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◎ 代表質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。若い人たちが傍聴に来ていただいて

おります。ありがとうございます。

防災救急ヘリが宮崎駅前に着陸をいたしまし

た。全国放送にもなりました。あのことを、偶

然が重なって着陸できたと言う方々もおられま

す。しかし、私は、必然的にあの場所におりら

れたんだと、そのことをきょうは訴えたいと

思っております。現場に駆けつけた救急隊の隊

長は、県の防災救急ヘリ「あおぞら」に乗務し

ていた経験があり、この状況なら駅前におりら

れるんじゃないかと考えて、宮崎大学、ドクタ

ーヘリ、ドクターカーの要請、そして県立宮崎

病院からもドクターカーが出動し、その中に

あって警察の人たちが駅前を交通封鎖し、ドク

ターヘリがおりた。宮崎のレベルがあっという

間に全国レベルになっているんだということを

証明していると思います。このことは、全国の

学会でも発表されていると聞いております。ま

た、この若き医師は、「あおぞら」に乗ってホ

イスト降下訓練も行っている。全国で３番目に

この訓練が行われているということも、本県の

救急医療のレベルの高さを物語っているだろう

と思います。

延岡に２機目のドクターヘリをと、前回、11

月議会で質問をしました。ことしの１月、日本

航空医療学会雑誌１月号に学会調査研究報告書

が出されています。今後、我が国に必要なドク

ターヘリの機数と基地病院数についての調査研

究という報告書であります。私が申し上げたよ

うに、この報告書の中では、九州本土では唯

一、延岡にドクターヘリが必要だと。九州管内

に限れば、延岡と奄美大島にドクターヘリの設

置が必要だということが、私の質問の裏づけと

なって報告をされています。きょうの質問では

触れませんが、ぜひ県北の皆さん、ドクターヘ

リを県北へ、声を上げていただきたいと思って

おります。

社民党は、トリクルダウンよりボトムアップ

という経済政策を提案しています。アベノミク

スは、大企業や資本家の収益向上が、中小企業

や働く人にいずれ滴り落ちるという考え方であ

ります。しかし、もはや破綻をしているこのア

ベノミクス。最低賃金の引き上げや社会保障の

充実により、社会の底上げを目指す経済政策に

転換しなければなりません。貧困率は、世界先

進国、ＯＥＣＤ34カ国の中で、メキシコ、トル

コ、アメリカに次ぐ高さです。子供の貧困率

は、1985年は10.9％だったものが、2012年は過

去最悪の16.3％となり、およそ６人に１人が貧

困という結果となっています。ひとり親世帯の

貧困率、ＯＥＣＤ断トツ最下位。厚生労働省の

調査によれば、母子世帯就業率は80.6％、うち

正規雇用が43％、年間収入は、正規雇用270万

円、非正規雇用125万円という調査であります。

憲法25条には、「すべて国民は、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する。」とう

たわれています。まさに生存権の危機でありま

す。

それでは、知事の政治姿勢についてお尋ねを

いたします。

まず、東九州新幹線についてであります。知

平成28年２月26日(金)
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事は１月21日、整備計画路線格上げ要望に上京

されています。まだ調査報告のないこの時期に

なぜ陳情なのか、疑問があります。新幹線が通

れば日豊本線は経営分離され、地元責任で運営

され、特急は走らなくなる。巨額の建設費、地

元負担金など、メリットと同時に、デメリット

もしっかり県民に周知するべきだと思います。

九州新幹線は、延長257キロメートル、所要時間

１時間17分、博多から鹿児島中央であります。

開業前の平成15年、利用客数141万人、平成26

年497万人、確かに増加をしています。一方、並

行在来線、肥薩おれんじ鉄道の出資は、熊本

県40％、鹿児島県40％、沿線市町14％という負

担割合。また、輸送人員は平成16年から平成26

年までマイナス30.7％、旅客運輸収入は同

年23.7％の減となっています。

北陸に調査に行ってまいりました。北陸新幹

線、富山県、富山―新大阪間は３時間26分から

２時間８分、確かに１時間以上短縮をされ、効

果があったと言われております。しかし、その

負担は、北陸新幹線の総事業費約３兆円、富山

県負担金は2,350億円。空の便を見れば、富山―

羽田間は、運賃を大幅割引し、６便体制を維持

するも機体は小型化し、いよいよ３月には１日

４便体制になると言われています。利用客数が

４割減、収入６割減少、これが空の実態であり

ます。石川県は、71キロ、石川県の負担金の見

込み額は2,300億円。並行在来線、第三セクター

ＩＲいしかわ鉄道は、県資本金出資が14億円、

運行支援基金―乗り継ぎ割引や運賃抑制など

―に15億円、沿線市町村、非沿線市町村から

も出資をする状況にあります。

多額な建設負担金や並行在来線維持費など、

巨額の後年度負担を考えると、日豊本線を複線

化・高速化するほうがより現実的と思います。

東九州新幹線と日豊本線高速化に係る知事の考

えを伺います。

次に、都城志布志道路であります。都城市中

心部や都城インターチェンジの近くでも、くい

打ちが始まるなど動きが見えてきております。

県内区間の進捗状況について知事に伺います。

「田園回帰１％戦略」についてであります。

地方移住の多様性が指摘され始めています。幾

つかの質的な変化が見てとれます。従来の20代

や団塊の世代の60代以上に加え、30代から40代

のファミリー世代の農村・漁村への移住相談が

ふえてきている。ファミリー移住の増加によっ

て女性の比率が上昇し、消滅可能都市の条件と

言われる人口の再生産を担う20歳から39歳の人

口がふえてきているということであります。地

方消滅の危機が叫ばれている中、毎年、人口の

１％を取り戻せば地域は安定的に維持できる。

「田園回帰１％戦略」、藤山浩・島根県中山間

地域研究センター研究統括監、島根県立大学連

携大学院教授が提唱しており、市町村消滅論か

らの脱却策として注目を浴びています。それに

よれば、中山間地の人口安定化に必要な定住増

加は、年間人口の１％だということでありま

す。この考えに対する知事の考えをお伺いいた

します。

オレオレ詐欺被害についてであります。近

年、高度情報化や規制緩和の進展、少子高齢化

の進行等により、消費者を取り巻く環境は大き

く変化しています。それに伴い、消費者に対す

るトラブルも悪質かつ巧妙化し、宮崎県内では

振り込め詐欺など特殊詐欺事件が急増していま

す。１件当たりの平均被害額が高額化し、平

成26年６月末の県内の被害届を受理した事件の

被害総額は約２億1,300万円で、過去最悪のぺー

スとなっています。報道や注意されているにも
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かかわらず、なぜ被害がなくならないのか。オ

レオレ詐欺の被害者の８割はその存在を知って

いて、かつ自分はひっかからないと考えていた

と言います。被害者は高齢の方に多く見られ、

これまで一生懸命ためてきたお金を、相手を心

配する心や老後に対する不安な気持ちを利用し

て奪われる悔しさや悲しみはどれほどのもので

しょうか。安全・安心な暮らしを実現するため

に、平成21年、消費者安全法が施行され、本県

でも、知事をトップとする宮崎県消費者行政推

進本部を同年11月に設置しています。全庁挙げ

て、この組織・推進本部を消費者被害の拡大防

止に活用してはどうかと思います。その活動状

況について、総合政策部長にお尋ねいたしま

す。

ＴＰＰ対策についてであります。ＴＰＰによ

り、国内の農林水産物の生産額が1,330億円か

ら2,100億円減少すると、国は試算結果を公表し

ています。また、本県の生産減少額は最大93億

円と県が試算しております。しかし、ＪＡ宮崎

中央会の試算では、県内生産減少額は16年目ま

でに686億円減少し、全産業で１万4,000人以上

の就業者減少が見込まれるとしています。この

ギャップは何なのでしょうか。国が意図的に影

響を小さく見積もっているとしか言いようがあ

りません。国内自給率がさらに低下すること

は、明らかに食料安保の観点からも大きな問題

です。特に農業立県の宮崎に与える影響ははか

り知れず、都市部・大企業優先、地方切り捨て

の政策が強化されようとしています。今後、さ

らに小さくなるパイを地域間で奪う地域間競争

が激化するのは明白です。あすの宮崎を支える

本県の農業振興策をどうしようと考えているの

か、担当部長にお尋ねいたします。

食味ランキングで宮崎県産米初の特Ａを取得

とのプレスリリースが、昨日の夕方ありまし

た。あすの宮崎を支える本県の農業振興にとっ

て、とても明るい話題です。２年前の代表質問

で髙橋透議員が、取得を目指す取り組みについ

て取り上げております。これまでの技術職員を

初め関係者の努力が実を結んだものと思いま

す。青森県産ブランド米「晴天の霹靂」の例も

あります。今後、毎年特Ａが取得できるよう努

力いただきたいと思います。担当部長に、これ

までの取り組みと今後の展開についてお尋ねい

たします。

次に、公金の多様な運用についてでありま

す。東京都は、公金の外貨貯金での運用を開始

したとのことであります。マイナス金利、超低

金利を踏まえ、運用先の多様性が狙いと報道さ

れております。東京都と本県を一緒には論じら

れませんが、本県の運用状況はどうなのか、会

計管理者にお尋ねいたします。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

まず、東九州新幹線と日豊本線の高速化につ

いてであります。東九州新幹線の整備につきま

しては、現在、東九州新幹線鉄道建設促進期成

会におきまして、所要時間や整備費用、需要の

予測、経済波及効果などの調査を行っていると

ころであります。この中で、建設に係る地方の

財政負担や並行在来線の問題、完成までの期間

による需要の変化など、さまざまな課題も明ら

かになってくるものと考えております。県で

は、この調査結果をもとに県民向けの報告会を

開催し、丁寧に説明を行いながら幅広く意見を

伺うとともに、期成会においても議論を深めて

まいりたいと考えております。
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また、日豊本線は、本県の産業振興はもとよ

り、県民の地域交通手段として、また、観光客

の移動手段としても重要な役割を果たしている

ところであります。日豊本線の高速化や利便性

の向上等につきましては、利用促進の重要な要

素であることから、県としましては、市町村や

関係団体等とも連携を図りながら、ＪＲ九州に

対し要望を行い、さまざまな改良・改善も図ら

れてきているところでありまして、今後とも粘

り強く取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、都城志布志道路についてであります。

この路線は、都城インターチェンジと志布志港

を結び、南九州圏域の防災や経済、さらには医

療を支える延長約44キロの地域高規格道路であ

ります。県内区間の22キロメートルにつきまし

ては、国と県で整備を進めてきておりまして、

これまで約５キロを供用しております。現在、

県施行区間の梅北工区2.5キロメートルにおきま

しては、平成29年度の供用に向け、鋭意工事を

進めております。国が施行しております南横市

インターチェンジから平塚インターチェンジま

での2.8キロメートルは、平成30年度の供用予定

と伺っております。

今回の国の補正予算におきましても、国・県

合わせて20億円の事業費が追加配分されました

ことから、今後の事業進捗に大きな弾みがつく

ものと考えております。先月、私も都城市長と

一緒に石井国土交通大臣のところに要望に参り

まして、早期整備を強くお願いしたところであ

ります。今後とも、国や鹿児島県と連携をしな

がら、全力で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

最後に、「田園回帰１％戦略」についてであ

ります。中山間地域の人口や地域外に出ている

所得の１％を毎年着実に取り戻していけば人口

の安定化が図られるという、「田園回帰１％戦

略」の考え方は、島根県内での分析に基づくも

のでありまして、理論的に整理された、わかり

やすい目標の設定という面では、中山間地域を

多く抱える本県にとりましても、興味深いもの

と認識しているところでありますが、大事なの

は、これをどう具体化していくか、どう実践し

ていくかということであろうと考えておりま

す。

本県の中山間地域振興計画におきましても、

人口減少対策を今後取り組むべき最優先の課題

として位置づけ、戦略的な移住・定住や地域経

済循環の促進などに取り組むこととしておりま

す。県としましては、市町村や民間団体等と連

携して、移住・ＵＩＪターンの推進や農山漁村

における所得向上、さらに、人や村をつなぐ

「宮崎ひなた生活圏」の構築などにより、持続

可能な中山間地域づくり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〕

○総合政策部長（茂 雄二君）〔登壇〕 お答

えします。

消費者行政推進本部の活用についてでありま

す。この推進本部につきましては、消費者安全

法に規定する重大事故等により、生命及び身体

的被害が発生し、県民に被害の急速な拡大のお

それがある場合などに開催し、被害の拡大防止

を図るため、情報収集、情報交換等を行うこと

としております。これまでも、振り込め詐欺を

初めとする消費者被害が発生した場合には、随

時、関係部局と連携を図ってきたところです

が、複雑化・多様化する消費者被害に対応し

て、被害の拡大を防止するため、消費者行政推

進本部の活用を含め、関係部局との一層の連携
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強化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〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ＴＰＰへの対応についてであります。本県の

農業を取り巻く環境は、担い手の減少や高齢化

の進展などの構造的な課題に加え、今回のＴＰ

Ｐ協定の合意による国際化の進展など、大きな

変革期を迎えていると認識しております。県と

いたしましては、ＴＰＰの影響を最小限にとど

めるとともに、競争力強化に向けた構造改革を

進めるための十分な対策を実施していくことが

重要であると考えております。このため、こと

し１月に策定いたしました「宮崎県ＴＰＰ対応

基本方針」に基づき、生産者や関係団体等と一

体となって、国の対策等に積極的に取り組むこ

とで、国際競争を勝ち抜く生産体制の構築や攻

めの輸出体制の強化などに積極的に取り組み、

本県農業の成長産業化に全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、今回の特Ａ取得についてであります。

このたびの食味ランキングにおける特Ａの取得

につきましては、本県長年の悲願であり、生産

者を初め、産地とスクラムを組んで取り組んで

きた、うまい米づくりを目指した取り組みが実

を結んだものと考えておりまして、全ての関係

者と喜びを共有したい、そのように考えており

ます。特に、地元のえびの市におきましては、

３年前に「えびの市産米「特Ａ」産地化プロ

ジェクト会議」を立ち上げられ、生産者、Ｊ

Ａ、行政が一体となって特Ａを目指した取り組

みを推進してこられただけに、喜びもひとしお

のことと深く敬意を表する次第であります。本

当によかったなと、そのように思います。今後

につきましては、産地の生産者や関係機関・団

体と連携しながら、特Ａというブランドを最大

限に生かした宮崎米のブランド化に取り組み、

本県産米の販売力の強化と農家所得の向上に努

めてまいりたいと、そのように考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○会計管理者（舟田美揮子君）〔登壇〕 お答

えいたします。

公金の運用についてであります。歳計現金や

基金等のいわゆる公金の運用につきましては、

地方自治法等に従い、資金の安全性を最優先

に、いつでも現金化が可能な流動性や、さらに

は、利息収入を確保するための効率性を基本と

いたしまして行っているところでございます。

このような基本的考え方のもとで、超低金利が

続いておりますが、利息収入を確保していくた

めに、具体的には、定期性預金や国債、また政

府保証債などの債券等によりまして、多様な方

法で運用を行っているところであります。今後

とも、適切な公金の管理を常に念頭に置きまし

て、安全かつ効率的な運用に努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○満行潤一議員 それぞれありがとうございま

した。ぜひ、日豊本線の整備、都城志布志道路

のさらなる進捗促進について御努力をいただき

たいと思います。

次に、交通網の整備について話を進めてまい

ります。

日豊本線の交通系ＩＣカードの導入について

です。現在、田野から佐土原間、そして南宮崎

―宮崎空港間、12駅にＩＣカードが導入をされ

ております。私は、当然、日豊本線全線に導入

すべき事業だと思います。エリア拡大にどう取

り組んでいるのか、総合政策部長、よろしくお

願いいたします。
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○総合政策部長（茂 雄二君） ＪＲ九州の交

通系ＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ」につきまして

は、昨年11月に宮崎駅を中心とする12駅に導入

されましたことから、県民はもとより、本県を

訪れる観光客等の利便性の向上が図られたとこ

ろであります。しかしながら、利用可能エリア

が宮崎地区のみでは、その導入効果は限定的な

ものにとどまると考えております。このため、

昨年11月には、知事からＪＲ九州の社長に対

し、また私もＪＲ九州本社を訪問し、宮崎県鉄

道整備促進期成同盟会からの要望として、利用

可能エリアの拡大について直接お願いをしてき

たところであります。県といたしましても、今

後とも沿線自治体等と連携しながら、ＪＲ九州

に対し粘り強く要望を行ってまいりますととも

に、ＪＲ九州の投資意欲を喚起するため、県内

鉄道の一層の利用促進にも取り組んでまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 何よりも利用促進というのが

一番大事かなと思います。ぜひ、県を挙げて利

用促進の取り組みも強化をいただきたいと思っ

ています。

東九州道４車線化についてであります。東九

州自動車道、いよいよ北九州とつながることに

なります。暫定２車線となっていますが、危険

な箇所も多々見受けられます。全線４車線化が

望まれますが、優先的に４車線化を急ぐ箇所も

あるだろうと思います。取り組みの強化が必要

と思いますが、県土整備部長、いかがでしょう

か。

○県土整備部長（図師雄一君） 対面交通の安

全性や走行性、さらには大規模災害時における

対応を考慮した場合、暫定２車線区間における

４車線化の早期実現が、本県にとって大変重要

な課題となっております。具体的な整備の進め

方といたしましては、議員御指摘のとおり、ま

ずは、事故や渋滞の多い区間などから優先的に

４車線化を進めることは大変有効であると考え

ております。県といたしましては、西日本高速

道路株式会社などに対し、きめ細やかに高速道

路の交通状況や利用者のニーズを把握した上

で、より効果的に４車線化の整備を進めていた

だくよう、引き続き要望してまいりたいと考え

ております。

○満行潤一議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

もう一つ、東九州道で気になることがありま

す。トンネル内でのラジオ放送受信ができない

ことであります。総務省九州管区行政評価局

が、「東九州道佐伯―延岡南間でラジオ放送が

ほとんど受信できない。大規模な災害に対応で

きない懸念があるので、受信できるようにして

ほしい」との高速道路利用者からの行政相談に

対して、国土交通省にあっせんを行っていま

す。あっせんに対する国土交通省の回答は、

「対象区間はラジオ不感地帯であり、今後その

解消が図られれば、必要に応じて検討していき

たい」という回答であります。しかし、ラジオ

は自然災害等の発生のときに有効に活用でき、

ぜひ受信できるよう国に働きかけてほしいと思

いますが、部長、いかがでしょうか。

○県土整備部長（図師雄一君） 御指摘の道路

を管理しております国土交通省九州地方整備局

に伺ったところ、佐伯インターチェンジから延

岡南インターチェンジ間では、火災その他の非

常の際の連絡や、危険防止、事故の拡大防止の

ために必要な設備は、全てのトンネルにおいて

適切に整備しているとお聞きしております。ま

た、九州地方整備局によりますと、当該区間に

は、ラジオの電波が届かない、いわゆるラジオ

平成28年２月26日(金)
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の不感地帯がございますが、ラジオ不感地帯の

解消は所管外であるとしつつも、不感地帯の解

消が進めば、必要に応じて検討していきたいと

伺っております。

○満行潤一議員 結局、なぜ国土交通省直轄の

ところだけ聞こえないのかということですよ

ね。やる気の問題だと思います。実際、ＮＥＸ

ＣＯ西日本の管理区間のトンネルはほとんど聞

こえる。なぜ国土交通省管理のトンネルだけ聞

こえないのかということです。高速道路ですか

ら、データ通信も伸びているわけで、それはぜ

ひ早急に対応いただけるように、引き続き県と

しては国に要望いただきたいと思います。

もう一つ、東九州道ですが、清武南―日南間

の進捗状況についてどうなっているのか、お尋

ねをいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 東九州自動車

道清武南―日南間につきましては、国が新直轄

事業で整備をしている区間であります。このう

ち清武南―北郷間につきましては、今月、九平

トンネルの新設工事の契約が行われまして、全

ての構造物について工事が発注されたところで

あります。また、平成21年６月に地すべり等の

発生により中断されました芳ノ元トンネル工事

は、平成26年６月から本格的に再開され、地す

べり対策とあわせて着実に整備が進められてお

ります。次に、北郷―日南間につきましては、

最後の橋梁工事に着手しているところでありま

して、平成29年度の開通を目標に順調に整備が

進められております。県といたしましては、今

後とも、清武南―日南間の早期完成を国に対し

て強く要望してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ありがとうございました。こ

ちらのほうもよろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、県立青島亜熱帯植物園についてであり

ます。きのうも質問がありましたが、シンガポ

ール植物園との姉妹植物園50周年を迎えます。

私たち会派ではシンガポール植物園を訪問し、

ナイジェル・テイラー氏に案内をしていただき

ました。園長さんですが。今度、宮崎においで

いただくことになっております。シンガポール

植物園は、150年以上の歴史があり、伝統的な植

物園と言われております。きのうもありました

が、東京ドームの13個分、本当に広い中、目を

引いたのが、赤い色をした竹のような感じのヤ

シの木で、たくさん植えてあります。シーリン

グワックスパームと言うんだそうであります

が、シンガポール植物園のエンブレムには、図

案化されたこのシーリングワックスパームが描

かれております。私は、国道10号・220号沿いの

ワシントニアパームの植えかえの検討がなされ

ていると聞いておりますが、南国情緒漂うシー

リングワックスパームの活用はできないものか

と考えております。稲用副知事も同植物園を訪

問されたということですが、シーリングワック

スパームに気づかれたのでしょうか。副知事、

いかがでしょうか。

○副知事（稲用博美君） 国道10号などに植栽

されているワシントニアパームにつきまして

は、高木化による剪定等の問題が発生している

ことから、道路管理者であります国が主催する

宮崎ワシントニアパーム維持管理検討会におき

まして、樹種の変更を含め、植えかえ計画の検

討がなされております。御提案のありましたシ

ーリングワックスパームは、私もシンガポール

植物園に参りましたが、大変美しい樹木であり

ます。成長しても高さ５メートル程度というこ

とで、維持管理上有利な一面がございます。し

かしながら、樹木の専門家に伺いましたとこ

平成28年２月26日(金)
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ろ、このパームは、寒さに弱く、街路樹として

宮崎の冬の気温に耐えられないということであ

りましたので、残念ながら、ワシントニアパー

ムの植えかえに活用するのは難しいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 寒さに弱いという説明なんで

すが、そうなのかなと、ちょっと疑問に思いま

す。同じパームのワシントニアパームは、あれ

まで成長しているわけです。青島はそんなに寒

くないんじゃないかなと思うんです。亜熱帯植

物園にシンガポール植物園コーナーが今度でき

るということですが、そこにぜひ植栽もしてい

ただきたいと思いますし、園庭にもこれを活用

して、シンガポール植物園の友好植物園という

シンボルにもなるんじゃないかと思います。再

度、副知事にお伺いいたします。

○副知事（稲用博美君） シーリングワックス

パームは、シンガポール植物園のシンボルマー

クにもなっております。本当に美しいヤシでご

ざいます。今回建てかえました大温室の中に、

新たにこのパームを植栽したところでありま

す。このシーリングワックスパームを、これま

で寄贈いただきました貴重なランとともに、シ

ンガポール植物園との友好のあかしとしまし

て、大切に育ててまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 知らなかったんですけれど

も、植えてあるんですね。わかりました。開園

を楽しみにしておきたいと思います。

次に、英語・外国語対応についてお尋ねをし

たいと思います。

県内でも観光客に外国人が目立つようになり

ました。観光施設の案内やパンフレット、地名

表記など、多言語表記がどうなっているのか気

になるところであります。商工観光労働部長、

よろしくお願いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 外国人観

光客向けの多言語対応につきましては、県内外

の60カ所に、日本語、英語、中国語、韓国語の

４カ国語で観光案内板を設置しますとともに、

個人旅行者向けの二次交通対策としまして、県

内83カ所のバス停の多言語化やパンフレットの

作成などに取り組んでおります。また、本年２

月１日から、本県の観光情報サイト「旬ナビ」

を７言語で閲覧できるよう、自動翻訳機能を追

加したところであります。なお、今年度、さら

なる利便性向上のために、Ｗｉ－Ｆｉの県内統

一認証機能を整備しまして、観光案内板を含

め、県内各地に100カ所を超える無料Ｗｉ－Ｆｉ

スポットも開設される予定となっております。

今後とも、2020年の東京オリンピック・パラリ

ンピックの開催を見据えまして、県内市町村や

関係団体等と連携を図りながら、外国人観光客

の受け入れ環境の充実強化に取り組んでまいり

ます。

○満行潤一議員 相当取り組みは進んでいると

いうことで、了解いたします。

次に、教育委員会の英語力向上についてであ

ります。文部科学省が今月２日に、英語力調査

結果報告速報を発表しています。中学３年生を

対象に、「読む・聞く・書く・話す」の４技能

を見る初めての調査だそうです。中学校卒業段

階で英検３級程度の英語力を持つ生徒を、2017

年度までに50％以上にするという目標に対し

て、それぞれ２割から４割にとどまったという

ことであります。特に興味深いのは、生徒の英

語学習への意識を聞くと、「好きではない」と

答えた生徒が43％もいるということです。これ

からの世の中、いやが応でも英語力が必要に

なってきます。英語力のある生徒とない生徒
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で、これまで以上に進路も差別化されてくると

思います。英語を使ってコミュニケーションが

できるようになるために、小・中・高でどのよ

うな取り組みを行っていくべきか。教育長、お

願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） グローバル化が一層

進展する中にあっては、子供たちの英語力を、

英語を知っているというレベルではなくて、ツ

ールとして使える、そして、しっかりコミュニ

ケーションがとれるレベルまで高めることは大

切なことだと思っております。そのため、現

在、小学校では、例えば日本の昔話の「桃太

郎」などを題材に、子供たちが登場人物になり

切り、英語でセリフのやりとりをするなど、英

語で話す楽しさを実感できる学習を推進してお

ります。また、中学校や高校では、英語の授業

を教師による説明中心のスタイルから、生徒が

生の英語を聞き取ったり、自分の思いや考えを

英語で話したりする活動を授業に多く取り入れ

るようなスタイルに改善してきております。県

教育委員会といたしましては、英語によるコ

ミュニケーション能力を育成するために、小・

中・高の教員を対象に研修等を実施し、指導力

向上に積極的に努めているところであります。

○満行潤一議員 ありがとうございます。

次に、警察本部の外国語対応についてお尋ね

いたします。外国人がふえるということで、警

察もその対応が急がれていると思います。捜査

・業務上必要となる外国語通訳人の現状はどう

なのか、語学堪能であろう警察本部長にお尋ね

いたします。

○警察本部長（野口 泰君） 宮崎県警察の通

訳人の現状につきましては、警察部内の通訳人

が33名で、英語、中国語、韓国語、スペイン語

及びタガログ語の５言語が通訳可能でありま

す。また、警察が委嘱している民間通訳人は60

名で、英語、中国語、韓国語等、15言語が通訳

可能であります。平成27年中の通訳人の運用状

況につきましては、警察部内及び民間をあわせ

て、12名の通訳人に延べ約600時間にわたって通

訳をしていただいております。過去の運用状況

を見ますと、平成25年中は９名の延べ約43時

間、平成26年中は19名の延べ約380時間、通訳に

当たっていただいておりますので、通訳人の需

要は年々増加している現状でございます。

○満行潤一議員 今ありましたように、ふえ続

けている外国語事案に警察官はどう対応してい

るのか。対応できる警察官の確保が急がれてい

ると思いますが、どのような教養体制、人材確

保を図っているのか、再度お尋ねいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 外国人犯罪等に

対応できる通訳人を育成するため、警察大学校

の附置機関である国際警察センターにおける語

学研修、県内における語学外部委託教養及びネ

イティブ講師を被疑者役としたロールプレーイ

ング方式による実践的な通訳訓練を実施してお

ります。さらに、平成28年度からは、受講生を

警察学校に約10日間入校させて、短期間、集中

的に語学教養を実施する予定であります。その

ほか、国際感覚を有する捜査官の育成をするた

め、毎年約２カ月程度の海外語学研修を実施し

ておるところでございます。

○満行潤一議員 ありがとうございます。

次に、情報システムの調達についてお尋ねし

ていきたいと思います。

土木工事など県内発注率向上に向けて努力を

いただいているということは、よく理解してい

ます。しかし、情報システム調達では、県内企

業発注率がかなり低い状況にある。10％台だと

思います。県内発注率を高める必要があると思
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いますが、総合政策部長の見解をお聞きしま

す。

○総合政策部長（茂 雄二君） 情報システム

の調達におきましては、特殊な仕様など競争性

が不足する場合を除き、原則として県内企業が

優先的に受注できるよう取り組んでいるところ

であります。しかしながら、県の情報システム

は規模が大きく、専門性が高いものが多いた

め、豊富なノウハウや実績を有した県外企業の

受注が多くなる傾向となっております。このた

め、効率的な執行に支障がないものについて

は、分離・分割した発注を行うとともに、大規

模なシステムの調達におきましては、運用や保

守に県内企業がかかわることができるよう、総

合評価落札方式等の調達において、県内企業と

の協業を評価するなど、県内企業の技術力向上

にも努めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 確かに県となると大きなシス

テムだろうと思います。市町村の分野はもっと

小さくなるんだろうと思うんですけれども。市

町村も国の法令、マニュアルに従って、戸籍や

住民票、税、福祉サービスといったサービスを

行っているはずなんですけれども、現状は市町

村がそれぞれ開発している。非常に無駄が出て

きているんじゃないかなと思うんです。市町村

の情報システムの共同利用を進めるべきではな

いかと考えますが、再度、部長、お願いしま

す。

○総合政策部長（茂 雄二君） 近年、複数の

自治体がデータセンター等に情報システムを集

約し共同利用する、いわゆる自治体クラウドと

いう取り組みが進んでおり、国でもその推進を

図っているところであります。本県では、平

成21年に総務省の実証実験に参画するなど、全

国的にも早い時期から自治体クラウドに着手

し、現在では、県内26市町村のうち15の市と町

において取り組まれております。これにより、

コスト削減に加え、事務の効率化や安全性の向

上などが図られておりますので、その他の市町

村につきましても、自治体クラウドへの取り組

みを促してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、子育ち支援についてお

尋ねをしたいと思います。

冒頭にも述べましたが、今、子供の貧困・虐

待がキーワードとなっています。医療費助成に

ついてお尋ねをしたいと思います。県内の状況

ですけれども、乳幼児医療費助成、入院に限れ

ば、15市町村が対象年齢を中学校卒業までとし

ています。外来・入院外でも11市町村が中学校

卒業までとなっています。財源の確保が大きな

課題だと思いますが、対象年齢の引き上げが県

内でも少しずつ広がっています。子供が熱を出

しても、けがをしても、医療機関窓口での３割

の負担が重く、受診を控える保護者もいる現実

を、政治は直視しなければなりません。本来、

後期高齢者医療制度なるスキームを国が発想で

きるのであれば、せめて15歳未満の独立した医

療保険制度を構築する発想が生まれてもいいは

ずであります。後期高齢者医療制度は、高齢者

と若年層の負担の明確化、高齢者の偏在による

保険者間の負担の均衡化を目的にしているわけ

で、国は同様なスキームで乳幼児・児童の医療

制度をつくる時期に来ていると思います。国の

責任において、乳幼児の医療費助成など医療制

度を拡充すべきと思いますが、知事の見解はい

かがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 乳幼児医療費の助成に

つきましては、乳幼児の健やかな成長と子育て

家庭の経済的負担の軽減を図る、大変重要な子

育て支援策であると考えております。県ではこ
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れまでに、対象年齢や自己負担額の見直しを行

いまして、制度の充実に努めてきたところであ

ります。県としましては、この制度が既に全国

の全ての自治体において取り組まれているこ

と、また、それぞれの制度内容が異なっている

という現状を踏まえて、本来、国の責任におい

て統一的に行われることが望ましいと考えてお

ります。国に対しましては、これまで全国知事

会等を通じまして、まずは標準的な制度の枠組

みの設定と、それに伴う必要な財源の確保を要

望しているところであります。少子化、子供の

貧困対策が、国・地方を通じて喫緊の課題であ

る中、制度の必要性・重要性は高まっているも

のと認識をしております。今後とも粘り強く、

国に対し訴えてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 力強い答弁をいただきまし

た。ぜひ推進をしていただきたい。国に強く要

望を、今後とも引き続きお願いしたいと思いま

す。

今議会に上程されています議案第42号「宮崎

県子どもの貧困対策推進計画」についてであり

ます。今後、全庁を挙げ、多くの団体と協力

し、推進計画に基づいてどのような対策を具体

的に推進していこうとされているのか、部長に

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 子どもの貧困

対策推進計画では、保護者に対する生活・就労

支援、教育の支援、生活の支援、経済的支援を

４つの柱と位置づけまして、さまざまな施策に

取り組むこととしております。その中でも、貧

困の世代間連鎖を断ち切るためには、保護者の

自立や就労支援、それから子供の教育支援が特

に重要であると考えております。来年度からの

具体的な取り組みといたしましては、現在審議

をお願いしております当初予算において、生活

困窮者自立相談支援員を増員しまして、生活に

困窮する保護者に対する相談支援のさらなる充

実を図ることとしております。また、子供の教

育支援といたしまして、スクールソーシャルワ

ーカーの増員等により、子供の抱える問題につ

いて専門的な視点から解決を図りますととも

に、ひとり親家庭などの子供への学習支援に取

り組む市町村に対し、助成を行うこととしてお

ります。こうした取り組みを、県民や民間団

体、教育や行政が一体となって進めてまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 大変期待のできる内容だと思

います。よろしくお願いしたいと思います。

次に、児童相談所コールセンター事業につい

てであります。虐待通告を迅速かつ効率的に受

理し、子供たちの安全を守るために、都道府県

や政令市ごとに通告を一元化して受理するコー

ルセンターの設置を要望したいと思いま

す。2015年７月より、国が運用する児童相談所

全国共通ダイヤルが189（いちはやく）の３桁に

変わっています。子供虐待の被害者や虐待が疑

われる状況を見聞きした人が、よりスムーズに

児童相談所に相談・通告することができるよう

になり、虐待の早期発見が期待をされていま

す。しかし、このシステム、ダイヤル18 9

は、110番や119番と異なり、近隣の児童相談所

に転送するまでに郵便番号の入力を求められる

など、非常に手間のかかるシステムとなってい

ます。また、児童相談所に対する相談件数の増

加も懸念されます。トリアージをしっかり行

い、県児童相談所と市町村の役割分担も重要で

す。コールセンター設置が急がれると思います

が、新年度新規事業「児童相談所夜間・休日相

談体制強化事業」について、部長にお尋ねしま

す。
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○福祉保健部長（桑山秀彦君） この事業は、

民間企業が運営しますコールセンターを活用し

まして、児童相談所の閉庁時間帯におきます相

談体制の強化を図るものでございます。仕組み

としましては、全国共通ダイヤル189（いちはや

く）を通じて、夜間・休日に電話を受けた場

合、自動的にコールセンターに転送されまし

て、そこで社会福祉士等の資格を持つ相談員が

専門的な助言等を行うこととしております。な

お、虐待などの緊急性の高いものにつきまして

は、児童相談所の職員がセンターから連絡を受

けまして、直ちに必要な対応をとることとして

おります。

○満行潤一議員 気づきませんでした。ありが

とうございます。すばらしい事業が展開される

ことを期待しています。

一方、通告を受ける児童相談所側の体制も十

分に整っていないと指摘もされています。その

大きな理由の一つが人員の問題です。子供虐待

の対応における致命的な人員不足が挙げられる

と同時に、支援の質的向上も重要です。児童相

談所を補完する重要な機能を果たすものとし

て、児童家庭支援センターが期待されていま

す。新年度予算では１カ所となっていますが、

県内をくまなくカバーするためにも複数設置が

急がれます。この事業の内容と今後の整備計画

について、再度、部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） この事業で設

置をいたします児童家庭支援センターは、家庭

などから、養育上の悩みなど児童に関するさま

ざまな相談を受けまして、専門的な助言や援助

を行いますほか、児童相談所や市町村等の関係

機関と密接に連携しながら、施設入所児童の家

庭復帰や里親への支援を行うなど、住民により

身近な相談・支援の役割を担うものでございま

す。さらに、本県独自の里親支援機能の強化策

としまして、このセンターに里親トレーナーを

配置しまして、新規里親等の養育技術向上を図

ることとしております。今後の整備についてで

ありますが、宮崎県家庭的養護推進計画におき

まして、こうした機能を有する支援センター

を、県内の各児童相談所管内にそれぞれ１カ所

ずつ設置することにしております。

○満行潤一議員 ぜひ、早急に全ての児童相談

所に設置いただきたいと思います。

次に、学校でのフッ化物洗口についてお尋ね

をいたします。

私は、学校で安易にフッ化物洗口をやるべき

ではないと思っています。私の子供５人全て

フッ化物を使いましたが、歯科医師の管理・指

導のもとで行った経験があります。そもそも日

本弁護士連合会では、集団によるフッ素洗口・

塗布に関する施策遂行には違法の疑いがあると

して、「集団フッ素洗口・塗布の中止を求める

意見書」を、2011年２月に厚生労働大臣、文部

科学大臣、環境大臣に提出しています。なぜ県

は学校でのフッ化物洗口を推進しているのか、

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の幼児健

診や学校の健診の結果を見ますと、子供たちの

虫歯が多く、生涯を通じた歯と口の健康づくり

のため、子供たちの虫歯予防対策が喫緊の課題

となっております。このような中、厚生労働省

が示していますフッ化物洗口ガイドラインにお

きましては、フッ化物洗口は、適切に行えば、

安全で虫歯予防に効果があるとされているとこ

ろであります。また、個人的に行われる場合に

は継続的な実施が課題となりますところ、学校

等で実施されますと継続が容易となりまして、

公衆衛生的にすぐれた方法であるとされており
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ます。このため、県といたしましても、保護者

の虫歯予防に取り組む意識の違いや家庭環境の

違いによることなく、全ての子供たちが平等に

虫歯を予防する機会を持つことができる学校等

でのフッ化物洗口を推奨しているところでござ

います。

○満行潤一議員 公衆衛生という概念は、私も

よく使います。しかし、これは、明治の富国強

兵という思想が強く日本に残っているというこ

とであります。集団で平等にということが強制

だ、人権侵害だと、弁護士会はそこのところを

指摘しているわけであります。私は、医療機関

でやることを拒否するものではありませんが、

なぜ学校というところでやるのか、そのことを

非常に心配しています。昔、予防接種を学校で

やっていました。安心・安全だから、医療機関

でない学校でやっても構わないという―当

然、厚生労働省の強い指導のもとに学校でやっ

ていましたが、多くの事故が発生し、全国的な

訴訟のもとに、今、国が和解し、全て医療機関

でやっているという状況を見るときに、フッ素

の洗口は大丈夫なのかなという気がしていま

す。県内でフッ化物洗口を実施する学校がふえ

てきています。県が市町村や学校に強制してい

るということはないわけですね。部長、お願い

します。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） フッ化物洗口

は、学校、保護者、学校歯科医などの理解のも

と、実施する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、歯と口の健康

づくりについて定めました「宮崎県歯・口腔の

健康づくり推進条例」に基づきまして、市町村

や学校に対して、情報提供や財政支援、専門的

・技術的な支援を行っているところでございま

す。

○満行潤一議員 宮崎県歯・口腔の健康づくり

推進条例、「県は、市町村が歯・口腔の健康づ

くりに関する計画を策定し、又は施策を実施し

ようとするときは、その求めに応じて情報の提

供、専門的又は技術的な支援等を行う」とされ

ております。今おっしゃったとおりだと思いま

すが、福祉保健サイドとしては、市町村や教育

委員会、学校に実施を強要しているのではない

と理解してよろしいでしょうか。もう一回、確

認をお願いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 実施を強制し

ているというものではございません。

○満行潤一議員 福祉保健部長から、強制はし

ていないという答弁であります。学校における

フッ化物洗口の実施に当たっては、県や市町村

からの強制ではなく、学校が主体的に自主的に

判断して行っていると考えてよろしいのか、教

育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における健康教

育は、子供たちが生涯にわたり健康・安全な生

活を送るために必要不可欠なものであり、歯と

口についての健康に関する指導も大変重要なも

のであると考えております。お尋ねのフッ化物

洗口による方法について、厚生労働省は、虫歯

予防に有効な手だての一つであるとしておりま

す。フッ化物洗口を学校で実施する場合には、

厚生労働省のフッ化物洗口ガイドライン等に基

づき実施するように周知いたしておりますの

で、ガイドライン等に示されているよう、地域

や児童生徒の実態に応じて、学校、保護者、学

校歯科医等が十分な協議を行った上で、各学校

の判断により実施しているものと考えておりま

す。

○満行潤一議員 最後のところ、学校が主体的

に自主的に判断して行っているという答弁と受
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け取りました。学校長の責任、判断で実施する

とすれば、県・市町村教育委員会との合議とか

協議というのは必要ないのか、そこのところを

もう一回、確認をお願いします。

○教育長（飛田 洋君） フッ化物洗口につき

ましては、学校の実態を踏まえ、責任者である

校長が、何より子供たちの健康を願って、特に

保護者とか歯科医と協議をして決定していると

いうことであります。また、その判断に当たっ

ては、学校を管理している教育委員会の指導も

受けていると考えておりますので、校長だけで

なく、当然、教育委員会にも責任はあると考え

ております。

○満行潤一議員 この問題は、また機会があっ

たらさせていただきたいと思います。

次に、災害拠点病院とＤＭＡＴについてであ

ります。

宮崎県のＤＭＡＴ数は、平成22年は８チーム

だったのが、今、12医療機関17チームと着実に

ふえてきました。民間の医療機関も手を挙げ、

頑張っていただいていますが、それも、県庁が

資機材の支援など活動支援を頑張っていただい

ているたまものと思います。ＤＭＡＴの活動

は、大規模災害に目が向きがちですが、日ごろ

から局所・小規模災害でもかかわっていない

と、初動に大きなおくれが生じることになるの

ではないかと心配をします。原則、ＤＭＡＴ

は、県から各医療機関に要請があって動くべき

ものであります。観光地である本県において、

さきの長野県に向かうスキーバス事故のような

大災害が休日の夜間に発生した場合の県の要請

手順はどうなっているのか、的確に出動要請が

出せるのか、気になります。もちろん、さきの

ような事故が発生した場合、ドクターカーから

ＤＭＡＴへ要請内容は移行するのでしょうが、

そこがスムーズに移行できるのか、不安があり

ます。日常的に発生している救助事案にＤＭＡ

Ｔ出動要請を行うなど、平常時から積極的に連

携体制を構築する対策が必要だと思います。Ｄ

ＭＡＴ活用の現状について、部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ＤＭＡＴは、

災害・事故等により、20名以上の重症あるいは

中等症の傷病者の発生が予想されるような場合

に、県が派遣を要請いたします。また、災害発

生地の市町村長または消防機関の長も、県と連

絡がとれないような場合には、派遣を要請でき

ることとされております。災害時に効果的な救

命活動等を行うためには、平常時からの顔の見

える関係の構築が重要でありますことから、県

では、ＤＭＡＴ関係者による定期的な意見交換

会を開催いたしますとともに、消防機関とＤＭ

ＡＴの連携による模擬患者の医療搬送、あるい

はトリアージなどの現場訓練や情報伝達訓練も

実施しているところでございます。今後とも、

迅速な災害医療体制の構築が図られますよう、

初動対応の確認、あるいは関係機関相互での緊

急連絡先の周知、それから、ＤＭＡＴ活動に必

要な資機材の整備支援などに取り組んでまいり

たいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、今、私が提案したこと

も御検討いただいて、今後とも頑張っていただ

きたいと思っています。

次に、医師の地域偏在であります。県内の医

師の地域偏在が進行していると報道されていま

す。県内の医師数は、前回調査の２年前より、

若干ですが、21名増加しているということであ

ります。しかし、依然として、宮崎・東諸医療

圏に約半分の医師が集中しています。前回の調

査では50.2％だったものが、今回55.6％、県央
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部偏在が進んでしまっています。特に小児科、

産婦人科の地域間格差が著しい状況にありま

す。医師偏在解消に向けての取り組みについ

て、部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 医師の偏在を

解消するためには、まずは医師の総数を確保す

ることが重要であると考えております。このた

め、県と県医師会、宮崎大学、市町村で設立い

たしました地域医療支援機構におきまして、県

内の臨床研修医の確保や県外からの医師の招致

を進めますとともに、宮崎大学医学部への地域

枠などの設置や、医学生への医師修学資金の貸

与、地域医療・総合診療医学講座への支援な

ど、さまざまな取り組みを行っております。さ

らに、昨年10月には、宮崎大学医学部におきま

して、新たに「医療人育成支援センター」が設

置されまして、在学中から専門医育成までの一

貫した医学教育が実施されることとなりました

ことから、今後のさらなる県内定着が期待され

るところであります。今後とも、宮崎大学、県

医師会、市町村などの関係機関と密接に連携を

図りながら、医師の確保や、地域や診療科によ

る偏在の解消に向けて、全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、県央部にたくさんいる

医師の県北・県南との連携というか協力体制を

今まで以上に構築いただいて、偏在解消の一助

になればと思っていますので、よろしくお願い

したいと思います。

移住・若者定着についてお尋ねいたします。

提案なんですけれども、「ふるさと回帰支援

センター」にハローワークの誘致をしてはいか

がかと思っています。有楽町の「ふるさと回帰

支援センター」に山梨県のブースもあります。

ここに求人検索機が設置されています。当然、

国の端末ですので、山梨労働局職業安定課職員

が配置をされている。調べたところ、長野県、

新潟県も、「ふるさと回帰支援センター」には

入居していませんが、同様に求人端末があると

いうことであります。端末のあるメリットは、

土日でも求人検索、求人票が発行できるという

ところであります。移住・ＵＩＪのメッカと

なってきた「ふるさと回帰支援センター」であ

ります。福岡県が入所するとか、どんどん、

「ふるさと回帰支援センター」に各都道府県・

市がブースを開設しています。今後ますます、

利用者増加も期待できます。最初は、宮崎県も

山梨県の求人端末機を使わせてもらう、共同利

用はどうかと思っていたんですが、よくよく考

えれば、どんどん全国から「ふるさと回帰支援

センター」に集まってくるわけですから、ハロ

ーワークの誘致を国に働きかけてはどうかと

思ったところであります。商工観光労働部長の

見解をお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 「ふるさ

と回帰支援センター」では、現在、本県を含み

ます34都道府県などが相談窓口や展示ブースを

設置しております。ＵＩＪターンの推進のため

には、具体的な職業紹介が重要でありますの

で、本県の宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセン

ターでは、県の人材バンクを活用し、相談から

職業紹介までを行っており、このような支援を

行う窓口は、本県を含めて３県のみとなってお

ります。また、県と宮崎労働局との雇用対策協

定に基づきまして、ハローワークが開拓しまし

た求人につきましても、あわせて情報提供を

行っているところでございます。「ふるさと回

帰支援センター」の利用者増に向けた取り組み

につきましては、現在、同センターでは国に対

して、ハローワークの職業紹介端末の設置を要
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請していると伺っております。センター全体の

利用者がふえることは、本県にとってもメリッ

トがありますので、今後とも、センターや各県

とも連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 よくわかりました。

次に、国勢調査についてであります。先ほ

ど、今回の国勢調査の人口速報値が公表された

ようであります。それによれば、本県の人口

は、５年前より３万8,500人減少しております。

そして、都城市の隣の三股町は、引き続き人口

増加しているということであります。特に注目

すべき点は、綾町と木城町が前回の人口減少か

ら大きく増加に転じているところであります。

その要因を分析すれば、今後の参考になるので

はないかと思います。総合政策部長、どのよう

に分析するかお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 本日、国の平

成27年国勢調査の人口速報結果が発表され、こ

れに合わせて県の結果を公表したところであり

ますが、詳細については、今後分析していくこ

ととしております。お尋ねの綾町と木城町につ

きましては、現住人口調査におけるこの５年間

の人口動態によりますと、両町とも、死亡数が

出生数を上回るいわゆる自然減の傾向はありま

すものの、転入数が転出数を上回るいわゆる社

会増となっております。その要因といたしまし

ては、例えば、綾町の若者定住促進住宅料補助

や木城町の住宅取得奨励金といった、住まいや

子育てに対する支援などのこれまでの取り組み

が、町外の方々の転入を促したのではないかと

考えております。

○満行潤一議員 この時代に三股、綾、木城が

人口増をなし遂げている。このことをぜひ県内

のほかの市町村と共有して、その対策に当たっ

ていただければと思います。

買い物難民についてであります。かつてどの

集落にも日用品を扱う雑貨店や八百屋などがあ

りました。また、走るマーケット、行商の魚屋

さんたちもありましたが、どれも消えていって

しまっています。深刻なのは、免許返納した人

や病気などで移動手段のない高齢者だと思いま

す。日常生活に支障が出て、引っ越しあるいは

福祉施設入所などのケースもあり得るのではな

いかと思います。町の中心部には幾つもの24時

間営業のスーパーやコンビニがありますが、採

算性に乏しい地域の支援策について、部長にお

尋ねいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 買い物弱者対

策につきましては、宮崎県中山間地域振興計画

におきまして、国の施策等を活用した移動販売

への支援など、地域住民や市町村、民間事業者

等の連携した取り組みを促進することといたし

ております。県内では、都城市や小林市等にお

いて、国の交付金等を活用した移動販売や買い

物支援が行われておりますが、県といたしまし

ても、平成28年度当初予算案に計上しておりま

す「ネットワークで明日（あした）に繋ぐ！

『宮崎ひなた生活圏』モデル構築事業」によ

り、住みなれた地域で安心して生活できる仕組

みづくりを行うこととしており、買い物支援に

ついても、その中の重要な課題の一つであると

考えております。今後とも、関係部局や市町村

等とも連携を図りながら、買い物弱者対策に取

り組んでまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 本県高校生の新卒者の３年以

内の離職率は48％となっています。また、県内

就職率は全国最下位、54％であります。都城工

業高校は、昨年200名卒業中、県内就職者数47人

と聞いています。本当にこれでいいのかと。
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北陸３県は歴史的にトップレベルでありま

す。関東、中部、関西圏に近いという地の利も

あるのだろうとは思います。石川県は、新卒者

の県内就職率は、昨年３月、94.5％。県内から

実数100人ぐらいしか県外に出ていないという説

明でありました。確かに事業所規模が小さいほ

ど高い離職率となっています。小規模な事業所

ほど賃金が安い。その相関関係にあります。そ

れにしても、島根、鳥取よりも県内就職率が低

いというのは残念であります。どのような対策

を講じているのか、商工観光労働部、教育委員

会、それぞれお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 高校生の

県内就職率の向上を図るためには、県内企業の

魅力を高校生にしっかりと伝えられるように、

企業と学校、あるいは生徒との接点をさらにふ

やしていく必要があると考えております。この

ため、今議会で提案しております新規事業で、

県内就職支援員を配置し、高校に地元企業の情

報を提供するほか、高校生活の早い段階から、

県内に就職あるいは進学するイメージを広げて

もらうため、県内企業や大学等を紹介する機会

を提供することとしております。

早期離職につきましては、企業にとっても大

きなマイナスであります。県内中小企業に対

し、若手社員定着をサポートする支援窓口の設

置や、高校生に対し、働く心構えや離職のデメ

リット等を紹介するハンドブックの作成に取り

組むこととしております。

１月に開催しました産学官労の代表による雇

用政策懇談会において、若者の県内就職と早期

離職の問題について深く議論をいたしました。

今後、関係機関それぞれが役割を分担し、か

つ、しっかりと連携をして取り組んでまいりた

いと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 高校生の県内就職

は、数年前までは就職難の状況が見られました

が、現在は求人難の状況へと変わり、大きな転

換期を今迎えていると認識いたしております。

このため、県教育委員会では、企業が主体と

なった情報発信が大切だと考え、その発信をコ

ーディネートする人材を配置し、企業から学校

や生徒への働きかけを積極的に行っていただく

ような体制づくりを進めてまいりたいと考えて

おります。また、早期離職対策につきまして

は、生徒たちの企業理解を深め、ミスマッチ防

止につながるように、インターンシップを充実

させたり、企業見学会を高校生活の早い段階、

１・２年生の段階などで実施したりすることを

推進しております。また、宮崎労働局の協力を

得て、職業人・社会人として基礎となる労働法

規の学習などに、全ての県立高校で取り組んで

いるところであります。今後とも、関係機関と

連携を一層深めながら、このような取り組みを

着実に進めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 県内の企業は中小のところが

いっぱいあるということで―なおかつ、働く

人の気持ちがわかっているのか―ワンマンの

社長がいたり、労働組合があっても労働組合を

敵視する。そういう経営陣ではその会社は伸び

ないだろう、いい人材も集まらないだろうと思

います。ぜひ、それぞれの立場で今後とも御努

力をいただきたいと思います。

次に、選挙管理委員長にお尋ねをいたしま

す。県選管が行いました高校生３万人アンケー

トについてであります。県選管は、県内の全高

校生約３万人を対象に、政治や選挙に関する意

識調査を実施し、その回答集計結果を公表して

います。「政治や社会問題を学校で学びたい

か」との質問には約６割が「学びたい」と答
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え、それらについて理解や関心を高めるために

有効な取り組みについては、「学校で先生に説

明してもらう」が５割を超えトップでありまし

た。学校における主権者教育の重要性がうかが

えます。また、政治へ参画しようとする高校生

の意欲は読み取れますが、クロス集計を見る

と、「親が投票に行っていない」と答えた生徒

は、「自分も投票に行かないだろう」と答えて

いるなど、家庭力の差。ふだん家庭で政治や選

挙の話をしない生徒は、やはり投票行動に移り

がたいことが浮き彫りになっています。この調

査で見えてくるものを今後の施策にどう生かそ

うとされているのか、選挙管理委員長にお尋ね

をいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 今回のアン

ケート結果から、政治への関心が高い生徒や、

政治や社会問題が理解できると答えた生徒ほ

ど、選挙に行こうと考える割合が高くなってお

り、政治への理解を深めることが、主権者意識

の醸成、ひいては投票率の向上につながるもの

と思われます。また、御指摘ございましたが、

家族と政治や選挙の話をしたり、家族が投票に

行く家庭の生徒ほど、選挙に行こうと考える割

合が高く、家庭が大事な役割を担っていること

もわかりました。

県選挙管理委員会では、政治への理解を深め

るため、これまでもワークショップなどの啓発

事業に取り組んできましたが、アンケートの結

果を踏まえ、今後も、これらの取り組みを継続

・拡充してまいります。また、学校での主権者

教育や、家庭における教育も大変重要ですの

で、出前授業の実施など、教育委員会等と連携

・協力して、より効果的な事業実施に努め、若

者の主権者意識の向上につなげていきたいと考

えております。

○満行潤一議員 ありがとうございます。

防災対策についてお伺いをいたします。

日本庭園についてであります。防災拠点庁舎

基本設計案には、日本庭園についての指摘はあ

りません。ここで言う日本庭園、正式には「県

庁南庭園」という名前がついているようであり

ます。開園は昭和45年８月23日、知事黒木博と

いう銘板が残されております。災害のことを考

えれば、駐車・フリースペースは広く確保して

いたほうがいいと思います。今回の防災拠点庁

舎建設に合わせ、庭園のあり方を見直す必要が

あるのではないかと思います。また、周囲の道

路の耐震性確保はどうなっているのか、総務部

長にお尋ねいたします。

○総務部長（成合 修君） 災害時における緊

急車両などの駐車スペースにつきましては、防

災拠点庁舎を敷地の南側に寄せて配置し、クス

並木側に多くの車両が駐車できる防災広場を整

備することとしており、また、庁舎の地下や本

館の北側にも駐車場を整備することによりまし

て、非常時における十分な駐車スペースを確保

することとしております。このため、御質問の

日本庭園につきましては、現在のところ、非常

時の駐車スペースとしての活用は考えていない

ところでございますが、平常時には市街地の憩

いの場として活用することとし、今後、防災拠

点庁舎の実施設計において、具体的な整備内容

を検討する予定であります。

次に、防災拠点庁舎周辺の道路であります

が、敷地の北側の楠並木通りと東側の県道につ

きましては、災害発生直後に必要な人員や物資

等の輸送を担う緊急輸送道路として位置づけら

れておりますことから、仮に被災した場合で

あっても、最優先に復旧作業を実施することと

しております。
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○満行潤一議員 私は、日本庭園のあり方を今

回見直すべきじゃないかと思っています。部長

は答弁で、ふだん憩いの場になっているとおっ

しゃっていますが、本当にそれだけ活用されて

いるのかなと。特に池を見たときに、実際、災

害というときにはあの池は邪魔になるんじゃな

いかと。敷地の中で日本庭園の占める面積は相

当広いですよね。なおかつ、池が横断していま

すから、どうなのかなと。ぜひ今後、日本庭園

のあり方、せっかくのいい機会ですから、見直

しをいただきたいと思っています。

もう一つ部長にお尋ねしますが、新たな庁舎

に福祉保健部などが移転した後、今の３号館の

活用方法をどう考えておられるのか、お尋ねい

たします。

○総務部長（成合 修君） 防災拠点庁舎の整

備により生じます３号館などの既存庁舎の空き

スペースの活用につきましては、部局配置の見

直しを検討するため、現在、執務環境に関する

現状や課題の把握、県庁舎全体の文書量等の調

査を行っているところであります。今後、これ

らの結果を踏まえまして、庁舎の分散化の解消

や、業務の効率化、あるいは施設の維持費用の

削減などの観点から検討を行いまして、来年度

には部局配置の方向性を出す予定としておりま

す。

○満行潤一議員 わかりました。

次に、林業・林産業の振興についてでありま

す。

県内では昨年、新たに４カ所の木質バイオマ

ス発電施設が稼働しています。必要な発電用燃

料である材料は安定的に確保できるのか、疑問

符がつきます。本来、未利用の林地残材の有効

活用が目的だったはずですが、コスト的に安い

川下の製材工場などから材料の奪い合いが起こ

り、割高な川上の林地残材の有効活用まで波及

していないように思います。林地残材の効果的

・安定的な供給体制づくりが急がれると思いま

すが、環境森林部長、いかがでしょうか。

○環境森林部長（大坪篤史君） 新たな木質バ

イオマス発電施設につきましては、昨年の２月

以降、県内４カ所で順次操業を開始しまして、

ほぼ１年が経過しているところですが、現在の

ところ、全ての施設で燃料は充足していると聞

いております。しかしながら、今後、長期にわ

たりまして安定的・継続的に燃料が供給される

ことが必要ですので、林地残材等の供給体制づ

くりは、大変重要な課題であると認識している

ところであります。このため県としましては、

林地残材等を効率的に搬出できるよう、路網の

整備や必要な資機材等の購入に対して支援を

行っているところですが、さらに、県内各地で

林地残材の収集や運搬への機運が高まるよう、

必要な情報収集や研修など、地域の自主的な取

り組みにつきましても、今後支援してまいりた

いと考えているところであります。

○満行潤一議員 次に、ＣＬＴ直交集成材につ

いてであります。新しい木質建築材として注目

されているＣＬＴです。都城にあります県木材

利用技術センターでの強度試験や利活用方法の

検討など、取り組みが報道されています。今後

の本県の産学官の取り組みを注目しています。

近々国が、建築基準法の改正、規格の告示を施

行予定とも聞いています。今後大きく普及する

であろうＣＬＴ対策を急ぐことは、本県の県産

材需要拡大、林産業振興策の展開に大きくかか

わってくると思います。ＣＬＴの取り組みは、

隣の鹿児島県とトップを争っているとも聞きま

す。本県の林業・林産業にとってチャンスでは

ないのか。他県との差別化を図り、どう競争力
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を高めようとしているのか、今後の取り組みに

ついて再度、部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） ＣＬＴにつき

ましては、これまで木材が使われてこなかった

中高層の建築物にも使用できるなど、木材の新

たな需要を喚起するものとして大変期待してい

るところであります。国では、本年４月にもＣ

ＬＴ工法に関しまして、建築基準法に基づく告

示を施行する見込みであります。これによりま

して、一般的な設計法でＣＬＴが使えるように

なりますことから、その普及が加速するものと

考えております。そのような中、本県では、県

の木材利用技術センターにおきまして、ＣＬＴ

を用いた建築物の普及を図るため、県産杉を使

用したＣＬＴの強度性能や接合部の検討―こ

れは地震の多い我が国で大変重要となる技術に

なりますが―そういうものについて検討を進

めているところであります。年度内には、県内

でもＣＬＴの製造体制が整う予定であります

し、また県でも、防災拠点庁舎でＣＬＴを耐震

壁として計画するなど、全国に先駆けた取り組

みも進めているところでございます。今後と

も、県産材の需要拡大につながりますＣＬＴの

普及に向けて、積極的に取り組んでまいる考え

でございます。

○満行潤一議員 次に、警察音楽隊演奏会の開

催についてお尋ねをいたします。

ことしも県警察音楽隊の定期演奏会に行って

きました。すばらしい演奏、出し物だったと思

います。1945年10月に大阪府警音楽隊が発足

し、次いで1947年に宮崎県警察音楽隊が創設さ

れ、全国で２番目という歴史を誇っておりま

す。

全国警察音楽隊演奏会なるものがありまし

た。全国の警察音楽隊が一堂に会し、国民と警

察の融和を図り、音楽を通じて警察に対する国

民の理解と信頼を深めることを目的として開催

されていましたが、第48回目となる2007年（平

成19年）５月に本県で開催されて以来、開催さ

れていません。本県開催から10年目となる節目

に、他府県の警察音楽隊を招致し、合同演奏会

を開催できないものか、警察本部長にお尋ねい

たします。

○警察本部長（野口 泰君） 警察音楽隊演奏

会に他府県の音楽隊を呼ぶためには、主催県が

費用を負担する必要があり、費用の面で困難な

状況にあります。また、ほとんどの県の警察音

楽隊は、警察職員本来の業務を兼務する兼務隊

であるため、スケジュール調整が難しい状況に

あることを御理解いただければと思っておりま

す。

一方、当県の警察音楽隊は、平素は、交通安

全や地域安全などに関する広報啓発活動を盛り

込んだ小中学校等の音楽鑑賞教室や、福祉施設

の慰問演奏などを県内各地において幅広く行っ

ており、各方面から好評をいただいているとこ

ろであります。今後とも、当県警察音楽隊への

御理解、御支援を賜りますようよろしくお願い

いたします。

○満行潤一議員 本部長にいろいろ提案する

と、費用がかかりますという答えなので、ぜ

ひ、知事部局の皆さん、警察にふんだんに活動

費は認めていただきたいなと思っています。警

察と県民の橋渡しにすばらしい効果があるだろ

うと思っております。さらなる警察音楽隊の演

奏会を楽しみにしております。

教育の充実についてお尋ねをしたいと思いま

す。

まず、小学生らを対象に行われてきた寄生虫

卵検査（ぎょう虫検査）についてであります。
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文科省は、新年度からの学校での健康診断の必

須項目から外すと言っております。環境衛生が

改善され、寄生虫卵の検出率が低くなったため

だそうであります。しかし、西日本は全国平均

に比べて検出率が高く、九州の一部の自治体で

は新年度以降も行うと決めたと報道されていま

す。本県の対応はどうなっているのか、教育長

にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における児童生

徒の健康診断は、学校保健安全法に基づき実施

されておりますが、従来、小学校１年生から３

年生まで必ず行うこととされておりました寄生

虫卵の検査は、平成28年度より必須項目から削

除されることとなりました。平成28年度以降の

寄生虫卵の検査の実施については、文部科学省

の通知において、その検査の陽性率が高い―

先ほど九州が高いというお話がありましたが

―ところは、引き続き、検査の実施や衛生教

育の徹底など、対応するように示されたところ

であります。県立学校の対応でございますが、

県立の特別支援学校につきましては、２年連続

で寄生虫卵が検出されていないことから、来年

度の検査は行わないこととしたところでありま

す。再来年度以降につきましては、県内の寄生

虫卵の陽性率の状況等を注視しながら、検査を

するかどうか判断してまいりたいと考えており

ます。

○満行潤一議員 次に、組み体操についてお尋

ねいたします。組み体操の事故が全国的な話題

となっております。近年、運動会の花である組

み体操が巨大化している。ピラミッド型は最高

で11段、タワー型でも最高５段が組まれていま

す。子供たちの負傷事故が相次いでいるという

報道があります。これを受けてか、学校でも組

み体操を規制する動きが広がっています。大阪

市教育委員会は、ピラミッド・タワー組み体操

の禁止を決め、それを後追いする教育委員会が

多数出ております。賛否両論あるとは思います

が、今後、本県ではどのような対応をとろうと

されているのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における体育活

動の実施に当たっては、何より、まず第一に安

全面への配慮をすることが大切だと思っており

ますが、一方で、心身を鍛えること、あるいは

挑戦する気持ちを育てるという視点も大切だと

考えております。県教育委員会といたしまして

は、これまでも、事故防止に万全を期すための

文書による指導はもとよりですが、全ての公立

小・中・高等学校の体育主任を集め、具体的な

事故事例等を示しながら、適切な安全管理が行

われるよう指導しているところでございます。

組み体操につきましては、今年度中に文部科学

省が事故防止に関する方針を示すとしておりま

すことから、その方針の周知徹底を図り、各学

校においてさらに安全への配慮が図られるよう

指導してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、学校のバリアフリー化

の促進についてであります。平成25年６月に制

定されました障害者差別解消法は、全ての国民

が、障がいの有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に向け、障害を理由とする差

別の解消を推進することを目的とされていま

す。今議会では議案第32号として条例も上程さ

れております。これまでも、学校施設のバリア

フリー化は着々と進んでいると思いますが、県

立学校のバリアフリー化、また市町村への対応

について、教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 学校施設のバリアフ

リー化につきましては、児童生徒が学びやすい
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環境を整えることや、保護者などの来訪者に

とっても利用しやすい施設となるよう、その取

り組みを進める必要があると考えております。

県立学校につきましては、玄関や体育館までの

経路の段差解消や多目的トイレの設置など、計

画的に取り組んできたところであり、これらに

つきましては、整備をほぼ完了したところであ

ります。また、階段での移動が困難な障がいの

ある生徒への配慮といたしましては、教室の配

置がえなど学校運営面での体制を整えておりま

すが、それでも教室間の移動等で支障を来す場

合などには、予算措置が可能な限り、エレベー

ター等を設置してきているところであります。

市町村立学校における施設につきましても、バ

リアフリー化が促進されますように、国の補助

事業を紹介するなど、今後とも、必要な情報提

供などに積極的に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 今の学校は、木造から鉄筋コ

ンクリートに、昭和40年代、ほぼ同時期に建て

かえたんだろうと思いますし、その時期には、

バリアフリーという発想がない設計思想だと思

います。本当に学校は大変だろうと思います

が、ぜひ、子供たち一人一人に応じた対応がで

きるように頑張っていただきたいと思っており

ます。

学校の太陽光発電についてお尋ねをしたいと

思います。文部科学省は昨年12月、公立学校の

太陽光発電、再生可能エネルギー各設備の設置

状況について調査結果を公表しています。26年

４月現在、公立の小中学校における太陽光発電

設備の設置率は24.6％、前回調査からすると6.8

％増ということであります。その設置場所は小

中学校が主となっております。また、文科省は

この調査を2009年から隔年で実施しており、公

立校での再生可能エネルギー設備全体の設置数

が、この６年間で4.7倍にふえていることが今回

の調査でわかりました。公立の小中学校に設置

されている再生可能エネルギー設備のうち、停

電時でも使用可能な設備の割合は44.5％、前回

調査から12.9％増だったそうであります。ま

た、文科省では、避難所として機能する学校の

役割を啓発しています。国は2012年度から、太

陽光発電設備設置校を対象に、蓄電池の単独整

備に上限1,000万円の補助を行う制度も設けてお

ります。本県の状況についてお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県の公立小中学校

における再生可能エネルギー設備等の設置校数

は、平成27年４月１日現在で、太陽光発電設

備58校、風力発電設備１校、太陽熱利用設備３

校の計62校であります。また、県立高等学校、

特別支援学校、中等教育学校におきましては、

環境教育の推進や災害時における防災機能強化

の観点から、地域間のバランスや避難施設とし

ての指定状況等を考慮して、太陽光発電設備７

校、太陽熱利用設備１校の計８校に設置してお

り、今年度も３校について太陽光発電設備の設

置工事を実施しているところでございます。な

お、環境教育の一環として、生徒みずからが太

陽光発電を活用した誘導灯を製作するなど、社

会貢献にもつながる取り組みをしている高等学

校もございます。

○満行潤一議員 大分進んできたなと、感慨深

いものがあります。

次に、児童生徒の基礎学力向上についてお尋

ねいたします。先ほど、高校生の県内就職率、

離職率の低さで北陸３県は全国一だと申し上げ

ましたが、児童生徒の基礎学力も北陸３県は全

国トップレベルであります。私が伺った石川県
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には、子供に携帯電話を持たせない条例なるも

のがあり、その保有率は全国でも最低でありま

した。石川県教育委員会は、基礎学力が高いの

は、幾つもの施策の効果もあるが、家庭力もそ

の一つの要因だろうと分析しているようであり

ます。山形大の戸室健作准教授は、全国の子育

て世帯の貧困率が過去20年間で倍増していると

の調査結果をまとめています。戸室准教授は、

生活保護の収入以下で暮らす世帯を貧困層と考

え、貧困率を算出しています。その子供の貧困

率によれば、宮崎県は全国６位、19.5％です

が、福井県47位、5.5％、富山県46位、６％、石

川県39位、10.0％となっています。児童生徒の

基礎学力と貧困の相関関係もはっきり読み取れ

ます。石川県教育委員会の言う家庭力と貧困率

の低さはつながりそうであります。本県の児童

生徒の基礎学力向上についてお伺いいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 私は、学力の不足が

人生のハンディや進路選択の幅を狭めることに

つながってはならないという思いで、あらゆる

機会を通して学校現場、校長等に訴え続けてき

ているところであります。特に基礎学力は、将

来、子供たちが社会生活を営む上で必要不可欠

なものであり、どの子供にも確実に習得させる

ことが大切であると考えております。そのため

には、確かな学力を身につけさせる授業が県内

どの教室でも実施されると同時に、御指摘にあ

りましたように、家庭における学習習慣を定着

させることが必要でございます。このような考

えから、学習の確実な振り返りや読書を奨励す

ることなど、学力向上のポイントをパンフレッ

トとしてまとめ、学校を通じて各家庭に配布

し、学校と家庭が一体となった取り組みを推進

しているところであります。また、新規事業と

して、学力の確実な実態把握と分析の方策、教

員の学力向上に向けた意識改革の方策などを柱

とした予算をお願いしているところでありまし

て、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 ありがとうございました。

最後の質問にさせていただきたいと思います

が、飛田教育長は都城と深い関係があるそうで

あります。教育長の初任校は、今の都城市立山

之口中学校だろうと思います。私がお世話に

なっている税理士の方が、新採用で赴任された

教育長のことをよく覚えているとお話をされま

す。「立派な先生だったが、まさか教育長にな

られるとは当時は思ってもいなかった。中学校

３年生のときだったか、都城市内であった先生

の結婚式にみんなで行ったことを覚えている」

と披露していただきました。立派な先生という

ことは、何年たとうが教え子は覚えているもの

であります。これまでの長い教職員、教育行政

職員としての経験を踏まえ、後輩職員に伝えた

い思いをお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 私のふるさとに、子

供のころから水神さんの池と親しんだ池があり

まして、そこにはハスの花が咲き、レンコンが

とれます。教育は、泥の中にあっても花を咲か

せるハスのような爽やかさというか、希望を求

め続けるような営みであると思っております。

今お話がありました山之口中時代、20代に担任

した教え子の同窓会に出席しますと、実は、教

え子にも会いますが、青年教師であった自分と

も再会をいたします。成長した教え子との再会

は教師冥利に尽きますが、この子供たちのため

に教師としてなすべきことをなし得ただろうか

と後悔する時間であります。教育というのは教

え育てると書きますが、私の人生は、教え子た
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ちから教えられ、育てられ、そうしていただい

た教師人生だったと思っております。

教職員に伝えたいことということですが、

「優秀な教師、賢い教師より、大きな教師にな

れ」、それから、「教師は長生きせにゃいか

ん」ということをメッセージとして伝えたいと

思います。目の前にいる子供たちに広い心で接

し、40代、50代になった教え子と会っても恥ず

かしくないような指導を後輩の教職員にしてほ

しいと願っております。

それから、行政職員、事務局職員に伝えたい

ことは、「進んで出るくいになれ」ということ

であります。今の教育に何が求められるか、変

化を敏感に感じ取り、変革を恐れず実行し、と

きめきや感動があり、命の輝きを実感できる宮

崎の教育を推進してほしい。そう願ってやみま

せん。ありがとうございました。

○満行潤一議員 聞いてよかったなと思いま

す。ぜひ、この税理士の人にも、今の熱い教育

長の思いをお伝えしたいと思っております。

ことしはさる年であります。「申」と書きま

す。にんべんをつけると「伸」びる。ことし一

年がすばらしい年になるように祈念をしたいと

思います。３月をもって退職される県庁の皆さ

ん、本当に長い間御苦労さまでございました。

今後とも、それぞれの立場で県勢発展のために

御尽力いただきますようにお願いを申し上げた

いと思います。

初めてですが、時間を残して私の代表質問を

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団を代表し、通告に従い、順次代表質問を

行います。知事を初めとして、関係各部長、教

育長、警察本部長、選挙管理委員長に答弁をお

願いいたします。

まずは、知事の政治姿勢についてでありま

す。

我が党の提言で、政府が平成25年に設置し、

経済の好循環に向けた賃上げなどの成果を上げ

ている「政労使会議」の地方版については、９

月議会で取り上げたところであります。昨年８

月10日の参院予算委員会において、我が党の議

員が地方版政労使会議の設置を求めたのに対

し、安倍首相は、「地域ぐるみで働き方を推進

するため、労使を初めとする地域の関係者が集

まる会議を設置する検討を進めたい」と答えて

おります。その後、10月５日、厚生労働省は、

同省の出先機関である都道府県労働局に対し、

我が党の議員への首相答弁に言及した上で、各

労働局が調整役を担い、地方における賃上げや

働き方改革などに向けて、地方自治体や労働団

体の代表などが話し合う会議を年内にも開催す

るよう通知を出しております。それを受け、全

国では一斉に、地方版政労使会議ともいうべき

会議が立て続けに開催され、本県では先月19

日、「宮崎県雇用政策懇談会」という会議名で

開催されております。そこで、今回が第１回目

となる「宮崎県雇用政策懇談会」の概要、そし

て何よりも重要な点でありますが、今後その結

果をどのように生かしていくのか伺いたいと思
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います。

次は、軽減税率についてであります。公明党

が一貫して実現に向け取り組んできた消費税の

軽減税率制度が、いよいよ来年４月からスター

トいたします。その細かい内容についての説明

は、ここでは割愛しますが、平成24年、民主、

自民、公明の３党合意による社会保障と税の一

体改革関連法で、逆進性対策、低所得者への配

慮として、総合合算制度、給付つき税額控除、

そして複数税率、いわゆる軽減税率の３つを検

討するとされました。その後、政権が交代し、

政府と自公両党で議論を積み重ねた結果、先ほ

ど述べたとおり、来年４月の消費税10％への引

き上げと同時に軽減税率が導入されることに

なったのは、御案内のとおりであります。しか

しながら、その導入については、「社会保障財

源を減少させ、給付の削減、消費税の再引き上

げにつながる」「中小企業の事務負担がふえ

る」、あるいは「対象品目の線引きで大きな混

乱を招く」といった非難、中傷がありました。

その最たるものは、「金持ちは高価な食べ物を

たくさん買うから軽減される額が大きい。金持

ち優遇だ」といったものでありました。非常に

偏った非難、中傷と言えるのではないでしょう

か。軽減税率は間違いなく低所得者対策。金額

の多寡ではなく、痛みの度合いで考えるべきで

あります。消費支出に占める食料品の割合で

いったら、圧倒的に低所得者の方が軽減税率で

楽になるということを理解してもらいたいと思

うものであります。今回の軽減税率導入に関し

ては、国会の場でも議論をされておりますが、

河野知事としてはどのように考えておられるの

か伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、雇用政策懇談会についてであります。

本県における人手不足や若者の県内就職率の向

上、女性の活躍促進などの雇用に関するさまざ

まな課題に的確に対応していくためには、行

政、労働団体、使用者団体の代表が共通認識の

もとに取り組んでいくことが大変重要であると

考えております。このため、かねてより検討し

ておりました雇用政策懇談会を立ち上げ、先

月、初めての会合を開催したところでありま

す。第１回は、本県の喫緊の課題であります

「若者の県内就職・定着促進」をテーマとしま

して、産学労官それぞれの代表が率直に議論を

行い、その原因や課題を共有し、各機関が連動

して取り組んでいくことなどを確認したところ

であります。今後とも、雇用に関するさまざま

な課題について積極的な意見交換を行い、関係

機関それぞれが役割分担し、かつ連携して取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、消費税の軽減税率導入についてであり

ます。このことにつきましては、今まさに法案

が国会で審議されているところでありますが、

消費税は、低所得者ほど所得に対する税負担の

割合が大きくなるという逆進性を有しておりま

す。軽減税率は、その緩和につながるとされる

一方で、事業者の事務処理の負担増や対象品目

の線引きで混乱が生ずるなどの懸念もあり、政

府・与党内でさまざまな検討が行われたところ

であります。この結果、消費税率が10％へ引き

上げられる際に、酒類と外食を除く飲食料品な

どに８％の軽減税率を導入することが、今回の

税制改正法案に盛り込まれたところであります

が、逆進性の緩和や痛税感の軽減など、低所得

者対策を重視し判断されたものと考えていると

平成28年２月26日(金)



- 99 -

ころであります。

なお、県といたしましては、消費税率引き上

げの目的である社会保障財源に影響することの

ないよう、減収分については、国に対して、安

定的な税財源を確実に措置していただくよう求

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。

地方版政労使会議の目的は、都市圏や大企業

にとどまっている景気回復の効果を地方にも行

き渡らせる、これが目的でございました。第１

回目は「若者の県内就職・定着促進」をテーマ

にされたということでありますけれども、今後

も２回、３回と開催していただき、地方の若者

の就職率向上や賃金の上昇に取り組んでいって

いただきたいと思います。

軽減税率導入に伴う財源の確保につきまして

は、御指摘のとおりだと思いますので、私たち

としても、しっかりと国会議員と連携を図りな

がら、地方の声を国に届けていきたいと思って

おります。

引き続き、知事に伺っていきたいと思いま

す。今回示された28年度当初予算案の中で、県

営電気事業みやざき創生基金が大きな脚光を浴

びているのではないかと思います。きのうの丸

山議員の代表質問に対する企業局長の答弁を聞

いて、100年前の私たちの先輩方が、遠い未来の

我が郷土発展に思いをはせ、先見性に富んだ提

案をしてくれたということに対して、深い敬意

を表するものであります。この基金を活用して

の事業は45、そのうちの44事業が新規というこ

とで、まさしくこの基金があったればこそ、企

業局という存在があったればこそという感謝の

思いに駆られるところであります。そこで、こ

の基金に対する知事の思いをお伺いしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） この県営電気事業みや

ざき創生基金は、これまでも企業局、その収益

でさまざまな地域貢献をしていただいていると

ころでありますが、今回、電気事業法の改正等

を踏まえ、電気事業会計内の地方振興積立金を

地域振興のために直接活用してほしいという提

案を受けたことから、厳しい財政状況も踏まえ

まして、この大変貴重な財源を有効に活用する

方法として検討したものであります。この中

で、「「みやざき創生」の加速化」としまし

て、国の地方創生推進交付金の活用事業や、口

蹄疫からの復興達成に向けた畜産新生、また国

体開催に必要な施設整備に取り組みますととも

に、「「みやざき新時代」へのチャレンジ」と

しまして、新たな視点によるアイデア事業や、

将来の事業展開に向けた調査・研究事業への活

用を決定したところであります。

昨日、企業局長の答弁にもありましたよう

に、「水力電気事業県営の意見書」に込められ

た先人の思いというものを、大変重く、そして

また、大変ありがたいものと受けとめておると

ころであります。私は、高齢者叙勲を行うこと

が多いわけでありますが、県職員のＯＢ、特に

企業局で電気事業に携わった方の話を伺う機会

が大変多うございます。当時は電気事業の事務

所が山の中にあって、大変な御苦労をされたと

いう話を伺っておるものですから、その御苦労

というものをまさに肌身で感じておるところで

あります。今回の基金を、そうした先人の思い

というものをしっかり受けとめまして、地方創

生を初めとする地域活性化の取り組みに有効に

活用してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。ま

さしく、今の知事の答弁のとおりだと思いま
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す。企業局の思いをしっかり受けとめて、県勢

の発展のために有効に活用していただきたいと

思います。

次は、ＰＦＩについてであります。私が初め

てＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニ

シアチブ）を取り上げたのは、平成11年11月議

会でありました。この年の７月にＰＦＩ法は成

立し、９月に施行されたところでありました。

公共施設などの設計、建設、維持、運営に民間

の資金と経営ノウハウを活用して、効率的で質

の高い公共サービスを提供する新しい事業スタ

イルということで、注目を浴びていたと思って

おりますけれども、全国的に見ても、その実施

状況は期待されたほど伸びていないと感じてお

ります。その原因の一つが、事業が増加するこ

とによって補助金や地方交付税の減額につなが

るのではないかといった懸念が、一部の自治体

にあるためだということも言われております。

そんな中で、政府の経済財政諮問会議が、財政

の無駄を省き、暮らしの質を高める公共サービ

スのあり方を検討している中で示した改善策の

一つが、ＰＦＩの導入拡大であります。今度こ

そ、従来の考え方にとらわれない公共サービス

のあり方をしっかり考えていくべきじゃないか

と考えます。今回、県土整備部の新規事業とし

て「県営住宅整備ＰＦＩ導入可能性調査事業」

が提案され、県の事業として初めて「ＰＦＩ」

という言葉が日の目を見たというふうに感じて

おりますが、導入の可否、しっかりと調査して

いただきたいと思います。このＰＦＩについ

て、今後どのような考え方で取り組んでいかれ

るのか、お伺いをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ＰＦＩは、民間の活力

を生かしまして、公共施設等の建設、維持管

理、運営などを行う手法の一つでありまして、

その推進のためには、民間事業者が柔軟な知恵

や発想を生かせる、参入しやすい事業案件を構

築し、公共サービスの向上や地域の活性化につ

なげ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、県内の民間事業

者の参入意欲や関心を高めるために、県、市町

村のみならず、建設業やビルメンテナンス業、

金融機関など幅広い事業者を対象とした研修会

を昨年も実施しておるところであります。県内

におきましても、スポーツ施設や公営住宅等の

老朽化が課題となっておりまして、その改修等

が必要となってまいります。今後とも、民間事

業者とともに、事業ノウハウの習得に努めてま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いをしておきま

す。

次に、テレワークについて伺いたいと思いま

す。これは、インターネットなどＩＣＴを活用

し、自宅やサテライトオフィスなどで仕事をす

ることをいい、ｔｅｌｅ（離れたところ）、ｗ

ｏｒｋ（働く）、この２つをあわせた造語であ

りますけれども、最近よく目にし、耳にもする

ところであります。我が宮崎県議会におきまし

ても、昨年の９月議会において、「ＩＣＴ利活

用による地域活性化とふるさとテレワークの推

進を求める意見書」を採択しております。現

在、全国に先駆けてこのテレワークを推進し、

多様な働き方の提供とともに、業務の効率化、

行政サービスの向上を図っているのが佐賀県庁

であります。現在、佐賀県庁で行われているの

は、自宅で仕事をする在宅勤務、県内外13カ所

のサテライトオフィスでの勤務、そして出張先

などでタブレット端末などを用いて業務を行う

モバイルワーク、この３つの形態があるようで

あります。このテレワークにつきましては、去
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年の９月から徳島県でも実証実験をスタートさ

せていると聞いております。県においては、女

性が出産・子育てをしながら安心して継続して

働けるよう、さまざまな取り組みをしておられ

ますけれども、その中に「テレワーク」という

言葉も目につきます。率先垂範、先ず隗より始

めよ、県庁が率先して取り組むべきだと思いま

すが、見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 情報通信技術を利用

し、時間や場所の制約を受けずに柔軟に働くテ

レワークは、業務の効率化に加えまして、子育

て、介護などの家庭と仕事の両立の支援や、災

害等の非常時における業務継続の観点などから

有効な面もありまして、県庁において取り組む

必要性があるものと認識をしております。これ

までも県庁では、災害対策というようなことで

のテレビ会議のようなことも実際に訓練などで

行っておるところでありますし、さらに、出張

先でモバイル端末を利用する、いわゆるモバイ

ルワークの実施も今検討しておるところであり

ます。このところＩＴ関連の企業を訪問するこ

とも多いわけでありますが、東京なりほかの県

の事務所と、スカイプなどのネットを通じて会

議をしながら効率的に物事を進めていく、そう

いう実例を目の当たりにするところでありまし

て、県庁としても、しっかり今後とも参考にし

てまいりたいと考えております。

一方で、在宅勤務につきましては、具体的に

どのような業務、ケースで活用するのがふさわ

しいのか、あるいはシステム面におけるセキュ

リティー、自宅などにおける勤務時間等の服務

の管理、職員間のコミュニケーションをいかに

確保していくか、さまざまな課題もあろうかと

考えております。私としましては、先進県の事

例も踏まえながら、これらの諸課題への対応を

検討しまして、県庁におけるさらなるテレワー

クの活用に向け、今後とも取り組んでまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 知事の強いリーダーシップを

期待したいと思います。

知事の政治姿勢に関しての最後の質問となり

ます。ピロリ菌に関してでありますが、昨年11

月議会における我が会派の河野議員の質問に引

き続いてということになります。「佐賀県は来

年度から、中学３年生全員の約9,000名を対象

に、胃がんの主な原因とされるヘリコバクター

・ピロリ、いわゆるピロリ菌の感染検査を実施

する」、今月２日の佐賀新聞１面のこの記事

は、瞬く間に我が九州公明党を席巻したという

ふうに感じております。この内容を見てみます

と、「各学校で実施されている健康診断の尿検

査の尿を用いて、任意で感染の有無を調べる。

感染の疑いがある場合は、追加で検便を実施し

て感染の有無を確定する。県は、中学生の５％

がピロリ菌に感染していると想定して、関連経

費約2,600万円を新年度予算案に盛り込む」とい

うものでありました。6,000円から7,000円かか

る検査費用を県が負担し、4,000円から5,000円

かかる除菌治療費も、想定数内であれば県が自

己負担を全額助成するということであります。

ピロリ菌に関しましては、医学博士でもある我

が党の秋野公造参議院議員が、除菌による胃が

ん撲滅を国会で粘り強く訴え、平成23年２月に

質問主意書で、ピロリ菌感染が胃がんの発生原

因であるということを政府に認めさせた。そし

て２年後の平成25年２月には、ピロリ菌除菌の

保険適用範囲を、胃の内視鏡検査実施を要件と

して、慢性胃炎にまで拡大させたという経緯が

ございます。今回の佐賀県の先駆的な取り組み

は、平成26年の75歳未満の人口10万人当たり胃
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がん死亡率が、佐賀県は全国ワースト２位だっ

たという不名誉な事情に加え、それを改善する

ためには、若い時代はピロリ菌に感染してから

まだ日が浅い、そのため慢性胃炎の程度がさほ

ど重くなく、ピロリ菌除菌が最も効果を発揮す

ることをよく理解された知事の英断にあったの

ではないかと推察するところであります。九州

の中では比較的似た者同士の佐賀県と宮崎県で

あります。やってやれないことはない。導入に

向けての知事の考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） がんは、日本人の死因

の第１位となっております。胃がんを含むがん

対策に取り組むことは、大変重要な課題だと考

えております。がん対策にはさまざまな方法が

あるわけでありますが、昨年９月の国の「がん

検診のあり方に関する検討会」の中間報告によ

りますと、集団を対象に行うピロリ菌の検査、

除菌治療については、死亡率減少効果の根拠が

十分ではないため、さらなる検証が必要である

とされているところでありますし、今、日本人

のピロリ菌の感染率も年々減少している状況も

あるということであります。そのような状況等

を踏まえ、佐賀県のこの取り組みにも敬意を表

しつつ、今後の動向というものを注視してまい

りたいと考えているところであります。本県と

しましては、現在、「健康寿命 男女とも日本

一」を目指して健康長寿社会づくりプロジェク

トを推進しておりますので、その中で、生活習

慣病の改善や、がん検診の受診率向上による早

期発見など、胃がんを含むがん対策に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 以前、本県には、ある事業を

実施する際に、「清水の舞台から飛びおりるつ

もりで」と言った知事がいらっしゃいました。

知事の強いリーダーシップを期待したいと思い

ます。

次は、子供を取り巻く環境の改善について、

福祉保健部長に伺いたいと思います。

先ほど満行議員も取り上げられておりました

が、昨年７月１日から「189（いちはやく）」が

スタートしております。児童虐待に関する相談

を受け付ける児童相談所全国共通ダイヤルであ

ります。この児童虐待については、厚生労働省

の調査によると、全国の児童相談所が平成26年

度に対応した児童虐待の相談件数は、速報値で

ありますが、過去最多の８万8,931件に上り、平

成11年度と比べて約7.6倍。一方、現場で対応の

中核を担う児童福祉司の人数は、同じ期間で

約2.3倍にとどまっているとのことであります。

そこでまずは、本県における児童虐待件数と児

童福祉司の数について、同様に比較した場合ど

のような状況か伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の児童相

談所における児童虐待相談対応件数は、平成26

年度が540件で、平成11年度と比較しますと

約4.5倍となっております。また、児童福祉司数

につきましては、平成26年度は27人を配置して

おりまして、平成11年度の2.7倍となっておりま

す。

○新見昌安議員 全国の数字ほどではないにし

ろ、厳しい状況には変わりはないと思います。

本県においては、従来から、児童福祉司の増

員については前向きに取り組んできておられま

すけれども、２点目として、本県における今後

の児童福祉司の増員に向けた取り組みについて

伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県におきまし

ては、これまで、増加する児童虐待の相談に適

切に対応するため、児童福祉司を適時増員いた

しますとともに、福祉職のほかに、教員や保健
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師などの専門職を児童福祉司として配置するな

ど、体制の強化を図ってきたところでございま

す。現在、国においても、児童福祉司の国家資

格化や配置基準の見直し等が検討されておりま

すことから、今後ともその動向を注視しなが

ら、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 ３点目ですけれども、児童養

護施設に入所している児童は、社会的養護の根

拠法であります児童福祉法上の「児童」でなく

なる満18歳になると、原則として施設を出なけ

ればならないという現行制度のもとでは、その

後の経済的な自立が必要となって、多くの退所

児童が進学を諦め、就職しているという実態も

ございます。児童養護施設退所者の大学や専門

学校等への進学率、あわせて施設退所後の支援

の状況についても伺っていきたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の児童養

護施設において、高校を卒業して平成26年３月

末で退所した児童のうち、大学や専門学校など

へ進学した児童の割合は17.9％となっておりま

す。施設退所時の支援といたしましては、就職

に有利な資格取得のための費用や、大学等への

進学や就職する際に必要となる費用の一部を支

給しているところであります。さらに今回、国

の補正予算を活用した新規事業として、大学等

への進学や就職をした後における家賃や生活費

等を貸し付ける事業をお願いしているところで

ありまして、今後とも、施設退所児童の安定し

た生活の支援に努めてまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 厳しい状況の中にも少し明か

りが見えてきているかなと感じます。全ての若

い人が希望を持って暮らせる世の中にする一環

でもあると思います。寄り添い続けていただき

たいと思います。

次に、中小企業支援について、商工観光労働

部長に何点か伺いたいと思います。

景気が徐々に上向き傾向にある中、新商品開

発あるいは販路拡大、こういったことで攻めの

経営に転じたい地方の中小企業にとって、その

戦略を担う人材不足が悩みの種になっていると

も言われております。そのような企業をサポー

トし、首都圏の大企業などから人材を呼び込も

うとするプロフェッショナル人材事業というも

のがございます。本県でも先月、この拠点を設

置されておりますけれども、このプロフェッ

ショナル人材戦略拠点運営事業の目的と今後の

展開について伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） プロ

フェッショナル人材戦略拠点運営事業は、県内

企業に対しまして専門的な技術や知識を持つ人

材の活用等による成長に向けた積極的な取り組

みを促すことで、企業の成長戦略を実現するこ

と、そして人材の地方還流を促進することを目

的とするものであります。去る１月15日に拠点

を開設し、これまで、企業経営の経験を持つ戦

略マネジャーが中心となりまして、関係機関と

の意見交換を重ねているところであります。今

後、積極的に企業訪問を行い、経営者に対して

新事業や新たな販路開拓など成長への意欲を喚

起し、経営の中核となる人材の求人ニーズを掘

り起こしてまいります。その上で、民間の人材

ビジネス事業者と連携して、企業のニーズに

合った都市部の優秀な人材をＵＩＪターンによ

り県内に呼び込むためのマッチングを支援する

こととしております。これらの取り組みを通じ

まして、企業の成長を促進し、本県経済全体の

活性化を図ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 この事業は、スタートしたば
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かりであります。プロ人材と経営者双方で試行

錯誤しながら進める場面も多々あるんじゃない

かと思いますけれども、腰を据えて一つ一つ成

功事例を積み上げていっていただきたいと思い

ます。

次に、経営だけではなく、技術や法律、特許

関連などの中小企業の悩みにワンストップで対

応できる体制づくりが大事であります。新規事

業ではありませんが、中小企業等経営基盤強化

支援事業というものがあります。この内容につ

いて、同じく商工観光労働部長に伺いたいと思

います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 中小企業

等経営基盤強化支援事業につきましては、商工

会議所や商工会連合会など県内14カ所に設置し

ました経営支援チームが、経営改善、販路開

拓、人材教育、法律問題といった中小企業の抱

えるさまざまな経営課題にワンストップで対応

するものでございます。具体的には、相談内容

に応じて、中小企業診断士、税理士、弁護士、

デザイナーなど、さまざまな知識と経験を持っ

た専門家を派遣し、的確なコンサルティングを

行いますとともに、事案によっては、よろず支

援拠点等、他の経営支援機関と連携・協力して

対応するなど、幅広い支援を行っております。

支援実績は、昨年度が519件となっておりまし

て、新たな取引先の開拓等、具体的な成果も見

られているところであります。県といたしまし

ては、今後とも、商工団体やその他の経営支援

機関と連携・協力しまして、中小企業等の経営

基盤強化に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 中小企業はいろんな悩みを抱

えているんじゃないかと思いますが、解決に向

けての光明が見出せる心強い味方として、今後

もしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。

次に、特許庁によりますと、平成25年の国内

における特許登録件数約157万件のうち、75万件

が未利用ということであります。半分が活用さ

れていない。本当にもったいないんじゃないか

と思います。多数の未利用特許を所有している

大企業が、それらを開放特許として他社とライ

センスを結んでその使用料を得る。中小企業も

それらを活用して技術開発のコスト削減ができ

る。双方にメリットがあると思います。知財

マッチングと言われるものですけれども、大企

業の開放特許を県内の中小企業へ紹介するよう

な取り組みの推進について、同じく商工観光労

働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 大企業が

保有しております開放特許を中小企業が新製品

開発等に活用する、いわゆる知財ビジネスマッ

チングにつきましては、中小企業にとりまし

て、既にある特許を活用できることから、開発

に係る期間の短縮や、コストやリスクの低減な

どのメリットがあり、県内中小企業が新しい事

業を展開する上で有効な手段の一つだと考えて

おります。このため昨年、川崎市との連携協定

の一環としまして、この取り組みの先駆者であ

る同市のマッチングイベントに県や産業振興機

構の職員が参加しました。また、同市の関係者

を本県に招きまして、金融機関や一部の企業等

を対象に研修会を実施したところでございま

す。このような中で、県内企業においても関心

を持っているところがございます。引き続き、

関係機関と連携を図りながら、マッチングのあ

り方など具体的な実施方法を検討してまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 研修会は実施されたようであ
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りますけれども、さらに一歩進んで交流会と

いったものを開催するなど、県内中小企業の経

営の安定化、地域経済の活性化に資する取り組

みをよろしくお願いしておきます。

次に、宮崎の魅力の発信について、引き続き

商工観光労働部長に伺っていきたいと思いま

す。

無料の公衆無線ＬＡＮ、いわゆるＷｉ－Ｆｉ

は、訪日する外国人観光客のみならず、ＳＮＳ

を駆使する国内の若者にとっても、その整備拡

大を望む声が多く上がっております。我が党が

全国各地で実施している「ＶＯＩＣＥ ＡＣＴ

ＩＯＮ」という青年街頭アンケート運動がござ

いますが、その結果を見てもよくわかるところ

でございます。そこで、今、県が進めている

「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」

の今後の展開について伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県では今

年度、外国人観光客の受け入れ環境の整備を目

的に、「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－

Ｆｉ」として、本県の滞在中、認証手続が初回

のみで簡素化されます県内統一認証システムの

基盤を構築いたしました。このシステムは、市

町村や民間との共同利用が可能でありまして、

今年度中に５市町がこれを活用し、観光地等に

アクセスポイントを設置しますほか、宮崎駅や

宮崎空港などの交通施設に加え、飲食店等の民

間施設でも活用が進みますことから、全体とし

て100を超える箇所で「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲ

ＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」の使用が可能となる予定で

ございます。さらに、来年度は６市町で活用が

検討されております。民間での拡充も期待され

ているところでございます。また、このシステ

ムを活用し、観光客の動向の分析やアンケート

機能による満足度調査等を行うことにしており

まして、今後の観光戦略などにも生かしてまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 今の答弁の最後の部分、最近

よく耳にするところの、いわゆるビッグデータ

的な活用もできるということで、今後の展開に

期待したいと思います。

ところで、訪日外国人の増加に伴って、通訳

案内を担う人材が必要だと思いますけれども、

本県の状況はどうなっているのか伺いたいと思

います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 通訳案内

につきましては、国家資格として通訳案内士の

制度が設けられておりまして、県内の登録は現

在50名となっております。さらに、今年度実施

されました試験では、新たに３名が合格され、

今後登録される予定となっております。また、

急増する訪日外国人に対応するため、九州観光

推進機構と各県が連携いたしまして、通訳案内

士に準じます地域限定特例通訳案内士、いわゆ

る特区ガイドの養成に取り組んでいるところで

あります。現在までに、九州全体で174名、うち

宮崎県に在住しているのは10名となっておりま

す。訪日外国人が年々ふえる中で、通訳案内を

担う人材は今後ますます重要でございます。九

州観光推進機構とも連携し、まずは、特区ガイ

ドの養成や、既に登録された方のスキルアップ

などについて積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 資格としての通訳案内士のみ

ならず、特区ガイドにも力を入れているという

ことであります。よろしくお願いしておきま

す。

ところで、訪日外国人のおもてなしについて

は、観光ボランティアの対応も重要になってく

ると考えますが、県としてはどのように取り組
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んでいこうと考えているのか伺いたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県内に

は13市町村に20の観光ボランティア団体があり

まして、このうち５団体は、外国語を話せるス

タッフが多言語パンフレット等を活用して、外

国人観光客に対応されております。また、県に

おきましては、各団体間の連携を図るため、み

やざき観光コンベンション協会と連携しまし

て、「癒しの国みやざき観光ボランティア協議

会」を組織し、効果的な活動が行われるよう取

り組んでおります。先般開催されました九州観

光ボランティアガイド研修会におきましては、

本県からも８団体、24名の観光ボランティアの

方々に参加をいただき、この協議会を中心に、

外国人観光客への対応等について、事例発表や

意見交換を行ったところでございます。訪日外

国人のおもてなしにつきましては、観光ボラン

ティアの対応が大変重要でございます。今後と

も関係機関と連携し、訪日外国人にも対応でき

る観光ボランティアの育成に努めてまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 訪日外国人のおもてなしに

は、通訳、観光ボランティアのみならず、接客

の向上にも努める必要がございます。宮城県で

は、訪日外国人旅行客への接客法を誰でも無料

で学習できる「東北ございん塾」というウエブ

サイトを昨年９月に開設したと聞いておりま

す。詳細は省きますけれども、おもてなし入門

編、実践編、緊急時・トラブル編、マネジメン

ト編などで構成され、外国人旅行客のもてなし

方を学べる内容となっております。宿泊施設な

どの観光事業者などのスキルアップも重要と感

じているところでございますが、このウエブサ

イトに関する商工観光労働部長の見解を伺いた

いと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 訪日外国

人に対するおもてなしは、御指摘がありました

ように、今後重要な施策であります。県では、

「みやざき東京オリンピック・パラリンピック

おもてなしプロジェクト」の中で、「おもてな

し環境の充実」を掲げまして、官民一体となっ

てさまざまな取り組みを行っております。具体

的には、多言語表記などの受け入れ環境の整備

のほか、観光事業者等のスキルアップとして、

コミュニケーションを図るための語学研修会

や、ムスリム旅行者受け入れのための講習会の

開催などに取り組んでいるところでございま

す。お話のありました「東北ございん塾」は、

訪日外国人に対するおもてなしの向上策とし

て、効果的なものであると感じたところでござ

います。来年度開講を予定しております、本県

観光を担う人材育成塾の中でも参考にさせてい

ただきたいと考えております。

○新見昌安議員 宮崎の魅力の発信の最後にな

りますが、最近、「Ｃｏｄｅ－ＥＸ」という新

しいコードが開発されております。バーコード

やＱＲコードは、目にしない日はないと言って

もいいほど普及しておりますけれども、この

「Ｃｏｄｅ－ＥＸ」は切手大の正方形の記号

で、これを読み取ると文章を音声で取り出せる

というものです。その特色は、大容量、多言語

に対応できる、何より通信を行わずに情報が得

られるということで、セキュリティー上も安全

ということであります。通信環境の悪い田舎の

観光地に数多くの国々から観光客が押し寄せた

ときに、効果を発揮するんじゃないかと思いま

す。オフラインで音声ガイドができる次世代の

「Ｃｏｄｅ－ＥＸ」を、各観光地の案内板など

に導入してはどうかと考えるところであります

平成28年２月26日(金)



- 107 -

が、商工観光労働部長の見解を伺いたいと思い

ます。

○商工観光労働部長（永山英也君） 訪日外国

人の増加に伴いまして、多言語による情報発信

がより重要となっております。これまでお答え

しましたように、Ｗｉ－Ｆｉ等さまざまなこと

を講じているところでございます。お話のあり

ました「Ｃｏｄｅ－ＥＸ」につきましては、印

刷された記号を認識するだけで、オフラインで

多言語の音声を再生できる新たな技術と伺って

おりまして、インターネットが使えない環境の

中で、特に訪日外国人に対して有効な情報発信

の手段となるのではないかと受けとめておりま

す。一方で、本格的な実用化はこれからであ

り、コストや効果、普及状況なども見きわめる

必要もあります。今後、情報収集に努めなが

ら、活用の可能性について検討してまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 おっしゃるとおり、新しいコ

ードなので、今後の展開に期待したいと思いま

すけれども、ぜひとも頭の片隅に入れておって

いただきたいと思います。

次に、18歳選挙権と投票率の向上について

伺っていきたいと思います。

この件につきましては、去年の６月議会で多

角的に取り上げ、その後の議会でも多くの議員

が取り上げたところでございますが、いよいよ

初の実施となる夏の参院選まで残りわずかと

なってきました。その後、県教育委員会におか

れては、各学校に主権者教育推進委員会を設置

され、そのリーダーを対象とした研修会なども

開催されており、評価をいたします。ここで

は、高等学校における国の副教材の活用など、

各学校の主権者教育の最新の取り組み状況につ

いて、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 18歳選挙権年齢引き

下げに伴う国の通知では、具体的かつ実践的な

指導を行うことが重要であるとされており、こ

のことを受け、昨年配付された副教材では、模

擬選挙や話し合い活動など、生徒が活動しなが

ら学ぶ、複数の学習例が示されております。県

教育委員会では、これらの趣旨や内容を踏まえ

た適切な指導が各学校で実施されるように、県

立学校長会等で研修等を丁寧に行ってまいりま

した。また、御質問にもありましたとおり、本

県独自の取り組みとして、各県立学校に主権者

教育の充実を図るための企画・立案を行う「主

権者教育推進委員会」を設置するとともに、

「主権者教育推進リーダー」を任命し、組織的

に主権者教育に取り組むよう通知しているとこ

ろであります。現在、各学校では、来年度に向

けての指導計画を作成しているところでありま

して、具体的には、文部科学省の副教材等も活

用して、ディベート、すなわち生徒同士の討論

など、実際に活動しながら進める学習等を行

い、充実した主権者教育が実施できるよう、指

導計画の検討を行っているところでございま

す。

○新見昌安議員 少々気になるのが、初めての

投票が卒業後となってしまう現在の高校３年生

を対象にした主権者教育はどのように行われて

いるのかということであります。この夏まで意

識を継続してもらわなければならないわけであ

りますけれども、この点も同じく教育長に伺い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） ことしの春に卒業す

る高校３年生に対しましては、公民科の授業に

おいて議会制民主主義の意義などの基本的な理

解を深めさせるとともに、総合的な学習の時間

などにおいて現代社会の抱える課題を考えさせ
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たり、生徒会、部活動等の話し合い活動などの

実体験を通して自治能力や自主性を育成したり

する指導などを行ってきているところでありま

す。さらに、今回の選挙権年齢引き下げに伴

い、各学校では、生徒がどの政党を選び、どの

候補者に投票するのか、情報等をきちんと自分

で判断し、投票できる力を身につけさせるため

の具体的な指導を丁寧に行ってまいりました。

例えば、学校によっては模擬投票を実施して、

ただ投票させるだけではなく、事前学習で選挙

公報を作成し、立候補者の公約について討論を

行わせております。これらの指導を通して今春

の卒業生が主権者としての意識を高め、まず

は、実際の選挙で投票してくれることを期待い

たしているところであります。

○新見昌安議員 午前中の代表質問でも出てい

ましたが、投票に行かない親の子供が、みずか

ら投票所に足を運ぶのはかなり困難を伴うので

はないかと考えるところでありますけれども、

親も投票に行くようにしむけることができるよ

うに意識を継続してもらいたいと、私も期待を

しております。

ところで、夏の参院選を目前に控え、他県で

は大学や高校に期日前投票所を設置する動きが

ございます。例えば、お隣熊本県では、大津町

という町にある２つの県立高校に期日前投票所

を設置することが決まったと、１月上旬のＮＨ

Ｋニュースで配信されていたところでありま

す。そこで伺いますけれども、県内の状況はど

うなのか。また、県の選挙管理委員会として、

市町村選挙管理委員会に設置の働きかけをして

はどうかと考えますが、これについては選挙管

理委員長に伺いたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 高校への期

日前投票所につきましては、今のところ県内市

町村では設置に向けた動きはありませんが、大

学への期日前投票所につきましては、夏の参議

院議員通常選挙から、宮崎市が宮崎公立大学

に、都城市が南九州大学都城キャンパスにそれ

ぞれ設置予定であり、延岡市でも検討が進めら

れていると伺っております。期日前投票所の新

たな設置に関しましては、二重投票を防ぐため

の専用回線の設置等の技術的な課題に加え、人

員配置等の課題もありますことから、県選挙管

理委員会といたしましては、他県での先進事例

や国の動きを情報収集し、市町村選挙管理委員

会へ必要な助言等を行ってまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次は、県立高校生の学力向上についてであり

ますけれども、本日は課外授業に特化して、教

育長に何点か伺ってまいります。

きのう、きょうと国公立大学の入学試験が行

われました。来月になると、各地の試験の合格

者発表会場の様子がニュースなどで流れますけ

れども、新しい生活に胸躍らせる子、捲土重来

を期す子、それぞれに頑張ってと願うばかりで

あります。ところで、先般、宮崎市内のある県

立普通科高校の生徒と懇談する機会がございま

した。その際、課外授業に話が及んだわけです

けれども、彼らの中では一様に、課外に対する

評価は低いものでありました。断っておきます

けれども、彼らは決して劣等生ではなく、優秀

な子供たちでございました。いわく、「ただ眠

いだけだ」「効果がない」「塾に行きたいけ

ど、課外が忙しくて行けない」「朝早く親を起

こすのが申しわけなくて、自分で弁当をつくっ

てくる子もいる」等々ございました。本県の県

立普通科高校の生徒たちが疲労こんぱい、疲弊
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しかかっているという状況がうかがえたところ

でございます。そこで、県立普通科高校で課外

授業が行われるようになった背景とその意義に

ついて、初めに確認しておきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちの大学進学

と進路希望を実現するためには、全国に通用す

るような高い学力が求められておりまして、そ

のためには、ドリルを強化したり、あるいは実

際の大学入試問題と格闘させる演習などの取り

組みも必要であります。そこで、生徒の進路希

望の実現に必要な学力を身につけさせるため

に、通常の授業ではなかなかそこまで到達でき

ないというようなことがあって、朝や夕方の時

間を利用した課外授業が、保護者の要請を受

け、本県では実施されてきております。

課外授業の意義についてですが、生徒の実態

をよく知っている教職員が講師であることや、

通常の授業と課外授業に深い関連を持たせ、学

力の確実な定着を図ることができることなどの

点で、子供たちの進路実現に向けて意義がある

ことと考えております。また、保護者の経済的

な負担軽減にもつながる面もあると考えており

ます。

○新見昌安議員 次に、県立普通科高校におけ

る課外授業の主催者、先生に支払われる報酬の

考え方、あわせて課外授業実施の最終判断者は

誰になるのか、この点も確認しておきたいと思

います。

○教育長（飛田 洋君） 本県で課外授業を

行っている全ての学校では、保護者の要請を受

け、ＰＴＡが主催者となって課外授業を実施い

たしております。具体的には、ＰＴＡ総会等で

協議がなされ、課外授業の実施や教職員に支払

う報酬の単価について決定した上で、保護者の

代表であるＰＴＡ会長等が、校長に課外授業の

実施を依頼しております。依頼を受けた校長

は、効果的な課外授業のあり方について教職員

と協議し、実施形態等の検討を行い、最終的に

校長が課外授業の実施について判断し、実施い

たしております。なお、実施に当たりまして

は、課外授業はＰＴＡが主催でありますので、

正規業務以外に教職員が従事するための兼職・

兼業の申請など、法に基づいて必要な手続もな

されております。

○新見昌安議員 次に、県立普通科高校の課外

授業は生徒の現状を踏まえたものになっている

のか、伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 課外授業は、従前

は、学級を単位として行う一斉授業形式で、全

員参加を原則とする学校がほとんどでありまし

たが、現在は、各学校において、生徒及び学年

の実態に応じて課外授業の形態を工夫している

例がほとんどでございます。例えば、１、２年

の課外授業では、基礎学力の養成を重視して、

通常の授業で学んだ内容を定着させるために、

問題演習を繰り返し行うなどの対応をいたして

おります。また、３年生では、進路希望によっ

てそれぞれの生徒が受講する教科・科目を変え

たり、課外授業に参加するかどうかを生徒に判

断させたり、志望大学等の入試問題の傾向等に

応じて教材のレベルを変えたりするなどの対応

を行っております。各生徒の進路希望の実現に

向けては、通常の授業で学力をしっかり身につ

けさせるということが、あくまでも一番大事な

ことではありますけれども、課外授業によって

生徒の学ぶ意欲が高まり、できれば生徒が、

「課外授業は大変ですが、先生、頑張ります」

と納得感を持って言ってくれるよう、その改善

について、今後とも各学校を指導してまいりた

いと考えております。
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○新見昌安議員 この質問の最後になります

が、県立普通科高校における課外授業に対し

て、教育長はどのような認識を持っておられる

のか伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 高校入学後に進路希

望調査をいたしますが、子供たちがいろんな夢

を持ちながら高い志を持っていることがわかり

ます。担当する教職員は、何とかして生徒の進

路希望をかなえたいと思うものであります。し

かしながら、大学等の進学については全国相手

の競争となります。県内相手ということではあ

りません。希望する進路目標を達成するために

は、入学時の学力から各生徒の学力をかなり高

いレベルまで伸ばす必要があります。言うなら

高いハードルを越える力を培う必要がございま

す。教職員は、生徒の夢をかなえたい、保護者

の願いに応えたい、そういう思いで、通常の授

業はもとより、課外授業にも取り組んでくれて

いるものと考えております。教職員に負担をか

けているとは思いますが、課外授業も大切な指

導の一つであると認識をいたしております。

○新見昌安議員 以上、何点か伺ってまいりま

したが、現行の課外授業が、保護者の要請を受

けＰＴＡが主催者となって実施する、ＰＴＡ会

長が校長にその実施を依頼するという形をとっ

ている以上、そのあり方を変更するのは、学校

側ではなくＰＴＡ側の責任で行わなければなら

ないということであります。課外授業の具体的

な内容は、ＰＴＡ総会で協議し決定されるとい

うことになっておりますけれども、意見や要望

はその場では言えず、示されたものにただ同意

するだけというのが現実ではないでしょうか。

また、強制ではないというものの、仕方なく受

けている、あるいは嫌々受けている生徒がいる

反面、課外授業は性に合っている、また、課外

授業がなくなったら絶対困るという生徒がいる

のも事実であります。要は、今、学力向上のた

めにさまざまな選択肢がございます。そういっ

た時代であります。学校側もＰＴＡ側と一体と

なって、課外授業のあり方を再考する時期に来

ているのではないかと考えるところでありま

す。この問題については、今後、機会を見つけ

て取り上げてみたいと思います。

次に、奨学金の返還について、引き続き教育

長に伺ってまいります。

教育委員会の来年度予算案に、「宮崎県育英

資金返還促進・回収強化事業」という新規事業

が提案されております。この事業の目指すも

の、及びどのような効果を期待するのか伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 当初予算に計上して

おります「宮崎県育英資金返還促進・回収強化

事業」につきましては、返還金の滞納額を減ら

すことや、返還意識の向上を目指す目的でお願

いするものであります。具体的には、これまで

実施いたしておりました長期滞納者に対する法

的措置を、今後も継続して行うこととしており

ます。また、返還者の中にはさまざまな事情を

抱える方もおられますことから、そのうち法的

な観点からの助言を必要とするケースにつきま

して、今回新たに、高い専門性を有する職であ

る弁護士に返還金回収業務を委託することとし

ております。これらの取り組みを実施すること

により、滞納の長期化が懸念されるような返還

者からも返還金の回収ができるものと考えてお

ります。

○新見昌安議員 今の答弁の中に、「返還者の

中にはさまざまな事情を抱えている方もおられ

ますことから」とありました。経済的な理由等

によって、返したくても返せない方に対する配
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慮も重要になってくると考えますが、どのよう

に対応されているのか伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 育英資金貸与制度

は、返還金を次の貸し付けのための原資とし

て、新たな貸与をする仕組みとなっておりま

す。制度を安定的に維持していくためには、返

還金をきちんと納めていただくことが大切であ

りますが、特別な事情がある方には配慮いたし

ているところであります。返還が困難な方につ

いてでありますが、例えば、病気で仕事につけ

ない方、転職して収入が少なくなった方などが

おられます。本人から返還が困難であると申し

出があった場合は当然のことでありますが、職

員が電話や訪問して面会時に聞き取った場合に

おいて、返還が困難であると認められる場合な

どにおいては、「返還の猶予申請の手続をされ

ませんか」という促しをするなど、きめ細やか

な対応をいたしているところであります。

○新見昌安議員 返せるのに返さない、こう

いった不逞のやからには毅然とした対応で当た

るべきで、全面的に賛同いたしますが、一方で

優しさを持ち合わせた対応も、どうかよろしく

お願いをしておきたいと思います。

ところで、県外に若者の流出が続いている

中、県内産業界においては、人材不足の状況に

あると聞いております。このままでは宮崎県産

業の空洞化が進むばかりであり、県内の産業振

興を図るためにも、若者人材の確保・定着に真

剣に取り組むことが重要であると考えます。そ

こで、奨学金を返済している優秀な若者に対

し、地元就職を条件に何らかの支援をすること

で、産業人材の確保・定着にも資するのではな

いかと考えます。これについては知事の見解を

伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 奨学金につきまして

は、意欲と能力のある学生が安心して学ぶこと

ができる重要な制度でありまして、既にいろい

ろな制度があるわけでありますが、国において

は、有利子から無利子へという流れを加速する

ための事業の拡充に取り組むとともに、奨学金

返還を支援した場合の財政措置も新たに示して

いるところであります。県としましても今後、

若者人口の減少が見込まれる中、御提案があり

ました、奨学金を返済している優秀な若者に対

する支援につきましては、将来の産業を担う人

材の確保・定着に資する一つの手段であると考

えております。このため、今後、産業界等の御

意見を十分に踏まえながら、若者の県内への定

着につながるその他の取り組みとあわせまし

て、奨学金返還支援制度の必要性も含めて検討

していきたいと考えております。

○新見昌安議員 これは大いに検討する価値あ

りでございます。よろしくお願いをしておきま

す。

次に、警察行政についてでありますが、この

後の「過去の質問のその後について」の中で

伺っていく項目もありますので、ここでは１点

に絞って伺いたいと思います。

信号機についてであります。先般、ある地域

の方から信号機設置の要望を受け、久々に県警

の交通規制の担当者と協議をしたところであり

ました。その際、昨年末に警察庁が定めた「信

号機設置の指針」というものを示されて、その

規定にのっとれば、相談箇所への信号機設置は

厳しいと感じたところでありました。宮崎県警

察におかれましては、これまでも一定の基準に

のっとって設置の可否を決定してこられたと思

いますけれども、今般示された指針について、

その経緯を確認しておきたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 「信号機設置の
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指針」は、道路交通法に基づき、公安委員会が

信号機を設置する場合の方針や条件、考え方等

の一般的事項について、警察庁が策定し、平

成16年８月に都道府県警察に示したものであり

ます。その後、平成25年12月に、これまで信号

機を設置する条件として示されていた、交通事

故の発生状況や道路形状等に加え、交通量や隣

接する信号機との距離などの具体的な数値、信

号機撤去の考え方を盛り込んだ指針が策定さ

れ、２年の試行期間を経て、昨年12月に新たな

指針として策定されたという経緯がございま

す。県警では、この新たな指針に沿って、今後

も交通事故の発生状況や交通量、通学路の有無

等を総合的に判断し、真に効果的かつ必要性の

高い場所へ信号機の設置を進めてまいります。

○新見昌安議員 よろしくお願いをしておきま

す。

先週、東京都町田市で、小学１年の男の子が

通学途中、母親の目の前でダンプにひかれて亡

くなるという、大変痛ましい事故が発生しまし

た。青信号を渡っていたにもかかわらず、この

ような事故が発生してしまったことは、痛恨の

きわみであります。こうした事故を防止するた

めに、車と歩行者の通行時間帯を完全に分ける

歩車分離式信号の導入の重要性が再認識された

と感じます。本県の当該信号機の整備率は、平

成22年度末で0.56％、これは全国で最下位であ

りましたけれども、平成23年４月に警察庁が掲

げた整備目標値の達成を目指して、今日まで取

り組んでこられたと思っております。本県にお

ける歩車分離式信号機の整備状況と今後の整備

方針について伺いたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 歩車分離式信号

機につきましては、現在、県内73カ所の交差点

に設置をしております。全信号機に占める割合

につきましては、整備を推進した結果、平成26

年度末で3.0％になり、警察庁が示した目標値で
※

ある３％を達成したところであります。県警で

は、今後も交差点における歩行者の安全を確保

するため、歩行者、自動車ともに交通量が多

く、歩行者が被害に遭う危険性の高い交差点を

中心に、歩車分離式信号機の整備を進めてまい

ります。

○新見昌安議員 この歩車分離式信号機につい

ては、「渋滞がひどくなる」とか「渋滞を避け

て脇道に入ってくる車がふえて、かえって危な

い」、こういった声もありますけれども、先ほ

ど答弁にありましたように、まずは歩行者の安

全確保を最優先に取り組んでいっていただきた

いと思います。

最後になりますけれども、過去の質問のその

後について、まず、福祉保健部長に伺っていき

たいと思います。

動物愛護センター共同設置事業についてであ

ります。平成29年度の運用開始を目指し、この

事業もいよいよ３年目に入ります。ちょうど１

年前の２月議会の質問を踏まえて、確認をして

おきたいと思います。平成27年度は設計段階で

ありましたが、県民が望む施設にするために、

県民からの意見を聞くことが大事だということ

で、お願いをいたしました。動物愛護センター

の設計等に当たり、県民から聴取した意見には

どのようなものがあり、それをどう反映させた

のか伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 動物愛護セン

ターの整備に際しましては、県民の皆さんの幅

広い意見を反映させるために、獣医師会や宮崎

大学などの有識者から成ります宮崎県動物愛護

推進協議会を初め、市町村担当者会議、建設地

周辺の住民説明会、さらには動物愛護団体との

※ 113ページに訂正発言あり
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意見交換会などにおいて、さまざまな御意見を

伺ったところでございます。今回の設計等に当

たりましては、県民が気軽に猫と触れ合えるよ

うにとの意見を踏まえての「猫展示室」や、ボ

ランティア同士の情報交換を行える場が欲しい

との要望を受けての「ボランティア室」を設置

しますほか、災害時の被災動物対策を講じるべ

きとの専門家の意見を踏まえまして、動物の一

時収容と物品の備蓄機能を備えるなど、可能な

限り意見の反映に努めたところでございます。

○新見昌安議員 県民からのいろんな御意見に

つきましては、しっかり対応されたということ

で、大変ありがとうございます。

この動物愛護センター開設後は、多くのボラ

ンティアの方々の存在が必要になってまいりま

す。そういったボランティアの方々の確保、意

識の向上、研修など、今年度行った取り組み、

及び開設までにこういったボランティアの方々

をどのように育成していくのかについても伺っ

ておきたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県ではこれま

で、動物愛護センターの設置を契機としまし

て、ボランティアによる愛護活動のあり方など

について、関係職員によるワーキンググループ

などにより協議を重ねてきたところでございま

す。そうした中で、今年度からの取り組みとい

たしましては、離乳前の子犬・子猫を一定期間

ボランティアの方に預かっていただき、譲渡に

つなげていくミルクボランティア事業を試行的

に実施しておりまして、今後、この活動で得ら

れた知識や経験をもとに、さらにボランティア

の輪を広げていきたいと考えております。ま

た、センター開設後に実施いたします動物の譲

渡会や犬のしつけ方教室などの事業において

も、どのようにボランティアが参画できるかな

どにつきまして、引き続き検討を進めていくこ

とにしております。

○新見昌安議員 よろしくお願いをしておきま

す。

もう一点伺いたいと思います。地域で野良猫

を適正に管理しながら殺処分を減らす取り組み

として、地域猫活動があります。これは、地域

住民を中心に取り組む活動というふうに認識を

しているところでございますが、これも大変重

要な取り組みであると考えます。地域猫活動に

おける本県の現状、また今後の取り組みについ

て伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域猫対策

は、不要な繁殖を防止して、地域の環境保全に

資する重要な取り組みであると考えておりま

す。このため今年度から、県内２カ所をモデル

地区として選定しまして、地元住民、自治体、

獣医師会及びボランティアと連携しながら、猫

の不妊去勢手術や周辺環境の美化活動を行うな

どの事業を展開しているところでございます。

今後は、こうしたモデル地区での成果を踏まえ

ながら、地域猫対策を県内全域に広げていきた

いと考えております。

○新見昌安議員 この点もよろしくお願いをし

ておきます。

次に、警察本部が今年度から取り組まれてい

る「特殊詐欺被害防止コールセンター事業」に

ついて、警察本部長に伺いたいと思います。事

業期間３カ年の初年度でありました。今年度の

実績及び今後の課題等について伺いたいと思い

ます。

○警察本部長（野口 泰君） まず、先ほどの

質問の歩車分離式信号機の件でございますが、

全信号機に占める平成26年度末の数字を、

私、3.0％と申し上げましたが、3.03％の間違い
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でございました。おわびして訂正させていただ

きます。

特殊詐欺被害防止コールセンターにつきまし

ては、昨年７月に事業を開始し、本年１月まで

に県内約４万6,700世帯に架電し、うち約２

万4,000世帯への注意喚起を完了しており、今年

度中に３万件に達する見込みであります。県民

の反応としましては、約78％の方がオペレータ

ーの話に耳を傾けられ、大半の方が感謝をして

おられます。平成27年度中の被害額は約１

億6,500万円で、一昨年から半減しており、コー

ルセンターによる注意喚起も、被害減少に一定

の効果があったものと思われます。ただし、現

在も被害は日々発生しており、多くの被害者が

「自分がだまされるとは思わなかった」と話し

ている実態からも、特殊詐欺に対する免疫力を

さらに高めることが必要でありますので、コー

ルセンターと緊密な連携を維持し、被害実態に

即した注意喚起と具体的な被害防止対策を紹介

して、被害の防止を図ってまいります。

○新見昌安議員 特殊詐欺被害防止にはさまざ

ま取り組んでおられまして、それぞれ効果を上

げているというふうに認識をしておりますが、

福岡県では、固定電話に取りつける被害防止機

器を1,300台以上無償貸与するといったことに取

り組んでおり、これもかなりの抑止効果がある

と聞いております。ただいまのコールセンター

事業を初め、特殊詐欺撃退機器の活用など、今

後の特殊詐欺被害防止に向けた見解を、同じく

警察本部長に伺いたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 特殊詐欺の犯人

グループは、ほとんどの場合、被害家庭の固定

電話に電話してきますことから、その電話を遮

断することが、被害の防止に直結することにな

ります。犯人の電話を撃退する機器として、本

県警察では、平成26年９月に自動録音警告機

を50台整備し、被害を受ける可能性のある高齢

者方に貸し出しているほか、防犯講話などの機

会に自動録音警告機の機能を紹介して購入を勧

めているところであります。また、被害現金が

犯人の手に渡らない方策として、金融機関や宅

配物取扱事業者による声かけを強力に推進して

いただいているほか、企業、団体、マスメディ

アの協力をいただいて、被害防止の広報啓発を

行っております。しかし、いまだに被害が続発

している厳しい状況にあり、誰でも被害に遭う

可能性がありますことから、県民の皆様の特殊

詐欺に対する免役力が高まりますよう、被害の

実態に対応した取り組みを今後とも積極的に推

進して、被害防止につなげてまいります。

○新見昌安議員 ありがとうございました。

以上、さまざま確認もしながら質問をしてき

たところでございますけれども、昨年９月に策

定された「宮崎県まち・ひと・しごと創生総合

戦略」に基づいて、宮崎の魅力を最大限に引き

出し、またアピールもしながら、地方創生に向

けて大きく加速させなければならない新年度と

なってくると思います。それぞれの施策に積極

果敢に取り組まれることを強く要望し、以上で

全ての質問を終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

○星原 透議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、29日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時16分散会
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