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◎ 一般質問

○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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、二

見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。一般質問２日目の先鋒を務めさせて

いただきます、自民党会派の二見でございま

す。よろしくお願いいたします。

ギリシア語で「エルゴン」という言葉があり

ます。これは「仕事」を意味するのだそうで

す。それに前置詞の「エン」をつけると「エン

エルゴン」、意味は「物体内部に蓄えられた、

仕事をする能力」という意味になるそうです。

「エンエルゴン」、つまり、これは「エネルギ

ー」の語源となったギリシア語ですが、エネル

ギーという概念は「仕事」という概念と深いか

かわりがあるということです。ガリレオ・ガリ

レイは、くぎの頭に重い物を載せても、くぎは

木の中にめり込んでいかないのに、それよりも

軽い金づちで振って打つだけで、くぎが木材の

中に入っていくということを一つの問題として

取り上げ、運動する物体には何らかの「固有」

の力があると考えたそうです。

エネルギーには、運動エネルギー、位置エネ

ルギー、熱エネルギー、化学エネルギー、電気

エネルギー、光エネルギー、原子力エネルギー

などがあります。また、エネルギーという言葉

は、「エネルギー資源」を指すこともありま

す。産業・運輸・消費活動などに必要な動力源

のことをエネルギー資源といいます。18世紀ま

では、まき、炭、鯨油などが主要であったので

すが、19世紀の産業革命のころからは、石炭・

水力・石油がそれにかわって用いられるように

なり、20世紀には核燃料が生まれたという歴史

があります。

そのエネルギーの中でも、最も便利で発展し

てきたのが電気エネルギーではないでしょう

か。交通機関の動源力、空気調和、照明、商用

電源は、現代産業社会の根幹となり、電気通

信、コンピューターなど広く普及し、ほとんど

無制限の用途がございます。この便利な電気で

すが、ためておくことができない、蓄電という

ものが非常に難しいという課題を抱えておりま

す。しかしながら、その課題もそう遠くない時

代に克服しているかもしれません。

昨年７月に経済産業省がまとめました「長期

エネルギー需給見通し」において、エネルギー

政策の要諦を、安全性、安定供給、経済効率

性、環境への適合という４つの柱にまとめ、今

後、エネルギー需要及び１次エネルギー供給構

造を2030年までに、電力需要では省エネに取り

組んで13％程度カット、供給では再生エネルギ

ーと原子力で自給率を24％程度に持っていくと

いう方針を出しました。2030年度以降を見据え

て、革新的な蓄電池、水素社会の実現に向けた

技術、次世代型再生可能エネルギー、二酸化炭

素の回収貯留及び利用に関する技術開発・利用

促進などに取り組むこととしております。

そこでまず、知事に伺いますが、エネルギー

政策は基本的には国が取り組むべき事項であり

ますけれども、自然豊かな本県として、再生可

能エネルギーの研究開発は、本県独自の取り組

みとしても必要ではないかと思いますし、力を

入れていくべきだとも思います。また、これは

地域産業の育成にも重要な鍵を握っていると思

いますが、県として、今後、エネルギーの確保

平成28年６月10日(金)
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にどのように取り組んでいくのか、知事に質問

いたします。

以下は質問者席より行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

エネルギーは、国民生活や産業を支えており

ます極めて重要な基盤でありまして、その確保

に当たりましては、国家的かつ専門的な見地か

ら、国において総合的に検討される必要があり

ます。昨年７月には、2030年を見据えた「長期

エネルギーの需給見通し」が決定されていると

ころであります。このような国の見通しを踏ま

え、本県としましては、本県が誇る豊かな地域

資源であります太陽光、小水力、風力などの再

生可能エネルギーの導入拡大を図っているとこ

ろであります。また、これらのエネルギーに

は、発電を安定させるための蓄電技術の確立な

ど、克服すべき課題も残されているところであ

ります。

その一方で、御指摘がありましたように、電

気を水素に転換することにより、エネルギーを

長期間保存し、安定的に供給する燃料電池が近

年注目されてきております。県といたしまして

も、こうした蓄電システムや水素の利活用につ

いて研究してまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○二見康之議員 先月、常任委員会の県内調査

で宮崎大学を訪問してまいりました。太陽光、

太陽熱という再生可能エネルギーに関する研究

開発についての調査でございます。

私がちょうど４年前にここに来たときにも、

開発事業団からの支援もあったビームダウン式

太陽集光装置―高密度に集光され、光を集め

て太陽光を熱に転換し高温を得るという研究で

すが―では、太陽炉で太陽電池の原料となる

金属シリコン製造の研究、または太陽熱による

水素製造に関する新潟大学との共同研究を行っ

ているということで。また、先日、私、テレビ

でも拝見したんですけれども、集光型太陽光発

電システムでは、アクリルレンズで光を集め、

小さな太陽電池に照射することで低コスト化が

実現可能、いわゆる太陽電池が大きいものじゃ

なくて小さくて済むということで低コスト化が

図られる、また、それを太陽に向かって最適角

度で光を受けられるような追尾システムも導入

しているということで、さらに効率がよくなる

ということだったんですが。そこには、さらに

国内の集光型太陽光発電システムメーカーが全

部そろっている、また、それは世界で最も薄く

最も軽いという、トップレベルの技術を誇るも

のがございました。

国のほうも、水素利用の飛躍的拡大、水素発

電の本格的導入、大規模な水素供給システムの

確立、またＣＯ２フリー水素供給システムを確立

していくというふうに動いていくということ

だったのですが、これらの技術等が県内の地元

に根づいていくことができれば、今までにない

新しい産業が育つということでもありますし、

特に本県は製造業が弱いということでもありま

すので、こういうエネルギーが宮崎でできると

なれば、これを地域外に売り込みができる、い

わゆる外貨を稼ぐ大事な分野にもなってくると

思いますし、こういうチャンスを今つかまなけ

ればならないと思います。この水素分野に取り

組んでいる宮崎大学の研究、また、今後、こう

いう水素分野に取り組もうとする地元企業等に

対して、どのように支援を行っていくのか、広

報とかもあるわけでしょうけれども、総合政策

部長に伺います。

平成28年６月10日(金)
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○総合政策部長（永山英也君） 水素・燃料電

池関連市場は、2050年に８兆円程度に拡大する

ことが見込まれております。国も、「水素・燃

料電池戦略ロードマップ」を策定いたしており

ますが、実現の過程では、水素製造の技術や貯

蔵・配送といった新たな仕組みが構築される必

要があります。このような中、本県におきまし

ても、御質問にありましたように、宮崎大学が

太陽熱や太陽光を利用して水素を製造する研究

に取り組んでおります。将来、県内の研究機関

や企業がこの分野に参入する可能性も期待され

ますことから、今年度、大学や県内企業、経済

団体等をメンバーとします研究会を設置したと

ころであります。この研究会を通しまして、ま

ずは、県民や県内企業に水素社会のイメージを

わかりやすく示しますとともに、産学官連携の

あり方や県内企業の参入可能性などについて検

討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 ありがとうございます。今進

み出した研究開発ですけれども、早くから着手

することも大事でしょうし、こういった分野に

投資するというのは非常にリスクもあることだ

と思うんです。よくハイリスク・ハイリターン

という考え方もあるように、ある程度、勇気を

持って果敢に取り組んでいかなければ、そうい

う成功はおさめることができないのかなと考え

ますと、行政側も、できるだけ失敗といいます

か、そういったものを防ぐ観点もあるでしょう

が、ある意味、勇気を持って取り組んでいかな

ければならない部分だと思います。特に資源に

も乏しい日本という国の中では、資源・エネル

ギーをどう確保していくか、ここは本当に重要

なポイントとなりますので、ぜひよろしくお願

い申し上げます。

次に、観光についてお伺いしたいと思いま

す。さきの熊本大地震におかれましては、被災

された方々、お亡くなりになられた方々に対し

ては、お悔やみ、また御冥福をお祈り申し上げ

るところでございます。

私も何度か、現地にボランティア活動に入ら

せていただきました。自分一人の力で何ができ

るかということでは、小さいことかもしれませ

んけれども、できることを何かしてみたいとい

うことで入ったわけなんですが、被災された方

々は、本当に気持ちが沈んでおられるんです

ね。でも、何度か行って、いろんな倉庫の片づ

けとか、瓦れき処理とかをしたりすると、帰る

ときには、そこの方に笑顔になってもらえたと

いうのがありまして、自分としては行ってよ

かったなと思います。また、いろんな人、多く

の人がそういう気持ちで現地のほうに温かい手

を差し伸べていただくことができれば、本当に

たくさんの笑顔が生まれてくるんじゃないかな

と思います。一日も早い復興・再生を願うとこ

ろであります。

また、観光についてなんですけれども、現地

の熊本の友人とかに話を聞きますと、「阿蘇方

面は、ちょっと自分たちはまだわからないか

ら、あんまり勧めないんだよね。でも、人吉と

か天草のほうは全くそういう被害がないから、

ぜひそちらのほうに来てほしい」というような

声もありました。

本県の観光については、さきの勉強会のとこ

ろでも御報告いただいたんですが、地震以降の

宿泊キャンセルが６万件以上にも上ったりと

か、ゴールデンウイーク中の影響も大きなもの

があったと伺っております。それに対しまし

て、さきの臨時議会においても補正予算を通し

ましたし、今議会にも観光支援交付金事業の予

算も上程されているということです。観光客誘
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致にしっかり取り組むということも大事だと思

うんですが、観光プラン、特に県北周辺では、

熊本・阿蘇を含め、大分、福岡などを周遊する

旅行商品が多いと伺っておりました。この地震

によって、旅行関係者の警戒感も高まっている

とも聞いております。まず、この熊本地震に

よって、県内における旅行プラン、旅行の行程

にどのような影響があったのか、商工観光労働

部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 周遊型の

旅行プランにつきましては、熊本地震の発生以

降、お話がありましたように、被災地域の阿蘇

等を経由するものだけではなくて、九州全般で

旅行を控える動きが強く、催行が中止された旅

行商品も多いと伺っております。その結果、団

体客の受け入れの多い観光施設あるいは宿泊施

設等におきましては、その影響が強く出てお

り、中でも阿蘇からの周遊ルートが定番化して

いる高千穂地域につきましては、影響が今後、

長期化していくのではないかと大変懸念してい

るところでございます。

○二見康之議員 今までずっと定番になってき

たルートというのは、一番効率もよく、また景

観とか見晴らしもいいとか、いろんなメリット

があったと思うんですね。そこに影響が出てい

るということは、今後の対策というものも必要

なんだと思います。今、そういった影響を受け

たというようなお話でしたけれども、では、県

としてどのように対応していくのか、同じく商

工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 熊本地震

の影響への対応につきましては、５月臨時県議

会で議決いただきました「宮崎観光誘客対策事

業」により、各旅行会社に対し、高千穂と大分

の観光地などを組み入れた新たな周遊ルートの

提案や、商品造成の支援等を実施しているとこ

ろでありまして、既に一部の商品では販売が開

始されております。また、今回、補正予算でお

願いしております「九州観光支援交付金事業」

の中で、周遊型旅行商品プランへの割引支援

や、九州観光推進機構等と連携しながら、周遊

観光を促進する観光プロモーションを実施する

ことで、新たな周遊ルートの商品造成等に対応

し、県内への誘客促進を図ってまいりたいと考

えております。

○二見康之議員 では、よろしくお願いしま

す。

次に移ります。昨年４月から「子ども・子育

て支援新制度」に移行しました。県内の幼稚

園、保育園から認定こども園へ移行していった

施設が多数あると思います。新制度に移行する

に当たりまして、各地域で子ども・子育て会議

を開かれ、それぞれの地域の実情に合った子供

福祉サービスの提供のための調査・研究、また

議論をしれてこられたことと思います。その

間、私の地元の都城市でも、各施設のほうから

いろんなお話を伺うに当たって、特に保育士の

人材不足という声を聞いてまいりました。園の

中では10人単位で足りないとか、そういったこ

ともあったんですけれども。

この全国的な問題でもある人材不足につい

て、これまでもいろいろ議論がありました。本

県としましても、各種施策に取り組んでいるこ

とと思います。しかし、昨年の制度改正という

のは大きな転換期でもありました。例年以上に

人材不足という問題が拡大するのではないかと

いうことも想定されていたと思います。まず

は、その実態を考える上でお聞きしますが、昨

年４月の新制度へ移行するのに伴って、保育所

・幼稚園等から認定こども園へ移行していった
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施設数など県内の状況について、福祉保健部長

に伺います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 新制度が施行

された平成27年度以降、保育所・幼稚園等から

認定こども園への移行は85園となっており、そ

の内訳は、保育所からが66園、幼稚園からが17

園、その他からが２園となっております。この

結果、本年４月１日現在の各施設の内訳は、保

育所が321園、幼稚園が69園、認定こども園

が127園となっております。

○二見康之議員 幼稚園から17園移行されたと

いうことなんですが、幼稚園というのは満３歳

児以上を見る施設がほとんどで、要するに、ゼ

ロ歳、１歳、２歳は、今まで扱っていなかった

ところがほとんどだと思います。それがこども

園に移行したことによって、何歳から対応して

いるかというのはまた別なんでしょうけれど

も、ゼロ歳児３名に対して保育士が１人必要だ

と、１歳児、２歳児は６名に対して保育士が１

人というような割合で置かなければならないと

なっています。３歳児には20名に１人となって

いるわけなんですが、４歳、５歳児の30名に対

して１人というニーズに対しては、ゼロ歳、１

歳、２歳というところが拡大されると、保育所

の需要というのは上昇割合が大きいものがある

と思うんですね。影響も大きいものだと思いま

す。

今回、移行が進んでいったことによって、保

育士資格の保有者の必要性が上がったわけなん

ですが、県では、保育士の需給状況をどのよう

に把握してこられたのか、どのように認識して

いらっしゃるのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 県では、昨年

３月に策定いたしました、お話にありました

「みやざき子ども・子育て応援プラン」におき

まして、県内の教育・保育施設等に従事する保

育教諭、保育士、幼稚園教諭の需給状況の推計

を行っております。この推計の中では、平成31

年度までの計画期間におきまして、国の定める

最低基準の確保については可能であるとしてお

りますが、教育・保育の質の向上等の観点を踏

まえまして、現在と同じ水準で職員を配置した

場合は、保育教諭及び保育士がそれぞれ一定期

間不足することが見込まれております。特に、

議員御指摘の都城北諸県地域が厳しい地域かな

と推測しております。

また、昨年４月にスタートした「子ども・子

育て支援新制度」により、保育人材に対するニ

ーズが高まっているところであります。本県に

おける保育士の有効求人倍率も上昇傾向を示し

ておりますことから、保育士の確保が困難な状

況になっていると考えております。

○二見康之議員 では、そのような保育士の有

効求人の上昇傾向を把握していらっしゃると、

また、資格者確保が困難な状況になっていると

いうようなことであったんですが、保育士の確

保を図るために、県としてどのようにこれまで

取り組み、また、今後の新たな取り組みについ

てどのようにされていくのか、同じく福祉保健

部長に伺います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 県ではこれま

で、国の補助制度を活用した処遇改善あるいは

保育士のスキルアップのための研修の充実に取

り組むなど、保育士の就業継続等の支援に努め

てきたところであります。さらに、今年度から

は、保育士修学資金等の貸し付けや、潜在保育

士の再就職支援あるいは研修等を行う保育士支

援センターの運営に取り組むほか、保育士の補

助などを行う子育て支援員を養成いたしまし

て、保育の担い手の裾野を広げていくこととし
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ております。県といたしましては、今後とも、

国の動向等を踏まえ、また、先ほど申し上げま

した地域を初めとする市町村や関係機関と十分

連携を図りながら、保育人材の確保に向け、各

種の施策に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○二見康之議員 本県の去年つくられた「みや

ざき子ども・子育て応援プラン」を私もちょっ

と拝見させていただきまして、本県の職員の配

置水準のところを見てみますと、平成27年、28

年では、保育士の供給が足りないというような

結果が出ていたと思います。また、新しい資格

者、保育教諭は、29年、30年まで足りないとい

うような想定でありました。この需給状況につ

いて、プランの中では、「保育教諭は平成30年

度、保育士は平成28年度まで、その確保につい

て努める必要がある」とされております。であ

るならば、なおさら昨年、一昨年の制度の転換

期には、大きな節目でもあったわけですから、

本県としては、これまで以上の、特にポイント

を絞った対応をしなければならなかったのでは

ないかなと思うわけです。

また、県のプランというのは県内全体として

の推計であって、地域によってはばらつきがあ

るんだとも思うわけですね。市町村ごとの教育

と保育の需給状況というところを見てみました

ら、延岡市、都城市、三股町は、平成29年ま

で、ゼロ歳児、１歳児、２歳児の供給量が３桁

の数字で足りないとなっておりました。要する

に、ほかの地域に比べると、かなりの需要がそ

こにあったわけで、保育士、待機児童はいない

という本県の答弁も前にありましたけれども、

実際に潜在ニーズといいますか、預けたいけれ

ども、保育所側が人材がいないから対応できな

いというようなこともたくさん聞いてきまし

た。こういった状況は、県としては、全体を見

るだけではなくて、地域を見ながら、そこに

合ったサービスというものも考えていく必要が

あったのではないかなと思います。今後の対応

も必要だと思いますので、よろしくお願いいた

します。

次に、今回上程されています議案第８号「宮

崎県認定こども園の認定基準に関する条例及び

宮崎県幼保連携型認定こども園の設備及び運営

の基準に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて。この改正案では、知事が幼稚園の教員

免許状または保育士の資格を有する者と同等の

知識及び経験を有すると認める者を職員として

配置できる特例を設けるとなっているようです

が、この内容について詳しく教えていただきた

いと思います。福祉保健部長、よろしくお願い

します。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 今回の条例改

正は、本年３月の国の省令等の改正を受けまし

て、朝夕の児童が少人数である時間帯におきま

して、基準に規定する保育士等２人以上の配置

要件というのがあるんですけれども、２人のう

ち１人は、保育士資格等を有しない一定の者の

配置を認めることとするものであります。この

一定の者の範囲につきましては、規則等で具体

的に定めることとなりますけれども、国の通知

において例示されておりますのが、保育所等に

おいて十分な業務経験を有する者、あるいは子

育て支援員研修を修了した者などを予定してい

るということでございます。県といたしまして

は、今後とも、研修の充実や保育士等の安定的

な確保に向けまして、幼児教育・保育の質の向

上に取り組んでまいりたいと考えております。

○二見康之議員 わかりました。特に都会のほ

うでは人材不足が大変だということで、資格を
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持っていない方々もどんどん導入したほうがい

いんじゃないかというふうに進んでいるみたい

ですけれども、特に小さい子供、ゼロ歳、１歳

とか、いろんな事故とかが起こりやすい子供が

いるところに対してまでそういうのを導入して

いくとなると、今後、非常に危惧されるところ

もあるわけなんですが。今回の改正について

は、あくまで「特例」ですよね。今回の条例の

中でも「当分の間」となっているわけなんです

が、要するに、本来のあるべき姿は、有資格者

が対応するべきだというスタンスだと思いま

す。現場等のそういったニーズ等を考えます

と、特例的な対応も必要なんでしょうけれど

も、できる限りちゃんとした原則に従った対応

ができるような取り組みというものを求めたい

ところであります。

これまで保育士不足について聞いてきました

けれども、これは国の対応だけでは、とても

じゃないけど足りない部分だと思うんですね。

よく保育士が続かない理由に、仕事の負担が大

きくなったとか、責任が重い、精神的プレッ

シャーを感じた、延長保育や保護者からのクレ

ームがある、食物アレルギーなど専門的対応を

求められる、給与が低いなど、さまざまな課題

があるようです。保育士が働き続けられるよう

な、働きやすい職場環境づくりというものも取

り組む必要性があると思います。県としてどの

ように取り組んでいかれるのか、福祉保健部長

に伺います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 平成24年の社

会福祉施設等調査を見てみますと、保育所に勤

務する保育士の経験年数は、全国平均でござい

ますが、７年以下が約半数となっております。

保育士が長期間働き続けられる環境づくりは、

本県においても重要な課題であると認識してい

るところであります。県といたしましては、保

育所に対する毎年の監査あるいは各種研修等を

通じまして、それぞれの職場において、保育士

が働きやすい職場環境を整えられるよう、職員

の勤務条件を初め、所内研修の資質向上対策、

離職防止の取り組みなどについて、指導・助言

に努めているところであります。このような

中、今回、国の「ニッポン一億総活躍プラン」

の中で、保育士の働きやすい環境整備の方向性

が示されておりますので、県といたしまして

は、今後、国の動向を踏まえながら、必要な対

策を講じてまいりたいと考えております。

○二見康之議員 ありがとうございます。国の

動向だけじゃなくて、県内の状況もよく研究し

ていただいて、対応をお願いしたいと思いま

す。

次に移ります。今年度の新規事業の中に、都

城北諸県地域乳児院整備事業というものがあり

ます。これは２月の当初予算のときに出てきた

事案だと思うんですけれども、私も子供が３人

おりますが、小さなうちはできるだけ親元で育

ててあげるというのがいいのかなと感じるわけ

なんです。ですが、現実においては、さまざま

な事情により、当施設を必要とするケースもあ

ると思うわけですが、この整備事業について、

同地域に整備が必要となった経緯を、福祉保健

部長に伺います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 乳児院につき

ましては、現在、宮崎市に１カ所のみの設置と

なっております。この中、県内には３つ児童相

談所があるんですけれども、都城児童相談所管

内からの入所児童数等が多い状況にあり、面会

や移送に伴う保護者や児童の負担が大きくなっ

ていると考えているところでございます。ま

た、乳児院には、退所した児童のアフターケア
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や里親支援、子育て短期支援事業の実施など、

地域支援の役割も求められているところであり

ます。そうした中、保護者等の負担軽減と地域

支援の充実を図るため、施設の地域分散化を行

うこととしたところでございます。

○二見康之議員 では、その乳児院への入所が

必要となった理由、また、退所後の現状とか実

態につきましてどのようになっているのか、福

祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） まず、乳児院

への入所理由といたしましては、保護者の健康

面の問題が最も多く、次いで経済的困窮、児童

虐待による家庭からの保護などとなっておりま

す。また、退所後につきましては、里親委託や

児童養護施設等への入所が最も多く、次いで家

庭復帰となっております。

○二見康之議員 健康面、大変だと思いますけ

れども、そういった方々に対しても対応でき

る、よりよいサービスが提供できるように、今

後も努めていただきたいと思います。また、そ

の後の子供たちの健やかなる成長ができるよう

な環境づくりにもぜひ努めていただきたいと思

います。

次に、レセプト審査について伺います。先

日、都城で開催されました「知事とのふれあい

フォーラム」において、市の薬剤師会の方から

もお話があったと思うんですが、平成30年度か

ら都道府県が国保の財政運営の責任主体となる

ということで、それに伴いまして、診療報酬審

査についても県の役割が重くなるんじゃないか

なと思います。診療報酬審査委員会が設置され

ている目的・意味、また、社会保険と国民健康

保険における調剤の審査件数・金額、体制等に

ついて、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 診療報酬審査

委員会は、公的医療保険制度の適正な実施・運

用を担保するため、社会保険については、社会

保険診療報酬支払基金宮崎支部に、国民健康保

険と後期高齢者医療につきましては、宮崎県国

民健康保険団体連合会に設置されておりまし

て、保険医療機関が行った診療行為が保険診療

ルールに適合しているかを審査しております。

このうち、調剤レセプトの審査についてであり

ますが、平成28年３月審査分における審査件数

・金額は、支払基金が約29万件で約28億円、国

保連合会が約32万件で約41億円となっておりま

す。また、審査委員における薬剤師の人数でご

ざいますけれども、支払基金が３人、国保連合

会が１人となっております。

○二見康之議員 審査の中身については、29万

件と32万件ということで、どちらも結構、膨大

な量、でも、検索については、電算システム等

の利用とかされているそうなんです。ただ、対

応する薬剤師の数が３人対１人ということで、

これは別に人数が多いから、少ないからどうだ

というだけの議論ではないんですが、要する

に、薬剤師の方でも、レセプトの内容として、

院内処方もあれば、院外、いわゆる調剤薬局に

出す処方もあって、どうもそこのところの審査

する中身が違うという話もあったりするわけな

んですね。ですから、それに対応した薬剤師の

採用とか、そういったものも検討してもらいた

いということだったと思いますので、福祉保健

部のほうでもよく調査していただきまして、対

応が必要であればお願いしたいと思います。

次に、教育行政について伺います。

先日の政策勉強会のときに、学力向上につい

て、県教育委員会と市町村教育委員会は、共通

の意識を持って取り組んでいくというようなお

話をいただきました。私は非常に大事なことだ
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と思います。また、これは別に学力だけに限っ

たことではなくて、教職員としての共通意識と

いうものも大事になってくると思います。これ

までも、教育について質問してきましたけれど

も、まず初めに、「共通意識」という言葉を使

われましたように、教育委員会として、県内の

教職員に対し、小・中・高のそれぞれの段階に

かかわらず、子供たちの教育にどのような意識

を持ってほしいとお考えなのか、共通意識につ

いて教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） ４月に、スーパー

ティーチャーの先生方の委嘱式に参加したとこ

ろであります。この先生方には、極めて熱い情

熱と信念を持って、子供たちを教えるんだとい

う姿勢が見受けられたところであって、教師と

いうか、人としての品格というようなものを感

じたところであります。でき得れば、全ての教

職員がこういうふうであってほしいなと思った

ところです。教科等の専門性はもとよりでござ

いますが、子供たちへの深い愛情と情熱を持っ

て指導に当たってほしい。また、保護者や地域

の方々とともに子供たちを育むという気概を持

ちながら、教職員みずからの人間性を磨き続け

ていただきたいと思うところです。

このため、県教育委員会では、「修養」とい

うことを意識した研修や社会性を培う体験研修

を行うとともに、学校でも多様な人材を招聘し

た研修に取り組んでいるところです。しかしな

がら、今般、教職員による飲酒運転という重大

な事案が連続して発生したところであり、子供

たちの信頼を裏切ることとなったことに、大変

残念な思いをしているところでございます。教

職員一人一人が、子供たちを初め、広く県民か

ら信頼を寄せられる存在となるよう、高い倫理

観を持って職務に当たっていただきたいと考え

ているところであります。

○二見康之議員 飲酒の事件につきまして、私

も残念に思うところでありますが、そういった

思いが先生方一人一人にまでまだ届いていな

い。よく指導の方法としては、校長先生方を集

めての指導をして、そこからそれぞれの先生に

というふうにされている。効率とかを考えます

と、そういうのも必要なのかもしれませんが、

本当に一人一人の先生方に目覚めていただくよ

うな取り組みというものも必要だと思います。

また、今、御答弁の中で「修養」という言葉

を使われましたけれども、余り聞きなれない、

いつもは「研修」とか言われるんですが、逆

に、よく先生方のお話を聞いてみますと、研修

というのは「研究と修養」のことをいうんだと

伺いまして、なるほどと。研修―研修という

か、どっちかというと、「研究と修養」と言っ

たほうがいいんじゃないでしょうか。言葉とい

うのは、結構そういった中身といいますか、端

々にいろんな意味が出てきますから、そういう

言葉を大事にしていただきたいなと。

また、「修養」という言葉は、「精神を練磨

し、優れた人格を形成するようにつとめるこ

と」と、まさに今、教育長がおっしゃったよう

なことであります。でも、修養というのは、教

えられることではなくて、みずからを修める、

人格を磨く、主体的に努力することだと思いま

す。先生方には、そういう自分で自分を律する

存在であってほしいと思いますし、そのように

指導していただきたいと思います。

次に、これは子供たちにとっての修養になる

かもしれませんが、部活動について伺います。

先生方の中には、部活動について、その指導に

伴う負担が大きいという話もあります。です

が、子供たちの心身の健全育成において、部活
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動は、大切なもの、大事なものだと思います

が、県教育委員会としまして、部活動の意義、

指導の考え方についての見解を、教育長に伺い

ます。

○教育長（四本 孝君） 中・高校生における

部活動は、技術の向上を目指し、生徒同士が切

磋琢磨しながら、集団の中でルールを守る重要

性を理解するとともに、かけがえのない友情を

育み、自主性や豊かな人間性を培うことに大き

な意義があると考えております。また、部活動

の指導につきましては、指導者が、その意義を

踏まえながら、学校の実態に応じて、地域の方

々や関係団体との連携・協力に努めるなど、指

導の充実が図られるよう工夫を行っていくこと

が大切であると考えております。県教育委員会

といたしましては、今後も部活動指導の意義が

深まるとともに、その指導のあり方がより充実

したものになるよう、教職員への指導や支援を

積極的に行ってまいりたいと考えております。

○二見康之議員 子供たちの自主性、人間性な

どを育むのに部活は重要だとお考えのようです

けれども、先生方の中には、休みがなくなると

か勤務時間外が多い、負担が大きいという声も

あると思います。部活動指導に伴う顧問の負担

について、どのように対処しておられるのか、

教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 部活動につきまして

は、学校教育の一環として大きな役割を果たし

ているものでありまして、その意義を踏まえ

て、積極的に取り組むべきものと考えておりま

す。一方で、議員お話しのような実態もあるわ

けでございますが、平成27年２月に実施いたし

ました「教職員の勤務の実態や勤務に対する意

識を把握するアンケート調査」によりますと、

勤務時間以外に行った業務時間として、部活動

が一番多いという現状がございます。

このような状況も踏まえ、保健体育教科担当

者会等での部活動の意義の共通理解や、指導者

研修会の実施による指導者の資質向上を図ると

ともに、教員の負担や生徒のバランスのとれた

成長等を考慮しまして、週１回及び第３日曜日

の「家庭の日」は部活動を休みにする取り組み

や、部活動指導を専門的に行う指導者の導入に

向けた研究を進めているところでございます。

県教育委員会といたしましては、今後とも、部

活動指導の充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○二見康之議員 よろしくお願いします。

次に、施設整備についてもお伺いしたいんで

すが、私もこれまで何度か、泉ヶ丘高校にプー

ルを何とかつくってほしいということでも質問

してきた経緯があります。プールだけのことで

はないんですけれども、学校の施設整備におい

て、いろんな先生方、校長先生方のお話を聞い

ていますと、もちろん、それぞれの施設整備の

順序、優先順位とかも考えながら要望しなけれ

ばならないとなっているわけですが、いろいろ

御答弁いただいたような、財政状況が非常に厳

しいということは、言わずもがな、校長先生方

もよく知っていらっしゃることなので、なかな

か要望を上げづらいというようなことも感じる

んですね。

ですが、特別な事情といいますか、泉ヶ丘の

プールは、県内にあるはずなのにないという

か、いわゆる特別なケースだと思うんですね。

普通、よく聞く、壁がちょっと落ちてきそうだ

から補修をしなければならない、屋根の補修を

しなければならないというような維持補修の問

題と、あるべき施設をつくらなければならない

というような議論は、同じ土俵に上げてはいけ
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ないんじゃないかなとも感じるわけなんです。

また、地元の小学校ですけれども、ＰＴＡの

方から、「今度、学校のすぐ近くを志布志道路

が通ることになる。そうすると、工事に伴う子

供たちの通学における安全性への配慮とか、ま

た、交通量がふえると今度は騒音とかが出てく

るので、そういった音対策とかはどうしなけれ

ばならないのかな」というような疑問の声も

あったりするわけなんですね。でも、これは、

要するに志布志道路が通らなければ、ほかのと

ころには全然関係ない話なので、特殊事情とし

て考えなければならない案件だなと感じたとこ

ろだったんですが。

こういう学校施設について、県立及び市町村

立も含めてなんですけれども、全般的に整備の

あり方、また修繕等についての考え方、どのよ

うな基準を持って進めていらっしゃるのか、ま

たどのように指導しているのか、教育長に伺い

ます。

○教育長（四本 孝君） まず、県立学校の施

設整備につきましては、耐震化やバリアフリー

など全県的に対応が必要なものについては、計

画的に整備を進めているところであります。現

在、老朽化が全県的に進んでおります。県立学

校では、建物の数で言いますと、約７割が建設

後30年を経過しているという状況であります。

したがって、その改修が喫緊の課題ということ

になっておりまして、財政状況が厳しい中、個

別の施設整備につきましては、優先順位を考え

ながら対応しているところでございます。な

お、学校からの維持修繕の要望などにつきまし

ては、学校と連携しながら、それぞれ対応して

いるところであります。

また、市町村立学校における施設整備あるい

は維持修繕につきましては、各市町村が事業主

体となって取り組まれているものでございます

けれども、県教育委員会といたしましても、そ

れぞれの施設の整備が適正に行われますよう

に、引き続き、市町村教育委員会に対し、情報

の提供や指導・助言を行ってまいりたいと考え

ております。

○二見康之議員 わかりました。

では次に、最後の項目ですが、人権教育・啓

発についてお伺いいたします。

先月31日に、宮崎県人権啓発推進協議会の

第36回総会に出席いたしました。この協議会は

知事が会長を務められ、議事進行もされたわけ

ですけれども、協議会では、行政機関等が49団

体、教育機関が27団体、厚生福祉関係が57団

体、産業経済関係が224団体、報道関係が17団

体、その他34団体と、県内の多くの機関・団体

が会員となる協議会で、人権が尊重される社会

づくりに寄与することを目的に事業を行われて

いるということでした。

本県では、「人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律」に基づいて、平成17年に「宮崎県

人権教育・啓発推進方針」を策定し、「一人ひ

とりが尊重され、個性と能力が発揮される社

会」を目指して、総合的かつ効果的な人権教育

・啓発に関する施策を推進しているということ

であります。

具体的内容としては、男女共同参画やＤＶ、

性犯罪、仕事と家庭生活の両立支援など女性に

関することや、子供のいじめ防止対策や児童虐

待防止など子供に関すること、介護サービスの

基盤整備・質的向上や社会参加促進や就業の確

保など高齢者に関すること、障がい者差別の解

消や教育環境の整備等、障がいのある人に関す

ること、また同和問題、そして多文化共生社会

づくりの推進等の外国人に関すること、エイズ
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やハンセン病患者に関すること、犯罪被害者等

に関すること、インターネットによる人権侵害

や性的少数者、刑を終えて出所した人、拉致問

題など、非常に多岐にわたるものであります。

そして、それらを家庭、学校、職場、地域社会

など、あらゆる場を通じた推進を図り、日常生

活において行動に結びつくための技術や、人権

に配慮した態度を総合的かつ効果的に推進して

いくとされております。

また、この総会のときには、沢根スプリング

株式会社の社長の講演、「小さな町工場の挑戦

～社員を幸せにするバランス経営～」という題

で、静岡県浜松の小さな町工場の社長のお話が

ありました。この会社は、「日本でいちばん大

切にしたい会社」大賞、中小企業庁長官賞を受

賞された会社だということでありまして、「働

く社員を幸せにする」というすばらしいビジョ

ンを持って経営に当たられているというお話で

ありました。

子供や女性、高齢者、障がい、拉致、そして

働く人々の幸せなど、これらのことからもわか

るように、人権教育・啓発というものは、豊か

な社会を築いていく根幹であり、県政において

も、各部局におけるさまざまな施策において

も、最も中心に置かなければならないことだと

思います。その推進の中心となるのが本協議会

の会長でもある知事だと思いますが、県民の幸

せを願うトップリーダーとして、今後、人権教

育・啓発をどのように推進していくのか伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 基本的人権の尊重とい

うのは大変重要なことだということを、改めて

日々感じておるわけであります。けさの新聞で

も、海外におけるテロや残虐行為の報道がなさ

れたところでありますし、この協議会のところ

でも御紹介申し上げました、最近読んだ「ブ

ラッドランド」という本で、第２次世界大戦

中、わずか10数年において、東ヨーロッパ

で1,400万人が犠牲になった事例がある。最たる

ものとしては、基本的人権、そのような形で

じゅうりんされる、失われる、損なわれる、大

変怖いことでありますし、我々が宮崎におい

て、心豊かに一人一人が尊重される、そして生

き生きと活躍できる社会を築いていくために

は、基本的人権に対するさまざまな侵害、そう

いうほころびを少しでもなくしていくことが大

変重要であろうかと思います。

これまでも、さまざまな啓発に取り組んでお

るところでありますが、受け手にわかりやすく

伝えていくこと、受け手の心に届きやすいもの

ということが大事であります。先日の協議会に

おきましては、会員メンバーが企業の皆さんも

多いものですから、企業経営ということでの講

演をしていただいたところであります。また、

協議会の中では、スクリーンなどを利用して、

こういうＣＭをつくったり、こういうイベント

を行ったりということで御紹介をさせていただ

きました。これからも、いろんな工夫をしなが

ら、我々が当たり前のように享受しております

基本的人権というものがいかに危ういものか、

それをしっかりみんなで守っていかなければな

らないということを伝えていく、その努力を重

ねていきたいと考えております。

○二見康之議員 人権というのは、非常にいろ

んな分野にわたりますけれども、それぞれの幸

せを追求するために必要なものであるし、これ

はある意味、人間関係の話でもあるんだと思い

ます。人間関係を良好に保つということにおい

て、なかなか難しいなと感じるものに、育って

きた環境が違う２人が一緒に生活する、生活習
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慣や価値観などさまざまな違いを乗り越えなが

ら一緒に生活するという結婚・夫婦というもの

があると思います。

先日、あるアンケート調査で、「夫婦の暮ら

しを充実させるために行っている習慣」という

ものがありました。夫婦生活が幸福と感じてい

る人の回答では、「相手を尊重する・思いや

る」「一緒にご飯を食べる」「できるだけ会話

する」ということが上位にありました。余り幸

福と感じていない人の回答では、「お互い干渉

しない」「相手を束縛しない」「適度な距離感

を保つ」などという結果が上位でありまして、

調査結果では、「コミュニケーション不足にな

ると、幸せを実感できないのではないか」とい

うようなことを分析されております。夫婦、家

庭というものは、社会生活の中での基本単位で

あり、個々の人生を充実していくためにも、家

庭内人間関係を良好に保つことは大事なことだ

と思います。

先ほど御答弁もいただきましたように、より

効果的な啓発活動を進めていかれたいと知事が

お考えであるならば、最近、よく知事の御挨拶

を伺っておりますと、オバマ大統領が広島に訪

問されたときに、同じ大学院を出られたという

ようなお話の中で、案内が来るかと思ったら来

なかったというようなこともおっしゃっており

ますが、同じ25年前に御結婚され、ことし銀婚

式を迎えられる知事におかれましては、夫婦の

暮らしを充実させるために行う習慣や秘訣とい

うものを広く県民にも教えていただきたいなと

思います。宮崎県の中にも夫婦生活が幸福と感

じられる家庭がふえていくようなお話をしてい

ただきたいとも思いますが、夫婦円満の秘訣と

いうものを、広く県民の幸せを願う知事として

お話しいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ことし銀婚式を迎える

ということを紹介いただきまして、ありがとう

ございます。きょうも傍聴席に座っておりまし

て、エネルギーをもらっているわけであります

が、つらつら考えますに―今、アンケートの

結果等もいただきました。夫婦や男女間のみな

らず、人間関係を円滑にしていく上で重要なの

は、一つには、相手を尊重し思いやるというこ

と、もう一つには、しっかりとコミュニケー

ションを図ることではないかと思います。

１点目の思いやりという意味では、例えば、

夫婦では他人同士が長い間人生をともに過ごす

わけでありまして、その間にはいろんなことに

気づいたり相手の気になることがあったり、よ

く夫婦同士は片目をつぶっているぐらいがちょ

うどいいというような話もありまして、私の場

合は両目をしっかりあけている状況ではござい

ますが。そういうところも全て受けとめて相手

を思いやる、これは本当に、夫婦、男女間のみ

ならず、同性間でも同じではないかなと思って

おります。

それから、コミュニケーションを図っていく

ことであろうかと思います。お互いの意思疎通

ということですね。私などは、家で晩御飯を食

べる機会も少なかったりするわけであります

が、最近では、朝、一緒にラジオ体操してウオ

ーキングをしたりというようなこともありまし

て、そういう一緒の時間を過ごすことは大変重

要なことです。

こういう内容をここで答弁するとは思っても

みなかったわけでありますが、これは夫婦なり

男女のみならず、全ての人間関係において大事

なことです。宮崎が結婚の幸福度都道府県ラン

キングで全国１位であったり、よい子が育つ都

道府県ランキングで全国トップクラスだという
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のも、家庭や地域でコミュニケーションを図る

ことができる、相手を思いやる、そういう風土

があるのではないかと考えておりまして、これ

を今後とも大事にしていきたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 時間が来ましたので、盛大な

銀婚式をするというところまでの質問は控えま

すが、これからもよりよい宮崎をつくっていた

だくために御尽力いただきますことをお願い申

し上げまして、私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 次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の有岡です。

まず初めに、熊本地震で被災された皆様にお

見舞いを申し上げますとともに、復興に向け現

地で懸命に支援していただいております関係者

の皆様に感謝を申し上げます。

また、ことしの３月、大学生のインターン

シップにおいて、河野知事におかれましては、

インターン生６名との面談の時間をとっていた

だきまして、ありがとうございました。インタ

ーン生にとっては、２カ月間の体験の中で、最

も記憶に残る経験になったと思います。多くの

体験こそが成長の糧となるわけで、若者の成長

は楽しみであります。そこで、私もインターン

生に負けないよう、全国各地で視察・研修をさ

せていただきました。

まず、北海道江差町では、社会福祉法人江差

福祉会の樋口理事長にお会いしました。７つの

事業所で280名の知的障がい者の皆さんが働かれ

ています。樋口理事長は、「障がいのある人の

可能性をフルに引き出してやることが、福祉事

業に携わる人間の役割であり責任だ」という信

念を持っておられ、今も新商品の開発や新事業

に挑戦されています。直接視察させていただい

た就労継続支援Ｂ型事業所「あすなろパン」で

は、災害備蓄用パンなどの製造で働く利用者の

平均賃金は月額15万円です。この事業所では、

さまざまな技術を身につけることのできる仕事

を経験させ、自立した生活へと成長されていま

す。

今回、視察を通して、福祉、まちづくり、企

業、災害現場において共通していたのは、キー

マンとなる元気な人がいたことです。そのリー

ダーの信念と決意が多くの人材を育てているこ

とに、感銘を受けました。先日は、熊本県議会

の代表質問の傍聴をさせていただきました。ま

た、熊本県西原村では、災害ボランティアコー

ディネーターの方たちと被災者との信頼関係を

目にし、人と人のかかわりのあり方を学びまし

た。

また、翌日の早朝、熊本城の周辺を１時間ほ

ど散歩しながら感じたことは、熊本城の城壁な

ど多くの箇所で地震による被害が出ていました

が、城周辺の大きなクスノキやイチョウ、桜の

木々は、いつものように城の周りを大きく伸ば

した葉っぱの緑で覆っており、地に根を張った

木々の姿が頼もしく、熊本の皆さんに安心を与

えているように思えました。その姿が、私には

県政における職員の皆さんの姿に見えたのは偶

然でしょうか。

そこで、知事の政治姿勢として、人材育成に

ついて御所見をお伺いいたします。知事御自身

が、宮崎の大地にしっかりと根を張るととも

に、宮崎に根を張り伸ばしている大切な職員の

皆さんの人材育成にどう取り組んでいかれるの

か、お伺いいたします。

次に、稲用副知事にお伺いいたします。県庁

職員の皆さんにとって身近な先輩である稲用副
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知事におかれましては、仕事や家庭、職員とし

てのさまざまなプレッシャーで悩む姿を理解

し、相談できる役割を持っておられると思いま

す。そこで、後輩である職員のメンタルダウン

防止について、稲用副知事はどのように取り組

んでおられるのかをお伺いいたします。

次に、四本教育長御自身の目指す教育の姿に

ついてお伺いいたします。

教育長として目指す教育の理想像を踏まえ、

第二次宮崎県教育振興基本計画の成果目標をど

のように目指すのか、御所見をお伺いいたしま

す。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

職員の育成についてであります。本県を取り

巻く社会経済情勢が大きく変化する中で、県政

の諸課題に対応していくためには、その役割を

担う職員の育成、人材育成が今後ますます重要

になってくるものと考えております。このため

県では、「宮崎県人材育成基本方針」を定めま

して、プロ意識の高い職員、また地域に根差し

た職員など、目指すべき職員像と人材育成の方

向性を示して、計画的なジョブローテーション

を初め、集合研修や長期派遣研修などを実施し

ているところであります。

また、今年度から、職員一人一人の意欲を高

め、持てる力を最大限に引き出せるよう、人事

評価制度を本格的に導入し、業務の遂行や上司

との面談等を通じた職員の育成に取り組むこと

としたところであります。私自身も各部の部長

と個別に面談し、県政に対する課題、また人材

育成に対する思い等を直接伝えるなど、思いを

共通して取り組んでいるところであります。

職員の育成は、さまざまな機会を捉えて行う

ことができるのではないかと思っております。

熊本地震の話がございましたが、職員には、国

内外でさまざまな災害が発生するたびに、自分

自身の危機管理のスイッチを入れる機会にすべ

きではないかということを申し上げております

し、熊本地震において派遣される、もしくはボ

ランティアで現場に行くという経験を通じて、

宮崎の防災力の強化に取り組んでほしいという

ことも申し上げております。

また、新規採用職員に対する研修として私も

話をする機会があるわけでありますが、将来を

担う人材―彼らが退職するときには、私は知

事の席に座っていないわけでありまして、今の

我々の思いというものをしっかりと次の世代に

伝えていく、人材を養成していくことは、大変

重要なことであろうかと考えております。今後

とも、志高く、意欲にあふれた職員の育成に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

職員のメンタルダウン防止についてでありま

す。県勢発展のための県行政の円滑な推進の実

施には、それぞれの業務を担う職員の一人一人

が心身ともに健康であることが大変重要である

と考えております。そのため、「こころの健

康」に関する研修や精神科医等による面接相談

に加えまして、保健師や看護師を各地区に配置

し、職員が相談しやすい体制を整えてきたとこ

ろであります。

このような対策によりまして、近年、「ここ

ろの病」による休職者等は減少しております

が、一方では、さまざまな悩みを抱える職員は

依然として多く、メンタル面での相談件数も増
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加傾向にありますことから、これまでの取り組

みをさらに継続するとともに、新たに全職員を

対象としたストレスチェックを導入しまして、

さらなる充実を図ることにしております。

私も個人として何ができるのかということを

考えるときに、日ごろからできるだけ個々の職

員とのつながりを大切にしたいと思いまして、

全職員に私の思いをメッセージという形で伝

え、それに対して答えてくれた職員、相談して

くれた職員に対しては、必ず返事をすることに

しております。

また、協議等の場面で職員の皆さんとお会い

しますので、その際には、仕事の話はもちろん

ですが、近況などを聞くというようなことを心

がけておりまして、できるだけ対話をしたいと

思っております。いろんな方法があると思いま

すけれども、これからも、さまざまな形で職員

が相談しやすい関係を築いていきたいと思いま

す。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（四本 孝君）〔登壇〕 お答えいた

します。

第二次宮崎県教育振興基本計画の成果目標の

達成についてであります。私が考えます教育の

使命は、確かな学力を初め、子供たちの資質や

能力を磨き、「夢、目標に向かって挑戦し続け

るたくましさを育む教育」と、人としてのあり

方、生き方のもととなる「心の豊かさを育む教

育」を推進することだと考えており、これは第

二次宮崎県教育振興基本計画の基本的な考えと

もなっているわけでございます。

本計画で示しております10項目の成果目標

は、次代を担う子供たちの育成や、県民の生涯

を通じた学びの推進、本県が抱える課題への対

応の視点から、県民全てが共有できる「達成さ

れる姿」として設定されたものであります。こ

の実現に向けて、教職員等の資質向上に努めな

がら、家庭や地域、企業などと連携し、県民一

体となって進めていくことが重要であると考え

ております。

県教育委員会といたしましては、本計画の

「未来を切り拓く 心豊かでたくましい 宮崎

の人づくり」というスローガンのもと、今後も

計画に掲げる全ての施策に全力で取り組み、成

果目標の達成を目指してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 御答弁ありがとうございまし

た。

再度、知事に人材育成の観点からお伺いいた

します。平成24年の採用試験より、社会人経験

者（民間企業等職務経験者）を知事の肝いりで

取り入れられ、４年間で約30名の新規採用を

行っています。その狙いと効果について、知事

の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 社会人採用であります

が、県を取り巻くさまざまな情勢、そして諸課

題というものが大きく変化する中で、迅速かつ

的確に対応していこうということで、人材確保

策の一環として、平成25年度から実施しており

ます。効果としましては、社会人としての知識

・経験を生かし、まさに即戦力として、県庁の

中で生き生きと活躍していただいているという

ことがありますし、外から来られた、外の経験

を持って来られたということでの職員の意識改

革、また県庁全体の活性化にもつながっておる

のではないかと考えております。

要は、多様な人材の確保ということは大変重

要ではないかと考えておりまして、以前、確率

共鳴という言葉で職員にもメッセージで呼びか

けたことがあるんですが、信号にノイズ、雑音

を加えるほうがより信号が強まると。集団行動
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も同じであって、真面目一本やりではなしに、

不規則な行為も含めると、トータルで効率が図

られるということがあるようであります。社会

人採用をノイズだとか雑音ということを言いた

いわけではなしに、いろんな意味で、多様な経

験を備えた職員で構成されることが、組織の活

力、また県勢の発展にもつながっていくのでは

ないか、そのような形での人材確保、また育成

に努めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 そういう多面的な経験をした

職員を生かしていく、そういう土壌づくりも一

つの大きな課題だと思っておりますので、今後

とも御指導いただければありがたいと思ってお

ります。

次に、ストレスチェックについて総務部長に

お伺いいたします。厚生労働省が2015年12月１

日から2016年11月30日までの間に、全ての労働

者に対して１回目のストレスチェックを実施

し、鬱などのメンタルヘルス不調を未然に防止

しようとしております。そこで、現在、職員の

ストレスチェックの実施に向け、どのような準

備がなされ、どのような効果が期待されるのか

をお伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） ストレスチェック

は、心理的な負担の程度を把握するための検査

でありまして、知事部局、各種委員会では、こ

とし８月から全職員を対象に実施することにし

ております。具体的には、職員がパソコン等を

利用しまして、「仕事上のストレスの度合い」

や「心身の状態」、それから「周囲のサポート

環境」といった３つの分野に係る複数の質問に

対して回答するというものでございます。

個々の職員に対しましては、その回答に基づ

く分析結果を直ちに通知し、みずからのストレ

スの状況について気づきを促すとともに、スト

レスが高いと判断された職員に対しましては、

個人のプライバシーには十分配慮した上で、健

康管理医や保健師等による面談・相談等の対応

をすることにしております。

また、各職場に対しましては、各職場ごとに

検査結果を集計・分析することによりまして、

ストレスとなっている要因を軽減するなど、そ

れぞれの職場環境の改善につなげることとして

おります。このような取り組みを通じまして、

職員の「こころの病」の未然防止と、働きやす

い職場環境づくりに努めてまいりたいと考えて

おります。

○有岡浩一議員 今、答弁いただきました職員

の「こころの病」の未然防止、これは大変重要

なテーマでございますので、ストレスチェック

を生かしていく、そういうことを期待しており

ます。また、民間企業を少し勉強させていただ

きましたが、ストレスマネジメント力向上とし

て、ストレスは悪いものではないんだ、そうい

うポイントを持っていますし、自分のストレス

の特徴と向き合うこと、ストレスがたまり過

ぎ、仕事に支障が出る前に対処するなど、民間

の人事担当者の取り組み等も紹介していただき

ました。事前にこのようなポイントをしっかり

と把握して、一人一人の職員にこういった情報

をしっかり提供していただく、こういう努力を

今後ともしていただきたいと思っております。

次に、教育長に再度お尋ねいたします。ま

ず、その前に、先ほど答弁いただきました考え

方として、私は、教師という職種、また先生と

言われる皆さん方のいろんな姿を見、後姿を

見、先生方に憧れた。ぜひ先生方には、子供た

ちにとって身近な大人として自信をつけて、憧

れてもらえる恩師を目指していただけるような

御指導をいただければありがたいと思っており
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ます。そこで、先生方が大変疲弊しているとい

う話も先ほどございましたが、先生方の働きや

すい環境プログラムをどのように進めていこう

とされるのか、再度、教育長に御所見をお伺い

いたします。

○教育長（四本 孝君） このプログラムは、

教職員が児童生徒に向き合い、本来の教育活動

に専念し、その能力を発揮できる、働きやすい

環境をつくることを目指すものでございます。

このため、県教育委員会では、調査や提出書類

等の20％削減あるいはスクールソーシャルワー

カーの増員などにより、教職員の負担軽減を図

ることとしております。あわせて、教職員の心

身の健康を保つため、休暇をとりやすい職場環

境づくりの支援等にも取り組むこととしており

ます。

また、学校におきましては、管理職のリーダ

ーシップのもとで、学校全体で取り組む「ワン

・アクション運動」や教職員一人一人が取り組

む「ワン・トライ運動」を進め、業務の効率化

を図っているところでございます。今後とも、

市町村教育委員会と連携を図りながら、教職員

の働きやすい環境づくりをさらに進めてまいり

たいと考えております。

○有岡浩一議員 ぜひ先生方の働きやすい環境

をつくっていただくこと、そして先生方のそう

いう働きやすい環境が、子供たちにはしっかり

わかる。子供たちはよく見ています。先生方の

そういうゆとりの部分を子供たちも見ながら、

忙しい先生たちに相談ができないということの

ないように、ぜひともこのプログラムを実効性

のあるものにしていただきたいと思っておりま

す。

次に、危機管理強化プログラムについてお伺

いいたします。2016年３月発行の「みやざきの

うごき2016」では、本県人口110万4,000人で、

災害に対する備えをしている人の割合は、昨年

２月に41.9％となっています。災害に対する備

えをしている人の割合の目標値は、平成30年

度55％ですが、まず最初に、県民の災害に対す

る備えとして、具体的にどのようなことを準備

しておく必要があるのか、危機管理統括監にお

伺いいたします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 南海トラフ

巨大地震などの大規模災害におきまして、自分

自身や家族の命を守り、被害を最小限に抑える

ためには、県民の皆様お一人お一人が、ふだん

から災害に備えておくことが大変重要でござい

ます。災害に対する備えとしては、まず、最低

３日分の食料や飲料水の確保、そしてラジオ、

懐中電灯、医薬品などの非常持ち出し品などを

準備しておく必要がございますが、このほかに

も、乳幼児や介護を必要とする家族がいるな

ど、それぞれの家庭の状況に応じまして、粉ミ

ルクやおむつ、介護用品などの準備が求められ

ます。また、テレビやたんす、食器棚などの家

具の転倒防止のほか、最寄りの避難場所とそこ

までの避難ルート、災害時における家族の間の

連絡方法などを日ごろから確認しておくことも

重要でございます。

○有岡浩一議員 今、最低３日分の食料や飲料

水とありましたが、熊本市においても、10万人

を超す避難者に対して、備蓄だけでは到底足り

ないと、３日以上の備蓄の必要性を直接伺いま

した。では、このことをどうやって県民の皆さ

ん方に周知し、実施し、そして準備していただ

くのか。これは、熊本地震を経験した今だから

こそ、しっかり伝えて、55％と言わず100％に近

づける努力をしていく時期ではないかと思って

おります。そこで、県民の災害に対する正しい
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備えを確実に進めるために、防災訓練や周知の

必要がございます。これまで取り組んでこられ

た防災士の育成により、3,100人以上の防災士が

おられます。防災士の協力をいただくことが望

まれますが、災害に対する備えを周知徹底する

ための具体的取り組みについて、再度お伺いい

たします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 県民の災害

に対する備えを早急に進めていくため、現在、

防災士が講師となりまして、自治会や学校など

におきまして防災講座を行っております。この

ほか、今年度、新たに防災士が中心となって、

県内の自主防災組織の長、トップの方、こうし

た方などを対象とした研修会を行う予定として

おります。また、県が実施する防災フェアなど

に防災士の皆さんにも参加いただき、一緒に

なって県民に対する防災啓発を行っているとこ

ろでございます。今後とも、地域防災リーダー

である防災士の育成と活用に取り組むことによ

り、県民の災害への備えの促進を図ってまいり

たいと考えております。

○有岡浩一議員 周知徹底を図っていただくと

いうことで、ありがとうございます。ただ、そ

のためには、防災士の皆さん方が常に新しい情

報を持ちながら、そういった周知に取り組むと

いう、循環していく環境が必要だと思います。

そこで、危機管理統括監に一つの事例をお尋ね

しますが、西原村で私はボランティアセンター

に参りました。そこにペットのボランティアセ

ンターというテントがありまして、ペットに対

するケアもしておられました。例えば、ペット

に対しては、一緒に避難するならば、何日分の

餌、水、そういったものが必要だと認識してい

らっしゃるでしょうか。危機管理統括監、そう

いった情報をお持ちでしたら教えてください。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 私も、どの

ような形でペットと避難していくかということ

が、今回、熊本地震で大きな課題になったとい

うことを承知しております。今後、ペットとと

もにどういった形で避難していくか、そういっ

たことについての備えを、私も含めてしっかり

と準備していこうと思っておりますので、その

辺はまた、しっかりと勉強もさせていただきた

いと思っております。

○有岡浩一議員 そういった現場でなければ気

づかないこともございます。ちなみに、「災害

時におけるペットの救護対策ガイドライン」と

いうものが環境省のほうで出されております。

例えば、備蓄する食事でしたら、ペットの食料

・水は７日分を準備しましょうとか、そういっ

た情報もあります。そういったものをぜひ防災

士の皆さん方に伝えて、それを県民の皆さんに

広く伝えていく、常にそういう新しい情報を提

供していただけるという努力をお願いしたいと

思っております。

また、一つの参考で、北海道では、地域防災

マスターという専門職の方々がそういう啓発活

動をやっておりますし、静岡県では、避難所の

運営ゲームとしてＨＵＧというゲームをつくら

れております。そういった紹介も今後取り入れ

ていただければありがたいと思っております。

次に、関連しまして、警察本部長にお伺いい

たします。大規模災害においては、避難者の誘

導や避難所の運営などマンパワーが必要となり

ます。そこで、地域住民と最も近い交番や駐在

所の皆さんと、地元の消防、自治会、防災士な

どとのネットワークがあることは、大変意義あ

ることと考えます。警察本部長の御所見をお伺

いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 防災士の方々
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は、平常時には、地域住民の防災・減災対策の

ため、防災意識の啓発活動や地域住民と一緒に

なった訓練・研修などの活動を行う、地域の防

災リーダーと承知しております。また、防災士

のネットワークは、大震災などの発生後には、

自治体と防災ボランティアのかけ橋として、避

難所の運営や被災者支援活動を行うなど、大変

重要な組織であると認識しております。

警察では、地域の生活安全センターとしての

役割を担う交番・駐在所に対し、災害に関する

教養・訓練等を行い、発生時に即応できるよう

にしておりますが、地域での防災講話や地域住

民参加型の訓練など、県民の防災意識の向上を

図るための啓発活動等も重要であります。その

ような観点から、防災士ネットワークを初めと

した関係機関・団体の皆様とは、日常的に連携

しながら防災対策に取り組んでまいりたいと考

えております。

○有岡浩一議員 どうもありがとうございま

す。この前、駐在所を回らせていただきました

が、地域の方に大変信頼されている姿を拝見し

ました。そういった意味では、そういった協力

体制をいただくことが災害時の大きな力にな

る、マンパワーになると思っていますので、取

り組みを進めていただければありがたいと思っ

ております。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。最

近、ノルディックウオーキングという言葉が新

聞等でも出ておりまして、2013年から高鍋町で

は、スキーのように２本の専用ポールを持って

歩くノルディックウオーキングを取り入れ、災

害から命を守るために、健康づくりと高台への

避難訓練を取り入れているそうです。消防庁の

表彰も受けておりますが、今後のノルディック

ウオーキングに対する取り組みをどのように推

進して行う計画があるのか、お伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 県におきまし

ては、高齢者の災害時における有効な避難対策

と生きがいづくりの観点から、「防災のための

ノルディックウオーキング教室」を実施する市

町村に対しまして、費用の２分の１を補助して

おります。昨年度は、門川町が取り組んだ結

果、延べ250名余りの参加がございまして、同町

におきましては、今年度も独自に実施されると

聞いております。なお、今年度も実施する予定

でございまして、市町村の高齢者担当のみなら

ず、防災担当部署にも周知しているところでご

ざいます。少しでも多くの市町村に取り組んで

いただけるよう、さらに積極的に働きかけてま

いりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ありがとうございました。

次に、総合政策部長に新しい「ゆたかさ」の

実現についてお伺いいたします。

宮崎県総合計画の未来みやざき創造プランで

は、「新しい「ゆたかさ」への挑戦」を掲げて

いらっしゃいますが、生活者目線で現状を分析

すると、後継者不足、不安定な雇用情勢、高齢

化、少子化など厳しい現状の中、どのような価

値観で「ゆたかさ」を追求していこうとされて

いるのか、御所見をお伺いいたします。

○総合政策部長（永山英也君） 本県の経済の

状況を見ますと、有効求人倍率が上昇しますと

ともに、県民所得や平均賃金の改善など持ち直

しの動きが見られるものの、全国平均と比べま

すと、まだ差がありまして、引き続き努力して

いかなければならないと認識しております。こ

のため、今後とも、成長産業の育成や地域経済

の循環促進による経済の活性化、良質な雇用の

場の確保などにしっかりと取り組んでまいりた
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いと考えております。

一方で、豊かさには、経済的なものと、お金

にはかえられないものの両方があると考えてお

ります。温かい県民性や恵まれた自然などを生

かしまして、健康や生きがい、安全・安心、暮

らしやすさ、人や地域のきずななどの面でも、

今後一層、磨きをかけていく必要があると考え

ております。

○有岡浩一議員 ありがとうございます。暮ら

しやすさという部分では、本来は、宮崎は大変

暮らしやすい地域だと思っておりますので、こ

ういったことをまたしっかりとＰＲしていくこ

とを、我々自身も努力したいと思っておりま

す。

次に、これに関連しまして、私自身、先月、

人口減少克服・地方創生のモデルと言われる

「オガールプロジェクト」で知られる岩手県紫

波町へ行ってまいりました。紫波中央駅前

は、2009年からＰＰＰ（パブリック・プライベ

ート・パートナーシップ）として、補助金に頼

らない公民連携事業に民間主導で取り組み、図

書館、宿泊施設、バレーボール専用体育館、店

舗など整備され、400戸の住宅団地に役場庁舎の

移転で、スポーツに親しむ学生や若い家族が広

場に集まる活気あふれる場所となっていまし

た。このように、暮らしの基盤となる地域コミ

ュニティー機能を維持・活性化することが必要

であります。

一つの例になりますが、宮崎市高岡町―私

の住んでいる地域ですが―では、今、乗り合

いタクシーと路線バスの時間を調整し、利用者

目線で運行している。利用者の希望に応じなが

ら時間の調整をしていく、そういう現場に応じ

た対応をしております。大変喜ばれております

が、まだまだ改善の余地がある中でも、このよ

うな地域に密着した取り組みを住民と行政と一

緒にやっております。そこで、行政と住民が一

緒につくり上げていく新しい拠点づくりとし

て、国土交通省などで紹介されている全国の

「小さな拠点」づくりは、大変参考になる事業

と考えます。昨年２月、黒木正一議員からも小

さな拠点形成支援について質問がありました

が、国土交通省出身の内田副知事に、本県にお

ける「小さな拠点」の形成を図る上で、どのよ

うな課題があるのか、御所見をお伺いいたしま

す。

○副知事（内田欽也君） これまで県内各地に

足を運ぶ中で、集落機能ですとか買い物・医療

の生活サービスの維持に対する心配、あるいは

安心して地域に住み続けたいなどの声をじかに

聞いてまいりました。国においても、このよう

な現状を踏まえまして、歩いて動ける範囲に生

活サービスを集約し、周辺集落との移動手段を

確保する「小さな拠点」の形成を提唱されてお

ります。

本県の場合、旧町村の中心部などに公共サー

ビスですとか日常生活サービスの集積が見られ

ますことから、新たな人の連携や交通・物流の

仕組みをつくり、集落のネットワーク化を促進

していくことで、中心部と周辺集落が一体と

なった生活圏を形成し、地域を守り支えていく

ことが肝要であると考えております。県といた

しましては、今年度、このような生活圏を形成

するモデル事業を実施いたしまして、成功事例

の創出とその横展開を図り、持続可能な中山間

地域づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 ありがとうございます。各地

域を見てみますと、今後、廃校となった小中学

校の利活用についても、「小さな拠点」づくり
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の事例は先例として参考になると思いますの

で、ぜひまた活用していただければありがたい

と思っております。

次に、ふるさと納税についてお尋ねいたしま

す。

商工観光労働部長に、昨年度の実績と、どの

ような効果が出ていたのかをお尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） ふるさと

納税につきましては、平成27年度から新たに、

本県ならではの魅力あふれる特産品や宮崎への

旅行商品を返礼品として用意しましたことなど

から、昨年度１年間の寄附実績は、1,887件の約

１億415万円となったところでございます。その

効果としましては、宮崎を思うファンをより多

く獲得できましたほか、返礼品として地元特産

品を活用したことにより、地場産業の振興にも

寄与できたものと考えております。

さらには、宮崎牛やキャビア、焼酎等の定番

商品を初め、マンゴーやウナギなど旬の季節の

商品にも人気が集まるなど、多彩な県産品や、

それらを育む宮崎の魅力のＰＲにもつながった

ものと考えております。今後とも、魅力ある返

礼品の選定や効果的なＰＲを通して、一人でも

多く、宮崎を応援いただくファンの皆様をふや

してまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今、効果的なＰＲというお話

がありましたが、その考え方で少しお話しさせ

ていただきます。県内では、都城市、綾町な

ど、幾つもの成果を上げておられますが、これ

からも納税のお礼により地場産業の振興が当然

期待されるわけです。さらに、今後期待される

分野としましては、納税いただいたことで、ど

のような事業に取り組み、どのような成果があ

らわれたかを、納税いただいた方たちに周知す

ることが必要になってくると言われておりま

す。

例えば、お預かりしたふるさと納税で、間

違っても、都市外交の目的で海外出張費20名５

泊で5,042万円だったという、そんな報告が出て

くるようでは困るわけです。要するに、どのよ

うな事業をしたのかということで、宮崎県の

ファンをつくっていく。そして、ファンの方

に、例えば宮崎に住んでみたいと思っていただ

けるような魅力を発信していただきたいという

思いで、ふるさと納税について、今後の展開と

して、どのような事業をしたかということも一

つのＰＲの周知として取り組んでいただけると

ありがたいと思っております。

次に、骨髄ドナーへの支援について、知事に

御所見をお伺いいたします。

４月の地元紙でも紹介されておりますが、骨

髄バンク登録の推進や骨髄移植、ドナーの負担

軽減が献血ルームの写真とともに紹介されてい

ます。本県のドナー登録者は約3,500人で、20代

の若年層の登録確保が急務です。18歳から54歳

の登録の中で、残念ながら、私自身は高血圧の

ため登録することすらできません。知事におか

れましては、骨髄バンク登録はできるか、ま

た、していらっしゃるのか、現状をお聞かせく

ださい。

○知事（河野俊嗣君） 自分自身の年齢のこと

も含め、制度的には可能であります。以前検討

した経緯はありますが、現在登録はいたしてお

りません。

○有岡浩一議員 大半の方がそういった現状だ

と思いますが、もしドナー登録をしたとして、

ドナー候補として適合通知を受けたならば、知

事が登録してあった場合はどうされるか、御自

身の見解をお尋ねいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 以前検討した経緯があ

るということを申し上げたところであります

が、知事の行動というものは、さまざまな形で

県民に対するメッセージを伝えるということで

大変重要であり、例えば、骨髄移植の関係のイ

ベント、啓発事業などに参加して、意見交換を

したこともあります。そういう意味からも、ド

ナー登録というものが一つの県民へのメッセー

ジになるのではないかという思いもあるわけで

ありますが、私自身の体は、自分の体であって

自分の体ではないというようなところもありま

す。すなわち、物理的な体以外に、県の代表と

して公務を担う立場、責任、スケジュール管理

ということもありまして、気持ちの上ではとい

うことではあるんですが、なかなか難しいとい

うのが、現状での判断であります。

○有岡浩一議員 今、知事がおっしゃったよう

に、大半の方が仕事の関係やいろいろな条件で

難しいということで、現実的にはなかなかドナ

ーという段階までいかないと聞いております。

私がなぜこの質問をするかというと、今月、ド

ナーとして２度目の提供をして無事退院した知

り合いがおりまして、仕事が自営業で、休みな

がらドナー登録するのは大変苦しい、厳しい

と、そして２回という一つのハードルがありま

すので、そういった方たちに何らかの支援はな

いのかという意見がございました。

実際に支援策として、埼玉県は全市町村、岡

山県もことしの４月１日からスタートしており

ます。今後、各地域でそういった支援策が広が

ると思いますが、県内の市町村でどの自治体が

支援を今やっていらっしゃるか、知事は御存じ

でしょうか、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） ３つの市・町というこ

とで、都城市、三股町、えびの市ということで

把握しております。

○有岡浩一議員 そういった自治体において

は、市民、町民を守るためにも必要だと、この

ような制度を導入されているわけですが、本県

において、ドナーの助成制度を導入する考えは

ないか、再度、知事の見解をお尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 骨髄移植は、ドナーの

善意で提供していただいた骨髄液を、白血病な

ど治療が困難な血液疾患の患者に点滴で注入す

る治療法であり、人の命を救う大変重要な取り

組みであろうかと考えております。各都道府県

で採取された骨髄液は、型が適合する全国の患

者に提供される仕組みとなっているということ

も含めまして、骨髄移植の促進対策も全国一律

の取り組みが必要なのではないかと考え、国レ

ベルでの検討を要望しているところであります

が、県としましては、まずは特別休暇制度の普

及拡大に取り組んでまいりたいと考えておると

ころであります。

○有岡浩一議員 特別休暇制度、ドナー休暇と

言われているものですが、これが実際にとれる

企業がどれぐらいあるのだろうかと思うと、大

変少ない。実際は、県の職員は特別休暇制度が

利用できると聞いております。では、職員の皆

さん方がこぞってドナー登録をしていただける

ものだろうか、そして、実際、ドナーとしての

通知が来たときに協力していただけるのだろう

か、大変疑問であります。逆に言いますと、誰

でもはできない。こういった最終的な決断をし

て、約３カ月の間に病院での検査をして提供す

る。実は、先ほどお話しした方も、仕事の関係

で３カ月じゃなくて６カ月待ってくださいと、

そして仕事の段取りをして、ようやく協力した

と。ですから、誰でもはできないことをやって
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いるということです。

私は、こういう現状を、国が云々ではない、

まず地方から変えていく、そういう気概を持つ

べきじゃないかと思っております。実際に県民

の皆さん方がそういった形で努力している。僕

は、先ほど地に根を張るという表現をしました

が、命を守るために頑張っていただける県民を

応援できずに何をするんだろうかと。我々は、

命を守るために仕事をする、その努力をしてい

らっしゃる方を応援できないということは大変

残念だと僕は思っています。そういう意味で

は、ほかの県もやっていますが、これからどう

いう形でできるか検討していただきたいと思い

ます。

ラグビーで一つの例を申し上げます。「一人

はみんなのために、みんなは一人のために」と

言いますが、正しくは、一人一人が自分自身の

役割を把握し、それを果たした上で全体のこと

を考えるのが、本来の「一人はみんなのため

に、みんなは一人のために」の精神です。これ

から福祉において相互扶助の精神を進めなけれ

ばならない行政において、行政でできないこと

を、ドナーとして使命を果たそうとする県民を

応援することは、行政の役割ではないでしょう

か。

先ほどのふるさと納税と絡めて話をします

が、私は、このような事業、骨髄バンクのドナ

ーとして負担軽減をやりますと、そういう取り

組みをふるさと納税の費用から捻出する、そう

いった姿を期待しています。そして、提供を受

けた県外の患者の手紙が来るそうですが、そう

いったものを紹介する。全国につながっている

あかしとして、僕は、こういうドナーの方たち

の負担軽減を一緒にやり、それを県民の姿とし

て全国に発信する、そういう英断を、知事、担

当者に期待しております。今後とも御検討いた

だけたらと思っております。

では、次の質問に参ります。2015年度、本県

移住者が202世帯に伸びたとありました。子育て

しやすい環境など評価していただいたと感じて

おります。そこで、次世代農業のあり方につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。都市部

からのＵＩＪターンを含めた農業の新たな担い

手確保について、取り組みと成果をお伺いいた

します。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県農業の持

続的発展を図っていくためには、地域における

後継者の育成・確保に加えまして、幅広い分野

から農業への就業を目指す新規参入者を呼び込

むことが大変重要であると考えております。こ

のため県では、関係機関と連携し、就農に関す

る情報の発信から、相談、研修、就農定着まで

の支援を一体的に行っておりまして、昨年度

は、新たに人材派遣会社と提携し、農業法人へ

の派遣型の研修を行い、研修終了後に正式に雇

用を目指す、いわゆる「お試し就農」に取り組

んだところであります。

さらに、都市部からの移住を促進するため、

東京都有楽町に設置いたしました「宮崎ひなた

暮らしＵＩＪターンセンター」を拠点といたし

まして、就農希望者に対する、定期的な就農相

談会や、宮崎の農業を基礎から学べる就農講座

を開催するなど、広く本県への移住・就農を呼

びかけたところであります。こうした取り組み

により、昨年は、ここ５年間で最高の341名の新

規就農者を確保し、うちＵＩＪターン者も74名

となっているところであります。

○有岡浩一議員 今御報告がありましたＵＩＪ

ターンの74名、年代層を見ましても若い方が大

変多いということで、大変ありがたい取り組み
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だと思っております。

そこで、もう一度、御所見を伺いますが、今

年度の農業分野へのＵＩＪターン促進にどのよ

うに取り組まれる予定なのか、再度、御所見を

お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県へのＵＩ

Ｊターンを促進するためには、就農希望者が安

心してスムーズに移住できるよう、きめ細やか

な情報提供や受け入れ体制の整備が必要であり

ます。このため、都市部での就農相談会におい

て、地域ごとの支援体制や、教育あるいは住宅

などの情報提供を行うとともに、移住・就農の

イメージをより深めていただけるよう、先輩移

住者からの体験談等を聞くことのできるような

場を就農講座の中で設けるなど、昨年に引き続

き実施してまいりたいと考えているところであ

ります。

さらに、本議会に提案しております「農で呼

び込む人・しごと・産地創造対策事業」におき

まして、市町村やＪＡと連携し、就農希望者の

受け入れと、担い手の育成機能を有する「しご

と創生公社」を各地域に設立できるよう取り組

むこととしており、これらの取り組みにより、

農業分野のＵＩＪターンの促進に努めてまいり

たいと考えております。

○有岡浩一議員 ぜひＵＩＪターン、お一人お

一人を大切にした取り組みを期待しておりま

す。

次に、ジビエの普及について、再度、農政水

産部長にお尋ねいたします。ジビエ普及拡大に

必要な、ジビエハンターという表現を使ってお

りますが、そういう専門的なジビエを捕獲する

方たち、さらには処理加工にかかわる人材、こ

ういった方たちを養成する必要がありますが、

この取り組みについても見解をお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） ジビエの普及

拡大を図っていく上で、安全・安心で高品質な

ジビエの供給体制を確立することは極めて重要

であると考えます。このためには、捕獲から消

費までの各段階において、品質確保のための衛

生管理や処理加工について、高度な技術を有す

る人材の育成は極めて重要であると、そのよう

に考えます。

このため県では、今年度、「地域力を活かす

鳥獣被害防止総合対策事業」を創設し、その中

で、鹿などの狩猟者、処理・加工従事者を対象

に、衛生管理技術や品質保持のためのジビエに

適した捕獲、解体等の処理・加工技術に関する

研修会、あるいはジビエの調理技術に関する研

修会を開催することとしております。今後と

も、市町村や関係機関・団体と連携いたしまし

て、本県のジビエの生産を担う人材の育成に努

めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 それでは、総合政策部長にお

尋ねしたいと思います。実は、この取り組みは

さらに進んでおりまして、国産ジビエ流通規格

検討協議会が今年度導入予定の移動式解体処理

車の実証実験についての考え方をお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（永山英也君） ジビエの普及

拡大を図るためには、肉の品質確保と安定的な

供給の確立が重要な課題であります。山中で捕

獲した野生獣の中には、処理加工施設への搬入

が容易でなかったり、搬入までの間の肉質の劣

化のため、やむを得ず廃棄されるものがござい

ます。このため、捕獲現場近くで処理施設と同

等な設備の利用が可能となります移動式解体処

理車は、その有効な解決策として期待されてい

るところであります。
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今年度、御質問にありました、国産ジビエ流

通規格検討協議会による移動式解体処理車の実

証調査が、本県においても実施されることと

なっております。県といたしましては、この実

証調査に積極的に協力しますとともに、衛生管

理や運用面での課題についても、しっかりと見

きわめてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 これからの新しい農業のあり

方として、こういった分野も、丁寧にやってい

くことによって、地域の産業として発展すると

期待しております。

続きまして、環境森林部長にお伺いいたしま

す。おが粉対策についてであります。

地域の方々から何度も連絡がありまして、

「おが粉対策はどうなっているんだ。木質バイ

オマス発電ばかりに目が行っていて、現地の状

態を知らない」ということで、大変厳しい意見

をいただいたんです。そこで、お尋ねしたいと

思いますが、林地残材以外のＣ材等の原料が木

質バイオマス発電施設で消費されることによっ

て、地域によって木材が入手しにくい状況に

なっております。現状認識について、環境森林

部長の御所見をお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県内の木質バ

イオマス発電施設に対しましては、その状況を

把握するために、定期的に調査を実施している

ところです。その中で、燃料の調達につきまし

ては、林地残材のほか、曲がりが大きくて製材

に向かないＣ材などの低質な丸太が使用されて

いる状況にあると聞いているところです。ま

た、おが粉の生産業者に対しましても、同様の

調査を実施していますが、一部の生産者から

は、原料である林地残材やＣ材などの丸太が値

上がりして、入手しにくくなっている状況にあ

るという回答があったところです。その原因と

しましては、木質バイオマス発電施設の燃料

と、おが粉生産の原料に競合する部分もあるの

ではないかと考えております。

○有岡浩一議員 今後ますます、こういった課

題が出てくると危惧しているわけですが、再

度、部長にお尋ねいたします。林地残材の木質

バイオマス発電施設への有効活用について、県

として今後どのように取り組んでいかれるの

か、お尋ねいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、林

地残材を効率的・効果的に出荷できるよう、木

質バイオマス発電施設への輸送経費や搬出・輸

送に必要な機材への支援など、その供給体制づ

くりに取り組んできたところでございます。今

年度はさらに、林地残材の搬出や輸送などにつ

きまして、関係者で意識の醸成を図り、一体と

なった取り組みが進められるように、県内各地

に設置されている地域協議会の運営経費に対し

ましても支援をしていくこととしております。

○有岡浩一議員 林地残材が現場に残されてい

るという姿が今までずっと続いておりました。

しかし、林地残材が有効に活用されることに

よって、結果として再造林へ取り組む近道にな

ると私は思っております。そういった意味で

は、林地残材を有効に活用する、これを徹底し

ていただくことが、大きな循環型エネルギーの

取り組みの第一歩だと思っております。ぜひ林

地残材の取り組みをしっかりとやっていただき

たいと思っておりますし、その取り組みが結果

的に災害防止につながる。よく山津波という表

現をされますが、そういう災害が起きることの

ないように、林地残材の活用を強く要望してお

きたいと思います。

次に、県土整備部長にお伺いいたします。青

島にあります宮交ボタニックガーデン青島が、
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３月26日にリニューアルオープンしました。何

度か足を運んでみましたが、幅広い世代が利用

しているようです。リニューアルオープン後の

利用状況と今後の取り組みについて、県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 今回リニュ

ーアルオープンしました宮交ボタニックガーデ

ン青島でありますけれども、大温室には、色と

りどりのブーゲンビリアを初め、190種1,600本

の亜熱帯植物などを展示するほか、姉妹園であ

りますシンガポール植物園との友好を示すマー

ライオン像を設置するなど、大温室の周辺を含

め、南国情緒あふれる植物園として整備したと

ころであります。その結果、オープンから５月

末までの大温室の入場者数は、リニューアル前

の同時期の約5,200人から約４万7,000人にふえ

ており、大変にぎわっております。

今後は、さらに魅力ある植物園となりますよ

う、植物について学ぶ体験学習の実施や、青島

ビーチパーク開催中の夜間ライトアップの試

行、さらに、宮崎市の観光ボランティア協議会

と連携して、ボランティアガイドの育成にも取

り組むこととしております。今後とも、宮崎市

を初め、地元の皆様や周辺の施設とも連携し

て、青島地区の活性化につなげていきたいと考

えております。

○有岡浩一議員 ありがとうございました。姉

妹植物園としてシンガポール植物園がございま

す。ボタニカルという植物、そしてガーデンと

いう庭、植物園としての本来の目的である、中

にある植物というものに特に力を入れていただ

きながら、ブーゲンビリアなど宮崎らしい公園

として、今後とも利用していただければありが

たいと思っていますし、もっともっと小学生や

中学生、子供たちにも足を運んでいただきたい

施設だと期待しておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。

通告した質問は終わりましたが、２つほどお

話をさせていただきたいと思います。

先ほどの職員のストレス軽減として、テレビ

でやっておりましたが、癒やしパワーとしてオ

キシトシンというものがあります。これはタッ

チケア方法で、10分間ほどストレスを軽減でき

るようにさわっていただくこと―表現が悪い

んですが、体に触れてもらうことによって落ち

着く。被災地でもそうです。被災地でも、実際

にさわってもらう、そして肩をもんでもらう、

そういったことでも結構ですが、そういったも

のがストレス解消になるというふうなお話でし

た。

それともう一つ、先ほどの江差福祉会の樋口

理事長は、元宮城県知事の浅野史郎さんが厚生

省在職中に北海道の福祉課長として赴任された

ときに、浅野さんから、「障がいのある人たち

は、きょうできなかったことが、あすはできる

ようになるかもしれない」という言葉を教えて

いただいております。ぜひこれからも、堅実な

中にも柔軟性を持った職員をつくっていただき

ながら、職員と一緒に頑張っていただくことを

願い、また、我々も一緒に頑張ることをお誓い

申し上げまして、私の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）

○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50分休憩

午後１時０分開議

○宮原義久副議長 休憩前に引き続き会議を開
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きます。

次は、野﨑幸士議員。

○野﨑幸士議員（拍手）〔登壇〕 こんにち

は。宮崎県議会自由民主党、野﨑幸士です。６

月定例議会に当たり、議長のお許しをいただき

ましたので、質問通告書に従いまして質問を進

めてまいります。

まずは、熊本地震でございます。４月14日夜

に震度７の前震があり、緩んだ地盤や弱くなっ

ている建物に追い打ちをかけるように、16日深

夜に震度７の本震があり、壊滅的な被害となり

ました。49人が亡くなり、今も１人の行方がわ

かっていません。一連の地震により被害を受け

た住宅が13万棟を超えたとの報告もありまし

た。地震によりお亡くなりになられた方々、ま

た被災された方々に、心からお悔やみとお見舞

いを申し上げます。私も、自民党青年局の仲間

と一般の方々と一緒に、４月と５月に３回、現

地のボランティアに行ってきました。この目で

現場の悲惨さを目の当たりにし、また、被災さ

れた方と触れ合い、生の声を聞き、何とかしな

きゃいけないなと強く思った次第です。我が宮

崎県も、過去の災害、また口蹄疫等で全国から

支援をいただき、今があります。本県も先月の

臨時議会で約４億3,000万の熊本の復旧に関する

補正予算をつけましたが、さらに早期の復旧・

復興を強く願いながら、九州はひとつ、日本は

ひとつという気持ちで、熊本県に温かい御支援

を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

さて、本県も南海トラフ巨大地震の発生が懸

念される中で、知事におかれましても、その思

いや考え方を幾度となく述べられていますが、

今回の熊本地震を受け、改めて、南海トラフ地

震を初めとする大規模災害に対する備えに対し

ての御見解を知事へお伺いし、以下の質問は、

質問者席よりお伺いしてまいります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

熊本地震を受けました、南海トラフ地震を初

めとする大規模災害に対する備えについてであ

ります。私は、これまで常在危機という意識を

基本としながら、本県もさまざまな災害を経験

してきたその教訓を踏まえ、防災・危機管理能

力の強化に取り組んでまいりました。熊本地震

の甚大な被害を目の当たりにいたしまして、自

然災害の恐ろしさと備えの重要性について、改

めて認識をしたところであります。特に本県で

は、大きな被害が想定される南海トラフ地震の

発生が懸念されておりますことから、今後も引

き続き、地震などの災害に対する日ごろの備え

について、県民の皆様の防災意識のさらなる向

上を図りますとともに、国等からの支援の受け

入れ体制の整備や訓練の実施など、より実践的

な取り組みを進め、大規模災害に対する備えに

万全を期してまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○野﨑幸士議員 答弁にもありましたように、

災害に対しては、日ごろの備えと防災意識の向

上だと思います。日ごろから隣県との情報交換

や県内市町村と連携をとり、しっかりとした体

制を構築していただくことを要望いたします。

今回の熊本地震では、本県でも、県北を中心

に震度５強弱の強い震度が観測されています

し、余震もたびたび起きています。こういった

中で懸念されるのが、地震により緩んだ地盤で

す。これから雨の多い時期に入り、土砂崩れ等

が心配されますが、今回の熊本地震を受けて、

地盤の緩みが心配される県北地域の土砂災害危

険箇所の点検は行ったのか、また、現在どのよ
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うに対応しているのか、お伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 今回の地震

では、国のマニュアルに準じて、震度５強の強

い揺れを観測した椎葉村、美郷町、高千穂町の

３つの町村で、落石や小規模な崩壊が発生した

箇所の周辺に位置する土砂災害危険箇所164カ

所について、目視による緊急点検を行いました

が、異常は確認されませんでした。しかしなが

ら、この３つの町村におきましては、地盤が脆

弱になっている可能性があり、大雨による土砂

災害の危険性が通常より高いと考えられること

から、県と宮崎地方気象台が共同で発表する土

砂災害警戒情報の発表基準を、通常の８割に引

き下げて運用しております。これによりまし

て、土砂災害に関する情報提供を早い段階で行

うこととなり、地域住民の早期避難につながる

ものと考えております。

○野﨑幸士議員 県も土砂災害の危険性を認識

しているとのことですので、特に雨の多くなる

この時期は、さらに注視していただくことを要

望いたします。

熊本地震による本県への経済的影響も御報告

があったところですが、５月10日の調査時点で

は、宿泊客のキャンセル数が約６万3,000人、ゴ

ールデンウイークでは、主要観光地への入り込

み客数、宿泊数が前年度比の約７割から８割

と、このような状態が３カ月間続くと仮定した

場合、個人消費関連産業及び観光関連産業への

影響は、55億円のマイナスとの推計もなされて

いるところです。こういった状況に伴い、中小

企業向けの経営金融支援について、県商工政策

課経営金融支援室、県内３カ所の総務商工セン

ター（日南、都城、延岡）に窓口を設置し、商

工団体への相談窓口の設置を要請したとの説明

を受けたところでございますが、その相談状況

と内容についてお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県や商工

団体等の相談窓口には、窓口を設置した４月21

日から５月末までの間に14の企業から金融の相

談が寄せられておりまして、その内訳を業種別

に見ますと、宿泊・飲食業が６件、サービス業

が４件、小売業が２件、製造業が２件となって

おります。相談の内容といたしましては、全て

売上減少による運転資金の相談でございます

が、宿泊客数、入り込み客数の減少によるもの

のほか、熊本や大分の取引先が営業停止とな

り、仕入れや販売が困難になったことなどによ

り、売上が減少したというものでございます。

○野﨑幸士議員 想定していたような業種と内

容でした。熊本地震によって大きなダメージを

受けている本県の中小企業者は、ほかにも多々

あると思っていますので、こういった相談窓口

のさらなる周知を図り、力になっていただくこ

とを要望いたします。

金融対策については、県内各銀行、各信用金

庫等に金融円滑化の協力要請と県中小企業融資

制度の周知を行ったとのことですが、特に、突

発的な自然災害等により、多数の中小企業者の

経営に支障が生じるおそれがある場合に、都道

府県が国に対して指定の要請を行い、国が災害

及び地域を指定し、信用保証協会が融資額の全

額に対して保証を行うセーフティネット保証４

号について、５月17日に宮崎県全域の指定が決

定したとのことでした。この制度の各関係機関

への周知の状況と利用状況をお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） セーフ

ティネット保証４号につきましては、国の地域

指定決定後、速やかに県内金融機関を初め、商

工団体や市町村等に周知を図ったところであり
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ますが、保証の利用が可能となる５月27日の官

報告示後におきましても、改めて関係機関に周

知したところであります。

次に、利用状況につきましては、告示後間も

ないことから、問い合わせや相談は寄せられて

おりますけれども、５月末時点での利用はござ

いません。ただ、セーフティネット保証４号以

外の県融資制度等利用の保証実績が、熊本関連

で９件の１億800万円となっております。県と

いたしましては、関係機関と連携を図りなが

ら、中小企業者に対する資金供給の円滑化に

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○野﨑幸士議員 告示後間もないので、まだ利

用はないとのことでしたが、周知を行った金融

機関、商工団体、市町村等から、さらに中小企

業者に対し周知の徹底が図られるよう、働きか

けていただくことをお願いいたします。

熊本地震に対するこれまでの観光客等の来県

の減少、キャンセルの発生状況を見ますと、こ

れから県内の観光業がにぎわう夏休みを目前

に、風評被害が一番の懸案事項と思いますが、

本県及び九州全体の観光の風評被害についてど

のように対応されるのか、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 熊本地震

による旅行マインドの低下や、風評被害による

宿泊予約等への影響は、本県のみならず、九州

全体に及んでおりまして、その解消は喫緊の課

題でございます。このため、現在、本県の観光

関連施設の営業状況等について、正確な情報提

供に努めますとともに、５月補正予算の宮崎観

光誘客対策事業を活用し、宿泊割引等を先行し

て実施しているところでございます。また、今

回、補正予算でお願いしております九州観光支

援交付金事業を活用し、国内外の旅行プランの

割引等、きめ細やかに対応していくほか、九州

各県や九州観光推進機構と連携を図りながら、

国内外に向け、九州への旅行需要を喚起するた

めの観光プロモーションを行うこととしており

ます。県といたしましては、本県独自の取り組

みと国の交付金事業を一体的に実施すること

で、夏休みに向けての観光誘客に全力で取り組

んでまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 九州の熊本で起こった今回の

地震が、本県を含め、九州全体のイメージを変

えてしまいました。夏休みを含め、これからの

季節こそが、本県・九州全体の経済復興のチャ

ンスだと思い、今議会で上程されました九州観

光支援交付金と５月臨時議会で議決しました宮

崎観光緊急誘客対策事業を活用し、九州各県と

強い連携を図りながら、しっかりと風評被害対

策、経済復興に取り組んでいただくことを要望

いたします。

次に、選挙権18歳引き下げについて質問いた

します。

選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職

選挙法が、本年６月19日に施行されます。全国

では18・19歳の約240万人が、本県では約２万人

が新たに有権者になると見込まれています。18

歳選挙権が適用されるのは、ことしの夏の参議

院議員選挙になります。改正公職選挙法が公布

されてからこれまでの啓発の取り組み状況につ

いて、選挙管理委員長にお伺いいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙権年齢

の引き下げによりまして、高校生を初め、新た

に有権者となる若者向けの啓発が重要となりま

すことから、県選挙管理委員会では、県教育委

員会や私学振興会等と主権者教育や啓発を連携

・協力して推進するための協定等を取り交わし

ました。これを機に、当委員会では、啓発事業
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を高校生以上が参加できる形に見直しまして、

政治や選挙に関するワークショップや意見発表

会等を開催したほか、県内の全高校生を対象

に、意識啓発を兼ねた政治や選挙に関するアン

ケートを実施し、３万人を超える生徒から回答

をいただいたところであります。さらに、昨年

度は、県と市町村の選挙管理委員会で高校への

選挙出前授業に初めて取り組み、県内37校の１

万4,000人を対象に実施したところでありま

す。これらの啓発の取り組みにつきましては、

報道機関の方々にも高い関心を寄せていただ

き、さまざまなメディア報道で取り上げられた

ところでございます。

○野﨑幸士議員 さまざまな啓発運動がなされ

ていますので、この取り組みが若者の投票率向

上につながることを期待します。

さて、先月、５月21日に、宮崎産業経営大学

にて開催された「わけもん 政治を変える!!」

という、若者の選挙権年齢引き下げに対しての

思いや考え方を討論し合うシンポジウムに出席

しました。登壇したパネリストは、私と、女性

のえびの市議会議員、高校生３名、大学生２名

の計７名で、会場には多くの高校生や大学生を

初め、一般の方も参加されました。高校生、大

学生を初めとする若い方々の生の声を直接聞く

ことができ、いい勉強になりました。これから

は、そのシンポジウムで若者から受けた質問を

取り上げ、若者の純粋な思いや考え方を伝えな

がら進めていきますので、若者へ伝える感覚で

御答弁をよろしくお願いいたします。

まず、18歳選挙権について、賛成ですか反対

ですかという質問がありました。私も含め登壇

した７名は、全員賛成でした。高校生からは、

「消費税等の身近な問題について意見を言うた

めにも18歳選挙権は必要だ」「まだ17歳だが、

早目に自分の考えをまとめて投票を通して示し

ていきたい」「賛成だけど、選挙権によって18

歳に求められる不安もある」などの意見が出ま

した。私は、少子高齢化が進展している近年、

高齢者の有権者比率が若者を大きく上回ってい

る状況であり、高齢者の意見や思いで政策が偏

らないようにするためにも、若き有権者の必要

性があるという思いを伝えましたが、選挙権18

歳引き下げについてどう思われているのか、知

事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私もことし２月、県内

の高校生10人と、今回の制度改正ということも

背景にしながら、政治や選挙について意見交換

をする機会を持ったところであります。自分自

身の高校時代のことを考えますと、政治や選挙

をまともに考えたことはないなという状況の中

で、今回の高校生たちは、こうした制度改正と

いうものを非常に前向きに受けとめて、責任を

持ってしっかりと迎えようとする、その姿勢に

感心をいたしましたし、自分なりの考え方とい

うものを述べてくれる、その姿勢に大いに心強

い思いがしたところであります。彼らを含め

た18歳、19歳の若者が、この国や地方の将来を

決める大事な選挙に有権者として新たに参加す

るということ、大変頼もしく、心強いものだと

感じたところであります。

これまで、若年層の低投票率ということが問

題になりまして、さまざまな啓発なり活動に取

り組んできたわけですが、さらにこの18歳、19

歳という選挙権年齢の引き下げということで、

政治や選挙というものが大きな注目を集める。

そして、こういう若い世代だけではなく、あら

ゆる世代の有権者が政治や選挙について関心を

持ち、積極的な政治参加につながってくる、そ

のような大きなきっかけにすべきではないかと
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考えておりますし、いろんな形で私も一政治家

として働きかけを行ってまいりたいと考えてお

ります。

○野﨑幸士議員 まさに私も、今回の選挙権18

歳引き下げが、全体的な政治参加、投票率の向

上につながることを期待しています。

先ほどのシンポジウムの続きですが、大学生

からは、投票率の低さについて、その現状をど

う受けとめていますか、その要因は何だと思い

ますか、また、その改善策として取り組まれて

いることがありますかとの質問がありました。

これは、近年の投票率等の低い状況を見ての質

問と思いますが、この質問に対しての御見解を

選挙管理委員長にお伺いいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 最近、投票

率が低い傾向にありますことは、選挙が民主政

治の基盤をなすものでございまして、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、極めて憂慮すべき事態であると考えており

ます。投票率は、その時々の政治情勢や、候補

者の政策や争点、天候などにも左右されると言

われておりますが、有権者の政治離れが進行し

ていることが、投票率が低い大きな要因と考え

ております。投票率を向上させるためには、主

権者意識の醸成が重要となりますので、各種啓

発事業を継続・拡充するとともに、教育委員会

等と連携・協力した主権者教育にも引き続き注

力していきたいと考えております。また、今回

の参議院議員選挙では、宮崎市、都城市、延岡

市の大型商業施設や大学に期日前投票所が設置

されますが、このような投票しやすい環境の整

備に向けても、市町村選挙管理委員会の取り組

みを支援してまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 私は、候補者のことを知らな

いとか、自分の一票では何も変わらないとか、

政治不信の部分が大きいと思いますが、おもし

ろいデータがありまして、５年に一度実施され

る「世界青年意識調査」、日本、韓国、アメリ

カ、イギリス、フランスの５カ国の18歳から24

歳の青少年1,000人に対して面接調査するもので

すが、それによると、平成20年度では、政治に

対して関心のある若者の割合は、調査国の中で

日本が１番でした。これらのことからも、今の

若者は、政治離れではなくて、投票離れとも言

えると思います。求められるのは、現代の世代

別のライフスタイルに合わせた、例えば、投票

所を身近な施設に設置するとか、投票時間を拡

大するとか、インターネットによる投票を可能

にするとか、身体に障がいのある方も手軽に投

票できるようにするとか、先ほどの答弁にもあ

りましたように、大型商業施設や大学に期日前

投票所を設置するなど、投票方法・環境を研究

し、その実現に向けて行動することが大事だと

思います。また、選挙権18歳引き下げについて

は、高校３年生の一部に選挙権が与えられるこ

とになりますが、その対象となる高校３年生へ

の対応と、政治と政治参加への理解を深める意

味でも、もっと早い段階、小中学校、高等学校

での政治に関する教育が必要と思いますが、教

育長の見解をお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 選挙権年齢が18歳以

上に引き下げられたことに伴い、主権者教育の

一層の充実が求められており、このことは高等

学校はもちろん、小中学校段階からもしっかり

と進めるべきものだと考えております。例え

ば、小学校では、議会制民主主義の基本的な仕

組みを教え、中学校では、投票率の低下や一票

の格差などについて考えさせる学習、また、高

等学校では、国民の政治参加の重要性やその義

務について、まさに当事者としての理解を深め
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る学習を行っているところであります。さら

に、選挙管理委員会と連携を図りながら、模擬

投票やディベートなど、より実践的な活動に取

り組んでいる学校もございます。県教育委員会

といたしましては、児童生徒に、主権者として

社会のために何ができるかを考えさせ、よりよ

い社会をつくっていこうという意欲を持たせる

よう、指導を充実させていくことが大切である

と考えております。

○野﨑幸士議員 小・中・高と段階的な教育が

なされることは理解できましたが、18歳で有権

者になることは、義務と責任を負うことにな

る、また、社会の構成員の一人としての自覚を

持つことといったことを強く伝えながら、今ま

での学校での政治教育のあり方・内容が、選挙

権18歳引き下げによって、より身近に、現実的

な教育になるよう、要望いたします。

宮崎県警は、２日、野口泰警察本部長を本部

長とする参議院議員通常選挙違反取締本部を設

置しました。選挙違反について、高校生にはど

のような指導がなされているのか、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 今回の選挙権年齢引

き下げにより、18歳以上の高校生の政治的活動

等が認められたところでありますが、生徒が正

しい知識を学んでいないために選挙違反になる

ということがないように、公職選挙法上、特に

気をつけるべき事項などについては、これまで

も、校長会や主権者教育担当者会議等におい

て、教職員を対象に研修を行ってまいりまし

た。また、現在、各学校では、全学年の生徒を

対象に、総合的な学習の時間などにおいて、文

部科学省から配付された資料や副教材等をもと

に、選挙違反について、具体的な事例等を扱い

ながら学習を行っているところであります。県

教育委員会といたしましては、選挙管理委員会

とも十分連携をしながら、今後も各学校での指

導の充実が図られるよう努めてまいりたいと考

えております。

○野﨑幸士議員 買収などの問題が懸念される

中、警察においては、淡々と適正な捜査と取り

締まりで選挙の公正を確保していくと思います

ので、選挙違反に対するより一層の生徒への学

習を行うよう、要望いたします。

最後に、18歳選挙権が初めて適用される、こ

としの夏の参議院議員選挙に向けて、若者への

思いを選挙管理委員長と教育長にお伺いいたし

ます。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 今回の選挙

権年齢引き下げは、若い皆さんの意見を政治や

社会に反映し、新しい社会づくりにつなげる大

きなチャンスと考えております。このチャンス

を最大限に生かすためには、まず一人一人がこ

の国の主権者として、日ごろから政治や社会問

題に関心を持ち、自分自身の考えを育んでほし

いと思います。その上で、選挙のときには、候

補者の主張や公約を比較検討し、自分の意思を

最も反映させることができる候補者は誰なのか

を納得いくまで考えていただきたいと思いま

す。そして、投票日には必ず投票所に足を運

び、自分が選択した一票を投じていただくこと

で、この国や県を自分たちの望む未来に導いて

ほしいと思っております。

○教育長（四本 孝君） 新しく有権者となら

れる皆さんには、宮崎や日本の将来を担うとい

う気概を持って、自分が暮らしている地域や日

本、世界の未来について自分で考え、判断し、

行動することで、我が国や郷土に対して貢献し

てほしいと考えております。そのためにも若い

人には、新しい有権者として、一票を投じるこ
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とで積極的に政治に参加していただくことを期

待しているところであります。

○野﨑幸士議員 私も同感であります。未来を

生きる当事者である若者が、社会の構成員の一

人としての自覚を持って、政治に参加していた

だくことを強く願っています。

次に、特別支援学校について質問します。

特別支援学校とは、心身に障がいのある児童

生徒に対し、幼稚園から高等学校に準じる教育

を行い、また、障がいによる学習上または生活

上の困難を改善・克服するために必要な知識、

技能などを養うことを目的とする学校で、きめ

細かに配慮された教育がなされています。この

質問については、昨年の９月定例議会にて一般

質問させていただきましたが、今年度、前飛田

教育長にかわり、新しく四本教育長が就任され

ましたので、新教育長の見解をお聞きしていき

たいと思います。まず、特別支援学校を初めと

する障がい児教育についての見解を、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 障がいのある児童生

徒一人一人の能力や特性を十分に生かす教育へ

の取り組みの中で、特別支援学校の高等部の設

置や、延岡地区の３つの支援学校を統合した延

岡しろやま支援学校の設置、さらには、巡回相

談等を行うチーフコーディネーターを９名配置

いたしまして、小中学校等の特別支援学級等の

教育の充実に取り組んでまいっておるところで

あります。その結果、障がいのある児童生徒に

対する教育は、年々充実してきていると認識し

ております。しかしながら、教室不足や就職率

の向上など、解決すべき課題もございます。今

後とも、子供たちの将来の自立と社会参加の実

現を目指して、特別支援教育のさらなる充実を

目指してまいります。

○野﨑幸士議員 新しく教育長に就任されたと

ころですので、教育長らしい理念と行動で、障

がい児教育の環境の充実と理解の拡大に尽力し

ていただくことを期待いたします。

昨年の９月議会では、少子化にもかかわら

ず、全国的に特別支援学校の児童生徒数が急増

している状況の中で、昨日、松村議員の質問に

もありましたように、本県でも現在は1,366名

と、過去10年間で約３割ふえているとのことで

した。前回、このような特別支援学校の児童生

徒数が急増している状況の中、教室不足が懸念

されることを指摘させていただきました。前回

は、児童生徒の急増で教室不足になっており、

可能な限り教室の増設に努め、仕切り、転用な

どを講じていくとのことでしたが、現在の県内

の特別支援学校の教室不足の状況と今後の対応

について、お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 県内の特別支援学校

の教室不足につきましては、大変大きな課題で

あると認識をしております。これまで平成26年

度には、みなみのかぜ支援学校と日向くろしお
※

支援学校にそれぞれ３教室ずつ増設し、計６教

室を設置いたしました。また平成27年度は、都

城きりしま支援学校で、ふだん活用頻度の少な

い特別教室などを改装し、教室や相談室に転用

いたしております。現在、各学校では、１つの

教室を仕切って２学級としたり、図書室等の特

別教室を普通教室へ転用したりするなど、工夫

を行うことで不足を補っている状況にありま

す。今後につきましても、支援学校と協議を行

いながら、特別教室等の有効活用や県立学校の

余裕教室等の活用も含め、計画的な対応を検討

してまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 増設や改装等を行い、徐々に

改善されているようですが、やはり仕切り、転

※ 103ページに訂正発言あり

平成28年６月10日(金)
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用などを講じているとのことでした。大事なの

は、安全面の心配と、転用した部屋本来の機能

をどうするかです。前回も述べたように、特別

支援学校を取り巻く環境改善の問題は、何も県

レベルだけの問題じゃないと思います。国に対

して、特別支援学校に一定の設置基準をつく

り、特別支援学校を取り巻く環境改善に向けた

施策をとるよう要望していただきたいと、心か

らお願いいたします。早期に、一般の小中学

校、高等学校と同じように学校運営がなされる

ことを願います。

特別支援学校の高等部においては、将来の自

立と社会参加に向けた教育が行われています

が、改めて、特別支援学校の高等部生徒の卒業

後の就労状況と今後の取り組みについてお伺い

いたします。

○教育長（四本 孝君） 平成27年度の卒業生

は194名で、このうち47名が就職をいたしまし

た。主な就職先としましては、大部分が県内

で、衣服や精密機械の製造業、公務員等となっ

ており、一部は県外大手の自動車の製造業と

なっております。現在、清掃業務や接客業務な

ど、職業技能のスキルアップを図るチャレンジ

検定の実施や、自立支援推進員による職場開拓

や、離職防止、生活に係る相談を行っておりま

す。また、企業等への理解啓発を図るために、

今年度から、宮崎県工業会が主催する「みやざ

きテクノフェア」への参加や、企業のための学

校見学会の実施に取り組んでまいります。今後

とも、これまでの取り組みを積極的に進め、さ

らに充実させて、就労支援に結びつけてまいり

たいと考えております。

○野﨑幸士議員 身体にハンデがある分、自力

での就労は難しい中、教育委員会、学校現場で

は大変な労力がかかることは十分理解していま

すが、小・中・高生のうちに生徒たちをできる

だけ外に出して、一般社会との交流、現場実習

等を積極的に行い、社会に対して、人に対し

て、まずはなれてもらい、自信をつけていくこ

とが大事だと思います。また、そのことが一般

社会へ障がい者就労の理解を広めることにもつ

ながると思いますので、さらなる取り組みの進

展を要望します。

文科省は、障がいのある児童生徒の今の学習

指導要領については、子供の目標や支援内容に

ついての個別の教育支援計画や、教科ごとの指

導状況などを記す個別の指導計画をつくるよう

勧めていますが、義務化はしていません。こう

した計画を中学校や高校に引き継ぐかどうか

は、各校が独自に判断しているため、新しい学

校が障がいに応じた最適な指導方針を把握し切

れていないおそれがあります。特に高校では適

切な進路指導がしにくい状況にあると文科省は

見ていますが、個別の教育支援計画や個別の指

導計画に対する本県の取り組み状況についてお

伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 乳幼児から学校卒業

まで一貫した支援を行い、児童生徒のニーズに

応じたきめ細かな支援を進める上で、個別の教

育支援計画や個別の指導計画は大変重要なもの

と考えております。こうした中、本県における

個別の教育支援計画の作成率は、残念ながら、

まだ全国平均には至っておりませんが、研修等

を積極的に実施いたしまして、急ピッチで全国

レベルに近づけているところでございます。ま

た、個別の指導計画の作成率は、小中学校では

ほぼ全国レベルにありますが、高等学校につき

ましては、全国と比べ、若干低い状況にあると

ころでございます。

○野﨑幸士議員 障がいのある児童生徒にとっ

平成28年６月10日(金)
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て、またその保護者にとって、学校を卒業する

までの一貫した支援教育は大変重要なものです

ので、答弁にもありましたが、作成率が全国レ

ベルに至っていない状況を見ますと、作成率向

上に尽力していただくことを要望いたします。

文科省は、障がいのある子供を小学校から高

校まで一貫して支援し、進学や就労につなげる

ため、進学先にも引き継げる個別カルテのよう

なものをつくるよう、各校に義務づける方針を

固めました。通常の学級に通う発達障がいの子

供も対象で、2020年度以降に導入することに

なっています。個別カルテには、子供の障がい

や健康状況、保護者と本人の希望や目標などを

書き込み、卒業後は進学先に渡し、これまでの

子供の状況を把握してもらう目的があります。

文科省は、2020年度から2022年度に順次始まる

小・中・高の新学習指導要領での義務化を検討

することになっていますが、この個別カルテの

義務化に向けた今後の本県の取り組みについて

お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 先般、新聞報道があ

りました個別カルテにつきましては、これまで

取り組んできました個別の教育支援計画や個別

の指導計画が、そのベースになるものと考えて

おります。現在、文部科学省において、新学習

指導要領での作成の義務化に向けた検討が行わ

れておりますことから、その動向を注視してま

いりたいと考えております。障がい児のライフ

ステージに応じた一貫した支援は、大変重要で

あると考えておりますので、今後、個別の教育

支援計画等の作成率の向上と効果的な活用を図

るために、教職員への研修を通じた理解啓発等

に努め、障がいのある児童生徒に対する支援の

充実を図ってまいります。

なお、ここで１つ訂正をさせていただきま

す。先ほど、特別支援学校の教室の増設につき

まして、日向くろしお支援学校と申し上げまし

たが、日南くろしお支援学校の誤りでございま

す。おわびして訂正いたします。

○野﨑幸士議員 この件については、先ほどの

個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成率

向上に伴うことですので、しっかりと取り組ん

でいただくことを要望いたします。

次に、小中学校の特別支援学級について質問

します。前回、また昨日の松村議員の質問から

も、特別支援学級に在籍する児童生徒数はかな

りの勢いでふえていることに驚いたところでご

ざいます。前回、その進路指導については、保

護者とも低学年のときから丁寧な相談を重ねて

いるとのことでした。中学校卒業後、進路が決

定しない生徒がいることも指摘させていただき

ましたが、中学校卒業後の進路が決定しない特

別な教育的支援を必要とする生徒についての見

解をお尋ねいたします。

○教育長（四本 孝君） 中学校卒業後の進路

先が決まらない生徒がいるということは、大き

な課題であると認識をしております。進学先で

ある高等学校と中学校が連携して、支援をつな

ぐよう指導するとともに、就職を希望する生徒

についても、就労支援を行う関係機関と十分に

中学校が連携するよう指導しているところであ

ります。今後とも、生徒一人一人の障がいの特

性に応じた丁寧な支援や指導を一層充実させて

いくことで、将来を見通した進路指導につなげ

ていくよう努力してまいりたいと考えておりま

す。

○野﨑幸士議員 この問題を解決する方法は、

残念ながらこれという手だてはありませんが、

こういった問題が存在し、この問題にぶつか

り、悩み、不安を抱えている障がいのある子供

平成28年６月10日(金)
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たちとその保護者、家族がいることは事実です

ので、この問題の解決に向けて、さらに調査・

研究を行っていくことを要望いたします。

障害者差別解消法と、「障がいのある人もな

い人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」

が、４月１日に施行されました。法律では、障

がい者への差別的な扱いを禁止し、負担が重過

ぎない範囲で必要な配慮を公的機関に義務づ

け、民間事業者には努力義務を課しています。

県条例では、差別的な扱いの禁止について、福

祉や教育などの分野ごとに詳しく定め、相談員

や差別解消のための協議会の設置が明記してあ

ります。条例の名のとおり、障がいのある人も

ない人もともに暮らしやすい温かいふるさと宮

崎になるよう、県民挙げて取り組んでいくこと

を願っております。

次に、乳がん・子宮頸がん・産後うつについ

て質問します。

女性特有の病気である乳がん、子宮頸がん、

また近年では、産後にうつ病にかかる産後うつ

も取り沙汰されています。まず、乳がんについ

て質問します。昨日、歌舞伎役者の市川海老蔵

さんの妻であります小林麻央さんも乳がんであ

ることを公表しました。乳がんは、女性の部位

別がん罹患率の１位であり、増加の一途をた

どっています。生涯のうち乳がんになる女性の

割合は、50年前は50人に１人でしたが、2011年

では10人に１人と言われており、年間７万人以

上が乳がんと診断され、乳がんで死亡する女性

の数も年々増加の傾向にあり、年間約１万3,000

人が亡くなっています。乳がんになる原因はい

まだに解明されていません。そこで、本県の乳

がんの罹患率と死亡数、またその推移をお伺い

いたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 平成25年から

開始しました地域がん登録によりますと、本県

における女性の乳がん罹患数（新たに乳がんと

診断された数）は、まだ確認途中の暫定値では

ありますが、平成25年で639例となっておりま

す。また、女性の乳がんによる死亡数につきま

しては、平成26年で101名となっております。

死亡数の推移は、年によりばらつきはあります

が、平成17年以降の10年間で見ますと、増加傾

向にあるものと思われます。

○野﨑幸士議員 本県も過去10年間で見ると増

加傾向ということでしたが、大事なのは検診に

よる早期発見だと思います。現在は、マンモグ

ラフィーとエコー検診を併用すれば、早期の段

階でほぼ乳がんを発見できます。国民生活基礎

調査によると、我が国は、子宮頸がん、乳がん

については検診受診率が低い状況にあり、欧米

と比べても半分以下の受診率となっております

が、本県の乳がん検診の受診状況をお伺いいた

します。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 今お話にあり

ました平成25年の国民生活基礎調査によります

と、本県の乳がん検診の受診率は45.3％となっ

ておりまして、全国平均の43.4％と比べますと

若干高い状況にあります。また、前回の平成22

年の受診率が39.5％でありましたので、上昇し

ているというふうに考えております。

○野﨑幸士議員 受診率が上がってきているも

のの、まだ半分以上の方が受診されていない状

況から見ても、さらなる受診率の向上が求めら

れると考えますが、本県では、乳がん検診を啓

発するため、どのような取り組みを行っている

のかお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 乳がん検診を

効果的に啓発するには、県、各種団体・企業等

が一丸となって取り組むことが重要であると考
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えております。県では平成17年に、これらの団

体から成る「ピンクリボン活動みやざき」を立

ち上げまして、各種スポーツ大会などイベント

等でのブース出展や、ピンクリボングッズの配

布、大学生の視点を取り入れたリーフレットの

作成・配布などに取り組んでいるところであり

ます。また、10月の乳がん月間には、橘通りや

県庁楠並木通りへのピンクリボンバナーの掲揚

や、県庁本館のピンクライトアップ、ピンクリ

ボンバッジの着用推進なども行っているところ

であります。さらに、「ピンクリボンみやざき

支援自販機」として、ジュースの自動販売機に

ピンクリボンの広告を掲載いたしまして、その

売上金の一部をこれらの取り組みに活用という

ような動きもございます。このような活動を通

じまして、今後とも乳がん検診のさらなる啓発

に努めてまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 乳がんは、早期発見・早期治

療が一番というのは、女性の皆さんは御存じと

思いますが、忙しい、恥ずかしい、症状がない

などの理由で、ついつい後回しにしてしまって

いる方も多いようです。乳がんは、早期発見で

適切な治療を受ければ、９割以上が治る病気で

す。若い世代から、早ければ学生のうちから理

解を広めていくことが大事だと思いますので、

さらなる啓発活動を要望いたします。

次に、子宮頸がんについて質問いたします。

子宮頸がんは、命はもちろんのこと、出産の機

会まで奪ってしまう可能性のある怖い病気で

す。20代から30代の女性に急増していて、全国

では、2011年には約１万1,000人が発症し、

約2,800人が亡くなっているとのことですが、本

県の子宮頸がんの罹患率と死亡数、またその推

移をお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 本県における

子宮頸がんの罹患数でございますけれども、こ

れもまだ確認途中の暫定値ではありますが、平

成25年で118例となっております。また、子宮

頸がんによる死亡数につきましては、平成26年

で43名となっております。死亡数の推移は、年

によりばらつきはありますけれども、平成17年

以降の10年間で見ますと、これも増加傾向にあ

ると考えております。

○野﨑幸士議員 子宮頸がんも先ほどの乳がん

と同様、増加傾向にある状況ということです

が、子宮頸がんは、他のがんとは違って、その

原因が特定されている病気なので、定期検診や

ワクチンで予防できます。調べたところ、この

ワクチンは、がんの約半分を予防することが期

待されるため、国や自治体が積極的に勧めるワ

クチンの一つとして、全国の小学６年生から高

校１年生を対象に、2013年から定期接種化され

ました。ところが、ワクチンを打った接種者か

ら、失神や頭痛等から難病に至るまで、あらゆ

る副反応被害が報告され、定期接種化されて２

カ月余りで、国は、接種希望者の接種機会は確

保しつつ、適切な情報提供ができるまでの間は

積極的な接種勧奨を一時的に差し控えるという

対応をとりました。副反応に関する注意喚起が

ほとんどないまま導入されたことから、2014

年11月までに接種した方のうち、2,584名から副

反応疑いの報告がされています。そのうち３名

は死亡が確認されており、症状が未回復の方

は186人いるそうですが、国は、ワクチンをとめ

るほどリスクが高いとは評価せず、接種事業は

継続されています。このような副反応の事例が

ある子宮頸がん予防ワクチンですが、本県での

これまでの接種状況と副反応の報告件数をお伺

いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 子宮頸がん予
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防ワクチンにつきましては、国の子宮頸がん等

ワクチン接種緊急対策推進事業が実施されてい

ました平成22年11月から平成25年３月までの

間、本県では３万1,193人が接種しておりま

す。その後、平成25年４月に予防接種法に基づ

く定期接種となりましたけれども、お話があり

ましたように、同年６月、国において、積極的

な接種勧奨の一時差し控えが決定されました。

平成25年度は1,013人、平成26年度は51人の接

種となっております。また、予防接種後副反応

報告制度に基づく国への報告につきましては、

平成28年５月末時点で累計で７件の報告がなさ

れております。

○野﨑幸士議員 やはり副反応被害の影響で接

種も減少している状況で、本県でも７件報告が

なされたとのことですが、子宮頸がんは、その

原因が特定されていて、定期検診やワクチンで

予防できるのを考えますと、本当に悩ましい限

りです。本県における今後の子宮頸がん予防ワ

クチン接種の進め方についてお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 現在、県で

は、平成25年６月の厚生労働省通知に従いまし

て、市町村に対しましては、子宮頸がん予防ワ

クチン接種の積極的勧奨を控えるよう周知して

いるところであります。また、国は、ワクチン

接種の積極的勧奨の是非については、今後、副

反応について可能な限り調査を実施し、分析・

評価を行った上で、改めて判断するとしており

ますことから、県におきましては、その動向を

注意深く見守ってまいりたいと考えておりま

す。

○野﨑幸士議員 副反応被害の事実を鑑みれ

ば、答弁のとおりだと思いますが、定期検診の

推進にはこれからも御尽力していただくようお

願いいたします。

次に、産後うつについて質問いたします。産

後うつとは、産後数週間から数カ月間続くうつ

病で、悪化すると、自傷、自殺、幼児虐待につ

ながることもあるため、周囲の支援や適切な治

療が必要となる精神的な病気です。日本産科婦

人科学会によると、東京23区における妊産婦の

出産後に自殺した人の約３分の１が、産後うつ

だったと報じられています。そこで、本県にお

ける妊産婦の自殺の状況についてお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 本県における

妊産婦の自殺数についてのお尋ねでございます

けれども、まことに申しわけございませんが、

統計上、妊産婦としての区分がないため、数字

については不明でございます。

○野﨑幸士議員 私もいろいろと調べました

が、妊産婦の自殺と産後うつの因果関係が一般

的に知られていないことと、精神的なものであ

るため、数値化して表示するのが困難だと思い

ます。私は男性なので、産後の女性の精神状態

は想像でしかわかりませんが、産後の精神障が

いとは、例えば、睡眠時間の減少、１日24時間

の赤ちゃんのお世話、ホルモンの変動、妊娠前

の自由の消失など、赤ちゃんを産んだ後に生じ

る気分の変動した状態です。こうしたストレス

によって産後の心の病気は生じるそうです。そ

こで、本県のこういった妊産婦の心のケア、相

談といった対策についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 県におきまし

ては、産後うつになるリスクの高い妊産婦を把

握するため、市町村や産科医療機関においてス

クリーニングを行うための質問票の活用を進め

るとともに、中央、都城、延岡の３つの保健所

におきまして、女性専門相談センター「スマイ
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ル」を設置しているほか、精神保健福祉センタ

ーに「心の電話相談」窓口を設けるなど、妊産

婦からの相談対応や心のケアを行っているとこ

ろでございます。

○野﨑幸士議員 福岡市シルバー人材センター

では、近くに頼れる家族がいない妊婦の方の出

産前後の身の回りのお手伝いをしながら、人生

経験のあるシルバー女性会員が訪問し、いろん

な相談に乗る子育てサービスを行っています。

本県の取り組み、また、福岡市のような地域の

方々との触れ合いを通しての取り組み等が、妊

産婦の方々の心のケアにもつながると思います

ので、引き続き、調査・研究を行いながら取り

組んでいただくことを要望いたします。

私も来月、第４子が生まれます。この質問に

当たって、全てではありませんが、少し女性の

心境がわかったような気がします。今までも、

かみさんには十分優しく気を使い、尽くしてき

ましたが、これからもより一層、引き続き優し

く接していきたいと思った次第です。

次に、宮崎市バス専用レーンについて質問い

たします。

宮崎県警は、渋滞緩和、ＣＯ２排出量削減のた

めに、公共交通機関を利用することを目的に、

ことしの２月１日から、江平五差路から中村交

差点までに区間を短くして、全線、バス専用レ

ーンへと変更しました。また、専用レーンの設

置に伴い、違反者には罰金５万円以下が科せら

れることになっておりますが、バス専用レーン

が施行されて４カ月、この区間の道路を利用さ

れている方々から、施行される前よりも渋滞す

るとの声を多く聞きます。もちろん設置目的の

趣旨は理解できるのですが、このバス専用レー

ンの現状をどう把握されているのか、お伺いい

たします。

○警察本部長（野口 泰君） バスレーンの規

制変更に伴い、他の路線の交通量は増加をして

おりますが、分散化の傾向にあり、全体の交通

量はバランスが図られているものと思っており

ます。当初、通行方法に対する戸惑いが見られ

たものの、現在では、道路利用者の規制に対す

る理解も進みつつあるというふうに考えており

ます。警察としましては、交通流の変化に応

じ、信号サイクルの調整を図るなど、交通の円

滑化対策に取り組んでいるところであります。

○野﨑幸士議員 １つの車線がバス専用になっ

て、その分、他の車線の交通量がふえ、渋滞し

ているとの声だと思いますので、円滑な交通の

流れに尽力していきながら、理解を広げていく

ことを要望いたします。

また、バス専用レーンによって、渋滞、通勤

時間がかかるとのことで、今までとは別の道を

使ったり、急遽道路を変更したりして、狭い道

路や通学路での自動車の交通量がふえたとの声

もお聞きしますが、その状況をどう認識され、

どのような対策が図られているのか、お伺いい

たします。

○警察本部長（野口 泰君） バスレーンの規

制変更に伴い、交通の流れが分散化傾向にある

ことから、周辺道路の交通量が増加しているこ

とは認識をしております。警察としましては、

通学路を中心とした生活道路の安全を確保する

ために、関係機関と連携して、最高速度規制を

時速30キロメートルに抑える「ゾーン30」など

の対策に取り組んでおります。今後も、現場指

導を行うとともに、バスレーン規制の目的につ

いて皆様の理解を深めるための広報啓発活動を

推進してまいります。

○野﨑幸士議員 まずは、小中学生の通学、歩

行者、自転車の安全を徹底していただくことだ
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と思いますので、交通指導等の地元自治会の交

通指導員とも連携を図りながら取り組んでいた

だくことを要望いたします。このバス専用レー

ンの問題は、何も警察だけの問題ではなくて、

本県の計画のもと実施されていますので、全庁

挙げて住民への理解を広げていただくことを要

望いたします。

これで私の全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○宮原義久副議長 次は、岩切達哉議員。

○岩切達哉議員〔登壇〕（拍手） 県議会会派

県民連合宮崎・社会民主党の岩切達哉でありま

す。早速、通告に従い、質問を行わせていただ

きます。本日、私は、宮崎県の雇用政策につい

て、さまざまな角度から御質問をさせていただ

きたいと思います。

人々の暮らしの中にある今日の社会的課題、

後ほど取り上げます虐待の増加などの問題や、

生活の困窮、貧困の問題、そのような課題の背

景に、派遣労働や臨時・非常勤という雇用形

態、いわゆる非正規雇用が増大しているという

現状、それによって働く者の生活が成り立たな

くなっているという問題があると認識しており

まして、そのような雇用状況は、「雇用の劣

化」という言葉で表現されていると認識してお

ります。非正規雇用について、正規雇用と比

べ、雇用が不安定であると同時に、賃金が総じ

て低く抑えられ、福利厚生面でも十分なものが

用意されておりません。日本経済がなかなか立

ち直らないその原因としても、経済活動の多く

を占める個人消費の伸びが停滞していることが

大きく影響していると考えます。そのような雇

用形態が、ことし２月の総務省統計では約４

割、1,800万人を超える状況にあります。日本で

は、過去、分厚い中間層が存在し、日本の労働

政策は外国からも評価されていた時代がありま

した。しかし、今日では、雇用の劣化、格差の

拡大、貧困の進行という時代になりました。

このような状況に対し、政府は、正社員転

換、待遇改善を強力に推し進めていくとして、

「正社員転換・待遇改善実現プラン」を全国の

労働局ごとに策定し、地域事情に応じた非正規

雇用労働者の正社員転換・待遇改善を推進して

いくこととしており、私ども行政としても、無

視できない状況になっている、こういうふうに

考えているところであります。先日、県知事、

教育長並びに労働局長連盟で、県内の経営者団

体に対して、若者の雇用に関する要望書を提出

されました。その中においても、正社員転換実

現の要望もなされたと聞いております。そこ

で、要望書を経済団体に提出してこられた内田

副知事にお伺いします。経営者団体等に対して

どのような対応を求めておられるのか、要望内

容の御紹介と同時に、どのような意見交換をし

てこられたか、どのような思いを持たれたの

か、お聞かせいただきたいと思います。

以下の質問は、質問者席から行います。(拍

手）〔降壇〕

○副知事（内田欽也君）〔登壇〕 お答えいた

します。

高校生など新規学校卒業予定者の雇用の場を

確保するため、宮崎労働局や教育委員会と合同

で、県内経済団体への求人要請を行っておりま

して、私は、先月末に、県経営者協会を初め４

団体に対し、要請活動を行ったところでありま

す。その中で、若者の積極的な採用や企業内で

の人材育成の推進、宮崎の働く場の魅力向上な

どにつきまして、積極的な取り組みをお願いい

たしました。また、若者に宮崎に残ってもらう

ための方策として、企業と学校の接点の強化や
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処遇改善、働く環境づくりなどにつきまして、

意見交換を行ったところであります。ここ数

年、有効求人倍率や平均賃金の改善が見られま

すが、御指摘の非正規雇用も含め、依然として

雇用に関するさまざまな課題がございます。各

団体とも課題をしっかりと共有し、引き続き連

携をしながら、雇用環境の改善に向けて取り組

んでまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○岩切達哉議員 ありがとうございました。種

々の課題についてお伺いをしながら、この問

題、深めたいと思いますが、雇用労働者の所得

向上策について伺いたいと思っております。産

業振興、こういう言葉がありまして、取り組ん

でおられるところでありますけれども、雇用振

興という概念が確立されるべきだと、そういう

時代なのだというふうにも思っております。ま

ず、現状を把握するために、県内の雇用労働者

の賃金実態について、商工観光労働部長が把握

されている状況をお聞かせいただければと思い

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本県の平

均賃金について申し上げますと、総務省の平

成27年賃金構造基本統計調査によりますと、基

本給と家族手当などに加え、超過勤務手当など

の勤務実績に応じた支給額を含む、いわゆる決

まって支給する現金給与額は、25万8,700円と

なっておりまして、全国平均である33万3,300円

の77.6％となっております。また、この金額か

ら超過勤務手当などを差し引いた額であります

所定内給与額は、23万8,100円で、全国平均30

万4,000円の78.3％となっております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。ただ

いまの調査資料によると、全国の平均に比べ

て77％、78％という状況だと、こういうこと

だったと思います。一方で、賃金の問題を語る

際に、宮崎の物価水準というものがあろうかと

思っています。消費者物価地域差指数と言うそ

うですけれども、この地域の物価の安さを示す

数字ですが、直近の数字があれば、商工観光労

働部長からお聞かせいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 消費者物

価地域差指数は、全国平均の物価水準を100とし

た場合の各都道府県の水準を数値化したもので

あります。総務省の平成26年小売物価統計調査

によりますと、本県は95.9であり、全国で最も

低い物価水準となっております。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。実

は、商工観光労働部の企業立地推進局企業立地

課が問い合わせ先となっております、「宮崎県

企業立地のご案内」というホームページがござ

いまして、そこに宣伝文句といいますか、うた

い文句として、「消費者物価地域差指数の低さ

は全国１位、平均賃金は大都市圏の８割から６

割で、ランニングコストも抑えられます」とあ

ります。答弁のとおりのデータでありますか

ら、事実でありまして、そのことについてどう

こうということではございません。であります

けれども、県としても認識して利用されている

この数字、収入が低いという状況、その原因と

いうものをどのように捉えておられるのか、こ

のままでいいというふうにお考えなのか、その

あたりについて、部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本県の平

均賃金が低い要因といたしましては、小規模企

業の割合が高く、県内経済を牽引する中核企業

が少ないこと、また、労働生産性が高いと言わ

れております製造業等の構成割合が低いという

産業構造上の問題、さらには、先ほど申し上げ
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ましたとおり、物価水準が低いことなど、さま

ざまな要因があるものと認識しております。こ

のため、県におきましては、良質な雇用の確保

と付加価値の高い産業の振興を目指す「みやざ

き産業振興戦略」を本年３月に策定し、中核企

業の育成や新たな産業集積などに取り組んでい

るところであります。

また、非正規労働者が約４割を占める現状を

踏まえ、労働局とも連携を図りながら、経済団

体に対しまして、正規労働者への転換及び非正

規労働者の待遇改善の働きかけも行っていると

ころであります。今後とも、働きやすい環境づ

くりに努めますとともに、本県産業の振興を図

りながら、県民所得の向上に努めてまいりたい

と考えております。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。こ

のような状況の中で、雇用を創出するという立

場で、立地企業の推進が図られているわけなん

ですけれども、私も、企業がしっかりと宮崎に

来ていただくこと、拡大をしていくことという

のは重要と考えております。そういう立場で、

企業立地や、中小企業を初め各種事業所団体等

に対するさまざまな支援を行っていらっしゃ

る、そのように思います。先日、委員会で造成

した工業団地に伺いまして、なかなか企業がお

越しいただけないという状況を見させていただ

きました。それぞれ大変な努力、とりわけ、企

業の立地を進めるということで、他県との競合

もあって、御苦労は並大抵のことではないとい

うふうに思います。その上で伺いますけれど

も、立地企業はそれぞれ、例えば27年度は何人

採用、28年度は何人採用しますという採用計画

を示しておられるというふうに思います。それ

ぞれの立地企業が、現実にこの経済情勢の変動

が激しい中で、採用計画に対して実際にはどの

ような雇用の現状を示しておられるのか、その

点をお聞かせください。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 立地企業

の雇用状況につきましては、毎年度、過去５年

間に立地した企業の状況を調査しており、直近

の平成27年４月時点の調査結果によりますと、

平成22年度から26年度に立地認定した企業が167

件で、最終雇用予定者数の合計6,549人に対し、

実際の雇用者数は5,346人となっております。多

くの立地企業では、事業計画に基づき、数年か

けて段階的に雇用を拡大していくことから、県

といたしましては、立地企業の雇用が順調に進

んでいきますよう、引き続きフォローアップ活

動などに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○岩切達哉議員 今のお話ですと、最終雇用予

定者数に対して、現実の雇用者数は下回る数字

なんですが、これはまだ途中であるということ

で、そういうふうになっていると思います。い

ずれにいたしましても、順調に雇用が進んでい

るということでありますならば、大変ありがた

い、そのように思います。そのような立地企業

が県内で果たす雇用の振興について、しっかり

とフォローしていただきたいと思いますと同時

に、要望になりますけれども、可能なら、生活

安定が図られる賃金実態であるか、そういうよ

うな面も確認いただくことも御検討いただきた

いと思うところであります。

県内の幾つかの職業についてお尋ねをしたい

と思います。

私は、介護の現場で働く皆さんと意見交換を

行ってまいりました。介護職員の処遇を改善

し、介護職の確保や定着を図っていく、そのた

めに、現場で働く介護職員の皆さんがどのよう

な対策が必要とお考えなのか、率直なところを
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伺ってまいりました。伺った中身で、まず介護

報酬というのがありまして、介護報酬には地域

加算というのがある。それは東京23区の20％が

最高で、宮崎県は地域加算の対象県ではないと

いうお話でした。さらに、宮崎県の介護サービ

ス費用額は受給者１人当たり20万1,300円で、全

国で６位と、１人当たりの介護サービスを受け

ている額が高い、そういうようなデータがある

ということでした。そのほか、県のほうには宮

崎の介護報酬をめぐるデータがあると思います

けれども、介護職員の賃金は、そういう状況に

見合う額となっているのか、賃金の実情につい

て福祉保健部長にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 介護職員の賃

金が介護報酬と見合う額かどうかというお尋ね

でございますけれども、まず、介護報酬につき

ましては、介護サービス提供に要する平均的な

費用を勘案して決定されております。一方で、

介護職員の賃金につきましては、各介護事業者

の事業規模あるいは経営状況を初め、サービス

提供に係る人員体制や所在地域の実情など、さ

まざまな要因の影響を受けて決まりますので、

介護報酬との関連を一概に述べることは困難で

あろうと考えております。ちなみに、国及び関

係機関の調査によりますと、平成26年の本県の

介護職員の所定内賃金は、月給の場合で19万749

円となっておりまして、全産業労働者の約８

割、また、全国の介護職員と比較して約９割の

水準というふうに把握しております。

○岩切達哉議員 先ほど商工観光労働部長のほ

うから、77％、78％という宮崎県の賃金水準の

お話がありまして、それのまた９割と、こうい

うような状況だというお話になろうかと思いま

す。こういう実態の中で、これから先、介護現

場で働いていただく雇用労働者がふえていく必

要がある。雇用拡大と定着ということで、県

は、医療介護総合確保基金を活用してさまざま

な事業を展開しておられます。その中で、介護

職員がそれぞれに技能を習得し、いわゆるスキ

ルアップをしている中で、介護技術力を正当に

評価されて賃金など処遇にも反映されること

が、その職業に定着していくことの誘因となる

という現場の方の御意見をいただきました。そ

の具体的な手段で、国の「介護プロフェッショ

ナルキャリア段位制度」というものに注目して

おりまして、介護職員の中でもそれを普及させ

てほしいという御意見でございました。この制

度を普及・定着させるためには、段位を評価す

るベテラン職員の存在と公平な目を養うことが

必要とのことで、その段位認定者を養成する事

業が、ほかの県では助成の対象となって普及が

図られていると伺っております。宮崎県での取

り組みはいかがでしょうか、福祉保健部長に伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） お話にありま

した「介護プロフェッショナルキャリア段位制

度」は、介護職員が持つ知識や実践的スキルを

評価しまして、その内容に応じて介護技術のレ

ベルを認定する人材育成制度の一つでございま

す。この制度の導入により、職員の実践的スキ

ルの定着や資質の向上が図られるとともに、職

員にとりましても、処遇改善や意欲の向上につ

ながるものと期待しているところでございま

す。一方、この制度を導入するには、職員の介

護技術のレベルを認定するアセッサーという評

価者が必要となりますが、本県には既に74名の

アセッサーがいるところであります。県といた

しましては、引き続き、キャリア段位制度の周

知を図るとともに、このアセッサーの必要数に

ついても、関係団体と十分に協議してまいりた
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いと考えております。

○岩切達哉議員 県にも、主事から始まって主

任主事、主査というふうに、段位ではありませ

んけど、その経験や知識に応じて職制が上がっ

ていく。それに応じて賃金も上がっていく状況

にあろうかと思います。介護現場でも、持って

いる技術が高まれば、きちんと評価されてそれ

が給与にも反映するなら、次はこういう技術を

獲得しよう、そういうようなことで定着が図ら

れるんだと。介護現場で働く皆さんのほうか

ら、そういうことで普及してほしいという御意

見でしたので、御紹介をし、ぜひ県としても積

極的に取り組まれることを要望させていただき

たいと思います。

次は、午前中、二見議員のほうからもありま

したけれども、保育士の処遇改善の問題であり

ます。これは、データはあちこちにありまし

て、宮崎県の実態として、児童は４万3,000人余

りで、保育士１人当たりの担当児童数は平均的

だというようなことが載っておりました。給与

実態としては、宮崎県の保育士、年収で293万円

という数字がございまして、全国は322万円。こ

れも１割程度、全国に対して低いというような

状況ですけれども、データがございました。福

祉保健部長に重ねて伺いますけれども、宮崎県

の保育士の状況をどのように捉えて、どのよう

に処遇改善をしていくのか。保育士の確保と定

着ということで、御質問が午前中あったところ

でありますけれども、いま一度、所見をお聞か

せいただきたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 保育士を取り

巻く環境につきましては、午前中の二見議員か

らもございましたけれども、岩切議員から御指

摘のとおりの給与実態に加えまして、延長保育

などの保育サービスの多様化、また、幼い命を

預かる業務の責任の重さなどから、大変な状況

に置かれているものと認識しております。この

ため、これまで県では、国の補助制度を活用し

た処遇改善への取り組みを行ってきたところで

あります。さらに本年度は、保育士修学資金な

どの貸し付けを行うほか、潜在保育士への求人

情報の提供、保育所とのマッチングを行う保育

士支援センターの運営に取り組むこととしてお

ります。このような中、国におきましては、

「経済財政運営と改革の基本方針2016」、いわ

ゆる骨太の方針が出ておりますが、この中で、

さらなる保健師の処遇改善の方向性が打ち出さ
※

れておりますので、県といたしましては、今

後、国の動向に的確に対応してまいりたいと考

えております。

○岩切達哉議員 保育士ということで伺いまし

た。実は自分の連れ合いも保育士でございまし

て、ゼロ歳児担当でございます。背中に１人、

腕に２人ということで、随分たくましい保育を

行わせていただいているんですが、最近は２カ

月児、３カ月児の入園が多い。産休明けと言わ

れる状況です。育休明けということで来る赤

ちゃんが少ない。そういうこともあるというこ

とでございます。現場がそういう実情にあると

いうことを踏まえて、保育士さんは足りなく

なっているというふうに思います。ぜひ取り組

みを強めていただきたいと思います。

次に、建設業など公共事業に従事する労働者

の労働条件、そういった面について、県土整備

部長にお伺いをしたいと思います。まず、公共

事業の入札状況、28年の第４・四半期分を見る

ことがありましたけれども、予定価格の90

％、90.1％とか、そういうことで契約が取り交

わされているというのがほとんどでございまし

た。私として知りたいんですが、予定価格よ

※ 116ページに訂正発言あり
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り10％低いということで皆さんが契約される。

そういう場合の10％低い事業費の中で、事業所

さんはどのようにやりくりをしていらっしゃる

のか、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 公共工事の

予定価格につきましてお話ししますが、これは

労働力や資材等の調達から施工までの標準的な

工事のプロセスを想定して、適正かつ標準的な

価格として設定する契約予定金額の上限値と

なっております。建設工事につきましては、実

際、それぞれの現場条件を初め、受注者の技

術、経験等の施工能力、あるいは機材の保有状

況などによって必要経費に差がありますことか

ら、それぞれの受注者の状況については、一概

に申し上げることはできませんが、県といたし

ましては、公共工事における労働者の適正な賃

金水準を確保するためには、最新単価の適用や

現場条件に応じた積算など、まずは適正な予定

価格を設定することが何よりも大事であると考

えております。

○岩切達哉議員 １割予定価格より低い中で

やっていらっしゃるということで、私は単純

に、このことが建設産業に従事する皆さんの賃

金など処遇に影響していないかということを心

配しておるところなんです。昨今、災害対応だ

とか担い手不足という言葉があります。東北大

震災以降、設計段階において労務単価は上昇し

ていると聞いております。しっかりと労働者に

反映しているのか、そういった実態を示すもの

がありましたら、部長のほうからお答えいただ

きたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 今、御質問

がありましたように、本県の設計労務単価は、

平成25年から４年連続で大幅な引き上げとなっ

ております。最新の平成28年２月の単価は、平

成24年と比べまして、全職種の平均で32.6％の

増となっております。この設計労務単価につき

ましては、国や県などが発注する工事における

賃金支払いの実態を、毎年定期的に調査した上

で、各県ごとに国が設定しておりまして、県に

おきましても、実態を反映したこの単価を採用

しているところでございます。

○岩切達哉議員 実は、話題になっております

が、災害が４月にございました。４月16日未明

のことですけれども、高千穂では震度５強とい

うことでございました。西臼杵管内で、深夜で

ございましたけれども、路線を担当する事業所

の方がすぐに出動し、道路状況を確認され、落

石現場などで通行どめなどの措置をとられた。

その結果、２次災害を防いだということでござ

います。このように、建設業に従事する皆さん

は、中山間地域において、集落機能を維持して

いくための、まさに地域のリーダーであり、消

防団員であったり、地域コミュニティーのリー

ダーであったりと、こういうことだろうと思い

ます。地域、地方の小規模建設業を大事にして

いくこと、維持していくことが、その町やその

村を守り維持していくことにつながるんだとい

うふうに認識するんですが、このような建設業

など公共事業に従事する労働者の雇用と生活を

守るという立場で、小規模建設業への対応をど

のようになされているのか、県土整備部長の所

見を伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 建設産業

は、社会資本の整備を担い、地域の経済や雇用

を支えるとともに、災害時には、今回もそうで

すが、いち早く現場に駆けつけ、応急的な復旧

を行っていただくなど、地域の最前線で守り手

となる産業であり、その育成と経営基盤の強化

を図ることは大変重要であります。このため県
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では、県工事の県内業者への優先発注を初め、

総合評価落札方式における地域企業育成型の実

施や、災害対応力の観点から、指名競争入札を

制度化するなど、地域の企業が受注しやすい環

境づくりに取り組みますとともに、現場実態を

反映した適正な予定価格の設定、さらには、専

門家による経営相談や金融支援なども行ってい

るところであります。今後とも、社会資本の整

備や防災・減災を担い、地域の経済と雇用に貢

献する建設産業の育成に、しっかりと取り組ん

でまいりたいと思います。

○岩切達哉議員 地域の経済や雇用に貢献する

という建設産業、本当に大事にしていただきた

いと思います。

こういう状況の中で、総務部長にお伺いする

ことになるんですが、公契約条例の導入を決断

すべきタイミングが来ているのではないか、そ

ういう立場で御質問をいたします。１年半ほど

前の27年２月の議会で、髙橋議員の質問に対し

て、検討していくということでございまして、

検討・研究はどの程度進んでおりますでしょう

か。また、既に全国で７県、群馬、秋田、その

ほかの県で、かかる条例がつくられました。共

通するのは、今、県土整備部長ともやりとりが

ありましたけれども、就労者を守って産業を守

ろうという制度であるというふうに思います。

公契約条例は、公共事業に従事する皆さんの生

活を守り、また、その結果、担い手を育成でき

る環境を提供し、継続的に、大工さんや左官さ

んなどの技術伝承を可能にしていく、そういう

ようなものだと。その結果、公共事業の品質を

守る、そういうものだと思います。

また、公契約条例というのは、県でも、庁舎

清掃だとか警備、電話交換、運転業務等、さま

ざまな業務をお願いしておるんですけれども、

そういう自治体業務で働く皆さんが官製ワーキ

ングプアにならないようにしていくためにも重

要だと。公契約条例は国際機関からも要請をさ

れていることだというふうに思います。ぜひそ

ういう立場で、宮崎県としてのお考えを総務部

長に御答弁いただきたいと思います。

○総務部長（桑山秀彦君） 公契約に関してで

ありますが、賃金等の労働条件につきまして

は、公契約であるか否かにかかわらず、労働基

準法等の関係法令が遵守されるべきものでござ

います。また、公共工事などの県が発注する公

契約につきましては、県内産業の健全な発展や

地域経済の活性化という観点からも、大変重要

であると考えております。公契約条例の制定に

関しましては、国際労働機関の条約批准や公契

約法の制定に関します国の動向、他県の条例制

定状況等の把握に努めているところでありまし

て、直近では、愛知県がことし３月に条例を制

定し、条例など制定している県は、議員御指摘

のとおり、７県となったところであります。今

後とも引き続き、国や他県の動向等の把握に努

めますとともに、関係団体を初めとするさまざ

まな御意見等も伺ってまいりたいと考えており

ます。

○岩切達哉議員 まだ決断には至っていらっ

しゃらないということだと思いますが、ぜひ研

究を続けていただいて、できれば、関係団体と

の協議の場というものもしっかりと設置してい

ただく、そういうような前進をお願いしたいと

思います。

この課題で、まとめとして知事に伺いたいと

思います。県内で働く皆さんの働く条件を向上

させて、人間らしい労働と生活の安定を図るこ

とは、知事にとって大変重要な課題というふう

に存じます。医療、福祉、介護、保育、教育、
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そして公共事業などで働く人たちについて、ま

ともな賃金―このことは、貧困の拡大など、

この国の抱える多くの課題解決に大変有益だと

いうふうに思うんです。賃金が下がったので安

いものを買いたい、安いものは海外でつくるし

かない、結果、国内の企業が繁栄できず賃金が

また下がる、自治体は働く人からの税収が少な

くなっていく、そういうような話です。一番

は、社会保障で支えるべき家庭、家族、人とい

うのが増加している、そういうような状況。

今、多くお金を持つ方に政策が打たれて、もっ

と多くの収入が得られるようにということに

なっておるようでありますけれども、現実に

は、現場で働く皆さんには影響を及ぼさない政

策だったというふうに思います。こういった各

産業の振興策、農業・林業・漁業、そして中小

企業への支援というものがとられますけれど

も、雇用されて生活の糧を得る労働者への雇用

振興策が確立される必要があると思っておりま

す。いろいろ議論させていただきましたが、知

事として、県内の雇用振興政策をどのような姿

勢で行っていかれるのか、お聞かせいただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の雇用をめぐるさ

まざまな課題について御指摘のあったところで

あります。本格的な少子高齢・人口減少時代を

迎える中で、本県が今後とも持続的に発展して

いくためには、産業振興を図るとともに、女性

や高齢者等の活躍促進など、人口減少に対応し

た社会づくりが必要であると考えております。

このため、県としましては、「みやざき産業振

興戦略」に基づきます中核企業の育成や、フー

ドビジネスなどの成長産業の育成、企業立地の

推進などによる産業振興、外貨を稼いでいく、

そして地域内で循環させていく、これは大変重

要であろうかと考えております。また一方で、

若者が宮崎で働き、安心して子供を産み育てら

れるような地域づくりとともに、雇用の安定が

図られ、女性や高齢者、障がい者等の方々が、

それぞれの事情に応じた多様な働き方ができ、

ワークライフバランスも大切にできる働きやす

い環境づくりにも努めているところでありま

す。今後とも、県民一人一人が「新しいゆたか

さ」を実感できるような社会の実現に向けて、

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。西日

本新聞という新聞がありますが、最近、「子ど

もに明日を 被災地に生きる」という連載記事

がございました。母子家庭の方が、震災で操業

停止という状況で収入が途絶えた。アパートの

家賃が払えない。食費を切り詰めています。子

供のお年玉からお金を借りました。そういった

中で、夏服の２万円の請求書が来たんです。こ

ういうような中身でありました。働くことで収

入を得る。何かあると、こうやって収入が途絶

えるという厳しさがあります。多くの人が綱渡

りの状況にいらっしゃるということでございま

す。昨年は、結婚できる賃金を確保しようじゃ

ないかということで伺ったところでもありま

す。ぜひ、そういった立場で雇用政策というも

のに取り組んでいただくよう、重ねて要望申し

上げたいと思います。

では、話を変えまして、これもきのうの井上

議員の質問と多少重なるんですが、発達障がい

児の早期発見・早期療育の問題について伺いま

す。

ちょっと質問を飛ばしますけれども、早期発

見ということで、さまざま市町村なども含めて

努力をされるわけなんですけれども、早期療育
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の現場、福祉型児童発達支援センター、児童発

達支援事業所、放課後等デイサービス事業所と

いうところがありますので、そこに伺ってお話

を聞きました。発達支援センターでは、定員

の150％登録ということです。年度中に新しく療

育を必要だと認定されたお子さんも利用できな

い、こういう状況だということであります。放

課後等デイサービス事業所では、小規模なゆえ

に大変な御苦労があるというふうに思います。

療育の場というのは十分に確保されているの

か、そのあたりについて福祉保健部長の御意見

を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 答弁の前に、

先ほど保育士の処遇改善のところで保健師と発

言いたしました。おわびして訂正申し上げま

す。

発達障がい児のお尋ねでございますけれど

も、市町村が実施する乳幼児健診において、発

達障がいは単独で集計されておりませんので、

その可能性があると考えられる主な項目とし

て、言語発達障がい及び行動障がいの経過観

察、または精密検査が必要とされております子

供の人数で申し上げたいと思います。平成26年

度の１歳６カ月児の健診では、言語発達障がい

が1,344名、14.5％、行動障がいが873名、9.4％

となっておりまして、３歳児健診では、言語発

達障がいが715名、7.5％、行動障がいが891

名、9.3％となっております。やや多目の把握の

数値かとは思いますけれども、これらの子供に

対しましては、市町村が必要に応じまして、日

常の集団生活の状況について保育所や幼稚園と

情報交換を行うほか、フォロー教室において保

護者と個別に相談を行ったり、医療機関、療育

機関、保健所につなぐなど、連携を図っている

ところでございます。

○岩切達哉議員 そのような実態で、そういう

お子さん方の早期療育の場が今、現状どのよう

になっているか、重ねてお伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 未就学期の発

達障がい児の療育の場であります児童発達支援

センターと児童発達支援事業所は、県内で47カ

所、定員643名でありまして、２年前に比べて15

カ所、定員162名の増となっております。また、

就学期に対応します放課後等デイサービス事業

所は、84カ所、定員927名でありまして、同じく

２年前に比べますと、39カ所、定員412名の増と

なっております。このように、療育の場は増加

している状況にありますが、全てではありませ

んが、一部のセンターでは、お話のように年度

途中の新たな受け入れが困難なところがあるな

ど、必ずしも十分な状況ではないと認識してい

るところであります。今後とも、発達障がい児

が、より身近な地域で十分な支援が受けられる

よう、市町村や関係機関とも連携を図りなが

ら、体制の強化に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○岩切達郎議員 量はふえているんですけれど

も、まだ足りないということだと思っていま

す。そういうふうに、早期に発見はするんです

けれども、療育する場がないという現場の声を

私は聞いてまいりました。それと、もう一つ

は、乳幼児期、そして就学年齢になって小・中

・高と上がっていく。先ほど野﨑議員のほうか

らもありましたけれども、連携、そういったも

のが極めて大事になっているということであろ

うかと思っています。療育の場の確保が重要で

あると同時に、連携体制の構築が大事であると

思いますが、その実情について、福祉保健部長

にお伺いしたいと思います。
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○福祉保健部長（日隈俊郎君） 発達障がい児

・者の支援におきましては、ライフステージの

移り変わりによりまして、医療、福祉、教育、

就労など、関係する機関が多岐にわたりますこ

とから、それぞれの機関の連携が円滑に行われ

ることが重要であると認識しております。この

ため、平成26年３月に策定いたしました宮崎県

発達障がい者支援計画におきましては、各機関

での情報の共有等を行うための相談支援ファイ

ルの活用などによりまして、未就学期、就学

期、就労期における連携体制の強化を図ること

としております。なお、教育分野におきまして

も、先ほどもありましたが、小・中・高を通じ

た個別カルテの作成が、国において検討されて

おりますことから、こうした動きも踏まえなが

ら、各機関のさらなる連携の強化に努めてまい

りたいと考えております。

○岩切達哉議員 いろいろありがとうございま

す。井上議員や野﨑議員のほうからもありまし

た療育の場の確保というのは、現場で子供たち

を支える皆さん、また、特に、子供を抱える親

御さんたちの切なる思いだというふうに思って

います。設置については、市町村や事業主体と

いうことになるかと思いますけれども、そこに

任せるのではなくて、県として、市町村で把握

されている発達支援が必要なお子様の数を踏ま

えて、どういうふうな体制を構築するか、よく

御検討いただければと思います。

次に、里親の問題について質問をさせていた

だきます。

里親委託促進について伺う前に、新聞報道で

見たんですが、県内で各児童相談所が受け付け

た虐待相談件数の総数が、過去最多の715件とい

うことでございました。このような状況では、

児相の職員は里親委託に力を注げない実態であ

ろうと思います。最初に、福祉保健部長に伺い

ますが、このような件数の伸びに対して、相談

体制は十分なものが準備されているでしょう

か。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 県では、各児

童相談所に、国の配置基準を満たす28名の児童

福祉司を配置いたしまして、増加傾向にありま

す児童虐待相談に対応しているところでござい

ます。加えて今年度から、「児童相談所全国共

通ダイヤル189（イチハヤク）」を通じた、夜間

や休日の電話相談業務を、専門の相談員を複数

配置いたしますコールセンターに委託いたしま

して、児童虐待相談への対応を強化したところ

であります。また、地域からの児童虐待を含む

さまざまな相談に応じ、専門的助言等を行いま

す児童家庭支援センターを、宮崎市にあります

乳児院に併設しまして、児童相談所や関係機関

と連携した、在宅の児童や家庭等に対するきめ

細かな相談支援体制の整備を図ったところであ

ります。

○岩切達哉議員 そういうふうに相談体制の充

実も図っていただいておりますが、実態とし

て、近年の里親への児童委託はどのような状況

でしょうか。データがありましたら、部長のほ

うから御答弁をお願いします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 本県の登録里

親数は、平成27年度末現在で102世帯となってお

りまして、前年度末から12世帯増加しておりま

す。また、里親やファミリーホームに委託され

ております児童数は57人となっておりまして、

前年度末から８人減少しております。

○岩切達哉議員 里親登録数はふえたけれど

も、委託数は８人減少ということでございま

す。一生懸命、今、県のほうが、里親普及促進

センターを設置し、わざわざ知事もお見えに
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なって、その開所をお祝いいただいたり、ま

た、今年度に里親支援専門相談員の大幅な増員

も図っているというふうに認識しております。

そういう意味では、里親を拡大していく、そし

て委託後の支援は準備ができている、こういう

ことだと思いますけれども、その間の、現に里

親に委託するという児相が担う部分について、

どうやって増加させていくのかが課題だと認識

するんですが、どのように対応していくのか、

お聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 議員御指摘の

とおり、里親の拡大は大きな課題だと認識して

おります。県といたしましては、新規里親を広

く開拓することが、児童に適した養育環境を選

択する機会の増加にもつながり、ひいては里親

委託の促進が図られるものと考えているところ

であります。このため県では、昨年度、ＮＰＯ

法人に委託して、里親制度の普及啓発や里親等

に対する研修を行ってまいりましたが、今年度

は、法人の体制強化を図り、県内３カ所の児童

相談所に２名ずつ里親委託等推進員を配置いた

しまして、委託に際しての調整や委託後の訪問

支援等を行うなど、その機能の充実に努めまし

て、委託の促進に取り組んでいるところであり

ます。今後は、里親や児童相談所と、乳児院や

児童養護施設などの里親支援機関が、随時、

マッチングに向けた具体的な情報交換を行うな

ど、綿密に連携することで、里親委託の着実な

推進を図ってまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。宮崎

県では特に十分な体制を整えていただいたと認

識しております。実績は、昨年度８人減少した

ということでありますけれども、跳躍の前の準

備ということで受けとめさせていただいて、こ

とし以降、しっかりと、里親委託というものが

丁寧な議論をした上で実施されていく、実績が

増加していくことを期待させていただきたい。

登録した里親は、今か今かと待っていただいて

おりますので、ぜひともよろしくお願いしたい

と思います。

引き続き、福祉保健部長に、災害時の水の確

保について伺いたいと思います。

地域を回っておりますと、災害時井戸という

表記を見かけます。実際に、この井戸はさまざ

まな災害時にどのような利用が可能なのでしょ

うか、お尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 災害により水

道施設が被災した場合に備えまして、宮崎市や

延岡市では、周辺住民が利用できる井戸につい

て、所有者の協力を得ながら、水質検査を行っ

た上で、災害時井戸として登録が行われており

ます。これらの災害時井戸は、阪神・淡路大震

災や新潟中越地震でも、洗濯やトイレの水など

の生活用水として利用された事例はあります

が、実際の利用に当たっては、地震・洪水や津

波などによる濁りや、雨水・海水の流入など、

災害の種類によって水質が変化することもあり

ますので、その用途が限られてくると考えてお

ります。特に、飲み水に用いる場合には、必ず

煮沸するなどの使用上の注意点について周知し

ておくとともに、再度、水質検査を行って、安

全性を確認することが重要であると考えており

ます。

○岩切達哉議員 災害時の水の確保というのは

大きなテーマだと思いますが、現状の水道とい

うものに対して、災害に強い水道という概念が

あるらしいんですけれども、災害に強い水道を

つくっていくことについて、県はどのような役

割を果たしておられるのか、お聞かせくださ

い。
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○福祉保健部長（日隈俊郎君） 水道施設の耐

震化を進めるに当たり、国におきまして、今

回、制度改正が行われているんですが、従来の

国から市町村へ直接補助する国庫補助金制度が

見直されまして、都道府県を経由して市町村等

の水道事業者へ補助を行う交付金制度に移行し

たところであります。県では、これまで以上

に、市町村の意見の集約や国との調整を行って

いくという状況でございます。また、市町村に

おきましては、給水人口の減少が進んでいる状

況にありまして、耐震化を行うための施設整備

に見合う水道料金収入などの財源確保が大きな

課題となっております。このような状況を踏ま

え、県といたしましては、運営基盤の強化など

を通じた計画的な耐震化が推進できるよう、必

要な助言を行いますとともに、交付金制度の拡

充について、市町村と連携を図りながら、国に

強く要望してまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 水道というものについて県の

役割が強化されたというふうに思います。ぜ

ひ、県内各地において、きちんとした水道供給

体制が確立されるように、御尽力を賜りたいと

思います。

最後の課題になりますが、青島観光の推進に

ついてお伺いをしたいと思います。

「県民と築く「美しい宮崎づくり」沿道修景

美化モデル事業」というのがありまして、それ

に該当しないのかなというような気持ちで、青

島を一人で視察しておったところなんですけれ

ども、国道220号の青島バイパス、トンネル前に

パーキングエリアがございます。青島港が見お

ろせるポイントでありまして、車をとめて風景

を眺めましたけれども、残念ながら、背丈ほど

に伸びた草とごみという状況、また、山からタ

ケノコが出ていまして、もう少し早ければとい

うような思いもしたんですけれども、とること

もできず、そういうような場所になっていまし

た。商工観光労働部長に伺いますけれども、青

島観光における国道220号青島バイパスの役割と

いうものはどのような位置づけなのか、お聞か

せください。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 国道220号

につきましては、県南地域の生活、産業、経済

に欠かせない路線であるだけでなく、「観光宮

崎」を支える重要な主要幹線道路でございま

す。その中におきまして、青島バイパスは、渋

滞緩和だけでなく、宮崎のすばらしい自然を感

じていただくことのできる観光道路としての性

格も有しておりまして、沿岸部を走る旧国道と

相まって、青島の観光振興に大きな役割を果た

しているものと考えております。

○岩切達哉議員 私も同感でございまして、青

島バイパスを走りながら、ソテツの植え込みを

見たり、先ほどのビューポイントで青島港を眺

めてみたりということが、全体的な面としての

青島観光の材料となっていくというふうに理解

しているんですけれども、ただ、先ほど言いま

したように、雑草も多いということでございま

す。県土整備部長にお尋ねしますけれども、国

道220号青島バイパスの環境整備についての対策

は、どのようなことが可能でしょうか。よろし

くお願いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 本県では、

昭和44年に、全国に先駆けまして沿道修景美化

条例を制定いたしまして、宮崎らしい潤いと安

らぎのある花と緑にあふれた沿道環境の創出及

び保全に努めてまいりました。このことから、

国道220号青島バイパスの管理者である国との会

議などの場において、沿道美化の推進について

お願いしているところであります。現在、県で

平成28年６月10日(金)



- 120 -

は、これまで取り組んできた沿道修景の見直し

などを行い、今後の取り組み方針を定めた沿道

修景基本計画の策定を進めておりまして、青島

バイパスを含む国道220号の沿道美化について

も、関係機関と地元の方々の意見を伺いながら

検討しているところであります。今後とも、県

民はもとより、本県を訪れていただける皆様に

対するおもてなしの観点からも、沿道美化の推

進に努めてまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 昨年６月、私は、あそこにイ

ぺーというブラジルから渡ってきた花を植えて

はどうかという話をしたんですけれども、時間

切れの状況でお話ししたのでなかなかなんです

が、いま一度、そういうふうに花の群生をつく

るとか、いろんな工夫を青島観光の振興のため

に行っていただけたらと。植物園もリニューア

ルしたということで、極めてきれいな観光地に

なりました。しかし、まだまだ部分的には昭和

の風景も残っているというふうに思います。ト

ータル的な観光整備というのが必要だというふ

うに思います。青島地域における面的な整備に

ついて、県の役割と方針というものを商工観光

労働部長にお尋ねしたいと思います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 青島は、

神話に彩られました青島神社を初め、国の天然

記念物であります鬼の洗濯板やマリンスポーツ

など、さまざまな観光資源を有しておりまし

て、ポテンシャルの高い本県の観光拠点の一つ

であるというふうに考えております。昨年度

は、ビーチパークの開設や、宮交ボタニックガ

ーデン青島のリニューアルオープンなど、新た

な魅力が加わり、青島観光の発展に向けて弾み

がついたところでありまして、今後とも、青島

一帯のトータルな観光推進を図っていく必要が

あると考えております。青島観光の発展は、本

県観光再生のシンボルともなり得るものであり

ますことから、県といたしましても、地元宮崎

市と連携を図りながら、青島観光推進に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 シーガイアが苦戦をしてい

らっしゃるという報道がありました。宮崎県の

観光地として、やっぱり大きなポイントとなっ

ているのは青島だというふうに思っています。

県庁内でもかかわる部署が複数おありです。い

ろんな部、そして課が、この青島という問題に

はかかわるし、さらには市との連携も極めて重

要なことなんですけれども、同じ方向を向きな

がら力合わせができていないということにはな

らないだろうと思います。ぜひ、各機関の調整

というものを、リーダーシップを発揮して進め

ていっていただきたいと、お願いを申し上げま

して、私の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）

○宮原義久副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、13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２時55分散会
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