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一般質問◎

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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、来

住一人議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○来住一人議員

ざいます。通告に基づいて質問をしてまいりま

す。

まず、福祉行政、重度障がい者医療費の公費

負担事業、中でも入院外の現物給付の問題につ

いて質問をしてまいりたいと思います。

この課題については、これまでも議論されて

まいりました。さきの６月議会においては、前

屋敷議員が質問をいたしました。また議会の外

においても、障がい者団体などが署名運動に取

り組まれるなど、県民的課題となっておりま

す。さらに、公費負担対象の３割を占める宮崎

市は、本年８月、市長名で知事に対し現物給付

への転換を正式に申し入れており、事業主体に

おいても切実な課題になっております。

入院外の現物給付の課題は、障がい者とその

家族の皆さん、さらに障がい者福祉施設の関係

者などの実情から、一刻の猶予も許されないも

のとなっており、また、この課題に応えること

は地方自治体の基本にかかわる問題であると考

えます。

重度障がい者医療費公費負担事業は、各市町

村が行う助成事業に県が負担するもので、昭

和50年に開始され、平成18年には償還払いで

あったものを、入院費については現物給付に発

展させられました。この公費負担事業は、重度

障がい者である約２万7,000人の方々の健康と医

療を守る制度の一つとして、障がい者とその家

族にとって欠くことのできない制度でありま

す。

この制度が創設されて43年が経過し、そして

入院費の公費負担を現物給付に発展させられ

て13年となります。全国的には30の都道府県が

入院外通院も現物給付となっております。障が

い者やその団体はもちろん、実施団体の一つで

ある宮崎市も現物給付への転換を正式に求めて

おります。入院外の現物給付について、知事の

所見を伺いたいと思います。あとの質問は質問

者席で行います。（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。

重度障がい者（児）医療費公費負担事業につ

きましては、障がいのある方の健康と福祉の向

上を図る上で重要な事業であると認識しており

ます。

この事業におきましては、外来の場合、給付

対象者が医療費の１割から３割相当分を一旦支

払い、その後、市町村窓口で払い戻しの申請を

する必要があるなど負担が大きいことも伺って

おります。

しかしながら、現物給付化につきましては、

財源の確保を初め、さまざまな課題を整理する

必要がありますので、実施主体である市町村と

意見交換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〕

私は発言の中で、「入院外」○来住一人議員

とか、または「通院」という言葉を使っており

ますけど、概念は同じでありますので御理解い

ただきたいと思います。より正確に言うと、

「入院外」の方が正確かなと思いますけど。

ここで、福祉保健部長にお尋ねします。部長

は８月30日、障がい者の皆さんと懇談をされ、

平成30年９月14日(金)
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皆さんの現状や思いに直接触れられました。そ

の懇談をされてどのような思いを抱かれたの

か、述べていただきたいと思います。

議員のお話○福祉保健部長（川野美奈子君）

にありました８月30日でございますが、本制度

を利用されている障がいを持つ方々がお越しに

なりまして、この制度についての懇談を行いま

して、外来の現物給付化についての御要望をい

ただいたところでございます。

そのお話の中で、「医療機関で一旦医療費を

支払う必要があるので、その額も少なくない額

だ。それで生活が苦しい」というお話、それか

ら、「市町村の窓口に償還払いの手続に出向か

ないといけないので、大きな負担がある」、そ

ういったお話をお伺いしたところでございま

す。

当日、多くの方々の署名も持参されておりま

した。この懇談を通じまして、重い障がいのあ

る方々の切実な状況を直接お聞きしたというこ

とで、改めて、この問題に対して真摯に向き

合ってまいりたいと思ったところでございま

す。

私も今回質問を準備するに当○来住一人議員

たりまして、重度の障がい者の皆さんや障がい

児を持つお母さん方と会って話をする機会があ

りました。初めて聞くこともあり、認識を新た

にすることも多くありましたが、私が受けた第

一の印象は、重度の障がいがありながら、経済

的にも苦労されているのに、こう言ってはあれ

ですけど、意外と明るく、そして希望を持って

生活されているなということを私は感じまし

た。こうした明るく一生懸命の姿に、私自身、

少しでも応えなければならないなと改めて思っ

たところであります。小学校４年生の元気な子

供をもつ脳性麻痺のお父さんは、子供の話にな

ると、はにかみながら誇らしそうに話をされて

おりましたし、また、若い女性の方は自立した

いと、そういう話をされておりました。私は、

確認はしませんでしたけど、いずれ両親と別れ

る日が来るわけですから自立したほうがよい

と、このように考えておられるんだなというこ

とを思ったところでありました。

償還払いが障がい者に大変な負担となってい

ることは、部長御自身が今、お話しされたとお

りであります。宮崎市のＫさん、男性の方で脳

性麻痺の障がいのある方でありますが、この８

月、市民の森病院に２万6,600円を含めて、６つ

の医療機関、薬局なども含みますけど、４

万4,910円を一時的に立てかえ払いされておりま

す。この金額は毎月最低必要とするもので、こ

れ以外に例えば風邪を引くとか、さらには腹痛

を起こすということがあれば、さらに立てかえ

額はふえて、収入は年金だけでありますから本

当に大変であります。特別の検査をしたために

お金が足りなくなって、ヘルパーさんのお金を

借りたこともあったということであります。Ｋ

さんではありませんけど、帰りのタクシー代が

足りなくなるとか、また、病院に払えずに病院

側に待ってもらう、このようなことはしばしば

あるということで、経済的に大変な負担となっ

ておられます。

自動償還となっているのは都城市と三股町だ

けです。宮崎市は申請書を医療機関に提出する

ことになっています。この２市１町を除く市町

村は、役場窓口に申請書と領収書を持っていく

か、郵送しなければなりません。重度の障がい

者でありますから、申請書を記載することがで

きない方もいらっしゃいます。申請書を提出す

ること自体、私たち健常者には思いもつかない

負担がかかっております。宮崎市では、医療機
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関の窓口で、申請書記載の代筆はできませんと

いうところがあるそうです。医療機関の関係者

から聞きましたけど、これは悪意ではなくて、

申請のミスが発生し、その責任を医療機関がと

らなければならないということが起こって、そ

ういうことを防ぐためにこのようなことになっ

ているというお話も聞きました。

事業主体の市町村では、返還のための事務確

認作業に大きな時間と費用・労力を要しており

ます。こうして償還払いは、障がい者とその家

族、医療機関、そして市町村に多大な負担をか

けております。現物給付に転換するなら、これ

らの問題は一気に解決することになります。現

物給付への転換の必要性と合理性は、今述べた

とおりであります。

さきの６月議会において、前屋敷議員の質問

に対して部長は、「入院を現物給付した場合

に、県の負担額が１億3,000万円増加した事例も

ございます」と答えておられます。増加した１

億3,000万円の根拠を具体的に示していただきた

いと思います。答弁を求めます。

事業費につ○福祉保健部長（川野美奈子君）

きましては、給付対象者の増減や高齢化の進

行、医療費総額の増加など、さまざまな要因で

変動するものでございまして、入院を現物給付

化したことによる影響額を抽出して推計するこ

とは困難であります。

このため、６月議会の答弁におきましては、

年度後半の12月から入院を現物給付化した平

成18年度の県の決算額と19年度の決算額との差

額をお示ししたものでございます。

増加した１億3,000万円は、今○来住一人議員

お話がありましたように、18年度と19年度の決

算額を比較して述べられていると思います。し

かし、担当課にお聞きしますと、決算額はわか

るけど、入院と通院に分けての受診件数と金額

の資料はないということであります。さらに、

このときに診療報酬や薬価などは上がっていな

いのかなどの状況はわからないということであ

りました。したがって、１億3,000万円増加した

のが全て入院費の現物給付に起因するものと断

定することはできないと思います。６月議会で

の部長の答弁は正確性を欠いていると思いま

す。今の部長の答弁が、より正確であると認識

をいたしました。

荒っぽい計算ですけど、私も試算をしてみま

した。諸式を口頭で述べるとわかりにくいの

で、また、時間もありませんので述べません

が、実に荒っぽい計算ですけど、私の試算で

は、１億3,000万円を入院患者数に直しますと、

入院者は、延べでなくて実数で1,082名ふえたこ

とになります。その伸び率は45％となりまし

て、そのようなことはあり得ないことだと思っ

ております。

通院を現物給付にすると、県や市町村の負担

がどれほど増加するかは予測できませんけど、

ふえることは間違いないと思います。さきに宮

崎市のＫさんなどのことを紹介しましたが、償

還払い、障がい者にとっては一時立てかえ払い

を行えば、一時的ではあっても経済的負担とな

り、これが受診抑制につながっていることは間

違いないと思います。この負担が和らげば、受

診量が増加することは確かだと思います。

そこで部長に、基本的なことをお尋ねしたい

と思います。宮崎市の条例によると、「この条

例は、重度心身障害者に対し、医療費を助成す

ることにより、保健の向上に寄与し、もって重

度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的と

する」と規定しています。県の要綱において

も、「重度障がい者の保健と福祉の増進に努め
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るため」と述べております。

通院の現物給付によって受診抑制が少しでも

なくなり、障がい者の皆さんの人としての尊厳

が保たれることは、この制度の本懐とするとこ

ろではないかと思います。私はそう思いますけ

ど、部長の所見を伺いたいと思います。

外来を現物○福祉保健部長（川野美奈子君）

給付化することにより、受診時の一時的な経済

負担や、市町村窓口まで赴く負担がなくなり、

障がいのある方の健康と福祉の向上につながる

ことは十分に理解しているところでございま

す。

一方で、制度を改めるためには、実施主体で

ある全ての市町村が一致して取り組むことが前

提であると考えておりますので、引き続き、市

町村と意見交換を行いながら、制度のあり方や

財源の確保などの課題について整理してまいり

たいと考えております。

現物給付についての先ほどの○来住一人議員

知事の答弁は大変前向きの答弁であったと、私

は理解をいたします。

皆さん御承知だと思いますけど、脳性麻痺の

障がい者は、障がいの程度によりますが、多く

の方々が健康な歯が少ないというのが特徴であ

りまして、皆さんもお気づきになっていると思

います。原因は、自分で歯を磨くことができな

い、介助なしには歯を磨くことができない、顔

や手が安定していないからであります。ですか

ら歯の治療も、専門の歯医者さんに行って麻酔

をして頭が動かないようにしなければ治療がで

きない。

障がい者の皆さんとお会いして感じることで

ありますけど、皆さん本当に一生懸命、その一

瞬一瞬を過ごされております。私たちも、障が

い者の皆さんから力と愛をいただいている、そ

ういうことを、いつも障がい者の皆さんに会う

たびに感じるところであります。

何はともあれ、障がい者の皆さんの切なる願

いに応えなければならないのではないかと思い

ます。知事の一日も早い決断をみんなが願って

いることを申し添えて、この問題については終

わりたいと思います。

次に、農政問題についてお尋ねします。

えびの市の長江川の白濁に関する問題は、現

在、えびの市と県によって、用水の確保など努

力をされており、特に現場において任務に当

たっておられる方々の御苦労に敬意を表したい

と思います。

まず、知事にお聞きしたいと思いますが、長

江川白濁に影響を受けているえびの市の農業の

現状、今後について所見を伺いたいと思いま

す。

このたびの長江川の白○知事（河野俊嗣君）

濁は、今期の水稲の作付に大きく影響を与える

こととなりまして、特Ａもとりましたえびの米

でありますが、そのブランド確立に長年、大変

御尽力をされた農家及び関係者の皆様の心情を

察するに余りあるものと考えております。

県としましては、６月議会や本議会でもお願

いをしております農業用水確保のための対策

や、水質改善のための調査研究、安全・安心の

ための土壌分析など各種支援策を活用しなが

ら、さまざまな課題解決に向けて関係機関と一

体となって取り組んでまいります。

また、先月25日、安倍内閣総理大臣来県の際

には、私も村岡市長初め地元関係者と、地域の

実情を説明しますとともに、引き続き中長期的

な対応につきまして要望を行ったところであり

ます。

今後とも火山活動の長期化が考えられます。
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えびの市や国等と十分、連携・協力をしまし

て、地元農家の方々が安心して営農を継続でき

るよう、取り組みを支援してまいりたいと考え

ております。

部長にお尋ねします。ことし○来住一人議員

作付ができなかったところは農業共済が支払わ

れたのでありますけど、来年度、水稲の作付が

できないものに対しては農業共済はなく、農家

にとっても、また、えびの地域、いわゆる地域

経済等にとっても深刻な事態となります。新た

な救済対策が必要であると考えますけど、部長

の所見を伺いたいと思います。

県といたしま○農政水産部長（中田哲朗君）

しては、できるだけ多くの農家の方々が水稲作

付を再開できるよう、用水路や水門の改修など

による農業用水の確保に全力で取り組んでいる

ところでございますけれども、現状といたしま

しては、全ての農地に水を確保するというの

は、なかなか難しい状況にございます。

このため、農家の所得確保に向けまして、産

地交付金の対象となる飼料作物などへの転作

や、収益が期待できる品目への転換を推進して

いく必要があると考えているところでありま

す。

今後とも、農家の皆様に十分寄り添いなが

ら、営農継続に向けた取り組みを支援するとと

もに、機会あるごとに、地域の実情等につい

て、国への説明や要望を行ってまいりたいと考

えております。

水が取水できないことによっ○来住一人議員

て、転作ができる農家は、これはまだよろしい

のですけど、そうでない方々は本当に大変で、

そうした農家の方々に「自然災害だから仕方が

ありませんね」ということで済まされるもので

はない、このように思います。県と市だけでは

大変ですけど、国を含めて農業共済にかわるも

のをつくってほしい。これは農家の皆さんの切

実な願いだと、このように思います。

知事も述べられたように、地元農家の方々が

安心して営農を継続できるようにするために

は、特に米をつくりたいという農家のために

は、水の確保は絶対条件となります。この点で

地下水の調査はされておるのか。また、地下水

の利用についてはどのような所見を持っておら

れるのか、答弁を求めたいと思います。

農業用水の確○農政水産部長（中田哲朗君）

保対策につきましては、現在、えびの市と県が

一体となりまして、水系ごとの整備計画や用水

量調査などを実施しているところであり、今

後、詳細調査や既存施設の改修工事に着手する

ことといたしております。

また、御質問の地下水の利用につきまして

も、今議会でお願いしております補正予算を活

用して、地下水等の状況を把握するための調査

を行うこととしておりますが、水量や水質、周

辺の井戸等への影響、さらには、ポンプ設置に

伴う維持管理費など検討すべき課題もあります

ので、調査結果を踏まえて、地元農家や関係者

と協議しながら、検討してまいりたいと考えて

おります。

水確保のために大変な努力を○来住一人議員

されていることは承知しているわけですけど、

今のお話にあるように、４年後においても全て

の農地に水が確保できない、こういう状況に

なっているようでありますが、４年後において

も水が確保できない農地が出てくるということ

についての、県としての所見をお聞きしたいと

思います。

農業用水の確○農政水産部長（中田哲朗君）

保につきましては、さまざまな対策を講じてい
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くこととしておりますが、用水確保が困難とさ

れる地域におきましても、農地がしっかりと維

持され、地域全体で営農が継続されることが重

要であると考えております。

このため今後は、新たな品目の導入を初め、

担い手対策、農地対策、生産対策など、農家の

意向を踏まえながら、地元えびの市やＪＡ等と

ともに総合的に検討していく必要があると考え

ているところでございます。

結局、水の確保が困難である○来住一人議員

ということは理解しますけど、やっぱり今の部

長の答弁では、水を100％確保することは諦めて

いるのかなという感じもして。僕は素人で、科

学的な知見も全くありませんけど、えびののあ

の地域は、加久藤カルデラで１つの盆地になっ

ている、そして、飲料水の企業もあそこに誘致

されて、相当な地下水をくみ上げていらっしゃ

るのではないかと思うんです。そういう点から

見て、どこでも掘ったら温泉が出てしまっては

いけないんですけど、もっと地下水の活用とい

うのを本格的にお考えになったらどうかなと。

もちろん経費だとか、そういうものもかかって

くるわけですけど。そういう点では、ぜひ僕が

お願いしたいのは、自分は米しかつくらない

と、米しかできないのだと、そういう農家の思

いは酌み取っていただきたい。だから農家の人

に、心配せんでいいよ、水は絶対確保するから

ねということを、今の県・国の力をもってすれ

ば僕はできると思いますので、改めてこの点を

お願いしておきたいと思います。

次の問題に入ります。我が党議員団は、種子

法廃止のこともあって、９月４日、県総合農業

試験場において、関係各課との懇談をさせてい

ただきました。関係者の皆さん、多忙の中で丁

寧に対応していただき、本当にありがとうござ

いました。改めてお礼を申し上げたいと思いま

す。

米の原原種などを栽培している圃場も案内し

ていただくなど、試験場の生い立ちや役割など

について学ぶことができました。「ヒノヒカ

リ」に関連してお聞きしたいと思います。先輩

の方々が、1979年（昭和54年）より10年に及ぶ

努力で、奨励品種「ヒノヒカリ」を育成してお

られます。「ヒノヒカリ」をつくり上げた意

義、また、今日「ヒノヒカリ」が果たしている

役割をどう評価しておられるのか、答弁を求め

たいと思います。

「ヒノヒカ○農政水産部長（中田哲朗君）

リ」が育成されるまでの本県の普通水稲につき

ましては、食味が中程度の品種が中心であり、

本県の気候に合った食味のよい品種の開発が課

題となっていたところであります。

このため、総合農業試験場におきましては、

全国的に評価の高い「コシヒカリ」と同等の食

味を持つ品種の育成を目指し、さまざまな交配

を行いながら選抜を進め、昭和54年から10年の

歳月をかけて、「ヒノヒカリ」を育成したとこ

ろであります。

「ヒノヒカリ」につきましては、極めてすぐ

れた食味を持つ品種として高く評価され、本県

はもとより、西日本を中心に全国３位の作付と

なっており、「売れる米」として、稲作農家の

経営向上に大きく貢献しているものと考えてい

るところであります。

続けてお聞きしますけど、米○来住一人議員

を初めとする主要農作物の将来を見据えた現在

と、これからの農業試験場の研究の方向はどの

ようにお考えになっているのか、お知らせいた

だきたいと思います。

総合農業試験○農政水産部長（中田哲朗君）
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場における主要農作物の試験研究につきまして

は、米の育種等を中心に行っているところであ

ります。

具体的には、生産現場からの要望が強い早期

栽培用の焼酎こうじ用米の栽培技術の確立を進

めますとともに、将来を見据えて、温暖化など

の気候変動の影響を受けにくく、食味がよいポ

ストヒノヒカリとなる品種や、業務用や飼料用

など多様なニーズに対応した、多収で病気に強

い品種の育成等に取り組んでいるところであり

ます。

今後は、これらの研究をさらに進めますとと

もに、省力化技術や生産性の高い栽培技術の開

発などに取り組んでまいりたいと考えていると

ころであります。

農業試験場の活動に期待を申○来住一人議員

し上げたい、このように思います。先ほど「ヒ

ノヒカリ」を育成する動機や「ヒノヒカリ」の

評価などについて報告をしていただきました。

宮崎県で生まれた「ヒノヒカリ」が、現在では

日本を代表するものになっております。「ヒノ

ヒカリ」が誕生するまで10年を費やしたという

ことでありますから、あの試験場においても、

何代もの研究者や技術者がかかわってこられた

と思います。こうした努力は高く称賛されなけ

ればならないと思います。同時に、これをなし

遂げることができた後ろ盾が種子法であった

と、このように思います。

種子法は、主要農作物の種子の品質を管理

し、優良な種子を安定的に供給することを、全

ての都道府県に義務づけたものでありました。

したがって、農業試験場など種子生産にかかわ

るための予算を、国が責任を持って手当てをし

ていたものです。現在では一般財源化されてお

りますけど、「ヒノヒカリ」が誕生した背景に

種子法があったと思います。

種子法は、昭和27年に制定されております

が、「ヒノヒカリ」の４代前の祖先は、調べて

みましたら、富山・京都・栃木・山形・宮城な

どにありました。その後の多くの品種が、種子

法のもとで生まれてきたと思います。残念なが

ら種子法は廃止されたのでありますが、廃止の

狙いなどについては、今回述べることはやめた

いと思います。

現在、４県が条例を制定し、種子を守ろうと

しておりまして、この流れはさらに広がると、

このように確信をいたしております。知事はさ

きに、主要農作物種子制度の条例について、制

定の方向で検討する旨の発言をされておりまし

た。心強く感じたところであります。この制度

を、いつをめどに制定する考えがあるのか、知

事に改めて考えをお聞きしたいと思います。

主要農作物の種子供給○知事（河野俊嗣君）

につきましては、条例を制定する方向で検討す

ることとしております。内容や制定時期も含め

て、検討してまいりたいと考えております。

現在、試験場の業務は要綱で○来住一人議員

進められておりますけど、より重い条例を制定

し、種子の研究と安定的な供給を進める意思

を、農業関係者を初め県民の皆さんに示してほ

しいと思います。期待をしたいと思います。

次の教育問題についてお尋ねします。

ことし７月、熱中症の疑いで救急搬送された

７歳から18歳未満の子供は117名です。ことしの

７月です、７月１日から７月31日までの間

に、117名が搬送されております。ちなみに、昨

年が59名、28年が45名、27年が34名、26年が32

名でありまして、過去４年間の平均が42.5人で

ありますから、ことしはその2.7倍となっており

ます。気象台に行って気温も調べてまいりまし
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たけど、報告するまでもないと思います。気温

の上昇や救急搬送の状況もあり、公立学校の普

通教室のエアコン化が大きな課題となっており

ます。延岡市や都城市などは、全普通教室をエ

アコン化することを発表いたしております。こ

うした動きをどのように捉えておられるのか、

答弁を求めたいと思います。

学校施設は児童生徒○教育長（四本 孝君）

の学習や生活の場であり、エアコンの設置は、

教育環境の改善につながるものでございます。

県教育委員会といたしましては、引き続き、

研修会や担当者会議などさまざまな機会を通じ

て、市町村教育委員会へ国の予算や補助制度等

の情報提供をするとともに、必要な助言を行っ

てまいりたいと考えております。

延岡市や都城市などが、都城○来住一人議員

はことし全部つけるという話でありますし、延

岡は年次的につけていくという話であります。

ですから、多分これは一気に進んでいくんじゃ

ないかなと私は思うんです。また、ぜひそう

なってほしいと思います。そうした市町村の動

きを応援していく、そういう意味でも、市町村

が施行するエアコン化に対する県としての財政

的支援はできないのか、答弁を求めたいと思い

ます。

市町村立小中学校の○教育長（四本 孝君）

エアコン設置につきましては、学校設置者であ

る各市町村が、国の補助制度を活用し計画的に

行っております。

現在、国から市町村に対する財政支援は行っ
※

ていないところでありますが、県教育委員会と

いたしましては、市町村の計画する事業が円滑

に実施できるよう、予算総額の充実や補助要件

の緩和、実情に即した補助率・補助単価の引き

上げについて、あらゆる機会を活用し、引き続

き、国に対して要望してまいりたいと考えてい

るところであります。

将来を担う子供たちのためで○来住一人議員

ありますから、ぜひエアコン化が進むように、

国の補助率をもっと上げてほしいと思います。

県の方でも大いに努力をしていただきたいとい

うことを申し添えておきたいと思います。

最後に、先日えびの高原に上ってみました。

硫黄山は大変活発で、長江川の源流の白濁も見

てまいりました。えびの高原を初め霧島山の登

山道に、登山者の安全を確保するための避難施

設を設置する必要があると思いますけど、県の

考え方について伺いたいと思います。これは環

境森林部長だそうで、どうぞよろしくお願いい

たします。

現在、新燃岳○環境森林部長（甲斐正文君）

や硫黄山の活発な火山活動が続いておりますこ

とから、登山者の安全を確保するために、霧島

山登山道における避難施設の設置は必要である

と考えております。

このため、県におきましては、県が管理する

池巡り探勝路内や韓国岳登山道など３ヵ所に、

屋根などを補強した避難施設を本年度設置する

こととしております。

また、国におきましても、えびのエコミュー

ジアムセンターの補強改修を行ったほか、大浪

池登山道内に避難施設としての休憩所を整備し

ているところであります。

県としましては、国、市町とも連携して避難

施設等を順次整備し、登山者の安全確保に努め

てまいりたいと考えております。

御嶽山の教訓もありますの○来住一人議員

で、ぜひ計画的に進めていただいて、登山者の

安全を確保していただきたいということを改め

てお願いいたしまして、私の一般質問を終わり

※ 180ページに訂正発言あり

平成30年９月14日(金)
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ます。ありがとうございました。（拍手）

済みません。先ほど○教育長（四本 孝君）

のエアコン設置の答弁に間違いがございました

ので、訂正をさせていただきます。

「現在、国から市町村に対する財政支援は行っ

ていない」というふうに答弁をいたしました

が、「現在、県から市町村に対する財政支援は

行っていない」というのの間違いでございまし

た。おわびして訂正をいたします。

次は、徳重忠夫議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 通告に従い○徳重忠夫議員

まして、順次質問をしてまいります。

まず最初に、建設業の格付について伺いま

す。

県においては、今月10日付で、都城市、株式

会社大建に対して、営業停止処分と入札参加資

格停止処分を行っておりますが、その件に関し

まして、質問をさせていただきます。地元のこ

とでございますので、大変苦しい質問になるわ

けでありますが、あえて申し上げたいと思いま

す。

平成30、31年度の建設業者の入札参加資格審

査結果通知が平成30年３月28日に公表されまし

た。この公表の中で、都城市の株式会社大建に

ついて、格付の基礎となる経営事項審査の内容

に虚偽申請の疑いがあり、申請のうち25カ所の

工事を指定して、再度調査してほしいという通

報メールが、平成30年２月28日10時45分、県土

整備部管理課に発信されました。「この封書を

送る件につき匿名にして送りたかったのです

が、問題内容が大き過ぎること、このまま何も

せずに見過ごした場合は、次年度からも県の建

設業格付に影響が及ぶと考え、もし問題が発覚

した場合、相手からの仕返し等、身の危険を感

じ、申しわけありませんが不利益が生じないよ

うお願いします。連絡をしていただく際は、携

帯にお願いします。」とされております。

ところが、８月までにその差出人に何の連絡

もない状態であります。通報から既に６カ月も

経過しております。

なぜ、通報者が実名で依頼しているのに本人

に連絡しないのか、まずはその理由を県土整備

部長にお伺いいたします。

２つ目に、県は平成20年12月15日付で、「建

設業ホットライン」の開設をしております。建

設業者ホットラインでは、「建設業法違反に関

する建設業者の情報を受け付けます」とありま

す。そのホットラインに、今回、メールにて虚

偽申請の疑いがあるという情報が提供されたわ

けであります。そこで、２月28日の通報メール

受信後、いつごろ、誰が参加し、どういう検討

が行われたのか、県土整備部長にお伺いをいた

します。

３つ目、立入検査は、いつ、誰を派遣し、何

を検査したのか。人、物、場所等だろうと思い

ます。また、検査結果は誰が精査し、どういう

結論になったのか、県土整備部長にお伺いをい

たします。

以上を壇上の質問といたしまして、後の質問

は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

答えします。

まず、通報者に連絡しなかった理由について

であります。今回の通報につきましては、連絡

先が、勤務先と携帯電話との両方が記載された

上で、携帯電話へ連絡してほしいとの申し出が

ありましたが、携帯電話では本人確認ができ

ず、偽名の可能性が拭い切れなかったため、連

絡を行っておりませんでした。

しかし本来は、本人確認後、検査結果を通報
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者へ報告すべきであったと反省しておりまし

て、先日、通報者を訪ね、謝罪を行ったところ

であります。

次に、通報メール受領後の検討についてであ

ります。メール受領後、通報に対する県の対応

について、直ちに管理課内で検討し、立入検査

を速やかに実施することとしたところでありま

す。

最後に、立入検査についてであります。立入

検査は、３月９日、14日、18日の３回、管理課

職員が２名または３名で実施をしました。９日

の検査におきましては、注文書や契約書、収入

伝票や預金通帳のほか、下請業者との間で取り

交わされた工事注文請書などにより、請負額等

の確認を行いました。14日及び18日の検査で

は、発注者立ち会いのもと、「石風呂自治公民

館駐車場舗装工事」ほか５カ所の工事において

施工現場を確認し、発注の有無や施工内容等に

ついて聞き取りを行っております。

検査結果につきましては、実際に立入検査を

行った職員に加え、管理課内の職員により精査

し、不正の事実が確認できなかったことから、

その時点では、問題はないと判断しました。以

上であります。〔降壇〕

ただいま答弁をいただきまし○徳重忠夫議員

た。それでは３日間もかけて確認ができなかっ

たということでございますが、３日間も立入検

査を行いながら、虚偽の申請を見抜けなかった

のは、どう理解すればいいでしょうか、お答え

ください。

ことし３月○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

の立入検査におきまして、例えば、「石風呂自

治公民館」の駐車場舗装工事の例で申します

と、注文書や下請業者との工事注文請書などの

書類が全て偽造されておりました。

加えて、現場立ち会いの際、実際の公民館長

でない者が発注者を装い、公民館所有の土地に

舗装工事を発注したということでしたが、全て

偽証でありました。

このような、株式会社大建や関係者による書

類の偽造や偽証とあわせて、県における対応の

不十分さもあったことから、虚偽の申請を見抜

けなかったと考えております。

ただいま部長は、全て偽証○徳重忠夫議員

だったとお答えですが、検査のために３日も職

員を２人３人やって見抜けないというのは、ど

うも納得できません。それでは、ただいま県土

整備部長がお答えになったことでは納得できま

せんので、知事にお伺いをいたします。

ことしの２月28日の県民からの通報により発

覚しました。早速、県土整備部におかれまして

は、３月９日、14日、18日と管理課職員を派遣

し、立入検査を実施されたようであります。素

早い対応に敬意を表したいと思います。

部長の答弁で、３日間にわたり２名または３

名の職員で実際に立入検査された結果、「不正

の事実が確認できなかった」「問題はないと判

断した」と言われました。

そこで、立入検査の一例を紹介させていただ

きますので、お聞きいただきたいと思います。

まず、ここにいらっしゃる議場の全ての皆さ

ん、皆さんは自治公民館に加入されていると思

いますので、自分の公民館と照らし合わせて私

の発言を聞いてください。

まず、３月９日、株式会社大建で書類の検査

をされております。市街地の公民館は別とし

て、農村部の公民館で、公民館の敷地の舗装を

しているところを私は見たことがありません。

皆さんのところはいかがでしょうか。

株式会社大建が、石風呂自治公民館を平成25
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年と28年、２カ年にわたり、1,273万5,000円で

舗装工事を行っております。36戸しかない自治

公民館であります。このような高額の工事をす

ることは絶対にあり得ない、このように私は思

います。

３月18日、舗装工事が行われた現場である石

風呂自治公民館へ行かれたと思いますが、雑草

が生い茂り、舗装の形跡もなかったと思いま

す。この実態を、県の優秀な職員が、自治公民

館にこんな大金があるのかということも疑問と

感じないわけはありません。これだけの工事が

できると考えたわけがありません。石風呂自治

公民館は本当は舗装もしていなかった。してお

りません。行ってそうだったということです。

これは完全な虚偽申請ではないでしょうか。３

月18日、その時点で、これは虚偽申請だと、誰

が考えてもわかる話ではないかと私は思ってい

ます。

ほかにも何カ所か調査をされました。３月18

日、発注者に聞き取り調査もされております。

調査した県職員は、その結果を部の上司に報告

されたと思います。まず、書類上で工事金額が

自治公民館で支出できる額であったのかどう

か、また、現場を検査した結果が不正ではな

かったかどうかを報告されたと思いますが、私

は、どう考えても県の優秀な職員が、「この書

類が正確で、さらに、正しく工事がされてい

る」と報告はしていないと思うのであります。

その後、部長を初め上司の方で検討されたは

ずであります。３月20日ごろ、県の管理課か

ら、全く建設業に関係のない第三者に対し、

「異議申し立てされた内容には不正の事実は確

認されなかった」との報告がなされたと聞いて

おります。

私は現場で調査した職員は、現地で確認した

事実を、間違いなく、しっかりと報告されてい

ると思います。このような実態にもかかわら

ず、課内協議の結果は不正はなかったとのこ

と。現場を見たときに、舗装はしていないわけ

ですので、虚偽申請であることは明白でありま

す。３月18日の調査時点で、はっきりした虚偽

であるとわかっていたはずで、職員もこのこと

を伝えなかったとは私は思っておりません。こ

れは、職員の尊厳にもかかわる重大な問題だと

思っております。

今回の事案は、大変不可解なことが多過ぎま

す。２月28日の通報メール後、３日間も立入調

査を行い、不正がなかったと判断した一連の対

応について、知事の見解を伺いたいと思いま

す。

通報メールを受領しま○知事（河野俊嗣君）

した後、３月に実施しました立入検査の中で、

株式会社大建による注文書や契約書の偽造、虚

偽の発注者の証言のほか、それに加えて、県に

おいても対応の不十分さなどがありまして、虚

偽の申請を見抜けなかったものであります。

虚偽の疑いがあるとの情報を受けて立入検査

を実施したにもかかわらず、不正を見抜くこと

ができなかったことは、大いに反省すべきであ

ると考えております。今後は、立入検査に必要

な改善策を講じ、再発防止に取り組んでまいり

ます。

今回のことについて３月末ご○徳重忠夫議員

ろ、県は、建設業とはまったく関係のない第三

者からの問い合わせに、「お尋ねの大建につい

ては、現地確認の結果、問題はありません」と

回答し、この第三者から建設業関係者に同じ内

容が伝えられたと聞いております。このことに

よって、これは事実に反すると、地元都城では

大問題になったところであります。
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検査結果を、なぜ通報者ではなく関係のない

第三者に、どのようにして伝えたのか。さら

に、第三者に伝えたことは、行政の守秘義務と

いう点で問題はないのか、県土整備部長にお尋

ねをいたします。

立入検査で○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

知り得た資産や取引先などの秘匿を要する法人

情報ではなかったため、問題はないと判断し、

調査結果に関する問い合わせに対して回答を

行っておりました。

しかしながら、通報者へ報告しないまま、第

三者に話をしたことについては、慎重であるべ

きであったと考えております。

ただいまお答えいただいたと○徳重忠夫議員

ころでございますが、質問を続けてまいりたい

と思います。

県が第三者に伝えた内容は、県と誰が協議し

た内容なのか。この問題をどの範囲の職員が

知っていたのか、部長にお答えいただきたいと

思います。

問題はない○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

と判断したことについては、管理課内で協議し

た結果でございまして、当時の県土整備部長ま

で口頭で報告をしております。

私は、この問題は大変大きな○徳重忠夫議員

問題と考え、ある県議と相談し、現地状況の確

認をすることにいたしました。

先月８月24日、県職員と地元業者15名と一緒

に２班に分かれて、株式会社大建が実施した工

事現場の確認を行いました。

「石風呂自治公民館舗装工事」を平成25

年、323万5,000円、平成28年、950万円で行って

いると記載されておりますが、公民館は雑草が

生い茂り、舗装の跡形もありませんでした。

その後、県職員の案内で、別の場所の舗装の

現場を紹介されました。しかし、その場所は公

民館所有の敷地ではなく、別の運送会社の物件

ではないかとの話がありました。そこで、運送

会社の社長にお話を聞くため、私と別の県議、

県職員２人、４名でお伺いしたところでありま

す。「その土地は自分の土地で、大建さんに舗

装工事は頼んでおりません。別の業者に工事を

してもらいました」とのことでした。何もかも

嘘であります。

誰が考えても、わずか36戸の自治公民館が２

カ年にわたり、1,273万5,000円もの舗装工事を

行うことは絶対にあり得ないことであると思い

ます。しかも、この物件は公民館のものではな

く、運送会社のもので、完全に虚偽申請であり

ます。

建設業法では、経営事項審査申請書に虚偽の

記載をして提出した者について、どのような罰

則が科されているのか、県土整備部長にお伺い

をいたします。

建設業法に○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

おきましては、経営事項審査の申請書での虚偽

記載は、営業停止等の監督処分の対象になるほ

か、６月以下の懲役または100万円以下の罰金に

処せられる場合がございます。

経営事項審査の申請書に虚偽○徳重忠夫議員

の記載をして提出したわけですから、６カ月以

下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる

ということであります。刑に処せられた場合

は、許可の取り消しを受ける場合もあり、その

場合は５年間は改めて許可を受けることができ

ないとなっているようであります。

そこで、今回の株式会社大建の虚偽の申請

は、これに該当するのか、また該当する場合、

どのような処分となるのか、県土整備部長にお

尋ねをいたします。
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罰則の適用○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

につきましては、最終的に司法の判断に委ねら

れるため、当方ではお答えすることは差し控え

させていただきますが、仮に該当し、６カ月以

下の懲役または100万円以下の罰金に処せられた

場合は、建設業の許可の取り消しを行うことと

なります。

私は、今回の虚偽申請の件に○徳重忠夫議員

つきまして弁護士に相談をいたしました。今回

の件は大変悪質であることから、県が告発でき

る事案であるとのことですが、そういう考えは

県にあるのか、お尋ねをいたします。

株式会社大○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

建の経営事項審査における虚偽申請に対しまし

ては、今月10日付で、45日間の営業停止処分及

び５カ月間の入札参加資格停止処分を行ったと

ころであります。

また、今後、引き続き詳細に調査を進める中

で、取り消し基準に該当するさらなる不正の事

実が確認された場合には、入札参加資格の取り

消しの処分を行うこととなります。

こうした行政処分の状況及び今後の調査結果

を踏まえながら、告発に関しましては慎重に判

断してまいりたいと考えております。

株式会社大建が格付が上がる○徳重忠夫議員

ことによりまして、落ちた人がいるわけです

ね。Ａランクは7,000万円までの仕事、特Ａラン

クは7,000万円以上、上は幾らでもあるそうであ

りますが、受注額が格段に違うわけで、会社運

営に多大な影響が出るものと思われます。新し

い格付により、今年５月から大建さんは、３カ

月間の公共工事だけでも約３億6,000万円（県1

億5,000万円、市2億1,000万円）の受注額となっ

ております。

新しい格付前の大建さんの受注工事は民間工

事が多かったわけですから、これは虚偽の申請

による格付が上がったことで得られた不当な利

益だと思われます。そして、それは全て県民や

市民の公金により賄われていると思います。

格付は、経営事項審査に基づく客観点と、県

独自の入札参加資格審査に基づく主観点によっ

て順位が決められていますが、経営事項審査の

点数を上げるために、各業者は必死の努力をさ

れております。

今回の平成30、31年度の入札参加資格審査に

おける総合数値は、前回と比較すると、土木一

式が1,226点から1,283点、57点も上がっており

ます。舗装工事は1,038点から1,230点、192点も

増加しております。

一部の業者が急に大幅な審査数値が上がった

ことに対して、何の疑問も持たなかったのか、

県土整備部長にお伺いをいたします。

株式会社大○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

建の入札参加資格における総合数値は、技術者

数の増加や建設機材数の増加、新分野進出に係

る加点に加え、今回問題となっております水増

しによる完成工事高の増加により、上昇してお

ります。

県におきましては、これらの申請内容につき

まして、保険証や車検証、注文書や契約書等に

より金額等を確認し、また、立入検査におきま

しても、注文書や契約書等の偽造などにより、

不正に気づくことができなかったため、適正な

ものとして処理を行いました。

今となりましては、さらに調査を尽くすべき

であったと反省をしているところであります。

株式会社大建は、ことし５月○徳重忠夫議員

からの３カ月の間で３億6,000万円の工事を受注

しております。これは、今回明らかになった虚

偽申請により得られた受注であるため、受注工
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事を施工する資格がなかった業者ではないか

と、私はこう考えておりますが、県土整備部

長、そういう判断でよいのかお尋ねいたしま

す。

株式会社大○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

建は、経営事項審査における虚偽申請により、

不正な方法で得た格付で、公共工事を受注した

ことは事実でございます。

しかしながら、個々の工事の契約自体は、既

に成立しておりますので、今後、調査と並行し

て、その取り扱いにつきましては検討していき

たいと考えております。

ぜひ慎重に協議していただき○徳重忠夫議員

たいと、お願いをしておきます。

最後に、知事にお伺いをしておきたいと思い

ます。

12年前、宮崎県では安藤知事と建設業者との

問題が発生しました。知事は、当時は総務部長

であったので、鮮明に記憶に残っているものと

思います。今回の問題は、知事が直接関係して

いるわけではありませんが、経営事項審査にお

いて不正があり、そのことについて通報を受け

た県が、立入検査を行ったにもかかわらず、そ

の不正を見抜けなかったことは、県民の宮崎県

行政に対する信頼を完全に失墜させたものと私

は思っています。また今回は、情報管理のあり

方という点についても問題であったと考えてお

ります。

そこで、今後、今回のようなホットラインに

よる通報があった場合、県としてどのように対

応すべきか、知事の見解を伺っておきたいと思

います。

今回の事案に関しまし○知事（河野俊嗣君）

て、情報提供により立入検査を実施したにもか

かわらず、不正を見抜けなかったことや、検査

結果を通報者に報告することなく第三者に告知

したことなど、今回の一連の対応によりまし

て、情報提供者を初め建設業界、県民の皆様に

御迷惑をおかけしたことにつきまして、大変申

しわけなく、深くおわびを申し上げます。

県におきましては、今後、このような通報が

ありました場合、施工業種に精通した技術職員

の検査への同行や、発注者、資材納入業者等へ

の確認の強化など、検査における具体的な内容

を盛り込んだマニュアルを整備しますととも

に、通報者への丁寧かつ速やかな対応や、検査

内容等に関する情報管理の徹底など、改めて検

証を行い、このようなことが二度と起こらない

よう、厳正に取り組んでまいります。

それでは、質問を変えてまい○徳重忠夫議員

ります。次に、南海トラフ地震対策について伺

います。

近年、日本全国で震度６、震度７を観測する

大きな地震が発生し、甚大な被害が発生してお

ります。おととし４月の熊本地震では震度７を

２回も記録し、今年は６月に大阪北部で震度６

弱の地震が発生し、ブロック塀の下敷きになっ

て児童が犠牲になるという痛ましい事故があり

ました。さらに先週６日には、北海道で震度７

の地震が発生し、土砂災害など、多くの方が犠

牲になられました。近年、日本は地震の活動期

に入っていると言われており、頻繁に発生する

大きな地震に対して、命を守るための備えを急

がなければなりません。

本県としても、30年以内の発生確率が70％か

ら80％に引き上げられた南海トラフ地震や、比

較的発生確率の高い日向灘地震が、あす起こっ

てもおかしくない状況にあり、ハード・ソフト

一体となった取り組みを加速して進める必要が

あると考えます。
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そこでまず、南海トラフ地震を初めとする地

震津波災害に対する、県土整備部におけるハー

ド整備の取り組みについて、県土整備部長にお

尋ねをしておきたいと思います。

県土整備部○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

におきましては、数十年から100数十年に一回起

こるような、比較的発生頻度が高い津波に対し

まして、人命や資産を防護するため、一ツ瀬川

における堤防補強や平山海岸における護岸のか

さ上げなど、河川や海岸の施設整備を進めてお

ります。

また、現在想定されております最大クラスの

地震や、それによる津波に対しましては、何と

しても人命を守るという考え方に基づき、迅速

かつ安全に避難できるよう、建物の耐震化や避

難施設の整備を進めるほか、災害発生後の救援

・支援活動を支える都城志布志道路の整備や、

油津港における岸壁の耐震化などに取り組んで

いるところであります。

今後とも、国や市町村、関係機関と連携を図

りながら、切迫する南海トラフ地震などにおけ

る地震津波対策の推進に努めてまいります。

ぜひ早急に努力をしていただ○徳重忠夫議員

きますよう、お願いをしておきます。

次に、避難場所の確保について伺ってまいり

ます。

県の最大クラスの地震・津波の想定では、県

内各地で震度７の揺れが発生し、津波が最短

で14分で到達、津波の高さも高いところで17

メートルに達するとしております。このような

地震では、津波からいかに早く避難できるかが

重要であります。

先日、私が高知県を調査で訪れた際、津波避

難タワーが100基以上も建設されている状況を見

て、大変驚きました。住宅地の中に避難タワー

がたくさん設置されており、いち早く住民が避

難できるようになっておりました。本県の津波

避難タワーの数は、それほどないようでござい

ますが、宮崎県も高知県と同様に海岸線が長

く、津波避難タワーなどの整備を早急に進める

べきと考えます。

そこで、避難場所の確保に対する県の取り組

みについて、危機管理統括監にお尋ねをしてお

きたいと思います。

南海トラフ○危機管理統括監（田中保通君）

地震によります高知県への津波到達時間は、地

震発生から数分以内と想定されておりまして、

その時間内に避難できる津波避難ビルや高台が

付近にない住宅地等のために、111基の津波避難

タワーが整備をされております。

本県でも、お話がありましたように、津波が

最短14分で到達し、津波の高さも最大17メート

ルになると想定されることから、避難場所の確

保を進めているところであります。

これまでに、沿岸市町では、津波避難ビル655

カ所、高台等531カ所を緊急避難場所として指定

するとともに、これらの避難場所までの避難が

困難な地域におきましては、平成31年度まで

に26基の津波避難タワー等を建設する計画であ

りまして、うち17基が完成しております。

さらに、避難経路の整備や誘導標識等の設置

も進めているところでありまして、今後とも、

沿岸市町と連携し、住民の安全・迅速な避難の

支援に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

一刻も早く避難タワーができ○徳重忠夫議員

るように期待をしたいと思います。

次に、市町村の広域応援体制について伺って

まいります。

南海トラフ地震では、沿岸部を中心に地震動
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や津波による被害が広範囲にわたり、県の想定

では、避難者の数が発災１週間で約40万人にな

るとしております。安全な避難場所の確保、食

料や飲料水、物資の供給が求められますが、１

つの市町村だけで対応することは困難でありま

す。

南海トラフ地震で津波が発生すると、沿岸部

の市町では、津波による浸水で多数の避難者が

発生しますが、この避難者を内陸部で受け入れ

たり、人的・物的支援を市町村間で行う枠組み

を構築することも必要だと思います。

沿岸市町が被災した場合の広域的な応援体制

について、県はどのような取り組みを行ってい

るのか、危機管理統括監にお伺いをいたしま

す。

議員御指摘○危機管理統括監（田中保通君）

のとおり、南海トラフ地震では、津波によりま

して、沿岸部を中心に甚大な被害になると想定

されることから、沿岸市町を支援する体制の整

備・構築は大変重要であると考えております。

これまで、都城市を中心としました県南部

の10の市町では、南海トラフ地震等の大規模災

害の発生に備えまして、宮崎県南部地域大規模

災害対策連携推進協議会を設置しまして、物資

や避難施設の提供、人的応援体制等についての

計画を策定するとともに、毎年、訓練を実施し

ております。

県も当協議会と連携しまして、防災訓練や図

上訓練を実施するとともに、市町村間の連携や

計画等の実効性を高めるため、助言等を行って

おります。

県央、県北地域でも、このような広域的な支

援体制を構築する必要があると考えております

ので、現在、関係市町村と、連携のあり方や体

制づくりについて協議を重ねているところであ

ります。

ありがとうございました。○徳重忠夫議員

それでは次は、福祉保健部長にお尋ねをして

みたいと思います。高齢者の生きがいづくりに

ついてでございます。

国立社会保障・人口問題研究所の平成30年３

月の統計によりますと、高齢者人口は年々増加

し、2025年には、本県の人口は102万3,000人、

そのうち65歳以上の高齢者人口は35万8,000人、

高齢化率は35％と、３人に１人が高齢者という

超高齢社会となります。７年後でございます。

そのような中、高齢者の皆さんには、人生の最

期まで、希望と生きがいを持って明るく楽しく

生活してもらうことが大変大切だと考えており

ます。

そこで、2025年に向けて、高齢者の生きがい

づくりのために、県はどのような施策に取り組

んでいこうとされているのか、福祉保健部長に

お伺いをしておきたいと思います。

高齢者が生○福祉保健部長（川野美奈子君）

きがいを持ち、活力に満ちた長寿社会づくりを

進めるためには、高齢者自身が社会を支える一

員として、長年培ってこられた知識や経験を十

分に発揮し、生き生きと活躍していただくこと

が重要だと考えております。

このため、県におきましては、ＮＰＯ等の活

動を体験する中で、自分に合った活動を見い出

すきっかけとなるシニアインターンシップ事業

の実施を初め、老人クラブが行う健康づくりや

社会奉仕、さらには、ひとり暮らし高齢者や子

供の見守りなど、幅広い活動を支援していると

ころでございます。

県といたしましては、今後とも、高齢者の社

会参加を促進するため、例えば、地域を支える

介護の担い手など多様な活躍の場づくりを進
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め、生きがい対策に努めてまいりたいと考えて

おります。

高齢者が生きがいを感じて頑○徳重忠夫議員

張っていただくように、私は、高齢者の就労促

進を図っていく必要があるという観点から、質

問をしてまいりたいと思います。

働くことにより生きがいを感じる高齢者も多

いことと思います。仲間と交流しながら楽しく

働き、自分の役割や責任を認識して社会に貢献

し、さらには収入も得ることにより、生きる喜

びを感じることができます。また、少子高齢化

が進展し、労働力不足が問題となっている中、

経済や社会の活力を維持していくためには、長

年培ってきた知恵や経験、技能を持つ高齢者の

労働力も必要とされております。

このような中、高齢者の就労を促進するた

め、「生涯現役促進地域連携事業」に取り組ん

でいると聞きましたが、その事業内容につい

て、商工観光労働部長に伺っておきたいと思い

ます。

「生涯現○商工観光労働部長（井手義哉君）

役促進地域連携事業」は、働く意欲のある高年

齢者が、能力や経験を生かし、年齢にかかわり

なく働くことができる生涯現役社会を目指す、

厚生労働省の委託事業であります。

本県におきましては、県を初め、県シルバー

人材センター連合会や県社会福祉協議会で構成

します「みやざきシニア活躍推進協議会」が受

託しております。

平成29年８月から翌31年度末の32年３月まで

の事業で、事業費は、総額で１億370万7,000円

となっております。

具体的な事業内容でありますが、高齢者を対

象として、就業支援相談窓口を県内３カ所に開

設しているほか、就職面談会の開催、就業に係

るニーズ調査や就労開拓、生活設計のためのセ

ミナーの開催、農業・観光・介護分野における

体験型モデル事業などを行っております。

これらの取り組みによりまして、平成29年度

は89名の方の就労に結びついたところでありま

す。

ありがとうございました。働○徳重忠夫議員

く意欲のある高齢者の就労を促進することは、

生きがいづくりの意味で大変重要であると考え

ます。引き続き事業に取り組んでいただきます

ように、お願いをしておきたいと思います。

特に、就業支援相談窓口は県内３カ所に設置

しているとのことでありました。今後は、各市

町村において就職支援相談窓口を利用したいと

思っている高齢者の方々が、より支援が受けや

すくなるよう、各市町村にも窓口を設けていた

だくように努力していただきたいと思います。

次に、ただいま言われました生涯現役促進地

域連携事業の、事業期間が終了するということ

をお聞きしておりますが、事業期間が31年度ま

でとのことであります。その後の取り組みにつ

いてどのように考えておられるのか、商工観光

労働部長にお伺いをしておきたいと思います。

お話にあ○商工観光労働部長（井手義哉君）

りましたように、高齢者の就労を促進し、社会

で活躍していただくということは、生きがいづ

くりや労働力確保の観点から大変重要であると

考えております。

32年度以降につきましては、本事業の成果を

検証した上で、特に効果の高い取り組みについ

て、引き続き実施することができるよう国に対

して働きかけるなど、今後とも高齢者の就業機

会の拡大に努めてまいります。

また、本事業では、その成果等を、お話にあ

りましたように県内各市町村へ広めること、こ
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れにつきましても事業内容の一つとしておりま

す。このため、今後、市町村におきましても、

各シルバー人材センター等と連携するなどして

同様の事業が展開されますよう、今回の事業で

得たノウハウの周知を図るなど、市町村への支

援も行ってまいります。

ぜひお願いいたしておきたい○徳重忠夫議員

と思います。

それでは、教育長に伺ってまいります。中高

一貫教育、五ヶ瀬中等教育学校の成果について

伺ってまいります。

平成６年４月に県の「フォレストピア宮崎構

想」を受け、五ヶ瀬中等教育学校ができまし

た。私の恩師であります当時の児玉郁夫教育長

のもと、相当な苦労の末、全国初の公立中高一

貫教育校として開校したと聞いております。開

校当時は、県立五ヶ瀬中学校・五ヶ瀬高等学校

でしたが、昨年11月、学校教育法の改正に伴

い、現在の中等教育学校となり、今年で25年目

になります。

同校は、21世紀を担う個性豊かで創造的な発

想を身につけ、真の「生きる力」や「人間力」

を育成するための教育活動の展開をするなど、

他校と比べて、さまざまな特色のある教育活動

をこれまで行っているにもかかわらず、そのよ

さや取り組みが県下全域に伝わっていないこと

を非常に残念に感じているところでございま

す。

１期生は40歳になっております。社会で活躍

している卒業生も多いと思われますが、そのよ

うな卒業生の活躍を知ることで、在校生が自分

の学校に誇りを持つことができるのではないか

と思います。そのためにも卒業生の動向を把握

することが必要と考えておりますが、五ヶ瀬中

等教育学校の卒業生の動向について、どのよう

に把握されているのか、教育長に伺っておきた

いと思います。

五ヶ瀬中等教育学校○教育長（四本 孝君）

の卒業生の動向につきましては、定期的な追跡

調査は実施をしておりませんけれども、同窓会

等を中心に把握に努めているという状況であり

ます。

確認できた情報によりますと、探究的な学び

を生かして医師や教師、または大学等において

研究に携わっている方や、グローバルな学びを

生かして海外で教育に携わっている方、地元の

五ヶ瀬町役場やみずから会社を起こして地域の

振興に携わっている方など、さまざまな分野に

人材を輩出しております。

ありがとうございます。幅広○徳重忠夫議員

い分野で活躍している卒業生がいることが、よ

くわかりました。

このように活躍している卒業生を知ること

で、学校も在校生も元気が出ると思いますの

で、可能な限り把握していただきますように、

お願いをしておきたいと思います。

続いて、五ヶ瀬中等教育学校は、地元の自然

や文化、そして人材を活用した、さまざまな特

色ある教育活動がなされていると思います。そ

こで、五ヶ瀬中等教育学校の特徴的な教育の取

り組みについて、教育長に伺っておきたいと思

います。

五ヶ瀬中等教育学校○教育長（四本 孝君）

は、豊かな自然の中で、「感動と感性の教育」

の理念のもと、21世紀を担う創造力豊かな、国

際社会で活躍する人材を、６年間を通して育成

するために設立されました。

開校当初から取り組んできた探究的な学習

は、現在、全国で行われている「総合的な学習

の時間」の先駆的な実践となっております。
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さらに、中山間地域の課題をテーマに取り組

む探究的な学習の成果が認められ、平成26年度

にスーパーグローバルハイスクールに指定をさ

れております。その取り組みにおいて、生徒た

ちは、これまでの学習をグローバルな視点でよ

り一層深めるとともに、日本語だけでなく英語

によるディスカッションや論文作成等の活動を

通して、課題解決力やコミュニケーション能

力、表現力などを身につけ、国際的な視野を持

つ人材が育っているところであります。

県内の中高一貫教育校につい○徳重忠夫議員

て伺います。

他校の参考となる五ヶ瀬中等教育学校の取り

組みについてはわかりました。このような取り

組みができる同校のメリットの一つとして、中

高一貫教育があることは間違いないと思ってお

ります。それでは、県内にはほかにどのような

中高一貫教育があるのか、お伺いをしておきた

いと思います。

中高一貫教育校に○教育長（四本 孝君）

は、五ヶ瀬中等教育学校のほかに、「併設型」

及び「連携型」の２つのタイプがあります。

まず「併設型」につきましては、高等学校入

学者選抜を行わずに、附属中学校から接続する

高校へ進学するもので、設置校は宮崎西高校と

都城泉ヶ丘高校の２校であります。

また、「連携型」につきましては、市町村立

の中学校と県立の高校が授業や部活動、学校行

事において交流するなど、緩やかな連携をする

ものであります。

これにつきましては、福島高校と串間市立串

間中学校が取り組んでいるところであります。

ありがとうございました。○徳重忠夫議員

次に、中高一貫教育校の今後の設置について

伺います。

県内の中高一貫教育校の状況についてはわか

りました。それでは、中高一貫教育校の設置に

ついて、今後どのように考えているのか、教育

長に伺っておきたいと思います。

「宮崎県立高等学校○教育長（四本 孝君）

教育整備計画・後期実施計画」におきまして、

中等教育学校や併設型中高一貫教育校につきま

しては、今後の生徒数の減少が予測をされる

中、ほかの公立や私立の中学校への影響を考慮

し、新たに設置する予定はありません。

また、連携型中高一貫教育校につきまして

は、その取り組みの成果を検証しながら、生徒

・保護者のニーズや実態等を勘案するととも

に、高等学校の特色や魅力づくりの視点も踏ま

え、開設の可能性について検討してまいりたい

と考えております。

今後は、生徒数の減少がある○徳重忠夫議員

わけでございます。学校の教育整備計画により

ますと、学校数の減少も考えられますので、連

携型中高一貫教育校については、地域の活性化

にも寄与すると思いますので、引き続き検討を

していただきますように、お願いをしておきた

いと思います。

今回は、五ヶ瀬中等教育学校の成果を中心に

質問をしました。今回の新学習指導要領で重視

されている探究型学習については、同校は開校

当初から取り組んでいることが改めてわかりま

した。五ヶ瀬の学びを県内の学校にもさらに普

及させていただきたいということを、お願いし

ておきたいと思います。

最後の質問に入ります。２巡目国体に向けた

施設整備について伺います。

都城市山之口町に整備する陸上競技場につき

ましては、６年後には完成予定ということで、

これから設計や建設に向けた準備に計画的に取
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り組まれていくと思います。この施設整備につ

いて、地元の建設業者、業界から、「地元でで

きることは地元でやりたい、自分たちもかかわ

りたい」といった声を多く伺っております。ま

た、100年に一度の大規模な県の公共工事という

こともありまして、大きな期待を寄せられてい

るようであります。体育館が整備される延岡市

や、プールが整備される宮崎市においても、同

じように地元業者は期待しているのではないか

と思います。

そこで、２巡目国体に向けた陸上競技場の整

備について、今後どのようなスケジュールで進

めていくのか、総合政策部長にお伺いをいたし

ます。

陸上競技場に○総合政策部長（日隈俊郎君）

つきましては、現在、整備基本計画を取りまと

めているところでありまして、先般、計画素案

に対するパブリックコメントを実施したところ

であります。

今後は、基本設計や実施設計等に順次着手し

まして、国体前年の2025年に予定しております

リハーサル大会までに確実に整備できるよう、

着実に進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。よろ○徳重忠夫議員

しくお願いいたします。

次に、知事の考えを最後にお聞かせいただき

ます。

今回、このような大規模な事業が行われるこ

とで、地元の建設業者としては大きな期待と夢

を持っております。その思いに対する知事の考

えを伺っておきたいと思います。

２巡目国体に向けまし○知事（河野俊嗣君）

た今回の施設整備は、スポーツランドみやざき

の将来へ向けた、また地方創生にも資する大き

な投資でありまして、建設工事等による経済効

果も非常に大きいものと考えております。

これらの工事発注等におきましては、工事の

品質確保やＷＴＯ政府調達協定、事業スケジ

ュールなどといった制約もありますので、それ

らを踏まえつつ、県内経済への波及や県内業者

の育成などにも配慮しながら、適切に対応して

まいりたいと考えております。

県内業者の育成に配慮いただ○徳重忠夫議員

けるという知事の御答弁で、大変感謝をいたし

ております。

これは要望といたしますが、期間が６年もあ

るということですから、計画的にやれば、地元

の業者に発注できる部分もたくさんあると思い

ますので、そういった地元への配慮をよろしく

お願い申し上げまして、私の質問の全てを終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時33分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○外山 衛副議長

きます。

次は、岩切達哉議員。

〔登壇〕（拍手） 会派県民連○岩切達哉議員

合宮崎、社民党の岩切達哉であります。

傍聴にお見えの皆さんには、県政に対する強

い関心を持っていただき、心から感謝を申し上

げたいと思います。

それでは、通告に基づき一般質問に入りたい

と思います。

最初に、知事の政治姿勢について伺います。

河野県政２期８年、口蹄疫からの復興や、国

体誘致、そして、県内の均衡ある発展を期し
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て、国体施設を分散整備することとした決定、

さらには県内農産物輸送の動脈であるカーフェ

リーの救済など、時々の課題に的確に判断し、

対応してこられたと評価するところです。ま

た、「新しいゆたかさ」「くらしの豊かさ日本

一の宮崎」を目指すこと、「美しい宮崎づく

り」など県の成長目標を明確にして、県政のか

じ取りをされております。私が強く関心を持っ

ております福祉・医療などの分野では、「子ど

も・子育て支援は、大切な「未来への投資」」

として取り組まれ、さらには県立宮崎病院改築

の判断など、着実に県民の福祉、医療の充実を

図ってこられました。一方で、地方財政の厳し

い現状は続いており、さまざまな制約があるこ

とと思います。

そういった中、県知事選は、平成30年12月23

日の投開票と、県選管から６月末に公表されま

した。河野知事に伺います。知事は、３期目を

目指すと既に表明されておりますが、これから

の宮崎に必要な政策を具体的にどうお考えなの

か、お示しいただきたいと思います。

重ねて知事に伺います。６月中旬、大阪府北

部地震で、ブロック塀倒壊により、小学校１年

生が命を落とす不幸がありました。その翌月、

７月初旬の自治会回覧板には、県土整備部発行

の「ブロック塀を点検しましょう」というチラ

シが入っていました。迅速な対応に感心をいた

しました。また、県庁楠並木通りには、ベンチ

が置かれています。風雨によって表面が汚く

なっているなと思っていたやさき これは管―

轄の土木事務所かと思いますが きれいに補―

修され、観光地としての面目を保つことができ

ました。このように、目立ちませんが、確実に

業務に取り組む職員の頑張りがあります。

一方で、６月以降、さまざまな不祥事、行政

上、不適切な事務処理があり、代表質問を含

め、取り上げられてきました。

知事に伺います。これらのことがなぜ発生す

るか、どのように対応していくかであります。

ただ、職員個人の責任にとどめてはなりませ

ん。

私は、限られた職員配置が進む現場の実情か

ら、職員の相互支援体制、これができているか

大変心配しております。隣に座る職員の業務実

情がわからないでは、相互に支援することはで

きません。チームで対応するという言い方があ

りますが、そのような実態になっていたのか。

そのことで、処理がおくれるとか、漏れるなど

を防ぐ体制整備が必要と考えますが、知事の所

見を伺います。

以下の質問は、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。

まず、これからの宮崎に必要な政策について

であります。

私は、知事就任以来、口蹄疫等からの再生復

興と新たな成長に向けて、フードビジネスや中

核的企業の育成等に全力で取り組んでまいりま

した。その結果、農業産出額や食料品出荷額な

どが順調に伸びてきており、今後は、この成長

の流れをしっかりと軌道に乗せていく必要があ

ると考えております。

また、今後の東京オリンピック・パラリン

ピック、さらには国民文化祭、全国障害者芸術

文化祭、そして、その先の国体や障がい者ス

ポーツ大会などの開催というものを本県にとっ

ての好機（チャンス）ととらえ、世界農業遺産

やユネスコエコパークなどの地域資源を生かし

ながら、国内外に向けて、本県の魅力を強くア
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ピールし、観光・交流の拡大にも着実につなげ

ていかなければならないと考えております。

さらに、医療・福祉サービスの維持・充実、

中山間地域対策、交通インフラのさらなる充

実、さまざまな危機事象への対応など、引き続

きしっかりと腰を据えて取り組んでいかなけれ

ばならない課題が山積をしております。

特に、人口減少問題への対応は喫緊の課題で

ありまして、早急にこの問題に対応しなけれ

ば、ますます人口減少が進み、本県の活力が失

われてしまう、今まさに、本県の将来にとりま

して、極めて重要な局面を迎えていると考えて

おります。

私としましては、県民の皆様に、次期県政を

負託していただけるのであれば、こうした課題

にも果敢に取り組み、本県のポテンシャル、さ

らには伸び代というものをしっかりと生かしな

がら、人口減少の中にあっても、県民が安心と

希望を持って暮らしていけるよう、全力を尽く

してまいりたいと考えております。

次に、不適正な事務処理についてでありま

す。

今年度に入り、不適正な事務処理が続いてお

りますことは、県民の信頼を損なう、憂慮すべ

き事態であると認識しておりまして、私自身、

強く責任を感じているところであります。

このような状況の中、職員一人一人に対し、

公務員として求められる規範意識につきまし

て、いま一度、自覚を促しますとともに、大切

なことは、職員が課題や仕事などを一人で抱え

込むことがないよう、日ごろからの情報の共有

や相互の支援につきまして、改めて組織として

のあり方を見直す必要があると考えておりま

す。

今後とも、職員の公務員倫理の確立に粘り強

く取り組みますとともに、組織内のコミュニ

ケーションを高め、不安や悩みに互いに寄り添

い、気遣うことのできる、働きやすい職場環境

づくりに努めてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

次に、県土整備部長に伺いま○岩切達哉議員

す。

知事への質問で例示しましたが、ブロック塀

のこと、ベンチのこと、さらに言えば、毎週水

曜日だと思いますけれども、宮崎土木事務所の

職員が楠並木通りの清掃をしている姿がありま

す。これらの職員の取り組み、部長としてどう

評価されていますか。お答えいただきたいと思

います。

御紹介いた○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

だきましたブロック塀点検のチラシは、一刻も

早く住民の方に点検をお願いしたいという思い

から、また、楠並木のベンチの補修や歩道の清

掃は、県庁を訪れる方や楠並木を通る方へのお

もてなしと、美しい宮崎づくりの観点から取り

組んでいるものであります。

このうち、楠並木の清掃につきましては、当

初は宮崎土木事務所だけの取り組みでしたが、

美しい宮崎づくり推進条例の制定を機に、まず

は本庁各課から率先して行動したところであり

ます。

現在は、県土整備部の出先機関や他部局にお

いてもこうした活動が行われるなど、県内一円

にその活動が広がっており、私としては大変心

強く思っております。

県土整備部としましては、今後とも職員一丸

となりまして、県民の安全・安心な暮らしの確

保と美しい宮崎づくりの推進に、しっかりと努

めてまいりたいと考えております。

活動が広がったというお話で○岩切達哉議員
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ございました。

こんなふうに職員は頑張っている、けど、う

まくいかない部分もあった、こういうことで知

事からも答弁もいただきました。相互に支える

体制をつくっていく、そういうことでありま

す。

互いに寄り添い気遣うことのできる職場環

境、このようにおっしゃっていただきました。

職員にただただ頑張れ、しっかりしろと言うだ

けでは済まない、そういうシステムづくり、相

互支援体制づくりというものが必要になってい

る。そのことで、不手際を未然に防止する、そ

ういう県庁づくりをぜひ進めていっていただき

たい、このようにお願いしたいと思います。

続けて、県土整備部長に伺います。美しい宮

崎づくり推進条例を制定し、取り組みを進めら

れており、私は大変関心と期待を持っていま

す。

しかしながら、先日、国道10号を高岡町から

都城市まで車で通行した折に、道路脇の背の高

い雑草が真っ茶色に変色しており、それが延々

と続く光景がありました。これが美しい宮崎を

標榜する県の国道かと、残念に、悲しく思った

ところであります。これは、除草剤を使用した

ものと思われますが、どうしてこの状況は発生

したのでしょうか、お答えをいただきたいと思

います。

国道10号の○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

除草剤の使用につきましては、管理する国に確

認しましたところ、草刈り回数を減らすため、

試験的に実施していると伺っております。

また、県におきましても、「より効率的な除

草対策」として、従来の草刈りと併用しまし

て、除草剤や成長抑制剤などの活用を進めてい

るところであります。

御指摘のとおり、除草剤の使用には立ち枯れ

など、景観を阻害するという課題もございます

ので、雑草が成長する前に薬剤を散布するな

ど、景観への配慮について国とともに検討を進

めてまいります。

今後とも、宮崎の美しい景観の保全に向けた

効率的な除草対策に努めてまいりたいと考えて

おります。

除草剤を試験的に使用してい○岩切達哉議員

るというお話でございました。除草剤に対する

評価もいろいろとあるところでありますが、い

ずれにいたしましても、景観の視点を大事にし

て、効果の評価をしていってほしいと、このよ

うにお願いします。

また残念ながら、道路を美しく保つ予算が少

ないというお話を聞きます。過去、実は宮崎県

の道路はきれいだと高評価をいただくことが多

かったのですけれども、現在は草が生い茂る状

況が目立つようになっています。

私のところにも、道路の草刈りをしてほしい

という県民からの要望をいただくことがござい

ますけれども、各土木事務所でも要望いただい

ているのだろうと思います。

美しい宮崎づくりという、観光宮崎のハード

面を担う県土整備部として、これらの要望にど

う対応していくのか、お聞かせいただきたいと

思います。

美しい宮崎○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

づくりを支える上で、沿道の良好な景観を保全

することは重要な課題でございますが、限られ

た予算の中、維持管理が行き届かない箇所もご

ざいまして、さまざまな御要望を伺っていると

ころであります。

このようなことから、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
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りのある維持管理の実現や、県民、企業等との

協働にも積極的に推進していくこととしたとこ

ろです。

具体的には、地域の草刈り活動などを支援す

る「クリーンロードみやざき推進事業」に加

え、本年度から、企業や団体に植栽管理の担い

手になっていただく「アダプト制度」にも取り

組むこととしたところであります。

今後とも、地域の方々と連携を図りながら、

「美しい宮崎づくり」に向けた沿道景観の保全

に、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

めり張り 「めり」か「張○岩切達哉議員 ―

り」かどっちがいいのか、わかりませんけれど

も、やっぱりしっかりとした、県民が美しい宮

崎づくりを進めていてよかったと、関係者を含

め共通の理解が得られるように対応していって

いただきたいと、重ねてお願いしておきたいと

思います。

続けて、県土整備部長に伺いますが、宮崎市

の源藤交差点についてであります。220号線から

清武町に入っていく交差点ですけれども、慢性

的な渋滞が見られます。

先日、空港から県庁に戻ってくる途中の源藤

交差点で、後方より救急車が近づいてまいりま

した。渋滞する車がお互いに道をあけ合って、

数百メートルの渋滞の中、救急車が数分かかっ

て走っていきました。

宮崎市郡医師会病院が宮崎西インターに移転

するということでございまして、宮崎西環状線

を救急車が搬送路として使うことが期待されて

いると思います。この西環状線でありますけれ

ども、昭和56年都市計画決定と伺っております

が、220号線南バイパスにつなぐことになってお

ります。

この宮崎西環状線を完成することが、渋滞緩

和に効果的だと思いますけれども、そのことに

ついての見通し、部長の思いをお聞かせいただ

きたいと思います。

県道宮崎西○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

環状線は、これまで平和が丘から北川内町まで

の延長約10.6キロメートルが完成しているとこ

ろであり、残る北川内町から源藤町の国道220号

までの延長約2.7キロメートルが未供用となって

おります。

議員御指摘の源藤交差点で発生している渋滞

につきましては、道路ネットワークとして取り

組むべき課題と認識をしております。

このことからも、本路線の未供用区間が完成

しますと、源藤交差点を回避し、宮崎市西側を

大きく迂回する環状道路が形成されることか

ら、交通が分散され、市街地の渋滞緩和はもと

より、救急搬送時間の短縮などにも極めて高い

効果が発揮されるものと考えております。

しかしながら、この区間は市街地を通過する

とともに、既存の道路と立体交差するなど、整

備には多くの費用と時間を要することとなりま

す。

このため、県といたしましては、まずは現

在、古城工区として着手しております北川内町

から古城町までの延長1.2キロメートルにつきま

して、早期整備に向け、しっかりと取り組んで

まいりたいと考えております。

残る2.7キロメートルの完成、○岩切達哉議員

そのことの効果も御認識だと伺いました。ぜひ

１日でも早い完成をお願いしておきたい、期待

しておきたいと思います。

次に、総務部長に伺います。障がい者雇用率

の問題でございます。

「障がいのある人もない人も共に暮らしやす
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い宮崎県づくり条例」では、雇用に際して、ま

たは就労継続に対して不利益取り扱いの禁止

と、合理的配慮の提供が規定されています。雇

用主としての県も、条例を踏まえて、しっかり

した雇用対応をやってほしいと思います。

手帳を所持しないという意思を持つ方、その

ようなさまざまな個人の意向を尊重する必要が

ありますので、手帳の提示の強要とか、手帳申

請を指導してしまうとか、誤った対応がないよ

うに、この件については留意してほしいと思い

ますが、これからの対応についてお聞かせくだ

さい。

障がい者雇用状況○総務部長（畑山栄介君）

の国への報告につきましては、このたび、対象

者の把握・確認方法について、手帳等の確認が

徹底されておらず、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などが判

明したところであります。

このため、知事部局全職員を対象に、障害者

手帳等の確認を目的とした調査を実施したとこ

ろでありますが、調査に当たりましては、ガイ

ドラインにのっとり、その利用目的などを職員

へ明示するとともに、職員の意思に反して、障

がい者である旨の申告や手帳の取得を強要する

ことがないよう、プライバシーへも十分配慮し

た上で実施したところであります。

今後とも、障がい者雇用状況の報告等におき

まして、障がい者本人の意思に反した取り扱い

を行わないなど、ガイドラインに基づき、適切

に対応してまいりたいと考えております。

雇用に関連して、東京医科大○岩切達哉議員

学で、受験生の合否決定に全くもって不当な女

性差別を行っていたことが明らかになっていま

す。

念のために伺いますが、県において、採用時

の男女差別はないか、いかがでございましょう

か。

職員の採用につき○総務部長（畑山栄介君）

ましては、地方公務員法に基づき、受験成績な

どの能力の実証に基づいて行わなければならな

いとされておりまして、人事委員会等による採

用試験の厳格な実施により、その公正さは確保

されておりますので、採用に当たりまして、男

女差別はございません。

当然の御回答がありました。○岩切達哉議員

根底には、差別はいけない、このことが共通理

解としてあると思います。障がいを持つ方も、

性別でも、差別されることなく、その方の持つ

能力が生かされていくことが大事だと考えま

す。ぜひ、その態度で進んでいただきたいと思

います。

次に、職員のメンタルヘルスの問題です。職

員が心の病に至り、休業休職するということが

あります。この場合、職場環境の検証と、その

改善が必要ではないかと考えます。

なぜメンタルの不調を来すことになったの

か、日々の大半を過ごす職場での環境、業務量

だったり、職場内の対人関係であったり、また

は業務上接する県民市民との関係であったりと

いうことが、精神の不調の理由であるとすれ

ば、それをどう解消することができるのか、

しっかり考えることが必要ではないでしょう

か。病気を繰り返し生産するような現場状況で

あってはならないと考えます。

メンタルヘルス対策については、その復職支

援など本当に充実されてきました。また、スト

レスチェックなど予防策も充実しています。し

かしながら発生が続く、その原因は何なのか。

職員が健康で働き続けられることが、県の業務

推進にも欠かせないことですから、現状の対策
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を一歩前進させるために、検証と改善を進めら

れるよう求めたいと思います。部長の見解をお

聞かせください。

心の病により休職○総務部長（畑山栄介君）

した職員については、健康管理医等が療養相談

や所属長への面談を実施しながら、ストレス要

因の検証に努めているところであります。

ストレス要因のうち、職場環境に関するもの

については、健康管理医等の意見を参考に、所

属と総務事務センターが連携して、業務量の調

整や相談しやすい体制づくりなどに取り組んで

おります。

また、平成28年度から実施しておりますスト

レスチェックにおいて、職場環境リスクが基準

を上回った所属には、保健師等が訪問し、専門

的な見地から助言を行いまして、職場環境改善

への取り組みを促しております。

さらに、今年度から復職者を受け入れる所属

を対象に、臨床心理士による復帰前職場研修を

行い、復帰しやすい環境整備を図ることとして

おります。

県民ニーズが多様化する中で、的確な施策の

推進を行っていくためには、職員一人一人が心

身ともに健康であることが重要であると考えて

おりますので、これまでのメンタルヘルス対策

事業の効果について分析や見直しを行いなが

ら、今後とも、より一層の充実を図っていきた

いと考えております。

職場環境を改善し、病に倒れ○岩切達哉議員

る人を再生産しない、そういう対応を目指され

るようにお願いをしておきたい、やっていって

いただきたいと思います。

次に、農政水産部長に伺います。獣医師の現

場の問題であります。

アフリカ豚コレラという新たな病気が外国で

猛威を振るっていると報道されています。今

月、岐阜県で豚コレラが、平成４年以来の発生

と確認されました。きのう、野﨑議員から元気

に詳しく質問があったとおりであります。これ

を何とか防ぎ切らなければなりません。

このような家畜の感染症防疫については、丁

寧な畜産農家支援が必要で、これまでも鳥イン

フルエンザなど、管内をくまなく指導しておら

れますが、特に冬場はシーズン通して心配が尽

きないと伺っています。

山下議員からも獣医師確保に関する質問があ

りましたが、これらの業務に係る獣医師の確保

が重要だと思っております。

宮崎県では、家畜保健所ごとの獣医師が受け

持つ農家数や家畜頭数、業務量が明らかに大き

いというデータが出されましたけれども、実際

のところ、どのように現場で職員が対応されて

いるのか、お聞かせいただきたいと思います

今回の中国で○農政水産部長（中田哲朗君）

のアフリカ豚コレラ発生を初め、近隣諸国にお

いて口蹄疫などが常在化している中、防疫の中

核を担う家畜保健衛生所の役割はますます重要

になっております。

家畜保健衛生所の主な防疫業務といたしまし

ては、家畜伝染病等の発生予防や蔓延防止のた

めの検査や衛生指導、さらには、農場からの通

報に対する緊急的な病性鑑定業務などの対応が

ございます。

また、毎年、牛・豚・鶏、合わせて約5,000農

場を対象に、飼養衛生管理基準遵守のための巡

回指導を行っており、さらに、近隣に水辺があ

るなど、鳥インフルエンザの発生リスクが高い

農場に対しましては、さらなる重点的な点検・

指導等を実施しているところでございます。

5,000農場と伺いました。水辺○岩切達哉議員
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が近い農場に対してはさらに行っている、こう

いうことでございますが、そのような業務実態

であるとして、現在の家畜保健衛生所は県内に

３カ所という実情であります。熊本県は５カ

所、鹿児島県は６カ所、いずれも支所を含まな

い数なんですけれども、これに比べて宮崎県は

箇所数が少ないと考えています。

業務の実情を聞けば聞くほど、管轄面積、担

当農家数などから見て、県内３カ所体制は未来

永劫これでいいのか、さまざまな視点から検討

を開始するべき時期が来ているのではないかと

思いますが、部長の見解を伺います。

本県の家畜保○農政水産部長（中田哲朗君）

健衛生所の獣医師１人当たりの家畜頭数は、全

国で最も多いため、まずは獣医師の安定確保が

急務であると考えておりまして、関係部局が一

体となって確保対策に取り組んでいるところで

ございます。

家畜保健衛生所の体制につきましても、平

成25年度から、日南、小林、高千穂の３カ所に

駐在職員を配置し、畜産農家への衛生指導な

ど、地域防疫の強化に取り組んでおります。ま

た、畜産職や臨床検査技師の配置による家畜保

健衛生所の充実強化も図っております。

今後とも、家畜保健衛生所間の連携及びＮＯ

ＳＡＩ獣医師など地域との協力体制の強化に努

めてまいります。

明確にはなかったんですけれ○岩切達哉議員

ども、ぜひ考えていただきたい課題だと思いま

す。

同じく獣医師の配置された職場で、畜産試験

場がございます。その支場、川南支場がありま

すけれども、行ってみますと厳重な防疫体制

で、容易に場内に入ることもままならない状況

です。この支場での業務の実情についてお聞か

せください。

畜産試験場川○農政水産部長（中田哲朗君）

南支場では、養豚、養鶏及び環境衛生に関する

試験研究を行っております。

具体的には、未利用資源を活用した特色ある

豚肉生産の試験研究や、「みやざき地頭鶏」の

生産性向上に向けた原種鶏の改良、さらには、

豚舎排水の効率的な浄化処理技術の開発などを

行っているところであります。

また、同支場での防疫体制につきましては、

今お話がございましたけれども、養豚や養鶏が

盛んな児湯地域に立地していることに加え、近

隣諸国で口蹄疫や鳥インフルエンザなどが発生

していることから、場内に出入りする人や車両

の消毒の徹底、畜舎消毒、野生動物の侵入防止

策を強化するなど、万全の対策に努めていると

ころでございます。

ただいまお聞かせいただい○岩切達哉議員

た、獣医師のそのような重要な業務実態からし

て、確保対策を強化したいというお話もありま

したけれども、採用時の条件もさることなが

ら、伺った支場の責任に応じた、支場長の位置

づけについてですが、課題を見ることもできる

と思います。大事な任務を負っていただいてい

ると認識いたしましたので、この課題につい

て、獣医師確保の視点からも、ぜひ検討を重ね

ていただきたいと要望しておきます。

次の課題であります。福祉保健部長に伺いま

す。一昨日、新見議員も触れた児童虐待防止対

策の強化に向けた緊急総合対策でございます。

東京都目黒区で発生した虐待死事件、５歳の

幼児が残したメモ、多くの人が涙したあの事件

を機に策定されたものです。この決定内容に、

宮崎県内で生活する子供たちのために、積極的

に取り組んでいただきたいと思っております
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が、特に「体制強化」の項で、中核市における

児童相談所の設置を支援促進するとされていま

す。言うまでもなく、宮崎市に児童相談所を設

置するよう求めていくということです。

そこで部長に伺いますが、まず、県内の児童

相談所が受理する相談の何割が宮崎市居住か。

それをお聞かせいただいた上で、その宮崎市に

児童相談所設置を働きかけていくお考えはない

か、答弁をお願いします。

平成29年度○福祉保健部長（川野美奈子君）

に県内の児童相談所が受け付けた相談の件数

は4,063件であり、このうち宮崎市居住者の相談

が1,332件で、全体の33％となっております。

中核市による児童相談所の設置につきまして

は、平成18年度より可能となったところでござ

いますが、現在、２つの中核市が設置している

状況にあります。

このような中、今回の児童虐待防止対策の強

化に向けた緊急総合対策において、中核市に対

しては、児童相談所設置に向けた検討を進める

こと、都道府県に対しては、児童相談所設置に

向け検討を行う中核市を支援すること等を求め

られたところであります。

中核市が児童相談所を設置することにより、

子育て支援から要保護児童対策まで一貫した児

童福祉施策の実施が可能となるなど、児童福祉

の向上が期待されますことから、児童相談所の

設置について、宮崎市と協議してまいりたいと

考えております。

続いて、国の緊急対策では、○岩切達哉議員

全国で児童福祉司を約2,000人増員するとしてい

ます。これは、全国の児童福祉司約3,300人に対

して、これを1.6倍にするという、相当大きな体

制強化策であります。

これを宮崎県に当てはめると何人増員する

か、宮崎県の児童福祉司の現状から、何人ほど

増員配置していくという目標になるのか、福祉

保健部長、お聞かせいただきたいと思います。

国が増員の○福祉保健部長（川野美奈子君）

基準としております平成29年度の本県の児童福

祉司は28人であります。

仮にこの1.6倍の配置がなされた場合を試算し

ますと、45人という数字になりますので、17人

の増員ということになります。

国は児童福祉法の改正時点○岩切達哉議員

で、その改正の施行後５年を目途として、中核

市が児相を設置するための必要な措置を講ず

る、このように専門委員会から付言をいただい

ておると伺っております。まさに中核市での児

童相談所設置は具体的視野に入ってきたと、私

は認識しております。住民に身近な自治体であ

る、それも、それなりの規模を持つ自治体は、

子供の育ちに責任を持つべきであります。現実

に33％の相談は宮崎市のものだというお話であ

りました。

今答えられた児童福祉司の増員目標、そんな

ことを含めて、中核市が児相を設置するよう私

も私の立場で頑張りますが、ぜひ部長も、知事

もよろしくお願いしたいと思います。

次に、こども療育センターのあり方について

であります。

こども療育センターは、設置から30年余り、

肢体不自由児の総合療育施設でありますけれど

も、現在は重度心身障がい児の利用増加があり

ます。その変化に即して、こども療育センター

機能が充実変化していくことが求められていま

す。

建物のあり方、人材の配置、その機能の見直

し検討が必要な時期が来ていると考えます。部

長の見解をお聞かせください。
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こども療育○福祉保健部長（川野美奈子君）

センターにつきましては、障がいの重度化・重

複化や在宅志向の高まりを受けて、入所児童の

７割を占める重症心身障がい児への対応の充実

や、在宅支援として行っている短期入所、日中

一時支援等における高度な医療的ケアの実施な

ど、機能の強化に努めてきたところでありま

す。

しかしながら、常勤小児科医が不在であり、

また、現在の場所に移転して30年が経過したこ

とによる施設・設備の老朽化などの課題も顕在

化してきております。

このため、今年度、センターの所長を含めた

部内検討会を立ち上げ、県内唯一の県立の医療

型障害児入所施設として、求められる機能を整

理した上で、その役割を果たすために必要な体

制や施設のあり方についての検討を始めたとこ

ろであります。

ありがとうございます。光が○岩切達哉議員

差したという思いがする御答弁だったと思いま

す。ぜひよろしくお願いしたいと思います。

次に、社会としての貧困対策という課題につ

いて、各方面の施策に関して伺いたいと思いま

す。

宮崎県では、人口減少の中、一人世帯は平成

２年の時点で20.5％だったのですが、平成27年

には32.1％という実態です。一人世帯の増加で

心配されますのが、支え合う家族がいない、そ

のことで、経済的困窮すなわち貧困問題へと転

換していくことであります。貧困とは、貧しい

ということに加え、困り事があるということだ

と学んでおります。経済的な支援と同時に困り

事にも対応する、そのような支援が社会的に必

要になっています。

まず、生活保護制度の実施状況についてです

けれども、「健康で文化的な最低限度の生活」

というテレビドラマがありまして、生活保護法

の根拠となる憲法25条の条文の一部を題名にし

たドラマですが、生活保護制度の理解が広がる

ことを歓迎しております。

現在、受給世帯数は過去最高で、特に高齢世

帯では９割が一人世帯というデータがございま

す。これから先、いわゆる非正規労働の増加と

いう就労環境のこととか、生涯未婚率とか、出

生率とか、年金加入状況とか将来を推計する

データでは、一人世帯でかつ貧困状態という方

が増加すると予想される数字ばかりです。

生活保護を利用せざるを得ない方が増加する

と予想しますが、生活保護制度の実施体制につ

いて、部長は日ごろから各実施機関にどのよう

な支援、指導を行ってきているか伺いたいと思

います。

県では、生○福祉保健部長（川野美奈子君）

活保護制度の適正な実施を図るため、県内全て

の福祉事務所に対し、さまざまな支援や指導に

努めております。

具体的には、法令改正などの制度説明を行う

会議や、ケース支援のあり方を検討する研修を

行うとともに、個別の事例に関する電話や電子

メールでの問い合わせに助言を行うなど、直接

支援を行う福祉事務所が、受給者一人一人に寄

り添い、それぞれの抱える問題の解決が図られ

るよう、きめ細やかな支援を行っております。

また、毎年度、施行事務監査を行い、法に基

づく職員の配置や、ケースワーカーの訪問調査

活動の状況、個別ケースにおける支援のあり方

などについて、指導を行っているところであり

ます。

続いて伺います。被保護者に○岩切達哉議員

対する暴言を印刷したジャンパーが問題となっ
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た小田原市では、その反省から、他の自治体の

模範となる実施体制に変革してきているという

ことであります。

数年前には、いわれなき生活保護受給者に対

するバッシングが全国的にありました。もとよ

り、県内の実施機関は十分な研修などを行いつ

つ、制度の適正な実施を行っていると考えます

けれども、この小田原市の適正実施の取り組み

を参考にしてはどうかと思いますが、いかがで

しょうか。

小田原市で○福祉保健部長（川野美奈子君）

は、利用者に寄り添い、ケースワーカーが職務

に専念できる体制づくり等を目的に、「ケース

ワーカーの標準配置数の充足」や、「ストレス

のない職場づくり」「不正受給が起こりにくい

援助のあり方」などについて、組織的な取り組

みが行われております。

本県におきましても、施行事務監査におい

て、ケースワーカー数を充足していない福祉事

務所に対し指導を行うとともに、初任者のケー

スワーカーを対象とした研修会で実務上の困難

な点について意見交換を行い、仕事上の悩みの

共有を図るなど、ストレスの解消につながる取

り組みを行ったところであります。

今後とも、小田原市を初め、さまざまな自治

体の取り組みを参考にしながら、生活保護業務

を担う職員が適正に業務を執行できるよう、支

援や指導を行ってまいりたいと考えておりま

す。

続けて伺いますが、2013年度○岩切達哉議員

に続いて2018年度からも保護基準引き下げが実

施されました。大変残念に思うんですけれど

も、一方でこの夏には、熱中症予防のために、

クーラー設置の支援がなされることとなりまし

た。県内でのこのクーラー支援の実施状況を教

えていただきたいと思います。

近年、全国○福祉保健部長（川野美奈子君）

で熱中症による健康被害が数多く報告されてい

ることを踏まえ、本年６月に、国の生活保護の

実施要領が改正され、７月１日から、「生活保

護開始時」及び「住宅の転居時」などにおい

て、冷房器具の購入に必要な一時扶助の支給が

認められております。

制度改正に伴う、県内各福祉事務所での冷房

器具の購入支援実施状況につきましては、現時

点で、手続中が５件、支給済みが６件となって

おります。

生活保護制度は、社会情勢に○岩切達哉議員

沿って、特別なことではなく普遍化していく、

一人世帯が大変増加する社会情勢にある、この

ように思いますので、誰しもが利用をという場

面になることが考えられる、このように考えて

います。部長のほうから寄り添う支援というお

話がありました。社会のありようを考えると

き、大変ありがたい態度だと思います。ぜひそ

の方向でお願いしたいと思います。

貧困対策として関連の深いセーフティーネッ

ト住宅のことについて、県土整備部長に伺いま

す。

地域包括ケア体制整備にも、その土台は住ま

いと住まい方だとされています。生活困窮者支

援にも住宅確保という事業があります。まずは

ハウジングファースト、住まいは基本的人権で

あるという立場で、貧困対策上、住まいをしっ

かり確保いただくことは重要です。

国交省提唱なのですが、民間賃貸住宅の空き

家を活用した「新たな住宅セーフティーネット

制度」が本格的に始まりました。高齢者、低額

所得者、子育て世帯等を「住宅確保要配慮者」

といって、そういう方々の入居を拒まない賃貸
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住宅の「登録制度」が基礎になりますが、現在

の登録住宅数について、県土整備部長に伺いま

す。

住宅確保要○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

配慮者の入居を拒まない賃貸住宅、いわゆる

セーフティーネット住宅につきましては、本年

８月末現在、本県では宮崎市内におきまして、

１棟２戸の登録がされております。

十分な数とは言えないようで○岩切達哉議員

あります。この登録制度を推進しようというこ

とで、他県では登録手数料を免除するという動

きが活発で、検討されている自治体も多いと

伺っております。

今回、議案の中に手数料条例の改正が提案さ

れていますが、宮崎県での対応についてお聞か

せください。

全国的にも○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

登録戸数が伸び悩む中、登録の一層の促進を図

るため、国におきまして、「住宅確保要配慮者

に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施

行規則」が本年７月に改正され、登録申請手続

が大幅に簡素化されたところであります。

県におきましては、この改正に伴い、登録審

査手続が軽微なものとなることから、登録手数

料は徴収しないこととする条例の改正議案を今

議会に提案しているところであります。

登録申請手続の大幅な簡素化に加え、手数料

が不要となれば、セーフティーネット住宅の登

録促進が図られるものと期待されますことか

ら、引き続き、広く県民や不動産関係団体、福

祉関係団体に対しまして、制度の周知を図って

まいりたいと考えております。

今回議案として、無料化され○岩切達哉議員

るという御提案をいただいているということで

ございますので、このことで登録が進んで、住

宅確保要配慮者に対して、住まいがスムーズに

確保されることになるよう期待したいと思いま

す。

住宅確保に支援が必要な場面で、実際に当事

者の相談に応じている福祉サイドに、十分にそ

の制度を知ってもらうことが必要であり、また

活用してもらうことが必要だと考えますけれど

も、この住まいの確保支援について、福祉部局

との連携をどのように県土整備部長は展開され

ているか、御答弁をいただきたいと思います。

福祉部局と○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

の連携につきましては、従来より、公営住宅の

入居者で家賃の支払いが困難な方に対しまし

て、生活保護制度などの情報提供や助言を、福

祉部局等と連携して行っているところでありま

す。

また、不動産関係団体や福祉関係団体及び住

宅、福祉部局等で構成する「宮崎県住生活協議

会」を通じて、新たな住宅セーフティーネット

制度の周知や登録住宅の供給促進に向けた検討

を行っているところであります。

住宅確保要配慮者の住まいの確保につきまし

ては、今後とも、福祉を担当する行政機関や関

係団体等と連携を図りながら、取り組んでまい

りたいと考えております。

住宅の確保には、契約の際に○岩切達哉議員

保証人を求められたりとか、そういうような高

齢で万が一のことに備えたいという家主さんの

思いがあって、なかなか厳しい。そのことを乗

り越えるための制度でありますので、関係部局

と連携をいただいて、住まいの確保について御

尽力いただきたいと思います。

次に、子供の貧困対策についてでございます

けれども、県内各地で、子ども食堂の展開や学

習支援の活動などが広がっております。
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そういう中で、地域によっては、子ども食堂

に対して、食品を提供する企業があって助けら

れているというふうに伺っております。とりわ

け、農産物を取り扱いますＪＡが積極的に支援

いただけないかと思いますけれども、その可能

性についていかがか、お聞かせいただきたいと

思います。

県におきま○福祉保健部長（川野美奈子君）

しては、これまで、子供の貧困対策としまし

て、子ども食堂運営団体などで構成します「み

やざき子ども未来ネットワーク」と企業との

マッチング等に取り組み、運営資金のための寄

付や、食糧の支援などが実現しているところで

あります。

このような中、県内のＪＡにおきましては、

昨年から、日向市や延岡市の子ども食堂に対し

まして、直売所の野菜などを無償で提供する取

り組みを実施されていると伺っておりまして、

今後、県内全域への広がりを期待しているとこ

ろであります。

今後とも、さまざまなネットワークを活用

し、ＪＡを含めた県内外の企業などに、さらな

る支援の働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。

子ども食堂を開設している実○岩切達哉議員

践者から、県の担当者に企業をつないでいただ

いたという話も伺っており、頑張っていただい

ていると認識しております。また、農政水産部

長にもＪＡに働きかけをお願いしたいし、よけ

れば知事も一度、子ども食堂を見に行っていた

だけたらありがたいなと思っております。どう

ぞよろしくお願いします。

次に、県で作成した家庭的養護推進計画の中

にあります、母子生活支援施設について、ＤＶ

被害者や虐待の増加に対してケアが必要である

とか、母子を分離せずとも支援できる施設特性

を生かした保護と自立支援の機能を強化してい

くという計画になっています。

しかしながら、宮崎県内には１つもないとい

う状況になったということで、２月議会でも、

この問題についてやりとりをさせていただきま

した。ひとり親の貧困とかが課題になっている

中、ＤＶ相談も伸長している中、県はどうお考

えなのか、いま一度お聞かせいただきたいと

思っております。

ことし８月に、厚生常任委員会の県外視察で

仙台市の母子生活支援施設「仙台つばさ荘」を

視察いたしました。仙台市は政令市で人口108万

人です。宮崎県とほぼ同じで、母子生活支援施

設は３施設あります。３施設で60世帯分が用意

されています。このうち１施設は県立で、運営

は社会福祉法人です。宮崎県にゼロでいいの

か、もう一度、考え直してほしいのですが、お

考えを改めてお聞かせいただきたいと思いま

す。

母子生活支○福祉保健部長（川野美奈子君）

援施設は、配偶者のない、または、これに準ず

る事情にある女性とその子供を入所させて保護

を行うとともに、自立を促進するための生活支

援を行うことを目的とした施設でございます。

御指摘のとおり、本県では、本年４月以降、

母子生活支援施設がない状況となっております

が、施設を廃止した市におきましては、支援を

必要とされる方のニーズに対応するため、民間

アパートの借り上げ等により、母子生活支援を

行う対応がとられているところであります。

こうした中、近年、ＤＶ相談や児童虐待相談

の件数が増加する状況にありますことから、母

子の自立を支援する取り組みは重要と考えてお

ります。
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県といたしましては、市町村や社会福祉法人

など、関係機関との意見交換を行いながら、母

子の生活支援のあり方について検討してまいり

たいと考えております。

ありがとうございます。○岩切達哉議員

続いて虐待の問題であります。

昨年の相談対応件数は1,136件。心理的虐待

が2.5倍ということで注目がありましたけれど

も、実は身体的虐待も239件ということで、件数

が1.5倍と大きく伸びております。

親の側が、自分もたたかれて育てられたん

だ、こういうふうに、みずからの育てられ方を

そのまま子供に対して行う、このようなことを

「虐待の連鎖」と申しますけれども、虐待の連

鎖防止のために、「愛の鞭ゼロ作戦」というの

がありまして、これは厚生労働省が提唱してい

るものであり、この徹底普及を求めたいと思い

ます。

増加する虐待に対応するのも大変大事であり

ますけれども、将来に向けて、虐待をなくす、

そういう社会づくりという目標を掲げて、「愛

の鞭ゼロ作戦」は、厚労省が推奨しているもの

であります。親が子供に、しつけだからと暴力

を振るうことを許している限り、他の方法があ

るんだよということを広めない限り、身体的虐

待は増加していくと思います。目前に11月の児

童虐待防止月間がございます。ここでの徹底を

しっかり取り組んでほしいのですが、福祉保健

部長いかがでしょうか。

「愛の鞭ゼ○福祉保健部長（川野美奈子君）

ロ作戦」は、体罰が子供の脳の発達に深刻な影

響を及ぼすおそれがあることを指摘するなど、

体罰によらない育児を推進するための啓発の取

り組みであり、しつけを名目とした体罰を抑止

することで、児童虐待の未然防止につながるこ

とが期待されております。

県といたしましても、児童虐待の未然防止の

取り組みは大変重要であると認識しております

ことから、特に11月の児童虐待防止推進月間で

は、「愛の鞭ゼロ作戦」の啓発資料も活用しま

して、重点的に啓発活動を行ってまいりたいと

考えております。

続いて、児童が虐待で亡くな○岩切達哉議員

る虐待死の原因の最大のものは、親子心中によ

るものだというふうに伺っております。

心中は、親の都合で子供を死に至らしめ、み

ずからも自殺してしまう事案であり、虐待防

止、自殺防止として取り組む必要があります。

自殺の背景は、本県では健康問題が最も多く、

その半数以上はうつ病などの精神疾患が原因と

なっています。そして、うつ病の背景には、経

済・生活問題や家庭問題、勤務・学校問題な

ど、さまざまな貧困に絡む問題が潜んでいま

す。心中による虐待死について理解するため

に、県内の数字はなかなか難しいようですけれ

ども、全国の数字があれば、まずそれをお聞か

せください。

厚生労働省○福祉保健部長（川野美奈子君）

では、児童虐待による死亡事例の全国調査を実

施しておりまして、この調査によりますと、直

近の平成28年度の心中による虐待死事例は18件

で、児童数は28人という状況でございました。

心中によることで、児童が28○岩切達哉議員

人亡くなっているということであります。

児童虐待防止法施行後15年が経過している平

成26年までのレポートがございまして、15年間

で、心中による子供の虐待死は454人、そのよう

に伺っています。虐待死は6 2 6人、合わせ

て1,000名以上、こういう15カ年間のデータがご

ざいます。
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心中について、それに至らないよう、支援の

ありようについて、県はどのように取り組まれ

ていますでしょうか。

また、心中による虐待死が確認された場合、

どのような対応をすることができますでしょう

か、お聞かせください。

議員御指摘○福祉保健部長（川野美奈子君）

のとおり、自殺の原因の多くがうつ病などの精

神疾患でありますが、うつ病の兆候は、不眠や

だるさなど、身体症状としてあらわれることが

多いため、初めにかかりつけ医を受診する傾向

が見られます。

県では、そうした方を早期に専門的治療につ

なげるため、かかりつけ医と精神科医の連携シ

ステムの構築に取り組んでおります。

また、うつ病等の背景には、子育ての問題や

生活苦などさまざまな要因が潜んでおりますこ

とから、これらの相談に対応する窓口につい

て、パンフレットやインターネット上で周知を

図っております。

また、虐待死が確認された場合には、県社会

福祉審議会の部会において、事案の背景や事実

関係、発生原因の分析等の検証を行っていると

ころですが、心中による虐待死の場合にも可能

な限り検証を行うことにより、虐待死の発生予

防につなげてまいりたいと考えております。

子供を持つ保護者、特に産後○岩切達哉議員

うつという状況があると伺いまして、自殺念慮

を抱くことがありますけれども、産婦人科医や

小児科医との連携も大事だと思っております。

ぜひよろしくお願いします。

最後の質問になります。一人世帯の増加を

ベースに、いろいろとお尋ねをいたしました

が、最後の部分で、孤立死、孤独死というもの

も課題になっていくところであります。

「身寄り問題」と言う言葉が出てくるように

なりました。身寄りがないために孤立してい

る、孤独である。その中で迎えた死に、社会が

対応せざるを得ない事例が増加しつつあるとい

うことであります。

孤立死、孤独死の発生した後の課題、葬儀や

片づけなどの課題に、どのように社会はかか

わっていけるのか、お考えをお聞かせいただき

たいと思います。

身寄りのな○福祉保健部長（川野美奈子君）

い方が孤立死され、御遺体の引き取り者がいな

い場合は、墓地埋葬法に基づき、市町村が火葬

等を行っております。

一方で、孤立死した方が賃貸住宅に入居して

いた場合は、部屋の清掃や家財処分、さらには

不動産の価値減少など、所有者等の大きな負担

になるとともに、住居を希望される高齢者など

で身寄りのない方にとっては、入居を妨げる要

因になっているとも考えられます。

現状では、こうした孤立死が発生した場合の

対応について、公的制度は十分に整備されてい

るとは言えませんが、民間では、家財整理事業

者のサービスに加え、孤立死リスクに備えた保

険も提供されておりまして、こうした民間の動

きを活用しながら、社会全体として対応してい

く必要があると考えております。

社会全体で取り組まなければ○岩切達哉議員

ならない課題だと、御認識をお示しいただきま

した。

今、社会では、世界同時好況とか景気のいい

話がある一方で、貧困、格差の固定化というも

のが顕著になっていると、私は認識しておりま

す。

それに対して、持続可能な開発目標、御承知

のＳＤＧｓ、17の目標の一番目が、貧困をなく
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そうということであります。社会の貧困対策に

関連した質問を行いましたけれども、強い皆さ

んには行政の御支援は必要なくて、やっぱり弱

い立場にある方々にこそ、行政はしっかりとし

た手を差し伸べる、行政の出番だと思うところ

であります。関係部の御奮闘をお願いし、質問

を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。（拍手）

次は、満行潤一議員。○外山 衛副議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○満行潤一議員

崎、社民党の満行潤一です。

今日のこの祝詞をパートナー（嫁）に見せま

したら、こんな難しいことが一般の県民にわか

るかって一蹴されてしまいましたが、多くの傍

聴の皆さんもありますので、めげずに頑張って

いきたいと思っています。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねいたし

ます。

地方三新法制定140年についてであります。明

治維新150年が注目されていますが、ことしは地

方三新法制定140年に当たります。

明治11年（1878年）に制定した３つの地方制

度関連法。具体的には郡区町村編制法、府県会

規則、地方税規則の３つの法令です。明治政府

が発足し、廃藩置県によって中央集権体制を進

める政府に対し、地方の強い抵抗が続きまし

た。

地方三新法が制定されたころは西南戦争が前

年に終結に至るも、全国で農民一揆が頻発し、

また自由民権運動が拡大しつつある社会状況で

ありました。このような中で、政局を安定する

ためにも地方制度改革が必要不可欠であるとの

指摘が広くなされ、当時内務省で地方行政の整

備に力を入れていた大久保利通により発案され

たものです。これにより、明治時代において全

国統一の本格的な地方自治制度が確立したとさ

れています。

政府が、府の長に府知事、県の長に県知事を

任命し、府には府会、県には県会を置き、府県

会の議員は、財産ある男子の制限選挙により公

選され、府県会は府県の予算と税の徴収に関す

る議定の権限を持ちました。

新法により府県会を設置したことは、地方自

治と議会制の確立に向けた実質的前進であった

と評価できます。中央集権化を推し進める中央

政府に対して、さまざまな制限がある中、各地

の府県会が自由民権運動の政府攻撃の拠点とな

りました。地方三新法制定は近代地方自治に大

きな影響を与えたと、私はそのように評価しま

すが、旧自治省出身である河野知事に、その所

感をお尋ねいたします。

次に、主要農作物種子法の廃止による、その

対策についてであります。食料安全保障は、国

内生産、海外からの輸入、備蓄の３つの柱で構

成されるというのが世界的常識と言われます。

日本農業の最大の弱点は、担い手の高齢化と

後継者不足の同時進行です。反対に強みは主食

の米です。米は、消費量のほとんどを国産自給

できていますし、その種子は100％国産です。種

子が戦略物資であるということは、古今東西を

問いません。主食の種子の確保は、食料安全保

障に直結します。

現在、世界中で栽培されている小麦の約８割

が、日本由来の「小麦農林10号」の系統だそう

です。日本の敗戦直後、アメリカの学者が京都

大学の研究施設などに乗り込んで、ノーリン10

を含む貴重な遺伝子資源を持ち去り、交配に利

用したからだと言われています。

米、麦、大豆の種子の生産と普及を都道府県

に義務づけてきた主要農産物種子法が廃止され
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ましたが、そもそも、昨年の農林水産委員会で

賛成意見もないのに廃止が可決されました。そ

の発端は、規制改革委員会の「種子の生産も民

間に任せるべきだ」という答申だったと言われ

ます。事実、種子法廃止可決後に、「農業競争

力強化支援法」が成立しています。その趣旨

は、「種子その他の種苗について、民間事業者

が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗

の生産及び供給を促進するとともに、独立行政

法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗

の生産に関する知見の民間事業者への提供を促

進すること」とされています。

国は公的機関中心の種子開発を大きく転換

し、民間参入を加速させる方向転換を行いまし

た。しかし、都道府県の試験場がなくなる。企

業による種子開発の独占を懸念する声が根強

く、危機感を持った地方自治体は動き始めてい

ます。

全国一の種もみ産地の富山県は今年度、新規

事業で種もみ生産技術拠点の整備に着手。民間

や他県の育成品種の原種を病気のない状態で供

給するために、隔離圃場や検定温室を整備。ま

た、埼玉県は今年度から、種子産地の強化と若

返りを図る新規事業を始め、他産地との連携や

共同乾燥施設の設置といった施策を推進する

「産地強化計画」を作成する方針とのことで

す。米産地の新潟県は、同法にかわり、稲など

の種子の安定生産と供給体制を維持する条例

を、ことし４月１日に施行。兵庫県も、新たな

条例を４月１日に施行。北海道は、来年度以降

に条例制定を含めて検討する方針とお聞きしま

す。

このように、「優良品種の維持と供給に行政

の関与は不可欠」との動きが全国的に広がって

います。本県農業に大きな影響を与える可能性

が高く、注視していく必要があると思います。

本県の対応状況を、副知事にお尋ねいたしま

す。

以下、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。地方三新法制定140年についてであります。

明治11年の「地方三新法」は、新たな行政区

画としての郡区町村の設置、公選の議員により

構成される府県会の設置、さらには地方税の創

設などを定めたものでありまして、その制定

は、全国統一的な地方制度としての第一歩を踏

み出した、大きな転機であったと認識をしてお

ります。

地方三新法の制定から140年という節目に当た

り、さまざまな困難、そして議論を経て、こう

した地方自治の発展の礎を築かれた諸先輩方の

御功績に、改めて敬意を表するものでありま

す。私は、旧自治省に入り、国の立場から地方

行財政の仕組み、法制度というものを企画・立

案・整備する立場から、今、現場にあって地方

の実情を踏まえ、県民の声に耳を傾けて、地方

自治を実践するという立場に移ったわけであり

ますが、改めて、この宮崎県の現場で地方自治

に携わる者としての誇りを持ち、人口減少問題

を初め、地方が直面する課題に全力で取り組ん

でいかなければならないと、決意を新たにして

いるところであります。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 種子法廃止○副知事（郡司行敏君）

後の県の対応についてであります。

主要農作物種子法廃止後の県の対応につきま

しては、新たに要綱を制定して、従来どおり種

子の供給を行っておりますが、その供給体制が

将来にわたって本当に維持されるのか、そんな
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不安の声が、農業団体等から出ておるところで

あります。

水稲は、本県農業の基幹品目の一つでありま

すことから、優良な種子を安価で、しかも安定

的に生産者へ供給することは極めて重要なこと

であると認識をしております。

このため、現在、既に条例を制定した県及び

検討中の道県から、条例の内容等について情報

収集を行っており、今後、これらの内容等を参

考にしながら、本県においても、関連する条例

を制定する方向で検討し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。○満行潤一議員

ことし140年。10年後は150年ですので、ぜひ

若い議員の皆さん、150年には何かイベントを企

画していただきたいなと思います。

では、テーマを自然災害の備えについてに移

したいと思います。

我が国の降雨量は1,400～1,800ミリであり、

地表全体が800ミリであるのに比べ、水資源豊か

というふうに見えるが、そうではない。

なぜなら、河川が短く急流であるため、地域

の背骨に相当するような大山脈「脊梁山脈」に

沿って降った雨が一挙に海に注いでしまい、貯

水することが極めて困難だという問題がある。

同時に、大雨が梅雨時期と台風期という短い期

間に集中するという特徴がある。我が国では、

数千ものダム・堰・ため池などの貯水施設を大

和朝廷の時代以来、営々と整備してきた。それ

でも大まかに300億トン程度の水しかためること

ができないでいる。極めて超大な水の量だが、

世界的に見るとそれは、中国の三峡ダムやアメ

リカのフーバーダムの１つ分程度でしかない。

降雨強度の変動も大きくなってきている。１

時間に50ミリという強烈な豪雨の発生回数は

年々増加し、１時間に100ミリという、先が全く

見えなくなるほどの集中豪雨が各地で頻発する

事態が生まれている。いわゆる「ゲリラ豪雨」

の発生である。

東アジアモンスーン地帯においては、「水を

治めることは国を治めることだ」と言われてき

たように、我々日本人も、過去から懸命に治水

努力を続けてきた。しかし、「ゲリラ豪雨」と

呼ばれるほどに激化している現在、毎年どこか

で大きな斜面崩壊や土石流といった土砂災害や

洪水災害が生じている。我々は水を治め水に対

応し切ることなど、まだまだできてはいないの

である。

そこで、県内の農業ため池700カ所の管理につ

いて質問したいと思ったところですが、既に代

表質問でありましたので、飛ばしたいと思いま

す。

大阪府北部地震のブロック塀倒壊事故を踏ま

え、その対応について伺います。

６月18日、最大震度６弱、マグニチュード6.1

の地震によって４人死亡し、434人の負傷、住宅

被害は３万棟に上ります。震度６弱の地震でも

４人も死亡したことはショックでした。

家屋倒壊やブロック塀倒壊で亡くなられてお

ります。通学路にある学校等の公共施設のブ

ロック塀については対応がなされていますが、

民間所有のブロック塀の安全確保・点検はどう

なっているのでしょうか。また、危険と判断さ

れた場合はどのように対処されるのか、お伺い

いたします。

通学路のブ○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ロック塀につきましては、教育委員会を通じ

て、各学校において関係機関と連携した合同点

検が実施されております。

通学路以外のブロック塀につきましては、県
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が管理する道路のうち、住宅が建ち並ぶなど人

通りが多いと考えられる区域と、特に多くの歩

行者が見込まれる商業地域内の全ての道路につ

いて、点検を行っているところであります。

これらの点検の結果、安全性に問題があると

考えられたものに対しましては、順次、安全点

検のためのパンフレットによる注意喚起を行っ

ているところであります。

今後とも、市町村や学校関係者などと連携を

図りながら、所有者等に対して、歩行者への注

意表示や、改修、撤去をお願いするなど、大規

模地震発生時の被害の軽減を図ってまいりたい

と考えております。

今後ともしっかり対処いただ○満行潤一議員

きますように、お願い申し上げたいと思いま

す。

県民の防災意識の向上についてであります。

今回の西日本豪雨では、230名を超える死者、

行方不明者が出ましたが、死者の７割は60歳以

上の「災害弱者」です。

夏真っ盛り、かんかん照りと思っていたら、

いきなり空が暗くなり大雨が降る。まさに青天

のへきれき。昔は夕立、今は局地的豪雨、いわ

ゆるゲリラ豪雨となります。

地震、豪雨、これらの災害による人的被害の

発生を防ぐためには、県民の防災意識の向上が

何より必要です。「自分の命は自分で守る」丁

寧な啓発活動が重要だと思いますが、本県の取

り組みについてお伺いいたします。

近年、日本○危機管理統括監（田中保通君）

各地で、豪雨や台風、地震などの自然災害が多

発しておりまして、これらの災害から生命・財

産を守るためには、県民一人一人が日ごろから

災害を意識した備えを行い、災害時には、いち

早く安全な場所へ避難することが何よりも重要

であると考えております。

このため県では、特に、地震が発生したとき

に命を守る「耐震化」、風水害や土砂災害、津

波から身を守る「早期避難」、そして、災害発

生後に生き延びるための「備蓄」、この３つの

命を守る取り組みについて重点的に啓発してい

るところであります。

また、５月の県防災の日、９月の防災週

間、11月の世界津波の日、そして東日本大震災

が発生した３月など、防災への関心が高まる時

期を中心に、年間を通じてメディアを活用した

啓発を行っております。

今後とも、工夫・改善を加えながら、自分の

こととして受けとめていただけますよう、県民

の防災意識の向上に取り組んでまいりたいと考

えております。

この３つの視点というのは非○満行潤一議員

常に大事だろうと思います。行政が出てくると

きにはもうおくれているわけですよね。いつ起

こるかわからない災害に対して、自分のことと

してしっかり認識をする、その啓発をぜひ、今

後ともお願い申し上げたいと思います。

次に、熱中症対策です。

気象庁はこの夏、命を奪う危険な高温が続

き、熱中症を災害だと位置づけました。熱中症

とは、体温が上がり、体内の水分や塩分のバラ

ンスが崩れたり、体温の調節機能が働かなく

なったりして、体温の上昇や目まい、けいれ

ん、頭痛など、さまざまな症状を起こす病気の

総称です。

熱中症が起こりやすい場所があります。救急

要請時の発生場所では、住宅等居住施設が最も

多く、全体の37％を占めています。最近は、こ

のような「室内型熱中症」が注目されていま

す。熱中症予防の正しい知識の啓発が欠かせま
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せん。啓発の状況についてお伺いいたします。

本県では、○福祉保健部長（川野美奈子君）

ことし４月30日から９月２日までの速報値で申

し上げますと、871名の方が熱中症で救急搬送さ

れ、うち１名の方が亡くなられておりますこと

から、熱中症の対策は大変重要であると考えて

おります。

このため、県民に向けて、小まめな水分補

給、エアコンでの温度調節の重要性や熱中症の

初期症状について、各種マスメディアや健康教

育の場などを通じて情報提供するなど、熱中症

の予防や早期発見を促すための啓発を行ってお

ります。

さらに、近年、夏季に実施されるイベントに

おきまして、集団で熱中症になる事例がふえて

おりますことから、環境省が作成したガイドラ

インを市町村を通じて情報提供するなど、イベ

ント実施時の熱中症対策を促すための啓発も今

年度から行ったところです。

熱中症は命にかかわる病気ですが、予防法を

知っていれば防ぐことができる病気であるた

め、今後とも、適時適切に繰り返し啓発するよ

う努めてまいります。

熱中症は、特に高齢者が安易○満行潤一議員

に考えているという問題がありますので、ぜひ

その啓発をよろしくお願いしたいと思います。

次に、受援力についてであります。被災した

ときに多くのボランティアを受け入れる能力

が、受援力であります。

東日本大震災で、宮城県石巻市の福祉避難所

の運営支援ボランティアに従事しました。その

ときに、全国から来た各種ボランティア団体、

ＮＰＯやＮＧＯ、多くの団体が避難所や被災地

を巡回していました。

布団を干す部隊とか、掃除をする部隊とか、

看護職とか、いろんな人たち、いろんな団体が

被災地を訪れる。

災害時に、直ちに円滑なボランティアの受け

入れができるよう、ふだんから被災地に派遣し

たりコーディネーターが研修を積む機会を確保

するなど対応が必要です。本県ではどのような

取り組みをしているのか、お伺いいたします。

災害の発生時○総合政策部長（日隈俊郎君）

には、被災地の社会福祉協議会が中心となりま

して災害ボランティアセンターを設置し、ボラ

ンティアの受け入れと支援ニーズとのマッチン

グを行うことになっています。

しかしながら、昨今の大規模災害では、多様

な支援主体が当該センターによる調整を経ずに

独自に活動することも多いため、円滑な活動の

ためには、そのような団体との連携や活動を調

整する仕組みが、より重要となっております。

このため本県では、国等が主催する研修会へ

の参加や、社会福祉協議会とＮＰＯとがボラン

ティアの活動体制について話し合う検討会を実

施していますが、今年度はさらに、連携・協働

のための研修会を予定しているところでありま

す。

今、複数のコーディネーター○満行潤一議員

を擁するＮＰＯとかたくさん全国組織がありま

すので、ぜひそういうネットワークを構築して

いただきたいと思います。

次に、防災ヘリについてであります。

群馬県の防災ヘリコプター「はるな」が同県

中之条町の山中に墜落し、乗員９人全員が死亡

した事故が発生いたしました。

国土交通省は、県から事前に伝えられていた

飛行計画と実際の飛行内容が異なっていたほ

か、誤った到着連絡もあったと明らかにしまし

た。これらの法令違反により、墜落事故の捜索



- 211 -

平成30年９月14日(金)

救難活動の開始が47分おくれたと見ています。

原因は、ヘリの運航委託先が実際と異なる飛

行計画を国土交通省に報告したことによるもの

ですが、同社が運航を委託されている岩手県の

防災ヘリでも、過去に虚偽の飛行計画を提出し

ていたことがわかりました。事故との関係は明

確になっていませんが、あってはならないこと

です。本県はそのようなことがないとは思いま

すが、確認いたします。

防災ヘリの○危機管理統括監（田中保通君）

運用におきましては、危険を回避し、安全に運

航するため、当然ながら、航空法等の法令を遵

守しなければなりません。

今回の群馬県の防災ヘリ「はるな」の墜落事

故を受けまして、直ちに本県の防災ヘリ「あお

ぞら」の運航管理会社に確認をいたしました

が、お話にありましたような、法令に違反する

行為はないとの報告を受け、確認をしておりま

す。

今後とも、法令や運航基準を遵守しまして、

安全な運航に努めてまいります。

続きまして、保健医療福祉の○満行潤一議員

充実についてにテーマを移したいと思います。

医師確保についてでありますが、これまで、

大学医学部での奨学金制度や地元枠を設けるな

ど多彩な取り組みで、研修医確保に一定の成果

が上がっておりました。

しかし、新専門医研修制度が始まり、ことし

の県内新専門医研修者は37名で全国最下位に

なったとお聞きしました。

一方、医師の平均年齢は全国より高く、ドク

ターの過半数は50代以上とお聞きします。

医師確保は本県の喫緊の課題であります。今

後の医師確保対策についてお尋ねいたします。

本県の医師○福祉保健部長（川野美奈子君）

の状況は、今、お話がございましたとおり、高

齢化が全国より進み、専攻医も全国最下位とな

るなど、若手医師の確保が重要な課題となって

おります。

このため、中高生の段階から宮崎の地域医療

を守る意義を啓発するとともに、お話にありま

したように、医師修学資金の貸与や宮崎大学医

学部に地域枠・地域特別枠推薦入試制度を設置

したところであります。また、国に対して、医

師の地域偏在の解消に向けた取り組みの強化に

ついて要望を行っております。

これらの取り組みにより、臨床研修医は増加

傾向にあるなど一定の成果を得ているところで

ございますが、専門医研修の段階で県外で学び

たいという医師もおりますことから、今後は、

これまでの取り組みに加え、医療機関と一体と

なって、医師のキャリア形成支援にも取り組む

こととし、県内でしっかりと医師を育てる体制

を構築してまいりたいと考えております。

ぜひ、実効ある対策をお願い○満行潤一議員

申し上げたいと思います。

看護師不足についてです。

東京を中心に首都圏には多くの医学部があり

ますが、それにもかかわらず医師不足が続いて

いる。東京では看護師も不足しており、そのた

めに多くの病床が閉鎖されている状況にあるよ

うです。首都圏でも医師、看護師が不足してい

る。

県立看護大90人中37人が県内就職、大半は県

外に。県内全体の看護師養成校卒業生の57％が

県内就職。それでは、一体看護職はどこに行っ

てしまっているのか。日本の全体で人材不足の

背景となっています、その原因 医療現場で―

の過酷な労働条件が、離職・転職を招いている

のではないか。これが大きな要因ではないかと
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思います。本県の看護師に対する処遇改善につ

いての取り組みをお伺いいたします。

県では、看○福祉保健部長（川野美奈子君）

護職が働きやすい職場を目指し、平成24年度か

ら県看護協会に委託し、「ワークライフバラン

ス推進事業」を実施しております。

この事業では、医療機関の勤務環境改善計画

に基づく取り組みに対し助言を行うほか、意識

啓発のための公開講座開催や相談対応を行って

いるところでございます。

また、看護職の勤務環境改善は、医療機関の

管理者を初め医療従事者全体で取り組む必要が

あるため、平成26年度から県医師会に、「医療

勤務環境改善支援センター」を設置し、医療経

営コンサルタントによるアドバイザー育成等を

行っております。

県としましては、今後とも関係団体と連携

し、医療機関の個別ニーズに応じた、きめ細か

な支援に取り組んでまいります。

次に、県立病院の看護職の確○満行潤一議員

保についてであります。

県立病院の看護現場から、正規看護師が足り

ないと大きな声が聞こえてきます。地域枠採用

や、１年に何回も採用試験を行うなど、その確

保に大変御苦労されていると思います。

しかし、それでもなお、現場で求められてい

る医療水準に対して看護力が不足している。そ

のために、採用しても勤務体制が過酷でついて

いけず、やめていく実態があると聞きます。

現場では慢性的な人員不足があり、１人の看

護師が１カ月の半分ほど夜勤しなければ要員が

確保できない。日勤で昼間働いて、残業して、

数時間後の深夜勤務に入るなど、過酷の度を超

えている実情を伺います。これではまさに悪循

環であります。

利用者にも、働く側にも事故がないうちに、

十分な人員配置が必要と考えますが、看護師の

充足状況について、病院局長のお考えをお聞か

せください。

県立病院では、３○病院局長（桑山秀彦君）

病院合計で、現在1,070名の看護師を正規職員と

して配置しておりますが、その確保に当たって

は、県外での試験実施や勤務地を限定した地域

枠の導入など、採用方法の見直しのほか、院内

保育施設の開設あるいは夜間勤務での２交代制

の試行など、職員が働きやすい環境づくりにも

取り組んでまいりました結果、おおむね計画的

に人員が確保できているものと考えているとこ

ろであります。

また、常時100名を超える育児休業者や年度途

中の退職者については、臨時職員などに加えま

して、正規職員による補充や過員配置により対

応しているところでございます。

さらに、高齢の入院患者が増加する中で、看

護師をサポートします看護補助員を確保いたし

まして、忙しい時間帯に重点的に配置するな

ど、看護業務の負担軽減にも努めているところ

であります。

今後とも、御質問にありましたような現場の

声、職員の声にもしっかりと耳を傾けながら、

看護師自体の確保、あるいは勤務環境の改善や

工夫に取り組んで、看護体制の維持・充実に努

めてまいりたいと考えております。

県立病院が地域の目標にな○満行潤一議員

る、そういう職場環境をつくっていただきた

い。お願い申し上げたいと思います。

次に、障害者雇用率と障害者手帳についてで

あります。

厚生労働省の障害者雇用率算定ガイドライン

では障害者手帳確認が必須となっていますが、
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大いに問題ありと私は考えています。

障害者雇用率制度の上では、身体障害者手

帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有

者を実雇用率の算定対象としています。人に

は、他人に隠したいことや知られたくないこと

は、１つ２つあります。それが体にかかわるこ

と、体の障がいにかかわることなら、障がい者

差別が厳然と残るこの国なら、なおさら知られ

たくない人もいます。

障がいを負って「要件」を満たせば、手帳交

付を受ける権利はあります。しかし、義務では

ありません。障がいを負っても、手帳の交付を

申請したくない人もいます。職場で手帳を見せ

ることを嫌がる人もいると思います。あくまで

手帳取得は個人の自由です。具体例を太田議員

から聞きましたが、太田議員が市役所で手帳の

担当のときに、職員が、「その担当だ。該当す

る。手帳を取得しませんか」と聞いたら、その

職員は「俺は要らん」と、そういう方もいらっ

しゃる。現実に拒否される方もおられますの

で、本当にデリケートな問題だと思っていま

す。

しかし、法定雇用率未達成企業はハローワー

クから行政指導があり、障害者雇用納付金も徴

収されます。障害者雇用率算定のために勤務先

から所持を強要されれば、人権にかかわりま

す。人権侵害のおそれありです。

厚労省の障害者雇用率算定に、障害者手帳確

認必須には大きな問題があります。手帳不所持

でも対象者として認めるなど、柔軟な対応が必

要です。制度の見直しを国に要請するつもりは

ないか、お伺いいたします。

障害者手帳○福祉保健部長（川野美奈子君）

は、障がいのある方が各種の支援を受けやすく

することを目的に交付されているものでありま

して、手帳の取得は個人の判断によるものであ

ります。

障害者雇用率制度におきましては、平成17年

に国が策定したガイドラインにおいて、事業主

は、手帳の情報の取得や利用について、個人情

報に関する法令等に十分留意しながら、適正に

行うことが求められております。

このため、障がい者本人の意に反して雇用率

制度が適用されないよう、当該ガイドラインの

中で、手帳の取得の強要や、取得を拒んだこと

による不利益な取り扱いを禁じているところで

ございます。

県としましては、労働局と連携しながら、ガ

イドラインの適正な運用が図られるよう、情報

提供に努めてまいりたいと思います。

お願いいたします。○満行潤一議員

生活困窮者対策についてであります。

平成27年４月から、生活困窮者の支援制度が

始まりました。居住、就労、家計等の相談や支

援を一体的に提供し、生活保護に至る前の段階

で自立を支援する「生活困窮者自立支援制度」

です。働きたくても働けない、住むところがな

いなど、生活全般にわたる困り事の相談窓口が

全国に設置されています。

しかし、必須事業の「住居確保給付金」は、

国庫負担４分の３ですが、厳格な条件が付され

ています。せっかくの制度が使えません。条件

緩和が必要です。国に働きかける必要があると

思いますが、いかがでしょうか。

住居確保給○福祉保健部長（川野美奈子君）

付金は、生活困窮者自立支援制度の必須事業で

ありまして、「離職などにより経済的に困窮

し、住居を失うまたはそのおそれがある、所得

等が一定水準以下の方」に、原則３カ月間支給

する国の制度でございます。
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この給付金は、支給に必要な要件が多いこと

から、利用の実績が少ない面もあるものと考え

ております。

県としましても、利用促進のためには、支給

要件の緩和が必要であると考えておりますの

で、本年８月に、九州各県とともに、厚生労働

省に対し、要望を行ったところでございます。

今後とも、引き続き、生活困窮者への支援に

努めてまいりたいと考えております。

もう一つ、この支援制度に○満行潤一議員

は、自治体が選択できる任意事業、４事業のメ

ニューがあります。それぞれ国庫補助がありま

すが、本年度の「就労準備支援事業」には、宮

崎市、えびの市の２市のみ。「家計相談支援事

業」には、県、小林市、日向市、延岡市。「子

どもの学習支援事業」には、県、宮崎市、日向

市、日南市といった状況です。任意事業実施が

低調な状況にありますが、その理由はいかがな

ものでしょうか。

生活困窮者○福祉保健部長（川野美奈子君）

自立支援制度の任意事業が低調な理由につきま

しては、国の補助率が必須事業に比べて低く、

財政負担が大きくなることや、既に類似の事業

に取り組んでいること、また、専門性のある人

材の確保が困難であることなどと、各市から

伺っております。

県におきましては、先ほどの「住居確保給付

金」と同様に、厚生労働省に対し、補助率の見

直しについて要望を行うとともに、研修会等の

場を通じて、各市に対し、県内外の取り組み事

例の紹介などを行っているところであります。

今後とも、生活困窮者の自立を支援するた

め、あらゆる機会を捉えて、任意事業の実施を

促進してまいりたいと考えております。

ぜひ活用できる支援制度にな○満行潤一議員

りますよう、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

では次、テーマを変えまして、観光立県、九

州最下位の脱却という視点で質問させていただ

きます。

まず、県内産日本ワインのブランド力向上に

ついての問題です。

国税庁の資料によれば、本県は2016年、４つ

のワイナリーの合計生産量が336キロリットル

で、日本ワイン生産量、出荷量で全国８位と

なっています。宮崎県が全国８位というのは一

概に信じられないと思います。

現在、国内外のワインが広く流通していま

す。酒類全体の出荷量は減少傾向の中、ワイン

を含む果実酒は増加傾向にあります。国内で流

通しているワインのうち輸入分が69％、国内産

が31％です。国内製造ワインの生産量の20％

が、国産原料のブドウでつくる「日本ワイン」

です。

つまり、国内で流通しているワインのうち、

日本ワインの占める割合はわずか4.8％しかあり

ません。この希少な日本ワインの中で、宮崎県

は生産量、出荷量で全国８位。九州ではトップ

を走っています。宮崎の純国産ワインが、隠れ

たワインどころから有名なワインどころ、産地

に育ってほしいと願っています。県内には、昨

年２つのワイナリーも誕生したようです。県内

産日本ワインの知名度向上に向けた取り組みが

必要だと思いますが、いかがでしょうか。

本県は、○商工観光労働部長（井手義哉君）

気温が高く雨が多いなど、ブドウの栽培に恵ま

れた条件とは言えない中で、生産者やワイナ

リーの努力と技術の研さんによりまして、お話

にありましたように、現在では、国産ブドウの

みを原料とした「日本ワイン」の全国有数の生
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産地となっております。また、生産されたワイ

ンも国内外のコンテストで高い評価を受けるな

ど、本県の有力な産品の一つとなっておりま

す。

民間企業や団体で構成される「みやざきワイ

ン推進実行委員会」が主体となって、毎年秋の

新酒解禁に合わせ「みやざきワインヌーヴォー

フェア」を開催し、ＰＲに努めておられます。

県では、こうした取り組みを支援するととも

に、アンテナショップや県外物産展での販売の

ほか、飲食店での県産食材フェアの開催等を通

じて、県産ワインの知名度向上に取り組んでい

るところであります。

今後とも、関係団体等と連携しながら、県産

ワインの情報発信と販路開拓に積極的に取り組

んでまいります。

実は、「日本ワイン」という○満行潤一議員

定義は来月の30日から適用される。品質表示の

基準を国税庁が変えるということです。しか

し、国税庁はもう「日本ワイン」という 統―

計上は「国産のブドウでつくったワイン」「日

本ワイン」とありますので、その中で宮崎は全

国で８位という位置にあるということでありま

す。ただ、この「日本ワイン」という定義がわ

かりづらい。「日本ワイン」というと、国産の

ワインは全部「日本ワイン」か。先ほど言った

ように、その多くが外国から輸入したワイン

だったり、ワインの原料だったり、ブドウ液

だったりということなので、この4.8％のワイン

が「日本ワイン」という定義に変わるわけなん

ですけれども。ただ、わかりづらいので、焼酎

乙種を「本格焼酎」と呼べるように要望したよ

うに、この純国産ワインを、例えば「本格国産

ワイン」と呼称できるよう国に要望してはどう

かと思っていますので、副知事、今後ぜひ検討

をお願いしたいと思います。

では、サイクルツーリズム推進と観光につい

てお尋ねしたいと思います。

サイクリングと観光を組み合わせたサイクル

ツーリズム（自転車観光）が全国で脚光を浴び

ています。

しまなみ海道は、全国で初の原動機付自転車

・歩行者専用の道路が併設されており、尾道か

ら今治に至る60キロメートルが整備されていま

す。また、北海道や静岡、四国、青森、ビワイ

チ（琵琶湖一周サイクリング）を抱える滋賀な

ど各地で、サイクルツーリズムの取り組みが進

められようとしています。

インバウンド観光としても、自転車観光が盛

んである台湾などをターゲットとしたプロモー

ションも始まっています。サイクルレースや

ツーリングなどと、単体のメニューは今までも

ありましたが、地域として総合的に取り組むこ

とで、初心者やファミリー層も含めた滞在型

で、裾野の広いサイクリストの集客に結びつく

と注目されています。

普通の地方空港である松山空港がサイクリス

トに大人気だと、ある本に載っていました。自

転車愛好家にとても評判がよく、口コミで利用

客が集まってくる。すばらしい景色のしまなみ

海道を走るために、世界中から松山空港におり

立つ。実際に見学に行きましたが、その仕掛け

は、空港内にサイクルステーションとサイクリ

ストが着がえるためのブースが設置してあると

ころです。サイクルステーションとは、折り畳

んで飛行機で運んだ自転車を組み立てるスペー

スです。大した仕掛けではないのですが、自転

車乗りには受けているようです。愛媛特産の媛

杉ベンチもありました。宮崎でも、風光明媚な

日南海岸を舞台に、サイクルツーリズムのブー
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ムに乗りたいとの計画もあるとお聞きしていま

す。トライアスリートである河野知事に、サイ

クルツーリズムと宮崎の観光についてお尋ねい

たします。

このサイクルツーリズ○知事（河野俊嗣君）

ムは、周遊・体験型の新たな観光スタイルとし

て近年、人気を集めておりまして、昨年５月に

自転車活用推進法が施行されたことで、機運が

さらに高まってきております。

私自身も、トライアスロン競技に参加するこ

とをきっかけに、ロードバイクに乗るようにな

りまして、以前は、埼玉県内での「ツール・ド

・秩父」とか、今御指摘がありましたしまなみ

海道を走る「サイクリングしまなみ」にも参加

したことがあり、参加者としての楽しさも実感

をいたしましたし、その経済・観光効果も実感

をしたところであります。

本県は、年間を通して温暖で快適な気候や美

しい景観など、サイクリングに適した環境が

整っております。東九州道の県南区間の通り初

めで、サイクリストの姿というのも非常にまた

記憶に新しいところでありまして、サイクル

ツーリズムは、今後の本県観光にとりまして大

きな強みになるものと考えております。これま

でも、マウンテンバイクやエンデューロ、さら

にはヒルクライム、センチュリーライド、さま

ざまなスポーツイベントが行われております

し、飛行機の国際直行便やクルーズ船とあわせ

たサイクルイベントなどが行われているところ

であります。

県では、宮崎県サイクリング協会などととも

に、サイクルガイドの養成やモニターツアーな

どを実施しているところでありますが、今後さ

らに、国や市町村等とも幅広く連携を図り、受

け入れ環境や情報発信など、取り組みをさらに

強化しまして、このサイクルツーリズムをス

ポーツランド宮崎の新たな観光誘客の柱に育て

てまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○満行潤一議員

宮崎空港、空港ビルの将来像についてお尋ね

いたします。

空港は大きな地域資源です。年間300万人の乗

降客の宮崎空港の活用は、重要な観光戦略の一

つだと思います。宮崎空港は、全国に先駆けて

幾つもの日本初を生み出しています。

昭和37年の設立以来、41年には、ローカル空

港初のジェット機就航と管制のレーダー化、平

成８年には、ローカル空港として初の空港連絡

鉄道宮崎空港線が開通、また、空港内に日本で

初めて設けられたイベント会場では、全国的に

珍しい本格的なコンサート「エアポート ナイ

トライブ」が開催されています。そして今回、

小型飛行機のボーディングブリッジ。また、空

港ビルが提供している「ガンジスカレー」は、

全国的に高く評価されています。

国内でも空港の民営化が進む中、宮崎は空港

ビル会社発足当初から県の出資比率が５％と、

他県に比べ低いという特徴があります。行政と

空港ビルがしっかりと意思疎通を図り、「観光

立県宮崎」の確立に向け頑張ってきた成果は、

大いに評価しなければなりません。宮崎空港、

空港ビルの将来像をどのように描いているの

か、総合政策部長、お願いいたします。

本県の空の玄○総合政策部長（日隈俊郎君）

関口であります宮崎空港は、昨今の相次ぐＬＣ

Ｃの就航や既存路線の増便などにより、利用者

数が増加傾向にありまして、平成29年度は、前

年度に比べて約12万人増の約318万人となり、こ

のうち国内線については、11年ぶりに300万人を

突破したところであります。
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また、宮崎空港ビル株式会社におかれまして

は、国内初となる小型機対応の旅客搭乗橋を整

備するなど、利用者の利便性向上の取り組みは

もとより、積極的な県産品のＰＲや販売、ブー

ゲンビリアの配布といった地域の活性化に資す

る活動にも努められておりまして、「日本一の

おもてなし空港」を目指して、日々取り組まれ

ているところであります。

県といたしましては、空港ビルに対しまし

て、引き続き、利用者の視点に立った施設の整

備や、県産品のＰＲ等、本県の情報発信を期待

いたしますとともに、空港のさらなる活性化に

向けて、路線のさらなる充実や利用促進に積極

的に取り組むことにより、会社とともに、国内

外に開かれた空の玄関口として、宮崎空港のよ

り一層の発展を目指してまいりたいと考えてお

ります。

2016年の訪日外国人は2,400万○満行潤一議員

人。宮崎空港の入国外国人は３万7,000人のよう

です。海外からの誘客増には、隣県等と連携し

た周遊型の商品開発など広域的な取り組みが必

要と考えますが、本県の取り組み状況について

お尋ねいたします。

外国人観○商工観光労働部長（井手義哉君）

光客を効果的に呼び込むためには、隣県等と連

携し、広域的なＰＲや誘客対策に取り組むこと

が大変重要であります。

このため県では、平成９年に、熊本、鹿児島

両県と「南九州広域観光ルート連絡協議会」を

設立して、３県を周遊させる誘客事業を実施し

ておりますほか、大分県や北九州市と連携し、

東九州自動車道を利用した観光のＰＲ事業等に

取り組んでおります。

また、鉄道、バス、レンタカー等の二次交通

や、乗りおり自由となる割引乗車券等に関する

情報の提供も、あわせて行っているところであ

ります。

今後とも、隣県等と広域的に連携しながら、

海外からの誘客に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

もう一つ、海外からの誘客増○満行潤一議員

には、香港線に限らず、今後とも国際航空路

線、例えば上海やシンガポールなど中国、東南

アジアを中心に新規開拓を進める必要があると

思いますが、どう取り組んでいくのかお尋ねい

たします。

宮崎空港発着○総合政策部長（日隈俊郎君）

の国際定期路線は、海外との交流拡大や県内経

済の活性化を図る上で重要な役割を果たしてお

り、県ではこれまで、ソウル線、台北線及び香

港線を誘致するとともに、ソウル線及び台北線

については増便を図ってきたところでありま

す。

国際空港路線の新規開拓については、訪日需

要の旺盛な中国本土や東南アジアが想定されま

すが、観光面において、インバウンドによる買

い物や宿泊など、県内に大きな経済効果をもた

らすことに加え、県民からの就航の希望もあり

ますことから、国際チャーター便の誘致に向け

た情報収集やセールス活動を、商工観光労働部

とともに連携を図りながら行っているところで

あります。

一方で、今回の香港線の運休による県内経済

への影響が懸念されますことから、まずは、で

きる限り早期に、香港との直行便の復活に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

要望ですけど、スプリングエ○満行潤一議員

ア（春秋航空）の誘致を私自身は期待していま

す。九州では佐賀空港のみ就航している。ぜひ

アタックをお願いしたいと思います。
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それでは最後のコーナー、教育行政について

お尋ねいたします。

知事、教育長には毎年「高校教育・障害児教

育振興大会」の要請行動に対応いただき、学校

現場、保護者等からの要望を聞いていただいて

います。

過日、都城さくら聴覚支援学校を訪問し、寄

宿舎等の状況を見てきました。古いながら、適

切に管理されており、特段急ぐ改修もないので

はないかと感じました。

しかし、県内の特別支援学校からの要望に、

「年々要支援の生徒がふえてきている。人員確

保、予算確保が必要」との意見が上がっていま

す。特に、階段をなくしたバリアフリー化や、

トイレの改修や環境整備、老朽化した寄宿舎の

改築など切実な要望が上がっています。今後と

も、施設の老朽化対策などを進めていただきた

いと思いますが、現在の整備状況と今後の考え

方を教育長、お願いいたします。

特別支援学校を含め○教育長（四本 孝君）

た県立学校の施設整備につきましては、現在、

老朽化が全県的に進んでおり、児童生徒の安全

を第一に考えて、優先的に外壁剥落防止などの

老朽化対策を進めております。

特別支援学校につきましては、在籍している

幼児、児童生徒の障がいの状態が重度重複化、

多様化しておりますことから、安全で安心な学

校生活を送るために、学校の実情に応じた教育

環境を整えることは重要であると認識をしてお

ります。

今後とも、各県立学校の要望を聞きながら、

必要な整備を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、支援学校の部活動のあ○満行潤一議員

り方についてであります。

東京オリ・パラでの日本選手の活躍が期待さ

れています。支援学校の部活動については、指

導者不足で御苦労されるとお聞きしています。

支援学校の文化系、体育系の部活動や同好会の

活動状況をお伺いいたします。

特別支援学校におけ○教育長（四本 孝君）

る部活動や同好会につきましては、全13校のう

ち10校において、約290名の生徒が取り組んでお

ります。

文化系では、美術部や音楽部などがあり、こ

れらの生徒を中心に、高等学校総合文化祭で、

美術作品の出品や合唱の発表をしております。

運動系では、陸上部、バドミントン部、バス

ケットボール部、フライングディスク部などが

あり、中学校総合体育大会や高等学校総合体育

大会等に出場をしております。さらに、県障が

い者スポーツ大会では、多くの生徒が上位入賞

しており、中には障がい者スポーツの国際大会

に出場する生徒もおります。

今後も、さまざまな分野での生徒たちの活躍

に、期待をしているところであります。

最後の質問になりました。学○満行潤一議員

校給食についてであります。

学校給食は、栄養バランスのとれた食事を提

供することにより、子供の健康の保持増進を

図っています。また、食に関する指導を効果的

に進めるために、給食の時間はもとより、各教

科や特別活動、総合的な学習の時間等における

教材としても活用することができるものであ

り、大きな教育的意義を持っていると思いま

す。食物アレルギーを有する子供に対する取り

組みも、しっかり推進いただいています。

しかしながら、教員養成過程で食育の指導に

関する教育が不十分であること、子供の食の課

題が多様であること、学校全体で給食指導を行
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う際に多忙である担任教師への負担が大きいこ

となど、給食を活用して継続的な食育を行うこ

とが困難な状況にあると言われています。

昔、子供のころ、給食を完食しないと休み時

間になっても机から立てない時代もありまし

た。今だったら人権問題になりそうです。個人

差があるので、完食を強制できない時代になり

ました。給食指導の現状、食べ残しの指導状況

をお尋ねいたします。

学校給食は、児童生○教育長（四本 孝君）

徒の心身の健全な発達につながるものであり、

望ましい食習慣などを身につける上で大変重要

なものであると考えております。

各学校においては、このような認識のもと、

「好き嫌いをなくすこと」や「バランスのよい

食事」等について、学級担任と栄養教諭等が連

携して指導を行っております。

県教育委員会としましては、「食に関する指

導の手引き」を各学校に配付し、学校給食にお

ける食べ残しについて、食事の量や食べる速

さ、好き嫌いなどの個人差を踏まえた上で、保

護者の理解と協力を得ながら対応するよう指導

しているところでございます。

今後とも、児童生徒一人一人の実態に応じた

適切な指導が行われるよう、各学校への指導助

言に努めてまいります。

以上で全ての質問を終わりま○満行潤一議員

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○外山 衛副議長

ました。

次の本会議は、18日午前10時から、一般質

問、人事案件の採決及び議案・請願の委員会付

託であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会


