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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、新

見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従○新見昌安議員

い、順次一般質問を行います。知事を初めとし

て、関係各部長、病院局長に答弁をお願いいた

します。

初めに、知事に伺います。インターネットを

利用した選挙運動、いわゆるネット選挙がス

タートしたのは平成25年の参議院選から。既に

３年になろうとしているところでありますが、

ただでさえ有権者にとってわかりにくかった、

やっていいこと、やってはいけないことが、

ネット選挙が解禁されたことにより、一層複雑

になって戸惑いが生じております。その典型

が、公示日、告示日から投票日前日までの選挙

運動期間中、有権者はＬＩＮＥやフェイスブッ

ク、ツイッターなどのＳＮＳを活用した投票依

頼はできるけれども、Ｅメールやショートメー

ルを使った投票依頼はできないというものであ

ります。ここで「何で」と聞かれると、返事に

窮してしまいます。「ＬＩＮＥと電子メール、

機能的には同じじゃないか」と畳みかけられる

と、「ですよね」と思わず同調してしまいま

す。ここでは単刀直入に、有権者が行うことが

できる現在のインターネット選挙運動について

どう思われているのか、見解を伺いたいと思い

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〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

パソコンやスマートフォン等が普及し、イン

ターネットを通じた情報収集やコミュニケー

ションが広く行われるようになった現在、有権

者のインターネット選挙運動は、有権者の政治

参加を促進する効果が期待できるものと評価を

しているところであります。しかしながら、議

員御指摘のとおり、利便性の向上の一方でさま

ざまな課題がある。それぞれのコミュニケー

ションツールの特性等に応じて一定の制約が必

要なわけでありまして、電子メール利用につき

ましては、誹謗中傷や成り済ましなどの悪用を

排除するために禁止されている。一方で、一見

類似をしておりますフェイスブックなどＳＮＳ

のメッセージは禁止されていないということ

で、有権者が戸惑う面も確かにあるのではない

かと考えております。

インターネット選挙運動につきましては、解

禁されてまだ３年余りと短いこともありますの

で、有権者が正しい選挙運動方法をより一層理

解して、積極的に活用いただくとともに、さら

に利用しやすい形への見直しなどを通じて、選

挙や政治に対する関心や参加意欲が高まること

を期待しているところであります。以上であり

ます。〔降壇〕

ありがとうございました。い○新見昌安議員

ろいろ調べてみますと、有権者が禁止されてい

るのは、ＳＭＴＰまたはＳＮＳで、メールの定

義が、いわゆる迷惑メールが規制された平成14

年に想定された通信方式に該当するもののみで

あるということのようであります。理由を聞く

とますますわからなくなりますけれども、通信

方式は日進月歩、適宜の見直しがあってもいい

のではないかと思うところであります。特に心

配なのは、18歳選挙権のスタートに伴うもので

平成28年６月13日(月)
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あります。最新の東洋経済オンラインでも取り

上げられておりましたけれども、既に18歳に

なっている高校生に許されているＳＮＳを使っ

た投票依頼を、まだ17歳の同級生が、軽い乗り

でつい同じようにやってしまったら、選挙違反

になります。選挙直前ではございますが、教育

長には、生徒への注意喚起をお願いしておきま

す。

いずれにせよ、候補者にとっては、有権者と

直接会って政策をわかりやすく伝える地道な活

動、これこそが投票行動に対して一番効果があ

る。このことをしっかり認識するとともに、イ

ンターネット選挙運動については、先ほど「既

に３年」と言いましたけれども、確かに「まだ

３年」であります。この間に何度も選挙があっ

たわけではありません。インターネット選挙運

動における有権者に対する制約の見直しととも

に、選挙運動として、これはやっていいのか、

やってはいけないのかなどと悩まなければなら

ない今の状況から、できないこと、やってはい

けないこと、これが明確にわかるように、公職

選挙法そのものの見直しにも期待をしたいと思

います。

引き続き、知事に伺ってまいります。地域の

企業の立地状況や業績、人口分布、人口動向な

ど、国や民間の持つ膨大な電子情報を集めた、

いわゆるビッグデータ。今、このデータを地方

創生の施策づくりに生かすため、経済産業省が

開発した地域経済分析システム、通称ＲＥＳＡ

Ｓ（リーサス）が脚光を浴びております。既に

リーサスを使って新しいまちづくりの方針を打

ち出した市もあります。地域の状況を客観的に

つかみ、まちづくりを進める上での判断材料と

する動き、これから加速してくるのではないか

と思います。本県においても、このリーサス、

積極的に活用すべきだと考えますが、見解を伺

いたいと思います。

このリーサス、官民が○知事（河野俊嗣君）

保有する産業動態や人口動態、人の流れなどに

関するビッグデータを集約、可視化する仕組み

でありまして、その活用は、地域の現状や課

題、強み・弱みなどをわかりやすく示すことが

できるわけであります。県や市町村の地方創生

総合戦略を初めとする各種計画の策定や、事業

の構築におきます政策の立案、目標の設定、評

価検証の際に有効な分析ツールであると考えて

おります。また、このシステムは、インター

ネット上から自由に誰でも利用可能であります

ので、個人や事業者の方の新たな事業の創出や

施策提案などにも活用が期待されます。これ

は、いかに活用するか、そこが重要であろうか

と考えております。大変有用なツールを我々は

手にしたわけでありまして、幅広い分野での効

果が期待されますことから、県におきまして

も、その積極的な活用を図ってまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。石破○新見昌安議員

茂地方創生担当大臣は、「これからの地方行政

は、勘、経験、思い込みの「ＫＫＯ」から、

データに基づく政策決定に変わらなければなら

ない」と言ったそうであります。ぜひとも積極

的に取り組んでいただきたいと思います。

しかしながら、このリーサス、私も去年、講

演会に参加してみましたが、見ている分にはお

もしろくても、いざ活用となると、使い方がわ

からないし、データが多過ぎて、何をどう見れ

ばいいのかと戸惑いも覚えます。データを正確

に分析し政策立案につなげるためには、高度な

専門知識が必要ですし、そうした知識を持つ人

材も必要であります。人材の育成にどのように
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取り組んでいくのか。この点に関しては総合政

策部長に伺います。

リーサスの有○総合政策部長（永山英也君）

効活用のためには、まずその裾野を広げ、その

上で高度な活用ができる専門性の高い人材を育

成することが必要であると考えております。裾

野を広げる取り組みとして、昨年に引き続きま

して、県や市町村の職員、民間を対象にデータ

利活用の講演会や研修会を開催しますととも

に、新たに高校などでリーサスの出前講座を行

うこととしております。

また、専門性の高い人材の育成につきまして

は、国において今年度、リーサスマスターの認

定制度を構築することとしております。これ

は、リーサスについての一定の知見と経験を有

し、指導や助言ができる専門人材を認定するも

のでありまして、県としましても、この制度を

活用し、行政に限らず民間においても、広く養

成に努めてまいりたいと考えております。

リーサスが脚光を浴びるずっ○新見昌安議員

と前に、ビッグデータを活用した例として、自

動車に搭載されたカーナビの急ブレーキ情報な

どを集めたビッグデータを活用して交通事故対

策に取り組み、その削減につなげた県もありま

す。個人情報を含んだインターネット上の通信

記録や企業の顧客情報など、膨大な電子データ

を分析すると、通常では見えないいろんな社会

の動きが見えてまいります。活用が大いに進む

ことを期待したいと思います。もちろん、プラ

イバシー保護の体制がしっかりと構築され、官

民ともにその運用は適切であるべき、このこと

はしっかりお願いをしておきたいと思います。

次に、防災対策について何点か伺いたいと思

います。

益城町でブルーシートが絶対的に足りない、

その情報を得たのは、４月15日、金曜日の昼過

ぎでありました。後に「前震」と言われること

になる激しい地震が起こった日の翌日です。い

ても立ってもいられず、それから県内八方手を

尽くし、あるだけの、１包み６枚、17包み、102

枚のブルーシートをその日のうちに調達し、

私、河野、重松の３人、レンタカーのワゴン車

で益城町に向かったのは、翌16日、土曜日の早

朝でありました。本震が起こったその日であり

ます。高千穂、五ヶ瀬を通り、時間はかなりか

かりましたけれども、益城町に近くなってから

の道路の亀裂、隆起、陥没を避けながら、避難

所となっていた総合体育館に何とかたどり着く

ことができました。車からおろし、こん包を解

くと同時に、多くの避難者が受け取りに来られ

ました。その日の夜から大雨という予報の中、

わずか102枚ではありましたけれども、どこかの

家の屋根にかぶさり、雨を防いでくれたのでは

ないかと思ったところであります。道路の規制

もまだ厳しい段階ではなかったので、直接、避

難所まで行き着くことができたと思っておりま

す。地震発生当日に自力で被災地に入るという

貴重な体験の裏には、益城町の我が党の町会議

員の尽力があったことは言うまでもありませ

ん。本日は、熊本地震を通しての防災対策に係

る質問であります。

今回の熊本地震では、福祉避難所も機能不全

に陥りました。高齢者、障がい者、妊産婦、乳

幼児、病弱者など、一般的な避難所では生活に

支障を来す人たちのために、何らかの配慮がな

された避難所と定義されているのが、福祉避難

所でありますけれども、自治体が災害救助法に

基づき、社会福祉施設や公共施設などを指定す

ることになっております。今回の地震では、指

定された施設自体の損壊もさることながら、介
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護や介助に当たるスタッフの不足によって、本

来の機能が発揮できない施設があったようであ

ります。そこで、この状況を見て、本県は今後

どのように対応していく考えなのか、福祉保健

部長に伺いたいと思います。

議員のお話に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ありましたとおり、今般の熊本地震では、施設

の損傷や介護職員の不足等により、福祉避難所

としての本来の機能が発揮されない事態が見ら

れまして、その運営等の難しさについて、さま

ざま意見がなされているところであります。県

内では、平成28年２月１日現在で、21市町村

で180の施設が指定されておりますが、改めて、

福祉避難所の存在について住民に広く周知する

とともに、今回のような広域かつ大規模な災害

の発生を想定した上で、運営体制等を検証する

必要があるものと認識しているところでありま

す。県といたしましては、福祉避難所としての

機能が十分に発揮できるよう、市町村や関係団

体と一緒になりまして、要配慮者の移送手段や

福祉避難所を支える人材、物資の確保策等につ

いて再度検討するとともに、引き続き、市町村

が行います福祉避難所の指定を促進してまいり

たいと考えております。

例えば、老人ホームが福祉避○新見昌安議員

難所に指定された場合、施設の職員は、もとか

ら施設を利用している人に加え、避難者のケア

も必要になってきます。人手不足に陥ることは

避けられないのかもしれません。看護師や介護

福祉士などの資格を持ちながら、現在職につい

ていない潜在有資格者に協力を依頼するといっ

たことも、今後考えていかなければならないの

ではないかと思います。

次に、今回の地震では、市役所などの庁舎が

損壊し、防災拠点として機能しないケースもあ

りました。その背景には、財政事情が厳しい

中、学校や病院などの施設を優先して耐震化

し、庁舎の建てかえや耐震化を後回しにしたと

いうことがあります。結果、災害発生後に住民

を守るための防災拠点としての責任が果たせな

くなったということは残念であります。そこ

で、本県の防災の拠点となる県の本庁舎や各地

の総合庁舎等の耐震化について、その現状と今

後の取り組みを、総務部長に伺います。

県の本庁舎や総合○総務部長（桑山秀彦君）

庁舎につきましては、耐震診断を行った上で、

補強が必要とされたものについては、平成８年

度から順次耐震補強工事を行いまして、全ての

庁舎において、現行の耐震基準の性能を確保し

ているところでございます。今後、庁舎を災害

時にも機能させていくためには、これらの耐震

性能を維持していくことが大変重要でありま

す。このため、関係部局とも連携しながら、建

物の状況について定期的かつ計画的に点検を行

いますとともに、地震が発生した場合には、そ

の都度、点検を実施するほか、必要に応じて改

修を行うなど、引き続き、庁舎の適切な維持・

保全に努めてまいりたいと考えております。

耐震性能を維持するための点○新見昌安議員

検、重要であります。万遺漏なきを期していた

だきたいと思います。

次に、災害発生時に道路が陥没することを未

然に防止するための対策として、昨年９月議会

において、道路の空洞調査について質問をいた

しました。空洞調査は、経済性も大事ですけれ

ども、何よりも精度の高さが重要であると考え

ます。そのときの答弁は、「現在、さまざまな

調査手法の開発が進められており、より効果的

な調査手法を検討するため、他県の事例などに

ついて情報収集を行っているところである」と
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いうものでありました。他県の情報収集、調査

手法の検討状況について、県土整備部長に伺い

たいと思います。

本県での道○県土整備部長（東 憲之介君）

路の空洞調査につきましては、交通量や地下埋

設物が多い区間において平成25年度から実施し

ているところであります。この調査は、道路を

掘削せずに電磁波による探査等により路面の下

の状態を把握するもので、民間企業において、

さまざまな調査手法の開発が進められていると

ころであります。このため、実績のある企業の

情報を収集するとともに、九州各県の実施状況

を把握し、調査の精度や経済性などを検証した

ところ、全ての調査手法について採用が可能で

あると判断したところであります。今後は、こ

れらの調査手法を活用し、計画的に空洞調査を

行うことにより、道路の安全性の確保に努めて

まいりたいと考えております。

よろしくお願いをしておきま○新見昌安議員

す。

次に、熊本地震では震度７の地震が２回連続

して発生するなど、いわゆる想定外の状況であ

りました。この状況に鑑み、地域防災計画を見

直すべきとも考えるところでありますけれど

も、どのように取り組んでいかれるのか、危機

管理統括監に伺いたいと思います。

熊本地震に○危機管理統括監（畑山栄介君）

おきましては、震度７の地震が２回続けて発生

ということでございまして、多くの家屋が倒壊

したり、一旦避難所から帰宅した方が被災され

るなど、甚大な被害が発生したところでありま

す。本県では現在、南海トラフ地震による最大

震度７の地震の発生を想定し、ハード、ソフト

両面から防災・減災対策を講じることとしてお

ります。今後、熊本地震を踏まえ、国の防災基

本計画の改定の動きなども注視しながら、支援

物資の受け入れ、避難体制の整備などについ

て、地域防災計画の見直しを含めた検討を行

い、本県の災害対応能力のさらなる向上を図っ

てまいりたいと考えております。

また、今回の地震では、10カ○新見昌安議員

所程度の病院が、建物の倒壊リスクや電気、ガ

ス、水道などライフラインの途絶によって、ほ

かの病院へ患者の搬送を行ったようでありま

す。病院の災害対策の重要性が改めて浮き彫り

になったのではないかと思います。建物の耐震

化はもちろんですが、病院内の設備が確実に機

能しないと、医療サービスを十分に提供するこ

とが困難になってまいります。設備の耐震化も

大事です。そこで、本県の県立病院における電

気、水道、医療機器等の設備の耐震化への取り

組み状況はどうか、病院局長に伺いたいと思い

ます。

県立病院における○病院局長（土持正弘君）

電気、水道、空調などの建築設備や医療機器に

つきましては、国や業界が定める指針等に基づ

きまして設計・施工を行っており、必要となる

耐震性能を備えております。また、本棚やロッ

カーなどの備品につきましても、地震時の転倒

防止対策として耐震固定を行っているところで

あります。万が一、地震等によりまして電気や

水道水の供給が停止した場合におきましても、

非常用発電機や地下水を浄化する設備によりま

して、必要な部門へ継続して供給を行うことが

できる体制を整備しているところでございま

す。

なお、現在設計中の県立宮崎病院におきまし

ては、免震構造とするなど、基幹災害拠点病院

として、さらなる耐震化を図ってまいりたいと

考えております。
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一安心というところでありま○新見昌安議員

すけれども、今答弁にありました、新しい県立

病院の設計には、震度７以上の地震が２回以上

発生するということも想定した対策を盛り込ま

れるよう、要望しておきたいと思います。

防災対策に関し、最後の質問となりますけれ

ども、熊本地震では、ＢＣＰ（事業継続計画）

を策定していた自治体と未策定の自治体では、

以後の事務処理体制に差が出、ＢＣＰの重要性

も再認識されたところであります。県内市町村

のＢＣＰ策定の現状はどのようなぐあいか。ま

た、今後の取り組みについて、危機管理統括監

に伺います。

市町村のＢ○危機管理統括監（畑山栄介君）

ＣＰにつきましては、これまでに県内８市町村

で策定されておりまして、未策定の市町村にお

いても、策定に向けた検討が進んでいるところ

でございます。現在、８市町村が本年度中の策

定を目指して作業を行っておりますことから、

今年度末までには、県内の半数を超える市町村

でＢＣＰが策定される見込みであります。県に

おきましては、これまでもさまざまな機会を通

じて、市町村に対しＢＣＰの早期策定を呼びか

けてきたところでございますけれども、今後

も、市町村向けの研修会の開催など市町村への

必要な支援を行いながら、市町村へのＢＣＰの

策定を積極的に推進してまいりたいと考えてお

ります。

未策定の県内市町村も、地震○新見昌安議員

発生後の現地役場の状況を見て、早期に策定す

る必要性を強く感じ取ったのではないかと思い

ます。県としても、しっかりとサポートすべき

です。よろしくお願いをしておきます。

次は、ＮＰＯ法人と社会貢献について、総合

政策部長に何点か伺ってまいります。

「「ＮＰＯ」とは「Non-Profit Organizatio

n」又は「Not-for-Profit Organization」の略

称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成

員に対し、収益を分配することを目的としない

団体の総称（中略）このうち、特定非営利活動

促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特

定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」と言いま

す」、これは、内閣府ＮＰＯホームページの

「ＮＰＯのイロハ」というページでの説明文で

あります。イロハというぐらいですから、初歩

的な、誰でも知っていることですし、「ＮＰ

Ｏ」という言葉自体、今では社会の中で既に

しっかりと認知をされております。県内でもか

なりの数のＮＰＯ法人が存在しているのではな

いかと思います。そこでまずは、ＮＰＯ法施行

以降の本県のＮＰＯ法人数の推移、また、解散

などにより活動を停止したＮＰＯ法人数はどれ

くらいあるのか伺いたいと思います。

特定非営利活○総合政策部長（永山英也君）

動促進法、いわゆるＮＰＯ法は、平成10年12月

に施行されました。本県におけるＮＰＯ法人数

は、平成10年度末は１法人でありましたが、平

成27年度末で518法人が認証されており、そのう

ち104法人が解散をし、現在は414法人となって

おります。

今の答弁によれば、法施行○新見昌安議員

後17年半で認証された法人のうち、およそ５分

の１が解散しているということになります。そ

の原因としては、人材不足、時代のニーズに

マッチしなくなった、はたまたトラブル発生

等々さまざまでしょうけれども、個人的に推し

はかると、その一つに資金調達の困難さもあっ

たのではないかと思います。新たな事業を展開

するために金融機関から融資を受けようとして

も、担保がない等の理由で断られたケースも
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あったのではないか。「ＮＰＯが果たす社会的

使命や役割をもっと理解してほしい」、そのよ

うな声を受け、我が党が推進したのが、中小企

業信用保険法の改正であります。この改正によ

り、昨年10月から、ＮＰＯ法人も中小企業と同

じように信用保証制度の対象となっておりま

す。ＮＰＯ法人数が全国で５万を超える中、各

地で利用が広がっているのではないかと考えま

す。そこで、本県におけるＮＰＯ法人の信用保

証制度の利用はどのような状況か。あわせて、

ＮＰＯ法人の財政基盤強化のための支援策につ

いて伺いたいと思います。

ＮＰＯ法人に○総合政策部長（永山英也君）

よります信用保証制度の利用状況につきまして

は、中小企業信用保険法の改正により保証の対

象となりました昨年10月１日以降平成27年度末

までに、４件、8,060万円の保証が行われており

ます。県では、この信用保証制度以外にも、Ｎ

ＰＯ法人の財政基盤を強化するために、運営に

関する相談窓口の設置や、税理士など専門知識

を有するアドバイザーの派遣事業を行っており

ます。また、日本財団など民間の助成団体が実

施します、事業支援の獲得を目的としました企

画力向上のための研修会を実施するほか、今年

度より、インターネットを通じて資金を集めま

すクラウドファンディング活用に関する説明会

を開催することとしております。今後とも、こ

うした支援を通じまして、ＮＰＯ法人の財政基

盤の強化に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

半年間で４件という件数が多○新見昌安議員

いのか少ないのかわかりませんけれども、少な

くとも8,000万円の融資が受けられ、新たな活動

への道が開けたのだと理解をします。県として

も今後、しっかりと支え続けていただきたいと

要望しておきます。

ＮＰＯ法人の活動は、まちづくりや観光振

興、子育て支援、被災地復興など多彩で、その

社会的使命・役割は大きいものがあります。仕

事をやめた高齢者の活躍の場にもなります。行

政の守備範囲におのずと限界があり、行政がカ

バーし切れない細かいサービスを提供してくれ

るのもＮＰＯであります。手を携えることが大

事だと思います。そこで、ＮＰＯ法人との協働

をさらに進めるため、県として今後、どのよう

な支援を行っていく考えなのか伺っておきま

す。

ＮＰＯ法人○総合政策部長（永山英也君）

は、地域における社会貢献活動や多様な住民

ニーズに応える公益活動の担い手として、重要

な役割を担っていただいていおります。このた

びの官民協働による熊本地震被災地支援事業に

おいても、その独自のネットワークを生かして

活躍をしていただいているところであります。

県におきましては、協働の推進拠点であります

「みやざき県民協働支援センター」に、ＮＰＯ

の運営、財政基盤強化等を支援する機能を加え

まして、本年度から、「みやざきＮＰＯ・協働

支援センター」としてスタートしました。企業

や行政とＮＰＯ法人との協働のマッチングを積

極的に進めることとしております。今後とも、

こうした支援を通じてＮＰＯ法人との協働を進

めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いをしておきま○新見昌安議員

す。

次は、消防団員の確保について、危機管理統

括監に伺ってまいります。

少子高齢化や農村・中山間地域の人口減少、

働く人のうちのサラリーマンが占める割合の増

加等によって、地域の防災活動を担う消防団員
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が年々減少している。このように言われ出して

からどれくらいたつでしょうか。統計によれ

ば、昭和20年代に全国で200万人以上いた消防団

員の数は、平成27年４月時点では、過去最少

の86万人余りになったということであります。

本県の状況も推して知るべしでありますけれど

も、このような危機的状況を背景に、新たな制

度導入、法整備が行われております。平成17年

には機能別消防団員制度が創設をされました。

これは、仕事で消防団の全ての活動に参加でき

なくても、例えば、勤務先で、大規模災害が起

きたとき、広報だけなどといった、何かに特化

した活動をしてもらうものであります。平成25

年12月には、消防団の処遇改善や装備品、訓練

の充実に向けた予算を確保する消防団等充実強

化法が施行されました。また、学生消防団活動

認証制度も創設され、団員増加の後押しになる

ことも期待されます。以上を踏まえ、まずは本

県における消防団員確保対策などの現状はどう

なっているか伺いたいと思います。

消防団員の○危機管理統括監（畑山栄介君）

確保対策につきましては、まず、県民に対する

広報としまして、平成26年度から消防団広報紙

を年２回発行しているほか、加入促進のチラシ

を作成して、県内全ての高校生に配付するな

ど、消防団活動のＰＲに努めているところでご

ざいます。また、団員の維持・確保には安全対

策や活動環境の整備が必要と考えられますの

で、今年度から、消防団員の個人装備の改善や

消防団施設の改修などに対する補助事業を行っ

ているところであります。さらに、消防団員を

雇用している事業所に対し、消防団活動につい

て理解と協力を得られるよう、県発注の公共工

事について、入札に係る優遇措置を行っている

ところであります。今後とも、地域防災力の充

実強化を図るため、市町村と連携しながら、消

防団員の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

２点目ですが、先ほど述べま○新見昌安議員

した、学生消防団活動認証制度の創設が功を奏

したのか、大学生や専門学校生の団員がふえて

いるようであります。全国的には、昨年４月時

点で初めて3,000人を超え、平成18年に比べ2.4

倍になったそうであります。そこで、任務を限

定して負担を少なくした機能別消防団員や学生

消防団員の本県における活動状況、また、学生

消防団活動認証制度の取り組みはどのような状

況か伺いたいと思います。

まず、機能○危機管理統括監（畑山栄介君）

別消防団員の状況につきましては、本年４月１

日時点で、９消防団におきまして282名が、平日

昼間の火災や災害の初期対応などに活動してい

るところでございます。次に、学生消防団員に

つきましては、６消防団において、大学生８

名、専門学校生８名の合計16名が、それぞれの

地域で消防団の一員として活動しているところ

であります。

また、学生消防団活動認証制度の取り組み状

況につきましては、宮崎市と綾町が今年度から

運用を開始したところでございまして、県とし

ましても、県内の関係団体や事業所に対して、

制度を周知してまいりたいと考えております。

３点目に、政府が昨年発表し○新見昌安議員

た「女性活躍加速のための重点方針」では、

「社会の安全・安心を確保する女性人材の育

成」が掲げられており、具体的な取り組みとし

て、女性消防団員の活動支援に力を入れるとい

う動きがあります。東日本大震災の発災時に

は、授乳スペースや更衣室の確保など、女性特

有の悩みに配慮した避難所運営に尽力した女性
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消防団員に注目が集まりましたが、今後の女性

団員の活躍に期待するところであります。そこ

で、本県の女性消防団員の活動状況について伺

いたいと思います。

本年４月１○危機管理統括監（畑山栄介君）

日時点における本県の女性消防団員の数は342名

でございまして、前年と比べ21名増加しており

ます。活動としましては、広報啓発、応急手当

の講習、独居老人宅の訪問などのほか、男性の

消防団員と同様の活動をしている例もあると

伺っております。県では、女性団員の士気高揚

と加入促進のため、平成26年度から県消防協会

と共催で、女性消防団員活性化大会を開催して

いるほか、補助事業の中で、女性消防団員の活

動資機材の整備を支援しているところでありま

す。今後とも、女性消防団員の活動を広く県民

にアピールしていくことにより、消防団の活性

化、団員の加入促進を図ってまいりたいと考え

ております。

川畑財政課長も女性消防団員○新見昌安議員

の一員だとお聞きしました。頑張っていただき

たいと思います。

消防団員の確保に関して最後の質問になりま

すけれども、消防団員を対象とした割引などの

特典サービスを提供する「消防団応援の店」が

全国的にふえているという新聞報道がありまし

た。「自治体や地元の消防協会が中心となって

取り組んでいるが、店側も、イメージアップに

つながるし、お客の増加につながると歓迎して

いる」とありました。減少する団員の確保策と

して、一つの有効な策ではないかと思います。

本県でも力を入れていくべきと考えますが、消

防団応援の店の現状と県の今後の対応につい

て、見解を伺いたいと思います。

本県では、○危機管理統括監（畑山栄介君）

宮崎市が平成26年度から、西都市が今年度か

ら、消防団応援の店事業に取り組んでいるとこ

ろであります。飲食店を中心に娯楽施設、ホテ

ル、小売業など、宮崎市で99店舗、西都市で13

店舗と、多くの事業者に協賛をいただいている

ところであります。県内で消防団応援の店がふ

えることは、消防団を応援する機運を高めまし

て、その活動を社会全体で後押しできることか

ら、県としましては、今後、ほかの市町村にお

いても同様の取り組みが行われるよう、支援し

てまいりたいと考えております。

本県ではこれからというとこ○新見昌安議員

ろのようですけれども、全国組織の日本消防協

会では、団員がどこに行っても登録店で特典が

受けられるよう、店に掲げる共通表示も検討し

ているようであります。県としてもしっかり取

り組んでいただきたいと思います。

次は、地理的表示保護制度についてでありま

す。地理的表示、いわゆるＧＩ保護制度は、地

域に根差した農林水産物・食品などのブランド

を守る国の制度で、特定の産地名をつけた農林

水産物・食品に、政府が地域ブランドとして、

いわゆるお墨つきを与えるものであります。昨

年の６月に申請の受け付けを開始、同年12月に

７品目を初めて登録、ことし３月29日現在で12

品目が登録されているようであります。登録さ

れることで、産地振興あるいは販売促進につな

がることが期待されるわけでありますけれど

も、本年２月議会において徳重議員が、同制度

に対する県の取り組み状況について質問してお

られます。そのときの農政水産部長の答弁は、

「「黒皮かぼちゃ」と「糸巻き大根」におい

て、地理的表示保護制度の申請に向けた具体的

な準備が進められている」というものでありま

した。その後の進捗状況はどうか、農政水産部
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長に伺いたいと思います。

「黒皮かぼ○農政水産部長（郡司行敏君）

ちゃ」と「糸巻き大根」の地理的表示保護制度

の申請に向けた進捗状況につきましては、２つ

の産地とも生産者や関係者の合意形成等がなさ

れ、具体的な申請への取り組みがスタートして

いるところであります。現在、国の支援機関で

ありますＧＩサポートデスク 申請のサポー―

ト、助言をいただける組織 において、それ―

ぞれ申請書類の事前チェックを受けている段階

でありまして、そのチェックが終了次第、国へ

の本申請を行うというふうに伺っているところ

であります。

ＧＩサポートデスクでの事前○新見昌安議員

チェックにどのくらい時間がかかるのか、わか

らないところでありますけれども、一刻も早く

本申請に進めることを期待したいと思います。

ところで、地域ブランドを守る仕組みとし

て、特許庁に登録する地域団体商標制度もあり

ます。そこで伺いたいと思いますが、地理的表

示保護制度と地域団体商標制度の違いは一言で

言うと何なのか。あわせて、本県における地域

団体商標制度の登録状況について、同じく農政

水産部長に伺います。

地理的表示保○農政水産部長（郡司行敏君）

護制度は、地域で育まれた伝統と特性を有する

農林水産物・食品の名称を、地理的表示とし

て、産地の特性や品質等の基準とともに登録

し、地域の共有財産として保護する制度であり

ます。また、地域団体商標制度は、地域ブラン

ドの名称を商標権として登録し、その名称の独

占使用を可能にする制度でありまして、本県に

おきましては、「宮崎牛」や「みやざき地頭

鶏」など７件が登録されているところでありま

す。両制度とも、ブランド価値の維持・向上に

有効な手段でありますけれども、制度の対象や

規制手段に違いがあり、例えば、地理的表示保

護制度におきましては、登録地域の生産者を広

く使用許可の対象とする一方で、地域団体商標

制度では、特定団体が独占使用できること、ま

た、表示の不正使用について、地理的表示保護

制度におきましては、国が取り締まりを行う一

方、地域団体商標制度では、商標権者みずから

が対応しなければならないことなど、それぞれ

に違い、特徴がございます。

余りよくわかりませんけれど○新見昌安議員

も、それぞれ一長一短があるのではないでしょ

うか。勉強していきます。

地理的表示保護制度について、最後の質問に

なりますけれども、この制度については、認知

度を高める取り組みも重要であると考えます。

お隣の鹿児島県では、県のホームページでこの

制度について紹介をしております。本県でも同

様の取り組みをするべきと考えますけれども、

同じく農政水産部長に伺います。

地理的表示保○農政水産部長（郡司行敏君）

護制度の認知度を高めるために、県では、市町

村やＪＡ等を対象とした県域及び地域別の説明

会を開催いたしますとともに、国の支援機関と

連携しながら、申請を希望する地域の生産者団

体などを対象に、相談会や個別指導を行ってい

るところであります。地理的表示保護制度の活

用により、本県農水産物の国内外における付加

価値の向上や、販売力の強化につながることが

期待されますので、県のホームページでの制度

の紹介等も含め、さまざまな機会や手段を用い

て本制度を積極的にＰＲし、取り組みの拡大を

図っていきたい、そのように考えております。

認知度をさらに高め、そのメ○新見昌安議員

リットをわかりやすく県民に伝える、そのため
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の関係者一丸となった取り組みをお願いしてお

きたいと思います。

次に、県民の健康を守るための施策につい

て、福祉保健部長に何点か伺っていきたいと思

います。

１点目ですけれども、厚生労働省は本年３

月、「新生児聴覚検査の実施に向けた取組の促

進について」という通達を出しております。こ

れは、生まれて間もない赤ちゃんのときに耳の

聞こえぐあいを調べ、聴覚障がいがある場合は

早期療養につなげられるようにする、その一層

の取り組みを市区町村に依頼するというもので

あります。1,000人に１人か２人の割合でいると

される先天性難聴は、早目に補聴器をつけたり

適切な指導を受けたりすることで、言語発達の

面で効果が得られると言われます。逆に発見が

おくれると、言語の発達が遅くなり、コミュニ

ケーションに支障を来すこともあるそうで、早

期発見の重要性を改めて認識したところであり

ます。そこで、本県における同検査の受診率

と、受診率向上のための県の取り組みについて

伺いたいと思います。

本県における○福祉保健部長（日隈俊郎君）

分娩数に対する新生児聴覚検査の受診率でござ

いますが、里帰り出産を含めまして、平成27年

で99％となっております。県の取り組みといた

しましては、平成20年度に産科医療機関、療育

機関、市町村、教育機関等の関係機関から成り

ます新生児聴覚検査・療育ネットワーク構築事

業協議会を設置いたしまして、新生児聴覚検査

の体制整備や連携のあり方について協議してま

いったところであります。この結果、現在、県

内全ての産科医療機関が新生児聴覚検査機器の

整備を行っておりまして、協議会で作成したマ

ニュアルに沿って、聴覚障がいが発見された場

合、速やかに医療・療育機関、さらには教育機

関につないでいく体制が整備されているところ

であります。

国は平成19年１月に、「新生○新見昌安議員

児聴覚検査の実施について」という通知を出し

ており、その内容を受け、県として今の答弁に

あったような対応をした。結果、受診率は99％

になった。全国的に見ても極めて高い数字で、

評価したいと思います。100％目指してのさらな

る御尽力を期待するところであります。

ところで、ことしの通知では、「平成19年通

知の改正」という項目の中で、「新生児聴覚検

査に係る費用についての公費負担を行う」とい

う記載があり、あわせて平成26年度に調査した

結果も発表しておりますけれども、それにより

ますと、おおむね生後３日以内に実施する初回

検査について公費負担を実施している市区町村

は、1,741市区町村のうち109で、6.3％という状

況のようであります。このように全国的に見る

と、新生児聴覚検査に対する市区町村の公費負

担の実施率は低い状況にありますが、本県の状

況はどうか伺いたいと思います。

県といたしま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

しては、お話にありました公費負担を含めまし

て、新生児聴覚検査の積極的な実施について、

各市町村にお願いしているところでございます

が、現在、本県において新生児聴覚検査の公費

負担を実施している市町村はございません。

検査費用は、地方交付税によ○新見昌安議員

る財源措置の対象となっておりますけれども、

財政的に厳しい市町村ではなかなか難しいので

はないかと、この点は理解します。しかし、若

い親御さんの負担の軽減を図るためにも、県と

しては引き続き、市町村に対してお願いを継続

していただきたいと要望しておきます。
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次は、アレルギーであります。アレルギー疾

患対策の基本理念を定めたアレルギー疾患対策

基本法が、昨年の12月25日に施行されておりま

す。アレルギー疾患対策については、食物アレ

ルギーも含めて、これまでも一般質問で取り上

げてきたところでありますが、法律ができたこ

とにより、これまで個別に進められていた対策

が、省庁横断で取り組む体制ができた。この意

義は大きいと思います。国においては現在、基

本指針づくりのための協議会において議論がな

されていると聞いておりますけれども、ここで

の深い議論を期待するところであります。

そこで、確認の意味も含め、本県では現在、

アレルギー疾患対策にどのように取り組んでい

るのか。また、法の施行を受け、今後どのよう

に取り組んでいかれるのか伺いたいと思いま

す。

県におきまし○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ては、各保健所にアレルギー疾患に関する相談

窓口を設置しまして、県民からの相談に対応す

るとともに、児童福祉施設、老人福祉施設に対

し、アレルギー対応食の指導を行っておりま

す。また、食品衛生監視員による食品製造施設

等への監視指導や講習会を行いまして、卵、小

麦、そばなどアレルギー物質の混入防止や適正

表示を図っておるところであります。さらに、

衛生環境研究所におきまして加工食品の検査を

行い、アレルギー物質の確認を行っておりま

す。今後の取り組みにつきましては、アレル

ギー対策基本法に基づき、国のほうで総合的に

施策を推進するための基本方針を示すと伺って

おりますので、その指針にのっとり、本県の実

情に応じた施策を進めてまいりたいと考えてお

ります。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

次に移ります。昨年10月１日から、看護師の

特定行為 38の医療行為だそうですけれども―

に係る研修制度が始まったようでありま―

す。医師不足が叫ばれる中、急速な高齢化の進

展に伴い、地域の医療を支える存在として、看

護師の果たす役割は今後ますます大きくなって

くると思います。そこで、当該研修制度の概要

とあわせ、本県における取り組み状況について

伺いたいと思います。

看護師の特定○福祉保健部長（日隈俊郎君）

行為に係る研修制度は、国が指定する研修機関

において研修を受けた看護師が、手順書による

医師の指示に基づきまして、カテーテルの挿入

・抜去など難易度の高い診療の補助行為を可能

とするものであります。研修を実施する施設

は、国が定めるカリキュラムの整備、指導教員

や実習施設の確保などさまざまな要件を満たす

必要がありまして、現在、14都道府県に21施

設、九州では大分県に１施設が国の指定を受け

ております。県といたしましては、人口減少や

高齢化が進む中、今後の医療を支え、さらなる

在宅医療等の推進を図るため、特定行為が行え

る看護師の需要は高まると考えておりますの

で、各種会議、研修会等での説明や関係団体等

を通じた情報提供など、本制度の意義について

広報・周知を図っているところであります。

超高齢社会にあって、超高齢○新見昌安議員

者のケア体制をどう維持していくか、本当に難

しい問題ではあると思いますけれども、やはり

医師との信頼関係に基づいた看護体制を充実さ

せる、これが重要ではないかと考えます。研修

は長期間にわたるようで、クリアする課題もた

くさんあるとは思いますけれども、１人でも多

くの看護師がこの研修を受けられる体制を構築
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していただければと思います。

この項目最後の質問になりますが、大人の救

急医療電話相談を実施してはどうかという提案

であります。救急医療電話相談といえば、小児

救急医療電話相談があります。これは、夜間に

子供が急にぐあいが悪くなったとき、すぐに病

院に行ったほうがいいのか、それともしばらく

様子を見ておけばいいのか、判断に迷ったとき

に利用してくださいというものでありますけれ

ども、同様のことがそのまま大人にも当てはま

るのではないかと思います。この大人の救急医

療電話相談については、埼玉県、山形県では既

に実施をしているそうであります。ほかにも数

県実施しているようですけれども、救急車の出

動回数が減ることによって、医療機関の負担軽

減にもつながっているというふうにも聞いてお

ります。本県でも実施してはどうかと考えると

ころでありますが、見解を伺いたいと思いま

す。

救急医療につ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

きましては、いわゆるコンビニ受診と言われま

す安易な時間外受診が社会問題となっており、

また、救急車の出動件数、搬送人員とも年々増

加する中、救急車の適正利用も課題となってお

ります。このような中、看護師等が相談に応じ

る救急医療の電話相談は、救急医療体制の負担

軽減につながる一つの改善策であると理解して

おります。大人の救急医療の電話相談につきま

しては、既に実施している自治体の相談内容あ

るいは相談件数等の状況を踏まえつつ、その必

要性について、市町村や消防機関、県医師会等

の関係者とも今後協議してまいりたいと考えて

おります。

関係する機関もさまざまであ○新見昌安議員

りますけれども、前向きに協議に取りかかって

いただければと思います。

最後になりますが、「県民との語らいの中

で」ということで、県民の方々から受けた相

談、要望の中で、本会議での一般質問という形

で取り上げたほうがいいのではないかと思うも

のについて、何点か取り上げたいと準備して

おったわけですけれども、時間も余りありませ

んので、１点に絞ってお尋ねをしてみたいと思

います。

がんサロンについてであります。がんサロン

は、がん患者やその家族が、お茶を飲みながら

療養体験あるいは療養上の悩みを話し合った

り、勉強会を開催したり、情報交換をしたりす

る場でありますけれども、患者会に比べて敷居

が低いらしく、気軽に立ち寄ることのできるた

まり場的なものだと聞きました。県内には、県

立宮崎病院に誰でも無料で利用できる、がんサ

ロン「ふらっとカフェ」はありますが、熊本な

どに比べると少ないということであります。病

院内だけではなく、がん患者やその家族が集え

る場所を県内各地に広げてほしいという要望で

ありますけれども、福祉保健部長に見解を伺い

たいと思います。

県では、平○福祉保健部長（日隈俊郎君）

成25年７月から、ＮＰＯ法人に委託しまして、

モデル的に、県立宮崎病院内にがんサロン「ふ

らっとカフェ」を設置・運営しますとともに、

がん患者やがん経験者及びその家族、医療関係

者等を対象に、がんサロン運営の中心となりま

す、がんカウンセラーの養成研修も行っている

ところであります。ふらっとカフェと同様の趣

旨のがん患者の集いの場は、県立延岡病院等複

数の病院にありまして、その中には、がんカウ

ンセラーの養成研修を受けた方が開催している

ものもあります。県といたしましては、がん患
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者の集いの場を、今後もこのような形で県内各

地に広げていただきたいと考えております。

同じ境遇の方々との対話を通○新見昌安議員

して、がん患者やその家族が安らぐことができ

ると思います。不安や孤独感を緩和することも

できるんじゃないかと思います。設置に向けた

さまざまな取り組みを進めていただきますよう

お願い申し上げて、以上で、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）

次は、髙橋透議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 人口減少が○髙橋 透議員

強調されています。ふえ続ける社会保障費の財

源をどう確保していくのか 今、日本が抱え―

る喫緊の課題です。経済大国から生活大国へ行

き先を変えなければなりません。成長から成熟

社会へとかじを切る構造改革が急がれます。安

倍総理が、リーマンショックを引き合いに出し

て、消費税10％への引き上げを平成31年10月ま

で２年半延期することを表明されました。そこ

で、消費税及び地方消費税の増税が延期された

ことによる影響額はどの程度と見込んでいるの

か。また、本県の予算編成に及ぼす影響につい

てはどう考えているのかお伺いいたします。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

消費税及び地方消費税の増税が延期されたこ

とに伴う本県への影響額は、前回、消費税率が

５％から８％に引き上げられたときの状況をモ

デルに試算をしましたところ、年間50億円程度

になるのではないかと見込んでおります。ただ

し、初年度の平成29年度については、消費等の

時期と県の収入となる時期に差があることか

ら、10億円程度の影響と見込んでおります。

また、予算編成への影響につきまして、この

消費税及び地方消費税の引き上げによる増収分

は、年金、医療、介護、子育てなどの社会保障

の充実、安定化の財源とされておりますことか

ら、増税が延期されたことで、次年度以降の社

会保障関係施策をどう構築していくのか、今後

の国の動向を注視してまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

わかりました。増税は避けて○髙橋 透議員

通れないと、私も思っております。ただ、御指

摘申し上げたいのは、消費税増税の是非だけが

話題になっているんじゃないかなということで

す。税には所得税、法人税、相続税・贈与税な

どがあるのに、これらの税収をふやす議論は余

りされていないようです。そもそも消費税増税

延期論なんですが、３月16日、政府の国際金融

経済分析会合に招かれたジョセフ・スティグ

リッツ、アメリカコロンビア大学教授が、「今

のタイミングで消費税を上げるべきではない」

と述べられました。このころから安倍総理は消

費税増税延期論を話題にされてきたと思いま

す。ただ、この教授が、今申し上げました、

「今のタイミングで消費税を上げるべきではな

い」と言われた後に、次のように話されている

んです。「格差是正や需要創出のために、所得

税、相続税の累進課税強化、環境税の引き上

げ、投資や雇用に消極的な企業の法人税引き上

げ」なども主張されたのです。しかし、新聞が

大きく取り上げたのは消費税に関する発言だけ

で、この部分は切り取られて、消費税以外の主

張は注目されなかったのであります。時間の関

係もありますので、この税制のあり方について

は、あす登壇される、税に詳しい太田議員に任

せて、次に移りたいと思います。

話題は変わるんですが、日南市と愛知県犬山
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市は、飫肥藩初代藩主伊東祐兵公の次女が初代

犬山城主成瀬正成公の弟に嫁いだ歴史的経緯に

よって、姉妹都市の盟約を結んでおります。そ

の犬山市で日南焼酎まつりを開催していただい

ております。ことしで６回目になりますが、初

めて参加してきました。多くの観光客、地元の

方々でにぎわっておりました。犬山市の焼酎ま

つりについては、別の機会に取り上げたいと思

いますが、今回、犬山市に入る前日に、長野県

上田市の真田丸と、真田信之が上田城から移封

された松代藩、長野市に行ってまいりました。

上田城に着いたのは平日の午後３時過ぎであり

ましたけれども、まだ多くの観光客でにぎわっ

ていたところであります。御存じのように、こ

としの大河ドラマの舞台となっている上田市で

す。観光客が相当ふえているということで、観

光協会の職員も話をされておりました。観光誘

客、ふやすためにメディアの活用は有効です。

これまで複数の議員も大河ドラマ誘致の質問を

されてきましたが、この間の取り組みの中で特

徴的なこと、何か手応えなどがあったらお尋ね

をいたします。

大河ドラマにつきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、ドラマの舞台に選定をされますと、観光

はもとより、地域の産業、経済の活性化、さら

には住民の郷土への誇りの醸成など、その効果

は大変大きなものがあると考えております。こ

のため本県におきましても、大河ドラマの誘致

については、私自身もＮＨＫに参りまして直接

要望を行いましたし、担当部局において、ドラ

マ制作にかかわる関係先を通じて、機会あるご

とに制作の要望を行っているところでありま

す。ＮＨＫがどのような素材を採用されるかに

つきましては、その時々の社会情勢、話題性に

加えまして、１年を通してドラマとして成立す

るか、さまざまなエピソードがあるか否か、そ

のようなことなどさまざまな要素が選考材料に

なるものと感じているところであります。私と

しましては、本県ゆかりの歴史的人物や郷土の

先覚者等を題材として大河ドラマに取り上げて

いただけるよう、今後ともいろんな工夫をしな

がら、粘り強く要望を続けてまいりたいと考え

ております。

これまでの答弁と余り変わら○髙橋 透議員

ないような気がしますが……。先日、日銀が発

表した真田丸の経済効果は200億円なんですね。

観光客は113万人増加を見込んでいるようであり

ます。たまたま私、夕食をとるために入ったそ

ば屋なんですが、そのおかみとの話が大変参考

になりました。店内は、そば屋なのか観光案内

所なのか、そのくらい上田愛と真田愛にあふれ

たにぎやかなそば屋だったんですが、店の壁に

は真田幸村と十勇士のイラスト、真田十勇士

キャラのぬいぐるみが飾ってあり、真田ゆかり

の観光パンフレットがたくさん置いてありまし

た。そのおかみは大河ドラマの誘致活動にも積

極的に参加されて、署名活動とかチラシ配布も

されたということを言われておりました。以

前、私も申し上げたことがあるんですが、誘致

活動には県民運動が必要です。まずは市町村レ

ベルで盛り上げていくこと、そこに行政が後ろ

盾をして県民運動としてまとめていくことが大

事だなと思ったところであります。

私、そのおかみに名刺を渡したんですが、名

刺の裏には「日本のひなた宮崎県」を印刷して

あります。そうしたら、すごくおかみが感動さ

れまして、「「ひなた」という響きに、ほのぼ

のとした安らぎ、居心地のよさを感じます」

と。そして、このおかみは宮崎に一度もまだお

見えになっていないということでしたが、「宮
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崎らしさを感じますよ」と、すごく褒めていた

だきました。思わず、上着につけていたバッジ

と持っていた名刺全て、おかみに差し上げて帰

りましたが。そんなこんなで宮崎に帰ってきま

したら、「日本のひなた宮崎県」「みんなの、

ひなたへ。」が宮日広告賞の大賞じゃありませ

んか。おめでとうございました。大変よかった

です。

話はがらっと変わりますが、上田市には、戦

没画学生慰霊美術館「無言館」があります。か

つての日中戦争、太平洋戦争下、「絵を描きた

い」という一心で絵筆をとり続けた画学生たち

の生きたあかし、遺作、遺品が無言館に展示し

てあります。作品は、風景画、妹を初めとする

家族、中には愛する妻の絵もありました。遺作

にはその背景が記されていて、目頭が熱くなり

ました。機会がありましたら一度行ってみてく

ださい。

次に移りたいと思います。看護師確保対策で

あります。看護師不足、その確保が叫ばれる昨

今であります。県立病院における昨年度の退職

者数に対して、看護師の採用試験の合格者、辞

退者数の内訳についてお伺いいたします。病院

局長お願いします。

昨年度実施いたし○病院局長（土持正弘君）

ました看護師選考採用試験につきましては、63

人の合格者を出しましたが、そのうち11人が採

用を辞退されたことなどから、採用は52人と

なったところであります。一方、退職者であり

ますが、看護師の採用を病院局で一括して行っ

ている関係上、知事部局を含めまして申し上げ

ますが、見込みを10人上回る63人となったとこ

ろであります。

合格しているのに、辞退者が○髙橋 透議員

多かったようですが、その辞退の理由は何で

しょうか、答弁ください。

合格者の辞退理由○病院局長（土持正弘君）

でありますが、一番多いのは、県内外の他の医

療機関への採用であります。そのほか、県の保

健師としての採用が決まったこと、あるいは国

家試験に不合格であったことなどがございま

す。

退職者見込みを10人上回る63○髙橋 透議員

人というふうに答弁されておりますが、定年退

職者以外の早期退職者の数についてお伺いしま

す。

退職者63名のう○病院局長（土持正弘君）

ち11名が定年退職でございまして、そのほかを

早期退職というふうにくくりますと、52名でご

ざいます。

52名という早期退職者、大変○髙橋 透議員

多い数字ですよね。いろいろと理由はあると思

うんですが、その理由について答弁いただきた

いと思います。

昨年度早期退職し○病院局長（土持正弘君）

た職員にその理由を聞いておりますが、結婚や

育児、家族の介護、進学、転職、病気、体力の

問題などが挙がっております。

早期退職をしなければならな○髙橋 透議員

い理由、いろいろ話されましたが、育児とか介

護とかいろいろ御事情があると思うんですけれ

ども、この際というか、きついものだから、こ

の踏ん切り、タイミングということでやめられ

ているんじゃないかという推察もするわけなん

です。そこでお尋ねしていきますが、県立病院

の勤務は３交代、部署によって時間外がかなり

多いとお聞きしておりますが、勤務実態につい

てお伺いいたします。

県立病院の看護師○病院局長（土持正弘君）

の勤務体制につきましては、御承知のとおり、
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病棟勤務の場合、日勤、準夜勤、深夜勤の３交

代制となっております。患者の高齢化、重症化

などに伴いまして、これまで以上に手厚い看護

が必要になるなどいたしまして、時間外勤務が

多くなっている部署もございます。昨年度、こ

れはまだ上半期でございますけれども、看護師

の時間外勤務実績は、県立３病院全体の平均で

月10.7時間となっておりますが、日南病院につ

きましては、20時間を超える病棟もあるなど、

部署によっては時間外勤務が多くなっていると

ころでございます。

答弁にありましたように、患○髙橋 透議員

者の質が20年、30年前と変わったというのもあ

ると思うんですが、時間外が平均月10.7時間と

おっしゃいました。個人で差があると思うんで

す。答弁にもありましたように、日南病院、

月20時間を超える病棟もあるということです

が、中には、夜11時ごろに勤務が終わって、

シャワーを浴びてそのまま深夜勤務に行かれて

いるという人も聞きます。労基法第36条、あり

ますね。この規定がしっかりと守られるように

注意いただきたいと思っております。

びっくりするほどの調査結果があります。労

働組合の女性部が行ったアンケート調査により

ますと、「定年まで働きますか」の問いに、

「いいえ」が61％あったそうです。看過できな

い驚くべき数字だと思います。パワハラとかセ

クハラなんかもあるのではないかと心配するん

ですが、夜勤回数の増加等、勤務環境が悪化を

して、引き続き多数の希望退職者が出るのでは

ないかと危惧されます。過酷な勤務実態と定年

まで働きたくないという現状を聞かれて、知事

はどう思われますか、答弁を求めます。

これまでいろいろやり○知事（河野俊嗣君）

とりがありまして、地域医療を守るために、現

場で献身的に御尽力をしていただいております

県立病院の看護師の皆さんの業務について、大

変厳しいものもあるというふうに受けとめてい

るところであります。今のアンケートの状況に

ついては、さまざまな背景、事情があろうかと

思いますが、医療を取り巻く状況というもの

が、患者の皆さんの高齢化や医療技術の進歩な

ど大きく変化している中で、県立病院の勤務環

境も、人材確保の問題等を含め年々厳しい状況

にあり、そのこともアンケート結果に出ている

のではないかと考えておりまして、しっかりと

現場の状況を踏まえて対処していく必要がある

ものと感じたところであります。

コミュニケーションがとれる○髙橋 透議員

職場環境に、しっかりと取り組んでいただきた

いなと思っています。

2015年に策定されました県病院事業経営計

画2015では、事業運営の基本方針の１番目に、

「質の高い医療の提供とそれを支えるスタッフ

の確保・充実」が挙げられています。今後の看

護師確保対策にどのように取り組んでいかれる

のか、病院局長に答弁を求めます。

県立病院の看護師○病院局長（土持正弘君）

確保対策といたしましては、県立３病院を紹介

する「ナースガイダンス＆バスツアー」や、夏

休みを利用し県立病院の看護を体験する「サ

マープログラムインターンシップ」の開催、さ

らには、福岡で開催される看護学生就職セミ

ナーへの年２回の参加など、県立病院のＰＲに

努めているところであります。また、採用試験

におきましては、既に看護師免許を取得してい

る方を、４月を待たず前倒しで採用するなど、

できるだけ早く人員を確保し、看護体制を充実

するよう努めているところであります。今後

は、部署によっては時間外勤務が多くなってい
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る現状や、宮崎病院の再整備等も踏まえまし

て、各病院の看護師の勤務体制について検討

し、看護体制のさらなる充実に取り組んでまい

りたいと考えております。

よろしくお願いします。○髙橋 透議員

民間病院でも看護師不足は同様な状況だとお

聞きしておりますが、非常に確保に苦慮されて

いると思います。看護師確保の問題について、

福祉保健部としてどうお考えになっているのか

お伺いいたします。

民間病院にお○福祉保健部長（日隈俊郎君）

きましても、新卒看護師の採用や育児休業等の

代替看護師の募集におきまして、確保が困難な

例も多いと聞いております。県といたしまして

は、看護師の安定的な確保を図るため、看護師

等養成所への運営支援や看護学生の修学資金貸

与のほか、離職防止対策といたしまして、新人

看護師の研修や病院内保育所の運営を支援して

いるところであります。また、ナースセンター

による無料職業紹介や潜在看護師への講習会を

実施するなど、看護師の復職支援にも取り組ん

でおります。民間病院における看護師の確保

は、地域医療の充実を図る上で大変重要であり

ますので、今後とも、看護師の確保・定着のた

めの取り組みを推進してまいりたいと考えてお

ります。

よろしくお願いいたします。○髙橋 透議員

次に移ります。農畜産物東アジア海外戦略で

あります。平成27年度の本県農畜水産物の海外

輸出額が過去最高となりましたが、今後の見通

しについて、内田副知事に答弁を求めます。

本県農畜水産物につ○副知事（内田欽也君）

きましては、東アジアを中心に輸出拡大を進め

てまいりましたが、今後は、みやざきグローバ

ル戦略を踏まえ、近年顕著な伸びを示しており

ます北米やＥＵなど東アジア以外の地域につい

ても、積極的に市場開拓に取り組むこととして

おります。このため新たに、北米とＥＵに海外

輸出促進コーディネーターを設置し、販路開拓

に向けた体制を強化することとしております。

さらに、国内初のキャビア輸出や、みやざき地

頭鶏の輸出開始に向け、産地などの輸出体制の

強化にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。県といたしましては、本議会で審議をお願

いしております、農業・農村振興長期計画で掲

げている平成32年度県産農畜産物の輸出目標

額41億円の達成に向けまして、今後とも、県内

の関係団体などで構成する「みやざき「食と

農」海外輸出促進協議会」を中心に、輸出促進

に取り組んでまいりたいと考えております。

27年度25億円、７割が牛肉○髙橋 透議員

の18億7,000万円ですか、今答弁がありましたよ

うに、平成32年度に41億円にするということで

ありますので、いろいろな取り組みが必要なん

でしょうが。先日、ＮＨＫのニュースの中で養

殖ブリを取り上げていました。海外のサーモン

に押されているらしいんです。ブリは臭みがど

うしても弱点のところがあって。ただ、ブリは

日本でしか養殖できないらしいです。そして

今、いわゆるにおいをなくす餌とか、ブリの包

装といったものが開発されていますから、今後

ブリも、宮崎、今大変力を入れていますので、

よろしくお願いしたいと思っています。

みやざき地頭鶏についてもおっしゃいました

から、これからは、みやざき地頭鶏に絞って質

問してまいりますが、全国の主な地鶏の出荷状

況について、まずは農政水産部長にお伺いいた

します。

平成26年度の○農政水産部長（郡司行敏君）

地鶏の出荷につきましては、家畜改良センター
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の都道府県別調査のデータでございますけれど

も、全国44の銘柄で約607万羽となっておりまし

て、これは、ブロイラーなど食用を目的とした

鶏の出荷羽数、全体で約６億7,000万羽の約１％

となっております。この地鶏の中で最も出荷羽

数が多いのは、徳島県の阿波尾鶏が200万羽でご

ざいまして、地鶏全体の約３分の１を占めてお

ります。続きまして、愛知県の名古屋コーチン

が93万羽、秋田県の比内地鶏の58万羽となって

おりまして、本県のブランドでありますみやざ

き地頭鶏は、これらに続く52万羽で全国第４位

となってございます。

今の答弁では４位でしょうけ○髙橋 透議員

ど、質として、みやざき地頭鶏というのはレベ

ルが高いというふうに認識しているんです。む

しろライバルは、名古屋コーチンとか比内地鶏

じゃなくて、九州の地鶏だと私は警戒をしてい

ます。というのが、居酒屋さんできのうまでみ

やざき地頭鶏を扱っていたのに、「もうきょう

からは隣の黒さつまにかえますから」という実

態もあるようですから、今後、みやざき地頭鶏

の出荷量をどうふやしていくのか、そういった

方策が求められますが、いま一度、農政水産部

長にお尋ねします。

御指摘のとお○農政水産部長（郡司行敏君）

り、いかに需要拡大を図っていくか、そのため

に生産量をどうふやしていくか、これが非常に

大きな課題でございます。需要拡大に当たりま

しては、これまで、味のよさを生かして、ス

ポーツキャンプ等を活用した情報発信であると

か、東京、大阪、福岡などの都市部を中心とし

たＰＲ、さらには大手外食チェーン店との提携

などを通して、需要拡大に一生懸命頑張ってき

たところであります。また、今年度は、先月本

県と協定を締結いたしました大手給食サービス

の会社と連携いたしまして、地頭鶏を食材とし

た社員食堂向けのメニューづくりについて、

今、具体的な検討を進めているところでありま

す。今後は、これらに加えまして、新たな調理

方法や加工品の商品開発の検討を行うなど、生

産者や関係団体等と一体となって、さらなる需

要拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えて

いるところであります。

先ほど言いましたように、黒○髙橋 透議員

さつま鶏、今19万羽です。これ、じわじわと伸

びています。だから、今答弁がありましたよう

に需要の拡大、大事だと思っています。

新規事業「食鳥肉における微生物汚染低減策

の有効性実証事業」の事業内容と期待している

効果について、関係部長に答弁を求めます。

今議会でお願○福祉保健部長（日隈俊郎君）

いしております新規事業「食鳥肉における微生

物汚染低減策の有効性実証事業」でございます

けれども、食鳥肉による食中毒の主な原因と

なっておりますカンピロバクター等の微生物の

汚染低減を図るものであります。主要生産県で

あります本県に対する国からの要請を受けまし

て、県において低減方法を提案し取り組むもの

でございます。事業内容といたしましては、新

たに承認予定の殺菌効果のある食品添加物を使

用いたしまして、鶏肉にさまざまな濃度や時間

でこの薬剤を作用させながら、有用な微生物汚

染低減策について実証するものであります。本

県では、鶏肉を鳥刺しや鳥のたたきで食べる、

あるいは提供する場合も多いので、この事業に

より、新たな微生物の汚染低減策を確立するこ

とで、鶏肉による食中毒の減少が可能となり、

より安全性が高い県産食鳥肉を消費者に安心し

て提供できるようになるものと期待しておりま

す。
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答弁にありましたように、鶏○髙橋 透議員

を生で食べる文化というのは南九州が中心のよ

うであります。関東地方では余り知られていま

せん。そういう意味では、今回の実証事業で

しっかりと成果が出れば、答弁にもありました

ように需要の広がりが期待できるわけです。調

理をする側も安心して提供できるということで

ありますが、後は県産品ブランドとしての発信

力、宣伝力が問われてくると思うんです。

そこで、県では、宮崎ゆかりのシェフや飲食

店、企業の関係者、さらに芸能人からスポーツ

選手などに「みやざき大使」を委嘱されており

ます。宮崎のＰＲに協力いただいております

が、大使をどのように活用されているのか。ま

た、今後さらに大使をふやしていかれるのか、

商工観光労働部長に答弁を求めます。

「みやざ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

き大使」の皆様には、定期的に旬の情報を提供

し、日ごろから宮崎のさまざまな魅力の発信を

お願いしているところでありますが、いろんな

機会を通してＰＲに御協力をいただいていると

ころでございます。具体的には、本県が進める

プロモーションに参加、協力をいただいており

ますほか、宮崎フェアや物産展の開催、さらに

は出演番組やブログ等での食材、観光地の紹介

などをしていただいております。全国各地、各

方面で活躍され、宮崎の強力な応援団でありま

す大使の皆様に、こうした御協力をいただくこ

とは心強く、大変ありがたいことであると考え

ております。また、宮崎を幅広くＰＲする上で

も効果的でありますので、今後とも、みやざき

大使の輪をさらに広げてまいりたいと考えてお

ります。

このみやざき大使、現在、164○髙橋 透議員

組、166人に委嘱されているようですが、今の答

弁で、さらに輪を広げるということですから、

ふさわしい人がいらっしゃれば、また委嘱され

ると思うんですが、私が気がついている点で申

し上げると、全国的な発信力を持つ宮崎ゆかり

の企業の関係者、まだまだいらっしゃるんで

す。例えば、今話題にしている地頭鶏、関東を

中心に全国に250店舗展開されている方、みやざ

き大使じゃないんです。名前はあえて申し上げ

ませんが、そういった方等もいらっしゃいます

から、またいろいろと検討していただきたいと

思います。

次に、海外輸出について、輸出先ではどのよ

うな商品が求められているのか。また、輸出先

が要求する衛生基準等への対応に向けた産地の

体制整備が大きな課題です。みやざき地頭鶏の

海外輸出への方策についてお伺いいたします。

みやざき地頭○農政水産部長（郡司行敏君）

鶏につきましては、これまで、国内を中心に消

費拡大を図ってきたところでありますけれど

も、今後は、新たな販路として、輸出という可

能性も検討していく必要があると考えておりま

す。農畜産物の輸出に際しましては、輸出相手

国が要求いたします衛生基準をクリアする必要

がございます。そのための商品の形態であると

か出荷体制の整備など、解決すべき課題がござ

います。そこで、平成27年度補正事業である

「プラスＪＥＴＲＯで攻める輸出拡大産地育成

事業」におきまして、まずは、香港をターゲッ

トに地鶏のニーズについて調査いたしますとと

もに、輸出に向けた生産量の確保や処理施設の

選定・整備、流通システムの確立などにつきま

して、生産者や関係団体及び衛生部局と検討を

進めてまいりたい、そのように考えておるとこ

ろであります。

いわゆる衛生基準ですよね。○髙橋 透議員
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ここのところが一番大きなハードルになってい

ると思うんですが、そういったところをしっか

り処理する施設整備については触れられなかっ

たわけですけれども、天草市本渡町の農事組合

法人天草大王生産販売組合食鳥処理場というの

がありますが、ここは、国際的な食品衛生基準

を満たす専用処理施設を設けて、昨年、香港へ

輸出をしています。年間30万羽以下の小規模処

理施設としては全国で初めての整備だったよう

です。また、イスラム教の戒律に沿った食品な

どの基準、ハラール認証も取得され、中東など

への輸出も視野に入れられております。ちょっ

と古いですが、2010年の世界人口約69億人で

す。キリスト教が最も多い約22億人の31.4％、

次いでイスラム教徒の約16億人、23.2％であり

ます。しかし、2050年には、それぞれ29億2,000

万人31.4％と、27億6,000万人29.7％になると予

測されております。今後、イスラム市場が急速

に重要になってくる。天草の本渡の食鳥組合、

そこを狙っているんだなと思っています。本県

も、とにかく施設整備を急がないと乗りおくれ

ると思うんです。いま一度、食鳥の施設整備を

どう取り組んでいかれるのか、農政水産部長に

決意をお尋ねします。

みやざき地頭○農政水産部長（郡司行敏君）

鶏は肉質もよく、肉汁も豊富であるという特徴

を有していますことから、国内で高い評価を受

けております。これは海外においても同じよう

なことであろう、必ずや受け入れられるもので

あろうと期待をしているところであります。そ

の中で今、衛生基準を満たした施設整備が急務

であるというお話でございました。本県の地頭

鶏の処理施設につきましては、小規模なものが

多いわけです。しかし、その中でも10万羽以上

の処理施設が県内に３カ所ございます。この３

カ所をまずは候補施設といたしまして、輸出に

対応できる整備ができますよう、関係者と協議

を進めてまいりまして、実現に向けて精いっぱ

い頑張ってみたいと思っております。

熊本の地鶏「天草大王」、○髙橋 透議員

たった３万羽です。３万羽。ここに負けちゃい

かんですよね。今おっしゃいましたように、今

からしっかり取り組むということですから、10

万羽の３カ所ですか、ぜひ急いでいただきたい

と思います。

次に移ります。企業局長は４月に就任され

て、今回質問を通告しているのは私だけという

ことです。よろしくお願いします。

酒谷発電所新設に伴う地域振興対策について

答弁を求めます。新設稼働予定の酒谷発電所

は、国道沿いでアクセスもよく、見学などの受

け入れに適しているほか、地元住民にとっても

身近な施設と考えますが、この発電所を活用し

た地域振興について、企業局の考えをお伺いい

たします。

酒谷発電所は、日○企業局長（図師雄一君）

南治水ダム直下に建設し、貴重な水資源を活用

して水力発電を行うものであり、治水専用のダ

ムに発電所を建設することは、県内では初めて

の取り組みとなります。御指摘のとおり、当発

電所は集落に近いことから、まずは、地域の

方々に親しみを持ってもらうための見学会を行

うとともに、ほかの発電所と同様に、水力発電

に対する理解を深めていただくため、一般の見

学希望者についても対応することとしておりま

す。企業局といたしましては、発電所の活用な

どを通じて地域の振興に寄与していくことは大

変重要であると考えておりますことから、当発

電所に隣接する公園の再整備も行うこととして

おり、この発電所一帯が皆様に親しまれ、地域
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のにぎわいの創出につながることを期待してい

るところであります。

ありがとうございます。一般○髙橋 透議員

的に発電所というのは上流部、山奥にあります

ので、通りがかりに立ち寄るということはなか

なかできないわけであります。その点、申し上

げていますように、酒谷発電所は都城に通じる

国道沿いにあって、近くに道の駅酒谷もありま

す。飫肥から10分ぐらいで行けるんです。そう

いう意味では交通の便もよくて、稼働後は地域

の振興に寄与してくれるものと期待します。

答弁にありましたように、隣接する公園を整

備していただきますが、その整備内容について

お伺いいたします。

隣接する公園の再○企業局長（図師雄一君）

整備の内容につきましては、発電所建設工事で

支障となった桜の植えかえを行いますほか、地

域の方々の御要望を踏まえまして、老朽化した

トイレを改築するとともに、芝生広場やあずま

やを整備することとしております。これにより

まして、地域の方々の憩いの場や交流の場とし

てはもとより、国道を利用される方々の休憩ス

ペースとしても気軽に御利用いただけるように

なるものと考えております。

ありがとうございます。地元○髙橋 透議員

でもしっかりと活用してまいります。

次に移ります。書道文化の現状と毛筆書写に

親しむ学習効果についてであります。学習指導

要領では、国語の書写で毛筆を学ぶのは小学３

年生からとなっています。筆の生産量全国一を

誇る広島県熊野町は、平成22年度から町内全小

学校で１、２年生の授業に低学年書道科を取り

入れています。成果を検証するアンケートを実

施した結果、低学年書道科を経験することに

よって、集中力が身についた、正しい姿勢がと

れるようになった、落ちついて物事に取り組め

るようになった、３年生からの毛筆書写に円滑

に入れるようになった、といった成果が明らか

になったそうです。また、平成27年度の全国学

力・学習状況調査では、同町の小学校は５教科

平均値で広島県を上回り、同町の中学校は全国

トップレベルの結果となったそうです。ＰＰ

Ｇ、何の頭文字かわかりますか。パシフィック

・パートナーじゃありませんよ。Ｐは、足は

ぺったん床の上、「ぺったん」のＰ、背中をぴ

んと立てる「ぴん」のＰ、椅子と机の間はグー

１つ 習いましたね の「グー」のＧであ― ―

ります。このＰＰＧを実践していらっしゃるわ

けですが、いわゆる立腰教育と物すごく共通し

ていると思います。そこで、本県の小中学校に

おける書写教育の現状についてお伺いいたしま

す。

書写教育につきまし○教育長（四本 孝君）

ては、文字を正しく整えて書くことを狙いとし

て、国語科の中で行っているところでありま

す。小学校１・２年生におきましては、鉛筆や

フェルトペンを用いた硬筆の学習を、また、小

学校３年生以上では、硬筆に加えて毛筆を使用

した学習を、学級担任が中心となって指導して

いるところです。さらに中学校では、多様な書

体への関心や文字を手書きすることの意義に気

づかせることなどを狙いとして、国語科の教員

が指導しているところであります。本県児童生

徒の書に対する関心というのは高いものがあり

まして、小中学生を対象とした全国レベルのコ

ンクールにおいて、毎年のように上位に入賞し

ております。また、高等学校においても、全国

高等学校総合文化祭書道の部で連続して入賞す

るなど、全国的に高いレベルにあると認識して

いるところであります。
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本県の書道のレベルが高いと○髙橋 透議員

いうことはわかりました。問題は書写教育が全

体に行き渡っているかどうかです。毛筆を使用

する書写の指導は、小学校各学年、年間30単位

時間程度で、中学校の書写の授業時数は、１学

年及び２学年では年間20単位時間程度、３学年

では年間10単位時間程度であります。書写教育

は受験に直結しないことから、学習時間が十分

に確保されているのか危惧をしております。最

近も、学習指導要領で定められた保健の授業を

約10年間実施していなかったことも判明してお

ります。書写教育に限らず、学習指導要領で定

める単位未修得についての実態調査は行われて

いるのか、お伺いいたします。

各教科ごとの年間の○教育長（四本 孝君）

教育内容や授業時数を示した、いわゆる教育課

程につきましては、校長の責任において各学校

ごとに編成をされており、その実施状況につい

ては、職務権限を持つ市町村教育委員会が管理

をしているところであります。書写や保健など

比較的取り扱う時間の少ない授業の実施状況に

ついては、県教育委員会といたしましても独自

に調査を行っておりまして、本県小中学校では

未履修がないということを確認しております。

わかりました。○髙橋 透議員

小学校３・４学年の指導要領には、「毛筆を

使用して筆圧に注意して書くこと」とありま

す。20年くらい前はＨＢの鉛筆が約５割、２Ｂ

が約２割でありましたが、近年はシェアが逆転

しているそうです。20年ほど前まで半数を占め

ていたＨＢが２割から３割に下がったというこ

とで、その理由の一つとして、子供の筆圧が下

がったと言われています。今ではパソコンとか

スマートフォンが普及していまして、文字を書

く頻度がかなり低下したことに原因があると言

われております。また、小学校入学時に２Ｂも

しくはＢと指定する学校もふえているそうであ

ります。本県の状況はどうなっているのか、お

伺いいたします。

小学校入学の際に各○教育長（四本 孝君）

学校では、児童に対して「入学のしおり」等を

配付しており、その中で、使用する鉛筆の規格

については、各学校の判断で指定または推奨し

ております。本県の状況について、具体的には

把握をしておりませんけれども、子供の筆圧の

低下、あるいは読みやすさ、書きやすさなどを

理由に、２ＢやＢを使用する小学校が県内でも

ふえているのではないかと考えております。

高学年になれば、その筆圧と○髙橋 透議員

いうのはそれなりになるはずなんですが、最近

では６年生になっても筆圧が弱い子が多いそう

であります。鉛筆を使って字を書くという動作

は、手のみならず、腕や肩まで広く運動機能を

使うそうです。昔と比べて、今は学校でもタブ

レット使用で授業を進めていますので、その

分、運動機能も失われていくのだと思います。

ロコモティブというのは高齢者の老化現象をあ

らわす言葉なんですが、小学生のロコモがふえ

ているそうです。体操座りをした状態から両手

を使わずに立ち上がることができない小学６年

生が、８割ぐらいいるらしいです。私はできま

すよ、足を交差して立ち上がれば。やってみて

ください。ＩＣＴ教育が推進されていますけれ

ども、一方で子供の老化現象を生むリスクも抱

えることにつながるのではないかということを

認識しておく必要があると思います。そこで、

書写教育の充実を図るために、県教育委員会と

してどのように取り組んでいかれるのか、お尋

ねいたします。

書写教育は、正しく○教育長（四本 孝君）
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整った文字を書くことができるようになること

はもちろん、正しい姿勢や集中力が身につくな

ど、全ての学習に通じる基本姿勢を習得させる

意味からも、意義のある教育活動であると考え

ております。そのため県教育委員会では、平

成27年度より、中学校の教員を対象に中学校書

写実技研修会を実施し、大学の講師等から専門

性の高い指導方法を学べる機会を設けていると

ころであります。今後、書写教育の持つ意義を

指導する教員が十分認識し、その充実が図られ

るよう、教育委員会が学校を訪問して指導する

際には、書写の実施時間数の確保や学習の意義

について、改めて確認をするなどの指導・助言

に努めてまいりたいと考えております。

熊野町みたいに低学年に書写○髙橋 透議員

教育を取り入れるということは困難かもしれま

せんけれども、各学年での書写教育を丁寧に

やっていくことが大事になってくると思うの

で、その点をひとつよろしくお願いしたいと思

います。

それと、書写教育を熱心に取り組まれている

先生というのはいらっしゃると思うんです。た

だ、書道の経験のある方 これは私の憶測に―

なるかもしれませんが ３割程度ではないか―

と聞いています。今後、筆圧の弱い子供たちが

教員を目指して採用試験を受けることが考えら

れます。教員採用試験科目の一つに書写を取り

入れたらどうでしょうか、教育長にお尋ねしま

す。

国語科に限らず、全○教育長（四本 孝君）

ての教科等で文字を正しく整えて書くというこ

とは、教師にとって大変大切なことであると

思っております。しかしながら、本県の教員採

用選考試験において書写の実技試験を行うとい

うのは、時間的な制約もありますことから、今

のところ難しいと考えております。

想定内の答弁でございます。○髙橋 透議員

繰り返しますけれども、大事なのは履修の、い

わゆる学習指導要領に基づく規定はしっかりと

踏まえているということですから、そこが一つ

と、丁寧に各学年での書写教育をやっていただ

きたい、そのことを加えて申し上げておきたい

と思います。よろしくお願いします。

最後の質問になります。服部新佐コケ博士の

顕彰についてお尋ねをしてまいります。

昨年、服部新佐コケ博士の功績について、南

九州大学の長谷川二郎教授の講演を聞く機会が

ありました。服部博士は、旧制飫肥中学校卒業

後、旧制宮崎高等農林学校、今の宮大に入学さ

れますが、病気退学後、現在の鹿児島大学であ

る旧制第七高等学校へ入学、そして東京帝国大

学理学部を卒業後に文部省の学芸官を経て、昭

和21年３月に服部植物研究所を創立。ことし

で70周年を迎えています。山林業の傍ら、当時

研究がほとんどされていなかった蘚苔類の研究

を行い、ナンジャモンジャゴケを記載したこと

でも知られています。長谷川教授によります

と、服部研究所には約47万点の貴重な標本があ

り、東京大学を初め、京都大、大阪大、千葉

大、広島大とも肩を並べ、イギリスの大英博物

館と同価値の研究所だということであります。

服部新佐博士の功績について、県内の小中学校

ではどのような取り組みが行われているのか、

教育長にお伺いいたします。

コケに関する研究の○教育長（四本 孝君）

世界的な権威であります服部博士については、

特に博士の地元であります日南市の小中学校に

おいて、その功績を学ぶ取り組みが行われてお

ります。例えば飫肥小学校では、２年生が地域

を知る活動の一環として、世界で唯一のコケ類
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研究機関である服部植物研究所を年に２回訪問

しております。加えて、５年生では、再度研究

所を訪問し、博士の功績や人となりについて、

地域の方々の協力を得ながら学習しているとこ

ろであります。また、飫肥中学校におきまして

は、ＰＴＡの広報紙で、「珍しいコケ」をテー

マに博士の研究を全校生徒や保護者に紹介する

など、その功績をたたえる取り組みが行われて

いるところであります。

日南のことしか答弁がありま○髙橋 透議員

せんでしたが、それ以外では余りかかわってい

ないんですよね。時間の関係で詳しくお話しで

きないんですが、これだけの功績がある人が余

り知られていない。それは私たちにも責任があ

りますけれども。山でいろいろと財をなした時

代があったんですが、日南では、服部、川越、

河野、日南・南那珂の山林業御三家と言われて

おりました。これに酒谷・髙橋が入ると、四天

王にはなりませんよ。戦後、山林業で財をなし

た家ですから、服部博士も研究ができたんじゃ

ないかと思うんです。現在、山林を所有されて

いるのは川越家だけなんです。飫肥の大手門の

向かって右側に服部亭という食事ができるとこ

ろがあります。あれも服部さんの持ち物だった

んですが、売りに出して人の手に渡っておりま

す。そういう状況であります。

研究所の運営費、少ないです。ただ、文部科

学省からの科学研究費補助金1,000万円出ていま

す。あと研究所が所有する不動産、もうかって

いた時代に土地を買っていたみたいです。その

不動産収入が 4 0 0 万あるそうです。だか

ら、1,400万円がこの服部研究所の運営費なんで

す。標本管理、普通は空調設備があると思うで

しょう。窓のあけ閉めは人の手で行われていま

す。服部研究所が貴重な研究機関であることを

県内はもとより全国に発信すれば……。私が期

待するのは寄附なんです。各方面から寄附行為

があるんじゃないかということを推察するんで

す。まずは足もとから服部博士を知ってもらう

取り組みが必要だと思っています。服部博士の

功績を広く県民に知らせる取り組みについて、

知事にお尋ねいたします。

服部新佐博士は、コケ○知事（河野俊嗣君）

に関する研究においてすばらしい功績を上げて

おられますので、県では昭和26年に、第２回宮

崎県文化賞（学術部門）を授与したところであ

ります。また、宮崎の礎を築いた先覚者やさま

ざまな分野におけるパイオニアとして、平成11

年に発行しました「みやざきの百一人」におき

ましても、その功績を紹介しているところであ

ります。

ただ、私自身も、こういう仕事をしておりま

して、この質問をいただくまでは、服部先生の

功績、またこの植物研究所についても全く知ら

なかった、不明を恥じておるところでありま

す。昨日、たまたま日南に仕事で参りまして、

この植物研究所も訪れてみました。大変素朴な

展示ではありますけれども、非常におもしろい

ものもありますし、非常に貴重な標本が別の棟

には保存されている、そして研究の拠点となっ

ているということも伺ったところであります。

先日、本県で寄生虫学会がありまして、その前

に目黒に唯一ある目黒寄生虫館というところに

参りましたが、そこが最近はデートスポットに

なっているというようなことも伺いまして…

…。こういうコケに関する世界で唯一の研究所

でもあります。貴重なものがありますので、そ

の見せ方によっては、いろいろもう少し発信が

できるのではないかというのも、実際に訪れて

感じたところであります。まずは県民の方々に
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研究所に足をお運びいただくこと、そして服部

先生の功績について広く知っていただくことが

大事だと思います。今、議員の御指摘があっ

た、昨年の長谷川先生の講演というのは、服部

博士の生誕100年を記念して行われたものと伺っ

ておりまして、これも非常にチャンスだったの

ではないかなと、今になってみれば思うわけで

ありますが、地元日南市とも相談をしながら、

その発信、またその活用といいますか、検討を

進めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。早速○髙橋 透議員

河野知事、研究所に行ってもらったみたいです

が、私も、服部研究所は本町通りにありますか

ら毎日見ているんです。実を言いますと、私も

中には入っていなかったんです。年が明けて行

きました。講演を聞いて初めて行きました。今

の知事のお話にもありましたように、地元日南

の発信不足です。正直申し上げます。そのこと

がまずあるなということと、コケは地味ですよ

ね。発信しても、なかなかはね返ってくるのは

難しいものがあると思うんです。ただ、今、知

事がおっしゃいましたように、興味深いもの

で、見せ方によっては広がりも出てくるんじゃ

ないかということでありますから、頑張ってみ

たいなと思っています。

実は、来年４月に、広島大学から32歳の助手

が研究所の所長として赴任されるとお聞きして

おります。給与は、この運営費1,400万円から出

すんです。私は非常に厳しいと思っています。

隠れたというよりも、埋もれている貴重な研究

所であります。広く知られていくことで、服部

博士の生涯を取り上げたものがドラマになるか

もしれません。答弁にもありましたように、地

元日南市とも連携していかれるということです

から、先ほどから申し上げていますように、ま

ずは地元日南が盛り上がること、そして県もあ

わせて御支援いただくよう、心からお願い申し

上げまして、質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

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

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松幸次郎です。通告に従いまして

順次質問をさせていただきますので、知事を初

め、関係部長の皆様の明快なる御答弁をお願い

いたします。

「ぐっすり眠りたい」「家族で安心して住め

る家が欲しい」「震災前の日常の生活に戻した

い」、そうした被災者の切実な願いを一日も早

く実現させなくてはなりません。熊本地震の発

災からあしたで２カ月になります。改めまし

て、震災でお亡くなりになった方へ御冥福をお

祈り申し上げます。また、被災された皆様へお

見舞いを申し上げます。

先週５日の日曜日に再度、益城町から熊本市

内へと、友人、知人宅を訪ね、お見舞いを兼

ね、お話を伺ってまいりました。ブルーシート

に覆われた屋根、壊れたままのブロック塀、そ

して半壊、全壊の家が手つかずのままの状態も

多くあり、復興への道のりはこれからだなと感

じた次第です。

熊本市内の友人の家は、家の損壊はなかった

ものの、家財道具は倒れ、足の踏み場もないほ
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ど散乱し、そして１週間ほど電気、水道、ガス

がとまり、10日間避難所生活を余儀なくされた

とのことでした。震災の怖さ、また、食事が満

足にとれず、お風呂にも入れないなど、その不

自由さと、そのほかにも言葉に尽くせない思い

は、しかめた顔の表情で読み取ることができま

した。短い時間でしたが、「本当によく来てく

れた。ありがとう」と何度も感謝をされ、こち

らも貴重な話を聞き、励ましの言葉がかけられ

たことをうれしく思い、またの再会を約束して

戻りました。

さて、発災当初の救助や避難所の開設といっ

た局面から、復旧・復興に向けた作業が本格的

に始まっておりますが、被災自治体の最大の悩

みはマンパワー、人手不足と指摘されておりま

す。しかしながら、４月16日、会派３名で益城

町へ向かったときの状況を目の当たりにする

と、町の職員も被災者でありながら、私たちの

届けた支援物資の対応と、必死に避難所運営を

行っている姿が忘れられません。はや２カ月、

国やほかの自治体から応援の職員が駆けつけて

いるようでありますが、あらゆる手だてを講じ

るべきと考えます。そこで、知事に、今回の熊

本地震に対して、どのような考え方に基づき、

どのような支援をしているのかをお伺いしま

す。

以上を壇上からの質問とし、以下は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

今般の地震は、産業活動や日常生活において

密接に結びついている隣県で発生したものであ

りまして、本県といたしましても、被災者・被

災地支援の最前線であるという意識のもと、ま

た、隣接支援拠点としての役割を果たすという

思いのもとに、発災直後から国や各県、市町村

等と連携をするとともに、４月18日には県支援

対策本部を立ち上げ、５月９日には当面の対応

方針を取りまとめるなど、スピード感を持って

最大限の支援に取り組むという思いで対応して

きたところであります。

具体的には、先月末までに、被災地に県・市

町村合わせて延べ約3,300名の職員を派遣し、避

難所の運営や罹災証明の発行などを支援すると

ともに、本県に避難された26世帯64名に対する

公営住宅等の提供などを行ってきております。

今後とも、時間の経過とともに変化する被災地

のニーズに的確に対応しながら、被災地・被災

者に寄り添い、継続的に支援をしてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

答弁にありましたように、3,300名の人的支援

や、公営住宅の無償提供などの生活支援、また

飲料水や非常食などの救援物資など、中には犬

・猫用の餌やゲージなど、被災動物にも配慮し

た支援を行っておられます。いずれもスピード

感を持って対応されたと伺いました。

先週、現地を訪問した際、目についたのは、

住宅家屋の玄関やブロック塀に張り出してある

「危険」と書かれたポスター大の赤い紙、「要

注意」と書かれた黄色い紙、「調査済」と書か

れた緑の紙でありました。２度も震度７が襲

い、断続的な大きな余震が続く中、住宅や宅地

の危険度は増すばかりですが、住民の安全を守

るための専門的な見地から判断するため、専門

員が調査し、先ほどの色紙を張っていっている

ようであります。県からもその派遣内容が人的

支援の中にありました。その調査員である被災

建築物応急危険度判定士と被災宅地危険度判定

士の活動目的と派遣の状況について、県土整備
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部長にお伺いしたいと思います。

被災建築物○県土整備部長（東 憲之介君）

応急危険度判定士と被災宅地危険度判定士は、

都道府県知事が認定した技術者であり、本県で

は、現在、県・市町村職員と民間技術者を合わ

せて、被災建築物の判定士に734人、被災宅地の

判定士に330人が登録されております。

判定士の活動目的は、地震等の自然災害によ

り被災した建築物や宅地の状況について調査を

行い、余震による建物の倒壊や擁壁の崩壊など

の二次災害の危険性を判定し、その結果を表示

することにより、住民の安全確保を図るもので

あります。今回の熊本地震では、熊本県から全

国に向けて判定士の派遣要請があり、本県から

延べ人数で、被災建築物の判定に、県職員62人

を含め198人、被災宅地の判定に、県職員96人を

含め132人が派遣されたところであります。

あくまでも地震により被災○重松幸次郎議員

した建築物による二次的災害を防止する目的で

あり、罹災証明のための調査や、被災建築物や

宅地の恒久的使用の可否を判定するなどの目的

で行うものではなく、居住者はもとより、付近

を通行する歩行者などに対しても、その建築物

の危険性について情報提供するということを伺

いました。これからも人的支援など、被災地の

ニーズに対応した継続的な支援を、重ねてお願

いいたします。

視点を変えまして、ライフラインの復旧が難

航すれば、避難所生活または車中泊やキャンプ

テント生活を余儀なくされるのですが、なれな

い環境によるストレスや、満足にお風呂に入れ

ないことは、衛生面においても気分が落ち込む

ものと思います。その環境を少しでも改善する

のに役立つのが、大型フェリーによる入浴、食

事、休息の提供です。

４月22日、熊本県八代港に、防衛省がチャー

ターした大型フェリー「はくおう」が到着し、

自衛隊員300名と車両約80台をおろした後、約１

カ月間停泊して、被災者の方々への支援の一環

として、１泊２日、また２泊３日の宿泊、食事

及び入浴のサービスを、罹災証明書がある方に

無償で提供しておられます。久々にゆったりと

くつろいで、疲れを癒せる場になることは有効

だと思いますが、県土整備部長に、熊本地震で

はフェリーや海上保安庁の船が港に停泊し、宿

泊施設等として使われましたが、本県では、同

様な場合に、これらの船が停泊できる港湾があ

るのかをお伺いいたします。

今回の熊本○県土整備部長（東 憲之介君）

地震では、港湾が、例えば議員の御質問にもあ

りましたような使われ方をしたことや、本県で

も、宮崎港が支援の車両や人員の輸送に利用さ

れたことから、港湾は、災害支援においても重

要な役割を果たすと改めて感じたところであり

ます。

御質問についてでございますが、地震や津波

の発生後においても、岸壁等の港湾施設が機能

していることを前提に申し上げますと、八代港

に入港した約１万7,000トンのフェリーが停泊で

きる本県の港湾は、重要港湾である細島港、宮

崎港、油津港の３港であります。また、入浴な

どに利用された海上保安庁の1,000トンクラスの

巡視船などにつきましては、今回の地震で使用

された船舶の実績から申し上げますと、先ほど

の重要港湾の３港を含め、福島港や延岡新港な

ど県が管理する16の港湾のうち、９つの港湾で

停泊が可能であります。

わかりました。９つの港湾○重松幸次郎議員

で、巡視船などは停泊が可能だということで

す。ちなみに、「はくおう」は一度に500名の収
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容が可能とありました。フェリーの活用、その

広報・運用なども備えておいてほしいと思いま

す。

防災や救助に関連して、ヘリコプターの活用

について質問いたします。

初めに、ドクターヘリです。医師や看護師が

同乗して救急現場に向かい、治療を行うドク

ターヘリは、国が今年度５機ふやす予算を確保

し、全国の配備は51機体制へと拡充されるよう

です。公明党が当面の目標として訴えてきた50

機配備がいよいよ実現します。全国ドクターヘ

リの出動件数は、1999年10月の試験運航開始か

ら合計で約12万回に達し、道路の渋滞や通行ど

めに関係なく時速200キロで飛行できるため、災

害に強く、東日本大震災や、今回、熊本地震で

も活躍いたしました。そこでまず、我が県にお

けるドクターヘリの出動件数、運航経費、ラン

デブーポイントの数について、福祉保健部長に

お伺いいたします。

ドクターヘリ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の出動件数は、現場出動や転院搬送など、平

成26年度は470件、平成27年度は473件、そして

運航経費は、平成27年度実績ベースで約１

億9,400万円、ヘリポートの給油・灯火システム

等の保守経費、搭乗スタッフの研修経費等を含

めますと、約２億1,000万円となっております。

また、県内のランデブーポイントは、平成27年

度末で428カ所となっております。

ランデブーポイントは、平○重松幸次郎議員

成24年は279カ所だったのが、今回、平成28年３

月現在では428カ所になり、ほぼ充足していると

のことであります。また、ヘリの運航経費は国

・県で２分の１、ヘリの安全運航や搭乗スタッ

フの研修経費などは、県と市町村が協議会をつ

くり、２分の１ずつ負担して宮崎大学を支援し

ているとの御説明をいただきました。

国会において公明党は、一貫して「救える命

を救う」との観点から、ドクターヘリの全国配

備と運航費補助金の増額を要望し、またヘリ操

縦士の養成・確保を訴え続けており、今年度予

算で運航費補助、操縦士養成も推進していくと

いうことでありました。

次に、ヘリコプター全般について。熊本地震

のように、道路や橋が寸断され、物資の輸送が

できない場合は、ヘリコプターの出動要請が欠

かせないわけでありますが、災害時において他

県からヘリの応援があった場合、ヘリの運用は

どのように行われているのかを危機管理統括監

にお伺いいたします。

大規模災害○危機管理統括監（畑山栄介君）

発生時におきまして、他県の消防防災ヘリや自

衛隊機など、多数のヘリが被災地に集結して緊

急援助活動を行う場合には、活動拠点として、

ヘリベースと呼ばれる航空部隊指揮所を設置す

ることとなります。このヘリベースは、原則と

して被災地の空港等に設置され、その運用につ

きましては、被災都道府県が活動区域や任務分

担を一元的に調整し、円滑かつ効果的な運用が

図られるよう努めているところでございます。

各機関のヘリコプターに任務を付与する際に

は、あらかじめ機体の性能や搭乗人員等を考慮

して指定し、迅速な救助活動が行えるよう、目

的地や対象施設を具体的に指示して、ヘリコプ

ター搭載のＧＰＳ機器に登録させ、救助現場に

向かわせることとしております。

目的地や対象施設をヘリコ○重松幸次郎議員

プターＧＰＳ機能に登録し、現場に向かわせる

ようになっているのですが、そこで提案をした

いのがヘリサインの表示であります。ヘリサイ

ンとは、施設の屋上などに、施設名や市町村名
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または番号などを明記し、災害時、緊急時の際

のヘリコプターの着陸の目印になるものです。

他県からの応援で活動した際に、地理に不なれ

なため、どこに救助に向かえばいいのか識別し

づらいときなど、ヘリサインがあると迅速な救

助活動の助けになります。一分一秒の差でとう

とい命が救われるわけであります。本県のラン

デブーポイントは428カ所となっておりますが、

まだヘリサインの導入がないようです。そこ

で、県内におけるヘリサインの現状と県の今後

の取り組みについて、危機管理統括監にお伺い

いたします。

まず、県内○危機管理統括監（畑山栄介君）

のヘリサインの現状でありますが、ヘリサイン

を整備している県有の施設はなく、また市町村

におきましても、現在のところ整備した施設は

ないと伺っております。しかしながら、ヘリサ

インにつきましては、その整備により上空から

の建物の識別が容易となることから、ＧＰＳと

ともに救助現場の確認に資する有効な手段の一

つと考えております。県としましては、ヘリサ

インを行政庁舎や小中学校などに整備している

熊本県におきまして、さきの地震災害でどのよ

うに活用されたのか、調査・把握した上で、関

係機関と協議しながら、今後の方向性について

検討してまいりたいと考えております。

避難者が多く集まる学校○重松幸次郎議員

や、孤立する可能性が高い地域の避難所の屋上

など、必要に感じております。速やかに検討を

進めていただきますよう要望いたします。

次に、児童養護施設退所者の支援についてお

尋ねいたします。

親の病気や虐待によって親と一緒に住めない

子供が暮らす児童養護施設は、高校卒業と同時

に働き始め、ひとり暮らしをする子供が多いの

ですが、その自立支援をサポートする動きが始

まっています。まず初めに、本県において児童

養護施設に入所または里親等に委託されている

児童は何名いるのか。また、年間に何名の児童

が高校卒業をもって措置解除となるのか、福祉

保健部長にお伺いいたします。

平成27年度末○福祉保健部長（日隈俊郎君）

現在、児童養護施設の入所児童数は352名となっ

ており、里親やファミリーホームへの委託児童

数は57名となっております。また、平成27年度

中の高校卒業による措置解除は25名となってお

ります。

毎年約25名が退所し、社会○重松幸次郎議員

に巣立っていくわけですが、ひとり暮らしを

し、例えば、自動車運転免許の取得費用を自分

で用意できないことが、仕事を始める上でも

ネックになると思われます。そこで、措置解除

となった児童が自立する手段の一つとして、運

転免許の取得が必要と考えますが、費用面での

支援について再度お伺いいたします。

児童養護施設○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の入所児童等が自動車運転免許を取得する際の

費用に関する支援につきましては、県では約11

万円の助成を行っております。これに加えまし

て、昨年度から、宮崎県指定自動車学校協会と

の協定により、10万円を減免していただくこと

になっておりまして、合計で約21万円の支援を

行っております。また、本年度開始予定である

「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事

業」におきまして、就職に必要な資格取得希望

者に対しましては、最大25万円までの貸し付け

が可能となっております。なお、この貸付金は

２年間就労を継続いたしますと、返還免除が可

能となります。これらの取り組みにより、費用

面の負担が大幅に軽減されることから、児童の
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自立促進が図られるものと期待しております。

県で約11万円の助成、それ○重松幸次郎議員

から、自動車学校協会との協定により10万円、

合計で21万円助成されるわけですけれども、運

転免許というのは25万から30万ぐらいかかるだ

ろうと思われます。その不足分が、今説明いた

だきました貸付金によって賄われるということ

であります。つまり、基本、全額が無料になる

ということです。県及び自動車学校の御協力も

あり、大変ありがたいことだと思います。運転

免許取得は就職には大変有利であると同時に、

身分証明としても有効であります。また、運送

運輸業界でも人手不足で困っている現状の中で

は、将来に期待できると思われます。そのほ

か、運転免許の取得費用以外で生活費等の支援

策について、福祉保健部長に再度お伺いいたし

ます。

先ほど申し上○福祉保健部長（日隈俊郎君）

げました「児童養護施設退所者等自立支援資金

貸付事業」におきまして、資格取得費用のほか

に、就職者には家賃として月額２万9,500円まで

を、進学者に対しましては、この家賃支援に加

えて月額５万円の生活費の貸し付けを行うこと

としております。それぞれ就職、卒業後５年間

の就業継続により返還を免除することになって

おります。今後、県といたしましては、施設や

里親等とも連携の上、こうした自立支援策の積

極的な活用を促してまいりたいと考えておりま

す。

政府が、社会的養護を必要○重松幸次郎議員

とする児童が施設を巣立つ、また進学する、就

職する際にサポートすべき内容に手を差し伸べ

たことは、子供たちの未来に向けた非常に大き

な一歩だと思います。

一方で、後ほど紹介いたします、ある一般社

団法人が、複数の養護施設に、この国の自立支

援貸付制度についてどう思われるかヒアリング

を重ねたところ、これまで巣立っていった児童

の現状を見ても、返済不要の要件となる２年間

の就業継続は非常にハードルが高く、結果的に

子供たちに借金を負わせることになりかねない

ため、制度の利用に慎重な意見もあるようであ

ります。したがいまして、この資格取得や生活

支援につきまして、丁寧な御説明と支援計画を

お示しくださいますようお願いいたします。

そうした中、埼玉県にある一般社団法人青少

年自助自立支援機構（通称コンパスナビ）が、

企業法人や個人からの寄金を募り、返済不要の

給付型奨学金を昨年から開始していることも、

紹介者から知りました。本県はまだ、このエリ

アに入っていないということです。こうした行

政を初め、自立支援機構の取り組みに賛同した

企業等のＣＳＲ活動で、養護施設出身者やひと

り親生活困窮家庭の児童、そのほかのサポート

を必要とされている子供たちに支援の輪が広が

ることを期待するものです。

続きまして、建設産業担い手育成及び基幹技

能者の取り組みについて、県土整備部長にお伺

いいたします。

今回の熊本地震においても、住宅や公共施設

の修復、ライフラインの復旧など、社会資本整

備の担い手であり、国民生活、福祉の発展のた

めには欠かせない基幹的産業であります。そこ

で、建設産業は、災害発生時の対応を初め、非

常に重要な産業でありますが、県として担い手

の育成・確保にどのように取り組んでいるの

か、お伺いいたします。

建設産業に○県土整備部長（東 憲之介君）

おいては、建設投資の減少や少子高齢化などを

背景として、若年入職者の減少や技術者等の高
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齢化といった問題が生じており、担い手の育成

・確保は喫緊の課題となっております。

このため県では、産業開発青年隊や産業技術

専門校における技術者等の育成を初め、高校生

等の若い世代に建設産業の魅力を伝えるため、

現場見学会の開催などに取り組んでいるところ

であります。また、雇用環境の整備を図り、若

者に魅力のある職場づくりを促進するため、入

札制度における労務単価の引き上げや、若年技

術者等の雇用を行う企業への評価に加え、本年

度からは、週休２日モデル工事の試行や、若年

技術者の資格取得に取り組む建設業者への助成

事業等を実施いたします。今後とも、関係機関

や建設業界と十分な連携を図りながら、建設産

業の担い手の育成・確保に努めてまいりたいと

考えております。

人材確保と、さらなる技術○重松幸次郎議員

習得の育成に取り組んでいただきたいと思いま

す。

ある建設業種の懇談会に参加した折、先ほど

の技術者資格取得を初め、地元業者選定基準や

技能適正評価などについて教わってまいりまし

た。そこで初めて耳にしたのですが、「登録基

幹技能者」という資格者がございます。早速、

執行部よりいただいた資料には、「登録基幹技

能者とは、鉄筋工などの技能労働者のうち、熟

達した作業能力を備え、民間の資格認定を受け

た技能者のことであり、平成20年１月の建設業

施行規則の改正に伴い、新たに「登録基幹技能

者制度」として位置づけられ、同年４月から経

営事項審査の評価の対象とされている」とあり

ました。そこで、総合評価落札方式における登

録基幹技能者の評価について、現状と今後の取

り組みを、県土整備部長にお伺いいたします。

総合評価落○県土整備部長（東 憲之介君）

札方式における登録基幹技能者の評価について

は、国土交通省を初め、九州では長崎県、熊本

県、大分県で試行などの取り組みが行われてい

るところでありますが、本県においては現在

行っていないところであります。

このような中、制度の運営団体が主体とな

り、企業、学識者、国土交通省が参加する「登

録基幹技能者制度推進協議会」が、各都道府

県、政令市に行ったアンケートによりますと、

「職種、地域によって有資格者数が少なく、工

事によっては登録基幹技能者の手配に苦労して

いる」などの意見も出されているようでありま

す。本県においても、その登録者数は約500名

と、県内の技能者全体に占める割合は約1.7％と

少なく、地域によって偏りが出るなどの同様の

問題が生じるものと考えていることから、県と

いたしましては、建設業関係団体と意見交換を

行いながら、国や他県の取り組みについて研究

してまいりたいと考えております。

この基幹技能者は全国に、○重松幸次郎議員

先ほどの鉄筋工（基幹技能者）のほかに、本年

３月現在、多い順には電気工事7,495名、機械土

工4,229名、型枠3,821名、そのほか配管、とび

・土工、切断せん孔などなど33業種、全国で５

万名を超える基幹技能者がいて、宮崎県全体で

も、今お話がありましたとおり、約500名、496

名いらっしゃいます。地域、業種によって偏り

があるようですので、常駐義務や現場に配置し

なければならないというところまではまだ至っ

ていないということであります。であるからこ

そ、資格者の配置や評価を試行的に採用して、

このようなすばらしい技術、技能者を多く輩出

できますように、これからも取り組みをよろし

くお願いいたします。

次は、今回で２回目になりますが、食品ロス
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削減についてであります。

本年５月国会にて、公明党食品ロス削減推進

プロジェクトチームの座長である竹谷とし子参

議院議員から安倍首相への質問に対し、食品ロ

スを減らすため、「国民運動として、消費者の

意識向上などに幅広く取り組む必要がある」と

述べた上で、公明党が求めていた削減目標の設

定を検討するという考えを示されました。

日本の食料自給率は約４割にとどまり、つま

り６割は輸入をされているわけです。一方で、

日本の食料廃棄物は年間1,700万トンに上り、そ

の約４割に当たる642万トンが食品ロスです。そ

のうち半分は事業者、もう半分は家庭から出て

います。食品ロスの削減は、国連の「持続可能

な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた

国際的な重要課題でもあります。目標の検討に

当たっては、いつまでにどれだけ食品ロスを減

らすかを数字で示すとともに、目標達成への具

体策が欠かせません。

ところで、人は１年間でどのくらいの食料を

食べるのかということで疑問に思いまして、私

がネットで調べたら、「面白南極料理人」とい

う本がありまして、南極ドーム基地の元コック

さん 南極というところは１年間にまとめて―

食料を送らないといけないものですから そ―

の方が試算した答えは１トン、１人１トンの食

料、１日３キロ、これは飲料も含むわけであり

ますけれども、そういうふうに書いてありまし

た。先ほどの約642万トンが食品ロスということ

は、年間642万人分の食料が無駄になるというこ

とでしょうか。無駄にしてはならないというふ

うに思います。そこで農政水産部長に、食品廃

棄物等の利活用に向けた取り組みについてお伺

いいたします。

食品廃棄物等○農政水産部長（郡司行敏君）

の利活用につきましては、限られた資源を有効

活用する上で重要な課題であると認識しており

ます。本県における平成26年度の食品製造業由

来の食品廃棄物等は35万トンで、県では、その

約９割を占めます焼酎かすにつきまして、これ

まで、エコフィード増産対策事業等を活用した

飼料化やエネルギー化等を推進してきたところ

であります。

また、県内の一部のスーパーチェーン店で

は、系列の工場で総菜加工等の食品残渣を飼料

化し、養豚に活用している取り組みであると

か、農業法人と食品加工業者が連携して、加工

残渣を堆肥や飼料として利活用するなど、地域

資源の再利用の取り組みが行われております。

今後とも、このような食品廃棄物等を有効に利

活用する取り組みを、地域資源循環型農業を推

進する観点から支援してまいりたい、そのよう

に考えております。

地方自治体として初めて食○重松幸次郎議員

品ロスの削減目標を示した京都市では、2020年

までに食品ロスの発生をピーク時（2000年）か

ら半減させるとして、家庭で食材を無駄にしな

いための啓発活動を展開しております。ユニー

クなのは、家庭で出た食品ロスは４人家族で年

間６万5,000円の負担になるというふうに、市独

自の試算を示しております。損をしたくない気

持ちを市民に芽生えさせ、削減に挑戦させる、

意識啓発が大切です。そこで環境森林部長に、

家庭や飲食店からの食品ロス削減について、県

はどのように取り組まれるのか、お伺いいたし

ます。

食品ロスの削○環境森林部長（大坪篤史君）

減は、廃棄物の発生抑制や減量化の観点からも

大変重要であると考えています。そのため、昨

年度、まずはみずからできる取り組みとしまし
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て、懇親会における食べ残しを削減しようと、

県庁内で、食べきり忘年会や送別会等の呼びか

けをスタートさせました。本年度は、市町村と

連携しまして、食品ロスの発生状況調査を実施

しますとともに、テレビスポットやイベントを

通した普及啓発事業も実施する予定でございま

す。さらに、消費者団体や業界団体などで構成

されます４Ｒ推進協議会の協力も得ながら、広

く県民に浸透させてまいりたいと考えておりま

す。

広報啓発にしっかり取り組○重松幸次郎議員

んでいただきたいと思います。

宴会の食べ残しを減らすために、乾杯後の30

分と終了前の10分は自席で食事を楽しむ「30

・10運動」を進めているようです。特に有効だ

と思うのは、加工食品等の製造・流通・販売に

おける食品ロス削減需要予測の精度向上により

過剰生産の改善を図るとともに、３分の１ルー

ル 製造日から賞味期限までの３分の１の期―

間を過ぎると納品できなくなる そういう商―

習慣があるのですけれども、それを見直す企業

を拡大していこう、２分の１までは認めていこ

うということを推奨しています。

そしてまた、ＮＰＯの活動としては、消費期

限が迫った食品を引き取り、生活困窮者へ無償

提供する「フードバンク」が有名でありますけ

れども、県内でもフードバンクの活動に取り組

むところがふえてきました。未利用食品を必要

とする人や施設等に届ける仕組みをサポート

し、また災害備蓄食料の活用を進めるために

も、県も積極的なマッチングを推進して、全庁

的に食品ロス削減へ目標を持って取り組んでい

ただきますよう、お願いいたします。

総務政策常任委員会で、中山間地域対策とし

ての調査で先月、日之影町の大人集落と西米良

村へ参りました。そこで今回は、西米良村の鳥

獣被害対策のジビエ事業、また客貨混載バスに

ついてお尋ねいたします。

西米良村でも、鹿・イノシシによる農作物や

植栽木への被害が深刻化し、有害鳥獣駆除や防

護柵等の設置など対策を行ってきております

が、その被害が拡大する傾向にあるため、村の

施設を活用して鹿・イノシシの解体、肉の加工

販売を平成26年７月から始められました。まず

初めに、県内の野生鳥獣による農林作物の被害

状況について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

平成26年度の○総合政策部長（永山英也君）

野生鳥獣による農林作物の被害額につきまして

は、農作物が約６億2, 8 0 0万円、人工林が

約4,700万円、特用林産物が約2,600万円となっ

ており、合計で約７億100万円でございます。

なお、近年の被害額につきましては、平成24

年度が約11億200万円、25年度が約８億2,700万

円となっております。

平成24年度の11億200万円か○重松幸次郎議員

ら徐々に減ってはきているということでありま

す。

それでは次に、県内の鹿・イノシシの捕獲状

況について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

直近のデータ○環境森林部長（大坪篤史君）

としまして、平成26年度の捕獲頭数を申します

と、鹿につきましては、狩猟によるものが8,847

頭、有害鳥獣捕獲によるものが１万9,111頭、合

計で２万7,958頭となっております。イノシシに

つきましては、狩猟によるものが9,369頭、有害

鳥獣捕獲によるものが１万4,183頭、合計で２

万3,552頭となっている状況であります。鹿とイ

ノシシ両方とも捕獲頭数は年々増加しておりま

平成28年６月13日(月)
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して、５年前の平成22年度と比較しますと、ほ

ぼ倍増している状況であります。

捕獲頭数も年々増加してい○重松幸次郎議員

る。つまり、その分、被害額減少につながって

いるわけでありますけれども、西米良村の鹿・

イノシシ捕獲状況と食肉等への利活用の状況に

ついて、総合政策部長へお伺いいたします。

西米良村の平○総合政策部長（永山英也君）

成27年度の捕獲頭数は、鹿が630頭、イノシシ

が189頭で、このうち処理施設で食肉等として活

用された頭数は、鹿が243頭、イノシシが56頭で

あります。

食肉等への利活用につきましては、地元の特

産品加工グループや猟友会等の会員で構成され

ました「上米良地域資源活用活性化協議会」

が、村内外の飲食店の７店舗、卸業者２社に精

肉を販売しているほか、鹿のカレーやシチュー

等の加工品を、村内の物産販売施設を初め、県

の物産館や宮崎空港等９カ所で販売をしており

ます。さらに、西米良村においては、ことし２

月に、村内６つの飲食施設でジビエ料理を提供

する「にしめらジビエフェア」を開催するな

ど、捕獲獣の有効活用に積極的に取り組んでお

られます。

問題はこの後なんですね。○重松幸次郎議員

これはどこでも同じ悩みだと思いますが、解体

された肉がまだ流通に乗り切れていないと、そ

の活性化協議会の会長さんからお話を伺いまし

た。前回も申し上げましたけれども、全国各地

で、県内の洋食レストランや居酒屋も参加し

て、ジビエ料理フェアやジビエ料理コンテスト

などが県民に広く周知され、普及拡大されてい

るところもあります。先月、「みやざきジビエ

普及拡大推進協議会」が設立されたと伺いまし

た。そこで、５月16日に「みやざきジビエ普及

拡大推進協議会」を設立されましたが、ジビエ

の普及拡大にどのように取り組んでいくのか、

再度、総合政策部長にお伺いいたします。

ジビエの普及○総合政策部長（永山英也君）

拡大を図りますためには、飲食店が求めます品

質・規格等を満たした肉の安定的な供給体制の

構築が重要であります。このため県では、今お

話にありましたように、先般、処理加工業者や

飲食業関連団体等11団体とともに「みやざきジ

ビエ普及拡大推進協議会」を立ち上げました。

今後、協議会におきましては、安全・安心な肉

の供給、提供に向けました統一表示基準や認証

制度等を検討しますとともに、ジビエ料理のコ

ンテスト等の実施により、飲食店への普及拡大

に取り組むこととしております。また、一般消

費者向けには、10月から11月の「県鳥獣被害対

策推進期間」に合わせまして、ジビエの消費拡

大イベントを開催し、その魅力を県民に広くＰ

Ｒしてまいりたいと考えております。

県を挙げての本格的な取り○重松幸次郎議員

組みが期待されます。宮崎の名物料理といえば

「チキン南蛮」でありますけれども、負けず劣

らずの宮崎ならではのジビエの料理、またジビ

エブランドをつくっていただきたい、確立して

いただきたいと思っております。

また、西米良の視察のときには皮も見せてい

ただきました。鹿の皮を天日で干して、それを

また再利用するということに、今後また取り組

んでいきたいということでありました。前回、

この件もお話しいたしましたが、私もしっかり

そういう業者を確認して、またお話ししたいと

思っております。

また、同じ西米良村にて、今度は、「ヒト・

ものハコぶエコロジーバス」とラッピングされ

た宮崎交通さんのバスに試乗してまいりまし

平成28年６月13日(月)
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た。車内の中央の右側に、縦197センチですから

約２メートル、横は80センチ、高さが70センチ

の荷台、荷物を収納するスペースが設けられ

て、村所のバス停では、クロネコヤマトの車両

ドライバーが荷受けをされておりました。改め

て、客貨混載路線バスの目的、メリットについ

て、総合政策部長にお伺いいたします。

近年の高齢化○総合政策部長（永山英也君）

の進展に伴いまして、通院や買い物などに利用

する路線バスなどの公共交通網の重要性が高ま

る一方で、少子化により利用者数は大変厳しい

状況にあり、特に中山間地域のバス路線の維持

は大変重要な課題であります。また、物流の分

野におきましても、長距離の輸送が必要となり

ます中山間地域の宅配便の集荷や配送の効率化

が課題となっております。

このような中で、路線バスで宅配便を輸送し

ます、いわゆる客貨混載につきましては、昨

年10月に、西日本で初めて西都市と西米良村を

結ぶ路線で開始され、本年６月１日からは、新

たに延岡市と高千穂町、日向市と諸塚村を結ぶ

路線においても、地域のニーズを踏まえて運行

が開始されました。これは、バスの収益性向上

に加えまして、宅配便収集時間の延長などによ

り、住民の利便性の向上にも寄与するものと考

えております。

この客貨混載バスは、岩手○重松幸次郎議員

県に続いて西日本では初めてということであり

ます。さらに２路線が開始されたわけでありま

すが、答弁されたように、住民の利便性に寄与

するものと思います。過疎や高齢化が進む中、

バス路線は、2006年から2013年までの間、全国

バス路線の41万キロのうち１万1,160キロ、

約2.7％が廃止になっているようです。

ここで我が党の月刊誌から、前東京海洋大学

渡部特任教授の「パラダイムの転換を促す次世

代型物流の構築を」という論説の一部を紹介い

たします。

これまでの物流は、企業ビジネスが中心であ

りました。つまり、メーカーから販売店、生産

者から市場という流れ、これが大半であったの

ですけれども、昨今では、ネット通販やテレビ

・カタログ通販、産地直送など、メーカーから

直接、消費者（コンシューマー）へダイレクト

に届けられるシステムに変化しているというこ

とであります。

そこで、少子高齢化社会において、大都市で

も中山間地でも、食料品や生活物資を手にしに

くい買い物弱者がふえております。ネット通販

の利用比率は、重い荷物の運搬を避けたい高齢

者ほど高く伸びている現実を考えますと、商品

を届けるという物流は、生活インフラであると

ともに福祉政策でもあります。

買い物弱者対策には、買い物に出かけやすく

する対策、これは自治体が運営するコミュニ

ティバスとかデマンドバスとかタクシー利用

券、またはスーパーが運営する買い物バスなど

があります。また、商品を届ける対策、これは

コンビニなどの移動販売、またはネット通販の

宅配など２つがあります。さらには、バスに貨

物を載せる貨客混載 ここでは貨客混載と―

言っていますけれども や、常備薬の宅配な―

ども一部実現しております。今後は、法制度の

制約を解決しながら、コンシューマー・ロジス

ティクス（消費者への物流）の観点から、特に

商品を届ける対策の充実も必要であるというふ

うに述べられております。

つまり、人と物を運ぶエコロジーなバスとい

うのをしっかりまた進めていただいて、先ほど

言いましたように、西日本では初めて、県内で

平成28年６月13日(月)
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は３カ所進められたこの取り組みは、地方創生

にとって大変意義のある取り組みだと思います

ので、しっかり支援をお願いしたいと思いま

す。

最後に、クルーズ船観光についてです。

昨年の「クルーズ・ＬＣＣ元年推進事業」か

らことしも順調にクルーズ船が寄港し、既に20

隻を超える予定だということで、大変うれしい

限りです。

先月28日も「ダイヤモンドプリンセス」

（約11万トン、約2,600名）が寄港し、その優雅

な姿を、対岸の220号線沿いのスペースに車をと

めてしばし眺めておりました。本当にすばらし

い風景であり、ロマンを感じます。きょうも

「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」が入港した

と、先ほどのニュースで知りました。

一方で、クルーズ船の乗客と乗員は、日向

市、日南市を初め、周辺の観光地や買い物に出

かけるわけでありますけれども、その経済効果

は年々期待できるところです。宮崎市にも見え

ておりますが、宮崎市中心街にはまだ見えてい

ないというふうに聞いております。そこで、商

工観光労働部長にお伺いいたします。クルーズ

船で来県した観光客を宮崎市内の中心市街地に

周遊させることができないか、お伺いいたしま

す。

クルーズ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

船で来県された乗客の方々に、寄港地観光とし

て宮崎市の中心市街地を散策いただくことは、

クルーズ船寄港の経済効果を広く波及させる意

味で重要であると考えております。

一方、寄港地での限られた時間の中で、移動

時間をかけて団体旅行客に足を運んでいただく

ためには、訪問先としての魅力の向上のほか、

大型バスの駐車スペースの確保や消費税の免税

対応、キャッシュレス決済といった受け入れ環

境の整備をしっかり行っていく必要があると考

えております。このため、今後、クルーズ船乗

客の団体受け入れについて、宮崎市や商店街の

皆様方等とも協議してまいりたいと考えており

ます。

本当にこれから地元商店街○重松幸次郎議員

と受け入れ体制を準備するのが重要かと思いま

す。バスの駐車場、乗りおりする場所とか、そ

ういうことも含めまして、しっかり対策を考え

ていきながら、高速道路が県南（日南、串間）

までしっかり開通することになり、アクセスが

よくなれば、また俄然、お客様を集客しやすい

状況になってくると思います。その間までの対

策として、地元宮崎港でのクルーズ船は、この

数年、１年間で１隻しか入ってきていないと聞

きました。宮崎港への外国クルーズ船の誘致の

取り組みについて、同じく商工観光労働部長に

お伺いいたします。

県におき○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ましては、クルーズ船の誘致を図るため、運航

する船会社等に対しまして、細島港、油津港だ

けではなくて、宮崎港につきましても、誘致の

ための各種情報の提供を行うとともに、寄港を

お願いしているところであります。今、お話し

いただきましたとおり、宮崎港については、今

年度「にっぽん丸」が、既に終了しました５月

の寄港を含め、２回入港する予定になっており

ます。

御質問のありました、宮崎港に入港できる小

規模な外国クルーズ船につきましては、主に欧

米からの乗客を乗せて運航されております。乗

客のニーズといたしましては、ショッピングが

人気の中国等からのクルーズとは異なりまし

て、自然の中でのアウトドア体験や伝統芸能の
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体験などが期待されていると伺っておりますの

で、これらのニーズも踏まえながら、今後とも

誘致活動を行っていきたいと考えております。

宮崎港への受け入れトン数○重松幸次郎議員

は約３万トンまでと伺っております。一般的に

クルーズ船といいますと、今回のような「ボイ

ジャー・オブ・ザ・シーズ」とか「クァンタム

・オブ・ザ・シーズ」だとか、15～16万トンの

船を見ると、すごく豪華な雰囲気ももちろん感

じるわけですけれども、クルーズ船の場合は、

クルーズの船の大きさと反比例して もちろ―

ん、さっき言いましたように、大型船はスケー

ルの大きな、設備の整ったものはありますけれ

ども、一般的に７万トン以上をカジュアル、３

万から７万トンクラスのミディアムクラスをプ

レミアム、ちょっと小ぶりな２万から５万トン

クラスをラグジュアリー、そして１万トンクラ

スをブティックというふうに言われるそうで

す。そういうふうに、小型になるほどグレード

感が高くなるということだそうです。

ちなみに、日本船籍である、先ほど言いまし

た「にっぽん丸」は約２万2,000トン、約500

名、「ぱしふぃっくびいなす」は約２万6,000ト

ンで約600名ですから、まさにラグジュアリーク

ラスになるわけですね。美食のクルーズ客船

「にっぽん丸」というコンセプト、また「ぱし

ふぃっくびいなす」のコンセプトはフレンド

シップ、きめ細やかなサービスを提供するとい

うのが売りなんだそうです。このように、小型

船になるほど費用は高目に設定されているの

は、クルー（乗務員）に対する乗客の比率が少

なく、ゲストへのサービスが行き届くように計

らわれているからのようです。ぜひとも、宮崎

港への誘致にも力を入れていただきたいと思い

ます。最後に、クルーズ船も含めた観光誘客全

般について、知事の意気込みをお伺いいたしま

す。

昨年来、おかげさまで○知事（河野俊嗣君）

クルーズ船の寄港回数が大幅に伸びているわけ

でありますが、これは、業界における客船の大

型化の流れの中で、本県の恵まれた立地環境を

生かそうということで、地元市や関係機関とも

連携をしながら、港湾施設整備を初め、寄港時

の受け入れ等を一体的に行った結果であると、

手応えを感じているところであります。

本県の豊かな自然、また日本発祥にまつわる

神話や伝説、豊富な食、一年中スポーツが楽し

める環境、そして県民の温かい人柄など、他県

にはないさまざまな魅力を有しておりまして、

まだまだ伸び代はあるのではないかと考えてい

るところであります。

先ほど来、インバウンドにおけるクルーズと

いうことでの御指摘もありましたが、国内にお

けるクルーズ需要も、これから大いに期待がで

きるのではないかと思っております。海に面し

た本県の立地環境を最大限に生かすということ

からも、今後とも、多様化する国内外のニーズ

をしっかり捉えつつ、本県が持つさまざまな観

光資源等と組み合わせながら、観光誘客に戦略

的に取り組んでまいりたいと考えております。

そういうふうな形でしっか○重松幸次郎議員

り観光の取り組みをお願いしたいと思います。

以上で質問の全てを終了いたします。ありが

とうございました。（拍手）

次は、前屋敷恵美議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。さきの熊本地震

から２カ月が経過いたします。犠牲となられた

方々、被害に遭われた皆様に、心からのお悔や

み、そしてお見舞いを申し上げます。一日も早
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い生活や住宅の再建、復興に政府が万全を期す

よう求めるとともに、私どもも引き続き支援に

全力を尽くすことを表明するものです。

それでは、一般質問を行います。

まず、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。

参議院選挙の日程が決定いたしました。県議

会最終日が公示となりますが、日本の進路が問

われる極めて重要な選挙です。安倍首相は、こ

の参院選を前に突如、世界経済の危機を理由

に、来年４月から実施するとしていた消費税10

％への引き上げを２年半先送りする考えを表明

しました。この世界経済危機論は、安倍首相が

伊勢志摩サミットで、「現在の世界経済がリー

マンショック級の危機に陥る危険がある」と主

張し、記者会見でもリーマンショックに言及し

ました。

しかし、そんなことを言っているのは安倍首

相だけで、ドイツのメルケル首相が「世界はあ

る程度安定した成長状態」と述べるなど、各国

首脳は安倍首相の主張を受け入れず、サミット

首脳宣言も、「世界経済の回復は続いている」

と明記しています。外国メディアもこのことを

取り上げました。日本政府でさえサミット３日

前の月例経済報告で、「世界経済は緩やかに回

復しており、続くことが期待される」という判

断を示したばかりです。

リーマンショック級の危機を言うのであれ

ば、世界経済ではなく、日本経済の現状こそ危

機的と言わなければなりません。内閣府が５

月18日に発表した国内総生産（ＧＤＰ）速報に

よると、消費税を８％に引き上げた2014年度に

続いて、2015年度も個人消費が減少したことが

示されました。年度を通して個人消費がマイナ

スになったのは、消費税を５％に引き上げ

た1997年度、リーマンショックの2008年と今回

の３回だけ。今回のように２年続けてマイナス

となったのは戦後初めてです。

今回の個人消費の落ち込みは、リーマン

ショックのとき以上に深く、長く、深刻で、日

本経済を危機的状況に追い込んでいると言えま

す。国内総生産の約６割を個人消費が占めてい

るわけですが、とりわけ今回の戦後最悪の個人

消費の落ち込みの要因をどう見ておられるの

か、知事の御見解を伺いたいと思います。

後は質問者席から続けさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

ことし２月に発表された2015年家計調査速報

によりますと、世帯当たりの平均消費支出は、

全国で見ますと、実質ベースで前年よりやや減

少しており、宮崎市を見ますと、前年よりやや

増加している状況であります。また、ここ数年

の本県雇用や賃金の状況を見ますと、有効求人

倍率が上昇するとともに、県民所得や平均賃金

が改善しておりますが、都市部と比較すると依

然として差があることなどから、多くの県民が

景気の回復を実感できる状況にはないのではな

いかと感じているところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

知事のお考えを述べていた○前屋敷恵美議員

だきました。私は、今のこの経済危機は、アベ

ノミクスの破綻、消費税大増税路線の破綻を示

していると思います。「企業がもうかればいず

れは家計に回ってくる」というトリクルダウン

のアベノミクスで、格差と貧困が拡大し、国民

生活が破壊された。そこに消費税大増税をかぶ

せた。この二重の失政により、戦後初めて、個

人消費の２年連続マイナスという危機的な状況
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を招いていると思います。これまでの経過をた

どってみても、消費税増税が景気悪化をもたら

してきたことは、歴然とした事実です。消費税

は、10％への引き上げを先送りするのではな

く、断念・中止するべきと思いますが、改めて

知事の見解をお聞かせいただきたいと思いま

す。

消費税及び地方消費税○知事（河野俊嗣君）

は、景気動向に左右されにくい安定的な財源で

ありまして、平成26年度には、社会保障と税の

一体改革のもとに、５％から８％に引き上げら

れ、引き上げ分の全額が社会保障の充実と安定

化に充てられておりまして、今回の引き上げ分

も同様とされているところであります。少子高

齢化は今後さらに加速すると予測され、社会保

障関係費も一層増大するものと見込まれている

ところであります。今回の延期によりまして、

今後の社会保障関係費の増大への対応が大きな

課題となっておりますので、国の社会保障施策

の動向というものを注視してまいりたいと考え

ております。

今、知事が言われましたけ○前屋敷恵美議員

れども、政府が国民に向けて言っていることと

やることが全く違っているということを、私は

申し上げなければなりません。また、社会保障

の財源を消費税収に頼るというやり方そのもの

が大間違いだと、私は思っています。消費税

は、社会保障を必要とする人に、より一層負担

がかかる、最悪の不公平な税制だからです。

しかも、知事が言われたように、これまで、

「８％に引き上げた分の消費税収は全額、社会

保障財源化する」、そう政府は言ってきまし

た。しかし、2016年、今年度予算で社会保障の

充実に充てられるのは、増税分８兆2,000億円の

うち１兆3,500億円、16％という理不尽さです。

しかも、安倍政権は、社会保障の自然増につい

て、2013年からの３年間で総額１兆1,500億円、

年平均3,800億円を削減し、今後も毎年3,000億

円から5,000億円の自然増を削減する方針を決め

ており、社会保障は改悪から改悪の一途をた

どっています。

政府は、借金を抱え財源がないと言います

が、税の集め方、使い方を、国民の立場で、ま

ともにすることが必要だと思います。まずは、

４兆円もの大企業への減税のばらまきの中止、

富裕層と大企業に応分の負担を求めること、さ

らに言えば、５兆円を突破した軍事費の削減な

ど、消費税に頼らない別の道への転換が必要で

あると考えます。ぜひ知事も、国民の暮らしと

日本経済の立て直しのために、消費税増税は直

ちにきっぱりと中止すること、県民、国民の負

担に頼らない健全な財政再建を国に求めてい

く、こうした立場に立った県政運営を求めてお

きたいと思います。

次に移ります。防災対策についてです。

甚大な被害をこうむった熊本大地震からの教

訓を今後にどう生かすのか、そういうことで

伺っていきたいと思います。私は５月の連休

に、熊本市内、益城町、西原村、南阿蘇村に参

りまして、ボランティアをしながら被災状況を

つぶさに見てまいりました。被災現地は、それ

までのテレビなどでの情報認識を大きく覆すも

ので、その倒壊家屋の惨事に言葉も出ないほど

の衝撃を受けました。また、被災された方々の

御苦労を思うと、本当に胸が痛みました。

ボランティアは全国から、そして宮崎県から

も、職員の皆さんを初め多くの方々が支援に行

かれた由、心から敬意を表したいと思います。

被災された方々の暮らしや住宅再建、地域の復

興は、自助努力だけでは済まされない課題であ
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り、いかに行政の役割が重要であるか、また、

急がなければならないかを痛感いたしました。

今回の熊本地震は、防災対策におけるさまざ

まな教訓をもたらすものとなりました。避難所

の問題、避難所運営の問題、食事の提供や支援

物資の取り扱いなど、また、何より耐震化の問

題です。改めて、県の地域防災計画の見直しに

ついての見解を伺いたいと思います。危機管理

統括監、お願いいたします。

熊本地震に○危機管理統括監（畑山栄介君）

おきましては、家屋の倒壊などの甚大な被害が

発生しまして、多くの方が避難を余儀なくされ

たところであります。また、これに伴い、車中

泊など指定避難所以外への避難、支援物資の受

け入れ体制など、さまざまな課題が生じまし

た。今後は、これらの課題につきまして、国の

防災基本計画の改定の動きなども注視しなが

ら、地域防災計画の見直しを含めた検討を行い

ますとともに、必要なマニュアルの整備や実践

的な訓練を行うことなどにより、防災対策の強

化に努めてまいりたいと考えております。

また、熊本で今度課題と○前屋敷恵美議員

なっておりました、応急仮設住宅の建設候補地

についてですが、宮崎県での建設候補地の対策

はどうなっているのか伺いたいと思います。

応急仮設住○県土整備部長（東 憲之介君）

宅の建設候補地につきましては、本県の「応急

仮設住宅建設・管理マニュアル」に基づきまし

て、津波浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の

災害発生の危険性のある場所を除き、電気、水

道などのライフラインの整備状況等を考慮し

て、地域の実情に詳しい市町村において選定し

ているところであります。現在、市町村が所有

する公園などの公有地において、県全体で約３

万戸分の建設候補地が確保されているところで

あります。

いつ起こるかわからない災○前屋敷恵美議員

害に対応していくわけですから、日常的に危機

感を持って臨んでいただきたいと思います。ま

た、仮設住宅の建設についてなんですけれど

も、プレハブの住宅が一般的かと思っていま

す。しかし、宮崎県では、県産材を使って、木

造の仮設住宅の開発が今行われております。ぜ

ひ、完成を急いで、県内での活用はもちろんで

すが、県外でのこうした災害対策にも提供でき

るように取り組んでいただきたい、このように

思っているところです。

次に、木造住宅の被害の受けとめについて伺

いたいと思います。今回、熊本では木造住宅に

甚大な被害が出ました。本当にいつ起きるかわ

からない地震に備えなくてはならないわけで

す。今回の事態をどう受けとめ、宮崎でどう生

かした対策をとろうとしておられるのか伺いた

いと思います。

今回の熊本○県土整備部長（東 憲之介君）

地震では、古い家屋の倒壊により、多くのとう

とい人命が失われており、本県におきまして

も、南海トラフ巨大地震の発生が危惧されてい

ますことから、木造住宅の耐震化が大変重要で

あると、改めて感じたところであります。木造

住宅の耐震化につきましては、平成17年度から

実施している木造住宅耐震化リフォーム推進事

業により推進を図ってきたところであります

が、今後、なお一層の耐震化を図るため、本制

度をさらに充実し、多くの県民の皆様に活用し

ていただけるよう、積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、これまでも取り組ん○前屋敷恵美議員

でこられました、木造住宅耐震化リフォーム推

進事業についてです。耐震化のための推進事業
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がこれまで行われてきたんですけれども、同事

業のこれまでの実績、そして今後の対応が大変

重要になると思いますので、お伺いしたいと思

います。

これまでの○県土整備部長（東 憲之介君）

事業実績につきましては、平成17年度から開始

した耐震診断が1,000件、平成24年度からの耐震

改修工事が87件、昨年度から実施している耐震

改修設計が11件となっております。今後は、県

民の皆様が耐震改修工事に取り組みやすくなる

よう、一定の耐震性能を確保できる部分的な改

修についても補助対象とする制度の拡充を行う

など、県民の皆様の御要望に応えられるよう、

国・市町村と連携して、本事業の推進に努めて

まいりたいと考えております。

私はこれまでも、耐震化リ○前屋敷恵美議員

フォーム推進事業は何回か取り上げてきたとこ

ろです。しかし、先週の質問の中でも出ました

けれども、財政を伴うということで、なかなか

進まない。必要性を認めても進まないという状

況でしたけれども、ぜひ、この事業、大事な事

業になってまいりますので、積極的に予算もつ

けて取り組む必要があると思います。

耐震化事業、さらに伺っていきたいんですけ

れども、現在、耐震性がない木造住宅が県内

で10万戸からある状態という資料をいただきま

した。耐震補強するかしないかで被害の程度が

全く違うわけです。私は益城町に行って 私―

の知り合いのうちは倒れていなかったんですけ

れども、それはやはり筋交いを入れたり、しっ

かりした設計のもとに施工されていて きっ―

ちり耐震化を進めていけば倒壊せずに済むとい

う事例も見てまいりました。ですから、ぜひ耐

震化は進めなければならない課題だと思ってい

ます。また、今回の地震で、県民の皆さんの耐

震化への関心は相当高くなっているとも思って

いるところです。

また、知事が先週の一般質問の中でお答えに

なられて、同事業の利活用の幅、補助対象を広

げる改善策を述べられました。ぜひ積極的に活

用してほしいと思うものです。そのためにも、

この助成事業の周知、広く知っていただくこと

が大事だと思いますので、どのような周知徹底

を図っていかれるのか伺いたいと思います。

事業の周知○県土整備部長（東 憲之介君）

につきましては、これまでにも県や市町村の広

報紙やマスメディアの活用、関係団体等と連携

した出前講座の開催など、あらゆる機会を捉え

て実施してきたところであります。熊本地震の

発生以降、県民の皆様の関心も高く、マスメ

ディアでも、木造住宅の耐震化の重要性が取り

上げられているところであります。県といたし

ましても、県民の皆様に引き続き高い関心を

持っていただくため、これまで以上に耐震化の

必要性と本事業の周知を図るとともに、特に、

耐震診断は行ったものの改修工事まで至ってい

ない方々に対しまして、再度、本事業の活用を

呼びかけてまいりたいと考えております。

周知徹底は本当に大事なこ○前屋敷恵美議員

とだと思いますので、今、部長が述べられまし

たように、ぜひ市町村とも協力して、耐震改修

が広がるように周知徹底を図っていただきたい

と思います。また、先ほどお話もしましたが、

財政を伴いますので、財源確保という点では、

国の助成事業でもございますので、国の予算を

ふやすということを要望する、あわせて、県と

市町村がそれに見合う予算をつくっていく、こ

のことが事業そのものを進める上では非常に大

事なことだと思いますので、希望した皆さん方

の足切りをすることなく、ぜひ積極的に取り組
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みを進めていただきたい、このことをお願いし

ておきたいと思います。

ここで改めて、今度の熊本地震も踏まえて、

南海トラフ巨大地震、けさのニュースなどで

も、新たな指標といいますか、データが示され

たところで、この問題も避けては通れない課題

ですので、これまで県が南海トラフ地震対策を

進めておられますけれども、これまでの対策、

そして今後について伺いたいと思います。

本県では、○危機管理統括監（畑山栄介君）

南海トラフ地震に備え、これまで、地震減災計

画の見直しや、国等からの支援を円滑に受け入

れるための実施計画の策定、また津波避難施設

の建設や避難対策など、ハード・ソフト両面か

らの対策を実施しているところでございます。

また、平成25年度からは、毎年、沿岸地域で南

海トラフ地震を想定した大規模な総合防災訓練

を実施しているところであります。今後は、熊

本地震を踏まえまして、食料などの備蓄のあり

方の検討、それから県外からの支援の受け入れ

体制の整備を行うなど、市町村や関係機関等と

連携しながら、地震対策の強化に努めてまいり

たいと考えております。

ぜひ積極的に、細かなとこ○前屋敷恵美議員

ろまで計画が進んでいくようにお願いしたいと

思います。

次に、熊本地震にかかわって、川内原発の問

題について伺っていきたいと思います。地震が

発生して、熊本城の石垣や天守閣の崩壊状態が

報道される中で、私は即座に、川内原発に危険

が及ばないかという不安が脳裏をよぎりまし

た。福島第一原発事故も、地震の揺れが大きく

作用していたことが言われていたからです。多

くの皆さんが、熊本の地震に川内原発事故まで

加わったらと思うと、ぞっとする思いだったの

ではないでしょうか。知事はどんな思いだった

か、ぜひ率直な御感想をお聞かせいただきたい

と思います。

地震が発生したとき○知事（河野俊嗣君）

に、さまざまなリスク、本県にどのようなリス

クが及ぶのかと、いろいろ検討するのは当然の

ことであります。私は、東日本大震災が発生し

ましたときに、名古屋に出張中でありました。

そのときは震度３ないし４でありましたが、自

分が経験している揺れだけではなしに、震源地

もしくは津波の有無によってリスクが全く違う

んだ、そして、本県へのリスクがどのような状

況なのかというところをしっかり把握する必要

があるということを感じたところでありまし

て、さまざまな地震に際し、すぐに報道等で、

震源の状況、それから津波の有無等を確認する

ようにしております。

川内原発に関しては、思い○前屋敷恵美議員

は至らなかったでしょうか。その辺のところを

お聞かせいただきたいんですけど。

そのことも含めて、さ○知事（河野俊嗣君）

まざまなリスクというものが頭に浮かんだとい

うことであります。

今度の地震では、新幹線、○前屋敷恵美議員

そして在来線を含めた鉄道、一般道、高速道を

含めた道路が全部寸断されました。事故が起き

て、迅速な広域避難など不可能な状態であるこ

とも示されたわけです。原子力防災計画では、

原発事故の際には、放射能被曝を避けるため

に、５キロから30キロ圏内では一定期間屋内退

避を求めるという計画です。宮崎県は圏外だか

ら関係ないでは済まされるものではないと私は

思います。

この屋内退避ですが、今回のように、強い地

震が連続して起き、家の中には怖くておられな
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いと、多くの方が駐車場での車中泊を続けまし

た。これを見ても、屋内退避はまさに非現実的

だと言わなければなりません。そんな防災計

画、避難計画しかない原発は、動かしてはいけ

ないということがはっきりしたのではないで

しょうか。この件についてどのようにお考え

か、危機管理統括監、お願いいたします。

川内原子力○危機管理統括監（畑山栄介君）

発電所で万一事故が発生した場合、本県では、

国の指示に基づきまして、必要に応じて屋内退

避などの防護措置を実施することとしておりま

す。こうした中、国は、熊本地震を受けまし

て、先月、地震等と原子力災害の複合災害時に

おける屋内退避の基本的な考え方を示しており

ます。この中では、地震により家屋が倒壊した

り、相次ぐ余震の発生により屋内退避が困難で

あるような場合には、近隣の避難所等で屋内退

避を実施するなど、状況に応じた柔軟な対応を

することとされております。

本県におきましても、これらを踏まえ、万が

一の場合には、国の指示に基づきまして、被災

して自宅に屋内退避ができない方につきまして

は、近隣の耐震性を満たす避難所へ誘導するな

ど、市町村等関係機関と緊密に連携しながら、

適切に対処してまいりたいと考えております。

国の指示によるということ○前屋敷恵美議員

を言われましたけれども、今回の熊本地震を見

るだけでも、屋内退避できない、避難所での生

活もできない、こういう事態で、駐車場でのテ

ント暮らしであるとか車中泊がずっと続いたわ

けですよね。それで、避難所そのものも急な地

震あたりではどうなるかわからないという中

で、私、先ほども言いましたけれども、これは

本当に実現不可能な避難計画じゃないかなと思

うところです。ですから、今言いましたが、本

当に原発は動かさないほうがいい、動かしては

いけないということを如実に語ったものだと私

は受けとめました。

テレビでは、地震の報道のたびに、「原発は

異常ありません。運転しています」というテ

ロップが流れたのを御存じだろうと思います。

これは、原発の自動停止装置が作動するまでの

状態にないというだけのことです。鉄道や工場

などでは、大きな地震が起これば、一旦、機械

の運転を停止して、安全を確認してからまた再

開するというのが普通じゃないかと思うんで

す。ところが、原発でその対応すらとられない

というのは、私は異常と言うしかないと思いま

す。まずは、一旦とめるべきだったと思うとこ

ろです。

川内原発の基準地震動 耐震設計の基準と―

なる地震動のことですが は620ガルです。今―

回の地震では、最大で４月14日の益城町が1,580

ガルです。16日の本震では、９つの観測地点

で620ガルを超えるという状況でした。川内原発

周辺には、原発に向かって幾つもの活断層が延

びており、「620ガルを超える地震はない」と断

定する根拠はどこにもありません。繰り返しま

すけれども、現在の原発事故での避難計画や防

災計画は、複合災害の前には全く機能しないと

言っても過言ではないと思います。

日本共産党は、今回の地震で本震の直後に、

知事に対して、川内原発は直ちに停止して安全

を確保するよう、国と九州電力に求めるよう申

し入れを行いましたが、どのように対処された

のか。まずは、県民、国民の安全を最優先させ

て、川内原発は直ちにとめる処置を図るべきと

思いますが、知事の御見解と、改めて決断をお

聞かせいただきたいと思います。

原発の運転につきまし○知事（河野俊嗣君）
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ては、原子力規制委員会が科学的・技術的知見

に基づいて安全性を確認し、国が責任を持って

判断することとなっておるところであります。

この委員会の発表では、今回の地震で観測され

た川内原発の揺れの大きさにつきまして、原子

炉を自動停止させる設定値が160ガルであるのに

対して、8.6ガルであったとされております。こ

れは、地震の大きさというよりは、岩盤がやわ

らかいか、かたいかというところによって、揺

れのガルの数値の大小はあるわけであります。

全国知事会の要望を受けまして、原子力規制

委員会や九州電力のホームページにおきまし

て、定時の運転状況や、九州で震度５弱以上の

地震が発生した場合の揺れの大きさに関する情

報提供が始まったところであります。まだ余震

が続いており、不安を感じられる方も大変おら

れると思いますので、こうした取り組みをさら

に充実し、わかりやすい情報提供に努めていた

だく必要があると考えております。

知事は常々、常在危機と言○前屋敷恵美議員

われております。その観点に立つならば、なお

さらのこと、私は、住民の命を守る避難計画す

らない、安全神話の塊と言える原発問題をこの

ままにしておくことはできないと思っていま

す。今後の対策は対策として、今、地震が完全

に終息したとは言えないわけですから、一旦こ

こはとめて、安全をしっかり確認する、このこ

とがまず大事だと思います。そして、原発にか

わる自然エネルギーに、最終的には転換を図っ

ていく、そういう方向をしっかりと進めていく

べき。それが、地方自治体の長として、県民の

命を守る、安心・安全を守る、そういう立場に

立つ行政のあり方だと思いますので、ぜひこの

ことを申し述べておきたいと思います。

次に移ります。はり・きゅう・マッサージの

助成についてお聞きしたいと思います。

現在、国民健康保険における市町村事業とし

て、はり・きゅう・マッサージの助成事業が行

われています。2018年から実施されようとして

おります国保の広域化で、事業そのものが継続

されるのか、継続されたとしても、今、各自治

体で事業内容が異なっておりますので、低い水

準に統一されるのではないかなどの危惧の声が

寄せられています。この事業は今後どうなるの

か伺いたいと思います。

この問題につ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

きましては、議会のほうでも、勉強会等ほかで

もやられている状況にございます。はり・きゅ

う・マッサージの助成事業は、これまでも、市

町村の保健事業として実施されているところで

あります。平成30年度以降、国民健康保険につ

きましては、県が財政運営の責任主体となりま

すけれども、こうした保健事業につきまして

は、引き続き、各市町村で担うこととされてお

ります。

国保の広域化で、この問題○前屋敷恵美議員

を含めて、いろいろ心配や問題が取り沙汰され

ているんですけれども、はり・きゅう・マッ

サージについては、引き続き、各自治体が今ま

でどおりのやり方で事業を進めていけるという

ことでしょうか。財政問題などはかかわらない

ということでしょうか。

市町村のほう○福祉保健部長（日隈俊郎君）

で御判断いただいて実施されているものと思い

ますので、今後とも、各市町村の判断で、拡充

されるところは拡充されるというような対応を

されていくものと思います。

次に、後期高齢者医療にお○前屋敷恵美議員

いての、はり・きゅう・マッサージの助成事業

について伺います。現在、年間24回の事業に
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なっていますが、これも拡充してほしいと要望

が寄せられているところです。主体は広域連合

ということで、直接県が事業にタッチするとい

うものではないということは存じているんで

す。それで、広域連合に、そういう高齢者の皆

さんの要望、県民の要望として、ぜひ伝えてい

ただき、実現の方向で努力をしていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。

後期高齢者に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

対する助成事業につきましては、今、議員から

お話があったとおり、県内の全ての市町村が加

入する後期高齢者医療広域連合におきまして、

一元的に実施されているところであります。今

後も、市町村の合意のもとで、高齢者に対する

保健事業の一つとして、広域連合のほうで適切

に実施されていくものと考えています。

私は、人生の先輩方を後期○前屋敷恵美議員

高齢者などという言い方をしたくはないんです

けれども、毎日を元気に過ごしていただくため

にも、高齢者の皆さんを大事にすることは大切

なことだと思います。そういった意味で、この

はり・きゅう・マッサージの助成事業の拡充は

必要だと思っています。ぜひ、拡充のために、

県からの助言といいますか、提言といいます

か、よろしくお願いしたいと思います。

では、最後の項目になりますが、障がい福祉

サービスの介護保険移行問題について伺いたい

と思います。障害者総合支援法における障がい

福祉サービスの介護保険移行が今、いわゆる65

歳問題として大きな問題になっています。障が

い福祉サービスを受けながら生活しておられる

方が、65歳になると介護保険に移行しなければ

ならないという、いわゆる介護保険優先原則の

もとで、同じサービスを利用する場合に、自己

負担１割が生じることになり、在宅での暮らし

が続けられるか、不安の声が寄せられていま

す。こうした障がいを持たれる方は、仕事には

なかなかつけない。収入は、障害年金やＢ型事

業所でのわずかな工賃で暮らしておられる方が

ほとんどです。先行きの生活不安を持たれるの

は当然のことなんですけれども、こうした事態

を県はどのように認識しておられるのか、まず

伺いたいと思います。

障害者総合支○福祉保健部長（日隈俊郎君）

援法におきましては、障がいのある方が65歳以

上になられた場合、お話にありましたように、

現在、原則として、介護保険サービスを優先的

に受けることになります。また、障がい福祉

サービスと介護保険サービスの利用者負担の制

度が異なりますことから、サービスの移行によ

りましては、利用者負担がふえる場合もありま

す。このため、これまで障がい福祉サービスを

長年利用されてきていた低所得者など、負担が

困難な方への対応が課題になっているものと認

識しております。

問題の重大性を認識してお○前屋敷恵美議員

られるということですので、ぜひ改善に向けて

の努力がこれから必要だと思います。このこと

は、自立して暮らそうとしておられる高齢の障

がい者に対する支援のあり方が、まさに問われ

る問題でございます。

厚生労働省は昨年２月、介護保険優先原則に

関して、本人の状況が「介護保険利用開始前後

で大きく変化することは考えにくいことから、

個々の実態に即した適切な運用をするよう、介

護保険サービスが一律に優先されるものでない

こと」の通知を出しております。しかし、この

通知が広報などで周知が図られておらず、自治

体によって対応が異なり、必要な障がい者福祉

が受けられない、こういう事態が起きておりま
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す。県内の自治体の状況を、県としてどのよう

に把握しておられるのか。県は、市町村の広報

などでの周知の徹底や、必要なサービスを支給

できるように指導することが求められていると

思いますが、どのような対応をしていかれるの

か伺いたいと思います。

障がい者に対○福祉保健部長（日隈俊郎君）

するサービス提供等の状況につきましては、障

がいの程度や必要とするサービスの内容が多岐

にわたっており、さらに、市町村が利用者の状

況に応じて支給決定を行っていますことから、

その全てを把握することは難しい状況であろう

と考えております。

また、介護保険で必要なサービスが確保でき

ない場合は、障がい福祉サービスを引き続き利

用できることとなっておりますので、市町村へ

の実地指導等を通じて、その適正な運用の周知

・徹底に努めてまいりたいと考えております。

なお、利用者負担につきましては、介護保険

サービスへ移行する障がい者に対する負担を軽

減する措置が本年５月に創設されておりまし

て、平成30年４月施行に向け、現在、その詳細

が国において検討さ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。

広報が徹底していない自治○前屋敷恵美議員

体については、やはり県からきめ細かな指導・

援助が必要だと思います。ぜひ丁寧な指導・援

助を行っていただきたい、このことを強くお願

いしたいと思います。

障がいのある方が65歳になったからといっ

て、障がいが軽くなるものではもちろんありま

せん。しかし、介護保険に変わると、障がいの

状態に応じた車椅子が必要であっても、レンタ

ルでいいと言われたり、入浴介助のヘルパーさ

んが障がいの特性を理解していないために、適

切な扱いにならず体調を崩した、こうしたお話

を伺ったところでございます。そしてまた、車

椅子などがレンタルでいいとか、装具がレンタ

ルでいいとかいう問題は、障がいを抱えておら

れる御本人のみならず、直接その人に合った装

具をつくる、こういう業者の方々にも、今、大

きな問題として取り上げられているところでも

ございます。そういう問題をはらんでいること

も、ぜひ認識していただきたいと思います。

また、別の方は、「障がい者は生活が継続さ

れることが必要なのであって、介護保険制度が

優先されて生活が崩されてしまっては、生きて

いけない。継続したサービスをしてほしい」と

訴えられましたけれども、私は、お話をお伺い

して、そのとおりだと、制度が優先されてはい

けないと思いました。

ことし４月に、障害者差別解消法とともに、

宮崎県の条例も施行となりました。この法律や

条例の整備は、障がい者の社会参加を促し、障

がいのある・なしで分け隔てされず、ともに生

きることができる社会の実現を目指す土台の一

つになるもので、障がい者の暮らしを支える福

祉施策と車の両輪になることが何より不可欠だ

と思います。

先月、５月25日に、国会で障害者総合支援法

改定案が賛成多数で可決・成立いたしました。

新設される重度訪問介護事業や自立生活の援助

など、部分的には障がい者の皆さんの要望が反

映されていますが、介護保険優先原則はそのま

ま残り、応益負担を継続にするということな

ど、３年前の、障がい者の方々と政府との基本

合意や、政府が示した「骨格提言」とはかけ離

れたものとなり、抜本改善がまた棚上げされる

ということになってしまいました。障害者権利
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条約に立ち返り、真の制度改革が求められてい

るところでございます。

ぜひ、障害者差別解消法や県の条例の精神が

生かされ、当事者の立場に立った施策が実行さ

れ、障がいを抱える方々の生活が守れるよう

に、県の役割を果たしていくことを強く求めて

いきたいと思いますが、総括して知事に御見解

を述べていただきたいと思います。県のそうい

う取り組みといいますか、考え方も含めて、ぜ

ひお願いします。

せっかく障害者差別解○知事（河野俊嗣君）

消法が制定され、県としてもしっかり取り組ん

でいくという条例を定めたわけであります。障

がい者の皆さんの御意見等も踏まえながら、団

体とも意見交換をし、必要な施策というものを

しっかりと進めてまいりたいと考えておりま

す。

今回の質問も、県民の皆さ○前屋敷恵美議員

んのより安心・安全な暮らしのための課題を質

問させていただきました。厳しさを増す県民の

暮らしに寄り添った、地方自治体本来の役割

を、本旨を全うできる県政が切に求められてい

ると思います。

話は戻りますけれども、消費税の問題で、さ

きの知事の答弁の中で、県の税収に50億円とい

う影響が出るというお話でありましたけれど

も、消費税は、県民や国民の皆さんに負担を負

わせた形で地方消費税の税収が確保されるとい

うことになっているわけで、税のあり方そのも

のが大きな問題だと思っています。ですから、

先ほども述べましたけれども、国民、県民の負

担によらない財政再建というものをつくってい

かない限りは、宮崎の地域経済の活性化や、県

民の皆さんの暮らしそのものも守ることはでき

ないと思っています。ぜひ、県民の暮らし、安

全を守る、こういう立場に立った行政運営を今

後しっかり進めていけるように、知事にもお願

いしておきたいと思います。

少し時間が余りましたけれども、早口で進め

ましたので終わってしまいました。以上で質問

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

あすの本会議は、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31分散会
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