
６月９日（木）
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平 成 2 8 年 ６ 月 ９ 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時 0分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

4番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

5番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

6番 右 松 隆 央 （宮崎県議会自由民主党）

7番 二 見 康 之 （ 同 ）

8番 清 山 知 憲 （ 同 ）

9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 星 原 透 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （無所属の会）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 丸 山 裕次郎 （宮崎県議会自由民主党）

21番 中 野 一 則 （ 同 ）

22番 中 野 明 （ 同 ）

23番 黒 木 正 一 （ 同 ）

24番 横 田 照 夫 （ 同 ）

25番 押 川 修一郎 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民クラブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

34番 外 山 衛 （ 同 ）

35番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 宮 原 義 久 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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議案第14号追加上程◎

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が、お手元

に配付のとおり、知事から議案第14号の送付を

受けましたので、これを日程に追加し、議題と

することに御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

議案第14号を上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○星原 透議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。ただいま提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

今回、追加提案いたしました補正予算案は、

「平成28年熊本地震」に関する国の補正予算に

係る経費について措置するものであります。

補正額は、一般会計８億6,000万円、これに要

します歳入財源は、国庫支出金８億6,000万円で

あります。この結果、一般会計の歳入歳出予算

規模は、5,862億1,501万9,000円となります。

次に、事業内容についてでありますが、さき

の地震により大きく落ち込んだ旅行需要を早期

に回復させるため、先月31日に閣議決定された

国の九州観光支援交付金を活用し、夏休みや秋

の旅行シーズン等に向けて、旅行プランの割引

や観光プロモーション等を行うものでありま

す。

具体的には、県内への誘客促進を図るため、

旅行予約ウエブサイトや店舗型旅行会社等を通

じ、宿泊施設や旅行プランの割引等を実施する

とともに、九州観光推進機構や九州各県と連携

しながら、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等を行うも

のであります。

これらの取り組みを、５月臨時県議会におい

て議決をいただきました宮崎観光緊急誘客事業

と一体的に執行することで、より一層、観光対

策に力を入れて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○星原 透議長

一般質問◎

ただいまから一般質問に入り○星原 透議長

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、松村悟郎議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○松村悟郎議員

ざいます。自由民主党、松村悟郎でございま

す。今回は、早速質問のほうに入らせていただ

きます。

東日本大震災から５年がたちました。特に、

津波により大きな被害をもたらしたあの惨状

は、今も多くの人々の心に残っていることで

しょう。いまだにふるさとへ帰れず、避難生活

を余儀なくされている方々も多くいます。被災

地の復興もまだまだ道半ばの状況と言っていい

でしょう。災害は忘れたころにやってくる、こ

の言葉はもう通用しません。２カ月前に、熊本

平成28年６月９日(木)
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県を中心に震度７の大きな地震が発生しまし

た。家屋倒壊などにより甚大な被害をもたらし

ました。熊本県は、南海トラフ地震で大きな被

害が想定される宮崎県のバックアップサポート

県としての役割が期待されているところです。

そんな熊本県が今回このような災害を受けると

は、想像すらできなかったのではないでしょう

か。宮崎県では、５年前の東日本大震災を契機

に、南海トラフ地震で想定される大きな被害に

対して、積極的にその対策をとっているところ

です。特に、津波の被害が想定される海岸地域

を中心に、港や河川、堤防、避難路、津波避難

タワーなどの整備が進んでいます。また、公共

施設を中心に、建物の耐震化にも力を入れてい

るところです。県や市町村では、それぞれ避難

計画などをつくり、頻繁に避難訓練も実施され

ています。このような減災計画を進めること

で、死者３万5,000人と想定される本県での地震

・津波被害を、約8,000人まで減らしていこうと

いう取り組みであります。

ところで、今回の熊本地震は、特に直下型で

あったこともあり、木造住宅の倒壊被害が目立

ちました。建物に閉じ込められたり、下敷きと

なって犠牲となられた方も多くいます。我が身

に置きかえて考えてみますと、果たして壊れた

建物から逃げ出すことができるのだろうか、倒

壊した建物に遮られ、避難できるのか、今の災

害への備えで十分なのか、大きな不安を感じた

ところでした。そこで、この熊本地震を受け

て、本県における今後の地震対策をどのように

考えるのか、知事にお伺いします。

次に、教育長にお伺いいたします。

本県は、本格的な人口減少時代に突入してお

り、さまざまな産業、暮らしの分野で、後継者

不足、働き手不足が課題となっています。宮崎

の未来を切り開き、活力ある社会を維持してい

くためには、さまざまな分野における人材の育

成が急務であり、教育にかかる期待がますます

大きなものとなっています。このような中、今

年４月に、新たな教育委員会制度で教育長に就

任された四本教育長に、これからの宮崎の教育

に対する思いをお尋ねいたします。

以下の質問は、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。

熊本地震を受けた、本県における今後の地震

防災対策についてであります。今回の熊本地震

は、震度７の地震が連続し、甚大な被害が発生

するという、かつてない災害であり、自然災害

に対する対応の難しさというものを痛感したと

ころであります。本県におきましては、大きな

被害が想定されております南海トラフ地震に備

えて、東日本大震災の教訓等踏まえながら、さ

まざまな対策を進めているところであります。

今回の熊本地震の発生を受けて、改めて ど―

うしても今は津波災害への意識というものが非

常に強く出てきたところでありますが 御指―

摘がありましたような直下型、内陸型の地震等

への備えというのも非常に重要だということも

考えております。建築物の耐震化、また県境を

越えた連携体制の確立、さらには食料等の備蓄

などの県民防災力の向上など、いろいろな地震

災害を想定した防災対策の重要性について、改

めて認識をしたところであります。先日の九州

地方知事会におきましても、今回の熊本地震の

検証をしっかりと行いながら、その教訓、経験

というものを共有し、九州全体として、さらな

る災害への備えを強めていこうということを確

認したところでありますが、地震に対する日ご
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ろの備えにつきまして、県民の皆様へ周知徹底

を図りますとともに、地域防災計画の見直しな

ど、市町村とも連携を図りながら、防災・減災

対策に最大限の努力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〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（四本 孝君）

します。

宮崎県の教育にかける思いについてでありま

す。教育は、次世代の人や文化をつくる厳粛で

崇高な営みであり、豊かな人間性と創造性を備

えた人間の育成を目指すものであります。この

たび、教育長として宮崎県の教育に携わること

となり、改めて身の引き締まる思いでございま

す。

本県の子供たちは、「よい子が育つ都道府県

ランキング」で上位にありますように、恵まれ

た環境の中ですくすくと育っており、実際、私

自身、学校を訪問する中でも、子供たちや学校

の活気に元気づけられているところでありま

す。このような子供たちに対して、確かな学力

を育み、「夢、目標に向かって挑戦し続けるた

くましさを育む教育」や、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」

の推進こそが、私の使命であると考えておりま

す。知事との連携はもとより、チーム教育委員

会として、教育委員、現場の教職員とも活発な

議論を行うとともに、私の40年の行政経験も生

かしながら、第二次教育振興基本計画のスロー

ガンである「未来を切り拓く 心豊かでたくま

しい 宮崎の人づくり」のもと、計画に掲げる

全ての施策に全力で取り組んでまいります。以

上であります。〔降壇〕

知事、教育長とも、御答弁あ○松村悟郎議員

りがとうございました。教育長におかれまして

は、いよいよスタートでございます。来る国体

あるいは学力向上とか、課題がたくさんござい

ますので、どうぞしっかり頑張っていただきた

いと思います。

引き続き、防災対策についてお伺いいたしま

す。今回の熊本の地震では、49名の方が亡くな

り、その多くが木造住宅の倒壊によるもので

あったと報道されています。本県でも、住宅の

耐震率は平成26年度末現在77％で、耐震性を有

しない住宅は10万戸以上あるとされ、そのほと

んどが古い木造住宅であります。県では、11年

前から耐震診断を開始するなど、木造住宅の耐

震化を進めているところでありますが、現在の

木造住宅耐震化の補助事業はどういった内容な

のか、県土整備部長にお伺いいたします。

御質問の補○県土整備部長（東 憲之介君）

助事業は、木造住宅耐震化リフォーム推進事業

でありますが、これは、新耐震基準施行前の昭

和56年５月以前に建築された木造住宅の耐震化

を図るために、耐震診断などに要する費用の一

部を、国・県・市町村が一緒になって補助する

ものであります。国の制度が創設された平成17

年度から耐震診断に対する補助を開始してお

り、その後、さらに耐震化を推進するために、

平成24年度からは耐震改修工事、平成27年度か

らは耐震改修設計に対する補助を追加し、事業

内容の拡充を行ってきたところであります。補

助の内容につきましては、耐震診断が、診断に

要する費用に対して補助率10分の９で最大５

万4,000円、耐震改修設計が、補助率３分の２で

最大10万円、耐震改修工事が、補助率２分の１

で最大75万円となっており、市町村の窓口で申

請を受け付けております。

そのリフォーム推進事業の実○松村悟郎議員

績、そして今年度の計画について、県土整備部

長にお伺いいたします。
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本事業の開○県土整備部長（東 憲之介君）

始から昨年までの実績は、耐震診断が11年間

で1,000件、耐震改修工事が４年間で87件、耐震

改修設計は昨年度から実施しており、１年間

で11件となっております。また、今年度の予算

額は1,643万1,000円であり、計画戸数としまし

ては、耐震診断を150件、耐震改修設計及び耐震

改修工事を、それぞれ80件予定しております。

今回の熊本地震を受け、県民○松村悟郎議員

の多くの皆さんが住宅の耐震化に関心を持った

と思っております。木造住宅の耐震化に対する

問い合わせが、県のほうにもたくさん寄せられ

ているというふうに聞いております。耐震診断

や耐震改修工事の申請状況はどうなっているの

か、その状況について、県土整備部長にお伺い

します。

窓口となっ○県土整備部長（東 憲之介君）

ている市町村には、熊本地震の発生以降、多く

の県民の皆様から、木造住宅の耐震化に関する

問い合わせが寄せられており、５月末現在で576

件となっております。また、申請件数は、耐震

診断が123件、耐震改修設計が17件、耐震改修工

事が15件となっております。熊本地震以降、県

民の関心が高く、現在も問い合わせが続いてい

ることから、今後も申請はふえるものと考えて

おります。

今、御答弁にあったように、○松村悟郎議員

これまで取り組んだ実績と比較しても、圧倒的

な関心が県民の皆様にあるということがよくわ

かりました。このように問い合わせが急増して

いる今だからこそ、耐震化リフォーム推進事業

を県民の皆様に活用していただき、住宅の耐震

性能の向上を図るべきだと思います。計画を超

える申し込みが、多分、今後発生すると思いま

す。その場合でも、これを断ることがないよう

にしてもらいたいと思います。今後の対応につ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

大規模な地○県土整備部長（東 憲之介君）

震が発生した場合には、家屋の倒壊により、多

くの人的被害が想定されますので、防災・減災

のためには、木造住宅の耐震性を高めることが

大変重要であります。県民の皆様の関心が高い

今、多くの方々に本事業を活用していただき、

木造住宅の耐震化を推進してまいりたいと考え

ております。このため、今後、計画を超える申

し込みがあった場合は、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、必要

な財源の確保などに努めてまいりたいと考えて

おります。

耐震化が、これまでなかなか○松村悟郎議員

進まなかったという思いがしております。その

要因としては、昭和56年以前に建てられた古い

住宅が対象となっており、その所有者は高齢

で、資金面から、耐震改修工事を行いたくても

実施できない方が多くいるのではないかと思わ

れます。そこで、このような方々でも耐震工事

に取り組みやすい制度になるよう、制度の拡充

ができないか、知事にお伺いいたします。

今回の熊本地震を受け○知事（河野俊嗣君）

て、県民の木造住宅の耐震性に対する意識が大

変高いこの時期に、この施策を強力に進めてい

くことは大変重要なことであろうかと思ってお

ります。まさに鉄は熱いうちに打てということ

であろうかと思っております。これまでなかな

か進まなかった理由としては、経済的な理由で

改修工事を断念されている方も多いというふう

に伺っておるところであります。このため、県

民の皆様が改修工事に取り組みやすくなるよ

う、壁や屋根などの部分的な改修についても、

一定の耐震性能を確保できるものは補助対象と
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できるよう、制度を拡充することとしまして、

現在、国や市町村との調整を進めているところ

であります。今後も、想定されますさまざまな

大地震から県民の生命と財産を守るために、本

事業の推進にしっかり取り組んでまいりたいと

考えております。

耐震改修といいますと、構造○松村悟郎議員

あるいは基礎、このあたりが中心となってくる

ということがありました。なかなかそこまでの

工事が進まなかったというところもあります。

今、知事からお話がありましたように、屋根、

壁、部分的な改修で耐震性が図られるというこ

とは大事なことだと思いますので、引き続き、

ぜひ検討していただきたいと思います。

防災対策、最後の質問です。今回の熊本地震

では、被災地の最前線、西臼杵支庁を拠点とし

て被災地支援がなされていますが、その役割は

何だったのか。また、今回の経験をどのように

今後に生かしていくのか、総合政策部長にお伺

いいたします。

西臼杵地区○総合政策部長（永山英也君）

は、九州地方知事会からカウンターパートとし

て指定されました阿蘇市、山都町に地理的に近

く、また、地元３町や民間ボランティア団体の

動きとの連携も考慮いたしまして、西臼杵支庁

に地域支援本部を設置いたしました。地域支援

本部におきましては、被災地支援の最前線基地

として、発災直後から、支庁の職員が阿蘇市で

情報収集を行うなど、現地ニーズを把握しなが

ら、県・市町村職員や県民ボランティアの派

遣、物的支援の調整などを行ってまいりまし

た。今回の取り組みを通じて、被災地に近いと

ころで、県、市町村、民間等が連携できる拠点

を設けることの重要性を改めて認識いたしまし

た。また、適切な役割分担のもと、官民が協働

する一つの形ができたと考えております。今

後、本県で発生する災害の対応にも生かしてま

いりたいと考えております。

部長の答弁のとおりだと思い○松村悟郎議員

ます。被災地に近いところに拠点を設ける、そ

の重要性を十分認識させていただきました。ま

た、災害時の出先機関の役割、今回は特に、職

員の多くが居住する総合支所の西臼杵支庁で

あったことで、市町村や民間とのあらゆる分野

でマンパワーを発揮し、迅速な対策がとれたも

のと確信いたしました。引き続き、防災への対

策をよろしくお願いいたします。

次に、少子化対策についてお伺いします。

私にも年ごろの独身の子供が３人います。親

としては、幸せな結婚をして家庭をつくり、か

わいい孫の顔を早く見せてもらいたいものだと

願うばかりなのですが、現代はいろいろな考え

方があり、幸せの基準の多様化から、必ずしも

結婚が全てではないということも十分理解して

おります。結婚をしたい、子供を持ちたいとい

う人には、個人的にも応援したいし、また、社

会でもバックアップする仕組みが必要ではない

でしょうか。そこでまず、少子化の原因の一つ

に、未婚率の上昇と晩婚化の進行があります

が、県内の状況について、福祉保健部長にお伺

いいたします。

直近の国勢調○福祉保健部長（日隈俊郎君）

査結果である平成22年の調査によりますと、本

県の未婚率は、全国と同様に上昇傾向にありま

す。その中でも上昇率の大きい35歳から39歳の

年齢層について見てみますと、平成17年と平

成22年で比較いたしまして、男性は27.1％か

ら29.9％へと2.8ポイント、女性は18.2％か

ら20.8％へと2.6ポイント、それぞれ上昇してお

ります。また、晩婚化の指標となる平均初婚年
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齢につきましても、全国と同様に上昇傾向にご

ざいまして、平成26年の人口動態統計では、男

性が30.1歳、女性が28.7歳となっており、私ど

もの資料にある昭和55年と比べますと、男性

で2.9歳、女性で3.7歳上昇しております。一

方、本県が平成26年度に実施いたしました結婚

・子育て意識調査によりますと、独身者の約９

割がいずれは結婚したいという意向を持ってお

ります。

「宮崎県まち・ひと・しごと○松村悟郎議員

創生総合戦略」では、結婚・出産・子育てなど

ライフステージに応じた支援を行い、子供を生

み、育てやすい環境を創出していくものとして

います。まずは少子化対策として、結婚をサポ

ートすることであります。先ほどの答弁にもあ

りましたように、独身者の結婚に対する意識の

中で、９割の人がいずれ結婚したいという意向

を持っています。一方、同じその意識調査を見

てみますと、独身である理由のトップは、「結

婚したい相手とめぐり会わないから」という理

由でありました。出会いや結婚を希望する独身

者に出会いの機会をつくる必要があります。そ

こで、昨年度から始まった「みやざき結婚サポ

ート事業」について、初年度の成果を福祉保健

部長にお伺いいたします。

昨年８月に開○福祉保健部長（日隈俊郎君）

設しました「みやざき結婚サポートセンター」

の登録会員数でございますが、平成28年３月末

日現在で645人となっておりまして、その内訳

は、男性が348名、女性が297名となっておりま

す。このうち、お引き合わせを行いました数

は153組でございまして、30組が交際中というこ

とになっております。お引き合わせにつきまし

ては、昨年12月から開始したところでございま

して、現在のところ、成婚に至ったカップルは

ありませんが、交際が順調に進んでおられる方

々もおるというふうに聞いております。近く結

婚に至る成果も出るのではないかと期待してい

るところでございます。また、これら独身男女

の仲を取り持つボランティアの縁結びサポータ

ーは、55人を認定しているところでございま

す。

「みやざき結婚サポート事○松村悟郎議員

業」はまだ始まったばかりですが、まずまずの

成果が出ているようです。結婚されるカップル

の誕生を楽しみにしています。結婚支援は、市

町村や民間でもそれぞれ取り組まれています。

結婚支援をさらに効果的に広げていくために

は、市町村や民間との連携が重要だと思いま

す。それぞれの取り組みと連携について、福祉

保健部長にお伺いいたします。

市町村におけ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

る結婚支援の取り組みにつきましては、婚活イ

ベントの開催を初め、マナー講座の実施、結婚

したカップルへの補助金の交付など、各自治体

の創意工夫のもとにさまざまな取り組みが行わ

れております。また、民間におきましても、商

工団体などによる出会いの場の提供等、結婚支

援の取り組みが各所で行われているところであ

ります。県といたしましても、市町村や民間団

体等との意見交換会を年数回開催しますととも

に、結婚支援に取り組む団体を縁結び応援団と

して登録しまして、その優良な取り組みに対し

て支援を行っております。さらに、今年度は、

これらの団体等との協働による県内全域を対象

とした婚活イベントの開催を予定するなど、社

会全体で結婚を応援する機運づくりに取り組む

こととしております。今後とも、市町村や民間

団体等とも緊密な連携を図りながら、さまざま

な結婚支援の施策を講じまして、少子化対策に
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つなげてまいりたいと考えております。

人口減少問題の解決には、ま○松村悟郎議員

ずは、結婚したい人に結婚をしていただくこ

と、結婚したい、家庭を持ちたいと思える環境

をつくることが大事だと思います。これからも

どうぞよろしくお願い申し上げます。

次に、特別支援教育についてお伺いいたしま

す。

先般、地元の小学校の特別支援学級の視察を

して、きめ細かな教育が行われていることに感

動したのですが、これまで私が持っていた認識

と大きく異なっていたことは、その児童の数で

ありました。視察した小学校は、知的障がい特

別支援学級が１つ、自閉症・情緒障がい特別支

援学級が３つ設置されており、合計24名の児童

が特別支援学級で学んでいました。１つの小学

校に特別支援学級の児童が24名在籍していたと

いうことに、正直驚いたところです。そこで、

県内の特別な配慮が必要な児童生徒の状況につ

いて、教育長にお伺いいたします。

県内の特別支援学校○教育長（四本 孝君）

の児童生徒数は、平成27年５月現在で1,365

名、10年前の平成18年と比較いたしますと約1.3

倍に増加しております。次に、小中学校の特別

支援学級の在籍者数は1,844名で、同じく約2.2

倍に増加しております。さらに、小中学校の通

常の学級に在籍しながら通級指導教室に通う児

童生徒数は864名で、同じく約3.2倍に増加して

おります。なお、このような児童生徒数の増加

につきましては、全国的にも同様の状況になっ

ているところでございます。

本県だけではなくて、特別支○松村悟郎議員

援教育を受けている児童生徒は、全国でも同じ

ようにふえている傾向にあると答弁をいただき

ました。私も視察をいたしましたが、特別支援

学級ではどのような教育がなされているのか、

教育長にお伺いいたします。

特別支援学級では、○教育長（四本 孝君）

少人数で編制された学級におきまして、それぞ

れの障がいの状態に応じたきめ細かな指導・支

援が行われております。知的障がい特別支援学

級におきましては、例えば、買い物体験として

物の名前や計算、地図の見方等の学習をさせる

ことで、国語や算数、社会等の教科内容を生活

に結びつけていくような指導を行っておりま

す。自閉症・情緒障がい特別支援学級におきま

しては、通常の学級と同じ教科学習を行いなが

ら、例えば、ゲーム等を通して状況に応じた適

切な言葉の使い方の学習をさせることで、他人

とのコミュニケーションを図る力を高め、集団

への円滑な参加に結びつけていくような指導を

行っているところであります。

今、教育長からお話もありま○松村悟郎議員

したけれども、私が視察した小学校では、特別

支援学級のほかに、通常の学級に在籍しなが

ら、障がいの状況に応じて特別な指導を受ける

通級指導教室というものがありました。この通

級指導教室ではどのような指導が行われている

のか、教育長にお伺いいたします。

本県におきまして○教育長（四本 孝君）

は、言語障がいや情緒障がい等のある児童生徒

を対象とした通級指導教室を設置しており、週

当たり１時間から８時間程度、子供たちの障が

いの状態に応じた個別の指導が行われておりま

す。指導内容の一例を挙げますと、言語障がい

の教室では、発音の練習をしたり、友達と会話

をする練習をしたりしております。また、情緒

障がいの教室では、自分の感情をコントロール

する練習をしたり、相手の気持ちに共感する練

習をしたりしているところであります。
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通級指導教室で、このような○松村悟郎議員

学習を積み重ねることによって少しずつ改善が

図られた子供たちは、在籍する学級でも持って

いる力を発揮することができると思います。今

議会に新規事業として、「通級による指導担当

教員等専門性充実事業」の予算案が提案されて

おります。この事業を通じて、障がいのある児

童生徒の学習や生活に対する支援が充実するこ

とを期待しております。

さて、一人一人の障がいの状況に応じたきめ

細かな教育が行われている中では、特別支援教

育の指導を継続していくことも重要ではないか

と思います。障がいの特性によっては、学年が

上がり、新しい担任になかなかなじめず、新学

期は子供も親も大変苦労しているという話をお

伺いいたします。そのような障がいの特性があ

る児童生徒にとっては、できれば、なれ親しん

だ学級担任や教科担任に継続して担当してもら

いたいなどの希望が寄せられているのではない

かと思います。そこで、特別支援教育の継続的

な支援について、教育長の見解をお伺いいたし

ます。

特別支援教育におい○教育長（四本 孝君）

て継続的な支援を行うということは、重要なこ

とと考えております。障がいの状況によりまし

ては、環境の変化への対応が困難な児童生徒も

おりますことから、担当者がかわった場合にお

いても、継続的な質の高い支援が受けられるよ

うに、長期的な視点で教育支援を行うことを目

的とする個別の教育支援計画等を作成したり、

あるいは必要な研修を行ったりするなど、一人

一人の実態に応じた丁寧な対応を行っていると

ころであります。

特別支援教育への県民の皆さ○松村悟郎議員

んの理解や啓発が進むことによって、特別支援

教育の充実はますます重要になってくると思い

ます。そこで、特別支援教育の充実に向けた今

後の取り組みについて、教育長にお伺いいたし

ます。

特別支援教育の充実○教育長（四本 孝君）

に向けた取り組みにつきましては、県内を７つ

のエリアに分けたエリアサポート体制を構築

し、幼稚園・保育所、小・中・高等学校等に在

籍する発達障がいを含む全ての障がいのある子

供が、一人一人の特性に応じた質の高い一貫し

た指導・支援を受けられるようにしているとこ

ろであります。具体的には、小中学校に拠点校

を７校指定いたしまして、専門性の高い教員で

あるエリアコーディネーター７名を配置し、エ

リア内の小中学校等に助言を行っております。

また、特別支援教育の担当者の専門性向上の研

修や、全教職員を対象とした指導力向上を目指

したエリア研修を実施しております。今後も、

相談体制や研修会等を充実させることにより、

特別支援教育のさらなる推進に取り組んでまい

ります。

本県での特別支援教育は、繊○松村悟郎議員

細で多様な教育への対応がなされており、教職

員の専門性の強化が図られていることもわかり

ました。児童生徒はもちろん、保護者の熱い思

い、期待もあります。今後とも引き続き、一人

一人の個性に合ったきめ細かな教育を進めてい

ただきたいと思います。

次に、宮崎海岸の侵食対策等についてであり

ます。

昨年の11月議会で、一ツ葉有料道路について

質問をいたしました。美しい海岸と松林の中を

通るロケーションは、県外客にも美しい宮崎を

感じていただく自慢の道路である、そして、私

自身も非常によく利用する道路であると、お話
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をさせていただきました。その道路や松林も、

海岸侵食が進み危険な状態となったことから、

現在、対策がとられています。一方、みやざき

臨海公園のマリーナでは、砂の堆積により、た

びたび船の入出港に支障を来しています。ビー

チにも砂の堆積が目立っています。みやざき臨

海公園は、宮崎・日南海岸リゾート構想の一環

として整備され、本県の海洋レクリエーション

の拠点の一つであり、大きな観光資源としての

位置づけとなっています。そこで、宮崎海岸の

侵食対策と、みやざき臨海公園のマリーナやビ

ーチでの砂の堆積への対応について、現在の取

り組み状況を、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

宮崎海岸の○県土整備部長（東 憲之介君）

侵食対策につきましては、国の直轄事業によ

り、突堤や護岸の整備及び養浜による対策が進

められております。これまでの護岸の整備や養

浜などによりまして、背後地の侵食が抑えられ

るなどの効果があらわれてきており、今後、さ

らに突堤が延伸されることで、砂浜の回復が期

待されているところであります。

一方、みやざき臨海公園は、台風時などに砂

が堆積しやすいことから、サンマリーナ宮崎の

航路では、必要に応じてしゅんせつを行うとと

もに、利用者への水深等の情報提供などを行

い、常日ごろから安全確保に努めております。

また、サンビーチ一ツ葉の海水浴場におきまし

ても、海開き前に堆積した砂の除去を行い、遊

泳できる環境の確保に取り組んでいるところで

あります。なお、みやざき臨海公園でしゅんせ

つなどにより発生した砂は、国と連携して、宮

崎海岸の養浜に利用しているところでありま

す。

宮崎海岸の国による直轄事業○松村悟郎議員

は、平成39年度までに完成すると聞いています

が、海岸の侵食をとめて、砂浜が一日も早く回

復するように、早期完成に努めていただきます

ようお願いを申し上げておきます。

一方、マリーナやビーチの砂の堆積問題につ

いては、これまでの取り組みに加えて、これま

で以上の取り組みが必要ではないかと思いま

す。そこで、今後、みやざき臨海公園の砂の堆

積にどのように取り組んでいくのか、県土整備

部長にお伺いいたします。

みやざき臨○県土整備部長（東 憲之介君）

海公園の砂の堆積問題につきましては、しゅん

せつに加え、流入する砂の量を減らすことが有

効な対策の一つであると考えております。宮崎

海岸の突堤工事が完成しますと、宮崎港に流れ

てくる砂の量が軽減されると聞いております

が、県としましては、これに加えて、早期に効

果が発揮されるような改善策やその事業化につ

いて、昨年度末から実施している海底測量の分

析結果に基づき、利用者や専門家などの意見も

聞きながら、現在、検討を進めているところで

あります。宮崎海岸や、みやざき臨海公園は、

本県の重要な観光資源であると認識しておりま

すので、今後とも、県土保全や観光振興の観点

からも、国と連携しながら、しっかりと対策に

取り組んでまいりたいと考えております。

臨海公園、ヨットハーバーあ○松村悟郎議員

るいはビーチ、本当にすばらしいところだと思

います。私もたまに散歩、ジョギング等もして

おりますけれども、遊歩道には砂がたまり、ウ

オーキングをされる方も砂をよけて歩いてい

らっしゃいます。あるいは、家族連れでバーベ

キューをしたり、ヨットを楽しむ方もいらっ

しゃいます。ディンギーという小さなヨットが

ありますけれども、港から外に出る航路が半分
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以下しかない。出たり入ったりするのが大変な

状況にあります。船外機のないヨットもたくさ

んありますので、航路の砂の堆積、抜本的な対

策をお願いしておきたいと思います。

繰り返しになりますが、宮崎海岸、みやざき

臨海公園、それぞれ全国に自慢できる観光資源

であります。また、トライアスロン競技のナ

ショナルトレーニングセンターにも指定されて

います。全国に発信できるよい機会になりま

す。関係機関と連携を図りながら、海岸の侵食

対策とマリーナの維持対策をしっかり進めてい

ただくよう、お願いしておきます。

次に、木質ペレット暖房機の普及についてで

あります。

平成24年の11月議会において、私の一般質問

で、施設園芸への木質ペレット暖房機導入推進

強化に対する質問に対しまして、「脱石油化の

推進は大変重要と考え、関係機関・団体と一体

となり、スピード感を持って進めてまいりま

す」との答弁をいただきました。さらに、本県

では、平成25年度に「宮崎県施設園芸木質バイ

オマス利用促進協議会」を設置し、平成29年

度、来年度まででございますが、木質ペレット

暖房機の導入目標500台を掲げられました。しか

し、その導入が思ったように進んでいないと感

じております。そこでまず、本県の木質ペレッ

ト暖房機の導入状況について、農政水産部長に

お伺いいたします。

県では、燃油○農政水産部長（郡司行敏君）

価格が平成20年に１リットル当たり122円になる

など、急速に高騰している中で、施設園芸農家

の経営コストの低減を図るために、御質問にも

ございましたけれども、国、県の事業等を活用

いたしまして、平成29年度までに500台を導入す

るという目標を立てて、木質ペレット暖房機の

導入を推進してきたところであります。その結

果、平成25年度には、単年度で73台が導入され

るなど、成果の上がった年度もございましたけ

れども、その後は導入が伸び悩んでおりまし

て、現在までの導入台数は、合計で92台という

状況でございます。これは、近年の燃油価格

が、直近では１リットル当たり59円と下がって

きていることや、木質バイオマス需要の高まり

によってペレット価格が上昇していることなど

が、主な要因であるというふうに考えておりま

す。

御答弁のように、現状は大変○松村悟郎議員

厳しい状況にあると思われます。施設園芸用燃

料の木質バイオマス転換を着実にかつ円滑に進

め、宮崎らしいエネルギーの地産地消と、燃油

価格に左右されない力強い施設園芸産地の確立

を図るためには、原料の調達から、燃料の製造

・供給、ハウスでの暖房利用に至るまで、一貫

して取り組んでいかなければなりません。そこ

で、現状を踏まえ、木質ペレット暖房機をどの

ように普及していくのか、その取り組みについ

て農政水産部長にお伺いいたします。

低コストで効○農政水産部長（郡司行敏君）

率的な施設園芸の生産体制を確立していくため

には、将来、燃油価格が再び上昇していくこと

も予想されますことから、木質ペレットなど代

替となる燃料の供給体制を整備していくことは

大変重要であると、そのように考えておりま

す。このため、現在、ペレット製造業者や関係

機関・団体と一体となって、竹や牧草のネピア

グラスなど、新たな資源を活用した低価格なペ

レット製造の実証であるとか、配送の効率化に

よる流通コストの低減などに取り組んでいると

ころであります。県といたしましては、価格が

乱高下する化石燃料からの脱却を目指しまし
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て、木質ペレット燃料の低コスト化や安定供給

体制の確立など、まずは生産者が安心して木質

ペレットを活用できる環境づくりを進め、木質

ペレット暖房機の普及に努めてまいりたいと考

えております。

この取り組みは、化石燃料に○松村悟郎議員

頼らない、地域で循環できるバイオマス熱利用

であります。そこで、環境への負荷の少ない再

生可能エネルギーの利用を進めることが必要で

す。森林資源を活用した木質ペレットの普及に

ついて、県は今後どのように取り組んでいくの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

木質ペレット○環境森林部長（大坪篤史君）

につきましては、森林資源の有効活用や地球温

暖化防止等の観点からも、その普及促進を図っ

ているところであります。具体的には、従来よ

り、路網の整備や高性能林業機械の導入などを

通して、木質ペレットの原料となる林地残材の

調達について環境整備を進めてまいりました。

本年度は、「森林バイオマス地域供給体制づく

り支援事業」によりまして、木質ペレットの原

料となる林地残材の運搬経費や、地域の関係者

で構成します地域協議会の運営経費などに対し

て支援をしていく予定でございます。

これまでバイオマス暖房機を○松村悟郎議員

導入された施設園芸農家の方々は、燃料費の削

減と価格安定化を目指すと同時に、環境や地域

経済の循環にも十分な配慮をされた上で導入さ

れました。結果は、高いペレット代で経営が逼

迫するという現象が起こっています。これでは

とても普及どころではありません。熊本県で

は、バイオマス事業の暖房機の導入とペレット

価格をセットで補助することで、施設園芸農家

の方々は、原油価格に関係なく、安定した導入

・運用をされています。一定の普及が進むまで

は、畜産経営安定化事業のように、例えば森林

環境税を活用して、原油との価格差を補助する

制度を取り入れるなど、農家が安心して導入で

きる環境を整備し、ペレット製造業者や流通業

者、そして施設園芸農家がいずれ自立して経営

できるスキームをつくる必要があると思いま

す。日本一エコな施設園芸を掲げた宮崎県で

す。対策をお願いしておきます。

次に、薬物乱用事案の対策についてお伺いい

たします。

毎日のようにテレビなどで報道され、注目を

浴びた元プロ野球選手の覚せい剤取締法違反事

件は、先月末に懲役２年６カ月、執行猶予４年

の判決が言い渡され、結審いたしました。今

後、彼がどう立ち直り、社会の善良な一員とし

て行動していくのかが注目されることになりま

す。

さて、覚醒剤を初めとする薬物乱用は、幻覚

や妄想などの精神障がいを起こし、本人自身の

人格そのものを変えてしまい、凶悪な犯罪や重

大な交通事故を引き起こすなど、社会全体に害

悪を及ぼす大変重大な犯罪であります。また、

依存性が高く、最も再犯率の高い犯罪でもあり

ます。全国的にも、薬物乱用事案や覚醒剤密輸

事件が後を絶たない状況だと伺っております。

そこで、本県における覚醒剤を含めた薬物事犯

の検挙状況について、警察本部長にお伺いいた

します。

県内におきまし○警察本部長（野口 泰君）

ては、平成27年中、覚醒剤事犯で70件44人、大

麻事犯で30件25人の、合計100件69人を検挙して

おります。前年に比べ、検挙件数が15件、検挙

人員が５人といずれも増加しており、中でも大

麻事犯につきましては、検挙件数、人員ともに

過去５年間で最高となっております。年代別に
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見ますと、覚醒剤事犯の場合、少年の検挙はな

く、30歳代以上が95％、大麻事犯では、20代か

ら30代が80％を占めております。覚醒剤事犯に

おける再犯者は、検挙者44人中34人で、再犯率

は77.3％と非常に高くなっております。

本県でも薬物乱用は増加傾向○松村悟郎議員

にあるということで、大変心配をしておりま

す。薬物乱用の社会をなくすには、薬物を社会

から一掃すること、また、薬物に一切手を出さ

ない機運をつくることが大事です。青少年や家

族、職場、地域社会での啓発活動を通じて、薬

物乱用の未然防止をさらに進めていくことが必

要であります。そこで、警察が行う薬物乱用防

止の取り組みについて、警察本部長にお伺いい

たします。

警察では、薬物○警察本部長（野口 泰君）

乱用防止の取り組みとして、県と連携しての薬

物乱用防止キャンペーンや、新聞、ＦＭラジオ

放送、広報紙等の広報媒体を活用した各種広報

啓発活動を行っております。また、依頼によ

り、公共機関、各種事業所等に対する薬物乱用

防止講話を行っており、特に少年に対しては、

県内の各学校において薬物乱用防止教室を開催

し、平成27年度は、延べ131回、約２万1,500人

の児童生徒を対象に、薬物の危険性、有害性を

伝える活動を行っております。警察といたしま

しては、今後とも、薬物事犯の取り締まりを徹

底するとともに、関係機関との連携を図りなが

ら、薬物乱用の防止に取り組んでまいります。

同じように、青少年への啓○松村悟郎議員

発、学校現場での取り組みについてでありま

す。文部科学省からの通知文では、全ての中学

校及び高等学校において、年１回は薬物乱用防

止教室を開催し、薬物乱用防止教育の充実を図

ることとされております。そこで、学校におけ

る薬物乱用防止教育の取り組みについて、教育

長にお伺いいたします。

学校における薬物乱○教育長（四本 孝君）

用防止教育につきましては、小学校、中学校、

高等学校それぞれの保健の授業で、シンナーや

覚醒剤等の薬物が心身に及ぼす悪影響等につい

て学習をしているところです。また、地域の警

察職員や保健所職員、学校薬剤師等の専門家を

指導者とした薬物乱用防止教室を開催するな

ど、子供たちが薬物依存の恐ろしさ等を実感で

きるような指導にも取り組んでおります。県教

育委員会といたしましては、薬物乱用防止教室

の充実や、教職員を対象とした研修会の開催に

よる指導者の資質向上を図りながら、今後と

も、学校における薬物乱用防止教育の強化に努

めてまいりたいと考えております。

ありがとうございました。若○松村悟郎議員

いうちから、薬物乱用の有害性や、一人の人間

としての人生を失いかねないという危険性を十

分自覚させることが大事です。薬物乱用に限ら

ず、犯罪のない明るい社会づくりへの御尽力を

お願いしておきます。

最後に、昨年の“社会を明るくする運動”作

文コンテストの中学生の部で法務大臣賞を受賞

した中学１年生、重岡萌花さんの作文の一部を

紹介させていただきます。

いつも優しい笑顔で迎えてくれるおいちゃ

んが亡くなった。ことしで70歳のおいちゃん

は物静かで、曽祖母の月命日にもお墓参りを

欠かさない本当に優しく温かい人だった。

今まで親せきのおじさんの一人であること

を疑うべくもなかった。

40年前にさかのぼる。

家のそばの海岸で、何時間もじっとしてい

たおいちゃんに声をかけたのが曽祖母だっ
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た。おいちゃんの身体には、入れ墨があっ

た。すぐに、深い訳があるとわかったとい

う。刑期を終えた日に曽祖母と出逢ったらし

い。

「ひいばあちゃんは、ほっとけなかったん

だって。きっと、おいちゃんの外見じゃなく

て中身を見てたんだろうね。」

隣に住む所を提供し、一緒に三度の食事

も、とるようになった。しばらくして、仕事

も見つけ休日も、畑仕事の手伝いをし、ずっ

と独身で曽祖母と忙しく毎日を過ごした。

どの親せきよりも、曽祖母を大切に大切に

してくれたおいちゃんだった。

曽祖母と出逢う前のおいちゃんの人生は、

どんなものだったのだろう。おいちゃんの中

では、ずっと何かに苦しめられていたのかも

しれない。それを、大きな心で優しく包んで

あげた曽祖母は、本当にすごい人だ。私は、

涙が止まらなかった。

「心の腐った人なんか、おらんよ。心が傷

ついたり、弱ったり、壊れかけた人はおる

よ。その人を助けられるんは、やっぱり人な

んよ。」

反対する親せきを説得した曽祖母の言葉だ

そうだ。

人は、何かにつまずいて、間違った道へ進

んでしまうと、一人で方向転換することは思

うよりもずっと大変なんだろう。だが、その

時に、誰かが、声をかけ、手をさしのべてく

れることで、自分の弱さを自覚して、克服で

きる勇気を持てるのだと、おいちゃんの人生

から、知ることができた気がする。犯罪や非

行が無くならないのは、再犯率の多さにある

と思う。過ちを犯したことは許されることで

はない。しかし、罪を償った後、そこで立ち

止まらせている私たちの責任はないのだろう

か。心底、過ちを悔い、更生を願う人が生き

ていける社会をつくることが私達の平和な社

会へとつながるのだと思う。

たった一言、声をかけたり、笑顔を向けた

りできれば、小さな偶然が、人をつなぐのだ

と思う。私達が明るい社会をつくり、次世代

への架け橋となりたいと心からそう思う。

中学１年生の作文でした。このおいちゃん

は、一生独身で過ごすこととなり、犯した罪を

背負いながらも、この中学生のおばあさんの深

い慈悲とその家族に支えられて、最期は笑顔で

亡くなっていかれたのではないでしょうか。た

だ、子供のころに思い描いた人生とはほど遠い

ものとなってしまったことを、悔やんでも悔や

み切れない思いがあったのではと感じられま

す。私も保護司の仕事にも携わっています。こ

の中学生の作文に深い感銘を受けました。みん

なで犯罪のない宮崎県の明るい社会づくりに邁

進してまいりましょう。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、井上紀代子議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 通告に従○井上紀代子議員

い、一般質問をいたします。

安倍首相は、在任中の憲法改正に意欲を見せ

ています。つまり、７月に迫った参議院議員選

挙の結果は、憲法改正に影響を及ぼすことにな

ります。

首都大学東京教授・木村草太氏は、憲法に３

つの機能があると、次のように指摘をされてい

ます。１つに、国家権力の管理規約としての機

能。人権保障や権力分権を憲法に定め、それを

国家に守らせることで国家権力の濫用を防ぐ。

２つに、日本という国がどのような国であるか
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を外国の人々に伝える外交宣言としての機能。

憲法に民主主義や人権保障という理念を書き込

むことで、日本がそうした価値を大事にする国

だと世界に発信することができる。３つに、歴

史物語の象徴としての機能。議会制民主主義と

いう私たちの社会の基本は、明治憲法によって

与えられ、その後、日本国憲法ができて、人権

の重要性が確認をされ、違憲立法審査権などの

新しい内容が憲法に盛り込まれ、私たちが日ご

ろ当たり前に享受している自由や民主主義とい

う理念は、いずれも憲法によって獲得されまし

た。

私は、この木村教授の指摘は正しいと思いま

す。今、私たちは、法の支配に基づく国家の中

で生活をしています。必要性によって法の支配

が破られることを許してはなりません。違憲だ

との指摘にもかかわらず、無修正で安保法制が

成立したことは残念でなりません。今後、法律

を修正したり、適正な法運用をさせたりするた

めには、問題の所在を明確に認識することが重

要だと思います。憲法改正の具体案としてたび

たび取り沙汰される緊急事態条項は、災害が発

生すると、その時宜を捉えて、災害対策などの

名目で、国民や野党から理解が得られそうだと

いう程度のレベルで、自民党改憲草案の議論が

展開をされます。憲法を骨抜きにするような条

文を含む緊急事態条項など、危険きわまりない

と言わざるを得ません。「東日本大震災の折、

津波で流されてきた自動車が道路を塞いで緊急

車両が通れないのに、憲法が保障する財産権の

ため、所有者の意思確認なしに動かせず、多く

の人命が失われた」などと宣伝されましたが、

事実誤認です。災害対策基本法などは、災害時

における対応で、自治体の首長に広範な権限を

既に認めています。国に権限を集める緊急事態

条項がなければ大規模災害時の対応ができない

のか、現状で不備があるのか、知事にお伺いを

いたします。

次に、こども療育センターについてお伺いを

いたします。

同施設は、平成24年、児童福祉法が改正さ

れ、27年４月から、福祉型児童発達支援センタ

ー、医療型児童発達支援センターとなり、現

在、保育所等訪問支援にも取り組んでいます。

長きにわたり肢体不自由児施設として、こども

療育センターは認知されてきましたが、現在、

同センターは、子供の重度・重複障がいに悩む

保護者に信頼され、選ばれる施設となっている

のか、現状をどう認識されているのか、福祉保

健部長へお尋ねをいたします。

以下は、質問者席で質問いたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

緊急事態条項についてであります。大規模災

害時の対応に当たりまして、災害対策基本法を

初めとする現行の法体系に大きな不備があると

は考えておりませんが、国と地方がどのような

役割分担のもとで大規模災害に対処していくべ

きかということについては、先ほども熊本地震

の教訓を生かすというような御議論がありまし

たが、さまざまな災害の教訓を踏まえ、常に検

討すべき重要な課題であると考えております。

こうした中、緊急事態条項につきましては、全

国知事会におきましても、有識者による研究会

での検討課題の一つとされておりますので、そ

の議論の行方を注視してまいりたいと考えてお

ります。また、こうした憲法をめぐる議論につ

きましては、国の根幹にかかわる問題でありま

すので、国会の場での十分な議論はもとより、
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幅広く国民的な議論を尽くすことが重要である

と考えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（日隈俊郎君）

えいたします。

こども療育センターの現状に対する認識につ

いてであります。こども療育センターにつきま

しては、質問がありましたとおり、医療型障害

児入所施設として、肢体不自由児だけでなく、

重症心身障がい児への対応を初めとした幅広い

支援が期待されているところであります。現在

は、25名の入所者のうち、16名の重症心身障が

い児を受け入れているほか、平成24年度には、

保護者等からの強い要望も受けまして、気管切

開をされている方の短期入所の受け入れも開始

しているところであります。また、平成27年度

には、福祉型児童発達支援センターの指定を受

けまして、障害児相談支援や保育所等への訪問

支援を始めるなど、可能な限りの対応に努めて

きたところであります。しかしながら、常勤の

小児科医が不在であることや、重症心身障がい

児に十分対応できる施設かどうか、検討の必要

がある部分もありますので、さまざまな課題を

抱えているものと認識しているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

岩手、宮城、福島３県の知○井上紀代子議員

事と、津波被害や東京電力福島第一原発事故の

避難指示が出た42市町村長、計45人に、４月か

ら５月、共同通信社がアンケートをし、３首長

を除く42人が回答したと報道されているところ

です。震災時、条項がなかったため、救出や捜

索、避難など、人命救助の活動に支障が出たか

と問われると、42人のうち41人が、支障はな

かったと回答されています。また、既存の制度

や法改正で対応できると回答しておられます。

自然災害への対応として大切なのは、事前の備

えであり、現在の法制度をフル活用することで

す。自民党改憲草案の緊急事態条項は、憲法の

条文としての体をなしておらず、不要であると

指摘をさせていただきます。

次に、県立総合運動公園の防災計画上の位置

づけについて、危機管理統括監にお伺いいたし

ます。

地域防災計○危機管理統括監（畑山栄介君）

画におきましては、県総合運動公園を救援物資

の集積等の防災拠点として位置づけており、災

害の状況に応じて、応急対策活動での活用を図

ることとしております。具体的には、災害時、

これは地震や津波などにより被災した場合を除

いてですが、その場合に、救援物資の集積のほ

か、消防、警察等の広域的な活動拠点としての

活用が想定されます。また、平常時には、防災

訓練の場所としての活用も考えられるところで

ございます。

県の総合運動公園は、スポ○井上紀代子議員

ーツランドみやざきの核施設として、県内外か

ら27年度に134万人の方々が訪れています。た

だ、この場所は、東を日向灘、南北を加江田川

と清武川に囲まれ、あの有名な外所地震が起き

たところでもあります。東日本大震災以降は、

津波が来たらと、不安の声が絶えません。県総

合運動公園の現在の津波避難対策についてお伺

いいたします。部長の答弁をお願いします。

県総合運動○県土整備部長（東 憲之介君）

公園におきましては、地震による施設の倒壊を

防止することも重要でありますことから、優先

的に耐震化を進め、平成26年度までに全ての施

設の耐震補強を完了しております。津波避難対

策としましては、県が平成25年２月に公表した

津波浸水想定の、総合運動公園において最大浸

水深10メートルに対して、安全なスペースを有
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するサンマリンスタジアム、陸上競技場、青島

青少年自然の家の３つの施設を避難施設として

おります。また、利用者が迅速に避難できるよ

うに、園内には避難施設への誘導看板を41カ所

設置するとともに、有料施設の管理運営を行っ

ている県教育委員会と一緒になって、津波避難

施設案内パンフレットを配布したり、マニュア

ルに基づく避難誘導訓練を実施しているところ

であります。

私は、木花・島山を地元と○井上紀代子議員

されている宮崎市議会議員、茜ヶ久保眞由美議

員と一緒に、地域の防災について 特に茜ヶ―

久保議員は、地域防災については徹底的な実地

というか、住民の方とともに取り組んでおられ

ますので 学ばせていただきました。彼女の―

市議会での発言によりますと、「島山地区の自

主防災組織は、地元の強い熱意と団結のおかげ

で、災害時の要援護者のサポート体制まで含め

て、いざ避難勧告が出たら、具体的に、誰が誰

をどの避難所にどうやって避難させるか、その

訓練まで完璧に近いと思えるほど仕上がってい

ます」というふうにおっしゃっています。そし

てまた、「サンマリンはふだんは施錠してあ

り、いざというときには使えないので、避難所

にはできない」ということも指摘をされていま

す。そして、その取り組みの成果もあって、島

山地区には複合型津波避難施設が27年度に完成

して、今、実際、地元の皆様には喜ばれている

ところです。島山の住民の方については、そこ

に行っていただければいいと思います。

ただ、そこで問題になるのは、総合運動公園

を利用されている方々の避難対策です。27年度

の利用者の内訳では、児童生徒が52万人強で

す。一般の方が33万人、観覧者が50万人ですか

ら、子供から高齢者、障がいのある方々等を、

いかに早く安全な場所へ誘導できるかです。津

波の速さは水深に比例し、水深100メートルでは

時速約100キロで進むとされています。日向灘地

震の場合、震源が海岸から近いため、第１波が

約20分で陸地に到達すると予想されています。

さらに、陸では秒速数メートルの速度で襲って

くるため、人が走って逃げるのは難しいと思わ

れます。県総合運動公園の津波避難対策には課

題があると思いますが、今後の対応について部

長にお尋ねをいたします。

津波避難対○県土整備部長（東 憲之介君）

策につきましては、これまでさまざまな対策を

講じてきたところであります。しかしながら、

ただいま御質問にもありましたように、この公

園は不特定多数の方々が利用されますので、さ

らに改善すべき点もあると考えております。今

後、現在策定している宮崎県公園施設長寿命化

計画も踏まえながら、さまざまな観点から、関

係部局と連携し、検討してまいりたいと考えて

おります。

非常にゆったりした答弁を○井上紀代子議員

いただいたところなんですが、2040年前後に東

南海・南海地震の危険性が高まると専門家は予

測をしています。県総合運動公園一帯は、地震

や大雨で水没を繰り返した歴史を持っていると

ころです。置県80周年記念事業として総合運動

公園建設を考えて、順次スポーツ施設を建設

し、1979年（昭和54年）、国民体育大会の開催

までこぎつけた場所でもあります。そこで、知

事にお尋ねをしたいんですが、２巡目国体に向

けて、防災面も含めた施設整備の考え方につい

てお尋ねをいたします。

２巡目の国体や全国障○知事（河野俊嗣君）

害者スポーツ大会に向けた施設整備の検討に当

たりましては、競技の円滑な実施や、ユニバー
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サルデザイン等に配慮した機能性も大変重要な

ことでありますが、これに加えて、国体終了後

も十分に利活用して地域の活性化に結びつけて

いくという将来性、さらには建設費・維持費な

どの経済性というものも重要だと考えておりま

すし、今、御指摘がありましたような、津波な

ど自然災害等に備えた安全性の確保についても

重要な視点であると考えております。これらの

視点を踏まえまして、整備内容や整備場所等に

つきましては、今後、専門機関による調査を進

め、県議会や市町村等からの御意見をいただき

ながら、関係部局による庁内検討会議におい

て、総合的に検討することとしております。こ

れらを踏まえた上で、適切に判断してまいりた

いと考えております。

今ある県有施設は、国民体○井上紀代子議員

育大会の施設基準に合致していません。それ

で、２巡目国体をやるためには、特に県民の皆

さんに早く明らかにし、そして、本当に２巡目

国体をやっていくんだ、施設整備もその方向で

やっていくんだということを早くメッセージす

る必要があるというふうに思うんですけれど

も、改めて知事にお伺いします。２巡目国体は

やられるんですよね。

国のほうから今、内々○知事（河野俊嗣君）

定の状況だというふうに考えております。それ

を踏まえて、スケジュール感をしっかり持った

上で、県民の皆様にもお示しをし、競技力の向

上、それから施設の整備等に取り組んでまいり

たいと考えております。

地方を本当に活力のあるも○井上紀代子議員

のにするには、宮崎に必要なものは何であるか

ということと、宮崎にとって必要なものをきち

んとつくり上げていく力というものを地域の中

でつくり上げていかないと 「災害にとって―

あそこの運動公園は大変厳しいぞ」「じゃ、ど

うするんだ」という話が、ただ単に話だけで終

わってしまうようだと 宮崎県の自立は先々―

危ぶまれるというふうになっていくと思いま

す。だから、31年にされるインターハイも含め

て、きちんとしたことを早目に県民の皆さん、

そして市町村とは具体的に話をしていただくこ

とを要望しておきたいと思います。

次に、福祉保健部長に、先ほど壇上で答弁を

していただきましたが、こども療育センターの

ことについてお尋ねをいたします。障がいのあ

る子供の状況は、肢体不自由だけでなく、重症

化、重複化など、さまざまな問題を抱えていま

すが、今後、こども療育センターはどうあるべ

きと考えていらっしゃるのか、お尋ねいたしま

す。

こども療育セ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ンターのあり方についてでございますけれど

も、保護者の皆様の意識・ニーズの変化、ある

いは医療機関・民間施設の整備状況等を踏まえ

まして、対応していく必要があるものと考えて

おります。具体的には、お話にありました、障

がいの重度・重複化に対応する体制の強化、あ

るいは在宅志向の高まりもございますので、そ

ういったものを背景とする短期入所等への対

応、さらには、障がいの多様化への対応、県内

施設とのネットワークの構築、そしてまた、そ

の人材育成など、唯一の県立施設としての役割

をしっかり果たしていく必要があるものと考え

ております。

今、県内において、重症心○井上紀代子議員

身障がい児の分野で新たに民間施設が完成する

など、これまでとは状況が変化しており、こど

も療育センターは早急に体制を整備していくべ

きと考えますが、部長の認識をお伺いいたしま
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す。

こども療育セ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ンターの体制整備につきましては、県立施設と

して担うべき役割を念頭に、県内の医療機関や

民間施設の整備状況等も踏まえまして、本県の

障がい児福祉施策全体の中での位置づけを明確

にすることが前提になるものと認識しておりま

す。このため、他県の先進的施設の調査、ある

いは関係団体との意見交換、利用者へのアンケ

ートを実施しまして、今後のセンターのあり方

や体制の方針を取りまとめるとともに、最大の

課題は常勤の小児科医の確保であるというふう

に認識しておりますので、この確保に向けまし

ても、全力で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

民間の重症心身障がい児・○井上紀代子議員

者の施設というのは、福祉型だけではだめなん

ですね。医療がないとだめなんです。そこの認

識をお互いでしておかないといけないと思うん

です。先ほど部長から何度も、人材の確保とい

うことも言っていただきましたので、そこも含

めてお願いをしたいと思うんですが、続けて、

県内民間施設の機能向上やこども療育センター

の人材育成のため、こども療育センターは県内

民間施設との相互研修が必要と考えますが、部

長の認識をお伺いいたします。

こども療育セ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ンターにおきましては、障がい児に関する長期

の専門研修や講習会など、さまざまな研修会等

に職員を派遣いたしまして、人材育成を図って

いるところでございます。また、センターの理

学療法士や作業療法士などが、県内の幼稚園や

児童発達支援センター等を訪問いたしまして、

施設の職員に対する指導を行うなど、民間施設

に対する研修等も実施しているところでござい

ます。県内民間施設との相互研修についてとい

う御質問でございますけれども、職員の受け入

れを行う民間施設側の状況等もよくお聞きした

上で、民間施設と療育センター双方の連携を図

りまして、お互いの職員の質の向上が図られる

よう、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。

民間施設に来られる方は、○井上紀代子議員

こども療育センターのように全ての方が専門家

ではないわけです。その方を民間施設の中で育

てていきながら、十分な 当事者もそうです―

けれども、そこを選んでくださった保護者の皆

さんに対しても 安心・安全な場所を提供し―

ていく、そして、ずっとそこにいられるように

していくということを願っているわけです。と

ころが、研修をしない限り、職員の皆さんのス

キルはアップしていかない。そこの施設の中だ

けだとそのスキルは上がっていかないというこ

とは、残念なことだと思いますが、事実です。

私が知っている施設によりますと、私たちの生

活の中で、しょっちゅう障がい児を見る可能性

というのが低い人もいらっしゃると思うんで

す。採用にはなったわ、実際、重症児の方とお

会いしてみて、自分が本当に何ができるだろう

かと迷って、その場でやめてしまうという人た

ちもいるわけです。問題は、何が職員の方たち

に必要なのか。その職員が悪いのか、子供に

とっての専門家である母親のクレームがいけな

いのか。そういうことではないと思うんです。

だから、お互いがしっかりとしたスキルを持っ

て、専門的な意識を持ってやっていただけるよ

うにするには ただ、民間施設は、こども療―

育センターのように人がいっぱいいてやれるわ

けではないので、もしかして２人職員を外に出

そうとすると、それのリスクというのは大変大
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きなものがあるわけです。こども療育センター

のほうから民間施設のほうに出かけていって、

自分たちが持っていらっしゃるスキルをきちん

と伝えていただくということが大変重要だとい

うふうに思います。

部長の答弁によると、長期の専門研修や講習

会などに職員を派遣する、そしてまた、その上

に、理学療法士や作業療法士などが、県内の幼

稚園や児童発達支援センター等を訪問するとい

うことを言っておられるわけです。それが具体

的にうまくマッチして、今、医療的ケアの必要

な民間施設というのはあるわけですから、リハ

ビリはどうやったらいいのかとか、具体的な相

互研修といいますか、絶対にこども療育センタ

ーにとってもプラスになることだと思いますの

で、ぜひそれをやっていただきたいというふう

に要望しておきたいと思います。

次に、発達障がいも含めてそうですが、障が

い児は早期発見と早期療育が必要であるという

のは、何年たっても変わらないわけです。た

だ、それをどこで受けるかということが重要な

んです。私が議員になりましたころには、他県

に行くということが大変多うございました。そ

れを私は大変悔しく思いましたし、そのことが

できるだけ県内で行われるようにということを

願ってきたわけです。ところが、今でもまだ、

子供に障がいがあるとわかったときには県外に

行かれる方たちが非常に多い。そのことは大変

残念だというふうに思っています。発達障がい

は早期発見と早期療育が必要なんですが、それ

では、一人の子供が療育を受けるまでにどのよ

うな流れになっていて、その中でこども療育セ

ンターはどのような役割を果たしているのか、

福祉保健部長にお尋ねいたします。

市町村が実施○福祉保健部長（日隈俊郎君）

しております１歳６カ月児・３歳児健診におい

て、発達障がいの疑いがあると判断された子供

につきましては、市町村保健師を中心とする

フォロー教室におきまして個別相談を行い、必

要に応じて、児童発達支援センター等における

療育相談や訓練につないでいくということにな

ります。このような流れの中で、こども療育セ

ンターの役割でございますけれども、昨年度、

こども療育センターでは、89人の方から発達障

がいに関する相談を受けるなど、療育相談や訓

練機関としての役割を果たしております。その

ほか、発達障がい児を受け入れている保育所等

のサポート機関としての役割も担っているとこ

ろでございます。

今、こども療育センター○井上紀代子議員

は、宮崎市の発達支援センターのほうに回して

おられるわけですけど、きちんとした療育のシ

ステムの中に入っていくには、早い子で３カ

月、遅い子は６カ月かかるというふうに言われ

ています。それが通例だと言われています。そ

こをできるだけ早く療育にかかれるように、徹

底して福祉保健部のほうで取り組みをお願いし

ておきたいと思います。選ばれる施設、信頼さ

れる施設として、こども療育センターの役割を

ぜひ果たしていただくようお願いを申し上げた

いと思っています。

次に、女性活躍の問題についてお尋ねをいた

します。

先日、私たち環境農林水産常任委員会は県内

調査に出かけたわけですが、そのときに、環境

森林部は松浦好子主幹、農政水産部は児玉珠美

主幹が一緒についてきていただきました。大変

楽しく、そして 今までは目玉的に部長が一―

人いらしたんですが、職員の方たちが委員会と

かで答弁する場面が非常に少なかったと思いま
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す。最近は、その変化というか、今、女性の職

員の方たちがどんどん前面に出てきていただい

ていることに、大変うれしさを感じています。

女性活躍の担当部長として、県職員の女性役付

職員が増加してきていることをどう評価されて

いるのか、永山部長にお尋ねいたします。

本県の課長級○総合政策部長（永山英也君）

以上の職員のうち女性職員の占める割合は、平

成22年度の4.0％から平成27年度には6.1％と増

加をしております。また、知事部局の副主幹以

上に占める女性職員の割合につきましても、平

成22年度の8.7％から平成28年度には11.2％と増

加をしております。県庁において、女性職員が

役付の職員として政策や方針決定過程へ参画す

ること、これは本来あるべき姿であると思いま

す。また、若手を含めて全ての女性職員が生き

生きと働くことは、大変重要であります。今後

とも、県内全体の女性活躍を推進する立場とし

て、県庁内の女性の活躍についても、しっかり

と努めてまいりたいと考えております。

やっぱり２桁、10.6とかと○井上紀代子議員

なると、おおっという数字的なインパクトが非

常に強いと思っています。自然体でいいんで

す。自然体でいいけれども、女性の人たちが

しっかりと県庁職員としての役割を果たしてい

ただけるよう、その場が確保されていくよう

に、よろしくお願いしたいと思います。

ただ、残念なことに、宮崎県内の市町村の状

況というのは全国最下位です。県庁のそういう

ことも含めて、どう市町村にまで広げていくの

かというのは、とても大事なことではないかと

思っているところです。みやざき女性の活躍推

進会議もつくられて、その中で、各企業さんに

もそれを波及させていこうとされているわけで

すが、女性の活躍促進に向けて、県としてどの

ように取り組んでおられるのか、部長にお尋ね

いたします。

県におきまし○総合政策部長（永山英也君）

ては、昨年の10月に、今お話にありました企

業、関係団体、行政で組織します「みやざき女

性の活躍推進会議」を設立いたしました。女性

活躍推進のための講演会や研修会などを行って

おり、現在、会員企業が145社となっておりま

す。また、「仕事と家庭の両立応援宣言」を行

う事業所の登録促進を、宮崎労働局と連携・協

力しながら進めておりまして、現在、登録数

が656件となっているところであります。県とい

たしましては、今後とも、宮崎県男女共同参画

センターとも連携し、研修・啓発を積極的に

行ってまいります。また、みやざき女性の活躍

推進会議を中心として、各企業、団体等におけ

る主体的な活動が推進され、女性が多様な働き

方を実現できる環境づくりを進めまして、女性

はもちろん、男性も生き生きと働き、ともに活

躍する活力ある宮崎の実現に努めてまいりたい

と考えております。

自民党憲法改憲草案の中○井上紀代子議員

で、家族の助け合い義務を新設するという条項

があるわけです。その中で、非常にセンセー

ショナルに受けとめられた、「保育園落ちた日

本死ね！」というあのことを発端に、日本の中

で女性たちはどんなふうになっているんだろう

か、働き方も含めてどのように見られているん

だろうかと。これは大きなメッセージであった

というふうに私は思っています。つまりは、全

てのことを家族で、全てのことを家庭でという

ふうに言われると、なかなか支え切れない。介

護も、子育ても、全てにおいて家族が家族が

と。三世代同居の推進とか、３年間抱っこし放

題と、これは意味がちょっとわからないところ

平成28年６月９日(木)
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もあるわけですが、そういうことを言われてみ

ても、女性たちにとっては非常に厳しい状況に

なるのではないかと思っています。大切なこと

は、個人の多様な選択を可能にすること、その

仕組みや社会保障を国が整備すること、このこ

とが大切なのではないかというふうに、私の意

見を述べておきたいと思います。

次に、農業問題についてお伺いをいたしま

す。

まず、先日、平成27年の本県の農畜水産物の

輸出額が対前年比143％の25億円を超えたとの報

道があって、知事からも、これまでの東南アジ

アに加え、ＥＵ等への農畜水産物の輸出拡大に

取り組んでいると伺いました。また、今度の知

事の発言の中で、キャビアのお話とか、マンゴ

ーの話とか、大変生き生きと報告していただい

たことに、非常にうれしさを感じました。工業

製品と異なり、農畜水産物の輸出は、その国の

食文化とか生活習慣の中に受け入れられなけれ

ば成功しません。そこで、ＥＵ向けの農畜水産

物の輸出について、どのような戦略を持って取

り組むお考えなのか、知事にお伺いをいたしま

す。

昨年、私も参加をいた○知事（河野俊嗣君）

しましたミラノ国際博覧会では、本県産の牛肉

や養殖ブリ、お茶などが来場者から非常に高く

評価され、手応えを感じたところであります。

数億人の比較的裕福なマーケット、ＥＵという

ところは、非常に有望な輸出先であると改めて

認識をしたところであります。ＥＵへの輸出を

考えるに当たっては、化学肥料や農薬を使用し

ないオーガニックや、環境、健康に対する関心

がとても高いということ、そして、ＨＡＣＣＰ

（ハサップ）対応といった高い衛生水準が求め

られることなど、ＥＵならではの食に関する基

準があるところであります。このため、今年

度、新たにＥＵに輸出促進コーディネーターを

設置いたしまして、ＥＵの食文化や食に対する

志向などをしっかりと把握しますとともに、昨

年設置しましたジェトロと連携して、現地の情

報を本県の企業・産地等へ提供してまいりたい

と考えております。さらに、これらの情報に基

づきまして、県内の輸出環境の整備を行うな

ど、きめ細やかな支援体制を構築することによ

りまして、ＥＵへの輸出を促進してまいりたい

と考えております。

私もミラノに行かせていた○井上紀代子議員

だきましたが、そのときに出たお茶の提供の仕

方そのものも大変おしゃれで、お茶が別物に見

えるほどすばらしく感じました。オーガニッ

ク、ＨＡＣＣＰの対応、ここの高い衛生基準が

クリアできたら、世界でどこも恐れることなく

輸出ができるということになりますので、これ

は大変すばらしいと思っています。また、ＥＵ

に輸出促進コーディネーターを設置するという

のは、これもぜひ頑張ってやっていただきたい

と思っています。

日本の人口は大半の地域で減少しています

し、地方消滅とか財政悪化など、安倍政権の地

方創生はうまくいっているとは言えないと私は

思っています。地方創生はお金を使ってできる

ものではなく、政府主導で地方創生できた事例

はほぼないと言っても過言ではないと思いま

す。本質的には、地方経済を活性化させるに

は、地方に独自財源と権限を持たせて、地域の

自由度を高め、自治体の自主性を大切にするこ

とが必要だと思っています。つまりは、宮崎県

での地方創生は、乱暴な言い方をすれば、宮崎

が何で飯を食い、飯の種を花開かせるかだと私

は思っています。私は、国に左右されない宮崎

平成28年６月９日(木)



- 33 -

平成28年６月９日(木)

県の自立を願っていますが、その核となるの

は、宮崎県の農業だと確信しています。イタリ

アは、地方創生の成功例を多く持っている国で

す。イタリアの各地の経済規模は1,000億円に達

していると言われています。コモ、パルマ、サ

ンタ・クローチェ、ヴェネト州、リヴェン

ツァ、プラート等々です。宮崎県も、県内中小

企業の皆さんと力を合わせて、海外展開を進め

られることを強く望んでいます。改めて知事

に、ＥＵに向けて輸出拡大していく取り組みに

ついて、その決意をお聞かせいただきたいと思

います。

今、イタリアの例を出○知事（河野俊嗣君）

されましたが、イタリアの産業構造として、極

めて付加価値の高いものをやり 飯を食うと―

いう表現がありましたが いかに外貨を稼ぐ―

かということでの大変参考になる事例、しかも

食文化という面で非常に高いレベルのものがあ

るというふうに考えております。これまで本県

におきましては、アジアを中心に、東アジア経

済交流戦略ということで、輸出先については県

の事務所を設置するなど取り組んでまいりまし

た。さらには、ＥＵや北米なども視野に入れな

がら、グローバル戦略ということで今回取りま

とめたところでありまして、さまざまな可能性

を模索しながら、しっかりと本県の農畜水産物

で稼いでいくことができるような輸出体制とい

うものを検討してまいりたい、また実施をして

まいりたいと考えております。

地方創生も含めてそうです○井上紀代子議員

けれども、小さくまとまらないということが大

事だと思います。常に宮崎県の自立を目指して

頑張っていただきたいと思っています。

ある金融機関の調査では、消費者の食の志向

は、健康志向が最も高いようです。その一方

で、食の簡便化志向が顕著に増加している。特

に20代では、経済性志向が大きく減少していま

す。また、食品の購入時だけでなく外食時に

も、国産かどうか気にかける方が増加してお

り、６割を超える方が、「割高でも国産を選

ぶ」と回答されています。この調査から、少し

高くても安全で健康な食を手軽に楽しみたいと

いう消費者の食の志向が見えています。大手ス

ーパー等で買い物をすれば、このような食の変

化に対応したたくさんのプライベートブランド

商品が、求めやすい価格帯で売られています。

本県を含めて、食材を提供する産地は、この食

の志向の変化をしっかりと認識し、大手量販店

や食品加工メーカーの商品規格に対応できる対

応策を講じていく必要があります。県は、今議

会に農業・農村振興長期計画を上程されていま

すが、この計画では、変化する食の志向に対応

し、今後、どのような産地づくりを展開してい

こうとされているのか、部長にお尋ねをいたし

ます。

近年の消費者○農政水産部長（郡司行敏君）

ニーズにつきましては、食の安全・安心志向に

加え、御質問にもありましたように、健康であ

るとか簡便化の志向が高まっており、これから

の産地づくりにおきましては、産地がこのよう

なニーズを的確に把握し、対応していくことが

極めて重要であると、そのように考えておりま

す。このため、本議会で審議をお願いしており

ます第七次宮崎県農業・農村振興長期計画にお

いて、新たに打ち出しました産地経営体構想の

中で、マーケットからのリクエストに応えて、

確かな品質の農産物を安定して生産・供給でき

る産地づくりを推進していくこととしておると

ころであります。具体的には、健康志向に対応

して、「カラダグッドＭｉｙａｚａｋｉ」と
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いった新しいイメージ戦略とあわせて、機能性

に着目した産地づくりを進めますとともに、簡

便化の志向に対しましては、食品加工メーカー

と連携した加工・業務用農産物の産地づくりな

どに取り組むこととしておりまして、今後、こ

のような取り組みを生産者や関係団体と連携し

て、積極的に推進してまいりたいと、そのよう

に考えております。

プライベートブランド商品○井上紀代子議員

というのは大変いいと思いますので、大量につ

くったものがしっかりと売れていくということ

が大事なので、そこのリクエストにしっかりと

応じていただきたいと思っています。

先日、常任委員会の調査で、鹿児島県志布志

市の農業公社の視察を行いました。志布志市

は、鹿児島では有名な促成ピーマンの産地です

けれども、オイルショック後の価格低迷など

で、昭和52年から13年後の平成２年には、7.5ヘ

クタールまで産地が衰退したようです。この状

況を打開するために市の農業公社が設立され

て、東京等での就農相談会に参加した参入希望

者等を厳選して、２年間の研修体系を構築した

結果、ついに減少前の産地規模を超える産地と

なるとともに、ピーマン部会の平均年齢は48歳

という、産地の若返りを実現しています。新し

い長期計画では、産地経営体という構想が示さ

れていますが、産地は人で成り立っています。

そこで、産地経営体を支える人材育成方針につ

いて、部長にお尋ねをいたします。

マーケットニ○農政水産部長（郡司行敏君）

ーズの変化に対応し、儲かる農業を実現できる

産地づくりを進めていくためには、高度な技術

や経営管理能力等を備えた人材育成が極めて重

要であると考えております。このため県では、

今年度から新たにＪＡグループと連携し、３つ

の取り組みを柱とする、宮崎方式の営農支援対

策に取り組むことといたしております。１つ目

は、みずから産地改革に取り組むＪＡ部会等を

対象とした、産地分析や将来ビジョンの策定支

援、２つ目は、普及指導員とＪＡ営農指導員を

対象とした、高度な技術等の導入に対する指導

力向上のための一体的な研修の実施、そして３

つ目は、農業者を対象とした、経営管理能力等

の向上のための経営発展ステージに応じた体系

的な研修の実施であります。さらに、議員から

志布志の事例も御紹介ありましたけれども、Ｊ

Ａ部会等を核として、新規就農者の受け入れと

育成機能を有する「しごと創生公社」の設立推

進により、産地を支える人材を育成してまいり

たいと考えております。

しごと創生公社の設立を推○井上紀代子議員

進していくと、大変期待をしております。志布

志で見た若者たちは、自分の中で経営のイメー

ジを持ちながら頑張っておられました。ああい

うものを見せていただくと、「まだまだ日本の

農業は……」というふうに思うところがありま

した。改めて、農業というのは大きな雇用の場

所でもありますし、発展性のある場所だという

ふうに認識をしますので、よろしくお願いした

いと思います。

次に、「グルテンフリー」という言葉を御存

じでしょうか。海外で買い物をすると、売り場

のかなりの面積を占めてグルテンフリーの食材

が売られています。今、炭水化物と糖質が人間

の脳に及ぼす悪影響について新たな見解を述べ

たデイビット・パールマター医学博士の本が、

全世界で驚きを持って読まれ、話題を集めてい

ます。人間の脳のために何を食べればいいか、

その最適なガイドラインがわかると言われてい

ます。私は長い間、アレルギーに悩まされてき
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ましたが、最近、食事療法による改善で、その

速度の速さに本当に驚いています。宮崎県産の

牛肉もしっかり食べたい、そう思うわけです

が、しっかり宮崎県産の牛肉を食べるために

は、宮崎県産100％ 100％というのはちょっ―

と言いづらいところですが 飼料で肉用牛の―

生産はできないのか、また、その方式で生産さ

れた牛肉をブランド化できないのか、お伺いし

たいと思います。これは一つ大きな目玉になる

というふうに私は思います。牧草で育つ、これ

は大変重要なことだと思います。飼料の確保は

大変でしょうけれども、お聞きしたいと思いま

す。

現在、国内の○農政水産部長（郡司行敏君）

肉用肥育牛の生産におきましては、高品質な肉

質を確保するために、配合飼料を中心とした飼

養管理が行われており、これには主に輸入飼料

が用いられておりますが、御提言のように、県

産飼料を活用することは、消費者の安心感を高

めるためにも、また食料自給率の向上の上で

も、意義のあることだというふうに考えます。

そこで、県では、畜産試験場におきまして、国

産飼料を活用した飼養管理の確立に向け、これ

まで試験を重ねてきたところであります。その

結果、繁殖牛では、国産飼料100％での飼養が可

能であり、また肥育牛では、77％までの給与で

あれば、通常の牛と同等の発育が確保できると

いう結果を得ておりまして、県産飼料を中心と

した生産の可能性を確認しているところであり

ます。しかしながら、この実用化に当たりまし

ては、飼料原料の確保であるとか肉質向上等の

課題も残っておりますので、今後、さらに試験

を進めていきたいと考えております。また、あ

わせて、県産飼料を活用した牛肉のブランド化

につきましても研究してまいりたいと考えてお

ります。

ぜひ研究を重ねていただき○井上紀代子議員

たいと思います。安心・安全、健康は、みやざ

きブランド推進の基本理念です。まさに時代が

みやざきブランドに追いついてきた、そういう

思いが私はしておりますので、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

先ほど申しましたが、私もアレルギーが強い

のですが、アレルギーのある子供は現在どうい

う状況になっているのか、教育委員会で把握さ

れていますでしょうか。

県教育委員会におき○教育長（四本 孝君）

まして毎年実施しております、「学校給食の指

導・運営管理に関する調査」の結果によります

と、県内の公立小中学校において食物アレルギ

ーを有する児童生徒の数は、調査項目を設けた

平成22年度には、小中学校合わせて2,544人であ

りましたが、平成27年度には、3,545人になるな

ど、増加傾向にあります。

次に、学校給食というの○井上紀代子議員

は、そのような子供たちの実態も含めて、どの

ような考え方に基づいて献立を立てられている

のか、お伺いをいたします。

学校給食の献立は、○教育長（四本 孝君）

学校給食法などの規定に基づきまして栄養教諭

等が作成しております。子供たちがおいしく食

べられるようにするとともに、多様な食品の組

み合わせや栄養のバランスがとれるように工夫

されております。また、年々増加傾向にある食

物アレルギーを有する子供への対応につきまし

ては、こうした子供たちにも、ひとしく学校給

食を提供するという観点から、アレルギーの原

因となる食物を取り除いた除去食や、除去した

食物に対して何らかの食材をかわりに提供する

代替食を可能な限り準備するなど、原因物質の
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完全除去を原則とした献立の作成に努めている

ところであります。

最後に、教育長にお尋ねし○井上紀代子議員

ますが、県教育委員会としては、学校給食にど

のようにかかわっているのか、お伺いをいたし

ます。

学校給食の安全・安○教育長（四本 孝君）

心を確保する観点から、県内全ての学校給食調

理員や栄養教諭等を対象とした衛生管理研修会

を毎年開催しておりますほか、市町村教育委員

会や保健所と連携しながら、計画的に学校給食

施設の立入検査を行うなど、衛生管理の徹底が

図られるよう、指導・助言を行っております。

一方、学校給食は、食育を進める上で重要な役

割を担っておりますので、毎年、地域を指定し

て実施している食育実践事業において、郷土食

を生かした献立の研究を行うとともに、給食の

時間を利用して、子供たちに対して食の重要性

等を指導しております。また、県教育研修セン

ターにおいて、栄養教諭等を対象に、地場産物

活用の教育的意義や効果等についての指導を

行っております。県教育委員会といたしまして

は、引き続き、学校給食を通した食の安全・安

心を図るとともに、食育のさらなる充実に努め

てまいりたいと考えております。

最後に、ちょっと知事にお○井上紀代子議員

伺いしたいんですけど、今、教育長の答弁を聞

かれて 給食というのは私はとても大事なも―

のだと思っています。ひょっとしたら１食しか

食べない子もいるかもしれないんです。給食は

大変重要なものであるにもかかわらず、積極的

に学校給食にかかわっていけないのではない

か、距離感があるのではないかと私は思うんで

す。宮崎の子供たちが本当に健康に気をつけて

学校給食だけによることではないんですけ―

れども 自分の体を健康なものに保つため―

に、それが改善されたりするということがあれ

ば、それは大変重要なことだと思います。今の

教育長の答弁、宮崎県の子供たちにとっての学

校給食を、どのような思いで聞かれたでしょう

か。

給食 今、自分の記○知事（河野俊嗣君） ―

憶もよみがえってきたところでありますが、子

供たちの健康管理というものもありますし、郷

土食という御指摘、やはり食育という観点もあ

ります。さらには、先ほど、アレルギーの子供

がふえていると。大変厳しい状況といいます

か、危機感を覚えておるところであります。安

全性という面でも非常に重要な、さまざまなそ

ういう観点を考慮する必要があるというふうに

考えておるところであります。教育長の答弁

で、さまざまな指導・助言なり研修を行ってい

るということでありますので、そういう現場の

状況をしっかり把握しながら必要な助言を行っ

ていく、そしてよりよいものにしていく、その

努力をこれからも重ねてまいりたい、そのよう

に考えております。

ありがとうございました。○井上紀代子議員

グルテンフリーというのは、難しそうに言う話

ではなくて、昔の食事に戻ろうかという話なん

です。御飯を食べて、お魚をいっぱい食べて、

そしてお野菜をいっぱい食べてというのがグル

テンフリー、日本的に言えば、それがグルテン

フリーだと私は思っています。だから、給食の

中で、お魚をいっぱい食べる、お米をいっぱい

食べる、そしてお野菜をいっぱい食べるという

こと、そのことが子供たちに提供できたら、私

は、宮崎県の子供たちの脳は心配なく、確実に

きちんと育っていけるというふうに思います。

食の問題は、私たち人間にとりまして、大変重
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要なことだと思います。食事を抜きにして私た

ちの人生も語れないところもあるというふうに

思っています。教育委員会だけに責任を押しつ

けるつもりも一切ありませんが、できるだけ、

米、魚、野菜を食べられるような状況をこれか

らも続けていくと、宮崎県の人たちはずっと健

康でいられるのではないか。認知症も恐るるに

足らないというふうに思うところです。

本日の質問を終わらせていただきます。いろ

いろと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51分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、後藤哲朗議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○後藤哲朗議員

は。延岡市選挙区の後藤哲朗でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。

さて、「熊本地震 知事として」というインタ

ビューの特集が、ある新聞に掲載されていまし

た。「大きな地震の経験から、熊本県として、

政府やそのほかの自治体とどのように連携して

いきますか」という問いに、蒲島知事は、「熊

本が地震を経験することによって南海トラフ地

震にどう対応できるかを、科学的に検証しない

といけないと思うんです。一番わかったのは、

南海トラフ地震で大きな被害が予想される宮

崎、大分からのアクセス。道路がやっぱり一番

大事で、災害に強い道路、高規格の道路を、早

く整備しなければならないと思います。大分と

結ぶ中九州横断道路、宮崎からのアクセスは九

州中央自動車道。両方とも事業化されているの

で、これを早くしないといけません」。また、

「南海トラフ地震への対応力の強化は、スピー

ド感を持って早くやらないといけない。このこ

とを今回教えてくれたと思います。（中略）今

回浮き彫りになった様々な課題・問題点を検証

し、南海トラフ地震への備えにしないといけな

いと思います」等々答えられております。

本県は、熊本地震を教訓に、南海トラフ地震

への対応を急がなくてはなりません。それに

は、国土強靱化、防災・減災の取り組みは、国

のリスクマネジメントであり、強くてしなやか

な国をつくることと考えます。また、日本の産

業競争力の強化であり、安全・安心な生活づく

りであります。さらに、地域活性化におけるイ

ンフラの果たす役割を正当に評価し、地方創生

との連携強化が必要と考えます。そこで、今回

の熊本地震の発生を受け、２点についてお尋ね

いたします。

１点目は、国が進めている国土強靱化につい

て、本県においても取り組んでいく必要がある

と考えますが、知事に御所見をお伺いいたしま

す。

２点目は、これまで進めてきた南海トラフ地

震対策に、今後どう取り組んでいかれるのか、

知事にお伺いいたします。

次に、県内の景況感についてお尋ねいたしま

す。内閣府が今月１日に発表した2013年度の１

人当たり県民所得は、香川と熊本を除く45都道

府県で前年度より増加しました。本県は前年度

比５％増の240万7,000円、順位は１つ上がり44

位でした。また、同日に熊本国税局は、2015年

の県内の所得、消費、贈与税の確定申告状況を

発表しました。納税額はいずれも過去10年で最

高でした。同局は、「経済財政政策で雇用や所
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得の環境が改善するなど、緩やかな景気の回復

基調が続き、納税者がふえたと考えられる」と

しています。ところで、知事に、現在の県内の

景況感について、率直な印象をお伺いいたしま

す。

次に、宮崎の山の魅力についてお尋ねいたし

ます。本年の８月11日は、「山の日」制定初年

度の祝日であります。さて、本県は、九州の南

東部にあって、南北最大約165キロ、東西最大

約75キロの南北に長い形で、総面積の約75.8％

が林野となっています。県北部の大分県境に

は、古い火山活動で形成された祖母・傾山地、

その南東部には、花崗岩がせり上がってできた

大崩山地、それに伴って形成された行縢山地が

あり、北西部から西部にかけての熊本県境に

は、九州の屋根とも言われる九州山地が連なり

ます。また、中央部東には尾鈴山瀑布群で知ら

れる尾鈴山地、南西部には霧島火山群で知られ

る霧島山地、南部には鵜戸山地、日南山地があ

ります。県の東側は海に面し、北から西を山で

囲まれた地形から、夏には、湿気を多く含んだ

南あるいは南東の季節風が吹き込み高温多雨と

なりますが、冬には、北あるいは北東の季節風

を山地が遮って、平野部では温暖な気候となり

ます。本県は、このような自然条件を生かし

て、さまざまな産業が生まれた歴史がありま

す。例えば、日南市一帯では古くから林業が発

達しました。木造船の用材として重宝されてき

た飫肥杉は、1623年ごろ、伊東藩の財政再建の

ために杉の挿し木造林をしたのが始まりと言わ

れております。山、森林は国土の礎であり、

「日本のひなた」で育まれた木材はもとより、

豊かな森の恵み・森林資源は、本県の宝であり

ます。そこで、宮崎の山の魅力について、知事

の思いをお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後は

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。

まず、国土強靱化の取り組みについてであり

ます。国におきましては、東日本大震災の教訓

を踏まえ、大規模自然災害等から人命を守り、

経済社会への被害が致命的なものにならず迅速

に回復できる、いわゆる国土強靱化の取り組み

が推進されております。本県におきましては、

南海トラフ地震、大きな被害が懸念されており

ますことから、これに備えた防災・減災対策を

総合的かつ計画的に進める必要があると考えて

おります。その際、特に、御指摘もありました

が、中央道、また東九州道の県南区間でありま

すとか、高速交通体系というもの、高速道路

今回もバックアップ道路として重要な役割―

を果たしたわけであります。現在、国土強靱化

地域計画の策定に取り組んでいるところであり

まして、今後はこの計画を早急に策定いたしま

して、ハード、ソフト両面から必要な対策を推

進してまいりたいと考えております。

次に、南海トラフ地震対策の今後の取り組み

についてであります。今回の熊本地震におきま

しては、市町村の庁舎等の損壊、支援物資の受

け入れなど、さまざまな課題が改めて浮き彫り

になりました。一方では、国から、被災県の要

請を待たずに行う、いわゆるプッシュ型の支援

物資の提供が行われたり、カウンターパート方

式による自治体間での広域応援が行われるな

ど、今後の参考となる取り組みがなされたとこ

ろであります。本県も西臼杵に官民一体となる

支援拠点を置いたというようなことも、今後の

モデルになると考えております。東日本大震災

以降、南海トラフ地震を想定して、地震減災計
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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等に取り組み、毎

年、沿岸地域での総合防災訓練を行ってきてい

るところであります。今後は、今回の地震を踏

まえまして、市町村や関係機関、関係団体とも

連携をしながら、支援の受け入れ等のマニュア

ルの整備や訓練の実施など、より実践的な取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

次に、県内の景況感についてであります。県

内経済の状況を見ますと、ここ数年、有効求人

倍率や県民所得・平均賃金の改善が見られるほ

か、金融機関の預金・貸出金が増加するなど、

基調としては、持ち直しの動きが続いていると

認識をしております。しかしながら、中小企業

の多い本県におきましては、都市部と比較する

と依然として差があることから、景気の回復を

実感できる状況までに至っているかどうかとい

うところは、いろいろ議論があるのではないか

と考えておりまして、先般発生した熊本地震に

より、特に観光分野での落ち込みが大きく、今

後注視していく必要があるものと考えておりま

す。

最後に、宮崎の山の魅力についてでありま

す。本県の九州中央山地や霧島連山に代表され

る山々は、四季折々の変化に富んだ美しい自然

景観を形成しまして、山村の風土や文化を育

み、清らかな水によって森林や田園を潤すな

ど、私たちの生活に多くの恵みをもたらしてい

るものであります。本県は25年連続日本一と

なった杉の生産というものがあるわけでありま

して、まさに山は、こういう杉、さらにはシイ

タケやジビエなど恵みの場であるとともに、観

光、レクリエーション、スポーツの場でもあ

る。さらには、いろいろ御指摘がありました尾

鈴山、大崩山、祖母・傾山、霧島連山、いわば

ふるさとのシンボルであるというような、本当

に重要な存在であろうかと考えております。山

間地域の地形を生かした焼き畑や棚田、各地に

伝承される神楽、世界的に貴重な照葉樹林、人

々に癒やしを与える温泉などは、山が育んだ本

県にとっての宝であると考えております。

「山の日」が国民の祝日となりますことは、

森林・林業県である本県にとって非常に喜ばし

いことであると受けとめております。山の恩恵

に感謝し、この貴重な財産を、自然との触れ合

いや観光振興、山村地域の活性化につなげると

ともに、次の世代へとしっかりと引き継いでい

かなければならないという思いを強くしている

ところであります。以上であります。〔降壇〕

知事の思い、考え、方向性等○後藤哲朗議員

はしっかりと理解できました。ありがとうござ

いました。

続いて、同じく、宮崎の山の魅力についてお

尋ねいたします。

綾ユネスコエコパークや、世界農業遺産に認

定された高千穂郷・椎葉山地域など、本県の誇

る強みや資源があります。そこで、綾町のユネ

スコエコパークの取り組みなど、山の魅力を地

域活性化に活用している事例がありますが、総

合政策部長に御所見をお伺いいたします。

本県の豊かな○総合政策部長（永山英也君）

自然、またその一つであります山は、地域活性

化の面からも重要な資源の一つであります。例

えば、綾町の大森岳周辺には日本最大級の照葉

樹林があり、ここにかけられました照葉大吊橋

の１年間の利用者が12万人を超えるなど、重要

な観光資源となっているほか、この照葉樹林を

中心とした自然環境との共生の取り組みが、綾

町への移住の促進にもつながっているところで

あります。また、こうした取り組みが評価をさ
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れまして、平成24年にユネスコエコパークに登

録されたところであり、綾町では、これを生か

しまして官民一体となった地域づくりを進めて

おります。県といたしましては、世界農業遺産

やユネスコエコパーク、ジオパークの取り組み

などを通じまして、県内各地域の世界に誇れる

豊かな自然、山の魅力を、市町村とも連携をし

ながら十分に発信し、地域活性化にしっかりと

つなげてまいりたいと考えております。

祖母・傾山系周辺地域のユネ○後藤哲朗議員

スコエコパーク登録に向けて、総合政策部長に

は御尽力いただきますよう、よろしくお願いい

たします。

次に、山菜の生産振興についてお尋ねいたし

ます。山村地域において定住を促進するために

は、現金収入源を確保する必要があります。先

日、新潟県で開催されました全国山菜サミット

に参加してまいりました。全国山菜サミット

は、国内の山菜資源の保続拡大と生産・消費の

持続的発展とともに、地域に根差した山菜文化

の普及・伝承・創造を図り、山村地域の振興に

貢献することを目的としており、平成26年には

本県の串間市でも開催されております。本県は

気候が温暖で降水量も多いことから、山菜の生

育に適しており、全国でも早い時期の収穫が可

能というメリットがあり、大消費地等に向けた

出荷も可能ではないかと考えます。このよう

に、山村地域の定住と収入の確保に、特用林産

物の振興については、現在、乾シイタケが中心

となっていますが、それに加えて、山菜の生産

振興を図っていくことが有効ではないかと考え

ます。そこで、特用林産物の一つである山菜の

振興について、これまでの取り組みと今後の対

策を、環境森林部長にお伺いいたします。

山村地域の定○環境森林部長（大坪篤史君）

住を促進し、生活を守るためには、所得の向上

を図ることが不可欠でありまして、山菜の生産

振興につきましても、そのための重要な取り組

みであると考えております。このため県では、

山菜の生産に熱心に取り組んでいる串間市と西

米良村に対しまして、昨年度までの２年間、栽

培技術についての研修会や販売促進活動等の支

援を行ってきたところであります。また、今年

度からは、新たに「農山漁村で年収100万円アッ

ププロジェクト」に取り組むこととしておりま

して、その中で「山の宝活用事業」として、山

村に豊富に存在します有益な特用林産物を発掘

し、山菜の商品化などを行いまして、それらを

効果的に活用する体感ツアーといったものを実

施してまいる予定でございます。

引き続き、山の自然について○後藤哲朗議員

お尋ねいたします。平成18年６月の第127回九州

地方知事会で、大分県より「九州山の日」制定

等について提言がなされ、２年後の５月に、各

県知事と森林管理局長が「九州の森林づくりに
も り

関する共同宣言」を行っております。その概要

は、多面的機能の高度発揮のための森林整備の

促進、九州材の利用促進、森林環境教育の推

進、「九州森林の日」の創設等であります。そ
も り

こで、美しい宮崎の山、森林を次の世代に引き

継いでいくためには森林環境教育が重要だと考

えますが、県の取り組みについて、環境森林部

長にお伺いいたします。

森林環境教育○環境森林部長（大坪篤史君）

は大変重要ですので、従来から、小中学生を中

心に、地域や学校、みどりの少年団等を通じま

して、体験学習などを実施してまいりました。

さらに本年度からは、森林環境税の４つ目の柱

として、「森林を守り育む次代の人づくり」を

掲げまして、より積極的に推進することとして
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おります。具体的には、小中学生のみならず、

幼い子供たちや高校生・大学生にも対象範囲を

広げまして、例えば、木のおもちゃの提供や木

育スペースの設置、学校林や校庭の整備、伐採

現場等の体験ツアー、森林環境教育のサポータ

ー養成などに取り組むこととしておりまして、

早速今月には、県内の高校生 美術部やイン―

テリアデザイン科の生徒たち を対象とした―

木育デザインワークショップも実施する予定で

ございます。そのようなことを通しまして、本

県のすばらしい環境を次世代にしっかりと伝え

てまいりたいと考えております。

国内では、「信州山の日」の○後藤哲朗議員

長野や広島、和歌山など13の県が、国に先駆け

「山の日」を制定しています。杉素材生産、

フォレストピア構想、世界農業遺産、エコパー

ク登録など、本県は世界、国内に魅力発信でき

る貴重な資源が豊富であります。そこで、環境

森林部長に、宮崎の「山の日」の制定ができな

いものか提言いたしますので、御検討いただき

ますようよろしくお願いいたします。要望しま

す。

次に、東九州軸の連携推進についてお尋ねい

たします。

先日、商工建設常任委員会で、別府市の東九

州広域観光推進協議会の構成者の一つ、ツーリ

ズムおおいたさんを調査研究してまいりまし

た。北九州圏域、大分県、宮崎県の連携推進の

重要性を感じたところであり、高速道開通効果

を促進するためにも、周遊割引「大分・宮崎ド

ライブパス」の事業継続の必要性を思ったとこ

ろであります。そこで、国土交通省から来ら

れ、高速道路などの社会資本整備促進ととも

に、本県の観光推進にも御尽力いただいている

内田副知事に、「大分・宮崎ドライブパ

ス2015」の実績と今後の取り組みについてお伺

いいたします。

「大分・宮崎ドライ○副知事（内田欽也君）

ブパス2015」につきましては、昨年の７月18日

から12月６日までの約５カ月間実施されました

けれども、昨年３月に大分県と宮崎県が１本の

高速道路でつながったこともあり、おととしと

比べると約4.4倍、件数にして１万651件の利用

実績がございまして、県内観光客の増加にも大

きく寄与したものと考えております。ＮＥＸＣ

Ｏ西日本管内では、これまで幾つか割引企画が

あったわけですけれども、実績が１万件を超え

たのは、今回の大分・宮崎ドライブパスが初め

てだそうでございまして、これについては両県

の関係機関が一丸となって広報・ＰＲ活動に積

極的に取り組んだ結果であると、ＮＥＸＣＯ西

日本からも高く評価をいただいているところで

あります。ドライブパスにつきましては、高い

誘客効果が見込まれますので、大分県と連携を

しながら、今年度も引き続き実施していただく

ように、ＮＥＸＣＯ西日本に対して要望を行っ

ているところであります。

本日、追加議案が上程されま○後藤哲朗議員

した、九州観光支援交付金の活用であります。

このドライブパスで相乗効果が大きく図られる

と思います。夏休みや秋の旅行シーズンの前

が、より効果が高いものと思いますので、要望

活動のほど、引き続きお願いをいたします。

次に、熊本地震の教訓等でお尋ねいたしま

す。

熊本地震では、水道管の破損による断水が広

範囲にわたりました。水道は、災害発生時に最

も迅速な復旧を求められるライフラインの一つ

でありながら、水道事業体によって異なる管材

を使っていることで、破損した水道管の補修に



- 42 -

平成28年６月９日(木)

おける材質の適合の課題や、交通インフラなど

にも被害が発生する中、被災地の応急復旧に必

要な資機材をどれだけ正確かつ迅速に調達でき

るか等の課題が浮き彫りになりました。そこ

で、被災した県内市町村に対する飲料水供給な

どの応援について、県の役割を福祉保健部長に

お伺いいたします。

県では、宮崎○福祉保健部長（日隈俊郎君）

県地域防災計画に基づきまして、市町村などの

各水道事業者が保有する給水車、給水タンク、

ポリ容器等の機材の状況を毎年調査いたしまし

て、災害発生時においては、この調査を踏ま

え、災害の状況に応じ必要な応援を市町村へ要

請するなどの総合調整を行っております。今回

の熊本地震では、高千穂町や五ヶ瀬町の水源に

濁りが生じましたので、給水制限を余儀なくさ

れ、県におきましては、延岡市や日向市などへ

給水車等の応援依頼を行ったところでありま

す。また、議員御指摘のように、破損した水道

管の補修における材質の適合などの課題もあり

ますので、県といたしましては、再度、水道管

の布設状況把握について要請するとともに、市

町村が確保している機材の内容把握に努めてま

いりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○後藤哲朗議員

次に、緊急輸送道路についてお尋ねいたしま

す。熊本県では、緊急輸送道路113路線のうち28

路線の計50カ所が熊本地震で通行どめとなり、

支援物資が滞る一因となりました。県内も毎年

のように豪雨災害などが発生しているほか、南

海トラフ地震の発生も予想されており、その備

えとして、緊急輸送道路の整備は極めて重要と

考えます。「みやざきの提案・要望」の参考資

料によれば、県管理道路の緊急輸送道路におけ

るのり面の防災対策の進捗率は53％と約半分で

あります。国の公共事業予算が非常に厳しい中

にあっても、道路の防災対策にしっかりと取り

組んでいかなければならないと考えます。そこ

で、緊急輸送道路の防災・減災対策の取り組み

について、県土整備部長にお伺いいたします。

緊急輸送道○県土整備部長（東 憲之介君）

路は、地震、津波を初めとするさまざまな災害

時における救急・救命活動の円滑な実施や、支

援物資の輸送を担う命の道となりますことか

ら、高速道路を初めとする国県道などの緊急輸

送道路ネットワークの強化が重要であると認識

しております。このため、県が管理する緊急輸

送道路において道路改良を重点的に進めてお

り、現在、68路線、1,279キロメートルの改良率

は83％となっております。また、御質問にもあ

りました、落石等による災害を未然に防止する

のり面の防災対策や橋梁の耐震対策について

も、重点的に進めているところであります。県

といたしましては、南海トラフ地震の発生が懸

念される中、県民の安全・安心な暮らしの確保

のため、引き続き、緊急輸送道路の防災・減災

対策に、関係機関と連携を図りながらしっかり

と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。○後藤哲朗議員

続きまして、通信指令システムについてお尋

ねいたします。今回の熊本地震でも、自衛隊、

警察、消防隊等の身を惜しまぬ活動は、我々国

民に勇気と感動と誇りを与えていただきまし

た。県警本部では、６月３日現在、土の掘り起

こし、捜索、交通整理、パトカー警らなどで延

べ780名の警察官が支援に赴きました。現在も派

遣中とのことで、敬意と感謝の意を表します。

ところで、県警本部では本年３月から、災害

対策を強化した通信指令システムが運用されて

おりますが、新たな災害対策機能とその効果に
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ついて、警察本部長にお伺いいたします。

新たな災害対策○警察本部長（野口 泰君）

機能について御説明します。まず１点目は、災

害情報集約機能の強化であります。この機能

は、110番情報をデータベース化し、被災状況一

覧表の作成や要救助者の分布状況を地図上に表

示する機能で、これにより効率的な救助活動が

期待されるところであります。

２点目は、通信指令システム機能の移転であ

ります。警察本部の110番回線が災害等により切

断されると、各警察署で110番を受理することに

なっておりますが、警察署においても警察本部

同様に、110番情報をシステムに蓄積することが

可能となり、情報の迅速な集約と共有化が図ら

れることになりました。

３点目は、地図情報の高度化であります。津

波を想定したハザードマップ、自衛隊との位置

情報の共有を目的としたＵＴＭグリッドマッ

プ、山岳遭難等に備えた３Ｄの山岳マップを導

入したところであります。

このほか、パトカーなど160台の警察車両に、

現場映像を送信できるタブレットも整備しまし

た。

警察としましては、今後も大規模災害等の発

生に備え、県民の安全と安心を守る警察活動を

推進してまいります。

よろしくお願いいたします。○後藤哲朗議員

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

地域における保健師の保健活動については、

地域住民に対する保健サービス等の総合的な提

供や、地域における保健、医療、福祉、介護等

の包括的なシステムやネットワークの構築と、

その具体的な運用において主要な役割を担い、

果たしていただいております。今後は、団塊の

世代が75歳を迎える2025年に向けて、介護保険

の財政負担の軽減のために、介護が必要になる

時期をおくらせるなどの予防啓発の強化・推進

等、ますます役割が重要になってくるものと考

えます。そこで、医療、介護、福祉などさまざ

まな場面で保健師の役割がさらに重要度を増し

ていると考えますが、福祉保健部長の御所見を

お伺いいたします。

保健師につき○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ましては、４月末日現在で419名が県及び市町村

に勤務しております。保健師は、地域保健対策

の主要な担い手として、保健サービスの提供を

初めとする健康施策に積極的に関与していると

ころであります。また、近年、あらゆる年代を

対象とする生活習慣病等の発生予防の徹底や、

地域のケアシステムの構築等が求められてお

り、保健、医療、介護、福祉等の各種サービス

の総合的な調整による関係機関、住民等との連

携・協働がますます重要になってきております

ので、保健師の活動のあり方は大きく変容する

とともに、その役割の幅も広がってきておりま

す。保健師による保健活動の一層の充実は、持

続可能で地域特性を生かした健康なまちづくり

に大きく寄与するものでございます。医療費削

減や災害発生時の円滑な健康危機管理にもつな

がるものと考えております。今後、住民に寄り

添う事業を展開していくためにも、保健師の資

質の向上にさらに努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

続きまして、民生委員、児童委員の担い手確

保についてお尋ねいたします。地域では、認知

症高齢者への対応や社会的孤立、貧困、虐待、

ひきこもり等、多様で複雑な課題が顕在化・深

刻化し、その対応が問われています。こうした
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問題の解決のためには、地域住民に最も身近な

立場で、生活のしづらさを抱える人々の相談

役、つなぎ役、見守り支援等を行う民生委員、

児童委員への期待が高まっています。しかしな

がら、なり手問題、専門職との連携と活用、活

動しやすい環境づくりなど、課題も多いのも現

状と考えます。民生委員、児童委員の一斉改選

に当たる本年、担い手の確保は重要な課題であ

ると考えます。そこで、本県の民生委員の充足

状況及び担い手の確保方策について、福祉保健

部長に御所見をお伺いいたします。

本県の民生委○福祉保健部長（日隈俊郎君）

員は、本年４月１日現在で2,332名でございまし

て、定数2,386名に対し欠員54名、充足率は97.7

％となっております。民生委員は日々、住民か

らのさまざまな相談を受け、行政機関への橋渡

しを行うなど、地域福祉のかなめでありまし

て、担い手の確保は大変重要な課題であると認

識しております。このため県では、市町村を通

じまして、自治会やＮＰＯ法人、ボランティア

団体など多方面に候補者の選定をお願いしてい

るところでございます。またあわせて、県のホ

ームページや県政番組等を活用して、その役割

や活動内容について、広く県民に周知を図って

いるところであります。お話にありましたよう

に、ことし12月には民生委員が一斉に改選され

ることとなっておりますので、市町村と連携し

ながら、担い手の確保に向けて、より一層努め

てまいりたいと考えております。

ありがとうございました。来○後藤哲朗議員

年、民生委員制度の100周年という大きな節目を

迎えます。記念開催等により、その役割や活動

内容について大きくＰＲしてほしい、そのよう

に要望しておきます。

次に、生活困窮者自立支援制度についてお尋

ねいたします。生活に困っている、働きたくて

も働けない、住むところがないなど、生活全般

にわたる困り事を抱えている方々、生活困窮者

の自立の促進を図るための新たな制度として、

昨年の４月から生活困窮者自立支援制度が始ま

りました。この制度の背景には、経済構造の変

化、社会的孤立の拡大、貧困の連鎖などが認識

されてきたことや、最後のセーフティーネット

である生活保護を利用せざるを得ない人がふえ

てきたこともあります。そこで、この生活困窮

者自立支援制度がスタートして１年が経過しま

したが、その取り組み状況について、福祉保健

部長にお伺いいたします。

県及び各市で○福祉保健部長（日隈俊郎君）

は、全ての福祉事務所に生活困窮者のための相

談窓口を設置し、専門の相談支援員が自立に向

けた包括的・継続的な支援を行っているところ

であります。昨年度は、県全体で1,833名の方が

相談に来られましたが、生活困窮者の課題は、

就労、心身の不調、家計管理の問題など多様で

複合的であります。相談支援員が一人一人に寄

り添い、それぞれの状況に応じた、きめ細かな

助言・指導を行っているところであります。こ

のような取り組みによりまして、相談者を関係

機関につなぎ、必要な支援を行うことができた

ほか、ハローワークとの連携により、148名の方

が新規に就労を開始されるなど、生活困窮者の

自立に向け、一定の成果を上げてきておりま

す。県といたしましては、今後とも、積極的な

制度の周知を行うとともに、関係機関等との情

報交換会や人材育成のための研修会を開催する

など、この取り組みが円滑に進むよう、努めて

まいりたいと考えております。

「一定の成果」という御答弁○後藤哲朗議員

でしたが、交付金を伴わない制度ですね。それ
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で148名の方が新規就労、自立の道を歩み出され

たということは、私は大きな成果だと思ってい

ます。この制度が円滑に進みますようよろしく

お願いいたします。

ところで、福祉保健部長は、本年度、部長就

任に当たり、報道のインタビューで次のような

コメントを発言されております。「住民に寄り

添える事業をどれだけ展開するか。市町村との

強固な連携が基本」と訴えられ、2025年に向け

て介護保険の財政負担の増大には、「「予防啓

発を強めたい」。今が正念場と位置づける。(中

略)「ルーティンにとらわれず先進的に何ができ

るか」。部職員にはプライドと責任に裏打ちさ

れた姿勢を求める」などなどです。地域福祉を

展開する上で、地域のキーパーソンとなりつつ

ある民生委員の活動環境整備などの「寄り添う

事業」、健康長寿推進役等の保健師への、「ル

ーティンにとらわれず何ができるか」など、今

後の部長のリーダーシップに期待をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

次に、有害鳥獣捕獲対策についてお尋ねいた

します。

近年、ニホンジカ等の鳥獣については、全国

的に急速な生息数の増加や生息域の拡大によ

り、自然生態系及び農林作物等に深刻な被害を

及ぼしており、積極的な捕獲による個体群管理

が不可欠となっています。このため、環境省と

農林水産省は、ニホンジカ、イノシシの個体数

を平成35年までに半減することを当面の目標と

して、この目標を達成するため、昨年の５月に

鳥獣保護法を改正し、県が主体となって鹿、イ

ノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業を

創設するとともに、交付金により支援するな

ど、捕獲の強化が図られたところであります。

このような中、本県におきましても、昨年、こ

の新たな制度を活用して、指定管理鳥獣捕獲等

事業を実施しております。そこで、平成27年度

に実施したこの事業の成果について、環境森林

部長にお伺いいたします。

指定管理鳥獣○環境森林部長（大坪篤史君）

捕獲等事業は、鹿やイノシシがふえ過ぎた状況

を踏まえまして、効率的な捕獲方法の検証など

を、認定された事業者に県が委託して行うもの

であります。昨年度は、少人数の狩猟者で実施

できる新たな捕獲方法を検討するため、県内の

３カ所、西米良村、椎葉村、日之影町で、鹿を

一時的に餌づけをして一斉に捕獲します、誘引

狙撃法というものを試験的に実施しました。そ

の結果、餌づけに有効な新たな餌の種類や、鹿

が出没する時間帯や場所、さらには有効な射撃

距離などについて、一定の成果を得ることがで

きたところでございます。

引き続きお尋ねいたします。○後藤哲朗議員

一定の成果があったということでありますが、

狩猟者は減少し、高齢化が進んでいるのが現状

であります。そのようなことを踏まえますと、

効率的に捕獲できる新たな手法を確立するな

ど、捕獲対策を強化していくことが重要と考え

ます。そこで、今後、指定管理鳥獣捕獲等事業

にはどのように取り組んでいかれるのか、環境

森林部長にお伺いいたします。

今後は、昨年○環境森林部長（大坪篤史君）

度の成果を踏まえまして、本格的な捕獲に取り

組むこととしております。今年度は、11月から

３月の猟期に鳥獣保護区に逃げ込んだ鹿とイノ

シシを捕獲することとしまして、鹿について

は、対象地域の２割程度となります250頭、イノ

シシは80頭を捕獲目標としているところです。

実施に当たりましては、委託する事業者の提案

を踏まえて、従来から実施しています、猟犬等
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で追い込んで銃を使用して捕獲する巻き狩り

や、わなによる捕獲のほか、新たに、餌や実施

場所に配慮した、より効果的な誘引狙撃法や、

センサーを使ったわなでの一斉捕獲なども実施

しながら、より効率的な捕獲を進めてまいりた

いと考えております。

よろしくお願いします。○後藤哲朗議員

続きまして、「スポーツランドみやざき」地

域連携推進事業についてお尋ねいたします。

この事業につきましては、本県の重要な資源

であるスポーツ環境を磨き上げることにより、

本県の観光振興につながるものと大いに期待を

するものです。また、スポーツは、産業・経済

の面から見ますと、多くの領域に波及する幅広

い裾野があることから、新たな需要を創出する

可能性を持ち、今後、さらなる成長が見込まれ

る分野であり、地域活性化の観点からも大きな

効果が期待できると考えます。そこで、アスリ

ートフードやスポーツメディカルの取り組み

を、スポーツキャンプの誘致にどのようにつな

げていかれるのか、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

スポーツ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

キャンプ・合宿の誘致が全国的に激化している

中にありまして、アスリートフード、スポーツ

メディカルなど新たな取り組みを推進すること

は、極めて重要であると考えております。この

ため県におきましては、昨年度から、県栄養士

会監修のもとに開発いたしましたアスリートフ

ードのレシピを、合宿受け入れ経験の少ない宿

泊施設等に提供するとともに、今年度は、スポ

ーツ愛好家まで裾野を広げるためのアスリート

弁当を県内各地で購入できる体制づくりに取り

組んでいるところでございます。また、トップ

アスリートのトレーニング効果の向上やけがの

防止に資するため、宮崎大学医学部と連携した

メディカルチェック、疲労回復に効果のある高

酸素カプセルの導入に加え、現在、スポーツト

レーナーズバンクの設立に向けて準備を進めて

いるところであります。今後とも、これまで

培ったさまざまな受け入れノウハウに加え、他

県にないアスリート視点からの新たな魅力を付

加し、さらなるキャンプ誘致につなげてまいり

たいと考えております。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

全県的にはどうするかという大きな課題があ

ります。全県的なスポーツキャンプの誘致に向

けてはどのように取り組んでいかれるか、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

昨年度の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

スポーツキャンプ・合宿の受け入れ実績は、団

体数、延べ参加者数、春季キャンプの経済効果

のいずれも過去最高を記録したところでござい

ますが、これらの経済効果を県全域に波及させ

ていくことが課題の一つであると認識いたして

おります。このため、市町村と連携したスポー

ツキャンプの誘致や、スポーツキャンプで必要

な備品購入の支援に取り組みますとともに、受

け入れ実績の少ない市町村に対しましては、先

進事例の紹介や、市町村の枠を超えた宿泊施設

の調整等を行っており、昨年度は21市町村にお

いて合宿が実施されたところでございます。今

後とも、市町村としっかりと連携しながら、さ

らなるスポーツキャンプの全県化に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○後藤哲朗議員

続きまして、公共事業における経済・雇用対

策等の取り組みについてお尋ねいたします。

県土整備部の公共事業の本年度当初予算は598

億円であり、平成８年のピーク時の1,350億円か
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ら見ると55.7％の減であります。そしてこのほ

ど、県の公共三部、県土整備部、農政水産部、

環境森林部は、平成27年度の建設工事、建設関

連業務の競争入札・契約状況をまとめました。

建設工事を前年度と比較しますと、契約件数

で219件の減、予定価格で約111億円の減、落札

価格で約104億円の減、落札率は0.9％の下降と

なっています。また、休廃業・解散企業の増加

による認可業者数の減に伴う建設業就業者数の

減少、建設技術者の高齢化の進行等、建設業を

取り巻く環境は大変厳しいものがあると考えま

す。

そのような中、県では本年の３月25日、公共

事業の迅速かつ円滑な施工に努めるとともに、

工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成

・確保を図ることを目的に、公共事業における

経済・雇用対策等の取り組みを発表いたしまし

た。就労環境の改善に向けた取り組みや、施工

時期等の平準化に向けた取り組み、適切な設計

変更に係る取り組み、最低制限価格の取り扱い

等であります。そこで、品確法の改正に伴う県

の取り組み状況について、県土整備部長にお伺

いいたします。

品確法につ○県土整備部長（東 憲之介君）

きましては、将来にわたる公共工事の品質確保

とその担い手の中長期的な育成・確保を目的と

して、平成26年６月に改正され、工事の品質確

保に加え、適正な利潤を確保することなど、発

注者の責務がより明確にされたところでありま

す。このため県におきましては、最新単価を反

映するなど適正な予定価格の設定や、ことしの

３月に作成しました設計変更・工事一時中止ガ

イドラインにより、適切な設計変更の徹底に努

めているところであります。さらに、ゼロ県債

など債務負担行為の活用や余裕期間を設定した

建設工事の試行など、発注や施工時期の平準化

に向けた取り組みも進めているところでありま

す。また、品質確保やダンピング防止のために

設けている最低制限価格につきましても、４月

から５月にかけて他県の情報収集等を行ったと

ころであり、今後、建設企業に対してコスト調

査などを実施し、必要な検証を進めてまいりた

いと考えております。

最低制限価格については、４○後藤哲朗議員

月から先月にかけて他県の情報収集を行ったと

のことで、今後は建設業に対してコスト調査な

どを実施し、必要な検証を進めたいとのことで

した。コスト調査とは、工事ごとの利益率と考

えますし、最終的には年間の経営状況を検証し

ていく必要があろうかと思います。最終的に利

益が見込めて、若い方々の雇用や労働環境の改

善が図られると思いますし、災害対応能力の維

持にもつながっていくものと考えますので、

しっかりと建設産業の経営環境を注視していた

だき、必要な検証を行っていただきますよう要

望いたします。

続いて、建設産業の担い手確保に向けた就労

環境改善の取り組みについて、県土整備部長に

お伺いいたします。

公共工事に○県土整備部長（東 憲之介君）

おける就労環境の改善につきましては、将来を

担う若手技術者や技能者、さらには、近年増加

傾向にあります女性の技術者や技能者が働きや

すい魅力ある環境を整備することが、大変重要

であると認識しております。このため、本年度

から新たに、完全週休２日の実施を条件とした

モデル工事や、女性技術者等が従事する建設現

場に女性専用トイレを設置するモデル工事に取

り組むこととしており、現在、対象工事の選定

を行い、早期発注に向けて準備を進めていると
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ころであります。県といたしましても、今後と

も関係機関等と連携を図りながら、改正品確法

に係る取り組みを、なお一層推進してまいりた

いと考えております。

県土整備部長は、本年度、部○後藤哲朗議員

長就任に当たってのインタビューで、次のよう

なコメントをされております。西都土木事務所

時代に経験した台風で、国道が土砂崩れで寸断

したときの経験から、「地元建設業が協力し早

期復旧につながった。地域を守る建設業の担い

手育成が重要」と訴えております。「一歩でも

前に進める」「地域を守る建設業」、地域経済

・地域の雇用の確保の視点からも、建設業の役

割は、地方の本県にとっては大変重要でありま

す。どうぞよろしくお願いをいたします。

次に、青少年の健全育成についてお尋ねいた

します。

パソコンや携帯電話等の爆発的な普及によっ

て、インターネットの利用が身近となる中で、

児童生徒、学生等がインターネットを利用した

犯罪にかかわったり、もしくは被害に遭うと

いった事案が全国的に発生しております。そこ

で、現在の青少年のインターネットの適正利用

を推進する県の取り組みについて、福祉保健部

長にお伺いいたします。

スマートフォ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ン等の利用が拡大する中、インターネット上の

コミュニケーションに伴うトラブルや、長時間

利用による生活習慣の乱れなどが、青少年の健

全育成上、大きな問題となっております。この

ため県では、適正利用を促すリーフレットの配

布や、情報モラルに関する研修、講演を開催し

まして、適正利用のための広報啓発に努めてき

たところであります。また、今年度は、情報モ

ラルを学ぶ映像教材の各学校等への配付に加え

まして、各地域で啓発活動を担いますメディア

安全指導員を養成する情報モラル研修推進事業

に取り組むこととしております。

ただいま御答弁いただきまし○後藤哲朗議員

た情報モラルを学ぶ映像教材の活用方法、メ

ディア安全指導員の養成方法及び活動の場につ

いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

ＤＶＤと指導○福祉保健部長（日隈俊郎君）

手引書から成る映像教材は、各学校、ＰＴＡ連

合会、関係機関等へ配付いたしまして、児童生

徒や保護者等を対象とした研修会において、実

際に映像を見ることにより、みずから気づき、

学ぶ場を設けるなど、活用していただいている

ところであります。また、メディア安全指導員

につきましては、今年度20名程度の養成を計画

しておりまして、「ネットメディアの特性と問

題点」などを講義内容とする４日間の専門講座

を受講することにより、認定証を交付すること

としております。その後、指導員の皆様には、

各地域の青少年育成団体や自治会、学校等が行

う研修会や会合などで、ネットの危険性や対処

法等の啓発指導を行っていただくこととしてお

ります。これらの取り組みにより、青少年がイ

ンターネットを安全に賢く利用するための環境

づくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。

次に、同じく、教育現場にお○後藤哲朗議員

ける情報モラル教育の推進についてお尋ねいた

します。

情報化が進み、生活が便利になればなるほ

ど、危険に遭遇する機会もふえます。危険を回

避して安全に生活するための知識を身につける

必要があります。これは、知恵を磨く領域だと

考えます。情報モラル教育の内容は、情報社会

における正しい判断や望ましい態度を育てるこ
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と、つまりは心を磨く領域として、自分を律し

適切に行動できる正しい判断力と相手を思いや

る心、ネットワークをよりよくしようとする公

共心を育てることが求められていると思いま

す。もう一つは、情報社会で安全に生活するた

めの危険回避の理解やセキュリティーの知識・

技能、健康への意識であります。健康への意識

は生活習慣の領域ですが、昼夜逆転やネット依

存など、健全な生活を維持することへの悪影響

がないように適切な指導が望まれています。先

般、国立青少年教育振興機構は、「朝食や歯磨

きなどの生活習慣が身についていない子供ほ

ど、携帯電話やスマートフォンを気にしたり操

作したりする傾向がある」という調査結果を発

表しました。また、児童生徒のネットワーク上

のコミュニケーションの拡大が、コミュニケー

ション能力に影響を与えているとも言われてお

ります。そこで、情報モラルの育成を図るため

に、学校ではどのような取り組みを行っている

のか、教育長にお伺いいたします。

インターネットやス○教育長（四本 孝君）

マートフォンの普及に伴いまして、各学校にお

いては、さまざまな教育活動を通し、児童生徒

の発達段階に応じて、情報モラル教育を推進し

ているところであります。例えば小中学校にお

いては、「総合的な学習の時間」や技術・家庭

科の授業などを中心に、また高等学校におきま

しては、全生徒必修である「情報」の授業を中

心に、個人情報を取り扱う際のマナーはもちろ

んのこと、インターネットへの過度な依存によ

る危険性なども含め、情報を安全に利用する能

力の育成、いわゆる情報モラルの育成に取り組

んでいるところであります。加えて、県教育委

員会におきましても、学校だけでは対応し切れ

ないネット上の諸問題について、より専門的な

視点からアドバイスができるよう、ネットトラ

ブル対策推進事業を展開し、情報モラル教育の

推進を図っているところであります。

引き続き、情報モラルについ○後藤哲朗議員

てお尋ねいたします。情報モラルについては、

子供だけでなく、大人、とりわけ親のマナーも

問われています。家庭でも、子供に対して情報

モラルの教育を実践し、大人もマナーを守らな

ければなりません。そこで、情報モラルの育成

を図るためには、家庭や地域への啓発も必要と

考えますが、どのような取り組みを行っている

のか、教育長にお伺いいたします。

家庭や地域への情報○教育長（四本 孝君）

モラルの啓発につきまして、まず、学校におい

ては、専門家を招いてＰＴＡを対象とした研修

会の開催、あるいは生徒会が中心となってイン

ターネットやスマートフォン等の利用に関する

独自のルールをまとめたハンドブックを作成

し、これを家庭や地域へ配付しているというケ

ースがございます。また、一部、先進的な地域

では、市町村教育委員会とＰＴＡ連合会が連携

を図り、家庭における情報モラル育成の重要性

を唱えた決議文の作成などを行っております。

県教育委員会におきましても、保護者用啓発資

料を作成・配付しているところであり、今後と

も、市町村や関係機関等との連携を図りなが

ら、情報モラル育成の充実に努めてまいりたい

と考えております。

よろしくお願いいたします。○後藤哲朗議員

以上をもちまして、質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

次は、田口雄二議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○田口雄二議員

崎の田口雄二です。久しぶりに初日に質問する

機会をいただきました。県北の課題や県全体の
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ことに関して質問してまいります。

さて、東九州自動車道の延岡市以北で唯一の

未開通区間でありました、福岡県内の椎田南―

豊前間が４月24日に開通しました。昭和41年に

東九州道建設促進協議会が設立されて要望活動

をスタートさせて、ここに至るまでに半世紀を

要しました。私自身、国会議員の秘書時代か

ら25年間、これまで一体何度、建設促進大会や

陳情などに参加してきたことか。今回の開通を

迎え、実に感慨深いものがあります。これまで

建設促進にかかわってこられた方々に、心から

感謝を申し上げます。これからは、このつな

がった高速道路を活用して、力強い宮崎づくり

をしていかなければなりません。県当局の御尽

力も引き続きお願いいたします。

また、間もなくリオデジャネイロオリンピッ

クが開催されます。さきに質問していました後

藤議員は延岡の水泳連盟の会長ですが、このこ

とに触れませんでしたので、私があえて言いま

す。日本では初めて30歳以上の水泳の代表選手

になった松田丈志選手が４度目の出場、また旭

化成からは、マラソンの佐々木選手と、柔道で

は延岡市出身の羽賀選手を含む３名の出場が決

まっています。今月の陸上の日本選手権でも有

望な選手が何人かおり、新たにオリンピックに

出場する選手が出るかもしれません。大相撲の

琴恵光も来場所は３度目の十両に戻ることも決

まり、宮崎県、特に延岡の夏は熱くなりそうで

す。選手の皆さんが持てる力を悔いが残ること

なく発揮されて、いい結果が残せますことを祈

りながら、質問をさせていただきます。

それでは、まず、知事の政治姿勢についてお

伺いします。

「平成28年熊本地震」と名づけられた地震

が、４月14日と16日に続けて熊本県と大分県を

襲い、特に熊本県に甚大な被害が出ました。多

くの死傷者が出ており、また、住宅等の崩壊に

より、避難所生活を強いられている多くの人々

が発生しました。今回の地震でもインフラやラ

イフラインに大きな被害が出ており、救助や救

援物資の物流等に大きな支障が出ました。県北

は、熊本県と行き来するときは、高千穂からの

国道325号を通り阿蘇大橋を通るか、俵山トンネ

ルを通って熊本市に入るルートを一番多く利用

します。しかし、今回はこの両方のルートとも

に寸断されて、東西の移動に大きな支障が出ま

した。崩落した阿蘇大橋のかけかえには数年を

要すると思われますし、間もなく２カ月を迎え

ようとしていますが、大きく損傷した2,000メー

トルを超える俵山トンネルも開通の見込みも

立っていません。今回、東九州道が、不通と

なった九州縦貫道の代替道路として、南九州の

物流や人の移動に大きく貢献しておりました。

今回の震災を見ていますと、改めて九州横断道

路の必要性を痛感しています。宮崎県が被災し

た場合には、当然、熊本県側からの支援を受け

なければなりません。県南地区においても同様

です。知事に改めて、九州中央自動車道と東九

州自動車道の県南区間の早期整備に向けた取り

組みについてお伺いをいたします。

以下の質問は、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。

高速道路の早期整備についてであります。熊

本地震では、九州縦貫自動車道を初め、被災地

における多くの幹線道路が通行どめになる中、

九州中央自動車道は被災地への支援ルートとし

て機能し、また、東九州自動車道は、これに加

え、九州縦貫自動車道の代替ルートとして、産
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業や暮らしを支えたところであります。高速道

路ネットワークの代替機能を確実に確保してお

くことの重要性を、改めて実感したところであ

ります。先月16日、私も上京いたしまして、国

土交通省や財務省などに対し、熊本地震での教

訓を踏まえ、九州の横軸を担う九州中央自動車

道と、九州の縦軸を担う東九州自動車道の早期

整備につきまして、その必要性を改めて強く訴

えたところであります。特に本県では、南海ト

ラフ巨大地震による甚大な被害が想定をされる

中、高速道路のミッシングリンクの早期解消

は、まさに待ったなしの課題となっておりま

す。九州各県と力を合わせながら、九州中央自

動車道と東九州自動車道県南区間が一日も早く

全線開通するよう、全力で取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。２つ○田口雄二議員

の幹線道路の不通で、阿蘇地域や高千穂の観光

にも甚大な影響が出ております。防災の面から

だけではなく、九州中央道は本県への影響が非

常に大きい道路です。早期整備に向けて頑張っ

てまいりましょう。

それでは次に、舛添要一東京都知事の一連の

問題についてお伺いいたします。これは、ファ

ーストクラスに搭乗し、ホテルはスイートルー

ム、多くの職員を引き連れての海外出張に批判

が集まり、その後、公用車を頻繁に利用し、自

身の別荘に送迎させていたこと等から始まりま

した。当初は高飛車にマスコミの質問をはねつ

けていました。しかし、その後、国会議員時代

の家族旅行や絵画の購入などへの政治資金の私

的流用疑惑が発覚してからは、別人のように頭

が低くなり、苦しい弁明を繰り返していまし

た。その後、家族旅行のホテル代や飲食費など

を返金し、収支報告書を修正する意向を表明し

ています。その後も、税金を使ってのおかしな

収支報告に疑惑が拡大しています。都民から

は、余りにもひどい税金の使い方に愛想を尽か

されている状況です。日本の首都でもある東京

都の舛添要一知事の一連の問題について、知事

はどのような感想をお持ちか、お伺いをいたし

ます。

知事というものは、県○知事（河野俊嗣君）

民の皆様から負託を受け、そして県勢の発展の

ためにその先頭に立って尽力をする、大変重い

職であると考えているところであります。ま

た、政治資金、県の予算の執行に当たりまして

は、公明公正、そして透明化をしっかりと図っ

ていくことが大変重要であると考えているとこ

ろであります。

舛添知事はこれまで、金の使○田口雄二議員

い方で疑惑のあった政治家等を厳しく糾弾して

きただけに、なおさら格好悪いことになってい

ます。

ところで、知事にはちょっと聞きにくいこと

を聞きますが、河野知事が以前、返金すると

言っていました産廃会社元役員からの政治献

金300万円はその後どうなったのか、お伺いをい

たします。

弁護士に一切の事務を○知事（河野俊嗣君）

任せておりますが、状況に変化はないというこ

とであります。

ということは、300万円はまだ○田口雄二議員

宙ぶらりんということでよろしいですか。

はい、そのとおりであ○知事（河野俊嗣君）

ります。

どうして受け取ってくれない○田口雄二議員

のかわかりませんが、また動きがあった場合に

は御報告いただけたらと思っております。

次に、パリに本部がある国際ＮＧＯ「国境な
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き記者団」が４月に公表した「報道の自由度ラ

ンキング」では、日本が前年より大きく順位を

下げました。国境なき記者団は、180の国や地域

を対象に、各国の記者や専門家のアンケートも

踏まえてランキングしているようです。2010年

には11位でしたが、2014年は59位、2015年が61

位、そして昨年度が72位となり、日本の報道の

自由が大きく後退をしているとの指摘が相次い

でいます。特定秘密保護法について、「定義が

曖昧な国家機密が厳しい法律で守られている」

とし、「記者が処罰の対象になりかねないとい

うおそれが、メディアを麻痺させている。とり

わけ安倍首相に対して自主規制が働いている」

との指摘もあります。ワシントンポスト紙が先

月の社説で、日本政府のメディアへの圧力に懸

念を表明しています。時の政権に対して批判や

注文をつけることができなくなったら、メディ

アの存在価値はなくなってしまいます。報道の

独立性が重大な危機に直面しています。そこ

で、この報道の自由で、日本のランキングの大

きな後退をどうお考えか、知事の所見をお伺い

します。

あわせて、報道はどうあるべきとお考えか、

お伺いいたします。

まず、報道の自由とい○知事（河野俊嗣君）

うものは、尊重されるべき大変重要なものであ

ると考えております。この「報道の自由度ラン

キング」につきましては、評価項目など詳細が

明らかになっていないところでありますが、世

界的に見て報道の自由度が低いということであ

れば、我が国全体としてはしっかりと受けとめ

る必要があるのではないかと考えております。

次に、報道のあり方についてであります。さ

まざまな考え方があろうかと思いますが、報道

は、行政から見るといわばチェック機関という

こともあろうかと思います。社会全体に対して

も大きな影響力を持つことから、事実を正確

に、また広く、そしてわかりやすく伝えること

が大変重要であろうかと考えております。私と

しましても、県政に関する情報というものが報

道機関の皆様に正しく伝わるよう、定例記者会

見を初めさまざまな機会において、丁寧な説明

に努めてまいりたいと考えております。

知事自身も報道される側でも○田口雄二議員

ありますが、ありがたい報道や、腹の立つこと

もあるかもしれません。本県のマスコミと知事

は良好な関係であると思っているか、再度知事

にお伺いします。

良好というのはいろん○知事（河野俊嗣君）

な見方があろうかと思いますが、いろんな場面

でしっかりとコミュニケーションを図り、ま

た、私どもの思いを正確に伝えられるよう努め

ているところであります。

ありがとうございます。○田口雄二議員

次に、全国知事会の活動についてお伺いしま

す。長年、知事会を初め地方６団体の要望に、

国と地方の協議の場の設置、一括交付金などが

ありました。特に東国原知事は中央と闘う姿勢

を見せ、当時は全国知事会も元気がよかったよ

うに見えました。東国原知事の貢献は、地方に

目を向けさせてくれたことと、本県の知名度を

上げてくれたことだと思っています。それ以外

のことでのコメントは控えさせていただきま

す。その結果、国と地方の協議の場の設置、一

括交付金も地方がかち取ることができました。

しかし、安倍総理は、政権復帰後、真っ先に一

括交付金を廃止し、使い勝手の悪いひもつき補

助金に逆戻りです。安倍総理は地方創生を掲

げ、東京一極集中を是正することが目標として

いますが、政府機関の地方移転は尻すぼみとな
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り、東京オリンピックも控えており、さらに東

京への集中が進むのではないか、懸念されま

す。全国知事会として、地方が掲げる課題解決

に向けて、国に対してどのような活動を行って

いるのか。国と地方の協議の場は、現在の開催

状況はどのようになっているか、知事にお伺い

します。

全国知事会では、農林○知事（河野俊嗣君）

商工、文教環境など６つの常任委員会や、地方

分権、エネルギー政策など６つの特別委員会を

設置いたしまして、また必要に応じて、次世代

育成といった個別テーマについてプロジェクト

チームを立ち上げており、それぞれ十分な議論

を行った上で、地方の意見を集約しているとこ

ろであります。私もこのたび、スポーツ・文化

・観光というプロジェクトチームのリーダーを

務めることとなりましたので、本県の実情を踏

まえながら、しっかりと役割を果たしてまいり

たいと考えております。こうした意見を集約

し、毎年、国の施策・予算に関する提案・要望

を行うとともに、緊急を要する課題等について

は、随時、提言等を実施しているところであり

ます。また、国と地方の協議の場につきまして

は、これまで22回開催されておりますが、社会

保障・税一体改革や地方創生など、その時々の

テーマにつきまして真剣な議論が行われている

ところであります。こうした活動を通して、地

方創生のための新たな交付金の創設や、企業の

本社機能の移転促進など、地方が求める政策の

実現につながっていると受けとめているところ

であります。

地方の立場はしっかりと、全○田口雄二議員

国知事会等を通じて中央のほうにつなげていた

だきたいと思っております。

次に、４月13日に、著名な歌人・俵万智さん

が息子さんとともに宮崎に移住をしてきたこと

が、地元紙に大きく掲載されていました。本県

とは非常に関係が深く、若山牧水賞を受賞さ

れ、また、日向市で開催されている「牧水・短

歌甲子園」の審査員も務められています。最初

の歌集「サラダ記念日」が世に出たときは大変

大きな話題になり、一種の社会現象にもなりま

した。また、口語短歌の裾野を大きく広げて、

短歌人口も大きくふやすきっかけになりまし

た。この宮崎からまた新たな創作活動を展開し

ていただき、さらなる飛躍のきっかけになって

ほしいものです。知事は、俵万智さんに対して

どのようなイメージを抱いておられるか、そし

て、今回の宮崎移住に関しての所見をお伺いい

たします。

歌人の俵万智さんは、○知事（河野俊嗣君）

御指摘がありましたように、平成18年に第11回

の若山牧水賞を受賞されております。また、さ

まざまな短歌の大会の審査員も務めておられま

すし、この若山牧水賞20回を記念いたしまして

昨年発行した「みやざき百人一首」におきまし

ても、本県のワインを題材に歌を詠んでいただ

いております。「宮崎のワイン豊かに酌みゆけ

ば土地の縁とは人の縁なり」ということで、ワ

インという一つのコミュニケーションの材料と

なるものを素材に選びながら、御本人と宮崎と

の縁、そして人の縁、感謝の思いを感じながら

のすばらしい歌に仕上げていただいているので

はないかと思っておりますが、まさに本県との

ゆかりというものを大変深めていただいている

ということであります。これまでも仕事やプラ

イベートで年数回、本県に滞在されていると。

本県の自然や食、県民の人柄などに魅力を感じ

て、移住先として選んでいただいたということ

でありますので、大変うれしく思っているとこ
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ろであります。

今後、移住のいろんなプロモーションなり説

明会があるところでは、ぜひ具体的な事例とし

て、こういう形で移住先として選んでいただい

ていますと紹介ができればなと思っているとこ

ろであります。本県の豊かな環境のもと、俵さ

んがすぐれた創作活動を展開されますととも

に、それが本県の文化の振興、また魅力の発信

にもつながることを期待しているところであり

ます。

「サラダ記念日」が大きな話○田口雄二議員

題になったころ、私は東京におりました。東京

の八王子市から国道16号で県境を越えてすぐの

ところが相模原市の橋本地区です。「万智ちゃ

んを先生と呼ぶ子らがいて神奈川県立橋本高

校」、この高校で国語の先生を俵さんがしてい

たときのことを詠んだものです。ここを通るた

びに、この短歌を思い出したものです。そこ

で、みずから歌集を出している県庁の歌人・稲

用副知事にも、俵さんの宮崎移住に関してどの

ような御感想をお持ちかお伺いいたします。

短歌を始めて１年○副知事（稲用博美君）

ちょっとですので、歌人などという大それたも

のではありません。ただ、一短歌愛好者とし

て、全国的に著名な俵万智さんが本県に来られ

た、活動の拠点をここに置かれたということ

は、大変うれしく思います。宮崎にいらっしゃ

いますので、俵さんのお話を聞く機会がきっと

ふえるだろうと。私だけでなくて、短歌愛好者

の方、県民の方が短歌に触れる機会も出てくる

んじゃないかなと思っております。議員の御質

問の中にもありましたように、日向での「牧水

・短歌甲子園」の審査員もずっとされておりま

すので、これからも、そういうことも含めてさ

まざまな分野で活動していただきたい、そのこ

とによって本県の短歌文化の振興に御尽力いた

だけたらと思っておるところです。

副知事には先日、松田丈志選○田口雄二議員

手の延岡であったオリンピック壮行会にも御出

席いただき、激励の短歌も御披露いただきまし

た。俵万智さんの移住をきっかけに、短歌文化

が牧水のふるさと宮崎でさらに広がってほしい

と思っています。そして第二の若山牧水、第二

の俵万智が誕生してくれればと思っているとこ

ろであります。

次に、総合政策部長にお伺いいたします。東

九州新幹線の調査結果がまとまり、27年度末に

公表されました。私は、この調査結果を受け

て、県民に丁寧に説明をして多くの御意見をい

ただくことが大事だと思い、私の議会便り、県

政報告会や挨拶の中などで御報告をさせていた

だいております。その県民の反応を御報告申し

上げます。設定ルートは、北九州、大分、宮

崎、鹿児島市に至る総延長380キロ。平均時

速210キロと想定すると、北九州市と宮崎市

間280キロが１時間19分でつながると伝えます

と、下を向いていた人が「ほう」という顔をし

て、余りの短時間に驚きの声が上がります。し

かし、この後、整備費用総額や、その中での本

県の建設費負担、ＪＲ日豊本線の第三セクター

化で利便性の悪化や料金アップが予想されると

伝えると、急に皆さんが落胆したような顔にな

ります。その後、御意見を伺うと、「絶対必要

だ」という声がないわけではありませんが、

「そんなに建設費の負担があるなら、この相当

額を別のことに使ってほしい」「ＪＲ日豊本線

の複線化、高速化のほうがありがたい」等の声

のほうが多かったようです。これは、ＪＲをよ

く使う県北だからとは言えないと思っておりま

す。そこで、東九州新幹線の整備は、県民の声
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を聞いて、ＪＲ日豊本線の高速化、そして複線

化、また全線ではなく一部複線化など、在来線

の利便性向上も視野に入れて取り組むべきだと

考えますが、県としてはどのようにお考えか、

部長にお伺いします。

東九州新幹線○総合政策部長（永山英也君）

の整備は、将来につなぐ息の長い取り組みであ

ると考えております。今後とも、東九州の４県

１市で連携して、整備計画への格上げに向け

て、引き続き国へ提案・要望活動を行ってまい

りたいと考えております。一方で、日豊本線の

高速化などの利便性向上についても、本県の総

合交通網の充実を図る上で重要な課題でありま

す。これまでも、日豊本線延岡―宮崎間の高速

化や空港連絡鉄道の整備を実施したほか、増便

や新型車両の導入など、利便性の向上に取り組

んでまいりました。県といたしましては、今後

とも、市町村と連携をしまして、地域のニーズ

を踏まえ、ダイヤの改正や交通系ＩＣカード

「ＳＵＧＯＣＡ」のエリア拡大等についてＪＲ

九州に要望いたしますとともに、高速化や利便

性向上のためにはどのような手法や課題がある

かについて、検討を行ってまいりたいと考えて

おります。

今回は大分県と本県の予算で○田口雄二議員

調査結果を出しましたが、この調査に調査費を

出していない鹿児島県は、東九州新幹線を必要

としているのでしょうか。既に九州新幹線で大

きな負担金を拠出している鹿児島県は、またこ

の上に建設負担金を出すのか疑問です。鹿児島

が要らないとなれば、経済効果の試算、九州全

域で６兆2,100億円も変わってきます。東九州新

幹線は鹿児島県も了解済みなのか、総合政策部

長に再度お伺いします。

今回実施をい○総合政策部長（永山英也君）

たしました東九州新幹線の調査については、鹿

児島県も含めました東九州の４県１市で構成す

る東九州新幹線鉄道建設促進期成会において実

施をいたしました。また、国への要望活動につ

きましても、期成会として各県市連携して取り

組んでいるところでございます。

本県にとりましてどれが最良○田口雄二議員

の選択になるか、調査をしながら進めていただ

きたいと存じます。また、新幹線が大分から四

国経由で大阪に行くルートになると、本県も、

鹿児島県にとっても、かなり見方が変わってく

るのではないかと思っております。御検討よろ

しくお願いいたします。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

今回の熊本地震は、地震が少ないところとい

う思い込みが完全に打ち砕かれました。震度７

の強震が２度連続して発生し、１回目の地震を

乗り切りほっとしているところに、さらに強い

地震に襲われ、壊滅的な被害に遭われていま

す。住民の救援や支援の拠点となる行政庁舎が

被災している自治体が何カ所も出ています。災

害が発生すると、計画どおり、マニュアルどお

りには対応し切れない課題が出てきます。熊本

地震では、連続する余震やいろいろな事情で車

中泊をする人々が大きくクローズアップされま

した。グラウンドや公園の駐車場で立錐の余地

もなく車中泊をしていました。車中泊の課題

は、避難所等と違い、役所等からの情報や救援

物資が届かないなど、孤立する傾向が見られま

す。そして最も心配されるのは、エコノミーク

ラス症候群などによる震災関連死です。本県に

おいても同様の状況になることは明白です。そ

こで、今回の熊本地震を踏まえ、新たな課題が

出てきたのではないか。防災対策の見直しにつ

いて、また車中泊対策についても見直す必要は
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ないのか、県のお考えを危機管理統括監にお伺

いいたします。

今回の熊本○危機管理統括監（畑山栄介君）

地震では、支援物資の受け入れ体制、それから

車中泊等の指定避難所以外への避難、こういっ

たものにさまざまな課題が生じたところでござ

います。本県では、南海トラフ地震に備えた防

災・減災対策に取り組んでおりますが、今回の

熊本地震を踏まえまして、地域防災計画などの

見直しの検討を行いますとともに、支援物資受

け入れのマニュアル整備、それから実践的な訓

練を行うということで、実効性を高めて防災対

策を推進していきたいと思っております。

また、車中泊対策についてでございますが、

災害時の避難については、まずは指定避難所へ

の避難をしていただくということが基本ではご

ざいますけれども、県の地域防災計画において

は、やむを得ず避難所に滞在することができな

い被災者に対しても、市町村において食料等の

物資の提供、健康相談の実施などに努めるとさ

れており、避難者の生活環境の一層の確保が図

られるよう、今後、地域防災計画の見直しを含

め、必要な検討を行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。防災○田口雄二議員

対策も、いろんな経験を踏まえて、その都度、

進化させていただきたいと存じます。よろしく

お願いいたします。

次に、医療・福祉関連の質問をさせていただ

きます。

まず初めに、県内医師の偏在について伺いま

す。本県の医師数は、人口比で見ると全国平均

より多いにもかかわらず、極端な偏在により医

師不足の地域が多く、この是正が大きな課題で

した。しかし、厚生労働省が２年ごとに実施し

ている調査結果によりますと、二次医療圏ごと

で見ると、宮崎東諸県医療圏に全体の55.6％が

集中し、偏在がさらに広がっています。県内の

医師の偏在状況とその対策について、福祉保健

部長にお伺いします。

今御質問にあ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

りましたとおり、２年に一度行われます国の医

師等の調査によりますと、県内の医師の総数は

ふえておりますけれども、その過半数が宮崎東

諸県医療圏に集中しております。また、人口10

万人当たりの医師数は、宮崎東諸県以外の二次

医療圏は全国平均を下回る状況となっておりま

して、県内における医師の地域偏在は顕著な状

況と言えるかと思います。このため、まずは医

師の総数を確保することが重要でありますの

で、県と県医師会、宮崎大学、市町村で設立い

たしました地域医療支援機構において、県内の

臨床研修医の確保や県外からの医師の招致を進

めているところであります。また、宮崎大学医

学部への地域枠等の設置や医師修学資金の貸

与、地域医療・総合診療医学講座への支援な

ど、さまざまな取り組みを行っているところで

あります。さらに、国に対しましては、地域偏

在を解消するための対策を講じるよう、機会あ

るごとに要望しているところでございます。今

後とも、宮崎大学、県医師会、市町村など関係

機関と緊密な連携を図りながら、医師の確保と

偏在解消に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

難しい課題だとはわかってお○田口雄二議員

りますが、お医者さんたちが行きたくなるには

どうしたらいいのかということも考えながら、

是正対策も進めていただきたい、そのように

思っております。

次の質問に入ります。県北の県民には以前、
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県立延岡病院の麻酔科医の大量辞職という激震

が走り、県北の医療崩壊かと大騒動になったこ

とがあります。「麻酔科医」と聞くだけで関心

が急に高くなり、大丈夫かと心配になります。

少ない医師で切り盛りをしていた延岡病院で、

宮崎大学医局からの常勤麻酔科医派遣がなくな

り、常勤医２人体制となりました。診療体制に

支障は生じていないのか。県立３病院に麻酔科

医派遣をしている宮崎大学医学部の麻酔科が医

師不足状況の中で、麻酔科医をどう確保してい

くのか、病院局長にお伺いいたします。

麻酔科医の確保に○病院局長（土持正弘君）

つきましては大変厳しい状況でありますが、県

立３病院の麻酔科医につきましては、宮崎大学

医局の全面的な協力を得まして、その体制を確

保しているところであります。延岡病院に関し

ましては、御指摘のとおり、常勤医１名が本年

４月に引き揚げとなり、常勤医はプロパー医師

による２人体制となりましたが、宮崎大学麻酔

科の医局を挙げての御協力により、非常勤医師

を毎日交代で派遣していただいているところで

ありまして、これまでどおり、平日昼間の３人

体制や夜間・休日の待機体制も維持できている

ところであります。

延岡病院の麻酔科医の確保につきましては、

派遣していただく宮崎大学麻酔科医局に在籍す

る医師が増加していくことが大変重要であると

考えております。このため、平成25年度から宮

崎大学各医局と連携して実施しております後期

研修医研修資金貸与事業 これは、宮大医局―

に入局する後期研修医に対し月額15万円の研修

資金を貸与いたしまして、延岡病院、または日

南病院で貸与期間と同期間以上勤務した場合

に、その返還を免除するという事業でございま

すけれども の活用を積極的に働きかけなが―

ら、引き続き粘り強く医師派遣の要請を行って

まいりたいと考えております。

非常勤ではありますが、切れ○田口雄二議員

目のないローテーションでこれまでと変わらな

い対応をしていただいていることには、感謝を

申し上げます。ただ、綱渡り的なところは否め

ないと思います。引き続き、麻酔科医確保に御

尽力、よろしくお願いいたします。

次に、障がい者の歯科診療についてお伺いし

ます。先日の厚生常任委員会は、宮崎歯科福祉

センターを調査見学しました。「体の不自由な

方にこそ健康な歯を！」をスローガンに、平

成14年11月に宮崎市郡歯科医師会が開設いたし

ました。在宅寝たきり者、要介護高齢者、難病

者、障がい児・者のお口の健康を守り、ともに

育て維持することを理念としています。平成27

年度の延べ患者数は１万829人と、東京都立心身

障害者口腔保健センターに次いで全国２位の患

者の治療数です。人口比で見ると宮崎が断トツ

のナンバーワンです。日高診療部長は、障がい

者の歯科診療に熱意を持った先生でした。本県

には歯科大学がないので、全身麻酔法も静脈内

鎮静法もここで実施し、障がい者の歯科診療を

しています。治療中の現場を見せていただきま

したが、落ちついた様子で治療を受けられてい

ました。ただ、なれるまでには、やはり何度か

現場での体験が必要ですし、医師も、専門的な

研修を受けていないと効果的な治療は難しいよ

うです。県内では障がい者の高度な治療を行え

るのはここだけのため、県内各地より駆けつけ

ており、毎月定期的に訪れて治療している親子

も多いようです。こんなすばらしい治療が県北

や県南でも受けられたならば、障がいを持った

親子が長時間かけて来ることもないのにと思い

ながら、調査を終了したところです。そこで、
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宮崎歯科福祉センター同様に、障がい児・者の

歯科診療ができる施設を県北や県南につくる考

えはないか、福祉保健部長にお伺いします。

障がい児・者○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の専門的な歯科診療を行う宮崎歯科福祉センタ

ーのような施設の設置には、専門スタッフの確

保や採算性の問題などさまざまな課題がありま

すことから、県内における複数設置は難しい状

況ではないかと考えております。このため、県

の医療計画や歯科保健推進計画に基づきまし

て、県歯科医師会等との協議を踏まえ、障がい

児・者歯科診療につきましては、全身麻酔など

による高度な診療を行う宮崎歯科福祉センター

と、各地域で軽度の障がいを持つ患者や、セン

ターでの診療が終了した患者のフォローを行う

協力歯科医療機関との障がい児・者歯科診療

ネットワーク体制を構築し、対応しているとこ

ろでございます。

よく言われておりますけれど○田口雄二議員

も、お年寄りでも障がい者でも、歯が悪くなる

と一気に体力が落ちてしまうということでござ

います。県立延岡・日南病院にも歯科診療科が

ありますが、口腔外科治療が中心のようです。

このセンターの患者は４割が地域外から来てい

ます。障がい者の歯科診療を今後の課題とし

て、福祉保健部、病院局としてぜひ御検討いた

だきますように、よろしくお願いいたします。

次に、難病医療法改正に関連して質問しま

す。平成27年１月に難病医療法が施行されまし

た。医療費助成の対象が56疾患から約300疾患に

拡大されました。本県の受給者は約9,000人から

１万5,000人ほどになり、約6,000人増加するも

のと見られています。医療費助成申請に添付す

る診断書は難病指定医が作成することになりま

す。難病団体の皆さんは、この指定医の確保を

心配していましたが、県内における指定医の状

況について、福祉保健部長にお伺いします。

県内における○福祉保健部長（日隈俊郎君）

平成28年２月末現在の難病指定医の数は1,221

名、このうち県北の２つの医療圏では186名と

なっております。昨年５月末時点と比べます

と、県全体で358名、県北では83名の大幅な増と

なっております。県といたしましては、患者の

皆さんが近くの医療機関で診断を受けるための

一定の人数は確保しているものと考えておりま

すけれども、引き続き、研修会の開催などによ

り、指定医確保に取り組んでまいりたいと考え

ております。

昨年の６月議会でもこのこと○田口雄二議員

を質問いたしました。そのときより指定医がか

なりふえておるようです。県北の医療圏でも186

名まで増加しており、難病団体の皆さんにも喜

んでいただけるものと思います。感謝申し上げ

ますとともに、引き続き指定医確保に御協力賜

りますように、よろしくお願いいたします。

次に、東九州メディカルバレー構想について

お伺いいたします。構想発足以来、これまで研

究開発が行われてきましたが、ようやくここに

来て具体的な実証に入ってき始めました。総合

特区に指定され、国からの補助を受け、九州保

健福祉大学と県内企業とが連携して取り組んで

きた自動痰除去システムが、臨床研究も済ませ

たとお聞きしています。また、同じメディカル

バレー構想の一環である国際医療トレーニング

センターの開設です。日本製の医療機器に詳し

い人材をふやすことで、タイを拠点に東南アジ

アに医療機器を普及させることが目的です。昨

年、タイの教授等を延岡の九保大に研修で受け

入れ、逆にタイへ日本から教授陣が訪問するな

どして、開設に向けて事前準備としてきまし
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た。そこで、九州保健福祉大学が中心となって

進めている自動痰除去システムと国際医療トレ

ーニングセンターの進捗状況と、これからの取

り組みに期待していることについて、商工観光

労働部長にお伺いします。

自動痰除○商工観光労働部長（中田哲朗君）

去システムにつきましては、現在、臨床試験を

行うなど開発が進められておりますが、本年中

の国への薬事申請を目指し、今後さらなる臨床

データの収集や機器の改良等を行うことになっ

ております。また、国際医療トレーニングセン

ターにつきましては、日本の医療技術と機器の

海外への普及を目指して取り組んでまいりまし

た医療人材交流事業が実を結び、今年度、タイ

の国立大学に開設されることになったものであ

りますが、現在、日本の透析機器の導入等の準

備が進められていると聞いております。いずれ

も、東九州メディカルバレー構想のこれまでの

取り組みの成果のあらわれであり、今後、本県

の医療機器産業の発展に大きく寄与するものと

期待しているところでございます。県といたし

ましては、引き続き、産学官の連携のもと、こ

れらの取り組みをしっかりと支援し、構想の着

実な推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

２つの事業が軌道に乗り、東○田口雄二議員

九州メディカルバレー構想の牽引役を果たして

くれることを期待いたします。

次の質問に入ります。北部九州には日本を代

表する自動車メーカーが集積しています。東九

州自動車道の宮崎―北九州間の開通を見込ん

で、２年前の平成26年５月に、北部九州におけ

る県内自動車産業関連企業の取引拡大のため、

営業・情報収集・発信拠点として活用できるフ

ロンティアオフィスが開設されました。県内自

動車関連企業に低料金でオフィスを貸し出し、

現地自動車メーカー社員のアドバイザーを配置

し、販路開拓の支援を行うものです。フロン

ティアオフィスの現状と成果はどうなっている

か、商工観光労働部長にお伺いします。

北部九州○商工観光労働部長（中田哲朗君）

フロンティアオフィスには、現在、県内自動車

関連企業６社が入室しておりまして、満室の状

態にございます。御質問にありましたとおり、

アドバイザーとして委嘱した大手自動車メーカ

ーの社員などから指導・助言を受けながら、北

部九州での販路開拓活動を積極的に展開してい

るところでございます。この結果、平成26年５

月のオフィス開設から本年３月末までの約２年

間で、92件、金額にいたしまして２億5,000万余

りの契約が成立したと伺っており、県としても

大きな手応えを感じているところでございま

す。県といたしましては、今後とも、東九州自

動車道の開通効果を生かし、大手自動車メーカ

ーなどとの連携を深めながら、商談会の開催や

１次メーカーとの個別マッチングなどにより、

県内の自動車関連企業の取引がさらに拡大でき

ますよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

92件、２億5,000万円近い契約○田口雄二議員

が成立したと、県としては大きな手応えを感じ

ているということでございました。自動車は３

万点ぐらいの部品からでき上がっていると、よ

く言われております。そういう意味では大変裾

野の広い自動車関連産業が、さらに本県の関連

産業と取引がふえますように期待をしたいと

思っております。

次に、県は、県プロフェッショナル人材戦略

拠点を開設しました。都市圏で活躍する専門的

な技能や知識を持つ人材を本県に呼び込むもの
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です。戦略マネジャーを配置し、人材を求める

県内企業側とＵＩＪターンを希望する人などを

マッチングすることで、地域経済の活性化を図

るものです。地方創生に向けた国の総合戦略の

一環で、内閣府の事業でもあります。ふるさと

に貢献できるような有能な人材が１人でも多く

マッチングできればと思っております。そこ

で、プロフェッショナル人材戦略拠点の事業推

進体制とその取り組み状況について、商工観光

労働部長にお伺いします。

プロ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

フェッショナル人材戦略拠点は、県内企業の成

長に資するため、企業の人材ニーズを掘り起こ

し、民間人材ビジネス事業者との連携により、

都市部の専門的な知識や経験を持つ人材の地方

環流を図るもので、本県では、本年１月に国の

委託事業を活用して開設したものであります。

この拠点には、企業経営の経験を持つ戦略マネ

ジャーのほか、中小企業診断士など３名を配置

するとともに、情報収集やネットワークづくり

のために、金融機関や商工団体、民間人材ビジ

ネス事業者等から成る協議会を設置していると

ころであります。拠点を設置以降、積極的に企

業訪問に取り組んでおりまして、本年５月末ま

でに県内58社の企業経営者等と面談を行い、そ

のうち４社から７名の具体的な求人ニーズがあ

り、民間人材ビジネス事業者によるマッチング

が進められております。今後とも、これらの取

り組みを通じましてプロフェッショナル人材の

活用を図り、県内企業の成長を促してまいりた

いと考えております。

ありがとうございます。昨年○田口雄二議員

から高校生の県内就職がワーストということで

話題になっておりましたけれども、県外に就職

しても、有能な技量や人脈を持った人材となっ

て帰ってきてくれれば、実にありがたいものだ

と思っております。

それでは、次の質問に入ります。帝国データ

バンク宮崎支店の調査結果によると、2015年に

休廃業や解散した県内企業が355件あり、前年よ

り36件増加しています。業種別に見ると、建設

業が４割近い136件です。ここ10年間の休廃業と

解散は300件以上で推移しており、地域の経済に

おいても大きな痛手となり、雇用の場も失って

います。企業総数に対する休廃業と解散した企

業数の割合は2.4％で、全国平均の1.6％を大き

く上回り、愛媛県に次いで２番目に高い比率で

す。都市部は、休廃業・解散があっても、新設

企業が多く新陳代謝が進みますが、地方におい

ては事情が違います。また、事業に失敗して経

営が立ち行かなくなった倒産数が、2015年で36

件ですから、10倍以上も余力がありながら休廃

業か解散をしています。全国的には倒産件数

の2.8倍ですので、本県は突出しています。後継

者不足が一番の要因のようですが、地域経済に

おいても、雇用の面でも、また各企業の持つ技

術力等も失っている状況は深刻です。この調査

結果を受けて、商工観光労働部長の所感をお伺

いいたします。

企業の休○商工観光労働部長（中田哲朗君）

廃業は、雇用の場や地域経済の活力を失わせる

ものであり、非常に重要な課題であると認識し

ているところでございます。このため県といた

しましては、商工会等を通じまして、円滑な事

業承継のためのセミナーの開催や後継者の養成

に取り組みますとともに、事業を承継する中小

企業等への融資制度も設けているところでござ

います。また、国の事業引継ぎ支援センターや

金融機関とも連携しながら、後継者問題を抱え

る企業と、事業の引き継ぎに意欲のある企業と
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のマッチングなどにも取り組んでまいりたいと

考えております。

仮に休廃業・解散しても、技○田口雄二議員

術や人材が継承されることが一番ですが、会社

を起こす起業を支援することなど、新しい雇用

を創出する取り組みについて、また休廃業・解

散で解雇された、つまり失業された方の対策に

ついて、再就職の対策はどのようになされてい

るのか、商工観光労働部長にお伺いします。

起業支援○商工観光労働部長（中田哲朗君）

につきましては、これまで商工会等を通じまし

て、創業の際の資金調達や事業計画策定の相談

に応じるとともに、インキュベーション機能を

有するオフィスの貸し出しを行っているところ

でございます。また、商工会議所に「みやざき

スタートアップセンター」を設置し、先輩起業

家等からの助言や投資家の紹介を行う仕組みづ

くりを進めることにより、将来性のあるベンチ

ャー企業の発掘、育成にも取り組んでいるとこ

ろでございます。

次に、休廃業等による解雇者を含む求職者の

方々への支援といたしましては、就職に必要な

スキルや資格など、求職・求人ニーズに対応し

た職業訓練を民間教育訓練機関に委託して実施

しておりますが、昨年は548人の就職が決定する

など、一定の成果を上げているものと考えてお

ります。県といたしましては、これらの取り組

みを通じまして、地域経済の活性化と雇用の確

保に取り組んでまいりたいと考えております。

実は、本日の宮崎日日新聞の○田口雄二議員

社会面に、稲用副知事の延岡のお兄さんが、自

営業の存続の件で大きくカラー写真で取り上げ

られていました。地域の活性化を失わないよう

な対策を、よろしくお願いいたします。

次に、熊本地震による本県小中学校の修学旅

行への影響について伺います。熊本県への観光

客が激減しているそのような中、九州を予定し

ていた修学旅行が行く先を変更しているところ

が続出しています。保護者が余震を心配する声

等もあるようで、データが出ている長崎県で

は、修学旅行だけで約６万人の宿泊がキャンセ

ルされたようで、熊本県も同様のことになって

いると推測されます。そこで、本県の小中学校

での修学旅行で熊本県を予定しているところ

は、支障がない限り、日程を先延ばしにしてで

も予定どおり行ってほしいものですが、本県の

修学旅行への影響について、教育長にお伺いい

たします。

各市町村教育委員会○教育長（四本 孝君）

を通して、熊本地震による小中学校の修学旅行

への影響について調査を実施いたしましたとこ

ろ、地震直後に行き先を熊本方面から変更した

学校が６校、これは全て小学校でございます。

また、実施時期を変更した学校が５校、小学校

３校、中学校２校あったと報告を受けておりま

す。熊本地震後の同県への修学旅行の実施につ

きましては、文部科学省から、「風評に惑わさ

れることなく、できる限り予定どおりの実施が

望まれる」旨の通知がございまして、県内全て

の学校に対し、周知をしたところであります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、国

からの通知の趣旨を踏まえ、安全の確保を前提

としながらも、熊本県を応援するという観点か

ら、適切な対応に努めてまいりたいと考えてお

ります。

熊本県が泣きっ面に蜂になら○田口雄二議員

ないように、少しでも貢献できますように、御

指導よろしくお願いいたします。

次に、警察本部長にお伺いをいたします。私

は、片側１車線の東九州道の安全対策で、既に
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２度お伺いをいたしております。再度お伺いし

ます。中央分離帯がなく、反対車線に車が飛び

出す事故が相次ぎ、安全性が懸念される中、４

月27日、門川町で、反対車線に２トントラック

がはみ出し、３名乗った乗用車と正面衝突し、

多くの死傷者が出ました。特に、乗用車側の運

転をしていて重体になったのが延岡市議会議

員、死亡された方が延岡市民オンブズマンの会

長、重症のもうお一人が副会長で、延岡では知

名度の高い方々なので大きなニュースになりま

した。改めて「片側１車線は怖いね」という声

が広がっています。待望の高速道路がつながっ

たのに、心理的に利用を敬遠されては、４車線

化へ向けてさらに厳しくなります。片側１車線

の東九州道の安全対策を、警察本部長にお伺い

いたします。

東九州自動車道○警察本部長（野口 泰君）

の交通安全対策としましては、本年３月から高

速道路交通警察隊門川分駐隊に白バイ３台を配

置して体制を強化したほか、速度超過やシート

ベルト着用義務違反など、重大事故に直結する

違反に重点を指向した取り締まりや、「見え

る、見せる」遊動・駐留警戒等の街頭監視活動

を強化するなど、高速道路利用者の緊張感を喚

起するための交通事故抑止活動を行っておりま

す。また、安全運転管理者等講習や運転免許更

新時講習等での交通安全教育を初め、関係機関

・団体と連携した街頭キャンペーンを実施し、

高速道路における交通情勢の周知と安全運転を

呼びかける広報啓発を推進しております。この

ほか、道路管理者に対し、大型ポストコーン

や、車線逸脱時の注意を喚起するため音と振動

を生じさせるバイブララインなど、道路施設の

設置等について協議を随時行うなど、連携を密

にした交通事故抑止対策に取り組んでいるとこ

ろであります。

幾ら自分が安全運転していて○田口雄二議員

も、反対車線から飛び込んでこられたら、防ぎ

ようがありません。運が悪かったと諦めるわけ

にもまいりません。ちなみに私、今月、新しい

プリウスが来るんですが、それはラインに近づ

くとブザーが鳴って警告音を出してくれるらし

いんですけれども、全てにそんな機能があるわ

けではありませんので、安全運転を自分で気を

つけるしかありません。そこでお伺いします

が、暫定２車線区間における４車線化など、事

故防止のためどのように取り組む必要があると

お考えか。また、４車線化にするためにはどの

程度の交通量が必要なのか。あわせて、現在の

東九州自動車道の交通量について、県土整備部

長にお伺いします。

４車線化に○県土整備部長（東 憲之介君）

つきましては、事故や速度低下の発生状況など

幅広い観点から検討するとお聞きしておりまし

て、交通量だけで判断できないものと考えてお

りますけれども、現在、４車線化の工事が進め

られている長崎自動車道においては、平成21年

４月に、２車線から４車線に整備計画が変更さ

れておりまして、その際の交通量は１日平均１

万500台となっております。一方、本県の東九州

自動車道の有料区間における現在の交通量は、

１日平均約7,000台であります。

お尋ねの４車線化の実現でございますが、本

県にとって大変重要な課題ではありますが、よ

り早期に高速道路の機能強化を図るためには、

まずは事故や速度低下の多い区間などから優先

的に付加車線を増設していくことが大変有効で

あると考えております。あわせて、安全な運転

が続けられますよう、休憩施設の充実を図るな

ど、ドライバーが適切に休息できる環境を確保
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していくことも重要な課題であると認識してお

ります。このため県といたしましては、西日本

高速道路株式会社などに対し、交通の状況や利

用者のニーズ等を把握した上で、より効果的な

対策を講じていただくよう、要望してまいりた

いと考えております。

４車線化に向けての建設促進○田口雄二議員

をするためにも、利用促進運動をしていかなけ

ればなりませんが、ドライバーの不安な気持ち

をなくすためにも、安全対策をしっかりとよろ

しくお願いいたします。

また、休憩するところが少ないと、高速道路

催眠現象という危険な状況にもなります。パー

キングエリアの設置や追い越し車線の増設等

も、私たちが所属している九州中央議員連盟で

も、この８月の要望活動でも国交省やＮＥＸＣ

Ｏに強く訴えてまいります。

これで、以上の私の質問を終了いたします。

どうも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ま○星原 透議長

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46分散会




