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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、髙橋透議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○髙橋 透議員

ざいます。宮崎牛、３度目の頂点、おめでとう

ございます。県民連合宮崎を代表して、心から

なるお祝い、そして、お喜びを申し上げますと

ともに、ここに至るまでの道のり、日本一の努

力と準備に大変な御苦労があったと思います。

改めまして、関係各位に心から敬意を表し、感

謝を申し上げる次第であります。

宮城で開催されました全国和牛能力共進会、

肉牛の部で見事、最高賞の内閣総理大臣賞を獲

得されました。肉質での日本一です。国内はも

とより、海外からも高い評価と注目を集めた快

挙であると称賛されました。次なる目標、頂は

世界一、宮崎のうまい食、宮崎ブランドにさら

に磨きをかけ、自信と誇りを持って世界へ羽ば

たいていこうではありませんか。

それでは、通告に従い、代表質問を行ってま

いります。

まず、知事の政治姿勢であります。

来年度予算方針についてお尋ねをいたしてま

いります。先日、国の平成30年度概算要求の状

況が公表されました。一般会計総額は約101兆円

で、平成29年度の要求額よりは下回るものの、

４年連続の100兆円を超える高水準となっていま

す。これから財務省の査定が入り、どこまで圧

縮されて最終的な予算案となるのかわかりませ

んが、新聞報道には、例えば厚生労働省関係で

申し上げれば、働き方改革に2,800億円、子育て

支援に3,700億円というような大きな見出しが並

び、一方で、社会保障関係費の伸びを1,300億円

圧縮とも報じられています。県におかれまして

は、これらの国の予算に関する公表資料等を読

み解かれ、情報収集し、動向を捉えて、県の平

成30年度の当初予算編成に取り組んでいかれる

ことと考えます。そこで、平成30年度国の概算

要求に対する評価と、県の平成30年度予算編成

についての基本的な考え方を、知事にお尋ねい

たします。

次に、国体施設整備についてお尋ねいたしま

す。２巡目国体等に向けた施設整備について

は、これまで、市町村やスポーツ団体等からさ

まざまな意見や要望を受け、慎重に検討を重ね

られたと伺っています。その結論が、スポーツ

ランドみやざきの全県展開に資するよう、県北

・県西地域への施設配置を含め、整備を進める

方針が出されました。私は、県有施設の一極集

中は、できれば解消したほうがいいと思います

し、今回の国体施設の分散整備に反対するもの

ではありません。今回、体育館は延岡市に、陸

上競技場は山之口町へと方針決定されました。

総合的な判断とはいえ、分散施設整備は、競技

者等の負担や競技運営面での課題が生じると思

いますが、競技者等の視点からどのような対応

を考えていかれるのか、知事にお伺いいたしま

す。

次に、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の

可否判断についてお尋ねいたします。原子力発

電の最も大きな問題の一つは、放射性廃棄物、

いわゆる核のごみを処分する場所です。経済産

業省は７月末、高レベル放射性廃棄物を地下に

埋める最終処分場施設を選定するための科学的

特性マップを公表しました。マップによります

平成29年９月14日(木)
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と、県内沿岸部を中心に、ほとんどの自治体が

好ましい地域とされました。放射性廃棄物の最

終処分施設の受け入れの是非について、知事に

見解を伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

国の概算要求の評価と県の当初予算編成につ

いてであります。国の平成30年度概算要求が公

表され、各省庁の特徴的な要求事項等が報じら

れているところでありますが、地方財政に大き

な影響を与える地方交付税の要求を見ますと、

平成29年度予算より4,000億円の減の15.9兆円と

され、一方で、臨時財政対策債は5,000億円の増

の4.6兆円とされております。総務省の試算で

は、地方の安定的な財政運営に必要となる一般

財源総額は確保されているということでありま

すが、国において、地方の基金増加を理由とし

た地方財政計画の適正化等が議論されていると

ころでもあります。厳しい国の財政状況の中に

あって、大変額の大きい地方交付税は、常に見

直しの対象になっているわけでありまして、今

後の国の動向を特に注視していく必要があると

考えておりますし、地方から、しっかりとその

確保に向けて声を届けていく必要があるものと

考えております。県の平成30年度当初予算編成

につきましては、今後、本格的に取り組んでい

くこととなりますが、本県の財政状況につきま

しては、厳しい状況が続くものと考えておりま

すので、不断の取り組みとしての財政改革を実

行しながら、地方創生の推進を初めとした県政

の重要課題に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、２巡目国体に向けた施設整備の対応に

ついてであります。今回お示しした整備方針に

よりまして、地域によっては会場地までの距離

が長くなり、選手の移動に時間がかかる。ある

いは、審判や補助員等の多くは宮崎市に集中し

ているため、移動時間や経費が負担となり、大

会役員等の確保が難しいなどの意見が出ている

ところであります。このため、競技団体の意見

を伺いながら、また、地元市とも十分に連携を

図り、競技者や競技役員等の負担が軽減できる

よう、競技者等の視点も含め、必要な支援のあ

り方等について検討してまいりたいと考えてお

ります。

最後に、科学的特性マップの公表についてで

あります。高レベル放射性廃棄物の最終処分

は、国全体で解決しなければならない重要な問

題であり、そのためにも、まず、国民的議論が

なされることが大切であると考えております。

７月に公表されたマップは、議論のきっかけと

なるよう、技術的、専門的な観点から作成され

たものと伺っております。あわせて、国は、最

終処分に関する対話活動を進めながら、理解の

深まった地域に対して申し入れ等を行い、約20

年をかけて、文献調査、概要調査、精密調査を

実施していくこととしております。現段階で、

受け入れの是非を判断すべき状況にないと思い

ますが、本県は南海トラフ巨大地震の発生が懸

念されるなど、不安に感じる方もおられるので

はないかと考えております。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございます。○髙橋 透議員

まずは、国体施設整備について、若干のコメ

ントを申し上げたいと思うんですが、賛否両論

あったと思うんです。さまざまな観点から熟慮

を重ねられた上での結論だったというふうに思

います。きのうの答弁で、スポーツランドの全
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県展開、そして地域振興を強調されました。た

だ、アスリートファーストですよね。いわゆる

競技者視点、大会の主役は競技者であります。

競技者にベストコンディションで大会に臨んで

もらう、そのことが大事なのであります。６月

議会において有岡議員が質問しておりますが、

その答弁に、「施設整備に当たっては、機能性

や将来性、安全性、経済性の観点から、総合的

な評価を行って絞り込みを行う」というふうに

答弁されているんです。国体後は、世界大会と

か全国大会を誘致する必要があります。国体後

の利用頻度の課題もあるわけです。そして、き

のうの知事の答弁、木花の総合運動公園の再整

備、津波対策にも取り組むとおっしゃいまし

た。現施設の改修も行うわけです。現県体育館

をどうするかはまだわかりませんが、そういう

意味では、３施設でおおむね250億円を今考えて

いらっしゃいますが、この額を上回るのではな

いかというふうに私は心配します。このことも

含めて、今後、県民に理解を求めていく。それ

こそ、知事がおっしゃっている丁寧な説明をし

ていかれることをお願いいたします。

来年度の予算方針の中で、やっぱり我が県は

地方交付税の総額確保、このことが一番大事だ

と思っていますし、最後のほうで言われました

ように、財政改革、不断の取り組みが大事だと

いうこと、そして地方創生の推進、大きく２つ

を言われましたが、限られた予算ですから、選

択と集中だと思っております。

そういう意味で、１つだけ再質問をさせてい

ただくんですが、県営電気事業みやざき創生基

金事業というのがあります。この事業は、平

成28年度当初予算において、企業局からの繰入

金を財源として基金を造成し、これを財源とし

て事業を実施しているものであります。そし

て、この事業は、地方創生推進事業と地域振興

事業、「「みやざき新時代」へのチャレンジ」

の３つの柱に沿って、平成28年度が45事業、平

成29年度が47事業で予算化されております。し

かし、これらの事業は、基本、単年度で、ほと

んどの事業は事業期間が１年しか認められてい

ないということでありますけれども、通常の新

規・改善事業は事業期間を３年としている中

で、たった１年で成果が出るかどうかというの

もあります。中には、継続して実施したほうが

よい、すぐれた事業もあるのではないかと思わ

れますが、この点について、総務部長に答弁を

求めます。

お尋ねの県営電気○総務部長（桑山秀彦君）

事業みやざき創生基金事業でありますけれど

も、財源に限りがありますことや、通常の新規

・改善事業枠との差別化を図るという観点か

ら、３つの事業のうち、地方創生推進事業、

「みやざき新時代」へのチャレンジ事業、この

２つにつきましては、単年度事業を基本として

おります。しかしながら、全ての事業について

１年限りとしているわけではありませんで、中

には複数年実施としている事業もございます。

それから、国の地方創生推進交付金事業に採択

されるように取り組み内容を見直したり、新た

な取り組みを加えることで改善事業として継続

しているもの、あるいは、翌年度には通常の新

規・改善事業として予算化されたものなど、さ

まざまな形で継続している事業も数多くあると

ころでございます。このように、各部局におき

まして、事業効果、成果を見きわめて、既存事

業もあわせて、よりよい事業にブラッシュアッ

プしていくという取り組みも積極的に行われて

おりますので、今後も、基本は単年度事業とし

ながらも、それぞれの事業について各部局と十



- 73 -

平成29年９月14日(木)

分議論した上で、臨機応変に対応していきたい

と考えております。

よろしくお願いいたします。○髙橋 透議員

次に、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の

可否判断に関連して、再質問いたしたいと思い

ます。知事はいつも、こういう質問になります

と、国民的議論という答弁でかわしてこられま

すが、南海トラフに関して物すごい不安を感じ

ている県民はいるんだということは認識されて

いるわけだから、じゃ、そのときどうするんだ

という明確な方針を県民に示してほしいという

ふうに思います。東日本大震災から６年半が過

ぎました。いまだ2,546人が行方不明となってお

りまして、月命日の９月11日、被災地では一斉

捜索が行われたようであります。また、福島第

一原発事故は、６年半がたった今、ふえ続ける

汚染水の取り扱いが課題となっています。メル

トダウンするなどした核燃料を冷やすために、

原子炉や原子炉を納めた格納容器に入れ続けて

いる水が、高濃度の汚染水となって建屋の地下

などにたまっています。2020年の東京五輪を前

に、アンダーコントロールにはほど遠い状況だ

と指摘されています。現在、日本で再稼働して

いる原子力発電所は、川内原発１号機と２号

機、伊方原発３号機、高浜原発３・４号機の５

基であります。使用済み燃料の処分が進まない

中で原子力発電所の再稼働が進められています

が、知事の見解をお伺いいたします。

私は、将来的には、英○知事（河野俊嗣君）

知を結集して、可能な限り原発に依存しない社

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、現実的には難しいと考えて

おります。使用済み燃料につきまして、国は、

「使用済燃料対策に関するアクションプラン」

を定め、貯蔵能力の拡大や、最終処分に向けた

取り組みを着実に進めていくこととしておりま

して、こうした方針のもと、原子力発電所の再

稼働の判断も行われているものと認識をしてお

ります。いずれにしましても、我が国の原子力

政策の重要な課題でありますので、国には、責

任を持ってしっかりと対応していただきたいと

考えております。

今回示されたマップ、好まし○髙橋 透議員

い地域、いわゆる科学的特性に基づいて作成さ

れたわけですけれども、今後はこれに、政治的

または経済的特性に基づくマップがつくられて

いくんじゃなかろうかと思います。人口が多

い、あるいは政治とか経済の中心となる大都市

は、好ましくない地域ということでマップは塗

り潰されていく。一方で、原発がそうであった

ように、人口減少の著しい過疎地が好ましい地

域になっていくんじゃないか、そんな危惧をし

ているところであります。今後の動向を注視し

ていこうと思っております。

次に、防災対策について質問をしてまいりま

す。数十年に一度の豪雨が襲った九州北部災

害、まだ記憶に新しいものがあります。長時間

降り続いた雨で発生した山崩れは300カ所以上

で、大量の流木と土砂があちこちの集落をのみ

込みました。一昼夜にわたり被害が多発した九

州北部豪雨災害の教訓を踏まえ、本県として、

流木対策を今後どのように強化していくのか、

環境森林部長並びに県土整備部長に答弁を求め

ます。

環境森林部○環境森林部長（川野美奈子君）

におきましては、森林の持つ土砂災害防止など

の機能の維持増進を図るため、山崩れを抑え、

土砂や立木の流出を防止する治山ダム等の整備
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を進めているところでございます。今回の災害

では、大量の流木が被害の拡大につながったと

言われておりますが、既設の治山ダムにより流

出を防いだ事例もございまして、その効果的な

配置が重要であると考えております。このた

め、ことし12月までに行う山地災害危険地区の

見直しを踏まえ、より緊急度の高い場所から治

山ダム等を整備することとしておりますが、必

要がある場合につきましては、流木をとめる効

果の高いスリット式ダムの整備も検討してまい

りたいと考えております。今回の災害を契機と

しまして、県土整備部と改めて危険箇所の調査

を行うなど、連携体制の強化を図ったところで

ございます。今後とも、国や市町村と一体と

なった流木対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。

県土整備部○県土整備部長（東 憲之介君）

では、土石流から県民の生命、財産を守るた

め、これまでに県内各地で砂防ダムを整備して

おり、想定される流木などの状況によっては、

流木の捕捉効果の高いスリット式による整備も

行っております。このような中、平成25年の伊

豆大島での大規模な流木災害を踏まえ、国が平

成28年に砂防基本計画策定指針を改定し、新設

の砂防ダムはスリット式が原則となりました。

さらに、ことし７月の九州北部豪雨を踏まえ、

国から、既設の砂防ダムもスリット式へ改良

し、有効活用を図るなどの方針が示されたこと

から、今後、これらの方針に基づき、整備して

まいります。また、県民の早期避難が図られる

よう、ことし６月までに構築したタイムライン

やホットラインの確実な運用等にも努めてまい

ります。今後とも、国や環境森林部と連携を図

りながら、流木対策にしっかりと取り組んでい

きたいと考えております。

ありがとうございます。ス○髙橋 透議員

リットダム、私たちも常任委員会で北海道に調

査に行って見てきましたが、スリットというの

は、切れ目とかすき間という意味があるみたい

で、スリットスカートを御存じだと思うんで

す。川野部長もお持ちかもしれませんが、ひと

ころは、スリットスカートでどきどきした人も

いるんでしょうけれども、この場合のスリット

というのは、フォークをイメージしてもらって

いいと思うんですが、ここで流木をとめて水だ

け下流に流す、そういう仕組みだそうです。

ここで再度確認したいのは、流木対策ですか

ら、環境森林部所管の対策というのが非常に重

要になるわけで、九州北部の被災地では、比較

的林業が盛んな地域も被害に遭ったんです。ふ

だんから手入れがされた森林が多かったようで

すが、それでも大きな被害が出たのは、崩壊し

やすい真砂土でできた山に、手入れがされてき

た森林の保水力さえも超える豪雨、こういう状

況だったというふうに伺っております。今回の

災害で言えることは、同じようなことがどこで

も起こり得る。そしてまた、林業が衰退してい

る地域では、なお一層この危険性は高いという

ことを認識する必要がありますから、今回の九

州北部豪雨の教訓の一つは、まずは、治山崩壊

対策が非常に大事だということで理解してよろ

しいでしょうか。再度、環境森林部長にお尋ね

いたします。

議員御指摘○環境森林部長（川野美奈子君）

のとおりでございまして、今回のような異常な

豪雨にきちっと対応していくためには、山腹崩

壊とか土砂流出を防いでいく治山事業、そう

いったものをしっかりと積極的に取り組んでい

くことが重要であるというふうに考えておりま

す。
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先ほどの１問目の答弁でもご○髙橋 透議員

ざいましたように、12月までに再度調査を行っ

て、優先度の高いところから必要な措置をして

いくということでありましたが、予算措置も含

めて大変でしょうけれども、作業を急いでいた

だきたいと思います。

九州北部豪雨の教訓はいっぱいあるんです

が、記録的な豪雨で、大分県の日田市の花月川

流域にある自治会は、５年前に同じような災害

を経験しているらしくて、ここの教訓は、みず

から自治会が川の状況を把握しておく。そうい

うことで避難を呼びかけた結果、自宅に残って

いた高齢者などを無事に避難させたという事例

が新聞に載っておりました。この自治会は、記

録的な大雨が降った当時、川の状況を把握する

ために、消防団と一緒に行動するなどして安全

を確保してもらって報告を受けていたわけで

す。自治会の役員は、非常に危険な状態と判断

して、行政だけの情報に頼らず、自分たちが危

険度を判断し、住民に避難を指示する。こう

いったマニュアルの指針に沿って、自治会とし

て避難を呼びかけられたようです。当時、日田

市からも避難指示は出されていたようですが、

十分にその情報が住民には伝わっていないだろ

うということで、自治会のメンバーが高齢者宅

などを訪問して避難を誘導した。その結果、一

部の住宅の床上浸水とかあったんですが、自宅

に残っていた高齢者を無事に避難させて、けが

人は一人もいなかったということであります。

本県においても自主防災組織が多く結成されて

いますが、現状と課題についてお尋ねいたしま

す。

自主防災組○危機管理統括監（田中保通君）

織でありますけれども、平成７年の阪神・淡路

大震災におきまして、地域住民が協力して、初

期消火や人命救助を行ったという事例が数多く

見られたことなどから、全国各地で結成が進ん

でおります。本県におきましても、多数の自主

防災組織が結成されておりまして、平成28年４

月１日現在、自主防災組織が活動対象としてい

る世帯数は、全世帯数の80％をカバーしてお

り、行政や消防と連携しながら、各地で避難や

救助の訓練等が実施されているところでありま

す。一方で、高齢化や地域コミュニティーの希

薄化等によりまして、担い手不足や活動低下な

どの課題も見られるところでございます。この

ため、県といたしましては、地域の防災リーダ

ーとなる防災士の養成などに取り組むととも

に、市町村と連携しながら、地域における共助

の重要性について県民に周知・啓発し、自主防

災組織の担い手育成や活動の活性化を図ってま

いりたいと考えております。

自主防災組織の基本となるの○髙橋 透議員

は自治会組織です。近年、自治会加入が低下し

ているというふうに聞きますが、自治会加入率

について、加入状況の現状を総務部長にお尋ね

いたします。

本県における自治○総務部長（桑山秀彦君）

会や自治公民館などへの加入率は、本年４月現

在で67.2％となっておりまして、昨年と比べま

して0.2ポイント減少しております。なお、加入

率が最も高い市町村は、西米良村、諸塚村、そ

して椎葉村の100％。一方、最も低い市町村は宮

崎市で56.0％となっております。

南海トラフみたいな大災害を○髙橋 透議員

想定したときに、沿岸部の自主防災組織は非常

に大事です。そういったところの機能強化が問

われているわけで、今答弁がありましたよう

に、宮崎市は自治会加入率が平均56％。おおむ

ね３割程度の自治会が多いというふうに聞いた
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ことがあるんです。ある知り合いの人が私に教

えてくれましたけど、宮崎市の中心部は20％を

切っているというふうに言いました。19.何がし

という加入率らしいです。宮崎駅を挟んで東と

西に結構マンションが今建っておりますけ

ど、100戸のうちの20戸しか入っていないんです

よ、自治会に。防災訓練などの周知とかどうい

うふうにされているのかなと私は心配をします

が、自治会に加入していないからといって知ら

せないということはできませんよね。そういう

意味では、自治会加入率が低いと、行政コスト

というのは物すごく上がると思うんです。そう

いったところはしっかりと踏まえた上で、大規

模災害においての減災の取り組みに当たっては

何が今求められているのか。そういう意味で

は、自治会加入率を高めることが、地域におけ

る自主防災組織の強化なり活性化につながると

思われますが、県の考え方をお伺いいたしま

す。

地域の防災○危機管理統括監（田中保通君）

を担う自主防災組織は、多くの地域におきまし

て、自治会などと連携し、避難訓練等の防災活

動に取り組んでいるところでございます。自主

防災活動の担い手や支援の受け手は地域住民自

身でありますので、自治会への加入率が高まる

ことで、より多くの住民が参加した防災活動の

実現につながるものと考えております。自治会

活動の活性化は、自主防災組織活動の活性化に

もよい影響を与えると認識しておりますので、

地域の自主防災組織や自治会において防災活動

に取り組む住民が増加するよう、市町村と連携

しながら、地域住民による共助の大切さについ

て周知・啓発等を図ってまいりたいと考えてお

ります。

市町村との連携をしっかり○髙橋 透議員

やって取り組んでいただきたいと思います。

次に移ります。若者県外流出対策でありま

す。

県内の高校を卒業した生徒の県内就職率が２

年連続で全国最低でありましたから、この県議

会でも質問が多く取り上げられました。若者の

県内就職を促進する取り組み、いろいろ展開し

てもらっていますが、その事業の効果を商工観

光労働部長並びに教育長にお尋ねいたします。

県におき○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ましては、現在、高校生の県内就職の促進を図

るために、教育委員会や労働局と連携し、さま

ざまな取り組みを行っているところでありま

す。具体的には、県内企業と高校のネットワー

クを強化するため、県内就職支援員を配置し、

学校単位の企業見学会や高校と企業の意見交換

会などに取り組みますとともに、生徒と企業の

出会いの場を提供するため、学年ごとに企業説

明会等を開催しているところでございます。こ

うした取り組みによりまして、昨年度の説明会

では、参加生徒の約９割から、「企業の魅力が

伝わった」という感想が寄せられましたほか、

参加企業からは、「人材確保のためには、さら

なる企業努力が必要だと感じた」という声や、

「積極的にＰＲを行った結果、高校生の応募が

前年よりふえた」との声も伺っており、高校と

企業の接点がふえたことで相互の理解も深ま

り、県内就職促進に向けた意識も高まってきて

いると感じているところでございます。

県教育委員会におき○教育長（四本 孝君）

ましては、県内各地域の県立高校６校に就職支

援エリアコーディネーターを配置いたしまし

て、学校と企業のつながりを強化しているとこ

ろであります。また、各学校では、県内企業の

見学会を実施しておりまして、昨年度は1,102名



- 77 -

平成29年９月14日(木)

の生徒が参加いたしました。そのうち700名から

回収しましたアンケート結果によりますと、見

学前には、「その企業のことを全く知らなかっ

た」という生徒が25％おりましたけれども、見

学後には、83％の生徒が、「見学した企業に就

職したい、就職してもよい」と回答しておりま

す。実際に施設や設備を見学したり、働いてい

る方々の姿を目にしたことにより、生徒に県内

企業の魅力が伝わったものと考えております。

なお、今春、県立高校の卒業生の県内就職率は

昨年度より2.1ポイント上昇しておりますが、こ

うした取り組みによる一定の成果があったもの

と考えております。

ありがとうございます。着実○髙橋 透議員

にじわじわと県内就職率は上がっているようで

ありますから、継続して取り組む必要があるん

ですが、こういった成果が上がっている事業

は、内容をさらに充実させて継続していく必要

があると思いますが、知事のお考えをお伺いし

ます。

現在、県、教育委員○知事（河野俊嗣君）

会、労働局、さらには経済界も一体となって、

若者の県内就職の促進に向けたさまざまな取り

組みを行っているところであります。これまで

の取り組みによりまして、企業と学校の相互理

解が深まってきており、高校生の県内就職率も

２年連続で上昇するなど、一定の成果が見られ

ているところでありますが、まだ半数近くの若

者が県外に就職しており、依然として厳しい状

況にあるものと認識しております。今、部長や

教育長の答弁も聞きながら、いろんな取り組み

がそれなりに成果が上がっているということを

感じたところでありますが、自分自身のことを

考えても、ずっと外交官志望であった私が、旧

自治省の先輩の話を聞いてころっと考えが変

わったということがありまして、その職場に働

く人の生の声により伝わる魅力というものがあ

るんだな、もっともっとやりようはあるんだな

ということを改めて考えておりました。若者の

県内就職の促進は、人口減少対策や労働力確保

など、地方創生を進める上で大変重要な課題で

ありますので、これまでの成果や現場の声など

を踏まえて、今後とも、より効果的な施策の展

開に努めてまいりたいと考えております。

今、知事からもありましたよ○髙橋 透議員

うに、県内就職率は２年連続で上がった。た

だ、全国平均からすると下位にありますから、

まだ頑張るということですので、引き続きよろ

しくお願いしたいと思います。

次に、キャリア教育支援センターの取り組み

についてお尋ねしてまいります。本年度、私

は、みやざき経済振興対策特別委員会に所属し

ておりますが、日向市に続き、延岡市に開設さ

れました延岡市キャリア教育支援センターの取

り組みについて調査をしてきました。そこの水

永センター長から説明がありましたのは、県内

就職率を高めるための施策として、大学生、高

校生に向けた企業とのマッチングや保護者への

企業見学説明会については、当面の重要施策で

はありますが、これは対症療法ですよとおっ

しゃるんです。抜本的な解決のためには、義務

教育時から、地元企業で働く魅力とか地元で暮

らす魅力を一貫して継続して伝える施策が必要

と言われました。活動スローガンは、「延岡の

大人たちはみな子どもたちの先生」でした。授

業は「よのなか教室」、社会人の講師を「よの

なか先生」と呼んでいらっしゃいます。キャリ

ア教育支援センター、現在、日向の後に小林も

開設されているようですが、この取り組みをど

う評価されているか。また、全県下へ広げるこ
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とがキャリア教育の充実につながると考えます

が、教育長のお考えをお伺いします。

本県のキャリア教育○教育長（四本 孝君）

におきましては、子供たちの社会的・職業的自

立の基盤となる進路選択能力等の育成に取り組

んでいるところであります。このような中、平

成25年に日向市にキャリア教育支援センターが

開設され、地域が持つ人材等を教育に活用する

ことで、多くの成果を上げているところであり

ます。また、現在、同様のセンターは、今お話

にもありましたように、延岡市、そして小林市

の２カ所にも設置されておりまして、キャリア

教育を推進する上で重要な拠点となっていると

ころです。県教育委員会におきましても、昨年

８月に県キャリア教育支援センターを設置いた

しまして、研修会の実施や広報活動、そして、

「よのなか教室」への助言や、地域のキャリア

教育支援センター立ち上げの支援などに取り組

んでいるところであります。今後とも、市町村

教育委員会や商工会議所等との連携を深めなが

ら、キャリア教育の充実に努めてまいりたいと

考えております。

今答弁ございましたように、○髙橋 透議員

前を向いて取り組んでいらっしゃるということ

でありますから、期待をしてまいりたいと思い

ます。

８月３日に、宮崎市で九州地区市町村教育委

員会連合会の研修大会があったようです。そこ

で日向市の「よのなか教室」が議論されたと、

宮日新聞に載っておりました。日向商工会議所

の黒木専務理事が、「人材育成は社会投資につ

ながる。企業は選ばれる存在にならないといけ

ないので、今後も積極的にかかわりたい」と、

企業側の思いを説明されております。そして、

日向市立財光寺小の三樹校長は、「児童は、何

のために勉強するのかなど、将来について考え

られるようになってきた」と、効果を語ってい

らっしゃいます。今後の課題として、拠点を立

ち上げるためには行政の財政支援が必要とのこ

とでありました。今は市町村が積極的にかか

わっているようですが、県の支援も必要だとい

うこと。そしてまた、教育委員会だけではなく

て、産業振興部門の支援、ここも強調されてお

りました。キャリア教育支援センターへの情報

提供など、さまざまな支援も考えられますが、

キャリア教育支援センターへの支援も含め、商

工労働部門の観点からどのように取り組もうと

されているのか、商工観光労働部長の考えを伺

います。

） 県内中小○商工観光労働部長（中田哲朗君

企業におきまして、人材の確保が喫緊の課題と

なっておりますけれども、若者の地元就職・定

着を図っていくためにも、地元で暮らし、地元

企業で働く魅力を小中学生の段階から伝えてい

くキャリア教育は、大変重要な取り組みである

と認識しております。現在、県におきまして

は、キャリア教育支援の一環として、高校にお

けるインターンシップ受け入れ企業の開拓に努

めますとともに、高校と県内企業が連携し、も

のづくり分野などにおいて、学校における座学

と企業における実習を並行的に実施する「デュ

アルシステム構築モデル事業」に取り組んでい

るところであります。今後とも、教育委員会と

連携し、これらの取り組みを継続いたしますと

ともに、日向市などに設置されておりますキャ

リア教育支援センターとの関係強化も図りなが

ら、キャリア教育支援の取り組みを推進してま

いりたいと考えております。

よろしくお願いします。○髙橋 透議員

次に移ります。福祉・保健・医療対策につい
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てお尋ねしてまいります。

まず、地域共生社会実現の取り組みでありま

す。高齢者、障がい者と限定せずに、支援が必

要な人を横断的に支える地域共生型社会が重視

されています。地域包括ケア強化法がことし５

月26日に成立しました。その改正内容の概要に

ついて、福祉保健部長にお尋ねいたします。

） 今回の地域包○福祉保健部長（畑山栄介君

括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

改正につきましては、高齢者の自立支援と要介

護状態の重度化防止といった地域包括ケアシス

テムの深化・推進と、高所得者の負担割合を３

割とするといった介護保険制度の持続可能性の

確保という２つの柱が設けられております。中

でも、地域包括ケアシステムの深化・推進につ

きましては、全市町村が保険者としての機能を

発揮し、自立支援、重度化防止に向けて取り組

む仕組みの制度化といった、従来の地域包括ケ

アシステムに係る取り組み強化に加えまして、

高齢者と障がい児者が同一事業所でサービスを

受けやすくする共生型サービスの創設など、地

域共生社会の実現に向けたメニューも盛り込ま

れたところであります。

ここでは、一部に絞ってまた○髙橋 透議員

質問してまいりますけれども、これまでの地域

包括ケアシステムは、高齢者中心の課題解決、

取り組みであったと思いますが、今、在宅には

さまざまな課題がありまして、ケアを必要とす

る高齢者宅に訪問します。ところが、そこに

は、実は今まで気づかなかったひきこもりの青

年がいたとか、そういうケースがあるんです。

そういった課題解決のために該当機関につなぐ

システム、こういったところをしっかり求めら

れる、そういう法律になったというふうに私は

理解します。そこで、共生型の多世代交流とか

多機能型の地域包括ケアシステム、いわゆるサ

ービスの提供体制をどう構築していくのか。高

齢者のみならず、地域で支援を必要とする方々

の暮らしを支えられるよう、言われましたよう

に、地域包括ケアを深化させて、地域共生社会

づくりを実現する取り組みにどう対応されてい

くのか、福祉保健部長にお尋ねします。

地域共生社会○福祉保健部長（畑山栄介君）

の実現には、これまでの制度分野ごとの縦割り

の仕組みから、包括的な支援への転換を行い、

住民が地域の課題を我が事として捉え、解決に

取り組むことが必要となってまいります。県と

しましては、こうしたことを踏まえ、住民に最

も身近な自治体である市町村に対して、包括的

な支援体制づくりや、高齢者と障がい者がとも

に同一の事業所等でサービスを受けられる共生

型サービスについての情報の提供等を行うとと

もに、地域共生社会の理念に沿った本県独自の

取り組みとして、地域住民の誰もが気軽に集

い、支え合う居場所づくりへの支援を行ってい

るところであります。今後とも、国の動向等も

見きわめながら、地域共生社会の実現に向けた

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

いろいろと法律が変わって現○髙橋 透議員

場は大変なんでしょうけれども、しっかりと取

り組んでいただきたいと思います。

次に、発達障がい児調査内容に対する分析に

ついての質問をしてまいります。アレルギーや

化学物質過敏症、発達障がいの子供たちがふえ

ていると言われます。原因の一つに、ネオニコ

チノイド系や有機リン系の農薬がクローズアッ

プされています。これらの農薬の子供の脳への

危険性を警告してきた脳神経科学者の黒田洋一

郎さんが、６月17日、東京で開催されました日
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本消費者連盟の講演会で報告をされています。

ネオニコ農薬は浸透性が強く、種子をネオニコ

農薬に浸すと茎や果実も虫が食わなくなる。ネ

オニコ農薬に浸した稲の種もみをまくと８月の

カメムシ被害も防げるという、そんな農薬なん

です。そこで、ネオニコチノイド系農薬が脳神

経の発達に異常に起こしているのではないか。

ネオニコチノイド系農薬が子供の発達障がいに

影響があるとの指摘がありますが、食品中に残

留するこれらの農薬の規制状況について、福祉

保健部長にお尋ねいたします。

国におきまし○福祉保健部長（畑山栄介君）

ては、ネオニコチノイド系農薬と子供の発達障

がいとの因果関係について、判断はしておりま

せんが、人の健康に影響を及ぼさないよう、安

全な残留基準値を食品衛生法において設定して

おります。基準値を超えた食品の販売は禁止さ

れており、このような食品の販売が確認された

場合には、回収、廃棄命令などの対応を行って

いるところであります。

残留基準値をおっしゃいまし○髙橋 透議員

た。この質問のときに、いろいろと担当の方に

詳しく説明いただきましたが、試験の段階で農

薬の濃度10分の１以下で試験をしたり、その後

に基準値はさらに100分の１以下に抑えた数字で

認めているんだということなんです。その後

に、マーケティングバスケット調査というふう

におっしゃっていましたけど、市場調査をされ

るんでしょう、抜き打ち調査で。ただ、トレー

サビリティーをくぐり抜けない商品もあるわけ

です。全部の商品をチェックするのも不可能で

すから、全てが安全だということは言い切れな

かったりするわけです。これは切りがありませ

んから、ここから先は追及しませんが、基準値

というのは注視しなきゃならないということを

申し上げておきたいと思っています。そこで、

ネオニコチノイド系農薬の本県における流通状

況と使用実態、農政水産部長にお尋ねします。

本県における○農政水産部長（大坪篤史君）

ネオニコチノイド系農薬の流通量は、公表され

ている中の直近のデータですが、平成26年10月

から27年９月までの１年間で、約216トンであり

まして、これは県内で流通した農薬全体の約４

％に当たります。この農薬は、アブラムシやカ

メムシ等の防除に効果がある殺虫剤でありまし

て、現在、国内で302種類の製品が登録され、水

稲、果樹、野菜等の防除に使用されているとこ

ろであります。

今の答弁であると、わずかな○髙橋 透議員

量というふうに受けとめたいと思うんです。た

だ、よく考えてみると、ミツバチが物すごく

減ったということで今話題になっていません

か。いわゆる生態系が破壊されているニュース

を多く聞くんですが、申し上げているネオニコ

チノイド系農薬の散布が関係していると言われ

ます。被害の現状と対応について、農政水産部

長にお尋ねします。

本県における○農政水産部長（大坪篤史君）

ミツバチの被害の状況としましては、平成27年

以降の３年間で６例の大量死の事例が報告され

ています。この原因について、国が実施した調

査によりますと、被害の発生は水稲の防除時期

に多く、その際使用された農薬の影響を受けた

可能性が高いとの報告がなされています。この

ため、県としましては、関係機関と連携して、

農薬の散布者に対しましては、巣箱の設置場所

に関する情報の提供や散布時間の調整等を指導

するとともに、飼育届のある養蜂事業者などに

対しては、農薬散布計画を事前に連絡するなど

しまして、被害を回避するような注意喚起を
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行っているところであります。

先ほどございましたように、○髙橋 透議員

カメムシ予防で使われているというふうに聞く

んです。予防した後に水田に水が残っていま

す。そこにたまる水に農薬が残る。それをミツ

バチが飲みに来るらしいですね。そういうよう

なので死んだりするんじゃなかろうかという話

を聞いたところであります。

次に、食を提供する立場からの心構えをお尋

ねしていきたいと思っています。予防原則の立

場から、抑制的に使用基準を厳しく規制してい

る欧米と違って、日本は、農薬の検討は、因果

関係が立証されなければ認可する傾向があると

いうふうに聞いております。今、量販店でも気

軽に買える家庭用殺虫剤にもネオニコ農薬が多

く見られております。先ほど紹介しました黒田

さんは、「胎児期とか幼児期に発達障がいへの

影響が最も大きい。それ以降も脳は成長するの

で、その時期にできるだけ農薬を避ける。子供

たちには有機・無農薬野菜を食べさせる。その

ためには、保育所、幼稚園、学校の給食に地域

の有機・無農薬農産物を使うこと」と断言され

ています。保育所、幼稚園、学校の給食に地域

の有機・無農薬農産物を使う意義について、福

祉保健部長、教育長に見解を伺います。

保育所、幼稚○福祉保健部長（畑山栄介君）

園等において、日々提供される給食の質の確保

は、乳幼児期の子供の健全な発達を図る上で大

変重要であると認識しております。このため、

現行の保育所保育指針等におきましては、安全

・安心な給食の提供を基本とし、子供たちが発

育・発達に応じて適切な栄養を摂取し、おいし

く魅力的な食事であるよう配慮することはもと

より、自然の恵みとしての食材や調理する人へ

の感謝の気持ちの育成など、食育の観点にも配

慮することが求められております。このような

中、県内では、地元の農家と契約して有機や無

農薬の野菜を使用するなど、特色ある取り組み

を行っている施設もあると伺っております。県

としましては、このような取り組みを研修を通

じて紹介するなど、保育所等の給食が、安全・

安心で人間性を育むより豊かなものとなるよ

う、啓発を図ってまいりたいと考えておりま

す。

学校給食は、子供た○教育長（四本 孝君）

ちの心身の健やかな成長を促す上で、極めて重

要なものであります。地域の産物を給食の食材

として使用するということは、子供たちの生産

者に対する感謝の気持ちを育んだり、地域の食

文化への理解を深めたりすることにもつながり

ます。学校給食におきましては、価格が予算内

であることや、必要な数量が確保できることな

ど、制約はございますが、身近な地域でつくら

れた安全・安心な農産物を使用することは重要

であると考えております。

価格とか数量を言われると課○髙橋 透議員

題はあるんですけど、私は、この問題は敏感に

なってほしいと思います。そのことを申し上げ

て、次に移ります。

施設から家庭へ、里親委託75％以上の目標に

どう取り組んでいかれるのか、お尋ねしてまい

りたいと思います。虐待などによって親元で暮

らせない小学校入学前の子供について、厚生労

働省の有識者検討会は、７年以内に里親委託

を75％以上とする新たな目標を示されました。

県はこれをどのように受けとめているのか、現

在の取り組みとあわせてお伺いいたします。福

祉保健部長、よろしくお願いします。

県では、現○福祉保健部長（畑山栄介君）

在、さまざまな事情により家庭で生活すること
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ができない子供たちに対し、可能な限り家庭に

近い養育環境を確保するため、家庭的養護推進

計画に基づいて、児童養護施設の小規模化等に

取り組んでおり、里親等への委託率について

も、平成41年度までに35％とする目標を掲げて

おります。今般、国が設置した検討会におい

て、就学前の子供の里親委託率を75％以上とす

る提言が出されましたけれども、国によれば、

今後、この提言を十分検討した上で、具体的な

方針等を示す予定であると伺っております。い

ずれにしましても、家庭的養護の推進にとっ

て、里親委託の拡大は重要でありますから、県

としましては、今後、国の方針等を詳細に把握

しつつ、里親委託の推進に努めてまいりたいと

考えております。

本県においては、まずは小規○髙橋 透議員

模化とおっしゃっていました。それと本県の計

画、27年から41年まで、ここに目標を掲げてい

ますね、35％。この数字も重たいんですよ。な

ぜかといいますと、本県の28年度末での委託率

は12％です。近年は下がっているというふうに

私は聞いていますが、里親委託が進まない要因

に、適応の問題とかスタッフの努力もあるんで

しょうけれども、全国の平均も低いんです

ね。17.5％ですか。ただ、申し上げました27年

から41年の15年計画、この計画に沿って着実に

事業を進めてやられるんでしょうけど、できる

ものは前倒しして一年でも早く、そういう姿勢

が求められていると私は思うんです。そこでお

尋ねするのは、乳児院は、今、宮崎市と都城に

設置されています。県北地域における乳児院の

整備計画はどうなっているのか、お尋ねいたし

ます。

県の家庭的養○福祉保健部長（畑山栄介君）

護推進計画では、平成31年度までに、県北地域

の児童養護施設内に、５名を定員とする乳幼児

の小規模グループケアユニットを設置する目標

を掲げており、現在、法人や施設と早期実現に

向けた協議等を行っているところであります。

31年までに乳児院を開設する○髙橋 透議員

ことで法人と協議しているということで、これ

は事業計画どおりですよね。聞くところにより

ますと、延岡の社会福祉法人も受け入れはでき

る状態にあると。ということは、あと福祉保健

部ができることは、１年前倒しの来年の４月な

のか。いや、年度途中でもやると、そういう努

力をやってほしいなと私は思っているんです。

可能な限り急ぐべきだと思いますが、再度、福

祉保健部長の答弁を求めます。

乳児院機能の○福祉保健部長（畑山栄介君）

地域分散化の観点からは、御指摘の未設置であ

る県北地域において、可能な限り早期に当該施

設の設置を図る必要があると考えております。

設置に当たりましては、乳幼児のケアに当たる

施設設備、それから職員の育成・配置、こう

いったものが必要になりますから、引き続き、

法人等と具体的な協議・調整を進めてまいりた

いと考えております。

調整を進めていけば、必ず前○髙橋 透議員

倒しできます。よろしくお願いします。

次に、観光立県についてお尋ねしてまいりま

す。

パラリンピック事前合宿誘致、全国障害者芸

術・文化祭みやざき大会の受け入れに向けて、

ハードとソフト面でのバリアフリー対策が必要

と考えますが、宮崎県としてどのように取り組

んでおられるのか、知事にお尋ねいたします。

2020年東京オリンピッ○知事（河野俊嗣君）

ク・パラリンピックや、その同じ年に本県で開

催いたします国民文化祭、全国障害者芸術・文



- 83 -

平成29年９月14日(木)

化祭を見据え、施設のバリアフリー化を初めと

した受け入れ環境の向上を図ることは、大変重

要であると考えております。県におきまして

は、人にやさしい福祉のまちづくりの推進を初

め、昨年には、「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」を制定しま

して、多くの方々が利用する施設のバリアフリ

ー化を図るとともに、障がいのある方に対する

合理的配慮の啓発に努めているところでありま

す。2020年には、障がいのある方や高齢の方な

ど、多くの方が来県されますことから、これら

の取り組みに加えまして、「心のバリアフリ

ー」に対する県民意識の高揚や、宿泊施設を初

めとする接客業の方々のおもてなしの充実な

ど、誰もが安心して来県いただけるよう、市町

村や民間の皆さんとしっかり連携して、受け入

れ環境の整備・充実を図ってまいりたいと考え

ております。

もう３年を切ったわけで、急○髙橋 透議員

がないといけないわけです。私は、具体的なス

ケジュールを示されていいんじゃないかなと

思ったりするんですけれども。これからの高齢

者は、車椅子になっても全国を旅行されます。

そういう意味では、バリアフリー観光対策への

投資、この効果は、今申し上げているオリン

ピック投資にとどまらないというふうに私は

思っています。多くの方々にオリンピック・パ

ラリンピック後にも来県してもらうためには、

これを機に、ハード面、ソフト面、しっかりと

バリアフリー化に取り組む必要があると思いま

すが、再度、知事の見解を伺います。

パラリンピックや全国○知事（河野俊嗣君）

障害者芸術・文化祭の開催は、スポーツや文化

のさらなる振興が図られますとともに、御指摘

のありました福祉のまちづくりの推進や、障が

いのある方や高齢の方などの本県への誘客促進

を図る上でも、大きな効果をもたらすものと期

待しております。県としましては、この機会を

大きなチャンスと捉え、これらの効果を一過性

のものとせず、2020年以降を見据えた受け入れ

環境の充実につなげていくために、「みやざき

東京オリンピック・パラリンピックおもてなし

プロジェクト」に、今、官民一体となって取り

組んでいるところであります。現在、さまざま

な国のパラリンピックの合宿の受け入れなどで

の視察も受ける中で、いろんな御指摘、アドバ

イスもいただいておるところであります。こう

したアドバイスもしっかり生かしながら、ま

た、誰もが安心して本県を訪れることができる

環境整備を図っていくことは大変重要でありま

すので、 2 0 2 0年以降の本県への誘客強化

や、2026年に本県での開催が内々定しておりま

す国民体育大会、全国障害者スポーツ大会の成

功につながるレガシーづくりに、引き続き努め

てまいりたいと考えております。

車椅子対応のホテルが少ない○髙橋 透議員

んです。そういう現状もあるし、身障者用トイ

レ、この設置も急ぐべきだというふうに思いま

すし、最低限の施設整備をやる必要がある。県

の総合計画審議会でも有識者の委員の方が指摘

されているはずですから、しっかり取り組んで

いただきたいと思います。

次に、農林水産業振興について一連の質問を

行ってまいります。

まずは、鳥インフルエンザ対策です。まだ日

中は気温が高い日が続いておりますが、警戒し

なければならない季節が到来してまいります。

高病原性鳥インフルエンザ対策であります。昨

シーズンの高病原性鳥インフルエンザの発生要

因とその後の対策について、農政水産部長にお
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尋ねいたします。

ことし６月に○農政水産部長（大坪篤史君）

公表されました国の調査報告書によりますと、

昨年の発生の要因としましては、野生動物や人

によりウイルスが鶏舎内に持ち込まれた可能性

が高い、そのように考えられるとされておりま

す。したがいまして、発生を未然に防ぐために

は、鶏舎内へのウイルス侵入防止対策の徹底が

重要ですので、今年度は、点検のポイントを示

した新たな資料を全農場に配付しまして、生産

者が自己点検した後、家畜防疫員が農場巡回時

に確認しているところであります。さらに、水

辺に近いリスクの高い農場に対しましては、11

月以降に再度立ち入り、発生防止を徹底してま

いります。生産者みずからが危機意識を持ち続

けることが何より重要ですので、防疫研修会や

防災メールを活用した情報発信等により、さら

なる防疫意識の高揚を図ってまいります。

昨日も質問があって答弁され○髙橋 透議員

ていますけど、11月以降も再度検査に入る。992

農場ですから、大変な作業だと思うんです。た

だ、これまで本県は20例ですか。隣の鹿児島は

１例なんですよね。この差は何なのかというと

ころをやっぱり問われていると思うんです。基

本的なことなんでしょうけど、鶏舎の中にウイ

ルスを入れない、そのことだと思うんです。11

月以降の取り組み、ぜひしっかりやっていただ

きたいと思います。

次に、農地中間管理機構の現状についてお尋

ねしてまいります。農地集積は、昨年度、本県

目標の35％どまりであったようですが、農地中

間管理事業の現状について、農政水産部長にお

尋ねいたします。

本県の農地中○農政水産部長（大坪篤史君）

間管理事業の取り組み面積は、制度が始まりま

した26年度に374ヘクタール、翌27年度に1,898

ヘクタールと伸びましたけれども、昨年度は、

農地所有者や地域に交付されます機構集積協力

金の単価の引き下げや、制度の変更が影響しま

して、1,062ヘクタールとなったところでありま

す。しかし、一方で、制度への認識が広がっ

て、全市町村で事業実績が出てきたところであ

りまして、本年度は、関係機関と連携した粘り

強い事業の推進により、８月までの取り扱い面

積は、昨年同時期の197％、約２倍に増加してお

ります。また、昨年、農業委員会法が改正され

まして、従来の農業委員のほか、地域ごとに農

地利用最適化推進委員というものが配置できる

ようになったことから、さらなる事業の推進を

期待しているところであります。

一度ちょっと低下して、また○髙橋 透議員

盛り返されているようですけど、平成35年度に

全体の８割の目標がありますよね。今のペース

では達成を心配しますが、農地集約の進まない

要因の一つに、条件不利地域が本県は多いとい

うことです。だから、基盤整備をいろいろと進

めていらっしゃるんでしょうけど、きのうもあ

りましたが、本県の農地基盤整備率は、全国平

均63.8％に対し39.4％です。九州では長崎

の30.7％が最下位で、その次なんです。本県の

農地基盤整備が進んでいない要因と今後の対策

について、農政水産部長にお尋ねします。

基盤整備がこ○農政水産部長（大坪篤史君）

れまで進んでいない要因としましては、本県の

農業形態が園芸や畜産主体であること、また、

事業要件に合うまとまった団地が少ないことな

どが考えられますが、事業の実施に際し、農業

者の費用負担が生じるということも大きな要因

であると考えております。このため、国や県で

は、農地の集積に応じた促進費を措置するなど
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の負担金軽減対策を講じてきたところですが、

さらに、現在、国では、農地中間管理権が設定

された農地を対象としまして、農家負担なしに

圃場整備が実施できる制度が検討されていると

ころであります。県といたしましては、この制

度も活用しながら、関係機関と連携を図り、担

い手への農地集積とあわせ、基盤整備の推進に

努めてまいりたいと考えております。

答弁にありましたように、受○髙橋 透議員

益者負担、ないんですね。いわゆる認定農家、

担い手に集約することによって、受益者負担は

ありません。それと、きのうも話題になってい

ましたけど、面積要件があったわけです。従来

だったら、20とか30ヘクタールというのが要件

にあったわけで、中山間地は以前から10ヘクタ

ールでいいんですね、10ヘクタール以上あれば

該当するわけで、この中間管理機構内の集約地

であれば５ヘクタールでいいんでしょう。だか

ら、ある意味では集落の同意を得やすくなる事

業になっているんです。これは急がないと、耕

作放棄している農家はふえている、地権者は亡

くなっている、その相続人は東京にいる、この

パターンが今ふえているわけです。いわゆる不

在地主。だから、なかなか仕事はやりにくく

なっているはずです。この事業を進めたら５年

かかりますよ、基盤整備。だからできるだけ早

く、それとこの事業のよさの周知ですね。ぜ

ひ、市町村と連携されて集約率を高めるような

取り組みをお願いいたします。

次に、森林環境税の国税化についてお尋ねし

てまいります。循環型林業の確立を図る上で、

森林整備のための財源確保は重要な課題であり

ます。そのために、国の森林環境税の早期実現

を要望されていますし、既に本県では独自課税

として森林環境税を導入しています。二重課税

の指摘もありますことから、本県の森林環境税

の概要及び、国の森林環境税が導入された場

合、本県の森林環境税はどうなるのか、環境森

林部長にお尋ねします。

本県の森林○環境森林部長（川野美奈子君）

環境税は、森林の持つ公益的機能が持続的に発

揮されるよう、県民の皆様の理解と協力のもと

に広く負担を求めているものでございまして、

年間の税収額は約３億円となっているところで

ございます。使途としましては、森林ボラン

ティアによる活動や水源地域での広葉樹の植

栽、県産材利用の普及啓発、森林環境教育な

ど、県民参加による森林（もり）づくりに活用

しているところでございます。一方、国の森林

環境税につきましては、放置されている人工林

を対象に、市町村が主体となって実施する間伐

等の森林整備などを使途とすることが、今現在

検討されているところでございまして、県の森

林環境税とのすみ分けが図られるものと考えて

いるところでございます。また、県の森林環境

税は、課税自主権に基づき、県が独自に行って

いるものでございまして、国の森林環境税が創

設されることに伴い、自動的に廃止されるもの

ではないということでございます。

わかりました。○髙橋 透議員

次に、水産振興について質問いたします。

「海の天気図」システムの高度化についてであ

りますが、今議会の補正予算にも計上されてお

ります。日向灘の海流などの情報を漁業者に提

供する、いわゆる「海の天気図」の海洋レーダ

ー整備による高度化の内容と、期待される効果

について、農政水産部長にお伺いいたします。

現在の「海の○農政水産部長（大坪篤史君）

天気図」は、１日１回、日向灘の水温と潮の流

れの情報をインターネットで提供しておりまし
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て、多くの漁業者が出漁の判断などに活用して

おります。ただ、一方で、漁業者のほうから

は、観測範囲の拡大や発信頻度の向上が望まれ

ているところであります。このため、今回の補

正予算で、海洋レーダーを国内では初めて漁業

用として整備したいと考えており、これにより

まして、潮の流れや波の高さが沖合100キロメー

トル程度まで広域的に観測可能となりまして、

時間ごとに最新の情報が提供できるようになり

ます。その結果、出漁の判断や漁場の発見が現

在よりも容易となり、また、経験の浅い漁業者

を含めたさらなる利用者の増加も見込まれると

考えております。

漁に出る判断が高度化される○髙橋 透議員

わけで、より効率的な漁ができる。わかりやす

く言えば、無駄な漁をしなくていいわけで、コ

ストが下がる。ということは、漁業者の所得が

上がるということだから、非常に期待されると

思うので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、漁船リース事業等による漁業モデル普

及についてお尋ねしてまいります。漁船リース

事業は、希望者が多くて、予算も限られている

こともあって、新船に乗りかえたい漁業者の要

望になかなか応えられていないのではないかと

思われますが、漁船リース事業の概要と県内で

の事業の活用状況について、農政水産部長にお

尋ねします。

この漁船リー○農政水産部長（大坪篤史君）

ス事業は、平成27年度と28年度に実施された国

の事業でありまして、沿岸漁船を対象とする

「浜の担い手漁船リース緊急事業」と、もう一

つ、沖合漁船を対象とする「漁船漁業構造改善

事業」で構成されています。この事業は、厳し

い経営状況の中で、漁船の更新が円滑に行えな

い実態を踏まえまして、リース事業者が国の支

援を受けて必要な漁船を購入し、希望する漁業

者に５年間程度リースするものでありまして、

事業終了後は、漁業者へ所有権が移転されるも

のであります。本県の事業の活用状況としまし

ては、宮崎県漁村活性化推進機構等がリース事

業者になりまして、24隻の新船や、比較的新し

い中古船の購入などが行われております。

24隻が該当したということ○髙橋 透議員

で、これは単年度の補正だというふうに伺って

いますから、限られた予算というよりも、一年

一年が勝負なわけで、ことしもまだ決まってい

ませんよね。そういう意味では、現場の漁師は

期待しているわけだから、しっかりこの予算確

保をやっていただきたいなと思っています。た

だ、これで救われない漁業者もたくさんいらっ

しゃるわけで、御存じのように、15年を超えた

船というのが95％ですよね、現在。だから、

今、新船に乗りかえなければもう廃業だという

方は結構いらっしゃるんです。これは本当に大

きな問題であって、この現状にどう対応してい

くのかというのが本県水産業の課題でありま

す。特に、船価、船の値段が高いカツオ・マグ

ロ漁船、こういったところを含めて、さらなる

漁船の若返りにどのように取り組んでいかれる

のか、農政水産部長にお尋ねします。

昨年度、宮崎○農政水産部長（大坪篤史君）

県漁村活性化推進機構が、漁船を更新するため

の事業の活用について、県内の漁業者にニーズ

調査を実施しましたところ、100隻程度の希望が

ございました。このため、沿岸漁船につきまし

ては、漁船リース事業を活用して、優先順位を

つけて漁船の更新を推進しているところであり

ます。一方、議員がおっしゃいました、船の価

格が高いカツオ・マグロ漁船につきましては、

予算規模が比較的大きい、国の「もうかる漁業
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創設支援事業」を活用しまして、漁船の建造を

推進しているところであります。県としまして

は、県内漁業者のニーズにしっかりと応えるた

め、関係機関と連携しまして、事業の継続と予

算の拡充を国に要望しますとともに、円滑な事

業実施に努めてまいりたいと考えております。

これも国の予算なわけで、予○髙橋 透議員

算を継続してもらわなければいけないし、拡充

してもらわないといけない。担当者は、とにか

く全部新船にかえる心構えでいるんだというこ

とで頑張っていらっしゃいますから、要望活動

をしっかりとお願いしたいと思います。

次に、海外輸出の関係でお尋ねしてまいりま

すが、過日、みやざき地頭鶏事業協同組合と県

が連携して、みやざき地頭鶏の初輸出を実現さ

れました。みやざき地頭鶏の香港で開催された

見本市での手応えと、輸出拡大に向けた今後の

取り組みについて、農政水産部長にお尋ねしま

す。

みやざき地頭○農政水産部長（大坪篤史君）

鶏の海外輸出に向けた取り組みにつきまして

は、これまで輸出促進コーディネーター等の協

力を得て、香港やベトナムでのマーケティング

調査や、対象国の衛生基準を満たす施設の選

定、輸出に向けた体制づくりに取り組んだとこ

ろです。その結果、９月５日から７日まで開催

されました見本市、「レストラン＆バー香

港2017」というものですが、これに出展しまし

て、みやざき地頭鶏の初めての輸出とＰＲが実

施できました。来場者からは、「おいしい」

「味が濃い」「弾力がある」、そのような前向

きの評価を得たところでございまして、香港の

消費者にも受け入れられるとの手応えを感じて

いるところであります。県としましては、この

見本市を契機に商談を進め、販路開拓を図るな

ど、生産者や関係機関と一体となって、この地

頭鶏の本格的な輸出に向けた取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

本格的な輸出の取り組み、お○髙橋 透議員

願いしたいわけであります。2015年あたりまで

は、みやざき地頭鶏の出荷量は右肩上がりで伸

びていたわけです。日本三大地鶏の出荷量に追

いつく勢いもあったかに思いますが、この海外

輸出の取り組みで、ぜひまた出荷量を伸ばして

いただくようにお願いしたいと思います。

次に、宮崎焼酎、３回連続日本一の宮崎牛、

地頭鶏が一体となった取り組みについてお尋ね

してまいります。官民一体で焼酎の海外輸出を

展開する取り組みが、８月にロサンゼルスであ

りました。日本酒と比べて圧倒的に知名度が低

い焼酎ではありますが、その第一歩を踏み出し

ました。さきの全国和牛能力共進会の内閣総理

大臣賞を３回連続で受賞し、日本一に宮崎牛が

輝きました。３年連続焼酎出荷量日本一の宮崎

焼酎の海外輸出の展開に、日本一の宮崎牛、そ

して、海外輸出への展開が始まったみやざき地

頭鶏をセットで売り込むキャンペーン、これは

あらゆる機会に取り組むべきではないかと思い

ます。焼酎の輸出拡大に向けて、みやざき地頭

鶏や宮崎牛の活用も図るべきと考えますが、商

工観光労働部長の答弁をお願いいたします。

焼酎の輸○商工観光労働部長（中田哲朗君）

出拡大に向けた取り組みといたしましては、香

港、シンガポール等、アジアを中心に開催され

る見本市や商談会への出展を初め、アメリカで

のトップセールス、世界各国からのバイヤーの

招聘等を通じまして、取引促進に努めていると

ころであります。海外への売り込みに当たりま

しては、その国・地域の嗜好に合わせた飲み方

の提案や、焼酎の特徴を引き出すために、県産
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食材とセットにしたＰＲ等に取り組むことは非

常に重要であると考えているところでありま

す。今回、みやざき地頭鶏が初めて海外に輸出

され、宮崎牛が日本一３連覇を達成いたしまし

たので、これらのことを最大限に生かしなが

ら、焼酎のさらなる輸出拡大に向けて、関係機

関としっかり連携し、取り組んでまいりたいと

考えております。

宮崎牛が日本一に３回連続で○髙橋 透議員

輝いたこのタイミングで、できるだけ早く第１

回を取り組んでほしいというふうに思いますの

で、要望いたします。

次に、防災対策と公共事業ということで質問

してまいります。

緊急輸送道路の整備率と国道220号の役割を尋

ねるわけですが、まず、緊急輸送道路の改良

率、そして、220号は果たして緊急輸送道路とし

ての役割を果たしているのか、県土整備部長に

お尋ねします。

本県におけ○県土整備部長（東 憲之介君）

る緊急輸送道路につきましては、国県道や市町

村道など合わせて94路線、延長1,870キロメート

ルでありまして、車道幅員が5.5メートル以上の

改良率は、ことし４月１日現在、86％となって

おります。また、国が管理する国道220号につき

ましては、地質が脆弱なことから、異常気象時

における通行規制区間があるものの、県内に甚

大な被害を与えた平成17年の台風14号による豪

雨の際にも、周辺の国県道が災害で通行どめと

なる中、被災することなく、緊急輸送道路とし

ての機能を発揮したところであり、重要な役割

を果たす道路であると考えております。

改良率は86％ということです○髙橋 透議員

が、これを100％にすべきことは当然のことであ

りまして、今、最後のほうの、220号は役割を果

たしているということで、理解はしたいんです

が、御案内のように、６月20日の大雨によって

斜面崩壊、完全通行どめなんです。延長100メー

ター、高さ100メーターの崩壊ですから、１カ月

以上かかると言われていました。しかし、国交

省を初めとする関係各位の御努力、そして現場

の方々の24時間の作業で、８日で片側通行にし

ていただきました。関係各位に心から感謝を申

し上げるところであります。

ただ、御案内のように、220号というのは、連

続雨量170ミリで通行どめというのが今、決まり

事ですね。ところが、あの崩壊現場のところ、

今、片側通行になっているところ、施工業者の

安全確保というところもあるんでしょう。170ミ

リ以下でも通行どめにするということを聞いて

いるんです。ひょっとしたら100ミリで通行どめ

にするかもしれないし、50ミリかもしれない。

そういったところでいえば、いつ大雨で完全通

行どめになることがあるかもしれないというこ

とで、実は私を初め、地元の人たちは心配して

います。通学、通勤者、人工透析患者もいるん

です。そして、年100万人を超える観光客の往来

もあります。命の道であります。防災対策の早

期整備をお願いするわけですが、将来は、この

国道220号の防災対策工事は完了していただくは

ずです。そして、県道の日南高岡線がありま

す。そしてもう１本、東九州道も完成するはず

です。いわゆる縦軸が３本あるわけです。とこ

ろが、横軸を見ると、現在、市道の富土郷之原

線があるわけですが、御存じだと思うんです

が、車幅は狭いです。離合できません。それ

と、場所によっては斜面が崩落する危険箇所も

何カ所もあるんです。そういう意味では、東九

州自動車道日南北郷インターチェンジがもうす

ぐできます。ここと鵜戸地区を結ぶ横軸が、新
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たな道路として必要じゃないかと思うんです。

非常に重たい質問ではありますが、県土整備部

長にお考えをお伺いします。よろしくお願いし

ます。

御質問の日○県土整備部長（東 憲之介君）

南北郷インターチェンジと国道220号の鵜戸地区

を直接結ぶ新たな道路につきましては、現在、

県が管理する道路がないことや、地形が急峻で

地質も脆弱であるため、その整備に多額の費用

を要するなど、さまざまな課題もあるというこ

とで、県で整備することは困難であると考えて

いるところでございます。県としましては、東

九州自動車道と国道220号のアクセス道路とし

て、御質問にありましたが、県が管理する日南

高岡線や益安平山線などを位置づけておりまし

て、このうち、未改良区間が残る県道益安平山

線で現在整備を進めているところであります。

また、国においても、現在、異常気象時におけ

る通行規制区間の解消などに向け、国道220号日

南防災事業が進められているところであり、県

といたしましては、引き続き、日南防災事業の

早期完成を国に対し強く働きかけてまいりたい

と考えております。

まずは既存の課題を解決す○髙橋 透議員

る、だと思います。今申し上げました北郷イン

ターから220号の鵜戸地区へのバイパス要望、改

めてお部屋に伺いますから、よろしくお願いし

たいと思います。

次に、教育問題に移りたいと思います。

まずは、道徳の教科化に対する考え方であり

ます。道徳の教科化が始まります。2018年度か

ら小学校、そして、中学校は2019年度から始ま

ります。なぜ今、道徳の教科化なのかという意

見があります。一つの大きな理由として、いじ

め問題があります。ただ、道徳の教科化でいじ

めをなくすことになるのかは疑問が生じるとこ

ろであります。なかなかいじめの存在を認めよ

うとしない学校の体質にも問題があります。さ

らに、多忙をきわめる教員が、児童生徒一人一

人と向き合う時間をしっかりとれないという現

実を踏まえ、学校改革も実行されなければなら

ないと思います。道徳の教科化に伴い、これま

での道徳教育がどう変わるのか、教育長にお尋

ねします。

道徳教育につきまし○教育長（四本 孝君）

ては、これまでも、よりよく生きるための道徳

性の育成に努めてきたところではありますが、

いじめや情報モラル、災害時の助け合いなど、

現代的な課題への内容の充実を図り、「特別の

教科 道徳」として教科化が始まるものであり

ます。教科化に伴う主な変更点は３つでござい

ます。１点目が、今回から教科書を使用するよ

うになったこと、２点目、子供の学習状況や成

長の様子を記述式で評価するようになったこ

と、３点目、教師が主導して進める道徳から、

児童生徒がみずから考え議論する道徳へと質的

転換を図ること、これらが道徳の教科化に伴う

主な変更点でございます。県教育委員会といた

しましては、管理職や道徳担当者を対象とした

研修会を実施したり、変更点を示したリーフ

レットを配付したりしているところであり、今

後も道徳教育の一層の充実に努めてまいりたい

と思います。

８月30日の朝日新聞に、歌手○髙橋 透議員

で俳優の美輪明宏さんが、「こんな政治で、国

が道徳を教科化？」という疑問を投げかけられ

ていました。その理由は、「政治の劣化や保身

に走る教育委員会、金もうけ主義、子供を塾に

がんじがらめにする親。本当に愛情を持って子

供を導くには、まずは導く資格があるかどうか
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我が身を振り返ることです」と言われました。

さらに美輪さんは、「子供は、親の背中、大人

の一挙手一投足を見て育つ。本当に子供のため

に必要なのは、どんな教育よりも、親の生き

方、大人の生き様なんです」と寄稿されており

ました。私がこの文章を見て思い出したのは、

「全ての大人は全ての子供の教師たれ」、おわ

かりですね、東国原元宮崎県知事の教育スロー

ガンでありました。先ほど、保身に走る教育委

員会と言いましたが、県南のある高校では、保

護者にクレーマーがふえて、生徒に注意するこ

ともままならない学校になりつつあると聞きま

した。だから、生徒指導担当になる先生がいな

いということをぼやかれていました。しかし、

そこの校長は、「責任は校長の私がとるから堂

々と指導しなさい」と促されたそうでありま

す。この校長は立派ですよね。責任の所在を明

確にする。学校、ＰＴＡ、地域がしっかり連携

していればクレーマーははね返せます。今、教

育現場には、責任をとる環境づくり、つまり、

責任ある立場のリーダーシップ、風通し、伸び

伸びとした校風が求められているのではないか

と思います。教育長、よろしくお願いいたしま

す。

次に、視覚障がい幼児のための幼稚部設置に

ついてお尋ねしてまいります。明星視覚支援学

校における視覚障がいのある幼児への対応状況

と幼稚部設置について、考え方を教育長にお尋

ねします。

現在、明星視覚支援○教育長（四本 孝君）

学校におきましては、教育相談として、４名の

幼児及び保護者を対象に、家庭での養育等に関

する相談を行いながら、対象幼児の歩行練習あ

るいは遊びを通した体験活動など、実際の生活

に生かせる内容に取り組み、支援を行っている

ところでございます。また、今年度から、就学

後の学校生活を安心して過ごせるように実施回

数をふやしたり、給食を実施して時間の延長を

するなど、支援の充実に努めているところであ

ります。障がいのある子供の教育の中でも、と

りわけ視覚障がいのある幼児の早期教育につき

ましては、大変重要なことであると認識をして

おります。明星視覚支援学校の幼稚部設置につ

きましては、これまでの教育相談の状況や、保

護者及び学校からの要望等を十分に踏まえなが

ら、現在検討を進めているところであります。

幼稚部設置について検討を進○髙橋 透議員

めている。私以外、保護者は、具体的なスケジ

ュールを聞きたい、期待していると思っている

んです。宮崎大学に通院している矯正視力が0.3

以下の子供たちは57人いるそうです。ひょっと

したらまだいると想定されると思うんですが、

３年続けて知事にも要望に来ているはずです。

保護者の思いをどう受けとめられているのか。

矯正視力0.3ですよ、その子たちが幼いときに、

活字だったり、色だったり、形、これを早く教

え込むことなんです。最早教育が特別支援には

必要なんです。これは発達障がいにも言えると

思います。そのことをもって具体的なスケジュ

ールに踏み込めないのか、もっと保護者に明る

い展望ある答弁はできないのか、教育長、再度

答弁に立ってください。お願いします。

先ほども申し上げま○教育長（四本 孝君）

したとおりでありますが、早期教育は大変重要

であると認識しております。保護者の思いや学

校からの要望等につきまして、重く受けとめて

いるところでございます。幼稚部設置につきま

しては、スピード感を持って検討を進めてまい

ります。

重く受けとめている。スピー○髙橋 透議員
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ド感をもって取り組みたい。ぜひ保護者の期待

に応えてください。よろしくお願いします。

最後になりました。安心安全な社会づくり、

２問質問をしてまいります。

まずは、日本一の治安を維持・強化するため

の取り組みであります。2015年の凶悪犯罪の人

口10万人当たりの発生件数は全国最少、凶悪犯

罪検挙率は全国最高、2016年の刑法犯認知件数

減少率は全国２位、2015年、2016年の特殊詐欺

の阻止率は全国平均を上回るなど、本県の治安

は全国的に見て非常に良好な状態にあります。

野口前警察本部長は、「第一線で住民に寄り

添った活動を行っている警察官を激励したい」

と、離任に当たり、宮日新聞に寄稿されていま

した。警察職員の士気の高さであると思いま

す。そこで、後任として本県に着任された郷治

警察本部長にお尋ねいたしますが、日本一の治

安を維持・強化するためには、警察職員の士気

を高めることが大事です。そのためにどのよう

な取り組みをされるのか、お尋ねいたします。

県民の皆様が警○警察本部長（郷治知道君）

察に期待されるのは、安心して生活できる治安

を確保することであると考えております。県警

察では、運営方針である「県民の期待と信頼に

応える強くしなやかな警察」を基本として、各

種警察活動を推進しておりますが、これを確立

するためには、職員一人一人の士気を高めるこ

とが不可欠であります。私は、先日着任した

際、職員に対しまして、積極的に仕事に取り組

み、必要な知識・技術の研さんに励むことに加

え、職員相互の意思疎通を図ることについて指

示いたしました。私自身につきましても、職員

と協力しながら、職員一人一人が健康で、県民

のために一致団結して、培った実力を十分に発

揮でき、また、自分の考えを述べやすい風通し

のよい職場づくりに努めるなど、精いっぱい力

を尽くしてまいりたいと考えております。

野口前本部長もお見えになり○髙橋 透議員

ましたが、ぜひ、郷治本部長も酒谷駐在所にお

いでください。歓迎いたします。

最後に、警察医の現状と大規模災害への対応

についてお尋ねいたします。近年は、自然災害

に伴う死亡例が多発しております。一方、独居

老人も増加して、孤独死になりますと、事件性

のある場合には、医学的見地から検視・検案が

必要となります。従来は、警察医の名称で、限

られた医師が警察活動を医療の面から支えられ

ていました。しかし、業務が苛酷になるにつ

れ、警察医のなり手が少なくなっていると言わ

れます。東日本大震災のような大規模災害にも

なると、多数の身元不明の遺体があり、検視例

も想像を超える数になるものと予測されます。

そこで、通常時の検視体制の現状と大規模災害

時の対応についてお伺いいたします。

通常時の検視○警察本部長（郷治知道君）

は、発生地を管轄する警察署の刑事課員と警察

本部捜査第一課検死官室の検死官など、７名か

ら８名の警察官が臨場して実施しております。

検視時には医師による検案が必要であります

が、病院で死亡確認された場合を除き、各署の

宮崎県警察医会会員の医師を中心に検案の依頼

を行っています。

次に、大規模災害発生時の初期の検視体制

は、警察本部に捜査第一課長以下29名、県下13

警察署にそれぞれ１個班６名の検視隊を編成し

て対応することとしております。また、本県か

らの要請に基づいて、他府県から検視に関する

応援部隊が派遣されることになっております。

なお、大規模災害時の検案医師は、宮崎県医師

会に対して、警察が医師の派遣を依頼いたしま

平成29年９月14日(木)
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す。

しっかり取り組んでいただき○髙橋 透議員

たいと思います。

以上で県民連合宮崎を代表しての質問を終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時35分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 原正三議長

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎○新見昌安議員

県議団を代表し、通告に従い、順次代表質問を

行います。知事を初めとして、関係各部長、教

育長に答弁をお願いいたします。

初めは、知事の政治姿勢についてでありま

す。

国連は2015年、貧困や格差、気候変動などの

課題解決に向け、加盟国が2016年の１月か

ら2030年末の達成を目指して取り組む「持続可

能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を採択しておりま

す。これには、１番目「貧困をなくそう」か

ら17番目の「パートナーシップで目標を達成し

よう」までの17の大目標と169の具体的な指標が

設定されておりますが、公明党は2016年１月の

ＳＤＧｓの発効を受けて、その月のうちに推進

委員会を設置し、その達成に向けて力を入れて

おります。

我が党の国会質問や政府への要望等により、

昨年５月、政府内に推進本部が設置され、12月

には実施指針も策定されたところであります。

その中には、我が党の要望を踏まえ、2020年度

からの次期学習指導要領にＳＤＧｓの理念を反

映することも既に決定しております。ＳＤＧｓ

の達成は、開発途上国、先進国を問わず、全て

の国が主体となり、それぞれ国内対策を求めら

れております。

例えば、先ほど述べたように、17の大目標の

１番目は「貧困をなくそう」ですが、日本国内

の貧困問題の解決を考えたとき、そこでは、政

府だけではなく、地方自治体やＮＧＯなどとの

連携が必要となってまいります。国は今、地方

創生や一億総活躍社会、「人づくり革命」をう

たっておりますが、これらがＳＤＧｓの基本理

念にも通ずることを考えると、今後、ＳＤＧｓ

を推進する必要性をいかにわかりやすく伝えて

いくかが重要になると考えます。

内閣府は、来年度予算概算要求に11億8,000万

円を計上し、地方自治体の先進的な取り組みを

公募で10件選び、１件当たり１億円を補助する

モデル事業を行うようでありますが、地方にお

けるＳＤＧｓへの取り組みが今後加速してくる

ことが予想されます。そこでまずは、ＳＤＧｓ

に対する知事の認識と、宮崎県として今後どの

ように取り組んでいくのか伺いたいと思いま

す。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

ＳＤＧｓは、持続可能な世界を築くための大

変重要な行動計画であるものと考えておりま

す。この取り組みの中では、「住み続けられる

まちづくりを」が目標の一つに掲げられるな

ど、地方創生の実現にも資するものであります

ことから、国は、地方におけるＳＤＧｓの取り

組みを促進するため、具体的な施策の検討を進
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めているところであります。

今後、人口減少が本格化していく中で、地方

ならではの強みを生かし、いかに持続可能な地

域づくりを進めるか、高齢化時代における健康

と福祉の確保、働き方改革など、本県にとりま

しても重要なテーマが掲げられておるというふ

うに考えております。国の検討状況などを踏ま

え、本県としても適切に対応してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

国内における先進事例として○新見昌安議員

は、滋賀県が、ＳＤＧｓに掲げられた理念や目

標を県の次期基本構想の柱に据える方針だとい

うことを聞いております。また、北九州市で

は、世界をリードする資源・エネルギー循環シ

ステムの構築などを環境基本計画に盛り込むと

いうことも聞いております。ＳＤＧｓについて

は、今後しっかりと庁内で議論していただけれ

ばと思います。

引き続き知事に伺ってまいります。きのう山

下議員も取り上げておりましたが、さきの通常

国会で改正学校教育法が成立したことによっ

て、新たな高等教育機関「専門職大学」「専門

職短期大学」が2019年４月から開設できるよう

になりました。これらは、1964年（昭和39年）

の短期大学以来、大学制度としては実に55年ぶ

りの新たな教育機関となるようであります。

この２つが創設される背景には、既存の大学

教育において、産業界のニーズに合った実践的

な教育が十分に行われてこなかったということ

があります。このため、専門職大学、専門職短

期大学では、専門業務を牽引できる高度な実践

力とともに、変化に応じて新たな物やサービス

をつくり出せる創造力を兼ね備えた、いわゆる

即戦力、こういった人材の育成を目指すという

ことであります。

専門職大学、専門職短期大学の開設は、産業

界の要請に応えるとともに、多様な学生の将来

の可能性を開くという観点からも、時代にマッ

チしたものじゃないかと思います。本県におい

ても、今後、開設に向けた動きが出てくるので

はないかと思います。宮崎の若者の県外流出へ

の歯どめにもなり、地方創生の決め手にもなる

というふうに思います。県として、しっかりと

支援していくべきではないかと考えるところで

すが、知事の認識を伺いたいと思います。

専門職大学及び短期大○知事（河野俊嗣君）

学につきましては、質の高い専門職業人材の養

成や社会人の学び直しなどの社会のニーズに対

応します新たな高等教育機関として設けられる

ものでありまして、地域や企業を支える産業人

材の育成・確保に資するものであると考えてお

ります。

県といたしましては、これまでも全国知事会

等を通じて、地方の実情に配慮した教員の配置

や施設整備の基準となるよう、要望を行ってき

たところであります。今後、県内において、開

設に向けた動きが出てきた場合には、その内容

を見きわめながら、必要な情報提供や地元産業

界等と連携した教育課程づくりなど、適切な支

援を行ってまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○新見昌安議員

次に、シェアリングエコノミーについて伺い

たいと思います。最近よく耳にする言葉の一つ

であります。これは、個人や企業などが所有す

る物や遊休資産、ノウハウなどを、インター

ネットを利用した仲介によって他者と交換した

り共有したりすることで、「共有経済」とも訳

されておりますけれども、世界経済の新しい潮

流となっており、今の日本においても、シェア

が私たちの生活を変えようとしているというふ
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うに感じております。

そのような中、総務省は、地方自治体が過疎

や人手不足といった地域の課題を、シェアリン

グエコノミーを活用して解決する取り組みを後

押しするために、来年度予算の概算要求に２億

円を計上しております。地域の課題解決と経済

の活性化の一石二鳥だとしておりますけれど

も、確かに、過剰消費にかわって、ふだん使わ

れていない個人の資産などを必要とする人にイ

ンターネットを介して提供することで、一定の

経済効果は期待できます。シェアリングエコノ

ミーの進展に対する知事の見解を伺いたいと思

います。

人口減少が本格化し○知事（河野俊嗣君）

て、市場や社会の成熟化が進むとともに、ＳＮ

Ｓなどの活用が急速に拡大する中で、物、お

金、技術などを有効活用するというシェアリン

グエコノミーは、シェアハウスやカーシェアリ

ングなどの形で広がってきているところであり

ます。

私、２月にアメリカに参りましたとき、非常

に印象的でありましたのが、現地で働く外務省

の友人が私に会いたいということで、ホテルへ

夜遅い時間に来たんですけど、現地のタクシー

ではない一般の車で来たものですから、「こん

な遅い時間に奥さんに送ってもらったのか」と

いうふうに言ったら、「いやいや、ドライバー

は全く誰か知らない」と、まさにカーシェアリ

ングのシステムで来たということで、そこで初

めて接したわけでありますし、ロサンゼルスに

おいても、同じように現地の知人がこのサービ

スを使っておりました。

このように、いろんな使われ方があるわけで

ありますが、一方で、事故やトラブルへの対

応、旅館やタクシーなどの営業の種類ごとに制

定されている規制との整合性の問題などの課題

もあるため、現在、国においても、各種の相談

への対応やルールづくりのための検討などが行

われているところであります。本県におきまし

ても、空きスペースを活用した子育て支援や、

客貨混載による路線バスの運行などの取り組み

が行われておりますので、国の検討状況を注視

しながら、地域課題の解決につながるよう取り

組んでまいりたいと考えております。

今の答弁にもあったように、○新見昌安議員

シェアリングエコノミーには、空間、物、スキ

ル、クラウドファンディングに象徴されるよう

なお金のシェアなどの形態がありますけれど

も、一つ気になるのが、今、知事も例で挙げら

れました移動のシェアであります。ライドシェ

アと称するもので、これは、一般のドライバー

が料金を徴収して自家用車で利用者を送迎す

る、まさしく道路運送法で禁止されている、い

わゆる白タク行為そのものじゃないかと思いま

す。

２種免許も必要ない。アルコールチェックの

義務づけもない。運賃トラブル発生がなきにし

もあらず。そして、事故が発生した場合、補償

の問題もあります。人の命を預かる運送である

以上、利用者の安全・安心の確保が何よりも重

要であり、そのためにも厳しい法律に規制され

るべきと考えます。一部地域で既に実施されて

おります交通弱者に配慮した特例には賛成です

けれども、ライドシェアを容認する規制緩和に

は、個人的には反対であります。ライドシェア

に関しては、国においてもさまざま議論されて

おりますけれども、知事の感想をお聞きしたい

と思います。

ライドシェアにつきま○知事（河野俊嗣君）

しては、一般的に、自家用車のドライバーが他
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人を有償で運送する形態のうち、法律で認めら

れていない運送行為の一つでありますが、国の

規制改革推進会議では、本行為の事業化に向け

た規制緩和の議論もなされてきたものと承知し

ております。アメリカの状況なども見ておりま

すと、そのリスクというものを社会でどのよう

に許容するのか、それでどれだけの制度的な仕

組みを求めていくのか、それは国民的な認識が

ベースになるのではないかなと考えたところで

あります。

国土交通大臣は、本年４月の衆議院国土交通

委員会におきまして、「安全の確保、利用者の

保護等の観点から、運行管理や車両整備等につ

いて責任を負う主体を置かないままに、自家用

車のドライバーのみが運送責任を負う形態で旅

客運送を有償で行うことは問題があり、極めて

慎重な検討が必要」と答弁しておられます。私

としては、こうした国の動き、議論というもの

を注視してまいりたいと考えております。

よくわかりました。○新見昌安議員

次は、働き方改革について何点か伺っていき

たいと思います。

まずは、テレワークについてであります。政

府は、2020年東京オリンピックの開会式が行わ

れる７月24日を、ことしから「テレワーク・デ

イ」と位置づけて、普及を推進するようであり

ます。これは、３年後の開会日当日には、外国

からの参加選手、訪日外国人観光客の移動で首

都圏が大混雑するということが予想されるた

め、７月24日を「テレワーク・デイ」とするこ

とによってテレワークの定着化を進め、企業で

働く従業員などに出勤を控えてもらうことで、

交通渋滞を緩和できる環境づくりを今から始め

るとともに、働き方改革の実現にもつなげるこ

とを狙っているようであります。

公明党としましても、テレワークの普及を進

めるよう、政府に働きかけているところです

が、本年３月に政府が公表した「働き方改革実

行計画」には、「柔軟な働き方がしやすい環境

整備」が一つの柱として掲げてありまして、政

府もこの実現手段として、テレワークを推進す

る方針を打ち出しております。

このように環境は整いつつありますが、総務

省のデータによりますと、米国企業のテレワー

ク導入比率85％に対し、日本企業のそれは16％

にとどまるなど、日本での導入はなかなか進ん

でいないようであります。県内ではどんな状況

か知りたいと思っていたやさき、７月の宮崎日

日新聞に、県が県内企業を対象とした調査を

行った結果、県内でも導入は進んでいないとい

う報道がありました。その調査の詳細はどう

だったか、改めて商工観光労働部長に伺いま

す。

テレワー○商工観光労働部長（中田哲朗君）

クの導入状況につきましては、平成27年度に、

県内企業約500社を対象にアンケート調査を実施

いたしまして、127社から回答を得たところであ

りますが、その調査結果によりますと、在宅勤

務やサテライトオフィスでの勤務など、テレワ

ークを導入している企業が19社で、回答のあっ

た企業の15％となっております。また、今後、

テレワークの導入を予定している企業は、２社

の1.6％となっております。導入している企業に

ついて見てみますと、情報通信業が多く、その

他の業種では、導入が余り進んでいないという

状況にございます。

それでは、導入が進まない原○新見昌安議員

因をどのように捉えて、それを踏まえた県の取

り組み、どうされるのか、同じく商工観光労働

部長に伺いたいと思います。
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テレワー○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ク導入が進まない理由としましては、先ほどの

アンケート調査によりますと、「情報セキュリ

ティ上の不安」や「労働時間の管理が困難」

「メリットがわからない」といった課題が挙げ

られております。テレワークは、ワーク・ライ

フ・バランスを実現する上で有効な働き方であ

ると考えておりますので、県といたしまして

は、普及啓発セミナーの開催や、導入を希望す

る企業への専門家の派遣による支援といった取

り組み等を通じて、テレワークの導入促進に努

めているところでございます。

去年の２月議会において私○新見昌安議員

は、テレワークについて、まず隗より始めよ、

県が率先して取り組むべきというふうに訴えま

した。知事からは、「先進県の事例も踏まえな

がら、諸課題への対応を検討し、テレワークの

活用に向けて今後とも取り組んでいきたい」と

いう答弁をいただきました。その後の進捗につ

いて確認させていただきたいと思います。

県庁におけるテレワー○知事（河野俊嗣君）

クにつきましては、ワーク・ライフ・バランス

や業務の効率化という観点から、働き方改革の

推進に有効な制度であると認識しております。

本年７月に設置しました庁内の「働き方改革」

推進会議におきまして、新たな取り組みの一つ

として検討しているところであります。

具体的には、例えば、出張した職員が、用務

の前後の時間を利用して、出張先で業務に従事

することが可能となりますサテライトオフィス

につきまして、10月から、まずは本庁で試験的

に設置するなど、準備を進めているところであ

ります。

また、外部から、庁内の情報共有システムに

接続して、メールの確認等が可能となるリモー

トアクセスにつきまして、昨年度導入し、今年

度は利用対象職員の拡大に取り組んでいるとこ

ろであります。今後、こうした取り組みの効果

や課題などを検証しながら、働き方改革の有効

な手段でありますテレワークの活用に向けて、

県庁においても率先して取り組んでまいりたい

と考えております。

この点もよろしくお願いいた○新見昌安議員

します。

働き方改革の２点目ですが、企業主導型保育

所について、福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。これは、待機児童の解消に向け、保育の受

け皿確保を目的に、昨年度スタートした新しい

事業でありますけれども、本県における設置状

況はどんなぐあいか、また今後の設置予定も含

めてお示しいただきたいと思います。また、こ

の事業は企業主導型ではありますが、地域の子

供の受け入れも可能というふうになっていま

す。そのような事例があるかについてもあわせ

て伺いたいと思います。

企業主導型保○福祉保健部長（畑山栄介君）

育施設は、企業等が従業員のための保育所を設

置することにより、待機児童の解消と、仕事と

子育ての両立に資することを目的に導入された

ものであります。定員の２分の１以内で、地域

住民が利用する地域枠も設けることが可能と

なっております。本県では、現在４施設が運営

中であり、１施設が開設準備中となっておりま

す。また、運営中４施設のうち３施設について

は、地域の子供の受け入れもなされているとこ

ろであります。

企業主導型保育所ですけれど○新見昌安議員

も、保育士の配置基準が緩くて、安全管理の面

を心配する声もあります。研修制度を充実させ

るなど、県のかかわりも大事になると考えます
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けれども、どのように取り組んでいくのか、同

じく福祉保健部長に伺いたいと思います。

認可保育所に○福祉保健部長（畑山栄介君）

おきましては、保育従事者全員が原則保育士で

あることを求められるのに対しまして、企業主

導型保育施設は、保育従事者の２分の１以上が

保育士であればよく、それ以外の従事者につい

ては、自治体等が実施する子育て支援員研修を

修了することとされております。このため県に

おきましては、昨年度より当該研修を実施し、

保育従事者の知識の向上や、必要とされる技能

の確保を図っているところです。

また、企業主導型保育施設につきましては、

原則年１回の立入検査の対象となっております

ので、今後とも、適切な監査を実施することに

より、子供の安全の確保に努めてまいりたいと

考えております。

この点もよろしくお願いいた○新見昌安議員

します。

働き方改革の３点目ですけれども、シニアの

活躍応援について、商工観光労働部長に伺いた

いと思います。先日の宮崎日日新聞に、シニア

世代の就業を支援する相談窓口「生涯現役ひな

たサロン」が宮崎市内に開設されたとありまし

た。社会の第一線を退いた後も働きたい高年齢

者と、高年齢者がこれまでに培った知識や技術

を活用したいという企業とのマッチングの場と

して、有効に機能することが期待されるところ

であります。そこで、確認の意味で伺いたいと

思いますが、平成29年度当初予算案の概要に掲

載してある「働き方改革」シニア活躍応援事業

によれば、県内に３カ所の就業応援相談窓口を

設置するとありますが、その相談体制について

伺いたいと思います。

シニア世○商工観光労働部長（中田哲朗君）

代を対象といたしました就業支援相談窓口につ

きましては、宮崎市、都城市、延岡市の県内３

カ所に設置し、宮崎地区の窓口には相談員１名

と支援員４名の計５名、都城地区と延岡地区に

は、相談員をそれぞれ２名配置しており、高年

齢者への就業相談のほか、「みやざきシニア人

材バンクシステム」を活用した、高年齢者と企

業とのマッチングなどを行っております。

なお、受け付け時間につきましては、宮崎地

区が毎週月曜日から金曜日の午前10時から午後

４時まで、都城地区が毎週火曜日と金曜日の午

前10時から午後３時まで、延岡地区は毎週月曜

日と木曜日の午前10時から午後３時までとなっ

ております。

この事業における就業開拓コ○新見昌安議員

ーディネーターには、求職者の開拓、求人情報

の収集など、多岐にわたる活動が求められてお

り、シニア人材バンクの内容を充実させるため

のキーパーソンとして重要な存在となります。

就業開拓コーディネーターの活動内容について

伺いたいと思います。

就業開拓○商工観光労働部長（中田哲朗君）

コーディネーターは、高年齢者の就業機会の確

保を図るため、県内各地の企業等を訪問し、

「みやざきシニア人材バンク」に登録する求人

情報の収集や人材の掘り起こし、さらには、新

たな業務分野の開拓などを行っているところで

あります。これらの活動により収集いたしまし

たさまざまな情報につきましては、各地区の相

談員とも共有し、相談窓口での企業とのマッチ

ングに活用しているところでございます。

相談窓口の周知にはどのよう○新見昌安議員

に取り組んでおられるのか、再度伺いたいと思

います。

就業支援○商工観光労働部長（中田哲朗君）



- 98 -

平成29年９月14日(木)

相談窓口の周知につきましては、広報紙や新聞

広告、インターネット上での情報提供のほか、

ハローワークにおけるリーフレットの配布など

により行っているところであります。今後、よ

り多くの高年齢者の方々に相談窓口を活用して

いただけるよう、宮崎労働局はもとより、市町

村や関係機関とも十分連携し、さらなる周知に

努めてまいります。

御多分に漏れず、本県でも労○新見昌安議員

働力人口の減少による人手不足は深刻な状況に

なっております。それをカバーするのがこの事

業じゃないかと思います。高齢化が進展する中

で、生活の安定、健康の維持のためにも働きた

いという希望を持つ高齢者はたくさんいるん

じゃないかと思います。そういった方々の後押

しのためにも、この事業にはしっかり取り組ん

でいただきたいということを要望しておきたい

と思います。

次に、県民の健康を守るためにということ

で、福祉保健部長に何点か伺ってまいります。

まずは、アレルギー対策についてでありま

す。現在、花粉症や気管支ぜんそく、アトピー

性皮膚炎、食物アレルギーなど、国民の約２人

に１人が何らかのアレルギー疾患にかかってい

るというふうに言われております。かく言う私

も患者の１人ですけれども、アレルギー疾患対

策の基本理念を定めたアレルギー疾患対策基本

法が一昨年の12月に施行されて、国において

は、その後、対策を総合的に進めるために策定

に向けた協議を進めていた基本指針が、ことし

３月21日に官報で告示されております。

指針は大きく５つの柱で構成されております

けれども、国や地方公共団体等が行うべき事項

が細かく規定されております。アレルギー疾患

対策については、去年の６月議会でも質問をし

たところでありますけれども、指針の策定を受

けて、県としてはどう取り組んでいるのか、ま

たこれからどのように取り組んでいくのか伺い

たいと思います。

ことし３月に○福祉保健部長（畑山栄介君）

国が示した基本指針においては、地方公共団体

は、地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の

推進に努めることとされております。また、こ

とし７月に国が示したアレルギー疾患の医療提

供体制の整備に関する通知において、都道府県

は、アレルギー疾患医療の拠点となる病院の選

定や、拠点病院を中心とした診療連携体制、情

報提供、人材育成等の推進を図るための連絡協

議会の設置に努めることとされております。

県としましては、国が示したこれらの基本指

針等を踏まえ、本県におけるアレルギー疾患医

療の現状や課題等の把握に努め、まずは、拠点

病院の選定や連絡協議会の設置について、宮崎

大学医学部附属病院等の関係者と協議し、アレ

ルギー疾患対策を推進してまいりたいと考えて

おります。

先ほど述べたように、国民の○新見昌安議員

２人に１人がアレルギー疾患にかかっていると

言われる時代であります。県民に対して、疾患

に関する情報を提供することが重要だと思いま

す。東京都においては、ことしの４月にアレル

ギー疾患に関する総合的な情報を提供するサイ

ト「東京都アレルギー情報ｎａｖｉ．」という

ものを開設しております。私も見てみましたけ

れども、外部リンクも張りめぐらして、知りた

い情報を入手できるようにしている本当にすぐ

れものじゃないかと感じました。本県でも県民

がアレルギー疾患に関する情報を簡単に入手で

きる対策を講ずるべきじゃないかと考えますけ

れども、見解を伺いたいと思います。



- 99 -

平成29年９月14日(木)

アレルギー疾○福祉保健部長（畑山栄介君）

患は日常生活における自己管理も重要であるた

め、患者やその家族、地域住民に対して、正し

い情報を適切に伝えていくことは重要であると

考えております。国は、基本指針に基づき、関

係学会等と連携し、最新の知見に基づいた正し

い情報を提供するためのウエブサイトの整備等

を行うこととされております。県としまして

は、今後、国が整備する情報提供体制と連携が

図れるよう、その状況を注視するとともに、宮

崎大学や県医師会等の関係者と協議しながら、

県民への適切な情報提供を推進していきたいと

考えております。

国が基本方針に基づいてウエ○新見昌安議員

ブサイトを整備するということですけれども、

最新で正確な内容とするためには、地方から情

報提供することも大事じゃないかと思います。

みんなが使える有用なサイトとなるように、県

としても協力していただきたいと思います。

次は、がん対策についてであります。今月９

日の新聞に、「みんなで検診がん予防 ９月は

がん征圧月間です」というキャッチコピーがあ

りました。県においては、がんの予防と早期発

見への取り組みについて引き続きしっかりと

やっていただきたい。あわせて、がんになって

しまったときの対策にもしっかりと目を向けて

いただきたいと思います。

がんの治療が以前の長期入院から通院治療へ

と大きく変わりつつある現在、がんになっても

働ける社会の構築が今求められております。一

億総活躍社会の実現に向け、働き方改革を進め

る政府は昨年、企業向けに治療と仕事の両立実

現に関するガイドラインというものを策定して

おります。その中では、労働者や主治医、事業

者との間で、支援の進め方や仕事の内容などを

個人ごとにつくるよう求めております。

また、国が取り組むがん対策の方針となる

「第３期がん対策推進基本計画」の素案には、

「がんとの共生」が掲げられております。具体

策として、医療機関で治療と仕事の両立プラン

の作成支援を行う専門家の育成・配置が盛り込

まれております。以上を踏まえて何点か伺いた

いと思います。まず、がん治療と仕事を両立さ

せるといっても、そこには何よりも事業者の理

解が必要になってまいります。県として何らか

の対策をとっているのか伺いたいと思います。

がん患者の生○福祉保健部長（畑山栄介君）

活基盤や生きがいの確保を図るためには、安心

して就労できる職場環境の整備を進めることが

大変重要であると考えております。このため県

では、平成26年度から、がん患者が治療と仕事

を両立するための支援について理解を深める目

的で、事業者等を対象に、講演会の開催などに

取り組んでいるところであります。

また、今年度から、宮崎労働局が開催する

「宮崎県地域両立支援推進チーム」に参画し、

医療機関、医療ソーシャルワーカー等の専門

職、事業者の３者によるネットワークづくりを

進めることで、がん患者の就労支援体制の拡充

に取り組んでいるところであります。県としま

しては、今後とも引き続き、労働局等の関係機

関と連携して、事業者の意識啓発や柔軟な勤務

体制の整備を促す取り組みを進めていきたいと

考えております。

次に、がんと診断されたとき○新見昌安議員

の患者や御家族からの相談を受ける体制には現

在どのように取り組んでおられるのか、伺いた

いと思います。

がんと診断さ○福祉保健部長（畑山栄介君）

れ、つらい気持ちやさまざまな不安を抱えてお
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られる患者さんや御家族からの相談に的確に対

応するための体制の整備は、重要な取り組みで

あります。本県には、国の指定を受けたがん診

療連携拠点病院等、５つの医療機関にがん相談

支援センターが設置されており、専門の研修を

受けた職員が、当該医療機関の受診の有無にか

かわらず、治療、療養生活、経済的な問題な

ど、がんに関するあらゆる相談に無料で対応し

ております。

県としましては、がんに関する相談支援を必

要とする方が、がん相談支援センターを十分に

利用していただけるよう、今後とも、がん診療

連携拠点病院等とも連携しながら、その周知に

努めてまいりたいと考えております。

がん患者が希望を失うことが○新見昌安議員

ないように、きめ細かな支援が必要でありま

す。よろしくお願いしておきます。

日本では現在、年間約101万人が新たにがんと

診断され、37万人が命を落としているそうであ

りますが、この101万人の３割が65歳以下の働く

世代だそうであります。改めて、働く世代のが

ん検診の受診率の現状と、受診率を向上させる

取り組みを確認させていただきたいと思いま

す。

本県のがん検○福祉保健部長（畑山栄介君）

診の受診率についてでありますが、平成28年の

国民生活基礎調査によりますと、40歳から69歳

までの受診率ですが、大腸がんが38.9％、胃が

んが39.5％、乳がんが44.7％となっており、こ

れらはいずれも全国と比較して低い状況にあり

ます。このため県としましては、テレビや新聞

等のメディアを活用した啓発を行っているほ

か、市町村が実施するはがきや電話による個別

の受診勧奨を支援する取り組み等を行っており

ます。

また、これらの取り組みに加え、今後、働く

世代の県民のさらなる受診率の向上に向けて、

検診機関にも御協力いただきながら、休日・夜

間の検診や女性医師による子宮頸がん検診の実

施など、受診者の利便性等に配慮した取り組み

を一層促してまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。診断○新見昌安議員

技術や治療方法が飛躍的に進んで、がん治癒率

に相当する５年生存率は全体で約70％、早期が

んに関しては95％に達しているそうでありま

す。がんは不治の病から長くつき合う病気へと

変わってきております。働くがん患者が全国

で32万人を超えている状況で、がんになっても

働き続けられる環境のさらなる整備にしっかり

と取り組んでいただきたい。要望しておきま

す。

次は、肝炎対策について何点か伺います。肝

がんの原因の約８割は、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイル

スの持続感染にあるというふうに言われており

ます。先月の宮崎日日新聞の報道によると、本

県では毎年300人から350人が亡くなっておりま

す。死亡率の高さの都道府県別比較で見てみる

と、2012年は３位、2015年は５位になるなど、

上位にあるようであります。

ウイルス感染を早期に発見するためには、肝

炎ウイルス検査を受けることが第一ですけれど

も、さきの報道によりますと、2008年から2015

年の受検者数を足した累計はＢ型・Ｃ型とも約

６万9,000人、県人口約109万人の６％程度にと

どまるとありました。この６万9,000人のうち感

染が確認されたのは、Ｂ型・Ｃ型合わせて約900

人だったそうであります。肝臓は沈黙の臓器と

言われます。自覚症状がほとんどないため、感

染に気づかないうちに肝硬変、肝がんへと進行

してしまうというふうに言われております。肝
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炎ウイルス検査は一生に一度受ければいいそう

であります。しっかりとした対策を進めるため

に、何点か伺いたいと思います。

１点目は、国は、平成21年の肝炎対策基本法

に基づいて策定された「肝炎対策の推進に関す

る基本的な指針」を去年の６月に全面改正して

おりますけれども、その中では、都道府県に対

して、関係者、関係機関と協議の上、肝炎対策

に係る計画及び目標を設定するなど、より一

層、肝炎対策を推進するように求めておりま

す。まず、本県における計画策定はどうなって

いるのか伺いたいと思います。

肝炎対策に関○福祉保健部長（畑山栄介君）

する本県の計画につきましては、平成25年策定

の宮崎県医療計画、宮崎県がん対策推進計画の

中に盛り込まれており、それぞれ今年度改正を

行うこととなっております。改正に当たって

は、肝疾患診療連携拠点病院等の関係機関と協

議の上、肝炎ウイルス検査の受検や治療等に関

する目標、具体的な指標を設定し、検査体制の

整備や医療体制の充実等を進めることで、検査

から治療まで一貫した肝炎対策の推進を一層

図ってまいりたいと考えております。

先ほど述べたように、肝がん○新見昌安議員

による死亡率を下げるスタート点は、肝炎ウイ

ルス検査の受検者数をふやすことであります。

市町村、健康保険組合、協会けんぽなどの保険

者への働きかけも重要であります。この点につ

いてはどのように取り組んでおられるのか、伺

いたいと思います。

御指摘のとお○福祉保健部長（畑山栄介君）

り、肝炎ウイルス検査の受検者の増加を図るた

めには、市町村や関係団体との連携を図ること

が重要であります。このため県としましては、

毎年度、市町村担当者会議の中で県内における

肝炎検査の実績等の情報提供を行っているほ

か、平成24年度からは、市町村や事業所、協会

けんぽ等の保健師などを対象として、肝炎ウイ

ルス検査を受けるよう県民に勧奨等の役割を担

う肝炎医療コーディネーターを養成する研修会

を実施しております。

さらに、肝がんは８割が肝炎ウイルスが原因

ということでございますので、今年度、宮崎大

学医学部に委託し、肝がんと診断された患者の

実態や市町村の支援体制の調査等を行うことと

しておりますので、その結果も踏まえまして、

さらなる肝炎対策の推進につなげてまいりたい

と考えております。

ウイルス性肝炎の検査の結○新見昌安議員

果、陽性と認められた人に対しては、精密検

査、そして治療へとつなげなければ、受検者数

をふやす意味がありません。感染していること

がわかっていても、精密検査を受けることもな

く、放置している人もかなりいるというふうに

言われております。

県では、陽性となった人に対して、「ウイル

ス性肝炎重症化予防事業」を2014年度から実施

しておられます。この事業は、継続受診のため

にフォローアップを行うことに同意することが

検査費用の一部助成の要件となっております

が、このことによって精密検査の受診につなが

らないのではないかと考えるところでありま

す。見解を伺いたいと思います。また、精密検

査の受診につなげるための「今こそ、たたけ！

肝炎ウイルス」と題した啓発リーフレットがあ

りますが、これをどのように活用しているかに

ついても伺いたいと思います。

ウイルス性肝○福祉保健部長（畑山栄介君）

炎重症化予防事業は、検査費用の一部を助成

し、受検者の費用負担の軽減を図る国庫補助事
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業でございまして、早期治療につなげるために

は、継続受診が必要でありますので、フォロー

アップに関する同意が助成の要件とされており

ます。

なお、この事業は、精密検査受診後に受検者

がフォローアップに同意の上で申請を行い、助

成を受ける仕組みとなっておりまして、精密検

査の受診時にはその同意は不要でございますの

で、必ずしも同意を得ることが受診の妨げには

ならないのではないかと考えられます。

しかしながら、議員御指摘のとおり、肝炎ウ

イルス検査の結果が陽性でも、精密検査を受診

しない方が多数おられるという課題もありま

す。このため県としましては、精密検査の受診

を促すためのリーフレットである、議員から御

紹介がありました、「今こそ、たたけ！肝炎ウ

イルス」のリーフレットを、検査結果が陽性で

あった方に対して市町村等を通じて配布してお

り、引き続き啓発に努めてまいりたいと考えて

おります。

これは県がつくったリーフ○新見昌安議員

レットであります。市町村でもしっかり活用す

るように積極的に働きかけていただきたいと思

います。

ウイルス性肝炎の治療は今大きく進歩してお

りまして、特にＣ型肝炎では、従来の副作用が

強くてウイルスが消えないこともあったインタ

ーフェロン治療から、2014年よりインターフェ

ロンフリー治療として、飲み薬だけの治療も出

てきております。入院する必要もなく、Ｃ型肝

炎は今治せる時代になっています。問題は、そ

ういったことを知らないままの陽性者も大勢い

らっしゃるということであります。インター

フェロンフリー治療が開発される以前の陽性者

への案内もぜひ行うべきと考えますが、見解を

伺いたいと思います。

議員からお話○福祉保健部長（畑山栄介君）

がありましたとおり、現在では、副作用も少な

く、飲み薬だけで肝炎ウイルスを排除すること

ができるインターフェロンフリーによる治療が

可能となりました。負担の少ないこの治療法に

ついて広く周知することは、精密検査の受診を

促進する上で重要であると考えております。こ

のため、肝炎ウイルス検査で陽性となった方へ

リーフレットなどを配布し、市町村等を通じ

て、この治療法についてお知らせしているとこ

ろであります。

また、インターフェロンフリーによる治療が

開発される以前に陽性と判定された方で、現在

も医療機関を受診されていない方に対しまして

は、健診の場などを通じ、可能な範囲で、最新

の治療法について個別に情報提供するよう、市

町村や協会けんぽ等に、あらゆる機会を捉えて

働きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。

県の責任で有効な働きかけを○新見昌安議員

すべきと考えます。よろしくお願いしておきま

す。

次に、県民の安全・安心のために取り組むべ

きことについて伺ってまいります。

まずは、自転車の安全利用と事故防止につい

てであります。これについては、昨年11月議会

でも取り上げましたが、「「安全で快適な自転

車利用環境創出ガイドライン」の改定に伴い、

自転車利用者の交通安全の確保についてどのよ

うに取り組むのか」という私の質問に対し、

「県としては、市町村に対して説明会を開催

し、改定の周知とともに、自転車ネットワーク

路線の選定や整備方法などの計画の早期策定に

向けて、情報提供や助言を行っていく」という
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答弁でありました。その後の県の取り組み状況

と市町村の計画策定状況はどんなぐあいか、県

土整備部長に伺いたいと思います。

県におきま○県土整備部長（東 憲之介君）

しては、昨年12月及びことし５月に、市町村を

対象に「自転車ネットワーク計画策定に関する

意見交換会」を開催し、計画の早期策定に向け

て、改定内容の説明や具体的な取り組み事例な

どの情報提供及び助言を行ったところでありま

す。

また、市町村の計画策定状況につきまして

は、既に、宮崎市、西都市が策定しており、こ

としに入り、綾町が計画策定に着手し、現在、

ワークショップを実施中でありますので、今

後、県も参画し、必要な助言を行ってまいりた

いと考えております。

県としましては、「自転車活用推進法」がこ

とし５月に施行され、国土交通省に自転車活用

推進本部が設置されたことから、これらの国の

動きを注視しながら、引き続き、計画策定の推

進を含め、よりよい自転車の通行環境の整備に

ついて、市町村や関係機関などと連携して取り

組んでまいりたいと考えております。

今の部長の答弁にもありまし○新見昌安議員

たけれども、ことしの５月１日、自転車活用推

進法が施行されております。これは自転車の活

用に関する初めての法律であり、関連施策が大

きく進むことが期待されておりますけれども、

忘れてならないのは事故防止の視点じゃないか

と思います。自転車が原因で発生した人身事故

の中には、事故の加害者が高額の賠償責任を負

う事例もあるようであります。自転車事故の被

害軽減のためにも、自転車保険の普及啓発に

しっかりと取り組む必要があると思います。総

合政策部長に見解を伺いたいと思います。

県内における○総合政策部長（日隈俊郎君）

自転車事故発生件数は、平成21年以降、減少し

てきておりますが、お話にありましたように、

他県では、自転車を利用する者が加害者とな

り、多額の損害賠償を求められるケースもある

と聞いております。

自転車保険への加入促進につきましては、知

事を本部長とします宮崎県交通安全対策推進本

部において、５月の自転車マナーアップ強化月

間の中で広報・啓発を図ったほか、自転車保険

への加入の呼びかけを掲載したポスター・チラ

シ・啓発グッズを新たに作成しまして、今月下

旬から始まります秋の全国交通安全運動を初

め、学校、商業施設、イベント会場等で配布す

ることとしております。

さらに、ホームページに、自転車事故被害者

の救済に資する自転車保険や、自動車保険等の

特約で附帯した保険、またＰＴＡや学校が窓口

となります保険などの各種保険を掲載するな

ど、普及啓発を一層強化してまいりたいと考え

ております。

福岡県と名古屋市では本年４○新見昌安議員

月、「自転車の安全で適正な利用の促進に関す

る条例」を施行しております。その中で、自転

車保険の加入について、福岡県は努力義務、名

古屋市では、罰則規定はないものの義務づけし

ております。加入義務づけも今後考えていかな

ければならない時代かなと思ったところであり

ました。

次は、防災対策について伺います。政府の中

央防災会議の作業部会は先月25日、南海トラフ

の東端を震源とする東海地震に関し、予知を前

提とした大規模地震対策特別措置法、いわゆる

大震法に基づく防災対策を改めるよう求める最

終報告書案を示しております。1978年に制定さ
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れた大震法は、地震予知ができることを前提に

しております。しかし、現在の知見では、「確

度の高い予測は困難」であり、対策を見直し、

新たな防災対策を構築するよう求めた内容と

なっております。

今回の報告書はまだ案の段階ではあります

が、その内容に基づいて、自治体、住民、企業

など、関係者間で議論を開始する必要があるの

ではないかと考えるところであります。今後、

県としてはどのように対応していくのか、知事

の見解を伺いたいと思います。

国の中央防災会議のワ○知事（河野俊嗣君）

ーキンググループが示しました「南海トラフ沿

いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり方

について」の報告書案では、現在の科学的知見

からは、地震の予知を前提とする事前の防災対

策は困難であるため、東海地震発生の予知を前

提とした「大規模地震対策特別措置法に基づく

現行の地震防災応急対策は改める必要がある」

との見解が示されているところであります。

一方、南海トラフ地震対策特別措置法は、予

知を前提としていないため、本県では引き続

き、これまでの防災対策を基本として推進して

いくことになると考えております。

また、報告書案では、南海トラフ沿いで異常

な現象が観測された場合における事前避難など

の防災対策について検討する必要があるとされ

ておりまして、今後、国における具体策の検討

状況を注視しながら、本県がとるべき防災対応

につきまして検討してまいりたいと考えており

ます。

よろしくお願いします。○新見昌安議員

もう一点伺いたいと思います。これも先月29

日のことですが、文部科学省が、災害発生時の

避難所に指定されている公立小・中・高校など

の防災機能に関する調査結果を公表しておりま

す。それによりますと、避難所としての運用方

法を定める施設利用計画を策定済みの学校の割

合は４割に満たないなど、厳しい現状がうかが

えますが、特に看過できないなと思うのがトイ

レであります。携帯トイレや雨水を利用するタ

イプなど、断水時に使えるトイレを備えている

学校の割合は49.5％にとどまり、中には１割に

も満たない県もあります。

排せつは生理現象であり、自分の意思でどう

にかできるものではありません。この備えは、

食べ物や水の備蓄とともに、いやそれ以上に、

避難所に求められる最大の役割と言っても過言

ではないと思います。報告書には、学校の防災

機能の保有状況として、飲料水や電力、通信な

どもまとめてありますが、今回は断水時のトイ

レに絞って、本県の状況はどうなのか、教育長

に伺いたいと思います。

平成29年８月に文部○教育長（四本 孝君）

科学省が公表いたしました「避難所となる公立

学校施設の防災機能に関する調査の結果」によ

りますと、本県の公立学校では、367校が避難所

に指定されております。このうち、防災機能を

有するトイレが整備されている学校が78校で、

割合は21.3％となっております。これは全国平

均の49.5％と比べますと、低い状況にございま

す。

過去の災害では、避難所のト○新見昌安議員

イレが断水で機能せず、衛生面で問題となった

り、水分を控えてトイレを我慢した結果、体調

を壊した例が相次いでおります。特に女性の視

点に立った避難所としても、トイレは重要であ

ります。今後どう取り組んでいくのか、危機管

理統括監に伺いたいと思います。

避難所にお○危機管理統括監（田中保通君）
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きまして、被災者が衛生的にストレスなく生活

するためには、トイレの確保が大変重要である

と考えております。このため、「宮崎県備蓄基

本指針」におきまして、災害が発生してから３

日目までに最低限必要な物資の一つとして携帯

・簡易トイレを指定するとともに、県及び市町

村での備蓄目標を設定し、計画的な備蓄に取り

組んでいるところであります。

また、今年度から新たに、市町村が指定避難

所に設置する仮設トイレの購入やマンホールト

イレの整備等に対しても補助を行っておりま

す。今後とも、市町村と連携し、より多くのト

イレが確保されるよう努めてまいりたいと考え

ております。

これもよろしくお願いいたし○新見昌安議員

ます。

最後に、高齢者対策について２点伺いたいと

思います。

１つ目は、公営住宅に関してであります。県

内の公営住宅において、入居者の高齢化が進ん

でおります。例えば、宮崎市内にある大塚台団

地、一戸建てとともに、県営住宅、市営住宅も

たくさん並んでおりますけれども、訪問してみ

ると、多くの高齢の入居者にお会いすることが

あります。

自治会の活動も大変だろうなと思うところで

ありますけれども、少々旧聞に属しますが、去

年末の宮崎日日新聞の記事に、県内の公営住宅

における高齢者世帯を市町村別にまとめた一覧

表が掲載されておりました。また、単身世帯

や、高齢化に伴い発生する孤独死の状況もまと

めてありました。そこで、県営住宅に入居して

いる65歳以上の高齢者がいる世帯の現在の割合

は、記事にあった平成27年度と比較してどのよ

うな状況か、また単身世帯及び孤独死の状況に

ついても、あわせて県土整備部長に伺いたいと

思います。

まず、県営○県土整備部長（東 憲之介君）

住宅に居住する高齢者の平成28年度末現在の状

況についてでありますが、全入居世帯7,838世帯

のうち、65歳以上の高齢者がいる世帯は2,884世

帯、その割合は36.8％であり、前年度と比較し

ますと、43世帯、割合にして1.2％の増加となっ

ております。また、65歳以上の単身世帯は1,410

世帯、そのうち75歳以上は616世帯となっており

ます。

次に、孤独死の状況でありますが、65歳以上

の方においては、平成28年度が１名、最近の３

年間では４名となっております。

報道のときよりも、さらに高○新見昌安議員

齢化が進展している状況をうかがい知ることが

できました。福祉や医療分野との連携を今後さ

らに深める必要があるということも認識できた

ところであります。

ところで、公営住宅に入居していた単身者が

死亡した後、家財道具などが長期間放置される

という問題が、全国的に発生しているようであ

ります。こういった状況を受け、国土交通省

は、ことしの１月に、「公営住宅における単身

入居者死亡後の残置物への対応方針の策定につ

いて」と題する通知を、全国の都道府県の公営

住宅担当者に発信したと伺っております。この

通知によって、残置物の速やかな移動や保管、

処分が容易になるのではないかと感想を持った

ところでありますけれども、この通知を受けた

後の県の対応について、同じく県土整備部長に

伺いたいと思います。

今回の通知○県土整備部長（東 憲之介君）

につきましては、地域の実情に応じ、内部規則

等により、単身入居者死亡後の残置物への対応
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方針を策定するなど、公営住宅の適正な管理を

求められたものであり、この通知の中で、対応

方針の案や、他の事業主体の対応事例などが参

考として示されたところであります。県としま

しては、この対応方針の案や他の事例等を参考

とし、相続人などの財産権を侵害しないよう留

意しながら、県営住宅の合理的な管理を図るた

め、本県の実情に即した対応方針の策定につい

て検討を行っているところであります。

本県でも、遺品の引き取りを○新見昌安議員

相続人や連帯保証人に求めても拒絶され、荷物

が部屋に残されたままになっている状況も発生

しているようであります。対応方針の早期策定

を期待したいと思います。

２つ目は、サービス付き高齢者向け住宅、い

わゆるサ高住についてであります。最後の質問

のきっかけとして使用するのは朝日新聞であり

ますけれども、ことし５月７日の記事によりま

すと、同新聞社の独自調査のようですけれど

も、2015年の１月から１年半の間に、サ高住に

おいて、死亡や骨折など3,000件以上の事故が発

生していたようであります。

サ高住は、制度上は民間の賃貸住宅に近いも

のでありますけれども、要介護者が入居者の大

半を占めているという例もあるようで、2011年

の創設当時、自立した高齢者の早目の住みかえ

先として普及が期待されていたものの、入居者

の88％が要介護認定を受け、要介護３以上の重

度者も30％いる、文字どおり介護施設化が進ん

でいるというのが実態のようであります。本県

の状況が気になるところでありますが、県土整

備部長に伺いたいと思います。

サービス付○県土整備部長（東 憲之介君）

き高齢者向け住宅、いわゆるサ高住でございま

すが、国土交通省及び厚生労働省が所管する

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」、い

わゆる高齢者住まい法に基づき、バリアフリー

構造等を有し、高齢者を支援するサービスがつ

いた住宅として、都道府県、政令指定都市、中

核市に登録された住宅であります。

本県におきましては、現在、中核市である宮

崎市登録分を除きまして、22施設、792戸が登録

されておりますが、これらは全て老人福祉法に

基づく有料老人ホームに該当するものとなって

おります。本年７月１日現在で、これらに入居

している686名のうち、要介護認定を受けている

方は583名であり、その割合は約85％となってお

ります。また、入居者の事故につきましても、

平成23年10月の制度創設以降、平成27年度に３

件、平成28年度に７件となっております。

中核市である宮崎市登録分に○新見昌安議員

ついての状況はわからないものの、県が把握し

ているものについては、全国と同様の実態だと

いうことを理解いたしました。多分、宮崎市も

同じような状況じゃないかと思います。国土交

通省は今後も、サービス付き高齢者向け住宅の

普及を目指していくとしております。そうであ

る以上、事故の未然防止も含めて、県の指導監

督が今後も重要になってくると考えるところで

ありますが、どのように取り組んでいくのか、

同じく県土整備部長に伺いたいと思います。

県に登録さ○県土整備部長（東 憲之介君）

れたサービス付き高齢者向け住宅については、

有料老人ホームとしての機能も有しております

ことから、本県では、高齢者住まい法と老人福

祉法に基づき、県土整備部と福祉保健部が連携

して、業務に関する報告を求めるとともに、施

設の立入検査を実施し、事故の未然防止等を含

む適正な管理・運営を行うための指導を行って

いるところであります。今後とも、サービス付
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き高齢者向け住宅としての仕様や設備が適切に

維持管理され、高齢者生活支援サービス等が適

正に実施されるよう、福祉保健部と連携をしな

がら指導してまいりたいと存じます。

この点も、くれぐれもよろし○新見昌安議員

くお願いいたします。

用意した質問は全て終わりました。以上で私

の全ての質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で代表質問は終わりまし○ 原正三議長

た。

あすの本会議は、午前10時から、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２分散会


