたし

ます。本県は、杉の素材生産日本一の林業県で

ありますが、このすばらしい実績というのは、
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多くの林業に携わられる皆様のおかげでありま

す。しかし、近年、高性能林業機械の導入等に

より、より安全な作業環境は整っているもの

の、伐採作業の現場を調査させていただいたこ

ともありますが、決して安全とは言えないよう

な場所に作業仮設道路をつくり、伐採及び集材

をされております。そうした現場を見ると、作

業中におけるけがや死亡事故の発生が心配をさ

れるところであります。近年の県内における林

業労働災害の状況は、平成24年の死亡事故の発

生は０件となっておりますが、平成22年４名、

平成23年が２名、平成25年が６名、平成26年が

４名となっております。ほぼ毎年、数名の方が

死亡されている状況となっております。災害事

故の発生件数も、平成22年から毎年100件前後の

発生となっているようであります。環境森林部

としては、事故の発生ゼロを目指して森林産業

の振興に努められていると思いますが、県内の

林業労働における死亡災害状況をどのように分

析され、労働災害の発生防止に向けた取り組み

をされているのか、環境森林部長にお伺いをし

たいと思います。

林業労働災害○環境森林部長（徳永三夫君）

で亡くなられた方の多くが高齢の従事者で、立

木を伐採するときに被災されておりますが、そ

のほとんどは、作業手順をしっかりと守れば確

実に防げたものと考えております。このため県

では、伐採作業時の安全確保に重点を置き、安

全衛生指導員による巡回指導や、事業主を対象

とした研修等を実施しているところでありま

す。また今後、木材需要の高まりに伴い、伐採

作業のさらなる増加が見込まれますことから、

その中核的な担い手であります、新規就業者や

高齢者を対象とした安全教育等にも重点的に取

り組むとともに、関係機関と連携を図りなが

ら、粘り強く労働災害防止に取り組んでまいり

たいと考えております。

答弁にありましたように、高○宮原義久議員

齢の方が事故に遭いやすいということですが、

林業の現状は、若い労働力の不足から、高い年

齢層の比率が高くなっているというふうに思い

ます。今後、大型製材工場やバイオマス事業が

本格稼働しますと、木材の伐採作業の増加が見

込まれるということになります。丸太の土場な

ども、かなりの高さで山積みになっている現場

を見ます。崩れなければいいがなというふうに

心配をするものでもありますので、労働災害に

ついては特段力を入れていただきますよう、要

望しておきたいと思います。

次に、伐採・搬出は、高性能林業機械の導入

が県内では積極的に図られておりまして、あっ

という間に多くの山が裸山になっております。

未植栽地の問題等も毎回取り上げられておりま

すが、県内には、平成25年度末で700ヘクタール

の未植栽地があるようです。そのうち、どの程

度が天然更新されることになるのか、天然更新

の完了基準について、環境森林部長にお伺いを

いたします。

本年度実施し○環境森林部長（徳永三夫君）

た調査の結果によりますと、約700ヘクタールの

植栽未済地のうち、約６割が自然力を活用し

た、いわゆる天然更新によって森林を再生する

こととなっております。また、天然更新につき

ましては、災害防止等の観点から、伐採跡地

に、１ヘクタール当たり高さ50センチ以上の樹

木が3,000本以上、均等に生育している状態を完

了基準といたしまして、現地調査等により確認

をしているところでございます。

ありがとうございます。天然○宮原義久議員

更新というのは、ほったらかしなのかなと思っ
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たら、しっかりとした基準で位置づけられてお

りますので、とりあえず安心をしたところであ

ります。

それでは最後に、木質バイオマス発電施設へ

の木材の供給体制についてお伺いをします。県

内の山林等には、87万気乾トンの木質バイオマ

ス資源が発生しているようでありますが、その

未利用材を活用して、本年２月、３月に４施設

が稼働して発電事業がスタートされます。各事

業者においては、原料となる木材丸太の確保に

努力はされていると聞きますが、原料によって

売電価格は32円、24円、13円となるようであ

り、木材であれば何でもいいというわけにはい

かないわけでありますが、安定した原料確保が

図られていくよう、県としてどのように取り組

むのか、環境森林部長にお伺いをします。

木質バイオマ○環境森林部長（徳永三夫君）

ス発電事業者は、原料の安定確保を図るため、

林業事業体等との間で協定を締結しております

ので、県といたしましては、この協定が円滑に

実行されるよう指導しているところでありま

す。また、中間土場の設置など、地域における

供給体制づくりに対し支援を行っているところ

でありますが、さらに安定供給を図るために

は、林地残材の集荷や発電施設までの輸送コス

ト等が課題となっております。このため、平

成26年度補正予算でお願いをしております「森

林バイオマス供給担い手拡大対策事業」によ

り、林業事業体等と輸送業者が連携した、効率

的な集荷や輸送体制づくりを支援し、原木の安

定供給に取り組むこととしております。

私どもが調査をさせていただ○宮原義久議員

きましたバイオマス工場でも、稼働までに半年

分のストックをしたいという話をお聞きしたん

ですが、実際は、3.5カ月分、３カ月半のストッ

クだったという話も聞いたところであります。

県内のバイオマス発電所に原料を供給できるた

めの施策や、林地残材の搬出等により、林業経

営が安定できるようなものであってほしいなと

思いますので、しっかりとした対策をとられる

よう要望いたしまして、全ての質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わ○押川修一郎副議長

りました。

次の本会議は、３月２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４時１分散会


