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午前10時０分開議

出 席 議 員（36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

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 後 藤 哲 朗 同

（ ）８番 二 見 康 之 同

（ ）９番 日 高 博 之 同

（ ）10番 野 﨑 幸 士 同

（ ）11番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）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

（ ）23番 横 田 照 夫 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 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 右 松 隆 央 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 濵 砂 守 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 外 山 衛 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）22番 中 野 明 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 畑 山 栄 介

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

環 境 森 林 部 長 甲 斐 正 文

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 中 田 哲 朗

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 吉 村 達 也

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

選 挙 管 理 委 員 長 吉 瀬 和 明

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 原 田 幸 二

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 任 主 事 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也



- 72 -

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、渡辺創議員。

〔登壇〕（拍手）宮崎市選出○渡辺 創議員

の渡辺創です。この夏は、先日の台風21号や北

海道での地震を初め、たくさんの自然災害が日

本列島を襲いました。防災・減災への意識を新

たにするとともに、とうとい命を奪われた方々

に哀悼の意を表し、被災者の皆様に心からお見

舞いを申し上げます。

それでは、会派「県民連合宮崎」を代表し、

県政のあり方を問い、問題提起してまいりま

す。知事を初め執行部の大胆かつ率直な答弁を

期待しております。

まず、知事にお伺いします。去る８月８日、

「オール沖縄」を掲げ、普天間基地の辺野古移

設に反対してきた沖縄県の翁長雄志知事が死去

しました。この場で普天間基地移設の是非を議

論するつもりはありませんが、翁長知事の、強

権に屈することなく、あるべき正義を伝えてい

くという政治姿勢は、沖縄の近現代史だけでは

なく、この国の地方と中央のあり方にも大きな

足跡を残されたと思います。

普天間基地の危険性を取り除く歩みは、95年

の米海兵隊員による少女暴行事件に起因した基

地反対運動の盛り上がりが契機となりました。

その後、橋本政権下96年の日米特別行動委員会

合意（ＳＡＣＯ合意）があり、小泉政権下では

沖縄県の頭越しで辺野古移設計画案の内容が変

更されました。また民主党政権下では、「最低

でも県外」との方針を掲げるも、その方針は米

国の理解を得られず迷走・断念の末路をたどる

ことになり、複雑な経過をたどってきました。

沖縄の憤りは、至極当然のことと思います。

特に現政権下では、「辺野古新基地反対」と

いう県民意思に支えられた翁長知事に対し、就

任後しばらくは面会にすら応じない冷淡な対応

を続け、その後も「辺野古が唯一の選択肢」と

頭ごなしに押しつける強硬姿勢をとってきまし

た。沖縄と政府の溝はさらに深まったと言える

でしょう。

この変遷と政府の姿勢は、かつて「時間があ

れば沖縄に行け」という田中角栄氏の教えに

沿って沖縄の歴史や基地問題を学んできた、橋

本龍太郎氏や小渕恵三氏、野中広務氏のような

情けの「経世会」から、自民党の中心が現在の

「清和会」に変わってきたこととも連動してい

るとの指摘も、あながち間違ってはいない気も

します。

話を本題に戻しますが、翁長氏は御存じのと

おり、沖縄保守政治のエースであった方です。

その翁長知事が、政府と激しく対立する姿勢を

とってきました。背景には、保守・革新を問わ

ず、過重な基地負担を「構造的な差別」と捉え

てきた民意があり、「歴史的にも、現在も沖縄

県民が自由、平等、人権、自己決定権をないが

しろにされてきた」との思いがあったのだと思

います。翁長知事が口にしてきた「魂の飢餓

感」という言葉には、基地問題で沖縄の思いが

本土に届かない理不尽さが込められていたのだ

と感じます。

翁長知事の御冥福を心から祈るとともに、沖

縄県民の思いを踏みにじることのない解決策を

願うばかりです。

河野知事は、当然、知事会等でも翁長知事と

平成30年９月12日(水)
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の親交があったことと思います。知事も今後県

政を担うに当たって、時に国の意向と県民意思

が食い違う課題が出てくるかもしれません。信

念を貫いた翁長知事の印象に加えて、国と地方

が対立した局面におけるリーダーのあり方につ

いて、河野知事のお考えをお伺いしたいと思い

ます。

残余の質問については自席から行いますの

で、御答弁のほどよろしくお願いいたします。

（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。

翁長前沖縄県知事は、沖縄県の抱える課題の

解決に向け、病と闘いながらも最後までみずか

らの信念を貫かれ、その姿勢に政治家としての

意志の強さ、また矜持といったものを感じてお

りました。沖縄県のため命を削るようにして、

知事としての職責を懸命に果たしてこられたこ

とに深く敬意を表しますとともに、改めまして

心より御冥福をお祈り申し上げます。

国と地方の関係につきましては、地方分権の

流れの中で、これまでのような上下主従から対

等協力とされてきたところであり、私もそうで

なければならないと強く考えるわけであります

が、どうしても権限、財源が集中する国が優位

な立場にあるのが現状であろうかと考えており

ます。であるからこそ、県のリーダーである知

事としましては、国と意見が対立するような局

面におきましては、県民の声や思いというもの

をしっかりと受けとめつつ、本県にとって最善

の策とは何かを大局的に判断した上で、主張す

べきことはしっかり主張しながら、粘り強く国

と十分協議を重ねていくことが重要であると考

えております。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○渡辺 創議員

それではまず、旧優生保護法についてお伺い

します。

福祉保健部長は６月議会の際に、当時の具体

的な状況や手術を受けた個人が特定されるよう

な資料は発見されていないと御答弁されまし

た。その後の県の対応を見ると、６月議会での

答弁は実態に即していなかったと言えるかと思

いますが、どのように受けとめていらっしゃい

ますでしょうか。

６月定例県○福祉保健部長（川野美奈子君）

議会で御質問をいただいた時点におきまして、

一部の職員が、個人が特定できる資料等の存在

を認識していたにもかかわらず、部局内及び関

係部局間の情報共有の不足によりまして、組織

的な把握に至らず、「現時点では確認できてい

ない」という答弁を行ったことにつきまして

は、大変申しわけなく思っております。

今後、このようなことが起こらないよう、情

報共有の徹底を図ってまいります。

その後の県の発表によります○渡辺 創議員

と、総務部と福祉保健部の間では、個人を特定

できる資料があることを、一時は共有していた

けれども、その存在に思いが至らず、発見がお

くれたということだったと思います。また、総

務部では情報公開の仕組みに関して誤った運用

があり、資料の閲覧ができない状態だったと聞

いていますが、総務部長に、その経緯を御説明

いただきたいと思います。

今回、文書セン○総務部長（畑山栄介君）

ターで確認された資料につきましては、個人情

報に配慮した上で閲覧できるようにするべきも

のでございましたが、非常に秘匿性が高い個人

情報が含まれていたことから、昨年11月に、検

索リストから削除して閲覧できないようにした

ものであり、不適正な取り扱いであったと考え



- 74 -

平成30年９月12日(水)

ております。

また、ことし７月に総務課で資料を確認後、

健康増進課に報告するまで２週間要するなど、

情報共有が不十分であったことも、重く受けと

めております。

このため、文書の適正な取り扱いについて、

全所属に通知文書を発出するとともに、庁議等

において周知徹底を図ったところであります。

また、文書センターでの閲覧申請に対する庁内

関係課への確認手続の明確化を図ったところで

あります。

今後とも、職員研修の充実を図るなど、適正

な文書管理や情報共有の徹底に努めてまいりた

いと考えております。

昨年秋の時点で、資料の存在○渡辺 創議員

は確認できていたということだと思います。既

にその時期というのは、旧優生保護法の課題が

報道等で広く社会問題化し始めていた時期です

ので、組織の中できちんと認識がつながってい

れば早期の発見ができていたのかなと思いま

す。

６月の一般質問は、できるだけ実態を早く明

らかにすることが宮崎県内でも重要と考えた質

問でしたので、その時点で把握できていればと

いう思いは正直強くあるところであります。た

だ、結果として、極めて重要な資料が闇に葬ら

れることなく、きちんと表に出てくることと

なったわけですから、その後の誠実な対応も含

めて評価をいたしたいと思うところです。ま

た、日常業務も大変忙しい中、追われながら、

今もたくさんの資料を関係する職員の皆さんが

探す作業に当たられていること、その努力には

敬意を表したいと思います。

ただ、どうしても指摘をしなければならない

のは、今、総務部長からも御説明がありました

が、７月の事態発覚後も、総務部から福祉保健

部への連絡に２週間という時間がかかっている

ということです。特に６月議会では、具体的に

は申しませんが、他の問題をめぐって県庁内部

の連絡・情報共有のあり方が大きな課題として

指摘をされた時期でもありますので、そのさな

かに、このような対応だったということは残念

だと言わざるを得ないと思います。

話を本筋に戻そうと思いますが、旧優生保護

法に基づいて強制的に行われた不妊手術の実態

がどのようになっていたのかということを、改

めてお伺いしたいと思います。福祉保健部長。

県の「衛生○福祉保健部長（川野美奈子君）

統計年報」によりますと、本県では、昭和24年

から62年にかけて、本人の同意が不要な優生手

術が合計283件実施されております。

また、現在調査中ではありますが、現時点で

把握している状況で申し上げますと、優生手術

に関連する個人が特定できる資料が、男性３

人、女性47人の合計50人分が確認されておりま

す。

このうち、本人の同意が不要な優生手術の実

施まで確認できる方は25人であり、手術当時の

年齢は14歳から42歳までで、当時の診断書に記

載された疾患名は、20人が遺伝性精神薄弱、ま

たは遺伝性精神病となっております。

６月議会の答弁では、わかっ○渡辺 創議員

ているのは「県内でも統計的に旧優生保護法に

基づいて行われた手術が確認できる」という状

況でしたが、今は、「実際に強制不妊手術が行

われたケースの具体例が確認」されるという状

況になっているわけですから、非常に状況とし

ては大きく変わったと思います。この機会に、

知事に旧優生保護法に関する御認識をお伺いし

たいと思います。
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旧優生保護法におきま○知事（河野俊嗣君）

しては、本人の同意なく不妊手術を実施するこ

とが許容されていたなど、今となりましては、

障がいをお持ちの方に対する大変な人権侵害が

行われていたものと認識をしております。

今、部長が答弁しましたように、本県におき

ましても、283人の方が本人の同意が不要な優生

手術を受けたことが判明しております。県とし

ては、できる限り御本人や御家族に寄り添った

対応を行う必要があると考え、ことし４月より

相談窓口を開設し、相談に応じるとともに、国

の依頼による調査に加え、県独自の追加調査を

行いまして、情報の収集に取り組んでいるとこ

ろであります。

現在、全国知事会を通じて国に要望している

ところでありますが、この法律を制定した国の

責任におきまして、速やかに必要な救済措置を

講じていただきたいと考えております。

今回の質問に当たり、現代書○渡辺 創議員

館から増補新装版で出版された「優生保護法が

犯した罪〜子どもをもつことを奪われた人々の

証言〜」を読みました。大変つらい思いをされ

た当事者の方々の手記も掲載されています。ま

た、この問題を取り上げてきた新聞社の一連の

報道は、今年度の新聞協会賞にも選ばれていま

す。社会の関心が改めて高まり、国会でも当事

者の救済に向けた枠組みづくりが進んでいると

ころです。この機会に宮崎県でも、資料だけで

はなくて、関係者への聞き取りなど少しでも当

時の実態を詳細に把握する努力を進めていくべ

きだと考えますが、福祉保健部長のお考えを伺

います。

旧優生保護○福祉保健部長（川野美奈子君）

法への対応につきましては、県も当事者とし

て、できる限りの調査を行う必要があると考え

ております。

このため、県におきましては、先ほど知事か

ら答弁がありましたとおり、旧優生保護法とは

直接関係のない療育手帳の交付に関連する個人

別の台帳を調査するなど、県独自の追加調査を

進めているところでございます。

なお、お話のありました、当時の担当職員な

どへの聞き取りにつきましては、県内で最後の

手術が行われてから30年以上がたっており、関

係者のほとんどが現役を退いておられるという

ことですので、大変難しい面もございますが、

救済などを進める上での一つの手がかりになる

ことも考えられますので、今後、調査の内容や

方法等について検討してまいりたいと考えてお

ります。

できるだけの努力をお願いし○渡辺 創議員

たいと思います。県内では、まだ強制手術の当

事者という方の名乗りはないわけですが、今後

どうなるかはわかりません。さらに、私ができ

るだけ丁寧な実態把握に取り組むべきと主張し

ている理由は、強制手術の当事者でなくても、

例えば、その対象となり得た方々が抱いている

思いにきちんと寄り添うということが極めて大

事だと思っているからです。まずは、何があっ

たのかという実態をできるだけつかんで、今

後、二度とこんな人権侵害が起こることのない

ようにする。それが旧優生保護法のてんまつか

ら考えなければならないことだと思います。国

の機関委任事務だから、責任は云々というレベ

ルではなくて、知事の御答弁にあったように

「大変な人権侵害」という認識があるわけです

から、そういう大きな視座で、ぜひ取り組んで

いただきたいと思います。

もう一点、今回の資料をめぐる混乱を考える

と、行政が個人の生き方に大きくかかわるよう
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な決定をした資料については、長期保存すると

いう明確な意思が必要かと思います。例えば、

子供たちの「出自を知る権利」を尊重する観点

から、社会的養護が必要な環境から養子縁組し

た子供たちの児童台帳は永年保存ということに

既になっています。そういう発想が当時あれ

ば、優生保護法をめぐる現状も違ったのではな

いかと感じますので、ぜひ念頭に置いていただ

ければと思います。

次のテーマに移ります。公文書管理のあり方

についてお伺いします。防衛省や財務省での公

文書改ざんなど、「公文書クライシス」とやゆ

されるような事態が続いています。権力者の意

向を隠すような恣意的な扱いは、行政への信頼

を失わせるだけでしかないことは明らかかと思

います。

国会で大騒ぎとなった加計学園をめぐる問題

では、総理発言の信憑性が問われる形で、愛媛

県の文書に記載された内容に関心が集まりまし

た。この件では、県文書の信憑性が疑われるよ

うな発言も飛び交い、「国が正しく、地方が危

うい」というような偏見に満ちた姿勢に、怒り

を感じた地方自治関係者も少なくなかったはず

です。その中で、愛媛県の中村知事の基本姿勢

には胸がすく思いが、個人的にもしたところで

した。

ただ、この件は決して他人事ではありませ

ん。宮崎県も同じ立場に立つかもしれません。

公式・非公式を含め、国と協議する場面は多い

と思いますが、その際の記録はどのような形で

作成され、保存されているのか、基本的な考え

方を総務部長に伺います。

国との協議やヒア○総務部長（畑山栄介君）

リングなどに出席した職員は、宮崎県職員服務

規程等に基づきまして、その経過や内容・結果

を取りまとめた復命書などを作成しまして、上

司に報告することとしております。

また、報告後は、その復命書などにつきまし

ては、その後の業務に活用するため、文書取扱

規程に基づいて、関係するファイルにとじ込ん

で整理・保存をすることとしておるところでご

ざいます。

そのあたりの備えもぜひ十分○渡辺 創議員

に考えていただきたいと思います。

さて、今回、公文書管理について考える上で

最も大切にしたい視点は、政治・行政の政策判

断は未来からの検証に耐え得るものでなければ

ならないということです。政策判断に影響する

要素は多様です。影響を考慮すれば、すぐに明

らかにできない情報があることは一概に否定し

ません。しかし、一定の時間がたったときに

は、なぜそういういう政策判断がなされ、どの

ような要因が影響したのかということを検証可

能な状態にしておくことは、もはや政治の責任

と言えます。

もちろん、検証に資する素材は、当事者の証

言もあれば、具体的なデータなどいろいろある

わけですが、その中でも公文書というのは極め

て重要な要素です。そこでまず、原則的なルー

ルを総務部長に確認します。県では、公文書を

作成後、どのようなルールで保管をされていま

すでしょうか。

公文書の保存につ○総務部長（畑山栄介君）

きましては、文書取扱規程に基づき、文書の分

類や内容に応じ、最長30年から、10年、５年、

３年、１年、１年未満までの６つの保存期間を

設定しておりまして、区分された公文書は執務

室や書庫で保存をしております。

なお、保存期間が経過した文書のうち、歴史

的な価値がある文書は、歴史資料文書として、

平成30年９月12日(水)
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文書センターで引き続き保存することとしてお

ります。

文書取扱規程では、重要なも○渡辺 創議員

のは最長で30年保存となり、その期間が過ぎれ

ば、歴史資料文書として公文書センターに保存

をされるか、破棄をされるかということかと思

います。もちろん、保存期間が10年であろうが

３年であろうが、同じ流れですので、価値があ

るものであれば、歴史資料文書として保管され

るということと理解をしました。

それでは、県の大きな政策にかかわる文書が

どのような形で保存されているのかを検証する

具体例として、時計の針を今から30年ほど戻し

て、県政がどういう状況にあったのかを考えて

みたいと思います。

ちょうど30年前は1988年。その年の７月にリ

ゾート法（総合保養地域整備法）の第１号指定

を受け、宮崎県はシーガイアを中核としたリ

ゾート開発の本格的なスタートを切りました。

では、リゾート法１号指定に向けた宮崎県の歩

みがどのように進んだかというと、その直接的

なスタートは、もともと県が80年に策定してい

た「亜熱帯性ベルトパーク構想」を発展させた

「宮崎・日南海岸リゾート構想」ということに

なります。繰り返しになりますが、このリゾー

ト構想が88年７月にリゾート法の指定を受ける

わけです。

当然、この「宮崎・日南海岸リゾート構想」

は、県の大方針です。この構想策定に関する文

書は、ちょうど今、30年を超える程度の時期を

迎えていると考えますが、この関連行政文書は

どのように保管され、例えば保管期限を超えて

いるのであれば歴史資料文書として公文書セン

ターに保存されているのか、現在の取り扱いを

商工観光労働部長にお伺いします。

総合保養○商工観光労働部長（井手義哉君）

地域整備法、いわゆるリゾート法につきまして

は、昭和62年６月に制定され、「宮崎・日南海

岸総合保養地域の整備に関する基本構想」が、

昭和63年７月に国の承認を受けております。構

想の策定に関する事務が複数の部局にわたって

おりましたことから、当時の基本構想の策定、

また、第三セクター設立時の文書など一部は、

当部を初め関係する各部局で保管されておりま

す。また、一部は文書センターに引き継がれて

いる状況にございます。

御質問にありました、申請そのものに関する

文書につきましては、当時の文書取扱規程に基

づき、10年保存とされた可能性があり、現時点

では確認されておりませんが、保存期間を超え

て保存されている文書も数多くありますことか

ら、引き続き確認作業を行っているところであ

ります。

今の答弁によりますと、私が○渡辺 創議員

確認を求めた文書は、県庁内や文書センターで

は見つからず、恐らく保管期限を過ぎて破棄さ

れている可能性もあるかもしれないと推測をさ

れて、まだ引き続き捜していらっしゃるという

ことのようです。

今回の質問に当たって、執行部の方々で相当

探していただいたように聞いております。大変

御苦労をかけたと思っておりますが、やはり私

の認識、かつ、恐らく県民の相当数の方々の認

識からすれば、シーガイアを中心としたリゾー

ト構想は、当時、県の浮沈をかけた一大プロ

ジェクトだったはずですし、その後の破綻処理

には多額の県費投入を伴い、今でも、例えば

オーシャンドームの跡地利用やカジノ構想の是

非なども含めて、県政において重要なテーマで

あるという認識だと思います。
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しかし、この重要なプロジェクトの直接的な

スタートに密接にかかわる行政文書に、宮崎県

はアクセスすることができない。というか、保

存されていない可能性が高いというのは、

ちょっと信じがたい出来事という気がします。

何かの規則に違反するという事態ではないで

しょうが、この状況について知事はどのような

所感をお持ちでしょうか。

御指摘のように、この○知事（河野俊嗣君）

リゾート構想は、本県の極めて重要なプロジェ

クトであります。その文書の歴史的価値を考え

ますと、保存期間が過ぎた後も適切に保存すべ

き歴史資料文書に値するものと考えておりまし

て、一部、確認できない文書があるということ

は、大変残念に受けとめているところでありま

す。

ありがとうございました。公○渡辺 創議員

文書が「未来からの政策検証」を受けるに当

たって極めて重要なツールになるという話は、

前段でもしてきましたので、繰り返しは避けま

すが、これから先も知事や執行部の判断という

のは、我々議会の関与なども含めて検証を受け

続けることになります。

例えば、国体に向けた体育施設をなぜ分散整

備にしたのか、カーフェリーのリプレースに県

が出資を決めた背景は何か、今は現在進行形の

課題ですけれども、これもそのうち、いわば未

来からの検証を受ける対象となっていくわけで

す。リゾート開発に関する件は残念な状態でし

たけれども、今後はその検証に資する公文書を

残し、その保存のあり方も考えるべきだと思い

ますが、公文書に関する知事の認識をお伺いし

たいと思います。

御指摘のありました公○知事（河野俊嗣君）

文書は、県の施策の方向性を示す計画や県民の

権利義務に関する決定など、さまざまな行政判

断につきまして、その内容と決定過程が記載さ

れた重要な記録であると認識をしております。

民主主義の根幹を支える基礎的インフラとも

されておるところでありまして、その時々の行

政判断について、将来にわたって検証が可能な

ものとするためにも、文書を適切に保存してい

くことは、極めて重要なことであると考えてお

ります。

県民の県政に対する理解を深め、公正で開か

れた県政運営を図っていくため、文書の保存や

整理、歴史資料文書の選別など、公文書の適正

な管理を徹底してまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ、お願いいたします。○渡辺 創議員

次に、障がい者雇用率の水増しについて伺い

ます。この件は、国の中央官庁が長年にわた

り、義務づけられた障がい者の雇用割合を水増

しし、実態としては、定められていた目標を大

幅に下回っていたということが発覚しました。

障害者手帳を持たない対象外の職員を算入する

ようなケースが多く、1976年の雇用義務化のこ

ろから恒常的に行われてきた可能性が高いと言

われています。

同じような手法の実態は、地方自治体でも発

覚し、残念なことに宮崎県においても、雇用者

数の誤りや不適切な確認方法が確認されまし

た。まず宮崎県内の状況を確認するつもりであ

りましたが、きのうの濵砂議員の質問で同趣旨

の答弁がありましたので省略をし、県としてど

のような問題点があったと認識しているのか、

また、今後、適正化に向けてどのような取り組

みをするか、各部局ありますが、代表して総務

部長にお伺いします。

障がい者雇用状況○総務部長（畑山栄介君）
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の報告に当たりまして、対象者の把握・確認の

方法などについて、国のガイドラインに沿った

適切な対応がなされていなかったこと、また、

事務処理の過程での確認作業が不十分であった

ことが問題であると考えており、深く反省をし

ているところでございます。

今後は、厚生労働省通知を踏まえ、ガイドラ

インを厳格に運用し、プライバシーに配慮した

上で、手帳等の確認など、対象者を適正な方法

により把握・確認するとともに、国へ報告する

際には確認作業を徹底するなど、正確な事務処

理に努めてまいりたいと考えております。

行政の信頼にかかわることだ○渡辺 創議員

と思いますので、よろしくお願いいたします。

話題を変えます。性的少数者が抱えるさまざ

まな課題を重要な人権課題と捉えて、性の多様

性についての理解促進を図ろうと、８月１日か

ら７日までの１週間、県庁本館がレインボーカ

ラーにライトアップされました。初めての実施

でしたが、どのように総括しているのか、総合

政策部長にお伺いします。

県におきまし○総合政策部長（日隈俊郎君）

ては、性的マイノリティーの方々の問題を重要

な人権課題の一つと位置づけ、県民への啓発に

努めているところであります。

今回、新たな取り組みとして、８月の人権啓

発強調月間の最初の１週間、性的マイノリ

ティーの方々の尊厳と社会活動を象徴する６色

のレインボーカラーで、県庁舎のライトアップ

を行ったところであります。この取り組みは、

新聞報道等でも取り上げられ、多くの方々にご

らんいただいたことから、県民の皆様に性の多

様性について認識いただくとともに、人権につ

いて理解を深めるための契機となったものと考

えております。

期間中には花火大会等もあり○渡辺 創議員

ましたので、たくさんの方に目にしていただく

機会になったと思います。このような取り組み

は継続が極めて重要と思います。今後とも引き

続き取り組んでいくものと理解をしています

が、総合政策部長いかがでしょうか。

性的マイノリ○総合政策部長（日隈俊郎君）

ティーの方々への差別や偏見を解消していくた

めには、性の多様性について理解を深めるため

の啓発活動が大変重要であると考えておりま

す。

したがいまして、県庁舎のレインボーライト

アップにつきましては、人権啓発活動の一環と

して、来年度も継続して取り組んでまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。こ○渡辺 創議員

の取り組みは、３月に知事と当事者団体の方々

が意見交換した際に提案があったと理解をして

います。知事はどのような印象を持たれたで

しょうか。

県庁舎を、さまざまな○知事（河野俊嗣君）

そのときの政策課題、テーマに沿ってライト

アップするというのは、例えばピンクリボン運

動、それからドメスティック・バイオレンス、

エイズ防止、そのようなテーマごとに行ってい

るところでありますが、今回のレインボーライ

トアップにつきましては、性の多様性というも

のにつきまして、県民に広く理解していただく

ため、その啓発の効果的な手段であると考え、

当事者の御意見も伺いながら実施した取り組み

であります。

ライトアップの期間中は、当事者団体の方々

も多数お見えになったと伺っております。当事

者の皆様のお気持ちを受けとめ、そして、それ

に寄り添うことができたのではないかと考えて
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おります。

今後とも、性的マイノリティーの問題を初

め、さまざまな人権の問題がありますが、当事

者の御意見等も伺いながら、県民の理解促進に

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。期○渡辺 創議員

間中は、担当課の皆さんが夜間にもかかわら

ず、資料を配布されたりと大変な努力をしてい

らっしゃるのを目にしました。心から敬意を表

したいと思います。

次に、県有体育施設の整備について伺ってい

きます。今議会で木花の県総合運動公園内にウ

エートトレーニング施設を新設するための補正

予算が これは準備にかかるということだと―

思いますが 310万円計上されています。最終―

的に、整備には数千万円規模の予算が必要なよ

うですが、この施設の目的と最終的な整備時期

について、商工観光労働部長にお伺いします。

現在、県○商工観光労働部長（井手義哉君）

総合運動公園には、武道館の中に広く県民を対

象としたウエートトレーニング場がございます

が、Ｊリーグや陸上、スピードスケートの日本

代表など国内外のトップアスリートから、さら

なる機能強化を望む声が多数寄せられており、

また、来年10月にはドイツ陸上連盟の合宿も予

定されております。

このため、トップアスリートのトレーニング

環境の向上を目指し、来年度上半期までに第１

陸上競技場の隣接地にウエートトレーニング場

を整備すべく、今回、同施設の設計に係る補正

予算を計上させていただいたところでありま

す。

わかりました。国体に向けた○渡辺 創議員

陸上競技場の整備は、さまざまな意見が現在も

あるようですけれども、都城市山之口町で進む

ことになりました。この機会に、今後の県総合

運動公園の扱いについて認識を整理しておきた

いと思います。

現在の県総合運動公園は、今年度予算や今回

の補正予算案でも新施設の整備が盛り込まれて

いるわけですから、キャンプ地等として重要な

役割を持ち続けるということだろうと想像しま

すが、例えば陸上競技場は、今後も正式な大会

等を開催できる競技場としての機能を持ち続け

るのか。そのあたりも含めて、これからの位置

づけを知事にお伺いします。

県の総合運動公園につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、スポーツを初め、県民に広く親し

まれている施設でありまして、昭和54年の第１

回国体のいわばレガシーとして、本県スポーツ

振興の、また「スポーツランドみやざき」の中

核となる重要な施設であると考えております。

一方で老朽化が進み、最新の競技の基準を満

たさない、そのような課題もあります。さらに

は、本県は、南海トラフ地震の可能性も高いと

指摘されているところでもありますので、例え

ば長期間にわたるような大規模な大会、また最

新の施設基準が求められる大会におきまして

は、都城市に整備する新たな県陸上競技場での

開催を検討していく必要があると考えておりま

す。

その一方で、県陸上競技場を含む県総合運動

公園につきましては、2020年東京オリンピック

・パラリンピックの事前合宿を初め、競技力向

上に向けた練習や各種大会の開催など、さまざ

まな利用が見込まれますことから、今後とも、

活用を図っていく方向で、津波避難対策や必要

な改修等について検討を進めてまいりたいと考

えております。

続けて、県体育館の取り扱い○渡辺 創議員
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についてお伺いします。これまでにも複数回に

わたって県の基本的な考え方をただしています

けれども、改めて、県体育館は今後どのように

扱っていくのか、総合政策部長にお伺いしま

す。

現在の県体育○総合政策部長（日隈俊郎君）

館でございますけれども、例えば、国体に向け

た練習会場としてなど、さまざまな利用が想定

されますことから、当面は存続させることとし

ております。

今後、新たな体育館の整備状況等を踏まえな

がら、その取り扱いについては整理してまいり

たいと考えております。

宮崎市がアリーナの整備計画○渡辺 創議員

を進めています。大変驚きましたが、宮崎市議

会の定例議会一般質問への答弁で、宮崎市の戸

敷市長は、候補予定地として具体的に４カ所を

挙げ、宮崎市の市有地、国有地に加え、現在の

県体育館用地を候補地として答弁されていまし

たが、宮崎市からは、県に対し具体的な打診が

あっているのでしょうか。総合政策部長に伺い

ます。

宮崎市のア○総合政策部長（日隈俊郎君）

リーナ構想につきましては、８月上旬に、宮崎

市の戸敷市長が知事を訪問されまして、宮崎市

としては、宮崎駅東エリアの市有地、県有地、

国有地など、さまざまな可能性を探るため、県

体育館敷地も含めて検討していきたい旨のお話

があったところであります。

その際、県からは、現在の県体育館は当面は

活用することとしている旨をお伝えしたところ

であります。

今の御答弁によれば、県体育○渡辺 創議員

館は2026年の国体の利用も含めた活用方針であ

るということを市長にお伝えになったというこ

とだと思います。

宮崎市のアリーナ構想は、これまでに宮崎市

長が議会等で発言されていることに基づけば、

今年度に基本構想を策定し、2019年度中に基本

設計という計画です。計画が順調に進むという

前提で素直に考えれば、その後の進み方という

のは、恐らく2020年あたりで実施設計がなされ

て、選挙の公約であったことを考えると、市長

の任期中である2021年度あたりには具体的な整

備を始めるというのが、一般的に予測されるス

ケジュール感ではないかと考えます。

少なくとも2026年まで活用するというのが今

の県の基本方針と考えると、どう考えてもスケ

ジュール感がそぐわないという印象を持たざる

を得ません。この状況の中で、県としては少な

くとも2026年まで活用という考えを伝えている

のに、４つに絞られた候補地として挙がってく

ることは、私はどうしても違和感があるところ

なんですけれども。

そこで、改めて確認をしますが、宮崎市が今

回、アリーナ構想の候補地として県体育館用地

を挙げたことを、県としてはどのように受けと

めているのか、総合政策部長に伺います。

宮崎市のア○総合政策部長（日隈俊郎君）

リーナ構想につきましては、今回、４カ所の候

補地を挙げられておりまして、今後、宮崎市に

おいて、さまざまな検討が進められていくもの

と考えております。

県としましては、現在の県体育館は、先ほど

も答弁いたしましたが、当面は存続することと

しておりますことから、当該敷地の活用には課

題もあると考えております。

今後、宮崎市から具体的な相談等があれば、

県としてどのようにかかわっていけるのか検討

していくことになるものと考えております。
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済みません。１点確認です○渡辺 創議員

が、今、知事のもとに市長が来られてお話をさ

れた。その後、今の御答弁でいえば、具体的な

相談があれば、県としてもかかわっていけるか

どうか考えていきたいということでしたけれど

も、現時点で県と宮崎市の間で県体育館用地の

活用について、例えば担当課とか、そういう事

務的なレベルで、何らか具体的な協議や相談が

スタートしているのか否かという意味ではいか

がでしょうか。総合政策部長に伺います。

市長がみずか○総合政策部長（日隈俊郎君）

ら知事に伝えるべきお考えがあったものと思わ

れますけれども、当日、市長が事務方を同伴さ

れ知事を訪問されたのですが、県体育館敷地も

含めて検討していきたい旨のお話しがあったと

ころであります。その際には私も同席しており

ましたが、それ以外には特になかったところで

ございます。

わかりました。ありがとうご○渡辺 創議員

ざいました。私はどうしても、この県体育館用

地をめぐるやりとりがすっきりしないところが

あります。市議会での答弁によると、市の候補

地調査の委託事業というのは、ことしの９月中

旬にはスタートし、来年２月までには調査結果

をまとめるというスケジュール感のようです。

しかし、現時点では担当課レベルで具体的な

やりとりを十分にしていることは、今の御答弁

でもないとのことのようです。さらに、県体育

館用地が遊休地ならともかく、県が現在も、か

つ少なくとも８年後も利用すると言っている場

所です。そこを、具体的な協議もせずに、いき

なり候補地として挙げるというのは、通常、自

治体と自治体の関係性の中であることなのか

と、ちょっとはてなマークがつくところであり

ます。

県も、今まで新しい県有体育施設の立地場所

を選定する過程で、幾つかの市町村の所有地を

候補地として挙げてきたことはありましたけれ

ども、今回の県と市のやりとり程度で、議会に

対してここが候補地ですと公表するようなやり

方はされていないのではないかと信じていると

ころであります。

この件は、宮崎市の話ですので、あえて答弁

は求めません。ただ、もし仮に今後、宮崎市と

の協議が調って、県が県体育館の活用方針を改

めて、宮崎市に売却なり譲渡の方針を固めると

いうようなことがあれば、当然、議案としても

上程をされるはずですし、我々議会も、それが

妥当な判断なのかを議論しなければならない立

場になるわけです。そのあたりを踏まえて、現

段階から宮崎市とのやりとりについて、できる

だけきちんと情報開示をしていくという姿勢は

必要だろうと思いますので、そのことを指摘さ

せていただいて、テーマを変えたいと思いま

す。

続いて、いよいよ来年は全国高校総体が南九

州で開催されます。2004年から高校総体はブ

ロック別での開催が主流となってきています

が、宮崎県での開催は1992年の宮崎総体以来と

いうことになります。宮崎総体の際に私は中学

３年生でしたが、部活動の仲間と日向市に泊ま

り込みでバスケットボール競技を見に行ったの

をよく覚えています。たしか「夢きらめいて宮

崎の空の下」というスローガンだったと思いま

す。

話を本題に戻しますが、来年の南部九州高校

総体では、県内の５市１町でバレーボールやテ

ニス、ソフトボールなど９種目が開催されま

す。いよいよ１年を切り、準備も本格化してい

ると思われますが、開催に向けての準備状況を
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教育長にお伺いします。

本県では、南部九州○教育長（四本 孝君）

高校総体の来年度の開催に向けまして、ことし

４月に、関係機関や団体で構成します「宮崎県

実行委員会」を設立し、大会の基本構想や事業

計画等を策定するとともに、５つの専門委員会

を設置して、競技全般や広報、高校生の活動等

にかかわる準備を進めているところでありま

す。

また、大会を開催する各自治体におきまして

も、それぞれ実行委員会を設立し、競技運営計

画や輸送計画、危機管理対策などの準備を進め

ていただいているところであります。

今後とも、各自治体の実行委員会や関係団

体、南部九州各県と十分に連携しながら準備を

進め、大会の成功へ向けて万全を期してまいり

ます。

８月６日に会派で、愛知県開○渡辺 創議員

催の東海高校総体男女バスケットボール会場を

視察しました。

男女ともに、決勝進出をかけたベスト４同士

の熱戦が繰り広げられていました。競技の水準

の高さにも感心しましたが、もう一つ目を引い

たのは、地元高校生が積極的に大会運営にかか

わっていることでした。試合進行を管理するオ

フィシャルテーブルや、プレーが中断した時間

にモップがけで機敏に動く補助員、そのほかに

も、会場案内やスポンサードリンクの提供な

ど、会場の至るところで笑顔の高校生が一所懸

命に活動しているというのがとても印象的でし

た。まさにこの舞台で輝く高校生というのは、

全国大会に出場を果たした選手というだけでは

なくて、支える側の高校生もそうなんだという

ことを実感したところでありました。

来年の南部九州高校総体は、本県の高校生に

とっても貴重な体験となり、たくさんの関係者

が力を合わせて大きなイベントをつくり上げて

いくという経験をすることができる貴重な機会

だと思いますが、大会に向けて高校生はどのよ

うなかかわりを持ち、また県教委としては、そ

の教育的な効果をどのように考えているのか、

教育長にお伺いします。

本県での全国高校総○教育長（四本 孝君）

体の開催は、県内の高校生が、全国トップレベ

ルの競技を間近に見ることができるだけでな

く、大会運営などにかかわることができる貴重

な機会と考えております。

そこで、県内の各学校の生徒で構成する「高

校生活動推進委員会」を設置し、ＰＲ活動や

「おもてなし」について、高校生ならではのア

イデアを取り入れながら進めているところであ

りまして、この夏休みにも、宮崎市や都城市の

イベントに参加して、多くの方に大会開催のＰ

Ｒをしたところであります。そのほか、大会期

間中には多くの高校生が、競技や運営の補助員

として大会を支えることになります。

このような、自主的な活動や県外の選手・役

員などとの交流を通して、豊かな人間関係を築

き、心身ともに健全な青少年の育成が図られる

ものと考えております。

ことし100回目を迎えた夏の全○渡辺 創議員

国高校野球のＰＲ動画、朝日新聞が作成したも

のが大変話題になりました。ダンス部の高校生

たちが、スタンドと一体となって甲子園球場で

踊るという内容のものですが、その動画の最後

は、「栄冠は、全ての高校生に。」とのテロッ

プで締めくくられていました。こういう発想が

極めて大切なんだなということを高校総体を眺

めながら思ったところです。来年の南部九州高

校総体にかかわる宮崎の全ての高校生が輝き、
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彼らの高校生活の貴重な思い出の１ページにな

る、そういう大会にぜひ、していただきたい、

そういうことを期待したいと思います。

引き続き、子供たちにかかわるテーマでお伺

いしていきます。今度は小学生、中学生の通学

時の荷物の現状についてです。このテーマにつ

いては、昨年の11月議会で日髙陽一議員も取り

上げていらっしゃいます。学習内容の変化等に

より、子供たちが通学する際のかばん、つまり

は教材や荷物が重過ぎるとの指摘です。文部科

学省も９月に入り、改善を考えるべきとの方針

を示したようですが、教育委員会は現状につい

てどのような認識をお持ちでしょうか。教育長

に伺います。

近年、教科書は、学○教育長（四本 孝君）

習内容がふえたことに伴い、ページ数が増加し

サイズも大きくなるなど、以前と比べ重くなっ

ている状況にあります。

実際に教科書の重さを、平成17年度に使用し

ていたものと現在使用しているものとを比較い

たしますと、例えば国語の教科書では、小学校

１年生約30％、中学校１年生約50％の増、ま

た、算数・数学の教科書では、小学校１年生

約40％、中学校１年生約25％の増となっており

ました。

教科書などの学用品を入れた通学用かばんが

重くなっている傾向にあることは、子供の体格

や通学距離によっては過度な負担となることも

想定され、子供の健康や事故防止等の観点か

ら、検討すべき課題であると認識をしておりま

す。

国語が小１で30％、中１で50○渡辺 創議員

％、算数・数学が小１で40％、中１で25％。具

体的にイメージできたところですし、私は、県

教委がこういうことをちゃんとはかって調べて

いるということにもちょっと感心をしたところ

です。実際に教材自体が重くなったということ

がよくわかりました。

私は毎朝、自宅近くの公民館前で子供たちの

登校の見守り活動をしていますが、小学生も大

変ですが、より深刻なのは中学生という印象を

受けます。中学生は、それぞれ成長段階によっ

て体格差もかなりのものがあります。中には、

リュックサック型のかばんに背中を引っ張られ

るようにして毎日通学している小柄な生徒さん

も見かけるところです。この数日間、朝、通る

中学生に「かばん重いですか」と聞いてみまし

たが、重たくないと言った生徒は１人もおりま

せんでした。

実はきのうの朝、私の中１の娘のかばんの重

さを実際にはかってみましたけれども、通学か

ばんが5.9キロ、スポーツバッグのような補助

バッグが2.5キロでした。話を聞いてみると、運

動会の直前なので、時間割に運動会の練習が

入っているので、通常よりは教材が少ないし、

一部の教科においては、学校に教材を置いて

いってもいいという指導があっているというこ

とですので、いつもよりは軽いということでし

たが、それでも結構な負担という感じはしまし

た。

県教委ではことし２月に、通学用のかばんに

ついての実態調査を行ったということですが、

どのような結果であったのか、教育長にお伺い

します。

県教育委員会が、こ○教育長（四本 孝君）

とし２月に実施をしました調査では、保護者や

地域の方々から、教科書などの学用品を入れた

通学用かばんが重いことに対する対応を求める

要望があったと回答した学校の割合は、小学校

約６％、中学校約45％でありました。
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また、児童生徒が、通学用かばんの重さが原

因と思われる肩こりや腰痛等により、保健室を

利用したことが一度でもあると回答した学校の

割合は、小学校約２％、中学校約９％であり、

わずかではありますが、通学用かばんの重さに

よる体調への影響が見られる事例もございま

す。

今の御答弁でも、中学生のほ○渡辺 創議員

うが負担感は大きいというのはわかったところ

です。既に県教委としては改善の検討をすべき

という立場であるというのは理解をしています

が、国の動向もはっきりしたわけですので、そ

のことも踏まえ、今後どのように対応していか

れるのか、教育長にお伺いします。

通学用かばんの重さ○教育長（四本 孝君）

に対する調査の結果等を踏まえまして、県教育

委員会といたしましては、例えば、教科書など

の学用品を毎日持ち帰らせるのではなく、学校

に置いてよい物を決めたり、学用品が多くなら

ないよう時間割に配慮したりするなど、学校で

の対応を求める通知文を出すとともに、公立校

長会におきましても周知を図ってきたところで

あります。

また、先日の文部科学省からの通知では、学

期始め、学期末等に、教材や学用品等を持ち帰

る際の配慮事項や、年度当初に、学校に置いて

もよいもののリストを配付して、子供や保護者

に知らせるなどの工夫例も新たに示されており

ます。

県教育委員会といたしましては、その内容を

周知し、各学校で適切な対応が図られるよう努

めてまいります。

ありがとうございました。重○渡辺 創議員

いかばんを持って頑張るということも、子供た

ちにとって必要な経験という面がなくはない気

もしなくはありませんけれども、やはり、その

負担感というのは個人差がかなりありますし、

事故の懸念というものも、成長への影響という

のもありますので、教育委員会のほうでは、引

き続き御配慮をお願いしたいと思います。

テーマを変えます。県の交通ネットワークに

関すること、２つのテーマに分けてお伺いをい

たします。

まず、国際定期便の路線についてです。2015

年３月に運航が始まった香港航空による宮崎―

香港線が10月28日に運休することが決まりまし

た。このところ、県のグローバル戦略は順調に

進んでいるという印象を持っていましたので、

大変残念に思いますし、その思いは、知事を初

め執行部の皆様も共有しているところだろうと

思います。昨日の濵砂議員の代表質問でも扱わ

れたテーマではありますが、確認の意味も込め

て、運休に至った経緯について改めて総合政策

部長にお伺いします。

香港線につき○総合政策部長（日隈俊郎君）

ましては、平成27年３月就航以来、インバウン

ドを中心に約８万5,000人の方が利用されており

まして、本県が香港との経済、観光、文化など

さまざまな交流を拡大する上で、大きな役割を

果たしてきていると考えております。

昨日も答弁いたしましたが、今回の運休につ

きましては、航路の安定化を目的とした県から

香港航空への支援が平成29年度末で終了するこ

とから、本年１月に会社側より、年額数億円も

の支援要求があり、県では路線維持のため交渉

を積み重ね、要求額を一定程度引き下げること

はできたところでございますけれども、最終的

に提示された要求額は、ソウル線や台北線の数

倍に及ぶ額でございました。

県としましては、香港線だけを優遇して支援
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することは、他路線を運航する航空会社との間

に不公平感を生じ、他の路線の維持に支障を及

ぼす可能性もあることに加え、本県の財政状況

の中で、継続して高額な支援金を拠出すること

は困難と考え、さらなる引き下げに向けて交渉

を進めていたところでございますが、会社側か

ら打ち切りの通知がございまして、運休に至っ

たものであります。

香港には、県の現地事務所も○渡辺 創議員

開設しております。また、県の東アジア戦略・

グローバル戦略においても重要な拠点との認識

を持ってきましたが、今回の路線休止が戦略に

及ぼす影響はないのか、商工観光労働部長にお

伺いします。

県では、○商工観光労働部長（井手義哉君）

みやざきグローバル戦略に基づき、県産品の輸

出拡大や海外からの観光誘客など、さまざまな

取り組みを展開しております。

その中で香港は、県産農産物の最大の輸出先

でありまして、本県を訪れる海外からの観光客

も、韓国に次いで２番目に多いなど、本県に

とって最も重要な市場の一つでございます。

今般の運休により、観光等への影響が懸念さ

れるところでありますが、アジア市場の玄関口

としての香港の戦略上の位置づけは変わらない

ものと考えております。

県といたしましては、引き続き関係機関・団

体等と連携しながら、本県の情報発信や販路開

拓、ネットワークの強化など、戦略の着実な推

進を図り、香港とのさらなる経済交流の拡大に

つなげてまいりたいと考えております。

香港航空は、宮崎線の運休に○渡辺 創議員

合わせて、現在週５往復の鹿児島線を７往復に

し、鹿児島―香港はデイリー運航になるという

ことのようでありますが、南九州の玄関口を完

全に鹿児島にシフトしているとも受け取れる対

応です。香港路線の休止が県内観光に与える影

響についてどのように考えているか、商工観光

労働部長に伺います。

香港線の○商工観光労働部長（井手義哉君）

利用者は、約９割が外国人旅行者であることか

ら、今回の運休により、本県を訪問する観光客

の減少や、情報発信力の低下が懸念されるとこ

ろであります。

このため８月末に、担当課とみやざき観光コ

ンベンション協会で香港を訪問し、本県向けの

ツアー商品を造成・販売しています大手旅行社

３社に対し、これまで同様ツアーを継続してい

ただくよう、お願いしたところであります。

さらに、旅行会社に対するツアー商品造成の

支援や、個人旅行者をターゲットとした現地イ

ベントへの出展、さらには鹿児島など他県空港

から本県に誘客するための仕組みづくりなどに

取り組み、運休の影響を最小限にとどめてまい

りたいと考えております。

今までの御答弁で、経緯や今○渡辺 創議員

後予想される影響等についてはある程度理解で

きたところです。私は、今回の県の判断につい

ては極めて妥当な判断であったと思っていると

ころです。そう思う上で、今回の路線休止に当

たって一つ確認をしておきたいことは、まず県

としては、当然路線の維持は重要だけれども、

行政としてできる支援というのには限界があ

る、そのことをきちんと考えた上で、その環境

の中で主体的に今回の判断をしたのかどうかと

いうことです。つまり、「なぜこんなことに

なってしまったんだろうか」というような状況

ではなくて、「財政的な支援をしなければ路線

運休になったとしても、それはやむなし」とい

う判断を知事がきちんとなさった結果としての
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今回の結果だと理解をしようと思っています

が、知事はそういうことでよろしいでしょう

か。

現在、「みやざきグ○知事（河野俊嗣君）

ローバル戦略」に基づきまして、海外との交流

拡大を目指す本県にとりまして、この香港線は

ソウル線及び台北線とともに大変重要な航空路

線であると認識をしております。

一方で、このたびの香港航空からの過大な支

援要求を受け入れることは、財政的な制約があ

ることに加えまして、他路線を運航する航空会

社との間に不公平感が生じ、本県の国際航空

ネットワークの安定的な維持に支障を及ぼす可

能性があることから、重要な航空路線であるこ

とを踏まえても、要求を受け入れることは困難

であると総合的に判断をしたところでありま

す。

今回の運休により、観光面を初め県内経済へ

の影響が懸念されますことから、既に他の航空

会社に対する誘致活動を行っておりますが、で

きる限り早期に直行便が復活するよう、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。また、昨日も外国人宿泊客数につい

ての御議論がございました。海外における本県

の認知度を高め、渡航先として強く求められる

ような、そういう努力も重要であると考えてお

ります。

わかりました。香港航空は残○渡辺 創議員

念なことでありましたけれども、宮崎―香港の

間には当然需要があるわけですし、宮崎県に

とっても大きな財産になるのであれば、キャセ

イとかキャセイドラゴンとか、そういう香港系

のエアラインなのか、それ以外にも選択肢があ

るのかちょっとわかりませんけれども、再度、

早期に路線開設ができるように頑張っていただ

きたいと思います。

次に、バスネットワークについてお伺いをい

たしますが、この分野については、関連質問と

して太田議員にバトンを渡したいと思いますの

で、議長のほうでお取り計らいのほど、よろし

くお願いいたします。

通告がありますので、関連質○ 原正三議長

問を許します。

なお、発言時間は主質問者の質問時間の範囲

内となります。太田清海議員。

それでは、１問だけ質問をさ○太田晴海議員

せていただきます。

質問の要旨は、延岡―宮崎間で運行されてい

た高速バス「ひむか」が、10月１日のダイヤ改

正で減便されるということを聞きました。

ダイヤ改正の主な変更点と減便の理由につい

て、総合政策部長にお伺いいたします。

高速バス「ひ○総合政策部長（日隈俊郎君）

むか」でございますが、東九州自動車道宮崎―

延岡間の開通を契機に、宮崎交通とＪＲ九州バ

スが共同で運行を開始したものであります。今

回のダイヤ改正によりまして、宮崎交通の単独

運行となり、１日の便数が５往復から３往復へ

と減便され、また、これに伴い、出発時間や停

車するバス停等の見直しが行われることになっ

ております。

減便の理由といたしましては、他の公共交通

機関との競合等から利用が低迷していること、

また、運行開始以来、路線収支の赤字が続いて

いることに加え、運転士の確保が困難になった

こと等によるものと伺っております。

なお、運行を継続する宮崎交通におきまして

は、10月以降、バス車内でのフリーＷｉ―Ｆｉ

の導入や、お得な回数券を発売するキャンペー

ンを実施するなど、利便性の向上を図ることに
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なっておりまして、県といたしましても、事業

者や関係自治体と連携し、利用促進に努めてま

いりたいと考えております。

答弁を聞いておりますと、１○太田晴海議員

点目は、この高速バス「ひむか」は、ＪＲ九州

バスが撤退するため、宮崎交通の単独運行に

なったということ。

２点目は、路線の赤字、運転手の確保が困難

であったため、往復５便であったものが３便と

なったようです。また、宮交さん自身も割安の

回数券を発行するなど、努力をされているとい

うことはわかりました。

感想を言いますと、後で理由は述べますけれ

ども、実にもったいない。公共交通機関とし

て、撤退しようとするＪＲ九州バスにはもう一

踏ん張りしてもらいたかったなと思っておりま

す。

「乗って残そう」という思いで、私は６月議

会のときにも申し上げたように、県議会に来る

ときにはこの高速バスを利用し、自宅に帰ると

きはＪＲ列車をというふうに乗り分け、切りか

えたばかりでありました。そういう思いから、

実にもったいないということではあります

が、10月１日から減便されるこの朝６時台のバ

ス、昨日は実は20名乗っておられました。私の

感覚では、次第にふえているのではないかとい

う感じを持ちまして、あとはＰＲの問題という

思いです。

それで、あと３つのことを訴えて終わりにし

たいと思います。

１点目、この朝６時台のバス。宮崎大学附属

病院に行くために乗っている人もいます。見て

いると、弱々しい御主人の通院のために、奥さ

んもかいがいしく付き添いをしておられる。車

に乗れず、早く病院に行きたい。バスが一番ア

クセスがいいからとして乗っている患者さんた

ちです。こういう人たちの思いをどうするの

か。

２点目、このような減便をする前に、本当な

ら利用者のアンケートをとったらいいと思いま

す。私も停留所で待っていると、いろいろな人

から「こうしたらいいのにね」と利用促進のた

めの建設的な意見もよく聞きます。

３点目、県立病院を含む延岡・日向あたりの

大きな病院と連携して、宮崎大学附属病院への

バス利用の促進をＰＲ、営業されたらよかった

のではないかな、もっとふえるのではないかな

と感じておりました。

この６時台の減便のバスの復活を、私は今後

も望みたいと思っております。これは地方創生

のためでもあると思うんですね。という思いを

述べさせていただいて、私の質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。

それでは、次に移りたいと思○渡辺 創議員

います。外山副議長や日高博之議員を初め、元

高校野球球児の方々もたくさん議場にいらっ

しゃるので、ちょっとはばかられますが、こと

しの高校野球は、夏の大会100回目ということも

あり、また心に残るドラマにもあふれ、近年ま

れに見る盛り上がりを見せました。その余韻冷

めやらぬうちに、宮崎で「ＢＦＡ Ｕ18アジア野

球選手権」が、９月３日から雨天順延で１日延

びて10日まで、宮崎市内のサンマリンスタジア

ムとアイビースタジアムで開催されました。ス

ポーツランドみやざきの価値を高める取り組み

になったと思いますが、今大会誘致の経緯を商

工観光労働部長にお伺いします。

県では、○商工観光労働部長（井手義哉君）

国際水準のスポーツの聖地みやざきへの進化を

目指し、市町村や関係団体と連携し、国際大会
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の誘致・開催に積極的に取り組んでいるところ

であります。

「ＢＦＡ Ｕ18アジア野球選手権大会」は、ア

ジアナンバーワンを目指し、18歳以下のアジア

各国・地域の代表選手が競う大会であり、特

に、お話にもありましたように、今回は第100回

全国高等学校野球選手権記念大会が注目を集

め、そこで活躍した選手が代表に選ばれること

が想定されておりました。このため、地元放送

局を中心に、県、宮崎市、関係団体が連携のも

と、アジア野球連盟等に対して誘致を行ってき

たところでございます。

こうした中、これまでの侍ジャパンやプロ野

球キャンプの受け入れ、各種大会の開催実績等

が評価された結果、本年２月に、本県での開催

が決定したところでございます。

特に開幕前の８月31日でした○渡辺 創議員

けれども、サンマリンスタジアムであった宮崎

県選抜チームとの壮行試合では、きら星のよう

な日本代表チームを相手に宮崎県選抜チームも

２対４と健闘し、出場した球児だけでなくて、

県内の数多くの高校野球関係者・球児にとって

も、自信につながる結果ではなかったかと思う

ところです。その点でも大きな意義のある大会

だったと思いますが、大会開催の効果につい

て、開幕戦で始球式も務められた河野知事にお

伺いします。

今大会、九州で初めて○知事（河野俊嗣君）

の開催となりました。７つの国と地域から、200

名を超える選手、スタッフが参加していただい

たわけであります。先ほど御議論がありました

香港も含めて、直行便が飛んでおります韓国、

台湾からも参加。これも意義あることだという

ふうに考えております。また今回、日本代表が

連覇を逃したことは大変残念に思っております

が、この夏の甲子園を熱く沸かせ、そして、こ

のドラフト候補とも目されるすばらしい選手の

皆さんが参加されたことにより注目が高まり、

８日間に及ぶ大会期間中と直前の壮行試合で、

県内外から述べ３万8,000人を超える観客が訪れ

るなど、大変盛り上がったところであります。

宿泊や飲食といった直接的な経済効果はもち

ろんのこと、大会の模様がテレビや新聞等で全

国に連日報道され、さらには参加各国のメディ

アも訪れるなど、情報発信効果も大変大きなも

のがありました。これに加えて、今御指摘があ

りましたように、県高校選抜との壮行試合に

は、県内各地から数多くの高校球児が参加し、

この年代トップクラスの日本代表の選手とプ

レーをした貴重な経験を得られたものと考えて

おります。これまで、侍ジャパンや多くのプロ

野球キャンプの受け入れに加えて、世界女子野

球でありますとか名球会の東西大会、６大学の

オールスター戦など数々の主要な大会を開催

し、野球というカテゴリーにおいて、本県が確

固たる地位を築いてきたのではないかと、改め

て手応えを感じているところであります。

今後とも、野球も含め、さまざまな国際大会

の誘致・開催に積極的に取り組み、国際水準の

スポーツの聖地みやざきへの進化へつなげてま

いりたいと考えております。

ありがとうございました。韓○渡辺 創議員

国、台湾に苦杯をなめた日本チームでしたが、

３位は獲得したということで、来年の世界大会

への出場権にはつながったということでありま

したので、一安心ということかと思います。宮

崎県としても、今回の大会の経験を、ぜひ今後

にさらに生かしていただきたいと思います。

次に、土呂久公害の教訓を次世代に引き継ぐ

事業についてお伺いします。
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土呂久公害とは、説明を必要としないとは思

いますが、高千穂町の標高400メートルから750

メートルという急峻な山肌を開いた集落にあっ

た旧土呂久鉱山で、農薬や毒薬の原料となる亜

ヒ酸が製造され、水や土壌の汚染によって、周

辺住民や鉱山労働者に慢性ヒ素中毒が広がった

公害です。地元の小学校教諭の研究報告から、

被害の告発、知事あっせん、裁判闘争、同時に

広がった支援運動、最高裁での和解。その後

も、その知見を生かして、バングラデシュなど

世界各地でヒ素汚染との戦いを続けるＮＧＯの

活動にもつながっていっています。

県は昨年度から、この土呂久公害の教訓を次

世代に引き継ぐために多面的な事業を展開して

いますが、これまでの取り組みをどう総括して

いるか、環境森林部長にお伺いします。

土呂久公害に○環境森林部長（甲斐正文君）

つきましては、県では、長年にわたり実施して

おります住民健康観察の膨大な検診データにつ

きまして、平成28年度から電子化やデータベー

ス化しているところであります。

また、平成29年度からは、「土呂久公害の教

訓を次世代に引き継ぐための環境教育推進事

業」において、土呂久公害を題材とした環境教

育用ＤＶＤの作成、講演会、図書館等でのパネ

ル展などを行っているところです。

これらの取り組みにより、受診者の疾病を早

期発見、早期治療するための体制強化が図られ

るとともに、土呂久公害の歴史等を次世代に引

き継ぐための足がかりができたところでありま

す。

さらに、高千穂町、医療関係者、大学等だけ

ではなく、認定患者の方々やＮＰＯ法人アジア

砒素ネットワークの方々からも協力を得て、相

互に連携する体制を構築できたと考えておりま

す。

失礼しました。私、先ほど昨○渡辺 創議員

年度からと言いましたが、一昨年度からという

ことで、大変失礼をいたしました。

８月26日には、被害の実態を最初に告発した

元小学校教諭が約30年ぶりに県の講演会でお話

をされるなど、関係者の思いと、行政の思い

が、長い時間をかけて次第に同じ方向に向かお

うとしているのかなという印象も持てないわけ

ではありません。

今後も、この教訓を将来に引き継ぐという視

点での事業展開が不可欠だと考えますが、今後

の展開について環境森林部長はどのようにお考

えでしょうか。

土呂久公害○環境森林部長（甲斐正文君）

は、問題提起からほぼ半世紀が経過し、認定患

者等も高齢化していることから、歴史の風化を

防ぎ、この教訓を次世代に継承することが必要

であると考えております。

このため県では、環境を大切にする意識を育

むため、ＤＶＤや小学生向け副読パンフレット

を活用した啓発活動を行うとともに、土呂久地

域の活性化につながるよう、地区住民と県内外

の大学生との交流を始めているところです。

また、認定患者の「私たちと同じ苦しみを繰

り返さないで」という思いに応えるため、検診

結果の大学への提供を通して、ヒ素汚染対策に

取り組んでいるアジア諸国への国際貢献に寄与

してまいりたいと考えております。

今後とも、この教訓を生かして、県民が安心

して生活できる環境を未来に残せるよう取り組

んでまいりたいと考えております。

先日、会派で新潟県を訪ね○渡辺 創議員

て、新潟水俣病に関する県立の資料館を視察し

てまいりました。開設時からの館長さんに丁寧
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に御対応をいただいて、住民・関係者それぞれ

が、一筋縄では整理し切れない心情を抱えてい

る中で、いかにして教訓を引き継いでいくため

の合意形成をしていくのかということ、その難

しさについても学んできたところです。まずは

地道な取り組みで、引き継ぐことの価値をみん

なで共有できるようになっていくところから始

まっていくのかなという印象を持ちましたの

で、県には今後も継続的な取り組みをお願いし

たいと思います。

次に、世界農業遺産、日本農業遺産について

お伺いします。

高千穂郷・椎葉山地域の世界農業遺産、ジア

スサイトの認定から間もなく３年となります。

５年間のアクションプランの折り返しの時期も

迎え、いろんな機関からの取り組み状況への

チェック等も迎える時期にあると思いますが、

これまでの取り組みの評価と今後の方向性を、

知事にお伺いしたいと思います。

世界農業遺産につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、「活かす」「育てる」「繋げる」とい

う３つの視点で、神楽等の伝統文化や農産物な

どの魅力発信に努めております。また、中・高

生を対象としました教育プログラム「ＧＩＡＨ

Ｓアカデミー」の開催や、九州の他の認定地域

と連携した「中学生サミット」など、将来、地

域を支える人材育成などにも取り組んでいると

ころであります。

これらの取り組みにより、例えば椎葉村の焼

き畑など注目度が高まり、より地域の活動も活

発化している、そのような例もあります。地域

の価値を再認識し、自信と誇りの醸成が図られ

ますとともに、世界農業遺産という世界ブラン

ドを背景としまして、農泊を初め、宿泊者数が

増加するなど、一定の効果が出てきていると考

えているところであります。

今後は、日本国内における認定地域との連携

も踏まえながら、国内外のさらなる認知度向上

に向けまして、地域の魅力発信に一層努めます

とともに、地域を周遊する旅行商品の開発や、

特産品等のブランド化など、地域がさらに輝

き、元気になれるような取り組みというもの

を、地元自治体と一体となって取り組んでまい

ります。

ＦＡＯの世界農業遺産とは別○渡辺 創議員

に、農水省が進める「日本農業遺産」というの

があると思います。県内の取り組み状況につい

て、農政水産部長にお伺いします。

本県におけ○農政水産部長（中田哲朗君）

る、日本農業遺産に向けた取り組みにつきまし

ては、冬の風物詩であります、宮崎市の「日本

一の干し大根と大根やぐら」、そして、400年前

から続く海の資源に配慮した、日南市の伝統的

な「カツオの一本釣り漁業」の２つの取り組み

が行われてきたところであります。

この２つの地域におきましては、地元協議会

を中心に、シンポジウムやＰＲイベント等によ

りまして、市民への機運醸成を図りながら、認

定に向け、地域一体となった取り組みが行われ

てきたところでありますが、残念ながら、両地

域とも２次審査に進むことはできなかったとこ

ろであります。

しかしながら、このような取り組みは、地域

のさまざまな価値が地域住民に認知され、地元

の伝統文化等を見直すよい機会になったと考え

ておりますので、県といたしましては、今後と

も、日本農業遺産への取り組みを積極的に支援

してまいりたいと考えております。

県内で取り組んでいた２カ所○渡辺 創議員

が２次審査に進めなかったというのは、ちょっ



- 92 -

平成30年９月12日(水)

と残念かなという思いがあります。もともと世

界農業遺産は、どちらかというと発展途上国を

対象にしたプログラムというか、中身になって

いるので、なかなか日本では厳しいというのが

あって、基本的な趣旨は一緒だけれども、国の

ほうで日本農業遺産をまずは目指して、その中

から、世界農業遺産という流れも考えている仕

組みだと理解をしています。そういう意味で

は、日本農業遺産も世界農業遺産も、自然の多

様性を大切にしながら、人間社会の開発と自然

環境の共存をなし遂げてきた人間の営みみたい

なものを評価する趣旨のものだと理解をしてい

ます。宮崎県にとってはいずれも、宮崎の多様

性であったり、多様性を生かした農業をしてい

るという価値を高めるという意味では、非常に

重要な取り組みかなと思いますので、今後、い

かにしてそういう観点で取り組んでいくのか、

農政水産部長にお伺いしたいと思います。

世界農業遺産○農政水産部長（中田哲朗君）

や日本農業遺産に認定されるということは、そ

の地域で営まれている農業や伝統文化などが、

将来に受け継がれるべき価値を持っていると認

められるということであると考えております。

このことは、地域住民の自信や誇りを創出す

るだけでなく、特産品のブランド化や観光誘客

などにつなげることで、農林水産業の振興、ひ

いては地域活性化に大きな効果があると考えて

おります。

このため、県としましては、今後とも、市町

村等が行う地域資源の掘り起こしや磨き上げな

ど、世界農業遺産等の取り組みを支援し、地域

の活性化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

今、御答弁にもありましたけ○渡辺 創議員

れども、価値の再確認というか、再認識という

か、自分たちが守ってきたものが、平凡なもの

ではなくて、それがとても大きな意義を持つも

のだというところを、まずは県民が確認できる

というところから、多分この取り組みは始まる

んだろうという気がしますので、また引き続き

よろしくお願いいたしたいと思います。

次に、住宅の耐震化についてお伺いします。

８月に、神戸市にある、阪神淡路大震災の際

の、被害を検証する防災センターを訪問しまし

た。そこでは、いろんな資料を見られるのと同

時に、被災者の方の講話等も伺うことができま

した。

かなり高齢者の男性の方でしたが、家は潰れ

たけれども、柱といろんな家具とのすき間で、

御夫婦が助かったという話を伺いました。それ

を聞きながら、改めて、耐震化を進めることが

命を守ることに直結するという意識を持ったと

ころです。そこでまず、本県の住宅の耐震化の

現状を県土整備部長にお伺いします。

「宮崎県建○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

築物耐震改修促進計画」では、平成32年度にお

ける県全体の住宅の耐震化率を90％まで高める

ことを目標としているところであります。

これに対し、平成26年度末時点の耐震化率

は、５年に一度の「住宅・土地統計調査」の結

果をもとに、約77％と推計しております。

目標達成には、建てかえによる耐震性の改善

を考慮しても、今なお数多くの住宅で、耐震化

の工事が必要であると考えております。

ありがとうございました。県○渡辺 創議員

は、木造住宅耐震化の補助事業を実施していま

すが、その補助事業の実績と課題を県土整備部

長にお伺いいたします。

国や市町村○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

と連携しております木造住宅耐震化の補助事業
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につきましては、平成17年度に耐震診断の補助

制度を創設して以降、平成24年度に耐震改修工

事に対する補助を、平成27年度には耐震改修設

計に対する補助を追加するなど、順次、制度拡

充を行ってきたところであります。

平成29年度までの主な補助事業の実績は、耐

震診断が1,472件、耐震改修工事が226件となっ

ております。

課題といたしましては、より一層多くの県民

の方々に、まずは耐震診断を行っていただく必

要があること、さらに、耐震診断を行い、改修

が必要と判定されたにもかかわらず、改修工事

に至っていない方々が多くおられることである

と考えております。

今の答弁の中にもありました○渡辺 創議員

けれども、耐震診断を受けるのが1,472件で、い

ろいろ勉強させていただくと、診断を受けたも

のは、ほぼ100％近く改修が必要ですという結果

が出るという話ですから、1,472を母数として、

改修されているのが226と考えると、15％ぐらい

しか実際の工事には至っていないというのが現

状かと思います。この部分に、大きな壁という

か、前に進めない段階があるというのが課題に

なっているんだと思いますが、この課題をどう

取り払って、改修工事につなげていくために、

県としてはどのような取り組みを行っているの

か、県土整備部長に伺います。

耐震診断を○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

行い、改修が必要と判定されたにもかかわら

ず、改修工事に至らない要因としましては、工

事に伴う生活面の制約や費用負担に対する不安

が考えられます。

このため、専門的知識を有する「木造住宅耐

震診断士」が無料で戸別訪問を行い、工事の進

め方などを説明するほか、経済的負担をより軽

減できるよう、低コストで簡便な改修工法を普

及するため、工事を行う工務店等を対象に講習

会を行っているところであります。

今後とも、このような取り組みに加え、市町

村や自治会、関係団体等に対する耐震化の協力

要請や意見交換を継続するほか、職員が各地に

出向いて、耐震化の必要性や補助事業を周知す

る出前講座を、「宮崎県防災士ネットワーク」

と連携して展開するなど、木造住宅の耐震化

を、より一層推進してまいりたいと考えており

ます。

今、いろいろ話を伺っている○渡辺 創議員

と、市町村から、事業規模は大体ことしはこの

ぐらいといって上がってきて、県は取りまとめ

て事業化するようですけれども、実際に実施さ

れている市町村の工事というのは、最初に考え

ている額よりも少なくて、枠が余っているとい

う言い方はちょっとおかしいかもしれません

が、そのような実態だと聞いていますので、そ

この利用促進が進むことも重要な要素かと思い

ますので、また引き続き御努力いただきたいと

思います。

それでは、防災関連でもう一つお伺いしたい

と思います。ことし３月に、県とＭＲＴ宮崎放

送がタイアップした減災プロジェクトというの

が展開されていました。テレビ局と県がタイ

アップして防災、減災の意識向上を図るという

のは珍しい取り組みかなと、少なくとも県内で

は珍しいものかなという印象を持ちましたが、

その狙いと効果について、危機管理統括監にお

伺いします。

３月の防災○危機管理統括監（田中保通君）

啓発事業は、東日本大震災を教訓としまして、

集中的に啓発活動を行うもので、特に、災害か

ら命を守るための「耐震化」「早期避難」「備
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蓄」の３つの減災行動について重点的に取り組

んでおります。

その具体的内容につきましては、例年、企画

コンペを行いまして、提案があった中から、よ

り啓発効果の高い企画を採用しております。

ことし３月のメディアとタイアップしました

啓発事業では、テレビ・ラジオのＣＭ、ポス

ターなどにアナウンサーを起用することで、親

しみやすさを演出し、県民に浸透することを狙

いといたしました。

また、ＣＭの放送回数をふやすとともに、特

別番組を放送することで、より多くの県民の目

に触れ、防災について考えていただく機会をつ

くることができたのではないかと考えておりま

す。

ふだんテレビでよく目にする○渡辺 創議員

というか、拝見するアナウンサーの方等がたく

さん登場して、県民に語りかけるような形でと

いうのは、かた苦しくない印象でもあります

し、そういう意味で、新しい印象のするキャン

ペーンだったと感じています。こういう取り組

みが、今後のいろんな浸透を考えると重要と

なってくるのかなという気がしておりますけれ

ども、今後、こういう狙いでの展開というのは

引き続き行われていくのか、危機管理統括監に

お伺いいたします。

県民が減災○危機管理統括監（田中保通君）

行動について理解を深め、実際の行動につなげ

ていただくためには、議員御指摘のとおり、余

りかた苦しくなく、そして自分のこととして

しっかりと受けとめていただける、そのような

啓発が必要であると考えております。

また、防災意識が余り高くないと言われる若

年層へ減災行動の重要性を伝えるためには、民

間のノウハウを活用しながら、テレビ、ラジオ

などの既存の媒体に加え、ＳＮＳを含めたさま

ざまな媒体を活用する必要があります。

防災は、とても身近で日常的なものであるこ

と、簡単に取り組めること、家族や友人、地域

の人々を助けることができる大切な取り組みで

あることなどを、わかりやすく、かつ、切実感

を持って伝えられるよう、啓発手法や内容の工

夫・改善に努めてまいりたいと考えておりま

す。

このキャンペーンの中でつく○渡辺 創議員

られたＣＭのような短い動画みたいなものは、

今も楠並木チャンネル等でも見られるように

―なっていて、上手に活用されているのかな

楠並木チャンネルを見る限りでは、アクセス数

―はそれほどない状況でありましたけれども

と思いました。

ただ、ちょっと残念に思ったのが、このキャ

ンペーンの取り組みの中で、１時間程度の特別

番組みたいなものをつくられているはずです。

それは、一度テレビでは放送されているわけで

すが、県費100％でつくった番組であるのに、そ

のとき一旦流されたら、その後は見る機会がな

い、二次利用の権限がこの番組については県の

方にない 肖像権の関係等々あったのかもし―

れませんが ということでした。いろんなス―

ポンサーの方々や相乗りの番組はともかくとし

て、100％県が支出している番組の二次利用につ

いては、もう少し意識を持たないと、県費を投

入していることの意義というのも出てくるかと

思います。

今まで広報戦略の中でも同じ趣旨のことは申

してきておりますので、危機管理局に聞くこと

とはちょっと違うかもしれませんので、改めて

広報戦略等とも話をしていきたいと思います

が、きょうは指摘にとどめたいと思っておりま
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す。

次に、特殊詐欺について警察本部長にお伺い

をいたします。

当初、オレオレ詐欺とか振り込め詐欺とか、

いろいろ言われることの多かったこの種の犯罪

は、1990年代の後半ぐらいから散見されるよう

になってきて、2000年代の前半に大きな広がり

を見せたかと思います。ちょっと調べてみる

と、警察庁がオレオレ詐欺と正式に命名したの

は2004年ということのようでありますが、その

ころから国民の間でも、その種の犯罪について

の認識が広がり始めたのだと思っています。名

称はさまざまな変遷をたどりましたが、今は特

殊詐欺という言い方になっていますけれども、

県内の状況と被害の傾向についてお伺いしたい

と思います。

特殊詐欺の過去○警察本部長（郷治知道君）

３年間の認知状況につきましては、全国平均が

認知件数約１万5,000件、被害額約428億円であ

りますが、本県におきましては、平均が認知件

数37件、被害額１億3,821万円であります。

また、本年８月末現在、認知件数13件、被害

額1,261万円で、昨年の同時期と比較して大幅に

減少しております。

本県における犯行手口としましては、被害額

が比較的大きくなる傾向のあるもののうち、架

空請求詐欺が平成27年と本年に多発しており、

また、オレオレ詐欺が昨年多発したものの、本

年は減少しております。

現金等の犯人に対する交付形態としまして

は、金融機関での振り込みが主となっておりま

す。

今伺った実態を考えると、よ○渡辺 創議員

く宮崎県は、全国の100分の１というような言わ

れ方をしますが、その水準よりも特殊詐欺につ

いての被害状況がずっと低いということのよう

であります。悪い人が都会にいて、例えば振り

込ませてとか、受け取りに来ても遠いというこ

となど、いろいろな要素もあるのかもしれませ

んが、宮崎県は全国に比べて被害が小さいとい

うことですけれども、高齢者で被害に遭った

方々にとっては、その後の生活の先行きや行く

末を大きく左右するような事件となっているわ

けでありますので、県警察としてどのような抑

止対策をとっているのか、警察本部長にお伺い

します。

警察では、巧妙○警察本部長（郷治知道君）

化する特殊詐欺から高齢者を守ることに重点を

置きまして、犯人からの電話をとらせないため

の対策、犯人にだまされないための対策、被害

を水際で阻止するための対策を推進しておりま

す。

具体的には、犯人からの電話をとらせない対

策としまして、自動録音機の貸し出しや優良防

犯電話の普及など、犯人にだまされない対策と

しまして、広報大使によるメディアを活用した

広報啓発、防犯メールやコールセンター事業な

どによる犯行手口や予兆電話の多発地域に関す

る広報啓発など、被害を水際で阻止するための

対策としまして、金融機関、宅配業者、コンビ

ニエンスストア等との連携などを行っておりま

す。

今後も引き続き、抑止と検挙の両面で対策を

講じてまいります。

ありがとうございました。引○渡辺 創議員

き続きの対策をよろしくお願いいたします。

質問としては最後のテーマとしたいと思いま

すが、18歳の投票権、始まって一定の時間がた

ちました。これまでに参議院選挙であるとか、

衆議院選挙とか、そういう形での投票の機会と
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いうのはあって、それに合わせて、例えば高校

生や若者向けにも、いろんな啓発であったりと

か主権者教育の機会が提供されてきたわけで

す。12月には知事選挙もありますが、来年の春

には統一地方選挙があります。例えば県である

とか、住んでいる市町村とか、国政選挙とは違

う観点で、住民、有権者にとって自分のかかわ

りがもっと深い自治体での選挙というのは初め

て今度経験するわけです。その意味では、今ま

でのオーソドックスな主権者教育や若年層への

選挙啓発だけではなくて、身近な自治体の選挙

であるということに力点を置いた啓発であった

り、教育というのも必要になってくるかと考え

るところです。現状として、そういう意識があ

るかないかも含めてわかりませんけれども、そ

ういう観点に立った上で、今現在どのように取

り組んでいるのか、または今後どう取り組んで

いくのかということを、教育長と選挙管理委員

長にお伺いしたいと思います。

県教育委員会といた○教育長（四本 孝君）

しましては、全ての県立学校において、主権者

教育の企画・立案を行う職員を推進リーダーに

任命し、年間指導計画の作成や指導の充実に向

けた研修会を行うなど、主権者教育の充実や投

票意欲の高揚に努めてまいっております。

18歳選挙権導入後、初めてとなる来年度の統

一地方選挙は、これからの地域の将来を担う高

校生にとって、身近な地域の課題を考え、自分

なりの基準で判断する絶好の機会であります。

選挙公報を活用した「ディベート」や「模擬

選挙」など、より実践的な活動を取り入れるな

どして、生徒の主権者意識の高揚に向け、各学

校が積極的に取り組むよう指導してまいりたい

と考えております。

選挙権年齢○選挙管理委員長（吉瀬和明君）

引き下げから初めての統一地方選挙を控えまし

て、若者の主権者意識の向上を図ることはます

ます重要だと考えております。県選挙管理委員

会といたしましては、市町村選挙管理委員会や

教育委員会など、関係機関と連携しまして、若

者による意見発表会「わけもんの主張」などの

啓発事業によりまして、若者の政治や選挙への

関心を深めるための主権者教育にも取り組んで

いるところでございます。

また、今年度は新たに、若者を対象とした

ワークショップ「ボーダーズゼミ」を開催しま

して、その中で「身近な課題への地方政治の関

わり方」を講義のカリキュラムに取り入れるな

ど、地方政治への意識向上にも取り組んでいる

ところでございます。

さらに、選挙に際しましては、学生を活用し

た大学構内での啓発やＳＮＳなどのメディアを

利用し、若者を対象とした啓発にも力を注いで

いく予定でございます。

これらの取り組みによって、若者が主権者と

して地域社会に参加する重要性を実感してもら

い、投票率の向上につなげてまいりたいと考え

ております。

代表質問でございましたの○渡辺 創議員

で、多岐にわたる質問をしてまいりましたが、

今回思いとして込めて共通しているのは、いろ

んな政策がきちんと県から情報公開、情報発信

がなされ、そして、県民からの検証に耐え得る

施策になっているのかということを大事に考え

ていかなければならないという思いで、代表質

問に臨ませていただきました。３期目への出馬

を表明されている河野知事には、ぜひその点を

御意識いただいて、今後歩んでいただきたいと

思います。

リゾート構想に関する当時の行政文書に現時
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点でアクセスできる状況にないというのは、非

常に残念で、極めて大きな県のプロジェクト

誰もが忘れているような話ではなく、歴史―

の１ページの話ではなく、まだ生々しい話のよ

うな気がしております にアクセスできない―

という状況は、やはり残念ではありましたけれ

ども、今後はこのような事態がないように、ぜ

ひ方策をポジティブに考えていただければいい

と思っております。

さらに、県体育館に関する宮崎市とのやりと

りに関しては、最後にちょっと余計なことを一

言申せば、先ほどの答弁の中で、８月上旬に戸

敷市長が知事を訪問されてお会いになったとい

うことになっています。けれども、新聞に掲載

されている８月前半の知事動静を確認いたしま

したが、知事と戸敷市長がお会いになったとい

う記録を発見することはできませんでした。私

なりにこの日かなと思う日の動静を見てみまし

たけれども、他市町村からの陳情や要望、それ

から各種団体からの要請は公表されていて明ら

かになっているのに、戸敷市長との面談は出て

いません。

知事動静というのは、国政における首相動静

と同じで、県のトップがどういう方々や団体と

会っているのかということ自体が住民にとって

は極めて重要な情報であるはずです。だからこ

そ、報道される価値があると思っています。県

のトップと県庁所在地の市長が県庁内で会うと

いうことに、隠さなければならないような理由

があるとは私は思いませんので、個人的には理

解に苦しむところです。

２期目の政策集の中で「積極的な情報公開」

をうたい、「歴史を風化させない責任ある県

政」をうたっていらっしゃる知事ですから、ど

うか今回の質問に込めた思いをお酌み取りいた

だき、３期目を目指す歩みを考えていただけれ

ばと思っております。若造が大変生意気なこと

を申し上げたかもしれませんが、代表質問とい

うことで御容赦いただき、質問の全てを終わり

たいと思います。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36分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 原正三議長

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎○新見昌安議員

県議団を代表し、通告に従い、順次代表質問を

行います。知事を初めとして、関係各部長、教

育長、警察本部長に答弁をお願いいたします。

初めに、イクボス宣言のその後について知事

に伺います。

そもそもイクボスとは、「男女ともに働きや

すい職場環境を整備するために」と、群馬県が

つくった造語であります。群馬県が示したイク

ボスの定義が、そのまま全国に広まっておりま

す。そして、イクボス宣言は、部下、職員が

ワーク・ライフ・バランスを保ちながら安心し

て子育てに取り組めるような環境をつくると、

「公に宣言する」ことであります。

イクボスという言葉をつくったのは群馬県で

すが、初めてイクボス宣言をしたのは、平成26

年11月、大阪府堺市の竹山修身市長、都道府県

知事として初めてイクボス宣言したのは、平

成27年１月、広島県の湯崎英彦知事でありまし

た。都道府県で見れば、今は全ての都道府県が
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宣言しており、イクボスプロジェクトを推進し

ているＮＰＯ法人「ファザーリング・ジャパ

ン」のホームページを見ると、多くの地方自治

体、企業がイクボス宣言をしております。働き

やすい職場環境はできつつあります。

しかし、男性も女性も、ともに働きやすい環

境をつくるには、職場における真の理解が大き

な鍵となります。上司が無理解であれば、その

周囲の理解も深まらない。ボスにイクボスとし

ての意識づけを図り、イクボス宣言をしっかり

と部下・職員に浸透させ、職場の雰囲気を変え

ていく。そのためにも、繰り返し繰り返し啓発

し続けることが大事だと考えます。そこでまず

は、イクボス宣言後の県庁内における具体的な

取り組みと、その効果をどのように認識されて

いるのか伺います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。イクボス宣言の取り組みとその効果につい

てであります。

この宣言は、結婚・出産・子育てなどに希望

が持てる、くらしの豊かさ日本一の「みやざ

き」の実現のため、県庁から意識を変えたいと

いう私の思いを示したものであります。

これまでの主な取り組みとしましては、女性

職員の子育てなどに関する相談窓口の設置や、

職員が働きやすい勤務を選択できる「育児のた

めの早出遅出勤務」の導入、また育児休業の取

得から職場復帰までの計画づくりの支援等を実

施するとともに、「子育て応援ハンドブック」

を活用して、これらの取り組みの周知に努めて

おります。

その結果、女性職員のみならず男性職員につ

きましても、子育て支援制度への理解が進み、

例えば男性の育児休業の取得率は、平成27年

に2.9％であったものが、昨年は8.5％に上昇す

るなど、変化の兆しがあらわれておりまして、

「仕事と家庭の両立」の意識が広く浸透しつつ

ある、と考えております。

今後とも、県庁が率先して子育て世代が働き

やすい職場づくりを推進することによりまし

て、庁内だけでなく、県全体における「仕事と

家庭の両立」の意識の定着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〕

ありがとうございました。引○新見昌安議員

き続き知事に伺います。

神奈川県では、毎年１月９日と、毎月19日を

イクボスデーと設定して、知事や幹部職員が定

期的にメッセージを発信するなど、一過性のも

のとならないような取り組みをしておりまし

て、大変有意義だと考えております。鳥取県で

も同様に、毎月19日を「イクボス・ファミボス

の日」と設定しているようであります。本県で

も何らかの形で継続性を持たせるような取り組

みをすべきじゃないかと考えるところでありま

すが、知事の見解を伺いたいと思います。

議員御指摘のとおり、○知事（河野俊嗣君）

イクボス宣言が一過性の取り組みとならないよ

う、継続性を持たせていくことは大変重要であ

ると考えております。

このため県では、私を初めとする幹部職員

が、毎週水曜日に庁内放送で定時退庁を呼びか

けております。一緒にイクボス宣言をした県内

各市町村長においても、職員の休暇取得促進や

各種の啓発事業の実施などに取り組んでいただ

いているところであります。

また、平成24年度から毎月19日を「育児の

日」として、官民一体となって、子供・子育て
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について考えてもらう取り組みも進めてまいり

ました。また、若手知事で構成をされます将来

世代応援知事同盟におきましては、特に、年間

の中でも11月19日を「いい育児の日」というこ

とで記念日登録されており、また、それに合わ

せて、さまざまな啓発に取り組んでいるところ

であります。

今後とも、企業等にも積極的に働きかけを行

うとともに、私自身も「イクボス」として、充

実した仕事と私生活も楽しみながら、本県で働

く全ての人にとって仕事と家庭が両立をし、心

豊かに子育てができるよう、この取り組みを広

めてまいりたいと考えております。

「まず隗より始めよ」「率先○新見昌安議員

垂範」、これからも知事が常に意識改革の先頭

に立って、性別を問わず、働きやすい職場づく

りを推し進めていただきたいと思います。要望

をしておきます。

ところで、昨年４月、県警察におきまして

も、当時の野口本部長以下幹部職員、全警察署

長57人がイクボス宣言をしております。毎年10

人前後の新しい署長が誕生するなど、入れかわ

りの激しい組織でありますが、イクボス宣言後

の県警察における取り組み状況とその効果につ

いて、警察本部長に伺います。

県警察では、幹○警察本部長（郷治知道君）

部職員の意識改革とリーダーシップのもと、

「仕事と家庭の両立」を図るため、昨年４月に

イクボス宣言を行い、その後、今年度当初の警

察署長会議におきまして、各署の取り組みにつ

いて情報共有するなど、意識改革を進めており

ます。

これまでの主な取り組みにつきましては、休

暇取得の促進を図っており、平成29年中の年次

休暇の平均取得日数は13.1日で、前年比２日以

上延びております。

また、職員の育児や介護等を支援するため、

緊急の対応等が少なく、計画的に業務を進めら

れることから、定時退庁等を比較的しやすい係

を「両立支援ポスト」に指定しまして、必要性

の高い職員を配置することなどに取り組んでお

りまして、引き続き、着実かつ積極的に進めて

まいります。

「両立支援ポスト」、初めて○新見昌安議員

聞いたところでありますが、何となく「閑職」

のイメージがありますけれども、あくまでも必

要があるときだけの配置、このようにとどめ

て、意欲の減退につながらないようにしていた

だきたいと思います。

次は、安全で安心な情報収集・活用について

何点か伺いたいと思います。

まずは、県庁ホームページのバリアフリー化

に関してであります。

高齢者や、色覚、視覚などに障がいのある人

が、自分に合った方法でホームページを利用で

きるように、行政としてホームページをバリア

フリー化することは、災害情報などを速やかに

伝える上でも大事であります。これは、ウエブ

アクセシビリティーと呼ばれる取り組みです

が、平成28年４月に施行された障害者差別解消

法においても、「ウエブアクセシビリティの向

上は、障がい者へのいわゆる「合理的な配慮」

に基づく環境整備を推進する上で重要」とされ

ております。

総務省は一昨年、ホームページのバリアフ

リー化に関する講習会を全国各地で開催し、

ホームページの閲覧のしやすさを、ＪＩＳ（日

本工業規格）の定めるウエブアクセシビリ

ティーの基準で最高レベルの「ＡＡＡ」の次に

当たる、「ＡＡ」を目標に整備するよう求めて
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おります。

そのような中、本県では、「宮崎県ホーム

ページウェブアクセシビリティ方針」を策定

し、来年３月31日までに適合レベルの「ＡＡ」

に準拠することを目標に取り組んでいるようで

あります。

以上を踏まえ、総合政策部長に伺いたいと思

います。要するに、ホームページウェブアクセ

シビリティ方針で目標としているレベルの「Ａ

Ａ」、これを達成することによって、利用者に

はどのような恩恵があるのか、わかりやすく示

していただきたいと思います。

お話にありま○総合政策部長（日隈俊郎君）

したように、本県では、ホームページのバリア

フリー化を進めるため、平成26年に「宮崎県

ホームページウェブアクセシビリティ方針」を

定め、県の公式ホームページについて、ＪＩＳ

規格に定めるＡＡ達成に向けた取り組みを進め

ているところであります。

ＡＡでは、例えば、文字をくっきりと見やす

くするために文字と背景の明暗をはっきりさせ

ることや、文字を200％まで拡大できることなど

が求められており、このレベルの達成により、

高齢者や障がい者などが、必要な情報をこれま

で以上にスムーズに得ることができるようにな

るものと考えております。

同じく同方針には「ＡＡＡ」○新見昌安議員

の達成基準にも一部準拠する旨、記載されてお

りますけれども、適合レベルの最高位である

「ＡＡＡ」の達成を目標にすることについては

どのように考えているのか、同じく総合政策部

長に伺います。

ＡＡＡの項目○総合政策部長（日隈俊郎君）

の中には、例えば、中学生レベルの読解力を超

える内容がある場合には、全ての項目について

別のページを用意し、理解できるように配慮し

なければならないなど、対応が難しい項目が多

く含まれておりますことから、国が定める「み

んなの公共サイト運用ガイドライン」におい

て、公的機関はＡＡの達成が目標とされている

ところであります。

このため、本県といたしましては、まず県の

公式ホームページについて、本年度末までにＡ

Ａを達成した上で、県の公式ホームページ以外

の県が管理するホームページについて、ＡＡ達

成に向けた取り組みを進めながら、ＡＡＡの項

目のうち可能なものについては対応していきた

いと考えております。

まずは、今年度末までの目標○新見昌安議員

としている県の公式ホームページの「ＡＡ」達

成に向けて、しっかり取り組んでいただきたい

と思います。

引き続きホームページに関して伺います。常

時暗号化についてであります。

サイバー攻撃対策を担う内閣サイバーセキュ

リティセンター（ＮＩＳＣ）は、本年７月25

日、「政府機関等の情報セキュリティ対策のた

めの統一基準（2018年度版）」を決定して、中

央省庁や地方自治体などの行政機関の全てのウ

エブサイトを常時暗号化するように義務づけて

おります。

「常時暗号化」というのは、ログインページ

など一部ではなく、サイト内の全てのページで

暗号化通信を使えるようにすることであり、や

りとりした情報が、インターネット通信の経路

の途中で外部に漏えいするのを防ぐのが目的で

あります。しかしながら、国、地方を問わず、

対応がおくれているようでありまして、一般財

団法人「日本情報経済社会推進協会」の調査に

よりますと、多くの自治体は、問い合わせ
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フォームなど一部のページの常時暗号化はして

いるものの、全ページを安全にする常時暗号化

は、７月14日時点で、中央省庁は50％、都道府

県は48.9％、市町村は37％にとどまっているよ

うであります。

最近は、空港やホテル、また飲食店などで、

誰でもＷｉ―Ｆｉに接続して通信をすることが

でき便利ではありますが、安全対策が施されて

いない無料Ｗｉ―Ｆｉに接続し、常時暗号化さ

れていないホームページを訪問したとき、個人

情報が盗まれるケースもあるようであります。

しかし、常時暗号化されたホームページへの訪

問であれば、通信が傍受されることはなく、そ

の意味からも大事な取り組みじゃないかと思い

ます。この常時暗号化されているか、されてい

ないかの見きわめは非常に簡単で、ＵＲＬが

「ｈｔｔｐ」で始まっているのが常時暗号化さ

れていないホームページ、暗号化されたものは

「ｈｔｔｐｓ」と、「安全」を意味する「ｓｅ

ｃｕｒｅ」の頭文字が加えられております。

以上を踏まえ、本県のホームページにおける

常時暗号化への対応状況と、今後どのように取

り組んでいくのか、同じく総合政策部長に伺い

ます。

ホームページ○総合政策部長（日隈俊郎君）

の利用により、利用者の個人情報などが盗み見

られることを防止するため、通信の暗号化が世

界的に進んでおりまして、本県においても必要

な対応を進めているところであります。

この結果、県の対応状況でございますが、公

式ホームページを含めて県が管理する135件の

ホームページのうち、約63％に当たります85件

が暗号化に対応済みとなっております。

今後も、県ホームページの社会的信用の向上

のため、未対応のホームページについて、順次

暗号化への対応を進めてまいりたいと考えてお

ります。

グーグルが提供しているブラ○新見昌安議員

ウザの「クローム」というのがありますが、こ

のクロームでは、「保護されていない通信」と

いう警告を、７月24日の更新版から出し始めて

おります。利用者がその警告を見て、にせもの

じゃないかと誤認する心配もありますので、対

策をスピードアップしていただきたいと要望し

ておきます。

次に、安全で安心な日常生活の確保につい

て、大きく２つの項目で伺います。

１つ目は、住宅用火災警報器に関してであり

ますが、まず危機管理統括監に２点伺いたいと

思います。

住宅用火災警報器については、平成16年の消

防法の改正によりまして、新築住宅については

平成18年６月１日から、既存の住宅についても

平成23年６月１日までに設置することが義務づ

けられております。これを受け私は、普及を推

進する観点から、平成20年２月、21年９月、23

年２月と質問したところでありました。住宅用

火災警報器の電池の寿命は約10年と言われてい

ます。電子部品の耐用年数も約10年と言ってい

るメーカーもございます。初期に設置したもの

は、数年後にはそのピークを迎えてまいりま

す。改めてこの設置の意味を確認する意味で、

質問に取り上げました。まずは、本県における

住宅用火災警報器の設置状況を確認しておきた

いと思います。

本県の住宅○危機管理統括監（田中保通君）

用火災警報器の設置状況につきましては、平

成30年６月１日現在で、設置率82.2％となって

おります。また、全国の設置率は、81.6％と

なっており、本県は0.6ポイント上回っておりま
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す。

21年９月、23年２月の議会質○新見昌安議員

問で確認したときには、本県の普及率は２回の

答弁とも全国のそれを大きく下回っていたこと

を考えれば、関係者の皆さんが普及に向け努力

されたのだと感謝をいたします。

２点目に、住宅用火災警報器の交換などの周

知広報と交換への働きかけはどのように行って

いるのか伺いたいと思います。

住宅用火災○危機管理統括監（田中保通君）

警報器につきましては、未設置住宅の設置率の

向上と、既に設置されているものが確実に作動

するよう保守していただくことが大変重要と考

えております。

このため県では、消防機関の協力を得まし

て、立入検査時の指導や、防災訓練、救命講習

等の機会を利用した、リーフレットの配布など

の啓発活動に取り組んでおります。また、消防

団や自治会、防災関係団体にも、住民の皆様へ

直接、働きかけをしていただいております。

今後とも、住宅用火災警報器の交換等を促進

するため、県の広報媒体やホームページで周知

を図りますとともに、関係機関と連携した取り

組みを継続してまいりたいと考えております。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

ところで、住宅用火災警報器の交換などに係

る悪質な訪問販売業者が今後ふえてくるのでは

ないかと危惧するところでありますが、消費者

行政の観点からどのように対応するのか、総合

政策部長に伺います。

消費生活セン○総合政策部長（日隈俊郎君）

ター等に寄せられた、住宅用火災警報器の悪質

な訪問販売等に関する相談件数は、平成27年度

以降、全国で174件、本県では０件となっており

ます。

しかしながら、議員御指摘のとおり、義務化

の際に設置された火災警報器の多くがこの数年

のうちに交換時期を迎え、悪質な訪問販売等の

被害の増加が懸念されます。

このため、県消費生活センターを中心に、市

町村と連携を図りながら、ホームページ等での

広報や、出前講座の実施などによる啓発、相談

に取り組むことにより、悪質な訪問販売等への

注意喚起を促してまいりたいと考えておりま

す。

悪質な訪問販売業者の跳梁は○新見昌安議員

許さない。これもしっかり取り組んでいただき

たいと思います。

過去の質問では、県営住宅への設置もお願い

したところでありました。当時の県土整備部長

からは、平成20年度から22年度までの３年間で

設置するとしていたところを、21年度中には設

置完了するという答弁をいただいたところであ

ります。県営住宅に設置されている住宅用火災

警報器の交換などについてはどのように対応し

ているのか、県土整備部長に伺います。

県営住宅の○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

住宅用火災警報器につきましては、解体予定

で、新たな入居者の募集をしていない空き住戸

等を除き、平成21年度までに順次整備を行った

ところであります。今後、各住戸に設置されて

いる火災警報器の多くが、交換の目安となる時

期を迎えますので、計画的な交換に努めてまい

りたいと考えております。

集合住宅で発生した火災は、○新見昌安議員

火元のみならず、他の入居者にも多大な被害を

もたらしてしまいます。交換台数も多いとは思

いますが、答弁にあるとおり、計画的に進めて

いただきたいと思います。
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２つ目は、街路樹に関してであります。

ちょっと前のこと、市民の方から、歩道に植

えてある街路樹が大きくなり過ぎて舗装が盛り

上がり、歩きづらい、何とかしてくれないかと

いう相談があって、現場に駆けつけました。

行ってみると市道の街路樹だったので、宮崎市

の道路維持課に対処してもらいましたが、この

相談を機に、街路樹を改めて観察してみると、

根元が盛り上がって、今回のケースのように、

歩道に影響を与えているもの、大きくなり過ぎ

て電線にまで達しているもの、さらには、不必

要なまでに街路樹の間隔が狭く、どういう基準

で設置されたのかと疑問が出てくるようなとこ

ろもあります。そこでまず、県内の道路で県が

管理している沿道の樹木について、植栽された

歴史的背景とその本数並びに整備方針につい

て、県土整備部長に伺います。

沿道への植○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

栽に関する歴史的背景としましては、宮崎交通

の初代社長、故岩切章太郎氏が、観光客の方々

に宮崎の沿道景観を楽しんでもらうため、昭

和12年ごろに日南海岸の堀切峠周辺に山桜や

フェニックスを植栽されたことから始まったと

伺っております。

その後、県におきましては、昭和34年から

「全県公園化構想」の取り組みを開始するとと

もに、昭和44年には、全国に先駆けて「沿道修

景美化条例」を制定し、本格的に道路への植栽

を進めてきたところであり、平成29年10月現

在、県が管理する沿道の樹木本数は約130万本と

なっております。

整備に当たりましては、故岩切氏の遺志を引

き継ぎ、沿道の歴史や文化、景観等を踏まえて

樹種等の選定を行い、道路利用者の方々に潤い

や安らぎを与える道路環境の創出と保全に努め

ているところであります。

街路樹は地域の景観に潤いを○新見昌安議員

もたらしてくれるものでありますけれども、植

栽から年月がたち、先ほど述べたように、高木

化や老木化している樹木も少なくありません。

国土交通省の国土技術政策総合研究所は平成28

年４月、地方自治体向けの技術解説書となる

「街路樹再生の手引き」を作成し、適切な維持

・管理のための調査方法や再生技術を示すな

ど、地方自治体の対応を促しております。植栽

された樹木の高木化や老木化の進行で生じる諸

問題に対してどのように取り組んでいるのか、

同じく県土木整備部長に伺います。

沿道に植栽○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

された樹木につきましては、沿道修景美化条例

の制定から約50年が経過し、高木化や老木化の

進行により、交通安全や景観上の支障となって

いるものも一部、見られるところであります。

このため、県におきましては、沿道修景を取

り巻く諸課題に対応するため、平成29年３月に

「沿道修景美化基本計画」を策定し、効率的で

めり張りのある植栽管理等の実現に取り組んで

いるところです。

具体的には、学識経験者、専門家及び地域の

方々等によるワーキンググループで検討を行

い、植栽している樹木の撤去や間引きなど、高

木化や老木化への対応も開始したところであり

ます。

今後とも、沿道空間における「美しい宮崎づ

くり」の推進に向け、道路植栽の適切な整備と

維持管理に努めてまいりたいと考えておりま

す。

県内の道路で県が管理してい○新見昌安議員

る沿道の樹木は、道路の附属物という位置づけ

で、樹木に関しての知識が不十分な担当者もお
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られるのではないかと思います。造園業者はも

ちろんですが、樹木の健康を診断し、治療する

知識や技能を持った専門家、いわゆる「樹木

医」も、管理する上で重要な存在になってくる

のではないかと思います。考えていただきたい

と要望しておきます。

次に、防災について何点か伺ってまいりま

す。

まずは、本年３月からスタートした「被災市

区町村応援職員確保システム」についてであり

ます。

このシステムは、被災自治体と支援自治体の

組み合わせを事前に決める「対口」支援方式な

どを取り入れ、被災地の一刻も早い生活再建を

目指すものであります。「対口」とは、中国語

でペアを組ませるという意味のようですけれど

も、災害発生時の自治体の応援は従来からあっ

た中で、今般、このようなシステムが創設され

ました。そこで、このシステムと従来の職員派

遣の仕組みにはどのような違いがあるのか、ま

た、新しいシステムによる効果をどのように認

識しているのか、危機管理統括監に伺います。

大規模災害○危機管理統括監（田中保通君）

が発生した場合、被災市区町村では、災害応急

業務が膨大に発生し、対応に当たる職員が不足

いたします。これに対しまして、従前は、全国

市長会、全国町村会等を通じて市町村職員の派

遣要請を行い、また別途、全国知事会等を通じ

て都道府県職員の派遣を要請しておりました。

新たなシステムでは、総務省や全国知事会な

ど関係団体が、被災地において現地調整会議を

設置しまして、被災市区町村を１対１で支援す

る都道府県・市区町村を決定し、その都道府県

等がみずから完結して被災市区町村の支援を行

うこととされました。

これによりまして、従来に比べて応援職員の

確保の迅速化が図られ、一日も早い生活再建に

つなげることができるものと考えております。

本年７月、甚大な被害をもた○新見昌安議員

らした西日本豪雨で、このシステムに基づいた

初めての支援が行われております。これからも

有効に機能することを期待したいと思います。

次に、ＤＨＥＡＴ（ディーヒート）について

伺います。

６月議会ではＤＣＡＴ（ディーキャット）

「災害派遣福祉チーム」の設置について伺いま

したが、今回はＤＨＥＡＴ（ディーヒート）

「災害時健康危機管理支援チーム」でありま

す。厚生労働省は今年度から、災害時に、後手

に回りがちな被災者の健康管理を手厚く支援す

るため、当該チームを立ち上げ、本格的に運用

を始めるようであります。都道府県や政令市単

位でのチーム発足を目指すとしていますが、本

県におけるＤＨＥＡＴの編成に向けた準備はど

のような状況か、福祉保健部長に伺います。

近年、国内○福祉保健部長（川野美奈子君）

では、大規模地震や台風による土砂災害など多

くの自然災害が発生し、各地に甚大な被害をも

たらしており、また今後、南海トラフ巨大地震

の発生も予測されることなどから、被災地にお

いて保健や衛生などの健康にかかわる危機管理

業務を支援するＤＨＥＡＴの編成は、急務であ

ると考えております。

このため、現在県では、平成28年度に国が開

始したＤＨＥＡＴの養成研修に、初年度から医

師や保健師等の職員を派遣し、チームの構成員

となり得る人材の育成に取り組んでいるところ

でございます。

今後とも引き続き、研修への派遣等により必

要な人材の育成に努めるとともに、ことし３月
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に国が示した要領等を踏まえ、被災地における

活動マニュアルの策定に取り組むなど、ＤＨＥ

ＡＴの編成に向けて体制整備を進めてまいりた

いと考えております。

このＤＨＥＡＴも、今回の西○新見昌安議員

日本豪雨で甚大な被害を受けた広島県、愛媛

県、岡山県へ初めて正式に派遣をされておりま

す。県においては、活動マニュアルの策定もス

ピードアップしていただき、実践的な研修等に

も取り組んでいただきたいと思います。

防災対策の最後になります。乳児用液体ミル

クについてであります。

厚生労働省は先月８日、乳児用液体ミルクの

製造・販売を可能とする規格基準を定めた改正

省令を施行したところであります。これによ

り、日本国内でもついに乳児用液体ミルクが解

禁となったわけであります。日本では、乳児用

粉ミルクは、食品衛生法に基づく「乳等省令」

で成分の規格が決められていますが、液体ミル

クの成分規格がなく、安全性を担保する基準が

なかったため、製造・販売ができない状況にあ

りました。しかし、乳児用液体ミルクは常温で

の保存が可。容器に吸口を装着すればすぐに飲

めます。粉ミルクと違い、お湯で溶かす必要も

なく、水や水を沸かす燃料の確保が難しい災害

時でも有効に活用することができ、実際、東日

本大震災や熊本地震では、フィンランドの液体

ミルクが救援物資として被災地に送られ、母親

たちから大変喜ばれたというふうに聞いており

ます。

東京都は本年６月、乳児用液体ミルクを災害

時に調達するため、流通大手と協定を結び、海

外メーカーから緊急輸入する体制を整えており

ましたが、７月の西日本豪雨では、この協定を

生かし、愛媛県や岡山県倉敷市に提供をしてお

ります。ただ、省令が改正され、製造・販売が

できるようになったとはいっても、製品の賞味

期限と同じ期間、試験をする必要があるので、

実際に店頭に並ぶのは来年の夏以降になりそう

ですが、いずれにしても災害備蓄に適している

のではないかと思うところであります。危機管

理統括監に見解を伺いたいと思います。

乳児用液体○危機管理統括監（田中保通君）

ミルクは、お話にありましたように、お湯に溶

かす必要がなく、そのまま飲める状態であるこ

とから、粉ミルクに比べまして、衛生的で手間

がかからず、水や燃料が不足する災害時には有

用であると考えております。

一方で、まだ液体ミルクの国内製造が始まっ

ておらず、今後の状況がどうなるかわかりませ

んが、一般的に、粉ミルクに比べ賞味期限が短

く、販売価格も高くなると言われております。

県の備蓄品は、更新や保管等を考えますと、

低コストで長期保存が可能なものが望ましいと

考えており、現時点では、備蓄品としては粉ミ

ルクの方が適しているのではないかと考えてお

ります。

なお、備蓄につきましては、県民に対し、最

低３日分、可能であれば１週間分の水や食料の

備蓄をお願いしているところでありますので、

乳児用液体ミルクが商品化された場合には、家

庭における備蓄品の一つとして紹介してまいり

たいと考えております。

乳児用液体ミルクについて○新見昌安議員

は、我が党の女性委員会が政府とも意見交換を

行い、国会質問でも早期解禁・普及を訴え続

け、結果、今回の対応につながったというふう

に思っております。確かに、今の答弁にありま

すように、粉ミルクに比べて割高で、価格が粉

ミルクの倍以上になると想定もされておりま
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す。少子化が進む中で、メーカーの採算がとれ

るのかという課題も指摘されております。だか

らこそ、一定の市場規模の確保や、価格の抑制

につなげるためにも、自治体が備蓄を進める意

味は大きいんじゃないかと思います。検討課題

の一つにしていただければと思います。

次は、福祉保健行政についてであります。福

祉保健部長に伺ってまいります。

まず、児童虐待に関して伺いたいと思いま

す。東京都目黒区で、両親に虐待されていた５

歳の女の子が死亡した悲しい事件を受け、国は

７月20日、児童虐待防止の強化に向けた緊急総

合対策を決定しております。この対策の柱は、

今回の事件で明らかになった課題に対処するた

めの緊急対策と、従来からの防止策を強化する

総合対策の２本であります。この対策の内容を

確認するために伺っていきたいと思います。

まず、児童相談所が虐待通告を受けて48時間

以内に子供と面会ができず、安全確認ができな

い場合には、立入調査を実施すること、その

際、必要に応じて警察に援助要請することを、

全国ルールとして改めて徹底することとなりま

すが、これまでの対応はどうされていたのか。

また、ルール化によりどのような効果があると

考えるか、あわせて伺いたいと思います。

本県ではこ○福祉保健部長（川野美奈子君）

れまで、虐待通告を受けて安全確認ができない

児童の家庭への立入調査につきまして、訪問調

査を繰り返し行っても面会することができず、

危険性が高いと判断されたケース等に実施して

きたところでございます。

今回の見直しにより、立入調査の速やかな実

施が義務化され、警察への援助要請を求めやす

くなったことから、これまで以上に児童の安全

確認をより早く確実に行うことができるものと

考えております。

次に、今回の事件では、児童○新見昌安議員

相談所間の連携不足が指摘されております。支

援を受けている家庭が転居した場合、児童相談

所間の情報共有を徹底するよう、引き継ぎルー

ルを明確にし、緊急性の高いケースは、双方の

職員が対面で引き継ぎを行うことを原則化して

おります。これについても、これまでの対応は

どうしていたのか伺います。また、ルール化に

より期待される効果をどのように認識している

のか、あわせて伺います。

児童相談所○福祉保健部長（川野美奈子君）

間の引き継ぎにつきましては、これまでは緊急

性の高いケースは、原則として、対面による引

き継ぎを行うものとされてはいたものの、遠隔

地に転居した場合などは、書面による引き継ぎ

も可能とされていたため、原則、本県でも同様

の対応を行っておりました。

今回の新しいルールでは、緊急性の高いケー

スは全て対面により行うこととされ、書面だけ

では伝えられない問題や危険性を含め、確実に

ケースを引き継ぐこととなりますので、より確

実に子供の安全確保が図られるものと考えてお

ります。

次に、児童虐待通報ダイヤル○新見昌安議員

「189（いちはやく）」について伺いたいと思い

ます。

厚生労働省は、子供の虐待の通報や相談を24

時間受け付ける全国共通ダイヤル「189」の通話

料を無料にする方針を固め、来年度予算概算要

求に盛り込んでおります。現在は、相談窓口に

つながるまでに電話が切れてしまうケースが多

いことから、着実に子供の安全確認や支援につ

なげられるようにするのが目的であります。

厚生労働省がことし５月の入電状況を調べた
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ところ、携帯電話からかかってきた7,673件のう

ち4,166件が、児童相談所に取り次ぐオペレー

ターにつながる前に切れていたそうでありま

す。通話料が発生することを伝える冒頭の音声

案内で切れたものは、3,454件に上っていたそう

であります。厚生労働省は、通話料が発生する

ために切ってしまう人がいる可能性があると見

て、無料にする方針を固めたようであります。

本県における189（いちはやく）の入電状況

と、無料化によりどのような効果が期待される

のか伺いたいと思います。

児童相談所○福祉保健部長（川野美奈子君）

全国共通ダイヤル、いわゆる189（いちはやく）

によりまして、本年４月から８月までの５カ月

間に、本県が受けた電話の件数は、合計179件で

したが、このうち、通話料金の発生を告げる音

声案内の途中等に電話を切られたものが134件

で、応答できたのが45件でした。

このことから、189（いちはやく）の通話料の

無料化が実現しますと、これまで相談に応じる

前に電話が切られていた多くのケースについて

も、内容を把握することが可能になると思われ

ます。

また、無料化が広く周知されますと、189（い

ちはやく）の利用がさらに促進されると思われ

ますので、児童虐待の未然防止と早期発見につ

ながることを期待しているものであります。

入電状況の調査の時期が異な○新見昌安議員

りますが、国と同様、本県においても途中で切

られたケースが多いという実態があるというこ

とが理解できました。通話料が無料になった暁

には、県におかれても、県民への周知にしっか

り取り組んでいただきますよう、お願いいたし

ます。

児童虐待に関して最後になりますが、児童虐

待を防止する上では、警察との情報共有を強化

することも大事であります。現在の情報共有は

どのように行われているのか伺いたいと思いま

す。

本県の児童○福祉保健部長（川野美奈子君）

相談所におきましては、昨年度締結しました警

察との連携協定に基づき、相互に連携が必要と

判断したケースについて情報共有を図ってきた

ところであります。

このような中、今回の国の緊急総合対策にお

いて、児童相談所と警察の情報共有の強化に取

り組むこととされ、具体的には、虐待による外

傷がある場合など、情報共有すべき事案の内容

が明確に示されたところであります。このこと

により、より迅速かつ広範に、警察との情報共

有が図られることが期待されるものでありま

す。

今後とも、警察との連携を進めることによ

り、児童虐待の未然防止と子供の安全確保に取

り組んでまいりたいと考えております。

総合対策では、児童相談所や○新見昌安議員

市町村の各相談体制の強化に向けて、新たな

「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を年

内に策定するということにしておりますが、そ

こでは、2017年４月１日現在で3,253人の児童福

祉司を、2022年度までに約5,200人まで、2,000

人ふやすことが盛り込まれております。「半端

ない」目標でありますが、国や地方自治体が協

力した実効性のある取り組みが求められている

のだと捉えていただき、果敢に挑戦していただ

ければと思います。

次に、はしか（麻疹）と風疹について伺いま

す。

「本年３月以降、沖縄県や愛知県などで麻疹

の発生が相次いでいる」との報道、記憶に新し



- 108 -

平成30年９月12日(水)

いところでありますが、この夏は、風疹の患者

が７月下旬以降、首都圏を中心に急増してお

り、今月５日には、その患者数が昨年の３倍に

なったとの報道があったばかりであります。と

もに予防接種の重要性を訴えておりますが、風

疹を別名「三日ばしか」と呼ぶこともあって、

正直、その違いがよくわからないところであり

ます。まずは、麻疹と風疹の違いをわかりやす

く示していただければと思います。

通称「はし○福祉保健部長（川野美奈子君）

か」と呼ばれる麻疹につきましては、麻疹ウイ

ルスによる感染症です。感染力が非常に強く、

免疫がない人は、患者と同じ空間にいるだけで

ほぼ感染すると言われています。発熱や発疹の

症状のほか、肺炎や脳炎などの重篤な合併症を

起こすことがあります。

次に、風疹につきましては、風疹ウイルスに

よる感染症です。麻疹ほどではありませんが、

比較的強い感染力を持っています。麻疹と同様

に、発熱、発疹などの症状があります。一般的

に軽症で、重篤な合併症を引き起こすことはほ

とんどありませんが、妊娠初期の女性がかかる

と、生まれてくる子供に難聴、視力障がい、心

臓病などが見られることがあります。

年齢によっては、我々みたい○新見昌安議員

にワクチン接種が不要の人や、１回のみ接種の

人はもう１回接種しろとか、正直よくわからな

い点も多くて、啓発活動が重要だというふうに

思います。麻疹と風疹の感染予防に関する県の

啓発活動の状況と、その効果を伺いたいと思い

ます。

麻疹、風疹○福祉保健部長（川野美奈子君）

の感染予防のためには、予防接種で特に幼児期

からの免疫を高めることが最も有効です。この

ため、まずは、小学校入学前までの２回の定期

予防接種率を高めるよう、市町村に働きかけて

います。

さらに、流行している地域へ出かける予定の

方や、妊娠中の方が身近におられる方などに向

けて、予防接種歴や罹患歴などを確認した上で

の接種を検討するよう、県及び市町村の窓口、

並びに学校、医療機関などを通じ啓発するとと

もに、マスメディア等さまざまな媒体を活用

し、周知を図っているところであります。

また、感染が疑われるような方に対しまして

は、周りに感染を広げないための受診方法など

についても同様に周知を図っています。

この結果、平成28年の１歳児の定期予防接種

率は99.2％となっており、平成27年以降、県内

で麻疹の発生は１例、風疹の発生は３例にとど

まっております。

麻疹について我が国は、2015○新見昌安議員

年（平成27年）に世界保健機関（ＷＨＯ）か

ら、国内由来の麻疹ウイルスによる感染が発生

していない、いわゆる「排除状態」であるとの

認定を受けており、現在、感染が広がっている

のは、海外から持ち込まれたウイルスによる

「輸入感染」とされているようであります。そ

の「輸入感染」を防ぐには、ワクチン接種で免

疫を持った人たちをふやすしかないそうであり

ます。そのためにも啓発活動、しっかり取り組

んでいただくようお願いをいたします。

次は、教育行政について教育長に伺ってまい

ります。

まずは、コミュニティースクールについてで

あります。

文部科学省は本年６月、保護者や地域住民が

公立学校の運営に参画する学校運営協議会を設

置した「コミュニティースクール」の数が、４

月現在で全国の公立学校の14.7％に当たる5,432
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校に拡大したと発表しております。対前年度

比1,832校増とのことであります。この制度は、

昨年３月に成立した改正地方教育行政法によ

り、教育委員会に対し同協議会の設置が努力義

務化されたことを契機に、この１年間で設置校

は1.5倍になったようであります。コミュニ

ティースクールでは、学校運営に地域の声を積

極的に生かし、地域と一体となって魅力ある学

校づくりを進めていくことができます。そこで

まずは、本県の公立小中学校におけるコミュニ

ティースクールの設置状況はどうか、またその

成果についてもあわせて伺います。

本県の公立小中学校○教育長（四本 孝君）

におけるコミュニティースクールの設置状況に

つきましては、本年度は、昨年度に比べて２校

ふえ94校であり、県内全小中学校の約26％の設

置率となっております。これは、全国の設置率

約17％に比べて高い状況にあります。また、今

後も複数の市町村がコミュニティースクールの

設置を予定しており、設置数はさらにふえてい

く状況であります。

コミュニティースクール設置の成果といたし

ましては、「保護者・地域による学校支援活動

が活発になった」という声や、「学校と地域が

目標を共有することによって、地域の方がこれ

まで以上に学校運営にかかわる動きも見られる

ようになった」との声が寄せられているところ

であります。

文部科学省の発表によれば、○新見昌安議員

高等学校のコミュニティースクールは、前年度

の65校から382校と、前年度と比べ317校ふえて

おります。本県の高等学校におけるコミュニ

ティースクールの設置状況はどうか、今後の方

向性についてもあわせて伺いたいと思います。

高等学校におけるコ○教育長（四本 孝君）

ミュニティースクールの設置につきましては、

全国的には年々増加傾向にありますが、現在27

の都府県が未設置であり、本県におきまして

も、設置には至っておりません。

今後につきましては、平成30年５月策定の県

立高等学校教育整備計画後期実施計画におきま

して、地域や保護者の学校運営への参画等の推

進の観点から、地域と学校をつなぐ仕組みとし

て、コミュニティースクールの推進を検討する

こととしております。

文部科学省は、次のようにコ○新見昌安議員

メントをしております。すなわち、「今後、高

等学校においては、新学習指導要領のポイント

である「社会に開かれた教育課程」を実現する

ために、大学進学等で地元を離れる若者に、地

域への理解を深める学びを充実するため、学校

運営協議会制度を生かした地域との積極的な対

話による学校経営が進むことが期待されます」

と、このような内容であります。県教育委員会

におかれましても積極的に取り組まれるよう、

要望をしておきます。

次は、ＳＮＳを活用したいじめ相談について

であります。

これについては、昨年11月議会でも取り上げ

たところでありました。教育長の答弁は、「Ｓ

ＮＳを活用した相談については、適切な対応が

できる相談員の絶対数の不足、割高なコストな

ど課題もある。試行した県の事業効果などを分

析するとともに、関連業者から情報を収集する

など研究していきたい」ということでありまし

た。このＳＮＳを活用したいじめ相談に関し

て、文部科学省は2017年度補正予算と2018年度

予算合わせて２億5,000万円の予算額で、１カ

所1,000万円を上限に、相談体制の整備費用を補

助するとしておりましたが、それを活用し、こ
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の４月から岡山県、熊本県、滋賀県の大津市な

ど４県２市が取り組みを開始し、さらに北海

道、東京都、大阪府、兵庫県、名古屋市など14

都道府県７市が年度内に実施するということで

あります。これは時代の流れであり、来年度以

降も加速するのではないかと考えるところであ

りますが、前回質問の答弁以降、どのように取

り組んでおられるのか、また、その他の相談体

制をどのように充実されているのか、あわせて

伺いたいと思います。

ＳＮＳを活用した相○教育長（四本 孝君）

談体制につきましては、先進県や関連業者を訪

問するなど、引き続き情報収集を続けておりま

す。現在、実施している自治体が少ないため、

十分な分析にまで至っておりませんが、相談す

る児童生徒数が伸びていないことや、具体的な

悩み相談まではつながらないなどの課題が見え

てきたところであります。

また、その他の相談体制につきましては、県

教育委員会のホームページ上に開設している

「ネットいじめ目安箱」を改修し、いじめに関

する内容を画像で投稿できる機能を追加した

り、24時間の電話相談体制を整えたりするな

ど、充実を図っているところであります。さら

に、いじめ等の悩み相談窓口を紹介するカード

を県内全ての児童生徒に配付し、周知に努めて

いるところであります。

国において、いじめ防止のた○新見昌安議員

めのＳＮＳを活用した相談窓口を整備しようと

しているのは文部科学省。一方、厚生労働省も

若者の自殺防止対策として、同じくＳＮＳを活

用した相談窓口を構築しようとしております。

２億5,000万円の予算は文部科学省。両者の連携

を密にし、強化することが大事かな、もう少し

推移を見守るべきかなとも思いますが、いずれ

にせよ、教育委員会におかれては、いじめ等の

相談にしっかり取り組んでいただきますようお

願いをいたします。

次は、スクールサポートスタッフについて伺

います。

これは、長時間労働が深刻な教員の負担軽減

を目的に、文部科学省が今年度から設置を進め

ているもので、配布物の印刷や会議・学校行事

の準備、提出物のチェックなど、教員でなくて

もできる事務作業を代行する支援員のことであ

ります。教員の負担が軽減され、本来の仕事に

集中できるメリットがあると感じます。本県で

はまだ配置されていませんが、スクールサポー

トスタッフの導入についての見解を伺います。

教員の事務負担を軽○教育長（四本 孝君）

減し、子供と向き合う時間を十分に確保するこ

とは、本県の喫緊の課題であると考えておりま

す。

そのため、県教育委員会では本年度、新たに

「学校における働き方改革推進プラン」の策定

に向けて、市町村教育委員会、学校、ＰＴＡ、

スポーツ団体等の関係者を委員とした「学校に

おける働き方改革推進協議会」を立ち上げ、協

議を行っているところであります。

授業の準備やプリントの印刷など、教員の補

助的業務を行うスクールサポートスタッフにつ

きましては、教員の働き方改革に取り組む上で

非常に重要でありますことから、その導入につ

いて検討していまいりたいと考えております。

導入を検討していくとのこと○新見昌安議員

であります。よろしくお願いをしておきます。

教育行政の最後になります。がん教育につい

て伺います。

がん教育の推進については、2006年、平成18

年のがん対策基本法の制定を主導してきた我が
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党が、国会質問で何度もその重要性を訴える

中、2012年から16年度までの「第２期がん対策

推進基本計画」に「がん教育」推進の検討と実

施が盛り込まれ、その後、2016年、平成28年12

月の法改正では、学校や社会での「がん教育の

推進」が明記されております。

これを踏まえ、政府が2017年、平成29年10月

に閣議決定をした2017年から2022年度までの

「第３期がん対策推進基本計画」では、「国

は、外部講師の活用体制を整備する」というこ

とがうたわれております。

一方、本県においては、平成24年３月に制定

された「宮崎県がん対策推進条例」第11条に、

「がんに関する教育の推進」がうたってありま

す。また、本年３月に策定された「第３期宮崎

県がん対策推進計画」において、「がん教育・

がんに関する知識の普及啓発」に努めることが

うたってあります。

以上を踏まえ、まず、現在の学校現場におけ

るがん教育の取り組みはどうなっているのか伺

いたいと思います。

学校におけるがん教○教育長（四本 孝君）

育は、がんについて正しく理解したり、健康と

命の大切さについて、主体的に考えたりするこ

とを目標として、保健の授業や学級活動等を中

心に行っております。

現在、各学校においては、県教育委員会が作

成した指導参考資料を活用して、小・中・高等

学校それぞれの発達の段階や児童生徒の実態に

応じたがん教育に取り組んでいるところであり

ます。

国の動きに鑑み、本県でもが○新見昌安議員

ん専門医、がん経験者などの外部講師を活用し

たがん教育を実施すべきと考えますが、見解を

伺いたいと思います。

がん教育において○教育長（四本 孝君）

は、科学的な理解や健康と命の大切さについ

て、みずから考えることが求められており、専

門医やがん経験者の方々の活用を図ることによ

り、がん教育がさらに充実するものと考えてお

ります。

現在、県では、「がんに関する教育普及推進

協議会」において、がん教育における外部講師

の選定や活用の仕方について検討を進めている

ところであります。

今後、児童生徒の実情に応じて必要な配慮を

講じながら、外部講師の活用に努めてまいりた

いと考えております。

昨年３月に改訂された中学の○新見昌安議員

次期学習指導要領、本年３月に改訂された高校

の次期学習指導要領、ともにがん教育の実施が

明記されております。専門医による医療現場で

の経験に基づいた話、がんを克服した経験者の

話、これらは子供たちへの啓発効果が大きいと

思います。外部講師の活用、ぜひとも積極的に

進めていただきたい。ただ、実施する際には、

そこに小児がんの患者がいるかもしれません

し、家族にがん患者がいる子も聞いているかも

しれません。今の答弁にあった「必要な配慮」

をお願いしておきたいと思います。

最後は、警察本部長に伺ってまいります。サ

イバー犯罪に関してであります。

県民にサイバー犯罪の現状や被害防止対策な

どの啓発を図るために実施するサイバーセキュ

リティカレッジについては、より多くの県民に

理解してもらうために、県政出前講座のメニ

ューに組み入れてはどうかと、昨年６月議会で

提案をしたところですが、早速対応していただ

いており、感謝をいたします。インターネット

を利用した架空請求や不正アクセス、また、仮
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想通貨の流出といった新たな事象も出てきてお

り、インターネット利用者自身が安全対策や情

報管理にしっかり取り組むことはもちろんです

が、取り締まる側も対処能力向上にしっかりと

取り組んでいただきたいと思います。

そこでまずは、ことしに入ってからのサイ

バー犯罪に関する相談件数と検挙件数はどのよ

うな状況か伺いたいと思います。

平成30年８月末○警察本部長（郷治知道君）

のサイバー犯罪に関する相談件数は、未確定で

はありますが、1,701件で、前年同期と比較し

て105件減少しております。しかしながら、過去

最多の前年に次ぐ高水準で推移しておりますの

で、依然として高どまりの状態であると考えて

おります。

また、8月末現在の検挙件数は44件で、前年同

期と比較して13件増加しております。

検挙件数がふえているのは、○新見昌安議員

サイバー犯罪対策課を設けて体制を強化したこ

とによるのかなと思います。感謝します。

国においては、本年２月１日から３月18日ま

でを「サイバーセキュリティ月間」と定め、イ

ンターネット上で個人情報などを奪い取るサイ

バー攻撃から身を守る方法の普及啓発活動を、

産官学民と連携して集中的に行う取り組みを始

めております。我々も改めて、自分の身は自分

で守るということ、肝に銘じたいと思います。

ところで、ちょっと古い新聞記事情報ですけ

れども、本年２月、県警察として初めて、サイ

バーセキュリティ競技会 これはわざを競う―

競技会ですが なるものを実施されておりま―

す。この競技会の目的と、そこではどのような

ことをされたのか、また、その成果をどう捉

え、今後どのように取り組んでいかれるのか伺

いたいと思います。

サイバーセキュ○警察本部長（郷治知道君）

リティ競技会は、サイバー犯罪対処能力の向上

を目的としまして、県下13警察署と警察本部か

ら選出された職員が、インターネットに接続さ

れた端末と解析用のソフトを使用しまして、サ

イバー犯罪を想定した問題を解答して、その早

さや正確性を競うものであります。

この競技会を通じまして、職員のサイバー犯

罪対処能力の向上が図られるとともに、人材の

発掘にもつながりました。

今後も、複雑多様化するサイバー犯罪に的確

に対応するために、実践的な競技会等を実施し

ていきたいと考えております。

県警察では従来から、さまざ○新見昌安議員

まな競技会を実施されておりますけれども、サ

イバーセキュリティ競技会も時代の流れであり

ます。しっかり取り組んでいただきたいと思い

ます。

最後にもう一点伺いたいと思います。イン

ターネット上の犯罪を未然に防ぐ「サイバー防

犯ボランティア」、これが全国で誕生しており

ます。警察から委嘱された大学生らが、ネット

上の違法・有害情報を監視したり、ネット犯罪

から児童・生徒を守る啓発活動などを行ってお

ります。本県では昨年から、宮崎大学工学部の

学生を「特定サイバー防犯ボランティア」とし

て委嘱されていますが、その活動内容とどのよ

うな効果があるのか伺いたいと思います。

昨年から、御指○警察本部長（郷治知道君）

摘のとおり宮崎大学工学部の学生で情報通信技

術とかかわりの深い方々を特定サイバー防犯ボ

ランティアとして委嘱しまして、ことしは14名

にお願いしております。

大学生ボランティアの方々には、主に、中学

校や高校で行われるサイバーセキュリティカ
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レッジの講師として、インターネットを通じて

犯罪の被害に遭ったり、逆に他人を傷つけたり

する危険性について講話をいただいておりま

す。

年齢が近い大学生が講話を行うことで、中高

生の受講者が内容をより身近に感じられ、高い

効果が期待できるものと考えております。

確かに、大人のおじさんでは○新見昌安議員

なく、自分たちよりちょっとだけ先輩のお兄さ

んが講師を務めてくれれば、親近感も増し、自

分のこととしてしっかり受けとめてくれるので

はないかと思います。また、ネット社会は変化

も激しく、それらに敏感に反応できる若い世代

こそ、サイバー防犯ボランティアに最適であり

ます。これからもしっかり連携するとともに、

宮崎大学以外の大学生にも広げていくことも考

えていただきたいと要望し、以上ですべての質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

以上で代表質問は終わりまし○ 原正三議長

た。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時１分散会


