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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、岩切達哉議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○岩切達哉議員

ざいます。県民連合宮崎、社会民主党の岩切で

あります。まずは、傍聴にお越しいただいた県

民の皆さん、忙しい中、ありがとうございま

す。我が県議会会派県民連合は、平和と民主主

義、人権と環境を大切にする政治、そのことを

柱にして、社会民主党、民進党並びに立憲民主

党所属の議員６名で構成する会派であります。

ただいまから会派を代表して､県政全般にわたっ

て、知事、関係部長、局長、教育長、県警本部

長に順次伺ってまいります。御答弁をよろしく

お願いいたします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

ことし１月に、宮崎市、延岡市の市長選挙が

ございました。いずれの市長選も複数の候補者

間で激しい選挙戦が戦われました。この両市長

選の結果に対する知事の所感をお聞かせいただ

きたいと思います。

次に、知事から御提案のありました新年度予

算についてお尋ねします。知事は、「みやざき

の更なる飛躍と新たな挑戦」を掲げられ、３つ

の重点施策を提起されました。私は、「新しい

ゆたかさ」を感じることができる県づくりと、

「美しい宮崎」をつくっていこうとする思いが

強くにじんでいる予算であると認識していると

ころです。そう感じるのは、「新しいゆたか

さ」と「美しい宮崎づくり」というフレーズ、

言葉に魅力を感じているせいかもしれません。

この際、知事自身から、新しいゆたかさ並びに

美しい宮崎づくりにかける思いをどう予算に反

映させたかを、お聞かせいただきたいと思いま

す。

次に、総合政策部長に伺います。

今年度、ひなた生活圏づくり調査事業に取り

組まれており、また来年度予算には、ひなた生

活圏形成促進事業が計上されています。これら

の事業における「ひなた生活圏」のイメージは

いかなるものを目指しておられるのか、お伺い

したいと思います。

平成24年９月定例会において、当時の鳥飼県

議から市町村合併後の検証について質問され、

知事が、「市町村合併後の新たな地域づくりに

ついて、市町村とも連携しながら対応していき

たいと考えている」とお答えになっておりま

す。私は、役場などがあった合併前の中心地が

寂れていっているのではないか、かつての自治

体では人口減少に拍車がかかっているのではな

いかという心配をしております。もしこの事業

がその心配の解消に向けた取り組みであれば幸

いなのですが、部長の答弁をお願いします。

次に、総務部長に質問します。

指定管理者制度において、期待される事業を

行うべく活動されている管理者がございます。

例えば、青少年自然の家では教育の、男女共同

参画センターでは男女共同参画社会に向けたさ

まざまな事業を行っていただいております。こ

のような事業主体で長年就労し、そこで懸命に

県民サービスに従事されている職員の皆さん

は、それぞれの事業に精通するとともに、その

スキルを磨き、さらによいサービスを実現しよ

うと働いておられます。ところが、指定管理者

制度は、行政サービスの低廉化のために制度化

平成30年３月１日(木)
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されたものであるため、従事者のスキル上昇に

応じた、社会一般に許容される範囲での賃金引

き上げを行うことについても、事業者において

困難であると伺っております。部長におかれま

しては、このような事情を踏まえまして、指定

管理者制度の中で公共サービスに従事する皆さ

んの雇用・労働条件への適切な配慮のあり方に

ついて検討いただきたいのですが、いかがで

しょうか。答弁をお願いします。

続いて、福祉保健部長にお尋ねします。

最初に、延岡市にあります母子生活支援施設

ファミリーハイツが３月に廃止になるとのこと

で、これによって県内の母子生活支援施設は全

廃になります。率直にお尋ねしますが、福祉保

健部長、県には、県内の母子生活支援施設が全

廃になることへの危機感、そのようなものはあ

るかお聞かせください。

重ねて福祉保健部長に伺います。子供の性的

問題についてであります。スマホ、タブレッ

ト、パソコンなどで、予期せず性的映像に触れ

たり、スポーツ紙や雑誌などで性的刺激の強い

写真や絵が掲載されているものが、家庭や日常

的に利用するコンビニなどにあったりすること

など、子供に対する配慮のない社会の現実がご

ざいます。それらの強い刺激から発生する子供

の性的問題行動には、善悪の判断のつかない時

期に性的な映像などを見ることで、そのままそ

の行為をまねしてしまうというものや、青年期

以降、偏った性行動、つまり暴力による性行動

やストーカーなど犯罪となってしまうことがあ

ることなど、問題は大きいと伺っております。

まずは子供に対する配慮、そういうものがこの

社会に必要であるということをしっかり普及啓

発していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

また、児童相談所においては、そのような性

にかかわる相談に対して、心理職の手厚い配置

を行うことにより、子供への治療的かかわりが

できる体制をつくることを求めたいと思うので

すが、それぞれについて部長の所見を伺いま

す。

次に、農政水産部長にお尋ねします。

県内の農畜水産物の海外輸出に向けた取り組

みが行われています。言うまでもなく日本は食

料の輸入国であります。食料自給率は、カロリ

ーベースにしろ、生産額ベースにしろ、日本の

食料は外国に頼っています。その中で、日本の

農畜水産物の海外輸出が伸長しています。農家

所得の向上、ひいては県内経済のためにも、さ

まざまな理由で輸出に力を入れておられると思

いますが、部長として、海外輸出への将来展望

についてお聞かせいただきたいと思います。

壇上から最後に、会計管理者にお尋ねしま

す。

収入証紙制度について伺います。運転免許更

新、県立高校受験、パスポート申請など、県が

手数料を徴収する際に、証紙添付によって行う

方法がありますが、これを時代の変化というこ

とか、廃止する自治体があると聞いておりま

す。民間取引は、電子マネーの登場でキャッシ

ュレス化が進行しています。行政の中でもいず

れ対応が求められるものと考えます。県民が必

要な手数料を現金で納めることと、証紙を購入

して納めることとの違いにどのような利点、欠

点があるのか。これについて、県民の利便性向

上の立場から検討が必要になっているのではな

いでしょうか。もちろん、証紙収納によること

がベストなものと、現金収納その他の方法に変

更してよいものがあると思いますが、会計管理

者の所見を伺います。
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以上を壇上からの質問とし、残余の質問は質

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。

まず、宮崎、延岡市長選挙の結果に対する所

感についてであります。宮崎、延岡市長選挙の

結果につきましては、市民の皆様が、候補とな

られた方々の人物や示された政策などをもと

に、それぞれの市政運営を託すべき市長として

選択されたものと考えております。

宮崎、延岡の両市は、県内で人口が第１、第

３の都市であり、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、それぞれの圏域の中核都市とし

て中心的な役割を担っていただく自治体であり

ます。両市の市長には、市民の期待と負託に応

え、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、宮崎県全体の

発展に向けても御尽力いただけるものと期待し

ているところであります。

次に、平成30年度当初予算についてでありま

す。経済的な豊かさと、お金にかえられない価

値が調和した「新しいゆたかさ」を実現するた

めには、人口減少問題等、喫緊の課題に的確に

対応するとともに、将来を見据えた施策にも積

極的に取り組む必要があることから、平成30年

度は、重点施策として、「未来を支える人財の

育成・確保と中山間地域対策の強化」「世界ブ

ランドや文化・スポーツを生かした地域づく

り」「地域経済をけん引する産業づくり」の３

つを掲げて、予算編成に取り組んだところであ

ります。

その中で、自然や、地域の歴史・伝統文化が

織りなす本県ならではの景観を、県民共有の財

産として守り、魅力ある地域づくりを進める

「美しい宮崎づくり」の取り組みは、「新しい

ゆたかさ」の実現に欠くことができないもので

あるという思いのもとに、平成30年度当初予算

におきましては、これまで取り組んでまいりま

した沿道修景美化の取り組みに加えまして、道

路・河川の愛護活動や各種団体の活動に対する

支援など、官民協働により、これを推進するこ

ととしております。県民全体の取り組みとし

て、県民運動として進めてまいりたいと考えて

おります。「新しいゆたかさ」「美しい宮崎づ

くり」は、いずれも直ちにその成果が見えるも

のではなく、将来を見据えた息の長い取り組み

が必要であると考えておりますので、今後と

も、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（日隈俊郎君）

えいたします。

「宮崎ひなた生活圏」についてであります。

県では、合併した町村を初め、中山間地域の方

々が、今後も住みなれた地域で安心して暮らし

続けられるよう、新たな人の連携や交通・物流

の仕組みづくりによる集落のネットワーク化

と、地域の課題を共有・検討し、その解決に向

け、住民による自立的な活動が持続できる仕組

みづくりを目指す「宮崎ひなた生活圏」の形成

に、昨年度から取り組んでいるところでありま

す。

来年度につきましては、地域の方々が将来に

ついて話し合いを進めていくための手段とし

て、地域の将来人口の推計や人口の安定化に必

要な定住者数の試算などができる、わかりやす

く簡易なシステムを構築するとともに、地域課

題の解決に向けた戦略の策定やその体制づく

り、生活サービス維持のためのモデルとなる取
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り組みへの支援等を通じまして、地域の実情に

応じた「宮崎ひなた生活圏」の形成が促進され

るよう、市町村と連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○総務部長（桑山秀彦君）

ます。

指定管理者制度についてであります。指定管

理者が雇用する職員の労働条件の設定は、事業

者自身が取り組む部分になりますが、適正かつ

安定的な施設の管理・運営が確保されるために

は、指定管理者自体の経営が、雇用面も含めま

して健全であることが重要であると考えており

ます。このような点を踏まえまして、県では、

指定管理者の選定に当たりまして、賃金を含め

た指定管理料の適正な積算を行うとともに、応

募する事業者に対しましては、事業計画が、業

務執行体制や人件費を含め、無理のない適正な

ものとなっているかどうかの確認を行っており

ます。また、指定の後も、労働関係等関係法令

の遵守状況などについて、所管課の職員が実地

調査で確認しているところでございます。今後

とも、民間の力が健全に生かされるよう努めな

がら、指定管理者制度の適切な運用を行ってま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（畑山栄介君）

えします。

まず、母子生活支援施設についてでありま

す。母子生活支援施設につきましては、これま

で、経済的な困難等、生活上の課題を抱える母

子に対して必要な支援を行う施設として、その

役割を果たしてきたと認識しております。今

般、県内全ての施設が廃止されることになった

ところですが、これは近年、入所者数が大幅に

減少するとともに、建物の老朽化が進んだこと

などから、設置者である市において慎重に検討

された結果であると考えております。

次に、子供の性的問題についてであります。

青少年のスマートフォン等の利用が拡大する

中、性的感情を刺激するインターネット上の有

害情報への接触が、その健全育成上、大きな問

題となっております。このため県では、「メ

ディア安全指導員」を活用し、学校等で、児童

生徒はもとより、保護者や教員など大人も対象

に、インターネットの危険性や対処法等の講話

を実施するなど、その適正利用の啓発に努めて

いるところであります。また、書店、コンビニ

エンスストア等に立入調査を行い、有害図書類

が青少年に販売等されないよう、区分陳列の遵

守の徹底等を図っているところであります。今

後も、これらの取り組みを推進していくことに

より、性的有害環境から子供を守る機運を高め

ていきたいと考えております。

次に、児童相談所における体制づくりについ

てであります。児童相談所におきましては、問

題行動のある児童等に対し、児童福祉司や児童

心理司などの専門職による面接相談やカウンセ

リング等を実施しております。そのような中、

性的な問題を抱えた児童に対しましては、加

害、被害の状況を把握した上での心理的ケアを

初め、短期入所指導を目的とした一時保護の実

施など、より専門的な支援が必要であると考え

ております。このため県では、専門性向上に関

する研修に、職員を積極的に参加させていると

ころであります。また、性的な問題を抱える子

供の心や体についての相談体制等の充実を図る

ため、本年度から、保健師を専任で配置すると

ともに、児童心理司を増員したところでありま

す。以上でございます。〔降壇〕
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〔登壇〕 お答○農政水産部長（大坪篤史君）

えいたします。

本県の農畜水産物の輸出についてでありま

す。人口減少により国内市場が縮小する中、攻

めの対策として輸出に取り組むことは、大変重

要なことであると認識しております。本年度

は、私自身、経済成長を続ける香港や台湾を訪

問し、現地の輸入業者や販売業者等と意見交換

を行いましたが、大きな可能性のある市場だと

肌で感じたところであります。

これまで本県では、全国に先駆けて開始した

牛肉の対米輸出や、九州各県とも連携した香港

・台湾等でのフェア開催などによりまして、昨

年度は、過去最高となる34億5,000万円の輸出実

績となりました。21世紀に入り、一層の国際化

が進展する中、昨年度からは、牛肉や鶏肉、カ

ンショの輸出拠点の整備も進めているところで

あり、こういった対策にも積極的に取り組みな

がら、本県の農畜水産業の発展につなげていき

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答え○会計管理者（福嶋幸徳君）

します。

収入証紙制度についてであります。証紙収納

につきましては、関係部局と協議の上、運転免

許更新手数料などの使用料及び手数料の一部や

狩猟税について、宮崎県収入証紙条例に基づき

実施しております。収入証紙は、御質問にあり

ますように、事前に購入する必要があります

が、現金収納に伴うリスクの軽減や申請時間の

短縮など、事務の効率化が図られるというメ

リットがありますことから、証紙収納として幅

広く定着しているところであります。私どもと

いたしましては、それぞれの事務の実態や利用

者の利便性などを考慮して、円滑・適正な収納

が図られるよう、引き続き、各部局に対し助言

・指導を行ってまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

それぞれ御答弁ありがとうご○岩切達哉議員

ざいました。今の壇上からの質問に関連して、

何点かお伺いしたいと思います。

まずは、宮崎市政との関係でございます。宮

崎市長選挙の中で、とりわけ政策の違いとして

明らかになったのが、アリーナ建設の問題だと

認識しております。賛成、反対、見直し、凍

結、いろんな表現があったかと思いますが、当

選された戸敷市長は、建設をしていくというお

気持ちでございました。それも宮崎駅周辺で

と、こういうようなお話でございました。先日

は、宮崎駅東側という具体的なエリアを表明さ

れているようでありますけれども、この施設

は、宮崎県にとっても本当に大きな影響を及ぼ

す施設だと認識しております。知事として、宮

崎市のアリーナ建設問題に対してどのような思

いを持っていらっしゃるか、お聞かせいただき

たいと思います。

宮崎市におけるアリー○知事（河野俊嗣君）

ナ構想であります。大規模なコンサートやスポ

ーツイベントなど、そういったものが開催可能

な拠点施設が整備されることになれば、スポー

ツや文化の振興、さらには、にぎわいの創出、

地域の活性化など、大きな効果があるものと考

えております。一方で、整備手法、整備主体、

財源の問題、その後の運営、ランニングコス

ト、さまざまな課題があろうかと考えておりま

す。今後、具体化に向けた検討がなされると

伺っておりますので、宮崎市から相談がありま

したら、県としてどのようにかかわっていける

のか、検討してまいりたいと考えております。

もう一つ、県とのかかわり○岩切達哉議員
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で、選挙中、宮崎北警察署の隣にある県有グラ

ウンドが候補地ではないかということも耳にす

ることがございました。このような県有地とい

うことになりますと、知事との協議というのは

当然必要になっていくと思います。県有地とい

う場合において、協力をしていく、そういう気

持ちについてはやぶさかでないか、お聞かせく

ださい。

） 場所も含めて、現在、○知事（河野俊嗣君

具体的な内容については宮崎市で検討中という

ことでありますので、御相談がありましたら、

県としてどのようにかかわっていけるか、検討

してまいりたいと考えております。

アリーナ問題に絞ってお伺い○岩切達哉議員

しましたけれども、何より、県都宮崎市という

ことで、宮崎県庁と宮崎市が協力し合って宮崎

県全体の勢いを上げていく取り組みが必要だ

と、このように考えます。宮崎市との共同作

業、協力というものを今後とも各方面で行うこ

とが大事だと私は思っているんですが、知事と

して、宮崎市とのそういう関係についてどのよ

うにお思いでいらっしゃるか、お聞かせくださ

い。

私は、就任以来、「対○知事（河野俊嗣君）

話と協働」を基本姿勢としまして、全ての市町

村とも緊密な連携を図りながら、県政運営に取

り組んできたところであります。中でも、宮崎

市は、本県の人口のほぼ３分の１を擁する県都

であります。これまでも、スポーツキャンプや

企業の誘致など、さまざまな分野で連携を図っ

て具体的な成果も上げてきたところでありま

す。また、一歩進んで、双方が折半する中で動

物愛護センターを共同で整備する、そのような

事業にも取り組んだところであります。宮崎県

勢の発展のためには、県都である宮崎市との連

携は極めて重要であると考えておりますので、

観光、経済の振興のみならず、子育て支援や医

療・福祉、危機管理対策など、幅広い分野でこ

れからも連携を深めてまいりたいと考えており

ます。

宮崎市も、中核市として年数○岩切達哉議員

がたってまいりました。県庁の職員、そしてま

た宮崎市の職員、それぞれに優秀だというふう

に思います。縄張り的な議論よりも、一緒にと

いう姿勢を知事みずからお示しいただいて、県

勢全体が発展することをお願いしておきたいと

思います。

次いで、今度は延岡市の問題であります。延

岡市長選においては、知事が支援した候補では

ない方が当選したという形になりまして、延岡

市民の中には、延岡市に対する県の対応を不安

に思う方、不安視する声をいただくことがござ

いました。私は、「これまでの河野知事の政治

姿勢として、その心配は全く当たらない。選挙

は選挙であって、行政上の県と市町村との協力

関係について問題を残すことはないですよ」

と、このように説明してきたところでありま

す。そのことについて、知事からも明言をいた

だければと思います。

「対話と協働」を基本○知事（河野俊嗣君）

姿勢とする私にとりまして、宮崎県の発展のた

めには、県、市町村、国、関係機関、しっかり

としたオール宮崎の体制を築いていく、これは

大変重要な課題であるということで取り組んで

まいりました。特に、地方創生や中山間地域対

策、医療・福祉対策など、地域を取り巻く課題

に的確に対応していくためには、県と市町村が

緊密な連携を図っていくことは非常に重要であ

ります。

お尋ねの延岡市との関係につきましても、先
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日、読谷山市長が就任挨拶のため県庁においで

になったところであります。もともと総務省

の、年次でいうと２年上の先輩であります。私

も以前よりよく存じ上げておりますし、県庁に

いらっしゃったときも、延岡市政をめぐるさま

ざまな政策課題について、率直に意見交換をし

たところでありますし、今後とも、延岡市と県

との間で緊密に連携を図っていくことについ

て、お互いに確認したところであります。ま

た、その翌日、延岡花物語「このはなウォー

ク」という観光イベントに、市長と一緒に私も

出席してお祝い申し上げたところであり、今後

とも、そういう協働の姿勢というところに変わ

りはございません。これまで同様に「対話と協

働」を基本姿勢としながら、延岡市の発展、ひ

いては宮崎県全体の発展に向けて、互いに力を

合わせて取り組んでまいりたい、そのように考

えております。

県知事と市長という立場で、○岩切達哉議員

そういう関係で行っていただくというのは本当

にありがたい。そしてまた、選挙戦で戦った候

補者も、それぞれに優秀な皆さんだと思います

ので、宮崎県発展のためにお力をかしていただ

ければなと思うところであります。選挙という

ものは、誰かが勝利をするわけなんですけれど

も、勝利をした方も、そのことで全権委任を受

けたという立場にならない、そういう謙虚さが

必要だと思っております。「対話と協働」を基

礎とする河野知事におかれましては、県内全て

の市町村、さらに各界各層の声に耳を傾ける姿

勢であるということに、私自身も敬意を表しつ

つ、さらなる飛躍と新たな挑戦に努められるよ

う期待しているところでございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

続いて質問をいたします。総合政策部長に、

「ひなた生活圏」のことを伺いました。平成の

合併前の町村の中心部の活力を維持していくこ

とは、本当に大事だと思っております。例え

ば、いきいき集落ということで、現在130近くあ

ると聞いておりますが、そういう中心部から離

れた集落から、日常生活上必要なこと、買い物

とかそのほかのサービスがおおよそ解決できる

拠点が、今以上に遠くなってはならない。その

ようにしていかなけりゃならないと思っていま

す。まだ「ひなた生活圏」というイメージは定

着していないようでありますけれども、これか

ら中山間地を維持していくためには重要な取り

組みだと思います。その一環だと思いますが、

今年度、ひなた集楽カレッジという事業にも取

り組まれたと伺っております。このようなモデ

ル的な取り組みなど、さまざまな政策を重層的

かつシンボル的に取り組まれることが必要と考

えますが、部長の所見をお聞かせください。

） 「宮崎ひなた○総合政策部長（日隈俊郎君

生活圏」づくりに当たりましては、御指摘のと

おり、その圏内における買物や交通、医療・福

祉など、さまざまな分野の関係機関等との連携

を図りながら、暮らしに欠かすことのできない

生活機能などを維持していくことが重要である

と考えております。

この取り組みを進める中で、今年度、県内の

全市町村と実施した意見交換や、地域住民、民

間事業者等への聞き取りを行いましたところ、

持続可能な取り組みとする上で必要な地域課題

の共有・検討について、地域によっては十分進

んでいないところもございました。このため、

県といたしましては、引き続き、先進事例の紹

介やモデルとなる取り組みへの支援等を行うと

ともに、新たに、市町村等と連携しながら、地

域における将来の課題解決に向けた話し合いが
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促進されるよう環境整備を図ることにより、

「宮崎ひなた生活圏」づくりへの理解やその取

り組みの輪が着実に広がっていくよう、取り組

んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いしたいと思い○岩切達哉議員

ます。

続いて、総務部長にお尋ねをいたします。指

定管理者制度で働く皆さんの労働条件のことを

伺いました。指定管理者制度は、単なる価格競

争による入札とは異なるものだと認識しており

ます。公共サービスの水準を確保するという要

請がございます。横浜市の事例ですけれども、

最低賃金がここ最近上昇しておりまして、雇用

条件の改善や事業者の健全経営と、公の施設の

適切な運営管理を両立させる目的で、指定管理

料を変更できるように見直すということでござ

います。一気には無理だとしても、公共サービ

スを非公務員が担うメリットを最大限活用しつ

つ、そこでのキャリアアップ、ノウハウの蓄積

を適正に反映していく、そして、いわゆる官製

ワーキングプアと言われる状況はなくしてい

く、そういうことが大事だと思っております。

部長のお考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

指定管理者となっ○総務部長（桑山秀彦君）

た事業者には、公の施設の管理・運営に民間の

ノウハウを生かしていただきますとともに、さ

まざまな工夫を凝らして、自主事業にも積極的

に取り組まれるなど、施設の公共サービス機能

の向上に貢献いただいているものと思っており

ます。県としましては、サービスの提供や雇用

の継続性・安定性に配慮しまして、経験やスキ

ルが重要視されるような施設につきましては、

指定管理期間を３年から５年に見直すなどの配

慮を行っているところであります。また、黒字

を出せば、一定割合を指定管理者の収入にでき

る利用料金制を導入しまして、指定管理者の自

立的な経営努力が発揮されやすくする工夫もあ

わせて行っているところでございます。こうし

た取り組みにより、雇用の安定性の確保や処遇

の向上にもつながるものと思っておりますが、

今後とも、制度の枠組みの中でどのような取り

組みができるか、他の自治体の状況等も参考に

してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。期間○岩切達哉議員

の延長とか利用料金制、いろいろ工夫があると

いうことでございますけれども、利用料金制を

導入しがたいような場もございますので、ぜひ

研究・工夫というのは継続してやっていってい

ただいて、そこで働く皆さんが喜んで県民サー

ビスに従事できる姿を目指していただきたい

と、重ねてお願いを申し上げたいと思います。

続いて、福祉保健部長にお尋ねをいたしま

す。まず、母子生活支援施設のことですけれど

も、ＤＶ防止法の制定から17年、統計上でも増

加・深刻化の一途であります。現在、宮崎では

民間のシェルター、宮崎市では、民間アパート

などを借り上げて支援員が出向くというような

手法がとられるということであります。これが

母子生活支援施設の代替機能となり得るかとい

うような思いが少しあります。母子生活支援施

設は児童福祉法上の施設でありまして、他県の

状況など十分に調査・研究いただいて、本当に

県内に一つもないという宮崎県の姿、それで大

丈夫なのか、母子福祉行政に課題はないかとい

う視点で対応策を検討いただきたいと思います

が、重ねてお気持ちをお聞かせください。

母子生活支援○福祉保健部長（畑山栄介君）

施設を廃止された市におかれては、議員から御

指摘もありましたけれども、民間アパートの確
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保や公営住宅の活用などにより、支援を必要と

する母子の生活の場を確保しつつ、就労相談等

の自立に向けた援助を継続されると伺っており

ます。県としましては、今後とも、女性相談所

における一時保護機能の活用を図るとともに、

市町村と連携を図りながら、支援の必要な母子

に対して、各種福祉サービスの情報提供や、そ

れらの利用手続に係るサポートなど、必要な対

応を行ってまいりたいと考えております。

設置していた市だけの問題で○岩切達哉議員

はない。そしてまた、一時的に保護をするとい

う機能でもない母子生活支援施設だということ

で、ぜひ、宮崎県になくなってしまったという

ことから研究を深めていっていただきたい。よ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、子供の性的問題行動についてでありま

すけれども、御承知のように、コンビニエンス

ストアの系列によっては、大人が読む本を売ら

ないという方針を決めたお店もある。そういう

ような働きかけまで頑張っていただければなと

思います。スマホやパソコンにはフィルターを

かけるということが言われます。そのフィルタ

ーのかけ方がわからない。なぜかけなければな

らないかをしっかりと親御さんなどが理解して

いない。そういうケースもあろうかと思いま

す。子供を守るということについて社会がしっ

かりと動くことが必要だと思っています。性的

な刺激にさらされる子供たちは被害者だという

認識で、ぜひ、これから十分な対策を進めて

いってほしいと思うんですけれども、改めて部

長の御所見をお聞かせください。

青少年が心身○福祉保健部長（畑山栄介君）

ともに健やかに成長することは、県民全ての願

いでありますとともに、大人においては、みず

から、家庭や学校、地域社会、その他社会のあ

らゆる場において、青少年を健全に育成するよ

う努める責務があると考えております。したが

いまして、性的有害環境から子供を守ることに

つきましても、私たち大人一人一人が、日々の

行動に際して認識しておくべき重要な課題であ

り、インターネットの適正利用の啓発などの取

り組みを通じ、県民全体の理解と関心を高めて

いきたいと考えております。

ぜひよろしくお願いします。○岩切達哉議員

児童相談所の心理職の体制強化についてもお

尋ねをいたしました。常々申していることでご

ざいまして、保健師の配置などにも取り組んで

いただいたということでございます。引き続

き、よろしくお願いしたいと思います。

次に、農政水産部長に再度質問いたしますけ

れども、農畜水産物の海外輸出について抱負を

伺いました。何でもかんでも輸出できるわけで

はないと伺っております。相手の国の市場調

査、また長距離移送のリスク、それらの費用が

価格に上乗せできるほどのものでないといけな

い、そういう商品の優位性。部長に対して釈迦

に説法になろうかと思いますが、丁寧に取り組

むべき課題というふうに思います。現在は、牛

肉や鶏肉、カンショの拠点整備中ということで

ありますけれども、それら以外にも、輸出に力

を入れていく、または期待される農畜水産物は

どんなものがあるか、お聞かせください。

輸出拡大が期○農政水産部長（大坪篤史君）

待される品目としましては、外観や品質で評価

の高いキンカンや日向夏、また、美しさや日も

ちのよさが人気のスイートピーやラナンキュラ

ス、さらに水産では養殖ブリやキャビア等がご

ざいます。こういった品目につきましても、現

地のニーズや検疫条件等を十分調査しながら、

輸出拡大に努めてまいりたいと存じます。
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スイートピーが県庁本館の玄○岩切達哉議員

関に飾られておりました。ぜひ、宮崎県の主力

生産物として海外にまで評価をいただければあ

りがたいと思っております。

続いて、会計管理者に再度質問をいたしま

す。御答弁をいただきましたが、狩猟税という

税も含めてということでございました。証紙に

よって納付するとされているものは全体でどれ

くらいのものがあるのか、どのような項目があ

るのか、お聞かせいただければと思います。

証紙で収納して○会計管理者（福嶋幸徳君）

いる主なものは、宮崎県税条例に基づくものが

狩猟税１項目、使用料及び手数料徴収条例に基

づくものが、パスポートに関する手数料など575

項目、教育関係使用料及び手数料徴収条例に基

づくものが、県立高校入学試験に関する手数料

など13項目、警察関係使用料及び手数料徴収条

例に基づくものが、運転免許に関する講習手数

料など115項目となっておりまして、全体で707

項目となっております。

証紙ということについて、よ○岩切達哉議員

く触れる方と、ふだん触れることのない方とい

らっしゃるかと思います。このことを伺う発端

は、買う場所がわかりませんとか、印紙と間

違ってしまいましたとか、証紙をめぐる県民の

声でありました。歳入予算説明資料を見せてい

ただいたんですが、27億円ほどが証紙で収納さ

れるということであります。その種類は、今聞

きました707種ということで、本当に多岐にわた

ると思います。これだけの使用料を納める場面

というのは、まさに県政と県民の接点だと思い

ます。何十年も行われている手法でありまし

て、証紙による納付方法はこれからもずっと変

わらないですよというふうにもいかないと思い

ます。キャッシュレス化の時代が来ているとも

言われます。証紙収納などの見直しについて

は、ぜひ会計管理者が音頭を取っていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。

全国の都道府県○会計管理者（福嶋幸徳君）

の状況でありますが、現時点で、証紙制度を廃

止しているのは、東京都と広島県の２都県であ

ります。他の道府県では証紙収納が行われてお

り、制度の廃止を検討している自治体もありま

すが、中には、検討した結果、証紙収納が効率

的であるなどの観点から、継続することとした

ところもあります。議員御指摘のとおり、民間

取引における電子マネー等の普及が進む中、国

においても、地方公共団体の収入方法の多様化

などについて議論がなされております。このよ

うな動きや他県の状況なども注視しながら、今

後とも、県民の利便性等を図るという観点か

ら、収入方法の多様化に努めてまいりたいと考

えております。

県民の利便性というのがまず○岩切達哉議員

何よりだと思いますので、ぜひ検討を続けてい

ただければと思います。

演壇からの質問に対する再質問は以上であり

まして、ここから、改めてそれぞれの個別の事

案についてお伺いしたいと思います。

まず、総務部長にお尋ねします。

28年度からストレスチェックが行われるよう

になりました。実施前の27年11月議会で取り上

げておりますが、まずはこの受検状況について

お聞かせいただきたいと思います。

心理的な負担の程○総務部長（桑山秀彦君）

度を把握するための検査でありますストレス

チェックにつきましては、「こころの病」の未

然防止を目的に、知事部局では、平成28年度か

ら、各種委員会の職員を対象に含めまして実施

しているところでございます。受検率につきま
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しては、平成28年度は97.5％、平成29年度

は99.0％となっております。

その中で、ストレス状態が高○岩切達哉議員

いということであった方はどの程度いらっ

しゃって、どのような支援が行われたかをお聞

かせいただきたいと思います。

ストレスチェック○総務部長（桑山秀彦君）

の結果、高ストレスと判断された職員の割合

は、平成28年度は5.3％、平成29年度は6.2％と

なっておりまして、厚生労働省がこのストレス

チェック制度を設計した際に想定した値であり

ます10％を下回っております。これらの職員に

対する支援に際しましては、プライバシーに配

慮しながら、保健師等が面接・相談を呼びかけ

るメールを送信した上で、ストレスへの対処方

法などについて助言を行っております。また、

医師による面接を希望する職員に対しまして

は、健康管理医による面接指導も行っていると

ころでございます。

いわゆる労働安全衛生法に基○岩切達哉議員

づいて行われる職場の健康確保の取り組みだと

認識しております。この高ストレス状態という

職員の皆さんが、受検の結果、いろいろ御支援

をいただくわけなんですけれども、そのことで

不利益があるのではないかと思わせてはならな

いということを、前回も発言したかと思いま

す。とりわけ秘密の保持、不利益取り扱いの禁

止というのを徹底していくことが大事であっ

て、職場の人間関係に影響させない、ストレス

チェックが職場でのハラスメント事案につな

がってほしくないと思いますけれども、対応に

ついて部長の御見解をお聞かせください。

ストレスチェック○総務部長（桑山秀彦君）

の結果の取り扱いにつきましては、厚生労働省

が定めておりますストレスチェック指針におき

まして、個人情報保護の観点から、ストレス

チェックの結果は本人のみに通知し、本人の同

意なしに所属長等へ提供することは禁止されて

いるところであります。また、職員に対して、

ストレスチェックの結果やストレスチェックを

受けないことなどを理由とした配置転換などの

不利益な取り扱いについても禁止されていると

ころであります。本県においても、このような

ストレスチェック指針を厳格に適用しながら、

ストレスチェックを実施しておりまして、今後

とも適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

せっかく導入されたよいもの○岩切達哉議員

だというふうに思います。スクリーニングとし

てはよいものだと思いますので、ぜひ慎重に対

応していただきたいと思いますし、働きやすい

職場、風通しのよい職場というものを引き続き

求めてまいりたいと思います。

このことに直接関連はしないかもしれません

が、さまざま要因があると思うんですけれど

も、最近になって、20歳代や30歳代の職員の退

職というのがふえていると感じております。大

変心配しております。現状と部長の御所見をお

聞かせください。

知事部局におきま○総務部長（桑山秀彦君）

す20代、30代の職員の退職につきましては、こ

れまで、毎年度15名程度で推移しておりました

が、今年度は、現時点で23名の退職が見込まれ

ております。退職の理由といたしましては、健

康上の問題のほか、結婚・出産を契機にといっ

たものや、他の自治体への転職などさまざまで

ありまして、個々の事情があることは理解しつ

つも、私としては非常に残念に思っているとこ

ろでございます。

県ではこれまで、職員の適性、キャリア形成
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の観点を踏まえた人事異動でありますとか、さ

まざまな研修を通じまして人材の育成を図りま

すとともに、業務の効率化やワーク・ライフ・

バランスの推進による働きやすい職場環境づく

りに取り組んできたところであります。さらに

は、今年度、県庁内に「働き方改革」推進会議

を設置しまして、職員アンケートや意見交換な

ども行った上で、実効性のある具体的な取り組

みの検討も進めております。今後、そうした取

り組みを実行に移していくことで、お尋ねの若

手職員を初め、職員にとって、より一層、やり

がいや魅力を感じることのできる職場づくりに

つなげてまいりたいと考えております。

宮崎に人材を残していくとい○岩切達哉議員

うこと、これを県を挙げて今取り組んでいると

ころでありますので、23人という若い皆さんが

退職した 宮崎に残っていただく方もいるか―

もしれませんけれども、何がしかの対策を必要

とするということであれば、ぜひ取り組んで

いっていただきたいと思います。

次いで、会計年度任用職員制度導入に向けた

検討状況について伺いたいと思います。自治体

で働いていただく臨時・非常勤の方々の数が増

加の一途にあるということで、総務省の認識で

は、地方公務員法の適用に課題があったという

ことだったと思いますけれども、日ごろから申

し上げておりますように、官製ワーキングプア

という問題はもっと対策をとられるべきだと思

います。指定管理者制度のところでも申し上げ

ましたけれども、行政需要に対してより安く対

応したいという地方財政上の課題もあります

が、そのために臨時・非常勤の方々が増加して

きたということだと認識しております。さまざ

まな問題提起の中で、総務省が一つの解決策と

して、会計年度任用職員制度というものを示し

てきたと思います。この制度を利用して、公共

サービスに従事する皆さんの 公務員、非公―

務員を問わずですが まずは労働条件をよく―

していく必要があると思いますけれども、現在

の部長の立場での検討状況をお聞かせいただき

たいと思います。

会計年度任用職員○総務部長（桑山秀彦君）

制度につきましては、臨時・非常勤職員の任用

や勤務条件を明確化する観点から、地方公務員

法などに基づき、新たに創設されたものであり

まして、その採用や服務規律などについては、

基本的には一般の職員と同様の取り扱いとさ

れ、さらに、給与面では期末手当の支給も可能

となるものであります。平成32年度からの導入

に向けまして、今年度、臨時・非常勤職員の任

用状況について調査を行ったところでありまし

て、会計年度任用職員への円滑な移行を図るた

め、現在、その担うべき職務の内容等について

検討を進めているところでございます。今後、

人事委員会や関係部局などとも十分協議を重ね

ながら、採用の方法や、勤務時間、報酬といっ

た制度面について、具体的な検討、準備を進め

てまいりたいと考えております。

ぜひよろしくお願いしたいと○岩切達哉議員

思います。

次に、福祉保健部長に伺いたいと思います。

きょうも議場に、子供支援の実践者の方も傍

聴にお見えなんですけれども、子ども食堂とか

学習支援など、子供の貧困対策で活動する民間

団体の活動が広がっていることについて、福祉

保健部長としてどのように捉えていらっしゃる

か。これまでの評価や今後の支援などについて

所見がございましたら、お聞かせいただきたい

と思います。

子供の貧困対○福祉保健部長（畑山栄介君）
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策では、子供や家庭を地域全体で見守り、支援

することが大切であり、現在、県内において、

多くの方々が、子ども食堂や学習支援、奨学金

の支給など、地域や子供の実情に応じたさまざ

まな活動を行っておりますことは、対策を進め

る上で大変大きな意義があると考えておりま

す。こうした民間の取り組みを支援するため、

県におきましては、民間団体による「みやざき

子ども未来ネットワーク」の設立のサポート

や、支援を希望する企業等とのマッチングを行

うとともに、「みやざき子供の未来応援コー

ディネーター養成研修」によりまして、人材の

育成などにも取り組んでいるところでございま

す。また、来年度からは、県内に広がる民間団

体の活動が一層活発となるよう、子ども食堂の

先進事例等を紹介する研修会を新たに実施する

など、支援を充実してまいりたいと考えており

ます。

それぞれ活動団体にお会いす○岩切達哉議員

る機会がよくあるんですけれども、お困り事の

把握というのは本当に大事なことだと思いま

す。支援いただく企業があるということであれ

ば、ぜひおつなぎをいただきたい。ほんの小さ

な金額で維持できるというものが現場にはある

と伺っております。活動資金のみならず、活動

場所、すぐには支援できない内容であっても、

十分研究いただいて一緒に考えていただく。そ

ういう姿勢でいっていただきたい。

今、子供を支える、子供の貧困について真剣

に、一緒に考えようという動きが芽吹いている

ところでありますので、これが育っていくの

か、逆になえていくのか。行政の役割が本当に

大事だと私は認識しているところであります。

今、地域福祉の新しい形として、「我が事・丸

ごと」地域共生社会ということが言われますけ

れども、大切なヒントになっていると思います

ので、ぜひよろしくお願いします。

続いて、福祉保健部長にお尋ねします。母子

父子寡婦福祉資金貸付金制度というものについ

て伺います。ひとり親世帯の経済的な課題に対

応してきた歴史ある制度でございますけれど

も、この中で、子供が学校に行くための費用、

修学資金借り入れ手続に対して、親以外の保証

人を求める福祉事務所があるという状況であり

ます。しかし、これは子供の修学を目的にした

貸付制度なので、親子で連帯借受人になるか、

子が借受人となって親が連帯保証人になれば十

分というふうに認識しておるんですけれども、

いかがでしょうか。

母子父子寡婦○福祉保健部長（畑山栄介君）

福祉資金の修学資金でございますが、ひとり親

世帯等の子の高校や大学等での修学に要する費

用を無利子で貸し付けるものでございます。こ

の資金でございますが、償還金を次の貸し付け

の原資としておりますことから、償還金の回収

が滞りますと、その後の貸付原資が不足するこ

とになります。このため、連帯保証人を親子に

限定することは難しいものと考えております。

ひとり親への支援ということ○岩切達哉議員

で、厚生労働省のほうもいろいろ考えていらっ

しゃる、研究なさっている。その中には、この

修学資金についての考え方もあったように認識

しております。ぜひ研究をしていただきたい

し、ことしの県予算では、重点施策として、未

来を支える人財育成・確保ということで、若者

の県内定着とＵＩＪターンに取り組むという、

大きな取り組みの柱がございます。この貸し付

けについて、県内就労をすれば返済を免除しま

すよというようなものを設定する、規定をつけ

るということがあってもいいのではないかと思
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うんですが、いかがでしょうか。

この資金は、○福祉保健部長（畑山栄介君）

先ほど申し上げましたけれども、償還金を次の

借受者への原資としておりますことから、県内

への就労を条件に償還を免除するという制度の

導入は難しいと考えております。なお、奨学金

に関しましては、日本学生支援機構の給付型や

低所得者に配慮した制度などもございますの

で、県では、相談者の状況に応じた活用ができ

るよう、情報提供を行っているところでござい

ます。

予算上の問題ということかな○岩切達哉議員

と思っております。償還金だけが次の方へ貸す

原資なんだということであったかと思います。

そういった点を含めて難しいということであり

ました。そこで、総合政策部長にお尋ねしたい

と思います。

部長も御承知のように、母子世帯は、その半

数以上が貧困ライン以下にあると言われていま

す。そういった中で、子供の修学を支える修学

資金貸付制度であります。そういう側面と、そ

の子供たちに宮崎で働いてほしい、宮崎の人口

を減らさないようにしていこうという取り組み

がある。そういう両面から、免除が難しいなら

応援をしてほしいということなんですけれど

も、「ひなた創生のための奨学金返還支援事

業」ということで、きょう新聞に載っておりま

したけれども、宮崎県の企業との連携で奨学金

返済を支援するというものであります。既に県

内35社が名乗りを上げていただいている。きょ

うの新聞によると、来年は62社という報道でご

ざいました。本当にありがたいと思いますが、

この制度の対象とならないかなと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

今年度から取○総合政策部長（日隈俊郎君）

り組んでおります奨学金返還支援事業につきま

しては、あらかじめ認定した県内企業に就職し

た者に対し、当該企業とともに返還支援を行う

ものであり、お話にありましたように、認定企

業数は、今年度の35社から来年度は62社にふや

す予定であります。この事業につきましては、

国からの地方財政措置を受けることとしており

ますので、国が示したスキームに沿って制度設

計を行っております。このため、支援対象者に

は一定の成績要件を付することが求められてお

りまして、貸し付けに当たって特段の成績要件

を必要としていない母子父子寡婦福祉資金につ

いて、支援対象とすることは困難であると考え

ております。

一方で、国のスキームに沿った奨学金返還支

援制度としたことに伴いまして、母子父子寡婦

福祉資金と同じ無利子の奨学金の優先枠が今年

度から新たに本県に配分されましたので、今後

は、関係部局とも連携しながら、この優先枠の

活用と奨学金返還支援事業について周知してま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。若者○岩切達哉議員

が宮崎に定着してほしい、戻ってきてほしいと

いう大きな要請があります。一方で、特にひと

り親世帯で子供を学校に送り出す。一生懸命頑

張っていらっしゃる。そういうものとの接点と

いうかマッチングが、どうにもそれぞれの制度

でうまくいっていないというような感想です。

財源の問題だということであるなら、御検討い

ただく部分もあるのではないかと思っておりま

す。ぜひ、そこを含めてよくよく御検討を続け

ていただくよう要請を申し上げたいと思いま

す。

次に、環境森林部長に伺いたいと思います。

みやざき林業大学校の準備がなされておりま
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す。山の荒廃や、山で働く人の減少が課題と

なっている中、林業大学校に対する期待は大き

い状況だと思います。宮崎県は、杉生産日本一

の継続を初めとする林業県であります。そのよ

うな県として、九州初の林業大学校として準備

をいただいておりますが、現在の準備状況と、

開設に向けた部長の思いをお聞かせいただきた

いと思います。

林業大学校○環境森林部長（川野美奈子君）

の開講に向けましては、今年度は、他県の事例

調査を初め、市町村や林業事業体、林業関係団

体、林家へのアンケート調査や意見聴取を行う

とともに、研修内容や拠点、運営方法等につい

てのパブリックコメントを実施したところでご

ざいまして、これらの結果を踏まえて、年度内

に基本計画を取りまとめることとしておりま

す。来年度は、具体的なカリキュラムの作成や

受講生募集、さらには、大学校を支援するサポ

ートチームの結成や、林業機械・機器の整備な

どに取り組むこととしておりまして、これらに

必要な予算について、今議会にお願いしている

ところでございます。

私は、この林業大学校を通じまして、林業の

トップランナーである本県にふさわしい確かな

技術と知識を備え、全国に誇れるような林業愛

と郷土愛にあふれる人材の育成に、関係者一丸

となって取り組んでまいる所存でございます。

ぜひ立派な林業大学校が宮崎○岩切達哉議員

県に設置されること、期待を強く持っておると

ころでございますので、よろしくお願いしま

す。

続いて、誤伐・盗伐問題についてでありま

す。このことは、メディアに取り上げていただ

いたこと、被害者が裁判に訴えられたことが、

その後の行政や警察の対応にも影響を及ぼして

いると認識しております。環境森林部長は、こ

の誤伐・盗伐問題についてこれからどう対応す

る方針か、お聞かせいただきたいと思います。

県では、誤○環境森林部長（川野美奈子君）

伐や盗伐の未然防止対策としまして、市町村に

対し、伐採届の審査の厳格化を指導するととも

に、昨年８月に締結した協定に基づきまして、

警察等と合同で伐採パトロールを実施するな

ど、監視の強化にも取り組んでいるところでご

ざいます。加えて、森林所有者に対しては、相

談窓口の設置や、各市町村の自治会を通じたチ

ラシの配布による注意喚起を、伐採事業者に対

しては、研修会等を通じ、境界確認の徹底につ

いて指導を行っているところでございます。ま

た、中長期的な対策としまして、境界の明確化

を図るため、市町村が行う林地台帳の整備とそ

の適正な運用、森林の境界測量を支援している

ところでございます。さらに、来年度は、伐採

事業者に対し、適正な伐採及び搬出のガイドラ

インを普及するための予算についてもお願いし

ているところでございます。今後とも、市町村

や関係団体、警察等と連携しながら、誤伐や盗

伐対策の一層の強化に努めてまいりたいと考え

ております。

ありがとうございました。○岩切達哉議員

続いて、商工観光労働部長に伺いたいと思い

ます。

県労働委員会や宮崎中小企業労働相談所、ま

た、国の労働基準監督署など公的機関や連合な

どの労働団体、そのほか民間組織が、労働者の

相談に応じておられます。先日、県労働委員会

の平成29年の相談件数が270件と、前年より40％

近く増加したという新聞記事を読みました。県

が実施する労働相談についていかがな状況なの

か、お聞かせいただきたいと思います。
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県におき○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ましては、県内４カ所に中小企業労働相談所を

設置して、労使双方からのさまざまな相談に対

応しているところでございますが、相談件数は

昨年度が638件と、前年度の約２倍となっており

まして、今年度も１月末現在で601件と、このと

ころ多くなっております。

相談内容としましては、時間外手当の未払い

や長時間労働などの労働条件に関することが約

７割を占めており、相談に対しましては、相談

者の立場に立って、丁寧かつ適切なアドバイス

を行っているところでございます。その中で、

例えば労働法令違反が疑われるような場合に

は、監督権限のある労働基準監督署を紹介し、

労使間の調整が必要な場合には県労働委員会等

を紹介するなど、関係機関と連携しながら、迅

速な問題解決に努めているところであります。

また、労働局、県、県労働委員会及び法テラス

を構成員とする連絡協議会におきまして、情報

共有などの連携を図っているところでございま

す。

とてもふえているということ○岩切達哉議員

でございますが、なぜ増加しているのかという

点についてであります。「ブラック企業」「ブ

ラックバイト」という言葉の流行も背景にある

と思いますけれども、この労働相談の件数が伸

びていることについて、どのようにその原因を

受けとめていらっしゃるのか、商工観光労働部

長にお聞かせいただきたいと思います。

労働相談○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の件数がふえてきた背景としましては、近年、

長時間労働が社会的問題となり、政府による働

き方改革も打ち出される中、労働条件に対する

関心、問題意識が高まっていることが大きな要

因の一つであると考えております。また、県に

おける相談体制の充実や相談窓口の周知などに

よりまして、身近な相談機関として認知度が高

まっていることも、相談件数の増加につながっ

たものと考えております。

労働相談が増加する背景とい○岩切達哉議員

うものをしっかりと分析すること、これが今の

働く人たちの労働環境の現状把握のために重要

なことだと思っております。何より労働基本権

を初めとした労働関係法は、まず守られていく

ことが基本であって、そのことは、労使関係に

委ねられる部分と、行政が県民の生活を守る立

場で取り組まなければならない課題とがあると

思います。たびたび口にしておりますけれど

も、宮崎県に若者を定着させようという取り組

みが成功していくためにも、労働環境への目配

りは大事だと思います。部長として、具体的な

取り組みがあればお聞かせいただきたいと思い

ます。

若者の県○商工観光労働部長（中田哲朗君）

外流出や早期離職が課題となっている中、若者

の県内就職や定着を促進するためには、働きや

すい職場環境づくりが大変重要であると認識い

たしております。このため、事業所等のトップ

が職場環境の改善に向け自主的な宣言を行う、

「仕事と家庭の両立応援宣言登録事業所」の拡

大に努めますとともに、社会保険労務士を活用

して､その宣言内容を実現するためのアドバイス

などを行っているところであります。また、ワ

ーク・ライフ・バランスを推進するためのセミ

ナーの開催や、労働法令遵守のための周知・啓

発にも取り組んでいるところであります。今後

とも、宮崎労働局など関係機関と連携しなが

ら、働きやすい職場環境づくりの推進に、しっ

かりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。
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雇用される経営者の皆さんへ○岩切達哉議員

の支援というのも当然に必要だと思います。

「よい労働条件を提供したいけれども経営が」

という御相談があろうかと思います。そういっ

た視点と、現実に働いている皆さんの悩みや苦

しみ、両方を受けとめられる立場だと思います

ので、その両面から御奮闘いただいて、それぞ

れの関係機関と力を合わせて解決を図っていた

だけたらと思っているところでございます。

次に、県土整備部長に伺いたいと思います。

「美しい宮崎づくり」、このフレーズが好きな

んですけれども、担当された東部長のレガシー

として、県政の柱になる政策であります。とて

も期待しておりますけれども、県民の関心と参

加を促すために、例えば、我が町、我が村の自

慢の風景の募集を、俳優の火野正平さんのＮＨ

Ｋ番組「こころ旅」の中で紹介される「こころ

の風景」のような、それぞれの景観と物語を募

集して発信していってはいかがかと思うんです

けれども、部長のお考えをお聞かせください。

御質問にあ○県土整備部長（東 憲之介君）

りました番組、自転車でめぐる「こころの風

景」、宮崎も取り上げていただいたことがあり

ますけれども、私も楽しみに見ているところで

ございまして、美しい宮崎づくりを進めるため

に、県内各地の美しい景観はもとより、その景

観を守り、育んできた人々の思いなども多くの

方々に知っていただくことは、大変大事なこと

と考えております。このため、昨年４月より、

フェイスブックを活用した情報発信に取り組む

とともに、11月の「美しい宮崎づくり推進強化

月間」には、講演会を開催し、活動団体の方々

に、すぐれた取り組み事例を発表いただいたと

ころであります。今後は、議員の御質問にあり

ましたように、さらに多くの皆様に美しい宮崎

への関心を持っていただけるよう、県内各地で

活動している団体などから、活動に込めた思い

やエピソード、あるいは風景にまつわる話など

を募集し、美しい景観とともに幅広く御紹介し

てまいりたいと考えております。今後も引き続

き、関係団体や地域の皆様とともに、美しい宮

崎づくりに取り組んでまいりたいと存じます。

ありがとうございます。最初○岩切達哉議員

にデートした土々呂の浜とか、いろいろ人には

風景と自分の物語があろうかと思いますので、

そういったもので人に関心を持っていただい

て、その景観を守ろうじゃないかという思いを

県民が持っていただくことは、大変大事だと思

います。

過去の取り組みで、立派な植え込みが育つ川

南町の国道10号沿いに、特に農業大学校前、さ

らには畜産試験場川南支場前など、そのほかに

も幾つもありますけれども、沿道修景事業とし

て立派な植え込みがございます。一方で、同じ

国道沿いに、枯れ果てたススキが寒風にたなび

いたままという場所もございます。10号線、県

観光のメーン道路としていかがかと思うこと

が、しばしばあるのですけれども、道路の沿道

修景の保全について、これからどのように取り

組んでいくのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

県では、昨○県土整備部長（東 憲之介君）

年３月に策定した「沿道修景美化基本計画」に

基づき、地域の個性を生かした沿道修景美化を

推進するために、６月から、県内11地区におい

てワーキンググループを設置しているところで

あります。このワーキンググループには、専門

家や地域の方々に加え、国道10号などを管理す

る国の方にも参加していただいており、めり張

りのある沿道修景美化の実現に向け、検討を
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行っております。県では、この検討結果を踏ま

え、植栽地区のリニューアルや、眺望を確保す

るための伐採などに着手するとともに、地域や

企業が新たな担い手となるアダプト制度の導入

にも取り組むこととしております。今後とも、

関係機関や地域の方々と連携を図りながら、美

しい宮崎づくりの重要な施策の一つとして、沿

道修景の保全にしっかり取り組んでまいりま

す。

道路は、国や県や市町村で、○岩切達哉議員

管理の所管がそれぞれあるということでござい

ますけれども、宮崎の美しい風景、美しい宮崎

づくりには、なお一層の協力関係が大事だと

思っております。２年後に無料開放されると

伺っております一ツ葉有料道路、大変きれいな

道でありますけれども、そこから国道10号佐土

原バイパスに入ると草が茂っている、そういう

状況を見てきております。道路維持費が少なく

なっているという悩みもあろうかと思いますけ

れども、ぜひ連携し、それを強化して、東部長

も、それぞれ新しい立場からも頑張っていただ

きたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

続いて、危機管理統括監に伺います。

消防・救助現場におけるドローンの活用が広

がっていると伺っておりますけれども、導入の

状況、活用の状況についてお聞かせください。

県内消防に○危機管理統括監（田中保通君）

おけるドローンの導入状況ですが、既に４消防

本部及び４市町村で導入済みでありまして、こ

のほか、１消防本部及び１村で、民間事業者と

利用協定を締結し、災害時等に活用可能と伺っ

ております。また、導入済みの市町村等におき

ましては、遭難者等の捜索や、火災現場におけ

る情報収集、火山観測など、幅広い分野で活用

されており、消防活動において極めて有効な資

機材と考えております。県におきましては、消

防活動に使用するドローンの購入について、市

町村等への財政支援を行っているほか、今年度

から、消防学校におきまして、消防職員や消防

団員に対するドローンの操作訓練を実施し、操

作技術の向上を図っているところであります。

今後とも、市町村等がドローンを有効に活用で

きるよう、必要な支援を行ってまいりたいと考

えております。

続いて、災害時の避難所につ○岩切達哉議員

いてでありますけれども、文部科学省の調査

で、避難所として指定された公立学校におい

て、断水時のトイレ機能は、その半数、49.5％

でしか満たされていないという調査結果を発表

されています。携帯トイレやマンホールトイ

レ、またはそれ以外にも、自家発電能力や物資

の備蓄、飲料水の確保、施設における障がい者

や高齢者への配慮としてのスロープの設置な

ど、公立学校等が避難所としての機能をしっか

りと維持し強化していく必要があると思います

けれども、危機管理統括監として、このような

避難所の状況についてどのように受けとめてい

らっしゃるか、お聞かせください。

文部科学省○危機管理統括監（田中保通君）

の調査でありますけれども、県内の状況は、断

水時でも使用できるトイレ機能を有する県内の

公立学校の割合は、平成29年４月１日現在

で21.3％となっておりまして、残念ながら全国

平均を下回っている状況にあります。避難所に

おけるトイレの確保は、避難者の健康管理や衛

生対策の観点から大変重要でありますので、県

では、公立学校を含む避難所におけるマンホー

ルトイレなどの仮設トイレの整備、さらに、施

設のバリアフリー化等に取り組む市町村に対し
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まして助成を行うとともに、市町村と連携し、

簡易トイレや食料・飲料水などの物資の備蓄に

も取り組んでおります。また、今年度は、市町

村職員を対象としまして、年齢や性別、障がい

の有無など、避難者の多様性に配慮した避難所

運営に関する研修等も実施したところでありま

す。今後とも、市町村や教育委員会等と連携し

ながら、ハード・ソフト両面から、避難所の機

能強化に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。避難○岩切達哉議員

所に逃げたけれども、そこで排せつができない

ということは非常にきつい問題かなと思ってお

りますので、ぜひ市町村と連携して、必要な予

算をかけて整備を図っていただきたい、そのよ

うに思います。

続いて、企業局長にお尋ねをしたいと思いま

す。

再生可能エネルギーについてでございますけ

れども、企業局のノウハウを生かして、県内自

治体や事業所、または水利組合などへ積極的な

働きかけをお願いしたいという趣旨での質問で

あります。

これまで企業局は、県内での小水力発電所の

普及ということで取り組んでおられると伺って

おります。さらに、エネルギーの地産地消県と

して、政策展開を期待したいと思っておりま

す。昨年９月議会でも満行議員から、再生可能

エネルギーの自給率のトップを狙おうではない

かという御提案があったんですけれども、これ

に対しては、新エネルギービジョンの関係で、

環境森林部長からの答弁をいただいたところで

すが、企業局長からは、29年２月議会におい

て、下小原発電所の発電設備を町へ譲与するに

当たって、「今後は、このノウハウを活用した

技術的な支援を行うとともに、地域貢献や再生

可能エネルギーの開発についても、引き続き取

り組んでまいりたい」というお話を伺っており

ます。導入を検討している自治体などからの申

し込みを待つのではなくて、企業局側から積極

的に売り込んでいく、そして何としても事業化

に結びつける、そういうような企業体としての

積極性が求められるのではないかと思うところ

でございます。今後の企業局としての具体的な

ところをお聞かせください。

小水力発電の導入○企業局長（図師雄一君）

を進めるためには、企業局みずからの取り組み

に加えまして、市町村や土地改良区などの取り

組みも重要であると考えております。このた

め、関係部局と連携し、各種会議等において、

補助金などの制度や、企業局が行う技術的支援

事業のＰＲを行い、小水力発電の導入促進に努

めているところであります。導入の検討に当

たっては、直接、現地調査を実施し、重要な判

断基準である技術的な条件や採算性についての

検討などの支援を行うとともに、諸手続に関す

る助言も行っております。

このような取り組みの結果、これまでに、諸

塚村や日之影町などの５カ所において発電所の

建設に至っており、今年度も２つの町の３地点

で調査を行っております。また、企業局みずか

らも、従来から小水力発電の開発に取り組んで

きておりますが、最近では、平成28年に酒谷発

電所を完成させ、現在、それに続く新たな地点

の調査も継続して行っているところです。企業

局といたしましては、引き続き、関係部局と連

携し、これまでに培った技術やノウハウを生か

した小水力発電の普及や開発に取り組んでまい

りたいと考えております。

宮崎県企業局、工業用水やゴ○岩切達哉議員

ルフ場もありますけれども、まさに電気の企業
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局だと思いますので、今、エネルギーの地産地

消、多くを語られておるところでありますか

ら、ぜひ、「宮崎県企業局ここにあり」という

ことで御奮闘いただければと、期待していると

ころでございます。

続いて、病院局長に伺いたいと思います。

県病院就職者に対する奨学金支援をというテ

ーマでございます。県内外の看護師養成施設か

ら宮崎県内の医療施設等に就労してもらうこと

で、県内若者確保という課題に対応すると同時

に、医療現場における人材確保を進めてほしい

のですけれども、例えば、県病院でも年間100人

ほどの新規採用を確保しているわけですが、満

たさない年度もありました。そこで、「ひなた

創生のための奨学金返還支援事業」のように、

奨学金返還を応援するから来てくださいという

ような取り組みがあっていいのではないかと思

うところなんですが、いかがでしょうか。

県立病院が高度な○病院局長（土持正弘君）

医療サービスを安定して提供するためには、看

護師を初めとする医療スタッフの確保は大変重

要な課題であります。このため病院局では、採

用試験の受験年齢上限の引き上げや、県外での

試験の実施、日南・延岡病院に勤務地を限定し

た地域枠採用のほか、年間延べ約1,200名の看護

学生の実習受け入れや、院内保育施設の開設に

よる働きやすい職場環境の整備など、人材確保

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。

このような取り組みによりまして、今年度の

看護師採用試験では、募集定員65名に対して152

名の応募があったところであり、昨今の民間雇

用情勢などから、一部の職種では採用予定数に

満たない場合が生じているものの、現在のとこ

ろ、県立病院の医療人材は、医師を除き、おお

むね計画的に確保できているものと考えており

ます。

御指摘のとおり、奨学金返還支援は、人材確

保はもとより、若者の地元定着の観点からも大

変有意義なものでありますが、申し上げました

ような現状や、県内の民間医療機関との均衡と

いう面も考え合わせますと、県立病院における

奨学金返還支援の実施については、慎重に検討

していくべきものと考えております。

言ったものの、厳しいだろう○岩切達哉議員

なという想定はしていたんですけれども、これ

から看護・介護の現場に入ってくる若者は縮小

していくだろうと。もともとの子供たちが減っ

ていますから。そういった中で必要な量を確保

していくには、いろんな手だてをそれぞれが

行っていく時代になったと思っております。す

ぐすぐにそうあってほしいということにはなり

ませんけれども、ぜひ研究は続けていっていた

だきたい。要請をさせていただきたいと思いま

す。

次に、教育長に３点伺いたいと思います。

「チーム学校」の中で事務職の果たすべき役

割についてであります。学校と言えば、何でも

教員が切り盛りしているように思われがちです

が、事務職員はもちろん、スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカーなど専門的ス

タッフの配置、地域との連携により、世界中で

最も忙しいと言われる日本の教員の仕事を減ら

すことを目的に、「チーム学校」という考え方

が打ち出されてきている状況でございます。こ

の「チーム学校」という考え方の中で、学校事

務職の任務はこれからいかにあるべきか、人材

育成の面を含め、教育長の所見をお聞かせくだ

さい。

学校を取り巻く環境○教育長（四本 孝君）
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が多様化・複雑化する中で、学校事務職員に

は、学校教育における諸課題の解決や地域との

連携など、これまで以上に主体的、積極的に学

校経営に参画することが求められているところ

であります。県教育委員会におきましても、こ

れまで、学校事務職員の任用や人材育成のあり

方などについて、さまざまな検討を行ってきた

ところでありまして、平成29年４月からは、主

に学校や教育委員会事務局で勤務し、本県の教

育行政の核となる職員の採用を開始したところ

であります。今後とも、学校教育への深い理解

と高い専門性を備えた学校事務職員の確保・育

成を図ることによりまして、教職員が一丸と

なって課題解決に取り組む、チームとしての学

校づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。

事務職員と言えば、経理、会○岩切達哉議員

計を主に担うようなイメージはとても強いんで

すけれども、そういう予算の執行管理と、情報

管理という側面も担えるというふうに思いま

す。そういう力を生かして、学校長の学校マネ

ジメントを支援する。そういう「チーム学校」

という位置づけの中での学校事務職員の活用

を、ぜひ進めていっていただきたいと思いま

す。

続いて、いじめの相談者を守ることについて

伺いたいと思います。子供たちの間で、自分が

いじめられたという思いを教師に伝えること、

訴える行為、そういうものを「ちくる」と言う

そうであります。よい響きではありませんが、

ちくる、相談する、伝えるには、それなりの勇

気に加えて、子供自身に相談する力、技術とい

うものが必要であろうと思います。昨今は、学

校内においてスクールカースト、学級内での階

層、そんなことが言われますけれども、すさま

じいほどの同調圧力というのがあって、異なる

者への排除、無視など、いじめというものが存

在すると言われています。その圧力に潰され

て、いじめられても黙ってしまう、こんなこと

がないように、子供にはＳＯＳを出す力、ＳＯ

Ｓの出し方の教育が必要になっていると伺って

おります。現状の学校での対応はいかがなもの

か、教育長にお聞かせいただきたいと思いま

す。

子供が、いじめやそ○教育長（四本 孝君）

の他さまざまな困難に直面したときに、一人で

悩まず、勇気を持って相談することができるよ

うに、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を行う

ことは、極めて重要であると考えております。

あわせて、周りの大人たちが、子供が出したＳ

ＯＳを見逃さず、適切に受けとめるためには、

ＳＯＳの受けとめ方についても啓発することが

重要であると考えております。そこで、県教育

委員会では、ＳＯＳの出し方や受けとめ方を含

め、「いのちを大切にする教育」についてリー

フレットを作成し、昨年12月に全教職員に配布

いたしました。また、本年２月には、ＳＯＳの

サインに気づき、寄り添うことの大切さなどに

ついて、全ての県立学校の人権教育担当者を対

象として研修を行ったところであります。今後

とも、知事部局等と連携を図りながら、ＳＯＳ

の出し方・受けとめ方に関する教育や啓発を初

め、子供同士で支え合うピアサポート活動の推

進や、子供の相談体制の充実など、自分や他者

のかけがえのない「いのち」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。

子供が相談をするには勇気が○岩切達哉議員

必要なんだということを前提に、これからもそ

の支援・指導というもの、教育というものを

行っていただきたいと思います。
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続いて、児童生徒に対する朝食提供について

伺いたいと思います。朝食を欠くということに

ついて、学習への集中などに課題が起きるとい

うことで、「早寝早起き朝ごはん」というかけ

声も、ＰＴＡ活動の中で聞いたことがございま

す。まず、朝食を食べることの大事さ、これに

ついて教育長にお考えを伺いたいと思います。

「平成29年度宮崎県○教育長（四本 孝君）

児童生徒の体力・運動能力調査」における、県

内の公立小・中・高等学校の児童生徒の実態に

つきましては、88.4％が「朝食を毎日食べる」

と回答しております。全くあるいは時々食べな

いという児童生徒は１割程度見受けられるとこ

ろでございます。寝ている間にもエネルギーや

栄養素は消費されますので、朝食をきちんと食

べることは、これを補充し、午前中の活動で必

要な分を補給するためにも、とても重要である

と考えております。文部科学省の調査におきま

しても、朝食を毎日食べる児童生徒ほど、学力

や体力が高い傾向にあることが明らかになって

いることから、県教育委員会といたしまして

は、今後とも、朝食を含め、食育をしっかりと

推進してまいりたいと考えております。

１割程度のお子さん方が、朝○岩切達哉議員

食を「全く食べない」、または「時々食べな

い」という数字だったと思います。ここで、福

祉保健部長に伺いたいと思います。朝食を食べ

ない背景というのはさまざまかと思いますけれ

ども、例えば福岡市では、小中学校においてパ

ンやバナナを出している、そういうのが７つほ

どあるというお話だとか、沖縄では、朝御飯を

出す子ども食堂というのが生まれたと。いろん

な情報がございます。難しさもあるらしいんで

すけれども、そんな中、実は広島県が朝食を提

供するという新聞記事があったわけでありま

す。「広島県は平成30年度、子供の貧困対策と

して、朝食を無償提供する仕組みづくりの検討

などに乗り出す」ということで、4,000万円の予

算だという記事がありました。先ほど、子供の

貧困対策で活動する民間団体が広がっていると

いうことについて伺いました。ここでは、朝食

を欠く児童生徒をそのままにしておかないとい

う活動を、広島やその他の自治体ではやり始め

たという紹介なんですけれども、貧困はさまざ

まな課題をつくり出します。親を非難すること

で済む問題ではありません。朝食を欠く児童生

徒が１割程度見受けられるということです。福

祉保健部長、他県のことでありますけれども、

このような取り組みが行われ始めたことについ

ての御所見をお聞かせいただきたいと思いま

す。

朝食をとるこ○福祉保健部長（畑山栄介君）

とを含め、健康的な食生活は、子供の活動や心

身の健全な成長のために大変重要でありますこ

とから、「宮崎県子どもの貧困対策推進計画」

において、子供の食事・栄養状態の確保や食育

の推進に関する支援を、具体的な取り組みの柱

の一つとしているところでございます。子供が

朝食をとらない原因・理由には、子供の貧困の

問題と捉えるべきものもあり、朝食の無償提供

は、さまざまな子どもの貧困対策の一つともな

ると考えております。こうした観点から、県と

しましては、さまざまな取り組み事例の収集に

努めますとともに、子ども食堂の運営等に関す

る研修会なども活用しまして、市町村等の関係

機関や民間団体への情報提供等を行ってまいり

たいと考えております。

ありがとうございます。社会○岩切達哉議員

がお互いに助け合う、いろんな場面で必要なこ

とだと思っております。ぜひ、一つの形として
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子供への朝食支援を研究いただければありがた

いと思います。

最後に、警察本部長にお伺いしたいと思いま

す。

強制性交等罪について伺います。以前から女

性の権利保護に関する質問を行ってまいりまし

たけれども、今回は、強姦罪が強制性交等罪と

改正されたということで、そのことについて伺

います。まず、今回の改正はどのような特徴が

あるか、お聞かせいただきたいと思います。

近年の性犯罪の○警察本部長（郷治知道君）

実態に即した対処をするために、昨年７月13日

に刑法の一部を改正する法律が施行されまし

た。主な改正点につきましては、１点目は、強

姦罪の構成要件を、改正前は女子に対する姦淫

のみとしておりましたが、改正後は行為者及び

被害者の性別を問わないなどの見直しがありま

して、法定刑の引き上げも図られました。２点

目は、18歳未満の者に対して、現に監護する者

が、その影響力に乗じて、わいせつな行為をし

た場合は監護者わいせつ罪、性交等をした場合

には監護者性交等罪として処罰されることにな

りました。３点目は、性犯罪被害者の負担を軽

減するために、強制性交等罪を含む性犯罪の非

親告罪化が図られております。

強姦罪というのは認識として○岩切達哉議員

世の中にあったと思うんです。それが強制性交

等罪というふうに罪名が変わった。中身は、法

定刑の厳罰化が図られた。そして、被害者が女

性ということを強姦罪では想定していたんだけ

れども、そこは問わないようになった。訴えま

すかという形で親告罪となっていたのを非親告

罪にした。そういう特徴があったというふうに

今お聞かせいただいたと思います。私は、この

改正が、あくまで被害者保護、被害者支援の立

場で受けとめられることが大事だと思っており

ます。本部長は、この法律の適用や、さらに

は、犯罪を未然防止していくことについてどの

ように対応していくお気持ちでいるか、お聞か

せいただきたいと思います。

性犯罪は、被害○警察本部長（郷治知道君）

者の心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続け

るばかりか､その人格や尊厳を著しく侵害する悪

質重大な犯罪でありまして、厳正な対処が必要

であります。警察ではこれまでも、性犯罪につ

きましては、認知の段階から本部と警察署が連

携して組織的に対処しているところでありまし

て、今後も引き続き、全警察官に対する指導教

養を徹底して、改正刑法の厳格な適用を図ると

ともに、被害者に寄り添った適切な対応に努め

てまいります。

今、本部長がおっしゃった、○岩切達哉議員

「性犯罪は、被害者の心身に長年にわたり多大

な苦痛を与え続ける」という理解が、とても大

事なことだと思っています。事件が起きたその

瞬間、その時期だけではなくて、５年、10

年、20年とたっていく中で、その被害者にさま

ざまな事象を起こしていく。そういうふうに学

んでおります。ぜひ、そういった意味で、これ

がなくなるように県警としても御尽力いただき

たい。そのような期待をしたいし、また、支え

ていくということで、被害者支援センターには

本当に頑張っていただいておりますけれども、

そういったところの充実を図っていただきた

い。お願いしたいと思います。

最後の質問とさせていただきますけれども、

児童が被害者となる性的虐待ということとの関

連でございます。保護者等が甘い言葉を駆使し

て、親子関係、また保護者とその配下にいると

いうことでの支配的関係において性的虐待を
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行った際には、これまでは児童福祉法違反とい

うことで摘発しておったけれども、今回の改正

で、監護者性交等罪で処罰されることになっ

た、こういうお話がありました。このようなこ

とを発見しやすい児童相談所との連携だとか、

被害児童の年齢が低い場合は、初動の段階から

事情を聞くことについて、また、加害をした親

と加害側ではない非加害親との関係、さまざま

なことを考えて対応する必要がございます。法

律の改正前よりもなお一層の取り組みの強化が

必要と考えます。県警として今後どのような対

応をしていく方針か、お聞かせいただきたいと

思います。

児童が被害者と○警察本部長（郷治知道君）

なる性的虐待への対応につきましては、学校や

児童相談所等の関係機関と情報の共有を図りま

して、潜在化しやすい被害実態を早期に把握し

て被害児童を保護するとともに、事実が確認さ

れれば、改正刑法や児童福祉法等の法令に基づ

き厳正に対処してまいります。また、捜査に当

たりましては、被害児童の心情や特性に配意し

た事情聴取に努めるほか、事案に応じて検察庁

や児童相談所との間で必要な連携を図ってまい

ります。

以上で私の質問を終わらせて○岩切達哉議員

いただきます。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41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、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松でございます。通告に従い、順

次質問いたします。知事を初め、関係部長、教

育長、警察本部長の皆様の明快な答弁をお願い

いたします。

初めに、平成30年度当初予算について、知事

に伺います。

人口が減少し、若者の県外流出が続く中、本

県産業を担う人材の確保と育成が課題となって

おります。県統計調査課の資料によると、本県

の人口は、2017年の10月１日時点で約109万人、

ピーク時、1996年の約118万人からすれば、21年

間で約９万人以上も減少し、単純計算でも１年

間で約4,300人ずつ減少しており、その大きな要

因の一つは、若者の進学、就職による県外転

出、つまり社会減にあります。また、国立社会

保障・人口問題研究所の推計では、2030年に

は100万人を割ると見られ、担い手不足により、

今後ますます、産業の衰退や地方自治の維持、

伝統文化の維持などが困難になり、本県の活気

や魅力が薄れていくことを危惧するものであり

ます。今こそ、高い合計特殊出生率や恵まれた

子育て環境など、本県の潜在力を軸に、産業の

活性化、雇用の創出などの効果的な社会減対策

と、若者世代の増加による自然減対策との相乗

効果で、人口増加に向けた好循環を生み出して

いかなくてはなりません。そこで、活力ある宮

崎の未来を開く積極的な予算編成と感じており

ますが、平成30年度の当初予算の概要を知事に

伺います。

以上を壇上の質問として、以下は質問者席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。
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平成30年度の当初予算の編成につきまして

は、昨年10月に決定しました当初予算編成方針

に沿い、財政改革の取り組みを不断の取り組み

として着実に実行しながら、本県の抱えるさま

ざまな課題に的確に対応するとともに、将来を

見据えた施策について積極的な展開を図る予算

として編成しました。特に、重点施策としまし

て、「未来を支える人財育成・確保と中山間地

域対策の強化」「世界ブランドや文化・スポー

ツを生かした地域づくり」「地域経済をけん引

する産業づくり」の３つを掲げまして、「みや

ざきの更なる飛躍と新たな挑戦」をテーマに取

り組んだところであります。また、新たに「観

光みやざき未来創造基金」を設置するなど、特

別枠での予算措置も行った結果、平成30年度の

一般会計の当初予算額は、対前年度比39億5,500

万円、0.7％の増の5,817億9,000万円となったと

ころであります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○重松幸次郎議員

「みやざきの更なる飛躍と新たな挑戦」をテー

マとして、知事２期目の総仕上げを力強く推進

していただきたいと思います。

それでは、３つの重点施策について伺いま

す。１番目は、「未来を支える人財育成・確保

と中山間地域対策の強化」でありますが、平

成28年度の新規高卒者の総数は１万329名、その

うち就職者数は3,031名で、県内就職率は55.8％

（ 1 , 6 9 1名）で、全国 4 6位と低迷してお

り、1,300名を超える若者が県外へ就職していま

す。また、進学者数は7,051名、そのうち大学に

進学する方は3,797名となっています。また、平

成29年度の大学入学者 これには新卒者だけ―

でなく既卒者も含みますが を見ますと、本―

県出身者のうち約74％（3,155名）が、県外の大

学に入学をしております。都会への憧れと同時

に、就職でも進学でも、自分の行きたい仕事ま

たは学部がないという思い、わからないでもな

いわけですけれども、本県の産業、職場の魅力

を中学、高校の段階で紹介することが、県内定

着とＵターン、Ｊターンにつながると考えま

す。改めて、人口減少問題に対応するために

は、若者の県内定着の促進が重要であります

が、今後どのように取り組んでいかれるのか、

総合政策部長、商工観光労働部長、教育長の順

に答弁をお願いいたします。

お話にありま○総合政策部長（日隈俊郎君）

したように、人口減少問題に対応するには、若

者の地元定着が重要でありまして、宮崎の将来

を担う産業人財の育成・確保が喫緊の課題であ

ると考えております。このため県では、必要な

取り組みを整理した産学金労官の共有の指針と

して、「産業人財育成・確保のための取組指

針」を昨年末に策定したところでありまして、

今後は、総合政策部として、関係部局と連携を

図りながら、本指針を踏まえた取り組みを積極

的に展開していくこととしております。具体的

には、先月13日に、教育関係者や産業界の実務

者が、必要な情報の共有や意見交換を行う取り

組みをスタートさせたところであります。来年

度はさらに、これまでの人材育成・確保の取り

組みに加えまして、女性にターゲットを絞った

県内定着対策の実施や、インターンシップに取

り組む企業への支援のほか、東京、福岡に県外

人材確保のためのコーディネーターを設置する

など、より一歩踏み込んだ緊急対策事業等を推

進してまいりたいと考えておりまして、今議会

に関係予算案をお願いしているところでありま

す。

若者の県○商工観光労働部長（中田哲朗君）

内就職定着を促進するためには、県内企業の魅
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力や宮崎の暮らしやすさをしっかり伝えていく

必要があると考えております。このため、企業

と私立高校をつなぐ県内就職支援員を配置いた

しまして、教育委員会の就職支援エリアコー

ディネーターとも連携し、企業情報の提供や情

報交換会の開催など、県内企業と高校の接点づ

くりに取り組んでおります。また、高校生に対

し、企業の魅力に直接触れる機会を提供するた

め、各学年ごとに企業ガイダンス等を開催して

いるほか、学校単位の企業見学会も実施いたし

ております。さらに、大学生等に対しまして

は、企業ガイドブック等により企業情報を提供

するとともに、インターンシップの実施や就職

説明会の開催に取り組んでおります。今後と

も、これらの取り組みを積極的に進めること

で、若者の県内定着につなげてまいりたいと考

えております。

教育委員会におきま○教育長（四本 孝君）

しては、昨年度より、県立高校生の県内企業の

理解促進を図るため、就職支援エリアコーディ

ネーターを６名配置して、エリアネットワーク

会議や県内企業の見学会を実施しているところ

でございます。次年度につきましては、就職支

援エリアコーディネーターを、県外就職希望者

が多い工業高校等に配置し、県内企業の情報収

集と発信に一層力を入れてまいります。また、

これまで就職希望の生徒や保護者を対象に行っ

ておりました企業見学会につきましても、職業

系高校の進学を希望する生徒も対象として実施

する予定であります。これらの取り組みにより

まして、就職希望者の県内企業への理解がより

一層図られますとともに、進学する生徒も、将

来、宮崎で働くイメージを持つことができ、若

者定着につながるものと考えております。

それぞれに御答弁いただき○重松幸次郎議員

ました。若者の定着のために、早い段階で宮崎

の魅力を伝えること、大変重要かと思います。

総合政策部におかれましては、産業人財育成・

確保のために、産学金労官連携の司令塔とし

て、若者定着とあわせて、女性の活躍、シルバ

ー世代の活躍にも積極的に展開をお願いいたし

ます。また、商工観光労働部においては、私立

高校生や大学生をターゲットに、また、教育委

員会は県立高校生をターゲットに、県内企業と

生徒・学生との接点づくりに取り組んでいかれ

ると伺いました。ともに、就職説明会の開催、

インターンシップの実施、そして就職支援エリ

アコーディネーターを配置して、県内企業の魅

力を存分にアピールしていただきたい。また、

大学、専門学校等に進学する生徒さんにも、将

来、宮崎で働くイメージを持ってもらうことも

重要だと考えます。

インターンシップとあわせて、グローバル人

材育成のために、ここでギャップイヤーの採用

はどうかというふうに考えております。ギャッ

プイヤーを御存じでしょうか。ギャップイヤー

は、イギリスの大学制度の習慣の一つで、入学

資格を取得した18歳から25歳の学生に、社会的

見聞を広めるため、入学までに１年の猶予

（ギャップ・すき間）の期間を与える制度であ

ります。学生は、外国に出かけたり、長期のア

ルバイトやボランティア活動に従事したりしま

す。この取り組みは世界中で広がり、日本国内

でも採用している大学がございますし、入学前

でなく、在学期間、または卒業後の就職前に取

り入れることもあるようです。就学後の意欲、

企画力、忍耐力、適応能力、時間管理能力な

ど、ギャップイヤー経験者のほうが高い教育効

果があらわれるという報告がなされているよう

です。日本の企業でも、例えばパナソニックや
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ソニーなども、ギャップイヤーを経験した若者

を採用する動きが始まっており、このような取

り組みを経団連も評価しております。また、韓

国のサムスン社は、企業版のギャップイヤーを

社内公募で取得でき、仕事へのアイデアが広が

り、実績につながっているようであります。企

業版ギャップイヤー、県内企業への広がりを期

待するものであります。

もう一つの取り組みである中山間地域対策に

ついては、農林水産業の振興のところで、後ほ

どお尋ねをいたします。

次に、「世界ブランドや文化・スポーツを生

かした地域づくり」についてお尋ねいたしま

す。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック

に向けて、世界農業遺産やユネスコエコパーク

などの地域資源を活用した、世界ブランドのみ

やざきづくりを推進するとのことですが、中で

も、宮崎の美しい自然を守り、さらに磨き輝か

せていく、その財産を活用しながら後世につな

げることが重要だと考えます。美しい宮崎づく

りに向けて、どのように県民、事業者との協働

を進めていくのか、県土整備部長にお尋ねいた

します。

美しい宮崎○県土整備部長（東 憲之介君）

づくりを進めるに当たりましては、魅力ある景

観を守り、つくり出し、活用する取り組みを、

地域の住民や企業の方々と一緒になって展開し

ていくことが大変重要であると考えておりま

す。このため、今回お願いしております新年度

予算には、これまで取り組んできた県民との協

働による沿道修景美化や堤防の草刈り、森林

（もり）づくりなどの事業に加え、新たに、地

域の企業や団体が、道路の植栽帯をみずからデ

ザインし、植栽やその後の維持管理を行うアダ

プト制度の導入や、景観の整備に取り組む各種

団体に対する活動費の助成、さらには、自然公

園内で地域住民が行う清掃や草刈り活動に対す

る助成に必要な経費などを盛り込んだところで

す。県といたしましては、今後も引き続き、市

町村との連携のもと、県民や事業者の皆様との

協働による美しい宮崎づくりに取り組んでまい

ります。

県民の皆さん、事業者の皆○重松幸次郎議員

さんとともに、魅力ある景観を守り、またつく

り、活用していくことをお願いいたします。

続きまして、大切な水資源を守ることについ

てお尋ねいたします。来年度の改善事業で、

「美しい「みやざきの水辺」を未来につなぐ啓

発事業」がありますが、その事業概要を環境森

林部長にお尋ねいたします。

本県の美し○環境森林部長（川野美奈子君）

い川の環境を保全するため、次世代を担う子供

たちが、身近な川に親しみながら自然環境の大

切さを実感することが重要であります。そのた

め、子供たちの環境教育の一つとして、昭和60

年度から、川に生息している水生生物の調査を

行い、さらに、平成18年度からは、この取り組

みを進展させて、本県独自の五感を使った水辺

環境調査を実施しているところでございます。

また、県内各地で楽しみながら学べる体験教室

の開催や、県庁ホームページによる情報発信を

通じて、県民一人一人の水環境保全活動への意

識の醸成にも努めているところでございます。

御質問にございました、「美しい「みやざきの

水辺」を未来につなぐ啓発事業」では、これま

での取り組みを引き続き実施するとともに、新

たに、学校教諭を対象とした指導者育成のため

の研修や、わかりやすい教材用ＤＶＤの作成な

ど、内容の充実強化を図ることとしておりま
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す。

重要な取り組みだと思いま○重松幸次郎議員

す。

余談ですけれども、私も昨年の秋に、地元自

治会のイベントで、「江田川フィールド散策」

というイベントに参加し、小学生児童、また保

護者の皆さんと一緒に、市民の森からイオンモ

ール横の樋門まで約５キロを、江田川沿いに歩

き、水辺の生物・植物を学び、また水の透明度

も観察しながら、イベントに参加したところで

ございます。大変勉強になりました。また一方

で、外来種の水草オオフサモが繁殖し過ぎて、

駆除しても追いつかず、在来植物が淘汰される

ことを危惧する話を聞きました。これは大変気

になっているところであります。県からの御助

言もお願いしたいと思います。

本題に戻りますが、次世代を担う子供たち

が、水辺の動植物を観察し、自然環境の大切さ

を実感することはとても大切ですので、こう

いった啓発事業をよろしくお願いいたします。

次に、文化・スポーツを生かした地域づくり

についてお伺いします。

質問の前に、御報告と御礼を申し上げます。

昨年６月の一般質問の折、「文化芸術に関する

議員連盟をつくってはどうか」とつぶやいたの

がきっかけで、その後、 原議長から、「文化

振興議連、やってはどうか」と話が出ていると

いうお話を伺い、夏ごろから準備を始め、多く

の議員の皆様から賛同いただきまして、昨年

の11月27日に「宮崎県議会文化芸術振興会」を

発足することができました。御尽力いただいた

原議長、そして初代会長を引き受けてくだ

さった井本議員を初め振興会役員の皆様、会員

になっていただいた議員の皆様、議会事務局の

皆様、この場をおかりいたしまして厚く御礼申

し上げます。本当にありがとうございます。

私は、当振興会の事務局長を仰せつかりまし

たので、これからは関係団体とも連携して、文

化芸術に関する県内や先進地の調査、また文化

財の保護と活用、さらには国民文化祭や各種文

化関連事業の機運醸成に努めてまいりたいと考

えておりますので、皆様の御指導よろしくお願

いいたします。

さて、昨日は井本議員より、「みやざき文化

振興プラットフォーム機構推進事業」と「国民

文化祭、全国障害者芸術・文化祭開催準備事

業」等について御質問がございましたので、私

からは１点だけ。国民文化祭や障害者芸術・文

化祭は県内全域に係る事業であります。また、

その内容を高めるためには、各芸術・文化団体

との連携が重要であります。そこで、県内文化

団体の活性化や連携強化に県はどう取り組んで

いかれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

県では、県内○総合政策部長（日隈俊郎君）

文化団体の統括的な団体であります宮崎県芸術

文化協会と連携しまして、文化団体の発表機会

を提供する「県民芸術祭」を開催するなど、県

内文化団体の主体的な文化活動の促進と、団体

相互の連携の強化を図っております。また、今

年度から、東京オリパラ文化プログラムや国民

文化祭に向けて、創造性やチャレンジ性のある

公演、取り組みを支援します「チャレンジ文化

活動事業」を実施し、文化団体の活性化やレベ

ルアップに取り組んでいるところであります。

さらに、今議会において、お話にありました、

「みやざき文化振興プラットフォーム構築推進

事業」をお願いしておりますけれども、将来的

には、専門的人材を配置し、文化活動へのアド

バイスや情報発信、人材育成等を一元的に行う
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プラットフォームを構築してまいりたいと考え

ております。このような取り組みを通して、よ

り一層、文化団体の活性化や連携強化を図るこ

ととしております。

４月28日より第23回宮崎国○重松幸次郎議員

際音楽祭が始まります。概要には、「「アジア

の演奏家の育成による、宮崎でしか聴くことの

できない質の高い演奏会」。今回は、その理念

に立ち返り、アジアから巣立ち世界を舞台に活

躍する演奏家を中心に出演者を構成。」とあり

ました。音楽祭にはぜひ参加して、文化を生か

した地域づくりを皆で応援してまいりたいと考

えております。

次に、スポーツを生かした地域づくりです。

「スポーツランドみやざき」は本県観光の柱で

ありますが、沖縄県など他県でもキャンプ誘致

に余念がなく、また、インバウンド対策もこれ

からであります。知事が先ほど当初予算で言わ

れた特別枠「観光みやざき未来創造基金」20億

円の活用で、2019年のラグビーワールドカップ

や2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

ク、そして2026年の国民体育大会の開催へとつ

ながっていくこと、そのための施設や運営がグ

レードアップされることを期待されておりま

す。そこで、スポーツランドみやざきの今後の

展開について、知事にお伺いをいたします。

スポーツランドみやざ○知事（河野俊嗣君）

きを掲げての取り組みでありますが、長年にわ

たる地道な誘致活動や施設整備、受け入れノウ

ハウの蓄積等、先人のたゆまぬ努力があったわ

けであります。多くのスポーツキャンプやスポ

ーツ大会の誘致が実現するなど、本県観光を考

える上でも大きな柱の一つに育ってきておりま

す。今回、このような実績の上に、さらに、国

際水準のスポーツの聖地みやざきへの進化を目

指しまして、予算面では、「観光みやざき未来

創造基金」の創設、さらには組織面では、これ

まで観光推進課の担当グループであったもの

を、スポーツランド推進室ということで格上げ

する、こうした推進体制の強化を図ることとし

たところであります。今後は、こうした体制の

もとに、国内外の代表チームの事前合宿や国際

大会などの誘致・受け入れを通じて、スポーツ

ランドみやざきのブランド力を一層向上させま

すとともに、スポーツキャンプ・大会の全県

化、通年化、多種目化によりまして、その経済

効果を県下全域に波及させる。さらには、サー

フィン、サイクリングなど、本県ならではの快

適な環境を生かして、スポーツツーリズムにも

これまで以上に力を入れてまいりたいと考えて

おります。

絶好のチャンス到来だと思○重松幸次郎議員

います。御答弁いただいたように、スポーツ

キャンプ・大会の全県化、また通年化、多種目

化をよろしくお願いいたします。満遍なく受け

入れることで、スポーツと観光を融合させた観

光スタイルの普及（スポーツツーリズム）で地

域産業の振興を図ることが期待されておりま

す。

次に、働き方改革と県庁職員の人材確保につ

いてお伺いをいたします。

国は昨年３月に、働き方改革実行計画を決定

し、今国会でも法案の審議が行われています。

それを受けて、民間や地方自治体でもさまざま

な取り組みがなされ、本県でも昨年、庁内働き

方改革推進会議を設置し、サテライトオフィス

の施行などが報道にも取り上げられておりま

す。初めに、本県のこれまでの働き方改革の取

り組みについて、知事にお伺いいたします。

知事部局におきまして○知事（河野俊嗣君）

平成30年３月１日(木)



- 101 -

は、公務能率の向上による県民サービスの充実

と、職員のワーク・ライフ・バランスの確保等

の観点から、働き方改革を進めるよう、私みず

から指示をいたしまして、庁内推進会議を設置

し、幅広い職員との意見交換や職員アンケート

の実施によりまして、現状や課題などを把握し

た上で検討を重ねているところであります。こ

うした検討とあわせて、これまで取り組んでま

いりました幹部職員による定時退庁を促す放

送、これは５時に流れる。私もマイクを握りま

して、副知事以下幹部職員がそれを順々にやっ

ておるところであります。朝方勤務の拡大、さ

らには、年休取得の促進によりますワーク・ラ

イフ・バランスの推進に加えまして、新たに、

サテライトオフィスの設置や会議でのタブレッ

ト端末の活用など、公務能率の向上に向けた試

行的な取り組みも行っているところでありま

す。今後、これらの検証も踏まえ、具体的で実

効性のある取り組みを改革の指針として取りま

とめまして、単に呼びかけにとどまることな

く、私が先頭に立って、幹部職員による強いリ

ーダーシップのもと、また、全ての職員が強い

意識を持って実行し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○重松幸次郎議員

す。

新聞報道によると、「県庁の部署によっては

月平均残業時間に最大２倍近くの差が生じてい

る。過労死ラインとなる月平均80時間を超える

職員もおり、長時間労働が常態化している」と

ありました。働き方改革を進めるに当たり、職

員が働きやすい職場環境づくりが大切だと考え

ますが、総務部長に見解をお伺いいたします。

職員一人一人が、○総務部長（桑山秀彦君）

その能力を十分に発揮し、公務能率を向上させ

るためには、職員が心身ともに健康で、意欲的

に働くことができる職場環境の整備が大変重要

であると考えております。現在、県では、定期

健康診断あるいはストレスチェックなどを実施

しまして、職員の心身の健康の維持増進に努め

るとともに、人事評価制度などを通して上司と

部下とのコミュニケーションの確保を図るな

ど、風通しのよい職場環境づくりに努めている

ところであります。今年度、指針の策定に取り

組んでおります働き方改革においても、そうし

た観点から、事務手続の簡素化などによる公務

能率の向上に加えまして、長時間勤務が続く職

員への組織的なフォローや、勤務時間の弾力的

な運用等を推進して、ワーク・ライフ・バラン

スに対する全庁的な意識改革を図ってまいりた

いと考えております。

働き方改革の一つに同一労○重松幸次郎議員

働同一賃金がありますが、一般職の非常勤職員

に期末手当を支給できるようにする改正地方自

治法などが、昨年５月に成立し、2020年４月か

ら施行され、非常勤職員の処遇改善が図られつ

つあるところでありますけれども、一方で、短

時間の事務補助等を行う臨時職員の応募がな

い、人が来てくれない状況があると聞いており

ます。臨時職員の任用期間等の改善は難しい中

で 午前中、これは岩切議員からも御質問が―

ありましたが 臨時・非常勤職員から移行が―

検討されている会計年度任用職員について、そ

の概要を総務部長にお伺いいたします。

会計年度任用職員○総務部長（桑山秀彦君）

制度につきましては、国における働き方改革の

観点を踏まえまして、地方公務員の臨時・非常

勤職員について、その任用・勤務条件を明確化

する目的から、新しく創設される制度でござい

ます。その概要でありますが、採用について

平成30年３月１日(木)
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は、面接や書類選考による能力の実証が必要と

なりますほか、任期については、原則一会計年

度内でありますけれども、業務上の必要性や客

観的な能力の実証の結果によりましては、同じ

職員を再度任用ができることとなっておりま

す。また、職務専念義務や信用失墜行為の禁止

などの服務に関する規律が適用されますととも

に、給与面では期末手当の支給が可能となりま

す。現在、平成32年度からの導入に向けまし

て、今年度実施した臨時・非常勤職員の任用状

況の調査等を踏まえ、会計年度任用職員の担う

べき職務内容等について検討を進めているとこ

ろでありまして、今後、具体的な採用方法や勤

務時間、報酬といった制度面についてしっかり

と検討し、準備を進めてまいりたいと思ってお

ります。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。北海道職員の内定辞退が６割を超えたと、

衝撃的な記事がありました。本県の職員採用に

も徐々に影響が出始めているのではないかと危

惧するところであります。さまざまな取り組み

を駆使して、職場環境の改善に努めていただき

たいと思います。

関連してですが、警察官の採用試験受験者数

も年々減少していると伺いました。インター

ネットの情報では、都道府県警における警察官

採用試験の総受験者数は、平成26年度に９

万6,802人となり、平成17年度14万2,103人から

の推移においては最も少ない受験者数でありま

した。それでも平成26年度の応募倍率は6.2倍の

人気の高さであります。知力、体力、精神力を

求められる警察官の採用、治安維持のためには

人材確保が重要でありますが、警察職員の人材

確保、採用の取り組みついてどうなのか、警察

本部長にお伺いいたします。

採用募集の取り○警察本部長（郷治知道君）

組みとして、県内の高校、大学、専門学校等で

の説明会、県外大学での説明会や、大手企業が

開催する就職ガイダンス等を活用しまして、受

験者層や保護者、学校の就職担当者等に対し

て、宮崎県警察の多様な魅力を丁寧に伝えてお

ります。採用試験では、試験を所管する人事委

員会と、優秀な人材を獲得するための試験のあ

り方などを適宜検討しております。また、本年

度から、採用内定者に対して内定書交付式や警

察学校の授業体験を行いまして、警察組織の一

員となるための自覚を促すとともに、不安や悩

みの解消に努めております。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。行政ニーズが多様化、複雑化しているの

は、皆さん周知のとおりであります。行財政改

革で職員の増加が困難な中、ニーズの対応のた

め少数精鋭で頑張ってもらわなければなりませ

ん。職員の士気向上（モチベーションアップ）

が求められていますが、そのために働き方改

革、職場環境の改善をよろしくお願いいたしま

す。

ここで、質問にはいたしませんでしたけれど

も、県職員の方と懇談していて気づいた点が２

点ありました。１つは、シャワー室でありま

す。夏場に外の現場で仕事をされると汗だくに

なります。また、災害復旧作業が発生した場合

には、汗や泥まみれになることもあるでしょ

う。調べてみますと、本庁域、本館周辺では、

職員健康プラザなどもあり充実しているのです

けれども、出先機関は、シャワー室が１つか２

つのところが多いようです。出先機関のシャワ

ー室の完備も必要ではないでしょうか。２つ目

は、人事異動のときの辞令書であります。人事

異動の辞令書が、以前はＡ４サイズの厚紙で渡
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されていましたが、数年前から幅５センチほど

のコピー用紙になっているようです。全国的な

流れとはいえ、辞令を受ける際は、新たな職場

で頑張るぞというモチベーションを上げるため

にも、せめてＡ５サイズの辞令書を渡してはど

うかと思います。辞令書にふさわしい紙を渡さ

れたほうが、気持ちが伝わるように思います。

「職員を大事に思う気持ち」と、きのう知事も

おっしゃいました。御検討をよろしくお願いい

たします。

次は、南海トラフ地震対策についてお伺いし

ます。

新聞記事に、政府の地震調査委員会（平田委

員長・東京大学）は、静岡県から九州太平洋側

に延びる南海トラフで、今後30年以内にマグニ

チュード８～９級の巨大地震が発生する確率

を70％から80％に引き上げたとあり、さらに、

今後10年以内の発生確率も、これまでの20～30

％から30％程度に引き上げたと発表されまし

た。南海トラフ地震の発生確率が高まってお

り、津波避難対策をさらに推進すべきと思いま

すが、知事の考えをお伺いいたします。

南海トラフ地震が発生○知事（河野俊嗣君）

しました場合、津波による人的被害は大変甚大

なものと予想されているところでありまして、

津波避難対策を早急に進めることは、極めて重

要な課題であると認識をしております。このた

め県では、「宮崎県大規模災害対策基金」を活

用し、沿岸市町と連携しながら、平成31年度ま

でに津波避難タワーを26基整備することとして

おりまして、今年度末までに県、市町合わせ

て15基が完成または完成予定となっておりま

す。また、住民が迅速かつ安全に避難できるよ

う、避難場所や避難経路の整備、地域で取り組

む津波避難訓練に対しても支援を行っていると

ころであります。また、国と連携を行いなが

ら、津波避難合同訓練なども行っております。

また、ここで注意すべきは、津波から避難する

前に、揺れに対する建物の耐震性、大変重要で

あります。先日は、えびの地震から50周年とい

う節目を迎えました。内陸型地震の教訓として

は、建物の耐震性の確保、そうしなければ、避

難することもできないわけであります。そう

いったもろもろの観点を十分に考慮し、今後と

も沿岸市町と連携しながら、津波による被害の

軽減に向けた取り組みをさらに推進してまいり

たいと考えております。

地震調査委員会の平田委員○重松幸次郎議員

長は記者会見で、「30年以内というのは、30年

後という意味ではなく、あす起きるかもしれな

いという可能性があります。次の地震が迫って

いることを忘れないでほしい」というふうに述

べられています。早急な取り組みをお願いいた

します。

続けて、危機管理統括監に伺います。南海ト

ラフ地震による被害を最小限に抑えるために

は、県民による自助、共助の取り組みが重要に

なると思いますが、県は、県民意識の啓発にど

のように取り組んでいるのかをお伺いいたしま

す。

南海トラフ○危機管理統括監（田中保通君）

地震が発生した場合、まず、県民一人一人が建

物倒壊や津波から生き延びることが最も重要に

なります。このため県では、県民の防災意識の

向上を目指しまして、５月の「宮崎県防災の

日」、９月の「防災週間」、11月の「津波防災

の日」、そして東日本大震災が発生した３月を

中心に、テレビＣＭやイベント、セミナー等の

啓発事業を実施し、特に命を守るための耐震

化、早期避難、備蓄に取り組んでいただくよう
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呼びかけているところであります。また、地域

の防災力向上を図るため、県内各地で「防災士

出前講座」を実施するとともに、地域における

津波避難訓練を支援しております。災害による

被害を最小限に抑えるためには、県民みずから

の備えが何よりも大切でありますので、県民の

自助、共助による防災力向上に、より一層取り

組んでまいりたいと考えております。

また、先日、地元小学校４○重松幸次郎議員

年生の課外授業で、「フィールドワーク通学路

の安全」に、防災士数名と一緒に参加をさせて

いただきました。何班かに分かれて児童生徒と

一緒に歩きながら、海抜表示や避難ビルの確

認、道路や建物の危険箇所などを熱心に調べて

ノートに書き込んでおりましたが、児童生徒た

ちの防災意識の高さに感心した次第です。間も

なく３・11東日本大震災から７年がたちます。

震災の風化が進んでいるのも事実ではないで

しょうか。「忘れない」を合い言葉に、啓発活

動を続けていただきたいと思います。

次に、福祉行政について、２点お伺いいたし

ます。

今国会でバリアフリー法の改正が予定されて

います。同法案は、2020年の東京オリンピック

・パラリンピックを見据え、高齢者、障がい

者、子育て世代など、全ての人々が安心して生

活・移動できるまちづくりを全国で加速させる

のが狙いです。本県においても、オリンピック

・パラリンピックの合宿誘致、また、国民文化

祭、全国障害者芸術・文化祭やスポーツ大会な

ど多岐に開催され、その受け入れ準備を進めな

くてはなりません。そこでまず、宿泊施設につ

いて、ホテル・旅館のバリアフリー化が必要と

考えますが、来年度の新規事業である「宿泊施

設アクセシビリティ推進事業」の内容につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

来年度の新規○福祉保健部長（畑山栄介君）

事業としてお願いをしております「宿泊施設ア

クセシビリティ推進事業」では、障がいのある

方はもとより、誰もが安心して過ごせる施設の

アクセシビリティーに対する理解の向上を図る

ため、宿泊施設を対象としたセミナーを開催す

るとともに、施設に対する専門家による診断を

実施し、助言を行うこととしております。ま

た、診断を踏まえ、客室の入り口幅の拡大や浴

室の段差解消などの改修を行う施設に対し、そ

の経費の一部を補助することを考えておりま

す。これにより、福祉のまちづくりやスポーツ

ランドみやざきが一層推進され、東京オリン

ピック・パラリンピックや、全国障害者芸術・

文化祭、全国障害者スポーツ大会に向けた受け

入れ体制の強化にもつながるものと考えており

ます。

アクセシビリティーとは、○重松幸次郎議員

近づきやすさやアクセスのしやすさのことであ

るようです。言いかえとしましては、「利用し

やすさ」を指しているようであります。誰もが

利用しやすいまちづくりを推進していただきた

いと思います。

次に、地域包括ケアシステムについてお伺い

します。超高齢化に伴い急増する医療費を抑え

つつ、医療や介護、住まい、生活支援を、住み

なれた地域で一体的に受けられる「地域包括ケ

アシステム」を進めるため、厚生労働省は、医

療サービスの公定価格である診療報酬の改定を

まとめ、４月から適用されると新聞記事にあり

ました。今後、地域包括ケアシステムを進めて

いくためには、在宅医療、在宅介護が重要と考

えますが、住民への普及啓発にどのように取り

組んでいかれるのかを、福祉保健部長にお伺い
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いたします。

地域包括ケア○福祉保健部長（畑山栄介君）

を推進していくためには、まずは、住民みずか

らが生活習慣病の予防や介護予防に取り組んで

いただくことが重要でありますが、高齢になる

に従い、医療と介護のニーズは高まってまいり

ます。そのような中、可能な限り住みなれた住

宅で暮らすためには、かかりつけ医やかかりつ

け薬局を持つこと、また、人生の最終段階に向

けてどのように過ごしたいか、本人と家族で話

し合うこと、認知症について正しく理解するこ

とといったことも重要となってまいります。こ

のため県では、市町村と連携しながら、医療・

介護の団体等が主催する研修会への参加を働き

かけるのはもちろんのこと、学校や企業でも開

催されている認知症サポーター養成講座、それ

から、「通いの場」での世代間交流といった機

会も活用しながら、在宅医療、在宅介護につい

て広く普及啓発をしてきたいと考えておりま

す。

医療や介護は、保険料、税○重松幸次郎議員

金、窓口負担を支払う住民がいるからこそ成り

立ちますし、医療や介護があるから、住民はそ

の地域で暮らせます。住民が地域の医療や介護

を支えていこうと思えるように、住民への啓発

をよろしくお願いいたします。

次は、森林環境保全対策について質問いたし

ます。

林野庁のホームページに、「森林は、国土の

保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、木材を

はじめとする林産物の供給等の多面的機能を有

しており、国民生活及び国民経済に大きく貢献

している。こうした機能を持続的に発揮してい

くためには、我が国の森林面積の４割を占める

人工林を中心に、植栽、保育、間伐等の森林整

備を推進する必要がある」とあります。森林の

多面的機能を働かせ、その資源を有する中山間

地域の活性化のためにも、林業に従事する担い

手確保が重要であります。新規事業の「みやざ

き林業大学校開講準備事業」については、先ほ

ども質問がございましたが、そのほかにもどの

ような対策があるのか、林業の担い手確保に向

けた県の取り組みについて、環境森林部長にお

伺いいたします。

林業の担い○環境森林部長（川野美奈子君）

手確保対策につきましては、高校生やＵＩＪタ

ーン希望者などに対する就業相談会や体験研修

を実施するとともに、魅力ある職場環境となる

よう、林業事業体の福利厚生の充実を図るため

の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名となったところでございます。

さらに、来年度からは、今議会で予算をお願い

しておりますが、青少年などを対象とした公開

講座を開催するとともに、パンフレットの作成

などにより、森林・林業の魅力をより強く発信

していきたいと考えております。また、就業者

の定着を進めるため、夏場の下刈り作業の負担

軽減につながる装備等の導入や、省力化に向け

た実証試験などにも取り組んでまいりたいと考

えております。今後とも、市町村や林業労働力

の確保・支援等を行う県林業労働機械化センタ

ーなどの関係機関と連携を図りながら、林業担

い手の確保に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

平成28年度の新規就業者が○重松幸次郎議員

過去10年で最高の203名という、すばらしい成果

だと思います。林業への誇り、またやりがいの

ある職場環境づくりをさらに整えていっていた

だきたいと思います。
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前半でも、美しい「みやざきの水辺」の啓発

事業で川の環境保全を伺いましたが、生活排水

が河川汚濁の原因になっておりますので、本県

の地域特性に合った合併処理浄化槽の整備促進

が大切であります。環境森林部の資料では、本

県の浄化槽設置基数は、平成28年度末で13

万9,169基、そのうち単独処理浄化槽は48.7％、

合併処理浄化槽が51.3％です。単独処理浄化槽

では、生活雑排水は未処理のまま河川に流れて

いきますので、問題であります。本県の水環境

を守るためには、浄化槽整備を促進する必要が

ありますが、県としてどのように取り組んでい

くのか、環境森林部長にお伺いいたします。

水環境を守○環境森林部長（川野美奈子君）

るためには、生活排水対策が大変重要でありま

して、山間部の多い本県では、浄化槽が大きな

役割を担っているところでございます。このた

め、県におきましては、浄化槽の整備を促進す

ることを目的として、浄化槽整備事業補助金に

より市町村を支援しているところでございま

す。具体的には、住民が浄化槽を設置する「個

人設置型」、及び市町村が主体となって整備す

る「市町村設置型」の２つの事業がございま

す。このうち市町村設置型は、住民の費用負担

が少なく、市町村が計画的な整備や維持管理を

行うことから、生活排水対策を進める上で有効

と考えておりまして、来年度から補助要件を緩

和して、この事業の活用を市町村に積極的に働

きかけていくこととしております。このような

取り組みに加えて、国に対しては、予算の確保

及び制度の拡充が図られるよう要望するなど、

引き続き市町村と連携して、浄化槽整備を推進

してまいりたいと考えております。

国の補助率が高い、市町村○重松幸次郎議員

設置型の公設合併処理浄化槽の取り組みを加速

されますよう、お願いいたします。

また、この件にあわせまして、家畜排せつ物

の浄化処理はどのようになっているのかが気に

なります。本県の平成29年２月時点での肉用牛

飼育頭数は全国第３位で、年間約25万頭、豚の

飼育頭数は、鹿児島県に続いて全国第２位で、

年間80万頭以上飼育されておりますが、その畜

産環境対策の一つ、家畜排せつ物に係る浄化処

理対策について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

畜産の振興を○農政水産部長（大坪篤史君）

図る上で、家畜排せつ物を適正に処理すること

は必要不可欠でございます。このため県では、

家畜排せつ物の管理の適正化と利用の促進にか

かわる計画を策定しまして、家畜排せつ物の堆

肥化や浄化など、適正な処理と利活用の促進に

努めているところであります。具体的には、市

町村や関係団体と連携し、浄化処理施設整備の

支援や、水質分析に基づく適正管理指導等に取

り組んでいるところであります。畜産環境対策

は、本県畜産の健全な発展や環境保全の観点か

ら、大変重要であると認識しておりますので、

今後とも畜産に係る環境改善を図ってまいりま

す。

河川の環境を守ることは、○重松幸次郎議員

ひいては、後ほどまたお話ししますけれども、

水産物資源の確保にもつながってくると思いま

す。いずれも貴重な水資源を守ることは重要な

ことだと思いますので、環境対策をよろしくお

願いいたします。

次は、インバウンド対策についてお尋ねいた

します。

昨年の訪日外国人旅行者が前年より19％ふえ

て2,869万人となり、５年連続で過去最高を更新

し、この間に３倍以上に急増したようです。政
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府も、東京五輪がある2020年には4,000万人にす

る目標を掲げています。外国人旅行者が昨年、

買い物や宿泊などに使った金額は4.4兆円に上

り、これは外国向け自動車輸出額に匹敵する規

模であります。人口減少社会にあって、消費を

下支えし、地域の活性化にも資するため、本県

も積極的に誘客を図っていかなくてはなりませ

ん。そうした中、ことしの６月には住宅宿泊事

業法が施行され、マンションなどの空き部屋に

有料で客を泊める民泊が解禁され、年間180日ま

で宿泊営業が可能になります。生活習慣、また

文化の違いがある訪日客といかに良好な関係を

築くのか、避けるべき迷惑行為や衛生管理につ

いて、民泊業者の自覚が問われます。そこで、

住宅宿泊事業法の施行に伴う民泊事業の適正な

遂行を担保するための取り組みについて、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

近年、民○商工観光労働部長（中田哲朗君）

泊サービスが急速に普及する中、主に都市部に

おきまして、無許可で旅館業を営む違法民泊な

どによるトラブルが生じているところでありま

す。そのため国におきまして、住宅宿泊事業法

の制定と旅館業法の改正が行われ、虚偽の届け

出や無届け営業などに対する厳しい罰則規定が

設けられますとともに、苦情や問い合わせ等を

受け付けるコールセンターが開設されるなど、

健全な民泊の普及を図るための環境整備がなさ

れているところであります。県におきまして

も、関係部局連携のもと、民泊事業の適正化を

図るため、ホームページ等で制度の周知を行い

ますとともに、法に基づき事業者から提出され

ます定期報告による状況把握や、必要に応じ事

業者への立入検査、報告徴収を実施するなど、

適正な指導・監督等を行ってまいりたいと考え

ております。

しっかり監督をお願いした○重松幸次郎議員

いと思います。

外国人客の訪問先は、今も東京、京都、大阪

に偏っています。他の地域に誘客する取り組み

が大事であります。先日、九州観光振興議員連

盟の総会の折、欧米豪をターゲットにした九州

へのプロモーションビデオを見ました。さらに

九州と宮崎の魅力を発信していかなくてはなら

ないと感じた次第であります。増加する外国人

観光客を本県に呼び込むためには、インバウン

ド対策をもっと強化する必要があると思いま

す。県としてどのように取り組んでいくのか、

知事にお伺いいたします。

ラグビーのワールド○知事（河野俊嗣君）

カップや東京オリンピック・パラリンピックな

どの開催を機に、今後、訪日外国人の飛躍的な

増加が見込まれるところであります。また、今

御指摘がありましたような、東京、大阪、京都

といったゴールデンルートから、もっともっと

地方へという流れができているところでありま

して、こうした流れをしっかりと本県に呼び込

んでいく必要があると考えております。本県に

おきましても、外国人旅行客が増加傾向にあり

ますが、きょうの新聞各紙に報道されているよ

うな各県のインバウンドの伸びを見ますと、ま

だまだ伸び代があるということを改めて感じた

ところでありまして、今回新たに設置する基金

等を活用して、受け入れ環境の整備や海外に向

けた情報発信など、外国人観光客を誘致するた

めの対策をさらに強化してまいりたいと考えて

おります。

具体的には、市町村や民間等と連携しまし

て、情報通信環境の整備や、観光地、宿泊施設

等での多言語化のほか、外国人がストレスなく

移動できる環境づくりに取り組むこととしてお
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ります。また、多様なニーズを踏まえ、本県が

誇る食、歴史・文化などの魅力を効果的に発信

しますとともに、サーフィンやサイクリングな

どのスポーツツーリズムによる新たな誘客対策

にも取り組み、東アジアだけでなく、御指摘が

ありましたような欧米豪も視野に入れながら、

特にラグビーのワールドカップというのは大き

なチャンスだというふうに考えておりますし、

本県を訪れる外国人観光客のさらなる増加につ

なげてまいりたいと考えております。

福岡の博多港、熊本の八代○重松幸次郎議員

港、宮崎の油津港など、クルーズ船がますます

利用されていくというふうに考えておりますの

で、九州挙げてインバウンド対策をお願いした

いと思います。

その中で、ちょっと気になるんですが、クレ

ジットカード、電子マネー、スマートフォンの

アプリを活用して支払うスマホ決済が、各国で

は主流になっております。キャッシュレス化は

世界の潮流となっております。各国のキャッシ

ュレス決済の割合を見ますと、韓国では89％、

中国でも60％、スウェーデン49％などと、現金

を使わない決済が主流となりつつある中、日本

のキャッシュレス決済比率は18％程度であると

いうふうに言われており、大変普及がおくれて

います。具体的な議論は次の機会にいたします

けれども、キャッシュレス決済への対応、つま

りフィンテックですね。ファイナンシャルとテ

クノロジーをあわせた、このフィンテックに対

応するサービス環境づくりも、インバウンド対

策だと考えます。まずは、観光商業界への情報

啓発をお願いいたします。

続きまして、人権同和対策についてお伺いし

ます。

「すべての人間は、生まれながらにして自由

であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る」。この有名な文言から始まる世界人権宣言

が国連で採択されたのは1948年12月10日、国連

はこの日を「人権デー」と定め、人権尊重を世

界に訴えてきました。ことしは世界人権宣言70

周年を迎えます。ですが、今なお人権問題が多

岐に存在し、さまざまな問題に直面していま

す。いただいた人権同和対策課のパンフレット

に、「私たちは、人権について学び、正しく理

解し、それを日常生活の中で行動の基準に取り

入れていく必要があるのです」とありました。

本県ではこれまでも、人権について啓発活動に

取り組んでおられましたが、世界人権宣言70周

年を迎え、人権に関する教育・啓発をどのよう

に行っていくのか、総合政策部長にお伺いいた

します。

世界人権宣言○総合政策部長（日隈俊郎君）

は、全ての国と人々が達成すべき、人権に関す

る世界共通の基準でありまして、基本的人権を

保障することが、世界における自由・正義、そ

して平和の基礎であるという理念のもと、我が

国はもとより、世界各国で人権を守るための取

り組みが行われております。本県といたしまし

ても、「一人ひとりが尊重され、誰もが持てる

力を発揮し、生き生きと活躍できる社会」を目

標に、「宮崎県人権教育・啓発推進方針」を策

定しまして、人権啓発センターを拠点として、

研修会や各種の催しの開催など、さまざまな教

育・啓発活動を実施してきたところでありま

す。社会の中で、人権に関する問題が次々と顕

在化する中、人権に関する教育・啓発について

は、さらに充実していくことが必要であると認

識しておりますので、市町村や関係機関はもと

より、大学やＮＰＯ等とも連携を図りながら、

啓発効果をより高めるなど、積極的に人権教育
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・啓発を進めてまいりたいと考えております。

あらゆる機会に、人権に関○重松幸次郎議員

する教育・啓発をお願いいたします。

さて、部落解放同盟宮崎県連合会さんから御

案内をいただき、１月の新春講演会・旗開きと

７月の定期大会に、ほぼ毎年参加させていただ

いております。会合では、主催者から御来賓の

方々までおよそ10名の方が登壇され、今なお、

被差別部落、つまり同和地区出身であることを

理由に、就職に不利益な扱いを受けたり、イン

ターネット上での差別情報の氾濫、戸籍等の不

正取得事件などが列挙され、こうした部落差別

問題解決と人権社会の確立に取り組むことを力

強く述べられております。私も登壇させていた

だき、公明党も、1999年より同和対策等人権問

題委員会を設置し、関係団体と協議して問題解

決に当たってきたこと、そして2016年12月に成

立・施行されました部落差別解消推進法に、我

が党の国会議員も提案者に加わり、解消法の成

立を推進してきたことを紹介させていただきま

した。県においては、部落差別解消推進法の制

定を受けて、同和問題に今後どのように取り組

んでいくのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

同和問題は、○総合政策部長（日隈俊郎君）

人権の侵害にかかわる重大な社会問題でありま

して、これまで解決に向けて、官民を挙げてさ

まざまな取り組みが行われてきましたが、いま

だに差別事象が発生するなど、差別意識の解消

という点で課題が残っております。さらに、近

年では、インターネット上における差別的な書

き込みが後を絶たないといった、新たな状況も

生じているところであります。本県におきまし

ても、平成25年に「人権に関する県民意識調

査」というのを実施しましたが、その中で、い

まだ結婚問題などについて差別意識が払拭され

ていないという結果が出ております。この差別

意識を解消するためには、同和問題や人権に関

する正しい理解が必要でありますので、お話に

ありました、今回の部落差別解消推進法の趣旨

も十分に踏まえ、市町村や関係機関とも連携を

強化し、粘り強く啓発の取り組みを推進してま

いりたいと考えております。

御答弁いただきましたよう○重松幸次郎議員

に、同和問題や人権に関する正しい理解が必要

であります。県からいただいた「人権・同和問

題の正しい理解のために」のパンフレットから

引用させていただきますが、「人権・同和問題

と日常生活とは非常に深い関係があると言えま

す。自分は差別しないから人権・同和問題とは

無縁だと思い込むのは間違いです。私たちの心

に潜む差別意識は、具体的には、日常の交際、

就職、教育、結婚等の場面で、嫌悪、非難、回

避などのさまざまな形をとって差別となってあ

らわれます。そのため、さまざまな前近代的な

社会意識や風習の中にある非科学的・非合理的

な部分について正しく理解し、予断と偏見が差

別を温存し助長することのないように努めると

ともに、身の回りの差別を見逃さない、許さな

い姿勢を持つことが強く望まれます」とありま

した。

先日、結婚差別や就職差別につながる個人調

査や土地調査の依頼があっても調査報告をしな

い条例を持つ大阪府庁に行ってきました。正式

には、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規

制等に関する条例」といいまして、昭和60年に

施行されています。同じような条例は、福岡、

熊本、香川、徳島の５府県にあるとのことで

す。その内容は、営業届けのある興信所や探偵

社業へは、結婚、就職の際に依頼されても、特
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定の個人またはその親族の現在または過去の居

住地が、同和地区にあるかないかについてを調

査し、または報告しない、２点目は、同和地区

の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所また

は地域が同和地区にあることの教示をしないこ

と。また、土地調査等を行う者へも、同じよう

な内容で、それをしない、させないということ

が規定されております。違反すれば、立入検査

や営業停止命令、そして罰則（懲役または罰

金）まで設けてありました。これにより、調査

依頼があっても、部落差別に関する事象はきっ

ぱり断ることができているというふうなお話で

ありました。同和問題や人権に関する正しい理

解を深め、身の回りの差別を見逃さない、許さ

ない。みんなの力を合わせて人権同和対策に取

り組んでまいりたいと思います。

最後の質問になりました。農林水産業の振興

についてお伺いいたします。

宮崎県水産試験場のホームページには、県内

水産業の特徴や漁業の歴史、現状や課題など、

とてもわかりやすく解説されています。その現

状と課題の中では、日本の水産業は、以前から

指摘されているように、とり過ぎや環境の悪化

などで資源の減少が進んでいることが挙げられ

ております。沿岸部の水産資源における資源回

復の取り組み状況について、農政水産部長にお

伺いいたします。

近年の本県沿○農政水産部長（大坪篤史君）

岸域の水産資源は減少傾向にありまして、沿岸

漁業は厳しい経営状況にありますことから、水

産資源の維持・回復を図ることが重要な課題と

なっております。このため本県では、魚種ごと

に資源状況の調査を実施しまして、それを公表

することで、漁業者に対して自主的な資源の維

持管理を行うよう求めているところでありま

す。さらに、著しく減少している魚種につきま

しては、県が計画を策定し、漁業者と連携しな

がら、積極的な資源回復の取り組みを進めてお

ります。例えば、アマダイという魚では、漁獲

量の制限、漁を禁止する期間の設定、さらには

稚魚の放流などを実施しました結果、徐々に資

源回復の兆しが見えてきているところでありま

す。県といたしましては、今後とも、資源回復

に向けた取り組みを積極的に推進し、将来に向

けて安定した水産業の振興に努めてまいりたい

と存じます。

ことしもシラスウナギの不○重松幸次郎議員

漁が報じられております。水産資源全般にわた

り、資源回復の取り組みをよろしくお願いいた

します。

さて、平成25年度から32年度にかけての「み

やざきフードビジネス振興構想」について、そ

の「主旨」には、「国内有数の食料供給基地と

いう強みを生かし、農林水産業、食品製造業、

流通・販売業、観光産業など裾野の広い産業で

ある「フードビジネス」を県の基幹産業として

再構築し、本県の地域経済や雇用を支える成長

産業とする。」とした上で、目指す姿として、

マーケットが求める安全・安心な農林水産物を

安定して生産・供給することとうたわれており

ます。今後、本県農畜水産物の輸出促進にどう

取り組んでいくのかを、農政水産部長にお伺い

いたします。

農畜水産物の○農政水産部長（大坪篤史君）

輸出につきましては、産地や企業、関係団体や

商社等と連携をしまして、海外見本市等への参

加や日本食レストラン等でのプロモーションな

どの取り組みを積み重ねてまいりました。その

結果、昨年度の輸出額は、過去最高の34億5,000

万円となったところであります。そのような
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中、今後のさらなる輸出拡大を図るためには、

輸出先ごとに異なるニーズや残留農薬基準、植

物検疫条件などに対応できる産地づくりが課題

となっております。このため今年度、県内に輸

出サポーター６名を配置しまして、輸出に対応

した産地づくりを支援しているところでありま

す。さらに来年度は、牛肉の輸出が解禁となっ

た台湾にコーディネーターを新たに配置します

とともに、世界的な日本食ブームに対応できる

よう、航空便による少量・多品目輸送の実証に

も取り組んでまいりたいと考えているところで

あります。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。

みやざきブランド推進本部のパンフレットに

は、特徴ある商品づくり、信頼される産地づく

り、安定的な取引づくり、また健康に着目した

取り組み、環境に着目した取り組みというコン

セプトで、新たな魅力と価値を生み出すブラン

ド戦略としております。今後のみやざきブラン

ド確立に向けた取り組みについて、知事にお伺

いいたします。

みやざきブランド対策○知事（河野俊嗣君）

につきましては、厳しい地域間競争の中で、大

消費地から遠い本県の農畜水産物が国内外から

支持され、信頼されることを目指しまして、生

産者、関係機関・団体等と連携しながら、30年

の長きにわたって取り組んできたところであり

ます。その結果、完熟マンゴー「太陽のタマ

ゴ」や肉牛日本一の宮崎牛、さらには宮崎キャ

ビアといったトップブランドの商品を創出する

など、大きな手応えを感じているところであり

ます。昨日も、昨年の全国和牛能力共進会の現

場で御尽力をいただきました、県内各地の若手

の技術員を招いての慰労会が行われたところで

ありますが、24時間365日、こうした現場の努力

により、この宮崎牛ブランドが支えられている

のだということを改めて実感したとともに、生

産に割くそのエネルギーと同じように、それを

売っていく努力というものが必要であり、その

ことによりブランドが実を結ぶということを、

改めて実感したところであります。

このみやざきブランドの最近の動きとしまし

ては、昨年12月、ピーマンでは全国初となりま

す栄養機能食品として、「みやざきビタミンピ

ーマン」を販売したところでありまして、「日

本のひなた宮崎」の産品は、健康や美容にも役

立つということもあわせてＰＲできるように

なったところであります。今後は、安全・安心

を求める消費者ニーズも十分に踏まえながら、

良質な商品づくりや積極的なＰＲに努め、さら

なるみやざきブランドの確立に努めてまいりた

いと考えております。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。本県産業を支える基幹産業でございます。

そしてまた、若者の仕事定着についても御尽力

賜りますようお願いいたします。

その上で、卒業のシーズンを迎えました。こ

としもまた多くの若者が県外へ出ていきます。

私もそうでしたように、一度は宮崎を離れて都

会生活を経験するのもいいのではないでしょう

か。

ここで、公明党の離島振興対策本部長である

遠山清彦衆議院議員の話を紹介いたします。島

根県に、本州から約60キロ離れた日本海に浮か

ぶ隠岐諸島、その中心に位置する小さな島に、

人口約2,400人の海士町があります。知事も昨

年、このお話をされました。コンビニもショッ

ピングセンターもない。「ないものはない」と

いうキャッチフレーズの町でありますが、今は
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県外から進学を目指して集まってくる島留学で

有名になった隠岐島前高等学校があります。こ

の島の山内町長と遠山さんとの会話の中で、

「私の町では、機会あるごとに、「ふるさと」

の歌を、大人たちが手をつないで歌います。

「うさぎ追いし かの山 こぶな釣りし かの

川」のあの「ふるさと」であります。この歌の

３番、「こころざしをはたして いつの日にか

帰らん」の「はたして」の「て」の文字を

「に」に変えて歌っているんです。「はたし

て」というと、どうも、成功して退職して、い

つの日か帰ってくるイメージでありますけれど

も、島を離れた若者が力を身につけて、島の発

展のために志を果たしに、果たしに帰ってきて

ほしいとの願いを込めて歌っている」というお

話でございました。宮崎県の若者にも、元気で

行ってらっしゃい、郷土の発展のために志を果

たしに帰ってきてほしいと願いながら、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７分散会


