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平 成 3 0 年 1 1 月 2 2 日 （ 木 曜 日 ）

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）

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）

16番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

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 ）

22番 中 野 明 （ 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）

４番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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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
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、田

口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合の田口でございます。一般

質問の３日目の朝一番の質問となりました。

今回、この質問づくりのために、３日間ほど

議員寮に泊まっておりますが、３日間妻と会っ

ておりませんけれども、きょうは「いい夫婦の

日」だそうでございまして、同僚の髙橋議員か

ら朝教わりましたので、御披露させていただき

ます。きょうは３日ぶりに妻に会うのを楽しみ

に家に帰りたいと思っております。

今回の質問は、あと10日ほどで私は還暦を迎

えますので、50代最後の質問となります。まず

最初に、知事にお礼を申し上げます。現在放映

中のＮＨＫの大河ドラマ「西郷どん」、終了ま

で残すところわずかとなりました。ここに来る

まで延岡の関係者は、「西南の役」最後の激戦

の地・延岡がドラマに取り上げられるか、やき

もきしていましたが、知事を初め多くの皆様の

御尽力で、最終回とその直前の第46話で取り上

げられることになりました。ドラマ以外でも西

郷どんブームで、延岡にも多くの観光客が駆け

つけております。今から、どのような映像が流

れるか大変楽しみにしているところでありま

す。知事の取り組みに感謝を申し上げます。

また、東京オリンピック・パラリンピック開

会式イベントの総合プロデューサーが、能楽師

の野村萬斎さんに決まりました。延岡の天下一

薪能に何度も出演してくれております。本県と

関係の深い方に決まり、「天の岩戸開き神話」

の採用にもさらに期待が高まりました。今後の

展開を大変楽しみにしております。

さて、今回の質問は３期目の最後の質問にも

なります。この任期中に何度か質問し、まだ解

決していない課題も多くありますので、確認も

含めてお伺いをいたします。

それではまず初めに、知事の政治姿勢につい

てお伺いします。

知事におかれましては、この議会終了直後に

控えています12月６日からの知事選挙に出馬を

決意し、出馬に向けて準備しているところであ

ります。２期８年を経て、３期目の挑戦となり

ます。アメリカの大統領選挙は、２期８年が最

長で、それ以上の選挙出馬の権利はありませ

ん。いわば選挙で訴えたことは、アメリカでは

８年間で仕上げなければなりません。日本の知

事選とは単純に比較はできませんが、口蹄疫で

大打撃を受けた直後に就任してから、宮崎の復

興再生を初め、知事御自身で満足いく成果が出

せているものと、８年間ではうまく計画どおり

に進まず３期目で仕上げたいと思っているもの

があるのか、知事にお伺いをいたします。

次に、川崎市との連携協定について伺いま

す。

先日、総務政策常任委員会の県外調査で、川

崎市に行ってまいりました。大学生時代、日本

カーフェリーの日向―川崎航路をよく利用して

いましたので、懐かしさを覚えながら訪問いた

しました。しかし、27年ぶりに訪れた川崎市

は、これまでのイメージが一新。多摩川を挟ん

で東京都の隣の街で政令指定都市であるにもか

かわらず、横浜市に埋没し、失礼ながら、すす

けた公害の街というイメージでしたが、まるで

平成30年11月22日(木)
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さま変わりです。東京湾岸は日本有数の工業地

帯であることに変わりはありませんが、川崎駅

前はがらりと変わり、明るく健康的で、爽やか

な感じになっていました。武蔵小杉駅近辺には

タワーマンションが林立し、首都圏で住みたい

街ランキングの上位を占めるようになり、人口

も急増しているようです。川崎市が知らぬ間に

大変おしゃれな街に変貌していました。川崎市

役所では、平成28年１月にでき上がった市長応

接室を見学させていただきました。椅子とテー

ブルは、本県産の樹齢200年以上の「シオジ」と

いう木を用いて、川崎市の家具マイスターが制

作したと報告を受け、感激した次第です。本県

の綾町で春季キャンプをするＪリーグの川崎フ

ロンターレの写真も、至るところに張られてお

りました。先日、そのフロンターレは今シーズ

ンも優勝し、２連覇をしております。

福田川崎市長も途中、御挨拶に来られ、親し

く懇談させていただき、非常に良好な関係を認

識いたしましたが、川崎市との連携協定に基づ

き、現在どのような取り組みが行われているの

か、また、今後どのような連携を進めていくの

か、知事に質問をいたしまして、壇上での質問

を終了いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。

お答えします。まず、これまでの２期８年

と、次期県政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、復興から新たな成長に向けて、交通基盤

の整備・充実、フードビジネスやグローバルな

市場開拓、宮崎ブランドづくり、産業人材の育

成などに全力で取り組んでまいりました。その

結果、東九州自動車道など交通インフラの整

備、さらには農業産出額や輸出額の拡大、１人

当たり県民所得の増加など、新たな成長に向け

た流れの確かな手応えを感じております。今

後、こ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。

一方で、少子高齢化が急速に進む中で、人材

の確保や中山間地域対策、医療・介護・福祉な

ど、本県には取り組むべき多くの課題がありま

す。中でも人口減少問題への対応は、これから

の県づくりを進める上で喫緊の課題だと考えて

おります。

これまでの流れを変えること、この人口減少

のトレンド、簡単ではありませんが、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、本県の活力が大きく失われかねない、極

めて重要な時期を迎えていると考えておりま

す。

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、こうした困難な課題にも果敢に取

り組み、人口減少の中にあっても本県が将来に

向けてしっかりと発展をしていけるよう、私が

先頭に立って、全力で取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、川崎市との連携協定についてでありま

す。

本県と川崎市では、国産木材等を活用した豊

かなまちづくり、活力や魅力のある産業づく

り、新しい未来を創造する人づくりの３つを柱

としまして、平成26年に連携協定を締結し、こ

れまで、県産材を活用した公共施設等での木質

化の推進、大企業等の開放特許を活用した知財

ビジネスマッチングの実施、修学旅行の受け入

れや音楽コンサートによる人的交流などに取り

組んできたところであります。

協定締結から４年が経過し、県東京事務所と

の連携がさらに強化され、川崎市での宮崎フェ
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アの開催、市民祭りへの出展などにもつながっ

てきております。川崎の中で、宮崎というもの

を大きくＰＲする機会をいただいております。

来年２月には、川崎市の関係者にも参加をいた

だいて、「都市と地方の連携」をテーマにした

フォーラムも開催することとしております。ま

た、御指摘をいただきましたＪ１川崎フロン

ターレ、綾町でずっと合宿をしていただいてお

りますが、Ｊリーグ２連覇というものも明るい

ニュースであります。

今後は、これまでの取り組みで培ってきた関

係をさらに強化しながら、引き続き、県産材の

利用拡大や県内企業への支援、物産や観光面で

の交流促進など、お互いの特性や強みを生かし

て、新たな相乗効果を発揮します「都市と地方

の共生」に向けた取り組みを進めてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。課

題も幾つか挙げていただきましたが、それを解

決していくためには、次の選挙をしっかりと頑

張っていかなければならないと思っております

ので、準備怠りないよう、よろしくお願いいた

します。

また、川崎の関係ですが、開放特許に関しま

しては、私が６月議会で質問したときに、川崎

市との連携協定でノウハウを伝授していただい

たと伺いまして、連携強化の効果が出ているん

だなと思っておりますし、さらに強化を進めて

いただきたいと思っているところであります。

よろしくお願いいたします。

次に、医療福祉行政についてお伺いをいたし

ます。

県北地区においては、県立延岡病院は高度専

門医療の中核医療機関として、最重要の医療機

関です。しかし、神経内科医の確保がかなわ

ず、休診などにより一部の救急医療や高度医療

に十分対応できなくなっています。この事態を

受け、延岡市医師会では、平成20年から緊急避

難的に、脳梗塞と消化管出血患者を輪番制で24

時間365日受け入れる体制をつくり、延岡市も財

政支援を続け、市民が安心して生活できるよう

医療体制を確保しています。しかし、延岡市医

師会も医師等の高齢化や疲弊により、いつまで

この体制を継続できるか不安な状況です。県立

３病院の地域の中で延岡市医師会だけが行って

いる脳梗塞と消化管出血患者の輪番制、延岡市

医師会の負担軽減のため、県立延岡病院の受診

体制の整備が図れないのか、病院局長にお伺い

をいたします。

○病院局長（桑山秀彦君） 県立延岡病院は、

県北唯一の救命救急センターを有しておりまし

て、圏域における２次、あるいは３次の救急患

者の受け入れを行っているところであります

が、医師の多くは大学からの派遣に頼っており

ますため、医師が充足してない診療科もござい

ます。

このため、議員の御指摘にもありましたが、

一部の診療科の患者受け入れにつきまして、地

域の医療機関の御協力をいただかざるを得ない

状況にあります。

今後とも、延岡市を初め地元自治体と連携し

ながら、医師の派遣につきまして、大学の医局

に対しまして粘り強く働きかけてまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 一時期の危機的な医師不足は

かなり改善されまして、休診していた診療科の

再開やドクターカーの導入、心臓血管カテーテ

ル室の新増設等、新たな展開は大変感謝をして

おります。しかし、緊急避難的に導入した輪番

制も10年が経過いたしました。医師会の努力に
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も限界があり、崩壊しては元も子もありません

ので、負担軽減の取り組みを引き続きよろしく

お願い申し上げます。

次に、県北には「重症心身障がい児・障がい

者を対象とした医療型短期入所」を実施してい

る施設は１カ所もありません。一番近いところ

でも、６床しかない川南町の１カ所のみです。

平成29年度末の統計では、対象の重症心身障が

い児だけでも県内には在宅で453名おり、そのう

ち県北には58名いるようです。そのため介護を

担う家族が急病等の場合の支援として、医療的

ケアが必要な重症心身障がい児・障がい者を対

象とした医療型短期入所施設の充実を求める声

が多く上がっております。県北における医療型

入所施設の開設に向けた県の取り組みについ

て、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 医療型短期

入所施設は、医療機関等が一体的に運営する必

要があり、加えて、専門的な知識を有する小児

科医を確保する必要もあることが、開設に向け

ての大きな課題となっております。

県としましても、県北における医療型短期入

所施設の開設に向けて、延岡市や日向市及び県

北地域の医療機関等と、開設の可能性などにつ

いて継続的に意見交換を重ねているところでご

ざいます。

今後とも引き続き、地元市町村や医師会と連

携を密にして、開設に向けて取り組んでいただ

ける医療機関等について、掘り起こしや働きか

けに努めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 小児神経の専門性を持った医

療スタッフが非常に少ない状況を変えないと、

なかなか前に進まないということですね。親御

さんの大きな負担軽減のため、引き続きの御尽

力をよろしくお願いいたします。

次に、臨床研修医の確保について伺います。

平成16年度よりスタートした新臨床研修医制

度は、研修医が自分で研修先を選択できる制度

となり、状況が一変しました。その結果、県立

延岡病院は研修医がなかなか希望してもらえ

ず、たまに１人来るほどで、それ以外は一人も

いない状況が続いてきました。ところが、本年

は４名も来ていただき、そのうちの１人は、私

がお世話になっている先生の御子息で、この傾

向を維持できればと思っていましたが、来年度

のマッチングはまた１人に戻ってしまいまし

た。安定的な医師確保は研修医の確保が大きな

要因になりますが、おぼつかない状況です。県

立日南病院では、平成25年度から宮崎大学が地

域総合医育成サテライトセンターを設置して以

降、５人前後の初期臨床研修医がコンスタント

に研修しており、病院の活性化につながってい

ます。改めて、県立延岡病院に宮崎大学医学部

の地域総合医育成センターの設置ができない

か、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 臨床研修医

の確保において、県北地域でのサテライトセン

ターの必要性は十分認識しているところでござ

います。

しかしながら、宮崎大学医学部における総合

診療の指導医が不足しておりまして、県立延岡

病院への設置は、現時点では厳しい状況にござ

います。

このため、県では宮崎大学医学部と連携し

て、総合診療の指導医の育成に取り組んでいる

ところでございます。

今後とも、この取り組みを継続するととも

に、県病院局等とも連携しながら、県立延岡病

院の臨床研修プログラムや指導体制のさらなる

充実を図り、臨床研修医の確保に取り組んでま
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いりたいと考えております。

○田口雄二議員 これまで何度か聞いてまいり

ましたが、答弁が変わらず残念です。平成16年

の国立大学の独立行政法人化で附属病院の収益

確保を図るため、附属病院に医師を確保するよ

うになり、地域医療機関への医師派遣が減少し

ておりますが、引き続きの取り組みをよろしく

お願いいたします。

次に、医学部の地域枠の見直しについてお伺

いをいたします。

医師になった後、地元で一定期間働くことを

条件に大学医学部に入学しやすくしたり、奨学

金を支給したりする「地域枠」が拡大し、全国

の医学部の定員の２割近くに拡大しています。

本県は現在、宮崎大学と長崎大学の両医学部に

地域枠を設置していますが、厚生労働省が医師

確保を後押ししようと、知事が大学に地域枠の

創設や増加を求められる医療法・医師法改正案

を提案し、来年４月から施行されます。医師確

保のため、隣県大学の医学部に、医師修学資金

の貸与を受ける本県出身者の地域枠を設置でき

ないか、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 隣県大学医

学部での本県出身者のための地域枠の設置につ

きましては、現在、その詳細が、国において議

論されておりますが、隣県の医師確保にも影響

が出てきますことから、県としましては、その

動向を注視しているところでございます。

医師確保につきましては、まずは、本県出身

の地元大学医学部進学者をふやすことが重要で

あると認識しております。

今後とも、教育委員会等と連携しながら、宮

崎大学医学部の地域枠及び地域特別枠の定員充

足はもとより、宮崎大学医学部における本県出

身者の割合を高めるよう取り組んでまいりま

す。

○田口雄二議員 自治体間で医師の取り合い

で、医師確保は本当に大変です。宮崎大学医学

部における本県出身者の割合を上げることも以

前から取り組んでまいりましたが、今年度はつ

いに３割を切ってしまいました。さらなる取り

組みをよろしくお願いいたします。

次に、県立３病院における女性の医療スタッ

フに関して伺います。

東京医科大学の入学試験で、女性を一律に減

点し、合格者数を抑制していたことが発覚しま

した。女性を不利に扱う点数操作はかなり以前

から行われていたようで、結婚・出産で離職の

おそれがあり、「必要悪」との意見があるとの

関係者の話が報道されていました。また、成績

順に合格させたら女性の医師ばかりになり、皮

膚科医と眼科医ばかりがふえてしまうことを懸

念する声も紹介されました。確かに、平成28年

度の厚生労働省の調査によると、女性医師の最

も多いのは皮膚科で47.5％、続いて麻酔科38.7

％、眼科38.3％と続いています。逆に最も少な

いのは整形外科4.9％、外科8.4％、救急12.6％

です。データを見れば指摘された傾向にも見え

ますが、なり手不足で激務な診療科の産婦人

科35.6％、小児科34.3％と女性医師が貢献して

いることがうかがえます。外科が激務で女性医

師が敬遠しているとの声もありますが、若い男

性医師も最近では敬遠傾向にあるようです。

しかし、国際比較では、厚労省のデータで見

ますと、日本の女性医師の比率は異常な数値が

出ています。世界一多いのはエストニアで73.8

％、ＯＥＣＤ平均でも41.5％です。データの中

でもワースト２の韓国の19.3％より低い18.0％

が日本で、最下位です。日本の女性が男性より

劣っているなどということはありませんし、公
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平な入試制度にすることは当然ですし、あわせ

て女性医師の働き方改革が必要です。

ここでふと思ったのが、同じ医療現場で激務

をこなす看護師は、女性が当たり前のように存

在し、ちょっと前までは看護婦さんと呼ばれ、

女性の仕事の代名詞のように言われていまし

た。同じように患者に接し激務をこなし、当直

をこなすなど、本当にハードな仕事をしていな

がら、その評価がどうしてこうも違うのか不思

議でなりません。

そこで、県立３病院における女性の医療ス

タッフの状況について、病院局長にお伺いしま

す。

○病院局長（桑山秀彦君） 平成30年４月１日

時点での状況で申し上げますと、３つの病院合

計で、医師の数が202名、そのうち女性が30名

で14.9％、それから看護師・助産師は、1,033名

で、うち女性が924名、率で89.4％、そして、そ

の他の医療技術職で、総数が221名、うち女性

が100名で45.2％となっております。

○田口雄二議員 ９割近い女性看護師がハード

な仕事をこなしていただいていることがわかり

ました。まさに看護の世界は女性の大きな力で

支えられています。

そこで、女性が働きやすい環境づくりのため

に県病院ではどのような取り組みを行っている

のか、再度病院局長に伺います。

○病院局長（桑山秀彦君） 県立病院は、看護

師を中心に女性職員が多い職場でありますこと

から、育児と仕事の両立ができる就業環境を整

えることは、人材の確保・定着を図る上でも重

要な課題の一つであると考えております。

このため、育児休業からの早期復帰がしやす

く、また、身近に子供を預けることで安心して

仕事が行えるよう、昨年度までに、３つの病院

全てに院内での保育施設を整備しますととも

に、１日当たりの勤務時間や１週間当たりの勤

務日数を短くできます、育児短時間勤務制度の

運用を始めたところであります。

さらに、今年度は、職員が仕事上の悩みや育

児休業からの復帰などについて相談のできる職

員相談室を、宮崎病院内に設置したところでご

ざいます。引き続き、女性職員が働きやすい環

境づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 働き方改革、宮崎モデルとし

てお手本になるようなものをつくっていただき

たいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

次に、東京目黒女児虐待死事件について伺い

ます。

虐待死された女児の大学ノートの反省文が、

多くの国民の涙を誘い、心を痛めました。今回

の虐待死事件では、女児が以前住んでいた香川

県の児童相談所は、虐待が疑われている事態を

把握しながら、危険性を判断する記録を残して

いなかったことが、厚労省の専門委員会がまと

めた検証結果で10月初めに公表されました。児

童への危険性を判断するための「リスクアセス

メントシート」などに記録することが、虐待対

応の手引に定められており、手引が守られてい

ませんでした。香川県の児童相談所は、転居先

の東京の児童相談所に対して、けがの写真など

の資料を引き継いでおらず、東京側が危険性を

判断する機会を失ったこともわかってきまし

た。児童相談所間の引き継ぎ・連携がうまく行

われなかったことが要因でした。東京都目黒区

の事件のような虐待死を防ぐため、本県の児童

相談所では、虐待が疑われる家族が県外に転居

するケースについてどのように対応しているの
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か、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県におきま

しては、県外への転居に伴うケース移管につき

まして、これまでも国の「児童相談所運営指

針」に従い、緊急性の高い場合は、転居先の児

童相談所との対面による引き継ぎを行うなどの

対応を行ってまいりました。

しかしながら、先般の目黒区の事件では、こ

の指針に沿った引き継ぎが十分に行われていな

かったことから、国は本年７月に指針を改正

し、転居する全てのケースについて、リスクア

セスメントシート等により客観的に緊急性を判

断し、緊急性が高い場合には対面による引き継

ぎを行うことなどを明確にしたところでござい

ます。

このため県では、８月上旬に県内全ての児童

相談所長に対し、改正後の指針遵守のさらなる

徹底を指示したところでありまして、今後とも

虐待を未然に防止するため、適切な対応に努め

てまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 児童虐待防止、警察との連携

等も考えながら、対策をよろしくお願いいたし

ます。

次に、防災対策について伺います。

昨年、一昨年の台風で、北川町の川坂地区の

北川の水が堤防の下に浸透し、再度地表に吹き

出す「パイピング」現象が確認されました。地

域住民は大変心配をしていましたが、県当局は

堤防に矢板を打ち込んでいただき、早急な対応

に喜んでいたところです。ところが、本年９月

の台風24号で、またしても多くのパイピング現

象が確認されました。昨年大がかりな対策を

打ったにもかかわらず、なぜ発生したのか解せ

ません。北川の川坂地区におけるパイピングの

発生状況と今後の対策について、県土整備部長

にお伺いをいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 北川の川坂

地区では、平成28年、29年にパイピング現象が

発生し、これまでに、約800メートルの区間につ

いて、堤防沿いに鋼製の矢板を打ち込む対策工

事を実施したところです。

しかしながら、ことし９月の台風24号によ

り、再度、パイピング現象が発生したことか

ら、国の専門家と現地調査を行った結果、これ

までと比べ、発生した数や規模が減少してお

り、対策工に一定の効果があったとの見解をい

ただいたところであります。

また、今回発生した箇所は、対策を行った区

間の上流側に集中しており、さらに上流約140

メートル区間内に水の通り道があることが想定

されたことから、その対策工事に着手したとこ

ろであります。

今後とも、国の専門家の意見を伺いながら、

効果の検証を行うとともに、点検を継続し、堤

防の安全確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 北川の当地では、水が通ると

ころが深いところでは40メートルぐらいになる

ところもあると伺いました。

今回の現地調査で、国の専門家から、これま

でと比べ発生した数や規模が減少している、対

策工には一定の効果があったとの見解をいただ

いたということですが、ほかの河川で既にパイ

ピング対策で矢板を打ち込んだところも、不安

な状況になっていることと思います。祝子川も

これまで何度も水害に遭い、台風対策に大変敏

感なところですが、ここにおいてもパイピング

現象が指摘され、以前矢板を打ち込んだ経緯が

あります。今回の事態を受けて、祝子川のパイ

ピングの現状と対策について、県土整備部長に

- 132 -



平成30年11月22日(木)

お伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 祝子川の祝

子地区などでは、平成９年などの洪水によりパ

イピング現象が確認されたことから、平成12年

度から13年度にかけまして、約180メートルの区

間について、北川と同様の対策工事を実施し、

これ以降は、この区間でのパイピング現象は確

認されていないところであります。

しかしながら、祝子地区の上流にあります宇

和田地区等におきまして、平成29年の台風18号

でもパイピング現象が確認されましたことか

ら、現在実施中の河川改修事業において調査、

設計を行っており、来年度には対策工事に着手

することとしております。

今後とも、対策が必要な区間の早期整備に努

め、堤防の安全性の確保を図ってまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 北川の今回のパイピング現象

は、河川内の堆積土砂による河川水の上昇も要

因の一つと考えられ、河床の土砂の堆積が原因

ではとの地元の声があります。県管理区間の堆

積土砂除去の状況について、県土整備部長にお

伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 北川では、

平成９年の台風で甚大な浸水被害を受けたこと

から、洪水時の水位を低下させるため、平成16

年まで大規模な河道の掘削を伴う整備を行った

ところです。

整備した河道を維持していくことは非常に重

要でありますことから、これまで、その変化を

把握するための測量などのモニタリングを実施

してきたところです。

その結果、台風等の際に土砂の堆積が確認さ

れたことから、公募した砂利採取業者に堆積土

砂を搬出させる取り組みの活用など、コスト縮

減を図りながら、昨年度までに約12万立方メー

トルの除去を行ってきたところであり、今年度

も約３万立方メートル、10トントラックに換算

しますと約6,000台分を除去する予定としており

ます。

今後とも、継続してモニタリングを行い、適

切な河川の維持管理に努めてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 かなり土砂を取っていること

が確認できました。ありがとうございます。

次に、道路行政についてお伺いします。

沿海北部広域農道の建設がかなり進み、県道

の併用等も含め、全線開通にめどが立ってきま

した。残る門川町尾末―延岡伊形間の進捗状況

について、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 沿海北部広域

農道は、農畜産物の効率的な輸送や農村地域の

利便性の向上に大きく寄与するとともに、災害

時などの迂回ルートとしての補完的な効果も期

待されているところであります。

現在、未開通区間であります門川町大字門川

尾末から延岡市伊形町間で、トンネル工事など

の整備を行っているところであります。

お尋ねの門川尾末―延岡伊形間の進捗状況に

つきましては、平成29年度末現在、事業費ベー

スで58％であり、沿海北部広域農道全体では91

％となっております。

今後とも予算の確保に努め、関係市町とも十

分連携を図りながら、平成32年度の完了を目指

して取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 あと２年ほど必要ですが、こ

の道路完成は、農道ではありますが、国道10号

の渋滞緩和にも寄与すると思います。また、ゲ

リラ豪雨で土々呂地区の国道10号、県道が冠

水、あわせて延岡南道路も通行不能になること
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がよくあります。代替道路としても活用されま

すので、防災面でも大きな対策となると期待を

しているところであります。どうぞよろしくお

願いいたします。

次に、国土交通省は本年７月、対面通行と

なっている高速道路の暫定２車線区間2,930キロ

メートルのうち、優先的に延べ800キロメートル

を４車線化する検討方針を提案しました。暫定

２車線区間は、４車線に比べて死亡事故率が高

く、また災害時に通行どめが発生するケースも

多く、対策が課題になっていました。よって、

交通事故のリスクの高い区間、災害の影響を受

けやすいところを４車線化するものです。とは

いっても、一部が追い越し車線に近いものが新

たにできると理解していいと思います。高速道

路の暫定２車線区間における４車線化に向けた

国の検討状況について、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 現在、国に

おきまして、高速道路の安全・安心に係る具体

的な施策を計画的かつ着実に推進するため、

「安全・安心計画」を策定中であり、暫定２車

線区間の４車線化等の対策についても検討され

ているところであります。

７月の国の国土幹線道路部会においては、全

国の暫定２車線区間のうち有料区間におきまし

て、優先的に４車線化等を実施すべき区間の例

として、時間信頼性の確保、事故防止の観点か

ら約600キロメートル、リダンダンシー、いわゆ

る代替性確保の観点から約200キロメートルの課

題のある箇所を抽出し、優先度の高い区間から

順次対策を実施する提案がされております。

この時間信頼性の確保、事故防止の観点か

ら、参考として全国の速度低下の主な課題箇所

が示されており、東九州自動車道の県内有料区

間では３カ所が挙げられております。

県としましては、今後の国の動向を注視する

とともに、引き続き４車線化の実現に向けて、

ミッシングリンクの解消とあわせ、国に強く訴

えてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 本県内では３カ所ほどが検討

されているようですが、本県内の東九州道は、

美々津以北はアップダウンがきつく、トンネル

等が非常に多くなっております。この地点が改

善されれば、フラストレーションもかなり改善

されるのではないかとも期待をしているところ

であります。

次に、今話題の外国人労働者について、警察

本部長にお伺いいたします。

その前に、逮捕術の全国大会で宮崎県警本部

チームが37年ぶりに優勝したようで、まことに

おめでとうございます。日ごろの訓練の成果が

出たものと思いますし、県民は大変頼もしく

思っているのではないかと思っております。

さて、質問に戻りますが、現在国会で、出入

国管理・難民認定法改正案が議論されていま

す。来年４月１日から、新たな在留資格「特定

技能１号と２号」を設けることがメーンとなり

ます。深刻な人手不足が背景にあり、早期実現

を求める声と日本社会への影響を懸念する声も

あり、成り行きが注目されています。内閣府が

公表した外国人労働者は、昨年10月時点で約128

万人で、前年比18％増となります。外国人の増

加を懸念する声の中で、治安が悪化するのでは

ないかと心配する国民が多くいます。現在の本

県の外国人の宮崎労働局が公表している数字

は、昨年の10月時点で3,490名、前年に比べ888

名増加しています。この増加率から見ると、現

在は4,000名を突破していることは間違いありま

せん。では、宮崎県における外国人犯罪の検挙
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状況について、警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 本県におきます

来日外国人による犯罪の検挙状況につきまして

は、平成29年中が検挙件数８件、検挙人員８人

で、総検挙件数2,816件に占める割合は0.28％で

あります。

主な罪種は窃盗罪が７件で、88％を占めてい

ます。

また、本年10月末までの状況は、検挙件数21

件、検挙人員17人で、いわゆる入管法や関税法

の違反など、昨年なかった罪種の検挙もありま

して、昨年同期比で14件、10人増加をしており

ます。

総検挙件数2,243件に占める割合は0.94％であ

りまして、主な罪種は、窃盗罪と入管法違反が

それぞれ６件で、29％ずつを占めております。

○田口雄二議員 総検挙数に占める割合は0.28

％、凶悪事件はありません。本県の外国人は、

現時点ではそう心配するほどの状況ではないと

思っていいのではないでしょうか。

次に、国会では技能実習生の失踪が問題にな

りました。政府の答弁では、平成29年だけで

約7,000人、本年１月から６月までに4,279名が

失踪したことが判明しました。技能実習生の県

ごとの失踪数は把握できないようですので、本

県の外国人の行方不明者届受理件数について、

警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 本県における外

国人の行方不明者届は、本年10月末現在で107件

受理しております。

平成29年中の受理件数は64件でありまして、

既に昨年を43件上回っております。

○田口雄二議員 行方不明者は、この10月まで

のペースでいくと、前年の倍となりそうで

す。10月までの107件のうち、発見されたのは５

件だけだそうで、本県を離れていくことで行方

不明になったのか、なぜ行方不明になったの

か、今後分析が必要になってくるのではないか

と思っております。

ここで、質問の順番を変えさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

教育行政について、先に質問させていただき

ます。

工業高校の専攻科設置について、再度お聞き

いたします。これまで何遍も聞いておりますけ

れども、再度確認させていただきます。ここ数

年、人材不足・人手不足の中で、これまで以上

に設置の要望が強くなっております。昨年11月

議会で、それまで学んできた専門性をさらに高

める専攻科を延岡工業高校内に設置できないか

と質問した際に、教育長は、「本年度県外の先

進校視察に担当職員を派遣した。視察先では専

門性の深まりだけではなく、地元企業や行政、

高等教育機関が一体となって専攻科を人的・物

的に支援することで、地域産業界が求める人材

育成もでき、地元就職につながっている状況が

うかがえた」と評価しています。また、課題も

御報告いただき、「専攻科の設置については、

関係部局と連携し、地域産業界や生徒のニーズ

等も踏まえながら検討してまいりたい」と答弁

をいただいております。その後進展しているの

か不明です。その後の検討も含めて、県北の工

業高校における専攻科設置について、教育長の

お考えを伺います。

○教育長（四本 孝君） 専攻科設置につきま

しては、これまでも、先進校への視察あるいは

関係機関との意見交換を行うなどして、情報収

集に努めているところでございます。

専攻科を設置するメリットといたしまして

は、地元企業や行政、高等教育機関等が一体と
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なった人的・物的・金銭的な支援により、地域

産業界が求める優秀な人材を育成できるという

ところにあります。

一方、課題といたしましては、先端技術を伝

授するための最新の設備・機器の導入や、高度

な技術を持つ指導者の確保、専攻科卒業後の

キャリアに見合う就職先の確保や処遇等の充実

などが挙げられるところであります。

県教育委員会といたしましては、地域産業界

や生徒のニーズ等を踏まえるとともに、関係部

局とも連携しながら、引き続き検討を行ってま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 最新の設備・機器の導入や高

度な技術を持つ指導者の確保、専攻科卒業生の

キャリアに見合う就職先の確保や処遇の充実が

課題であると、教育長は答弁されましたが、地

域貢献には協力を惜しまない大手企業や、高い

技術を持った中小企業がたくさん集積しており

ます。県機械技術センターもあります。行政や

地元企業も設置を要望しており、協力は惜しみ

ません。専攻科設置に係る課題について、関係

者が集まって協議するようなことができないの

か、教育長に、そして知事にもお考えをお伺い

いたします。

○教育長（四本 孝君） 専攻科設置につきま

しては、先ほども述べましたような課題もあり

ますことから、関係者が集まって情報共有や意

見交換を行う機会を持つことは、大変意義のあ

ることだと考えます。

既に県北地区には、企業や行政、学校関係者

等が集まり、地域の人材育成に向けた協議等を

定期的に行っておられる組織があると聞いてお

ります。

県教育委員会といたしましては、そのような

場などを活用して、専攻科設置に係る課題等に

ついて御意見を伺えればと考えております。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少が進み産業人

材の不足が大きな社会問題となっておりまし

て、人材の育成や確保のための方策は大変重要

な政策課題であります。専攻科の設置も、その

有力な方策の一つだと考えております。

一方で、専攻科設置には、先ほど教育長が答

弁しましたようなさまざまな課題があると認識

をしておりまして、これらの課題を検討するに

当たっては、現場の皆様から生の声を聞くこと

は大変重要であると考えておりますので、教育

委員会とも連携をしながら、機会あるごとに、

関係者との情報共有、意見交換を行ってまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 10月に、雇用人材育成・確保

対策特別委員会の県外調査で、静岡市の県立清

水技術専門校に、産業人材の育成をテーマにお

伺いいたしました。「時代に対応した即戦力と

なる技術・技能者の育成を目指す」を掲げ、県

内産業の発展に寄与できる人材を育成すること

を目標としており、まさに設置を求めている専

攻科と目的は同様です。ほとんどの入学者は私

学も含む普通科出身ですが、資格を幾つも取得

しており、求人に応えられないほどです。２年

課程ですが、来年４月には、さらにスキルアッ

プに向けて短期大学に移行する予定です。静岡

県では、積極的な人材育成機関の強化を進めよ

うとしています。短期大学までとは言いません

が、地元企業が熱望する専攻科設置、知事御検

討のほどよろしくお願いいたします。知事選で

は、県北の生の声もしっかりとお聞き取りくだ

さい。よろしくお願いいたします。

次に、平成27年からスタートした土曜日授業

のその後についてお伺いをいたします。

土曜日授業の実施要件が改正され、教育委員
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会の判断でできるように大幅に緩和されたこと

により、2013年以降、全国的に大幅に増加しま

した。鹿児島県においては全ての小中学校で実

施され、本県においても土曜日授業に前向きな

教育委員会がありましたが、その後、県内にお

いては余り広がりを見せていません。

本県における小中学校の実施状況はどうなっ

ているのか、また、県としてどのように評価

し、今後どのように取り組んでいくのか、教育

長にお伺いをいたします。

○教育長（四本 孝君） 県内の小中学校にお

ける土曜授業は、平成27年度から、延岡市と新

富町でスタートし、本年度は延岡市が年間６

回、新富町が年間２回程度実施をしておりま

す。

土曜授業では、地域人材を活用した田植えや

野菜づくりなどの体験活動を実施したり、さま

ざまな職種の方々の話を聞いたりするなど、多

様な教育活動が推進され、地域に開かれた学校

づくりという意味からも、意義ある取り組みで

あると考えております。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

市町村教育委員会が土曜授業を実施する際に参

考となるよう、国の動向や延岡市等が行ってい

る取り組みなどの情報提供を行ってまいりたい

と考えております。

○田口雄二議員 県内においては、２つの教育

委員会のみで実施されていますが、スタート時

に比べ実施回数も半減しているようで、ちょっ

と尻すぼみ気味です。残念ですが、先生たちが

土曜日出勤を嫌がっているという話もちょっと

聞こえてまいります。

それでは、先ほど順番を変えました、交通安

全対策に戻らせていただきます。

まず、横断歩行者等妨害についてお伺いしま

す。

横断歩行者等妨害とは、信号機のない横断歩

道を歩行者が渡ろうとしているのに一時停止を

せず、歩行妨害をしている車が検挙される例が

全国的に増加しています。交通事故全体の発生

件数は大幅に減少しているにもかかわらず、横

断歩道での事故の減り方が少ないため、取り締

まりを強化しているようです。日本自動車連盟

がこの夏、47都道府県の横断歩道を調査しまし

た。長野県の一時停止率が58.6％と突出してお

り、２位が静岡県の39.1％、３位が石川県

の26.9％、九州管内では福岡県がトップで18.4

％でした。逆に最下位は栃木県の0.9％で、都道

府県によって大きなばらつきがありました。全

国平均は8.6％、残念ながら本県は平均以下

の7.9％でした。優しい県民性のように思います

が、歩行者に思いやりのない運転状況は残念で

す。福岡県の数値が高いのは、本年の重点項目

に挙げて取り締まり強化に取り組んだ結果とも

言えるようです。本県の横断歩行者等妨害の取

り締まり状況について、警察本部長にお伺いし

ます。

○警察本部長（郷治知道君） 昨年の横断歩行

者等妨害等違反の取り締まり件数は、515件でし

た。

警察としましては、歩行者の安全を守るため

に、横断歩行者等妨害等違反の取り締まりを強

化いたしまして、本年10月末現在の取り締まり

件数は933件で、昨年同期を568件上回り、約2.6

倍の増加となっております。

今後も交通事故抑止のため、指導取り締まり

を強化してまいります。

○田口雄二議員 前年より大幅な増加となって

います。

この横断歩行等妨害は道路交通法違反になる
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ようですが、違反点数と反則金について、警察

本部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 横断歩行者等妨

害等の違反行為に付された基礎点数は２点で、

反則金の額は、大型車が１万2,000円、普通車

が9,000円、二輪車が7,000円、原付車が6,000円

であります。

○田口雄二議員 車の大きさによって罰金が違

うというのは、今回初めて知りました。

私は、気がつく限り一時停止するようにして

おります。実は３年ほど前、延岡市の影響力の

ある方が挨拶の中で、「延岡の皆さん、なぜ横

断歩道でとまらないんですか。安全対策上も含

めて、思いやりのある運転をしましょう」と、

一時停止を啓発する発信をされ、それ以来、私

も特に意識するようになりました。そこで心配

なのが、私自身が停止しても対向車が停止せ

ず、横断を始めた歩行者にかえって危険な思い

をさせることであります。私はパッシング等で

対向車にサインを送りますが、歩行者の安全の

ためにも、一時停止の推進と道路交通法違反に

なることを広く知らしめる必要があります。

横断歩行者等妨害の普及啓発を図るための取

り組みについて、警察本部長に伺います。

○警察本部長（郷治知道君） 県警では、横断

歩道における歩行者優先を徹底させるために、

運転免許証の更新時講習、事業所における講習

などの交通安全教育、街頭キャンペーン、テレ

ビ・新聞等のマスコミを活用した広報啓発な

ど、あらゆる機会を通じまして、このルールの

周知を図っております。

○田口雄二議員 現在、日本には多くの外国人

が来ていただくようになり、また治安のよさが

評価されています。発展途上国ではいまだに車

優先の国も多くありますが、日本は歩行者に優

しい国、歩行者優先で安心安全の宮崎をアピー

ルできるよう、普及啓発をよろしくお願いいた

します。ただ、歩行者が立っていても横断歩道

と気づかないほど、白線が消えかかっていると

ころが多く見受けられます。検挙されたドライ

バーからクレームを受けないよう、早急に

チェックして、対応をよろしくお願いいたしま

す。

次に、自転車保険について伺います。

自転車事故により高額な賠償金を請求される

事例が相次いでおります。これまでの最高額は

約9,500万円で、小学５年生の少年が歩行者と衝

突事故を起こし、被害女性は頭部を強打し、意

識不明の寝たきり状態になったようです。将来

の介護費、事故で得ることができなくなった逸

失利益、けがの後遺症に対する慰謝料などで、

合わせて約9,500万円の賠償金になったようで

す。保険加入義務のない自転車の事故に対して

は、高額な賠償金が命令されるケースも多く、

自己破産に陥る例も少なくありません。そこで

まず、本県における自転車の事故発生状況と、

そのうち自転車の加害事故発生状況を、警察本

部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 自転車事故の発

生状況は、平成29年中が875件で、前年比マイナ

ス123件、平成30年10月末現在が624件で、前年

同期比マイナス82件と、減少傾向で推移してお

ります。

そのうち自転車の加害事故は、平成29年中

が55件で、全体の6.3％、平成30年10月末現在

が28件で、全体の4.5％であります。

○田口雄二議員 公共交通機関が少ない本県に

おいては、自転車通学の中高生が多く存在して

います。いつ登下校中に不慮の事故によって、

高額賠償金を請求される可能性があるかわかり
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ません。県立高校生の自転車保険への加入状況

について、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 県立高校生の自転車

事故賠償保険の加入につきましては、県高等学

校ＰＴＡ連合会が、民間保険会社の総合補償制

度を各学校に案内しており、保護者の同意を得

て、ほぼ全ての県立高等学校全日制の生徒が加

入をしている状況にございます。

県教育委員会といたしましては、保険の重要

性の周知を図りますとともに、生徒が交通事故

の被害者にも加害者にもならないように、交通

安全教育の充実に努めてまいります。

○田口雄二議員 県立高校の自転車通学生

は、100％自転車保険に加入していることが確認

できました。ただ、自転車通学生以外にも、小

中学生もほとんど自転車を利用しますし、所管

は違いますが、私学生にも加入促進の啓発をお

願いいたします。

用意した質問は全部終了いたしました。先ほ

ど申しましたように、今任期の最後の質問にな

ります。県北にはまだ課題も山積しております

ので、質問が続けられるように、来春には、

しっかりと頑張ってここに戻ってきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。どうもありがとうございました｡（拍手）

○ 原正三議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 私の今期最

後、そして平成最後の質問になろうかと思いま

す。今回は傍聴席に地元から応援が来ておりま

す。本当にありがとうございます。

今回の議会は、知事にとりましても選挙前の

重要な時期であろうかと思います。県民から寄

せられる県への期待や不満等を含めて、議員の

職責を果たす質問をさせていただきます。

まずは、建設業を取り巻く状況について、前

回９月議会から指摘されております株式会社大

建の経営事項審査における虚偽申請について、

質問をいたします。

建設業の方々にとっては発注者である県に対

して直接言いにくいこともあり、疑問や不満に

ついてさまざまな意見を聞いております。この

ようなことが今後起こらないためにも、再発防

止の観点から質問を行いたいと思います。

県は、不正を行った企業へ、11月15日より

「入札参加資格取り消し」という重い処分を行

いました。しかし、県庁内みずからの責任の所

在はどうだったのか。

今回、県民から直接県への通報があったにも

かかわらず不正を見抜けなかった職員や、不正

がなかったと結論づけた者への責任の明確化が

明らかになっておらず、責任の所在が不明であ

ると言わざるを得ません。再発防止には、誰

が、どう指示し、どのように結論づけたのか、

明確にする必要があると思います。責任の所在

が曖昧だからこそ、議会でも、見抜けなかった

のではなく見抜かなかったのではないかという

臆測を生んで、指摘されているのではないで

しょうか。責任の所在を踏まえて再発防止策に

つきまして、知事に伺います。

以下、質問者席より質問を行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。経営事項審査における虚偽申請についてで

あります。

今回、不正に関する情報提供を受け、立入検

査を実施したにもかかわらず、県における調査

が不十分であったことなどから、県議会を初め

情報提供者、建設業界、県民の皆様に御迷惑を

おかけしましたことにつきまして、その責任を

重く受けとめているところであります。
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今後は、今回の反省を踏まえて、発注者、資

材納入業者等への確認の強化や、現場周辺での

聞き取り、行政機関への調査など、検査におけ

る具体的な手法を盛り込んだマニュアルを整備

し、再発防止にしっかりと取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 ９月議会の質問で指摘をされ

まして、再調査の結果で多くの不正が明らかに

なりました。また、知事とこの企業の関係も報

道されるなど、さまざまな状況が明らかになっ

てきております。これまでの県の議会答弁によ

りますれば、県は、この企業が書類等の偽造や

にせの地権者を用意し、現地を説明するなどの

悪質な隠蔽工作によって、立入調査や現地調査

で不正を見抜くことができなかったと結論づけ

ているように思います。県は、この企業及び虚

偽の証言をした関係者に対して、建設業法違反

であるとか詐欺罪などを含めて告発を行うのか

を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 株式会社大建の経営事

項審査における虚偽申請に対しましては、９

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ております。

さらに、取り消し基準に該当しますさらなる

不正の事実が確認されましたことから、今月15

日付で、より重い処分であり、本県では初めて

となります入札参加資格の取り消し処分を行っ

たところであります。

こうした処分の状況等を踏まえながら、告発

に関しましては、慎重に判断をしたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 告発をしない理由は何なの

か。県は信用を失墜させられ、職員は数カ月こ

の案件調査に当たり、本来の業務にも差し支え

たと思います。県や県民は不利益をこうむって

いると考えます。「慎重に判断したい」という

ことで、これまでも答弁をいただいております

が、証拠が出そろった今、いつまでに判断を下

されるのか。知事選もあります。私は知事選前

に判断されるべきではないかと思いますが、知

事はどう判断していらっしゃいますか。

○知事（河野俊嗣君） 現在、建設機械の保有

状況や技術者数など、完成工事高以外の項目を

含めて、詳細に調査を行っているところであり

ます。

仮に、告発の結果、刑事罰を受けることにな

れば、建設業の許可の取り消しということにな

り、５年間は再申請ができず、実質的には廃業

となるものであります。

このようなことを踏まえ、告発をするか否か

につきまして、慎重に検討しているところであ

ります。

○西村 賢議員 県は、みずからの責任の所在

について、企業からそういう隠蔽工作を受けて

見抜けなかったと言っているのにもかかわら

ず、企業側を多少擁護するようにも見えます。

私は、この企業と県とがどういう関係にあるか

わかりませんけれども、その曖昧な対応という

ものが、その企業にとっていいのか、県にとっ

てもいいのか、私は判断しかねます。そこは

しっかりと、早い段階で知事及び執行部の方

に、今後どうするのか、告発しないのであれば

しないという方向性も見出していただきたいと

思っております。

次の質問に移りますが、今、建設業の抱える

課題として、人材不足･若手技術者不足がありま

す。仕事がきつく、休みがとれないなどの負の

イメージが強く、業界としても改善に取り組ん

でいるところでありますが、今の若い人は「給

与より休暇」。残業代よりもしっかり休みが欲
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しいということを聞きます。子育て世代にとっ

ては、さらに休みは大事です。

企業側としては、工期をより短くすることで

採算をとりたいことから、ミスマッチも生じて

しまいます。来年から実施される働き方改革の

流れもあり、企業としても休みを確保せねばな

らないジレンマもありますが、長い目で見れ

ば、業界にとって就職希望者がふえるきっかけ

になるかもしれません。

今、国の発注工事の現場では、週休２日を選

択できる工事の発注が年々ふえているとのこと

で、県も昨年度からそれに倣っています。平

成29年度九州地方整備局の直轄工事では、週休

２日を宣言する企業が、483件の工事のうち132

件と、まだ伸びていない状況にありますが、そ

のうち達成した件数は24件中22件と、ほとんど

が達成をしております。週休２日を実現した工

事では、工事費の補正や工事成績の加点もあ

り、企業側のメリットもあります。

本県発注の工事に週休２日工事の発注をふや

していけないか、また企業に週休２日工事を選

択してもらうための課題は何か、県土整備部長

に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 建設工事に

おける週休２日制の推進は、担い手確保を図る

上でも大変重要であると考えております。

このため県では、平成28年度から試行を開始

し、実施に伴い増加する人件費等の必要経費を

計上するなどの見直しを行いながら、試行拡大

を図ってきたところであります。

今年度は、100件程度を試行対象工事として発

注し、10月末時点で、受注者と協議の上で26件

を試行中であり、ほか58件で協議を進めている

ところであります。

週休２日の実施におきましては、工程調整の

難しさや日給制の労働者等の処遇などの課題も

あることから、引き続き、試行結果を検証する

とともに、国の動向も踏まえ、必要な見直しを

行いながら、試行を拡大していくこととしてお

ります。

県としましては、建設関係団体等と連携し

て、「土曜一斉閉所」の取り組みを試行するな

ど、今後とも、週休２日制の定着に向けて、積

極的に取り組んでまいります。

○西村 賢議員 建設業サイドにも努力する部

分がたくさんあると思います。しかし、行政サ

イドとして、この週休２日工事の発注をふやす

ことで、企業努力を促していけるのではない

か、人材確保につながるのではないかと考えま

す。週休２日工事の拡大のために、企業側のメ

リットの拡大も含めて検討いただくように、お

願い申し上げます。

次に、外国人との共生について伺います。

先ほど田口議員からもありました。今、入管

法改正の議論が国会で深まる中で、外国人労働

者にもさまざまな形態があり、また外国人の助

けがなければ将来的に厳しい業界が多いことも

知りました。一部の技能実習生への粗悪な労働

環境や、失踪事件なども浮き彫りとなっていま

す。

先日、日向市美々津地区のある祭りに、イン

ドネシアからの技能実習生が参加しておりまし

た。地域の方々と溶け込んで楽しんでおられま

した。その地区も高齢化しておりますが、実習

生が地域のイベントに参加することで、異文化

交流にもなり、大変盛り上がっておりました。

同様に細島地区では、祭りの際に一緒に太鼓台

を担ぐ漁業の技能実習生の姿を見ています。

このような状況を見ると、一部例外があるの

かもしれませんが、そのほとんどが円満に働い
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て国に帰っていっていると思います。

今後も、日本人と外国人が共生していける宮

崎県をつくっていかなければならないと思いま

すが、外国人が県内で暮らす際に、習慣や言語

の違いから困惑することも多々あると思いま

す。県内の相談窓口の状況と、どのような相談

が寄せられているかを、商工観光労働部長に伺

います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

県国際交流協会に委託して相談窓口を設け、英

語、中国語、韓国語など５カ国語に対応できる

相談員が、外国人住民からの生活相談に応じる

とともに、必要に応じ、弁護士や行政書士によ

る法律相談対応も行っております。

外国人住民から寄せられている相談内容は、

住居や子供の教育、医療･税金の問題、騒音をめ

ぐる住民トラブルなど、多岐にわたっておりま

して、中でも、日本語の習得や自動車運転免許

の取得に関するものが多くなっているところで

ございます。

○西村 賢議員 この件、知事にも伺いたいと

思いますが、県民と外国人とがうまく共生して

いくために、外国人が暮らしやすい地域社会を

つくる本県の地域社会づくりについて、知事は

どう考えるのかを伺います。

○知事（河野俊嗣君） グローバル化の進展、

または人口減少に伴う担い手不足などを背景と

しまして、本県におきましても、今後ますます

外国人住民の増加が見込まれるところでありま

す。

こうしたことから、国籍や民族などの異なる

人々が、お互いの文化的な違いを認め合いなが

ら、対等な関係で地域社会の構成員としてとも

に生きていく「多文化共生社会づくり」が、ま

すます重要になると考えております。

私自身も、アメリカに２年間留学しておりま

した。そのときに、さまざまな国籍の方々と交

流をしていく、アメリカがそのさまざまな国か

ら優秀な人材を集める、そのことが科学技術も

経済も文化もスポーツもさまざまな面でアメリ

カ社会に活力をもたらしている、多文化共生の

重要性というものを認識したところでありま

す。

県といたしましては、今後とも、市町村や関

係団体等と連携をしながら、県民の意識啓発

や、外国人住民の生活支援、地域社会への参加

促進など、「多文化共生社会づくり」の推進に

取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、大人のひきこもりにつ

いて質問をいたします。平成28年の11月議会で

も伺いましたが、２年前に質問したときより

も、さらにこの問題は大きくなっていると感じ

ます。

内閣府の公表した平成30年度版「子供若者白

書」によりますと、15歳から39歳のひきこもり

当事者は54万人と推計がされています。

また、40歳以上の大人のひきこもりは、

今、80代の親と50代の子が社会から孤立するこ

とを指す「8050問題」が深刻化していると言わ

れ、80代の親が死亡などで50代の子の面倒が見

られなくなり、その子も共倒れしてしまうこと

から、そう言われています。

ひきこもりを始める時期や要因は、人により

さまざまであると思いますが、大人のひきこも

りの場合、家庭で隠しがちになってしまい、他

人にわかりにくい点もあります。ひきこもり問

題を少しでも解消していくために、ひきこもり

を始める時期やその要因を、社会全体の問題と

して捉える必要があると考えます。

そこでまず、以前質問しましたが、不登校児

- 142 -



平成30年11月22日(木)

の卒業の問題について再度質問を、教育長にい

たします。義務教育を終える中学３年生時で、

ずっと不登校であった生徒を中学校が卒業させ

ることが、本当に生徒のためになるのか。卒業

してしまえば、追跡していくことも難しくなり

ます。

卒業を決めるのは学校長の判断とのことです

が、出席日数がほとんどなくとも、現実に留年

のような措置をとった学校は県内にはないと聞

いております。学校や教師だけに責任があると

は考えておりませんが、安易に卒業させること

は、義務教育の役割を果たしていないのではな

いかと考えます。まず、本県中学校の不登校児

の推移について、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 本県の公立中学校に

おきます不登校生徒数は、平成27年度788人、平

成28年度813人、平成29年度868人であります。

これらを1,000人当たりの数値で見ますと、平

成29年度は、本県30.3人、全国は32.5人となっ

ており、例年、全国よりも低い水準で推移をし

ているところでございます。

○西村 賢議員 答弁のとおりでありますが、

全国平均より低くても、868人の不登校生徒がお

ります。そのうち、中学３年時に不登校であっ

たが、そのまま卒業した生徒の数は、教育長わ

かりますか。

○教育長（四本 孝君） 平成29年度の本県の

公立中学校３年生におきまして、不登校のまま

卒業した生徒数というのは把握をしておりませ

んが、不登校の目安であります年間30日以上の

欠席をした生徒数は340人であります。

その中には、卒業間近に登校できなくなり、

そのまま卒業した生徒もおりますが、一方で、

不登校状態だった生徒が年度途中に学校復帰を

果たし、卒業したという生徒も含まれていると

ころであります。

○西村 賢議員 義務教育において、まず大切

なのは学業であり、また学校生活や部活などの

活動において、社会で必要な協調性を育んでい

くことが重要であります。しかし、学業は自宅

で学ぶことができても、協調性を一人で育むこ

とは難しいと思います。

家庭によっては、学校に我が子を行かせない

というケースもあるでしょう。学校長にも一定

の判断基準があれば、保護者と話が、よりでき

るかもしれないと考えます。例えば、進級する

ためにおおむね３分の２は出席してくださいと

か、そういう具体的な数値の目安はつくれない

のか。それによって、より真剣に学校と生徒家

族が向き合えると思うのですが、現在の卒業認

定のあり方について、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 文部科学省は、不登

校児童生徒に対して、学校への復帰や中学校卒

業後の進路選択を支援するために、公的機関で

あります適応指導教室への通級を出席扱いにす

ることや、学校外での学習成果を評価に反映す

ることなど、柔軟に対応するよう、各学校へ通

知をしているところであります。

これを踏まえまして、本県の各学校では、欠

席日数が多い生徒につきましても、家庭訪問や

学習形態を工夫するなど、生徒一人一人に応じ

た支援を行い、最終的には、将来の可能性を期

待して、教育的な配慮のもと、卒業を認定して

いるところでございます。

○西村 賢議員 非常に希望的な教育サイドか

らの、その生徒に対する希望的な観測という

か、この子は出ていった後もしっかりやってく

れるんじゃなかろうかという、余りにも希望的

な答弁に感じてしまいます。

中学で不登校であった生徒が、高校進学を機
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に学校に通い始めるというケースはよくあると

も聞きました。逆に言えば、環境が変われば、

その生徒もリスタートを切れるということかも

しれません。

しかし、進学をしない者、進学しても変わら

ず学校に通わない生徒もいるのではないかと思

います。そのようなおそれのある生徒へのアプ

ローチとして、卒業後のフォローを一定期間す

べきではないかと思います。もしくは、教育サ

イドができない場合、市町村の福祉担当へつな

ぐということも大事ではないかと思いますが、

現時点の状況を教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 平成30年３月の本県

中学校の卒業者のうち、不登校生徒を含めて、

約98％が高等学校等へ進学している状況にござ

います。

中学校の卒業時に、配慮が必要な生徒につき

ましては、中学校と高等学校等の間で、定期的

に情報を共有する場が設けられ、円滑な引き継

ぎが行われております。

また、進路が定まらず卒業した生徒につきま

しても、状況に応じて、中学校の学級担任等が

家庭訪問を行い相談に応じるなど、一人一人に

対して継続的な支援に努めているところでござ

います。

さらに、不登校生徒の社会的な自立を促すた

めには、福祉関係機関との連携も重要でありま

すことから、個別の相談やケース会議を開くな

ど、児童相談所及び保健所などと協力しなが

ら、取り組んでいるところでございます。

○西村 賢議員 この義務教育の卒業時点が、

そのまま引きこもってしまうか、学業に復帰し

ていくか、一つの大きな分岐点になると思いま

す。学校も教師も大変だと思いますが、この問

題を市町村とも共有していき、一人でも多くの

生徒を見守れるようにお願いしたいと思いま

す。この質問を思いついた原点も、私が中学校

の卒業式なんかに行くときに、卒業生で名前を

呼ばれる子がたまたま欠席だったらいいわけで

すが、後で話を聞くと、「いやもうちょっと学

校に来ていなくて」という話もよく聞きます。

それが、たまたまであればいいんですけど、

やっぱり一学年で２～３名とかいうケースがあ

るものですから、少子化の中ではさらにその子

供たちが目立ってしまう状況にもあります。再

度要望を申し上げますが、しっかりと教育現場

の皆様方に周知、徹底していただいて、一人で

も多くの生徒を見守れるようにお願いしたいと

思います。

最初に申し上げた「8050問題」大人のひきこ

もりは、どの程度該当する世帯があるのか、見

当もつかない状況であります。以前、28年11月

議会でも質問に取り上げましたが、秋田県藤里

町では、人口4,000人に対して100人ものひきこ

もり･長期不就労者がいることが、社協の全世帯

調査で明らかになったとのことでした。このと

き、実態をつかむことが対策を講じるために必

要だと訴えたわけでありますが、現在、県は

「ひきこもり地域支援センター」を設置して、

ひきこもりの相談に対応していると考えます。

ひきこもりの現状把握と取り組み状況につい

て、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 本県のひき

こもりの状態にある方は、15歳から39歳までを

対象とした国の調査をもとに県で推計しました

ところ、4,200人ほどとなっておりますが、現

在、さらに詳しい状況を把握するため、民生委

員の皆様に御協力いただきまして、アンケート

調査を実施しているところでございます。

また、これまで２つに分かれていました相談

- 144 -



平成30年11月22日(木)

機関を、平成29年度より「ひきこもり地域支援

センター」に統合しまして、相談から訪問支援

まで、専門職が一貫して対応できる体制に強化

するとともに、家族や支援者向けの研修や、家

族会がみずから行う学習会への支援を行ってお

ります。

今後とも、関係機関と連携しながら、専門性

の高い、きめ細やかな支援に取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 民生委員の方の力を借りて全

世帯を調査しているということでありますが、

非常に大変な苦労があると思います。これで集

まってきたデータとかアンケートの結果を、

しっかりと今後の対策に生かしていただきたい

と思います。

次に移ります。マイクロプラスチックごみの

水質汚染について伺います。

今、海洋に捨てられたプラスチックごみが大

きな環境問題となり、世界的なカフェやファス

トフードチェーン店がプラスチック製ストロー

を廃止する動きなどが報道されています。昨日

のニュースでは、打ち上げられたマッコウクジ

ラから６キロものプラスチックごみが出てきた

というショッキングな報道を見ました。今、脱

プラスチックの動きが出てきております。その

背景には、2016年ダボス会議にて出された海洋

ごみの報告書による「2050年までに海のプラス

チックの重量が魚の重量を超える」というもの

があります。世界のプラスチック生産量

は、2014年までの50年で20倍以上になり、今後

もさらに倍増すると言われています。

海洋に捨てられたプラスチックごみは、波や

海岸で砕かれ、マイクロプラスチックという５

ミリ以下の粒子となり、それらが将来生態系へ

与える影響は大きな問題になると、多くの学者

も警鐘を鳴らしています。

このプラスチックごみによる海洋汚染は世界

規模の問題であり、既に対策に乗り出している

国々も多いことは事実です。日本国内でもプラ

スチックごみ削減対策が議論され、レジ袋の有

料化や使い捨てプラスチックの排出量25％削減

など具体的な数値目標が掲げられつつありま

す。

国の今後の方針も注視しなければなりません

が、本県は長い海岸線を有し、美しい海からの

恩恵にあずかっています。このマイクロプラス

チック問題に先進的に取り組んでいただきたい

と思います。

そこで、海や河川の環境美化について、企業

や団体、地域の清掃活動が盛んとなり、県内各

地でビーチクリーンや周辺の清掃活動が実施さ

れ、美しい海や川を維持する機運が今、醸成さ

れています。サーフィンなどのマリンスポーツ

や釣りなどが盛んな本県にあって、すばらしい

ことであると思いますが、ごみの撤去や周辺の

草刈り、警告看板設置など実費を要することも

あり、相談を受けることも多々あります。海岸

の清掃活動への助成や、それに伴う予算確保に

ついて、県の状況を環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 海岸漂着物

は、海岸管理者が、海岸保全の観点から回収･処

理を行っておりますが、よりよい海岸環境の形

成においては、議員御指摘のとおり、民間団体

における海岸清掃ボランティアなどの活動が大

きな役割を担っております。

県といたしましては、国の補助金を活用しま

して、地域の海岸美化活動に対し、市町村を通

じて運搬や処理費用を支援しており、国にさら

なる制度拡充を要望しているところでありま

す。
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また、ことし６月の海岸漂着物処理推進法の

改正によりまして、処理の推進に寄与した民間

の団体及び個人の表彰制度が新たに創設される

など、その活動を評価する動きも広がっており

ます。

本県においても、こうした制度を積極的に活

用することにより、予算の確保に努めるととも

に民間団体等の支援･育成を進め、本県の美しい

海岸の維持に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 一方で、プラスチックごみ問

題で今、深刻な事態を招いているのは、先進国

のごみを引き受けてきた中国が、昨年12月末か

ら廃棄プラスチックの輸入禁止措置を発動し、

ほかの東南アジアの国々にも同様の動きがある

ことです。昨年まで国内排出量900万トンのう

ち140万トンを海外に依存してきたために、今

後、行き場を失った廃棄プラスチックは、不法

処理や不法投棄など増加のおそれがあるが、県

内の不法投棄について現状を伺いたいと思いま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 不法投棄は、

住民の環境意識の向上や監視体制の強化に伴い

まして、全国的に減少傾向にあります。また、

本県の産業廃棄物全体の不法投棄の発生量につ

きましても、過去５年間の推移を見ますと、平

成26年度の2,293トンをピークに減少し、昨年度

は289トンとなっております。

一方で、議員御指摘のとおり、昨年12月末に

中国において廃プラスチックの輸入制限が実施

され、国内処理の停滞が懸念されており、首都

圏等の大都市では実際に支障が生じていると報

道されているところであります。

現在、県内では廃プラスチック処理の停滞や

不法投棄は確認されておりませんが、引き続

き、適正な処理が維持されるよう監視体制を強

化してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ぜひ、今後の監視体制をしっ

かりしていただきたいと思います。

最後に、マイクロプラスチックによる海洋汚

染について、県は今後どのように考えていくの

か、県の考えを環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 河川や海域の

汚濁について、県では国や市町村と連携をとり

ながら常時監視を行っており、国が定めている

基準と比較しても、良好な水質を保っておりま

す。

議員御指摘のマイクロプラスチックによる河

川や海洋への汚染は新たな問題であり、県とい

たしましても、官民挙げて取り組まなければな

らない重要な課題であると考えております。

しかしながら、これらの実態は十分に把握さ

れていないことから、国では、マイクロプラス

チックの人や環境への影響、海洋への流出状況

や抑制対策などについて、来年６月までに「プ

ラスチック資源循環戦略」を策定することとし

ております。

県といたしましては、今後の国の動向を注視

しながら、引き続き、プラスチックごみの河川

や海洋への排出抑制対策に努めるなど、プラス

チック資源循環を総合的に推進してまいりま

す。

○西村 賢議員 次の質問に移ります。

観光振興について伺いますが、先月、観光振

興対策特別委員会の県外調査で、岐阜県飛騨古

川や金沢市東茶屋街などを訪問し、インバウン

ドや観光振興に関して、地域の財産を魅力とし

て発信している事例を調査してまいりました。

その中で外国人観光客に人気なのが「古民家」

であり、そこで暮らしているところを見せるだ
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けでも大きな反響があるそうで、最近ではあえ

て古民家を改装して、宿泊や飲食ができるよう

にしているところもふえています。特に金沢市

の東茶屋街などは整備も進んでおり、観光ガイ

ド「まいどさん」と呼ばれる方々が案内してお

り、我々委員会もお世話になりました。

この「金沢市東茶屋街」は、重要伝統的建造

物群保存地区に選定されております。伝建地区

とこれから略しますが、この伝建地区は同様に

全国で118地区が指定されており、本県でも３カ

所が指定されています。日南市飫肥の武家町、

椎葉村十根川の山村集落、日向市美々津の港町

があります。現在、外国人観光客増の効果もあ

り、全国的に伝建地区が盛り上がっているニ

ュースを聞くにつれ、やはり磨けば魅力がある

財産であることには違いないと思います。

ここでは、私の地元である美々津地区につい

て質問を行います。美々津伝建地区は、飫肥地

区が選定された昭和52年５月から約10年後の昭

和61年12月に選定をされました。高鍋藩の港町

として栄えた趣を残していくために、その後30

年かけて特定物件の整備を進めてきました。し

かし、地域の高齢化も進み、空き家もふえてき

ています。せっかく改修しても空き家のままで

は生かされず、すぐに傷んでしまいます。今こ

そスピード感を持ってさらなる整備を進め、生

かしていくことが重要であると考えます。

県は、伝建地区への整備補助率を、事業開始

当初は４分の１や５分の１ぐらい出していたと

のことですが、現状では３％弱程度と、補助の

比率が大変低くなってきております。

美々津地区も今、伝建地区の魅力を生かし観

光客に来てもらおうと、古民家を飲食店やゲス

トハウスに改修していく新しい動きも出始めて

います。美々津伝建地区における現在の保存と

整備の状況、また県の補助率が低くなってきて

いる理由について、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 日向市の耳川河口に

あります美々津は、江戸時代から明治時代に、

京阪神地方との経済及び文化の交流拠点として

栄えた港町でありまして、昭和61年に日向市が

保存計画を策定するとともに、国の重要伝統的

建造物群保存地区に選定されたところでござい

ます。

これまでに、保存の対象となる伝統的建造

物95件のうち、78件の修理が実施をされており

ますほか、石畳や建物の外観など、景観に調和

するような整備が行われているところでありま

す。

また、その修理や修景の整備の経費につきま

しては、昭和62年度から日向市に対し、補助を

行っているところであります。

しかしながら、議員御指摘のとおり、県の補

助率が年々減少しております。多種多様な文化

財に対する保存整備の経費が多くなっており、

事業を確実に実施していくために、本県の厳し

い財政状況の中、地元自治体の協力もお願いし

なければならないという状況でございます。

○西村 賢議員 今、インバウンド等で伝建地

区や古民家への人気が高まる中で、このチャン

スを生かすために、ぜひ、予算の拡大を要望し

ておきます。これは教育委員会だけではなくて

県全体にもかかわることですので、知事にも要

望しておきます。

次に、伝建地区の観光としての活用について

伺います。

御存じのとおり、美々津は神武天皇お船出の

地であります。伝建地区との相乗効果で、神話

と歴史の両方が感じられる場所でもあります

が、県は、この伝建地区を観光資源としてもっ
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と活用すべきではないかと考えますが、商工観

光労働部長に県の考えを伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 日向市

美々津は、お話にありましたように神武天皇の

お船出の地として知られ、江戸時代から港町と

して栄えた町屋づくりの建物が今も残る、魅力

あふれるエリアでございます。

地元日向市では、これまで、町歩きマップの

作成やイベントの開催などにより、美々津の活

性化に取り組まれており、県におきましても、

美々津の神話にまつわるイベントに対する支援

や情報発信に努めてまいりました。

また、このたび住民や専門家の方々と一緒に

なって検討し整備をいたしました、耳川河口の

美しい伝統的な石積み護岸が、ことしの土木学

会デザイン賞の優秀賞を受賞いたしました。こ

のような日本情緒漂う歴史的町並みや、美しい

景観、さらに受け継がれてきた神話･伝統文化

は、インバウンド誘致のためにも有効なツール

になると考えますので、今後とも、地元日向市

や関係団体と連携しながら、これらの観光素材

を生かした地域の主体的な取り組みを支援して

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 美々津の伝建地区を見て、私

が少しがっかりするのは、きれいな風景の写真

を撮るんですが、電柱が写り込んでしまうこと

であります。

日向市議会でもたびたび無電柱化が議論され

るそうでありますが、なかなか実現には至りま

せん。飫肥地区のほうは伝建地区が無電柱化さ

れ、県の優良事例としても取り上げられており

ます。無電柱化の道路は景観がすばらしく、通

行もしやすい、また写真を撮るときには建物も

映えます。

「インスタ映え」という言葉が流行語にもな

りましたが、今は若い人に限らず、高齢の方で

もスマホやデジカメで写真を撮り、ＳＮＳ等に

アップをいたします。美々津地区もせめて中心

部の６本ぐらい電柱がなくなればいい撮影ス

ポットができるのになと、いつも考えるのです

が、観光対策として無電柱化は非常に有効であ

ると考えます。県からはどのような支援ができ

るのか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 無電柱化に

つきましては、道路の防災性の向上、安全で快

適な通行空間の確保、また、良好な景観形成か

らも大変重要な取り組みであります。

しかしながら、無電柱化には多額の費用を要

することや、電線管理者との調整が必要になる

ことなど、さまざまな課題もありますので、

国、県、市町の道路管理者、電線管理者や警察

等で構成する「宮崎地区無電柱化協議会」を設

置し、無電柱化の円滑な推進を図っているとこ

ろであります。

今後、道路管理者である日向市が当該地区の

無電柱化を計画される場合には、協議会を活用

しながら、無電柱化に係る情報提供や技術的な

助言等を行ってまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。地元

の努力や市の努力もまだまだ足りていないかも

しれませんが、先ほど申し上げたとおり、Ｕ

ターンＩターンで新しい活力も、この美々津で

生まれつつあります。人口減少していく中で厳

しいところもありますが、ぜひ応援をよろしく

お願いしたいと思います。

次に、国道503号整備の進捗について質問をい

たします。

この503号は、諸塚村と五ヶ瀬町を結ぶ道路で

あります。諸塚村から七ツ山を通り飯干峠を抜

けるこの道路は、線形が悪く急峻な道が続き、
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まだ１車線の区間が多く離合も困難な状況で

す。この沿線上の七ツ山の奥の小原井というと

ころに私の父の実家があり、祖母がまだ住んで

いるので幼い頃から通っておりますが、沿線の

集落もだんだんと寂しくなってきております。

人口減少が顕著にあらわれています。

この503号の整備促進総決起大会は、毎年、諸

塚村で行われますが、選挙区ではない私と日高

博之県議にも声をかけていただき、その期待に

応えるためにも、今回質問をさせていただきた

いと思います。

九州中央道が着々と整備進捗している中で、

いよいよ五ヶ瀬町でも９月24日に五ヶ瀬高千穂

道路の中心くい打ち式が行われました。五ヶ瀬

町に九州中央道が開通する目標が見えてきたわ

けでありますが、この中央道が完成し、五ヶ瀬

インターができれば、この503号も生きてくると

思います。それまでに、できる限り整備進捗が

できればと思いますが、県土整備部長に伺いた

いと思います。県土整備部長は日向土木事務所

にいらしたので、よく御存じの道路と思います

が、現在の整備状況について伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国道503号

は、本県の中山間地域におきまして、広域ネッ

トワークを形成するとともに、通勤･通学や通院

など、地域住民の生活を支える重要な道路であ

ります。

整備状況としましては、五ヶ瀬町の国道218号

交差点から諸塚村の国道327号交差点間の延長

約36キロメートルのうち、平成29年４月現在

で、約18キロメートルの整備が完了しておりま

す。

現在、諸塚村内におきまして、鶴野工区など

３工区で２車線での整備を進めておりまして、

このうち八重の平工区は12月に完成予定であ

り、また、宮之元工区は、今年度の新規事業と

して、測量や設計を進めております。

県としましては、引き続き、必要な道路予算

の確保に努めながら、しっかりと早期整備に取

り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 この503号の最大の難所は飯干

峠であります。昔から「ここに飯干トンネル

を」というのが、この地域の合い言葉でありま

した。

平成８年８月に、椎葉と五ヶ瀬を結ぶ国見ト

ンネルが開通しました。当時そのトンネルを

通ったときに、周りの人たちから、本当によ

かったという話をたくさん聞きました。中山間

地では、道路改良は都市部以上に切実な問題で

もあります。その平成８年の10月に衆議院選挙

がありまして、当時、江藤隆美代議士がこの地

を訪れた際にも演説で、「飯干トンネルをつく

る」と訴えていたのを私は覚えています。

この503号総決起大会でも、いまだに「飯干ト

ンネルを早く」との声が多く上がります。この

トンネル整備の将来の見通しについて、県土整

備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国道503号

は、今年度、新規事業化されました九州中央自

動車道五ヶ瀬―高千穂間の整備が進みますと、

高速道路と一体となったネットワークを形成す

ることから、その重要性は一層高まるものと考

えております。

現在、飯干峠付近では、冬期の積雪による通

行どめも発生する状況にありますことから、こ

の解消を図るためにも、トンネル整備の必要性

は十分認識しているところであります。

しかしながら、トンネル整備は事業規模が大

きく、多額の費用を要することから、現時点で

整備の見通しをお示しすることは難しい状況に
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あります。

このため、まずは、諸塚村中心部から飯干地

区付近までの区間におきまして、特に交通に支

障のある箇所から順次整備を進め、地域の産業

振興や日常生活における利便性の確保に向け、

引き続き、しっかり取り組んでまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 厳しい状況はわかりますが、

逆に国見トンネルのように、難所のほうから着

手していくということもあるのではないかなと

思っております。当然これは県だけでは難しい

事業であると思いますので、鎌原副知事もそれ

を踏まえて、また国交省と連携をとっていただ

きたいと要望しておきます。質問はいたしませ

んけれども、鎌原副知事、よろしくお願いしま

す。

最後に、危険運転、あおり運転について質問

をいたします。

危険運転、あおり運転で昨年の６月、東名高

速で家族４人の乗ったワゴン車を執拗に追跡

し、追い越し車線に無理やり停車させて追突事

故を引き起こさせた容疑者が逮捕されました。

ワゴン車に乗った夫婦が死亡した事故は大きく

報道され、この事件以降も、ドライブレコー

ダーやスマホ普及の影響からか、あおり運転と

言われる危険な運転行為がニュース等で報道さ

れています。

この報道を見るにつけ、自分がいつ被害者に

なるのかもわからない、さらには加害者の側に

立たないようにしなくてはならないと思います

が、あおり運転等で強制的に停車させられたり

した場合の対処法はあるのだろうかと考えま

す。そのような悪質な危険運転の行為に対し

て、被害者のドライブレコーダーやスマホの映

像は証拠となるのか、その場合の警察の対応と

取り締まりの状況について、警察本部長に伺い

ます。

○警察本部長（郷治知道君） 議員御質問のい

わゆるあおり運転により、強制的に停車させら

れたような場合におきましては、できるだけ交

通事故に遭わない場所に避難したり、迷わず警

察に110番通報していただきたいと考えておりま

す。

あおり運転と言われますような危険な運転に

は、車間距離不保持、合図不履行などの道路交

通法違反、刑法の暴行罪や危険運転致死傷罪の

適用が考えられます。

本県では、本年10月末現在で、刑法や危険運

転致死傷罪を適用した検挙はありませんが、車

間距離不保持６件、合図不履行15件の交通違反

を検挙しております。

あおり運転と言われる運転行為の映像を証拠

とした検挙例は本県ではございませんが、例え

ば、共同危険行為等の禁止違反を防犯カメラの

映像等の証拠により検挙した例がありますの

で、いわゆる「あおり運転」に対しても、関係

法令を適用して厳正な捜査を行ってまいりま

す。

○西村 賢議員 ありがとうございます。自分

が特に加害者側にならないように、車間距離を

しっかりとりながら運転に気をつけてまいりた

いと思います。

さて、今は暴走族という言葉を聞くことはな

くなりました。もう死語かもしれません。しか

し、実際には１台、２台のバイクや車が、夜中

に大きな音を立てて走行することは見かけた

り、その爆音が家の中まで聞こえてきたりする

ことはあります。特に夏の暑い時期であります

とか夏祭りの時期などは、一時的にそのような

若者もふえるのかもしれませんが、年末年始で
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もそのような暴走行為を見かけることがありま

す。現在の状況と、この暴走行為の取り締まり

はどのようになっているのか、警察本部長に伺

います。

○警察本部長（郷治知道君） 本県では、現

在、暴走族を名乗るグループはありませんが、

御指摘のとおり暴走運転を行う者がおりまし

て、本年10月末現在、共同危険行為等の禁止違

反や無免許運転で６名を逮捕しまして、ほか

に、信号無視や消音器不備などで79件、70人を

取り締まっております。

このような違反者に対しまして、運転免許の

取り消しなどの行政処分や、押収した車両につ

きまして陸運局と連携して整備命令を課した

り、あるいは継続的な面接を行うなどして、再

発防止に努めております。

○西村 賢議員 用意した質問が終わりまし

た。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

○外山 衛副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。公明党宮崎県議団の河野哲也でございま

す。通告に従い、順次質問します。

まず、県政運営の総括についてお伺いいたし

ます。

昨年11月定例県議会で、河野知事は、来期の

宮崎県知事選に「愛する宮崎のためにさらに力

を尽くしたいと強く決意し、出馬を決断した」

と、３期目を目指して立候補を表明されまし

た。

知事は、「１期目は口蹄疫からの再生復興が

大きな課題で、２期目は「口蹄疫からの新たな

成長へ」をテーマにフードビジネスやグローバ

ル戦略、さまざまな産業戦略を進め、一定の成

果が出た。その上で、３期目は、これまでの礎

の上に立って、より成果を出していく。宮崎が

さらに元気になった、確かに発展が感じられる

という道筋をつけたい」とおっしゃっていま

す。

有識者の河野県政評価としては、

「人材を育て宮崎県を根本的に発展させよ

うと施策を打つことは、評価できる。ただ、

「日本一の読書県」という独自色を打ち出し

たが、目標には届いていない。全国学力テス

トの正答率も伸び悩んでいる。一朝一夕に改

善するのは難しいので、長期的な視点の施策

が必要。本県の農業産出額や食料品関連産業

生産額、新規企業立地件数などは数値目標を

上回っている。全般的に合格点に達している。

その一方、外国人の入り込み客数や観光消

費額などは余りふえておらず、観光面で取り

こぼしている。文化・芸術の振興を本県の課

題とし、20年に開催の国民文化祭につながる

施策を展開したことは評価できる。防災士の

増加など防災面の取り組みが進んでいるが、

南海トラフ地震の発生が懸念される中、県民

の意識をどう変えるか前のめりに取り組むべき。

「くらしの豊かさ日本一」を掲げているが、

実感している県民はまだまだ多くない状況だ｣

とありましたが、県北の皆さんは、きっと、東

九州自動車道の北九州までの開通、延岡南道路
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の大型等の大幅改定を河野県政時の成果である

と喜ばれているのではと考えます。そこで、知

事、河野県政２期８年で、宮崎を変えることが

できた点を１つ、３期目の課題を１つ挙げてく

ださい。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私は、河野県政としての２期８年、宮崎の発

展のため、まずは口蹄疫等からの災害からの復

興を、そして復興から新たな成長へを最大の使

命と考え、交通基盤の整備充実、フードビジネ

スやグローバルな市場開拓、本県の魅力を高め

るためのブランドづくり、産業人材の育成な

ど、県勢発展の礎づくりに全力で取り組んでま

いりました。この結果、東九州自動車道など交

通インフラ整備の大きな前進や、宮崎牛の３大

会連続となる内閣総理大臣賞の受賞、農業産出

額や輸出額の拡大、１人当たり県民所得の増加

など、着実に新たな成長に向けた流れを築くこ

とができているものと、確かな手応えを感じて

おります。

一方、急速な少子高齢化を迎える中で、人材

の確保や中山間地域対策、医療、介護、福祉な

ど、本県が取り組むべき課題は山積しておりま

すが、中でも人口減少問題への対応が、これか

らの県づくりを進める上で喫緊の課題と考えて

おります。若者を中心とする社会減を抑制し、

合計特殊出生率2.07の実現に道筋をつけること

は容易ではありませんが、この問題に早急に対

応しなければ、今後、本県の活力が大きく失わ

れかねない極めて重要な時期を迎えていると考

えております。

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、こうした困難な課題にも果敢に取

り組み、人口減少の中にあっても、県民の皆様

が安心と希望を持って暮らし続けることができ

るよう、全力を尽くしてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 人口減少の対策は非常に難し

いと考えます。若者が宮崎にとどまる施策とし

て、例えば子育てがしやすい県になること、こ

れが大事じゃないかと思います。

子育て支援について知事の認識をお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 子育て支援は、未来を

つくる子どもたちへの投資でありまして、社会

全体で取り組むべき最重要課題と認識しており

ます。

県では、これまで「出会い・結婚」から「子

育て」に至るライフステージに応じた切れ目の

ない支援に取り組んできたところであります。

県が取り組む結婚相談も実績が上がっている、

数字も出ているところであります。

加えて昨年度からは、大学生などの若い世代

が「結婚」「子育て」について考える機会を提

供する「ライフデザイン事業」も実施している

ところであります。

また、子供と子育てを社会全体で応援する

「未来みやざき子育て県民運動」の一環とし

て、夫婦の子育て協働を進める事業の実施や、

県内の子育て支援団体等と連携した各種イベン

トの実施など、さまざまな取り組みを行ってま

いりました。きょう11月22日が「いい夫婦の

日」という御指摘がありましたが、その３日

前、11月19日、これを「いい育児の日」という

位置づけのもとに、全国14県で構成します将来

世代応援知事同盟が記念日登録をしたものであ

りますし、さらに、こういった取り組みが進め
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られている今月を「子育て応援マンス」という

位置づけで支援に取り組んでいるところであり

ます。

今後とも、「子どもと子育てを応援すること

が当たり前の社会」の実現に向けまして、働き

方改革等とも連動しながら、子育ての不安や負

担を軽減するための環境整備に取り組んでまい

りたいと考えております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。「子

どもと子育てを応援することが当たり前の社

会」、その宮崎を前面に打ち出していただきた

いと思います。

実は、知事の思いに沿うように、宮崎は、子

育て支援のためのボランティア活動が盛んに

なっています。

ところで、阪神・淡路大震災が起きた1995年

がボランティア元年と言われています。全国か

ら大勢の人が被災地に駆けつけました。その当

時の調査を見ると、主な動機は「いても立って

もいられなかった」という気持ちでした。「上

から目線」ではなく「人ごとではなく、自分の

こと」と受けとめるボランティア意識が広がり

ました。

ことし成立・施行20年を迎えるＮＰＯ法のも

と、活動の裾野が一気に拡大しました。まず

は、宮崎県のボランティア団体の実態につい

て、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 平成29年度の

県社会福祉協議会の調査によりますと、社会福

祉協議会が運営するボランティアセンターに登

録しているボランティア団体数は、2,009団体で

ありまして、10年前の平成19年度と比較します

と、344団体の増となっております。

なお、前年との比較では、構成員の高齢化に

よる会の解散などにより、18団体の減少であり

ますが、近年の傾向としては微増で推移してい

るところであります。

○河野哲也議員 欧州では、ボランティアが日

常の生活の一部、暮らしに根づいています。ボ

ランティアを文化として、県民レベルの「草の

根」の自発的意思で活動しています。

ボランティアが暮らしに根づくには、子供の

ころからの福祉教育が必要であり、自分で判断

できる人材を育てていく取り組みの持続が大事

です。県の支援を総合政策部長にお伺いしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ボランティア

が取り組みを持続するためには、一人一人が地

域の中で豊かな人間関係を構築し、地域の課題

に当事者として向き合い、解決に取り組んでい

くことが必要であります。また、生涯にわたる

ボランティア意識の醸成が重要であると考えて

いるところでございます。

このため県では、社会福祉協議会が行いま

す、社会貢献活動を促進するための事業に補助

を行っているところでございます。

その中で、地域を基盤とした、協働による地

域福祉の推進を図るための研修会の開催や、中

学校区を中心としたモデル地区を指定しまし

て、児童生徒と地域住民が、車椅子や視覚障が

いなどの疑似体験や高齢者等との交流会を行う

など、地域全体で福祉教育やボランティアを実

践する取り組みを行っているところでございま

す。

○河野哲也議員 この取り組みが定着すれば、

多様化が進むボランティア活動を支える担い手

を広げることができると思います。

海外と比較する場合、ボランティアと企業の

かかわり方に注目いたします。海外では、地域

社会の問題について、ボランティア団体と行
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政、企業関係者が協定を結ぶことは少なくあり

ません。「コンパクト」と名づけられた協定を

結びます。

宮崎でもボランティア団体が企業と協力して

の社会貢献についても、姿が見えてきていま

す。

昨年11月組織された「子ども食堂」「学習支

援」「相談支援」「居場所」「支援者育成」等

をシステム化しようとしている「みやざき子ど

も未来ネットワーク」の動きを注視しています

が、「みやざき子ども未来ネットワーク」への

県の支援状況と今後の課題について、福祉保健

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県におきま

しては、「みやざき子ども未来ネットワーク」

に対しまして、設立前からサポートを始め、寄

附などの意向がある企業等とのマッチングを行

うとともに、県政番組、イベントなどにより、

ネットワークの取り組みの周知を図っておりま

す。

また、今年度からは、子供の貧困対策に取り

組む人材育成の研修会を県内３カ所で実施して

いるところであります。

ネットワークとは日ごろから意見交換を行っ

ておりまして、その中で、さらなる活動状況の

周知や人材の育成が課題であるとの意見があり

ましたことから、今後とも連携を図り、支援に

努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 県がネットワークと連携して

実施する人材育成研修の中で、先ほど部長から

もありましたが、「貧困世帯は借金や病気など

さまざまな課題を抱えている。なのに自己責任

とする見方が強い。非正規雇用、低賃金長時間

労働となり、親は子供と触れ合う時間を減らし

た」と、ほっとプラス代表理事の藤田氏は語ら

れています。「ボランティアや関係団体が有効

に機能するためには、ネットワークでつながっ

て、現場の声を県や議会に伝えていただきた

い」と訴えています。現場の声をしっかり受け

とめていきたいと思います。

子育て支援の影の課題に、児童虐待がついて

きます。福祉保健部長に何点かお伺いします。

発達障がいの一つとも言われる虐待が起因す

る「愛着障がい」がある子供に対したことがあ

ります。「心理的虐待」によるものだったと記

憶しております。

全国の児童相談所が昨年度対応した虐待の件

数は13万3,778件で、統計をとり始めて27年連続

で増加しています。子供の目の前で配偶者に暴

力を振るう「面前ＤＶ」を、警察が「心理的虐

待」に該当するとして積極的に児相に通告した

ことなどが、増加の要因と見られています。

県内の児童相談所における児童虐待の対応件

数についてお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 平成29年度

に県内の児童相談所において対応した児童虐待

相談件数は、1,136件でございまして、前年度

の631件と比較して、1.8倍に増加したところで

ございます。

○河野哲也議員 公明党が推進した児童虐待防

止法に、虐待を発見した際の通知義務を明確に

位置づけました。そして、10桁の番号を覚えや

すい番号にして、簡単につながるようにすべき

と、改善を求め変更されたのが、15年７月にス

タートした児童相談所全国共通ダイヤル「189

（いち・はや・く）」であります。24時間365日

体制で対応しています。来年度から無料だそう

です。

番号短縮後、電話相談件数が全国で、約15倍

に激増したそうです。
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「189」の効果についてお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 児童相談所

全国共通ダイヤル189、いわゆる「いちはやく」

は、それまでの10桁の番号を３桁化して、平

成27年７月から運用が開始されておりますが、

全国の児童相談所につながった件数を運用開始

の前後６カ月間の平均で比較しますと、約3.5倍

に増加しておりまして、３桁化による効果が認

められるところでございます。

本県におきましては、ことしの４月から10月

までに「189」を経由して151件の虐待通告や子

育て相談を受け付けたところであります。

こうした189への虐待通告をきっかけとしまし

て、児童相談所の支援につながったケースも多

くありますことから、虐待の早期発見に効果が

あったと考えております。

○河野哲也議員 虐待の早期発見にしっかりつ

ながっていると思います。

虐待を未然に防止するために育児不安などの

相談に応じる、生後４カ月までの乳児がいる全

ての家庭への保健師・助産師訪問について、市

町村の状況を伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 保健師や助

産師による乳児がいる家庭訪問につきまして

は、４カ月未満の乳児を対象とした乳児家庭全

戸訪問事業により、24市町村において行われて

おります。

残りの２市においても、保健師が母子保健法

に基づく訪問を行っておりますことから、全て

の市町村において、乳児がいる家庭への訪問が

行われているところであります。

○河野哲也議員 訪問の内容が、私の調べる中

でもつかめなかったんですけど、受けた側のお

母さん方はどんなに心強いか。もしかしたら、

回数的にはそんなに訪問がないかもしれません

けど、自分の悩み等を語られるというのが大事

なことではないかなと思います。

虐待の背景には、親の孤立などさまざまな要

因が考えられます。保健師などの専門家が、妊

娠から出産まで切れ目なくサポートする「子育

て世代包括支援センター」、いわゆる日本版ネ

ウボラの推進が必要です。

設置に向けて、市町村に対しどのように働き

かけていますか。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 妊娠期から

子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を誰

もが身近な地域において受けられるよう、全て

の市町村において子育て世代包括支援センター

が設置されることは、大変重要であります。

センター未設置の市町村と意見交換を行った

ところ、専門的な知識を持った職員確保が難し

いことや、センターの設置意義が十分に浸透し

ていないことが、課題として明らかになりまし

た。

このため、県では、市町村を対象に、担当者

の専門性を高めるための研修会を開催するとと

もに、センター設置により質の高いサービスを

住民に提供しているさまざまな先進事例を紹介

し、設置の意義について理解促進を図っている

ところです。

今後とも、センター設置に向け、あらゆる機

会を通じて市町村に働きかけてまいりたいと考

えております。

○河野哲也議員 どうか、積極的な推進をお願

いいたします。

17年度の全国の児童福祉司の数は3,253人。22

年度までに全国で約2,000人増員する児相の体制

強化に向けた新プランが設定されると聞いてお

ります。

本県の必要な児童福祉司の配置について、ど
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のように取り組んでいくのかお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 児童福祉司

につきましては、平成28年４月に策定された国

の「児童相談所強化プラン」を受けた配置基準

が示されており、本県では、本年４月１日時点

で、その基準を上回る計29名を、県内３カ所の

児童相談所に配置しているところであります。

本年３月の東京都目黒区の事件を受け、国は

年内に新たなプランを策定することとしており

まして、児童福祉司の配置基準の見直しととも

に、市町村や里親の支援を専門に担当する児童

福祉司が新たに配置されることとなっておりま

すことから、今後、児童福祉司の大幅な増員が

見込まれるところであります。

県といたしましては、この新たなプランを踏

まえながら、本県の実態に即した配置について

検討していきたいと考えております。

○河野哲也議員 全国で1.6倍の伸びです。児相

の人員強化は１番目に挙げる対策でございま

す。ただ、児童福祉司の増員だけでなく、児童

相談所の増設まで考えるべきではないかと思い

ます。県の本気度が問われます。

転居を伴う虐待事案の再発防止策は、先ほど

田口議員の質問で了解いたしました。もう一

つ、３月の目黒区での結愛ちゃんのケースのよ

うに、「親が会わせない」ことで、子供に面会

できなかったことが、虐待死を食いとめられな

かったことにつながったので、虐待が疑われる

児童の安全確認を確実に行うために、どのよう

な取り組みを行っているかお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県におきま

しては、これまで児童虐待通告を受けた場合に

は、国の児童相談所運営指針に従い、原則、48

時間以内の目視による安全確認に努めてきたと

ころであります。

先般の東京都目黒区の事件を受けて、国は本

年７月に指針を改正し、48時間以内に安全確認

できない場合には、法に基づく立入調査を実施

するとともに、必要に応じて警察に援助要請を

行うことが規定されたところであります。

このことを受け、県では、今月12日に、実際

の立入調査を想定した警察との合同訓練を実施

し、保護者の拒否により児童と面会ができない

場合の連携の手順等について確認したところで

あります。

今後もこうした訓練を継続することにより、

児童の確実な安全確認につなげてまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 質問ではありませんが、警察

に「児童虐待専門チーム」を設置していただい

て、専門性のない警察官が被害者等を追い詰め

ることのないように、福祉にかかわる領域では

大事なことであると思いますので、考えていた

だきたいと思います。

また、福岡市児童相談所は、弁護士の常勤配

置をしています。ケースを深く知る弁護士が

チーム内にいることで、ちゅうちょせず親子分

離が可能となります。

農福連携についてお伺いいたします。

平成28年の２月定例県議会の一般質問で「農

福連携」について質問して以来、福祉分野と農

業分野が連携した「農福連携」の取り組みを注

視するようになりました。

政府が定めた「ニッポン一億総活躍プラン」

（平成28年６月閣議決定）では、障がい者等

が、希望や能力、障がいの特性等に応じて最大

限活躍できる環境を整備するため、農福連携の

推進が盛り込まれています。

また、「第４次障害者基本計画」（平成30年

３月閣議決定）や「経済財政運営と改革の基本
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方針2018」（平成30年６月閣議決定）でも、農

福連携による障がい者等の農業分野における就

農・就労の促進が位置づけられており、取り組

みが進められています。

農業に取り組んでいる就労継続支援Ｂ型事業

所の数について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 平成29年４

月現在の県の調査によりますと、就労継続支援

Ｂ型事業所121事業所のうち、59事業所が農業分

野での生産活動に取り組んでおります。

○河野哲也議員 県では、障がい者の社会的自

立を支援する取り組みの一環として、就労継続

支援Ｂ型事業所に対して、経営コンサルタント

等による売り上げ向上やコスト削減、製品開発

等の指導・助言を行うことで、工賃の向上の取

り組みを支援していると聞いております。福祉

保健部における詳細な農福連携の取り組みをお

聞かせください。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 農福連携に

つきましては、障がい者の就労機会の拡大と工

賃等の向上につながる取り組みでありますこと

から、大変重要なものと考えております。

このため、福祉保健部では、平成29年度よ

り、「農福連携障がい者就労支援事業」を実施

し、福祉事業所への支援に取り組んでいるとこ

ろであります。

具体的には、農業の専門家を福祉事業所に派

遣し、栽培品目の選定や栽培方法など技術指導

を行うとともに、福祉事業所が生産した農産物

の販路を拡大するため、大型の商業施設におい

て、事業所共同での即売会にも取り組んでおり

ます。

今後とも、これらの取り組みを通じて、農福

連携をさらに推進してまいりたいと考えており

ます。

○河野哲也議員 農業関連の作業に障がいのあ

る方々を雇用することについては、県としても

ぜひ推進していただきたいと思いますが、現状

の一般企業への就労支援については限界があっ

て、就労しても、不安定な精神障がい者などの

定着率というのが高くないと言われています。

そのためにも、障がい者の雇用の範囲を広げ、

その方の特性に合った仕事を選択させる必要が

あります。そのために農福連携は必要不可欠と

いうことで、ただ、推進するには、農業者と障

がい者の相互理解が必要になってくると思いま

すが、農政水産部における取り組みをお伺いし

ます。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農福連携につ

きましては、農業分野における人材確保という

観点からも、大変重要な取り組みと考えており

ます。

このため、今年度から、農業と福祉の相互理

解やマッチング体制づくりを目的として、「農

福連携発！農林水産業ユニバーサル化促進事

業」に取り組んでおります。

具体的には、福祉、教育等の関係部局や宮崎

大学等から成る農福連携推進会議を４月に設置

し、10月には、福祉事業所や市町村等を対象

に、農業分野での施設外就労等の先進事例に関

する研修会を開催いたしました。また、県内の

３地域をモデル地域として設定し、農作業体験

会などを実施しながら、農業者と障がい者の

マッチングや作業の見える化、細分化に取り組

んでいるところであります。

今後とも、これらの取り組みを通じて、農福

連携をさらに推進してまいりたいと考えており

ます。

○河野哲也議員 受け入れる農業関係者が障が
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い者一人一人の特性を知り理解をすることで、

障がい者も安心して働くことができる、お互い

が相互利益の農福連携が実現します。よろしく

お願いいたします。

続きまして、脳脊髄液減少症についてでござ

います。

私が脳脊髄液減少症について初めて質問した

のが、平成19年の６月議会でした。延岡在住の

患者さんからの相談を受けてです。

交通事故等など激しい衝撃で脳と脊髄を循環

する髄液が漏れ出し、頭痛や目まいなどを引き

起こす脳脊髄液減少症。全国で数十万人、宮崎

でも数千人の患者と推定されています。

この治療法は、髄液が漏れている硬膜の外側

に患者自身の血液を注入して漏れをとめる「ブ

ラッドパッチ療法」、厚生労働省研究班の調査

では、治療を受けた９割の患者に効果が認めら

れています。

早期の治療促進と健康保険適用が必要だとい

う要望を受けて、今まで議会質問、陳情活動を

繰り返しました。

宮崎県議会でも、「脳脊髄液減少症の研究・

治療等の推進を求める意見書」として平成19年

３月９日、「脳脊髄液減少症の診断・治療の確

立を求める意見書」として平成22年12月７日、

「ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液

減少症の診断・治療の推進を求める意見書」と

して平成25年３月21日、いずれも全会一致で国

へ提出していただきました。

全国でも公明党は患者団体と連携し、治療法

の確立やブラッドパッチ療法の保険適用を、国

・地方議員が総力を挙げて政府に要望してまい

りました。

保険適用の実現は、今後の治療に大きな希望

をもたらし、治療件数がふえれば、同症のメカ

ニズム解明など、研究の促進に貢献することが

期待できる。

一方で、治療に携わる医師のスキルアップが

喫緊の課題でありました。脳脊髄液減少症は、

症状を外見から判断することが難しいため、

「異常なし」や精神疾患と診断するなど、医療

現場の理解は必ずしも十分ではありませんでし

た。

ブラッドパッチ療法後のケアも含め、医療従

事者への詳細な情報提供が欠かせません。診断

基準に満たない18歳未満の子供の症例研究の推

進、自賠責保険や労災保険、障害年金の認定に

ついても、患者の実態に合った制度へ見直し

等、取り組むべき課題は少なくありません。

そんな中、平成28年４月、脳脊髄液減少症に

対するブラッドパッチ療法が保険適用となりま

した。県も大きく動いていただき、あわせて、

県難病相談・支援センターの御尽力にも敬意を

表します。

その後行った県の取り組みについてお伺いい

たします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 脳脊髄液減

少症に対する有効な治療法が少ない中、ブラッ

ドパッチ療法の科学的有効性が確立し、保険適

用となったことは、県としましても大変意義深

いものであると考えております。

このため、県では平成28年４月以降、保険適

用によりこの治療が受けられるようになったこ

とについて、ホームページや難病相談・支援セ

ンターの窓口等を通じて周知に努めるととも

に、最新の研究情報や全国の患者の方の声を掲

載している患者会のホームページにつきまして

も情報提供を行っているところであります。

今後とも、この疾患に関する新しい治療法な

ど、最新の情報について、ホームページのほ
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か、さまざまな媒体を通じて、周知広報に努め

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 残念ながら、その後の動きが

具体的にないと、ホームページ等を見ても思い

ました。診療可能な医療機関一覧へのリンク

も、なぜかなくなっていました。

患者の会のホームページから、今は「小児脳

脊髄液減少症治療推進と保険適用」を求められ

ています。県の支援をお願いします。

いじめについて教育長にお伺いします。

以前、いじめの対応について議論いたしまし

た。きょうは、いじめの発見について質問しま

す。

前年度より2,733件多い１万3,680件は全国最

多。昨年も、1万件を超え、私は一瞬、どういう

ことだと思ってしまいましたが、いかがでしょ

うか。

「弱いものいじめをしない」、集団生活で子

供に教えるべき規範はこれに尽きる。ＴＯＳＳ

道徳研究会の河田先生は言い切ります。

「規範」とは、身体化しなければ機能しませ

ん。身体化とは、脳に回路ができることです。

「そうなっていないと気持ち悪い」状態になる

までが、「規範意識」というものです。

いじめをする子は、自分のやっていることに

気持ち悪さ、居心地の悪さを感じないのでしょ

うか。

件数の多さを、今回も専門家は「小さな問題

にも目を行き届かせようとする問題意識の表

れ」と評価していますが、本県のいじめの認知

件数が増加していることについて、今までの指

導はどうなのかと疑問を感じながら、教育長の

認識をお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 平成29年３月に、国

の基本方針が改定されまして、ささいな兆候で

あっても軽視することなく、積極的にいじめを

認知することが必要であると示されました。

このことを受けまして、各学校がアンケート

調査や教育相談、日常的な観察を行い、さまざ

まな観点からいじめを発見することに努めるな

ど、丁寧に取り組んできたため、本県の認知件

数が増加をしたものと認識しております。

今後とも、いじめは、「どの子供にも、どの

学校でも起こり得るものである」という認識の

もと、早期解決や未然防止に向けた組織的な対

応ができるよう、指導してまいります。

○河野哲也議員 いじめの発見マニュアルとい

うものがあります。３つあります。「触診」

「問診」「検診」でございます。

「触診」とは、担任が見たこと感じたことで

いじめがあるか判断する、初期段階の方法で

す。例えば、机離しを見逃さない。例えば、

「きもい」とか「うざい」という言葉遣いに気

をつける。例えば、学級の中に上下関係がない

かでございます。

「問診」は、アンケートです。「あなたはい

じめられましたか」とアンケートをする学校が

ありますが、医師が「あなたは病気ですか」と

聞くようなものです。アンケートは具体的に聞

いていきます。「かばんを持てと押しつけられ

ましたか」「ぶたれましたか」「遊びに入れな

いと言われましたか」など示す。マルつけだけ

にする。回数の項目を入れる。「１回された」

と「５回以上された」とでは事情が全く違って

きます。最後に、「先生に何か相談したいこと

はありますか」を入れる。

「検診」は、定期的に「ひとりぼっちの子」

調査を実施します。これで、いじめの芽を摘み

取るんです。

本県におけるいじめの未解消率がふえていま
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す。今後の対策についてお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 平成29年度中の本県

公立学校におけるいじめの解消率は約91％であ

りまして、残り９％についても、解消に向けて

継続的な取り組みを進めているものでありま

す。

いじめ問題の対策としましては、県いじめ防

止基本方針のもと、人権教育・道徳教育の充実

や、児童生徒がみずからいじめの問題について

考え、議論する活動などの取り組みを行ってお

ります。

また、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーの配置を拡充したり、教育相談

専用電話「ふれあいコール」を周知したりする

などして、児童生徒がいじめを訴えやすい体制

を整えております。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

これらの取り組みを推進し、各学校に設置され

ます「いじめ対策委員会」等を中心とした組織

的な対応により、いじめの早期発見と早期解消

に努めてまいります。

○河野哲也議員 一教師の実践例をちょっと紹

介いたします。

「「いじめを発見したら、その日のうちに

行動する」

「問診」などでいじめを発見したら、すぐ

に行動することである。

高学年を担任した時のことである。４月、

ある女子がいつも一人で行動しているのが気

になっていた。休み時間は一人で読書をする

ことが多かった。成績は優秀であった。もし

かしたら、一人で過ごすのが好きなのかなと

思った。しかし、体育の時間の異変で「これ

は違う」と気づいた。２人組をつくらせると

必ず最後まで一人残るのである。たまたまで

はない。必ず、この子を避けているのが分

かった。

教室に戻り、すぐに話す。

「新しい学級がスタートして数カ月間経ち

ました。

最近、学級目標の『差別をしない』という

言葉と少し違う行動をする人がいるようで

す。この学級目標は先生ではなく、皆で決め

た目標でした。自分たちで決めた目標を自分

たちで壊そうとする人が少しですがいるよう

です。これから原稿用紙を配ります。友達を

差別しない、仲良くするといったことで、ほ

んのちょっとでも気になることがあったら書

いて下さい。もし自分がそういうことをして

いるのなら正直に書いて下さい。そして二度

としないと誓うのならば先生は許します。た

だし、全部書いてください。後で、他にもこ

んなことがあったと分かったら、その時は知

りませんよ。だから、今、この場で全部書く

のです。自分から正直に書くのです。」

こうしてから書かせる。教室がシーンとな

る。書き終わった子はその場で読書をするよ

うに指示した。決して席を移動させない。

回収して読むと案の定、このことについて

多くの子が書いていた。もちろん本人も書い

てくれた。「音楽の時、グループを作ると自

分が一人になってしまう」といったことが書

いてあった。

この件以外にも、私が知らないことも書い

てあった。いかに、私が日常生活で学級が見

えていないか思い知らされた瞬間であった。

ただ、この作文自体が「いじめ」の抑止に

つながることは確かであった。作文に「二度

としない」「気をつける」と宣言させること

で、大きな問題に発展することを防ぐことが
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できるのである。」

一教師のこういう具体的な実践をオープンに

している研究団体があるんですが、この実践を

先生方が具体的に受け取って、自分たちの学級

でも実践していく。そして、少しでもいじめを

なくすという方向に行ってほしい。発見のとき

に、３つ言いましたけど、発見の仕方が具体的

にはっきりしていれば、ささいなことという言

葉が、僕はぴんとこないというか、いじめがど

ういうものなのかというのを、子供たちが具体

的に自分でわかるということを、教師は指導し

ていかなきゃいけないし、またそういう教育課

程じゃなきゃいけないと思うんですけど。

どうも宮崎の、認知件数がふえているという

ことが、すごく気になります。最後の未解消率

もふえています。微妙に減っていくというのな

らわかるんですね。それがふえているというこ

とを評価しているというのが、私自身は今の段

階ではちょっとわかりません。また議論したい

と思います。以上で質問を終わります｡（拍手）

○外山 衛副議長 次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、立憲民主党の渡辺創です。今定例会が終わ

ると、いよいよ12月６日には河野知事が３期目

を目指す知事選挙が始まります。12月23日の投

開票日まで県政のあり方が大いに議論され、県

民が、みずからが暮らす宮崎県の現状や課題、

将来展望を見詰め直す意義深い17日間になるこ

とを、心から期待するところです。

さて、知事選に向けてまとめられた「政策提

言」を読ませていただきました。各政策分野を

網羅する内容で、知事のお考えがよくわかりま

した。今回はその中から、「私の政策～次の４

年間で何をするのか」とまとめられた章の「安

全･安心で心豊かな暮らしを築く」の項目、「多

様性のある社会」という部分について伺いま

す。知事は、その中で、「今後ますます増加が

見込まれる外国人を地域社会に受け入れる環境

づくりに取り組みます」と、姿勢を示してい

らっしゃいます。現在、衆議院で審議が始まっ

た出入国管理法改正案など、外国人労働者の受

け入れ拡大の是非等を意識したものと理解をし

ていますが、賛否を含め知事御自身の基本認識

をお伺いいたします。

知事にとっては２期目最後の議会ですので、

知事、そして県の基本姿勢を明確に議会・県民

に示していただくことを意識していただいて、

御答弁いただくことを期待いたしております。

壇上での質問は以上とし、残余の質問は自席

から行いますので、よろしくお願いいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

経済のグローバル化や世界規模での人材確保

の競争が進む中で、現在、国において検討され

ております外国人材の受け入れ拡大について

は、我が国の発展にとりまして大きな意義を持

つものと受けとめております。

また、本格的な人口減少社会を迎え、本県に

おきましても、地域や産業の振興を担う産業人

材の確保が喫緊の課題となっております。

昨年策定しました産業人財育成･確保のための

取組指針において、女性や高齢者、ＵＩＪター

ン就職希望者に加え、外国人材を含めた多様な

人材が活躍できる労働環境づくりに取り組むこ

ととしたところであります。

外国人材の受け入れ拡大は、外国人が「労働

者」としてだけでなく「生活者」として地域社

会に定着していくということであります。

このため、新たに受け入れる外国人材や在留
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外国人が安心して働き、暮らしていくための取

り組みを進める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〕

○渡辺 創議員 現在の制度のもとでは、日本

国内で働くことができるのは、大まかに言え

ば、高い専門性を持った「就労目的での在留が

認められている方」、それから永住者や日本人

の配偶者など「身分に基づく在留者」、そして

技能実習生等となるわけですが、現在、宮崎県

内にはどの程度の外国人労働者がいるのか。こ

れまでの一般質問で同様の質問が出ています

が、状況整理のために、改めて商工観光労働部

長にお伺いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 宮崎労働

局によりますと、県内の外国人労働者数は、平

成29年10月末現在で3,490人、平成25年の1,730

人と比べますと、約２倍と大きく増加しており

ます。

その主な内訳は、技能実習生が約67％と大部

分を占め、次いで、永住者などの身分に基づく

方が12％、専門的・技術的分野の在留資格の方

が９％などとなっております。

また、産業別の構成比で見ますと、製造業が

約47％、農業・林業が15％、卸売業・小売業が

７％などとなっております。

一方、全国の構成比は、製造業が約30％、卸

売業・小売業が13％、農業・林業が２％であ

り、本県は製造業及び農業・林業の比率が全国

と比較して高くなっておるところであります。

○渡辺 創議員 ５年間で２倍になっていると

いう傾向は、全国傾向と同じかと思います。国

会の議論の中では、労働力の不足を解消するた

めに待ったなしの施策であると政府は盛んに喧

伝しているという状況ですけれども、具体的

に、県内から外国人労働力を求める声が上がっ

ているのか。先ほど知事は、「県内でも地域や

産業の振興を担う産業人材の確保が喫緊の課

題」という言い方をされましたけれども、具体

的にはどういうふうに県に伝わっているのか、

各分野を所管しますそれぞれの部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 商工観光

労働部におきましては、本年７月、宮崎県商工

会議所連合会から、「高度な専門的・技術的分

野の外国人に加え、一定の専門性・技能を有す

る外国人材についても積極的な受け入れを検討

すること」、また、「外国人留学生が引き続き

日本で就労できるよう、採用・定着に係る施策

を促進すること」などの要望がございました。

また、８月には、連合宮崎から「外国人技能

実習法の趣旨を踏まえ、外国人技能実習機構と

の相互連携を積極的に図ること」などの要請が

ございました。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農政水産部に

おきましては、まず農業分野では、ＪＡグルー

プから、外国人技能実習制度の一つであります

農作業請負方式の活用の要望があり、本年８月

に、実施に必要な管理組織を設立し、現在、そ

の方式の活用を連携して推進しているところで

あります。

また、本年９月には、新たな在留資格制度等

の早急な法整備と、受け入れ側への支援措置に

ついて、国への働きかけの要望をいただいたほ

か、青年農業者団体からは、外国人技能実習制

度の活用方法等についての相談などを受けてお

ります。

次に、水産分野では、外国人技能実習制度の

対象漁業種類の拡大等についての意見も伺って

いるところであります。

このように、農業・漁業関係団体等からさま
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ざまな御意見、御要望をお聞きしているところ

でございます。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 県土整備部

におきましては、宮崎県建設業協会や宮崎県左

官業組合連合会との意見交換の場などで、担い

手不足の話題に関連して、会員の方から、「既

に外国人労働者を雇用しており、さらに拡大し

たいと考えている」、また「外国人労働者の受

け入れにも取り組んでいかなければならないと

思っている」といった声を伺っているところで

あります。

○渡辺 創議員 次に、教育長にお伺いをいた

します。日本の義務教育は、希望する子供は国

籍を問わずに受け入れるということになってい

ます。県内における日本語教育が必要な児童生

徒の実態はどうなっているでしょうか。また、

今、国会で議論されていることを前提にすれ

ば、単身で５年の在留とされそうな特定技能１

号でも、５年後には家族の帯同が認められる２

号に移行できるという制度設計のようですの

で、日本語ができない児童生徒への対応はふえ

ていくことは間違いない傾向かと思われます

が、その状況を考えた際に想定される学校現場

での課題をどのように捉えているでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 本県の公立小中学校

におきまして日本語指導が必要な外国籍の児童

生徒は、現在、８市町に47名が在籍をしており

ます。

また、言語別で見ますと、英語、中国語のほ

かに、パシュトー語、ペルシア語、フィリピノ

語などを母国語としている児童生徒も在籍して

おります。

児童生徒が増加することに伴う学校の課題と

いたしましては、さまざまな言語に対応できる

日本語指導支援員の不足や、宗教や文化、慣習

の違いといった多様性への対応の難しさなどが

考えられるところであります。

○渡辺 創議員 今の御答弁にもありましたよ

うに、なかなかなじみのない言語の名前も出て

きました。そういう意味では、支援員の皆さん

の確保等は現実的に迫った課題になってくるの

ではないかと思うところです。

続けて知事にお伺いいたしますが、知事は政

策提言の中で、今のお話は、「次の４年間で何

をするのか」というテーマのところで触れられ

ています。外国人を地域社会で受け入れる環境

整備を具体的にうたっているわけですが、今る

る明らかになった現状を踏まえた上で、今後具

体的にどのような取り組みが必要となると考え

ていらっしゃるのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 外国人材を地域社会に

受け入れていくためには、国籍や民族などの異

なる人々が、お互いの文化的な違いを認め合

い、対等な関係でともに生きていく「多文化共

生社会づくり」が必要であると考えておりま

す。

このため県では、県民の意識啓発や、外国人

住民の生活支援、地域社会への参加促進などに

取り組んでいるところでありますが、これまで

のような国際交流というところからさらに一歩

踏み込んで、今後見込まれる外国人住民の一層

の増加に伴い、さらに、外国人住民が地域社会

の中で安心して暮らせる環境整備が課題となっ

ているものと考えております。

私としましては、外国人住民に対する日本語

学習機会の充実や、その子弟に対する教育支援

を初め、外国人住民からの相談体制の充実、さ

らには、災害時の外国人支援体制の強化など

に、より一層取り組んでいく必要性を感じてお

りまして、国・県・市町村、またさまざまな支
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援団体、その連携体制を構築していく必要があ

る、また国に対しても必要な対策の充実という

ものを要望してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 大変重要な御答弁だったとい

うふうに思います。今の時点で政府は、何らか

の方策で労働力が確保されるようになれば、外

国人労働力の受け入れ拡大は取りやめるという

ことのようでありますけれども、素直に聞いて

いて、そんな都合のよい話になるのかなという

印象がありますし、これから国内人口の減少に

なかなか歯どめをかける方策が見出せない中

で、人口減を食いとめるために海外からの人口

流入を図るというような形につながっていく可

能性も、なくはないと思います。そうなれば、

今、政府が話している、「移民政策ではありま

せん」「入り口ではない」という話とはかなり

事情が変わってくるのかなという印象も持つと

ころです。

産業界が求める労働力不足という現実も、き

ちんと受けとめなければならないと思いますけ

れども、果たして、私たちの社会の側が外国の

皆さんを受け入れる準備がきちんとできている

のか。そういう冷静な視点での議論を重ねる必

要もあるというふうに思うところです。せっか

く来ていただいたのに、外国人の皆さんにとっ

ては、「安心と希望あふれる未来」ではなく、

居心地の悪い社会だったというようなことが決

してあってはならないと思います。知事のお考

えはよくわかりましたので、自治体において取

り組むべきことをぜひ強く意識していただい

て、国内のトップランナーになろうというぐら

いの意識で取り組んでいただければと思いま

す。

「多様性のある社会」に関連して、もう１問

お伺いします。政策提言の中では、これまで繰

り返し知事の認識を問わせていただいてきまし

たが、性的少数者の課題などにも触れていらっ

しゃいます。写真も活用して、かなり目立つよ

うな形で、お考えを示していただいていると思

いますが、この機会に改めて、さまざまな方々

が暮らしやすい「多様性のある社会」「多様性

を認め合う社会」について知事が触れられた、

政策提言に込められた思いを御説明いただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私は、対話と協働とい

うものを政策の上での基本姿勢にしておりまし

て、これまで、性的マイノリティーを初め、さ

まざまな立場の方々と直接お会いし、生の声に

耳を傾けることによりまして、それぞれが抱え

る問題についての理解に努めてまいったところ

であります。

特に、性的マイノリティーとされる方々につ

きましては、周囲の誤解や偏見などにより「生

きづらさ」を感じているという現状をしっかり

と受けとめ、性の多様性について県民の正しい

理解を得るための取り組みが大変重要であると

考えております。

そのため、県庁レインボーライトアップな

ど、さまざまな啓発事業等に取り組んできたと

ころでありまして、性の多様性についての理解

促進に取り組んでいるところであります。今

後、この流れを着実に進めたいという思いを込

めて、今回の政策提案にも「多様性のある社

会」づくりを掲げたところであります。

2020年には全国障害者芸術・文化祭、パラリ

ンピック等を控えております。障がいのある

人、ない人、また外国人なども含め、誰もが暮

らしやすい温かみのある、やわらかな社会づく

りにしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

- 164 -



○渡辺 創議員 テーマを変えたいと思いま

す。

既に今議会でも話題となっておりますが、都

城市山之口町での新陸上競技場建設をめぐり、

宮崎陸上競技協会と県ラグビーフットボール協

会が発起人となり、「新設陸上競技場を現宮崎

県総合運動公園内に建設を求める要望書」の署

名活動が展開されています。テレビや新聞等で

も大きく報道されていますが、その競技団体の

主張を県はどのように受けとめていらっしゃる

のか。総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 現在、お話に

ありましたように、競技団体からは、県総合運

動公園での陸上競技場の整備を求める意見がご

ざいますが、都城市山之口町での整備につきま

しては、県西地域における新たな拠点とすると

ともに、南海トラフ地震の高い発生確率が指摘

されている中で、県総合運動公園に大規模集客

施設を新たに整備することは難しいことから、

判断したものであります。

また、競技団体からは、都城市山之口町での

整備に関して、アクセスや宿泊といった地理的

な条件や、造成や施設配置といった整備面で不

安があるといった御意見を伺っておりますの

で、改めて県の考え方を説明させていただくと

ともに、今後、競技団体を含む関係機関と丁寧

に協議を行い、こうした負担や不安を軽減して

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 私は、平成29年９月に建設地

を選定した時点で、「競技団体との合意形成は

おおむねできている」という説明を受けた記憶

がありますが、これまでどのように接触し、合

意形成を図ろうとしてきたのか、総合政策部長

に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） これまで競技

団体からは、施設整備に関する要望を承ったほ

か、各団体が主管する大会の現状や、必要な施

設の規模や機能などについて、意見交換やヒア

リングを実施してきたところであります。

昨年９月に県の整備方針を判断した前後にお

きましても、それまでの検討状況や経緯等につ

いて御説明したところであり、県の決定につき

ましては、競技団体から御理解をいただいてい

るものと認識していたところであります。

しかしながら、現在、競技団体からさまざま

な御意見をいただいておりますので、改めて県

の考えを説明させていただくとともに、今後、

丁寧に意見交換を行い、御理解、御協力をいた

だけるよう、努めてまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 今の御答弁だと、「改めて県

の考えを説明して、丁寧に意見交換を行って、

理解を求めたい」ということでありました。端

的にといいますか、すっきりと伺いたいと思い

ますが、現時点で陸上競技場の整備地を見直す

可能性はあるのか、ないのか。知事にお伺いを

いたします。

○知事（河野俊嗣君） この陸上競技場を含め

ました３施設の整備地につきましては、さらな

る全県的なスポーツの振興、また地域の振興に

つなげていきたいという思いもあり、判断をし

たものであります。

陸上競技場につきましては、競技団体にも丁

寧な説明を重ねて御理解をいただきながら、都

城市山之口に整備する形で進めていきたいと考

えております。

○渡辺 創議員 関心の高いテーマですから、

あえてもう一度わかりやすく聞きます。見直す

可能性はないということで理解をしてよろしい

でしょうか。
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○知事（河野俊嗣君） 現時点での県としての

考え方は、都城市山之口町で整備するというこ

とで進めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 もう少しこのテーマをお伺い

したいと思いますが、競技団体がまとめられた

資料も見せていただきました。妥当性のある指

摘もかなり含まれているという印象を持ったと

ころです。建設地については、今、知事の御答

弁のように、変更はないという方針ということ

でありますが、山之口の競技場も幾つか大きな

課題を抱えていることは事実だろうと思いま

す。競技団体の指摘する課題については具体的

にどのように今後対処するお考えなのか、総合

政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先ほど申し上

げましたが、都城市山之口町で整備する陸上競

技場につきましては、競技団体から交通アクセ

スや大会運営などに対する不安などの指摘があ

りましたことから、改めて県の考え方を説明さ

せていただくとともに、今後、さらに丁寧に意

見交換を行いながら、それぞれの課題の解決に

努めてまいりたいと考えております。

また、今回整備する陸上競技場は、県西地域

における新たな拠点として、国体開催後におい

ても各種競技大会やイベントの開催、キャンプ

誘致等での活用が図られるよう、都城市を初め

関係自治体、関係団体等と連携しながら取り組

んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今回の一連の混乱は―あえ

て混乱と申しますが―「対話と協働」を掲げ

る河野県政としては、その政治姿勢にちょっと

そぐわない経緯になってしまっているかなとい

う印象があります。県のこれまでの進め方、取

り組み方に課題があったという認識はあります

でしょうか。知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） この２巡目国体、ス

ポーツランドみやざきのさらなる発展に向け

て、県内のスポーツ環境の整備を行っていかな

ければならないということで、これまで時期を

捉えまして、検討状況等について御説明してき

たところでありますが、競技団体の皆様から

は、十分ではなかったとの御意見をいただき、

これについては真摯に受けとめているところで

あります。

対話と協働についての御指摘をいただきまし

たが、あくまで現在、対話のプロセスは、まさ

に現在進行形であろうかと考えております。ま

ず都城市山之口でという大きな方針を示し、そ

してさらにより具体的な案を示していく。その

過程で、より具体的なさまざまな御意見、御指

摘をいただき、それについてよりよい形での整

備ということで、議論を詰めていく。そのよう

なプロセスというふうに認識をしているところ

であります。

○渡辺 創議員 説明が十分ではなかったとい

う意見をいただいて、真摯に受けとめていると

いうことですから、県としても、一連の過程の

中に一定の問題認識はあるということだろうと

理解をします。

違う観点からこのテーマについて議論を深め

たいと思いますが、私自身は、２巡目国体に向

けて、県が施設整備の必要性を研究・検討し始

めた段階から、このテーマを代表質問や一般質

問でも継続的に扱ってきました。その点は、今

まで議論を重ねていますので、知事や担当部長

も御理解いただけているというふうに思いま

す。

なぜそういうふうに取り組んできたのかとい

うと、それはこの事業自体が、多額の県費を投

入し、しかも３つの施設を同時進行的に整備を
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進めなければならないという取り組みです。い

わば、県政の一大プロジェクトだというふうに

思っています。あわせて、整備地の判断も含め

て、極めて大きな政治的判断が伴う問題だとい

うふうに思っています。いわば、これまで知事

が歩まれた８年間の河野県政の中で、私は最も

大きな政治的判断を伴うぐらいのテーマであっ

たのではないかと認識をしているところです。

だからこそ、県民の疑義を生むことなく、でき

るだけ早く明確な情報提示と意思表示を行い、

将来的にも厳しい政策検証に耐え得る取り組み

にしなければならないというふうに、これまで

もずっと主張をしてまいりました。

平成29年９月に、当初の想定スケジュールよ

りも半年おくれて整備地を決めた際には、知事

は「スポーツランドみやざきの全県展開」「均

衡ある県土の施設整備」という理由だと、そし

てみずからが判断をしたと胸を張っておっ

しゃって、知事がきちんとその政治的責任を背

負うという気概を示されたものだと私は理解を

しました。だからこそ個人的には、宮崎市への

集中整備の方が道理があるかなと思っておりま

したけれども、知事が「全責任を負って判断し

た」という言葉を重く受けとめて、県の判断を

尊重してきたつもりであります。長々と申しま

したが、私自身がその基本姿勢でいるというこ

とを御理解いただいた上で、この後の質問にお

答えいただきたいと思います。

私は一般質問が始まって、おととい、きの

う、きょうの私の質問に対しても部長の答弁も

ありましたけれども、県の答弁を聞いていて、

驚きを覚えました。その理由は、木花の運動公

園は津波のリスクが高いので、新たな大規模集

客施設の新設は行わないのが県の方針だという

ような趣旨に聞こえる答弁が、繰り返してきょ

うも行われていることです。総合運動公園に津

波リスクがあることは、どのぐらいと見るかは

いろいろありますけれども、当初からわかって

いたことでありますし、それを理由に大規模集

客施設新設をしないという基本的な考え方が示

されたのは、私は議会で聞いていて、今議会か

らだというふうに思います。これまでは、議事

録を確認しましたけれども、そういう答弁のさ

れ方はされていませんでした。改めて確認をい

たしますが、県総合運動公園には津波リスクが

あるので大規模集客施設の新設はしないという

方針を、県はいつの時点で決めたのでしょう

か。知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 今、いろいろ御指摘が

ありました陸上競技場の整備地につきまして

は、スポーツランドみやざきの全県展開を図る

ための新たな拠点づくりや、地元市からの強い

要望、また、南海トラフ地震の津波浸水想定と

いったことを総合的に勘案して、都城市山之口

町に整備することと判断したものであります。

その後、ことし２月には、国において地震発

生の確率値が更新をされております。南海トラ

フ地震につきまして、今後30年以内の発生確率

が70％から80％へと引き上げられているところ

であります。こうした知見を踏まえながら、県

総合運動公園、これは引き続き、津波避難施設

等も整備をしながら、しっかりと本県のスポー

ツの拠点として活用していくわけであります

が、新たな大規模集客施設を整備するのは難し

いと、改めて認識をしたところであります。

○渡辺 創議員 県はそもそも平成29年２月の

段階で、最初は建設予定地を明確にするという

方針でいらっしゃいました。しかし、その段階

では絞り切れずに、３つの施設とも２カ所ずつ

を最終候補地にするという形で、初めて具体的
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な候補地の公表をされたというふうに認識して

います。当時の私の資料を見返してみると、陸

上競技場については、30カ所の候補地の中から

「宮崎市木花の県総合運動公園内」か「都城市

山之口」を最終候補地とすると、ピックアップ

したという話だったというふうに思います。

当時の私の認識では、少なくともそれぞれメ

リット・デメリットあるけれども、そのことは

もちろん理解した上で、よしあしもあるけれど

も、どちらにも十分に適性があって、地元市町

村の意向等もありましたけれども、こっから先

は県の政策的な判断も含めて、より合理性のあ

るところを選ぶというふうに県は方針を持って

いるんだと理解をしてきました。

ちょっと表現を工夫してみれば、たくさんの

候補地の中から、条件的に優位性のあるＡとＢ

が２つに残って、さらに研究を深めて、このＡ

とＢどっちが１番かということを議論してきて

決めたんだと思っています。ですから、陸上競

技場に関しては、言い方は変かもしれません

が、山之口が１番になったけれども、木花の運

動公園も、いわば惜しい２番だったんだという

認識で判断がなされたというふうに、今まで私

は理解をしてきました。

ところが、今議会からの県の説明を聞くと、

木花の運動公園は津波リスクがあるから大規模

集客施設新設の適性がないという方針があった

かのように、僕らは印象を受けるようになって

います。つまり木花の運動公園は、レースに例

えれば、実は惜しい２番だったわけじゃなく

て、今から考えてみれば、そもそも出場資格が

なかったみたいな話に、この議会から突然説明

が変わってきたという印象を受けるわけです。

もちろん先ほどの答弁にありましたように、

ことしの２月に南海トラフの発生リスクをより

重く見るという情報等もあったわけですけれど

も、当初から木花の津波リスクは十分にわかっ

ていたわけですし、デメリットであるけれども

乗り越えられる方策がないわけではないという

ベースで議論をしてきたというふうに認識をし

ていました。わかりませんが、きっと陸上関係

の競技団体の皆さんも、木花にはまだ可能性が

あるんだと、つまり「木花は惜しい２番だった

から、いろんなことをきちんと提示すれば、ま

だ判断が変わり得るんじゃないか」というふう

に考えていらっしゃって、今の状況にあるん

じゃないかと理解をするところです。

長々としゃべりましたが、知事にお伺いした

いと思います。逆説的な質問で恐縮ですが、現

時点から考えれば、県の総合運動公園は、そも

そも２巡目国体に向けた施設整備地という意味

では適性がなかったと我々は理解をしたらいい

んでしょうか。この点をはっきりさせること

が、県としての責任を果たすことではないかと

思いますが、いかがお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 議員から御指摘があり

ましたように、３つの県有スポーツ施設、８年

後の国体を見据えた整備でありますが、スポー

ツランドみやざきのみならず、県政の最重要課

題の一つ、大変重要な政策判断ということにな

ろうかと思います。そのため、これまでさまざ

まなプロセスを経て案をお示しし、県議会も含

め、市町村、競技団体、いろんな声を伺いなが

ら、そのときそのときで判断を積み重ねてきた

ということであります。整備候補地の選定を進

めていた段階では、県総合運動公園は候補地の

一つであり、そのメリットやデメリットについ

て検討してきたところであります。

その後、選定段階や整備方針を決定した段階

とは、先ほども申し上げましたように、津波の
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確率等が上がるといったように状況も変わりま

したことから、昨日の御議論でもありました

「もしここに整備をするとなれば、かさ上げ等

で数十億等の費用が生じる」そういったところ

も総合的に勘案するということで、現時点で

は、２巡目国体に向けた、県総合運動公園での

新たな大規模集客施設の整備は見送るべきと判

断をしたところであります。

○渡辺 創議員 少しくどい聞き方になって申

しわけなかったと思っておりますが、もう一度

きちんと押さえたいのは、山之口への分散整備

の方針を決めたのは、スポーツランドの全県展

開のためであって、仕方なくではなくて、積極

的な政策判断として、知事御自身が決断された

んだということです。ここが薄れてしまうよう

に聞こえるような説明の仕方というのは、木花

が津波リスクで不適格だから山之口にしたんで

すではなく、山之口に県政としてポジティブに

判断してやったんだということが、揺らいで聞

こえるような形にならない、特に知事選前でも

ありますし、あらぬ知事の政治判断に誤解を生

むようなことがないことを危惧したいと思いま

す。

ぜひ、この点は、スポーツランドの全県展開

のために、責任を持って判断したんだという筋

を通していただきたいと思います。

テーマを変えます。広報戦略についてお伺い

をいたします。

県はフェイスブックやツイッターなどＳＮＳ

（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

を活用した情報発信に取り組んでいます。今議

会の一般質問の答弁の中でも、ＳＮＳを積極的

に情報発信、県民の理解醸成のために活用する

というような話が毎日のように出てきていると

ころです。ＳＮＳというのは、組織がみずから

発信媒体を持つ「オウンドメディア」の基本

ツールとなるものですが、県の機関または県立

学校は、どのくらいの公式ＳＮＳアカウントを

持っているのか。その効用も含めて、総合政策

部長と教育長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県が運営しま

すフェイスブック、ツイッターなどのソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス、いわゆるＳ

ＮＳのアカウント数でございますが、平成30

年10月末現在で58となっております。

各所属が所管するＳＮＳにおいては、親しみ

のある文章表現や魅力的な写真の掲載に努め、

リアルタイムでわかりやすい情報発信に取り組

むとともに、県ホームページや他の広報媒体へ

誘導するなどの取り組みを行っているところで

あります。

また、その効果につきましては、多くの利用

者がおり、情報拡散力にすぐれたＳＮＳでの発

信を通じて、県政情報の理解促進や県政への関

心向上につながっているものと考えておりま

す。

○教育長（四本 孝君） 本県の県立学校が公

式に運営しておりますフェイスブックやブログ

などのＳＮＳアカウント数は、21校において合

計28であります。

その効果につきましては、多くの人が利用し

ているＳＮＳを通じて、各学校が独自の情報を

発信することにより、各校の特色や教育活動が

身近に感じられる機会がふえ、本県教育の理解

促進や学校への関心を深めることにつながるも

のと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。県

は今御答弁いただいたような、県自身がオウン

ドメディア化するのと同時に、旧来型の情報発

信のスタイルとして、地上波テレビの県政番組
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というのを持っていらっしゃいます。これは

マーケティングの世界では、いわゆる「ペイド

メディア」の典型となるわけですが、これはい

つから始まったのか。当時の契約額も含めて御

答弁ください。総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県と教育委員

会、両方を私の方で回答いたします。

知事部局の県政番組は、ＭＲＴ（宮崎放送）

が昭和36年度から、ＵＭＫ（テレビ宮崎）が昭

和45年度から放送を開始しております。

また、教育委員会の広報番組は、平成27年度

から２局で放送しておりますが、元々は昭和49

年度にＵＭＫ１局で放送を開始しております。

なお、放送開始時の契約額につきましては、

現在では書類が存在しておりませんので不明で

ございます。

○渡辺 創議員 わかりました。今回の質問に

当たり、県及び教育委員会とテレビ局の間の契

約書類を全部確認させていただきました。執行

部、教育委員会、さらには県議会事務局の議会

特番の契約書類も含めて、全ての契約書類に

は、「二次利用に関する措置」という記載があ

ります。この記載はいつから項目に加えられ、

この項目が入ったことにより、何が可能になっ

たのか、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県政テレビ番

組の著作権は放送局に帰属しておりますが、県

政番組を放映後に再利用することは、広報効果

を高める上で重要であると判断し、放送局と協

議を行い、知事部局では平成25年度から、また

教育委員会では平成27年度から、二次利用に関

する措置を契約書に追加したものであります。

これにより、県政番組の県ホームページにお

ける配信、県庁本館の「県民室」での放映、ま

た県が主催する県職員等を対象とする会議での

利用が可能となりまして、結果として、幅広い

層の県民の皆様に、より多くの視聴機会を確保

することができるようになったものと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 県当局が平成25年度からとい

うことですが、手前みそな話になりますけれど

も、これは平成24年度に総務政策常任委員会や

一般質問で、二次利用の権利を獲得すべきだと

いうふうに必要性を主張させていただいて、当

時の稲用総合政策部長から前向きな答弁をいた

だいて実現したということです。

そこで、100％県が支出している県政番組につ

いては、少し頭の体操をさせていただきたいと

思います。通常のテレビ番組であれば、テレビ

局の皆さんが、こういう趣旨の番組をこの時間

帯にやりたい、そこで、広告代理店等を通して

その時間帯のＣＭを出してくれるスポンサーを

探して番組が提供されるということになるわけ

ですけれども、県政番組の場合は、完全に県の

提供番組となるわけです。ほかに相乗りするス

ポンサーはないということになるわけです。

そもそも宮崎は民放が２チャンネルしかない

という環境を考えると、これは必ずしも悪いと

いう話で言っているわけじゃないんですが、企

画提案型の競争も発生しなくて、発注は、今も

そうですが、いずれも随意契約というのが現状

です。100％県費の支出で、内容は極めて公共性

の高い県の施策の紹介ということを考えれば、

県政番組については、二次利用の権利にとどめ

るのではなくて、番組自体の著作権を県が保有

するという考え方も、頭の体操としてはできる

のではないかと思うところですが、県の見解

と、具体的に課題があれば御説明をいただきた

いと思います。総合政策部長に伺います。
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○総合政策部長（日隈俊郎君） 県政番組の制

作に当たりましては、県民の皆様にわかりやす

く親しみが持てる企画を心がけておりまして、

放送局が持っているさまざまなノウハウや映

像、人材などを活用することが必要だと考えて

おります。

また、番組で御紹介する事業者等は、テレビ

放送を前提に撮影に御協力いただいているとこ

ろでありまして、もし、インターネットやＳＮ

Ｓを通じて映像や音声が無制限に拡散するおそ

れがあれば、質の高い番組づくりに支障が生じ

ることも懸念されるところであります。このた

め、県政番組の著作権は放送局に帰属させつ

つ、放送局側でも県での二次利用に御理解をい

ただき、音楽等の著作権上の問題を整理し、複

製できないような措置を講じた上で、県ホーム

ページで１年間に限り配信しているところであ

ります。

県政番組につきましては、現在の方式でも、

県民の皆様の視聴機会の確保を図ることが可能

となっているため、現時点では県に著作権を帰

属させる契約方式は考えていないところでござ

います。

○渡辺 創議員 第三者の著作権等の権利侵害

があってはならないというのは当然でありま

す。ただ、部長がおっしゃられた幾つかのこと

は、頑張れればクリアできない課題ではないの

かなと、個人的には思わなくもないところです

が、言いたいことの本質ではないので、そこは

ちょっと置いておきます。

広報宣伝に関するマーケティングの分野で

は、先ほど話した、みずからが情報発信する

「オウンドメディア」、それから今議論してき

たような、行政で言えば県政番組やテレビＣＭ

のようなものを含む「ペイドメディア」、お金

を払って出すメディアですね。さらには、県が

みずから生成、作り出すことができない「アー

ンドメディア」。これは行政からいえばみずか

ら関与できないものですから、例えば新聞やテ

レビのニュースであったり、県民の口コミで

あったり、当局以外の方々がＳＮＳなどで流す

情報発信などを指すわけです。この３つをいか

に有機的に連動させるかということを「トリプ

ルメディア・フレームワーク」と言って、これ

ができれば効率的な情報発信ができるというの

が、いわば常識のような話になっているわけで

す。

私自身は、県執行部と教育委員会が提供して

いる県政番組は、とても質の高いものができて

いるというふうに思っています。作り手の方々

のエネルギーも番組にかけるこだわりも、十分

に伝わってくる。だからこそ、この番組が一度

放送されただけで、見逃してしまえば、もう二

度と県民に提供されることがないというのは余

りにももったいないということで、平成24年に

二次利用の権利を獲得し、インターネット等で

の対応が可能になるように指摘をしてきまし

た。ラジオも含めれば県政番組では、県・教育

委員会の支出は合わせると年間１億円を超えて

います。やっぱりこれは有効活用するという意

識を強く持たないと、県にとっても極めてもっ

たいないというふうに思うところです。

先ほどのマーケティングの理屈で言えば、県

費を投入している従来型のペイドメディアと、

県みずからがツールを持っているオウンドメ

ディアをいかに融合させるかというのが平成24

年の提案だったわけですが、おかげさまで、県

も指摘を有意義と判断していただき、テレビ局

の協力もあって、現在は「楠並木ちゃんねる」

で１年間は番組の視聴が可能という状況になっ
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ています。

そこを踏まえた上で、今後の課題は、いかに

して「質の高い県政番組」というコンテンツを

武器にして、冒頭の質問でも明らかになったよ

うに、幅広い県自体のオウンドメディア、ＳＮ

Ｓが持っている情報発信網をいかに戦略的に連

携させるか、融合させるかということになりま

す。その観点で２つの提案をしたいと思いま

す。

まずは、県のＳＮＳがもっと意識的に県政番

組のひもづけを行っていくこと。具体的に言っ

たら申しわけないかもしれませんが、教育委員

会のフェイスブックページ、公式なものがあり

ますが、県政番組で教育委員会の番組がありま

すということの告知すらＳＮＳではされていな

い現状になっていますので、こういうひもづけ

をいかにきちんと県のＳＮＳがやっていくかと

いうこと。もう一つは、次期の県政番組の契約

に当たっては、テレビ局とも十分に協議をした

上で、県政番組の各コーナー、コーナーを細か

い動画のコンテンツとして切り分けて発信でき

るように改善し、さらには「楠並木ちゃんね

る」経由ではなくて、県の公式ＳＮＳアカウン

トに限っては動画素材をそのまま直接的に配信

できるというようなことを検討すべきではない

かと思いますが、知事の認識をお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 県政番組の内容に対す

る高い評価をいただきましたこと、また今の二

次利用も含めて、これまでさまざまなメディア

戦略についてのアドバイス、提案をいただいて

おりますことに感謝を申し上げます。これまで

も県広報フェイスブックやツイッターにおい

て、県政番組の放送前には番組の告知を行い、

放送終了後も視聴できることを周知する取り組

みを進めてきたところでありますが、今後と

も、各部局が所管するＳＮＳを活用した、今御

提案がありましたような、広報効果を高める取

り組みにつきまして、放送局との契約内容の協

議も含め、その方策を検討し、より積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 「積極的に協議する」という

ことですので、期待したいと思います。例え

ば、先ほどの提案というのは、教育委員会の番

組の中で飯野高校のことが取り上げて紹介され

ていれば、その部分のところだけを飯野高校

の、フェイスブックのページがあったと思いま

すが、そこで直接、飯野高校も発信ができる。

例えば県のピーマンの栽培のことを取り上げら

れていれば、農政水産部のＳＮＳでその部分を

コンテンツとして発信できる。こういう取り組

みは、せっかくお金をかけて使っているものを

フル活用するという意識で、県にとっても大事

じゃないかと思います。

また、知事もＳＮＳはよく活用されているお

立場ですのでおわかりかと思いますが、フェイ

スブックやツイッターのタイムラインの上で

は、動画そのものが直接的に流れてくるのと、

流れてきたものを１回クリックして、ほかの

ホームページに寄らないと見られないというの

では、コンテンツに対するアクセスの数が全く

変わるというのはよく御理解いただけるところ

だと思いますので、その辺、ぜひ意識していた

だきたいと思います。

今回の提起は、県政番組の充実した中身を高

く評価した上で、いかに県の発信力を高めてい

くかというものです。昭和30年代とか40年代に

始まった県政テレビの番組ですが、メディアが

多角化していっている状況の中で、そのあり方

が時代対応を求められていくのは当然の流れだ
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というふうに思います。県としても、県政番組

が持つ本質的な意義は何なのかということをも

う一度見詰め直していただいて、来年度以降の

契約に臨めば、私が提案したとおりの中身でな

かったとしても、新しい知恵がいろいろ生まれ

てくるのではないかと思うところですので、番

組の公共性を考えて、特例も含めて、放送局の

方々の御理解も得られる努力をしていただけれ

ばと思います。また、蛇足ですが、放送局側に

も新しい作業が発生する場合には、当然その対

処に必要な予算額を上乗せするのは当たり前の

ことだと思いますので、無理を押しつけるので

はなくて、双方がウイン・ウインという関係に

なることも考えていただきたいと思うところで

す。

テーマを変えます。避難所と災害対応のこと

についてお伺いしたいと思います。

県ではさまざまな防災減災対策に取り組んで

いるわけですが、災害時の備蓄について、県は

どのような方針のもと取り組んでいるのか。危

機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 県では、大

規模災害に備えまして、県民、県、市町村によ

る備蓄の基本的な考え方等をまとめました宮崎

県備蓄基本指針を平成28年に策定しておりま

す。

大規模災害発生時に、国によるプッシュ型支

援が本格化するのは４日目以降になるものと想

定されることから、県民に対しては、最低でも

３日分の備蓄をお願いするとともに、県や市町

村においても、それぞれが必要とする物資の最

低３分の１ずつの備蓄を進めることとしており

ます。

また、県内の備蓄で不足する物資につきまし

ては、国や九州地方知事会、協定を締結してい

る企業等に支援を要請する体制を整えておりま

す。

○渡辺 創議員 被災時には相当数の県民が、

生活再建までの間に避難所での生活を強いられ

るということになるわけですが、避難所の法的

位置づけと求められる機能について、県の見解

を危機管理統括監にお伺いします。

○危機管理統括監（田中保通君） 災害対策基

本法では、避難所は、災害の危険に伴い非難を

してきた人や、災害で住む家を失った被災者な

どが、一時的に生活を送る場所とされておりま

す。このため、避難所には、安全性はもとよ

り、被災者の健康維持等のため、食事の提供や

トイレなど、良好な生活環境の確保が求められ

ます。

また、年齢や性別、障がいの有無など、避難

者の多様性に配慮した運営も重要であります。

さらに、在宅で避難生活を送る被災者を支援

するために、生活関連物資の配布ですとか、保

健医療サービス、災害情報の提供、相談窓口の

設置など、地域の支援拠点としての役割も考え

られます。

避難所の生活環境や機能向上は、被災者の健

康を守るだけでなく、その後の生活再建への活

力を支える基盤となりますので、市町村と連携

し、取り組んでまいります。

○渡辺 創議員 最近の大きな災害のケースを

見ると、数カ月間にわたって避難所で生活を継

続しなければならないケースも散見されるとい

う状況でありますので、避難所のあり方が極め

て重要になってくるというふうに思っていま

す。実は先日、宮崎大学で段ボールベッドの組

み立てなどを経験させていただきました。たま

たま友人の子供さんたちもいて、大人２人と子

供２人で組み立てましたが、５分もかからずに
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段ボールベッドを１つつくることができまし

た。思っていたよりもずっと簡単であると感じ

たところです。組み立ててみて、私のような体

格の人間が寝っ転がって乗ってみても何ともな

い構造になっていて、大変驚いたところでし

た。避難所の生活環境を整え、できるだけスト

レスを軽減することが重要だというふうに思い

ますが、段ボールベッドや間仕切り、清潔を保

つ簡易トイレなど、避難所生活の向上に役立つ

資材の必要性や提供体制に、県はどのように認

識を持っているか。危機管理統括監にお伺いし

ます。

○危機管理統括監（田中保通君） 大規模災害

が発生した場合、避難所には多数の住民が避難

し、時間の経過により、避難者のニーズも変化

していくことから、状況に応じた対応が必要と

なります。

災害発生直後においては、まずは、避難者の

生命を維持するため、最低限の物資を提供する

ことになりますが、避難が長期化するほど、避

難者の健康を維持するために、さまざまな資材

を提供することが必要となります。

最近では、プライバシーの保護やストレスを

軽減するため、間仕切りですとか、今お話があ

りましたダンボールベッド、それから空調機器

等のニーズが高まっております。本県でも、こ

うした避難所での生活環境の向上に役立つ資材

については、積極的に導入を図る必要があると

考えており、国によるプッシュ型支援以外に、

民間の関係団体等と協定を締結し、調達できる

体制を整えております。

今後、これらの資材以外にも必要なものがな

いかさらに検討するとともに、円滑に供給でき

る体制の構築に取り組んでまいります。

○渡辺 創議員 危機管理統括監に、もう１問

お伺いします。災害や紛争などの被災者全てに

対する人道支援活動を行う各種機関や個人が、

被災当事者であるという意識を持って現場で守

るべき最低基準を指す「人道憲章と人道対応に

関する最低基準」、いわゆるスフィア基準とい

うものがあります。県の認識をお伺いいたしま

す。

○危機管理統括監（田中保通君） スフィア基

準は、災害援助における行動の質を向上させる

ための国際的な基準でありまして、被災者がで

きるだけ安定した状況で、尊厳を持って生存

し、回復できるようにするため、被災者を支援

する者が取り組むべき対応が示されておりま

す。具体的には、例えば、１人当たりの面積

を3.5平米にするとか、トイレの男女比を男性１

に対して女性３にするとか、そういったことが

定められております。

また、平成28年に国が示しました「避難所運

営ガイドライン」でも、スフィア基準は、避難

所の質の向上を目指すに当たって参考にすべき

ものと位置づけられております。

県としましても、スフィア基準の趣旨を踏ま

えまして、市町村と連携しながら、避難所にお

ける良好な生活環境の確保に取り組んでまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 先日、これが極めて重要なん

だという話を聞いて、勉強させていただいたと

ころです。

県としても、趣旨を踏まえて取り組むという

ふうに確認をさせていただきました。避難所の

環境改善は、災害関連死の防止にも直結をしま

す。例えば、口腔ケアの環境を整えて高齢者の

誤嚥性肺炎を防ごうという取り組みをしている

歯科医師の方々の研究でも、その効果は見えつ

つあるようであります。復興庁の平成30年６月
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の資料によると、東日本大震災の災害関連死は

１都９県で3,676人に及んでいます。災害からは

命を守れたのに、その後、災害の関連で命を失

わなければならない、極めて残念な状況にある

というふうに思います。県では、災害関連死の

防止・抑制のためにどのように取り組むのか。

基本姿勢を福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 避難所にお

ける災害関連死は、必要な対策を講じることで

「助けられる命」も多くありますので、その防

止・抑制に取り組むことは、大変重要であると

考えております。

災害関連死の原因としましては、ストレスや

不衛生な環境等による身体の異常、エコノミー

クラス症候群、持病の悪化などが原因で起こる

と言われております。

このため、福祉保健部では、平成28年３月

に、避難所の運営主体である市町村への支援の

内容や方法等について定めた「宮崎県保健所災

害時対応マニュアル」を作成し、避難者への健

康相談や心のケア、さらには、感染症予防や生

活環境の改善に向けた支援体制等の整備を図っ

たところであります。

あわせて、これらの支援活動に従事する保健

師等の専門職員のスキルアップなどに取り組ん

でおります。

今後とも、市町村や関係機関との連携を図り

ながら、災害発生時に、健康管理や感染症予防

等の必要な対応を適切に実施できるよう、努め

てまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今るる伺ってまいりましたけ

れども、やっぱり避難所の質の向上という意味

では、発災してからではなかなか追いつかない

部分もある。その意味では、事前の取り組みが

極めて重要かなと思ったところです。もちろ

ん、避難所の運営は基本的に市町村の役割だと

いうのは、重々理解をしております。しかし、

県が先頭に立って県内全体のレベルを引き上げ

ていくという発想も大事かと思うところです。

知事、選挙前でありますが、「日本一の避難所

を目指す」ぐらいの目標を掲げて取り組んでも

いいのではないかと思いますけれども、知事の

お考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 大規模災害時には、避

難所が混雑し、不便な避難生活や将来への不安

等から、精神的にも肉体的にも過度なストレス

を抱え、健康を損なう方が多数いらっしゃるわ

けであります。少しでもストレスを軽減し、健

康的な生活ができるよう、避難所の生活環境を

改善することは、大変重要な課題であると考え

ております。

このため、県では、マンホールトイレの設置

など、避難所の環境改善に取り組む市町村に対

して支援を行いますとともに、避難所に必要な

資機材、物資の確保など、積極的に環境改善に

取り組んでいただけるよう、市町村職員を対象

とした研修等を実施しているところでありま

す。

大規模災害が発生した際に、市町村単独で避

難所運営を行うことは相当な困難が予想されま

すことから、これからも県において、ふだんか

ら市町村と連携し、避難所の生活環境改善に向

けた事前の備えに取り組んでまいりたいと考え

ております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

災害に関連してもう一つお伺いしたいと思い

ます。大災害時には多くの身元不明遺体を確認

する作業が必要になります。東日本大震災で

も、全国から最大時で500人の検死官の方等が派

遣をされて、大きな被災のあった３県で１
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万5,824体の御遺体の確認作業が行われていま

す。遺体収容所の開設は、これも市町村の役割

ということになっていますが、実際に御遺体の

検案を行う警察本部と市町村の間では、いざと

いうときのためにどのような協議が行われてい

るのか、警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 大規模災害にお

ける、多数の御遺体の検視・検案・身元確認な

どの活動は、市町村において設置された遺体収

容所において行うこととなります。

これら一連の活動を円滑に行うため、平成23

年の東日本大震災以降、市町村に対して、市町

村ごとに複数箇所を指定していただくこと、二

次被災の可能性がなく、水や電気が確保される

など、有用性の高い施設を指定していただくこ

となどについて理解を求めながら、大規模災害

を想定した遺体収容所の選定をお願いしており

まして、本年も９月から改めて県内全市町村に

同様の働きかけをしております。

○渡辺 創議員 このテーマはなかなか難しい

問題で、ちょっと今回勉強させていただきまし

たが、例えば事前に指定をするというのは、心

情の問題等々からも難しい面があるし、規模の

想定も難しいということで、市町村の対応も、

やらなきゃいけないとわかっているけれどもな

かなか進んでいないというのが実情のようであ

りますので、警察本部と市町村が連携していろ

んな協議をするのと同時に、県の危機管理当局

の方からも、きちんと想定をした上で市町村の

対応を求めるということをアプローチしていた

だく必要があるかと思いますので、その辺もよ

ろしくお願いいたします。

続けて、福祉保健部長にお伺いします。南海

トラフ等で多くの死者が県内で出た場合、遺体

の火葬についてはどのような状況が予測される

のか。また、市町村が基本的に対応する話です

が、市町村が対応できないという状況が発生し

た場合には、県はどのような役割を担うとお考

えでしょうか。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県内火葬場

の１日当たりの火葬能力は合計約200人ですが、

大規模災害時には、この能力をはるかに超える

死者の発生が想定され、火葬を円滑に行えない

ことが予測されます。

その際は、被災市町村への適切な支援や広域

的な対応が求められ、県の果たすべき役割は非

常に大きくなるものと考えております。

このため県では、大規模災害時などを想定

し、市町村や火葬場設置者、また、近隣県等と

連携して広域火葬を行えるよう、平成29年３月

に「宮崎県広域火葬計画」を策定したところで

す。

県としましては、この計画に沿って、死者数

の状況や被災市町村の求めに応じ、広域火葬の

調整を適切に行ってまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。勉

強させていただくと、阪神大震災の後に、この

辺の問題をしっかり考えなきゃいけないという

提起がされてきたようでありますが、先ほど警

察本部に伺った問題も含めて、危機管理、震災

のときのことを考えたときに、余り想定をした

くないようなお話のことではありますけれど

も、いざというときにはこのあたりのことがき

ちんと対応できるかが、住民の安心・安全にも

つながると思いますので、ぜひ、改めて御認識

をいただきたいと思います。

最後の質問にいたしますが、９月の議会で、

代表質問の中で公文書のあり方について、旧優

生保護法に関する文書のこと、シーガイアの文
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書が歴史的文書として残っていないこと等につ

いて、問題提起をさせていただきました。その

後、県の中で、新しい取り組みが始まっている

というふうに側聞していますが、どのような状

況にあるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 本県において、旧

優性保護法関連の事案など不適切な文書の取り

扱いが判明したことから、適正な文書管理を全

庁的に徹底する必要があると、改めて認識して

おりまして、このための取り組みを進めている

ところであります。

具体的には、職員の文書管理に対する理解を

深めるためのマニュアルの作成を進めるととも

に、文書の適切な保存のため、庁内各課に対し

まして、総務課文庫に引き継いだ文書の整理な

どを指示し、各課において作業に取り組んでい

るところであります。

また、これらに加え、10月には、各部局の連

絡調整課で構成する「文書管理適正化庁内検討

会義」を立ち上げ、職員研修の充実やチェック

リストによる自己点検など、職員の文書管理意

識の向上に向けた取り組みや、歴史資料文書の

選別基準の見直しなどについて協議、検討を

行っているところであり、順次、実施してまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。公

文書管理のあり方については、また今後いろん

な議論をさせていただきたいと思いますが、今

回の一般質問はこれで終了させていただきま

す。どうもありがとうございました。（拍手）

○外山 衛副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、26日午前10時から、本日に引

き続き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43分散会
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