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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

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、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。６月12日に、宮崎県民にとってう

れしいニュースが飛び込んできました。日向市

出身の青木宣親選手、日米通算2000本安打達成

です。知事も取材で答えられているように、

「スポーツランドみやざき」を掲げる我が県に

とって大きな誇りであり、子供たちの夢と希望

になりました。また、努力することの大切さを

改めて実感いたしました。青木選手、おめでと

うございます。これからのさらなる活躍を御期

待いたします。

通告に従い、一般質問をいたします。

今議会には、県立宮崎病院の改築に係る補正

予算が計上されています。開会日に知事より、

本県地域医療の中核である県立病院再整備の経

費について、異なる視点から見直しを図り、実

施設計とあわせて、第三者によるコスト管理な

どを行う業務委託等を実施するので、補正予算

を提案するとの説明がありました。私は、知事

の説明を次のように理解いたしました。地域医

療構想では、今後の医療と介護のあり方とし

て、県立病院は高度急性期、急性期に特化し、

回復期や慢性期の患者は、小規模の民間病院や

診療所、さらには在宅での訪問看護等へ移行す

るべきとされています。今回の提案は、今後の

県立宮崎病院の病床数を減らすことも考えてい

ると受け取りました。そうであれば、県立宮崎

病院のあり方と再整備後の経営にどう影響する

のか、知事にお伺いをいたします。

次に、林業成長産業化地域創出モデル事業に

ついて、環境森林部長へお尋ねをいたします。

国は、戦後造林した人工林が本格的な利用期

を迎える中、豊富な森林資源を循環利用しつ

つ、森林・林業の持続的発展と公益的機能の発

揮を図りたいとし、また重ねて、地域の創意工

夫を生かし、木材の安定供給を図るための条件

整備や木材利用の拡大・促進、木材産業体制の

整備など、川上から川下までの総合的な取り組

みを行い、林業の成長産業化を実現したいとし

ています。そこで、地域の森林資源の利活用に

より、多くの雇用や経済価値を生み出す明確な

ビジョンを持つ地域を「林業成長産業化地域」

として指定し、ビジョンの実現に向けて地域が

独自に提案するソフト面での対策を支援すると

ともに、木材加工流通施設などの施設整備を優

先的に採択するなど、重点的な支援をするとし

ました。結果、全国から45地域の応募があ

り、16地域がモデル地域として選定されまし

た。大変うれしいことに、我が県から延岡・日

向地域が選ばれました。

３点お伺いをいたします。林業県として延岡

・日向地域が全国においてすぐれている取り組

みとして、応募に至った経緯について伺いま

す。

２点目に、延岡・日向地域の５カ年間の事業

計画についてお伺いをいたします。

３点目、延岡・日向地域の取り組みについ

て、県内にどのように広げ、県全体の林業成長

産業化を図っていくのか、お伺いをいたしま

平成29年６月14日(水)
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す。

以上を壇上からの質問とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

地域医療構想は、将来における各医療機関の

役割分担を明確にしまして、患者の病状に応じ

た質の高い医療を効率的に提供する体制づくり

を目指すものであります。このため、急性期医

療を担う県立病院におきましては、慢性期入院

患者の在宅医療等への移行を進めますととも

に、病床機能とその規模について検討を行うな

ど、地域の医療機関との適切な役割分担を図っ

ていく必要があるものと考えております。その

中で、今後、病床数や機能の見直しが必要とな

る場合が考えられますが、県立宮崎病院は、高

度医療や災害時医療など、本県地域医療の中核

として、引き続き重要な役割を担うものと考え

ております。このため、県立宮崎病院の再整備

に当たりましては、一定の病床規模の縮小を行

いながら、急性期病院としての機能を一層充実

させますとともに、地域医療構想を踏まえた地

域の医療機関との連携の強化をあわせて進めま

すことで、将来にわたって安定した病院経営が

確保できるよう、努めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

はようございます。お答えいたします。

林業成長産業化地域創出モデル事業に関する

一連のお尋ねについてであります。まず、応募

した理由についてであります。本県では、循環

型林業の確立に向けて、再造林の推進や担い手

の確保などの課題が急務となっている中、この

公募事業は、本県が抱える課題を解決する上で

またとない機会と捉え、各市町村へ積極的に応

募するよう働きかけてきたところであります。

その結果、県内で最大の森林面積を有する延岡

市と、国内有数の大型製材工場が立地する日向

市から応募の意向が示されたところでありま

す。県としましては、全国でも有数の林業地帯

にある両市が、再造林の実施や担い手の確保な

ど、連携してその課題の解決に取り組むこと

は、本県林業の成長産業化に大きく貢献するも

のであると考え、両市や地域の林業・木材関係

者と応募に向けての協議を重ねまして、今回の

両市の応募に至ったものであります。

次に、５カ年間の事業計画についてでありま

す。本地域の計画につきましては、全国に先駆

けて森林資源が成熟し伐採時期を迎えている

中、再造林の課題などに独自に取り組む内容

が、これから同じような状況を迎える他の地域

のモデルケースになり得ると、全国的に高く評

価されたものであります。具体的には、資源循

環型林業のモデルを構築することを目的に、森

林所有者の経済的な負担軽減などを図る再造林

バンクや人材バンクの設置のほか、伐採から造

林までの一貫作業マニュアルの作成や、就労給

付金の支給などのソフト対策に取り組む計画と

なっております。また、ハード対策では、ソフ

ト対策と一体となった高性能林業機械の導入

や、木材加工流通施設の整備などに取り組む計

画としております。なお、毎年度ごとの実施す

る事業につきましては、今後、国との協議を経

て決定されることとなっております。

次に、県内への周知等についてであります。

県では、モデル事業の成果を上げることが、ま

ずは重要であると考えておりますので、両市を

しっかりと支援してまいります。また、得られ

た成果につきましては、全県組織である「山村

地域の持続的発展推進会議（通称「山会
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議」）」の場を活用するなど、他の地域の市町

村や関係団体、事業者等に広く情報提供してま

いります。県としましては、このモデル事業の

成果を県内各地へ広く波及させることにより、

県全体の林業の成長産業化を図ってまいりたい

と考えております。このため、その成果につい

ては、地域の実情に応じた活用を進めていく必

要があることから、山会議の地区協議会等にお

いて、関係者の連携のもと、しっかり検討して

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○井上紀代子議員 それぞれ御答弁、ありがと

うございました。「林業の成長産業化」という

フレーズにはわくわくいたします。県におかれ

ましては、選定されました延岡・日向両市との

密なる連携を要望しておきたいと思います。

次に、先ほど知事から、県立宮崎病院の再整

備について御答弁をいただきましたが、病床数

を減らした上に、将来的に医療需要予測に変化

が生じたり、診療報酬改定など必至です。その

懸念があるので、再整備後の収支は本当に大丈

夫なのか、病院局長にお伺いをいたします。

○病院局長（土持正弘君） 新病院建設後の収

支計画につきましては、今回の事業費をもと

に、地域医療構想に示されている推計患者数

や、これまでの宮崎病院の患者数、診療収入の

実績などから試算を行っておりますが、専門家

による検証によりましても、手術室の増加や救

命救急センターの拡充など、再整備による診療

機能の強化に伴う増収が期待できることから、

おおむね妥当な計画との意見をいただいており

ます。しかしながら、御指摘のとおり、将来的

な医療需要予測や診療報酬改定など、さまざま

な考慮すべき要素がありますことから、今後

は、地域連携の一層の強化により急性期に特化

するなど、医療の充実・効率化と収益の確保に

努めてまいりますとともに、今年度からは、医

療コンサルタントを活用した経営改善策を講じ

ることとしておりまして、新病院の開院前か

ら、安定した経営基盤の確立を図ることとして

いるところであります。

○井上紀代子議員 県議会からもいろんな指摘

があったことは事実でございますので、これか

ら県立宮崎病院が早期に再整備に向かって進ま

れることを期待はいたしておりますが、常に、

県立病院の収支については政策的医療も引き受

けざるを得ないという状況にあるわけですか

ら、丁寧な検討をお願いしておきたいと思いま

す。

次に、地域医療と密接不可分な在宅医療につ

いてお伺いをいたします。高齢化の急速な進行

により、長期にわたる療養や介護を必要とする

患者の増加が見込まれ、医療機関や介護保険施

設等の受け入れにも限界が生じることが予測さ

れています。在宅医療は終末期医療を含み、患

者の生活の質を重視する観点から、慢性期及び

回復期患者の受け皿として、また、みとりを含

む医療体制の基盤の一つとして重視されていま

す。在宅医療と介護の連携について、県はどの

ように進められていくのか、知事にお伺いをい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 医療と介護の両方を必

要とする高齢者が、住みなれた地域で自分らし

い暮らしを続けていくためには、地域における

関係機関が連携をしまして、さまざまな職種が

協働して、在宅医療と介護を切れ目なく提供で

きる体制整備が大変重要であると考えておりま

す。このため県では、市町村や医師会等の関係

機関で構成する地域協議会を設置しまして、課

題の抽出や対応策の検討などを行いますととも
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に、在宅医療と介護の連携のための研修などに

取り組んでいるところであります。また、在宅

医療・介護が必要な高齢者に対して適切なサー

ビスが提供されますよう、訪問看護ステーショ

ンの充実や、入退院時に病院看護師とケアマネ

ジャーが円滑に連携するためのルールづくりな

どを進めているところであります。このほか、

緊急時を初めさまざまな場面にも対応できます

よう、在宅医療にかかわる医師同士によるネッ

トワークづくりも始まっているところでありま

して、今後とも、医師会や大学等とも連携をし

ながら、在宅医療と介護の連携推進に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 在宅医療と介護の連携をス

ムーズに進めるためには、市町村における地域

医療資源をしっかりと把握することが大事で

す。そしてそのエンジンが、多職種連携研修で

す。

３問、福祉保健部長にお伺いをいたします。

在宅医療を担う医師をどのように確保していく

おつもりなのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 在宅医療につ

きましては、医師を中心として、訪問看護や訪

問リハビリテーション、訪問介護など、多職種

連携のチームで取り組むこととなりますが、特

にその中核を担う医師の確保が極めて重要であ

りますことから、県医師会・郡市医師会と協力

しながら、啓発活動や参加促進のための研修会

などに取り組んでいるところです。また、在宅

医療を担う医師を育成するため、宮崎大学医学

部に県の寄附講座として設置しております「地

域医療・総合診療医学講座」と連携しまして、

医学生の段階から、看護師、リハビリスタッフ

などと一緒に実習を行うといった「多職種連携

教育」について、県としてもプログラムづくり

などに参加・協力しているところでございま

す。今後とも、このような取り組みを通じて、

中長期的な視点も含めまして人材育成・確保に

取り組んでいきたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、在宅医療のかなめと

なる訪問看護ステーションの現状と今後のあり

方について、お伺いをいたします。「在宅医

療」と言われると、最初に浮かぶのが、「誰が

みるの」、そしてその次は「どういうふうにみ

たらいいの」「大変なときは、誰がそのときの

力になってくださるの」、これが一番の大変な

ところだと思うんです。地域の中にどれほどの

医療資源があるのかということをきっちりとし

ていくためにも、この訪問看護ステーションと

いうのが大事だと思います。そのあり方につい

て、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 訪問看護ス

テーションの現状でございますが、平成29年６

月１日現在で、県内の訪問看護ステーション

は112事業所となっております。この訪問看護ス

テーションは、在宅医療・介護の連携、それか

ら地域包括ケアシステムの構築を進めていく上

で大変重要でありまして、今後、高齢化の進展

に伴って、要介護高齢者の増加、医療的ニーズ

の高まりが見込まれますことから、さらなる提

供体制の充実が必要であると考えております。

このため県では、訪問看護ステーション開設時

の初期費用を支援するとともに、事業者の参入

が進んでいない農山村地域への新規参入の方策

などについて、特別養護老人ホーム等の介護事

業の経営実績のありますＪＡなどの関係機関と

検討を行うことにより、訪問看護サービスの一

層の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 在宅に必要な医療と介護、
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そういう資源、地域にどれほどの地域力がある

のかということを、これから私たちは強化して

いく必要があると思います。地域力の強化こ

そ、在宅で誰かをみるというときの、介護で

あったり看護であったりするときの大きな力

は、その地域に住む人たちの力だと思いますの

で、地域ごとにしっかりと訪問看護ステーショ

ンの現状を把握しておいていただきたいと思っ

ております。

次に、先日、常任委員会の調査で、木造建築

物ということで、フィオーレＫＯＧＡを見せて

いただきました。とてもかわいらしい看護師の

卵の皆さんが、37名ほどでしたか、学んでおら

れました。木の香りのいっぱいするところで一

生懸命学んでおられる姿が大変印象的だった

し、宮崎県は、全国でも誇り得る、看護師養成

を積極的に行っている県です。その県が、私た

ちがせっかく一生懸命育てた看護師さんたち

が、全国で羽ばたいてくださることも大事だけ

れども、訪問看護ステーションの充実のために

も、看護師の確保というのは重要です。本県の

看護師養成所卒業者の県内定着にどのように取

り組まれるのか、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、新卒

看護師の県内定着を図るため、県内の200床未満

の病院や訪問看護ステーションに一定期間就業

した場合に、返還免除となります修学資金の貸

与を行っております。また、医療機関に対する

新人看護職員研修の運営支援、それから看護師

等養成所に対する県内就職率に応じた運営費補

助などを行っております。さらに今年度から

は、訪問看護ステーションが実施する新卒者向

け研修の支援など、新卒看護師が訪問看護ス

テーションへ就業しやすくなるような取り組み

も行っているところであります。在宅医療の推

進には、看護師の育成・確保が大変重要でござ

いますので、今後とも積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○井上紀代子議員 訪問看護ステーションから

外れるかもしれませんが、人口減少の中で、結

婚をしていく適齢期の女性の人たちが宮崎から

たくさんいなくなるということは、大変問題が

あることだと思っています。本当は宮崎にいた

いなと思う方と、やっぱり一度は都会に出てみ

たいという方と、いろいろいらっしゃると思う

んですが、せめて、宮崎に残りたいなと思って

いる方は、しっかりとこの宮崎に住んで、そし

て子供を産めるような状況にしていくというこ

とは、大変重要なことではないのかなと思って

います。本当に伸びやかに育っておられる看護

師の卵の皆さんがいっぱいいるわけですけれど

も、その卵が小さな小さなひよこになるかもし

れないし、大きな大きなめんどりになってくだ

さるかもわからない。私たちは、育てていくと

いうことと同時に、宮崎に定着していただくこ

と、残っていただくことというのを、どういう

体制なら残れるのかということをしっかりと考

えておく必要があるのではないかと思いますの

で、ここはよろしく各部全体で考えていただく

ことを要望しておきたいと思います。

次に、子供政策について、福祉保健部長へお

伺いをいたします。以前から大変問題になり、

新聞等でも取り上げていただいておりますが、

退所児童等アフターケアセンター設置運営事業

について、実施状況を、まず部長にお伺いした

いと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 退所児童等ア

フターケアセンター設置運営事業でございます

が、児童養護施設を退所した児童等が、入所前

の養育環境などから、社会生活に必要な知識の
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習得が不十分であったり、また、適切な対人関

係の構築に困難を抱えるといったケースがあり

ますことから、その支援を図ることを目的とし

て、今年度、専任職員を配置したセンターを設

置するものであります。このセンターは、県内

１カ所においてＮＰＯ法人等への委託による運

営を予定しているところでございまして、現

在、児童養護施設や里親などの関係機関等と具

体的な連携のあり方を検討するなど、開始に向

けた準備を進めているところでございます。

○井上紀代子議員 重ねて、児童養護施設小規

模グループケア改修事業について、福祉保健部

長にお尋ねをしておきます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 今年度実施予

定の児童養護施設小規模グループケア改修事業

でございますが、さまざまな困難を抱えた入所

児童一人一人の状況を考慮した、より家庭的な

支援などが行えるよう、宮崎県家庭的養護推進

計画に基づきまして、ケア単位の小規模化を図

るものでございます。この事業により、小規模

化された改修後のユニットには、専任の職員が

配置されるなど、安定した人間関係のもとで、

よりきめ細やかな児童への支援が可能になるも

のと考えております。

○井上紀代子議員 私は、Ｓｗｉｎｇ－Ｂｙと

いう、貧困に悩む子供たちのための支援とか、

問題のある子供たちの支援をする法人の理事を

させていただいているんですけれども、そこで

いつも議論をしますのは、困難な環境に生まれ

てきた子供たちを、どういうふうにして自立さ

せていくのかということが大変重要だというこ

とを、常々議論させていただいています。た

だ、養護施設であったり、里親さんであった

り、いろいろなところで保護さえすればいいと

いうことではないと思うんです。どうやって人

間として自立した生活が送れるようにしていく

かということが、大変重要なんだと思います。

その視点が欠けると、ただ、安全で、見守りさ

えすればいいんだということになってしまいは

しないのか、そこに私は懸念を持っているわけ

です。

ところで、先日、大塚にできましたファミ

リーホームひまわりに福祉保健部長は行ってい

ただいたと聞いておりますが、いかがな御印象

だったでしょうか。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 議員御指摘の

ファミリーホーム、私も拝見させていただいた

ところでございます。建物については、小中学

校の通学に便利な立地にありますとともに、室

内では、対面キッチンで広々とした形で、一堂

に集える形でのリビングもあったり、ゆったり

とした児童の個室も確保されているということ

で、ハード面で見てもファミリーホームとして

の機能が充実していると感じたところでござい

ます。

○井上紀代子議員 そのファミリーホームひま

わりは、宮崎県内では１カ所の場所になりまし

た。そのファミリーホームは、まだ子供たちの

配置はないんですけれども、高齢者の触れ合い

サロンをしようとか、小学生の学習支援とか、

いきいきサロンをしようとか、親子支援ハッ

ピーサロンをしようとか、子供レストランをし

ようとか、いろいろなことを計画して、地域の

中に溶け込んで、そこで子供たちを見ていこう

とされています。先日、子供レストランを開催

されましたので、私も行ってみましたら、地域

のママたちが子供たちを連れて、「えっ、こん

な場所があるんだ」という感じで来ておられま

した。横浜市からＵターンしてこちらに帰って

こられた方が、「横浜にはこういうところが結
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構ありました。ただ、宮崎ではなかなか見つけ

ることができなくて、きょう、この場所に来ま

した」ということで、100円でお食事ができます

ので、それを食べながらいろんなお話を、そし

てママたちのいろんな悩みとかを……。もとも

とここは介護福祉施設と保育所を持っておられ

るところですので、その法人としての力とノウ

ハウをこの場所で生かしていきたいとされてい

ます。

私が常々気になりますのは―決して里親制

度が悪いと言ってもいませんし、養護施設が悪

いとも言っていないんです。ただ、お一人お一

人を見ますと、生活習慣というのはどこでつけ

ていくんだろうかということがとても心配にな

ります。養護施設を訪ねてみますと、18歳でそ

こから旅立とうとするときに、生活をしていく

いろいろなノウハウというのを、またもう一度

教えなければいけないんです。それは教えられ

たものと身についたものとは格段の差がありま

す。ですから、日々、「お帰り」「行ってきま

す」ということが言える。そして、靴のそろえ

方であったり、挨拶の仕方であったり、ちょっ

と細かなことですが、洗濯物の干し方であった

り、それが生活習慣としてきちんと身につくと

いうことは、大変重要なことではないかと思い

ます。私は、宮崎県には県北と中央と南とに１

カ所ずつ、福祉法人が中心となったファミリー

ホームができ上がってくると、またちょっと違

う、幅の広い、子供たちの養護の子供政策がで

きるのではないかと期待をしておりますので、

ぜひぜひこのことについても議論を今後も続け

てまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

次に、熊野川浸水対策についてお尋ねをいた

します。

私は、宮崎市婦人防火クラブの会員です。昨

年の台風16号の折、平田嗣子会長から、被災宅

の清掃作業に参加するようとの緊急連絡があ

り、クラブ会員14～15名と駆けつけました。延

岡市から移り住まれてさほど間もたっていず、

突然に夫に先立たれ、まだ友人にも恵まれてい

ない状態でおひとりで暮らしている方のお宅が

被災したのでした。途方に暮れ、「死んだ夫の

もとへ行こうかしら」と言っているような彼女

の顔は、今でも目に焼きついて離れません。ご

みを出し、土砂を掃き出し、床下に潜り、会員

が活動し、もとの自宅の様子が少しずつ戻って

いくごとに、彼女も少しずつですが体を動かす

ことができ、心もだんだん明るくなっていった

ように思いました。

台風16号では、宮崎市において短時間に記録

的な大雨が観測され、熊野地区では、熊野川下

流域を中心に床上浸水14戸、床下浸水12戸の被

害が出ました。近年では、地球温暖化による気

候変化により、台風による記録的な大雨や局地

的な大雨が発生し、今後もその発生が懸念され

ます。そのような大雨時に、熊野川排水機場付

近では、比較的流域面積が狭いことから、住宅

地からの雨水が短時間で押し寄せるため、現在

の排水機場のポンプでは処理能力が不足し、今

回のように浸水被害が発生することが心配され

ていますし、実際に起こっています。また、雨

水の排出先である清武川は、大雨時に水位が高

くなると熊野川の雨水が流れにくくなり、それ

を原因とする浸水被害も想定されます。このよ

うな状況を改善すべく、早急に熊野川排水機場

ポンプ能力アップ及び清武川の被害低減対策を

とるべきだと思いますが、県土整備部長へお伺

いをいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 熊野川で
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は、これまでたびたび浸水被害を受けましたこ

とから、河川改修や排水ポンプの設置等を実施

してきたところでございます。今、議員の御質

問にありましたように、昨年の台風16号では、

時間100ミリの豪雨によりまして、本川の清武川

が計画の水位を上回り、支川である熊野川の洪

水が排出できずに堤防からあふれたことによ

り、浸水被害が発生したところであります。こ

のため、今年度、清武川においては、洪水時の

水位を低下させるため、堆積土砂の除去や竹林

の伐採を行うとともに、熊野川においては、既

存の排水ポンプの能力を最大限発揮させる操作

設備の改善や堤防のかさ上げを行う予定として

おります。さらに、昨年の降雨や河川水位の状

況等をもとに、浸水のメカニズムや堤防かさ上

げなどの効果を検証し、さらなる対策の必要性

について検討してまいりたいと存じます。

○井上紀代子議員 実は、きょうは御本人が傍

聴席にいらっしゃいます。その彼女が、延岡市

から宮崎市に移ってこられて―宮崎県のどこ

に住んでも安全・安心に暮らしていただくとい

うことが、議員としての責務であろうと思いま

す。今回いただいた答弁では、地元の人から、

これはこのとおりの答弁で本当にいいのかとい

う質問が出るのではないかと。私は技師でも何

でもありませんので、それに対して答弁に大変

窮すると思うわけですけれども、県土整備部と

して、この熊野川の浸水対策というのは、ただ

「検討してまいります」というだけでは、私と

しても、地元の人、特に御本人には何と申し上

げていいやら。「また水が来ますよ」としか言

いようがなくなるわけですけれども、県土整備

部としてこれに徹底的に対策をとっていただく

と理解してよろしいのか、部長にもう一度答弁

をお願いしたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 最近の雨の

降り方というのが非常に変わってきていること

は事実でございまして、浸水に対する防災・減

災対策は非常に大事だと思っております。当

然、地域の皆様の安全・安心を確保することが

非常に大事だと思っております。今回はまず

は、先ほど申し上げたような堆積土砂の撤去、

あるいは排水ポンプが最大限機能するような対

策をとってまいりますけれども、当然、技術的

な側面をしっかり検証した上で、必要な対策が

あればしっかりとってまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 私は、台風災害のたびに、

宮崎市の市議会議員の茜ヶ久保さんと一緒に現

場という現場をぐりぐり回っているわけです

が、宮崎土木事務所の皆さんには大変お世話に

なって、早急においでいただき、そしてまた対

策を小まめにやっていただくことには敬意を表

します。ですから、今、部長の言われたことを

しっかりと受けとめて、私もこれから地域の皆

さんとともに議論してまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。

次に、世界農業遺産についてお伺いをいたし

ます。先月の環境農林水産常任委員会の県北調

査で、「世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地域活

性化協議会」について調査を行いました。この

認定を契機に、地元町村が主催するさまざまな

活動が展開されていますが、一番感心しました

のは、地域の若者が自発的にＮＰＯ法人を立ち

上げ、「食べる通信」という情報発信を始めて

いたことです。３カ月に１回の発刊ですが、食

べ物のおまけつきで、若者の感性あふれる誌面

となっています。私は、世界農業遺産認定で最

も注目すべきは、認定地域の皆さんの誇りの醸

成だと考えますし、そのエネルギーこそが、地
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域を変え、地域力を高める原動力となると考え

ます。遺産とは、先人たちが残した有形無形の

物事のことです。有形のものは時代とともにそ

の価値が変わっていきます。そこで、この５町

村の農業・林業の今後の展開方策について、農

政水産部長、環境森林部長にお伺いをいたしま

す。

○環境森林部長（川野美奈子君） 高千穂郷・

椎葉山地域は、山間地という厳しい環境の中、

森林の持続的な保全管理と、その恵みを活用し

た、複合的な農林業システムが評価されたとこ

ろであります。このため環境森林部では、今後

も森林が持続的に保全・管理されるよう、適切

な森林整備を推進するとともに、森林を守る人

材の確保・育成に取り組んでいくこととしてお

ります。さらに、環境保全に配慮した森林から

生産される付加価値の高い木材の流通促進や、

乾シイタケのブランド化を初めとする特用林産

物の販路拡大などのほか、地域に埋もれている

「山の宝」の発掘・活用などによる所得向上に

も取り組んでまいります。環境森林部としまし

ては、今後とも、本地域に設置されました世界

農業遺産推進協議会などと連携しながら、関係

者と一丸となって、世界農業遺産を活用した山

村地域の活性化対策に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○農政水産部長（大坪篤史君） 一昨年の世界

農業遺産の認定を契機にしまして、地元の５町

村では、地域農業の振興や、農村地域の活性化

につなげていく取り組みが始まってまいりまし

た。本年度は、ロゴマークを使った商品ブラン

ドの創出や、農業・農村の魅力を生かした観光

ルートの造成、さらには他県の認定地域とも連

携した特産品の販売など、認定の成果が具体的

に見えるような方策を進める予定でございま

す。今後、長い取り組みになりますので、地元

の町村や関係機関と一体となって、世界農業遺

産を活用した農業の振興や農村地域の活性化

に、継続的、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 ３年ほど前になりますが、

委員会調査で、高千穂町の「農事組合法人高千

穂かわのぼり」に就農した宮崎市の女性に、そ

のときにお会いしました。県立農業大学校の恩

師の薦めで就農したそうで、地域の皆様に大変

大事にされていました。もちろん現在も頑張っ

ていて、「高千穂町移住情報バンク」に照れく

さそうな顔をして登場しています。このような

受け皿づくりは、中山間地域ではとても大切な

視点です。今回の常任委員会調査では、担い手

の高齢化が進む中で、産地や集落を維持してい

くために日之影町が設立した、「株式会社ひの

かげアグリファーム」で意見交換を行いまし

た。赤字覚悟での会社設立との説明でしたが、

「今やらないと動かす人すらいなくなる」とい

う町長の強い決意をお伺いいたしました。本格

的な人口減少社会に突入した今日においては、

このような取り組みは、県内どの市町村におい

ても取り組むべき課題であると考えます。産地

や集落を維持していくために農業受託や農業研

修を担う市町村やＪＡ等の取り組みの現状と支

援策について、最近、現地にぐるぐる行ってお

られる農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県内では現

在、宮崎市の「ジェイエイファームみやざき中

央」や、えびの市の「ＪＡアグリランド田の神

さぁ」、さらには日之影町の「ひのかげアグリ

ファーム」が、農作業受託や農業研修の受け入

れを行っているところでございまして、さらに

今年度は、日向市や西都市などでもそのような
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取り組みが順次スタートする予定でございま

す。４月にオープンしました「ひのかげアグリ

ファーム」の式典には私も参加したんですが、

こうした取り組みは、産地や集落を維持するた

めに、特に中山間地域では大変重要なことと考

えております。そのため県では、関係機関や団

体と連携しまして、農作業の受託組織や、就農

希望者の研修を行いますトレーニング施設に対

し専門家を派遣して、設立や運営に関するアド

バイスを行いましたり、さらには施設整備に必

要な国庫事業等の活用に向けた支援も行ってい

るところでございます。今後とも積極的に支援

してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 遺産が持つ無形の物事、夜

神楽や景観、風習等については、しっかりと守

り、育んでいく必要があります。農政水産部の

新規事業では、中学・高校生が地域の伝統や風

習などを聞き取り、書き記す取り組みによる人

材育成を進めるとされています。そこで、この

内容と期待する効果について、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 「聞き書き」

につきましては、今年度、高千穂高校におきま

して、宮崎大学と連携して実施する教育プログ

ラムの中で行うことにしております。具体的に

は、高校生が地域の高齢者に地域の歴史や文化

についてインタビューをしまして、その内容を

文書にまとめるものでございます。この「聞き

書き」に取り組むことによりまして、聞き手で

ある高校生は、将来、地域を離れましても、自

信を持って地元のＰＲができるようになりま

す。さらに一方の語り手側の高齢者は、若者に

御自身の貴重な知識や経験を伝えることができ

ます。

なお、人材育成の面では、このほか、世界農

業遺産の学習発表の場である「中学生サミッ

ト」を今年度実施する予定でございまして、来

年の１月ごろになりますが、本県で、隣県の大

分県や熊本県と合同で開催する予定でございま

す。こういった活動を通じて、地域の将来を支

える心豊かな人材の育成に努めてまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 中学生サミットというのは

楽しそうですね。ぜひ行ってみたいところで

す。

私は、ミステリーバスツアーで、ことしは世

界農業遺産の高千穂に行ってほしい。きょうは

責任者が来ていますので、ぜひ高千穂に連れて

いってください。行ってみて、そして感じて、

それを地域の中でまた広げていくということ

が、とても大事かなと思っています。私は、世

界農業遺産の取り組みがいろいろな輪を広げて

いくことで、次の世紀にもこの５町村で若者た

ちが活躍できるよう、産業振興や情報発信な

ど、新たな取り組みを大きく構えて進めていた

だくよう要望したいと思います。

次に、食の機能性研究についてお伺いいたし

ます。皆さんは、「奇跡のシェフ」と呼ばれる

神尾哲男さんを御存じでしょうか。末期がんで

余命ゼロと宣告されたフランス料理シェフの神

尾さんは、抗がん剤治療をやめて、みずからの

食を見直すことで、宣告から14年経た今もお元

気で活躍をされています。神尾さんは、「食が

体をつくる、食べたもので体はできる」という

ことを言っておられます。その神尾シェフの実

践は、食品添加物を避け、調味料、だしは本物

を使うこと、糖分や乳製品を減らして体を弱ア

ルカリ性に保ち、体を冷やさない等の科学的な

根拠を持った食の改善でした。宮崎は野菜も肉

も魚も新鮮で、何でもおいしく食べられます。



- 22 -

平成29年６月14日(水)

そのおいしい素材が持っている健康によい機能

性成分を明らかにしていくことは、まさに神尾

シェフが実践されている食の改善をさらに推し

進める取り組みだと考えています。県が宮崎大

学と構築した食の機能性解析拠点では、どのよ

うな食材に着目した研究を展開していかれるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県では、宮崎

大学等と連携をしまして、具体的にはキンカン

や日向夏、みやざき地頭鶏の胸肉等、県の特産

物についての機能性の研究を進めてまいりまし

た。そして本年３月には、食品のヒト臨床試験

を行う部門を宮崎大学に設置しまして、機能性

食品表示の開発を加速化するための食の機能性

解析拠点を立ち上げたところでございます。今

後は、この機能を生かしまして、例えば、目の

調子を整える効果が期待されます冷凍ホウレン

ソウや、血圧を下げる効果が期待されています

干し大根、さらには、日向夏やニンジンの搾汁

残渣等の未利用資源の活用にも着目しながら、

さらなる研究を進めてまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 次に、本県ブランド野菜の

主力品目であるピーマン、私はこのピーマンに

は非常なこだわりを持っているわけですが、ビ

タミン含量が全国平均より高いことに着目をし

て、「みやざきビタミンピーマン」と銘打って

販売されていますが、今年度からは、ビタミン

Ｃを豊富に含む栄養機能食品として販売される

と聞いております。みやざきビタミンピーマン

を栄養機能食品として販売するまでの取り組み

と、どのような表示販売に取り組んでいくの

か、部長へお尋ねいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県では、平

成17年度からになりますが、健康に着目した商

品ブランド認証に向けまして、栄養や機能性成

分の分析を進めております。その結果、ピーマ

ンでは、ビタミンＣの含有量が全国標準に比べ

て高いことから、平成25年度より「みやざきビ

タミンピーマン」として販売を開始したところ

であります。また、平成27年４月に施行された

食品表示法によりまして、野菜などの生鮮食品

も、栄養機能食品としての表示が可能となりま

した。そこで、ビタミンＣの持つ皮膚や粘膜の

健康維持・抗酸化作用をピーマンの包装材に表

示しまして、本年３月に試験販売を実施したと

ころでございます。その結果、消費者の方々の

表示への関心の高さというものを確認できたと

ころでございます。このようなことから、みや

ざきビタミンピーマンの価値を、大手の量販店

等の取引先に積極的に周知しますとともに、こ

の秋から本格的な有利販売に取り組むことにし

ております。

○井上紀代子議員 宮崎のピーマンのビタミン

Ｃ含量が高いのは、冬の日射量が豊富であり、

ピーマンが長く紫外線に当たるため、体を守る

ためにビタミンＣ含量が多くなるということで

した。成分を調整できる加工食品は、一定の機

能性を担保することができますが、機能性成分

含量がお天気に左右される農作物の場合は、機

能性に着目した新しい栽培技術や品種の開発が

必要ではないかと思います。作物の機能性に着

目した研究実績とこれからの取り組みについ

て、部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 作物の機能性

に関する栽培研究の実績につきましては、総合

農業試験場におきまして、日射量がピーマンの

ビタミンＣ含有量に影響することを明らかにい

たしました。また、花粉症の症状を和らげる成

分を含むべにふうき茶というものがございます
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が、このお茶の有効成分につきましては、茶業

支場で開発しました製茶機械を用いることで、

その含有量を1.2倍にふやす技術を確立したとこ

ろであります。このほか、薬草・地域作物セン

ターでは、血糖値を下げる効果が期待されます

カキドオシの栽培・乾燥技術など、薬用作物の

安定生産技術の開発にも取り組んでいます。今

後は、食の機能性解析拠点と連携をしまして、

機能性成分に着目した品種の育成や、有効成分

の含有量を安定化させる栽培技術の開発等に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 ２月に行われました合同政

策研究会の資料として農政水産部からいただい

たものですが、「食農連携による経済好循環創

造事業」、私は、「どきどきわくわく」という

ふうに書いて附箋をつけております。これは

とっても好きな事業です。大変いい事業だと思

います。食の機能性解析拠点が本格的に稼働

し、今後、本県が食の機能性を解明していけ

ば、そのデータを生かせる栽培・育種研究の高

度化が不可欠となります。健康寿命日本一を目

指す本県にとって―これは繰り返し知事が

おっしゃっていますので、非常に広がりがあっ

て、単なる寿命ではない、健康寿命。これはす

ごくいいことだなと思っています。また、食農

連携による経済好循環創造事業によって、農業

の成長産業化を図る本県にとって、食の機能性

研究は本腰を入れて取り組むべきテーマだと言

えます。栽培・育種面でも日本一の機能性研究

体制の構築を目指していただきますよう、強く

要望しておきたいと思います。

次に、高病原性鳥インフルエンザの鶏舎の整

備についてお尋ねをしたいと思います。私は、

鳥インフルエンザが発生するたびに、もちろん

農業事業主の鶏舎をお持ちの皆さんも気持ちが

大変だろうと思うし、県庁の職員の方たちがあ

の白い防護服を着て動いておられる。そして、

ＪＡの皆さんもそうですし、自衛隊の皆さんも

そうですし、多くの方々がそれに心を痛めなが

ら一生懸命頑張っておられる。そして、それは

観光にも影響して、そのことでお客様がなかな

か宮崎に来られない。宮崎は、「鳥は宮崎だ」

というイメージが強く強くついているわけで

す。だったら、安心・安全に提供するというこ

と、なるべく高病原性鳥インフルエンザを発生

させないということが大変重要だと思っていま

す。委員会等で再三にわたって言っておりまし

て、耳たこの状態なんですけれども、鶏舎の整

備を、ソフト面の防疫対策、そのほかの防疫対

策とあわせて、しっかりとやる必要があるので

はないかと思いますが、農政水産部長にお尋ね

をいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 発生を未然に

防ぐためには、まずは鶏舎内へのウイルスの侵

入防止対策の徹底が重要でございます。このた

め、鶏舎のすき間の修繕方法等をわかりやすく

整理した資料を本年４月に作成しました。そし

て、それを生産者みずからの自己点検に活用す

るなど、きめ細かな指導を現在実施していると

ころでございます。また、他県では新型の鶏舎

でも発生が見られた事実がございますので、発

生防止に有効な鶏舎構造の研究といったもの

も、国に要望しているところであります。さら

に、リスクの低減を図るために、新たに鶏舎整

備を行う生産者に対しましては、国の補助事業

を活用した支援を行っていまして、この２年間

で肉用鶏と採卵鶏合計で13の農場が整備を進め

ているところでございます。

○井上紀代子議員 私は、この答弁では、全然
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よくわかってはいないんです。どうされるのか

というのがよくわかっていないんです。どうし

たいですか。それをもう一度部長にお聞きした

い。

○農政水産部長（大坪篤史君） この発生原因

というのは、さまざま指摘されておりますが、

何よりも鶏舎の中にウイルスを入れないという

ことが重要でございます。したがいまして、鶏

舎をしっかりとした防御機能を持ったものにつ

くりかえていくということが大変重要でござい

ますので、そのための方策について資料を作成

しまして、現在、農家に御説明をしているとい

うことでございます。あわせまして、そういう

ための施設を整備する場合には、国の制度事業

がございますので、それを積極的に使っていた

だいて、何よりも鶏舎内に入れないという対策

を進めていきたいということでございます。

○井上紀代子議員 私は、韓国で一度だって鳥

インフルエンザがとまったというのを聞いたこ

とがないんです。だから、もし日本でしっかり

としたものを研究して鶏舎を売ることができた

ら、産業の一つになるんじゃないかと思うぐら

い、ここは何かほかにいろんなことも含めて研

究する必要というのはあるんじゃないかなと思

うんです。なぜこれが研究されないのかという

のがわからないんです。低コストのハウスとか

はできるんですね。そういうことは研究されて

いるというのはよくわかるんですけれども、と

ても残念でなりません。この鳥インフルエンザ

をとめるということを目的に研究を続けていた

だくよう、国に強く要望していただきたいと思

います。

次に、私は、この問題こそなかなか難しくて

取り上げにくい問題で、特にストレスのたまる

問題なので、なかなか言いづらいところなんで

すが、宮崎県の物流というのは非常に課題だと

思います。陸海空、全てしっかりと物流問題を

取り上げていかなければならないと思うんです

が、この物流をきちんと政策の中で生かすこと

ができたら、それは、私が望む宮崎の自立に大

きな一歩になるのではないかと思うわけです。

まずは、陸の問題として今回は取り上げさせて

もらいますが、本県におけるドライバー不足の

状況とその対応について、総合政策部長にお尋

ねをいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県における

トラックドライバーにつきましては、若者の就

業が減少し、高齢化が進んでおりまして、ドラ

イバー不足は年々深刻化しているとお聞きして

いるところであります。国におきましては、若

者の就業促進策といたしまして、18歳から取得

できる準中型免許、これは車両総重量3.5トンか

ら7.5トン未満のトラックの運転ができるという

新しい区分でございますけれども、この制度を

創設したほか、荷主との取引環境や長時間労働

などの改善のため、各県ごとに「トラック輸送

における取引環境・労働時間改善地方協議会」

を設けまして、検討作業を進めているところで

あります。県といたしましても、ドライバーの

就業環境の改善には、発注者であります荷主の

理解と協力が欠かせないと考えておりまして、

県独自に「物流に関する意見交換会」を実施す

るなど、荷主と運送事業者の相互理解の促進を

図っているところでございます。また、ドライ

バー確保を目的として宮崎県トラック協会が実

施します、高校生向けの出前講座等につきまし

ても支援することといたしております。

○井上紀代子議員 物流を効率化していくに

は、物流団地のようなところで県産品を集約す

るとか、そういうのが大変必要だと思っていま
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す。このままにしておくと、他県から狙われ

て、いろんな意味で宮崎県独自で物を動かすこ

とができなくなるのではないかと、私は大変心

配をしております。県は効率的な輸送のために

どのようなことに取り組んでいるのか、総合政

策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先ほどありま

したとおり、まず、ドライバー不足の状況にお

きましては、まずは、県内の流通団地などにお

きまして県産品を集約し、一度に輸送する量を

まとめた上で、大量輸送に適した手段により、

大消費地に輸送することが効率的であると考え

ております。このため、トラック等による長距

離輸送から、大量輸送が可能であり、比較的人

手のかからない海上・鉄道輸送へのモーダルシ

フトを促進する補助事業「宮崎県物流競争力強

化事業」を実施しているところでございます。

また、先ほど議員から御意見のありました流

通団地につきましても、荷主と輸送事業者等と

の意見交換会におきまして、効率的な本県物流

のあり方を協議する中で議論してまいりたいと

考えているところでございます。

○井上紀代子議員 宮崎県の自立のためには、

物流問題というのはしっかりと考えておかなけ

ればならない問題だと思っています。

それと、東九州自動車道をどう有効に活用す

るのか、また九州中央道をどう有効に活用する

のか、このことは大変重要なことだと思いま

す。通告していなくて恐縮ですが、知事はこの

物流問題についてはどのようにお考えなんで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 大消費地から遠い本県

にとりまして、農産物等を大消費地へ届ける、

そういう物流というものは、本県にとって生命

線であると考えております。東九州道などの整

備が進むことによって環境は改善されつつあり

ますが、今御指摘がありましたようなドライ

バー不足など、大変重要な課題であるというふ

うに考えております。先日もトラック協会など

と意見交換をしたところでありますが、産学金

労官の産業連携推進会議、そのような協議の場

もあります。しっかり物流というものを本県経

済の重要な課題と位置づけて、今後ともさまざ

まな対策を講じてまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 「地域間競争はあってはな

らない」などと言う方もいらっしゃいますけれ

ども、現実はやっぱり地域間競争なんですね。

日本全体の中で地域間がいい形で競争しつつ、

地域力を上げていくためにどうしていくのかと

いうことが、これから私たちに求められること

だと思います。

私は、宮崎県がひとえに、自立をし、自分た

ちの中で―私は県議会議員ですので、税金の

使い方をしっかりとチェックし、そして優良な

納税者をたくさんつくるということに心を砕い

てまいりたいと思いますが、そういう住んで喜

ばれる宮崎県づくりのために、これからも一生

懸命皆さんとともに頑張ってまいりたいと思い

ます。

一般質問をこれで終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 一般質問を

行います。

「富は手段であって、その目的は人間であ

る。物質的な富は、人間の向上のために用いら

れなければ意味がない」、これは、アメリカ合

衆国第35代大統領ジョン・フィッツジェラルド

・ケネディ氏の名言であります。悲劇的な死か
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ら50年余り、今なお世界で最も人気の高い政治

家の一人であります。没後50年目の命日に当た

る2013年11月22日、当時の米大統領であったオ

バマ氏は、ケネディ墓地を訪れた後の晩さん会

で、ケネディ氏が今なお国民から愛され続けて

いる理由について、「それは、彼が常にアメリ

カ人らしさを体現していたからである」と言っ

てケネディをたたえております。そしてまた、

これは余り知られていないことでありますが、

ケネディは大きな病気を抱え、人知れず苦しむ

日々を送ってもおります。このような苦しみを

持つ一方で、こちらは広く世間の知るところで

あります、第２次世界大戦での奇跡的生還、こ

のときに彼は多くの戦友を亡くすという非常に

つらい体験をしております。このような体験の

積み重ねが、彼の人間としての大きな成長につ

ながり、政治家として大成するところとなった

のだと言われております。辛酸の思い知りてこ

そ人は大成をなす、この最たる例でありましょ

う。河野知事にも、進んで一層の御苦労、御尽

力を重ねられんことを願うものであります。

ところで、我が国では今、国民と国民との間

における格差、都市と地方との間における格差

など、その是正に関し、さまざまな議論がいろ

んな場において行われております。これは、大

きくは富の配分に係る議論であろうと思います

が、基本的な目的や論点を見誤ると、強者の論

理にことごとく押し切られてしまう懸念もあり

ます。所得の低い層が多く、かつまた地方の中

でもとりわけ財政力の脆弱な本県であります。

加えて、その率では他県よりも多くの高齢者を

抱え、他県よりも多くの子供たちを抱えている

本県でもあります。富の配分に関しては殊さら

でありますが、あらゆる機会に、あらゆる問題

につき、他県よりも強く声を上げ、求めるべき

は求める、言うべきは言う、そして、これがか

なうまで黙らないといったような強烈で粘り強

い姿勢が大切だと考えます。

さて、先週の９日、来年度予算編成の指針と

なります「経済財政運営と改革の基本方

針2017」、いわゆる「骨太の方針2017」が閣議

決定されました。これを見ますと、地方交付税

に関する考え方として、人口減少対策の取り組

みの成果に応じた算定、つまり地方交付税の補

助金化へのシフトでありますとか、地方財政に

おける効率化の拡大等が強調されており、さら

には、地方交付税におけるトップランナー方式

による影響額について、地方財政計画上の取り

扱いを明確化することも決定されたようであり

ます。このような動きに対し、県下の市町村の

極めて厳しい現状を直視するとき、宮崎県を代

表する立場として、どう考え、そしてどう行動

されるおつもりかを知事にお尋ねし、後は自席

より伺ってまいります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

先日、閣議決定されました「骨太の方

針2017」におきまして、地方交付税を初めとし

た地方の財政に係る制度改革として、人口減少

等特別対策事業費における取り組みの成果に応

じた算定へのシフトや、歳出効率化に資するさ

まざまな取り組みの拡大などが明記されたとこ

ろであります。しかしながら、本来、地方交付

税は地方固有の財源であり、制度改正を検討す

るに当たりましては、地方行政の計画的な運営

を保障するという地方交付税法の趣旨を踏ま

え、本県や県内各市町村のような条件不利地域

や財政力の弱い団体に十分配慮がなされなけれ

ばならないと考えております。このようなこと

から、先月行いました国への提案・要望活動に
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おきましても、総務省事務次官及び自治財政局

長に直接お会いしまして、都市部と地方の財政

格差がさらに拡大する懸念等を伝え、地方税財

源の確保・充実を強く要望してきたところであ

ります。今後とも、宮崎県を代表する立場とし

て、あらゆる機会を捉え、本県の実情、地方の

声を強く訴えてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 その骨太方針の中に、「財政

資金の効率的配分を図ることを検討する」と記

してあります。つまり、地方の基金へのメス入

れを意味するものだと思います。そしてまた、

ほかを読んでみますと、交付税などの地方の財

政に係る制度改革の考え方の基本は、成果重視

主義や歳出の効率化促進にあるようでありま

す。要するに、本県などにとっては大変厳しい

内容となっております。知事には、ぜひ強い決

意で宮崎ファーストを貫いていただきたいと思

います。

では次に、医療改革について伺います。

国は、地域における基幹的医療機関として、

地域医療の確保のため重要な役割を果たしてき

ている公立病院の多くが、経営状況の悪化や医

師不足等のため、医療体制の維持が極めて困難

になっているとして、平成19年に「公立病院改

革ガイドライン」を策定し、それに基づいての

公立病院改革プランの策定を各地方公共団体に

求めております。そして国では、本プランに基

づく取り組みの成果について毎年公表しており

ますが、それを見ますと、策定前には全体の３

割程度しかなかった経常損益黒字の病院が、策

定後大きく改善し５割を超すなど、その効果も

見えるようであります。本県公立病院改革プラ

ンに係る総括について、総務部長にお伺いいた

します。

○総務部長（桑山秀彦君） 県内の各公立病院

では、国が策定しました「公立病院改革ガイド

ライン」に示されております３つの改革の視

点、具体的には、「経営の効率化」「再編・

ネットワーク化」、そして「経営形態の見直

し」の視点に基づきまして、経営改善等に取り

組んでいるところでございます。その結果、

「経営の効率化」に関しましては、直近のデー

タであります平成27年度では、経常収支が黒字

の病院数が16病院中８病院と、５割の病院が黒

字となっているところでございます。また、

「経営形態の見直し」につきましては、民間に

譲渡されたものが１病院、病院から診療所へ転

換されたものが１病院となっております。な

お、「再編・ネットワーク化」に関しまして

は、統合や再編が行われた事例はございませ

ん。このように、改革プランに基づく取り組み

は一定の成果を上げているところでありますけ

れども、各公立病院では、今後とも引き続き、

良質な医療の提供とともに経営の健全性の確保

に努めていく必要があると考えております。

○坂口博美議員 引き続いて総務部長に伺いま

すが、国は、大きく変化することが予測される

将来の医療ニーズへの対応のための新しいガイ

ドラインを示し、都道府県に対して、平成28年

度内に新改革プランを策定するよう求めており

ます。今回国が示している「新公立病院改革ガ

イドライン」は、前のガイドラインと比べてど

う違うのか、お伺いをいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 平成27年３月に国

が策定しました「新公立病院改革ガイドライ

ン」は、基本的には前のガイドラインを引き継

ぐものでありますが、先ほど申し上げました３

つの改革の視点に加えまして、「地域医療構想

を踏まえた役割の明確化」を加えた４つの視点
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での改革の取り組みを求めるものでございま

す。この新たに加えられた４つ目の視点につき

ましては、地域医療構想と公立病院改革は、地

域において必要な医療提供体制の確保を図ると

いう目的においては共通しているものという考

え方に立ったものであります。地域医療構想

は、民間病院も対象に含まれたものであります

ので、各公立病院が改革プランを策定するに当

たりましては、みずからの病院が地域医療にお

いて果たすべき役割を、従来にも増して精査を

して明確にする必要があるとされているところ

であります。

○坂口博美議員 つまり、各病院は地域医療構

想を尊重した改革プランをつくりなさいという

ことであろうかと思います。したがいまして、

今後は、プランに基づいて、民間も含めた病院

間での病床機能などの調整がなされることにな

ろうかと思います。そうしますと、県立病院の

新改革プランの推進に関しましては、地域医療

構想を所管する福祉保健部と病院局が十分に連

携することが重要になってくると考えますが、

福祉保健部長の見解をお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 地域医療構想

は、将来における各医療機関の役割分担の明確

化を図ることで、患者の病状に応じた質の高い

医療を効率的に提供する体制の構築を目指すも

のでございます。このようなことから、急性期

医療を担う県立病院につきましては、特に慢性

期入院患者の在宅医療等への移行を進め、病床

機能とその規模について検討を行い、急性期を

中心とした役割の明確化を図るよう要請してい

るなど、連携を図ってきたところでございま

す。県立病院を含め、地域の医療機関が将来担

う医療機能や病床機能につきましては、各医療

機関が描く将来像をもとに、今後、各地域で開

催する調整会議において協議・調整が行われる

こととなりますので、今後、この調整会議での

議論が円滑に行われるよう必要な支援に努め、

各地域において必要とされる医療が確保される

よう取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 それでは次に、県立宮崎病院

の問題について伺います。この問題に関し、私

は昨年11月の議会におきまして、県の考え方に

は幾つもの大きな問題があるとして、これを指

摘してきたところであります。今回、その設計

費が提案されておりますので、その後の検討状

況などについて伺ってまいります。

余りにも大き過ぎた工事費の膨張は、いまだ

理解に苦しむところでありますが、お金の問題

を尋ねる前に、まずは建設場所についてお尋ね

いたします。今回の予算では、現病院敷地内に

新病棟を建設する計画となっておりますが、こ

の一帯は地震に弱い地盤であること、浸水の問

題を初め、市街地であるため、宮崎市以外の市

町村からの搬送などには時間的に大きく不利を

こうむること等々、幾つもの問題点がありまし

た。これらの問題点について、病院局長に改め

て御認識をお伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） 御指摘のとおり、

現在地での新病院建設は、洪水による浸水、地

盤強度など、災害時の対応において課題がある

と認識をいたしております。しかしながら、今

から別の場所で移転建設を進めた場合、場所の

選定や用地取得、土地の造成等も行う必要があ

りますことから、10年程度の時間を要すること

が見込まれるところであります。一方で、現病

院につきましては、老朽化が進んでおり、施設

面の機能に支障を来すなど、現状のまま利用し

ますと、施設が数年程度しかもたない状況と

なってきているところであります。したがいま
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して、現施設が維持できる数年のうちに建設可

能な場所として、現地での建てかえを選択して

いるところであります。

○坂口博美議員 つまり、今の病棟は、移転し

て建てかえるまでもたない可能性があると。そ

うなると、県民の命にかかわる重大事であるの

で、現在地にしたということを今言われたのだ

と、そういう解釈でよろしいんですかね。そう

いう解釈で大丈夫ですね。

そこで、建物などの用地選定に際しては、地

震波の増幅率を考慮することが大切であるとい

う話を、熊本地震の後よく耳にするようになり

ました。そこで、表層地盤増幅率について、県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 震源地で発

生しました地震の波は、地盤を通過して地表に

達し、揺れを発生させます。やわらかい粘土層

などの地盤であれば、波は増幅され、地表では

より大きな揺れとなります。表層地盤増幅率

は、この揺れの増幅する割合を示した数字で、

大きいほど揺れやすい場所であると言われてお

ります。

○坂口博美議員 文部科学省所管の防災科学技

術研究所が全国の表層地盤増幅率を公表してい

ると聞いておりますけれども、県立宮崎病院及

び宮崎西インターチェンジ付近の数値というの

はどの程度になっているのか、県土整備部長に

お伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 現在公開さ

れているデータによりますと、県立宮崎病院付

近では1.8程度、宮崎西インターチェンジ付近で

は1.2程度となっております。

○坂口博美議員 そうなりますと、例えば、日

向灘で巨大地震が起こって、それによる地震波

が、増幅率1.8程度の現病院地点と1.2程度の宮

崎西インター付近地点とに、同じ条件で入射し

たときに、各地点の揺れの強さ、揺れる時間の

長さなどはどの程度違ってくるのか、それに係

る影響の違いを含めて、危機管理統括監にお伺

いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 表層地盤増

幅率でありますけれども、これ以外の条件が全

て同じである場合は、現在の県立宮崎病院付近

は、宮崎西インター付近と比べて約1.5倍程度揺

れやすいものと考えられます。南海トラフ地震

の震度想定では、こうした状況等を踏まえまし

て、現病院付近で震度６強、宮崎西インター付

近で震度６弱から６強が想定されているところ

でございます。以上です。

○坂口博美議員 病院もそうですけれども、西

インター付近でも６強の地点もあると想定され

るという答弁でありました。あの付近には増幅

率が1.6ぐらいのところもあるんです。だから、

そこの揺れの強さを言っているんじゃないかな

と思います。いずれにせよ、揺れやすさが1.5倍

になるということでありますので、現在地での

建てかえには、地盤の改良、軀体の強度確保な

どのために費用をより多く要することになるの

ではないかと考えますが、県土整備部長に御見

解を伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 表層地盤増

幅率が大きい場所ほど揺れが大きくなりますの

で、これに対応する耐震性を確保するために

は、一般的に建設費は高くなるものと考えられ

ます。

○坂口博美議員 では次に、病棟の構造につい

て伺います。今回の設計では井型構造を採用さ

れました。狭い敷地での建設であり、ワンフロ

アに４病棟入れるという考え方は合理的であ

り、その点は評価すべきであると考えます。し



- 30 -

平成29年６月14日(水)

かしながら、この構造では、凹の部分と凸の部

分との接合部、つまり、ちょうどかぎになる部

分には、地震などによる揺れの力は、ほかの部

分に比べ、より複雑、そしてより強力に働くこ

とになります。したがいまして、当然、それに

対応する強度が必要となります。さらにまた、

このかぎの部分と対角となる病室、かぎの内

側、病室の部分ですね。ここには、鉄骨づくり

でありますと全くお日様の光が入らない、一日

中真っ暗。ですから、その対策としては、ここ

を隅切り角にして、プラスチックでは劣化しま

すから、ガラスを使うしかないわけでありま

す。ガラスとなりますと、宮交ボタニックガー

デン青島の例からもわかりますように、曲げや

引っ張り、あるいはねじれや打撃などには極め

て弱い建材であります。ですから、大きな地震

に耐えるには、それなりの構造を必要とし、こ

れが工事費圧縮への制約条件になろうかと存じ

ますが、病院局長の御見解をお伺いいたしま

す。

○病院局長（土持正弘君） 今回の井型構造で

の病棟計画でありますが、現在地での建てかえ

整備を行うに当たりましては、合理的な計画で

あると判断いたしまして採用に至ったものであ

ります。しかしながら、御指摘のとおり、井型

構造にすることによりまして、構造材や窓の部

材等について地震に対する強度を考慮する必要

があり、工事費圧縮においては課題であるとい

うふうに考えております。新病院の整備は、時

間的制約がありますことから、今後の実施設計

において、御指摘の点を十分に検証しながら進

めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 井型を採用されたのは、病院

敷地が狭い、だから４フロア入れるにはその形

しかないからという、極めて消極的な理由から

だと理解します。

185億円としていた工事費が、316億3,000万円

と171％にまで膨張したわけであります。県はそ

の理由を、物価の高騰や労務費の高騰によると

されておりますが、例えば、今、宮崎市郡医師

会が取り組んでおります病院建設、この病院に

つきましては、県が予定しております病院と比

べ、フロア面積も病床数もちょうど半分くらい

の規模であります。そして、これらの建設につ

いては、まだ基本設計の段階ではありますけれ

ども、工事費を約130億円と見込んでおります。

そしてまた、財団法人建設物価調査会によりま

すと、建設物価・建築費指数は、鉄筋コンク

リート造ではありますが、病院については、平

成23年平均を100としますと、ピークが平成27年

の年間平均113.6となっております。そして、そ

の後は下降傾向で、平成29年１月が111.8となっ

ております。これらに照らし合わせますと

き、171という数字は論外だと断ずるしかありま

せん。申し上げましたように、半分の規模の市

郡医師会病院を２つ建てると考えれば260億円と

なります。316億円との差は56億円になります。

ただし、先ほど申しましたように、物価調査会

資料での平成23年４月と29年４月との比較で

は、鉄筋が85％まで値下がりしているのに対し

まして、鉄骨は99％とほぼ同額でありますの

で、これを先ほどの指数111.8を仮に120にスラ

イドさせてみましても222億円にしかなりませ

ん。これだと94億円もの差となります。どう考

えてもこの金額は話にならないわけでありまし

て、これらを参考に設計すべきだと思います。

そうなりますと、今回、幾ら少なくとも50億円

以上の圧縮は可能だと考えます。病院局長に、

我々が議案の可否を行うに際しての判断材料に

なるよう、ここでその目標圧縮額を私ども議会
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に示されることを求めます。

○病院局長（土持正弘君） 再整備に係ります

工事費用について、基本構想の段階で185億円と

見込んでおりましたが、基本設計を終えた段階

で316億3,000万円に拡大したことから、議会を

初め、県民の皆様に大変御心配をおかけいたし

まして、改めておわびを申し上げる次第でござ

います。

御指摘のありました建設物価の上昇の状況や

他病院の建設費を見ましても、今回の再整備の

工事費用につきましては、大幅なコスト縮減を

図っていかなければならないものと考えており

ます。今後、実施設計を進める中で、建築内装

や設備の仕様、既存施設の改修内容等の見直し

や、コンストラクション・マネジメント業務の

導入を行うことによりまして、入札等も含めた

最終段階で50億円程度の縮減を目標に、再整備

を進めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 それは可能だと思うんです。

少なくとも50億は。

では、知事にお伺いします。今、病院局長が

工事費の目標圧縮額を50億円と提示されたわけ

でありますが、これに対して知事はどのような

御認識をお持ちか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県民のとうとい税金を

預かって事業を進めておりますので、常に、最

少の経費で最大の効果を上げる、そのような努

力を重ねていくことは大変重要であると考えて

おります。この再整備に要する経費の削減につ

きましては、建てかえ後の病院経営にも大きく

影響する重要な課題であると考えております。

今後の実施設計の策定や建設工事等の発注・施

工に当たりましては、関係部局連携のもとに、

病院局をしっかりバックアップしまして、この

目標額の達成に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 ぜひともよろしくお願いしま

す。316億というのは想像もつかない金なんです

けど、どれぐらいかなと思っていろいろイメー

ジしました。定規で横幅をはかったら、一万円

札は16センチあります。それで割りますと、横

つなぎにずっと一万円札をつないでいったと

き、316億は506キロになります。それを物差し

でずっとやったら、大阪の堺市まで直線で届き

ます。今の目標の50億、いや31億、失礼しまし

た。工事費316億円の約１割、31億円がどれぐら

いになるかなと思って、今度は10号線をずっと

上らせましたら、県の畜産試験場の川南支場、

ここまで一万円札でずっと10号線をつないでい

く、こんなお金なんです。１万でも２万でも節

約をしなきゃいかんときに、これだけの余力が

あるような設計です。でも、選ばれたんだか

ら、これはもう仕方がない。ぜひ全力でこの節

減に取り組んでほしいということを、改めて、

重ねてお願いしておきます。

次に、診療報酬に関してでありますが、医療

分野における民間情報提供企業、株式会社日本

アルトマークによりますと、一般病棟で７対１

基本料を算定している病院数及び病床数

は、2016年６月１日時点では1,540病院の36

万3,222床であったものが、半年後の11月１日時

点では1,519病院、35万7,117床へと減少してお

り、これは、６月１日以前の半年間における減

少病床数4,049床を、その後の半年間では50％以

上も上回る減少となっております。医療機関や

医師の偏在、看護師不足の常態化、年々大きく

膨張する社会保障費、これらを背景に、その改

善のための取り組みの大きな対象の一つが７対

１算定病床の減少にあると考えております。本

来、重症度の高い患者への高度な医療を提供す
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べく設けられた７対１配置でありますが、当

初、国の目算では、必要病床数を全国で４万床

程度と見込んでいたようであります。しかしな

がら、現在、全国で36万を超える病床が７対１

算定となっており、これを是正するため、厚生

労働省は、診療報酬改定時に見直される看護必

要度評価につきましても、そのたびに重症度な

どいろんな評価項目や定義などを追加し、どれ

だけの看護師を必要とする病院なのかというこ

とを数値化して、７対１看護などの認定基準を

厳格化してきております。そして、その方向は

ますます厳しいものとなり、来年度行われる医

療と介護報酬の一体見直しなどでは、さらに強

力な政策誘導がなされるものと思います。知事

の御見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 来年度の診療報酬・介

護報酬の改定につきましては、いまだ具体的な

情報はありませんが、先般、閣議決定をされま

した「骨太の方針2017」において、その考え方

が示されたところであります。これによります

と、次期改定につきましては、これまでの診療

報酬の改定内容を検証するとともに、病床の機

能分化・連携をさらに後押しするため、報酬水

準や入院基本料のあり方などの検討を行うこと

とされております。現在、国では、平成28年度

の改定において要件が厳格化されました、一般

病棟７対１入院基本料等における「重症度、医

療・看護必要度」の基準見直しの影響等につい

て、調査がなされているところであります。今

後は、この調査結果等を踏まえ、急性期から回

復期への転換などを目指す地域医療構想の実現

に資するよう、必要な改定が行われるものと考

えております。

○坂口博美議員 本当にそうなんですよね。

「骨太の方針2017」ですが、例えば「社会保

障」の項で、地域医療構想の実現などについ

て、このようなことを書いております。「病床

の役割分担を進めるためデータを国から提供

し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的

対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度

で集中的な検討を促進する」。それから、こん

なのもあります。「病床の機能分化・連携が進

まない場合には、都道府県知事がその役割を適

切に発揮できるよう、権限の在り方について、

速やかに関係審議会等において検討を進め

る」。県の責任でしっかりとこれは達成させ

る。だから、県はまず模範を示す必要がその前

に出てくると思うんです。そしてまた、平成30

年度の診療報酬、介護報酬見直しに関しては、

次のような文言があります。「地域医療構想の

実現に資するよう病床の機能分化・連携を更に

後押しするため（中略）、報酬水準、算定要件

など入院基本料の在り方や介護医療院の介護報

酬―新たに始まるものですね―・施設基準

の在り方等について検討し、介護施設や在宅医

療等への転換などの対応を進める」とありま

す。これからも、今回の医療改革に係る国の姿

勢というのは、かなり厳しくてかたいものが感

じられます。

そこで、宮崎病院の経営に関してお伺いいた

します。この７対１看護の認定につきまして

は、１つには、今申し上げました重症度、医療

・看護必要度の評価点数が一定以上となる患者

の割合が、患者全体の中の何割以上あることな

どの条件が求められると聞いております。そこ

で、宮崎病院における急性期以上の患者割合を

見てみますと、38.9％となっており、これは、

宮大医学部附属病院や宮崎市郡医師会病院より

かなり低い数字となっております。もし宮崎病

院の７対１算定が認定から外れ、仮に一段階低
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い10対１認定にでもなると、入院患者１人当た

り収益は日額で3,000円も減少し、先ほどの単年

度黒字を決算できるとする県の見通しは、その

途端に、同じ年度で年間５億円余りの赤字へ

と、３億プラスから５億マイナスへと変わりま

す。したがいまして、７対１算定維持を堅実な

ものとするためには、看護必要度の高い患者割

合をさらに高める方策が求められております。

そして、これを実行することは、回復期、慢性

期の患者のより自宅に近い医療機関への転院へ

とつながり、患者や家族の負担が軽減されると

ともに、宮崎病院が急性期医療により一層特化

できることで、医療スタッフの負担軽減にもつ

ながり、患者に対する医療の質が向上すること

は明らかであります。それがために、宮崎病院

にはさらに病床数を減ずることが求められよう

かと察しますが、病院局長の病床数に関する御

見解をお伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） 新病院の病床数に

つきましては、基本設計の段階で、現病院の稼

働病床535床から、ＩＣＵなどの高度急性期病床

を18床の増、その他のいわゆる一般病床を38床

の減、精神病床を７床の減、感染症病床を２床

の増で、差し引き合計25床減の510床で計画をし

ているところであります。しかしながら、昨

年10月に策定された地域医療構想では、入院患

者数が2035年ごろまで上昇する一方で、医療機

能の分化と連携により、病床数は過剰になると

の推計が示されたところであります。これを踏

まえ、今回の補正予算案の提出に当たりまし

て、一般病床をさらに20床削減し、全体として

稼働病床数を490床として再整備を進めてまいり

たいと考えております。これにより、御指摘の

ありましたとおり、病院では、今まで以上に急

性期医療に集約することで医療の質が高まると

ともに、今後の診療報酬の改定等を踏まえ、７

対１入院基本料の継続が可能となるなど、病院

経営の健全化が図られるものと考えておりま

す。また、民間医療機関との連携を深めること

によりまして、回復期等の患者が身近な医療機

関に転院することで、患者や家族にとりまして

も、入院に対する負担の軽減につながるものと

考えているところであります。

○坂口博美議員 減らすということが、結果的

には、医療福祉の面から見て県民のためにな

る、いわば発展的削減でありますことから、ぜ

ひこれは真剣に取り組んでいただきたいと思い

ます。

ところで、病床をある程度減らすということ

になりますと、当然、必要な面積も少なくなり

ます。建物の形状も一部見直しができるのでは

ないかと考えますが、病院局長にお伺いをいた

します。

○病院局長（土持正弘君） 御指摘のとおり、

病床数を減らすことによりまして、基本設計か

ら20床分のスペースが生じることとなります

が、このスペースにつきましては、災害時に使

用する諸室として、通常時は、医師や看護師等

が実技による研修を行うことのできるシミュ

レーションルーム等として有効活用できるよ

う、計画の見直しを行ってまいります。これに

より、抜本的な計画の変更を伴うことなく、効

率的な整備を進めてまいりたいと考えていると

ころであります。

○坂口博美議員 面積を減らすことは、ちょっ

と考えられないということだったかと思うんで

すけど、今のお話から考えると、そうかなと思

うんです。ただ、災害時におけるトリアージの

スペース、これは拠点病院として絶対必要なわ

けです。それから、被災病院からの患者の受け
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入れスペース、これらは必要ですね。このため

のスペースが、基本設計書のどこを見ても見出

せなかったんです。だから、この設計書は欠陥

設計だなと個人的に思っていたんですけれど

も、あいたスペースをそこに使われるとなれ

ば、欠けていた分をこれで補完できるかなと。

ただ問題は、トリアージとなると、どの部屋で

やるか。１階が一番いいんですけど、じゃ今の

構造で１階がそれに使えるかというと、あくの

がどこかというのがちょっと微妙ですけれど

も、ぜひ実施設計の中ではそこらを、災害時拠

点病院としての機能を重視した設計にしてほし

い、変えるところは思い切って変えてほしいと

思います。

新病院開院後の収支計画ですけれども、開院

６年目の平成38年度からは、申し上げましたよ

うに、減価償却後の単年度決算の黒字を見込ん

でおられます。そして、この内訳を、入院につ

いては年間延べ患者数を、平成28年度から１

万1,870人増の16万6,933人、患者１人当たりの

収益を、同じく9,552円増の６万7,874円として

おられる。外来については、患者１人当たり収

益を、平成28年度の１万5,238円より4,001円も

伸びて１万9,239円にもなるとしていますが、達

成見通しとその根拠について、病院局長に伺い

ます。

○病院局長（土持正弘君） ただいまの御質問

にお答えする前に、先ほどの災害対応でござい

ますけれども、今の計画でも、講堂と廊下等を

使いまして、災害時には相応の患者を収容でき

るような、必要な配線とか配管等をやることに

なっております。それにも増して、さらに、議

員御指摘のとおり、災害対応の重要性から、そ

こを充実していくというふうに考えているとこ

ろでございます。

それから、新病院開院後の収支計画における

診療収益でございますけれども、御指摘のあり

ましたとおり、患者１人当たりの診療単価と年

間の延べ患者数の見通しを、入院と外来ごとに

推計して算出しております。推計に当たりまし

ては、現行の患者数と診療単価をベースに、地

域医療構想等における将来推計患者数の伸び

や、病院機能の充実が図られること等に伴う単

価の伸びを勘案して算出しているところであり

ます。収支計画につきましては、現在見込み得

る範囲内で想定し作成しておりますことから、

将来に向け不確定な要素もございます。例え

ば、今後の国の医療費削減政策に伴い、診療報

酬改定での算定基準の厳格化も予想されるほ

か、地方における医師、看護師等の不足が今後

も見込まれる中、医療機能の充実を進めていく

上で、いかにスタッフを確保していくかなどさ

まざまな課題も多くありますため、見通しが甘

いのではないかとの御指摘もあろうかと存じま

すが、今回お示しいたしました病床数の削減等

により、これらの課題の解決と計画の実現に取

り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

患者をふやすということになると、どうして

も、言われましたようにスタッフが必要で、特

に麻酔科医とかベテラン外科医、看護師、ここ

らの確保というのは大変だろうと思いますの

で、ぜひ真剣が上にも真剣に、慎重が上にも慎

重に検討を重ねていただきたいと思います。先

ほどの「骨太方針2017」を見ましても、今後の

病院経営は相当厳しくなる感じがしますので、

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

そこで、在宅医療等について伺います。一般

病棟入院基本料を算定している病院のうちで、

地域包括ケアを算定している病院の割合
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は、2016年時点でありますが、最も高いのが鳥

取県の71％、次いで秋田県、島根県、石川県と

きて、５番目に高いのが岡山県の50％でありま

す。そういった中で高齢化先進県の本県を見て

みますと、26％と全国下位に位置しておりま

す。地域医療構想を踏まえ、今後の地域包括ケ

ア病棟整備の見通し、並びに在宅医療及び地域

包括ケアシステムの取り組みについて、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 地域医療構想

では、効率的な医療提供体制の構築を図るた

め、急性期から回復期への転換など病床機能の

明確化や、慢性期入院患者の在宅医療等への移

行を想定しておるところでございます。このた

め、今後、医療機関においては、回復期の役割

を担う地域包括ケア病棟などへの転換が進むも

のと考えられまして、県としましても、地域医

療介護総合確保基金による支援も行っていくこ

とから、今後、地域包括ケア病棟の増加が見込

まれるものと考えております。また、地域包括

ケア病棟は、入院患者の在宅復帰の支援、それ

から在宅介護時の緊急時の受け入れなど、地域

包括ケアシステムを支える役割を担うものであ

りますことから、県といたしましては、今後の

地域医療構想調整会議の議論なども踏まえなが

ら、当該病棟を初めとする病院や在宅医療を担

う機関、介護事業所間の連携を図り、地域包括

ケアシステムの構築に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

今、病院局長が答えられましたように、みずか

らも病床数、身を削るわけです。そして、範を

県が示すわけです。それから、申し上げました

ように骨太方針、知事の権限がかなり強く調整

能力を発揮できるような法制がまたなされるん

じゃないかなと思います。ですから、今の答弁

にありましたことは、県が調整をして、とにか

く病床機能、病棟機能を移転させなければなら

ないわけですから、ぜひとも全力で取り組んで

いただきたいと思います。基金についても、申

し上げましたように、具体的な事業計画を策定

した都道府県に対してたくさん配分しますとい

うことだから、これがおくれたら、基金は絵に

描いた餅になってしまうんです。そこのところ

肝に銘じて調整をやってほしいということをお

願いしておきます。

これまで幾つかの重要な論点について議論を

してきたんですけれども、今回の県立宮崎病院

再整備について、地域医療を預かられる立場と

して、改めて知事の御認識をお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 県立宮崎病院の再整備

につきましては、今るる議論があったとおりで

ございます。事業費が当初の想定から大幅に増

大をし、議会や県民の皆様に多大な御心配をお

かけしておりますこと、またその報告がおくれ

るなど、丁寧な説明が行えず、執行部と議会と

の信頼関係に水を差すようなことになったこと

に関しまして、改めておわびを申し上げます。

また、再整備の場所の検討につきましても、

今御議論がありました整備スケジュールの関係

もあり、現在地を中心にしながら、それを前提

とした議論となってしまったことにつきまし

て、遺憾に思っているところであります。今

回、基本設計における事業費の増大を契機とし

まして、立地場所、建物構造等につきましてさ

まざまな御意見をいただきました。この御意見

に対し真摯に検討・協議をさせていただきまし

たが、このことにより、この整備計画が、さま

ざまな角度からさらに吟味を重ね、よりよいも
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のとなったのではないかと考えておりまして、

感謝申し上げるところであります。

県立宮崎病院を本県医療の中核として整備

し、安心・安全な県民生活を確保していくとい

う思いは、私ども共通の思いであろうと考えて

おります。今後とも、いただきました御意見を

踏まえまして、整備計画の充実を図りながら事

業を迅速に進めてまいる所存でありますので、

御理解と御協力をお願い申し上げます。

○坂口博美議員 ぜひともよろしくお願いして

おきます。ずっと言い続けてきていますよう

に、現在地での建てかえというのは、私から

は、世辞にもいい選択だったとは言えないわけ

であります。しかしながら、先ほどの病院局長

の答弁では、移転となると、県民の命への時間

的なリスクが生じ得るという説明でありまし

た。そうなりますと、建設場所を移転すること

については、その説明を超えてまで指示できる

道理はあるわけがないんです。命より重いもの

はない。ですから、あるわけはないわけであり

ます。時計の針の逆回りというのはない。だか

ら、前の時点、時間的な余裕があるという時点

に返ることはできないんですけれども……。

もし現地が更地にできたならという前提で申

し上げたいと思います。日本放送協会（ＮＨ

Ｋ）では、2015年から2017年までの営業目標と

して５つの重点方針を定め、その１つに「地域

活性化への貢献」を掲げております。そして、

その方針に従って、例えば熊本放送局でありま

すが、賑わい創出をコンセプトといたしまし

て、平成24年に局舎の建てかえに着手をして、

つい先日、６月５、６日ごろだったと思うんで

すけれども、新局が開局をいたしました。それ

から、佐賀放送局ですけれども、地域のみなさ

まの交流拠点をコンセプトといたしまして、平

成31年度の開局を目指して今事業が進んでいま

す。古いのは、大分局でありますが、平成10年

に大分市のランドマークタワーとして開局を

し、今、大分市内で最も高い建物となってお

り、年間180万人が訪れる局として地域に貢献し

ております。その後も、北九州局、鹿児島局、

沖縄局と建てかえが続き、地域と一体となっ

て、地域文化の向上・発信、地域経済の活性化

などに大きく貢献されております。もちろんで

ありますが、これらの局舎は全て、大災害時に

も責任を持って国民の命・財産を守る、この責

任はしっかり果たすということで、耐震補強が

なされた建物であります。

仮に、仮にですけど、現地が空き地となって

スペースがあいた。ここにＮＨＫが進出してく

れたならどうなるだろうということを、目をつ

むり思いをめぐらせますときに、多くの人たち

が買い物袋を手にして笑顔で道を行き交ってい

る、疲弊し切っていた橘通りを初めとする中心

街は活力に満ちあふれている、そういった光景

が私には浮かぶのであります。これは自分の期

待するところかもしれません。このような夢を

県民とともに描いて、そういった条件をしっか

り整えながら、片づけながら、そこに何かをつ

くっていく、これが政治であろうと思います。

知事が大きく求められるべきところがこれだと

感じております。

今回、用地選択への時間が不足するに至った

原因、これは知事の決断のおくれによるところ

が大きいと言えると思います。ただ、今回、知

事はこれを真摯に受けとめられて、そういった

姿勢を幾度も示されております。重ねてここで

また申し上げるのには、いささか心苦しいもの

もあるわけでありますが、今回の反省をこれか

らに生かしていただきたい、一層御尽力を賜り



- 37 -

平成29年６月14日(水)

たいと思います。そしてまた、私どものために

も、ＮＨＫには、これからでも、しっかりした

ものを建てて、宮崎の生命・財産を守ってほし

い、地域に貢献してほしいということを訴えな

がら、今後頑張っていただくことをお願い申し

上げまして、私の質問を終わります。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時０分開議

○ 原正三議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、岩切達哉議員。

○岩切達哉議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、社会民主党の岩切達哉であります。傍聴の

皆様には、県議会並びに県政に対する関心を

持っていただき、感謝を申し上げたいと思いま

す。執行部におかれましては、午前の緊張が解

けたところと思いますけれども、私も県民の声

を集めて臨んでおりますので、明確で県民に届

く答弁をお願いし、一般質問に入りたいと思い

ます。

経済学者、暉峻淑子（てるおかいつこ）さん

という方が「豊かさとは何か」という本を発行

されたのは、1989年であります。四半世紀も前

に、当時、世界一に輝いていた日本経済の中で

生活する私たちには、ゆとりも豊かさも実感が

ないではないか、何か間違っているのではない

かと世に問うものであったと思います。私は、

私たちの生活する地域の美しさ、風景から感じ

る癒やし、郷土への愛着と誇りなど、計量・計

測できないものではありますが、これからの豊

かさ、新しい豊かさとして、とても大事にされ

なければならないと考えます。

さきの議会で制定した「美しい宮崎づくり推

進条例」には、その前文で「地域にある身近な

景観の価値を改めて認識し、県民共有の財産と

して美しい宮崎の景観を守り、創り出し、又は

生かしていく取組をたゆまず推進していかなけ

ればならない」とあります。また、基本理念で

は「良好な景観が県民共有の財産である」と書

かれています。この条例は、河川や海岸、沿道

修景に限らず、農村風景や森林づくり、町並み

や文化的・歴史的景観まで含んで、美しい景観

を守ろうというものであって、まさに、「美し

い宮崎づくり推進条例」は、「新しいゆたか

さ」を県内各地でつくり出す、再認識させる条

例になっています。

今日、閉塞感漂う日本経済の中で、価値観を

転換させるこの挑戦は、ぜひ成功させる必要が

あります。そのためには、この取り組みは全庁

的に取り組まれる必要があり、いわゆる人・物

・金というものを特に注入していく必要がある

と考えます。今年度、条例に基づく具体的な取

り組みを示す推進計画をつくると伺っておりま

す。ついては、知事は、未来を築く新しい豊か

さに挑戦する知事として、美しい宮崎づくりに

どのような姿勢で臨まれるか伺います。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事(河野俊嗣君)〔登壇〕 お答えします。

美しい宮崎づくりについてであります。

本県では、緑豊かな山や川などから成る美し

い自然景観や、地域の方々の暮らしとともに育

まれてきた農山漁村の景観、地域の歴史や伝統

文化が織りなす景観など、多様な景観が先人た

ちによって受け継がれてまいりました。私は、

このような地域固有の景観を生かすことが、議
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員御指摘の「新しいゆたかさ」の実現には欠く

ことができないという思いから、「美しい宮崎

づくり推進条例」の制定を行ったものでありま

す。

美しい宮崎づくりを実現するためには、良好

な景観を県民共有の財産として守り、つくり出

し、活用していくという３つの視点を持ち、市

町村、県民、事業者の皆様と一緒になって魅力

ある地域づくりを進めていくことが大変重要で

あると考えております。今後とも、世界に誇れ

る美しい宮崎を次世代に引き継いでいくという

強い思いを持って取り組んでまいります。以上

であります。〔降壇〕

○岩切達哉議員 つきましては、美しい宮崎づ

くりにかかわる具体的な事例について伺いたい

と思います。県土整備部長に伺います。宮崎の

観光シンボルとなっております青島、その入り

口付近から少し南に下ったあたりに新たな駐車

場が整備されておりまして、そこに向かって観

光客が車道にはみ出しながら歩いている様子を

私は見ました。このエリアには、十分な広さを

持つ歩道を整備して、観光地として整備・磨き

上げが必要と考えております。このように、す

ぐれた景観を有する観光地の環境整備などは、

推進計画の中でどのように取り組む課題として

いくのか、お聞かせください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 青島では、

南国情緒あふれる景観を生かした県による宮交

ボタニックガーデン青島のリニューアルや、宮

崎市による青島ビーチパークの整備などの取り

組みが、にぎわいの創出につながっているとこ

ろであります。こうしたすぐれた景観を有する

観光地において、景観の磨き上げはもとより、

訪れる人々が心地よく、そして安心して楽しん

でもらえるような環境整備を進めていくこと

は、大変重要な課題であると認識しておりま

す。県といたしましては、こうした課題につき

まして、推進計画を策定する中で、関係団体や

地域の方々などからも幅広く意見を伺いながら

検討してまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 重ねて伺いたいと思いますけ

れども、過去の質問でも青島バイパス、何度か

取り上げております。幹線道路の草刈りという

ことでお尋ねしますが、観光地に行くまでの道

路が草ぼうぼうということでは魅力が下がって

しまいます。魅力ある風景を守るためには、草

刈り頻度をふやすなど対策を必要とすると思い

ますけれども、今後どのような対策ができるで

しょうか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 本県では、

これまでに沿道修景美化条例のもと、観光地に

つながる路線などにおいて、適宜、草刈り等の

植栽管理を実施してきたところであり、また、

県内各地の道路において、地域の方々に行って

いただいている草刈りや花植えの活動を支援す

るなど、県民の皆様とともに、良好な道路環境

の創出と保全に努めているところであります。

さらに、ことし３月に策定しました沿道修景

美化基本計画に基づき、観光上重要な路線など

については、魅力向上につながるよう植栽のリ

ニューアルを進めるほか、草刈りの回数の見直

しを行うなど、めり張りのある維持管理に取り

組んでいくこととしております。今後とも、

「美しい宮崎づくり推進条例」における重要な

施策の一つとして、おもてなしの心を持って、

沿道美化の推進に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○岩切達哉議員 次は、環境森林部長にお尋ね

したいと思います。県民の憩いの地となってお

ります芝生の敷かれた公園というのがあちこち
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にございまして、実は１人当たりの都市公園面

積が宮崎は全国第２位の広さであると、このよ

うに伺っておりますけれども、その芝生に、外

来植物でメリケントキンソウというとげを持つ

植物が最近、特に目立っております。公園を利

用する特に幼児さんなど、とげが刺さると大変

だと、このように思っております。美しい宮崎

づくりということの中で、このような危険な外

来植物への対応を行って、安全で利用しやすい

景観となる公園を維持するべきだというふうに

思っておりますが、いかがお考えでしょうか。

○環境森林部長（川野美奈子君） 日本におき

まして生息・生育しております外来の動植物に

つきましては、わかっているものだけでも2,000

種を超えると言われております。このうち、人

に危害を与えるものや自然環境に影響を及ぼす

など特に注意が必要なものにつきましては、県

のホームページやマスコミを通じた注意喚起を

行っておりますほか、市町村に対して文書によ

る駆除の依頼を行っているところでございま

す。

御指摘のありましたメリケントキンソウは、

５月から６月にかけて果実にかたいとげを持

ち、触れると肌に刺さって危険でございます。

このため、県のホームページやマスコミを通じ

た注意喚起に加え、市町村に対し広報への掲載

を依頼するなど、時期を捉えた情報提供を幅広

く県民に対し行っていきますとともに、施設の

管理者等に対して適切な駆除を行っていただき

ますよう要請していくこととしております。今

後とも、本県の豊かな自然環境の保全に努め、

美しい宮崎づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。

○岩切達哉議員 宮崎県には、経済的な豊か

さ、またお金にかえられない価値、その両方が

調和した「新しいゆたかさ」を実現できる大き

な可能性があると思います。おっしゃるとおり

の先駆的な取り組みとなる「美しい宮崎づくり

推進条例」、ぜひ成功させていただきたい。そ

のような取り組みを要望させていただきたいと

思います。

続いて、福祉の課題について伺います。まず

最初に、手話言語条例について伺いたいと思い

ます。

私たちは日常、日本語を使いますけれども、

これを国語として、小中高と一貫して読み書き

を学びます。知事も御存じのように、手話は、

特別支援学校における教科としては位置づけら

れておりません。もちろん学校内で日常的に手

話を使ったやりとりはなされております。です

から、手話は使いますけれども、その授業はな

い、そういうスタイルになっています。手話

は、「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」、さらには障害者基本

法においても、言語として認められた存在であ

りますけれども、そもそもその授業はない、そ

ういう現実にございます。

河野知事も参加する「手話を広める知事の

会」参加41都道府県のうち、現在、13府県が手

話言語条例を制定し、２道県が制定に向けた協

議会を設置するなど、積極的な取り組みが進ん

でおります。さらに、11県で、国の動きを待つ

ということではない動きがあるというふうに把

握いたしました。全部合わせて26都道府県にな

ります。

これまで、日高博之議員、後藤哲朗議員が質

問されておりますけれども、それぞれの議員が

質問された時期に制定していたのは、３県、さ

らには９県ということでございましたけれど

も、現在、年度変わって13府県にふえました。
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恐らく、今年度中には20を超えるのではないか

と私は思っております。県内の聴覚障がい者団

体では、強い期待を持って県の動きを待ってい

るところであります。このような状況を踏まえ

て、宮崎県は国の動向を見守る姿勢であるの

か、改めて知事の所見を伺いたいと思います。

○知事(河野俊嗣君) 私も、毎年の障がい者ス

ポーツ大会の開会式の挨拶は、少し手話を交え

て話したりすることがありますが、手話は、聴

覚に障がいのある方々が社会に参加し、自立し

た生活を送るための重要なコミュニケーション

手段であると認識しております。このため、昨

年４月に制定しました「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」にお

いて、手話を言語として位置づけるとともに、

今御指摘がありました、昨年７月に設立されま

した「手話を広める知事の会」に私自身も参加

して、そのための取り組みを進めているところ

であります。

最近、条例を制定した県におきましては、手

話だけでなく、点字や要約筆記など幅広い情報

伝達手段を盛り込むなど、新たな流れも出てき

ているところであります。このため、引き続

き、国や他県の動向を注視しつつ、各障がい者

団体はもとより、市町村や民間事業所など、さ

まざまな方々の御意見を伺いまして、手話だけ

でなく、他の情報伝達手段も含めた条例制定の

必要性について検討してまいりたいと考えてお

ります。

○岩切達哉議員 当事者団体の思いも十分聞い

ていただいて、後発ということにはなりますけ

れども、最後に追いつくということではない立

場で、宮崎県、この思いに応えていただけたら

と、ぜひ実現を改めてお願いしておきたいと思

います。

福祉の課題、次は高齢者の課題でございま

す。

成年後見制度における―首長と呼んだほう

がわかりやすいかもしれませんが―市町村長

の申し立ての状況、後見人選定までの対応、こ

の２点について伺います。高齢者の権利を守る

ためには、積極的な後見制度の活用が期待され

ておりますけれども、虐待が絡む場合や身寄り

がない場合など、適当な後見人がいない場合、

市町村長が後見人選任の申し立てを行うよう求

められております。県内の申し立て状況はいか

がでございましょうか。また、選任まで時間が

かかります。裁判所の選任までの間に発生する

さまざまな契約や金銭管理等の課題についてど

のように対応されておるか、福祉保健部長、お

願いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 家庭裁判所の

調査によりますと、平成28年の本県の成年後見

制度における申し立て件数は365件、このうち、

市町村長の申し立て件数は100件となっておりま

す。また、申し立てから後見人が選任されるま

での間の対応についてでありますが、身体的虐

待、経済的虐待などが懸念されることから、市

町村によっては、必要に応じて、御本人の施設

への仮入所措置ですとか、金融機関の口座を停

止し財産保全を図るといった支援を行っている

ところであります。

○岩切達哉議員 高齢者支援に関して、弁護

士、社会福祉士から成る高齢者虐待対応専門職

チームというものがありまして、その活用が期

待されますけれども、県としては、高齢者虐待

対応専門職チームをどのように位置づけられて

おりますでしょうか。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 高齢者虐待防

止法では、市町村が高齢者虐待への対応につい
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て第一義的に責任を持つというふうにされてお

りますが、市町村の担当者によっては、対応に

苦慮する事案というのも見受けられるところで

ございます。このため県では、県社会福祉協議

会に高齢者への虐待対応に関する相談窓口を設

置するとともに、市町村の求めに応じまして、

高齢者虐待に精通した弁護士、社会福祉士から

成る高齢者虐待対応専門職チームを市町村に派

遣しているところであります。

具体的には、ケース検討会議などにおきまし

て、専門職の視点と発想で、弁護士からは法的

な考え方や処理方法について、また社会福祉士

からは虐待対応の実践方法について、客観的に

助言することで、実効性のある役割を果たして

いるものと考えております。

○岩切達哉議員 重ねて高齢者問題なんですけ

れども、高齢者がついの住みかともなる場とし

て、今、有料老人ホームが大変ふえておりま

す。その数は本当に増加しておりまして、最近

ようやく、無届けというか未届けの有料老人

ホームも解消し、いろんな支援ができるように

という動きが始まったばかりだと認識しており

ます。そのような有料老人ホームを含め、高齢

者施設における第三者評価というものが必要だ

と思っておるんですが、その受審状況と受審を

促進する取り組みというのは、県としてどのよ

うに対応されておりますか伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉サービス

第三者評価制度は、事業者の提供するサービス

を、専門的かつ中立的な立場から第三者評価機

関が評価を行うことにより、サービスの質の向

上を図るとともに、評価結果の公表によりまし

て、サービス選択に役立つ情報を利用者に提供

する制度でございます。

高齢者施設については、現在、特別養護老人

ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームがこ

の評価制度の対象となっており、これまでの受

審数は６施設となっております。県としまして

は、この評価制度による高齢者施設の受審促進

を図るために、県内各地での制度の説明会の開

催や、実施した施設に表示する受審マークの作

成・配付等により、事業者等に対する普及啓発

に努めているところでございます。

なお、この評価制度の対象となっていない有

料老人ホームにつきましては、事業者で構成す

る団体独自の評価事業があると伺っておりま

す。

○岩切達哉議員 介護保険制度の改正というの

がありますけれども、高齢者福祉のありよう

は、高齢者の増加という中で大変注目されてお

りますので、権利擁護、そしてまた、利用され

る施設への適切な県の関与といいますか、そう

いったものが行われて、住みよい宮崎になって

いくように、高齢者の権利擁護にお努めいただ

きたい、そのようにお願いしておきたいと思い

ます。

続いて、今度は子供の問題でありますけれど

も、子供のアレルギーへの対応であります。

保育所・幼稚園など就学前施設、または小学

校などのような就学後の学校給食において、除

去食、また代替食ということで、アレルギーへ

の対応をいただいていると思っております。昨

年６月にも井上議員の質問がございました。そ

のような対応をされておりますけれども、これ

は、実は東京で、給食を食べてアレルギーで死

亡事故がありましたので、その後、対応に慎重

を期していると、こういうふうに伺っておりま

す。

ただ、それぞれの子供たちがいる施設では、

毎年毎年、子供は入れかわるわけですし、子供
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子供でアレルゲンも違う、反応の程度も違うと

いうことで、大変苦慮されていると伺っており

ます。その問題について、福祉保健部として

は、所管の施設、保育所やこども園、その他児

童福祉施設にどのように支援を行っております

でしょうか。施設の大変さに応える支援という

ものが行われているか、お尋ねしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 食物アレル

ギーを有する子供は年々増加傾向にありまし

て、子供たちの健康や命にもかかわる問題でご

ざいますから、保育所など児童福祉施設で給食

を提供する際には、細心の注意を払いながら対

応されているところでございます。このような

ことから、県としましては、各児童福祉施設に

対しまして、国のアレルギー対応ガイドライン

や食事の提供に関する通知、こういったものの

周知を図るとともに、施設職員を対象とした研

修会におきまして、食物アレルギーによる事故

防止のための具体的な取り組みについて指導を

行っているところであります。

また、保育士等のキャリアアップ研修の一つ

として、専門講師によります食育・アレルギー

に関する研修に今後取り組む予定としておりま

す。なお、栄養士の指導のもと、食物アレル

ギー等への対応を行っている保育所や認定こど

も園などには、運営費の加算措置を行っている

ところであります。

○岩切達哉議員 運営費の加算があるというこ

とは、大変さに対応しているというふうに受け

とめさせていただきたいと思いますが、本当に

大量につくって大量に食べさせるというだけで

は済まない時代でございますので、手数もかか

りますが、ぜひ一層推進していただきたいと思

います。

続いて、学校の問題でございますけれども、

学校でのアレルギーという問題は古くて新しい

課題で、対応する必要がある子供の数、比率が

上昇しているということは間違いないようであ

ります。教職員は、正しい理解と保護者との緊

密な情報交換、さらには人にはそれぞれ違うと

ころがあるのだという理解、いわゆるアレル

ギーを原因として、子供間においてのいじめの

対象になるということがないように進めていか

なければならない、そういう対応が必要であり

ます。学校内で、かかわる職員や教職員のアレ

ルギーに係る研修はどの程度進められておりま

すでしょうか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（四本 孝君） 学校におきまして

は、教職員を対象に、食物アレルギーに対する

正しい理解や緊急時の対応についての研修が行

われております。また、各調理場におきまして

も、調理員が安全な対応食を提供できるよう、

各種研修が行われているところであります。

県教育委員会でも、毎年、栄養教諭等が一堂

に会する研修会や、全ての共同調理場の所長が

参加する連絡会などを通しまして、最新の情報

や適切な対応方法等について説明を行っている

ところであります。食物アレルギーは、命にか

かわる極めて重要なものであるとの認識のも

と、今後とも、市町村教育委員会や関係機関等

と連携を図りながら、適切な対応に努めてまい

りたいと考えております。

○岩切達哉議員 アレルギー一つとっても命に

かかわる問題としてしっかりと学んでいただか

なければならない、そういうような状況であり

ます。そのようなたくさんのことをしっかりと

学び、対応する必要がある現場の学校職員の長

時間労働について、何点か伺いたいと思いま

す。
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国は、「学校現場における業務の適正化に向

けて」という文書を昨年６月にまとめておりま

す。昨今話題となっております教職員の長時間

労働を是正していくための指針となるものなん

ですけれども、なぜ業務適正化を検討するかと

いうことでは、学校の抱える課題の増大、教育

課程の変化、諸外国との比較をした上で、待っ

たなしの改革を要する課題だという認識が広

がってきたことによると思います。

そして、日本の教員の姿として、教員が学校

において、授業から部活動、生徒指導などを一

体的に担うこと、小学校では学級担任制という

こと、中学、高校では、そのほかの事務の多

さ、補習授業、部活動にかかわる時間がさらに

長くなっていること、地域へのかかわり、夜間

指導、安全指導など、本当に学校の先生方、担

わざるを得ない領域の拡大がございます。これ

は何とかしなければならないということなんで

すが、それに対して県教育委員会は、昨年３月

に「教職員の働きやすい環境づくりプログラ

ム」というものを発表しておられますけれど

も、まずは、これはどのような問題意識から出

されたものか、教育長にお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

平成24年７月に「教職員の働きやすい環境づく

りプログラム」を策定いたしまして、各種取り

組みを進めてまいりました。しかしながら、平

成27年２月に「教職員の働きやすい環境づくり

のためのアンケート」を実施いたしましたとこ

ろ、「授業や児童生徒と接すること以外の業務

内容・業務量の多さ」、それから「部活動や生

徒指導に関する負担感」「家庭ですべき教育内

容まで学校に求められることへの負担感」など

の課題が、依然として残っているということが

わかりました。このため、教育委員会と学校

が、改めてこれらの課題を共有し、チーム教育

委員会として、一体となって解決を図るべく、

昨年３月にプログラムの改訂を行ったところで

あります。

○岩切達哉議員 国の資料によりますと、改善

の４本柱として、まずは１番目、業務範囲の見

直し、２番目が部活動、３番目が勤務時間の適

正管理、４番目は教育委員会の支援体制という

ふうに整理して、それぞれ書かれております。

それぞれの課題なんですが、業務範囲という

点でありますけれども、例えば学校徴収金とい

うのがございます。いろんなお金を家庭から集

める任務なんですけれども、そういう会計業務

から教員を解放するということが国の資料に書

いてありました。宮崎県の学校現場では、この

業務に教員はどう関与していると把握されてお

りますでしょうか。それと、徴収金となります

と、未収金という問題が発生するんですけれど

も、未収金の対応は本当に大変だと思うんです

が、いかがな状況か、教育長にお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） まず、県立学校にお

きましては、事務長を初め、事務職員等のス

タッフが充実しておりますので、学校徴収金等

は事務室で管理しております。一方、市町村立

学校におきましては、多くの学校で事務職員が

１人配置でありますことから、学校徴収金等の

管理を教員が行っている場合もあります。この

ため、県教育委員会では、複数の学校の事務職

員が共同で事務・業務を処理する共同実施によ

りまして、会計管理の一元化等を促進し、将来

的な教員の負担軽減につなげていこうとしてい

るところであります。

○岩切達哉議員 各地で給食費未納という問題

が発生して、本にもなっているところなんです

けれども、徴収させていただく、集める、地域
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の子ども会といいますか、親子会とか、そうい

うような組織に委ねられているところもありま

すが、いずれにしても、そういう付随する業務

がある、なかなか大変なことだというふうに

思っております。

いろんなことを学校に期待するというのはあ

るんですけれども、最近、新たに加えられまし

たが、学校に期待する任務ということで福祉保

健部長に伺いますけれども、子どもの貧困対策

推進計画に、学校をプラットフォームにという

考え方が示されております。これは学校にどの

ような役割を期待しているものなのか、お聞か

せいただきたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 宮崎県子ども

の貧困対策推進計画では、「教育の支援」を対

策の柱の一つとしておりまして、学校は子供が

集う場であり、早期の気づきを行うことができ

ることから、子供の貧困対策のプラットフォー

ムと位置づけまして、学校を窓口とした福祉関

係機関との連携や、就学継続の支援などを図る

こととしております。

学校における相談体制については、スクール

ソーシャルワーカーなど専門家の力を活用しま

して、子供が抱える貧困を含めたさまざまな問

題の解決に向け、充実を図ることとしておりま

す。今後とも、福祉と教育の連携を図りまし

て、計画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。

○岩切達哉議員 スクールソーシャルワーカー

などのような専門家の力を活用していく、まさ

にそのとおりに現場がなっていくことが必要だ

というふうに思っております。

業務範囲ということで２つお尋ねしました。

次に、部活動の問題でありますが、昨年末に新

聞で、日本一の部活動時間、宮崎県はそういう

状況だという報道がありましたけれども、部活

動に職員の皆さんが関与する時間というもの

も、当然、全国に比べて長いものかなと思うん

ですが、実態を教育長にお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 昨年度、スポーツ庁

が実施いたしました「全国体力・運動能力、運

動習慣等調査」におきましては、本県中学２年

生の１週間の運動部活動の実施時間は、男子が

約17時間46分、女子が約17時間12分でありまし

て、全国平均と比べて、男子で約２時間11分、

女子で約１時間23分長いという結果となってお

ります。また、平成27年２月に県教育委員会が

実施いたしました「教職員の働きやすい環境づ

くりのためのアンケート」によりますと、勤務

時間以外に行った業務時間として、中学校、高

等学校ともに部活動が一番長いという状況であ

ります。

○岩切達哉議員 一番長い部活動をされている

お子さんたちに対応する教員の皆さんの任務も

長い、こういうことだろうと思います。

長い勤務時間の問題でありますけれども、一

方で、積極的に勤務時間を長くしているという

ふうに理解する課外授業・補習というものが、

中学、高校等で行われております。例えば、宮

崎市内の普通科高校では、朝課外授業が伝統的

に行われています。さらには、夕方の課外授業

というのがあって、７時間の正規の授業時間に

前後を足しますと、９時間授業ということにな

ります。９時間授業に教員の皆さんが対応する

ということですと、９時間労働ということにな

ると思いますけれども、これは受けるほうであ

る生徒も疲弊してしまう、そのように思ってい

ます。これでどのような成果が得られているの

か、さまざま議論もあると思います。見直しが

必要だと思いますけれども、教育長はどのよう
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にお考えでしょうか、お聞かせください。

○教育長（四本 孝君） 課外授業を実施いた

します際には、各学校では、教員や生徒の負担

にならないよう、例えば、同一教員が朝夕と連

続して課外授業に入らないように考慮したり、

生徒の希望に応じて教科・科目を選択させた

り、さらには、特定の時期を休みにするなど、

さまざまな改善にも取り組んでいるところであ

ります。県教育委員会といたしましては、今後

とも、そのような改善によりまして、課外授業

が生徒や教員にとって過度の負担とならないよ

う、さまざまな機会を通して呼びかけてまいり

たいと考えております。

○岩切達哉議員 実は、課外授業に対して、現

役高校生や高校生であった者―若い方なんで

すが―と保護者、そういった方ともお話をさ

せていただきました。課外授業の効果というも

のについて、その方々は疑問を持たれておりま

した。効果はいろいろ議論があるところだと思

いますけれども、現状のみんなが受けるという

ような体制はぜひ見直しをいただいて、勉強の

仕方について、生徒おのおのの希望または課

題、そういったものに応えていく。

もう一つは、過去、私が若いころといいます

か、学生のころの課外授業は、低廉、安い金額

で課外授業を行うというような意味もあったん

ですけれども、現在の子供の貧困という課題に

備えて、無料または低額で教育支援を行う団体

・個人の方々との連携、そういう社会資源の活

用、そういったもので、ぜひ見直しをしていた

だきたい。朝の７時半、学区制をとっていませ

んので、遠いところからそれに間に合うには、

５時半とかに出かけてくる子供たちがいるよう

であります。ぜひ教育長を先頭に、各高校また

中学校とも議論いただいて、見直すべきところ

は見直していただきたい。よろしくお願いしま

す。

教育委員会の支援というのを国の課題として

挙げていますけれども、現場のこのような状況

の中、病気などになられる方がふえているので

はないかと思いますが、特に精神疾患によって

病気休職されている方は年間どれくらいになる

か、数字をお聞かせください。

○教育長（四本 孝君） 平成28年度の病気休

職者数は114名でありまして、そのうち、精神疾

患による病気休職者の数は66名となっておりま

す。

○岩切達哉議員 66名、大きな数字だと思うん

です。実は、宮崎市内で一番大きな中学校、檍

中学校というのがありますけれども、一応教諭

の数は名簿上40人ぐらいなんですね。一つの中

学校の全ての教職員が病気休職をされる以上の

数が県内で発生している。

実は、教員へのアンケートで、昼休み休憩は

５分以内という方が51.8％、６分から15分

が32.9％という結果があります。昼休みという

位置づけになっていない、小学校なんかはそう

いうイメージがあります。

県教委作成の「教職員の働きやすい環境づく

りプログラム」、きょう話題にしているものな

んですが、それを知っていますかというアン

ケートには、73.9％が実は知らないと。こうい

うことで、現場で一生懸命、脇目も振らず、休

憩もとれず、頑張っている姿を感じます。この

状況下で、プログラムでは、やりがい、充実感

を感じながら、能力が発揮できる環境をつくる

という目標を立てておられます。そのことが子

供のためになるということだと思いますが、ぜ

ひそうあってほしいと思います。この問題に対

する教育長の決意、所見をお聞かせください。
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○教育長（四本 孝君） 教育の質の向上を

図っていくためには、何よりもまず、教職員が

児童生徒に向き合って、本来の教育活動に専念

できる働きやすい環境をつくることが重要であ

ると認識しております。しかしながら、学校現

場を取り巻く環境が複雑化・多様化しており、

学校に求められる役割が拡大するとともに、授

業改革等への対応も求められている中、教員の

長時間労働の改善が大きな課題となっておりま

す。

学校現場における業務の効率化には、管理職

の強いリーダーシップが不可欠でありますこと

から、私も小中高の校長等に対して、機会ある

ごとに、部活動の休養日の設定など、教員の多

忙化解消の取り組みを強く訴えているところで

ございます。今後とも、国の動向を踏まえ、市

町村教育委員会、学校と連携しながら、「教職

員の働きやすい環境づくりプログラム」を中心

に、さまざまな取り組みを着実に実行していく

ことで、教員一人一人がやりがいや充実感を感

じながら、その能力を発揮できる環境づくりに

全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○岩切達哉議員 例えば、生徒指導に関する負

担感の大きさという課題を捉えて、スクール

ソーシャルワーカーの人員、またはスクール

ソーシャルワーカーの活動時間を拡大してい

く、そういう方針をお持ちのようでありますか

ら、ぜひ関係部局とも協議をいただいて、その

実現を図っていただき、教員は教員の任務、そ

ういうふうになっていくような学校をつくって

いただきたい。よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、話題を変えまして、県土整備部長に質

問をさせていただきます。県道９号といいます

と宮崎西環状線でありますけれども、今、古城

工区に取りかかっていると思いますが、その整

備状況と、整備後の将来交通量予測をどのよう

に想定しているか伺いたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県道宮崎西

環状線は、宮崎市の中心市街地の渋滞緩和や走

行時間短縮による利便性の向上を図るために整

備を進めておりまして、これまでに、平和が丘

から北川内町までの延長約10.6キロメートルが

完成しているところであります。これにつなが

る古城工区につきましては、北川内町から古城

町までの延長約1.2キロメートルを整備中であり

まして、現在、約３割の用地を取得しており、

ことし３月には、一部工事にも着手したところ

であります。

古城工区の将来交通量につきましては、宮崎

西環状線が源藤町の国道220号までつながるとい

う条件のもとで推計しておりまして、１日当た

り約１万8,000台となっております。

○岩切達哉議員 源藤までつながるには、

ちょっと時間がかかるような気がするんです

が、269号線につながるのは、そんなに未来では

ない、早いというふうに思います。

古城工区が整備されますと、交通量は当然増

加する。さらには、将来の将来ですが、源藤ま

でつながれば１万8,000台。西環状線は生目台団

地を横断しております。また、西環状線がつな

がる269号線は池田台団地を通過しております。

それぞれ生活の場なんですけれども、通過する

団地での騒音対策というのはどのようにお考え

なのか、お聞かせください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 道路におけ

る騒音につきましては、環境基本法に基づき、

地域の区分や時間帯により環境基準値が定めら

れております。現在整備中の古城工区が完成し
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ますと、交通量が現在よりも増加することが考

えられますことから、騒音が基準値を上回る状

況になる場合には、必要な対応を行ってまいり

たいと考えております。

○岩切達哉議員 適切な対応をいただけるとい

うことだと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

次に、随分古いんですが、昭和53年の宮城県

沖地震で、18人がブロック塀の倒壊で命を落と

しているという記事がありました。さらに、昨

年の熊本地震では、益城町で、倒壊したブロッ

ク塀の下で29歳の男性が亡くなっておられま

す。ブロック塀は本来、建築基準法に定められ

た工事をしなければなりませんけれども、現状

は、基準を満たしていない危険なブロック塀が

多いのではないかと思っております。震災時の

倒壊で道路を塞ぐということもあると思います

けれども、宮崎県建築物耐震改修促進計画とい

うものの中で、ブロック塀というのはどんな位

置づけになっているか、お聞かせください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 宮崎県建築

物耐震改修促進計画は、「建築物の耐震改修の

促進に関する法律」に基づき、建築物の耐震化

を一層促進することを目的に平成18年度に策定

したものでありまして、平成27年度には、平

成28年度からの10年間を計画期間とする改定を

行っているところであります。本計画の中で

は、建築物の耐震化の促進について定めている

ところでありますが、過去の地震の被害状況か

ら、ブロック塀の安全対策につきましても、県

と市町村が連携して、所有者等に必要な対策を

講じるよう指導等を強化していくこととしてお

ります。

○岩切達哉議員 調べましたら、全国では、ブ

ロック塀改修に補助を出すという市町村もござ

いました。積極的な対策を行っているようなん

ですけれども、今後、県や県内市町村におい

て、ブロック塀倒壊防止対策にどのようなこと

を行っていくか、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） ブロック塀

の倒壊防止対策に関する現在の取り組みとしま

しては、古いブロック塀の点検項目や適合しな

い場合の改修の必要性について記載されたパン

フレットを、県、市町村及び建築関係団体の窓

口のほか、住まいや防災に関するイベント等に

おいて、配布して周知を行っているところであ

ります。ブロック塀の安全対策につきまして

は、地震時における歩行者等の安全や緊急車両

の通行を確保するために大変重要であると考え

ておりますので、木造住宅を初めとする建築物

の耐震化とあわせて、より一層の啓発を行って

まいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 建物の耐震性を高めると同時

に、ブロック塀に注目していただくということ

が大事だなと思っておりますので、関心を持っ

て見守っていきたいと思っております。

最後の項に入りますが、子供の福祉について

４点ほど伺います。

子供は予防接種をさまざま受けるんですけれ

ども、法定のもの、任意のものとございます。

任意のもので、特に最近流行するロタウイル

ス、さらにはおたふく風邪について、市町村に

よっては助成が行われていると聞いております

けれども、現状はどうなっておりますでしょう

か。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 予防接種を希

望する保護者の経済的負担を軽減するために、

自己負担の一部を助成している市町村でござい

ますが、平成29年度におきましては、ロタウイ
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ルスが15、おたふく風邪が18市町村でありま

す。なお、県では27年度から、感染症の発生や

流行の予防を通して、子供たちの健やかな育ち

を支えるため、助成している市町村に補助を行

う「愛の予防接種助成事業」を実施していると

ころであります。

○岩切達哉議員 助成がない自治体で、その子

供の属する家庭の経済力で、予防接種を受け

る、受けないということではないほうが望まし

い。ぜひ、どこの町に住んでいても、予防接種

を受けたいなというときには、それなりの援助

がいただけて、しっかり受けることができると

いう体制が必要と思っておりますけれども、ロ

タウイルスが15、おたふく風邪は18ということ

でありますけれども、県として、今後どのよう

に対応されていくかお聞かせください。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 愛の予防接種

助成事業の開始後、任意の予防接種に対する助

成を行う市町村は年々増加してきておりまし

て、今後も各種会議等を通じまして、補助制度

の積極的な活用を働きかけてまいりたいと考え

ております。また、厚生労働省が平成26年３月

に策定しました「予防接種に関する基本的な計

画」では、おたふく風邪とロタウイルスの予防

接種に対して、国が必要な措置を講じる必要が

あるとしておりますことから、これらを早期に

定期接種へ位置づけるよう、今後もさまざまな

機会を活用して、国に要望してまいりたいと考

えております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。

続いて、子供への暴力の問題について取り上

げさせていただきます。厚生労働省は「愛の鞭

ゼロ作戦」を進めることとなりましたけれど

も、福祉保健部長に、この「愛の鞭ゼロ作戦」

についての認識をお聞かせいただきたいと思い

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 「愛の鞭ゼロ

作戦」は、「子供のしつけには体罰が必要であ

る」といった誤った認識・風潮を社会から一掃

することを目的として、厚生労働省の研究班が

作成した啓発リーフレットにおいて示された、

体罰によらない育児を推進するための取り組み

でございます。親から子供への体罰や暴言が虐

待へとエスカレートしてしまう可能性や、子供

の脳の発達に深刻な影響を及ぼすおそれがあ

る、こういったこれまでの研究結果を踏まえた

内容となっております。

国からは、平成29年５月15日付でリーフレッ

トの送付がありましたので、各市町村の児童福

祉・母子保健主管部署への周知を行ったところ

でございます。

○岩切達哉議員 ３月４日に開かれました県主

催の講演会がございまして、こども家庭課の担

当なんですけれども、講師の森田ゆりさんのお

話しされた内容で、「深刻な身体的虐待の大半

は、しつけという名目で行われる体罰がエスカ

レートしたもの」ということでした。「日本に

体罰を許容する考えが強く残っている状況で、

虐待をなくすために体罰を許さないという意識

の浸透が重要だ」とお話しされました。部長

は、虐待をなくしていくために御奮闘される立

場でありますけれども、この考えについていか

が受けとめられるか、お聞かせください。

○福祉保健部長（畑山栄介君） これにつきま

しては、全国的に児童虐待対応件数は増加傾向

にありますことから、国の法律の制度のほうで

も、昨年度改正されました児童福祉法などで、

相談窓口の充実など、児童虐待の発生予防のた

めの取り組みが強化されるとともに、親権者に

よる児童のしつけに際しては、必要な範囲を超
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えて懲戒してはならないといった旨が明記され

たところでございます。県としましても、児童

に対するしつけを名目とした体罰を抑止します

ことは、児童虐待の発生予防とともに、子供の

健やかな育成のために有効であると認識してお

ります。

○岩切達哉議員 子供への体罰は、世界50カ国

以上が法律で全面的に禁止しているということ

になっておるようであります。体罰は虐待につ

ながっていく、そういう心配があるだけではな

くて、子供の脳の発達に深刻な悪影響を及ぼす

ことが明らかになったんだということが伝えら

れております。

先ほどの森田先生によれば、スウェーデンで

の体罰禁止は1979年にスタートし、その結果と

して、窃盗、麻薬犯罪、少年の間での暴行、強

姦にかかわる件数が減少した、また、若者の自

殺、アルコール及びドラッグの使用も減少した

ということが明らかになっていると。フィンラ

ンドの研究では、1983年の体罰禁止以来、あら

ゆる体罰及びそのほかの、親の子供に対する暴

力行為が減少しており、身体的罰の減少が、殺

害される子供の数の減少に結びついているとい

う調査結果が明らかになっているということで

あります。

日本で今、夫婦間ＤＶ、または恋人間のデー

トＤＶ、さらには先ほど来の虐待、もう一つ

は、子供が、自尊心、自己愛的な思いが低いと

いう日本の統計調査も出ております。日本で話

題になっているもののほとんどにおいて、愛の

むちという言葉のもとに行われてきた体罰とい

うものが影響しているように私は思っておりま

す。

体罰というと、どのような場合であっても、

大人に対して行われたら、それは異常であり、

違法となる、殴る、ひねる、縛る、そういう行

為が行われているわけです。大人が大人にする

と、それは罪になるけれども、弱い立場にある

子供に対しては、愛のむちだということで、認

知・許容されるという考えを変えなくてはいけ

ない、そういうことを訴えているものでありま

す。

児童相談所全国共通ダイヤルが、189（いち早

く）ということで設定され、今、虐待通告件数

が、増加傾向、対応する現場では大変苦慮され

ている様子であります。まずは、体罰、虐待の

芽になるものをなくしていくことが大変大事だ

というふうに思っています。

厚生労働省が「愛の鞭ゼロ作戦」ということ

で発表されました。愛のむちという表現が人の

口々に上って、それの是非論を議論いただい

て、まだ中には「げんこつ食らわせればいっ

ちゃが」というような子供のしつけ観が一定あ

るだろうと思いますし、大きい声で子供を叱り

つけるという場面もあると思うんですけれど

も、そういったことが子供にどんな影響を及ぼ

すか、その後の社会の問題として、愛のむちと

いうものを考えていくことが、これからは必要

だろう。

虐待がふえるから対応職員をふやすというの

も当然必要なんですが、虐待を予防するという

政策もしっかり打っていく必要があるというふ

うに思っています。私としては、宮崎県は「愛

の鞭ゼロ宣言」をするんだと、そういう姿勢で

施策を進めてほしいなと思っておりますけれど

も、部長の考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 児童虐待の防

止のためには、早期発見・早期対応とともに、

発生予防の取り組みが大変重要でございまし
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て、かつ、また有効であるというふうに認識し

ております。このため、市町村などの関係機関

とも連携しながら、国から送付のありました

「愛の鞭ゼロ作戦」の啓発用のリーフレットも

活用し、体罰によらない育児を推進してまいり

たいと考えております。

○岩切達哉議員 ぜひお進めいただくようお願

いして、質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の田口でございます。私はこの６月定例県議

会初日に、 原議長より県議会議員10年勤続の

表彰をいただきました。この表彰式には、勤

続30年の緒嶋議員と、私と同期で初当選をいた

しました５人の議員とともに表彰されました。

そのときに伺いましたが、緒嶋議員は、村会議

員、町議会議員時代も通算すると、何と52年勤

続になるそうです。半世紀以上も政治の世界に

身を置いて、県勢発展に御尽力いただいており

ますことに敬意を表します。私も県勢の発展に

少しでも貢献できますよう、初心を忘れること

なく、精進してまいります。

さて、本日も傍聴に延岡より来ていただいて

おりますが、本日は午前中より傍聴しており、

これで４時間目になります。また、渡辺創議員

の後援会会長にもお越しいただいております。

ありがとうございます。皆さんにきょう来てよ

かったなと思っていただけるような質問になれ

ばと思っております。もう少しのおつき合いを

よろしくお願いします。

さて、今年度より林野庁が実施する「林業成

長産業化地域創出モデル事業」の林業成長産業

化地域に延岡・日向地域が選出されました。全

国で45地域の応募に対し、16カ所がモデル地域

として指定され、そのうち九州では、延岡・日

向地域、大分県の日田市地域、鹿児島県の大隅

地域の３カ所が選ばれました。事業期間は５年

です。知事を初め、御尽力賜りました関係者の

皆様に感謝申し上げます。再造林の工夫等によ

り、持続的な資源循環型林業のモデル構築を目

指して、森林所有者の経済的な負担軽減を図る

再造林バンクや林業担い手を確保するための人

材バンクの設置、伐採から造林までの一貫作業

マニュアルの作成などに取り組む事業のようで

す。多くの雇用や地域の活性化につながってほ

しいと思っています。

それでは質問に入ります。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いしま

す。

地元の宮崎日日新聞が東九州新幹線の整備の

賛否について、県内の市町村長と県議会議員に

アンケート調査した結果が、４月の紙面で一覧

表になって公開されました。市町村長は、「新

幹線の整備は、九州の一体的な発展が図られ

る」「沿線の都市開発や観光振興への寄与など

が期待できる」等々、建設に積極的な傾向があ

り、建設反対は一人もいませんでした。逆に県

議会議員は、39名中、賛成が３分の１の13名、

どちらとも言えないが21名、反対が５名とい

う、消極的というか、慎重な姿勢が見られまし

た。それは、人口減少が進む中、新幹線整備に

大きな財政負担を伴うこと、在来線が第三セク

ター化されることや、在来線の存続を懸念する

意見が相次いだようです。

九州新幹線の開通で、鹿児島県では、観光客

の増加や地域経済の活性化等が言われておりま

すが、在来線の鹿児島本線の八代と薩摩川内市

間は、地元自治体９県市町が株主となり、第三

セクター「肥薩おれんじ鉄道」となり、利便性
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が大きく低下し、財政的にも大きな負担となっ

ています。そこで、このアンケート調査の結果

をどのように受けとめているのか、知事の御感

想を伺います。

また、河野知事は、東九州新幹線鉄道建設促

進期成会の会長をしております。建設促進期成

会の最近の活動が余り聞こえてきませんが、知

事御自身は新幹線の整備についてはどうお考え

か、お伺いいたします。

次に、平成38年に開催予定の２巡目宮崎国体

の施設整備について伺います。県は、開会式な

どのメーン会場となる陸上競技場と体育館、そ

してプールの県営の３施設を新たに建設するこ

ととしました。そして、その候補地が絞り込ま

れ、陸上競技場を宮崎市と都城市山之口町、体

育館は宮崎市と延岡市、プールは宮崎市内の２

カ所となりました。私の勘違いで、５月中に結

論を出すものと思っていましたが、今年度の早

い時期に決めるということのようです。

延岡市や都城市、そして宮崎市などの関係者

が、知事に要望書を出されています。これまで

も何度も申し上げていますが、本県の県営ス

ポーツ施設は全て宮崎市内に存在します。全国

的に見ても極めてまれなケースで、県内に適正

配置という面では、余りにもいびつな状況で

す。県有主要３施設の整備候補地について、選

定に時間を要しているように思いますが、施設

整備に関する知事のお考えを伺います。

次に、４月に御就任された両副知事にお伺い

します。

既に就任後２カ月半が経過いたしました。郡

司副知事は農政の専門家として県庁に入られ、

そして、そのほとんどを農政部門で過ごされて

きました。まさに農政のスペシャリストです

が、今度は県内全域、県政全体を見ることにな

ります。郡司副知事に、今後４年間の河野県政

を支えていく上でどのようにお考えになってい

るか、お伺いいたします。

鎌原副知事には、内田前副知事に引き続き、

国土交通省から宮崎にお越しいただきました。

初めての地方への出向とお聞きしています。本

県のおくれている高速道路を初めとするインフ

ラ整備に力を発揮していただくことを期待いた

します。鎌原副知事にも、今後、河野県政を支

えていく上でどのようにお考えになっている

か、お伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終了し、以下は質問

者席からとり行います。（拍手）〔降壇〕

○知事(河野俊嗣君)〔登壇〕 お答えします。

まず、宮崎日日新聞のアンケート結果につい

てであります。先般のアンケート結果では、観

光振興や地域間の格差解消などを期待する意見

がある一方、財政負担や並行在来線の存続を心

配する意見もあることが報道されたものと承知

しております。こうした意見につきましては、

一昨年度に実施しました東九州新幹線に関する

調査結果を議会や市町村に御報告した際にもい

ただいたところでありまして、東九州新幹線の

整備に当たりましては、県内において、さまざ

まな御意見があるということを改めて認識した

ところであります。

次に、東九州新幹線に関する私の所感につい

てであります。大都市圏から遠隔地にある本県

にとりまして、主要都市間を結ぶ高速交通網の

整備は、取り組むべき重要な課題であり、新幹

線整備は、その中の選択肢の一つであると考え

ております。また、新幹線の整備につきまして

は、これまでの事例から、数十年という長い時

間軸で取り組むべき長期的な課題であるとも認

識しております。
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県としましては、今後、次の整備計画路線に

ついて議論される段階になった場合において、

他の基本計画路線に取り残されないようにする

ことが重要であると考えております。このた

め、東九州新幹線につきましては、可能性を将

来につなぐという観点から、整備計画への格上

げに向けて、声を上げ続けていくことが必要で

あると考えております。

最後に、国体に関連して、県有主要３施設の

整備候補地についてであります。２巡目国体に

向けた県有主要３施設の整備につきましては、

それぞれ２カ所、候補地の絞り込みを行い、２

月定例県議会で御報告いたしましたとおり、県

としましては、今年度の早い時期に方針を固め

るべく、検討を進めてきたところであります。

これまで、関係市や競技団体からも施設整備

に関する要望をいただいており、また、関係市

との協議や民間との連携・協力のあり方などの

検討など、引き続き慎重に進めているところで

あります。これらの施設につきましては、９年

後の２巡目国体、また、全国障害者スポーツ大

会のみならず、その先のスポーツランドみやざ

きのさらなる発展のために、非常に重要な位置

づけの施設であるというふうに考えておりま

す。最終的な整備地につきましては、県の財政

負担や将来の地域振興など、さまざまな要素を

総合的に勘案しながら、できるだけ早い時期に

決定していきたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○副知事（郡司行敏君）〔登壇〕 お答えしま

す。

今後の取り組みについてであります。本県は

本格的な人口減少社会を迎えており、将来を見

据えた地方創生の取り組みや産業の振興、さら

には中山間地域対策など、取り組むべき多くの

課題に直面しております。こうした課題に的確

に対応していくためには、まずは、県職員の力

を結集し、最大限の成果を出せるようにしてい

くことが必要であり、私は、私のこれまでの県

職員としての経験も生かしながら、その取りま

とめ役としての役割をしっかり担っていきたい

なと考えております。

同時に、県議会の皆様を初め、市町村や関係

団体、県民の皆様との連携・協力も不可欠であ

ると考えておりますので、こうした方々との調

整役としての役割もしっかり果たしていきたい

と考えております。

また、私は、今後の県勢発展を考えた際に、

若い人たちが将来に夢や希望を持って働くこと

のできる環境づくりが特に重要であると考えて

おりますので、産業の振興を通じた地域経済、

雇用の底上げなど、知事が目指される「くらし

の豊かさ日本一の宮崎」の実現に向けて、各種

施策の推進につきましても、知事を全力で補佐

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○副知事（鎌原宜文君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今後の取り組みについてであります。私は国

土交通省の出身でありますので、まずは、議員

からも御指摘がございましたが、県民の期待が

非常に大きいと感じております高速道路の早期

整備や、南海トラフ巨大地震等に対する防災・

減災対策の促進について、国への働きかけなど

を含め、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。また、それ以外の分野につきまし

ても、これまで国で培いました行政経験、知

識、人脈などを最大限活用するとともに、地域

の声に耳を傾け、関係する方々と丁寧な議論を

行いながら、しっかりと取り組んでまいりたい
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と考えております。

私は４月の就任以降、県内各地を訪問させて

いただいておりますが、県外出身の私から見

て、宮崎県の有する魅力、ポテンシャルはすば

らしいものがたくさんあるというふうに感じて

おります。今後は、この宮崎を第二の故郷と考

えまして、知事の補佐役として、郡司副知事と

もしっかりと連携しながら、本県のさらなる成

長・発展に貢献できるよう、誠心誠意全力を尽

くしてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○田口雄二議員 新幹線は、明るい話題は大き

く報道されますが、在来線の厳しい状況になっ

たところは表に出ません。ＪＲ九州が株を上場

したことで、在来線の維持もさらに厳しい環境

になってきました。新幹線整備はさまざまな角

度から御検討いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

さて、国体施設整備ですが、各自治体から、

またスポーツ団体等からたくさんの要望が届い

ており、判断を下すのに困惑されているのかも

しれません。しかし、全てが１カ所の自治体に

集中していることは納得いきません。東京一極

集中を地方が批判しますが、宮崎県内でも全く

同じことが行われてきました。延岡市長は、市

が応分の負担をしてでもつくるべきだと強い決

意も示しています。スポーツ拠点施設の分散配

備、スポーツを核とした均衡ある地域振興を考

慮して、御検討をよろしくお願いいたします。

郡司副知事におかれましては、これまで本県

の基幹産業である農業のスペシャリストとして

御尽力いただきました。この間には、口蹄疫や

鳥インフルエンザなど、本県を揺るがした大事

件もありましたが、もちろんこれらの対策は今

後も万全を期さなければなりません。本県は人

口が109万人を切り、人口減少を少しでも食いと

め、厳しい財政の中での地方創生を図っていか

なければなりません。これまでの経験を県勢発

展に生かしていただきますよう、よろしくお願

いいたします。

鎌原副知事、初めての答弁ありがとうござい

ました。ここ数年で県内の高速道路は急速に建

設が進み、ついに宮崎市と北九州市が昨年４月

につながりました。人や物の流れが大きく変わ

り、四国や中国地方のナンバーもよく見かける

ようになりました。片側１車線であるにもかか

わらず、高速道路のもたらす効果を実感してい

ます。細島港も重点港湾に指定され、整備が進

み、使い勝手のいい港になりつつあります。ま

た、２月に石井国土交通大臣が、延岡南道路の

料金体系の見直しを検討するように事務方に指

示しました。効果の出るような値下げと、残る

東九州道の県南地区と九州中央道の早期完成に

御尽力をよろしくお願いいたします。

次に、県内就職率の向上に向けた取り組みに

ついて伺います。

先ほども話しましたが、４月時点で県内の人

口が109万人を切ってしまいました。最多のとき

と比べると、８万人減少しています。また、昨

年の出生数が全国で100万人を切り、人口減少は

深刻さを増してきています。今年度から県内に

就職を進める事業がスタートしました。今後の

地域や産業の担い手を確保し、本県経済の活性

化による真の地方創生の実現を図るため、県内

企業に就職した大学生等の奨学金の返還を産業

界とともに支援する事業です。この奨学金返還

支援事業の現在の取り組み状況について、総合

政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 地方創生の実

現、人口減少対策の観点から、お話にありまし
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たように、若者の県内定着が重要な課題となっ

てきておりますが、多くの学生が奨学金の貸与

を受ける中、奨学金の返還負担の軽減のため

に、独自に返還支援を行う企業もあらわれてき

ているところであります。このような中、本県

におきましては、今年度から新たに、本県の将

来を担う産業人財の確保を図るため、県内企業

とともに、奨学金の返還支援を行うこととして

いるところであります。

この事業では、返還支援額の４分の３を県

が、残りの４分の１を実際に雇用する企業に負

担していただくこととしておりまして、６月末

を期限に、本事業に登録し返還支援を行う企業

を募集しているところであります。現在、一社

でも多くの企業に参加していただくため、ＰＲ

チラシの送付のほか、ホームページへの掲載や

ＳＮＳの活用、関係団体等への説明など、さま

ざまな手法で広く周知を図っており、多くの企

業から問い合わせや、若者の県内定着を図る上

で有効な制度であるとの御意見もいただいてい

るところであります。

○田口雄二議員 この事業は、県民も、また人

材確保の面からも、企業の関心が高いようで

す。奨学金返還支援事業における具体的な支援

内容について、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） この事業でご

ざいますが、公務員を除く全ての業種を支援対

象としておりまして、奨学金の返還額の２分の

１以内で、６年制大学であれば総額150万円、４

年制大学であれば100万円、短期大学であれば50

万円を上限として支援するものであります。ま

た、支援に当たりましては、職場への定着を促

す必要もありますことから、就職後１年目、３

年目、５年目の３回に分けまして支給すること

としております。

支援の対象者数につきましては、今年度は、

来年度就職予定者40名を対象とするほか、将

来、本県で就職することを条件に、無利子奨学

金の貸与を受けることとなります、進学予定の

高校３年生40名程度を支援対象の候補者として

決定することとしているところであります。

○田口雄二議員 40名が支援対象となるようで

すが、奨学金の返還額の２分の１、つまり半分

まで負担するというのは、学生側から見れば実

にありがたい事業となります。ただ、いい制度

でも、学生が知らなければ活用されないことも

考えられます。今後、学生等に対する制度の周

知にはどのように取り組むのか、部長にお伺い

します。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 今後は、現在

募集しております、先ほど申し上げました支援

企業の認定を行った後、速やかに支援対象者の

募集を行うこととしております。学生等への周

知につきましては、県内外の大学等へのＰＲチ

ラシの送付やホームページへの掲載、ＳＮＳの

活用など、さまざまな方法で広く行うほか、保

護者等を対象とした説明会についても開催する

こととしているところであります。このような

取り組みを通じ、学生や企業に対するこの事業

の内容の周知はもちろんのこと、宮崎のよさや

県内企業の魅力を効果的に伝えまして、若者の

県内定着につなげてまいりたいと考えていると

ころであります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。６月

いっぱいが企業の申請書提出期限ですが、この

質問をする時点で、もう10社ほど申請書が来て

いるとのことでした。もちろんこれからも申請

書が上がってくるものと思います。この制度

で、企業の皆さんと連携がとれ、県内就職に弾

みがついてくれれば、ありがたいことだと思っ
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ております。

次に、県が開催する県内就職説明会について

質問します。県は、県内企業就職希望者や来春

卒業予定者と県内企業の出会いの場を提供する

宮崎県就職説明会をこれまで開催してきまし

た。ことしも８月に、延岡、小林、都城の３会

場で実施予定です。若者の県外流出に歯どめが

きかず、県内の企業は人材確保が喫緊の課題と

なっており、延岡の企業の社長からも、この就

職説明会に対する期待と心配の声が届きました

ので、お伺いいたします。県が開催する県内就

職説明会の参加企業はどのように募集している

のか。また、申し込み状況について、商工観光

労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県内就職

説明会につきましては、労働局が中心となり宮

崎市で開催するものや、市町村が単独で開催す

るものなどもございますが、お尋ねの県が市町

村等との共催により開催する就職説明会につき

ましては、議員お話しのとおり、例年、帰省時

期に合わせて、８月に開催しており、本年度

は、都城、延岡、小林の３市で開催することと

しております。

参加企業の募集に当たりましては、商工会議

所連合会など主要経済団体や参加実績のある企

業等に対し、案内文書を送付いたしますととも

に、県庁ホームページや新聞、テレビなど各種

広報媒体を活用し、広く募集しております。本

年度の申し込み状況につきましては、都城が73

社、延岡が77社、小林が47社の合計で延べ197社

から申し込みをいただいております。

○田口雄二議員 中小企業が中心の本県におい

ては、この就職説明会に向けて、限られた社員

の中で、資料等の作成等、時間をかけて用意し

ております。しかし、応募企業が受け入れ可能

数を超えたときに外されるのではないか、心配

の声が届いています。応募企業が受け入れ可能

数を超えたときには、どのような基準で参加企

業を選出しているのか、同じく部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 地域産業

を担う人材の確保が大きな課題となっている中

で、県内企業の採用意欲が高まってきておりま

す。こういう中で、就職説明会には、大変多く

の企業から参加申し込みをいただいておりま

す。このため、会場のスペースの関係もござい

まして、参加申し込みが受け入れ可能枠を上回

る状況も出てきております。

その場合の選定方法といたしましては、ま

ず、事業所または勤務地が開催地域内にある

か、２つ目が、「仕事と家庭の両立応援宣言企

業」など働きやすい職場づくりに積極的に取り

組んでいる企業であるか、３つ目といたしまし

て、全体として業種のバランスがとれているか

を考慮の上、開催先の自治体と協議を行い、参

加企業を決定することといたしております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

それでは、昨年度の県内就職説明会の参加者

数と就職決定者数を、同じく部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 昨年度に

つきましても、都城、延岡、小林の３市で開催

しておりまして、参加者数は、都城78名、延

岡83名、小林27名の合計188名となっておりま

す。また、参加企業への就職決定者数につきま

しては、都城９名、延岡15名、小林３名の合

計27名となっており、参加者の就職決定率は

約14％で、２年連続で上昇しております。

就職説明会につきましては、県内企業にとっ

ても、求職者にとっても、貴重な出会いの場で
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あると考えておりますので、より多く参加して

いただけるよう、今後とも、開催自治体や労働

局とも相談しながら、開催方法や広報活動など

について、さらに工夫を重ねてまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 各地区の就職説明会には、多

くの企業が参加していただいておりますが、現

場に訪れる学生の数がちょっと寂しいような気

がします。参加企業からも、もっと参加者数を

ふやしてほしいとの要望もあるようですが、参

加者数の増加に向けての取り組みを、同じく部

長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 参加企業

からは、当然のことでございますけれども、１

人でも多くの参加者にブースを訪問してほしい

という声をいただいており、県といたしまして

も、就職説明会の参加者確保に力を入れている

ところでございます。

過去の参加者へのアンケート結果によります

と、ハローワークや大学、保護者から開催情報

を入手した方が多いことから、就職説明会の周

知に当たりましては、ポスター、チラシを各ハ

ローワークや県内外の大学へ発送いたしますと

ともに、コンビニやスーパー等への掲示をお願

いしているところであります。

また、県庁ホームページやラジオ、新聞など

の広報媒体の活用、フェイスブックなどのＳＮ

Ｓによる発信のほか、今年度、新たにテレビＣ

ＭによるＰＲも実施することとしております。

今後とも、市町村や労働局等とも連携し、より

多くの参加者に来場していただけるよう、積極

的な広報活動に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 人材確保は、特に中小企業は

力を入れても、なかなかいい人に行き着きませ

ん。一人でも多くの学生との接点を設けていた

だきますよう、参加者の確保をよろしくお願い

いたします。

次に、観光行政について質問いたします。

宮崎空港の利用者が９年ぶりに300万人台に回

復したとの報告をお聞きしました。前年より2.4

％増の306万1,362人となり、国際線は熊本地震

の影響で減少しましたが、ＬＣＣピーチ・アビ

エーションの１年を通しての運航等により、国

内線が増加したようです。国際線も熊本地震の

影響は薄らいできたようですので、今年度はさ

らに増加してくれるのではないかと期待してい

ます。

海外経済戦略対策特別委員会の際にも申し上

げましたが、インバウンド対策としての取り組

みを伺います。本年の１月に九州中央３県（熊

本・大分・宮崎）議員連盟の今年度の総会に出

席しました。総会、基調講演会、そして意見交

換会も終了し、大分の県議の皆さんと、高千穂

神社の神楽殿で行われる高千穂町観光協会が実

施している高千穂神楽を見てまいりました。

毎晩８時から各集落の神楽の舞手が交代で奉

納する本格的な舞で、所要時間も１時間とちょ

うどいい時間です。しかし、冷え込む１月、し

かも平日ということもあり、それほどお客さん

はいないのではないかと思っていましたら、意

に反して、60名ほどの入りではなかったかと思

います。それも驚いたことに、その半数近くが

香港、台湾の観光客ではないかと思う若い人た

ちでした。日本人の私たちが見てもなかなかよ

く理解できない神楽を、外国の若い世代がたく

さん写真を撮ったり、その見る姿勢も真剣その

もので、その光景を見ていて実にうれしく思っ

たものでした。

香港や台湾の人々は何度も日本に足を運ぶリ
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ピーターが多く、東京―京都―大阪のゴールデ

ンルートを何度か経験した人たちが、日本の地

方へ足を延ばし始めました。残念ながら、神楽

の開催時には英語のアナウンス等はありません

でした。県内の観光地に訪れた観光客が国に

帰って、自国の人たちに宮崎や高千穂のよさを

きちんと伝えてくれるおもてなしができている

のか、ちょっと不安です。県内有数の観光地で

ある高千穂において、多言語化など、外国人に

対しどのようなおもてなしを行っているのか、

商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高千穂町

におきましては、訪れる外国人に高千穂の魅力

を十分理解していただけるよう、さまざまな取

り組みを行っておられます。具体的には、英

語、中国語、韓国語による観光パンフレットの

作成や、今お話があった高千穂神社におきまし

ても、神楽の説明チラシを作成しておりますほ

か、Ｗｉ―Ｆｉ環境の整備や、観光案内所への

英語を話せるスタッフの配置などを行っておら

れます。

また、町内の観光関係者で国際化支援委員会

を組織し、携帯電話による町民と外国人とのコ

ミュニケーションの支援や、宿泊施設等のス

タッフを対象に外国人を想定した接客研修な

ど、特徴的な取り組みも行われております。県

といたしましても、本県を訪れた外国人旅行者

が快適に観光を楽しめますよう、市町村等と連

携しながら、受け入れ環境の充実に努めてまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。思っ

た以上に多言語対応がなされているようで、さ

すが県内一の観光地だと安心いたしました。今

回あえて高千穂を例に出したのは、それが県内

のお手本になるからです。つくったパンフレッ

ト等が有効活用されますよう、よろしくお願い

いたします。

また、私は、ほとんど高速道路を使って県議

会に参ります。途中かなりの確率で香港のＥＧ

Ｌツアーズの専用バスとすれ違います。ＥＧＬ

ツアーズの袁社長は、本県のみやざき大使にも

御就任いただいております。宮崎に来た人がみ

んなリピーターになっていただくようなおもて

なしをしてまいりましょう。

先月、会派で徳島県の鳴門金時の調査をした

際、徳島市の阿波おどり会館に行って、観光阿

波おどりを見てきました。28の連（いわゆる28

のチーム）が毎日交代で阿波おどりを見せてく

れるもので、高千穂の神楽と同様の運営です。

この日はアメリカからのお客さんが団体で来

ており、一糸乱れることのない見事な女性の踊

りとコミカルな男性の踊りを堪能し、途中から

は観客も踊りに参加する体験型で、みんな汗を

かきながら踊っていました。多言語対応も含め

て、非常に参考になる出し物でした。県庁の皆

さんも徳島に出向きました折には、参考になる

ことは間違いありません、ぜひごらんくださ

い。特に踊る女性の皆さんの色っぽいのには驚

きです。必見の価値ありです。

次に、明治維新から150年となる来年のＮＨＫ

大河ドラマが、薩摩の偉人、西郷隆盛の生涯を

描く「西郷（せご）どん」になりました。「篤

姫」以来、10年ぶりに鹿児島を舞台にした大河

ドラマとなり、鹿児島県では早くも関心が高ま

り、観光客増加の期待も膨らんでいるようで

す。西郷さんの晩年の西南の役は、宮崎県で多

くの歴史を刻んでいます。

原作は人気作家の林真理子さん、脚本は「ド

クターＸ」や「ハケンの品格」「花子とアン」

など視聴率の高いドラマを手がけた中園ミホさ
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んで、このお二人は２年前に開催された「エン

ジン01文化戦略会議オープンカレッジｉｎのべ

おか」に来ていただいております。特に林真理

子さんは、エンジン01の実行委員会の大会副委

員長でもあり、何度も延岡に来ており、西郷ゆ

かりの地にも足を運んでいただいております。

西南の役の和田越えの決戦は、薩軍の総大将

西郷と新政府軍の指揮をとった山縣有朋が、と

もに戦場で陣頭指揮をした唯一の場所です。大

河ドラマ「西郷どん」で本県が取り上げられる

よう、県としてどのように取り組んでいるの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 「西郷

（せご）どん」につきましては、延岡市を初め

関係市町村においても、いろいろと要望活動を

行っておられますけれども、県におきまして

は、本年１月、知事が延岡市長、日南市長とと

もにＮＨＫを訪問し、可愛岳（えのだけ）を背

に薩軍が本陣を構えた逸話や、西郷公の妻イト

さんが、息子である西郷菊次郎を見舞いに来た

というエピソード、また、日南隊の隊長であっ

た小倉処平の生涯などを紹介し、ぜひドラマの

中で取り上げていただけるよう要望を行い、Ｎ

ＨＫ側にも大変興味を示していただいたところ

であります。

大河ドラマの舞台になりますと、認知度向上

による観光客の増加や地域活性化に大きな効果

が期待できますことから、引き続き、関係自治

体と連携しながら、ドラマで本県を取り上げて

いただけるよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 西南の役があった明治10年

は、宮崎県は存在しておらず、鹿児島県でし

た。その薩軍の飫肥隊隊長として参戦したのが

小倉処平です。小倉処平はこの戦いで負傷し、

北川町俵野で自刃しています。つまり亡くなっ

ております。そのこともあり、延岡の観光協会

や日南市の観光協会も一緒になって、ＮＨＫに

要望活動を行っております。延岡市の松坂元教

育長の息子さんは、ＮＨＫの経営企画局長でい

らっしゃるそうで、お力をいただかねばならな

いと思っております。

先日、鹿児島市役所に、この大河ドラマに関

して調査に伺ってきました。「篤姫」は大河ド

ラマに取り上げられて、それほどでもなかった

県民の認知度も格段に上がったそうです。本県

でも取り上げられれば、観光に大きく寄与して

くれるものと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。

次に、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの

登録について質問いたします。ユネスコエコ

パークは、生態系の保全と持続可能な利活用の

調和（自然と人間社会の共生）を目的に、1976

年からユネスコが始めた事業です。登録地点

は、地域の豊かな生態系や生物多様性を保全

し、自然に学ぶとともに、文化的にも経済・社

会的にも持続可能な発展を目指すモデルとし

て、国際的にも注目されます。

国内外への情報発信力の強化による地域活性

化、世界基準の認定によるブランド価値の向

上、環境教育、研究の拠点としての活用など

が、登録により期待される効果です。県内では

既に綾町が平成24年に登録されています。祖母

・傾・大崩ユネスコエコパークの登録が決定し

た場合、このブランドを活用して、今後、地域

の活性化にどのように取り組んでいくのか、総

合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 祖母・傾・大

崩ユネスコエコパークについてでございます

が、日本時間では本日の夕方から夜にかけてに
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なりますけれども、フランスのパリにあるユネ

スコ本部で開かれる会議において、最終的な審

査が行われる予定でありますが、必ずや登録さ

れるものと信じて朗報を待っているところであ

ります。

今後の取り組みについてでございますが、ま

ずは、ユネスコエコパークの理念に沿った取り

組みといたしまして、地域の子供たちへの環境

学習や登山者等へのマナー啓発など、貴重な地

域資源を次世代へ確実に継承していくための取

り組みをしっかりと進めてまいります。

また、宮崎、大分両県と６市町が一体となっ

て、登録決定のイベントや観光分野と連携した

ＰＲなどを行いまして、県内はもとより国内外

へ、人と自然が共生するこの地域の魅力を広く

情報発信しまして、世界ブランドを活用した一

層の地域振興を図ってまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 これは今夜決定するというこ

とのようでございます。ユネスコ本部より発表

されるようですが、必ずや登録が決定するもの

と県は確信しているようでございまして、大分

前に、今度の土曜日の登録記念祝賀会の案内が

既に来ております。登録を生かして地域の活性

化をよろしくお願いいたします。

ただ、ちょっと心配していることがございま

す。それは、ＮＨＫのＢＳプレミアム、「グ

レートトラバース」という山登りの番組が２年

前から始まり、人気を博しています。田中陽希

というプロアドベンチャーレーサーが、日本百

名山を一切の乗り物も使わず、一筆書きで完全

人力のみで踏破するものです。屋久島をスター

トし、本県は霧島と祖母山を経由し、北海道ま

で行くものでした。百名山を完全踏破した後、

今度は北海道から逆に南下し、本県は、大崩

山、市房山、尾鈴山、そして高千穂峰を経由

し、二百名山を踏破しました。

そのとき、九州内の山で、大崩山は別格の扱

いでございました。そのフレーズが「九州一危

険な山、日本のヨセミテ、困難を乗り越えたそ

の先には絶景が待っている、九州随一の景観」

と、ナレーションで紹介されました。このよう

な放映もあり、また、延岡市観光協会がアウト

ドアに力を入れており、大崩山やロッククライ

ミングのメッカ比叡山など、既に登山客がふえ

ています。この登録をきっかけに、さらにふえ

る可能性があります。

ただ、大崩山は、1,643メートルとそんなに標

高が高くないにもかかわらず、危険な岩場が多

く、初心者だけで登ることは遠慮してもらいた

い山です。先日、屋久島でも登山者がお二人お

亡くなりになった事故もあります。そこで、警

察が行う山岳遭難に対する注意喚起と訓練につ

いて、警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（野口 泰君） 山岳遭難防止に

ついては、県警ホームページ、交番・駐在所で

発行しますミニ広報紙に掲載しているほか、ラ

ジオ番組に出演し、安全登山のために必要な事

項について広報啓発しています。また、山開き

に合わせ、登山者に対して安全登山に関するチ

ラシを配布するキャンペーンを実施するなど、

山岳遭難についての注意喚起を推進しておりま

す。

訓練につきましては、県内13警察署に山岳救

助班を設置しており、本年は、延岡警察署が管

内の山岳において救助訓練を実施するなど、６

警察署において山岳遭難救助訓練を実施してお

ります。また、毎年、各警察署の担当者を集め

て、専門の知識・技能を有する県警機動隊員指

導による山岳遭難救助指導者研修会を実施し、
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県内で山岳遭難が発生した際の捜索・救助活動

に備えております。

○田口雄二議員 つい10日ほど前に、私の次男

坊が大崩山登山に行ってきました。息子は何度

か登山しておりまして、上祝子経由で登ったよ

うですが、駐車場はこれまでになく車が多く、

また県外ナンバーが非常に多かったと言ってお

りました。ユネスコエコパークに登録が決まる

と、さらに多くなることが考えられます。注意

喚起をよろしくお願いいたします。

次に、県立宮崎病院の建てかえについて伺い

ます。

先日、厚生常任委員会の県北調査の際に、県

立宮崎病院の劣化や狭隘化の状況を実際に拝見

してまいりました。配管や蒸気管の劣化がひど

く、蒸気漏れや漏水による天井の水漏れ跡どこ

ろか、天井が落下しているところも多数あり、

衛生上の面から見ても、とても高度医療を提供

する機関としてあってはならない状況でした。

手術室に至っては、医療機器に埋もれながら医

療行為を行っており、職員のモラルの面からも

問題ありです。

また、外来の状況は、狭い空間に幾つもの診

察室があり、プライバシーも守れない状況で、

感染症の人の治療もここでいいのかと不安にな

るほどでした。34年前につくられたときは最先

端の病院であったのでしょうが、医療の進歩は

急速で、あっという間に陳腐な施設になってし

まいました。年間300名を超える救急患者を初療

室が不足で受け入れられない、手術室の不足に

より手術を待つ多くの患者がいる状況を、一刻

も早く改善しなければなりません。県立宮崎病

院の再整備は早期に着手すべきと考えますが、

今後の整備方針について、病院局長に伺いま

す。

○病院局長（土持正弘君） 県立宮崎病院につ

きましては、議員御指摘のとおり、建物及び設

備の老朽化の進行や狭隘化によりまして、医療

機能が十分に発揮できていないこと、また防災

機能を強化する必要がありますことから、早急

に再整備を行う必要があると考えております。

しかしながら、昨年９月、基本設計完了後の事

業費が当初の想定から大きく膨らんだため、議

会を初め県民の皆様には、大変な御心配をおか

けしているところであります。

議会の皆様からいただきましたさまざまな御

意見をもとに、真摯に協議・検討を重ねました

結果、今般、基本設計内容の一部見直しやコン

ストラクション・マネジメント業務の導入等に

より、再整備事業費について50億円程度の縮減

を図るという高い目標を設定いたしまして、本

議会において関連経費に関する予算を上程させ

ていただいたところであります。

本議会において予算案を御承認いただけまし

たら、実施設計の発注など早期に事業を再開さ

せ、平成30年度中に本体工事の発注を行いまし

て、当初の計画のとおり、平成33年度中―33

年度の前半が後半ということになりますが―

の開院を目指したいと考えております。

○田口雄二議員 これは２月議会の際にも、最

先端医療機器の導入に関して質問いたしまし

た。その後、会派調査で平成26年１月に開院し

た香川県立中央病院に伺い、病院建設と手術支

援ロボット「ダヴィンチ」等の最先端の医療機

器の導入に関して伺ってまいりました。

病院は建築後27年から38年たっており、老朽

化と施設の狭隘化で県立宮崎病院と状況はほぼ

同様で、加えて、医師確保の課題から、新病院

のおくれは医師離れにつながると、危機感を

持って建設を進めたようです。それまでは県庁
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の隣にあったそうですが、敷地が狭かったこと

もあり、新築移転し、敷地面積はそれまでの約

４倍、駐車場も約３倍になっていました。東日

本大震災の影響で完成が半年おくれましたが、

震災前から取りかかっていたので、建設費はそ

れほど大きな変化はなかったようです。

手術支援ロボット「ダヴィンチ」の導入は、

収益の増収、医療安全の確保、医師確保等の効

果を期待しています。香川大学と高松赤十字病

院に既に導入されており、患者の確保のため、

医師の意識向上と将来的な対応を考えて導入さ

れたようです。４億2,000万円と高額な上に、メ

ンテナンスも年間1,200万円かかるようでした。

まだ採算がとれるところまでには至っていない

ようですが、前立腺がんだけが保険適用でした

が、昨年４月に腎臓がんも対象となり、保険診

療の拡大に期待していました。そこで、県立宮

崎病院において、より高度な医療サービスを提

供するため、「ダヴィンチ」などの医療機器を

導入すべきと考えますが、病院局長の見解をお

伺いします。

○病院局長（土持正弘君） 県立宮崎病院は、

全県レベルの中核病院として、その役割を将来

にわたって安定的に果たしていくことが求めら

れておりますことから、必要となる医療機器の

導入や更新につきましては、地域医療の需要や

その費用対効果についても十分検証しながら、

計画的に進めているところであります。

御指摘のありました手術支援ロボット「ダ

ヴィンチ」につきましては、購入金額や維持費

用が高額であることに加え、ただいま御指摘が

ありましたとおり、診療報酬上の保険適用の対

象症例が限られていることから、現在のところ

は導入に至っていないところであります。しか

しながら、対象症例の拡大に向け、臨床試験等

も進められておりますので、その動向等を見き

わめながら、将来的な導入について研究してま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 今回、調べていて驚いたので

すが、日本ロボット外科学会のホームページを

見てみますと、昨年の９月末時点で、医療ロ

ボット「ダヴィンチ」は、日本全体で237台あり

ますが、１台もないのは何と本県だけです。宮

崎県だけがないという状況でございまして、他

県に患者が最先端医療を求めて流出している可

能性もあります。医師確保対策も含め、医師や

スタッフが高い医療技術を習得することが県民

のためになるということも考えて、導入を検討

していただきたいと思います。

次に、教育行政について伺います。

私は例年、行事が重ならない限り、地元の九

州保健福祉大学の入学式と卒業式には毎年出席

しておりますが、ことしの入学式での学生数が

少ないことが気になりました。資格取得率も高

く、就職率も非常に高いのになぜという思いで

す。公金をたくさん提供して開設したにもかか

わらず、また東九州メディカルバレー構想の一

角を担う、また延岡市のまちづくりやイベント

においてもなくてはならない大学です。単年度

の一時的な減少ならまだしも、このまま先細り

されては困ります。県内大学で同様の傾向が出

ていなければいいのですが、県内大学等の収容

定員に対する充足率と、県内大学等の入学者に

占める県内出身者の割合について、総合政策部

長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 大学等の収容

定員に対する在籍学生者数の割合である充足率

につきましては、個々の大学等によりさまざま

でありますが、通信制を除く県内の大学、短期

大学、高等専門学校全体では、昨年５月１日現
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在で97.6％となっております。また、入学者に

占める県内出身者の割合につきましては、昨年

４月入学者で54.7％となっております。

○田口雄二議員 データが本年のはまだ集計で

きていないようですので、昨年度の結果になっ

ております。国公私立大学が一緒になっており

ますので、詳しい状況はわかりません。特別な

学部や資格を取ることで県外に行くことはとめ

られませんが、先ほども申したように、大学誘

致に多額の公金が入っており、県民所得の全国

最低レベルの本県から、生活費や授業料の高い

都市部に行く必要があるのか、高い生活費のた

め、奨学金を借りなければいけなくなり、返済

に苦労しているのではないか。県内の大学に進

めば、自宅から通えるメリットもあり、さらに

県内就職率も高くなるのではないかと思えてな

りません。県内大学への入学者を確保するため

にも、県内大学と高校が連携することが大切だ

と考えますが、教育長のお考えを伺います。

○教育長（四本 孝君） 高校生がみずからの

進路を決定するに当たりましては、進学先で学

べる内容や、あるいは経済的な負担などについ

て、事前に生徒や保護者が十分に理解するとい

うことが大切だと考えております。このため、

各高校におきましては、実際に生徒が大学の授

業に参加いたしましたり、あるいは大学教員に

よる出前講座を実施したりするなど、日ごろか

ら県内の大学との連携・交流を深めつつ、生徒

が各大学について知る機会を設けているところ

であります。今後も、各大学と高校が情報を共

有し、生徒や保護者がその特色や魅力について

十分に理解・判断できるよう、支援してまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 資格取得率や高い就職率を誇

る学校もたくさんあります。県内の大学に進む

ように、ぜひともお願いしたいと思います。

次の質問に移ります。県教育委員会は、小中

学校の教職員の人事異動制度を22年ぶりに見直

し、新たな制度を導入します。平成30年度から

採用する教職員は、同一地区内の勤続年数の短

縮、広域異動ルールの設定、生活本拠地等を中

心とした一定のエリア内異動の導入等々です。

今回の新たな人事異動制度を導入する背景と目

的は何か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 小中学校の教諭等の

人事異動につきましては、県内を６地区に分

け、同一地区内の勤務年数が15年以上の者を他

地区へ転任させることにより、全県的な適正配

置を進めているところでありますが、異動希望

の偏り、あるいは再任用者の増加等によりまし

て、円滑な広域人事が困難な状況となってきて

おります。

また、昨年４月には、市長会から教職員の

ワーク・ライフ・バランスの充実に配慮した人

事異動制度の構築についての提言が出されたと

ころでもあります。県教育委員会では、これら

の課題や提言を踏まえまして、地域に根差した

教育の推進や教職員のワーク・ライフ・バラン

スの充実、資質向上を目的として、平成30年４

月以降に採用される教諭等を対象に、生活本拠

地を中心とした一定のエリア内での異動を考慮

する新たな人事異動制度を導入することとした

ところであります。

○田口雄二議員 地域に根差した教育の推進や

教職員のワーク・ライフ・バランスの充実に配

慮、教職員の資質向上を目的としているという

ことでございます。県内を６カ所に分けて異動

を決めていますが、新たな人事異動制度の導入

によって、スーパーティーチャーを初め、指導

力のある教諭などの勤務地の希望が偏り、児童
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生徒の学力低下を招くことにならないか、教育

長に再度お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 人事異動は、学校の

活性化を図り、県内全体の教育水準を向上させ

るために行うものであります。今回の新たな制

度では、教員の生活基盤や心身の健康への配慮

を行うとともに、全ての教員に異動希望の少な

い地区での一定期間の勤務を義務づけることを

通して、各学校が抱える学力向上等の課題に適

切に対応できるよう、人事配置を行うものであ

ります。

御質問にありましたとおり、スーパーティー

チャーなどの配置につきましても、これまで同

様、本人の希望を考慮しつつ、地域の教員の指

導力向上が図られるよう、全県的な配置に努め

てまいりたいと考えております。今後とも、児

童生徒の学力向上等、本県教育の振興はもとよ

り、教職員のワーク・ライフ・バランスの充実

にもつながる人事異動を行ってまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。私の

いる東臼杵地区のほうは、余り先生方には人気

のないところだと聞いております。子供たちの

学力が全体的に上がるような教職員の配置を、

ぜひともよろしくお願いいたします。

以上で、用意した質問は全部終わりました。

御答弁どうもありがとうございました。（拍

手）

○ 原正三議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時から、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49分散会


