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平 成 2 9 年 1 2 月 ５ 日 （ 火 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（37名）
1番 武 田 浩 一 （自由 民 主 党 く し ま）

2番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

5番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

6番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

7番 後 藤 哲 朗 （宮崎県議会自由民主党）

8番 右 松 隆 央 （ 同 ）

9番 二 見 康 之 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 原 正 三 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （自由民主党 青の国）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 髙 橋 透 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 徳 重 忠 夫 （宮崎県議会自由民主党）

20番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

21番 中 野 一 則 （ 同 ）

22番 中 野 明 （ 同 ）

23番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 濵 砂 守 （ 同 ）

27番 井 上 紀代子 （県 民 の 声）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 太 田 清 海 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 井 本 英 雄 （ 同 ）

35番 山 下 博 三 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 星 原 透 （ 同 ）

39番 横 田 照 夫 （ 同 ）
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知 事 河 野 俊 嗣
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病 院 局 長 土 持 正 弘
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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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、武

田浩一議員。

○武田浩一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。傍聴席の皆様、ありがとうございま

す。串間市選出の武田浩一でございます。初の

県議会一般質問で大変緊張しておりますので、

よろしくお願いいたします。

去る10月８日に、串間市民の皆様においしく

炊き上げていただきました新米でございます。

県民の皆様に愛される県産米になれるよう、ま

た、フードビジネスの一翼を担ってまいりたい

と思っておりますので、御指導のほどよろしく

お願い申し上げます。

さて、我が国は、明治維新から約70年で敗戦

を迎えました。それからくしくも同じ70年とい

う月日を経て、今また、少子高齢化、人口減少

社会という歴史的な大転換期に直面しておりま

す。明治維新後の70年は、イギリスに学び、近

代化に大成功をおさめました。また、戦後の70

年は、アメリカに学び、奇跡とも言える復興と

経済成長を果たしました。そして、今日、イギ

リスはＥＵからの離脱を決断し、アメリカもト

ランプ新政権のもとで大きく変わろうとしてお

ります。こうした難しい時期には、安岡正篤先

生の説かれた「思考の三原則」に立ち返ること

が大切であると考えます。第一は、目先にとら

われないで、できるだけ長い目で見ること。第

二は、物事の一面にとらわれないで、できるだ

け多面的に、できれば全面的に見ること。第三

は、何事によらず枝葉末節にとらわれず、根本

的に考える。知事、この大変な時期に宮崎県の

かじをとっていただきます。時代の趨勢をしっ

かりと見きわめ、変化に機敏かつ柔軟に対応し

つつも、何を貫いていくかを考えていかなけれ

ばならないと思います。知事にはその力がある

と信じます。愛するふるさと宮崎の発展のた

め、子供たちの未来のため、よろしくお願いい

たします。

では、通告に従いまして質問してまいりま

す。

増田レポート発表後、地方創生が叫ばれ、全

国で生き残りをかけた自治体間の競争が激化し

ております。本県も地方創生へ向けて待ったな

しの状況であります。そこで、今一番の問題

が、少子高齢化の進行と担い手不足、人手不足

です。本県の現状認識と今後の施策の方向性に

ついて、知事にお伺いいたします。

次に、地方創生を進める上で、どうしても東

京一極集中の是正が必要ですが、今後も、2020

年東京オリンピック・パラリンピック、その後

には、リニア中央新幹線が2027年に東京―名古

屋間、2045年には大阪まで延びる予定でありま

すし、これから都市部での高齢者の人口増加が

顕著になります。是正どころか、ますます進み

そうであります。東京への一極集中が続く現状

について、知事の所感をお伺いいたします。

次に、本県の現状に目を移しますと、宮崎市

への集中が進んでおります。その中で、今後ど

のように県内各地域の活性化を図っていかれる

のか、知事にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席にて行います。（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。

平成29年12月５日(火)
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まず、少子高齢化や人手不足に対する現状認

識等についてであります。人口減少問題につい

ては、近年、合計特殊出生率や高校生の県内就

職率、移住世帯数などは改善傾向にあるもの

の、平成27年国勢調査の結果を見ますと、人口

減少は加速しており、厳しい結果となっており

ます。また、労働力人口も減少が続いており、

７月に実施しました企業アンケートでは、７割

以上が人手不足を感じているとの結果となって

おります。

こうした中で、本県が将来にわたって持続可

能な社会を築いていくためには、県総合計画や

総合戦略に掲げた合計特殊出生率2.07と社会減

解消の実現に向け、施策をさらに強化していく

必要があると痛感しております。中でも、人財

の育成と確保は喫緊の課題でありますので、来

年度の重点施策にも位置づけたところでありま

す。高校生の県内就職の促進、地元企業の育成

による良質な雇用の場の確保、産業人財の育成

などに、官民を挙げて取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、東京への一極集中についてでありま

す。東京への一極集中は、明治維新後の近代国

家建設に向けた中央集権化や、戦後復興とその

後の経済発展など、長い歴史の中で形成されて

きたものであります。こうした流れは、人材や

資本を集中投入し、効率的に我が国の社会経済

の発展を図る上では、一定の意義があったと思

いますが、それはあくまで、地方を含めた国全

体が活力を保ち、よくなることが前提でありま

して、都市と地方のバランスを欠いた現在の状

況が続けば、地方がますます疲弊するととも

に、その影響は都市部にも波及し、やがて国全

体の活力が低下するのではないかと懸念してい

るところであります。このため、国に対して

は、東京圏への一極集中の是正を引き続き求め

るとともに、地方においても、その個性を生か

し、人や投資を引きつける魅力を磨くととも

に、それを発信し、将来に明るい希望を持てる

社会を構築していくことの重要性を強く感じて

いるところであります。

最後に、県内各地域の活性化についてであり

ます。人口減少時代にあって、県内の活性化を

図るためには、宮崎、都城、延岡などの人口や

都市機能が集積した都市部と周辺市町村とが、

それぞれの強みを生かし、また、弱みを補完し

合いながら、バランスよく発展していくことが

重要であると考えております。このため、地方

創生の取り組みや定住自立圏構想などを進めて

おりまして、特に県南地域におきましては、東

九州自動車道のミッシングリンクの早期解消な

どに全力で取り組んでいく必要があると考えて

おります。

このような中、串間市においては、都井岬な

ど市内全域の豊かな自然を守り生かす「串間エ

コツーリズム」が、昨年度、九州で初めて国の

認定を受けるなど、地域一体となった取り組み

も推進されておりまして、交通網の整備促進な

どによって、さらなる活性化が見込まれるもの

と期待しているところであります。今後とも、

地域資源を生かした産業振興や交流促進に地元

自治体と一緒に取り組み、県内各地域で個性と

魅力にあふれる地域づくりが展開されるよう努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○武田浩一議員 御答弁ありがとうございま

す。県の総合計画や総合戦略に掲げられた特殊

出生率の2.07、大変厳しい目標かと存じます。

これの達成に向けて一生懸命頑張っていかなけ

ればならないのですが、分母のアップといいま

平成29年12月５日(火)
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すか、生み育てる世代の獲得も大変重要だと感

じております。ＵＩＪターンの拡大にもよろし

くお願いを申し上げます。

また、東京一極集中の是正は、地方創生の上

でももちろんですが、国土の均衡ある発展、国

民の公平公正な行政サービスを受ける権利にお

きましても、大切であると考えております。国

に対してさらなる要望をお願い申し上げます。

県内を見ましても、今、知事がおっしゃいま

したように、県南地域は東九州自動車道の未事

業区間となっております。特に我が町串間では

待望論が多く聞かれます。これまで一生懸命頑

張ってこられた先輩方が高速道路の重要性を説

かれ、また最近は、高校生も一緒になって頑

張っております。どうか、この串間市民の切実

なる願いを酌んでいただいて、一日も早い事業

化への道を開いていただきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。「言うは易

く行うは難し」であります。一緒に頑張ってま

いりますので、これからもどうかよろしくお願

い申し上げます。

それでは、今回の台風22号についてでありま

す。特に県南地域に大きな被害をもたらしまし

た。そこで、林業関係の被害状況と今後の復旧

の取り組みについて、環境森林部長にお伺いい

たします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 台風22号に

よる森林・林業関係の被害につきましては、県

南地域を中心に、林地の崩壊が６カ所、被害額

１億4,800万円、林道施設が７路線の７カ所、被

害額１億7,2 0 0万円、合わせて13カ所、３

億2,000万円となったところでございます。この

うち、林地につきましては、国道や木材加工施

設への影響など、緊急を要する箇所について、

災害関連緊急治山事業の採択に向け、国と協議

を進めているところでございます。また、今回

被害を受けた市町村が管理する林道施設につき

ましては、今月中旬までに国による災害査定が

終了し、生活道として利用されるなど、緊急性

の高い箇所から、林道施設災害復旧事業によ

り、順次、復旧工事が実施されることになって

おります。今後とも、市町村等としっかり連携

し、国への要望など必要な予算確保を図りなが

ら、一日も早い復旧に努めてまいりたいと考え

ております。

○武田浩一議員 地元を回りますと、住民の方

々から、「近年、伐期を迎えた杉の伐採が進ん

でいます。伐採の方法の変化もあり、それが原

因で土砂が流出し、洪水につながっているので

はないか」と、よくお聞きいたします。また、

不安の声もお聞きいたします。森林の伐採につ

いて、林地災害が発生しないように県はどのよ

うに指導されているのか、環境森林部長にお伺

いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、林

地保全に配慮した高性能林業機械による伐採作

業や、強固な作業道づくりのための指針を定め

ているところでございまして、林業事業体に対

し研修会を開催するとともに、伐採作業中及び

伐採跡地の現場パトロールを実施し、林地災害

が発生しないよう指導を行っているところでご

ざいます。また、土砂の流出防止を図るための

伐採時における注意事項や、伐採完了後の点検

事項をまとめたリーフレットを配布し、それら

の普及・定着に努めているところでございま

す。さらに、ことしの９月からは、豪雨が予想

される場合、市町村などと伐採跡地の巡視を行

うとともに、巡視結果や危険箇所について県土

整備部と情報を共有するなど、土砂や林地残材

の流出防止対策の指導を強化したところでござ

平成29年12月５日(火)
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います。

○武田浩一議員 実際の現場は市町村が担われ

ると思いますが、やはり県の指導は重要である

と考えます。いま一度、環境森林部長の伐採指

導への決意をお伺いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 本県は県土

の76％を森林が占めておりまして、伐採による

林地災害を防止することは、県民の生命・財産

を守ることに直結するものであります。また、

７月の九州北部豪雨での流木被害を教訓にしま

して、改めて山を守ることの重要性を痛感した

ところでございます。このため、今まで以上に

伐採指導への取り組みを強化し、県民生活の安

全・安心に、より一層力を入れていく所存でご

ざいます。

○武田浩一議員 近年の局地的な大雨や今回の

ような台風により、災害が大きくなっておりま

す。全てが林地伐採のあり方が原因だとは思い

ませんが、県民の皆様、住民の皆様が大変不安

に思われているのも事実であります。少しでも

解消できるようにしていきたいと思いますの

で、よろしく御指導のほう、お願いを申し上げ

ておきます。

次に、同じく台風22号による農林水産関係の

被害状況と今後の復旧の取り組みについて、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） 台風22号によ

る農水産業関係の被害は、宮崎市や日南市、串

間市を初め、県内全域で発生しております。具

体的に申しますと、農作物関係では、ゴボウや

ミニトマトを中心に、浸水やハウスの破損等

約160ヘクタールで約５億4,000万円、それから

農地関係では、農道の崩壊等76カ所で約４

億3,000万円、さらに水産関係では、漁船の船体

破損等37カ所で約1,500万円、総額では約９

億8,000万円の被害となっております。県としま

しては、市町村や関係機関・団体と連携し、災

害復旧事業等の活用、営農面における適切な技

術・経営支援の実施等によりまして、被災され

た方々が一日も早く農業・漁業経営に専念でき

るよう、早期復旧等に努めてまいりたいと考え

ております。

○武田浩一議員 大変ですよね。被害額を聞い

ただけでも、農家の方々の苦労というか心配が

思われるわけです。農家の方々には大きな負担

であります。また、年末年始を控え、後片づ

け、植えかえ作業など、数字等にあらわれない

御苦労も大変なものであると思います。そこ

で、農作物被害に対する補償はどのようになっ

ているのか、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） 農作物被害に

対する補償制度としましては、まず、農業共済

制度がありまして、今回の台風22号では、ビニ

ールハウスの破損やハウス内作物の浸水等によ

る被害に対しまして、12月中を目途に、加入者

へ共済金が支払われると聞いております。ま

た、被災農家に対しましては、普及センターに

よる技術指導、経営指導や低金利の資金の活用

など、早期の経営安定に向けたきめ細かな支援

を行っているところであります。

○武田浩一議員 農家の方々は自然が相手であ

ります。また、市場相場等なかなか安定しない

農業であります。将来的には世界的規模で人口

の増加が加速してまいりますし、食料不足が懸

念されております。私は、農業の未来は明るい

と信じておりますし、本県の基幹産業も農林水

産業であります。若者や移住者の方々が安心し

て働け、農業を選んで仕事にしていただけるよ

う、共済制度の充実に今後取り組んでいただく
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よう要望します。よろしくお願いいたします。

次に、同じく台風22号による公共土木施設の

被害状況と、今後の復旧への取り組みについ

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） 台風22号に

よる道路や河川などの公共土木施設の被害は、

県南部を中心に、県が管理する施設では41カ

所、被害額は約12億1,000万円、市町村が管理す

る施設で46カ所、被害額は約12億7,000万円、合

わせて、県全体で87カ所、被害額は約24億8,000

万円となっております。このうち、全面通行ど

めとなった日南市の県道鵜戸神宮線ののり面崩

壊箇所など、地域の経済活動や住民の方々の生

活などに影響のある箇所につきましては、片側

通行を確保するなどの応急対策を講じたところ

であります。今後は、12月には76カ所の国の災

害査定を終え、調査・設計に時間を要する残り

の11カ所につきましても、１月には災害査定を

終了し、緊急性の高いところから順次発注する

こととしており、市町村とともに早期復旧に努

めてまいりたいと考えております。

○武田浩一議員 今回の台風22号、県南地区な

んですが、特に串間市の本城地区、市木地区に

おきまして、河川の氾濫がありました。家屋等

の浸水、中には病院、老人施設、また農地への

土砂流入があったところであります。そこで、

本城川、市木川を含め、河川の堆積土砂の除去

について、出水期までに対応することはできな

いか、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） 堆積土砂の

除去につきましては、地域からの要望が非常に

多い状況にありますが、通常、県単独事業で対

応しており、厳しい財政状況の中、家屋浸水の

おそれがある箇所など、緊急性の高い箇所から

優先的に除去しているところであります。本城

川や市木川におきましては、これまでに、河道

の拡幅や、洪水の流れを阻害している固定堰の

改修などの河川整備や、堆積土砂の除去を実施

してきたところであります。しかしながら、台

風22号では24時間で500ミリ近い大雨となり、家

屋等の浸水被害が生じたところであります。県

といたしましては、今後の大雨に備え、現在、

土砂の堆積状況を調査しているところであり、

河川断面を阻害しているような堆積土砂につき

ましては、次期出水期までに除去する予定とし

ております。

○武田浩一議員 国道220号の早期開通は、国、

県、地元自治体の御努力に感謝するものであり

ます。しかしながら、国道448号においては、串

間市の市木藤地区で道路災害が発生しておりま

す。そこで、復旧の見通しについて、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） 国道448号の

串間市藤地区におきましては、ことし６月の災

害発生後、国の専門家との調査を実施し、その

結果、大規模な地すべりであることが確認され

ましたことから、対策工法を検討するためのボ

ーリングなどの地質調査を行ったところであり

ます。現在、県では、災害復旧事業の採択に向

け、経済性や施工性、さらには、将来の維持管

理の観点などを含め、さまざまな検討を行い、

国と協議を進めているところであります。復旧

の見通しにつきましては、今回の地すべりが大

規模であることから、その復旧には長い期間を

要すると考えております。このため、迂回路と

なっている県道市木南郷線では、幅員の狭い区

間において、利用者の皆様がより安全に通行で

きるよう、カーブミラー設置などを行うととも

に、待避所の整備を進めているところでありま

す。県といたしましては、国などの関係機関と
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連携を図りながら、早期復旧に向けて全力で取

り組んでまいります。

○武田浩一議員 河川の氾濫による洪水は、被

災された地域の方々には長年の問題でありま

す。県の単独事業で対応している等、担当者の

苦しいところは理解するところでありますが、

住民の皆様の心労は、私どもの感覚以上のもの

があります。災害予防の観点からも、国が予算

を計上すべきものであると考えます。定期的な

土砂の除去を要望するものであります。よろし

くお願い申し上げます。

また、448号線は、串間の市木地区の住民に

とって、命の道であり、生活道であります。そ

の先には野生猿の幸島があり、サーフィンの

恋ヶ浦があり、野生馬の都井岬があります。宮

崎県の串間市のすばらしいポテンシャルを持っ

た観光地への道でもあります。代替道の整備も

よろしくお願いしたいところですが、448号線の

一日も早い復旧を願っているものであります。

また、磯平林道も含めた形で、地域住民が安心

できる迂回路への新しい道もいろいろ模索して

いただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いを申し上げます。

次に、産業の振興についてお伺いいたしま

す。

本県の基幹産業である農林水産業の課題と今

後の目指す姿について、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、農業の産出額

が全国５位、林業は４位、水産業が13位と、全

国有数の食料・木材供給基地として重要な役割

を担っているところであります。その一方、農

林水産業を取り巻く環境は、担い手の高齢化や

農山漁村地域の活力低下、また、国際間の競争

の激化など、さまざまな課題を抱えて、大きな

変革期を迎えているものと考えております。

このような状況の中、本県の農林水産業を持

続的に発展させるためには、時代の変化に的確

に対応し、社会のニーズに十分応えられるよう

な産業構造へと転換していく必要があります。

そこで、現在、多様な分野や地域からの担い手

の確保やＩＣＴの積極的活用、さらには、フー

ドビジネスの推進や海外輸出の拡大などに取り

組み、農林水産業の成長産業化を目指している

ところであります。今後、こういった取り組み

を一層加速させながら、農林水産業の発展と農

山漁村の活性化を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○武田浩一議員 先ほど申し上げましたよう

に、担い手の高齢化や人手不足等の問題があり

ます。農林水産業の担い手確保に向けた県の取

り組みと直近の新規就業者の状況について、環

境森林部長と農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（川野美奈子君） 林業におき

ます新規就業者の確保対策としましては、県内

における森林(もり)の仕事ガイダンスなどの開

催に加え、県外での各種相談会にも参加してい

るところでございます。また、みやざき林業青

年アカデミーの研修などを実施するとともに、

ＵＩＪターン希望者への体験研修や、「ひなた

もりこ」など女性の活躍のための活動支援にも

取り組んでおります。さらに、新規就業者に

とって魅力のある職場となるよう、福利厚生や

労働安全衛生の充実に向けて支援を行っている

ところでございます。その結果、平成28年度の

新規就業者数は、過去10年間で最高の203名と

なっております。本年度は、これらの取り組み

に加えて、事業体や林家、市町村が求める多様

なニーズを的確に把握し、実践的な人材育成を

平成29年12月５日(火)



- 180 -

総合的に行う、林業大学校の検討を進めている

ところでございます。今後は、市町村や関係団

体等との連携を一層強化し、担い手の確保に取

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） まず、農業に

関しましては、県立農業大学校におきまして、

時代のニーズに対応したフードビジネス専攻の

創設や、企業との連携による実践的な学習活動

の展開などに取り組んでいるところでございま

す。また、ＵＩＪターン等の就農希望者に対し

ましては、県内外での相談会や農業法人での体

験研修など、総合的な支援を行っております。

その結果、平成28年の新規就農者数は、平成に

入って最高の396名となっております。

また、水産業では、県立高等水産研修所にお

きまして、漁業就業を目指す中学・高校卒業生

の養成等を行いますとともに、宮崎県漁村活性

化推進機構が行います漁業への転職希望者に対

する情報提供や研修などの取り組みを支援して

いるところであります。その結果、平成28年の

新規就業者数は、過去10年間で最高の55名と

なっているところであります。

○武田浩一議員 農林水産業ともに新規就業者

数が伸びているようでございます。大変安心し

たところでありますが、県の人口はやはり減少

しているのであります。なかなか歯どめがかか

らない状況であります。私は、誘致企業はもち

ろん大切ですが、未来産業である農業の担い手

が最も必要であると考えます。そのためにも、

ＩＣＴの活用や農地の集積が農業の生産性の向

上、農家所得の安定につながると考えますが、

県の取り組みについて、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） 本県では、昨

年改定しました第七次宮崎県農業・農村振興長

期計画の中に、生産力の向上を重点プロジェク

トの一つに掲げまして、その中でＩＣＴの活用

や農地の集積を重点的に推進しているところで

あります。具体的には、温度や湿度などを自動

制御する複合環境制御システムによります施設

野菜の多収栽培技術の確立・普及や、茶の栽培

における超音波センサー等を活用した無人で防

除作業を行う機械の実用化試験など、ＩＣＴ等

を活用した生産技術の高度化・省力化に取り組

んでおります。また、農地中間管理事業等の活

用による担い手への農地集積を進め、品目ごと

の団地化による作業の効率化を推進しておりま

す。こういった取り組みは、生産性を向上さ

せ、本県農業の競争力強化にもつながることで

ありまして、今後とも、関係機関と連携して取

り組んでまいりたいと考えております。

○武田浩一議員 今の御答弁の中のＩＣＴを活

用した施設野菜の多収栽培技術について、どの

ような取り組みがあるのか、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） ＩＣＴを活用

した多収栽培技術の事例といたしましては、従

来、経験等に基づいて管理していた温度や湿度

などにつきまして、環境測定装置を使って数値

化し、栽培に活用しているものがございます。

また、光合成に大きな影響を与える炭酸ガスの

供給を調整することで、作物の生育に最適な環

境づくりを行い、大幅な収量の増加を実現する

ものもございます。こういった技術を用いるこ

とで、例えば県内のキュウリ栽培農家では、平

均反収の２倍以上を達成するところも出てきて

いる状況であります。

○武田浩一議員 先ほど、知事のほうから、

「フードビジネスの推進や海外輸出の拡大など

に取り組み、農林水産業の成長産業化を目指し
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ている」との御答弁がありました。農林水産業

の６次産業化と海外輸出の取り組みの現状につ

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） まず、６次産

業化につきましては、県の農業振興公社を６次

産業化サポートセンターとして位置づけまし

て、相談窓口の設置や専門家の派遣などによ

り、農林漁業者の商品開発や販路開拓の支援を

行っているところであります。その結果、六次

産業化・地産地消法に基づく国の総合化事業計

画の認定件数は95件と、これは全国３位、九州

でも１位の件数となっておりまして、６次産業

化関連事業の年間販売金額も約740億円と順調に

伸びてきております。

また、輸出につきましては、香港事務所や５

つの国・地域に配置しましたコーディネーター

などと連携しまして、海外のニーズや規制に対

応する産地づくりや販路拡大などの支援に取り

組んでおり、その結果、昨年度の農畜水産物の

輸出額は約34億円と、年々伸びてきているとこ

ろであります。

○武田浩一議員 ＩＣＴを活用した農業の取り

組み、新しい取り組みでありますが、最近、Ｉ

ＣＴどころかＡＩの時代だという話をよくお聞

きいたします。ＩＣＴ関連の設備投資にいたし

ましても、30万円ぐらいから数百万円と大きな

差があるようでございます。新規就農者にして

も、６次産業化、海外輸出にしましても、県の

皆様のお力添えで伸ばしていただいて、ありが

たいと思っておりますが、先ほども申しました

ように、農業人口は減っておるわけです。農林

水産業の人口は減っております。新規就農者を

いつまでに幾らぐらいふやしていくのか。農業

立県として農林水産業の売り上げをどこまで

持っていかれるのか。もちろん売り上げだけで

はなくて、農業者、水産業者、林業者の方の所

得をどこまで上げていくのかというところを、

やはりこれからは考えていかなければならない

のではないかと。もちろん考えていらっしゃる

んでしょうけれども、実際そういう数値を、私

も市議会議員をしていましたときに、よく市の

職員と話をしていたんですが、農家のこともあ

る、またＪＡとの絡みもありますし、県、国の

いろいろな方針がありまして、なかなかそこま

で突っ込んだところはできていないところだと

思います。

ただ、世界の人口が爆発的にふえていく中、

アメリカ、中国の大きな大陸も砂漠化が進んで

おります。必ず食料危機が来る。これは間違い

ないということは皆様周知のとおりでありま

す。その中で、日本を支える食料基地の宮崎、

将来は世界を支える食料基地の宮崎として、ど

のような方向性を持っていくのかが、これから

大事になるのではないかと思っております。宮

崎県内で世界の人口を支える食料をつくること

は、まず無理でしょう。串間の若手の農家の今

一生懸命頑張っている方と話をすると、「世界

の富裕層に向けたところは日本でつくったもの

を輸出しましょう。今度は、現地で農業をされ

ている方々がご飯が食べていけるように、子育

てができるように、日本からノウハウを持って

いき、日本の機械を持っていって、一緒になっ

て東南アジアの方々の生活も支えていくとい

う、ノウハウを輸出する」という話をよくされ

ます。すばらしいことだなと思います。これが

宮崎県から発信されていくとなると、日本の中

の宮崎ではなくて、世界の中の宮崎という話に

なると思っていますので、これから県庁を挙げ

て、まずは宮崎の農林水産業の所得向上、それ

と世界に向けて食料基地として、知事の言われ
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るフードビジネスの根幹として一生懸命頑張っ

ていかなければならないと思っておりますの

で、よろしくお願いを申し上げておきます。

次に、観光振興の観点から、国際定期路線の

現状と県の利用促進に向けた取り組みについ

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） まず、国際定

期路線の現状でありますが、宮崎空港発着の国

際定期路線は、現在、ソウル線が週３便、台北

線が週２便、香港線が週２便運航しております

が、本年４月から10月までの平均搭乗率で申し

上げますと、ソウル線が63.5％、台北線が81.7

％、香港線が73.5％となっております。このう

ちソウル線では、外国人のゴルフ需要もありま

して、冬期における便数が、先週の土曜日、12

月２日から週５便に増便されておりますほか、

熊本地震の影響により減便となっておりました

台北線も、その後の利用状況の回復などによ

り、来年３月から週３便に増便されることが決

定したところであります。

次に、利用促進に向けた取り組みであります

が、インバウンド対策といたしましては、就航

地における本県のＰＲ活動や、現地旅行会社の

招請などを行っており、また、アウトバウンド

対策といたしましては、県民が国際線を利用す

る際のパスポート取得や修学旅行への支援、航

空会社と連携した県民向けのＰＲイベントなど

を行っているところであります。

○武田浩一議員 最近、新聞紙上で国際線の増

便の情報をいただき、また、県の職員の皆様か

らいただきまして、本当にすばらしいなと思っ

ているところであります。

私、補欠で当選させていただきまして、すぐ

特別委員会で新潟のほうに研修に行かせていた

だきました。新潟というと、宮崎と同じように

田舎というか地方のイメージがあったんです

が、行ってみますと、航空路線、国際線、港、

海外航路、高速道路、新幹線、東北から、関東

から、中部から、関西からというふうに、どこ

からでも来れるところなんです。企業誘致もす

ばらしいし、地元高校生が残る率が高い。なぜ

地元高校生とか短大生とかが残るのかという

と、週末、東京にいつでも遊びに行けるわけで

す。だから、わざわざ東京に住まなくても、働

くところもあるし、近くに都会もあるというこ

とで、新潟はこんなに都会だったんだなという

イメージを持ちました。

宮崎、特に私の住んでおります串間は、本当

に交通網が脆弱であります。せっかくすばらし

いポテンシャルを持った観光地も控えておりま

すので、さらなる努力をまたよろしくお願い申

し上げておきます。

次に、近年、一気に日南市が注目されている

一因であります、油津港におけるクルーズ船の

寄港実績とことしの見通しについて、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 油津港に

おきます平成28年のクルーズ船の寄港実績につ

きましては、国外からが17回、国内が５回の

計22回となっております。ことしの見通しとい

たしましては、国外からが23回、国内が３回の

計26回となっております。

○武田浩一議員 すばらしいですよね。クルー

ズ船が着港するたびに、日南の方々、また串間

の方々も毎回見に行かれるようであります。本

当に楽しみにしておられます。そこで、油津港

に寄港後、県内のどのような観光地を訪れてい

らっしゃるのか、串間の実績等も含め、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 油津港に

平成29年12月５日(火)



- 183 -

寄港したクルーズ船の乗客は、バスやタクシー

を利用して、さまざまな観光地等に足を運んで

いただいております。主な目的地といたしまし

ては、飫肥や鵜戸神宮、都井岬、イルカランド

など、県南方面はもちろんでございますが、青

島、綾、関之尾の滝など、宮崎や都城方面まで

広く観光していただいております。県といたし

ましては、今後とも地元市町村等と連携しなが

ら、クルーズ船で訪れた外国人観光客にさまざ

まな観光地に足を運んでもらい、リピーターに

なっていただけるような取り組みを行ってまい

りたいと考えております。

○武田浩一議員 中心は日南市を含めた近隣市

町村だと思います。せっかくこれだけの数、ま

た、これだけの大型客船が油津に寄港するわけ

であります。東南アジアが中心と聞いておりま

すが、お客様の国別であるとか、また、着岸さ

れてからどういうコースにどれくらい行かれて

いるのか。来年からもふえていくと思うんです

が、今後、その方々をリピーターとして迎える

ためにどのような施策を打つのかをしっかりと

考えていかなければ―こうやって紙の上で話

をする、私たちが今ここで議論するのは、簡単

というかやすいことなんですが、実際、観光業

で県民の方々が食べていけるように、税収が上

がるように、せっかく港にも投資をしていただ

いてこれだけのクルーズ船が来るようになりま

したので、これから先が大切ではないかと思っ

ております。そのあたりを、今議会でもずっ

と、市町村と連携をとりながらという話が出て

おりますので、しっかりと連携をとっていただ

いて、数字的なものも一緒になってとっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いを申

し上げておきます。

ここで、串間市の悲願であります東九州自動

車道及び都城志布志道路の進捗状況について、

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） 東九州自動

車道につきましては、計画延長約436キロメート

ルに対して、本県と鹿児島県にまたがる約87キ

ロメートルの区間が未供用となっております。

未供用区間のうち、清武南から油津間及び夏井

から鹿屋串良間の約53キロメートルについて

は、国が現在事業中であり、このうち、日南北

郷から日南東郷間の約９キロメートルについて

は、今年度開通予定となっております。油津か

ら串間、夏井までの約34キロメートルは、事業

化に向けて調査中であります。

次に、都城志布志道路につきましては、計画

延長約44キロメートルを、国、宮崎県、鹿児島

県が連携して整備を進めており、約13キロメー

トルが供用されております。来年２月には本県

施行の梅北から金御岳間の2.5キロメートルが開

通するほか、３月には、鹿児島県施行の有明北

から有明東間の4.3キロメートルが、さらに来年

度には、国施行の南横市から平塚間の2.8キロメ

ートルが開通予定と伺っております。

県といたしましても、今後とも、国や関係各

県、地域の皆様との連携を図り、一日も早く全

線開通するよう全力で取り組んでまいります。

○武田浩一議員 日南―串間―志布志間、また

都城志布志道路、南海トラフ等の災害も可能性

として、串間に被害が起きた場合には、バック

アップ道路としての機能、命の道としての機

能、また、同じ県内、同じ国内にいて、農林水

産業、また産業の発展を考えると、この脆弱な

道路網は本当に串間にとって致命的でございま

す。先ほどから何回も申しておりますが、皆様

のお力をおかりして、一日も早い開通を願うも

のであります。また、先ほど知事のほうから

平成29年12月５日(火)



- 184 -

も、串間のエコツーリズムを御答弁いただきま

したが、これを着実なものにするためにも、ど

うしてもこの道路というものは必要でございま

すので、よろしくお願いをしておきます。

次に、先ほど知事から、自然が豊かで大変魅

力的な地域であると認識しているという御答弁

がありました。ありがとうございます。私も本

当に串間はいいところだと思っております。風

光明媚な国道448号は、本県の重要な観光ルート

と考えますが、観光振興の観点から今後どのよ

うに活用されていかれるのか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 美しい海

岸線に沿って走る国道448号の沿線には、道の駅

なんごうや文化猿で有名な幸島、さらには都井

岬など、本県を代表する観光スポットがあり、

ドライブやサイクリングを楽しむことができる

絶好のルートとなっております。現在、このす

ばらしいロケーションを生かし、「わくわくサ

イクリングinくしま」など、多くの愛好者が参

加するサイクルイベントが開催されております

が、最近では、香港の旅行会社によるサイクル

ツアーの商品化の動きなど、インバウンドの新

たなメニューとしても注目されているところで

あります。このため、県としましては、串間市

などと連携しながら、国道448号を生かしたサイ

クルツーリズムを、県南地域の新たな観光誘客

の柱の一つに育ててまいりたいと考えておりま

す。

○武田浩一議員 済みません、緊張しておりま

して、１つ飛ばしてしまいました。

448号線の復旧、東九州自動車道・日南―串間

―志布志間の開通、都城志布志道路の開通がな

ければ、なかなか進まないわけでございます

が、本県の観光振興を図る上で、幸島や都井岬

などの串間の観光資源をどのように認識してい

らっしゃるのか、また、今後どのように活用さ

れるのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 串間市は、先ほど来出

ております、国の天然記念物であります岬馬な

どで有名な都井岬や、海水で芋洗いをする文化

猿のいる幸島を有しているほか、県内有数の透

明度を誇る恋ヶ浦でのサーフィンやトビウオす

くいといったアクティビティーも楽しむことが

できます。私も何度かビーチバレーの大会にも

参加させていただき、これほどさまざまな資源

があるところというのは、県内を見ても有数の

場所ではないかと思っております。また、特産

品のカンショや和牛、水産物など、豊かな食材

にも恵まれております。食や景観、アクティビ

ティーという、観光にとって重要な要素を兼ね

備えた、自然豊かで大変魅力的な地域であると

認識しております。県としましては、これらの

観光資源を生かすためにも、先ほど来議論があ

りましたような、高速道路、道路網の整備を急

ぐとともに、体験型のエコツーリズムや広域で

の周遊ルートづくりなどに、地元の串間市と連

携しながら、しっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

○武田浩一議員 ありがとうございます。最

近、若者といいますか、どこまでが若者かわか

らないんですが、30代、40代、50代の市の職員

の方々、また、地元の商工業の会ではないんで

すけれども、青年部のＯＢの方々が、ピエロを

やったり、電車を持ってきたり。この電車も実

は自分たちでお金を出して、集めて、市からは

お金をもらわずに持ってきたものであります。

電車は、ほとんどただ同然で広島のほうからい

ただいてきたようなんですが、移動費に相当な

お金がかかりまして。また、木造なんですね、
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電車が。チンチン電車、木造なんです。木で枠

ができていまして、天井も木造なんです。雨ざ

らし、日ざらしの状態で、今、防水をしており

ます。また、外側のペンキも剥げてきておりま

して、そこを自分たちで剥がして、パテを入れ

て色を塗ったりとか、そういう作業をしており

ます。本当に地域の方々は今、頑張っていらっ

しゃいます。

そこで、本年２月に、串間エコツーリズム推

進全体構想が、エコツーリズム推進法に基づく

認定を受けましたが、エコツーリズムに対する

県の考え方、串間市との連携・支援をどのよう

に考えているか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 地域の大

切な自然や文化を体験を通して学ぼうとするエ

コツーリズムは、滞在型観光やリピーターの確

保につながる重要な取り組みであると考えてお

ります。串間市におかれましては、岬馬の馬追

い体験や、トビウオすくい、芋掘りといった串

間ならではの体験メニューの開発など、エコツ

ーリズムの推進による串間のファンづくりに取

り組まれているところであります。このような

地域の資源を生かした体験型観光の取り組み

は、観光地経営を進める上で大変重要でありま

すので、今後とも、串間市などと連携しなが

ら、さらなる素材の磨き上げや情報発信等に努

めてまいりたいと考えております。

○武田浩一議員 エコツーリズムというと商工

関係になるわけです。グリーンツーリズムとい

うと農政サイドになるわけです。エコツーリズ

ムを、農家民泊とか漁村民泊とかいう形で一生

懸命裾野を広げようと今、串間市でも頑張って

おるわけですが、窓口が、予算的なものがあっ

たりとか補助金的なものがあって、なかなか一

つになっていないというところがあると思いま

す。これだけではなくて、今いろいろなものが

グローバル化していって、こっちに行くと、そ

れはこっちかな、こっちに行くと、こっちかな

という形で、住民の皆さんもどこに行っていい

のかわからない。また、私たちも、これはどこ

に質問すればいいのかなということも最近よく

あると思います。エコツーリズムやグリーンツ

ーリズムなど、地域が主体となるさまざまな体

験ツーリズムがありますが、県庁における担当

窓口や支援制度が異なる中、どのように連携を

図っているのか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） エコツー

リズムやグリーンツーリズムなどの体験型ツー

リズムにつきましては、国の認定制度や支援制

度の関係から、現状として担当窓口が分かれて

いるところでありますが、事業の実施に当たり

ましては、関係部局が連携して円滑な推進が図

られるよう、常日ごろから意見交換、情報交換

等に努めているところであります。

○武田浩一議員 何かしっかりとした窓口をつ

くるか係をつくっていただいて―グリーンツ

ーリズム、エコツーリズムだけではないと思う

んです。いろいろな形で県内各地にすばらしい

体験メニューがある。１泊で帰るのではなくて

滞在型のツーリズム、サイトシーイングじゃな

くてツーリズム、滞在型ですので、これを何と

か、100人を迎えるんじゃなくて１人が100回来

ていただけるような形がベストだと思っており

ます。今後、市町村、また担当課と連携して努

力していただきたいと思いますので、よろしく

お願いを申し上げます。

次に、ある串間出身の40ちょっとぐらいの方

なんですけれども、今、カナダのほうですし店
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を経営されていまして、「炙（あぶり）」とい

います。ここ２～３年のうちに300店舗ぐらい、

カナダ、アメリカ、ヨーロッパでチェーン店を

つくると豪語されておりまして、まず間違いな

くされると思います。この前も串間に来られて

講演をしていただきました。その中で、海外の

富裕層を滞在させるための健康をテーマとする

ツーリズムの活用について、よくお話しされま

す。県の考えをお伺いいたします。商工観光労

働部長、お願いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 世界的に

見られる健康志向の高まりの中、健康をテーマ

とするツーリズムは、豊かな自然や安全・安心

な食材など、本県の強みを生かすことのできる

観光誘客の有効な手段の一つであると考えてお

ります。こうしたことから、県におきまして

は、現在、森林セラピーや自然食などを組み合

わせた旅行商品の開発等に、市町村等と連携し

ながら取り組んでいるところであります。海外

の富裕層を含め、観光客に長期滞在していただ

くためには、さまざまなニーズに応じたメニュ

ーづくりなどの課題もありますので、今後と

も、そのあり方について検討してまいりたいと

考えております。

○武田浩一議員 ありがとうございました。県

民の皆様のため、地域住民の皆様のために、一

生懸命、真剣に議論させていただいて、よりよ

い宮崎を次の世代へ引き継いでいけるよう精進

してまいりますので、これからも御指導をよろ

しくお願い申し上げまして、私の質問を終わり

たいと思います。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

○ 原正三議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 生きづらい

世の中になってきているのでしょうか。考えて

みました。旭化成のまち・延岡には、赤と白に

塗り分けられた高い煙突がたくさんあります。

なぜ高い煙突が赤と白に塗り分けられるように

なったのか。これにはいわれがあります。その

昔、ワンマンな社長がいて、日本で初めて高い

煙突をつくったときに、そこの従業員が恐る恐

る社長に聞いたそうです。「社長、この煙突は

何色に塗ればいいでしょうか」。すると社長

は、ワンマンだっただけに強い命令口調で、

「赤にしろ」と言ったそうです。従業員が勘違

いして、赤と白に塗り分けてしまったのです。

ですから、従業員の勘違いがなければ、日本の

煙突は赤一色になっていたかもしれません。も

ちろんこれは作り話ですが、60メートル以上の

煙突は赤と白に塗り分けるように航空法で定め

られています。

なぜ私がこんな話から始めたかというと、こ

の小ばなしにあるような古典的なワンマン社長

であれば、むしろほほ笑ましいくらいです。今

日、いろいろな人の相談を受けてみたり、また

は今日の社会の仕組みや世相を見ると、何か生

きづらさを感じる社会になったなとつくづく感

じるからです。我々はどこから来たか、我々と

は何か、我々はどこへ行くかと、絵画の世界で

問いかけたのは、画家のゴーギャンです。タヒ

チに住み、タヒチの人を描きながら、人間の文

明、行く末を考えたのでしょうか。我々はどこ

から来たか、我々とは何か、我々はどこへ行く

か。本当に私たち人間、どこから生まれ、そし

てどこに向かって進んでいくのでしょう。そん

な思いを持って、今回、自殺対策や道徳の問題

などを質問したいと思います。

まず、知事には政治姿勢ということでお尋ね

いたします。

今、国が進めている働き方改革についてどう
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思われるか、知事の所感を伺います。私は、働

き方改革には評価すべき点があろうかとは思い

ますが、労働者派遣制度などをつくったばっか

りに問題が出てきているように思います。基本

的には労働基準法どおりにすれば解決するので

はないかと思うのです。

以下の質問は、質問者席にて行います。(拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

働き方改革についてであります。政府が進め

る働き方改革は、全ての人々が健康で安心し

て、生き生きと働くことができる職場環境の実

現や、働き方の効率化などによる労働生産性の

向上を図るものでありまして、大変重要な取り

組みであると考えております。国においては、

働き方改革を推進するために、長時間労働の是

正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にか

かわらない公正な待遇の確保を柱とする法律案

の要綱を労働政策審議会に諮問し、本年９月に

厚生労働大臣への答申が行われたところであり

ます。今後、この答申を踏まえた法律案が作成

され、国会に提出されると聞いておりますが、

働く人の視点に立って、さまざまな観点から

しっかりと議論されることを期待しているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 知事の答弁、働く人の視点に

立ってということでありますので、ぜひ国のほ

うでもそれを深めていただきたいと思います。

実は、私たち会派のほうで、本年の10月末に、

日機装の本社、石川県ですが、視察をさせてい

ただきました。そのときにいろいろやりとりし

た中で、宮崎日機装社長になられる西脇さんと

いう方が、私たちは、派遣労働者といった人た

ちをできるだけ正社員に変えるようにしますと

言っておられました。これは今、働き方改革の

中で出てきた制度だろうと思いますが、勤務地

限定正社員、いわゆる異動のない正社員に変え

ていきますということなんです。どうしてそう

されるんですかと聞いたら、やっぱりモチベー

ション、やる気が違うから、臨時職とかああい

うのではなくて、できるだけ国の制度を使って

正規社員のほうに変えていきたいということを

言われておりました。私は、本当に善良な企業

だな、ぜひ宮崎でもこういう形をとってくれる

会社がふえるといいなと思いました。この働き

方改革というのは、全国知事会でも、昔は「闘

う知事会」と言われておりましたが、ぜひそう

いう形で変えていっていただいて、また、世の

中を変えるような動きをとっていただきたいと

思っております。

２つ目でありますが、知事にもう一度質問い

たします。安倍総理は、企業が賃上げをすれば

法人税を減税しますよという形で、法人税減税

措置で賃上げを図って、それを後押しするとい

うことを言っておりますけれども、知事のこれ

についての所感をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現在、景気回復の実感

がなかなかないというようなことも言われてお

りますが、政府におきましては、過去最高と

なっております企業収益を賃金引上げや設備投

資に向かわせるため、新しい経済政策を検討し

ており、その中で、賃金引上げを行う企業を対

象とした法人税減税措置を拡充する方向だとお

聞きしております。法人税減税の恩恵を受けな

い企業もあると思われますが、こうした優遇措

置が、対象となる企業の賃金引上げの後押しと

なり、そのことが消費喚起につながり、我が国

経済を力づけ、本県を含め、地方の経済や雇用

にも好影響をもたらすことを期待しているとこ
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ろであります。

○太田清海議員 法人税を十分に納める企業の

ないところも、宮崎県の場合、比較すればあろ

うかと思うんです。だから、この恩恵を受けな

い企業もあるのではないかと思いますが、知事

の言われたように、こういう減税をしながら消

費活動を活性化してみんなが幸せになろうとい

うのは、私は間違いではないと思うんですが、

そこでもう一つ見落としてはならないのは、企

業の内部留保がある。それがどんどん今ふえて

いるというこの実態を見ると、賃上げをしてく

ださい、そのかわり法人税の減税をします。こ

れは簡単に言えばプラス・マイナス・ゼロ。今

問われている、会社にため込んだ内部留保をい

かに吐き出すかということも、私は大事なこと

じゃないかと思うんです。これは９月の２日に

報道されておりましたけれども、日本の大きな

企業の内部留保は406兆円。406兆円というと国

家予算の４倍です。そういうものがあるとする

ならば、そこも含めてできるだけ出していただ

く。そして、景気循環に使っていくというよう

な政策も私は大事ではないかなと思います。ぜ

ひそのあたりも、知事会のほうでもよろしくお

願いしたいと思います。

それでは次に、テーマを変えて総務部長にお

尋ねいたします。庁舎の有効利用についてであ

ります。

今回、防災拠点庁舎を整備されるということ

でありますが、今後のスケジュールについて、

まず、確認でお伺いしたいと思います。

○総務部長（桑山秀彦君） 防災拠点庁舎の整

備につきましては、建設主体工事など３件の工

事請負契約締結のための議案を今議会に提案し

ているところでありまして、議決をいただけま

したなら、今月中に本体工事に着手し、平成31

年11月の完了を予定しております。また、本体

工事の完了と前後いたしまして、建物周りの外

構工事のほか、県庁１号館に設置しております

防災行政無線の機器の移設などを行う予定であ

ります。このようなことから、新しい庁舎の供

用が可能となりますのは、現時点では、平成31

年度末を予定しておりまして、その後、順次、

危機管理局や福祉保健部、県土整備部などが新

庁舎に移転することになります。

○太田清海議員 平成31年度末というと時間は

まだありますが、私たちがいろんなところで聞

くところによると、県の外郭団体、一生懸命県

の行政を支えている団体のところでは、あると

ころでは、エレベーターがなくて、お客さんが

来ていただいても対応が難しいところがあるん

ですよと。例えば、具体的に言うと、宮崎県男

女共同参画センターあたりも、お客さんを２階

に連れて上がらないかんということ等であるそ

うです。ということは、防災拠点庁舎整備後、

移動させて本庁の中に空きスペースができると

思うんですね。ぜひ、外郭団体も含めた移動と

いいますか、そういったところも考えていただ

きたいなと思っておるわけです。防災拠点庁舎

の整備に伴い生じる既存庁舎の空きスペースの

有効利用として、県とかかわりの深い団体の入

居を検討してはどうかということでお尋ねした

いと思います。

○総務部長（桑山秀彦君） 防災拠点庁舎の整

備に伴い生じます１号館あるいは３号館などの

既存庁舎の空きスペースにつきましては、現

在、庁舎の有効活用の促進と行政サービスの一

層の向上を図る観点から、庁舎の分散化・狭隘

化の解消、業務の効率化、施設の維持費用の削

減などを念頭に置きながら、部局配置の見直し

について検討を行っているところでございま
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す。御質問にありました、県とのかかわり合い

の深い団体につきましては、部局配置の見直し

により生じる空きスペースへの入居を検討する

ことになりますが、その際には、その団体の設

置目的や役割、県との連携の必要性、度合い等

を勘案しながら、入居の必要性について、関係

部局と協議してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 検討されるということですか

ら、ぜひよろしくお願いしておきたいと思いま

す。

次に、ＪＲのワンマン化について、総合政策

部長にお伺いいたします。

一部マスコミでも既に報道されておりますけ

れども、これまで私は、ＪＲのワンマン化の問

題については、安全面の問題、それから車内の

秩序の問題ということで、２回ほど質問をさせ

ていただきました。そして、県のほうも、新聞

報道で見ると、私たちの声を代弁して、総合政

策部長もＪＲのほうに申し入れされておるとい

うことで、評価をしたいと思います。

１つの質問は、ＪＲ日豊本線大分―宮崎空港

間の一部特急で、ことしの３月から始まったワ

ンマン運転の列車において、車掌にかわって配

置された案内係員はいつまで乗務するのか。ま

た、乗務しなくなると影響があると思います

が、県の考えを伺いたい。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 特急列車のワ

ンマン運転の導入に当たって乗務しております

「お客さま案内等を担当する係員」、いわゆる

案内係員の乗務期間につきましては、当初、半

年の予定でありましたが、１年間に延長され、

来年３月のダイヤ改正までと伺っております。

一方で、案内係員が乗務しなくなることについ

ては、障がいのある方等を中心に、県民に不安

の声もあると考えております。県としまして

は、同係員が不在となった後の状況について、

また、特急のワンマン運転により問題が発生し

た場合についても、随時報告いただくよう、Ｊ

Ｒ九州に申し入れているところであります。

○太田清海議員 後でまたその辺は話をしてみ

たいと思います。２つ目の質問でありますけれ

ども、日豊本線の宮崎―鹿児島間の特急につい

ても、来年３月から、案内係員を置かずにワン

マン運転に移行するという話を聞いております

が、そのような動きがあるのか、お伺いしたい

と思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） マスコミの報

道等もあるところではございますが、特急ワン

マン運転区間の拡大の予定についてＪＲ九州に

確認したところ、さまざまな経営効率化の検討

は行っているとのことでありますが、現時点で

決まっているものではないということでござい

ます。県といたしましては、ＪＲ九州に対し、

具体化の動きがあれば、速やかに情報提供する

ように求めたところでございまして、県民の安

全・安心に深刻な影響を及ぼすことのないよ

う、適時適切な対応を図ってまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 宮崎―鹿児島間についてはま

だ決まっていないということでありますので、

ぜひ決めていただきたくないなと思っておりま

す。考えてみると、今、試行ということでやっ

ていますよね、大分と宮崎空港間は。４両編成

は車掌を置かずに案内係員を置いておるという

ことで、試行なんです。案内係員を置くという

ことは、車掌と一緒なんです。だから、新聞報

道を見ると、社長は、大きな問題はないと聞い

ていると言うけれども、それは案内係員を置い

ているからなんです。これを取っ払ったら何が

起こるかわかりませんよ。私は、それを危惧す
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るんです。

先々週、私が宮崎から延岡に帰った２時ごろ

の列車だったと思いますが、事故があったんで

す。どんな事故だったかというと、佐土原の先

でしたか、急に列車がとまったんです。それに

は車掌さんが乗っておりました。こんな放送

だったんです。「線路内に人影を確認しました

ので、緊急に停車しました。接触があったかど

うか確認しますので、いましばらくお待ちくだ

さい」と、さっと放送されるんです。だから、

お客さんはそれを聞いて、ああ、そうだったの

かといって、早く帰らないかんがと思っている

人もおるかもしれんけど、それはぐっと抑えて

いるわけです。そして、おりていろいろ調べた

んでしょう。そうしたら、５分か10分ぐらい

たって、「確認しましたが、人との接触はな

かったようです。ＪＲ本社に確認をとって運行

しますので―許可をとってという意味だった

ろうと思いますが―いましばらくお待ちくだ

さい」と。適宜ぴしっぴしっと報告してくれ

て、みんなはそれで安心して、やむを得んわな

という思いになるわけです。

車掌さんのそういうてきぱきとしたアナウン

スで私たちの不安感というのが取り除かれまし

た。私は、こういう車掌さんを取り除くという

のは、それはいかんと思いますよ。無意味な車

掌さんだというようなイメージを与えてはいけ

ない。先ほど知事にも働き方改革の件で質問し

ましたけれども、やっぱりみんなが一生懸命働

いてこの世の中をつくっているんだという思い

をみんなにさせないといけないと思うんです。

それと、乗車率が下がったこと、利益がない

ということと車掌を取っ払うということは、次

元が違うと思うんです。乗車率が下がったとい

うことは、みんなで乗って残そうじゃないかと

いう運動だってできる。車掌を取っ払ったら何

が起こるかわからん。だから、これは異質なも

のだから、車掌だけはやっぱり残していこうと

いうことでないといけないと私は思うんです。

ということを伝えて、総合政策部長も頑張って

おられますけれども、そういうことで車掌をな

くすようなことはしていただきたくないなと

思っています。密閉された部屋ですからね、前

回も言いましたように。ということでよろしく

お願いしたいと思います。

次に、自殺対策について教育長にお伺いいた

します。

児童生徒の自殺の主な背景、今回、報道を見

てみますと、本県では、公立の学校で自殺生徒

数５名という数字をお聞きしました。児童生徒

の自殺の主な背景と、未然防止のための対応を

お伺いしたいと思います

○教育長（四本 孝君） 平成28年度の文部科

学省の調査により、自殺した児童生徒が置かれ

ていた状況を見てみますと、家庭の問題、進路

問題、病気などの悲観、いじめなど、さまざま

なものがございます。自殺の未然防止のための

対応といたしまして、各学校では、子供たちの

日常の様子を細かく観察し、必要に応じて教育

相談等を実施しております。県教育委員会で

は、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーを配置・派遣し、悩みを抱えた児童

生徒へのカウンセリングや、教職員の対応につ

いてアドバイスを行っております。また、学校

以外にも悩みを相談できるよう、24時間対応の

電話相談窓口「24時間子供ＳＯＳダイヤル」を

開設しております。今後とも、かけがえのない

命を大切にする教育を推進するとともに、児童

生徒の悩みや苦しみを受けとめる相談体制の充

実に取り組んでまいりたいと考えております。
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○太田清海議員 かけがえのない命という表現

をされました。本当にそうだと思います。教育

現場でも、学校の先生方も本当に命がけでとい

う思いで守ろうとしているんだろうと思いま

す。ぜひ、いろんな会話をしながら、そういう

子供たちに対応してあげていただきたいなと

思っております。

もう一度教育長に、今度は、道徳教育につい

てお伺いしたいと思います。

「中学生の人間関係づくり「コミュニケー

ション能力」育成事業」についての説明を、常

任委員会の中で聞きました。この中で、人のこ

とを考える子供たちをつくるんだというのが述

べられて、私はぴんと頭に来て―頭に来てと

いうのは、頭に入って、いい取り組みだなと

思ったわけです。他人のことを考える人間をつ

くっていかないといけない。この事業は、事業

費は170万円でわずかな予算。わずかな予算で

も、そういった人間の本当の存在のことを問い

かける事業を行っているということには、敬意

を表したいと思います。この事業の内容、あわ

せて、人を思いやる心や命を大事にする心の醸

成に今後どのように取り組むのか、教育長の考

えをお伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 現在、子供のいじめ

や不登校などが大きな問題になっておりますけ

れども、その背景の一つとして、子供たちがほ

かの人とうまくコミュニケーションがとれず、

孤立や孤独を感じていることがあるのではない

かと考えております。そこで、仲間とともに支

え合う人権感覚を育むことを目指しまして、

「中学生の人間関係づくり「コミュニケーショ

ン能力」育成事業」を行っております。この事

業では、自分の思いを表現したり、相手の気持

ちを受けとめたりするトレーニングなどを行

い、子供たち同士で相互に支え合うピア・サポ

ート活動を実践しております。この活動を実践

している学校からは、「困っている友達に自分

から声をかける生徒がふえた」や、「「ありが

とう」と感謝の気持ちを伝える生徒がふえた」

などの声が届いているところでございます。私

といたしましては、改めて、命はかけがえのな

い大切なものであるという考えに基づき、現在

の取り組みに加えまして、今後は、動物愛護や

がん教育などの視点も取り込みながら、全県下

で進める重要なテーマとして、命を大切にする

教育の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。今、動物愛護

の話も出ましたけど、実は私も、小学校３年ぐ

らいのときだったと思いますが、北郷村宇納間

というところで鶏を養っておりました。朝起き

て、カンランを切って餌をやるわけです、出刃

包丁でしたけど。３歳上の兄が私に、「ちょっ

と包丁を貸してくれ」と言うものですから、私

は、その切りよった包丁を「ほい」といって渡

したんです。そうしたら、兄が、「お前ね、人

に包丁を渡すときにはそんげな渡し方をしたら

いかんぞ。ひっくり返してお前が切れるほうを

握って渡せ」と。ああ、なるほどねと。私は兄

からそういう道徳というか、そういったものを

教えられた気がいたします。本当に人のことを

考えるということが非常に大事だなと思うとこ

ろです。小学校３年のちょうどそのとき、学校

の先生が突然授業の中で、「道徳とは何と思う

か」と言われました。そのときに、文部省から

の何か通達があって、昭和33年当時、道徳教育

が始まったようです。それで、手を挙げて、

「道徳とは、包丁を反対にして渡すことです」

と言ったら、物すごく褒められました。そんな
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思い出もあります。

宮日新聞に「いつも誰かが」という、県立芸

術劇場館長の佐藤寿美さんという方のシリーズ

物が載っています。14日目の部分にこんなのが

載っていました。当時、先生から、お前は特色

がないから、あの女の子の世話をしてやれとい

うようなことで、障がいを持った女の子のお世

話をするということで、「穴井和代ちゃんとい

う身体の不自由な子がいて、その子を学校帰り

に家まで送る付き添いだった。カズヨちゃんは

やせてかかしみたいな体形で、かなり重度の障

害が残っており真っすぐ歩けない。私はカズヨ

ちゃんの手をひいて普段の倍以上の時間をかけ

て帰り道を歩くことになった（中略）同級生が

遠くからカズヨちゃんの歩く姿をからかった。

私ははじめこの任務が嫌でしようがなかった。

しかしカズヨちゃんは汗をかきながら懸命に歩

いた。私がからかう連中に向かって怒った時に

は、涙を浮かべて私の袖を引っ張って止めた」

という文章がありました。あら、すごいねと

思ってですね。小学校３年か４年ごろに、こう

いう人を助けるということを一生懸命された人

なんだなと思っております。そういうことが世

の中に広まればいいがなと思います。

教育長、ありがとうございました。

それでは次に、県土整備部長に、県営住宅の

設備についてお伺いしたいと思います。

先日、県営住宅に入居した人から聞いた話で

ありますが、最近の民間の賃貸住宅ではほぼつ

いていると思われるカーテンレールと網戸が県

営住宅にはついていなくて、「自己負担でつけ

てください」と指定管理者の方から言われたと

のことでありました。住宅に困窮する低所得者

の方々に対して、低廉な家賃で賃貸する県営住

宅を整備する上で、県負担で設置する住宅の設

備については、時代の変遷に伴い、いろいろ改

善・向上が図られてきていることとは思います

が、カーテンレールや網戸は設置されてよいも

のではないかと感じた次第であります。

既に入居されている住宅に改めて設置するこ

とは難しいかもしれませんので、せめてこれか

ら建てかえる住宅において、県で設置してもよ

いのではないかと思った次第ですが、まず、本

年４月１日現在での県営住宅の入居率はどの程

度なのか、お教えください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 平成29年４

月１日現在、県営住宅の全管理戸数8,970戸に対

し、入居戸数は7,974戸で、入居率は88.9％と

なっております。なお、全管理戸数のうち、建

てかえやバリアフリー化工事などのために入居

者募集をとめている住戸が274戸ありますので、

これを除いた8,696戸に対する入居率は、91.7％

となっております。

○太田清海議員 入居率をお伺いしました。も

う少し高いのかなと思っていたんですが、そう

いう実態があるということですね。先ほど私が

説明しましたように、県営住宅に入居する際

に、入居者自身で購入して取りつけるものには

どういうものがあるのか。また、今後、建てか

えを行う住宅において、県の負担で網戸、カー

テンレールの設置を検討することはできないの

か、あわせてお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県営住宅に

入居する際は、お話のありました網戸、カーテ

ンレール、そのほか、ガスコンロ、一部の照明

器具などについては、入居者自身で取りつけて

いただいております。公営住宅の仕様等を定め

た国の基準では、当初設ける附帯設備として、

炊事、給水、排水、電気及び物干しなどが示さ

れており、平成10年に改正された基準では、入
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浴やテレビ受信の設備、電話配線などが加わっ

ておりますが、網戸やカーテンレールなどにつ

いては示されておらず、都道府県ごとに取り扱

いもさまざまな状況であります。しかしなが

ら、網戸やカーテンレールについては、我が国

の住宅の質も向上していることや、公営住宅の

建てかえや新築の際に設置する都道府県が増加

している状況を踏まえ、今後、建てかえに着手

する団地につきましては、住宅を建設する際に

県で設置する方向で検討してまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 わかりました。今後、新築す

る場合には検討するということですから、もう

そういう時代になったのではないかなと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

同じく県土整備部長に、河川の管理について

お伺いしたいと思います。

北川での台風災害、これについては後藤哲朗

議員が十分質問されましたので、私は、ダムの

管理の問題について、今回の台風18号による洪

水に対し、北川ダムではどのような対応であっ

たのか、お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 北川ダムを

管理している大分県が公表した資料によります

と、今回の台風18号では、９月17日午前８時10

分から、北川ダム操作規則に基づき、洪水調節

が開始されております。その後、午後１時から

の１時間雨量が98ミリを記録するなどの異常な

豪雨となり、ダムに流れ込む流量は急速に増加

し、午後１時40分に計画の毎秒1,800立方メート

ルを超え、午後２時40分には毎秒2,548立方メー

トルに達しております。このため、午後２時50

分に、操作規則に基づき、ただし書き操作と言

われる特例操作に移行しております。今回のダ

ム操作により、最大流入量の一部をダムに貯留

し、下流に流す水の量を毎秒1,721立方メートル

に減らすことで、延岡市の熊田橋地点の水位を

約1.4メートル低減させたとの試算がなされてお

ります。

○太田清海議員 北川の熊田地区でのダムの効

果というのは、今言われたように、1.4メーター

引き下げているんだということであれば、ダム

の管理をきちっとされたその効果だろうという

ふうに評価をしたいと思います。この地区につ

いては、内水面については延岡市の管轄だろう

と思いますが、ぜひ、県のほうも指導なり助言

なりよろしくお願いしたいと思います。工夫を

よろしくお願いいたしたいと思います。

次に、もう一度教育長のほうに、スポーツの

振興についてということでお尋ねしたいと思い

ます。

学校教育における運動部活動の意義について

お伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 学校における運動部

活動につきましては、体力の向上等に加え、日

々の練習や試合を通して、互いに協力し合って

友情を深めたり、あるいは思いやりの心を培っ

たり、目標達成に向けて努力する姿勢や自分の

責任を果たす態度を育てたりするなど、「生き

る力」を身につけさせる上で大変重要な活動で

あると考えております。このような意義を持つ

運動部活動は、学校教育において大きな役割を

果たしていると認識しているところでございま

す。

○太田清海議員 部活動、私は教育の一環だと

思います。それにはもちろん勝負もありますか

ら、負けることの悲しさと、今度頑張ってやろ

うという思いになったり、勝った場合には相手

をいたわったり、そんなのも一つ大事なことだ

ろうと思うんです。
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それで、これは１月23日の宮日新聞に載って

いて、私も興味を持って読ませていただきまし

たが、全日本女子バスケットの代表の方が、オ

リンピックで負けること、これはその人にとっ

ては災害であるというような表題で、心身に

傷、続く自責の念から、負ける自由を許してと

いうような、極めた人がそういうのを書いてお

られます。私自身もテニスを高校時代までやっ

たんですが、九州大会に行ったときに、高校の

先生―私は、てっきり先生と思っていたんで

すが、事務官の先生が私たちを指導してくださ

いました。本当にありがたいと思っています。

その先生から九州大会に連れていかれたとき

に、九州大会の名門校は、生徒がミスすると、

グリップのところを反対にしてその選手をたた

く。高校生ですけれども、その子供は逃げるん

ですね、怖いから。私は、それを見て、スポー

ツというのは楽しいのに何でそんな教え方をす

るのかなと、そのとき高校生でしたけど、思い

ました。

私は、スポーツというのは、体の健康とかそ

んな目的があるわけですから、ぜひそういう視

点を持っていただきたいと思うのと、国体もこ

れはまた一つの勝負の世界ですから、勝たない

かんとか、天皇杯をとらないかんというプレッ

シャーもあろうかと思いますが、本来のスポー

ツということも考えておいていただきたいなと

思っています。

その国体に向けた強化もせないかんと思いま

すけれども、２巡目国体に向けた教員採用につ

いて、どういうふうになっているのかお伺いし

たいと思います。

○教育長（四本 孝君） スポーツの振興や競

技力の向上を図るためには、すぐれた指導ので

きる教員を確保することが重要でありますが、

その採用に当たりましては、競技力だけではな

く、教師としての資質をしっかり判断して採用

することが大切であると考えております。本県

では、スポーツ分野の秀でた技能・実績を有す

る選手及び指導者を確保するため、平成９年度

から教員の特別選考試験を実施しております

が、その選考においては、スポーツの実績だけ

ではなく、一般選考試験と同様に、模擬授業や

個人面接、集団討論などにより、教師としての

資質も確認しております。今後とも、競技力や

指導力を兼ね備えた質の高い教員の計画的な採

用に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。教員採用につ

いては、総合的な判断をして採用ということで

ありますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、ＬＧＢＴの問題について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

性同一性障がいのホルモン療法に対する県の

認識をお伺いしたいということでありますが、

この性同一性障がいの問題等については、私が

平成26年６月議会で、手術をする人・せざるを

得ない人に保険が適用になったらいいがなとい

う思いを述べました。そうしたら、国のほうで

も、手術については保険の適用にしますという

ことで、それが来年度あたりになるという方向

で厚生労働省のほうで発表されたようです。本

当によかったと思っています。

ただ、その中では、ホルモン療法については

保険適用はまだ考えられていないというような

方向でありますが、中には、ホルモン療法せざ

るを得ない人も、どこの病院にかかればいいの

か、もしくは、あそこが病院だけれども、例え

ば延岡とか都城から見た場合、遠いところにあ

るからなかなか行けない。となると、注射とい
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うのもありますが、錠剤を飲んでやらざるを得

ない。これは風評的に言ってもいけませんが、

果たしてその錠剤が健康にいいのかどうかとい

うことも考えなならぬものですから、きちっと

した医者からホルモン注射なりをされることに

なったらいいのかなという思いがありまして、

県のホルモン療法に対する認識をお伺いしたい

と思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 国によれば、

性同一性障がいとは、生物学的な性別がみずか

らの性別に対する認知と一致しない場合とされ

ております。この治療につきましては、日本精

神神経学会が定めた「性同一性障害に関する診

断と治療のガイドライン」によりますと、十分

な知識と経験を持った精神科医、形成外科医、

泌尿器科医、産婦人科医などにより構成された

医療チームによって、精神科領域の治療とホル

モン療法や性別適合手術などの身体的治療を行

うものとされております。現状では、全国的

に、専門的な治療に携わる医師等や医療機関が

十分とは言えないとされておりまして、県とし

ても、性同一性障がいに関する治療や医療保険

の適用のあり方などについて、国や学会等の動

向を注視してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ホルモン療法についても、私

は、国のほうでだんだん認める方向に行ったほ

うがいいのではないかというふうに思っており

ます。特に遠隔地におる人の場合は、自分の仕

事を休んで病院のほうにかからないかんという

ことであるとするならば、周りの病院でもそれ

が取り扱えるようになるといいがなという思い

であります。

次に、今度は教育長のほうにお伺いしたいと

思います。男女混合名簿の件であります。これ

は前回、渡辺創議員が混合名簿については、そ

の趣旨なり狙いなりきちっと言われております

ので、特別言うことはありませんが、学校にお

ける男女混合名簿使用のさらなる推進につい

て、県の教育委員会の対応をお伺いしたいと思

います。

○教育長（四本 孝君） 性で分けない名簿、

いわゆる男女混合名簿の使用につきましては、

まず、各学校で、児童生徒や保護者及び教職員

の十分な理解を得ることが大切であるものと考

えております。この点を踏まえました上で、原

則として、学校で使用する名簿については性で

分けないこと、また、性で分ける必要がある場

合は、ＬＧＢＴ等の性的マイノリティーの児童

生徒への配慮を十分に行うことという県教育委

員会としての基本的な考え方を、本年10月には

県立学校の校長に、また、11月には各市町村教

育長にお示ししたところでございます。

○太田清海議員 県としては、そういう形で、

各市町村の教育委員会のほうにはその旨を通知

されたり、伝達されたということでありますの

で、県としての御理解のもとにされているとい

うふうに理解をいたします。

混合名簿については、各現場では、例えば服

装とか髪型、更衣室をどうするのか、トイレを

どうするのか、水泳の場合どうするのか、身体

検査の場合どうするのかという、非常に悩まし

い対応もあろうかと思うんです。それは本当に

悩ましいと思うんですよ、やり方としては。で

きるだけその方向に持っていくということには

なっておるようですけれども、そういうものに

比べた場合に、混合名簿というのはできること

である。やればできることである。そうしたほ

うが、そういう悩みを持った人が保健室に行っ

て、僕はこんな気持ちになっているんだがとい

うことを話すこともできるかもしれない。差別
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も受けないかもしれない。いじめも受けないか

もしれないということであれば、悩ましい問題

よりも、この混合名簿は取り組みやすい。やろ

うと思えばできるのではないか。全国でも８割

程度はそうなっているということを考えると、

これは押しつけということではありませんけれ

ども、そうしたほうがみんなが幸せになれるん

ですよという思いで、県のほうもぜひ取り組ん

でください。よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、また教育長になりますが、県の人事委

員会勧告で、教職員の負担軽減について初めて

提言されていますが、教育長はどのように考え

ているのか、お伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

現在、「教職員の働きやすい環境づくりプログ

ラム」に基づきまして、調査・提出書類の削減

やスクールソーシャルワーカーの増員などによ

り、教職員の負担軽減を図っているところであ

ります。一方で、学校現場における負担軽減を

図るためには、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、私から小・中・高

の校長等に対して、機会あるごとに、出退勤時

刻の把握や行事・会議等の精選、部活動の休養

日の設定などの取り組みを推進するよう、強く

訴えているところでございます。先般の中央教

育審議会の「学校における働き方改革に係る緊

急提言」を受けた国の動向等も注視しながら、

教職員が児童生徒に向き合い、本来の教育活動

に専念できる環境づくりに、引き続き、全力を

挙げて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。負担軽減とい

うことで、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、私は、気になることがもう一つあ

ります。臨時的任用講師、例えば40代の人でま

だ臨時だという先生がおられました。クラスも

持ちながら、ほとんどほかの先生と変わらない

任務を与えられてという人たちがいらっしゃい

ます。その人数と勤務の条件の改善についてお

伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 本県の臨時的任用講

師、いわゆる常勤講師の人数につきましては、

平成29年５月１日現在で、小中学校900名、県立

学校463名、計1,363名となっております。臨時

的任用講師の勤務条件につきまして、これま

で、子の看護休暇等の特別休暇の新設や夏季休

暇の取得期間の延長など、正規職員に準じた改

善を行ってきております。さらに、本年度から

は、勤務校が変わっても年次休暇の繰り越しを

認めることとしたところでございます。今後と

も、臨時的任用講師の勤務条件の改善に努めて

まいりたいと考えております。

○太田清海議員 今後、臨時的任用講師の改善

を図っていくということであります。ぜひ頑

張っていただきたいと思うんです。国庫負担金

の問題等もありますので、なかなか大変だと思

いますが、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。

それから、最後の質問になります。県立体育

館の整備についてということで、教育長にお尋

ねしますが、延岡に県立体育館をつくっていた

だくという決意をされまして、教育長、それか

ら知事、ともにありがとうございました。私た

ち延岡選出の５人の県会議員もまとまって、昨

年の12月13日でしたか、知事に、ぜひ延岡につ

くってくださいというふうに申し入れをしまし

て、そのことでかなったのかどうかわかりませ

んが、私たちも、延岡市民から、よかったねと
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言われて、本当にうれしいばかりだったです。

この体育館についてでありますが、一つ問題

なのは、今まで市民体育を使っていた市民の人

たちが、今度県立体育館ができたときに、同じ

ような雰囲気で気軽に使えるのかどうかという

のが、皆さん不安になっているようです。私、

延岡市のほうにも確認して、どうですか、その

辺の問題はと聞いたら、「その辺の解消ができ

るように３つぐらいの案を考えております。そ

れを県とも協議していきます」ということを

言っておられました。そういう問題もあるもの

ですから、県のほうも延岡市と十分協議してい

ただきたいなという思いで質問させていただき

ます。体育館の整備については、市民が利用し

にくくなるのではないかと心配する声もありま

すが、延岡市とどのように調整を進めていくの

か、お伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 体育館の整備につき

ましては、９年後の国体開催や、その前年に予

定しておりますリハーサル大会も視野に入れな

がら、計画的に進めてまいります。御指摘のあ

りました体育館の市民利用につきましては、今

後、施設の仕様や配置などといった具体的な内

容を基本計画としてまとめることとしており、

この中で、大会・行事等の調整方法も含めて、

延岡市とも十分協議をしながら検討してまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 延岡市と十分協議していくと

いうことですから、ありがとうございました。

あと、道路行政については、田口議員がこの

後みっちりとやられますから、譲りたいと思い

ます。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（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47分休憩

午後１時０分開議

○横田照夫副議長 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、社民党の岩切達哉であります。通告に基づ

き質問をさせていただきます。

最初に、知事の政治姿勢について伺います。

憲法第８章並びに地方自治法では、住民に最

も近い自治体が、住民福祉の向上に責任と権限

を持って、さまざまな工夫と知恵で「自治」を

行っていくことを求めております。憲法に地方

自治が保障されていることは画期的なことであ

り、この憲法の精神を生かしていくためには、

働く者が額に汗して生産したこの国の富を公平

に地方に配分していくこと、そして、そのこと

を確実なものとしていくことが必要で、現行の

交付金制度を充実させていくことが何より重要

であります。

国では、経済財政諮問会議において自治体の

基金残高の増加を取り上げて、交付税減額の意

見が出されていると伺います。地方自治体が爪

に火をともす努力で、将来の財政需要に備える

ための蓄えを行っているにもかかわらず、貯金

がけしからんという意見はいかにも傲慢であり

ます。また、地方交付税の配分について、やや

もすると、国にとって気に入った行政のスタイ

ルを進める自治体には手厚く、そうでない自治

体には、ある意味ペナルティーとも受け取れる

ような交付税措置に采配を振るう姿が見られる

ように思います。
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知事は、宮崎県・市町村連携推進会議を平

成23年２月に設置し、地方の立場を市町村とと

もに発信していくとともに、県内自治体の情報

交換と共同行動の推進を図るべく取り組んでお

られます。そこで知事に伺います。毎年のよう

に、地方の財政は厳しく、自主自立的な行政運

営にも支障があるような交付税制度については

改めるべきとの声がある中、宮崎県・市町村連

携推進会議の今日的な役割と意義、また、知事

の地方分権並びに地方交付税制度に対する所見

はいかがなものであるか伺います。

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。

まず、宮崎県・市町村連携推進会議につきま

しては、地方分権の推進など、本県の重要課題

に関しまして、県と市町村が対等な立場で協議

・検討を行う場として設置をしているものであ

りまして、この会議を通じて、さまざまな情報

や課題についての認識を共有するとともに、

県、市町村の連携・協力体制の強化を図ってい

るところであります。

また、地方分権及び地方交付税制度について

でありますが、真の地方分権を実現するために

は、地方がみずからの責任と判断でその実情に

応じた施策を行えるよう、財政基盤や権限を強

化していくとともに、地方交付税の持つ財源調

整機能及び財源保障機能についても、充実・強

化を図っていくことが必要であると考えており

ます。

地方交付税については、毎年のように、その

見直しが、地方財政対策、国との間で協議がな

されるところでありますが、しっかりと地方の

声を上げていくことが大事だというふうに考え

ておりまして、こうした課題につきましては、

県・市町村連携推進会議等の場での議論も十分

に踏まえて、本県独自として、また知事会等を

通じて、国への要望等につなげてまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○岩切達哉議員 市町村との連携会議の場は、

ある意味、県の行政をこういうふうにことしは

やっていきますというのを―当然それはそれ

として必要だと思いますけれども、市町村の首

長の皆さんと知事が一体的に宮崎をどうしてい

くか、そういうような場だというふうに思いま

す。そういった中で、財源論、しっかりあると

思いますので、声を集約して国に伝えていただ

きたいと思っています。

とりわけ県政の重要課題、これからたくさん

出てまいります。地方自治の推進という大きな

目標の中で取り組んでいただきたいと思いま

す。ただ、総務省のほうでは、トップランナー

方式という言い方でありますけれども、国が地

方に対して、地方の都合を無視して、ある意

味、業務の合理化を強要する方式、このように

私は受けとめております。地方の特性、地方の

意思というものを尊重していくよう強く働きか

けることを、知事にお願いしておきたいと思い

ます。

県では、防災庁舎、そして国体施設、長距離

航路維持、そういう県政の将来に向けて必要な

財源は、本当に大変さを増すというふうに思っ

ておりますけれども、一方で、私のこだわりま

す福祉や医療、県民の生活というものに支障が

出ないようにお願いしておきたいと思っており

ます。

続いて、その福祉、医療、教育について順次

質問をいたします。

11月は虐待防止強化月間でございました。平
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成28年度の相談対応件数は631件。虐待通告の経

路別では、「警察等」の93件が２番目に多かっ

たということになっています。10月24日のニュ

ースで、こども政策局長と宮崎県警生活安全部

長が、虐待情報の共有化を図る内容の協定書に

サインする風景が映し出されていました。まず

は、この協定の目的について、福祉保健部長か

ら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） この「児童虐

待事案等における情報提供に関する協定」につ

きましては、児童相談所が警察に児童虐待防止

法に基づく援助要請を行う場合や、警察が通報

を受けて家庭を訪問する際などに、それぞれの

機関が保有する情報を、必要に応じて円滑かつ

迅速に提供できるよう、その運用に関する取り

決めを行うことにより、子供の安全確保を図る

ことを目的としております。

○岩切達哉議員 では、この警察と児童相談所

との連携が虐待防止にどう生かされていくか、

そういうことが目標になるんだろうと思います

けれども、現実にどのように生かされていくの

か、福祉保健部長からお聞かせください。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 児童相談所と

警察では、これまでも相互に情報交換を行って

まいりましたが、今回、この協定を締結するこ

とにより、連携強化の意識をさらに高め、必要

に応じた早期の情報共有を徹底することで、子

供に対する暴力等の直接的な行為はもとより、

子供の目の前で家族に暴力を振るう、いわゆる

面前ＤＶなど、児童虐待につながるさまざまな

情報を迅速に察知し、的確な対応を図ってまい

りたいと考えております。

○岩切達哉議員 面前ＤＶというものが今、部

長からありました。子供の前で暴力を振るう姿

を見せてはならない、それは心理的虐待なんだ

という認識が広まっているというふうに理解し

ております。

ぜひ、警察、福祉部局と連携を図って、子供

の心に寄り添う体制を整えていただきたいと

思っております。通告がふえるということで、

虐待件数の増加に比例して、対応する児童相談

所職員の増員をこれまでもお願いしてきており

まして、現実にそのような対応をいただいてお

りますけれども、なおも増加している昨今の状

況の中、職員の疲弊はないのか、さらには対応

に漏れやおくれというものが発生していないの

か、心配をしているところであります。どのよ

うな対応をされていく方針でしょうか、福祉保

健部長、お聞かせください。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 児童相談所に

おきましては、これまで児童福祉司や児童心理

司の増員、保健師等の配置など、業務の量や質

を踏まえ、順次、体制の強化や専門性の向上を

図ってきたところであります。このような中、

相談件数は増加傾向にあり、対応困難な事例も

ふえている状況にありますことから、児童相談

所職員の専門性をさらに高める研修の充実等に

加え、市町村を初めとした関係機関との連携の

強化による支援の充実にも努めてまいりたいと

考えております。

○岩切達哉議員 きのうも質問が出ておりまし

たけれども、職員のキャリア形成という言葉が

ありました。児相の任務は大変な任務だという

ふうに思います。プロフェッショナル養成とい

うものが必要な部署だというふうに思います。

ぜひよろしくお願いします。

県警本部長にお尋ねいたします。警察職員に

は虐待対応の理解を深めておく必要があると思

いますけれども、具体的な対応状況をお聞かせ

ください。
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○警察本部長（郷治知道君） 警察では、児童

虐待事案に適切に対応するために、対応要領マ

ニュアルを作成するとともに、各種研修会や警

察署への巡回などによりまして、職員に対する

指導・教養を行っております。

また、本年９月には、県下警察署の担当者と

児童相談所の職員を対象に、実践的な合同訓練

を実施しまして、児童虐待事案への対応能力の

向上と連携の強化を図ったところでございま

す。今後とも、職員に対する指導・教養を継続

するとともに、児童相談所を初めとした関係機

関と連携を図りながら、児童虐待の早期発見と

被害児童の早期保護に努めてまいります。

○岩切達哉議員 警察の第一線、派出所、駐在

所の皆さんも含めて、そういう場面が多いだろ

うと思いますので、教養を高めるというお言葉

がございましたが、御奮闘いただきたいと思い

ます。また、両者の連携とともに、相互理解の

もとで子供の安全が図られるように願っていき

たいと思います。

続いて、未成年者の妊娠への対応について伺

いたいと思います。ことし８月末に、都城市内

のホテルにおいて、高校生が出産し、嬰児をそ

のまま放置したため、死に至らしめた容疑で逮

捕されるというショックなことがございまし

た。そういうことになった高校生自身も大変

ショックだったと思います。妊娠の段階から相

当に不安で、孤独で、出産は痛くて、苦しく

て、悲しくて、本当につらかったと思います。

そして、生きて生まれた赤ん坊のことを考える

と、二重に残念に思います。このような予期せ

ぬ妊娠を誰にも相談できなかったのか、気づけ

なかったのか、悔やまれるところです。

厚生労働省の統計では、10代の出産は2016年

に１万1,095人、うち15歳未満が46人、また、10

代の人工妊娠中絶は１万4,666件、15歳未満

は220件というデータがございました。そこで、

宮崎県での10代の妊娠の実情はいかがな状況に

ありますでしょうか、福祉保健部長からお聞か

せください。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県におけ

る20歳未満の出産の状況につきましては、国の

人口動態統計によりますと、平成28年の出生数

は156人、15歳未満については、出生はありませ

ん。また、20歳未満の人工妊娠中絶の件数につ

きましては、国の衛生行政報告例によります

と、平成28年度は117件であり、15歳未満は１件

となっております。

○岩切達哉議員 300件近い妊娠があって、156

件は出産して、人工妊娠中絶が117件、15歳未満

の方にもそういう事例があったと、こういうお

話でございました。手元にあった資料は、それ

より前の古い資料でございました。現実に15歳

未満での出生件数も、カウントがゼロではない

年次もあったというふうに見ています。

そのような10代の妊娠が、現実に全国では３

万余り、宮崎でも300余りということになってい

るんですが、ここで教育長に伺いたいと思いま

す。妊娠を原因として、生徒が学校から排除さ

れず、引き続き学び続けられる環境を求めたい

と思うところです。教育委員会での支援体制整

備が必要と考えますが、中高校生の妊娠が判明

した場合、学校や教育委員会の対応はどうな

さっているでしょうか、お聞かせください。

○教育長（四本 孝君） まず、中学校は義務

教育でありますので、妊娠を理由として、生徒

が学校から退学させられるということはござい

ません。また、県立高等学校におきましても、

妊娠を理由として、学校が退学を勧めた事例の

報告は、これまでございません。
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学校での支援体制といたしましては、妊娠し

た生徒が安心して相談できるように、養護教諭

や女性教諭を相談窓口にしたり、母体の保護・

安全を考慮して、生徒等の意向を尊重した対応

を行ったりしております。また、出産を理由に

休学を希望した生徒につきましては、休学中も

母子の状況を定期的に把握し、復学に向けた支

援を行っております。県教育委員会といたしま

しても、しっかりとした性教育を行うととも

に、中高校生が妊娠した場合は、教育上必要な

配慮を行うよう各学校を指導してまいります。

○岩切達哉議員 続けて教育長に伺いたいと思

います。この事件では、女子生徒だけ逮捕され

て責任を負わされています。生徒たちに、身を

守るため、産科医学会だとか助産師会などの協

力を得て性教育を行うとか、また相談できる場

がありますよというような広報を、学校内で

しっかり行ってほしいと思いますし、可能なら

ば、相談できる場はここだというようなチラシ

を、堂々と学校にも張り出すというような配慮

をいただけないかなと思っています。

また、いろんな事情があるわけでございまし

て、事後避妊薬というものが今あります。そう

いう知識、また、それが犯罪絡みのものである

場合には、犯罪被害者支援センターというもの

が県にはあるんだというようなことの周知な

ど、学校として承知していただき、広報いただ

くことが求められると思いますが、教育長の御

所見をお願いします。

○教育長（四本 孝君） 学校では、性に関す

る問題のみならず、生徒の持つさまざまな悩み

や不安に対しまして、学級担任、養護教諭等が

個別の相談に応じているところでございます。

また、避妊具や緊急避妊薬等の具体的な内容に

ついて、産婦人科医等の専門家による講話を行

うとともに、県医師会に委託して開設しており

ます「性に関する相談窓口」の周知を図ってい

るところでございます。

さらに、性被害等の相談しづらい内容につき

ましては、犯罪被害者支援センター等に相談窓

口が設置されていることの周知にも努めており

ます。県教育委員会といたしましては、関係機

関・団体等とも連携しながら、生徒に性に関す

る正しい知識の提供を行うとともに、悩みや不

安を抱える生徒が安心して相談できる体制づく

りを推進し、子供たちをしっかり守ってまいり

たいと考えております。

○岩切達哉議員 妊娠に至る状況は、男性、女

性が組になってということだと思いますけれど

も、最終的に、それが正常な形で分娩等が行わ

れなかった場合に、罪に問われるのは女性だけ

というような問題があるわけでありまして、本

当にそういう状況になった子供、児童生徒への

支援というのは、大変重要だというふうに認識

しております。

先月、11月19日の日曜日に、宮崎市内の大型

店で子育て応援フェスティバルというのが開か

れておりまして、福祉担当の鎌原副知事が出席

しておられました。福祉問題や妊娠問題に造詣

の深い鎌原副知事に伺いたいと思います。妊娠

してしまった女子生徒が安心して過ごせる場所

というものを求めたいと思っています。家庭の

事情などで、その家や地域で出産まで過ごすこ

とができない、難しいという場合に、出産まで

過ごさせて、安全な出産をさせて、その後の子

育ての相談ができるというイメージの場所であ

ります。

そこでは、必要に応じて、里親、または特別

養子縁組などの相談も行われるというようなこ

とを考えるんです。そして、十分な支援を行っ
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て、そのお子さんが、教育委員会などの御支援

もいただいて学校に復帰していく。このような

支援が、実は県外で行われている事例も承知し

ているところであります。そのような支援体制

の必要性を感じますが、鎌原副知事のほうで御

準備いただけないか、御所見を伺いたいと思い

ます。

○副知事（鎌原宜文君） 御質問にありました

都城市での事件につきましては、私も残念な思

いでいっぱいでありまして、二度とこのような

ことが起きてはならないと感じたところであり

ます。

現在、県では、予期しない妊娠などにより、

悩みや不安を抱える女性に対応するため、保健

所に相談窓口を設置し、思春期も含めた支援に

努めているところでございます。

しかしながら、児童生徒が予期しない妊娠を

した場合など、誰にも相談できず、地域から孤

立してしまうケースも想定をされます。このた

め、このような孤立しがちな方に対しても、学

校などの関係機関から情報提供を受けまして、

あるいは、本人から直接、匿名で相談を受け、

個別ケースに応じて関係機関とも連携した支援

を行う子育て世代包括支援センターの設置が、

市町村において進められております。

県としましては、このセンターの設置につい

て市町村を支援してまいりますとともに、地域

が一体となった支援体制の整備に向けて、教育

委員会や児童相談所等がこのセンターと適切に

連携できるよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○岩切達哉議員 学校や家庭で10代の皆さんの

妊娠に気づくことができたならば、また本人が

勇気を持って相談することができたならば、現

行の保健所に加えて、子育て世代包括支援セン

ターが支える体制ができるんだというような内

容だったと思います。ありがたいことだと思い

ます。10代の妊娠という問題、気づくこと、一

人にさせないことが大事だというふうに思いま

す。

先日、11月なんですが、同様に県男女共同参

画センター主催の研修会が行われました。「子

どもへの性暴力」という内容での講演でござい

ました。大変よい企画でございました。こうい

う事件性のものもございます。若年妊娠という

ものは、児童福祉法には特定妊婦として支援の

対象とされております。児童相談所の持つ権限

を活用して、里親宅で出産を支える体制という

のも提案したいなと私は思っております。とも

に考えていきたいと思います。10代の妊娠、県

内でも中学生を含めて300件余り、どうか十分な

体制整備をお願いしていきたいと思います。

続いて、里親の問題、里親委託促進について

お伺いいたします。本年度の九州地区里親研修

会並びに宮崎県中央地区里親普及促進大会で

は、いずれも大分県の里親委託推進の状況につ

いて記念講演をいただきました。大分県では、

委託率が既に３割を超えているということでし

た。宮崎県では、先週、井上議員の質問にあり

ましたように、12％前後であります。大分県の

取り組み状況を踏まえて、宮崎県として取り入

れるものは何だとお考えでしょうか、福祉保健

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） 大分県では、

平成14年度から全国に先駆けて里親委託の推進

に着手し、里親登録数を拡大するとともに、児

童養護施設等の関係機関との連携を強化するこ

となどで、委託の推進を図ってこられたと伺っ

ております。

本県におきましては、制度の周知等により里
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親の確保を図るとともに、里親に対する必要な

研修や、養育に関する相談支援等の実施をＮＰ

Ｏ法人に委託し、里親家庭との継続的な連携体

制を構築するなど、委託推進の体制整備を図っ

てきたところでございます。今後は、大分県に

おける関係機関との連携強化の手法なども参考

にしながら、本県の実情に即した里親委託の推

進を図ってまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 よいことは積極的に取り入れ

るということでお願いしたいと思います。

また、８月に「新たな社会的養育の在り方に

関する検討会」というところが発表した、「新

しい社会的養育ビジョン」が話題になりまし

た。現在進行中の社会的養護の課題と将来像の

具現化方針について見直しを求めるものでござ

いました。里親委託率のさらなる向上を、期間

を早めて実現するように求めていらっしゃいま

した。さまざまな意見が聞かれているところで

すけれども、このビジョンに対して、県として

の対応はいかがなものでございましょうか、福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県におきま

しては、現在、平成27年度に策定しました家庭

的養護推進計画に基づき、里親委託の推進を初

め、施設の小規模化等に取り組んでいるところ

でございます。御質問の「新しい社会的養育ビ

ジョン」には、この家庭的養護推進計画の大幅

な見直しを求める提言が含まれておりますが、

国によりますと、今後、ビジョンの内容を十分

に検討し、具体的な方針等を示す予定であると

伺っております。県としましては、その国の方

針等も踏まえまして、里親委託の推進に、より

一層努めてまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 里親委託促進というのは、口

で言うほど簡単なことではないというふうには

思っています。とりわけ、児童養護施設等との

連携なくしては絶対にできない、そしてまた、

社会的養護、施設か里親かという論に集約され

るものではないと思っています。施設におられ

る里親支援専門相談員、また里親普及促進セン

ターの里親委託等推進員、いろんな方がいらっ

しゃいます。フルに活用いただいて、安定的・

継続的な里親家庭との連携を行って、宮崎県ら

しいあり方というものを構築いただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

次に、離婚時の支援についてであります。宮

崎県は、多くの方に周知されていることだと思

いますけれども、離婚率が高い県とずっと言わ

れています。平成28年度の統計では、人口1,000

人に対し2.02という数値で、全国の平均1.73を

大きく上回り、この数字は全国２位の離婚率と

いうことでございます。

兵庫県明石市において、離婚前対策が行われ

るようになりました。離婚前対策、養育費の取

り決めだとか子供との面会ルールなどを定める

合意書の作成を支援すると、こういう内容であ

ります。これは大変有意義なことで、ひとり親

家庭の貧困化を防いだり、また、子供はいずれ

の親からも愛されたいというふうに思いますの

で、この取り組みは、子供の発達にとって有意

義だと思います。このような離婚手続場面にお

いて支援を行っている市町村の取り組みという

ものは、県内ではいかがな状況か、福祉保健部

長から伺いたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県内市町村に

おける離婚手続時等における対応でございます

が、養育費や面会交流についての相談があった

場合などには、その意義や義務、取り決め方法

等について紹介したパンフレット等により、制

度の周知・助言を行っております。
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また、ひとり親家庭に係る施策について、各

種相談窓口や児童扶養手当、医療費助成等の制

度を、独自に作成した冊子を利用するなどして

紹介するとともに、離婚届の提出時には、戸籍

担当の部局が福祉担当部局への手続を案内する

など、庁内で連携した対応をとっているところ

でございます。

○岩切達哉議員 今、貧困問題で、ひとり親世

帯の支援というのがきめ細かに行われておりま

すが、このスタートだというふうに思いますの

で、ぜひ、いろんな検討をいただいて、体制を

整えていただきたいと思います。よろしくお願

いします。

続いて、いじめの問題について、教育長に何

点か伺います。10月末に文部科学省が発表した

学校におけるいじめ認知件数について、積極的

把握を進められたんだと思いますけれども、そ

の結果、宮崎県では、前年度より1.8倍、１

万947件ということでございました。この数字

は1,000人当たり85.7件で、京都府に次いで全国

２番目に多いということでございました。この

調査結果について、私は、宮崎県教育委員会が

徹底して調査して把握してきたというふうに思

います。その姿勢を評価したいと思います。

いじめというのは、相手が嫌がることを行

う、または強いることがその本質で、表面的な

けがの有無は一部の事案であって、なかなか把

握困難なものであります。子供の様子をつまび

らかに観察し、また丁寧にかかわっていくこと

でしか把握できないところを、よくこれだけの

件数を把握されたというふうに思います。課題

は、この調査結果から大人が何を学び、どう動

くか、また同時に、子供たちにどう学んでもら

うかだと思います。まず、調査への姿勢はどう

だったのか、教育長の所見を伺います。

○教育長（四本 孝君） 今回のいじめに関す

る調査につきましては、「いじめは見えにくい

もの」「どの子供にも、どの学校にも起こり得

るもの」として各学校が真摯に受けとめ、定期

的なアンケートや教育相談等を通して、小さな

いじめも見逃さないよう積極的な認知に努めて

きた結果と受けとめております。

また、昨年度、認知したいじめにつきまして

は、各学校が組織的な対応を図りながら適切に

対応し、年度内にほぼ解消したとの報告を受け

ております。なお、解消したいじめにつきまし

ても、日常的に注意深く観察するなどして、再

発防止に努めているところでございます。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

「いじめをしっかり認知して、適切に対応する

こと」を基本姿勢とし、市町村教育委員会や関

係機関との連携を図りながら、いじめの未然防

止や早期解消に向けて、引き続き積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 太田議員からもありましたけ

れども、小さいうちからＳＮＳとかゲームとい

うものに親しんで、人と人とのかかわりについ

て学ぶ機会が減少したり、コミュニケーション

の技術が養われにくくなっている中で、子供の

間でいろんな問題が起きているというふうに

思っています。そういうさまざまなソーシャル

スキルトレーニングとかピアサポート活動とい

う報告が、太田議員への答弁でもありましたの

で、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

続けたいと思います。高機能自閉症、医療的

ケアを要する児童生徒への対応でございます。

高機能自閉症というものは、理解が社会に少し

ずつ広がっております。対人コミュニケーショ

ンの不得手さ、物事へのこだわりなど、自閉症

特有の特徴を持っているが、知的な障がいはな
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い場合を言います。

知的能力の水準から支援学校の対象とはなら

ず、普通学校で学ぶのですけれども、教師に

は、発達の特性に対応する高いスキルが必要

で、他の児童とのトラブルを防止し、また教師

自身のかかわり方も十分な配慮を行って、二次

障がいを防ぐことが求められます。県の高機能

自閉症児童生徒に対する教育体制について、教

育長から伺いたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 通常の学級に在籍し

ている高機能自閉症の児童生徒につきまして

は、多くの場合、集団の中でルールを守ること

や、相手に自分の思いをうまく伝えることに困

難さが見られるところでございます。このた

め、学級担任等には、このような児童生徒に対

する適切な指導を行うための正しい知識と理解

が必要であります。

県教育委員会におきましては、障がいのある

児童生徒が、県内どの地域でも特性に応じた支

援が受けられるように、県内７つのエリアにサ

ポーターを配置し、教員向けの研修を実施した

り、学校から要請を受けて、専門性の高い教員

による巡回支援を行うなど、教員の資質向上や

校内支援体制の構築に努めているところでござ

います。

○岩切達哉議員 同様に、学ぶ能力とは関係な

く、医療的なケアを要する児童がいらっしゃい

ます。その場合には、医療的ケアに対応する看

護師の配置が学校には必要になりますけれど

も、今現在、十分なものになっているか、教育

長から伺いたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 特別支援学校におき

ましては、今年度、８校49名の医療的ケアの必

要な児童生徒が在籍をしております。県教育委

員会では、看護師25名を配置し、安全で安心な

学校生活を送れるように支援するとともに、保

護者の負担軽減を図っているところでございま

す。

また、小中学校におきましては、市町村教育

委員会の判断になりますが、まずは、市町村教

育委員会と保護者が、医療的ケアの体制などに

ついて合意形成しておくことが重要であり、そ

の上で、校内支援体制の整備や看護師の配置を

行うことなどが必要であると考えております。

県教育委員会といたしましては、今後、小中

学校で医療的ケアが実施される場合には、児童

生徒の状態に応じた適切な対応が図られるよ

う、市町村教育委員会を支援してまいりたいと

考えております。

○岩切達哉議員 多様なお子さんが今いらっ

しゃいます。実は、高機能自閉症のお子さんや

医療的ケアを要するお子さん方は、先ほど申し

ましたいじめの対象者にもなりがち、そういう

ような状況がありますので、ぜひ対応について

万全を期すようにお願いしたいと思います。

そこで、体制の問題でございますが、いじめ

問題、先ほどの妊娠の問題等々、支援の必要な

児童生徒の関係で活動が期待されるのは、スク

ールソーシャルワーカーだと思います。県下

に12名しかいらっしゃいません。また、その活

動領域や活動内容に対して十分とは言えない、

年収150万ほどで働いていただいている。これは

何とかしなければならない課題だと私は思うと

ころであります。

また、教職員の働き方改革のためにも、スク

ールソーシャルワーカーの配置は大事だとされ

ております。このようなスクールソーシャルワ

ーカーの定着を図っていくために、健康保険の

適用などもして、処遇の向上が必要と考えます

が、教育長にお考えをお聞かせいただきたいと
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思います。

○教育長（四本 孝君） スクールソーシャル

ワーカーへの期待は年々高まっており、各学校

からの派遣要請も増加をする中、本県におきま

しては、昨年度、配置人員を４名増員したとこ

ろでございますが、まだ十分な数ではないもの

と認識をしております。今後は、関係機関等と

の連携をさらに強化し、人材の確保に努めます

とともに、処遇改善に必要な財源を担保するた

め、国への要望を継続するなど、引き続き努力

をしてまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 十分でないということについ

ては、認識の一致を見たというふうに思いま

す。ぜひ皆様方のほうで十分に対応をいただき

たいと思います。

話題を変えて、商工観光労働部長にお伺いし

たいと思います。

県工業技術センターに行きますと、展示物が

ありまして、その役割というものがよく理解で

きるところなんですけれども、最近行きました

ら、子供用のビニールプールが置かれていまし

た。理由を尋ねると、天井からの雨漏りを受け

とめるためのプールだということであります。

雨漏りというのは、放置しますと、建物全体の

劣化を招きます。県民の大事な財産であるセン

ターを守るため、早急な手入れが必要と考えま

す。商工観光労働部長の所見をお伺いしたいと

思います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 工業技術

センターにつきましては、平成10年に現在の宮

崎市佐土原町に新築移転して既に20年近くが経

過し、建物全体の老朽化が進んでいることもあ

りまして、これまでも必要な補修等を行ってき

ております。

このような中、本年６月の県有建物劣化状況

等調査におきまして、火災受信機や非常放送設

備など安全にかかわる設備の更新や、御指摘の

ありました雨漏り対策など、さまざまな補修等

を要する箇所が報告されたところであります。

このため、建物の劣化度や危険度を十分に踏ま

え、緊急性や重要性などを考慮しながら、計画

的な補修等に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○岩切達哉議員 他県の方にも自慢できるすば

らしいデザインの建物なんですけれども、建物

の中に雨が降っていては困るところでありま

す。ぜひ御対応いただきたいと思います。

続けて商工観光労働部長に伺います。青島海

岸の問題であります。今般、3,000万の流木除去

の費用が見込まれておりました。青島海岸が常

に美しい海岸であることが望ましいわけでござ

いまして、日常的に宮崎観光の目玉である青島

の景観を守るシステムというのが必要だと思い

ます。既に青島地域活性化検討会議が宮崎市の

音頭で設置され、青島地域活性化基本計画など

がつくられておりますが、養浜についての考え

方が示されているものではなかったようであり

ます。

例えば県として、宮崎市やボランティア団

体、ホテル業界、地元、そして県の関係課との

連携で、青島海岸を観光地として維持していく

ための観光地青島環境維持会議、そういうよう

な活動組織を設置していくことが求められるの

ではないかと思いますけれども、お考えをお聞

かせください。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県内有数

の観光地であります青島では、ビーチパークや

宮交ボタニックガーデンといった新しい魅力も

加わり、多くの観光客でにぎわっているところ

ですが、これら観光客を気持ちよくお迎えする
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ためにも、青島地区の環境美化は重要であると

考えております。

お尋ねの青島海岸の日常的な美化につきまし

ては、県や宮崎市、地元宿泊業者等で構成する

「日南海岸青島美化愛護協会」を中心に、清掃

活動などを行っているところであります。一昨

日の日曜日には、その愛護協会の呼びかけによ

りまして―これには郡司副知事にもボラン

ティアで参加いただきましたが―構成団体を

初め、多数のボランティアの方々に御参加いた

だき、青島海岸の清掃を行ったところでありま

す。

○岩切達哉議員 小倉ヶ浜でのジュニアサー

フィン大会のときにも浜の清掃が行われて、特

殊なバギーというオートバイの四輪車みたいな

ものが清掃を行ったということであります。あ

あいうのが日常的に浜をきれいにしているとい

う姿を見せることも、また商品価値じゃないか

なと思います。検討をお願いしたいと思いま

す。

次は、災害対応について、危機管理統括監に

伺いたいと思います。

大規模災害において、各機関から御出動があ

るわけなんですけれども、災害支援に従事する

皆さんが、長期の活動、とりわけ御遺体の収容

などで心に傷を負うことがあるというふうに伺

います。災害救助の司令塔である危機管理局と

して、各支援機関の従事者の皆さんのメンタル

支援体制について、どのような対策をとられて

いるかお聞かせいただきたいと思います。

○危機管理統括監（田中保通君） 災害時に救

助活動や被災者支援を行う方々は、悲惨な現場

や恐怖を伴う体験等により、精神的ショックや

ストレスを受けることがあります。災害の規模

が大きくなるほど、その傾向は強くなると伺っ

ております。このため、消防や警察、自衛隊な

どにおきましては、各機関の実情に応じたメン

タルサポートが行われているところでございま

す。

例えば、県内の消防本部では、日ごろからメ

ンタルヘルス研修を行いますとともに、惨事ス

トレスに対応するため、マニュアルの作成や産

業医等によるカウンセリングを実施しておりま

す。また、消防庁におきましても、精神科医や

臨床心理士などで構成される「緊急時メンタル

サポートチーム」を設けておりまして、現地の

消防本部等へ派遣する取り組みを行っていると

ころであります。

○岩切達哉議員 災害救助に当たる支援者が二

次被災に遭うことを防止する必要があると思い

ます。先日の総合防災訓練でも感じたのです

が、自衛隊の方々ですけれども、安全確保とし

てよく用いられる反射材や目立つ色の作業服で

はございませんでした。二次被災防止のため、

そのような資材提供が必要であると思うのです

が、いかがでございましょうか。

○危機管理統括監（田中保通君） 自衛隊の皆

様には、熊本地震や九州北部豪雨など、厳しい

状況にある被災地において、身を挺して救助活

動等に当たっていただいております。このた

め、災害現場における隊員の安全確保は、大変

重要であると考えております。自衛隊におきま

しても、災害現場に安全監視のための隊員を配

置したり、夜間活動を控えたりするなど、現場

の状況に応じて隊員の安全確保を図っていると

伺っております。

自衛隊員の服装等につきましては、自衛隊に

おいて、任務の内容を踏まえ、機能性や安全性

を考慮した上で決定しているものと考えており

ますが、議員の御意見につきましては、自衛隊
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関係者へお伝えしたいと思います。

○岩切達哉議員 災害対応に絡んで、福祉保健

部長に伺いたいと思います。視覚障がい者、聴

覚障がい者への防災情報の提供、また、当事者

からの緊急通報の体制は十分なものが整備され

ているでしょうか、教えてください。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 災害時の視覚

障がい者や聴覚障がい者に対する情報伝達手段

につきましては、防災無線や防災情報メールが

活用されており、市町村によっては、民生委員

や消防団員が自宅を訪問し、警報発令の周知等

を行っている例もございます。

当事者からの緊急通報につきましては、110番

や119番への電話連絡のほか、特に聴覚障がい者

に対しましては、警察等へのメール、ファクス

等による伝達手段も活用されております。ま

た、県聴覚障害者協会におきましても、独自の

会員間の連絡網を構築し、情報伝達等の対応を

行っております。

県におきましては、現在、改訂作業を進めて

おります「障がい者・高齢者のための防災マニ

ュアル」を活用し、市町村と連携しながら、支

援が必要な方々に迅速に情報伝達等の対応がで

きる体制整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

○岩切達哉議員 続けて、福祉保健部長に伺い

ます。障がいをお持ちの方、障がい者に対し

て、障害者総合支援法から障害福祉サービスが

提供されておりますけれども、65歳になります

と、介護保険法による介護サービスに移行しま

す。障がい者が64歳から65歳になっても、急に

生活の不自由さに変化があることはないという

ことで、それぞれのサービスの提供において適

用を誤らないようにという内容の厚労省の事務

連絡も出されています。

しかし、現実には、どうも当事者の思いとの

間にずれが生じているというふうに思います。

障害者福祉と介護保険制度の相互連携、そう

いったところに不足があるというふうに感じる

んですが、そういう課題はないか、福祉保健部

長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 65歳に到達す

る障がい者に対し、市町村におきましては、円

滑にサービスを利用できるよう、事前に、要介

護認定の申請案内や、希望されるサービスに

よっては、障害福祉サービスと介護保険サービ

スとの併給も可能である旨の案内を行っている

ところでございます。

また、介護保険サービスの利用開始時や開始

後も、障害福祉サービスを利用する必要がある

場合は、随時、サービス担当者会議を活用し、

相談支援専門員と介護支援専門員等が情報を共

有した上で、利用者の意向や状態に沿ったプラ

ンを作成し、必要な支援を行っているところで

す。

県としましては、引き続き、障害福祉サービ

スと介護保険サービスの連携について、市町村

職員や相談支援従事者などに対する研修等を通

じまして、周知・徹底を図ってまいりたいと考

えております。

○岩切達哉議員 災害時には避難行動要支援者

というふうに言われる皆さんでございまして、

高齢の障がい者は大変な不安を持たれておりま

す。関係者間の連携について十分な指導をお願

いしておきます。

県立宮崎病院の改築について、病院局長に伺

いたいと思います。

県立宮崎病院の改築に当たって、救急医療体

制でございますけれども、平成27年度は3,946件

の搬送受け入れがあった一方で、725件がさまざ
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まな理由で受け入れができなかったという資料

がありました。救急医療体制については、新病

院に期待する県民の声が大きいのですけれど

も、改築に当たって、救命救急センターはどの

ような充実が図られるのか、お聞かせくださ

い。

○病院局長（土持正弘君） 議員御指摘のとお

り、宮崎病院の救急患者の受け入れ件数は、県

内でもトップクラスとなっておりますが、他の

救急患者の対応のためにベッドがあいていない

などの理由によりまして、受け入れができてい

ないケースもございます。

このため、新病院の基本設計では、床面積を

これまでに比べ３倍強となる1,100平方メートル

程度とし、救急自動車等による受け入れ患者の

ための初療室を、現状の３室から６室に整備す

るほか、自家用車等で来院される救急患者用の

救急外来を拡充する計画としております。これ

らにより、これまで以上に救命救急センターの

機能が強化され、県民の皆様がいつでも安心し

て救急医療を受けられる体制が整備できるもの

と考えております。

○岩切達哉議員 計画によりますと、ヘリポー

トが屋上に設置されるということになっており

ますけれども、県の防災ヘリや、先ほど話題に

しました、災害時には自衛隊のヘリも活動され

ますが、どのような準備がなされているのかお

聞かせいただきたいと思います。

○病院局長（土持正弘君） 新病院では、屋上

部分にヘリポートを整備いたしまして、受け入

れ患者を、救急専用の直通エレベーターによ

り、１階の救命救急センターまで搬送する計画

といたしております。これにより、これまでの

宮崎市役所近くの大淀川河川敷へのドクターヘ

リの発着に比べ、患者の搬送時間が大幅に短縮

され、患者の救命率の向上が図られるものと考

えております。

また、大規模災害時には、新病院南側に整備

をいたします外来駐車場に、自衛隊等の大型ヘ

リコプターが離発着できるよう計画しておりま

して、基幹災害拠点病院としての機能も強化で

きるものと考えております。

○岩切達哉議員 ぜひ宮崎病院、期待に応えら

れる病院としての改築が順調に進むことを願っ

ておるところでございます。

最後に、市場法改正について、農政水産部長

に伺います。

政府は、昨年末に定めた農業競争力強化プロ

グラムの中で、生産者が有利な条件で安定取引

を行えるよう卸売市場法を抜本的に見直し、合

理的理由のなくなっている規制は廃止するとし

ておりまして、今般、規制改革推進会議が卸売

市場法の改正を目標にした提言を行いました。

規制改革推進会議というのは、有名な「岩盤

規制に穴をあける」という言葉に代表されるよ

うに、市場経済の活性化、新自由主義経済の発

展のためには何でもやっていこうと、そういう

目標で存在する会議だと私は思います。そこが

出す提言ということで、大変注意をして見ない

といけない、そのように思います。まず、市場

法改正が農業へどのような影響を及ぼすのか、

どのように見ておられるのか、農政水産部長に

御所見を伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 卸売市場法の

改正につきましては、ただいま議員おっしゃい

ましたように、政府の規制改革推進会議から先

月24日に提言が出されるなど、現在、国におき

まして、議論が進められているところでありま

す。これは、近年の食品流通を取り巻く情勢

が、昭和46年の卸売市場法制定時と大きくさま
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変わりをしており、生産者、消費者の双方にメ

リットのある食品流通構造に変えていくことを

目指したものであるというふうに伺っておりま

す。

具体的には、現行制度の柱であります卸売業

者が、生産者からの委託を断ることができない

という「受託拒否の禁止」や、卸売業者が仲卸

業者等以外に販売できない「第三者販売の禁

止」について廃止することなどが、議論の対象

となっているようでございます。現時点ではま

だ、農業への影響については見通せないところ

ですので、今後、国の動向を注視してまいりた

いと考えております。

○岩切達哉議員 昭和46年に制定された法律で

ありますけれども、平成16年に大きな改正をし

ている法律でもありまして、その際に、いろい

ろなルールの考え方は既に整理されたというふ

うに理解をしておりますけれども、今般、いろ

いろな状況により廃止という方向にも議論が

なっていると、大変心配をしております。

農水省の資料では、生産物価格に流通コスト

が上乗せされて販売されているので、そこのと

ころを改革して、安く消費者に届けるのですよ

というふうなことも書かれています。しかし、

卸売市場が存在して、営々と生産物を消費者に

届けてきたこれまでの役割、そして意義がある

わけでありまして、全ての規制を取っ払うとい

う提言には同意できない私自身の立場でありま

す。農畜産業や水産業を営む県民に一番身近な

立場におられる部長は、この市場法改正の動き

にどう対応されていくつもりか、お聞かせいた

だきたいと思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 近年の食品流

通を取り巻く環境は、取引の大型化や物流の効

率化が進むなど、大きく変化しておりまして、

本県の卸売市場にとりましても、こういった問

題への対応が大きな課題となっているところで

あります。そのため本県では、昨年度、第10次

県卸売市場整備計画を策定しまして、宮崎、都

城、延岡に３カ所の拠点市場を定め、ほかの卸

売市場との緊密な連携を促進することで、大型

取引にも対応できる新たな商流、物流の構築に

取り組んでいるところであります。

卸売市場は、本県の農産物等を安定して出荷

するための基幹的な流通インフラでありますの

で、県としましては、国の法改正の動向を注視

しながら、計画の着実な推進に努め、卸売市場

の機能強化に取り組んでまいりたいと存じま

す。

○岩切達哉議員 昨年、整備計画を策定したと

いうことで、ちょっと安心をしております。

この市場法改正の議論を聞きながら、私ども

が寝ている間から、出荷物を家庭に届けるため

に必死で働いている市場関係者の存在を忘れて

はならないというふうに思います。改革という

議論があると、あすからそうなるということで

はないとは思いますけれども、徐々に実行され

ていく。そういった中で、農業競争力強化プロ

グラムには、国が出資して支援を行うというよ

うなことが書いてありますけれども、市場関係

者が路頭に迷うようなことがないように、ぜ

ひ、そういうような立場で、部長には十分な手

だてを検討していかれるように要望させていた

だいて、私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○横田照夫副議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 県民連合の

田口でございます。きょうはこの会場に、渡辺

創議員の後援会長、そしてまた、私の地元の区

長さんも来ていただいております。ただ、地元
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の区長さんは、私にというよりも、岩切議員の

おじさんでございますので、そちらがメーンだ

と思っております。きょうは傍聴、ありがとう

ございます。

一般質問４日目の最後の登壇となります。既

に15名の議員が質問をしており、私が予定して

いた質問も、既に多くの県当局のお考えや取り

組みを聞かせていただきました。できるだけ重

複を避けて質問してまいりますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

質問に入る前に、お礼を申し上げます。2026

年の２巡目の宮崎国体に向けての施設整備に関

してであります。県営の陸上競技場は都城市山

之口町、体育館は延岡市設置が決まりました。

オリンピックの多くのメダリストが生まれた延

岡市は、「アスリートタウンのべおか」と称

し、スポーツによる町の活性化を進めてきまし

た。しかし、施設の老朽化や施設不足等々の不

満から、その対策をスポーツ団体や市民から強

く訴えられてきました。今回の決定で、県北に

おいてスポーツ施設の核が生まれます。スポー

ツ団体や市民の喜びはひとしおです。延岡につ

くってよかったと思っていただけるよう、この

体育館をしっかりと活用して交流人口の拡大を

図り、まちづくりや町の活性化につなげなけれ

ばなりません。

もう一点、県北の明るいニュースがありま

す。きのう、日高議員からもお話がありました

が、宮崎市で開催された秋の九州地区高校野球

大会で、日向市の富島高校と延岡学園がベスト

４に残りました。特に富島高校は、決勝戦まで

進出し、来年の全国選抜高校野球への初出場を

確実にしました。例年、九州からは４校選抜さ

れているところを考えると、延岡学園にも大き

な期待がかかります。出場校を選抜するのは、

我が会派の渡辺議員がかつて在籍した毎日新聞

社ですので、そのあたりは十分そんたくしてく

れるものと信じています。過去には本県から２

校出場は１度だけあり、昭和41年に宮崎商業高

校と高鍋高校が出場して以来の快挙となりま

す。しかも県北からは２校は初めてです。井本

英雄議員と私は延岡野球協会の顧問をしてお

り、先日の野球協会の納会でもこの話で持ち切

りでした。延岡学園の三浦監督は元プロ野球選

手で、大洋、現在のＤｅＮＡのキャッチャー

だったそうで、監督就任直後の快挙となりそう

です。納会の懇親会時には、各学校の監督が三

浦監督のところに集まり、打撃のアドバイス等

々を求められたのか、熱心に技術指導をしてい

ました。富島、延岡学園のどちらかが優勝旗を

宮崎に持って帰ってきてほしいものです。選手

諸君の健闘を祈ります。

それでは、質問に入ります。

まず初めに、知事の政治姿勢、来年度の国の

予算編成に関して、知事にお伺いいたします。

つい先日の新聞の記事を見てびっくりしてし

まいました。記事の見出しは、「自治体貯金は

埋蔵金」、地方自治体の年々積み上がる基金

を、麻生財務大臣が問題視。野田総務大臣は、

将来の財源不足に備えて必要だと、地方交付税

をめぐって攻防が繰り広げられているという内

容でした。麻生大臣は、「地方の財源不足の半

分は、政府が赤字国債を発行し、地方交付税で

手当てしている。リーマンショックの後、地方

税収が大幅に減少したときでさえ基金残高はふ

えている。借金しながら貯金をふやす自治体が

７割もあるのはいかがなものか」等々と言いな

がら、地方自治体の基金に手をつけようとして

います。野田総務大臣は、「基金は行財政改革

の努力などでつくったお金だという自負があ
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る。基金残高は、浮いたお金ではなく、職員の

給与の削減といった行革努力によるもの。やる

気のある首長ほど基金をたくさん積み立ててい

る」と、激しくやり合ったそうです。全国の自

治体の基金残高の総額は、2016年度末の21.5兆

円と、この10年間で7.9兆円増加しています。国

の財政難に悩む財務省は、新たな埋蔵金だと批

判し、基金を取り崩させ、地方財源への国の支

出を圧縮しようとしています。一方、総務省

は、増加額の７割は、歳入減少、歳出増加への

備えが目的で、野田総務大臣は、「自治体は将

来に不安を抱えており、地方財源の削減は考え

られない」と強調しています。地方は、厳しい

財政のもと基金を積み上げてきたのに、その虎

の子に、放漫経営をしてきた財務省が手を伸ば

してきています。許すわけにはまいりません

が、知事は、地方の基金増加に関する国の議論

に関してどのようにお考えか、お伺いします。

次に、年明け早々に行われます、県庁所在地

の宮崎市と県北の中核となる延岡市の市長選挙

について伺います。どちらの選挙にも、ついこ

の前までこの議場に関係していた人物が候補者

になる予定です。１人は元県議会議員、もう一

方は県の元幹部です。選挙結果を待たなければ

なりませんが、誰が市長になろうと、３期目の

出馬を決意した知事の今後の県政発展に大きく

関係してくる２つの市長選挙となります。人口

減少が進む中、創意工夫で地方創生を図り、力

強い宮崎づくりを進めていかなければならない

わけですが、来年１月に宮崎市と延岡市の市長

選挙が行われます。次期市長にどのようなこと

を期待しているのか、知事にお伺いいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、地方の基金についてであります。総務

省によりますと、地方の基金は、平成18年度か

ら平成28年度までの10年間で7.9兆円増加をして

おります。この中には、東京都など地方交付税

の不交付団体の増加分2.7兆円が含まれており、

これを除いた交付団体の増加額5.3兆円のう

ち2.1兆円は、国の施策など制度的要因によるも

のであります。すなわち、その残りの3.1兆円が

将来への備えとなっているところであります。

本県の状況で申しますと、県債管理基金を除

いて残高が最も多い基金は、県有施設維持整備

基金の約234億円でありますが、これは、今後の

施設整備や老朽化対策に備えるため、近年、積

み増しを行ってきていることによるものであり

ます。地方は、行財政改革の努力を行いなが

ら、災害等の不測の事態や公共施設の老朽化対

策に備えるなど、それぞれの事情を踏まえて、

みずからの責任と判断により財政運営を行って

いるところであります。国において、基金残高

のみに着目をして、地方財政計画の適正化や地

方交付税削減の議論がなされるのは、適当では

ないと考えております。

次に、次期市長への期待についてでありま

す。宮崎、延岡の両市は、県内で人口が第１、

第３の都市であり、また、地域の中核的な都市

であります。今後、本県が少子高齢化、人口減

少問題を初めとするさまざまな課題に対応して

いく中で、中心的な役割を担っていただく自治

体であると考えております。これまでも両市と

は、さまざまな分野で連携を図ってまいりまし

たが、地方創生や中山間地域対策、医療・福祉

対策など、地域を取り巻く重要課題に的確に対

応していくためには、国、県、市町村の連携
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が、これまで以上に重要になってきているもの

と考えております。両市の市長となられる方に

は、市政のリーダーとして両市の発展に全力を

挙げて取り組んでいただくとともに、これまで

同様、県との緊密な連携のもと、宮崎県の発展

に向けて尽力いただくことを期待しているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 麻生大臣の発言は、地方自治

体の努力をないがしろにするものだと思ってお

ります。爪の先に火をともしながら債務を減ら

し、こつこつと基金を積み上げてきたのに、そ

れを埋蔵金扱いされてはたまりません。私は、

地方の声を代弁する全国知事会の存在が非常に

薄くなっているのではないかと危惧していま

す。当時の東国原宮崎県知事や橋下元大阪府知

事時代は、ちょっと手法は違いますが、あえて

けんかを売りながら地方の声を届けていまし

た。知事会が一丸となって声を上げてほしいと

思っています。そこで伺いますが、全国知事会

は、「闘う知事会」と言われたころのように

もっと存在感を出すべきだと考えますが、全国

知事会の活動について、知事の見解をお伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 全国知事会では毎年、

国へのさまざまな要望・提言を取りまとめて国

に提言するとともに、国、地方を通じたさまざ

まな懸案事項が生じた場合には、国と地方の協

議の場などを通じて、しっかりと地方の声を国

に届けておるところであります。また、それに

加えて、全国知事会の中に、農林商工、文教環

境など６つの常任委員会や、地方分権、エネル

ギー政策など６つの特別委員会を設置し、ま

た、必要に応じて、次世代育成支援といった個

別テーマについてプロジェクトチームを立ち上

げているところでありまして、それぞれ十分な

議論を行った上で地方の意見を集約しておりま

す。それを踏まえ、毎年、国の予算・施策に対

する提案・要望を行うとともに、緊急を要する

課題等につきまして、随時、提言等を実施して

いるところであります。私も、スポーツ・文化

・観光プロジェクトチームのリーダーとして、

東京オリンピック・パラリンピックの開催効果

の全国への波及や、観光立国の実現に向けての

提言の取りまとめ、要望活動などを実施してお

ります。こうした活動を通して、スポーツ・文

化施設の機能向上に活用できる地方債措置など

の支援策や、民泊等の新制度にも地方の意見が

反映されるなど、地方が求める政策の実現につ

ながっていると受けとめているところでありま

す。今後とも、しっかりと地方の声を届けると

ともに、そうした姿を国民の皆様により多く伝

えるよう、広報活動にも意を用いていく必要が

あろうかと考えております。

○田口雄二議員 地方がやっと手に入れた一括

交付金も、あっという間に安倍総理に取り上げ

られました。地方の声をしっかりと代弁してい

ただきますように、よろしくお願い申し上げま

す。

次に、医療・福祉に関する質問を行います。

10月19日に、平成30年度から臨床研修を開始

する医学生が研修病院を選ぶ、医師臨床研修

マッチングの最終結果が県より公表されまし

た。59名のマッチングとなります。これまで、

臨床研修医をいかに多く県内で研修をさせる

か、それが本県の医師確保の大きな対策でし

た。その対策の一つが、宮崎大学に寄附講座を

開設し、地域総合医育成サテライトセンターを

県立日南病院に開設し、地域医療に従事する専

門医の育成に努めています。その効果は大き

く、研修医がコンスタントにマッチングしてお

平成29年12月５日(火)



- 214 -

り、これらの積み上げが、ここ数年60名ほどに

安定してきているのかと思っています。そんな

中、９年間マッチングゼロであった県立延岡病

院に、何と３名も研修医が来てくれそうです。

何としても医師国家試験に合格して、延岡で充

実した臨床研修を行っていただき、立派な医師

になってほしいものです。

医療現場では医師の長時間労働を当たり前と

思う意識があり、医師にも労働者の視点に立っ

た働き方改革が求められています。日本医師会

が2015年に実施した調査では、勤務医の７％が

うつ状態で、3.6％が「自殺や死を毎日のように

感じている」と答えています。病気を治すのが

医師の仕事ですが、医師のほうが状況は深刻で

あります。そこで、県立病院における初期臨床

研修医と後期臨床研修医の勤務状況について、

病院局長にお伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） 臨床研修医の勤務

状況につきましては、初期、後期いずれの研修

医も、８時30分から17時15分までの通常の日勤

勤務に加えまして、月数回の夜間救急業務に従

事をしております。このほか、診療の状況に応

じまして、正規の医師と同様に時間外勤務に従

事することがありますが、過重な勤務になるこ

とがないよう、今後とも適切な労務管理に努め

てまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 研修医だけではなく、医療ス

タッフ全体がくれぐれも過重な勤務にならない

ように、配慮をよろしくお願いいたします。

以前、研修医は安い労働力の代名詞のように

言われたこともあり、その改善がよく言われて

いました。本県の県立病院の初期臨床研修医と

後期臨床研修医の処遇について、病院局長にお

伺いします。

○病院局長（土持正弘君） 初期臨床研修医に

つきましては、非常勤職員として採用しており

まして、報酬は、研修１年目が日額１万5,800

円、２年目が１万6,600円、そのほか夜間救急業

務に従事した場合には、別途、１回当たり１

万5,000円を支給しております。これらに時間外

手当や住宅手当に相当するものなどを含めます

と、２年目の研修医では、年収はおおむね500万

円前後となっております。また、後期臨床研修

医につきましては、非常勤職員または正規職員

として採用しておりますが、医師免許取得後５

年目―後期研修医の３年目でございますが

―の非常勤医師の年収はおおむね600万円程度

となっているところであります。

○田口雄二議員 初期研修医は非常勤であると

いうことを、今回初めて知りました。研修医は

まさに研修に来ており、今後本県の医療を支え

ていってもらわなければなりません。今後も処

遇の改善をよろしくお願いいたします。

患者は、高度な医療を受けようと大きな病院

を選ぶ意識があり、軽症な方でも大きな病院に

流れる傾向があります。これが過剰な受診状況

となり、その抑制策が課題でした。本県でも、

コンビニ受診はやめよう、かかりつけ医を持と

うという運動を広げてきました。現在はその効

果が出ているのか。県立病院のコンビニ受診の

抑制状況について、病院局長にお伺いします。

○病院局長（土持正弘君） 県立病院における

休日・夜間の安易な受診、いわゆるコンビニ受

診につきましては、地元市町村や地域住民、医

師会の皆様方の御理解、御協力によりまして、

大きく改善されてきたところであります。他の

医療機関から県立病院を紹介されて受診する患

者の割合である紹介率でございますが、延岡病

院では、平成18年度に57.0％であったものが、

平成28年度には89.0％と非常に高い割合となっ
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ております。これは、地元延岡市が、平成21年

に「地域医療を守る条例」を制定され、コンビ

ニ受診の抑制に向け、市民の方々と取り組まれ

た結果であると考えております。また、県立宮

崎病院におきましても、平成18年度は41.0％で

あった紹介率が、平成28年度には59.9％に、日

南病院も31.3％から46.3％に改善してきてお

り、今後とも、地域の医療機関との連携を強化

しながら、重症患者や急性期の医療を担う中核

病院としての役割を果たしてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 紹介率が３病院とも、10年前

と比較すると大幅に改善しています。ただ、全

体の紹介率は延岡が89％と突出しています。一

時期の医師不足の危機感が、市民を挙げての運

動につながり、この数字にあらわれています。

次に、同じく医師の負担を軽くするものが医

療秘書の存在です。医師には診療を中心に行っ

ていただき、その他のことは医療秘書にやって

もらうものです。既に数年前から採用していま

すが、現在の県立病院における医療秘書の導入

状況について、病院局長にお伺いします。

○病院局長（土持正弘君） 医療秘書につきま

しては、医師の負担軽減を図るため、平成21年

度から配置をしているところでありますが、本

年11月１日現在で、宮崎病院に21名、延岡病院

に９名、日南病院に６名の計36名を配置してい

るところであります。

○田口雄二議員 ３病院で36名とは、思ってい

たよりもかなりふえているようです。医師の評

判がよく、増員の希望があった上、採用で診療

報酬のアップにもつながるようです。引き続

き、医師、医療スタッフの負担軽減をよろしく

お願いいたします。

次に、商工観光労働行政の質問をいたしま

す。

先ほど太田議員からもありましたように、日

機装株式会社の国内最大生産拠点である金沢工

場を、11月１日に会派で調査をしてまいりまし

た。血液透析関連製品のメディカル工場と、世

界で90％以上のシェアを誇る民間航空機用のカ

スケードの製造を担う航空宇宙工場を見学させ

ていただきました。カスケードとは、民間航空

機の逆噴射装置に取りつけられる炭素繊維の部

品です。この先、宮崎工場での製造が予定され

ているものです。大変細かく丁寧な作業が行わ

れており、熟練の技術が求められるようでし

た。社員も若い世代が多く、新しく清潔な工場

で働く雰囲気は、右肩上がりの業績を感じさせ

るものでした。宮崎日機装の西脇章社長が入社

式で金沢工場に来ており、お話をすることがで

きました。宮崎工場に採用された若者は、入社

式後そのまま残り、金沢工場で来年秋の操業に

向けてそのまま研修を受けるようです。そこで

伺います。宮崎日機装株式会社の採用状況と出

身地の状況など特徴を、商工観光労働部長にお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 宮崎日機

装におきましては、平成33年度までの５年間

で500名の新規雇用を予定しており、初年度とな

る今年度の採用状況につきましては、予想を上

回る1,102名の応募があり、選考の結果、新卒29

名、中途採用142名の計171名を採用することと

なったと伺っております。その特徴といたしま

しては、29名の新卒者のうち28名が県内出身者

であることや、中途採用者の約３割をＵターン

者が占めていることなどが挙げられ、宮崎日機

装も本県での人材確保に手応えを感じられたよ

うであります。県といたしましては、魅力ある

多様な雇用の場を創出し、宮崎で働きたいとい

平成29年12月５日(火)



- 216 -

う若者やＵＩＪターン希望者の県内就職の促進

につなげられるよう、今後とも市町村と連携し

ながら、戦略的な企業立地を推進してまいりた

いと考えております。

○田口雄二議員 Ｕターンが３割もあるという

のは、やっぱりふるさとで仕事をしたいんだと

いうことだと思います。日機装のカスケード等

は90％のシェアで、ライバルがいない状況で、

まさにオンリーワンと言っても過言ではありま

せん。航空機はこれからさらに右肩上がりの需

要が見込まれており、今後の宮崎工場も第２、

第３の拡張も期待できます。高鍋移転も決まっ

たキヤノンとともに本県発展の起爆剤となって

くれるものと思います。

次に、今年度予算の目玉の一つである奨学金

返還支援事業の質問に移ります。現在、社会的

にも問題になっている奨学金の返還の重い負担

と、県内就職の推進、人手不足の改善等の対策

として本県が取り上げたものです。大学等の在

学中に貸与を受けた奨学金の２分の１を上限

に、県内企業に就職した１年目、３年目、５年

目に県と企業から給付するものです。奨学金返

還支援事業について、今年度の企業からの応募

と認定の状況について、総合政策部長にお伺い

します。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 若者の県内就

職、県内定着を促進するため、今年度から取り

組んでおります奨学金返還支援事業につきまし

ては、大学生等が、県から支援企業の認定を受

けた県内企業に就職した場合に、在学中に貸与

を受けた奨学金の返還支援を行うものであり、

支援総額の４分の１を当該企業が、４分の３を

県が負担する仕組みとなっております。できる

だけ多くの企業に本事業に参画いただくため、

実施に当たりましては、関係団体や市町村等を

通じて広く制度の周知を図りながら募集を行っ

たところ、今年度は35社から応募がありまし

て、その全てを支援企業に認定したところであ

ります。

○田口雄二議員 29年度は40名程度を予定して

おり、そこに35社の応募があり、全てを認定し

たということです。認定企業を見てみますと、

宮崎市と日向市に偏りがありますが、これは地

元の商工会議所等が熱心に広報した結果でもあ

るようです。この事業は今後、学生たちに積極

的にＰＲして、県内企業に目を向けてもらわな

ければなりません。そこで、この事業を活用す

る学生等に向けた周知についてどのように取り

組まれるのか、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本事業におき

ましては、支援企業に就職し、来年度から返還

支援を受けることとなります大学生等、及び将

来の支援候補者として、大学等に進学した後に

県内で就職することを前提に、無利子奨学金を

希望する高校３年生の募集を行っているところ

であり、応募期限はいずれも来年２月までと

なっております。学生等に対する周知につきま

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

さまざまな手法を用いているほか、県内高校の

奨学金担当者に対して、必要な情報提供も行っ

たところであります。また、年明けになります

が、来年１月には、事業の周知と支援企業との

交流を図ることを目的に、保護者とともに参加

することのできるイベントを開催することとし

ているところであります。このような取り組み

を通じ、宮崎のよさや県内企業の魅力を効果的

に伝え、宮崎の将来を担う産業人財の確保につ

なげてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 この支援事業は入社後５年目
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まで支援がありますので、早期退職防止にもな

るのではないかと思っております。積極的なＰ

Ｒをしていただき、優秀な人材確保を求めてい

る企業とのマッチングをうまく進めていただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。

次に、帝国データバンクが調査した、2016年

の、倒産には至らなくても、事業継続を断念し

て休廃業・解散を選択したケースが、全国で２

万4,957件と、倒産件数の３倍になりました。本

県においては3 4 4件が休廃業し、倒産件数

の10.75倍あり、建設業が最多です。2015年は愛

媛県がワーストでしたが、2016年は新潟にな

り、本県は２年連続のワースト２位です。休廃

業した県内事業者の売り上げ合計は約210億円、

従業員数は合計約1,000人と見られています。い

ろんな要因があるとしても、倒産することもな

く事業をやめることで、地域経済においても、

雇用の面でも、また、企業の持つ技術やノウハ

ウを失っていることは、地域経済の小さい本県

にとって大きな痛手であります。この状況を何

としても変えなければなりません。事業承継対

策について、県はどのような取り組みを行って

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） 企業経営

者の高齢化が進行し、事業承継が全国的に大き

な問題となっておりますことから、県におきま

しては本年５月に、国や商工団体、金融機関等

から成る関係機関連絡会議を開催し、宮崎県事

業引継ぎ支援センターを中心として事業承継へ

の支援を行っていくことを確認したところであ

ります。このような中、本年９月に、60歳以上

の経営者4,992人を対象にアンケート調査を実施

したところ、1,327人から回答があり、その約半

数が、「適当な後継者がいない」「事業の先行

きが不透明」「まだ時期尚早」などの理由によ

りまして、「自分の代で廃業・解散する予定」

あるいは「後継者をまだ決めていない」として

おり、事業承継はまさに喫緊の課題であると再

認識したところであります。県といたしまして

は、今後とも、関係機関としっかりと連携・協

力し、円滑な事業承継の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。

○田口雄二議員 60歳以上のアンケート調査で

回答があった半数が、廃業・解散予定、後継者

をまだ決めていないとは、大変深刻な状況で

す。ここで、今御紹介がありました宮崎県事業

引継ぎ支援センターの実績について、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） 宮崎県事

業引継ぎ支援センターの実績につきましては、

平成27年８月の開設から本年10月までで、相談

件数が203件、そのうち事業承継に至ったものが

６件となっております。今年度、専門相談員が

１名から２名に増員され、体制が強化されたこ

ともありまして、相談がふえている状況にあり

ます。

○田口雄二議員 県内の休廃業対策をしっかり

やらないと、県内就職率の向上は非常に難しい

状況になるのではないかと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

次に、県プロフェッショナル人材戦略拠点に

ついて質問します。都市圏で活躍する専門的な

技能や知識を持つ人材を宮崎に呼び込もうと、

昨年１月、県プロフェッショナル人材戦略拠点

を開設しました。戦略マネジャーを配置し、人

材を求める企業側とＵＩＪターンを希望する人

などをマッチングすることで、地域経済の活性

化を図るものです。県内の中小企業への訪問等

によって、それぞれの求める人材を把握し、

マッチングを支援し、採用後のフォローを行う
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ものです。開設以来、間もなく２年を迎えよう

としていますが、宮崎県プロフェッショナル人

材戦略拠点の取り組み状況について、商工観光

労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） プロ

フェッショナル人材戦略拠点は、議員から、た

だいまお話がありましたとおり、県内企業の成

長に資するため、企業の人材ニーズを掘り起こ

し、民間人材ビジネス事業者との連携により、

専門的な知識や経験を持つ人材の地方環流を図

るものであります。本県では、平成28年１月に

拠点を設置して以降、企業経営の経験を持つ戦

略マネジャーを中心に積極的に企業訪問に取り

組み、本年10月までに県内228社の企業経営者等

と面談を行っており、その中から68件の具体的

な求人ニーズがあり、現在までに９名の採用に

つながったところであります。採用した企業の

業種で見ますと、製造業が７名、サービス業が

２名となっております。今後とも、これらの取

り組みを通じてプロフェッショナル人材の活用

を図り、県内企業の成長を促してまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 31年度までに30名を目標にし

ているようですが、県内企業の求める人材の発

掘をよろしくお願いいたします。

次に、東九州メディカルバレー構想について

伺います。県境を越えて大分県とのコラボによ

る取り組みで、平成22年にスタートいたしまし

た。平成24年６月には特区計画の認定を受け、

研究開発がしやすい環境となり、国の評価も高

いものです。昨年度、特区の期間５年が経過し

たため、再申請が認められ、さらに５年の延長

となっております。現在の東九州メディカルバ

レー構想の進捗状況とその成果について、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） 東九州メ

ディカルバレー構想につきましては、本県の医

療機器産業研究会の会員企業が、設立当初の32

社から82社に増加するとともに、新たに医療機

器製造業の登録をした企業も９社となるなど、

医療機器分野への参入が進んでおります。ま

た、昨年、製造販売業の許可を取得した地場企

業が、高機能プラスチック製の手術機器を開発

し、販売開始に至るとともに、九州保健福祉大

学が中心となり開発を進めてきた自動たん除去

装置など、実用化に近い段階となっている案件

も出てきており、これまでの取り組みによる成

果があらわれてきていると認識しております。

さらに、企業の機器開発を促進するため、今年

度から新たに、宮崎大学医学部附属病院に医工

連携コーディネーターを配置し、医療現場のニ

ーズと企業の技術シーズとのマッチングなどに

取り組んでいるところであります。今後とも、

さらなる成果を目指し、構想の推進に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 関連する企業も大幅にふえて

いるようです。また、実用化されたものや実用

化が近いものもあり、だんだん果実が見えてき

ました。今後を楽しみにしておきます。

次に、県土整備行政について質問いたしま

す。

本年２月６日、本県の県北の県議団で、延岡

南道路の料金体系の見直しを石井啓一国土交通

大臣にじかに要望してまいりました。高額の通

行料の見直しと、特に930円と突出した高額料金

を回避した特大車が住宅街に流れ、生活道路の

環境を著しく損ねている状況を強く訴えまし

た。すると思いがけず、石井大臣より、料金体

系の見直しを検討するよう事務方に指示された

ことが明らかにされました。大変ありがたかっ
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たのですが、それから既に10カ月が経過してい

ます。もうそろそろ一定の方向性を示していた

だきたいのですが、現在の状況を県土整備部長

に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 延岡南道路

に関しましては、お尋ねの料金体系を含め３つ

の課題があると考えております。１つ目の料金

体系につきましては、県議会の皆様のお力添え

もあり、国土交通大臣が見直す方向で指示され

たところであります。２つ目の住宅地に大型車

が流入する等のネットワーク上の課題につきま

しては、広域的な検討を国にお願いしていると

ころでありますが、県といたしましても、周辺

道路の交通混雑緩和などとあわせ、国及び市と

連携して検討を行っているところであります。

３つ目の生活道路の交通安全対策につきまして

は、延岡市や警察と連携し、これまで、歩行者

等の巻き込み防止対策や、視界を妨げる街路樹

の剪定などを実施したところであり、交差点の

改良につきましても、今年度から市が事業に着

手しております。引き続き、国や延岡市など関

係機関と連携を密に図りながら、これらの課題

解決に向け取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 料金プール制は、どこかを値

下げすると、帳尻を合わせるためにどこかを値

上げすると聞いております。その調整に時間を

要するのでしょう。ただ、特大車の利用者は、

「930円の料金が500円以下になれば使いたい」

と言っております。いい効果が出るような値下

げを期待しておりますし、鎌原副知事にも御尽

力をお願いいたします。

次に、佐土原町の広瀬バイパスについて質問

します。「何で県北のおまえが聞くんだよ」と

言われそうですが、次のような理由です。念願

の東九州道の延岡―宮崎間が開通したにもかか

わらず、利用状況を確認すると、「料金が高い

ので、よっぽど急ぐときでないと高速道路は使

わない」。使っても、宮崎西インターチェンジ

は宮崎市内中心部まで８キロメートルほどあ

り、西都インターでおりる方が多いようです。

そしてよく言われることが、広瀬バイパスの早

期供用です。西都インターチェンジでおりた

後、春田バイパスを経由して、工事中の広瀬バ

イパスが見えてきます。かなり前から盛り土さ

れ、道路の概要が見えているのに、最近は一向

に建設が進んでいるように見えません。この道

路の開通により、佐土原のバイパスを経由し

て、無料化が予定される一ツ葉有料道路につな

がれば、格段に利便性が上がります。国道219号

広瀬バイパスの整備状況について、県土整備部

長にお伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 国道219号広

瀬バイパス約3.2キロメートルにつきましては、

西都インターチェンジから宮崎インターチェン

ジに至る地域高規格道路宮崎東環状道路の一部

を構成しており、平成15年度から整備を進めて

きております。当バイパスは、これまでに約96

％の用地を取得し、盛り土工事や橋梁工事など

を進めてきたところであり、今年度は、光陽台

付近における市道交差部の改良工事などを実施

しているところであります。県といたしまして

は、一ツ葉有料道路が無料化される平成31年度

の開通を目標としているため、必要な予算の確

保に努めながら、引き続き、残る用地の取得や

改良工事を鋭意進めてまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 平成15年から整備しているの

で、既に14年が経過しています。用地も残りわ

ずかですが、地権者が多数おり、時間を要する
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ようです。粘り強い対応をよろしくお願いいた

します。

次に、河川の防災対策について質問します。

延岡市の祝子川の支流蛇谷川は、平成17年の

台風14号で500軒近くの床上・床下浸水被害が出

ました。県内各地でこのときは大きな被害が発

生しておりますが、一地域としては最大戸数で

はないかと思います。その後、激特事業による

排水ポンプが設置され、台風が来ても枕を高く

して寝られるようになりました。ところが、昨

年、本年と、排水ポンプがフル稼働しても、か

なり危機的な状況になりつつあります。本年の

台風18号は、昨年よりさらに水位が76センチも

上昇し、道路冠水もかなり発生しました。地域

住民は、いつ平成17年のような状況になるか心

配しており、区長さんに対策の声が届いていま

す。県が設置した蛇谷川の排水ポンプの能力

アップについてどのように考えているのか、県

土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 蛇谷川が流

れる延岡市夏田地区におきましては、お話にも

ありましたように、平成17年の台風14号の大雨

で、484戸もの家屋に内水による浸水被害が発生

しましたことから、国の激甚災害対策特別緊急

事業の採択を受け、祝子川との合流点に、毎秒

５立方メートルを排出できる排水ポンプ場の整

備に着手し、平成21年３月に完成したところで

あります。施設の完成以降、昨年の台風16号や

ことしの台風18号においては、長時間ポンプを

稼働させるような大きな洪水が発生したところ

です。特にことしの台風18号は、昨年よりも本

川の水位が、先ほどお話がありましたように76

センチ高い状況でありましたが、排水ポンプが

有効に機能し、家屋の浸水被害は発生していな

いことから、現時点においては、能力アップを

検討する状況にはないと考えているところであ

ります。今後とも、排水ポンプの機能が正常に

発揮できるよう、適正な管理運営に努めてまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 能力アップを検討する状況に

はないとの回答ですが、ここは住宅密集地で

す。一たび水位が上昇すれば、かなりの数の住

宅が浸水することも考慮してほしいと思ってお

ります。ただ、現在の５立方メートルの能力が

毎秒13立方メートルまで増強できることがわか

りました。粘り強く要望してまいります。

台風銀座の宮崎では、河川内の土砂の堆積を

地域住民は大変気にしており、河床掘削の要望

が地元議員には多く出されます。昨年、ことし

とかなり大きな台風の襲来で、地域住民の心配

が急速に高まっています。県管理河川の堆積土

砂除去の取り組み状況について、県土整備部長

にお伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県では、定

期的な河川巡視や出水後の調査、地域の皆様か

らの情報などにより、堆積土砂の状況の把握に

努めているところであります。堆積土砂の除去

につきましては、地域からの要望が非常に多い

状況にありますが、通常、県単独事業で対応し

ており、厳しい財政状況の中、家屋浸水のおそ

れがある箇所など、緊急性の高い箇所から優先

的に除去しているところであります。このよう

なことから、要望に少しでも多く応えられるよ

う、公募した砂利採取業者に堆積土砂を搬出さ

せることにより、より多くの堆積土砂の除去が

できる取り組みや、ゼロ県債の活用により、次

期出水期までに堆積土砂を除去する取り組みを

行っているところであります。今後とも適正な

維持管理が図られるよう、これらの制度を活用

しながら、効率的・効果的な堆積土砂の除去に
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努めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 財政上の問題から、緊急性の

高いところからというのは理解いたしますが、

ぜひとも現状の細やかなチェックをよろしくお

願いいたします。

次に、警察本部長に質問を予定していました

が、割愛いたします。東九州自動車道の暫定２

車線区間の正面衝突防止のワイヤーロープの早

期設置を、私はずっと要望してまいりました。

本年４月より設置され、その効果をお聞きした

かったのですが、先日、国交省より本県の状況

が報告され、４月から10月までの間、反対車線

への飛び出しはゼロであったことが確認できま

した。設置に御尽力いただきました皆さんに感

謝を申し上げます。

次に、教育行政について質問します。

まず、人材育成の観点から、工業高校の専攻

科設置について、教育長に質問いたします。私

は、平成19年の県議会議員に初当選直後の議会

で、この質問を取り上げています。山形県米沢

市は、製造品出荷額が7,300億円を超える東北有

数の工業都市です。この米沢市にある県立米沢

工業高校には、新設ではなく既存の施設を利用

した専攻科があり、「地域が求める高度な技術

を身につけた実践力のある工業技術者を育成す

る」を基本理念に、工業高校を卒業した後、さ

らに１年から２年、より専門的な知識や技術を

習得する課程です。講師は、工業高校の先生を

初め、技術力の高い地元企業の技術者や、山形

大学工学部の先生たちで、その協力を得なが

ら、講義と実習を行っています。企業研修を通

じて実践力を身につけることを一番の目的と

し、地域一体となった教育の場を形成していま

す。延岡市と米沢市の状況は非常に似ており、

人材育成には協力を惜しまないという地元の製

造業者もおり、延岡工業高校内に同様の技術者

育成の専攻科の設置を検討できないかと、当時

の高山教育長に質問しました。そして、「本県

は、高校卒業後、工業に関しては、専門的な知

識や技術を学習する場として、大学、高等専門

学校や県立産業技術専門校の教育機関がありま

す。今後の本県の産業や経済の動向、既存の教

育機関との関係等を踏まえて、本県産業教育の

あり方を今後とも研究してまいりたい」と答弁

をいただきました。そこで改めて伺います

が、10年前とは、国内や県内の雇用状況等かな

り大きく変わってまいりましたが、米沢工業高

校と同様の専攻科が延岡工業高校内に設置でき

ないか、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 工業高校卒業後、そ

れまで学んできた専門性をさらに高める専攻科

の設置につきましては、本年度、県外の先進校

視察に担当職員を派遣したところでございま

す。視察先では、専門性の深まりだけでなく、

地元企業や行政、高等教育機関等が一体となっ

て専攻科を人的・物的に支援することで、地域

産業界が求める人材育成もでき、地元就職につ

ながっている状況がうかがえたところでござい

ます。一方で、専攻科卒業生としてのキャリア

に見合う就職先の確保や施設・設備の充実、専

攻科で指導ができる教職員の確保など、課題も

あることがわかっております。県教育委員会と

いたしましては、専攻科設置につきまして、関

係部局とも連携し、地域産業界や生徒のニーズ

等を踏まえながら検討を行ってまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 地元の皆さんは、即戦力の技

術者養成の教育機関を要望しています。今回の

やりとりの中で、趣旨確認した県教委の担当の

方が、米沢工業高校の専攻科を調査してきたば
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かりでありました。その報告をしっかり吟味し

ていただき、前向きな検討を要望いたします。

よろしくお願いいたします。

次の質問です。延岡では、退職後の皆さん

が、中学生の数学と理科の学業支援を行う「学

校支援のべおかはげまし隊」があります。学習

環境の整備を図り、学校教育の充実と向上に寄

与することを目的としています。以前、この議

場でもその活動を紹介させていただきました。

最近、その会員の中から、「それにしても夏場

の教室は蒸し風呂状態で、子供たちは勉強に集

中できないのではないか。冷房設置はできない

のか」と、子供たちの教育環境の劣悪さを訴え

る声があります。確かに子供たちも、自宅に帰

るとエアコンか扇風機を利用しているのでしょ

う。地球温暖化が進んでいるからか、毎年のよ

うに猛暑が続いています。これまで限られた予

算の中で、耐震化工事に予算を投入してきたこ

とはよくわかりますが、子供たちが長時間過ご

す教室内の環境、空調の整備をそろそろ検討し

なくてはいけないのではないかと思います。そ

こで、市町村立の小中学校及び県立高等学校に

おける普通教室の冷房設備の設置率と設置につ

いて、県のお考えを教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 普通教室への冷房設

備設置率は、平成29年４月１日現在で、県立高

等学校が、全国平均74.1％に対しまして本県

は74.4％、市町村立小中学校が、全国平均49.6

％に対しまして本県は26.7％となっておりま

す。高等学校につきましては、防音対策が必要

な学校に国庫補助で設置されたもの以外は、保

護者負担で設置をされているところでございま

す。また、小中学校につきましては、各市町村

において整備が行われるものでありますが、児

童生徒の安全性の確保などから、どうしても地

震や老朽化対策などが優先をされまして、冷房

設備の整備がなかなか進んでいないのが現状で

ございます。今後とも、各市町村に対しまして

は、研修会や担当者会議などさまざまな機会を

通じて、冷房設備に係る国の補助制度等の情報

提供を行ってまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 小中学校において、北海道や

東北の設置率が低いのはわかるんですが、宮崎

を初め南九州が軒並み低く、蒸し風呂状態が目

に浮かびます。もちろん、公立小中学校は各市

町村の教育委員会の所管です。国の補助制度等

の活用はもちろんですが、県そのものが手を差

し伸べることも、御検討よろしくお願いいたし

ます。

次の質問に入ります。平成24年の延岡しろや

ま支援学校の開設時は、障がいの異なる子供た

ちが１つの学校で学ぶことで話題になりまし

た。あわせて、民間から初めての管理職、副校

長が採用されました。銀行勤務時代の企業や団

体とのおつき合いがあり、その人脈を活用し

て、生徒たちの就労への支援を充実させること

が目的でした。企業側の障がい者への理解も進

んできています。特別支援学校における就労状

況と就労支援の取り組みについて、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 特別支援学校の就労

状況につきましては、平成28年度の高等部卒業

生174名のうち49名、率にいたしまして28.2％の

生徒が就職をしております。前年度と比べます

と、就職率は４ポイント上昇しているところで

ございますが、全国平均の30.1％と比べます

と1.9ポイント及ばない状況となっております。

次に、就労支援の取り組みにつきましては、

「キャリアアップ！特別支援学校高等部生就労

・自立支援事業」におきまして、ビルメンテナ
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ンスなどの職業技能検定を実施し、将来の自立

に向けた勤労意欲や態度の向上を目指しており

ます。また、障がいの理解啓発や新たな職場開

拓につなげるため、企業等の方々を招いて、特

別支援学校の作業学習の状況等を参観する学校

見学会も実施しているところでございます。県

教育委員会といたしましては、今後とも関係機

関・団体と一層の連携を図りながら、就労支援

に努めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 まだ全国平均には届いていな

いようです。さらなる取り組みをお願いいたし

ます。

次に、報道によりますと、生まれながら髪の

毛が茶色いにもかかわらず、学校側より黒く染

めるように強要され、精神的苦痛を受けたと、

大阪府立高校の女子生徒が損害賠償を大阪府に

求める訴訟が起こされました。生徒は昨年９月

から不登校となり、指導の名のもとに行われた

いじめだと訴えています。中学時代に黒染めを

強要され、嫌な思いをしたため、母親が学校側

に配慮を求めていましたが、学校側からは、入

学後すぐに黒く染めることを強要され、たび重

なる染色で生徒の頭皮はかぶれ、髪はぼろぼろ

になり、染めるのをやめると、驚いたことに、

文化祭や修学旅行には茶髪を理由に参加させて

もらえなかったようです。教諭からは、「黒く

染めないのなら学校に来る必要はない」と言わ

れ、不登校になったようです。学校は、「たと

え金髪の外国人留学生でも、原則で黒染めにさ

せる」という方針です。府立校の中には、頭髪

が生まれつき茶色い生徒に誤った指導をしない

よう、「地毛登録」と称する制度を導入してい

るところもあるようです。この大阪府立高校の

頭髪指導に関する件について、教育長の感想を

お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 大阪府の事案に関し

ましては、現在、係争中でございますので、そ

の是非についてのコメントは差し控えさせてい

ただきたいと思います。

なお、生徒への指導は、健全な学校生活を通

して、生徒がよりよく成長していくということ

を目指して行われるものでありますので、学校

の指導によって、生徒が苦しんだり、訴訟に

至ったりしたことは、非常に残念なことである

と考えております。

○田口雄二議員 外国人に髪を染めるのを強要

するなどというのは言語道断だと思います。

私は、宮崎市の宮崎日大高校出身で、当時、

アメリカからの交換留学生が来ておりました。

３年間に２人の女子生徒が参りました。大柄な

２人は学校の制服を着ていましたが、当然、頭

髪は彼女たちの本来の髪の色のままでした。そ

れを、違和感がある、異質かのように言うこと

は全くありませんでした。それがその人の個性

です。この大阪の件は大変な人権問題で、これ

が教育機関かとあきれるばかりです。すばらし

い教育をしていると褒めたたえ名誉校長になっ

ていた方もいた、森友学園のような偏った学校

ではなく、大阪府立高校の指導です。まさか本

県でこのような指導が行われてはいないと思い

ますが、本県の県立高校において、頭髪につい

てはどのような指導がなされているのか、教育

長にお伺いをいたします。

○教育長（四本 孝君） 頭髪に関する指導

は、生徒指導の一環として、一人一人の生徒の

人格を尊重しながら行われるものでございまし

て、その基準が校則等で定められております。

各県立高等学校での頭髪指導は、高校生らし

く、自然なままの頭髪であることなどを基準と

して指導がなされており、自然なままの頭髪を
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強制的に染めさせた事例の報告はございませ

ん。県教育委員会といたしましては、校則の内

容や指導が、真に教育的な効果があるか、ま

た、社会通念等を踏まえたものになっているか

を十分に考慮しながら、一人一人の生徒に応じ

た適切な指導を行うよう、引き続き各学校を指

導してまいります。

○田口雄二議員 大阪の例は極端な例なのかも

しれませんが、当然ですけれども、本県は自然

のままの頭髪であることを基準にしていること

を確認できました。安心しました。先ほどの答

弁の中の、一人一人の生徒の人格を尊重するこ

とを基本に、指導をよろしくお願いいたしま

す。

以上で、用意しました質問は全て終了いたし

ました。どうもありがとうございました。（拍

手）

○横田照夫副議長 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、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会
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