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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、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、河

野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○河野哲也議員

ざいます。一般質問最終日のトップバッターで

ございます。どうか明快な答弁をお願いいたし

ます。

まずは、災害等に負けない学校づくりについ

てでございます。

先人の教えを日々の生活の中に根づかせる、

そのような発想のもとに、90名の園児の命を

守った保育所があります。「釜石の奇跡」ほど

有名ではありませんが、「野田村の奇跡」と言

われています。東日本大震災、岩手県野田村の

野田村保育所。建物は津波でなくなってしまい

ましたが、90人の園児と14人の職員は全員無事

でした。野田村には、「大地震が起きたら源平

坂に逃げろ」という昔からの言い伝えがありま

した。震災時、上り切れば１キロある源平坂に

逃げることで命を守りました。知っていること

とできることは違います。ましてや、園児を率

いての避難です。なぜなし得たのか。

主任保育士の廣内裕子さんは、震災後、「津

波の恐ろしさはだんだん薄れる。先祖や親から

教えられたように、子供たちや若い職員にも伝

え続けていかなければならない」と語っていま

す。

野田村保育所では、伝えるだけでなく、保育

課程に位置づけられていました。園児たちに無

理なく、訓練に無駄なく、むらなく生活に避難

訓練を溶け込ませていました。園児たちの大好

きなお散歩。行きは早足、帰りはゆっくり歩く

という早足散歩を行っていました。そこに避難

訓練を重ねていました。職員は、毎月、避難場

所への所要時間を測定していました。繰り返す

たびに子供たちの所要時間は短くなっていった

そうです。訓練を無駄にしない仕組みをつくっ

ていました。また、たまに別なコースも試み、

いかに早く避難所の場所まで行けるかも試して

いました。あらゆるコースをむらなく調べる努

力を重ねていました。結果、震災時に園児たち

は慌てることなく、無理なく、ビニールハウス

がある場所を突っ切って源平坂を上ったそうで

す。

先人の教えは、言葉だけだと薄れていきま

す。しかし、毎月の避難訓練やお散歩に継承す

る仕組みがあれば、先人の教えを継承していき

ます。そして、もっといい避難方法に発展させ

ることができます。このような子供と職員の防

災能力を高める大きな成功事例を参考に、新た

な避難訓練として模索していくべきだと考えま

す。そこで、防災能力を高めるため、本県にお

ける児童生徒、教師はどのような避難訓練等を

行っているのか、教育長に実践例を紹介してい

ただきます。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕お答えしま○教育長（四本 孝君）

す。

防災能力を高めるための実践例についてであ

ります。各学校で行われる避難訓練につきまし

ては、東日本大震災以降、各学校の実情に応

じ、随時、点検と見直しが進められておりま

す。具体的には、従来行われている授業中を想

定した訓練に加え、登下校時や昼休みなど、児

平成28年９月13日(火)
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童生徒が教室にいないときや、寮や寄宿舎で夜

間に災害に遭遇したときなど、さまざまな避難

場面を想定して訓練を行ったり、地域と合同訓

練を進めたりするなど、きめ細かな取り組みを

行っている学校もあります。県教育委員会とい

たしましては、児童生徒、教師がいつ、どこで

災害に直面しても、状況に応じて適切に判断し

行動できるよう、今後とも、避難訓練等の充実

を図ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

きめ細やかなとありました○河野哲也議員

が、県内を調べてみて、回数として避難訓練は

６回程度でありました。ちなみに東京都では、

幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校は、年

間11回避難訓練を行っています。高等学校にお

いては年間４回以上です。都教育委員会の指導

です。平成25年度からでございます。

野田村の奇跡のお話を聞いたのは、８月27

日、熊本で開催された、教育研究団体ＴＯＳＳ

熊本が主催する「学校改革セミナー」に参加し

たときでありました。当日、国道218号を通り、

甲佐を北上し、御船から熊本市内の水前寺公園

の会場に向かいましたが、まだまだブルーシー

トに覆われた家屋が数多く見られました。復興

に向けて尽力されている被災者の皆様に、改め

てお見舞いを申し上げます。

セミナーの内容の一つが、今回の質問のテー

マである「災害等に負けない学校づくり」でご

ざいます。熊本地震で被災した教師の生の声を

聞くことができました。今回の報告を受けて、

改めて、宮崎の教育現場における自然災害を含

めた危機管理について確認をしていきます。

熊本地震で被災した学校現場は、惨たんたる

ものだったそうです。子供たちがもしそこにい

たらと思うとぞっとすると報告されていまし

た。避難訓練を初めとして、さまざまに見直す

べきだと報告を受けました。

具体的には、「１、学校の避難訓練を再考す

る。毎月の実施、あらゆる時間帯を計画すべ

き。２、学校の緊急招集体制を明確にすべき。

３、軍手の常備（学校も家庭も）。停電、断水

への対応。４、学校職員のボランティア活動の

義務化とスキルと検定制度の創設。学校職員に

しかできないようなスキルもある。５、教員間

のＬＩＮＥによる連絡網の整備。 昨日もＷ―

ｉ－Ｆｉ整備とありましたけれども、後ほど説

明しますが、携帯は使えなかったという事実が

ありました 避難してパソコンを開ける者は―

いない。皆、スマホである。６、地震発生直後

から５～６時間のテレビの情報はほとんど現実

の10分の１、現実の情報はＬＩＮＥ、ツイッタ

ーにある。発信のスキルを学校で指導する必要

がある。何を発信すべきなのか指導されていな

い」とありました。

そこで、このことから何点か伺います。あら

ゆる場面を想定した避難訓練の中に、児童生徒

の保護者への引き渡し訓練があります。本県の

児童生徒の引き渡し訓練の状況について、教育

長にお伺いいたします。

県内の各学校では、○教育長（四本 孝君）

緊急時に児童生徒を円滑に引き渡すための手順

を、学校経営案や危機管理マニュアルに示して

おりまして、その手順について、学校通信や参

観日等を通して保護者に周知を図っているとこ

ろであります。また、実際に訓練を実施してい

る学校もあります。県教育委員会では、県立学

校及び市町村教育委員会等に危機管理マニュア

ルを作成するための指針を配付し、その中で、

引き渡し実施上の留意点や、引き取り者がいな

い児童生徒への配慮及び、児童生徒の引き渡し
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緊急連絡カード等を示しております。今後と

も、各学校の実情に応じた取り組みがなされる

よう、積極的な支援に努めてまいりたいと考え

ております。

熊本の学校では、保護者が参○河野哲也議員

加する安全・安心メールが全く機能しなかった

という報告がございます。震災時の保護者への

引き渡し、集団下校は、やはり実際に訓練すべ

きだと考えます。10回以上避難訓練を行ってい

るところは、必ずこの内容を位置づけていま

す。学校の危機管理が問われています。本県の

基本方針を教育長に確認したいと思います。

学校の危機管理につ○教育長（四本 孝君）

きましては、県全体の危機管理対策の枠組みを

定めました宮崎県危機管理指針を基本に据えな

がら、学校保健安全法において策定が義務づけ

られております学校安全計画に基づき、対応を

図っているところであります。

計画の内容としましては、地震や津波などの

災害安全に関すること、不審者や声かけ事案な

どの生活安全に関すること、さらに、登下校中

の交通事故などの交通安全に関することなど、

学校において想定されるさまざまな危機に対応

するものとなっております。

県教育委員会といたしましては、全ての公立

学校の学校安全担当者に対する研修会を毎年実

施いたしますほか、県内外で危機事象が発生し

た際など、機会あるごとに注意喚起を促す通知

を発出し、各学校における安全計画が実効性を

伴ったものとなりますよう、指導の徹底に努め

ているところであります。

３つの安全について事細かに○河野哲也議員

方針が決められているようですが、きょうは時

間がないので、災害安全ということで、絞って

質問をさせていただきます。

答弁の中に、実効性を伴ったものとありまし

た。具体的に聞きたいと思います。まず、地震

発生時の 済みません、県職員のほうを先に―

確認しますが 県職員の参集基準というのは―

ありますか。ある場合、その基準を伺います。

また、熊本地震の際の参集状況はどうだったの

ですか。危機管理統括監にお伺いいたします。

災害時の職○危機管理統括監（畑山栄介君）

員の参集基準につきましては、地震、津波、風

水害などの災害の種類ごとに、その規模に応じ

た参集基準を定めております。地震についてで

ございますが、震度ごとに参集基準を定めてお

り、県内で震度４の地震が発生した場合は、情

報連絡本部を設置し、危機管理局と12の関係課

及び関係出先機関の緊急要員が参集します。ま

た、震度５弱または５強の場合は、災害警戒本

部を設置し、危機管理局と17の関係課及び関係

出先機関の緊急要員が参集します。さらに、震

度６弱以上であれば、災害対策本部を設置し、

本庁及び関係出先機関の全職員が参集すること

とされております。今回の熊本地震におきまし

ては、県内で震度５弱が観測された時点で、直

ちに災害警戒本部を設置し、緊急要員が参集の

上、被害情報の収集などの初動対応を行ったと

ころであります。

同じく、緊急時の県立学校職○河野哲也議員

員の参集基準の有無について、教育長にお伺い

いたします。

災害等の緊急時にお○教育長（四本 孝君）

ける県立学校職員の参集につきましては、災害

の種類や規模、発生した時間帯、避難所指定の

有無など、さまざまな状況に応じて校長が判断

することとしておりまして、これまで、県教育

委員会としての統一した基準は設けておりませ

ん。
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校長に責任があるということ○河野哲也議員

で、実は、熊本の学校も参集は校長判断だった

ようです。しかし、余震のとき、職員への連絡

は、先ほど言いましたが、携帯電話での通話・

メールは全く役に立たなかったそうです。ま

た、翌日から学校が避難所になるところがあり

ます。その初動が大事だと言われています。管

理職と行政の事前の打ち合わせが、その後の避

難所運営を大きく左右します。そのためにも、

参集基準の検討は必要ではないかと考えます。

熊本地震後、県の教育委員会では何か取り組

んだことがございますか。教育長、お願いしま

す。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

熊本地震発生直後に、西臼杵地区の被害状況を

確認するため、指導主事を派遣しますととも

に、県内全ての公立学校に対して、緊急時の連

絡方法の再確認や、通学時を含めた児童生徒の

安全確保の徹底について指導したところであり

ます。また、避難所等での生活を余儀なくされ

ている児童生徒もおりましたので、児童生徒の

心のケアを図るために、臨床心理士を派遣でき

る体制を整えました。さらに、７月に全ての県

立高等学校等の生徒会役員 それぞれ３名で―

ございますが と防災教育担当教員を対象に―

した防災にかかわる講座の中で、熊本地震の報

告を踏まえた災害図上訓練等の演習を実施いた

しまして、教職員に対する実践的対応能力の向

上と、高校生の防災意識の高揚に努めたところ

であります。

指導主事の派遣、それから、○河野哲也議員

県内全ての公立学校への緊急時の指導、避難し

ている児童生徒へのケア等、迅速な対応、あり

がとうございました。答弁の中で、県内全ての

公立学校への緊急時の指導とありましたが、学

校現場はどう受けとめて対応したのでしょう

か。この熊本地震を対岸の火事と捉えず、防災

能力を高める手だてを行ったのでしょうか。

なぜこういう疑問を抱くかというと、実は、

熊本県内の被害のなかった学校は、地震の後、

緊急の避難訓練等の特別なものはほとんど行わ

れなかったという実態がありました。そこで、

最後ですが、災害等に強い学校づくりは、あら

ゆる教育計画において子供の命を守るという危

機意識を持って取り組まなければならないと考

えます。教育長の見解をお伺いします。

子供の命を守るとい○教育長（四本 孝君）

う視点は、学校教育における大前提でございま

して、あらゆる教育活動において欠かせないも

のであると考えております。県教育委員会とい

たしましては、児童生徒がみずから安全に行動

できる資質や能力を高める安全教育、また、児

童生徒を取り巻く環境を整える安全管理という

２つの視点に基づき、全ての教育活動が計画的

に実施されるよう、各学校に対して指導してい

るところであります。このことを踏まえ、各学

校におきましては、各月ごとに目標を定めた上

で、避難訓練や安全点検の実施はもちろんのこ

と、例えば、理科の時間において災害発生のメ

カニズムについて学習するなど、全ての教育活

動を通して、子供の命を守るための安全教育、

安全管理の徹底を図り、トータルとしての学校

の危機管理能力の向上につなげてまいりたいと

考えております。

学校の危機管理、子供の命を○河野哲也議員

守ることになっているのか、もう一度見直して

いただきたいと思います。物理学者寺田寅彦さ

んは、「私たちは災間（災害と災害の間）で暮

らしている」と言っています。どうかよろしく

お願いします。
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次に、里親へのケアについて、福祉保健部長

にお伺いいたします。

先日、里親の相互交流のための里親サロンに

重松議員と参加いたしました。参加した里親さ

んのほとんどが、長い間の不妊治療をあきら

め、それでも子供を育てたいという思いで登録

をされている方々でした。最初はぎこちない会

話でしたが、徐々にさまざまな声が出始めまし

た。特に、里親さんたちの支援についてでござ

いました。まず確認ですが、本県における過去

３年間の登録里親数と委託里親数の推移につい

てお伺いいたします。

本県の登録里○福祉保健部長（日隈俊郎君）

親数と委託里親数の推移についてであります

が、３カ年の年度末現在の数字で、まず、登録

里親数が、平成25年度は93世帯、26年度が90世

帯、27年度が102世帯となっております。また、

委託の里親数でございますが、同様に、25年度

が50世帯、26年度が51世帯、27年度が45世帯と

なっております。

登録数はふえていますが、委○河野哲也議員

託数が減りました。少なくなっている理由に措

置解除があるのではないでしょうか。さまざま

な理由で、里親さんが委託児童を施設に戻す、

または児童相談所の判断で戻されてしまうもの

です。「子供に申しわけないという思いはあり

ましたが、その子が実子に手を出し始めたとき

にどうしようもなく、この措置に委ねました」

と、心中を吐露してくれた里親さんもいまし

た。全国的にも、大体４組に１組の割合で委託

児童を施設に戻すケースがあると報告されてい

ますが、平成27年度の里親委託を措置解除と

なった件数についてお伺いいたします。また、

解除後の次の委託について、本県におけるルー

ルがあればお伺いいたします。

平成27年度中○福祉保健部長（日隈俊郎君）

に里親委託の措置が解除となった件数は、16件

となっております。また、措置の決定に関しま

しては、児童等の意向はもとより、児童に適し

た生活環境の確保を図るため、児童相談所の会

議において、これまでの養育状況などのさまざ

まな情報等を踏まえた上で、個別に決定してお

ります。措置解除後の次の委託につきまして

も、同様の手順で取り扱うこととしておりま

す。

再委託を８年待っている里親○河野哲也議員

さんがいました。心が折れそうな中を里親さん

同士で励まし合っていると語っていました。委

託児童の生育歴は、養育に関する情報として提

供されますが、制限があります。養育して初め

て気づくことがあるようです。だからこそ、専

門的な研修を受けて技術を身につけないと、里

親は続けられません。ぜひ、再委託に向けての

フォローアップ研修や、心理的ケアなど、包括

的に取り組んでいただきたい。要望しておきま

す。

心理的ケアにつながる里親レスパイトケア事

業があります。委託児童を養育している里親

が、一時的な休息のための援助を必要とする場

合に、乳児院、児童養護施設、他の里親等に委

託児童を預ける制度でございますが、平成27年

度の里親レスパイトケア事業の実績についてお

伺いいたします。

ただいまお話○福祉保健部長（日隈俊郎君）

にありましたとおり、里親レスパイトケア事業

というのは、児童を委託された里親が、みずか

らの疾病や家庭の事情などによりまして、一時

的な休息等を必要とする場合に、他の里親や施

設等を活用するものであります。その実績は、

平成27年度で申し上げますと、９件となってお
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ります。

利用が足らないと思います。○河野哲也議員

調整は児童相談所だと思います。里親の休息

は、子供の育成の上でも大変重要ですので、積

極的に活用できるよう働きかけていただきたい

と思います。先ほども申し上げましたが、養育

に必要な情報は提供しているとのことでした

が、里親さんからすると、もう少し情報が欲し

いと感じる場面があるとのことでした。里親さ

んたちと話をして強く感じたのは、児童相談所

との信頼関係がなければ里親への支援も成り立

たないということです。そこで、里親のケアと

して、児童相談所との信頼関係（ラポール）づ

くりが重要です。県の考えをお伺いいたしま

す。

里親家庭の支○福祉保健部長（日隈俊郎君）

援につきましては、委託に至るまでのマッチン

グや委託後の児童の養育等、さまざまな場面で

の対応が必要でありまして、それらは、児童相

談所と里親家庭との信頼関係のもとで取り組む

ことが重要であると、同様に考えております。

このため、県ではこれまで、児童相談所の児童

福祉司等の専門職員を中心に、定期訪問による

相談支援など、各種の対策を講じてきたところ

であります。加えまして、今年度からは、各児

童相談所に里親委託等推進員を２名ずつ配置

し、訪問支援の充実などに努めるとともに、児

童家庭支援センターの里親トレーナーが、新し

く登録された里親等への相談に対応するなど、

里親支援のための機能強化を図ったところであ

ります。今後とも、児童相談所が中心となり、

これらの機関と密に連携を図りながら、里親家

庭に対する確実な支援を行ってまいりたいと考

えております。

緒についた支援があります○河野哲也議員

が、しっかりと見守っていきたいと思います。

子供たちを守るために、確かに守秘義務は絶対

でございます。しかし、里親さんは、児童相談

所の職員ともっと対話をしたいと望んでいまし

た。

同じく、福祉保健部長に、困窮する高齢者へ

の支援についてお伺いします。

９月19日は敬老の日。兵庫県八千代町が昭

和22年に提唱した「としよりの日」が始まりで

あるとされています。老人を大切にし、年寄り

の知恵をかりて村づくりをしようと、９月15日

を「としよりの日」と定めたと言われていま

す。本来、９月15日だったものが、ハッピーマ

ンデー制度により、９月の第３月曜日となりま

した。蛇足ですが、変更当初、何を大事にしよ

うとしているのかと、高齢者団体が強く反対さ

れたと聞きます。

総務省は、６月29日に、2015年国勢調査の１

％抽出速報を発表しました。その１％抽出速報

によると、総人口に占める65歳以上の割合、い

わゆる高齢化率は、1920年の調査開始以来、最

高の26.7％となり、初めて高齢者が４人に１人

を超えることになります。知恵をかりなければ

いけない、大切にしなければならないはずの高

齢者の貧困問題が深刻になっています。低年金

や無年金の増加が貧困化に拍車をかけていま

す。高齢者における生活保護制度の利用者の増

加も大きな問題になってきています。高齢者の

単身世帯も増加傾向で、65歳以上では男性の８

人に１人、女性の５人に１人がひとり暮らしで

あることがわかっています。今回、26.7％だっ

た高齢者人口の割合は、2060年にはほぼ40％に

達すると推計され、このままだと高齢者の９割

が貧困化します。

以上のことから、まず、１％抽出速報による
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本県の高齢化率、高齢者の単身世帯人数につい

てお伺いいたします。

先般公表され○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ました平成27年国勢調査の抽出速報集計結果に

よりますと、本県の総人口は110万4,400人で、

このうち、年齢不詳者を除いた108万4,800人の

中で、65歳以上の高齢者数は31万8,800人となっ

ており、高齢化率は29.4％となっております。

また、高齢者の単身世帯数は、５万6,400世帯と

なっております。

本県も確実に加速化をしてい○河野哲也議員

るという実態だと思います。

一方、厚生労働省の調査によれば、生活保護

の受給世帯のうち、65歳以上の高齢者を中心と

する世帯は、ことし３月時点で過去最多の82

万6,656世帯、50.8％となり、初めて半数を超え

たことが明らかになりました。この10年で1.7倍

にふえた計算です。本県の生活保護世帯の中

で、高齢者の受給世帯の推移についてお伺いい

たします。

生活保護世帯○福祉保健部長（日隈俊郎君）

数でございますが、リーマンショックの発生し

た平成20年度が１万75世帯、直近の平成28年６

月現在では１万4,360世帯でありまして、この８

年間で4,285世帯の増加となっております。その

うち、高齢者世帯数につきましては、同じく平

成20年度が4,995世帯、直近の平成28年６月現在

では7,582世帯であり、2,587世帯の増加となっ

ております。

厚生労働省は、高齢者の働き○河野哲也議員

口が少なく、就労しても十分な収入を得られて

いないと分析しています。特徴的なことは、生

活保護受給高齢者の９割を単身者が占めている

ということでございます。雇用や家族形態の変

化を反映した対応が追いついていないというふ

うな分析をしています。生活保護に至る手前の

新たなセーフティーネットとして昨年４月に始

まった生活困窮者自立支援制度も道半ばです。

特に、高齢者世帯のうち４割を占める女性の単

独世帯は、収入がほかの高齢者世帯よりも圧倒

的に低い状況にあります。実際のデータでも、

男性年金受給者の半数近くが年間200万以上に集

中するのに対して、女性受給者の多くは年間60

～80万台に集中しています。この背景は、昭

和36年の国民皆年金制度の成立時の脱退手当金

の選択や、昭和61年までのサラリーマン妻の任

意加入が、現在の年金の受取額を結果的に少な

くしてしまっていると見られています。ま

た、65歳以上で働いている女性の４人に１人

は、働いても暮らしが楽にならないワーキング

プアであるとの指摘もあります。そこで、本県

の生活困窮者自立支援制度による高齢者の困窮

対策の取り組みについて、お伺いいたします。

平成27年度に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

生活困窮者自立支援制度がスタートいたしまし

たけれども、県及び市では、各福祉事務所に生

活困窮者のための相談窓口を設置いたしまし

て、専門の相談員が、就労や心身の不調など、

生活全般にわたる相談を受け付けるとともに、

相談者の状況に応じた支援を行っているところ

であります。特に高齢者に対しましては、介護

に関する地域包括支援センターや、就労に関す

るシルバー人材センター等との連携を図ってい

るところであります。また、高齢者の中には、

みずから相談窓口にお越しになれないケースも

ありますので、訪問支援や民生委員等との連携

による日常的な支援についても実施していると

ころであります。県では、本年度、相談員を２

名増員いたしまして、よりきめ細かな支援を行

うこととしたところでありますが、議員御指摘
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のとおり、高齢者の経済困窮の問題はなかなか

厳しいものがございます。引き続き、関係機関

との連携を深めながら、この制度の充実を図っ

てまいりたいと考えております。

今の答弁の中の高齢者の就労○河野哲也議員

についてはシルバー人材センター これは非―

常に役割は大きいのではないかと思います。連

携をよろしくお願いしたいと思います。

無年金者対策の観点及び、将来の無年金者の

発生を抑制していく観点から、平成24年２月に

閣議決定された社会保障・税一体改革大綱に明

記された、年金の受給資格期間の短縮がありま

す。平成19年調査における無年金見込み者を含

めた無年金者数は最大118万人で、このうち65歳

以上の無年金者は最大42万人と推計されていま

す。また、厚生労働省は、仮に受給資格期間

を10年に短縮すれば、65歳以上の無年金者の約

４割に当たる17万人が受給権を得る可能性があ

るとしています。

この無年金者対策については、本年８月に示

された政府の「未来への投資を実現する経済対

策」において、その実施が明記されました。県

においても、必要な財源の確保を含め、安心の

社会保障の実現を図るため、早急に取り組むこ

とを国に強く要望していただきたいと思いま

す。

社会福祉施設等の安全確保と再発防止につい

てでございます。

神奈川県相模原市の知的障がい者施設での事

件は、余りにも凄惨で衝撃的でした。今回、複

数の議員により、本県の社会福祉施設における

これまでの防犯対策の状況把握、本県の措置入

院の現状と退院後の支援状況の課題、事件を教

訓として本県の再発防止への取り組み等、質問

があり、議論されたので、重複を避け、私は、

関連で１問だけ質問させていただきます。

障害者差別解消法に基づく障がいへの理解促

進のための県として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。

障がいのある○福祉保健部長（日隈俊郎君）

人が、人間としての尊厳が守られ、障がいの有

無によって分け隔てられることなく、ともに生

きる社会を実現するため、県におきましては、

障害者差別解消法の施行に合わせ、本年４月か

ら、「障がいのある人もない人も共に暮らしや

すい宮崎県づくり条例」を施行したところであ

ります。この条例に基づきまして、「障がい者

差別解消シンポジウム」の開催や、さまざまな

団体を対象とした出前講座の実施、広報紙やテ

レビ・ラジオ等による啓発等に積極的に取り組

んでいるところであります。また、今回の事件

を受けまして、県の各所属長はもとより、各市

町村に対しまして、各種イベント等、さまざま

な機会を通じて、障がい及び障がいのある人へ

の理解を求める啓発に取り組んでいただくよ

う、改めて依頼したところであります。

４月に施行した条例の中で○河野哲也議員

は、「宮崎県障がい者差別解消支援協議会」を

設置する等、不利益な取り扱いの解決のための

仕組みづくりをすることになっていました。そ

の期待を持って今回、答弁を求めました。調査

すると、まだメンバーが確定できていないとの

こと。施行からもう半年です。できていれば、

今回の事件に対応できたのではないでしょう

か。条例による早急な仕組みづくりをお願いし

たいと思います。

地方創生についてお伺いいたします。

地方創生の実現に向け、本県も、人口ビジョ

ンや地方版総合戦略に基づき予算化され、本格

的な実施年度が始まりました。代表質問でも
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あったとおり、８月２日に、地方創生推進交付

金及び加速化交付金の配分が決定いたしまし

た。東京23区を含めた全国の1,739自治体の地方

創生戦略競争が本格的に展開されます。また、

参議院選後に安倍総理の指示で策定された「未

来への投資を実現する経済対策」に基づく第２

次補正で、さらに地方創生整備推進交付金が800

億程度積まれる予定であります。この交付金は

ハード中心の事業を対象とするもので、地方創

生のため、必要な箱物整備に充当することがで

きるとされています。２分の１補助で半分は地

方負担となりますが、補正予算債を充てること

ができる見込みです。効果的な事業の取り組み

が可能となるものと考えます。

まず、三山本の一人の山本幸三地方創生担当

大臣が、就任時のインタビューで、「地方創生

は、地方の平均所得を上げること」と発言して

いますが、知事の考えを伺います。

地方創生を進める上で○知事（河野俊嗣君）

は、どんどん今、都市に向かっております人や

お金の流れを変えること、そして、持続可能な

地域づくりを実現するための基盤や仕組みをつ

くり上げていくことが大変重要だと考えており

まして、山本大臣の発言も、同様の趣旨である

と理解しております。問題は、これをどう実現

していくかであります。

本県はこれまで、フードビジネスなどの成長

産業や競争力の高い中核企業の育成などに取り

組んできております。さらに今年度は、産学金

労官が一体となりまして、企業への集中支援や

産業人材の育成を行うプラットフォームを立ち

上げたところであります。これまでの取り組み

によりまして、産業振興については手応えを感

じるとともに、県を挙げて地方創生に取り組む

機運も醸成されつつあるものと考えておりまし

て、こうした取り組みをさらに加速させなが

ら、地方創生の実現に取り組んでまいりたいと

考えております。

知事がおっしゃった機運醸成○河野哲也議員

が勢いづくであろう交付金が決定いたしまし

た。今年度の地方創生推進交付金の採択状況と

取り組みの内容についてお伺いいたします。ま

た、国の経済対策において検討されている新た

な交付金について、どのように取り組むか、総

合政策部長にお伺いいたします。

地方創生推進○総合政策部長（永山英也君）

交付金につきましては、申請した５つの事業全

てが採択をされまして、８月末に１億9,742

万4,000円の交付決定を受けたところでありま

す。この交付金を活用しまして、高校生の県内

就職の促進や、観光推進のための宮崎版ＤＭＯ

の創出などの事業に取り組んでまいります。ま

た、先月閣議決定されました国の補正予算案に

おきまして、地方創生の観点から、未来につな

がる先導的な施設整備等の取り組みを進めるた

めの新たな交付金が検討されております。これ

につきましても、積極的に活用してまいりたい

と考えております。

しっかりと取り組んでいただ○河野哲也議員

きたいと思います。

以前、富士市産業支援センターｆ-Ｂｉｚセン

ター長の小出氏にお会いしたときに、「地方で

もできる」と強調されたことが、頭から離れま

せん。「今いる中小企業者、小規模事業者の活

性化が重要なんだ。そのためには３つの方向性

しかない。販路の拡大と新商品の開発と新分野

進出、もう一つは、業界の常識に縛られないと

いうこと」と、ノートに記録してありました。

本県地方創生の施策目標である「しごとを興

す」を推進するためのポイントだと考えます。
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本県は、中小企業をどう強くするかが課題であ

ります。本県における中小企業等の経営革新を

支援する取り組みについて、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

本県経済○商工観光労働部長（中田哲朗君）

を支える中小企業等の成長を図るためには、新

商品開発や新サービスの提供など、中小企業等

の経営革新への取り組みを促進することが極め

て重要であると認識しております。このため、

県におきましては、企業経営者の経営革新に対

するチャレンジ意識の醸成を図るとともに、経

営戦略の策定に必要なスキル向上のためのセミ

ナーやワークショップを開催しております。ま

た、商工会議所や商工会、よろず支援拠点など

と連携し、経営の相談から事業計画の策定、さ

らに実行段階までの支援を実施しているところ

であり、低利融資などの各種支援策の利用が可

能となる経営革新計画の策定についても促進し

ているところであります。今後とも、関係機関

と連携し、中小企業等の経営革新の取り組みを

積極的に推進してまいりたいと考えておりま

す。

今年度から導入予定の企業版○河野哲也議員

ふるさと納税について、詳細は今議会中にもあ

りましたので省略いたしますが、御案内のとお

り、宮崎も、「県民と築く「美しい宮崎づく

り」沿道修景美化モデル事業」の１事業が認定

されました。計画では、28年度7,300万の事業費

に3,650万の寄附を見込んでいます。非常に大胆

な取り組みが必要じゃないかと思います。企業

版ふるさと納税の企業へのＰＲなど、促進策と

期待について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

企業版ふるさ○総合政策部長（永山英也君）

と納税は、自主財源に乏しい本県にとりまし

て、財源を確保するために有効な手段でありま

すが、県外に本社を置く企業が対象となってお

りますので、この制度を十分に活用していくた

めには、県外の企業にいかに強くアピールでき

るかが重要となってまいります。このため、現

在、県外事務所を中心に、制度の趣旨や目的を

説明し、協力をお願いしているところでありま

す。また、今後に向けましては、より多くの企

業に賛同いただけるよう、魅力ある事業の構築

に取り組みますとともに、寄附をしていただい

た企業を広報ＰＲする方法についても検討して

まいりたいと考えております。

この認定を受けるに当たっ○河野哲也議員

て、各自治体はある程度企業へリサーチしてい

ました。結果、九州は、長崎が３事業認定され

ています。企業の選択肢が広がっているという

ことになると思います。また、ニトリホール

ディングスが、北海道夕張市の「コンパクトシ

ティの推進加速化と地域資源エネルギー調査」

に、４年で５億円のふるさと納税を寄附する予

定となっています。本県はどんな戦略でＰＲす

るのか、注視してまいりたいと思います。

今後、内閣府は、11月に第２回の認定を、平

成29年３月に第３回の認定を出す予定です。先

ほど答弁に、今後も魅力ある事業の構築に取り

組むとありましたが、申請の予定はあるでしょ

うか。

先ほど申し上○総合政策部長（永山英也君）

げましたとおり、企業版ふるさと納税は、自主

財源に乏しい本県にとりまして、財源を確保す

るために有効な手段であります。来年度事業の

財源となります第３回の申請に向けまして、魅

力的な事業の構築や企業へのＰＲに積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

ぜひ、積極的な取り組みをお○河野哲也議員
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願いしたいと思います。

この項目の最後です。先日の特別委員会県南

調査で、宮崎大学地域資源創成学部の吉田雅彦

学部長の講演を拝聴いたしました。宮崎の地方

創生への示唆をいただきました。そこで、宮崎

大学地域資源創成学部の吉田学部長は、「地方

創生は、正しい戦略と継続が成功の鍵」と言わ

れました。知事のお考えをお伺いいたします。

地方創生の眼目は、先○知事（河野俊嗣君）

ほど申しましたとおり、これまでの流れを変え

ていく、そして持続可能な地域づくりのための

新たな仕組みをつくっていくことでありますの

で、そのためには、目標や具体的な手段を明確

にした戦略を立て、かつ、継続的に展開してい

くことが重要であると考えております。このた

め本県では、地方創生の指針となります「県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定したと

ころでありまして、引き続き、この戦略に基づ

く取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考

えております。また、継続性の確保の観点から

は、産学金労官が一体となって、企業支援や人

材育成を推進していくためのプラットフォーム

体制整備などを進めているところであります。

地方創生につきましては、交付金や企業版ふる

さと納税制度など、国からもさまざまな支援措

置が講じられております。これをいかに活用す

るか、地方における知恵や努力というものが求

められていると考えておりますので、宮崎らし

い地方創生が実現できるよう、十分に活用し

て、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

具体的な取り組みを今後注視○河野哲也議員

していきたいと思います。

太田議員から宿題が出されていました件につ

いて、最後にただしたいと思います。

最後に、沿海北部広域農道６期地区につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

先日、延岡市選出の県会議員が、土々呂・伊

形区長会からの陳情を受け、現地調査を行いま

した。広域農道の完成に伴い、影響のある箇所

について確認をいたしました。そこでまず、広

域農道沿海北部地区の整備状況をお伺いいたし

ます。

広域農道沿海○農政水産部長（郡司行敏君）

北部地区につきましては、延岡市大峡町から日

向市塩見までを結ぶ全長約26.8キロメートルの

農道で、昭和58年度に事業に着手し、現在まで

に約22.4キロメートルの区間が完成しておりま

す。本広域農道は、農畜産物輸送の合理化を図

るとともに、地域の利便性の向上など、県北地

域の活性化にも大きく寄与するものと考えてお

りまして、現在、全線の早期完成に向けて、残

る延岡市伊形町から門川町門川尾末間の約4.4キ

ロメートルの整備に取り組んでいるところであ

ります。

住民の大きな心配は、整備に○河野哲也議員

よる交通量の変化と、それに伴う安全性の確保

でございます。県道北方土々呂線の整備、伊形

小学校の通学路の安全確保等、具体的な改善要

望が出ています。そこで、広域農道沿海北部地

区が開通すれば、交通量の増加が見込まれます

が、接続する県道、市道への影響について、ど

のような対応を考えているか、お伺いいたしま

す。

広域農道沿海○農政水産部長（郡司行敏君）

北部地区が開通いたしますと、本広域農道に接

続いたします県道や市道についても、交通量が

増加するということが予想されております。ま

た、沿線には、御質問にもありましたけれど

も、小学校もございまして、地域の安全の確保
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は非常に重要な課題だと認識しております。整

備に当たりましては、今後とも、地域の方々と

の意見交換や、きめ細やかな情報提供を行いな

がら、それぞれの道路管理者や県警察本部との

協議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。太田○河野哲也議員

議員が確認されたように、県が調整役となって

安全性の確保をお願いしたいと思います。お願

いをして質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

次は、 原正三議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 時間の都合○ 原正三議員

もありますので、感情移入はできるだけ避け、

ストレートに聞いてまいりたいと思います。

知事の政治姿勢について、９点伺います。

「週刊ダイヤモンド」という雑誌に「知事力

ランキング」と題した記事があります。統一地

方選挙前に、県民１万人の知事支持率をランク

づけしたものでありますが、何とトップに輝い

たのは、本県の河野知事であります。平均支持

率54.0％に対して、県民の74.0％から支持を得

ております。実務型の知事として高い支持を集

め、特に20～30歳代の子供のいる女性の支持率

が高く、支持理由のトップは「人柄」とありま

す。しかし、現状の満足度や居心地のよさがわ

かる指標として、「10年後もいたいと思う」

「いたいと思わない」「わからない」を尋ねて

居住者満足率をとってみると、残念ながら、満

足率は「中位」と低い結果であります。「人口

が社会減となっていることから、知事の支持率

が高く、問題の認識はできているが、対策が不

十分な地域」と結論づけております｡ちなみに、

支持率、満足度がいずれも高かったのは、「く

まモン」で有名な熊本県の蒲島知事でありまし

た。「課題は認識しているが、対策が不十分」

と指摘されていることについて、知事の感想を

お聞かせください。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

議員御指摘のこの記事、雑誌に掲載されたわ

けであります。これにつきまして、今の居住者

満足率63％でありまして、決してそれほど低い

わけではありませんが、全国を並べると大体真

ん中ほどになるというところでの今のカテゴリ

ーであり、「課題は認識しているが、対策は不

十分」とそれを位置づけるかどうかというの

は、いろいろ考えるところはあります。しか

し、宮崎の県民として、いろんな課題というも

のを受けとめておられる、今後の地域づくりに

おいてさまざまな対策を講じる必要があるとい

うことは受けとめておるところであります。

平成27年１月に再び知事に就任し、直ちに私

の政策提案を踏まえたアクションプランを策定

しまして、進むべき方向や重点的に取り組む施

策を県民の皆様にお示ししたところでありま

す。２期目におきましては、復興から成長へと

ギアを入れかえ、フードビジネスを初め成長産

業の育成など、あすの礎づくりに全力を挙げて

取り組んできております。まだまだ努力すべき

点は多々ありますものの、確かな手応えも感じ

ておるところであります。今後とも、私の基本

姿勢であります対話を通じて県政の課題を把握

し、それを的確に施策に反映させ、みずから先

頭に立ちながら、「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」の実現に向け、しっかりと県政を前に進め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

早い話が、頑張ってください○ 原正三議員

ということであります。
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県総合計画審議会は、アクションプランの重

点施策である８つのプログラムについて、昨年

１年間の外部評価をまとめ、知事に答申し、池

ノ上会長は、「個別に課題はあるが、一定の成

果が出ているのではないか」と総括したとの報

道であります。さて、知事が就任されて６年が

経過をいたしました。６年間の成果が指標とし

てそろそろあらわれてもいいころではないかと

考えます。経済的、社会的、文化的その他さま

ざまな部門において、よくなった指標、悪く

なった指標があると思いますが、主な指標につ

いて、知事の御見解をお願いいたします。

知事就任以来、口蹄疫○知事（河野俊嗣君）

からの復興と新たな成長に向けて全力で取り組

みました結果、陸海空の交通インフラの整備と

いうものは前進をしているのではないかと思っ

ておりますし、さらには、そのストック効果な

ども相まって、県内総生産や県民所得などの経

済指標は改善してきているところであります。

一方で、人口につきましては、この６年間で約

４万人減少するなど、厳しい状況が続いている

ものと考えております。また、県民意識調査の

結果では、今後も住み続けたいと思う人などの

割合が、大体80％は超えているわけではありま

すが、思うように上昇していないなど、まだま

だ努力すべき点もあると感じております。引き

続き、成果の上がっている分野におきましては

さらなる高みを目指し、課題に対しては真摯な

姿勢で真正面から向かい合ってまいりたいと考

えております。

数ある指標の中で、県民の関○ 原正三議員

心事である所得向上に関して伺います。今さっ

きも質問があったところですが、６月１日に内

閣府が発表した「平成25年度県民経済計算につ

いて」を見ますと、本県１人当たり県民所得

が、順位にして44位であります。45位から47位

に、鹿児島県、鳥取県に沖縄県が続いておりま

す。金額で見ると、本県240万7,000円で、全国

平均の78.5％、約４分の３、福岡県の85.0％、

東京の53.4％、約半分ということであります。

所得をふやし、中央との格差を縮小していくこ

とは、県民全ての願いであり、本県浮揚の永遠

の課題だと言っても過言ではないと思います。

その課題解決のために、これまでさまざまな政

策が講じられてきているわけではありますが、

なかなかその成果が見えてこないところに、昨

年、知事の政策提案「みやざき新時代！」「く

らしの豊かさ日本一」を受けて、未来みやざき

創造プランでは、知事２期目の終了年、平成30

年に、県際収支の現況値4,433億円の収支不足

を、4,322億円の111億円改善するとの目標値が

具体的に明記されました。このことが、結果と

して県民所得の向上に寄与すると期待するもの

であります。そこで知事にお尋ねいたします。

この県際収支111億円 あと２年しかありませ―

んけれども 改善へのこれまでの取り組み状―

況と目標達成の見通しについてお聞かせくださ

い。

この県際収支は、県外○知事（河野俊嗣君）

から外貨を稼ぎ、それを地域内で循環させるこ

とや、原材料等の一部を県産品に置きかえるこ

となどによって改善するものでありますので、

地域経済循環構築プログラムの重点指標として

いるところであります。これまで、フードビジ

ネスなどの成長産業の育成、再生可能エネルギ

ーなどの地域資源を活用した産業振興、また、

広い意味での地産地消の推進などに取り組んで

きたところでありまして、直近の平成25年度の

県際収支は、計画策定時の現況値とした平成20

年度から24年度の平均と比較をしまして、約195
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億円改善をしているところでありまして、現時

点では目標を上回っているところであります。

しかしながら、依然として大幅な移入超過の状

況にありますので、引き続き、中核企業の育成

や地域内での企業間の取引拡大などに取り組む

ことにより、さらなる県際収支の改善に取り組

んでまいりたいと考えております。

かなり改善されているよう○ 原正三議員

で、好ましいことだと思います。

次に、県内の所得格差について伺います。県

内の１人当たり市町村民所得については、正確

なデータがありませんので、総合政策課から参

考データとして宮崎市、都城市、延岡市、小林

市、日向市、そして私の住む三股町の５市１町

についてのデータをいただきました。ただし、

このデータは平成25年度の市町村民所得の推計

値を推計人口で除したもので、一定の傾向は読

み取れますが、あくまでも参考値であります。

この５市１町を、所得の一番高い宮崎市を100と

して所得順に割合を述べますと、２位都城

市91、３位日向市84、４位延岡市79、５位小林

市75、そして私の三股町71となります。県内の

所得格差は歴然としており、これが過疎市町村

となりますと、まだまだその格差は広がるもの

と思われます。日本全体では東京一極集中の構

図があり、宮崎には宮崎市一極集中の構図が存

在しているわけであります。地方創生、均衡あ

る県土発展の観点から、この格差もまた本県の

永遠の課題として、解決に向けて対策を講じる

べきことと思います。県内の所得格差是正につ

いて、知事の御見解をお聞かせください。

御指摘の所得というの○知事（河野俊嗣君）

は、それぞれの市町村におきます企業や事業所

の集積度合いによってもかなり数字が変わって

くるわけでありますが、人口減少時代にありま

して、本県のさらなる発展を図るためには、県

内の各圏域において、市町村それぞれが持つ強

みを生かし、また弱みを補い合いながら、個性

あふれる魅力的な地域づくりが大変重要であろ

うと考えております。その中でも、議員御指摘

のとおり、仕事を興し所得向上を図ることは大

変重要でありますので、例えば北諸県圏域で

は、強みである農畜産業や、これらを生かした

食品関連産業など、各地域の特性を生かした産

業振興、また中山間地域の所得向上などに取り

組んでいるところであります。県内の交通イン

フラ整備も進展をしてまいりましたので、こう

した基盤も生かしながら、各圏域ごとにしっか

りとした産業をつくり上げ、雇用の確保、また

所得の向上に結びつけてまいりたいと考えてお

ります。

次に、「豊かさの指標化」に○ 原正三議員

ついてであります。知事の政策提案に、「新し

い生き方、価値観の提案」として「豊かさの指

標化」を行うとあります。独自の指標には、隣

の井本議員の詳しいブータンの国民総幸福（Ｇ

ＮＨ）が有名であり、九州では、過去に福岡県

と熊本県が独自の幸福度を調べているそうであ

ります。本県では初めて、今年度予算に376万円

の予算も計上されておりますが、「豊かさの指

標化」への知事の思いと検討状況、今後のスケ

ジュールについて、お聞かせいただきたいと思

います。

将来に夢や希望を持っ○知事（河野俊嗣君）

て心豊かに暮らすことのできる、真に豊かな暮

らしを実現するに当たりましては、宮崎に住ん

でいる私たちが実感しております、暮らしやす

さでありますとか、心豊かに暮らすことの価値

というもの、そういった本県の価値を再認識す

る機会とし、県内外へ広くアピールするため
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に、この「ゆたかさ」を、経済的な側面だけで

なく、健康、時間、暮らしの便利さなど多面的

に捉えた指標を作成しているところでありま

す。指標づくりに当たりましては、全国から見

た本県の客観的な状況を明らかにすること、ま

た、県民の意識を反映したわかりやすい指標と

することなどを基本としております。昨年度

は、「ゆたかさ」をテーマとした県民会議を県

内８地域で開催して御意見を伺い、現在、専門

家の助言もいただきながら指標の選定等を進め

ているところであります。今後、県民アンケー

トを実施するほか、県議会や総合計画審議会の

御意見を伺いながら、今年度中には県民の皆様

にお示しできるよう検討を進めてまいりたいと

考えております。

参議院合区問題についてであ○ 原正三議員

ります。今回の参議院選挙では、島根・鳥取、

徳島・高知、４県の選挙区が２つの１人区に統

合されました。最高裁判決が、一票の格差は違

憲状態として選挙制度の見直しを求めたことを

受けて、格差を３倍未満に抑えるため導入され

たものであります。これに対し全国知事会は、

合区の早急な解消を求めるとともに、選挙制度

をめぐり、憲法改正についても議論するよう決

議したとの報道であります。大都市への人口集

中には歯どめがかからず、このままでは、合区

の解消はおろか、他の選挙区、ひいてはこの宮

崎にも波及する可能性がなきにしもあらずであ

ります。今回、２合区選挙区で、島根を除く３

県が投票率の過去最低を更新したのも、参議院

選挙区が都道府県単位であることが、有権者の

意識として既に定着していることのあらわれで

もあります。参議院選挙区の合区について、全

国知事会における議論と知事のお考えをお聞か

せください。

７月に行われました全○知事（河野俊嗣君）

国知事会議におきましては、合区について、投

票率の低下や、選挙区において自県を代表する

議員が出せないことなど、さまざまな弊害が顕

在化しているということで、合区の解消が必要

という認識については、多くの知事で一致をし

たものの、一部反対意見があったこととか、抜

本的な見直しを図る方策につきましてさまざま

な意見が出され、予定した時間を超過するほど

大変活発な議論となったところであります。最

終的には、一部反対意見や慎重意見があったこ

とを付記した上で、合区の早急な解消を求める

決議に至ったところであります。私としまして

は、国のあり方を考えていく上で、多様な地方

の意見が国政の中でしっかり反映される必要が

あるということ、また、都道府県ごとに集約さ

れた意思が、参議院を通じて国政に届けられな

くなるのは非常に問題ではないかと考えており

ますので、合区について、このままずるずると

合区ということには反対でありまして、公職選

挙法の附則において抜本的な見直しが規定され

ているということで、早急に解消させる対応と

いうものも求めていく必要があろうと考えてお

ります。

明確に「反対」という言葉を○ 原正三議員

いただきました。ありがとうございました。

金融機関との連携について伺います。「大分

銀行が営業目標撤廃、低金利貸し出し競争脱

却」との記事を宮崎日日新聞で目にしました。

「貸し出し規模ではなく、取引先企業の経営課

題の解決を追求することで、取引関係を強化

し、低金利での貸し出し競争からの脱却を図

る。行員の評価を、貸し出しなどの営業目標の

達成度合いではなく、顧客企業の課題解決のた

めにどう行動したかを重視する方針に転換」と
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あります。金融庁が地方銀行に地方創生への貢

献を求めていることが背景にあるようでありま

す。さて、知事の言葉に「産学官金」という言

葉をよく耳にいたします。未来みやざき創造プ

ランにも、この言葉はあちこちにちりばめられ

ておりますが、どうも産学官に比べ「金」の姿

がよく見えないように感じます。本県の政策を

推進する上で、金融機関とどのように連携して

いるのか、お聞かせください。知事にお願いい

たします。

金融機関との連携につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、これまで、さまざまな機会を捉え

て情報交換、意見交換を行いますとともに、人

事交流や協調融資など、主に本県産業の振興を

中心に取り組んできたところであります。この

ような中で、地元金融機関におかれましては、

地方創生を推進するための新組織の立ち上げや

ファンドの創設などを行い、従来の事業活動に

とどまらない、地域経済の活性化に寄与する新

たな取り組みを進められているところでありま

す。県としましては、地元金融機関との包括連

携協定の締結等によりまして、企業の成長促

進、産業人材の育成、観光誘客を初めとしまし

た本県経済の活性化のための取り組みや、防災

・災害時の支援、さらには青少年の健全育成な

ど、緊密な連携のもとに幅広い分野での取り組

みを行っていくこととしております。地域の実

情や企業の状況を熟知する地元金融機関との連

携というものは、本県産業の振興のみならず、

真の地方創生を実現していく上でも大変重要で

ありますことから、今後とも、より一層連携を

深めて、施策の推進に努めてまいりたいと考え

ております。

金融庁からのそういう、指示○ 原正三議員

とは言いませんが、求めも出ているようであり

ますので、さらに「金」の姿がよく見えるよう

に、政策的に強い連携をお願いいたしたいと思

います。細かいことは申し上げません。

外国人技能実習生について伺います。このこ

とについては、ずっと以前、松形知事に質問を

したことがございます。

このたび厚生労働省が、外国人を技能実習生

として受け入れている事業所に対する2015年の

監督指導状況を公表しました。実習事業を行

う5,173事業所に監督指導を実施し、うち71.4％

の3,695事業所で労働基準法関係法令の違反が

あったということであります。違反内容は、違

法な長時間労働、安全措置を講じない、残業代

などの賃金不払いなどであります。本県の実態

までは公表されておりませんが、違反は複数存

在していると聞いております。先進国の成熟し

た社会にはあるまじきことで、本県の労働環境

を向上させる上でもマイナス、結果的には若者

の地元定着にまで影響する問題ではないかと思

います。そこで、知事にお尋ねいたします。外

国人技能実習生を受け入れている県内事業所で

法令違反があるというこの現状を踏まえ、どの

ように考え、対応していくおつもりなのか、お

聞かせいただきたいと思います。

外国人技能実習生を受○知事（河野俊嗣君）

け入れる事業所におきましても、法令遵守によ

ります適正な労働環境が整えられていることが

必要であると考えております。このため、まず

は国において、法に基づく指導監督が行われて

いるところでありますが、県としましても、県

内４カ所に設置しております中小企業労働相談

所や公益財団法人宮崎県国際交流協会におい

て、各種労働問題の相談窓口として対応してい

きますほか、宮崎労働局とも連携をして、関係

法令の遵守について県内企業への啓発を行って
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まいりたいと考えております。

この制度に対する知事のお考○ 原正三議員

えをお聞きしたいと思います。当時、松形知事

は、まだここまで外国人技能実習生を目にしな

い時期でありましたけれども、「将来必要にな

るだろう」、そういう答弁をいただいたのを覚

えております。外国人技能実習制度に対する知

事のお考えをお聞かせください。

外国人技能実習制度○知事（河野俊嗣君）

は、開発途上国等の経済発展を担う人材育成を

目的として創設をされている制度であります

が、一方で、実態として地域の産業を支える貴

重な役割を担っているところであります。本県

におきましては現在、1,371名の実習生がさまざ

まな分野で技能習得に励んでおられますが、そ

の数は年々増加しているということでありま

す。今後とも、人材確保が困難な職種を中心に

外国人技能実習生へのニーズが高まっていくこ

とが予想されますので、本制度が適正に運用さ

れることを期待しているところであります。

最後に、活断層について伺い○ 原正三議員

ます。武蔵野学院大特任教授の島村英紀氏が、

内陸直下型地震に関して宮崎日日新聞に寄稿さ

れた文章を読みました。島村教授は地震学が専

門で、北海道大学の教授や国立極地研究所長を

歴任された方でありまして、文中、次のように

述べておられます。

内陸直下型地震は日本列島のどこでも起き

る可能性がある。地震としての規模は海溝型

より小さいが、人の直下で起きるので揺れが

強く、被害も大きい。直下型地震の特徴は地

面の加速度が大きいことだ。重力の加速度980

ガル、俗に言う「ｇ」を超える地震動を超え

る大きな値が最近観測されるようになった。

熊本では1500ガルを記録したとも言われてい

る。こういう状態だと、地面にある石が上に

飛び上がる状態だ。この連鎖が続くかどうか

は、隣の候補地にどのくらいの地震エネルギ

ーがたまっているかによる。活断層は中央構

造線だけではない。日本中にあり、その

数2,000、わかっていないものはその３倍以上

もあるのではないか。知られていない直下型

地震は、これからも日本のどこかを襲うに違

いない。この事実を私たちはいつも心に刻ん

でおく必要がある。

以上であります。

熊本地震後、知事は、評価対象となっていな

い活断層について調査・評価を行うよう、国に

要望されましたが、その後の国の動きはどう

なっているのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

活断層につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、国の地震調査研究推進本部におきまして、

断層の長さが10キロメートル以上のものを対象

に調査・評価が進められているところでありま

す。本県におきましては、この調査・評価の対

象となる活断層は確認をされておらず、国によ

る調査も行われておりません｡しかしながら、本

県でも活断層の存在を否定できないわけであり

ます。必ずしも発生のメカニズムを詳細に把握

しておりませんが、昨日は、めったにない韓国

での地震も発生をしたというような状況もある

わけでありまして、先般の熊本地震の発生を踏

まえまして、調査の対象となっていない活断層

についても調査を行うよう、国に要望を行った

ところであります。要望の趣旨につきましては

御理解をいただいたところでありますが、調査

・評価を行うに当たっては、ボーリング調査等

に多額の予算が必要となりますことから、現時

点で完了していない活断層の調査・評価を加速
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させる方針だというふうに伺っております。

国としても調査をしないとい○ 原正三議員

けない活断層がいろいろまだ残っているという

ことも、実際聞いてはおります。大変と思いま

すが、引き続き要請活動を行っていただきます

ように、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

オリンピック効果について伺います。

全国知事会スポーツ・文化・観光プロジェク

トチームリーダーの河野知事は、松野博一文科

相に、2020年東京五輪・パラリンピック大会に

関する要望活動を行ったとの報道がありまし

た。これは、これまで何回も質問がありました

のでダブるところもありますが、プロジェクト

チームの提言内容と、とりわけ本県に期待され

る事項、そして今後の取り組み方針について、

知事の御見解をお聞かせいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

オリンピック・パラリ○知事（河野俊嗣君）

ンピックの開催により、スポーツ、文化、観光

などのさまざまな面で大きな効果が期待されま

すので、この提言におきましては、それを東京

にとどめることなく、その効果を全国に波及さ

せ、国全体の活性化につなげるとともに、大会

後もしっかり引き継いでいけますよう、地方の

取り組みに対する国の積極的・継続的な支援、

財政措置とかさまざまな施策による支援という

ものを要望したところであります。その中で、

本県としましては、特に、事前合宿の誘致や屋

外型ナショナルトレーニングセンターの整備、

また、本県が提案しております、開会セレモニ

ーにおける天岩戸開き神話の採用などの実現を

目指してまいりたいと考えております。リオデ

ジャネイロ大会が終了すれば、東京大会に向け

た準備が本格化してまいりますので、このプロ

ジェクトチームのリーダーとして、引き続き、

さまざまな形で国に働きかけてまいりたいと考

えております。

次は、スポーツ少年団につい○ 原正三議員

てであります。高い山ほど裾野は広いと言われ

ます。スポーツも同じ。トップアスリートを育

成するためには、底辺と裾野をより広くするこ

とが肝要であります。その底辺を広げる役目に

最適な団体が、スポーツ少年団であります。本

来、健全育成が目的の団体ではありますが、ス

ポーツを好きにさせ、ゴールデンエージを少年

団で過ごすことで、運動能力は飛躍的に向上し

ます。中学校からの競技力向上の基礎をつくる

ことにもつながっております。リオオリンピッ

クの興奮冷めやらぬ今、子供たちはトップアス

リートたちの雄姿に感動し、多くの子供たちが

スポーツに強い関心を寄せている時期でありま

す。過去の例からも 私は三股町のスポーツ―

少年団本部長をしておりますが 今が少年団―

加入を促進する絶好のチャンスだと確信をいた

しております。ただ、少年団だけの力では限界

があるわけであります。県として、少年団加入

促進に取り組むべきと考えますが、教育長の御

見解をお聞かせください。

スポーツ少年団は、○教育長（四本 孝君）

「スポーツを通じた青少年の健全育成」という

理念に基づきまして、全ての市町村に設立さ

れ、現在、１万3,000人を超える児童生徒が加入

をしております。しかしながら、近年、少子化

等の影響を受けて団員数の減少が続いておりま

すことから、県体育協会や各市町村のスポーツ

少年団体本部等が中心となりまして、指導者の

資質向上を図る研修会や、スポーツ少年団の理

解・啓発につながる各種交流大会を開催するな

ど、スポーツ少年団活動の充実を図っていると
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ころでございます。県教育委員会といたしまし

ては、本県での２巡目国体等を見据え、団員数

を増加させ競技人口の裾野を広げることが極め

て重要であると考えておりますので、今後と

も、県体育協会を初め市町村等と十分連携を図

りながら、スポーツ少年団の支援に努めてまい

りたいと考えております。

少年団関係者はこの議場には○ 原正三議員

多いわけでありまして、星原議長も都城市の少

年団の本部長、日高議員も、もしかすると日向

の少年団本部長ではなかったかと思っておりま

す。過去には２万人近い団員がおりました。少

子化以上に加入率が下がっております。もう細

かい数字は言いませんけれども、そういう状況

でありますので、よろしくお願いをいたしたい

と思います。我々は我々で頑張るんです｡県のお

支えがほしいという意味であります。

競技力向上について。競技力向上について

は、我が会派の松村議員から質問がありました

ので、私は１件だけ伺います。東京オリンピッ

ク・パラリンピックあるいは２巡目国体に向け

た競技力向上のためには、教育委員会でできる

ことにはどうしても限界があると考えます。民

間等を含めたオール宮崎として推進すべきと考

えますが、県の取り組みについてお聞かせくだ

さい。教育長、お願いします。

本県では、競技力向○教育長（四本 孝君）

上を図るために、行政や民間企業、競技団体な

どで構成する「宮崎県競技力向上推進本部」を

設置しまして、官民一体となった取り組みを進

めているところでございます。具体的には、選

手の育成・強化では、私立学校を含めた競技力

強化推進校・育成校の指定、中学生、高校生の

有望選手を集めた強化合宿への支援等に取り組

んでいるところであります。また、指導者の養

成・確保では、指導者の県外派遣研修や教員の

特別選考採用などを行っております。さらに、

民間企業等に御協力をいただきながら、有望選

手の就職による県内定着の促進や、大学や民間

病院と連携した医学的サポート体制づくりな

ど、総合的な強化策に取り組んでおります。今

後、競技力向上推進本部を中心に、オール宮崎

で競技力の向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、メダル数になります。○ 原正三議員

本県ゆかりの選手が獲得したメダル数につい

て。我が国が夏季五輪で獲得した金メダル

は、2012年のロンドン大会終了時点で130だそう

です。このメダル数を個人競技の出身地別に見

ると、愛知県と北海道が９個で１位、九州・山

口では、福岡県が６個、熊本県が５個で上位に

入っております。今回、リオオリンピックが終

了したところで、これまでの宮崎ゆかりの選手

が獲得したメダルの数は何個になるのか、大変

気になるところであります。これまでオリン

ピックに出場した本県ゆかりの選手数と、メダ

ルの獲得数をお知らせください。教育長、お願

いいたします。

これまでオリンピッ○教育長（四本 孝君）

クに出場しました本県ゆかりの選手は、ことし

のリオデジャネイロ大会の11名を含めまして、

私どもが把握する限り、総数で74名になってお

ります。その中でメダルを獲得されましたの

は、1920年アントワープ大会で銀メダルを獲得

し、日本人初のメダリストになられた、テニス

競技の熊谷一弥さんを初め、2000年シドニー大

会で金メダルを獲得された柔道競技の井上康生

さんや、ことしのリオデジャネイロ大会を含め

３大会連続してメダルを獲得された水泳競技の

松田丈志さんなど、21名の方がいらっしゃいま
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す。お尋ねのメダルの獲得数は、総数で29個で

あり、その内訳は、金メダル９個、銀メダル９

個、銅メダル11個となっております。

ゆかりについては、その定義○ 原正三議員

は難しいところですけれども、いずれにしても

宮崎は、今度のオリンピックもあって、かなり

ふえたのではないかなと思っていますので、今

後の目安として、みんなで頑張りたいものだと

いうふうに思います。

農業問題に移ります。

平成28年度第２次補正予算が、先月24日臨時

閣議で決定されました。農林水産関係の総

額5,739億円のうち、ＴＰＰ関連対策には3,453

億円を確保したとのことであります。宮崎県議

会ではこれまで、平成22年11月議会を皮切り

に、国に対し９回の意見書を提出してまいりま

したが、ついにＴＰＰ交渉は妥結、今日を迎え

ております。政府は、９月臨時国会でＴＰＰの

承認を目指しており、ＴＰＰの発効を見据えて

国内農業の体質強化を急ぐとの考えのようであ

ります。意見書のことを考えますと、じくじた

る思いはありますが、ＴＰＰとはかかわりな

く、国内農業の体質を強化していくことには何

も異論はないわけであります。むしろ、さらに

強化された体質強化策を望みたい思いでありま

す。そこで、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。国のＴＰＰ関連対策に係る補正予算の本県

への配分の見通しと、産地パワーアップ事業の

今後の進め方についてお聞かせください。特に

産地パワーアップ事業については、増額に関し

て、県内産地からの強い要望があるというふう

に聞いております。よろしくお願いします。

国の補正予算○農政水産部長（郡司行敏君）

につきましては、今後、国会において審議が行

われることになりますが、ＴＰＰ関連対策予算

は、お話がございましたように、本県農業の競

争力強化に向けた生産基盤の構築に必要不可欠

なものであると考えており、県といたしまして

も、しっかり準備をし、必要な予算の獲得に全

力で臨む考えであります。

また、産地パワーアップ事業につきまして

は、生産現場の期待が大変大きいわけでござい

ますけれども、現時点では、国からの配分は６

億9,000万円となっておりまして、要望とはまだ

かなりの差があるという状況にあります。今回

の補正予算は、前回を上回る予算規模となって

おり、県といたしましては、これを好機と捉

え、事業要件となっております産地パワーアッ

プ計画の策定など、産地と一体となってしっか

りした準備を行い、生産現場の期待に応えてま

いりたいと考えております。

産地パワーアップ事業につい○ 原正三議員

ては、これまでの要求額とその配分額の差が余

りにも大きかったために、ことしこの補正予算

等にかなり期待があるようでございますので、

頑張っていただきたいと思います。

次に、省力化・軽労化について伺います。国

内の農業は高齢化し、体力的に農作業を続ける

のが難しい人もふえており、省力化や軽労化、

技術の伝承が課題となりつつあります。農林水

産省は、農産物の品質向上や農作業の効率アッ

プのため、人工知能やＩｏＴ、ロボットなど第

４次産業革命の農業分野への活用を本格化させ

るとの報道であります。高齢化や農家の担い手

不足を補い、コスト削減や高品質化につなげる

のを目的にしており、平成28年度補正予算と平

成29年度当初予算の概算要求に関連費用を盛り

込むと聞いております。ＧＰＳ利用によるトラ

クター走行、除草ロボット、トマトの収穫ロ

ボット、農業用ドローン、ベテラン農業者の技
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術や経験をデータ化し、新規就農者が学べるシ

ステムや、ＩＣＴによる農薬や水の散布量の最

適化などなどが、いよいよ現実のものとなりつ

つあります。本県でも、里芋の収穫機械の開発

待望との報道もございました。これまで似たよ

うな質問を何回かしてきましたが、農業が変わ

る、農業を変える好機と捉え、積極的に取り組

むべきだと考えます。そこで、農政水産部長に

お尋ねいたします。本県農業へのＡＩ（人工知

能）、ＩＣＴ、ＩｏＴなどの先端技術の活用に

どのように取り組んでいくのか、御見解をお聞

かせください。

農業従事者の○農政水産部長（郡司行敏君）

高齢化が急速に進み、労働力の不足が顕在化す

る中で、農作業の省力化や軽労化を進めるとと

もに、新規就農者等に生産技術を継承していく

上で、ＡＩやＩＣＴなどの先端技術の活用は大

変重要であると認識をしております。このた

め、６月に改定いたしました第七次宮崎県農業

・農村振興長期計画では、生産技術の高度化を

重点プロジェクトの一つに位置づけ、施設園芸

や畜産の自動環境制御システムの開発普及や、

加工用ホウレンソウなどの機械化一貫作業体系

の構築、さらには、ＧＰＳつき大型トラクター

等の先端技術の実証などにも取り組んでいると

ころであります。議員から、さまざまな事例に

ついて紹介がありましたけれども、このＡＩや

ＩＣＴの分野は、次々と新しい技術が開発され

ております。県といたしましては、アンテナを

高くして、これらの情報をしっかり捉まえ、関

係団体や大学、民間企業等と連携した上で、先

端技術の開発や普及に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

できたら、来年度の予算にそ○ 原正三議員

ういう予算が組まれるといいなと、期待をして

おります。

定年帰農について伺います。このことについ

ては、10数年前、やはり松形知事でございまし

たが、質問をしたことがあります。今回は、里

山資本主義の著者、藻谷浩介氏の日本農業新聞

「論点」への寄稿文に意を強くしての再度の質

問であります。藻谷氏は、「自給的農業を見直

す」「第二の人生の受け皿に」と題して、もっ

と多くの他産業従事者、都会居住者が、老若男

女問わず、第二の人生に農業を選ぶよう、関係

者各位は意識した誘導策を従前以上に打ってほ

しいと、提言をしております。藻谷氏によれ

ば、製造業や商業、医療・福祉や建設業におい

ては団塊世代の就業者は減少したが、農業でだ

けは４万人ほどふえ、2005年から2010年にかけ

ては、戦後生まれの全ての世代で合計13万人、

農業従事者がふえたのだそうであります。健康

な高齢者をふやすことは、高齢者の生活不安や

年金逼迫、医療保険・介護保険原資の不足と

いった高齢化問題の対処になるばかりでなく、

農山村の側から見ても、農地保全の主体として

重要な存在というわけであります。農政水産部

長にお尋ねをいたします。高齢化問題への対処

や農地保全の担い手として有望な定年帰農を進

めてはどうかと思いますが、御意見をお聞かせ

ください。

本格的な高齢○農政水産部長（郡司行敏君）

化社会を迎える中で、いわゆるシニアパワーを

農村地域で生かしていくことは、農村社会を維

持し、地域農業を活性化していく上でも大変重

要であると考えております。定年帰農者は、そ

の豊かな経験や技術が、地域活動や農業の生産

・販売に大きな力となることが期待されており

ますが、農業をスタートするに当たり、基本的

な技術の習得に一定の支援が必要なケースもあ
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ろうかと考えております。このため県では、関

係機関が一体となったワンストップでの就農相

談や農業実践塾での研修など、支援体制を整え

ていく必要があると考えております。今後と

も、定年帰農の事例や農業・農村の魅力などの

情報発信を強化していくとともに、市町村等の

関係機関とも連携しながら、シニアパワーの活

用に取り組んでまいりたいと考えております。

農政水産部長、将来はいかが○ 原正三議員

でございましょうか。既に技術はお持ちだし、

即戦力で支援も要らないと思いますし、集落の

方も大変お喜びだと思います。私は、縁故米だ

けですが、米はつくります。先祖伝来の土地を

耕作放棄地にしないように、元気である限り

ずっと実践をするつもりでおります。

次に、農作業事故について伺います。秋の農

作業安全確認運動が始まりました。９、10月の

２カ月間であります。建設業など他産業では事

故を減らす中、農作業中の死亡事故は減らない

との指摘があります。農作業中の事故死亡者数

は年間350人と横ばいですが、農業就業人口が減

少する中、事故率は高まっており、就業者10万

人当たりの事故死亡者数は、建設業7.5人に対し

て、農業は15.4人と倍以上であります。農業就

業人口が減少する中、事故で担い手を失うこと

はまことに残念のきわみであります。農政水産

部長にお尋ねいたします。本県における農作業

死亡事故の現状と、その安全対策にどのように

取り組んでいるのか、お聞かせください。

本県における○農政水産部長（郡司行敏君）

農作業死亡事故につきましては、平成22年から

の５年間で64名の方が亡くなっておられます。

直近の平成26年には９名のとうとい命が失われ

ているところであります。県では、全国に先駆

けまして、平成25年度に、県警察本部を初め、

農業団体、農業機械メーカー、農業機械士会で

構成する「宮崎県農作業安全推進協議会」を設

立したところでありまして、春と秋に「農作業

安全確認運動」の推進月間を設け、農業大学校

や各地域で農作業安全研修会を開催いたします

とともに、各種啓発活動等に取り組んでいると

ころであります。また近年、農業機械が大型化

し、使い方を間違えれば大事故につながる可能

性が大きくなっております。今後は、機械操作

等にふなれな新規就農者や女性農業者にも呼び

かけをいたしまして、機械操作研修等も充実す

ることといたしております。これらの取り組み

によりまして、個々の農業者の安全意識を醸成

し、事故の撲滅を目指してまいりたいと考えて

おります。

目指すは死亡事故ゼロでしょ○ 原正三議員

うから、よろしくお願いします。

教育問題に移ります。

新学習指導要領についてであります。新学習

指導要領が中教審で了承され、2020年度から順

次、小中高で開始されると聞いております。

「ゆとり教育」と呼ばれた2002年実施の改訂学

習指導要領は、受験戦争を過熱させた詰め込み

教育の反省から、学校週５日制の導入や「総合

的な学習の時間」を新設するなどの変更を実施

しましたが、「教育内容が３割減り、学力低下

を招いた」などの批判が続出し、「脱ゆとり宣

言」と言われる今回の改訂になったと聞いてお

ります。教育長にお尋ねいたします。今回改訂

される学習指導要領の基本的な方向性と、どこ

がどのように変わるのか、主な変更点について

お聞かせください。

次期学習指導要領改○教育長（四本 孝君）

訂の基本的な方向性としましては、情報化やグ

ローバル化などの急激な社会的変化が進む中
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で、未来のつくり手となる子供たちに必要な資

質・能力を育む学校教育の実現を目指すことが

示されております。主な変更点といたしまして

は、小学校では、３・４年生で外国語になれ親

しむ「外国語活動」を導入するほか、５・６年

生で「外国語」を正式教科にすること、中学校

では、部活動のあり方を見直すこと、高等学校

では、みずから国や地域の諸課題を解決する力

を育む新科目「公共」を新設することなどが計

画されております。また、質の高い学びを実現

するために、小中高を通した授業改善の視点と

して、子供の主体的な学びを目指すアクティブ

ラーニングを導入するなど、時代の変化に応じ

た新しい学びの姿が打ち出されたところでござ

います。

次に、教職員定数の増員につ○ 原正三議員

いて伺います。文部科学省がまとめた中期的な

学校指導体制構想によると、発達障がいやいじ

め、貧困など、子供が抱える多様な課題への対

応を充実させるために、2017年度、来年度から

の10年間で公立小中学校の教職員定数を約３万

人ふやし、構想１年目の17年度は3,000人超の増

員を、予算の概算要求で求めるということであ

ります。さて、本県の教職員定数はどのように

改善されるのか、教育長、見通しをお聞かせく

ださい。

文部科学省がまとめ○教育長（四本 孝君）

た構想では、発達障がい等の児童生徒への「通

級による指導」の充実や、いじめ・不登校問題

への対応の強化など、複雑・困難化する教育課

題に対して必要な教職員定数の充実を図るた

め、今御質問にもありましたが、平成29年度か

らの10年間で２万9,760名の教職員定数の改善を

計画しております。なお、この構想の初年度と

なる平成29年度予算の概算要求において、3,060

名の教職員定数の増員を財務省に求めていると

ころであります。本県といたしましても、こと

しの５月に知事が、８月には私が、直接、文部

科学省を訪問して、教職員定数の増員を要望し

たところであり、今後、教職員定数がどのよう

に改善されるのかについて、国の動きを注視し

てまいりたいと考えております。

次に、プログラミング教育に○ 原正三議員

ついて伺います。新学習指導要領には、小学校

段階からのプログラミング教育の導入もうたわ

れております。安倍政権は、国家戦略の柱の一

つにＩＴを掲げ、プログラミング教育を人材育

成の基盤に位置づけております。内閣官房がプ

ログラミング教室を対象に行った調査による

と、受講生には、プログラミング技術の習得だ

けでなく、課題に自発的に取り組み解決する

力、ものづくりへの意欲、物事をやり遂げる粘

り強さ、新しいものを生み出す力、自分から学

ぼうとする意欲などの教育効果があらわれると

いうことであります。プログラミング教育の狙

いと、今後どのような教育が行われるのか、教

育長、お願いをいたします。

現在、国において議○教育長（四本 孝君）

論がなされておりますプログラミング教育の狙

いにつきましては、コンピューターを活用する

際に必要なプログラミング言語を学ぶことだけ

ではなく、論理的思考や創造性、問題解決能力

といった資質・能力を育むことにあります。今

後のプログラミング教育でありますが、小学校

では、例えば理科の時間に、さまざまな電気製

品は組み込まれたプログラムによって条件に応

じて作動しているということを気づかせるな

ど、各教科を通して、新たにプログラミング教

育の導入を図ること。中学校では、技術・家庭

科において、現在行われているプログラミング
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に関する学習内容の充実を図ること。高校で

は、「情報」の授業の中で、全ての生徒がプロ

グラミングの内容を必ず学ぶことなどが予定さ

れているところであります。

次は、今のプログラミングに○ 原正三議員

も多少かかわってくると思いますが、教育長の

御見解を伺います。人工知能（ＡＩ）が目覚ま

しく進化しております。「指数関数的に」とい

う表現もあるようですが、さまざまな仕事が将

来は機械に置きかえられ 河野議員からも―

前、この発言はあったように思っていますが

子供たちの65％は、今は存在しない職業に―

つくとの予測を、最近よく耳にしております。

事実、野村総合研究所は、昨年12月、「10～20

年後には日本の労働人口の半分の職種が人工知

能やロボットに置きかえられる可能性が高い。

特別な知識やスキルが必要ない仕事のほか、体

系的操作をする仕事にその傾向が強い」との試

算を出しているそうであります。平成28年版科

学技術白書では、20年先の近未来がＡＩでどの

ように変わるかを述べてありますが、マスコミ

や専門家等の論評には、「バラ色で楽観的では

ないか」など、負の側面への警告も目にすると

ころであります。子供たちにとっては、便利だ

が、大変な時代となるのかもしれません。

私は若いころ、自動制御という分野の設計の

仕事をしておりましたが、学生時代の実験は真

空管からトランジスター、就職してからはＩＣ

がＬＳＩに変わり、そして超ＬＳＩへと目まぐ

るしく進化するころで、製品は日を追って小型

化していきました。そして今 はしょって申―

しますが スマートフォンの時代。当時から―

すれば夢のまた夢、技術の進歩にはただただ驚

くばかりで、スマートフォンの存在など、当時

は考えも及ばないことであります。しかし、こ

こまではまだ、ツールの進化の世界ということ

で大くくりできると思います。ＡＩ（人工知

能）の大変さは、社会のシステムまで変わって

しまう、変えてしまうということのようであり

ます。

さて、未来を担う子供たちをどう育てるの

か、我々大人がしっかりと考えなければならな

いときであります。今後どのような教育を展開

していくべきか、教育長の御見解をお聞かせく

ださい。

生産年齢人口の減少○教育長（四本 孝君）

やグローバル化、ＩＴ化が進む中で、子供たち

が社会で活躍するころには、今御質問にありま

したが、絶え間ない技術革新等によりまして、

社会や職業のあり方そのものが大きく変容する

という予測がなされているところであります。

現実に、例えば囲碁やチェスの世界では、トッ

ププロが人工知能にかなわないという状況があ

るようであります。また、最近報じられたとこ

ろでは、戦闘機の操縦シミュレーションも、人

間よりも人工知能がまさったそうであります。

また、近未来的には自動車が自動運転をされる

であろうということにもなっております。まさ

に我々の想像を超えるスピードで進みつつある

と思っております。しかしながら、人工知能等

が幾ら進歩しようとも、人間には、みずから考

え行動する力、他者と協調し他者を思いやる

心、新たな創造に挑戦し未来を切り開いていく

力など、人工知能等がなし得ることのできない

人間のすばらしさがあります。そう信じており

ます。教育は、いわば未来を創造する営みであ

り、教育のあり方も一層進化させる必要がある

と考えております。その上で、子供たち一人一

人が豊かで創造的な人生が送れるような教育の

実現を目指してまいりたいと考えております。
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この人工知能にも１つだけ、○ 原正三議員

欠点というか人間を超えられない部分があるそ

うです。経験的なデータからだけ判断していく

ので、要するに人間が持つ想像力、イマジネー

ションとかクリエーション、インスピレーショ

ン。ものづくり、創造、クリエーティブ、つく

り上げていく、そういうことについては人間に

は勝つことができない、そういう専門家の意見

もあるようですから。それと心の部分、そうい

うところをやっていくのかなと。それにしても

非常に難しい時代を迎えていることは間違いな

いようであります。

最後になります。自転車の活用について伺い

ます。

いよいよ待望の自転車活用推進法案が成立す

るようであります。９月の臨時国会に議員立法

として提出されると聞きました。この法案は、

自転車の活用を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的に、自転車が、環境や健康の増進、交

通の混雑の緩和、または災害時において機動的

であるなどの特性を有することから、交通体系

における自転車の役割を拡大することを基本理

念としております。国及び地方公共団体には、

自転車活用推進計画を定めるよう努めるなどの

規定があり、一方では、自転車専用道路や自転

車専用通行帯、駐輪場の整備なども必要であ

り、新たな公共事業の需要も期待をされるとこ

ろであります。この法案成立を先取りして、自

転車を活用した観光施策やまちづくりを推進す

べきと考えます。宮崎にはぴったりお似合いの

ツールかと思います。まずは、近年の自転車事

故の推移と現状について、警察本部長、お聞か

せください。

自転車事故は、○警察本部長（野口 泰君）

平成21年の1,693件をピークに年々減少傾向にあ

り、昨年は1,060件でした。本年も７月末現在

で532件と、前年同期と比較し89件減少しており

ますが、死亡事故につきましては、昨年５件、

本年は既に３件発生しております。自転車事故

は重大な結果を生じる危険性が高いものであり

ます。そこで、警察では、交通指導取り締まり

のほか、学校を初め関係機関・団体と連携し、

安全教育や広報啓発に取り組んでいるところで

あります。

そこで、いわゆる自転車活用○ 原正三議員

推進法案ができますと、自転車専用通行帯、あ

るいは車と自転車の分離とか、そういうことに

もなってくるんじゃないかと思っています。た

だ、事故は減っているという現実はわかりまし

た。

最後に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。これは以前、茂部長にも聞いたことがあっ

て、大いに関心があるんだと前向きな答弁をい

ただいたことがありました。自転車を活用した

観光施策の推進についてお聞かせください。

県内各地○商工観光労働部長（中田哲朗君）

におきまして、近年、ヒルクライム等の大会や

自転車関連イベントが開催されるなど、サイク

ルツーリズムへの機運が少しずつ高まっており

ます。こういう中で、昨年10月には、自転車環

境の整備等を図るため、国、県、関係市等によ

ります日南海岸サイクルツーリズム協議会が設

立されたところであります。本県は、美しい景

色や温暖な気候に加え、各地に点在する神話ゆ

かりの地や多彩な食など、サイクリングを楽し

むための魅力的な資源に恵まれておりますの

で、観光誘客を図る上で、自転車の活用は大き

な可能性を秘めていると考えております。この

ため県では、サイクリング団体や関係機関等と

連携し、本県の強みを生かしたサイクルツーリ
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ズムのあり方について検討を始めたところであ

りまして、今後、インバウンドを含めた本県の

新たな観光誘客の柱となるよう、その実現に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。

今のが最後の質問のつもりで○ 原正三議員

したが、米政策を後ろのほうに回しておりまし

たので。23秒で終わりますから。

米政策について。平成30年以降、国の米政策

が変わります。現在のところ、米の作付につい

てはブロックローテーションによる秩序ある減

反が行われておりますが、政策の変更によって

秩序が壊れ、水路保全や薬剤散布に支障を来す

ことや、これを機に廃業者がふえ耕作放棄地が

ふえるなどが懸念されます。米政策見直し後の

水田農業はどうなるのかお聞かせください。農

政水産部長、お願いします。

米政策の見直○農政水産部長（郡司行敏君）

しにより、平成30年産以降は、行政が生産数量

目標の配分を行わなくなるとともに、米の作付

に対する交付金の廃止が決定しております。一

方、国は、平成30年産以降も、地域で実効性の

ある需給調整が行われることを目指しまして、

引き続き、全国ベースの需給見通しを提示する

とともに、飼料米等の戦略作物等に対する交付

金を継続することといたしております。県とい

たしましては、本年４月以降、生産者や関係機

関・団体との意見交換会を行いますなど、幅広

く意見を伺ってきております。また、今月１日

には、「平成30年産以降の米政策の見直しに係

る研究会」を設置し、地域の担い手や水田営農

体系について、将来に向けた検討を開始したと

ころであります。水田は、地域農業の基盤であ

り、伝統文化や景観などの観点からも守るべき

地域の宝でありますので、水田のフル活用と持

続的な水田農業経営の確立に向けまして、しっ

かりと取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

終わります。ありがとうござ○ 原正三議員

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48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、渡辺創議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○渡辺 創議員

崎の渡辺創です。通告に従い、一般質問を行い

ます。

８月22日、日南市で開催された小村寿太郎侯

顕彰高校生弁論大会に出席しました。同大会

は、国際社会と日本の関係などをテーマにした

もので、予選を通過した高校生８人が、それぞ

れのみずみずしい感性と真っすぐなまなざしで

国際社会への貢献のあり方などを説く姿は、と

ても爽やかで、すがすがしく、彼らの将来に大

きな期待を持つに十分なものでした。また、彼

らの弁論の多くが、「唯一の被爆国としての経

験」や「戦後70年間の不戦」を柱にし、日本ら

しい国際貢献のあり方を模索しようとしている

ことも非常に印象的でした。

その中でも、２席となった宮崎西高校２年生

の井上杏芳さんの弁論は、国連を「世界中に意

見を発信する場」と位置づけ、原爆を投下され

た当事国としての日本の役割を問い直すもので

した。祖父母の戦争体験やオバマ米国大統領の

広島訪問などを通して、井上さんは、みずから

が戦争体験を聞き、後世に残すために、その経
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験をまとめていく活動に直接かかわっていくと

の決意を語りました。「（戦争体験を）後世に

残すための活動を行い、戦争の悲惨さを風化さ

せないようにするのが私たち若者の責務です」

と力強く締めくくった高校生の姿に胸を熱く

し、大きな刺激を受けたところです。

さて、間もなく９月19日を迎えます。安全保

障関連法制が国会で成立して１年となります。

国民の間で大きな議論を呼んだ安保法制は、こ

とし３月に施行され、この国の安全保障政策は

大きな転換点を迎えたと言わざるを得ません。

この安保法制をめぐっては、賛否両サイドから

幅広い声が上がりました。国会前に30万人を超

える市民が結集したことや、大学生を中心に過

去に例のないスタイルで発信を続けたシールズ

に象徴されるように、「声を上げる」という観

点で、新しい「政治と国民」の関係性の模索が

始まったことは間違いありません。このこと

は、政策への賛否を超えて、「国民の意思の発

露」という観点で新しい胎動が起きていると受

けとめるべきでしょうし、私たちのように直接

的に政治にかかわる立場の人間は、もしかする

と、その存在意義が問われているのかもしれま

せん。

もう一つ、安保法制をめぐる議論を通して、

非常に考え込んだ、もっと素直に言ってしまえ

ば、悲しい気分になったのは、政策の違いが人

格否定や存在の否定にまでたどり着いてしまう

ようなやりとりが、ネット上などを中心に起

こってしまったことです。これは、決してどち

らかワンサイドの話をしているわけではありま

せん。賛否どちらの立場からもあったと言える

かと思います。政策の違いや目指す方向性の違

いは、あって当然です。いずれも、それぞれの

暮らす社会のあり方を思っての議論のはずで

す。しかし、政策への賛否が簡単に越えてはな

らないハードルを越え、非国民や売国奴などと

いうような人格否定の言葉を投げつけ合うよう

な社会になってしまっているのではないか。み

ずからと相違があれば、それはすぐに攻撃の対

象となる、とげとげしい社会になってしまって

いるのではないかと危惧するところです。

知事は、太田清海議員の代表質問での「ルサ

ンチマンな社会」という問いかけに、「不寛容

の広がり」という言葉を使われたように記憶し

ております。私もまさに同じく思うところで

す。安保法制成立から間もなく１年にあわせ、

この機会に、法制への評価のみならず、同法制

の成立までの社会の動きも踏まえて、知事の御

所感をお伺いしたいと思います。

知事にもう一問お伺いします。今夏の参院選

挙を受け、与党は早ければ秋の臨時国会にも改

憲に向けた動きをスタートさせるのではないか

と言われています。緊急事態条項や財政規律条

項、憲法改正発議の要件緩和などから優先的に

取り組むとの見方もありますが、その本丸は平

和主義にかかわる９条と考えるのがオーソドッ

クスではないでしょうか。仮に改憲となれば、

地方行政とも無関係ではありませんし、一人の

政治家としても、みずからの憲法観を示すこと

は大切です。知事の憲法観と改憲に向けた動き

についての所感をお伺いします。

壇上からの質問は以上とし、残余の質問は自

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、安全保障関連法についてであります。

安全保障関連法は、世界を取り巻く安全保障環

境の大きな変化に対応していくために制定され

たものと認識しております。昨今、国際的なテ
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ロの発生や、北朝鮮による核開発、弾道ミサイ

ルの相次ぐ発射など、我が国周辺を初め、世界

の情勢は厳しさを増してきておりますので、政

府におかれましては、国民が抱いている、平和

な暮らしを守りたい、平和な国であってほしい

という強い願いに、しっかりと応えていただき

たいと考えております。

なお、法の制定までに、国民に賛否両論ある

中でさまざまな議論があり、その中で、自分の

考えと違う相手の人格を否定するような極端な

言論等があったというような報道がなされてお

るところでありますが、国の安全保障にかかわ

る重要な問題について、正面からしっかりと向

き合って議論すべきであると考えております。

反対なら反対であり、何が反対なのか、しっか

りと論点を明確にして、前向きに議論すること

が非常に重要ではないかと考えております。そ

うした中にあっても、今回、若い世代が政治に

対し高い関心を示したことは、意味のあること

だったと考えているところであります。

次に、憲法についてであります。憲法は、国

民主権、基本的人権の尊重、平和主義などを基

本原理として示した、国の根幹をなす最高法規

でありまして、基本原理というものは、とても

重要なものであり、しっかりと守られていくべ

きものと考えております。現在、参議院議員選

挙を経て、憲法改正をめぐる議論が活発化しつ

つあるところでありますが、議論というものを

しっかりなすべきだと思っておりますし、議論

に当たりましては、こうした基本原理を大切に

し、また、国内外の情勢の変化なども考慮に入

れながら、まずは国会において、国民の意見を

踏まえ、しっかりと熟議、また議論をしていた

だき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。○渡辺 創議員

引き続き知事にお伺いいたします。きょう午

前中、 原議員の質問の中にもありましたけれ

ども、７月に行われた参議院選挙から選挙区の

合区が実施されました。島根県と鳥取県、それ

から、徳島県と高知県となりました。この合区

は、一票の格差を是正するための措置であった

わけですが、議論のさなかでは、合区して２人

区をつくるという議論も一時期ありました。そ

の中では、野党、与党の一部から出た案でも、

宮崎県も合区の対象になるという議論もあった

わけで、決してよその話というわけではありま

せん。

ただ、一方で、一票の格差の問題は、長く政

治サイドがその解決から逃げてきたというか、

十分に役割を果たしてこなかったという面もあ

り、非常に難しい要素を含んでいる問題だと

思っています。都道府県という基礎単位を守ら

なければ、きょう午前中もありましたように、

地方の声は届きづらくなる。片や一方で、都道

府県にこだわると、一票の格差の解消が難しく

なっていくという状況にあると思います。与党

の中には、都道府県代表ということを憲法改正

の中に明記して位置づけるという、若干どさく

さに紛れた議論の展開というような気もしなく

はないものもあるような気がしますけれども、

都道府県制をとっている限りは、都道府県の意

見がきちんと反映される体制は必要だと私は考

えるところです。午前中と重なるかもしれませ

んが、合区に関して、知事会の動きもあります

ので、知事、御答弁をいただければと思いま

す。

参議院には、都道府県○知事（河野俊嗣君）

単位で選出された代表が、地方の声を国政に届

ける役割があるものと考えております。今回、
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初めて４つの県で合区が導入されましたが、合

区対象となった県では、投票率低下に見られる

有権者の関心の低下や、自県を代表する議員が

出せず、県の意思を国政に十分届けられないな

どの問題が顕在化したため、合区解消を求める

声が各方面から上がり、全国知事会におきまし

ても、さまざまな議論を経て、合区の解消に関

する決議をしたところであります。私は、合区

は一票の格差是正のための緊急避難措置であっ

て、次の参議院選挙までに抜本的な見直しがな

されるべきものと考えております。その見直し

につきましては、今後、さまざまな方策、今、

憲法改正という御意見がありましたが、そう

いった選択肢も含めて、幅広く議論を展開して

いく必要があろうと考えております

同じく参議院選挙に関連し○渡辺 創議員

て、18歳選挙権の導入についてお伺いします。

今回の参院選は、国政選挙において投票権

を18歳に引き下げる初めての選挙となりまし

た。先日の選挙管理委員会の発表によると、年

齢別の投票率は、18歳が38.54％、19歳が28.07

％、18歳足す19歳で33.61％となりまして、全体

の投票率49.76％とも大きな開きが出ましたし、

新聞報道もありましたように、18歳選挙権、か

かわる18歳、19歳というのは、他の都道府県と

比較しても極めて低い結果となったようです。

選挙管理委員会としても、啓発のために、さま

ざまな取り組みを行ってきたと思っております

けれども、この間、具体的にどのような啓発を

行って、また、その結果をどう受けとめている

か、選挙管理委員長にお伺いします。

県選挙管理○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

委員会では、参議院選挙での18歳選挙権導入を

見据え、教育委員会や市町村選挙管理委員会と

協力しながら、高校生対象の啓発イベント開催

や、高校での選挙出前授業などに取り組んでま

いりました。また、選挙時には、実際の参議院

選挙を題材とした模擬選挙マニュアルを作成

し、各高校に実施を呼びかけたほか、ポスタ

ー、チラシやコマーシャルなどを使い、投票を

呼びかけました。

しかしながら、本県の18歳、19歳の投票率

は33.61％と、全国平均を13.17ポイントも下回

る結果となったことは大変残念であります。一

方で、これは20歳代前半の投票率を上回る水準

であり、これまでの啓発活動が一定の成果を上

げたものと認識しておりますので、今後も創意

工夫を重ねながら継続して取り組むことで、政

治や選挙への関心の高い若者をふやし、投票率

の底上げにつなげてまいりたいと考えておりま

す。

同じく啓発といいますか、主○渡辺 創議員

権者教育の取り組みは、教育委員会でも進めら

れたわけですが、主権者教育という観点での取

り組みという意味では、今回の参院選は、高校

における主権者教育を大きく進展させるきっか

けになったのではないかと思っております。教

育委員会、また各県立高校ではどのような取り

組みが行われ、その効果をどのように整理して

いらっしゃるか、教育長にお伺いします。

今回の選挙権年齢引○教育長（四本 孝君）

き下げを受けまして、県教育委員会では、これ

まで主権者意識を高める指導や投票意欲の高揚

に努めてきたところです。例えば、主権者教育

の充実を図るため、校長会等で周知・啓発を行

うとともに、各学校で主権者教育の企画・立案

を行う「主権者教育推進リーダー」を任命し、

指導の充実に向けた研修会等を行ってまいりま

した。また、今回の参議院議員通常選挙を題材

とした模擬選挙を、県立学校17校でそれぞれ実
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施しておりまして、約3,600人の生徒が参加して

おります。

効果につきましては、今回の選挙の結果のみ

で高校生の投票行動を評価・判断することは難

しいところでありますが、今後、公表されてお

ります投票率や各学校における取り組みを検証

し、生徒の主権者意識の醸成に生かしてまいり

たいと考えております。

今回の結果を見たときに、も○渡辺 創議員

ちろん十分な数字が上がっているとはとても言

えないだろうと考えます。しかし、例えば、18

歳と19歳の投票率を比較してみると、10ポイン

トの開きがあって、これは、高校において新し

い主権者教育を受けた層と、それが十分ではな

かった層との違いと見ることもできるかと思い

ます。また、今回の18歳というのは、高校生に

当たるところは、４月、５月、６月生まれと７

月生まれの一部ですので、18歳全体の４分の１

しか新しい主権者教育を受けた高校生というの

は当てはまらなかったということになります。

例えばこれが年度末に行われていれば、10ポイ

ントの開きというのがもっと大きく出たという

可能性も考えられるかとは思います。

引き続きの取り組みが重要になるわけです

が、その意味では、今回、現役高校生の投票行

動はどのような形だったのか、本当に選挙に

行ったかどうかも含めて、もちろん秘密投票の

原則に十分配慮するということは大事ですけれ

ども、取り組みをしてきた以上は、そこにどう

いう効果がついてきたのかということを、学校

であったり教育委員会でもきちんと検証すると

いう視点も大事ではないかと思いますので、意

見として申し述べておきたいと思います。

教育委員会に引き続きお伺いしますけれど

も、教育委員会、学校で取り組んできた主権者

教育は、言うまでもなく、今回の参議院選挙で

終わるものではありません。今後も継続的・安

定的に取り組んでいくことが極めて重要になる

と思いますが、今後の方針について、教育長に

お伺いします。

主権者教育では、子○教育長（四本 孝君）

供たちが、国や地域の課題をみずからの問題と

して捉え、その解決に向け、主権者として主体

的に行動していく力を身につけさせることが求

められておりまして、学校においては、これま

での指導をさらに充実させながら、計画的・継

続的な指導を進めることが大事であると考えて

おります。このため県教育委員会では、本年度

から全ての県立学校で年間指導計画を作成させ

るとともに、模擬選挙やディベートなど新たな

実践的取り組みについても、計画的に実施する

よう指導してまいりました。今後、このような

取り組みをさらに進めるとともに、各学校にお

ける取り組みや課題について、年度末に実施す

る研修等において検証を行い、工夫・改善に努

めながら、主権者教育の充実を図ってまいりた

いと考えております。

このテーマ、最後は知事にお○渡辺 創議員

伺いしたいと思います。参院選までの議会での

答弁などを振り返ってみましても、知事が今回

の18歳選挙権導入に対して、新しい世代が政治

に関心を持ってくれるのではないか、そういう

機会になればという期待感を持っていらっ

しゃったことはよく伝わってきました。また、

知事も、選挙管理委員会や新聞社などが主催す

る意見交換会など、積極的に出ていらっしゃっ

たという印象を持っておりますが、改めて、今

回の選挙結果を受けて、どのように受けとめて

いらっしゃるかお伺いしたいと思います。

今回、本県の18歳、19○知事（河野俊嗣君）
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歳投票率が他県に比べて低かったことは残念に

受けとめておりますし、今回、18歳選挙権とい

うことで、若い世代を中心として、全体として

投票率の向上につながらないかという期待、ま

た、そのようにしていかなければならないとい

う思いがあった中で、必ずしもそのような状況

になっていないということも残念に受けとめて

おるところであります。一方で、18歳の投票率

が19歳を10ポイント以上上回った、これは注目

すべきではないかと考えております。18歳は、

選挙権年齢引き下げが決まった後の本格的な主

権者教育を受けてきた世代でありまして、その

取り組みに対する一定の手応えが感じられる結

果ではないかと受けとめております。

しっかり若者と向かい合って、主権者教育や

啓発に取り組めば、きっと吸収して応えてくれ

ると思いますので、教育委員会、選挙管理委員

会には、今後とも自信を持ってその方向で取り

組んでいただきたいと思っております。また、

そのことが、若い世代を中心に、ほかの世代に

も意識を変えていく大きなきっかけにならない

かということを期待するところであります。私

も知事として、また政治家の一人として、あら

ゆる機会を通じて、若者の政治への関心の向上

に努めてまいりたいと考えております。

私も、知事が高校生の皆さん○渡辺 創議員

と意見交換をするような場に同席させていただ

く機会がありましたけれども、その際に、知事

が高校生に向かって、「自分でしっかり考える

こと」がとても大事だという趣旨のアドバイス

をされていたのが非常に印象に残っています。

高校生に向けて、極めて的確なメッセージだっ

たのではないかと思うところです。今後の国政

選挙では、今回ほど18歳の子たちの動向という

のが注目されることはないかもしれませんけれ

ども、知事と直接、高校生や若い世代が語り合

うというのは、これ以上ない主権者教育の場で

はないかと思いますので、ぜひ、知事には、今

後ともそういう場を積極的につくっていただく

ようにお願いしたいと思います。

それでは、テーマ変わりまして、屋外型ナ

ショナルトレーニングセンターについてお伺い

したいと思います。

今議会でも、自民党の代表質問や昨日の日高

博之議員の一般質問でも話題となりましたが、

県が誘致に取り組んでいる屋外型のナショナル

トレーニングセンターについて、お伺いいたし

ます。県は昨年８月26日に、シーガイアオー

シャンドーム跡地への、五輪選手らを育成する

屋外型ナショナルトレーニングセンターの誘致

を表明しました。シーガイアを運営するフェ

ニックスリゾート社の松永社長と知事、宮崎市

の戸敷市長が並んで記者会見に臨むという、非

常に大きな打ち出しであったと今も記憶してい

ます。その後、誘致に向け、どのような取り組

みをしているのか。また、誘致が実現した際に

は、どのような効果が得られると考えているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

屋外型ナ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ショナルトレーニングセンターの誘致につきま

しては、昨年８月の構想発表後、10月には官民

一体の誘致推進委員会を設立するとともに、国

や競技団体などに対し、機会あるごとに要望活

動を行ってきたところでございます。

誘致の効果につきましては、ナショナルトレ

ーニングセンターができますと、日本を代表す

るアスリートや指導者が数多く来県することが

予想されます。このことは、「スポーツランド

みやざき」のブランド力向上に資するだけでな

く、新たなスポーツキャンプの誘致につながっ
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ていくものと考えておりまして、それらに伴う

来県者の増加などにより、本県経済に大きな効

果が期待できると考えております。また、来県

されたトップアスリートや指導者との交流の場

や指導の機会もつくっていきたいと考えており

ますので、本県の競技力向上にも寄与するもの

と考えております。

ありがとうございました。○渡辺 創議員

屋外型のナショナルトレセンですが、東京都

北区にある屋内型スポーツ向けのナショナルト

レセンに比べると、それぞれの競技の特徴を踏

まえたときに、各競技の集約に難点があり、こ

としの８月にまとめられた「トップアスリート

における強化・活動拠点の在り方について」と

いう国の報告書の中でも、その点は明確に指摘

されています。つまり、屋内型のように、さま

ざまな競技の選手が共通して集って使うことが

できるという側面に難点があるという意味だと

理解しています。

誘致合戦の先頭を走っていると見られる神奈

川県の横須賀市などは、自転車とか馬術などに

加えて、水上系競技の練習拠点も加えた、かな

り総合的なものを考えていると伺っているとこ

ろですが、宮崎県が誘致を目指している屋外型

ナショナルトレセンのイメージというものはど

のようなものでしょうか。商工観光労働に、で

きるだけ具体的に御説明いただければと思いま

す。

現時点で○商工観光労働部長（中田哲朗君）

想定しております施設につきましては、芝生グ

ラウンドや400メートルトラックの共用コート、

メディカル機能等を備えたトレーニングセンタ

ーなどでありまして、屋外系競技の競技力向上

に資するものでございます。対象種目といたし

ましては、トラック競技や投てき競技などの陸

上競技、ラグビーやサッカー、トライアスロン

など、本県での受け入れ実績が豊富な種目が考

えられます。

昨年８月の誘致構想の記者会○渡辺 創議員

見の際には、同じ日に文部科学省への提案・要

望書の提出も済んでいるという非常にスピー

ディーな運びに驚くのと同時に、私も県議会で

いろいろと話は聞かせていただいていましたけ

れども、余り具体的にナショナルトレセンの誘

致ということが議論されたことはなかったとい

う印象があって、若干、唐突な印象を持ったの

も事実でありました。この機会に改めてお伺い

したいと思いますが、この屋外型ナショナルト

レセンの誘致構想は、誰が 人物という意味―

ではないかもしれませんが、主体はどこが中心

となって、いかなる経緯の中で進めてきたの

か、構想を表明するに至ったのかということ

を、商工観光労働部長にお伺いしたいと思いま

す。

スポーツ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

キャンプ・合宿の誘致競争が激化している中

で、「スポーツランドみやざき」を推進する本

県の優位性を確保するためには、科学的なトレ

ーニングやスポーツメディカルの機能を備え、

提供できるような体制づくりが重要であると考

え、以前から、こうした機能を有する施設につ

いて、調査・研究を行ってきたところでありま

す。こうした中、昨年６月にフェニックスリゾ

ート社から、2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック大会を視野に入れた事業展開として、

オーシャンドーム解体後の跡地に屋外型ナショ

ナルトレーニングセンターを誘致し、地域振興

にも貢献したいとの提案があったところであり

ます。県といたしましては、「スポーツランド

みやざき」のさらなる推進につながると判断
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し、官民一体となって誘致に取り組むこととい

たしたところでございます。

経緯はわかりました。○渡辺 創議員

もう一問、商工観光労働部長にお伺いします

が、国は、そもそも屋外型ナショナルトレーニ

ングセンターの整備については、有効性は認め

ながらも、整備を行うか否かという結論は現時

点でも出していないところです。先ほど答弁に

もありましたけれども、2020年の東京オリ・パ

ラを視野に入れてということであれば、専門家

によると、整備には最低でも３年はかかるとい

う話もあるようですので、極端な話ですが、仮

にあした整備が決まったとしても、開催まで既

に４年を切っている東京五輪の選手強化に資す

る施設になると考えるのは、既に無理がある状

況ではないかと思います。

もちろん、選手強化というのは東京五輪の後

も必要な観点でしょうが、今マスコミ等でも課

題が指摘されておりますけれども、東京五輪関

係の巨額な施設整備費の問題を考えれば、2020

年以降にも選手強化のために新しい施設をつ

くっていくということが、それほど容易なもの

だとは思いません。また、東京オリンピックの

際に新しくつくった施設を今後は選手の強化に

活用すべきだという考え方も次第に支配的に

なっていくだろうと思われます。そのことは、

ことし８月に国が出した報告書の中でも明確に

示されているところだと考えています。

このあたりの状況を勘案すると、屋外型ナ

ショナルトレーニングセンターの誘致というの

は、ただ頑張れば何とかなるという次元を少し

超えた課題を抱えているようにも感じるところ

です。再度、商工観光労働部長にお伺いします

が、今の現状は、県が当初考えていたスケジュ

ール感と比べて、どのような状況になっている

のか。また、屋外型ナショナルトレーニングセ

ンターの実現度をどのように考えているのか、

お伺いしたいと思います。

屋外型ナ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ショナルトレーニングセンターにつきまして

は、昨年度中に整備についての方針が国から示

されるということを想定し、誘致活動を進めて

まいりましたが、議員のお話のとおり、スポー

ツ庁設置の有識者会議から先般出された検討状

況報告では、具体的な整備方針には触れておら

ず、検討すべきさまざまな課題が示されたとこ

ろであります。県としましては、可能な限り早

い時期に整備されることを期待しておりますの

で、これらの課題解決に向けての調査を行い、

本県の貢献可能性や優位性等について取りまと

めるなどして、本県への誘致について粘り強く

要望し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。宮○渡辺 創議員

崎県としても国に要望している立場ですので、

そういう状況について、なかなかすっきりとし

た物言いがしづらいということはよくわかりま

す。私も、屋外型のナショナルトレセンの意義

や、そのナショナルトレセンを宮崎へという取

り組みを否定するものでは決してありません。

ただ、国の動きが極めて遅く、本気度がなかな

かうかがえないというのは、既に早い段階から

明らかになっていたことで、ライバルである横

須賀市では、昨年末の時点で「もう東京五輪に

こだわるのは無理ではないか」という空気が支

配的になっていると、神奈川の地元の新聞等々

では繰り返し報道されているところです。

先ほど部長の答弁にもありましたように、本

来であれば、昨年度中に出ると予想していた報

告書はことしの８月になって、しかも、その８

月に出た報告書の中身は、結論ではなくて、中
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間報告的な内容にとどまっているというのが今

の現状ですので、とても残念な状況と言わざる

を得ないかなと思っております。

横須賀市長は、東京五輪にこだわらず、息長

い誘致活動にでも取り組むという姿勢を示して

いらっしゃるようですが、宮崎県の場合は、現

時点では、関係者の間でそこまでの合意形成が

できているとは感じられませんし、県の姿勢と

しても、東京オリ・パラを見据えた短期的な誘

致活動なのか、それとも、国の結論が出るま

で、いつまでも粘り強く頑張る誘致活動なの

か、その辺がいま一つわかりづらい状況かなと

感じております。

もし息長く誘致活動を続けるということであ

れば、それはそれで非常にいいことだと思うん

ですが、その場合に、県民の意識として一つ大

きな課題があるかなと思うのは、かつて観光宮

崎のシンボルでもあったオーシャンドームの跡

地利用と屋外型のナショナルトレーニングセン

ターの誘致が結びついているところにあると思

います。もちろん跡地利用については、所有者

であるフェニックスリゾート社の意向が極めて

重要になると思いますけれども、仮に国の屋外

型ナショナルトレーニングセンターの整備に関

する結論が先延ばしされて、長期にわたって誘

致活動を行わなければならないという場合に、

オーシャンドームの跡地利用に影響はないの

か。また、そのような中で誘致活動を中止する

か否かという判断を迫られるような場合には、

この問題は誰が判断していくのか、知事にお考

えをお伺いしたいと思います。

屋外型ナショナルトレ○知事（河野俊嗣君）

ーニングセンターの設置につきまして、仮に今

後の誘致活動に影響を及ぼすような国の方針が

示された場合には、まず、土地の所有者である

フェニックスリゾート社の意向を踏まえる必要

があるものと考えておりますし、その上で、官

民一体で組織します誘致推進委員会において、

意見をよく整理する必要がある、そういうふう

な手順であると考えております。

屋外型トレセンにつきましては、今回のリオ

デジャネイロオリンピックにしましても、41個

という過去最高のメダルの獲得がなされたわけ

でありますが、これは、北京オリンピックの直

前に北区に整備された屋内型ナショナルトレー

ニングセンターの成果が、ロンドン、そしてリ

オデジャネイロというふうに出てきたわけであ

ります。

我々、運動論としまして、東京オリンピック

までにぜひ整備をということで働きかけをして

おりますが、強化の必要性は、先ほど議員も言

われたように、その後も続くわけであります。

我々、ゴルフやトライアスロンのナショナルト

レーニングセンターに位置づけをされている、

また、いろんなさまざまな受け入れ実績、また

恵まれた環境等を生かして、引き続き、中長期

的に誘致を行っていく価値ある施設ということ

を考えております。国の省庁移転が今、地方に

ということが言われている中で、トレーニング

センターが首都圏に集中しなければならない理

由はさらさらないわけでありまして、本県の恵

まれた環境というのを引き続き強くアピールし

て誘致に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

今、知事から、中長期的に取○渡辺 創議員

り組む価値がある施設であるということが、

はっきりと御答弁あったと思いますので、県の

姿勢としては、今回、やりとりを通して、かな

りすっきりわかったと思っております。オー

シャンドームの取り壊しが始まって、知事もそ
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の際の心境などをフェイスブックなどにもつ

づっていらっしゃったと記憶しておりますが、

私も宮崎市の東大宮というところの出身ですの

で、今もおりますが、中学生のころに、次第に

背が高くなっていくホテルオーシャン45やオー

シャンドームの屋根ができていくのを中学校の

窓から眺めていた世代であります。

大学に進学するのに宮崎を飛行機で離れると

きにも、最後に目に焼きつけた光景は、シーガ

イアのオーシャンドームがあって45があるとい

うのを焼きつけてふるさとを離れたということ

も感じながらいった世代ですので、オーシャン

ドームの跡地利用というのが、県民の皆さんに

とっても、非常に関心も高く、いろんな思い出

も詰まった問題であるということを、今回、ナ

ショナルトレセンの誘致のことと関連して、少

し指摘させていただければと思います。打ち上

げた花火のままにならないように、実のあるも

のへとつながっていくよう、ぜひ期待したいと

思います。

それでは、話題を変えたいと思います。中山

間盛り上げ隊等々に関してお伺いしたいと思い

ます。

まず、総務省が、都市部から過疎地域等の条

件不利地域に生活拠点を移した者を地域おこし

協力隊員として委嘱し、一定の費用負担を行

う、地域おこし協力隊の制度がスタートして８

年となりました。宮崎県の受け入れは２年目か

らであったと思いますが、同制度の受け入れ状

況と制度の課題を県としてはどのように捉えて

いるのか、総合政策部長にお伺いします。

地域おこし協○総合政策部長（永山英也君）

力隊につきましては、本年６月末現在では、小

林市など14市町村が48名を受け入れておりま

す。また、これまでに活動を終了した25名のう

ち、14名が本県へ定住されております。残り11

名につきましては、定住に至っておらず、その

主な要因としましては、「ほかの場所でやりた

いことが見つかったから」というものや、「家

族や健康上の理由から」というものであります

けれども、中には、「仕事の内容がイメージと

は異なっていた」という事例もあったところで

ございます。

県といたしましては、隊員の定住をさらに促

進するため、隊員同士の交流を深める研修会に

加えまして、今年度から新たに、隊員と受け入

れ地域のミスマッチを防ぎ、地域とのつながり

を深める取り組みといたしまして、地域づくり

団体とのネットワークを構築する事業を行って

いるところでございます。

秋の臨時国会に提出されるで○渡辺 創議員

あろう国の今年度の２次補正予算案の中に、

「ふるさとワーキングホリデー」制度の導入と

いうのが盛り込まれていると新聞報道でも見た

ところです。地域おこし協力隊と少し似通った

制度という印象も受けますが、県はこの新しい

制度にどのようなスタンスで臨む方針でしょう

か、総合政策部長。

国の平成28年○総合政策部長（永山英也君）

度第２次補正予算案及び29年度の概算要求に

は、都市部の若者が休暇中に地方に滞在し、働

きながら地方の生活を体験してもらうことで、

若者の受け入れによる地域の消費喚起や、将来

的な地方への移住・定住につなげます「ふるさ

とワーキングホリデー」制度が盛り込まれてお

ります。制度の詳細等は明らかになっておりま

せんが、報道等によりますと、今年度は複数の

地域をモデル的に支援し、来年度以降、他の自

治体の自主的な取り組みを広げていく予定であ

るとのことでございます。県内では、西米良村
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が平成10年以降、全国に先駆けてワーキングホ

リデー制度を行っておられます。西米良村から

その成果や課題等も伺いながら、今後、国の制

度設計の情報収集等に努めてまいりたいと考え

ております。

県は独自の取り組みとして、○渡辺 創議員

７年前から、県内の都市部の住民が中山間地域

の集落の維持にかかわる作業や祭りなどの支援

を行う中山間盛り上げ隊の事業を続けていま

す。事業の運営自体は民間への委託ということ

になっておりますけれども、この７年間の取り

組みをどう評価されていらっしゃるか、総合政

策部長にお伺いします。

中山間盛り上○総合政策部長（永山英也君）

げ隊は、平成21年度の事業開始以来、16市町村

で延べ3,000名を超える皆様に、集落道の清掃活

動や祭りの運営補助など、さまざまな集落活動

に参加いただいております。集落側では、「隊

員が来てくれたことで、我々も頑張らなければ

ならないという気持ちになった」という意識の

変化や、参加者からは、「自分が成長できるい

い機会となった」といった声があるなど、中山

間地域における各種活動の維持・活性化はもと

より、都市住民と集落住民との交流・連携の促

進が図られていると考えております。

また、これまでの取り組みの中で、集落と隊

員との継続的な交流や、隊員の中には、盛り上

げ隊の活動とは離れて自主的な交流を行う例も

見られるなど、新たな動きも生まれてきており

ます。一方で、参加隊員や活動範囲が固定化さ

れつつある面もございますので、このような点

については、今後、改善を図っていく必要があ

ると考えております。

ありがとうございました。今○渡辺 創議員

回の総務省の各種施策は、都市部から地方へと

人の流れをつくり、地方の集落を維持すること

を目指しているわけですが、そこには思ってい

たことと現実のギャップが必ずあるわけです

し、必ずしも定住につながらないケースがある

ということもよくわかりました。これはきっと

ＵＩＪターン等でも同じ課題があると言えるの

かと思います。また、県の中山間盛り上げ隊

は、主に県内で市部から中山間地への流れをつ

くり、マンパワーを補い合って中山間地の集落

の力になろうという取り組みだと思います。

先日、機会がありまして、中山間盛り上げ隊

の運営をしていらっしゃる「みんなのくらしタ

ーミナル」の皆さんとお話をする機会をいただ

きました。いろいろと議論をしたのですが、ま

ずは、中山間地の実情を知り、なれるという意

味で、移住であったり地域おこし協力隊を検討

している皆さんが、中山間盛り上げ隊を活用す

るということも有効ではないかという意見もあ

りましたし、私もそういう印象を持ったところ

です。ほかにも新たな活用の方法はあるという

ような気がしていますが、中山間盛り上げ隊の

今後の活用方法について、知事にお伺いしま

す。

中山間盛り上げ隊、私○知事（河野俊嗣君）

も神楽の公演で活動状況を実際に拝見したこと

がありますが、支援を受ける側も支える側も、

喜びや気づきがあり、双方にメリットがあると

いう意味で、共助の仕組みとして先進事例では

ないかと考えておりますし、行政施策により、

継続的な交流が行われる中で、新たなきずなが

生まれ、個人的な支援活動等にもつながってお

りますので、民間と行政の協働という意味でも

先進モデルではないかと考えております。

この盛り上げ隊を移住施策などに活用するこ

とにつきましては、都市住民が地域住民と一体
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となって現場で汗を流し、触れ合うことで、地

域の実情を知るよい機会となりますので、お試

し滞在の一つのメニューとして活用することも

考えられるのではないかと思っております。今

後とも、さまざまな方策を検討しながら、盛り

上げ隊の参加者及び活動地域の拡大に努め、中

山間地域と都市住民との交流を進めてまいりた

いと考えております。

次に、ＬＧＢＴ（性的少数○渡辺 創議員

者）の皆さんが抱える課題についてお伺いしま

す。

このテーマについては、平成26年６月議会や

ことし２月議会で太田清海議員が取り上げてこ

られました。今回はテーマを絞ってお伺いする

つもりですが、まず、ＬＧＢＴの方々が暮らし

やすい社会を実現するために、県ではどのよう

なことに取り組んでいるのか、総合政策部長に

お伺いします。

ＬＧＢＴ、い○総合政策部長（永山英也君）

わゆる性的少数者の方が暮らしやすい社会を実

現しますためには、周囲の人々が性の多様性に

ついて理解を深めていくことが必要だと考えて

おります。県といたしましては、このような認

識のもと、性的少数者に対する理解の促進を宮

崎県人権教育・啓発推進方針の課題の一つとし

て掲げまして、講演会や研修会、関連パンフ

レットの配布など、各種の啓発活動を展開して

いるところであります。また、県職員に対する

研修の中でも、性的少数者についての人権問題

をテーマとして取り上げているところでありま

す。

ことしの５月に、国会では衆○渡辺 創議員

議院にＬＧＢＴ差別解消法案が提出されていま

す。まだ国会用語でいうところのつるしたまま

の状況で、審議入りはしていないというところ

になっていますが、国会でのこのような動き

や、自治体における同性カップルを「婚姻に相

当する関係」と認める証明書発行の動きなども

含めて、性的マイノリティーであるＬＧＢＴに

対する社会的課題認識は広く広がりつつあると

思います。

その動きは、実は民間企業のほうが顕著で

あって、例えばＡＮＡ（全日空）では、2015年

に「ＡＮＡグループダイバーシティ＆インクル

ージョン宣言」を行って、多様性を大切にし、

人それぞれの違いを生かしながら、新しい価値

を創出する取り組みを続けています。ことしの

６月には、公共交通機関であるということも踏

まえて、空港内の自社ラウンジにある多目的ト

イレのサイネージ わかりやすく表記する看―

板みたいなものですが に、ＬＧＢＴフレン―

ドリーの象徴であるレインボーフラッグを記載

していくということを決定しています。誰でも

が使いやすい多目的トイレを考えた場合に、非

常に配慮した対応であって、今後、民間企業の

間でも広がる動きかと思いますけれども、県庁

の多目的トイレで同じような試みが現時点であ

るか、総務部長に現状をお伺いします。

県ではこれまで、○総務部長（桑山秀彦君）

バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方

に基づきまして、県庁舎内に、障がい者や高齢

者、子供連れの方など、多様な利用者に配慮し

た多目的トイレを整備してまいりました。しか

しながら、現時点では、ＬＧＢＴの方を念頭に

置いた案内表示は、特に行っていない状況にご

ざいます。

現状は理解しました。この後○渡辺 創議員

の別の項目の質問とも関係しますが、宮崎県は

「日本のひなた」を標榜しています。「ひな

た」の意味するところは、単純に気候のことを



- 275 -

平成28年９月13日(火)

表現しているのではなくて、誰にとっても居心

地のいい宮崎をつくるということの決意を表現

しているものだと思っております。多数にとっ

ては気づかないような障壁であっても、当事者

にとっては非常に大きな課題となる。そんな課

題の除去にみんなで力を合わせて取り組む、そ

んな宮崎県であってほしいと願うところです。

今、多目的トイレのお話をしましたけれど

も、県が市町村や民間を引っ張っていくという

観点からも、今回提示したＬＧＢＴの方々が少

しでも過ごしやすくなるように、県有施設の多

目的トイレの表記について、ＬＧＢＴフレンド

リーな姿勢を示してはいかがかと思いますが、

総務部長のお考えをお伺いします。

県が、さまざまな○総務部長（桑山秀彦君）

利用者を想定しまして、率先して施設面での対

応を進めていくということは、社会全体が多様

性を受け入れる環境づくりという観点から、大

変重要な取り組みであると認識しております。

御質問にありました県庁舎の多目的トイレにつ

きましても、ＬＧＢＴの方も含めて、誰にでも

利用しやすいトイレとなりますよう、案内の表

示等を工夫してまいりたいと考えます。

ありがとうございました。工○渡辺 創議員

夫していただけるとの答弁をいただきましたの

で、ぜひよろしくお願いいたします。

続いて、広報戦略についてお伺いします。

機会あるごとに積極的な広報戦略の必要性は

問うてきておりますので、きょうは状況確認に

とどめたいと思いますが、「日本のひなた」の

プロモーション、宮崎県のキャラクターであり

ます「みやざき犬」、非常にいい浸透を見せて

いると感じておりますけれども、現状をどうお

考えでしょうか、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、宮崎への愛着を高め、知名度やイメ

ージの向上を図るため、ひなたのキャッチフレ

ーズや、シンボルキャラクターであります「み

やざき犬」などのさまざまな手法を活用しなが

ら、プロモーションを積極的に展開していると

ころであります。県のこうした取り組みに対し

まして、多くの県民や企業の皆様に御賛同いた

だき、２万4,000個を超える「ひなたピンバッ

ジ」の着用を初め、年間約740件に上るイベント

への「みやざき犬」の派遣要請、また、商品や

広告物へのひなたロゴマークや「みやざき犬」

のイラスト掲載など、さまざまな形で協力いた

だいているところであります。

このように、「ひなた」や「みやざき犬」

は、県民の皆様の目に触れる機会もふえ、身近

に感じてもらえる存在となるなど、着実に浸透

し、本県の認知度向上にもつながっており、プ

ロモーションによる一定の成果は上がっている

ものと認識いたしております。

ありがとうございました。特○渡辺 創議員

に「日本のひなた」は、県民や県内企業も積極

的にかかわって、県が進めているというより

も、自走可能なキャンペーンになってきたとい

う印象があります。実は、私も最近、「日本の

ひなた」の手拭いを見つけまして、結構、県内

や県外で出張とかに行くときにお土産に持って

いったりしているんですけれども、きょうも実

はお尻のポケットに入っております。大変好評

だというふうに受け取りますが、これからもこ

のキャンペーンが息長く継続していくために

は、県民の協力だったり、さまざまな方の協力

も必要だと考えます。知事にお伺いをしたいと

思いますが、今後の展開について、いかがお考

えでしょうか。
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「日本のひなた」プロ○知事（河野俊嗣君）

モーションでありますが、息の長いものとして

いくためには、県だけがやっているということ

ではなしに、多くの県民や企業の皆様から共感

や賛同を得て、ともに宮崎の魅力を発信してい

く、いわば県民運動的な展開というものが非常

に重要ではないかと考えております。このた

め、県ではこれまで、ひなたダンスや写真コン

テストなどの県民参加型の企画に加えまして、

ロゴマークを原則自由に使用可能としたり、民

間企業と連携した情報発信を行うなど、県民や

企業の皆様がみずから進んでＰＲできる機会の

提供や機運醸成に取り組んでまいりました。会

社の外に大きな看板などを出していただいたり

とか、そういうような取り組みもあるところで

あります。

今後も、こうした取り組みにより、一人でも

多くの方々に宮崎のすばらしさを認識していた

だき、自信と誇りを持って「日本のひなた宮崎

県」の魅力を全国に発信していただけるよう、

息長く取り組んでいくこととあわせて、話題づ

くりというのも必要でありましょうから、いろ

んな工夫を凝らしながら取り組んでまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。引○渡辺 創議員

き続き、多くの県民で盛り上げていければと

思っております。

続いて、遷延性意識障がいについてお伺いい

たします。

遷延性意識障がいというのは、重度の昏睡状

態を指す症状のことで、大脳の全面、また大部

分、広範囲が壊死、損傷することによって発症

するということです。直接的な原因は、事故に

よる脳挫傷や脳梗塞、脳腫瘍など、さまざまな

パターンがあるということのようですけれど

も、いわゆる植物状態と言われる状況というこ

とのようであります。御家族にも非常に重たい

負担が生じて、御苦労もある状況が続くと伺っ

ております。この遷延性意識障がいについて、

県はどのように認識し、県内ではどの程度の方

々がそういう状態にあるか、実態を把握してい

らっしゃるでしょうか、福祉保健部長にお伺い

します。

お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したように、脳梗塞などによる脳血管の病気や

交通事故などによる脳外傷等が原因で、長期

間、意識障がいが続いている遷延性意識障がい

の方の御家族の御苦労は、大変大きなものがあ

ると考えております。特に、急性期を脱しまし

て、在宅で療養されている場合は、自力での移

動や食事等ができず、意思疎通もできないた

め、24時間の介護が必要なことから、御家族の

介護負担ははかり知れないものがあると認識し

ております。

また、この障がいを患われている多くの方々

は、身体障害者手帳を持っていると思われるん

ですけれども、当該手帳では、正確な症状が反

映されていないというようなことから、現時点

で人数の把握はできていない状況にあります。

障害者手帳の仕組みの問題も○渡辺 創議員

あって、実態把握がままならないということ

だったかと思います。実は１年前に、宮崎県内

の患者家族の皆さんも中核的にかかわられて、

遷延性意識障害者・家族の会九州「つくし」が

結成され、２年目の活動に入っております。私

も御縁をいただいて賛助会員になっております

が、会報を見ていても、またお話を聞いても、

懸命に患者の皆さんのケアに当たっていらっ

しゃる御家族の姿が浮かんできます。先ほど、

さまざまな課題はあって、実態把握ができてい
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ないという御答弁がありましたけれども、行政

が少しでも力になる道を探るためには、まずは

実態把握が必要ではないかと考えています。人

数など実態把握の必要性について、福祉保健部

長にお伺いしたいと思います。

遷延性意識障○福祉保健部長（日隈俊郎君）

がいの方は、常時、医療的なケアも必要であ

り、医療と福祉のそれぞれの分野のサービス

を、状況に応じて利用していくことが大切であ

ると思います。現状では、これらの方々が介護

保険サービスや障がい福祉サービス等を利用し

ながら、病院や施設、在宅で療養しておられる

と思いますが、その詳細は不明でありますの

で、まずは、お話にありました、人数の把握が

必要であると認識しております。

ありがとうございました。ぜ○渡辺 創議員

ひ御検討のほど、よろしくお願いいたします。

今回は時間の関係もありますので、この程度の

頭出しにとどめますが、ぜひ県当局も目を向け

ていただけるようにお願いしたいと思います。

また、10月16日には、宮崎県宮崎市で家族会主

催の講演会も行われると、県にも御後援いただ

いておりますが、ぜひ当局からも御参加いただ

ければと思うところですので、よろしくお願い

いたします。

大項目としては最後の項目となります。県は

さまざまな施設を所有し、その中には、ダムや

道路施設など、県民の見学等を受け入れる施設

も持っていると思いますが、県行政を県民に幅

広く理解してもらうためにも、いかに効率よく

そのＰＲを行うかというのは大切な観点と思い

ます。今回は、土木施設についてどのようなＰ

Ｒを行っているか、県土整備部長と企業局長に

それぞれお伺いいたします。

道路や河川○県土整備部長（東 憲之介君）

などの土木施設の役割や事業効果について、県

民皆様の理解を深めることは、大変重要だと考

えております。このため県では、さまざまな取

り組みを行っているところですが、昨年度は、

インフラのストック効果事例集を作成するとと

もに、西米良村や諸塚村において、県民の皆様

を対象とした「ストック効果体験ツアー」を開

催し、御参加いただいた85名の皆様に、道路整

備による時間短縮などの効果を実感していただ

いたところであります。

また、県が管理する13ダムにおいて、ダムの

写真とその特徴を記載した「ダムカード」を配

布しており、これを目的に県外から観光客が訪

れるなど、好評を得ており、周辺観光地を含め

たＰＲに寄与しております。さらに、今年度か

らは、これらの取り組みをより一層推進するた

め、「ふるさとみやざき土木の魅力発信事業」

を立ち上げたところであり、今後とも、土木施

設のＰＲに積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

企業局では、水力○企業局長（図師雄一君）

発電所やダム、工業用水道施設、河川敷ゴルフ

場などを保有しており、これらを活用した事業

を行うことにより、産業経済の振興と住民の福

祉の増進に努めております。このような企業局

で実施しております事業の意義を県民の皆様に

御理解いただくため、水力発電や工業用水道に

関するＰＲに積極的に取り組んでいるところで

あります。

具体的には、インターネットを活用して、各

種施設の概要や役割などを幅広く紹介したり、

県立図書館などでの水車模型の実演やパネル展

示を通して、発電の仕組みや施設についてＰＲ

しているほか、発電所等の見学についても、個

別に対応しているところであります。また、未
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来を担う子供たちに、企業局の仕事や環境負荷

の少ない水力発電などについて学習していただ

くため、企業局を紹介したＤＶＤを県内の小学

校へ配付するとともに、毎年、社会科授業の一

環として、小学生を対象とした施設見学ツアー

も実施しているところであります。

ありがとうございました。県○渡辺 創議員

土整備部のダムカードというのを、私、今回初

めて知りましたが、実物も見せていただきまし

たけれども、なかなか人気ということで、そう

いう楽しい取り組みがあるというのも、多くの

県民に知ってもらえればと思うところです。

さて、いよいよ10月11日に近づいてきており

ますが、県企業局としては、治水ダムを活用し

た初めての小水力発電所となる酒谷発電所が開

業いたします。一般道からのアクセスもよく、

地域住民のみならず、たくさんの県民の皆さん

に見学にお越しいただけるようになればと期待

しているところですが、開業に向けまして、県

民へのＰＲをどのように図るのか、どのような

工夫を施しているのか、企業局長にお伺いした

いと思います。

酒谷発電所は、県○企業局長（図師雄一君）

内で初めて治水専用ダムの水を有効活用した水

力発電所であり、この施設を通して、広く県民

の皆様に小水力発電導入の意義を御理解いただ

くことは、大変重要であると考えております。

このため、発電所への入り口になります隣接の

公園に、発電の仕組みを解説した看板を設置す

るほか、発電所の完成後には、地域の方々を対

象とした見学会を行うとともに、広く一般の見

学希望者についても対応してまいりたいと考え

ております。

さらに、小学生を対象とした施設見学ツアー

につきましては、これまで毎年、県内の２カ所

で行ってきたところでありますが、来年度は、

酒谷発電所を加え、３カ所で実施することとし

ております。企業局といたしましては、今後と

も、本県の豊かな水資源を有効活用した小水力

発電など、環境に優しい再生可能エネルギーに

対する理解を深めていただけるよう、ＰＲに取

り組んでまいりたいと思います。

ありがとうございました。酒○渡辺 創議員

谷発電所については、地元選出の髙橋透議員や

外山衛議員から11月定例会で質問が続くかもし

れませんので、この程度にさせていただきまし

て、一般質問を終了させていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

次は、来住一人議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 通告に基づ○来住一人議員

いて質問してまいります。

さきの参議院選挙では、幾つかの特徴がござ

いました。それは第１に、戦後初めて野党と市

民が全国的規模で選挙協力を行う歴史的な選挙

となったことであります。さまざまな困難を乗

り越えて、全国32の１人区全てで野党統一候補

が実現し、安保法制廃止、立憲主義回復、安倍

政権打倒という共通の大義を掲げて戦われ、11

の選挙区で激戦を制して野党統一候補が勝利い

たしました。

第２の特徴は、安倍首相は、その野党共闘を

双葉のうちに摘み取る思いから、個別政策に優

先する立憲主義の回復という国民的大義で結ば

れた野党共闘を野合と攻撃を強めましたが、そ

の思いどおりにはならなかったことでありま

す。ＮＨＫによると、自民党は選択と集中で、

接戦とみなした選挙区を選んで力を集中する戦

術をとったと言われます。安倍首相が公示後、

遊説に入った１人区は11であり、２度、３度

入ったところもありますが、そこで自民党候補



- 279 -

平成28年９月13日(火)

が勝利したのは、熊本と愛媛だけでありまし

た。

第３の特徴は、安倍首相は「憲法を争点とす

ることは必ずしも必要ない」と述べ、遊説で憲

法を語らなかったことであります。ＦＮＮの調

査では、６月22日から７月３日の間の安倍首相

の遊説で、経済・アベノミクスは321回使われま

したけど、憲法改正はゼロだったそうでありま

す。ところが、投票日の翌日の記者会見で、

― ―「いかに我が党の案 自民党の案ですが

をベースにしながら３分の２を構築していく

か。これがまさに政治の技術」と公言いたしま

した。選挙中は語らずして、終わると国民の信

頼を得たとばかりに、なし崩し的に改憲に着手

しようとする、これは日本の根幹である憲法に

ついて、だまし討ちに等しいと私は思います。

知事に伺いたいと思います。参議院選挙の結

果をもって、国民は安倍政権に憲法改正につい

て白紙委任したと認識されますか。また、どの

条文を改正するかは明らかにしないまま改正論

議を行おうとする動きは、まさに改正先にあり

きだと思います。こうした憲法をめぐる動きに

ついて、どうお考えになるか、答弁を求めたい

と思います。

安倍首相の憲法改正の本丸は、９条の改正に

あると思います。自民党の改正草案の中心は、

９条第２項を全面的に書きかえ、国防軍を保持

するということにあると思います。政府はこれ

まで、第２項があるため、自衛隊を軍隊ではな

く自衛のための必要最小限度の実力組織である

と主張してきました。このことから、武力行使

の目的を持っての海外派遣、また集団的自衛権

の行使、そして武力行使を伴う国連軍への参加

の３つについては、いずれも許されないとして

まいりました。第２項を国防軍に書きかえるこ

とによって、自衛隊を軍として追認するにとど

まらず、今述べた３つの制約は完全になくな

り、米国とともに海外で戦争できる国になりま

す。

憲法９条第１項を変更しないなら平和原則が

維持されるかのように思われますが、これは違

います。第１項は、戦争の違法化を進めた1928

年のパリ不戦条約と紛争の平和的解決を規定し

た国連憲章の到達点を確認したもので、この第

１項だけで日本国憲法特有の平和原則を規定し

たものとは言えません。平和憲法と呼ばれ、そ

の先駆性が強調されるのは、第２項において、

戦力の不保持と交戦権の否定を明記しているか

らであります。日本は戦後71年、一人の戦死者

もなく、また一人の外国人も殺すことはありま

せんでした。このような国は、サミットに参加

する国では日本だけではないでしょうか。ここ

には憲法９条の先駆性が輝いているのではない

かと思います。憲法９条の持つ歴史的・国際的

な先駆性について、どう評価しておられるの

か、知事の所見を伺いたいと思います。

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。

まず、憲法についてであります。先般の選挙

におきましては、さまざまな争点がありました

が、その中で、憲法改正については、選挙の結

果をもって白紙委任されたという受けとめには

なっていないものと認識しているところであり

ます。現在、憲法改正をめぐる議論が活発化し

つつありますが、その議論に当たりましては、

憲法の基本原理を大切にし、また、国内外の情

勢の変化なども考慮に入れながら、まずは国会

において、国民の意見を踏まえ、しっかりと議

論されるべきものと考えております。
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次に、憲法９条についてであります。憲法９

条は、戦争の放棄、戦力の不保持と交戦権の否

認を定め、憲法の基本原理の一つである平和主

義を定めたものであります。憲法がまさに平和

憲法と呼ばれておりますように、その性格を最

も特徴づけているものであると認識しておりま

す。９条の根底にあります平和主義という理念

は、人類共通の財産と言うべきものであり、今

後とも守られるべきものと考えております。以

上であります。〔降壇〕

白紙委任していないというこ○来住一人議員

とを主張しているのは、私ども日本共産党や野

党だけではありません。投票日の翌日、７月11

日の宮日の社説でありますけど、これは「参院

選で与党圧勝「改憲」白紙委任していない」と

いう社説を宮日は発表しました。それが翌日

の12日には、今度は「改憲に動く首相 国民置

き去りに議論急ぐな」という社説が掲げられて

おります。

安倍政権と野党、国民との間には、ＴＰＰな

ど対決点がありますけど、憲法改正を許すかど

うかは、日本国民が直面する、まさに歴史的課

題であると私は思います。私たちは決して楽観

はしておりませんけど、悲観もいたしておりま

せん。安倍政権が憲法９条に手をかけるなら、

安保法制のときとは比較にならない国民の抵抗

を受けると思います。もちろん手をかける前に

退陣に追い込んでいかなきゃならないと決意い

たします。次の総選挙においても、野党共闘と

その勝利のために全力を尽くしてまいりたいと

思います。

原発問題について質問いたします。九州電力

は、三反園鹿児島県知事の２度にわたる川内原

発の一時停止の要求を拒否いたしました。さき

の知事選挙において、薩摩川内市においても前

知事を上回る得票を得て、全体では８万4,000票

の大差をつけて当選された三反園知事の申し入

れは、県民を代表して大変重いものがあると思

います。九電が拒否した最大のよりどころは、

原子力規制委員会の許可にあると思います。

３・11福島以前は、何事が起こっても、日本

の原発は建屋から放射性物質が飛び出ることは

絶対にないと、このように言われてきました。

当時も、最高の知見をもって原発の稼働を許可

していたと思います。３・11後、世界一厳しい

安全基準で進めているとしています。つまり日

本の原発は世界一安全であるということを宣言

しているものだと思います。私たちが、規制委

員会の審査をパスしたものを政府の許可を得て

稼働させているのだからと、こう言って無批判

的に追随することは、３・11以前よりさらに深

く安全神話に浸ることになるのではないかと思

います。原発事故は、他の自然災害とは比較に

ならない特異性があります。知事は、安全神話

との関係で、今日の原発行政をどう捉えてい

らっしゃるか、御答弁をお願いいたします。

福島原発事故や使用済○知事（河野俊嗣君）

み核燃料処理の問題などを踏まえますと、将来

的には、英知を結集し、可能な限り原発に頼ら

ない社会を実現していくことが重要であると考

えておりますが、一方で、安定的な電力供給や

地球温暖化への対応等を考慮しますと、今すぐ

原発をゼロにすることは現実的ではないものと

考えております。原発の稼働は、科学的・技術

的知見に基づく安全性の確保を大前提としまし

て、国が判断すべきものでありまして、県とし

ましては、国や原子力規制委員会に対し、全国

知事会を通じて、県民の生命・財産を守る立場

から、絶えず国内外の最新の知見を収集し、新

規制基準を見直していくことなどを要望してい



- 281 -

平成28年９月13日(火)

るところであります。

私は、その立場に立つことが○来住一人議員

安全神話に事実上浸るんじゃないかというよう

に思います。フランス原子力安全局が、国内の

原発で使われているフランスのクルゾ・フォル

ジュ社と日本鋳鍛鋼が製造した原子炉圧力容器

に強度不足のおそれがあると発表いたしまし

て、調査を継続いたしております。川内１・２

号機も日本鋳鍛鋼が製造したものでございま

す。このような新たな問題が浮上してまいりま

した。

三反園知事は再要請のときに、「私は知事と

して県民の安全を守らなければなりません」、

こうして社長に切り出して、面会後、「一番重

要なものは住民の安全。安全なくして次はな

い」、このように語られていたと報道されてお

ります。隣県の知事として、また、原発の風下

にある宮崎県の知事として、川内原発の一時停

止を求める考えはないか、答弁を求めたいと思

います。

三反園知事の申し入れ○知事（河野俊嗣君）

は、熊本地震を契機としました住民の不安の声

を受け、みずからの選挙公約に基づいてなされ

たものと理解しております。一方、原発の稼働

につきましては、東日本大震災の反省を踏ま

え、科学的・技術的知見に基づく安全性の確保

を大前提として国が判断したものでありまし

て、そのわかりやすい説明や十分な情報提供が

重要であるものと考えております。

次に、子供の貧困の問題に移○来住一人議員

ります。

子供の貧困とその対策について質問いたしま

す。平成25年国民生活基礎調査によると、子供

の貧困率が16.3％と過去最高を更新し、先進国

の中でも最も高い水準となっております。先

日、大学生の貧困問題を取り上げたＮＨＫの

「クローズアップ現代＋」を視聴いたしまし

た。余りの深刻さに多くの方が衝撃を受けたの

ではないかと思います。まず、政治的に子供の

貧困とその対策の重要性について、どう捉えて

いらっしゃるのか、知事の所見を伺いたいと思

います。

我が国では、生活保護○知事（河野俊嗣君）

世帯の増加やひとり親世帯の困窮化が進む中

で、十分な生活環境に置かれていない子供が増

加しており、そのような家庭環境が子供の学力

や進学率などに影響し、貧困が世代を超えて連

鎖することが強く懸念されているところであり

ます。こうした傾向は、本県におきましても全

国と同様でありまして、子供の貧困問題への対

応は、喫緊かつ最も重要な課題の一つであると

認識しております。

このため県では、ことし３月に「宮崎県子ど

もの貧困対策推進計画」を策定し、貧困の世代

間連鎖を断ち切るために、保護者の生活・就労

支援や子供の居場所づくりを含む学習支援な

ど、さまざまな施策に取り組むこととしたとこ

ろであります。計画の実現に向けましては、引

き続き、市町村や関係団体等との連携を深めな

がら、県を挙げて、しっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

県内の子供の貧困問題を把握○来住一人議員

していく上で、幾つかの指標について報告を求

めたいと思います。まず第一に、平成16年度

と26年度の要保護・準要保護の認定数と認定者

割合及び増減について報告を求めます。

文部科学省の公表に○教育長（四本 孝君）

よりますと、県内市町村において、平成16年度

に要保護・準要保護の認定を受けた児童生徒数

は１万131人で、全児童生徒数の9.4％となって
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おります。また、平成26年度につきましては、

暫定値ではありますが、認定を受けた児童生徒

数は１万4,030人であり、全児童生徒数の15.32

％となっております。平成16年度と26年度を比

較いたしますと、3,899人増加しており、認定者

の割合は5.92ポイント増加しているところであ

ります。

済みません。数字が続きます○来住一人議員

けど、平成19年度と26年度の生活保護世帯の18

歳未満の子供の数とその増減、また、平成26年

度の生活保護世帯と一般世帯の高等学校及び大

学の進学率について報告を求めます。

本県の生活保○福祉保健部長（日隈俊郎君）

護世帯における18歳未満の子供の数につきまし

ては、平成19年度が1,482人、26年度が1,995人

でございまして、７年間で513人の増加となって

おります。

また、平成26年度の高等学校等の進学率でご

ざいますが、生活保護世帯が83.3％、一般世帯

が98.0％となっております。さらに、大学等へ

の進学率でございますが、生活保護世帯が25.5

％、一般世帯が66.9％となっております。

もう一つお願いします。本県○来住一人議員

の母子世帯・父子世帯それぞれの世帯数と月収

の状況について報告をお願いします。

これは、平○福祉保健部長（日隈俊郎君）

成24年度に県が実施しました、ひとり親世帯の

生活実態調査でございますけれども、推計値

で、母子世帯が１万5, 6 7 5世帯、父子世帯

が1,645世帯となっております。また、同調査に

よる月収の状況でございますが、月収で20万円

未満の世帯が、母子世帯で79.9％、父子世帯

で57.4％でございまして、このうち10万円未満

の世帯が、母子世帯で21.6％、父子世帯で8.8％

となっております。

ここ５年、10年の間に、貧困○来住一人議員

化が急速に進行してまいりました。貧困化の原

因はいろいろあると私は思います。最大の根本

問題は働き方の問題、つまり労働行政にあると

思います。数字がちょっと古いですけど、1990

年に881万人であった非正規労働者が、2012年に

は1,962万人に膨れ上がりました。年収200万円

未満の労働者が1,139万人であります。一方、大

企業の内部留保は300兆円を超えました。働き方

の問題を根本的に解決しなければ、子供の貧困

はなくならないと思います。

貧困問題は深く、その克服は総合的なもの

で、短い時間で議論できるものではありませ

ん。部分的なものになりますけど、そのごく一

部について提案もしてみたいと思います。ま

ず、県の計画によりますと、生活保護世帯の子

供の高校進学率を平成31年度までに93％に引き

上げるとなっておりますけど、目標達成のため

の具体的な方策はどのようなものか、御答弁を

お願いいたします。

高等学校等へ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の進学率を高めるための取り組みといたしまし

て、福祉事務所では、ケースワーカーが夏休み

などの長期休暇中に家庭を訪問した上で、保護

者だけでなく、子供本人とも直接面談を行いま

して、進学に対する意識啓発を行うとともに、

家庭の実情に応じた助言の徹底を図っておりま

す。また、不登校などの問題を抱えていた場合

には、教職員やスクールソーシャルワーカーな

どと連携を図りまして、課題解決に向けた支援

を行っているところでございます。

さらに、経済的な理由により進学を諦めてし

まうことがないよう、県では、昨年度から奨学

金等の支援制度をまとめたガイドブックを作成

したところでございまして、毎年度、全ての中
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学２年生や関係機関に配付を行うこととしてお

ります。今後とも、関係機関との連携を図りな

がら、このような取り組みをより一層推進する

ことにより、高等学校等への進学率を高めてま

いりたいと考えております。

貧困の連鎖を断つ上で、一つ○来住一人議員

の課題として、高等学校や大学の進学率を引き

上げることは大変重要だと思います。高校を受

験しない原因の背景に貧困があるのは当然なこ

とだと思います。同時に、こうした子供たち

は、「どうせ自分にはできない」とか「仕方が

ない」、こうして学習する喜びを失っている、

また失いかけているのではないかと思うんで

す。本来、こうしたことを解決するのが学校で

ありますけど、現実的に勉強についていけない

子供たちが生まれていると思います。

こうした子供たちにわかる喜びを会得しても

らうためには、それなりの援助が必要ではない

かと思います。自主的には県内あちこちで行わ

れていると思いますが、退職された先生方の協

力をいただいて学習塾は組織できないのか。も

ちろん市町村ごと、または地域ごとになるかと

思いますけど、いかがでしょうか。

現在、県内各○福祉保健部長（日隈俊郎君）

地におきまして、ＮＰＯ法人等の民間団体が、

貧困の状況にある子供などを対象にしまして、

退職された先生方や大学生などのボランティア

を活用しまして、学習支援の取り組みを行って

おります。このような取り組みは、子供の居場

所づくりの観点だけではなく、子供の向学心を

目覚めさせ、ひいては、学力向上による貧困の

連鎖の解消にもつながるものと思われ、重要な

役割を担っていると考えております。県といた

しましては、市町村や関係団体とも連携を図

り、学習支援の取り組みが今後さらに広がるよ

う、支援してまいりたいと考えております。

次の提案でありますけど、と○来住一人議員

にかく大学を卒業した段階で大変な借金を抱え

る、つまり奨学金の借金を抱えて、借金を返済

できずに破産宣告をしている、そういう大学生

がかなりたくさんいらっしゃることが、この前

テレビで出ていました。県として大学生向けの

給付型奨学金制度は創設できないのか、御答弁

をお願いしたいと思います。

大学卒業後の返還を○教育長（四本 孝君）

免除する給付型奨学金は、その実施に向けてさ

まざまな検討課題があると思いますが、在学中

は、安心して学び続けられることや、卒業後

は、非正規雇用の増加などを背景とした若年層

の生活困窮への対策等の観点から、有意義な面

があると認識しております。

本県では、高校生や大学生等に対して、奨学

金を貸与する宮崎県育英資金事業を実施してお

りますが、返還金を次世代の貸与者への原資と

しておりますことなどから、給付型奨学金を創

設することは、本県では難しいものと考えてお

ります。現在、国において、給付型奨学金の創

設を初め、制度の充実を図ろうとする動きがあ

りますので、引き続き国の動きを見守ってまい

りたいと考えております。

子供の貧困問題の解決の一つ○来住一人議員

として、子供の医療費の助成制度を中学校卒業

まで広げることについて改めて求めるものでご

ざいますけど、答弁をお願いしたいと思いま

す。

乳幼児医療費○福祉保健部長（日隈俊郎君）

助成制度につきましては、乳幼児の健やかな成

長と子育て家庭の経済的負担の軽減を図るもの

でございまして、大変重要な子育て支援である

と考えておりますが、制度をさらに拡充するに
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は、相当な事業費の増額が必要でありまして、

交付税措置もない県単独事業としては、現状と

しては厳しい状況にあるものと考えておりま

す。現在、国を挙げた人口減少対策、いわゆる

地方創生の取り組みが進められている中であり

ますので、制度の拡充は、国の責任において全

国統一的に行われることが望ましいものと考え

ております。

これまで、全国知事会や将来世代応援知事同

盟などを通して、地方の実態を踏まえた制度の

設定及び必要な財源の確保を国に働きかけてき

たところでありますが、今のところ、かなって

おりません。今後とも、さまざまな機会を捉え

て、積極的に働きかけを続けてまいりたいと考

えております。

全ての子供にひとしく教育を○来住一人議員

保障するための一つとして、就学援助がござい

ます。これも子供の貧困の問題としては非常に

大きい課題だと思います。教育費ぐらいは親が

出すのが当たり前だとか、子供がいじめられ

る、また周りの方の目が気になる、こういうこ

となどから、申請をためらう方々がいらっしゃ

ると思います。就学援助の目的を明確にするこ

とが大事だと思います。教育長、申しわけない

ですが、憲法第26条、教育基本法の第４条、学

校教育法の第19条の趣旨について述べていただ

きたいと思います。

初めに、日本国憲法○教育長（四本 孝君）

第26条において、「すべて国民は、ひとしく教

育を受ける権利を有する」とあり、次に、教育

基本法第４条におきまして、「経済的理由に

よって修学が困難な者に対して、奨学の措置を

講じなければならない」などとされておりま

す。また、学校教育法第19条においては、「経

済的理由によって、就学困難と認められる児

童、生徒の保護者に対しては、市町村は、必要

な援助を与えなければならない」と規定されて

おります。これらは、経済的理由などにかかわ

らず、ひとしく国民に学ぶ機会を提供するた

め、国及び地方公共団体が、就学を支援する義

務について定められたものであると認識してお

ります。

就学援助は、ねだるものでも○来住一人議員

施すものでもありません。憲法が規定している

ように、義務教育は無償です。なぜ無償か。全

ての子供たちが教育を受ける権利を有している

からであります。親が人目を気にして申請をた

めらい、これによって、ひとしく教育を受けら

れないということは誤りです。個人である子供

の権利を奪うこととなります。就学援助制度を

知らせるために、どのような文書を保護者に配

付されているか承知しておりませんけど、憲法

や教育基本法から制度の意義と目的を説き明か

した文書を保護者に配付している自治体がある

のでしょうか、御答弁をお願いします。

市町村が主体となっ○教育長（四本 孝君）

て取り組まれている就学援助につきましては、

定期的にその状況を把握しているところではあ

りますが、憲法や教育基本法に基づく制度の意

義や目的について、保護者等への説明が行われ

ているかについては、確認いたしておりませ

ん。

就学援助を申請しない方の中○来住一人議員

にも、援助に対する偏見があることも考えられ

ますので、憲法や法律から明らかにした文書を

出すように、各教育委員会に要請したらいかが

かと思いますが、どうでしょうか。

就学援助制度の周知○教育長（四本 孝君）

徹底につきましては、市町村へお願いしている

ところでありますが、その具体的内容・方法な



- 285 -

平成28年９月13日(火)

どは、市町村が検討すべきことと認識しており

ます。

非常に大事なことだと思いま○来住一人議員

す。とにかく就学援助というものが、憲法や教

育基本法や学校教育法、そういうものに基づい

て出されているわけでありますから、そのこと

をしっかり県民の皆さんに知っていただくとい

うのは非常に大事なことだと思います。

いただいた資料によりますと、制度の周知方

法について８項目あります。この項目を全て駆

使すること、また、気軽に申請できるように用

紙を全保護者に配付するなど、各教育委員会に

要請すべきだと思いますけど、いかがでしょう

か。

就学援助制度の周知○教育長（四本 孝君）

につきましては、市町村が実施主体であります

が、その取り組み内容に市町村間で若干差が生

じております。そのため県教育委員会では、保

護者等への就学援助制度の趣旨及び申請手続の

周知を図るよう、これまで市町村に対してお願

いしてきたところであります。

国が策定しました「子供の貧困対策に関する

大綱」におきましては、「市町村における就学

援助の活用と充実を図ること」が施策の一つと

して盛り込まれており、その周知徹底につい

て、文部科学省から通知がありましたので、県

教育委員会では、平成28年２月に、改めて市町

村に対し、通知を発出したところであります。

今後とも、支援の必要な児童生徒の保護者に対

し、適切な就学援助が実施されるよう、市町村

への助言等に努めてまいりたい考えておりま

す。

ぜひ前のほうにしっかり進む○来住一人議員

ように期待したいと思います。

準要保護の認定基準でありますが、これも19

項目あります。都城、延岡、日南の３市は、生

活保護基準額に一定の係数を掛ける１項目だけ

を採用しております。ちなみに、宮崎市は15項

目を採用しています。都城市と延岡市は生活保

護基準に１を掛けた基準、日南市は1.1を掛けた

ものとなっています。１というのは、生活保護

基準値、または生活保護基準以下の生活をして

いる子供しか認定されないということになりま

す。これでは、義務教育は無償とするとか、ま

た先ほど言われた第19条、こういうものが実際

には生かされないのではないかと思います。し

たがって、１とか1.1というのは余りにも低過ぎ

ますので、これの善処を図るように各教育委員

会に御指導をお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。

就学援助制度につき○教育長（四本 孝君）

ましては、各市町村間において、運用面で若干

異なった取り扱いがあることは承知しておりま

すが、それぞれ適切に御判断いただいて実施さ

れているものと考えております。県教育委員会

といたしましては、家庭の経済状況にかかわら

ず、全ての子供たちが教育を受けられるように

することは大変重要であると考えておりますの

で、各市町村において適切な就学援助が実施さ

れるよう、引き続き情報提供や助言に努めてま

いりたいと考えております。

適切に判断されている、しか○来住一人議員

し、実際には、宮崎県の場合、９つの市の中で

一番高いのが串間市です。一番低いのが西都市

です。西都市は串間市の半分以下です。ですか

ら、私は、それは適切かというと、考えなきゃ

ならぬことではないかと思います。ぜひ善処方

をお願いしたいと思います。

特別支援学校の教室不足の問題は、これまで

も多くの議論が行われてきたところでございま
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す。私は、都城きりしま支援学校の問題を中心

に質問したいと思います。

私ども共産党県議団は、同校をこの夏、２回

訪問するとともに、保護者の方の話も聞いてま

いりました。教室不足は本当に深刻で、議員と

して申しわけなく、また、恥ずかしい思いもい

たしました。同校が高等部を設けて３年生まで

詰まったのは、平成９年であります。当時の生

徒数は小・中・高等部合わせて131名、学級数

は32でありました。現在は218名、57学級で、学

級数は1.78倍であります。教室不足が急に発生

したわけではありません。今から10年前の平

成20年の段階でも49学級となっておりまし

て、1.5倍になっておりました。

教室を間仕切りして、２つの教室にして使用

されているのも幾つもあります。そして、音に

敏感な生徒たちもいまして、あるお母さんは、

「自分の子供は非常に音に敏感だ。教室を間仕

切りした、それで隣のクラスの声が聞こえる。

それじゃ本当に心配だ」という話もされており

ました。図書室などの特別教室が普通教室に、

それから、２階の踊り場までもが仕切られて教

室となっていました。アスレチック広場と中庭

は、職員の車でほぼ詰まっております。障がい

を抱えている子供たちが200名も学んでいる学校

でありますが、中庭は車で埋まっており、火災

などの災害時はどうなるのだろうか、簡単に運

動場に避難できないのではないかと、このよう

に思いました。

踊り場までもが教室になっている普通学校を

見たことはありませんが、支援学校だから許さ

れるのか。10年前には既に学級数が1.5倍にも

なっていました。学校現場から要望が上がって

いたと思います。皆さんも実態は把握されてい

ると思います。とても充実した教育を施す施設

とは言えないと私は思います。私は、きりしま

支援学校の実態は、設置者としての怠慢ではな

いかと思います。現状をどう認識されているの

か、答弁を求めたいと思います。

児童生徒にとって、○教育長（四本 孝君）

安全に安心して学べる環境を整備するというこ

とは、最も重要なことであります。特に、障が

いのある子供たちにとって、教室環境は、学校

生活の中心となり、学習効果を上げる上でも大

切なものと考えております。都城きりしま支援

学校におきましては、近年、児童生徒の増加に

より、教室が不足している状況が生じておりま

す。このため、緊急の措置として、活用頻度の

少ない特別教室等を改修して、教室に転用する

などの対応を図ってきたところでございます。

今のような状態になっている○来住一人議員

ことに対して何の反省もないというのが、正直

言って、がっかりします。現状を述べられただ

けで、実際に、それに対して、設置者としての

責任の弁は全くないというのが特徴だったと思

います。本当に残念です。

「新たな特別支援学校づくり検討委員会」が

ことし３月に協議のまとめを行っております。

きりしま支援学校に関するまとめを要約いたし

ますと、「都城さくら聴覚支援学校に高等部の

移転を視野に入れて検討することが望ましい。

しかし、移転となると、教室の増設や実習棟や

実習園の施設が必要となる。このことを含めて

検討することが望ましい」と、このようになっ

ておりますけど、この検討委員会のまとめを受

けて、教室不足について、いつまでにどのよう

にされるお考えなのか、答弁を求めたいと思い

ます。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

平成27年度に、学識経験者、障がい者団体代
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表、保護者代表等の方々から成る「新たな特別

支援学校づくり検討委員会」を組織し、本年３

月に各種意見を取りまとめていただいたところ

でございます。この結果を踏まえまして、都城

きりしま支援学校につきましては、今後、教室

を増設することや、近隣の特別支援学校の余裕

教室等を活用するなど、適切な対応を検討して

まいります。

そんなのんきなことを言って○来住一人議員

いる場合じゃないと思いますよ。来年４月にな

ると、新たに３つの教室が不足すると、そうい

うことは皆さんも聞いていらっしゃるでしょ

う。これをどうするんですか。教育長は、最

近、きりしま支援学校を視察されたことはござ

いますか。もしされていないのであれば、お勧

めします。ぜひ行ってください。

不足しているのは教室だけではなくて、食堂

も目いっぱいだそうです。それから、体育館

も、生徒と教師が全員入りますと、それこそ目

いっぱいになります。それから、運動場も非常

に変形であるために、運動会のときには、保護

者が見るところは、普通は学校だったら、運動

場の周りでずっと保護者が見るんですけど、あ

そこはそれはできないです。一つの区画だけで

子供たちの運動会を見るしかない状況でござい

ます。

それで、私から一つの提案でありますけど、

確かに高等部を移設するというのも一つの案で

はありますが、学校の北側に隣接する農地を買

収して、校舎の増設、運動場の整備、職員駐車

場の確保などを行ったらどうかと思います。高

等部をさくら聴覚支援学校のほうに移すという

ことになりますと、学校の一体化がなくなって

しまいます。ですから、小学校から高等部ま

で、同じ敷地の中にあったほうがいいのではな

いか。僕は、教育の専門家でも何でもありませ

んから、わかりませんけど、しかし、いずれに

しても、同じところにあったほうがいいんじゃ

ないかと。

そして、現場を見てみますと、運動場の北側

はまだ十分 いわゆる民家が建っているとか―

いう状況でもありませんし、まだ畑であります

から、ぜひ、あそこを買収したりして、今、私

が申しましたように、校舎の増設だとか運動場

の整備、職員駐車場の確保などを行ったらどう

かと思いますが、一つの提案ですけど、いかが

でしょうか。

都城きりしま支援学○教育長（四本 孝君）

校におきましては、高等部の設置による校舎の

新設や在籍者数の増加による教室の増設に伴

い、学校敷地の狭隘化が進んでいる状況にあり

ます。隣接する農地の買収につきましては、現

在のところ予定しておりませんが、狭隘化を解

消するためにどのような解決策があるのか、今

後、幅広い視点で研究してまいりたいと考えて

おります。

「新たな特別支援学校づくり○来住一人議員

検討委員会」の「協議のまとめ」というのも読

ませていただきました。僕は、そういう検討委

員会を組織して、多くの方々の英知を集めて出

されるというのは、非常に大事だと思います。

僕はこれ自身を決して否定しません。しかし、

僕は、そういう専門家というのは、皆さんの教

育委員会の中にもいっぱいいらっしゃると思い

ます。皆さん自身の手で、現実に行って見てい

ただいて、どうすべきかということを判断され

る。

もちろん、このまとめを見てみますと、まと

めの中に結論めいたことは特別書かれていない

んですよ。ですから、どうするかというのは当
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然、教育委員会に裁量権がありますから、いず

れにしましても、僕は、皆さん自身が現場に直

接出かけていかれて、お話を聞いたり、また、

現実に今の状況を見ていただきたい。もう質問

はしませんが、来年３月に３つの教室をどこに

どう確保するのか。教頭・校長室をなくすの

か、どうするのかわかりませんけど、いずれに

しても、現場任せだったら、僕は余りにも無責

任だと思います。

最後に、日向ひまわり支援学校や児湯るぴな

す支援学校など５校には、スクールバスが導入

されておりません。日向ひまわり支援学校は導

入要求などがあると聞いておりますけど、今後

の導入計画についての答弁を求めて、私の質問

を終わります。

特別支援学校のスク○教育長（四本 孝君）

ールバスにつきましては、これまで全県的な視

野に立って整備を進めてまいりました。現在、

８校でスクールバスを運行しておりますが、ま

だ導入できていない学校もあります。今後、保

護者のニーズや児童生徒の実態等を十分調査し

た上で、スクールバスの利用のあり方について

検討してまいりたいと考えております。

一刻も早く、とにかく障がい○来住一人議員

を持つ子供たちですから、障がいを持つ子供た

ちに合わせて、一日も早く実現するようにお願

いいたします。ありがとうございました。（拍

手）

以上で一般質問は終わりまし○星原 透議長

た。

次に、今回提案されました議○星原 透議長

案第１号から第21号までの各号議案を一括議題

といたします。

質疑の通告はありません。

まず、教育委員会委員及び土地利用審査会委

員の任命の同意についての議案第12号から第20

号までの各号議案についてお諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「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。

討論の通告はありません。

議案第12号から第20号まで採決◎

これより採決に入ります。○星原 透議長

議案第12号から第20号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

議案第１号から第11号まで及び第21号◎

並びに請願委員会付託

次に、議案第１号から第11号○星原 透議長

まで及び第21号の各号議案並びに新規請願は、

お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係

の委員会に付託いたします。

ここで、議案第21号に係る委員会審査のた

め、暫時休憩いたします。

午後２時46分休憩

午後３時14分開議

常任委員長審査結果報告◎

（総務政策常任委員会）

平成28年９月13日(火)
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休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

議案第21号を日程に追加し、議題とすること

に御異議ありませんか。

〔「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21号を議題といたします。

ここで、総務政策常任委員長の審査結果報告

を求めます。総務政策常任委員会、二見康之委

員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○二見康之議員

今回、当委員会に付託を受けました案件のう

ち、議案第21号「平成28年度宮崎県一般会計補

正予算（第５号）」についてであります。

これは、宮崎県議会西都市・西米良村選挙区

におきまして、議員辞職により欠員が生じたこ

とに伴い、補欠選挙を執行するための経費を措

置するもので、3,400万円余の増額補正となって

おり、歳入財源は繰入金であります。

その主な内訳は、西都市及び西米良村に交付

する選挙経費や、候補者のポスター作成費など

の公営負担に要する経費であります。

審査の結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。〔降壇〕

総務政策常任委員長の審査結○星原 透議長

果報告は終わりました。

質疑及び討論の通告はありません。

議案第21号採決◎

これより採決に入ります。○星原 透議長

議案第21号についてお諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、本案は委員長の報告のとおり可決されまし

た。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす14日から22日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、23日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決まで及び決算議案の

上程であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時16分散会


