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平 成 3 1 年 ３ 月 ４ 日 （ 月 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

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 後 藤 哲 朗 同

（ ）８番 二 見 康 之 同

（ ）９番 日 高 博 之 同

（ ）10番 野 﨑 幸 士 同

（ ）11番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 徳 重 忠 夫 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 丸 山 裕次郎 同

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）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

（ ）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）

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 畑 山 栄 介

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

環 境 森 林 部 長 甲 斐 正 文

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 中 田 哲 朗

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 吉 村 達 也

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

監 査 事 務 局 長 郡 司 宗 則

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 任 主 事 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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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、図

師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。本日は傍聴席に、私の中学校のころ

の恩師であられます先生が来られております。

今も私の応援団の役員を引き受けてくださって

おり、ずっと見守り、時には厳しい御指導を受

けてきました。きょうは、その先生に―何か

ちょっといつもと感じが違うんですが―感謝

の気持ちを込めながら、質問に入らせていただ

きます。

皆様、思い出してください。もう３年以上前

の出来事になりますが、宮崎市橘通東４丁目高

千穂通りの交差点で、軽乗用車が歩行者と接触

する事故を起こし、その後、時速60キロメート

ルほどのスピードで歩道に乗り上げ、数百メー

トルにわたり歩道を暴走し、次々に歩行者をは

ねた後に宮崎駅前交差点付近で横転するという

大惨事が発生しました。

この事故で７人がはねられ、うち女性１人が

ドクターヘリで病院に搬送されたものの亡くな

られ、この女性ともう１人のとうとい命までが

奪われるという痛ましい事故は、今も皆様の記

憶に鮮明に残っていることと思います。

今回、質問を作成するに当たり、この事故に

直接かかわられた病院関係者、警察官そしてマ

スコミの方々と意見交換をしながら、今後この

ような悲惨な事故を起こさないようにするため

には、どのような政策を講じるべきなのか、話

をしてきました。

事故を起こした73歳男性は、鹿児島県日置市

から100キロメートル以上も運転をしてきたにも

かかわらず、どのように宮崎に来たのかも、ど

こに来ているのかすらもわからない、いわゆる

認知症であることが判明しました。また、事故

を起こす２日前まで、認知症の治療のために入

院していたこともわかりました。

被害者とその御家族の怒りは、加害者だけで

はなく、認知症対策のおくれにも向けられてい

ます。

少し角度を変えます。

本県は、認知症の方の増加ももちろんではあ

りますが、全国でも人口当たりの精神科病床の

数が上位に位置しています。

全国的に見ると、この精神科病床数は減少傾

向にあるのですが、本県の病床数が減らない一

つの原因として、認知症の方々の精神科病棟へ

の入院が増加しているという現状があります。

認知症は、早期に医療的介入をすれば、症状

が緩和されるなり改善が期待できる、そのよう

な可能性があります。本来であれば、住みなれ

た地域で、そこの介護サービスを受けながら、

または、その地域にある認知症専用のグループ

ホームという高齢者施設などで療養されるのが

望ましいわけなんですが、圧倒的な介護人材の

不足により、地域での療養はかなり困難で、ゆ

えに精神科病棟への長期入院を余儀なくされて

いるという現状があります。

そこでまず、本県の認知症者の推計と推移、

及びその認知症者の方々が医療機関にどの程度

入院されているか、その現状について福祉保健

部長にお伺いいたします。

またあわせて、現在、運転免許証更新時に行

われている認知機能検査の実施状況について、

警察本部長に伺います。

平成31年３月４日(月)
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２点をお伺いいたしまして、以下の質問は、

質問者席から行わせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○福祉保健部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

答えいたします。まず、認知症高齢者の数と将

来推計についてでございます。平成27年度に国

が公表した認知症有病率に基づきますと、本県

の65歳以上の高齢者の約５万人が認知症と推計

されます。また、2025年には高齢者数の増加と

有病率の上昇に伴い、認知症高齢者が約７万人

に達すると見込まれます。

次に、認知症患者の受診状況でありますが、

平成29年の国の調査によれば、本県の精神科病

院に入院している状況で申し上げますと、患者

約5,0 0 0人のうち、全体の約２割に当たる

約1,100人の方が、アルツハイマー病型認知症と

血管系認知症として受診しております。以上で

あります。〔降壇〕

○警察本部長（郷治知道君）〔登壇〕 お答え

します。認知機能検査の内容と受検者数の推移

についてであります。

認知機能検査は、75歳以上の高齢運転者に、

免許更新時の高齢者講習を受講する前に受けて

いただく検査で、その結果、記憶力・判断力の

低下が見られる方は医師に診断していただく制

度です。検査は、年月日、曜日、時刻を答え

る、見た絵を覚え、どんな絵だったかを答え

る、指示された時刻の時計の絵を描くという内

容です。また、認知機能が低下した場合に行わ

れやすい信号無視など一定の違反行為をした高

齢運転者に対しては、臨時の認知機能検査を行

います。検査の内容は同じであります。

次に、認知機能検査の受検者数は、平成29年

中は、２万6,238人、平成30年中は、２万9,397

人でありますので、3,159人増加しております。

以上であります。〔降壇〕

○図師博規議員 福祉保健部長の御答弁で、認

知症の方の増加、これはもう明らかなわけであ

ります。また、精神科病床への入院、これも地

域での施設が足りない、人材が足りないという

大きな課題がそこにはあります。

しかしここからは、免許証の自主返納制度の

展開に絞って質問をしてまいります。

まず、今、警察本部長の答弁にありました

が、平成30年だけでも３万人近い方々が認知機

能検査を受けられているということですが、そ

の被検者のうち認知機能の低下のおそれがある

とされる第２分類の方々がいらっしゃいます。

それともう一つ、認知症のおそれがあるとされ

る第１分類の方がいらっしゃいます。特にこの

第１分類、認知症のおそれがあるとされるに該

当する方々がどれほどいらっしゃるのか、ま

た、それらの方々にはどのような指導をされて

いるのか。さらに、その指導に基づいて運転免

許証の自主返納をされる方はどれほどいらっ

しゃるのか。

さらにもう一つ、その認知症のおそれがある

とされる第１分類の方のうち、運転を継続され

ている方はどれほどいらっしゃるのでしょう

か、警察本部長にもう一度お伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 平成30年中に認

知機能検査を受検した２万9,397人中、記憶力・

判断力が低くなり、認知症のおそれがある第１

分類の方は824人おられます。このうち、診断書

の提出命令を受けた方は338人おられまして、提

出命令後は、警察官が、対象の方に個別に電話

をおかけしたり、自宅を訪問して、早期の提出

を促しております。

その結果、取り消し処分や自主返納などで206

人の方が、免許を失われております。

平成31年３月４日(月)
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また、認知症ではないと診断された132人の方

が、運転を継続されております。

○図師博規議員 第１分類に該当された方で

も、診断書提出命令があって、その診断書に基

づいて認知症ではないという診断がされれば、

運転が再開されることがわかりましたが、詳し

く聞いてみますと、認知症の診断を受けるため

のテストというのは、繰り返し受けられるんで

すね。何回でも受けていい。つまり、同じテス

トを何回も受ければ、それだけ学習ができると

いうことで、果たしてその精度がどの程度なの

かというのは、少なからず疑問が残るところで

もあります。

次に行きます。

それでは、運転免許証の更新は、３年に一度

ですよね。つまり、単純に計算して、この第１

分類、認知症のおそれがあると分類される

方々、診断書の提出を必要とされる方々は、単

年度だけで338人いらっしゃるわけですから、掛

ける３年、つまり1,000名を超える方々が、もし

かすると、認知症のおそれがあるまま、今、県

内で運転をされているというような推測ができ

るものなのでしょうか。潜在的な認知症の方々

がどれくらいいらっしゃるものなのでしょう

か。警察本部長、もう一度お願いします。

○警察本部長（郷治知道君） 認知症のおそれ

がある運転者につきまして、正確な数を把握す

ることは容易ではありませんが、認知機能検査

により把握しているほか、交通事故、徘回高齢

者の取り扱い、職務質問などの警察官による現

場活動、家族や本人からの相談、近隣の方から

の通報、また、交通事故を頻繁に起こしている

かどうかなどによりまして、把握に努めている

ところでございます。

○図師博規議員 地域の方からのそういう細か

な情報もちゃんと拾い上げて、認知症のおそれ

がある方には未然の対応をされているというこ

とがわかりました。

それではさらに、地域との連携を図るため

に、運転免許証を自主返納された高齢者に関す

る「情報連絡同意書制度」というものがあると

聞いております。その内容が一体どういったも

のなのか、また、その情報提供がされた後に、

地域に住まわれている認知症の方々をサポート

するために、どういうような連携、もしくはモ

デル的なサポートをされているのか、そこを教

えてください。警察本部長。

○警察本部長（郷治知道君） 警察では、運転

免許を返納された高齢者に対する支援の取り組

みとして、返納者やその家族の同意のもとに、

返納者の情報を市町村に提供する情報連絡同意

書制度を昨年２月に開始しまして、８月からは

県内全市町村に対して実施しております。

返納者のうち約４割の方が同意されまして、

昨年、本制度に基づき連絡した件数は1,630件で

あります。

各市町村に提供した情報をもとに、地域包括

支援センターの方が、返納者に対する家庭訪問

や電話相談により、移動手段に関する補助制度

の紹介や買い物支援を行うなど、返納後の生活

支援につながる望ましい例を承知しておりま

す。

今後とも、免許を返納された高齢者に対する

支援の充実に向けまして、市町村を初め、関係

機関・団体との連携を進める考えであります。

○図師博規議員 今、返納者の方、同意者の

方、４割なおかつ1,630件も対応されているとい

うことは、全国的には非常に高い数字だと聞い

ております。今後さらなる連携を求めます。

次に、高齢者が安心して暮らせるための環境

平成31年３月４日(月)
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を整えるという意味で、県と県警そして大学な

どが連携して、さまざまなサービス提供の模索

がされているとも聞きます。新たな取り組みの

ために新たな協議会が立ち上がったようです

が、その協議会、一体どういうものなのか。こ

れは総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎県高齢者

移動手段確保等協議会でございますけれども、

これは県、県警本部、各市町村及び、県社会福

祉協議会や宮崎公立大学等を構成員として、１

月25日に設置したところであります。

この協議会の目的は、ますます高齢化が進

み、高齢運転者のかかわる重大な交通事故の発

生が懸念される中、高齢者の移動手段確保とい

う課題に取り組むものでございます。

今後、高齢運転者の交通事故防止対策の推進

や情報交換等を行い、自動車の運転に不安を感

じる高齢者の生活等を社会全体で支える体制の

整備を目指してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 その高齢者移動手段確保等協

議会の中で、地域の方々の相互扶助による配車

送迎サービスを実現するためのアプリの開発な

どの事例が発表されたとも聞きますが、もし、

そのようなサービスが実現するならば、これ

は、都市部よりも中山間地域における移動困難

者の方々をサポートする画期的なサービスとな

るだけではなく、全国に先駆けた取り組みにも

なろうかと思います。では、実際この協議会が

どのようなサービス提供を具現化していこうと

のお考えで、今後協議を進められていくので

しょうか。再び総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先日の協議会

で事例発表していただいたところでございます

けれども、これは宮崎公立大学において、互助

輸送を含む地域住民と連携した生活支援や見守

りといったシステムを研究していただいている

ところでございます。

具体的には、既存の交通手段を補完する互助

輸送で、高齢者が容易に利用できるＩＣカード

を活用したシステムを構築する実証実験を行い

たいと聞いております。

そのほか、市町村の取り組みといたしまし

て、高齢者向けのバスカード等の発行や、コミ

ュニティーバス、乗り合いタクシーなどがあり

まして、電話予約により、乗車する場所や時間

が指定できるオンデマンド運行が実施されてい

るところもあります。

さらに、地域住民主導型のボランティア輸送

を目指しまして、公共交通空白地域で座談会を

開催している事例もございます。

今後とも、高齢者の交通安全推進の観点か

ら、関係機関と連携を図り、運転免許を返納し

た後でも安心して暮らしていけるよう、社会全

体で支え得る環境整備に取り組んでまいりたい

と考えております。

○図師博規議員 この認知症対策や高齢者の移

動手段の確保に関しては、今の協議会もです

が、警察本部長も強い思い入れがあると聞いて

おります。ぜひ、その事業の成果が上がること

を期待しております。

それでは続きまして、知事の政治姿勢とそれ

に関する質問を行ってまいります。

まず、来年度予算の内容についてであります

が、その柱として防災・減災対策の強化、また

そこに重きを置く積極型の予算となっておるよ

うです。

そこでまず、防災・減災に対する事業の整備

内容と予算規模について、知事にお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 切迫する南海トラフ地
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震や頻発化、激甚化する豪雨などによる大規模

自然災害から県民の生命、財産を守り、社会機

能を維持するための社会資本の整備は喫緊の課

題であると考えております。

このため、平成31年度当初予算案におきまし

て、国の「防災・減災・国土強靱化のための３

か年緊急対策」を受けまして、ハード・ソフト

対策に必要となる約171億円を別枠で措置しまし

て、河川内の樹木伐採や掘削、橋梁の耐震補

強、道路のり面の防災対策や農業用ため池の改

修、治山施設の整備などを集中的に実施するこ

ととしております。

また、３か年緊急対策以外では、新規事業と

しまして、スポーツランドみやざきの中核を担

う県総合運動公園におきまして、３万1,300人を

収容可能な津波避難施設の整備に、来年度は

約18億円を措置するなど、県土の強靱化を一層

加速化させることとしております。

今後とも、安全安心な暮らしの確保に向けま

して、国や市町村、関係機関と連携を図りなが

ら、防災・減災対策、社会基盤の強靱化に積極

的に取り組んでまいります。

○図師博規議員 答弁の内容に、南海トラフ地

震を想定しているとありましたが、県は特に日

向灘沿岸の自治体と連携して、沿岸自治体の防

災計画と連動した整備を進めていく必要がある

と考えます。

そこで、西都・児湯議長会からの継続的な要

望事項であります、「県道高鍋美々津線におけ

る夜間避難誘導灯設置」についてであります

が、今まで、誘導灯と車両との接触防止の観点

から、高さ4.7メートル以下の誘導灯の設置は認

められておりませんでした。

しかし、他県では、街灯の設置基準を車道と

歩道に分け、歩行者をより効果的に誘導するた

めの街灯の設置に関しては、2.5メートルでも可

とする基準を設けるなど、住民ニーズに合わせ

て柔軟に対応している自治体もあります。本県

も設置基準の見直しを考えるべきと考えます

が、県土整備部長いかがでしょうか。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 川南町が計

画していました、県道高鍋美々津線への津波避

難誘導灯の設置につきましては、本県の道路専

用許可基準における、路面から灯具までの高

さ4.7メートル以上という条件を満たしておりま

せんでした。

しかしながら、津波避難誘導灯は、住民の生

命を守る公共性の高い施設であることを踏ま

え、基準の改正について検討したところであり

ます。

その結果、国や他県の基準を調査し、通行へ

の影響等を確認した上で、歩道部における灯具

の高さを、道路に関する法令で規定されており

ます2.5メートル以上とする改正を行ったところ

であります。

今後とも、道路専用許可に当たりましては、

適正かつ迅速な判断により、業務を遂行してま

いります。

○図師博規議員 すばらしい。今の夜間避難誘

導灯設置に関しては、川南町に限ったことでは

ありません。県道と関連するこのような整備に

関しては、今のような柔軟な対応は大変ありが

たいと思います。

それでは次に、先ほど知事答弁にもありまし

たが、木花の総合運動公園内に合計３万1,300人

を収容する避難所を５カ所整備する計画がある

とのことでしたが、特に陸上競技場に隣接する

保安林に盛り土をして、高さ９メートル、長

さ360メートル、幅35メートルの高台を整備し、

そこを避難所としても利用する計画となってい
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るようです。

この盛り土高台避難所を含む避難所総事業の

概要を説明してください。県土整備部長。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 総合運動公

園津波避難施設整備事業につきましては、南海

トラフ地震による津波に備え、新たな避難施設

を整備するもので、避難時の安全を第一に、ま

た、通常利用や経済性などさまざまな観点から

複数の設置場所や工法を検討した上で、計画し

ております。

今回の事業では、利用者の避難距離が500メー

トル以内となるように、サンマリンスタジアム

など４カ所に、計6,200人が収容できる避難デッ

キを、第１陸上競技場の東側に２万5,100人が収

容できる盛り土高台を１カ所、合計で３万1,300

人が収容できる５カ所の避難施設などを整備す

ることとし、事業期間は平成32年度までの２年

間を予定しております。

総事業費は、東九州自動車道の工事で発生す

る土の盛り土高台への活用状況により、約42億

円から62億円となります。

平成31年度は、18億4,000万円を計上してお

り、避難デッキ２カ所と盛り土高台の工事に着

手する予定であります。

○図師博規議員 盛り土高台の避難所だけで２

万5,100人を避難させる計画となっています。で

は、実際に南海トラフ地震が発生した場合、本

県沿岸地域への津波到達予想時間はどうなって

いるのでしょうか。

特に、今答弁していただいた総合運動公園周

辺へはどれくらいで津波が到達するのか、あわ

せて御答弁いただきたい。これは危機管理統括

監、お願いします。

○危機管理統括監（田中保通君） 県では、南

海トラフ沿いでマグニチュード９クラスの地震

が発生した場合の津波浸水開始時間や津波高な

どの想定を公表しておりますが、県内沿岸にお

ける津波浸水開始時間の最短値は、日南市で

約14分、ちなみに津波高の最大値は、串間市で

約17メートルとなっております。

また、県運動公園付近の津波浸水開始時間

は、地震発生後、約25分から30分と想定してお

ります。なお、浸水の深さは約２メートルか

ら10メートル未満、運動公園西側の地域にも沿

岸から最大約４キロメートル程度奥まで浸水す

ると想定しております。

○図師博規議員 今の御答弁ですと、津波が盛

り土高台に到達するまでに、地震が発生してか

ら25分から30分程度ということです。では、そ

の盛り土高台に避難してもらう２万5,100人が避

難完了するまでに要する時間は、何分かかると

シミュレーションされているのでしょうか。

本当に浸水時間内に盛り土高台に安全に避難

が完了するのかどうか。これは県土整備部長に

お伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 今回計画し

ております全ての避難施設につきましては、先

ほどお答えしましたとおり、利用者の方々の避

難距離が500メートル以内となるように配置して

おり、例えば、国の指針で歩行速度が毎秒0.91

メートルの車椅子を利用される方につきまして

は、500メートルを約19分で避難完了するとのシ

ミュレーションをしており、津波浸水開始時間

の25分以内で安全に避難していただけるよう計

画しております。

特に、盛り土高台につきましては、第１陸上

競技場の東側芝生スタンドと接続させるなど、

多くの利用者の方々が、斜面を利用してどこか

らでも登れる構造となるよう、検討していると

ころであります。
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さらには、避難誘導看板の設置や利用者への

事前周知、園内放送、避難誘導訓練の実施な

ど、日ごろからの備えを十分に行い、利用者の

方々が迅速かつ安全に避難していただけるよう

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 盛り土高台を整備するエリア

の避難対象者数は、２万7,400人となっていま

す。２万7,400人といえば宮崎市清武町の人口と

ほぼ同じ数ですが、その人数の大半である２

万5,100人が１カ所の高台避難所に移動し、その

全員が、一番時間がかかる方でも19分以内で避

難が完了するという答弁でした。

が、避難する方々の中には、高齢者や障がい

者、子供たちもたくさんいらっしゃると思いま

す。その方々が今のシミュレーションどおりに

毎秒91センチ程度移動できれば安全なんですよ

という説明を聞いて、「ああそうか、安全だ」

と納得する県民はどれほどいらっしゃるでしょ

うか。

知事は青島太平洋マラソンに出られるのでよ

くわかると思うんですが、集団が動き出すとき

に、先頭が動き出したからといって最後尾が同

時に動けるということはまずありません。１万

人程度が一斉にスタートするマラソン大会で

あっても、最後尾が500メートル進むには何分も

時間がかかりますよ。今の県土整備部長の御答

弁なり、私の見解を聞いていただいて、知事は

率直にどのような感想をお持ちですか。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな状況という

ものをシミュレーションしながら訓練を重ねる

などして、安全性を高める工夫にこれからも努

めてまいりたい、そのように考えております。

○図師博規議員 地震が発生して、一斉に冷静

に移動が行われた場合のシミュレーションが、

今の答弁です。実際に地震が発生した直後は、

けが人、病人、転倒者が続出するパニック状態

で、まず情報収集をして、どこにどのように避

難しなければならないか、その判断をする時間

も要します。

ましてや盛り土高台は、総合運動公園の南側

運動広場からは500メートル離れており、そ

の500メートルは海側に向かって避難をしなきゃ

いけない500メートル。つまり、迫りくる津波に

向かって500メートル移動を冷静にできるものな

のでしょうか。私は、そこに非常に疑問を持っ

ております。

今、知事も言われましたが、避難誘導訓練も

もちろんしていただきたい。それも、シミュ

レーションどおりに本当に避難できるものなの

か、かなりの数は要すると思いますが、できる

限りリアルな実証実験をまずやっていただけれ

ばと思います。

次に行きます。

国体はもちろんのこと、中体連や高校総体な

どの運営主体となる陸上競技連盟を含む関係団

体は、木花に新たな陸上競技場の設備を求めて

きましたが、協議はずっと平行線のままでし

た。

しかし、ここに来て、山之口に新陸上競技場

を整備建設することに加え、木花の陸上競技場

も再整備をすることで折り合いがついたとのマ

スコミ報道がありました。

関係団体とどのような協議経過を経て、その

折り合い、合意に至ったのか。これは総合政策

部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 陸上競技場に

つきましては、昨年11月に、陸上とラグビーの

２つの競技団体から、県総合運動公園に新設し

てほしいとの要望があったことを受けまして、

サッカーと障がい者スポーツ協会を加えた４つ
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の競技団体と意見交換を重ねてきたところであ

ります。

各団体からは、県総合運動公園は、スポーツ

ランドを支える基盤であり、活用していくべき

だとの意見や、都城市山之口町での基本計画案

では、公園内の段差など課題が多いといった意

見をいただきました。

これに対しまして、私ども県からは、整備地

選定の考え方や検討の経緯を丁寧に繰り返し御

説明するとともに、県総合運動公園につきまし

ても、津波対策や必要な改修等を行い、今後も

活用していくこと、また、基本計画案を一部見

直し、公園内の段差をできる限り解消する方向

で検討していくこと、さらに、その他の課題に

つきましても、競技団体の意見も伺いながら検

討を進めていく考えであることなどを、お伝え

してきたところでございます。

この協議の結果、各競技団体ともそれぞれの

立場はあると思いますが、新たな陸上競技場の

整備につきましては、これまでの方針に沿って

取り組んでいくこととなったところでございま

す。

○図師博規議員 今後も関係団体との協議は続

けられていくことになると思いますが、これま

でも、それら団体から整備要求をされてきまし

た、木花の陸上競技場の観客席の増設や夜間照

明施設や電光掲示板の設置、さらには室内練習

トラックの拡張などの整備に関しては、どの程

度対応されていく考えがおありなのか、総合政

策部長にもう一度お伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 現在の県総合

運動公園の陸上競技場につきましては、各競技

団体からは、競技会の運営に必要な部屋数の不

足や老朽化のほか、記録・通信用ケーブルの通

信障害など、競技会の開催や運営等に支障が生

じており、改善してほしいとの御意見を伺って

おります。

県総合運動公園は、多くのスポーツ施設が集

積し、東京オリパラの事前合宿やプロチームの

キャンプで利用されるなど、国内外からも高く

評価されておりまして、スポーツランドみやざ

きの拠点として引き続き活用していく上から

も、津波避難対策を講じるとともに、改修も行

う必要があるものと考えております。

なお、具体的な内容につきましては、競技団

体の御意見もお伺いしながら、今後、検討を進

めていくこととしております。

○図師博規議員 最大限、関係団体の意見に沿

うような整備ができることを期待しておりま

す。

続きまして、県は２つの陸上競技場を整備

し、そこにかかる多額の建設費と毎年毎年の維

持費の負担を県民に強いることになります。そ

れであれば、県民の福祉向上につながるような

利活用をしていく必要があります。

しかし、単純に考えて、人口減少と少子化の

進展の中、同じ施設を２つつくれば、維持費は

２倍、稼働率は２分の１になってしまいます。

そのため、県外からよほど多くの利用者を呼び

込まない限り、稼働率は上がることはありませ

んが、合宿や大会などで来県している県外の高

校・大学・社会人チームは、パブリックコメン

トなどで、山之口にできる陸上競技場使用には

難色を示しております。

県外の競技者を誘致していくことは、今後、

かなり困難が予想されますが、この２つの陸上

競技場をどう利活用し、稼働率を上げていく計

画が、現時点であるのか、総合政策部長にお伺

いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 現在の県総合
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運動公園の陸上競技場でございますけれども、

これは年間を通して、毎週末にさまざまな行事

等で利用されておりまして、調整が難しい状況

も出てきております。中には、希望どおりの日

程が確保できず、大会が実施できない、あるい

は、平日での大会実施を余儀なくされるなど、

かなり過密な利用状態となっているのが現状で

ございます。

特に春季キャンプの時期は、県内外からの利

用希望に十分応えることが難しい状況にありま

すことから、２つの陸上競技場を持つことで、

県内外の大会開催や合宿誘致等の受け皿がふえ

まして、これまでの過密な利用状態の解消も図

られるものと考えているところでございます。

また、競技会や合宿だけでなく、さまざまな

イベントへの活用も考えられますので、２つの

陸上競技場の役割分担を含め、地元市や競技団

体とも連携しながら、その利活用について検討

してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 それでは、今後、維持費等が

増額するということを念頭に置きつつ、次の質

問に移ります。

昨年夏の全国高校野球甲子園大会の宮崎県代

表は日南学園、冬の花園ラグビー全国大会出場

は高鍋高校、春の高校バレー全国大会は、男子

は都城工業、女子は延岡学園。そして春の選抜

高校野球には、先日、知事が表敬訪問を受けた

日章学園が出場いたします。

どの競技も、どの高校も、本県を代表して県

民の期待を背負って戦います。一つの勝利が、

多くの県民に勇気と感動を届けてくれます。

知事の公約にもあるとおり、甲子園で優勝が

実現するならば、すさまじく宮崎が盛り上がる

ことは間違いありません。しかし、全国大会に

出場し、勝ち進むことにより、経費も大きくな

るという現実があります。

本県代表として、全国大会出場校がどれほど

の経済的負担をしているのか、県は把握してい

らっしゃるでしょうか。これは教育長に伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 高校生が本県代表と

して全国大会に出場するに当たりましては、各

学校ごとに派遣規定が定められておりまして、

例えば、「派遣対象者は登録選手のみとする」

「移動は最も経済的な経路・方法によるものと

する」などの規定に基づき、生徒の所属する学

校が、交通費や宿泊費を支給しております。

また、県も、全国高等学校総合体育大会等の

出場の際、県高等学校体育連盟を通じて、各学

校に対し一定額の派遣補助を行っております。

ただし、登録選手以外の旅費、規定を超えた

交通費や宿泊費などについては、保護者等が寄

附を募るなどして費用を補っているといった実

態もあると認識をしております。

○図師博規議員 派遣規定の説明はありました

が、では、具体的にどれだけの負担がかかって

いるのか、高鍋高校ラグビー部の内容を例に挙

げて説明します。

８年連続で花園に出場している高鍋高校ラグ

ビー部ですが、全国大会出場に際して、学校側

から派遣費補助として支出されている額は、209

万8,000円余です。が、実際にかかる費用は、選

手、控え選手、マネジャー、コーチなどの遠征

費や事務局費などを合わせると、1,724万8,000

円余かかっております。何と、その差額は1,500

万円にもなります。この差額を埋めるために、

保護者やラグビー部ＯＢが中心となって、寄附

を集めなければなりません。

ちなみに今回、高鍋高校ラグビー部の保護者

の方々の寄附金集めの目標額は、１人12万円で
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す。12万円は、なかなか簡単に寄附を集められ

る額ではないと思います。

これは高鍋高校ラグビー部に限ったことでは

なく、先ほど紹介したどのチームにも当てはま

る実情で、全国大会出場のみならず、合宿や練

習試合で県外に行く際には、その都度、負担金

を徴収している学校もあります。

このままでは、余りにも保護者の負担が大き

過ぎます。明らかに学校が拠出している派遣費

補助が少な過ぎます。対応を検討すべきと考え

ますが、知事の見解をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、全国

大会における本県代表の活躍というものが、県

民の皆様に大きな希望や感動、そしてふるさと

宮崎に対する自信と誇りを与える。スポーツの

持つ力と可能性を改めて実感するところであり

ます。

本県においては、７年後に２巡目国体を控え

ておりますことから、昨年７月に策定しました

競技力向上基本計画の中で、高校生などの少年

競技力の向上を重要な柱の一つとして位置づけ

ているところであります。

御質問のとおり、ラグビー、それからそれ以

外の競技におきましても、全国大会への出場に

際して、関係の方々からさまざまな支援をして

いただいている例があるとお聞きしておるとこ

ろであります。私自身も、少年サッカーではあ

りますが、自分の子供が全国大会に出場した際

に、さまざまな形での寄附なりを募った、その

ような経験をしたところであります。

県といたしましても、全国大会出場校に対し

て、一定額の補助を行っているところでありま

すが、今後とも、強化指定校や県選抜チームへ

の補助などを含め、総合的な視点に立って、効

果的な支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○図師博規議員 今答弁にありました８年後国

体、そして同時開催される全国障がい者スポー

ツ大会は、やはり通過点なんですね。その通過

点を選手として通過できるのは、今の小学生、

中学生、高校生、そして特別支援学校の生徒た

ちです。その子供たちが、保護者の負担を気に

することなく打ち込める環境を整えるべきで

す。宮崎の未来を背負う若者に、そして県民に

血が通うソフト事業の予算増額を期待します。

では続いて、次の質問にまいります。外国人

の就労拡大政策と人口対策について伺います。

外国人労働者の現状としては、人手不足を補

う安価な人材として、期間労働的就労が中心で

はありますが、人口減少が深刻化している地方

自治体ほど、継続更新可能な在留資格を持った

外国人を活用した生産性の向上や、外国人を地

域の基幹人材として育成する時代へと移り変わ

ろうとしています。

そこでまず、本県で就労している外国人の

方々が、どのような制度やどのような在留資格

を持って就労しているのか、その総数と伸び率

がどうなっているのか、説明を求めます。商工

観光労働部長、お願いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 宮崎労働

局によりますと、平成30年10月末現在の本県の

外国人労働者の主な在留資格及び人数は、「技

能実習」が2,800人、留学などの「資格外活動」

が481人、永住者などの「身分に基づく在留資

格」が461人、「専門的・技術的分野」が375人

となっております。

また、県内の外国人労働者数は、５年前の26

年10月末時点の1,88 5人と比較して、30年

は4,144人と、約2.2倍に増加しております。

○図師博規議員 本県も、ここ４～５年で２倍
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以上の伸び率となっているということですが、

都道府県別の外国人数の増加データがありまし

て、これを見ますと、本県以上に熊本県、鹿児

島県、北海道、島根県、沖縄県などがふえてお

り、軒並み、地方の自治体ほど大きな伸び率と

なっております。

先ほど答弁にもありました、技能実習制度に

よる外国人労働者は、法改正が行われたとして

も一定期間で帰国されますが、社会・経済・文

化などの分野で日本への貢献があると認められ

る外国人は、大学教授や医師、スポーツ指導者

など高度専門職の外国人で、これらの方々は、

一定条件を満たせば永住資格を得ることができ

ます。

これからは、外国人を期間労働者として捉え

るのではなく、海外からのＩターン、または国

内からのＵターン、Ｊターンの移住対象者とし

て誘致すべきであります。

知事も、ここ４年で取り組む政策の一つに、

移住・ＵＩＪターンの取り組みを強化し、あわ

せて外国人の受け入れ拡大に対応する仕組みづ

くりや環境整備に努めると明言されています。

その外国人の就労と移住に関してスムーズに

アプローチできるのが、日本に興味を持ち、日

本語を学び、専門性の高い職種への就職が可能

な外国からの留学生です。

では、現在、県内の留学生の県内就職につな

がるように、県としてどのようなアプローチを

されているのでしょうか、商工観光労働部長。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 法務省の

統計データによりますと、平成29年に県内に就

職した外国人留学生の数は11人でありまして、

他県に比べて低い水準でありますことから、外

国人留学生の県内就職につきましては、外国人

留学生に県内企業を知ってもらうことや、県内

企業に外国人留学生を採用するメリットを理解

してもらうこと、また中小企業における在留資

格の変更手続きの支援など、さまざまなアプ

ローチが必要であると考えております。

そのため、県では現在、高度な知識や専門性

を有する外国人留学生の県内企業への就職を促

進するため、外国人留学生及び県内企業向けセ

ミナーや交流会などを実施しているところであ

りますけれども、今後、関係機関と連携して、

外国人留学生に対する企業情報の提供やマッチ

ング支援などにも取り組んでまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 宮崎大学の留学生担当の方と

お話ししたんですが、留学生にとって宮崎はす

ごく好まれる地域のようです。それはなぜかと

いうと、家賃が安い、生活費が安くて済む。し

かし、これが就職となるとまた別問題で、やは

り給料がいい都会を望まれる。だからこそ、今

の留学生に丁寧に、きめ細やかに、今、部長が

答弁されたようなアプローチをさらに充実させ

ていただきたいと思います。

どの分野も今、人手不足ではありますが、特

に福祉・介護の分野は、今後さらに困難をきわ

めていきます。

そこで、特別委員会で静岡県に行き、外国人

介護人材育成・確保策について調査をしてきま

した。

静岡県では、「外国人介護福祉士候補者受入

施設学習支援事業」や「外国人介護職員教育マ

ネジメント支援事業」など、つまり、外国人の

方々とそれを受け入れる施設側、両方にアプ

ローチをして、その外国人材の方々に静岡県に

住んでもらう事業展開をして、成果を上げられ

てきております。

では、本県におきまして、外国人の介護人材
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確保のためにどのような事業展開をされている

のか、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） 外国人介護

人材の受け入れにつきましては、これまで、老

人福祉サービス協議会など関係団体との意見交

換や事業所への実態調査を行いながら、就労の

状況や受け入れに係る課題の把握に努めてきた

ところであります。

また、介護福祉士の資格取得を目指し養成施

設で学ぶ学生向けの修学資金について、今年

度、初めて外国人留学生５人にも貸し付けを行

い、その就業を支援しているところでありま

す。

県としましては、国内人材の確保対策とあわ

せ、外国人介護人材を必要とする事業所が円滑

に受け入れができますように、情報提供や受け

入れ体制の整備など、引き続き、現場の声を聞

きながら、必要な支援策等を講じてまいりたい

と考えております。

○図師博規議員 私のところには、施設の経営

者の方から、とにかく人材が足りない、外国人

を雇用しようにも、そのすべがない、人脈がな

い、もちろん国の制度はあるものの、それがま

だ未確定な部分が多い、ぜひ行政、県が間に

入ってくれないかという声は、たくさん届いて

おります。私もその橋渡しの一役を担えればと

動いております。

私が参加している勉強会で、筑波大学の教授

がこのようにおっしゃっています。「外国人の

住民誘致の意思を持ち、明確に歓迎するメッ

セージを打ち出している自治体は、一部を除き

ほとんどない。まさにブルーオーシャンだ」

と。ブルーオーシャンとは、競争相手のいない

領域のこと。逆に、ブルーオーシャンに対し

レッドオーシャンとは、血を血で洗うような激

しい領域のこと。

外国人の住民誘致はブルーオーシャンとはい

え、既に佐賀県では、県が外国人を対象にした

「ヒューマンアカデミー日本語学校」を誘致

し、県内就職をさらに進めていたり、熊本県で

は、商工観光労働部内に「熊本県外国人材受入

支援センター」を設置し、技能実習制度を初め

とした外国人受け入れに関する相談窓口を設置

して、そこのワンストップ化を実現しているん

ですね。さらに、そこで各種セミナー等を開

き、県外からの外国人もそのセミナーに参加

し、熊本就職につながっていると。このよう

に、本県も動くべきです。

まずは、県庁組織内に専門部署を設置すべき

と考えますが、現在の外国人への対応状況と今

後の展望について、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、少子

高齢化・人口減少が進行する中で、産業人材の

育成・確保が喫緊の課題であります。本県にお

きましても、今回の新たな外国人材の受け入れ

拡大につきまして、的確に対応していく必要が

あると考えております。

そのため県では、さまざまな政策課題に対応

した庁内の部局横断的な推進体制がございます

が、このテーマに関連しました産業連携推進本

部とグローバル戦略推進本部におきまして、外

国人材の受け入れ・共生支援につきまして、具

体的な取り組みの検討を行い、全庁的に推進し

ていくこととしたところであります。

また、外国人住民の地域社会への受け入れに

は、住民に身近な市町村の役割も重要でありま

すことから、先般、県と市町村との連絡協議会

を立ち上げて、情報共有や連携した取り組みの

推進を図ることとしておるところであります。

外国人材の確保や円滑な受け入れ・共生を図
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るためには、御指摘のワンストップセンターを

初め―これも重要であります―庁内はもと

より、国や市町村、関係団体等と連携して、

しっかりと取り組む体制を築き、適切に対応し

てまいります。

○図師博規議員 外国人の方々を地域の基幹人

材として捉えていくという視点、これを市町村

と共有して事業展開を図っていただければと思

います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

（拍手）

○ 原正三議長 次は、岩切達哉議員。

○岩切達哉議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、社会民主党の岩切達哉でございます。多く

の方に傍聴に来ていただき、感謝を申し上げた

いと思います。

早速でございますけれども、壇上から、３点

について質問いたします。多くの質問者とかぶ

るところはございますけれども、御容赦をいた

だきたいと思います。

知事は本議会冒頭に、県政運営の基本姿勢と

して、人口減少問題に徹底して取り組むとさ

れ、その中で、外国人の受け入れ拡大に対応す

る仕組みづくり、環境整備に努めるとおっしゃ

いました。その外国人労働者を受け入れる「体

制づくり」について伺います。

11月定例議会で、我が会派渡辺議員の質問に

知事は、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取り組むこ

とで、外国人住民が地域社会の中で安心して暮

らせる環境整備をしていく旨の答弁をなされま

した。

私は、外国人労働者は人であり、人として大

事にされる必要があるという当たり前のことを

認識しながら、地域や職場において起こり得る

課題に対応し、生身の人間の生活を支え、命と

健康、安全安心を保持する役割が自治体にあ

る、このように考えておるところであります。

知事の答弁では、対策の充実を国に求めると

しておるところもありますけれども、現在も、

国は詳細を決定できていない、そのように感じ

ております。県としては、できる準備を先んじ

て行うことが必要であると考えます。知事は、

どのような準備をしていこうとされているの

か、具体的なところをお聞かせください。

２点目であります。子供の貧困対策について

伺います。

子供の貧困対策は、相対的貧困率16.3％とい

う極めて高い数字、６人に一人とか７人に一人

とかの高い数字の発表があって、平成25年には

子どもの貧困対策推進法の施行や、４年前には

宮崎県子どもの貧困対策推進計画の策定をして

きた、そのような経過がございます。宮崎県子

どもの貧困対策推進計画は、来年度までを期間

とした計画で、計画の見直しがなされるものと

思います。

この間、地域では、民間の実践者の方々が、

子ども食堂の展開、食料配布・フードバンク事

業や、無料または低額の学習支援を行うこと、

さらには、社会的養護環境下の児童が大学等に

進学する際の費用支援のための基金設置などに

取り組んでいただきました。本当にありがたい

ことだと思います。

あちこちで広がる支援の輪でありますが、公

の責任として、もともとの貧困の原因を解決し

ていくことこそが必要であって、どうしても間

に合わない部分に、食事の提供がなされたり、

物品が配布されたり補完的に行われることが大
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事ではないか、そのような問題意識を持ちま

す。

子ども食堂に、多くの企業や個人から食材が

提供されるようになったことも、感謝しており

ます。このような実践者の善意、協力者の善意

に頼っていくことだけが、貧困対策ということ

にはならないと考えます。

県も、それらの実践者の皆さんとの意見交換

などを踏まえ、必要な支援を行っておられます

し、施設退所児童のアフターケアセンターな

ど、県としての御奮闘をいただいてきました。

福祉保健部長にお尋ねいたしますけれども、

民間・個人の良心に頼る貧困対策、これでいい

のか、公の責任はどう発揮されていくのか、こ

れからの貧困対策について、その考えをお聞か

せいただきたいと思います。

３点目でございます。特別支援学校の寄宿舎

について伺います。

障がいの状況によっては県内に１つまたは２

つしかない特別支援学校でありますので、県内

各地からその学校に通うために、県内には５カ

所の支援学校に寄宿舎が設置されていまして、

伺ったところ、107人の児童生徒が利用されてい

ると聞きました。うち４カ所は歴史も深く、い

わゆる老朽化という課題を抱えています。

私は、この寄宿舎を児童たちの生活の場と捉

えます。社会的養護のことでいえば、児童養護

施設、里親の家庭とか、障害児施設も含みます

が、それらと共通する、「親のもとを離れて生

活する場」であるということに注目をしており

ます。

そこで、教育長に伺いますが、特別支援学校

併設の寄宿舎の現状をどう認識しておられます

でしょうか。率直にお聞かせいただきたいと思

います。

以上を壇上の質問として、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。外国人の受け入れについてであります。

外国人の受け入れに当たりましては、労働・

生活の両面における支援体制の整備・充実が必

要であると考えております。

まず、労働面からは、適正な労働環境を確保

するため、外国人労働者に、その権利を保護す

る制度の周知と、外国人を雇用する事業主など

への法令遵守の働きかけに合わせて、雇用に関

するさまざまな相談に対応できる体制の整備が

必要であると考えております。

また、生活面につきましては、医療や福祉・

教育、防災など、行政や生活全般にかかわる情

報の提供や相談対応を、多言語で一元的に行う

多文化共生総合相談ワンストップセンターの整

備を初めとする、外国人を地域社会に円滑に受

け入れるための取り組みが必要であると考えて

おります。

これらの課題に対応するため、「宮崎県外国

人材受入れ・共生連絡協議会」を立ち上げたと

ころでありまして、県と市町村、関係機関等が

一体となって、課題解決に向けた検討、取り組

み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〕

○福祉保健部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

答えします。子供の貧困対策についてでありま

す。

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」で

は、地方公共団体は地域の状況に応じた施策を

策定し、実施する責任を有することとされてお

ります。

このため県では、平成28年３月に「子どもの

貧困対策推進計画」を策定し、生活・就労・教
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育などの支援の施策の柱として、現在まで子供

の貧困対策に、先導的に取り組んできたところ

であります。

具体的には、生活保護などの公的扶助や医療

費の助成などに加え、子供の貧困対策に取り組

む民間団体への支援も行っているところであり

ます。

県としましては、今後とも、子供の貧困対策

の先導役の役割を果たしつつ、県民や民間団

体、市町村と連携・協力のもと、施策を推進し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○教育長（四本 孝君）〔登壇〕 お答えしま

す。特別支援学校の寄宿舎の現状についてであ

ります。

特別支援学校の寄宿舎につきましては、家庭

と同じように安全で快適な場所であることが望

ましいと考えております。

そのため、建設からの年数がかなり経過して

いる施設に対しまして、外壁改修や屋根防水工

事など、老朽化対策を優先的に進めてきている

ところであります。

県教育委員会といたしましては、子供が生活

する場として、寄宿舎を含めた学校施設におけ

る教育環境整備の充実に引き続き努めてまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

○岩切達哉議員 それぞれありがとうございま

した。まずは、外国人労働者を受け入れる体制

づくりについて、重ねて質問させていただきま

す。

最初に、日本語教育体制について教育長に伺

います。

11月議会では、県内に47名の児童が小中学校

に在籍しておって、さまざまな言語に対応して

いるということでございました。

日本語教育を行うには、さまざまな言語に対

応する日本語指導支援員の不足、また宗教や文

化、慣習の違いといった多様性への対応の難し

さが課題だとお答えになっておられますけれど

も、新年度以降、どのような対策を講じること

としたのかをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○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、平成30年11月現在で８市町に47名在籍

しており、ここ２年間で約1.5倍にふえておりま

す。

県教育委員会では、これらの児童生徒に対し

て、日本語指導を行う支援員を26名配置し、学

習支援などを行い、不安の軽減を図っていると

ころであります。

今後は、予想されている児童生徒の増加と、

それに伴う言語の多様化に対応することが大切

であると考えております。

そのため、県教育委員会といたしましては、

市町村教育委員会と連携しながら、支援員数の

確保に努めていくとともに、ＩＣＴを活用した

多言語翻訳システムの導入について検討するな

ど、さらにきめ細かな指導ができるように、準

備を進めてまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 ＩＣＴなどを使っての支援と

いうことでございました。現実に、つい先日の

メディアの新聞に、学校に通えていない、外国

から来た子供たちの問題が取り上げられており

ました。ぜひそういうことが発生しないよう

に、準備を整えていただきたいと思います。

次いで、地域における多言語対応について、

商工観光労働部長に伺いたいと思います。

訪日外国人に対する対応は、充実させていく

ということが計画されておりますし、また実行
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されております。バス停にローマ字表記等がつ

くられていることをよく見ます。

それらの努力は、当然、労働に来られ居住す

る皆さんにも効果を発揮すると思われます。町

なかにおいて、外国人に、ちょっとしたお店の

案内、または道を教えるなど、そのような日常

的なかかわりができる人をふやすことが必要と

思いますけれども、どのようにされていくかお

聞かせいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 外国人の

受け入れ拡大や、ことしから始まるゴールデン

・スポーツイヤーズの到来により、本県でも、

外国人住民や観光客の方が増加し、県民の方々

が外国人と接する機会が、これまで以上にふえ

ていくことが見込まれております。

このため県では、今年度、県国際交流協会に

委託をしまして、本県を訪れる外国人等に対し

ての簡単な挨拶を初め、公共交通機関の使い方

や、県内の観光地・食といった魅力を多言語で

紹介できるマニュアルを作成しているところで

あります。

また、国際交流協会では、県民の方々が、気

軽に英語、中国語、韓国語で日常会話を楽しめ

る場（国際ふれあいチャット）を開催しており

まして、県としましても、県国際交流員をこの

場に派遣するなどの協力をいたしているところ

であります。

○岩切達哉議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。在留者に対する国際交流窓口の設置につ

いて、知事答弁の中に、総合相談ワンストップ

センターを設置するということが、今ございま

した。代表質問の中でもそのように伺ったとこ

ろであります。

私は、そのセンターは目立つ場所にあってほ

しい。こことわかる場所であって、気楽に立ち

寄れる場所、そういう雰囲気づくりが必要で、

なおかつ、我々市民の側にも、「あそこにそう

いう窓口がある」としっかり認識されるような

場所であることが必要だと、このように思いま

す。

現在、国際交流の窓口は、国際プラザという

場所がありますけれども、その場所は大変わか

りづらいようであります。ぜひ、この時期に応

じて、目立つ場所に、駆け込むことができるよ

うなそういう場所に、中心市街地の真ん中に設

置してほしいと思うのですが、商工観光労働部

長のお考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 国際プラ

ザは、県民と外国人の交流の場として、県国際

交流協会が設置しているものであります。

現在、お話にありましたように、宮崎市中心

部の商業ビルの９階にありまして、利用者から

は場所がわかりにくいといった意見もあること

から、協会としましても、広報誌やホームペー

ジ、ＳＮＳなどを通じて、設置場所の周知を

図っていると伺っております。

県としましても、この国際プラザで、外国人

住民からの生活相談などを行っております。こ

のことから、このプラザは、利用しやすく、わ

かりやすい場所が望ましいとは考えております

けれども、現時点では、協会とともに、設置場

所の周知も含め、国際プラザの一層のＰＲに努

めているところでございます。

○岩切達哉議員 さらに、総合相談ワンストッ

プセンターについては、労働のために来られた

皆さんが、実際の労働条件や、生活上の不安、

不満と感じることを相談できる場所であってほ

しいし、そのような機能も持たせる必要がある

と思いますが、引き続き商工観光労働部長のお

考えをお聞かせください。
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○商工観光労働部長（井手義哉君） 総合相談

ワンストップセンターにおきましては、今お話

にありましたように、生活の面のみならず、労

働の面からの御相談もあろうかと存じておりま

す。今後、その場所、機能について検討を、関

係機関等と一体となって行っていく予定であり

ますけれども、いずれにしましても、利用され

る方の利便性とわかりやすさ、どこにあるかと

いうわかりやすさも含めて、適切な場所を考え

てまいりたいと思っております。

○岩切達哉議員 少し、外国人の方の対応とい

うことで、宮崎県がどういう準備ができている

か、そういう視点で、今度は医療に関する場面

でございますけれども、医療を要する場面での

通訳―現実に労働のために入国しておられれ

ば、病気になったり、けがをすることもある、

または事故に巻き込まれることもあろうかと思

います。

このような医療場面での通訳があれば、的確

な治療を受けられると思うのですけれども、現

在の医療分野での通訳はどのような体制であっ

て、これからどうされるお考えか、福祉保健部

長に伺って、重ねて、県立病院の現場の実情を

病院局長にお聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 本県の医療

現場での通訳の全体の状況につきましては、把

握できておりませんが、一部の医療機関では、

外国語を話せる職員やスマホアプリの活用等、

個別に対応されている状況であると伺っており

ます。

今後、国が総合対策に取り組むこととされて

おりますので、その動向を踏まえながら、例え

ば、医療機関における多言語対応のための環境

整備や、外国人患者の受け入れに対応できる人

材を育成するための研修会の開催など、対策に

取り組んでまいりたいと考えております。

○病院局長（桑山秀彦君） 県立病院におきま

しては、外国人が来院された際には、医師など

外国語の話せる職員による対応やスマホアプリ

の活用のほか、家族など通訳ができる方に同行

をお願いするなどの方法によりまして、意思疎

通を図っているところであります。

今後、外国人労働者が増加することによりま

して、そうした方々に対する医療需要の増加や

多言語による対応等が見込まれますので、今後

とも十分な医療が提供できますよう、国の動向

等も踏まえながら、適切に対応してまいりたい

と考えております。

○岩切達哉議員 11月議会でこのことが知事か

ら答弁されて、約数カ月でどのような進展が

あったかということも含めて、お伺いをしたい

というふうに思いました。業界からも、外国人

材の受け入れをしていきたい、そういう要望が

あるんだというお話もあったところでありま

す。

外国人住民が地域社会の中で安心して暮らせ

る、そういう環境整備の実情、対策の結果が、

宮崎県の魅力になっていく。先ほど図師議員も

おっしゃっておりましたけれども、他県に先ん

じて準備をし、受け入れていくことを訴えてい

く。宮崎は働きやすい、安心だということが外

国人労働者の口コミで広がっていく、それほど

のものになっていかないと、外国人人材が都市

部に流れていく。そのことを大変心配しており

ます。賃金単価で勝負ということには、なかな

かならない。そのようにも思うところでありま

す。

臨時国会では、この問題を議論する際に、実

習生に対する人権侵害、そのほかの多数の問題

が指摘をされておりますけれども、そのことの
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解決等は当然として、宮崎県をこの皆さんに選

んでいただいて、それぞれの人手不足に悩んで

いる産業界を潤していくため、宮崎県が外国の

皆さんに選ばれる県になるために、何をするべ

きか、改めて知事のお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） いわゆる入管法の改正

に伴いまして、新たな在留資格であります「特

定技能」は、資格を取得した産業分野の範囲内

で、働く場所をみずからの意思で選べるように

なるわけであります。

したがいまして、これによって、今御指摘が

ありましたように、外国人労働者が、より高い

収入を得られる都市部に集中し、地方で人材が

確保できないのではないかという懸念が言われ

ておるところであります。

このような中で、外国人労働者から選ばれる

県になるためには、賃金等の労働条件のみなら

ず、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って、対等な関係でとも

に生きていく「多文化共生社会づくり」への取

り組みが、重要になると考えております。

このため、県としましては、雇用する側はも

とより、県民への意識啓発や、外国人住民の生

活支援、地域社会への参加促進などに、なお一

層努めてまいりたいと考えております。また、

本県の温暖な気候や、全国トップクラスの生活

環境、温かな県民性など、宮崎のすぐれた環境

というものを外国人にも広くアピールしなが

ら、外国人材の確保、または受け入れ・共生に

向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

○岩切達哉議員 今の知事の御答弁にありまし

た最後の部分、日本一住みよい県、そういうふ

うに自負しているところであります。そういっ

た中に、外国の方々がピンポイントに宮崎県を

選んでいただく、そういうことが実現できるよ

うに、それぞれの部局で御準備方いただきた

い。それも極めてスピーディーにやっていただ

きたい。１年かけてやりましたでは、もう結果

が出ているというふうに思いますので、この

春、そして夏が来る前には一定の体制が全て整

う、それぐらいの迅速さを持ってやっていただ

きたい。重ねて要望申し上げておきたいと思い

ます。

次に、貧困対策について、福祉保健部長に重

ねて質問させていただきたいと思います。

答弁の中で、貧困対策の先導役を務めると、

力強い御答弁をいただきました。その公の責任

をしっかり踏まえていく上で、子ども食堂や食

料配布などの事業継続についてでございますけ

れども、実際に尽力いただいている方々の病気

やけが、また、そのサービスを集団で行ってい

る場合なら、そのメンバーの確保などの問題

で、いろいろと事情があると伺っております。

資金的な問題ばかりではない、というふうに聞

いております。こういう民間の皆さんの取り組

みをどう支えていくのか、お考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県におきま

しては、これまで子ども食堂や学習支援などに

取り組む民間団体と意見交換を重ねておりまし

て、その中で、人材育成、取り組みの周知等が

課題として挙げられたところでございます。

このため、今年度、子供の貧困対策に取り組

む人材を育成するための研修を県内３カ所で開

催するとともに、出前講座や啓発イベントの実

施により、子供の貧困対策に御協力いただける

人材の掘り起しにも努めているところでありま

す。
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また、食材提供等により、子ども食堂の支援

を行う意向のある企業と民間団体とのマッチン

グにも取り組んでおります。

今後とも、支援に取り組む民間団体の御意見

も伺いながら、その取り組みをしっかりと支え

てまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 もう一つ、無料低額学習支援

組織―無料または低額で学習を支援している

皆さんなんですけれども、例えば退職された教

員の方が、65歳ぐらいからそこに参加をする。

５年もすれば70歳になって、体力とかいろんな

意味でなかなか続けられない、そういう活動の

継承が課題になっている、そういうふうな話を

聞いております。

そこで、大学生の力を借りることなどができ

るように―資金の支援なども一つのアイデア

と思いますけれども―これは実は生活困窮者

自立支援制度のメニューにもあるというふうに

聞いておりますが、そのような姿勢で行われる

もの、また別途の学習支援に対する制度等もあ

ると思いますけれども、実情と、県のお考えを

お聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県内学習支

援に取り組む団体は、ボランティアで運営され

ているところも多く、また、高齢化も進んでお

りますことから、資金面や人材確保において課

題があると伺っております。

このため、県におきましては、現在、生活困

窮世帯やひとり親世帯等の子供に学習支援を行

う団体に対して、運営費の補助を行っていると

ころでございます。

また、人材の確保につきましては、出前講座

や啓発イベントなどにより、県民の皆様に子供

の貧困対策に対する周知を行っているところで

ございます。

今後とも、これらの取り組みを継続するとと

もに、子供の貧困対策に取り組む団体で構成さ

れております「みやざき子ども未来ネットワー

ク」の学習支援部会において、情報提供や助言

を行うなど、活動の支援を行ってまいりたいと

考えております。

○岩切達哉議員 学習支援部会という皆さんの

活動支援の強化、こういうことに期待をしてい

きたいと思います。

次に、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度につ

いて伺いたいと思います。

子供が高等学校などに行くための費用、修学

資金借り入れ手続に対して、今でも親以外の保

証人を求める福祉事務所があるという状況が続

いております。

これは子供の修学を目的にした貸付制度でご

ざいまして、子供が借受人となって親が連帯保

証人になれば十分というふうに認識しておりま

す。内閣府の男女共同参画局のホームページで

は、親に貸し付ける場合、児童を連帯借受人と

する以外の「連帯保証人は不要」と明記されて

おります。厚生労働省でも、貸し付け条件の緩

和ということで、連帯保証人不要と明示をして

いらっしゃいます。

県内では、連帯保証人を求めて、それも３親

等以内の者をつけてくださいなどという福祉事

務所があると伺っております。

この資金貸し付けは、生活に困窮することが

多い、ひとり親支援のためのものであると考え

ますが、こういった実態で、その資金は役割を

果たせているのか、部長の御見解を伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 母子父子寡

婦福祉資金には、12種類の貸し付けメニューが

ありますが、このうち、子供の修学に関するも
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のとしましては、修学資金と就学支度資金があ

ります。

この２つの資金の平成29年度の貸付状況を見

ますと、全体の貸付額の８割以上を占めてお

り、この資金が子供の貧困対策に果たしている

役割は、大きいものがあると考えております。

このため、県としましては、今後とも、この

資金がひとり親家庭等の自立支援のために活用

されますよう、周知に努めますとともに、資金

を必要とするひとり親家庭等にとって、より利

用しやすいものとなりますよう、制度のあり方

についても研究してまいりたいと考えておりま

す。

○岩切達哉議員 この資金が、しっかりとひと

り親世帯のためになるように、県なりそのほか

の市、福祉事務所を持つ自治体が、何がしかの

特別なルールをつくることがないように研究し

てほしいなと、このように感じているところで

あります。よろしくお願いします。

続いて、３点目の特別支援教育のことについ

て伺います。

寄宿舎に対する思いを教育長から伺いまし

た。寄宿舎老朽化ということで、いろいろと工

事をしていただいているということでございま

すけれども、その場を利用する特別支援学校の

児童生徒数、また、その前段にあります特別支

援学級の児童生徒数はふえているという認識な

んですけれども、10年前との比較を教えていた

だきたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 本県の公立小中学校

の特別支援学級に在籍している児童生徒数は、

本年度2,443人でありまして、10年前と比較しま

すと、1,458人増の約2.5倍となっております。

また、特別支援学校に在籍している児童生徒

数は、本年度1,385人であり、10年前と比較いた

しますと、196人増の約1.2倍となっているとこ

ろであります。

○岩切達哉議員 対象児童生徒増加、少子化と

言われる中で、現実には増加している。これが

現実であろうと思います。これに対する体制整

備でありますけれども、この間、特別支援学校

の教室不足などが話題となって、これについ

て、教育長のもと解決を図っていただいている

というふうに思います。

そのほか特別支援学校教諭免許状の保有率、

これも課題というふうに伺っておりますけれど

も、きょうは寄宿舎に係ることとして伺いま

す。親元から離れて生活する寄宿舎での児童生

徒たちの生活を支えている大人たち、これはど

んな体制で運営されておられるか伺いたいと思

います。

○教育長（四本 孝君） 特別支援学校の寄宿

舎におきましては、寮務主任や舎監、寄宿舎指

導員が運営に当たっているところであります。

学校との連絡調整を行う寮務主任は、教諭等

の中から１名任命されております。

寄宿舎の運営管理等を行う舎監は、同じく教

諭等の中から任命され、１日当たり１名が交代

で業務に当たっております。

児童生徒の日常の世話や生活指導を行う寄宿

舎指導員は、県内に専任の職員75名が配置され

ており、交代制で勤務をしているところであり

ます。

○岩切達哉議員 親元を離れて暮らす、何がし

かのハンデを持った子供たちの支援、支えを、

そういった皆さんで行っていらっしゃるという

ことであろうかと思います。その寄宿舎が生活

の場として十分なものであるかどうか、時代の

要請に応える水準にあるかということを、ぜ

ひ、日ごろから見直していっていただきたい、
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そのように訴えを申し上げたいと思います。

最後に、特別支援教育に関連して、平成31年

度の新規事業「社会と繋がる特別支援学校推進

事業」について伺いたいと思います。

実は、熊本県や鹿児島県、沖縄県などには、

高等特別支援学校という、宮崎県でいう特別支

援学校の高等部だけが独立して存在する学校、

そういうものが存在しております。

私は、このように高等部を独立して単独で設

置するということは、特別支援学校の児童数が

増加していることの解決策、とりわけ軽度の知

的障がいを持つ生徒の中学校卒業時点での進路

選択の幅が狭くなっている現状に対応する解決

策になるとは思います。

今般の新規事業は、それにつながっていくか

どうなのか知りたいと思っておりまして、軽度

の知的障がいを持つ生徒に、より修学意欲を

持っていただくことにつながると思われますけ

れども、この事業に対する教育長のお考えをお

聞かせください。

○教育長（四本 孝君） 高等特別支援学校を

設置しております都道府県におきましては、軽

度知的障がいのある生徒を対象に職業学科を設

置したり、コース制を導入したりするなど、職

業に特化した教育が行われ、就労支援が進めら

れているところであります。

本県におきましても、軽度知的障がいのある

生徒に対する教育内容の充実に加え、障がい者

に対する企業の支援体制の充実が必要であると

考えております。

そこで、本事業を立ち上げて、他の都道府県

の取り組みも参考にしながら、指定校による職

業コースの研究とともに、働きやすい環境づく

りや支援の方法等をまとめた「ともにはたらく

ガイドブック」を作成し、活用を図ることで、

地域産業を担う人材の育成を推進してまいりた

いと考えております。

○岩切達哉議員 ぜひ、よろしく進めていただ

きたい。さまざまな課題があろうかと思います

けれども、進めていただきたいと思います。

次に、先ほどの子供の貧困に戻りまして、深

く関連する、福祉の現場のさまざまな課題、と

りわけ虐待の問題についてお伺いをしたいと思

います。

千葉県の事件がありました。そして、福岡県

では、死亡に至らなかったことが幸いなのです

けれども、腕を縛って水風呂につけていく、そ

ういう事件も発生しております。

政府は昨年７月に緊急総合対策を策定し、２

月８日にはその緊急総合対策のさらなる徹底強

化を閣議決定いたしております。

幼子のとうとい命が奪われるごとに、対策の

強化が言われてきました。一方で、児童相談所

の人員増も必要だが、質を上げるべきという声

もあります。

福祉保健部長とは、中核市である宮崎市に児

童相談所を設置していただこうと、先の議会で

思いを同じくしたと、そのように認識しておる

んですけれども、その前に、虐待への対応の質

の向上ということで、市町村の要保護児童対策

地域協議会の活動の充実を図っていくことが重

要だと、このように思いますが、いかがでござ

いましょうか。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 市町村が設

置しております要保護児童対策地域協議会、い

わゆる「要対協」は、地域の福祉関係者や学

校、警察などの関係機関で構成されまして、保

護や支援を必要とする児童や妊婦の情報を共有

し、連携して支援を行うことを目的としており

まして、児童虐待の防止や早期発見を図る上で

平成31年３月４日(月)

- 196 -



重要な役割を担っております。

このため、県におきましては、要対協の会議

等に児童相談所の児童福祉司が参加し助言を行

うほか、要対協の運営を担当する市町村職員を

対象にした専門研修を実施するなどの支援を

行ってきたところであります。

こうした中、昨年12月に国が決定した児童虐

待防止対策体制総合強化プランにおきまして、

要対協の体制強化策が示されましたことから、

県としましては、資格要件を満たした常勤職員

を配置するよう助言するとともに、専門性を高

める研修の充実などにより、要対協の機能強化

に取り組んでまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 要対協の機能強化をなされる

と、こういう答弁であったと思います。ぜひ、

よろしくお願いします。

さらに、現在３つある県の児童相談所でござ

いますけれども、児童相談所と福祉事務所機能

を一体として福祉こどもセンターとして設置さ

れています。

実は、10数年前に児童相談所の移転改築のと

きには、福祉事務所と一体となる想定ではな

かったので、それぞれのセンターの職員の執務

室は現在、大変過密な状態になっています。そ

れだけ人員体制の充実を図っていただいている

ということではありますけれども、代表質問に

対する答弁で、これから13人増加を目標として

いるということもありました。

極めてストレスの高い職場でありますので、

執務環境は早急に改善されるべきだと思いま

す。この際、福祉事務所を分離していくことが

解決方法と思いますけれども、部長のお考えを

お聞かせください。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 児童相談所

と福祉事務所につきましては、複雑・多様化す

る福祉課題や児童虐待を初めとする子供の問題

に総合的に対応するために、平成20年度に福祉

こどもセンターとして組織を統合したところで

あります。

現在、福祉こどもセンターとなって10年が経

過しておりますが、この間、職員の増員など児

童相談所の機能強化に取り組む中で、議員御指

摘のとおり、事務所スペースの確保や執務環境

の整備が課題となってきております。

このため県としましては、国の新たなプラン

による児童相談所のさらなる機能強化も予定さ

れる中で、今後、福祉こどもセンターが十分に

機能を発揮していくためには、どのような体制

が最適か、検討してまいりたいと考えておりま

す。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。さら

に、児童相談所に弁護士を配置しよう、こうい

うことがメディアにも流れておりますけれど

も、現実にそれを配置して効果を得ている自治

体もあるようであります。このことについて

の、部長の御見解をお聞かせいただきたいと思

います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 現在、各児

童相談所には弁護士は配置されておらず、家庭

裁判所への申し立てを行う場合などに、委託契

約をしている弁護士へ相談を行っているところ

であります。

児童相談所に弁護士が配置されますと、虐待

通告の時点から弁護士と情報を共有し、法的な

視点からの検討も十分にできますことから、一

時保護などの介入の判断をより適切に行うこと

ができるようになります。

また、保護者との対応に弁護士が同席するこ

となどにより、職員の心理的負担も軽減できる

ものと考えております。
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県といたしましては、弁護士の確保や任用形

態など検討すべき課題もございますが、国の新

たなプランにおいても、弁護士の常勤配置など

による児童相談所の法的対応における体制の強

化が求められておりますことから、しっかりと

検討してまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 弁護士そのものが少ない県で

ありますので、なかなか大変だと思いますけれ

ども、ぜひ検討を続けていただきたいと思いま

す。

続いて、特定妊婦に関する質問でありますけ

れども、予期しない妊娠からの出産直後の虐待

死の問題が、宮崎県でも２年連続発生しまし

た。どう対応するか、課題となっております。

そこで、母子手帳の問題になるんですけれど

も、妊娠を自覚して、母子手帳発行を求めて窓

口に来ると、病院を受診してきてください、診

断書をもらってきてくださいと、そういうふう

になるようであります。

予期しない妊娠など、病院受診への不安、経

済的問題を踏まえますと、まずは手帳を交付し

て、受診の必要性を理解させ、安全な分娩を促

していく、そういう対応が必要と思いますけれ

ども、これは母子手帳発行優先の取り扱いとい

うことで広がっていると伺っておりますが、宮

崎県での状況、部長の見解を伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 妊娠に気づ

いた方は、安全なお産ができるよう、まずは産

科医療機関を受診していただくことが望ましい

と認識しておりますが、経済的な理由等で医療

機関を受診しづらい方もおられると考えられま

す。

母子保健法上は、医療機関の受診の有無にか

かわらず妊娠届け出ができることとされており

ますが、市町村の届け出に関する広報や様式の

中には、医師による妊娠判断を一律に求めてい

ると受けとめられるようなものが多く見受けら

れます。

このため、県としましては、どのような方で

も母子健康手帳の交付を受け、必要な支援が受

けられるよう、今後、市町村に対し、妊娠届け

出前の医療機関の受診は必須でないことについ

て住民にしっかりと周知するとともに、届け出

様式の見直しについても検討するよう働きかけ

てまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 妊娠を自覚したら、まず行っ

ていただくということを受けとめ切れる、そう

いう窓口に変わっていただくということだろう

と思います。ぜひそのとおりになっていくよ

う、期待申し上げたいと思います。

ゼロ歳ゼロ日児童、いわゆる生まれたばかり

の児童に対する虐待死を防止するために、予期

しない妊娠について、対策を求めているところ

であります。それで、各県及び市などのホーム

ページを一生懸命見てみましたけれども、相談

窓口にたどり着けない、そういう実態でありま

す。

今、子供や若者の多くは、スマートフォンの

ＳＮＳというものをよく使われまして、既に都

道府県、政令市、67自治体中、34自治体がＳＮ

Ｓ相談を導入しているという記事を見つけまし

た。導入した自治体が期待するのが、子供たち

からの相談へのハードルを下げる、こういうこ

とだといいます。

予期しない妊娠に、ＳＮＳ相談体制を導入す

ることが有効ではないかと考えますが、部長の

所見を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県では、予

期しない妊娠などにより悩みや不安を抱える女

性からの相談に対応するため、現在、女性専門
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相談センターや各保健所において、電話や面談

による相談対応を行っているところでありま

す。

議員御指摘のＳＮＳを活用した相談体制につ

きましては、若年層がよりアクセスしやすいと

いう効果が期待されますので、他県の事例等も

踏まえながら研究してまいりたいと考えており

ます。

○岩切達哉議員 このＳＮＳ相談のことをいろ

いろと調べますと、実は、文部科学省の予算

で、いじめの問題や自殺防止を目的に全国の教

育委員会で取り組まれていると伺いました。虐

待の課題から少し離れますが、県教委の立場と

しては、どのような検討をなさっておられるで

しょうか。教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 子供たちが持つ悩み

を相談しやすい体制を整えるということは、極

めて重要であると考えております。そのため本

県では、「ネットいじめ目安箱」におけるメー

ルでの相談や、24時間切れ目のない、電話によ

る相談を実施しており、平成29年度は、合わせ

て677件の相談があったところであります。ま

た、本年度は、目安箱にＳＮＳ等での書き込み

内容を画像で投稿できる機能を追加するなどの

改善を行いまして、全体の相談件数も増加傾向

にあるところであります。

議員御指摘の、ＳＮＳを活用した相談体制に

つきましては、現在、先進県や関連業者から情

報収集をしているところであります。実施して

いる自治体からは、「リアルタイムで相談のや

りとりができる」などの成果がある一方、相談

する児童生徒数が伸びていないことや、具体的

な悩み相談までにはつながりにくいなどの課題

もあると伺っております。

県教育委員会といたしましては、今後も、悩

みを抱える子供たちがさまざまな方法で安心し

て相談できるよう、教育相談体制の充実を図っ

てまいります。

○岩切達哉議員 10代の中学生なり高校生なり

が妊娠に気づいて、誰にも相談できず、とある

場所で出産をして、結果、胎児が死亡し、本人

は、要は罪を犯した者となっているという現実

が、宮崎で２年立て続けにあったということで

ありますので、相談窓口、１件でもあるなら

ば、検討を続けていただきたい、このように思

います。

福祉に関連する項目として、最後に、障害者

芸術文化活動普及支援事業について伺いたいと

思います。

「障がい者芸術文化支援センター」設置とい

うことを伺いましたけれども、この障がい者芸

術文化支援センターにはどのような役割が期待

されるでしょうか。第20回全国障害者芸術・文

化祭みやざき大会の中で、障がい者芸術文化支

援センター並びに当事者の皆さん、また団体と

の関係はどのようになっていくのか、福祉保健

部長に展望をお聞かせいただきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（川野美奈子君） お尋ねの事

業でございますが、障がい者芸術文化活動に取

り組んでいる事業所にコーディネーターを配置

し、「障がい者芸術文化支援センター」とし

て、障がいのある方の芸術文化活動のさらなる

振興を図るものでございます。

具体的には、このセンターにおきまして、障

がいのある方や芸術文化活動を行う団体からの

相談への対応や、来年秋に国民文化祭と一体的

に開催いたします全国障害者芸術・文化祭の美

術分野の準備に取り組むこととしております。

この取り組みを進めることで、全国障害者芸
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術・文化祭の円滑な開催に資するとともに、本

県の障がい者芸術文化活動の裾野を広げ、障が

いのある方の社会参加や、障がいに対する理解

の促進を図ってまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 いろいろありがとうございま

した。部長や教育長にどうしても質問が偏りま

す。貧困、虐待、教育、子供に関する話題、課

題に注目して活動させていただいております。

引き続きよろしくお願いしたいと思います。

次は、労働問題・働き方改革に関してであり

ます。

改正法の施行を直前にして、罰則つきの時間

外労働規制、年次有給休暇の取得が話題となっ

ています。５日以上とらないと罰金だ、30万円

罰金だと、こういう話ですね。

御承知のとおり、法定労働時間を越える労働

をさせる場合は、労働基準法第36条に基づく労

使間の協定の締結と、労働基準監督署への届け

出が必要です。

一部で、単純に、月45時間まで、年間360時間

までは時間外労働が許されると勘違いしている

声も聞かれます。そうではなくて、１日８時間

の法定労働時間を超える場合は36協定が必要だ

ということで今、労働組合が啓発の運動に取り

組んでおられます。

使用者の皆さんにこそ周知され、正しく協定

締結などに対応いただくことが大事です。商工

観光労働部長、普及啓発について御尽力いただ

きたいのですが、お考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（井手義哉君） お話にあ

りましたように、昨年成立しました働き方改革

関連法により、労働基準法を初めとする関係法

令が改正され、時間外労働の上限規制や、年５

日間の年次有給休暇取得の義務づけなどが、こ

とし４月から順次施行されることとなっており

ます。

また、時間外労働の上限規制に伴い、使用者

が時間外労働または休日労働をさせる場合に締

結しなければならない、お話にありました、労

働基準法第36条に基づく労使協定、いわゆる36

協定で定める必要がある事項も変更されており

ます。

このため、宮崎労働局では36協定の変更内容

を含め、具体的な法改正の内容等について、各

経済団体や企業などを対象に、県内各地で説明

会等を開催しており、県といたしましても、労

働局と連携し、県庁ホームページや広報誌等で

の周知を図っているところであります。

○岩切達哉議員 この課題は、職員を多数雇用

される使用者としての県においても、また各部

局でも取り組まれていくことだと思います。

時間外上限規制というものが社会の求めるも

のである中、法の適用を一部受けないとされる

公務部門でありますけれども、県の各部局では

どのような対応を予定されているか、代表して

総務部長に御答弁をいただきたいと思います。

○総務部長（畑山栄介君） 職員の時間外勤務

の上限規制につきましては、長時間勤務を是正

する観点から、労働基準法の改正内容や国にお

ける国家公務員の取り扱いを踏まえ、県としま

しても、適切に対応する必要があると考えてお

ります。

具体的には、来年度から、時間外勤務の上限

の時間数を設定するとともに、大規模な災害へ

の対応など、特例として、上限を超えて時間外

勤務を認めた場合においては、事後的な検証を

行うなどの対応を予定しているところでありま

す。

現在、県庁内において働き方改革を推進して

おりまして、時間外勤務の縮減や年休の取得促
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進などの取り組みを一層進めることで、職員の

健康の確保や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。

○岩切達哉議員 先日、代表質問で、公立学校

の教頭先生は月80時間を超える方が８割にも達

するという御答弁があったように記憶しており

ます。求められる規制時間をはるかに超えてお

られるようでありますので、ぜひ、知事や教育

長、また企業局長や病院局長など、それぞれの

部局で十分に対策をとっていかれるように、お

願いをしておきたいと思います。

最後２点、教育課題について教育長に伺いた

いと思います。

29年６月議会で、教師の長時間労働解消の視

点から課外授業のことを取り上げまして、教育

長から、改善をしていきたい、過度の負担とな

らないよう呼びかけていく、こういう御答弁が

ありました。

大学受験を予定している高校生から、「課外

授業を受けることは大学への推薦決定に影響す

る」という教師側からの指導があって、課外授

業を受けることとしましたという話を聞きまし

た。

影響するかしないか―しないということだ

と僕は思うんですけれども。例えば、生徒・保

護者から月1,600円程度集めて、まとめて、一定

の額を準備してこそ、高校での課外授業が運営

されている。そういうことから、課外授業を受

けるとか受けないとか、個別に生徒に判断され

ると困るという学校側の都合が、前面に出過ぎ

た言葉ではなかったかと思います。

今、県内には、それぞれ塾なりインターネッ

トでの予備校というものもある、そういう時代

になりました。そして、校区が県内一円、こう

いうこちら側の都合もあります。教育長には、

生徒側の課外授業を受講する意思の尊重、選択

できるものであるということ、他の県にはあり

ますけれども、あえて宮崎県での徹底を通知し

ていただきたい、そのように思うんですけれど

も、いかがでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 課外は、ＰＴＡ主催

であり、その受講については希望制であります

ことから、県教育委員会といたしましては、各

高校において、課外を実施する際に、参加希望

届によって受講の意思確認をするなどの配慮事

項を通知したところでございます。

今後とも校長会等を通して、課外の適正な実

施について徹底を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○岩切達哉議員 ぜひ徹底を図っていただきた

い。先ほど紹介したように、課外を受けないと

推薦せんぞというような言葉が聞こえるような

学校現場であってほしくない、そのように思う

ところであります。

最後でございます。先ほど福祉の現場でも取

り上げましたが、スクールロイヤーと言われる

弁護士の活用というのが、新年度、都道府県政

令市67ある自治体の中、20の自治体で実施され

ることになったと伺いました。

いじめ防止、虐待対応、保護者やそのほかの

方々から行われる学校への不条理な要求に的確

な対応をするために配置されるということなん

ですけれども、宮崎県での検討状況はいかが

か、お聞かせいただきたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 文部科学省のスクー

ルロイヤー活用事業では、弁護士が、いじめや

児童虐待等の問題について、学校や教育委員会

に対して法的観点から指導・助言を行うことに

加え、直接、保護者対応を行ったり、弁護士を

拠点校に配置し、巡回相談に応じたりするなど
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の取り組みも可能となっております。

本県におきましては、これにかわる事業とし

て、学校だけでは解決困難な問題の早期解決を

図るために、学校が直接弁護士に相談できる

「学校経営のための法律相談事業」を実施して

おり、相談を担当する３名の弁護士が、法的根

拠に基づき、学校に対する過度な要求や苦情等

への適切な対応方法について助言をするなど、

問題解決の支援を行っているところでありま

す。

今後は、より効果的な弁護士の活用を図るた

め、文部科学省のスクールロイヤー活用事業な

どに取り組んでいる先進県の取り組み状況につ

いて、調査・研究を行ってまいりたいと考えて

おります。

○岩切達哉議員 児童相談所や学校に弁護士を

という話が出ているようであります。数的には

弁護士が非常に少ない宮崎県、確保も厳しいか

と思いますけれども、発生しているさまざまな

事象を考えますと、対応はしっかりしていく必

要があろうかと思うところであります。

なかなか今、世情としては他者の痛みに無関

心、そういう方というか声、対応というものが

ふえているように思います。そんな中での行政

運営であって、なかなか大変だとは存じますけ

れども、それぞれが公の責務というものを懸命

に果たしていらっしゃると思いますが、引き続

きそのような態度で、貧困問題等を含め、進め

ていかれるように期待申し上げて、私の質問を

終わらせていただきます。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51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、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従いまして一般質問をさせていただきま

す。

まず最初に、知事の政治姿勢について伺いま

す。

知事は、今回の県知事選挙での政策提案の中

で、「人口減少対策」など、本県が取り組むべ

き４つの政策を掲げており、その上で、３期目

はしっかりと成果を出すと、力強く述べられて

おります。

私も、選挙期間中、知事と一緒に地元を回り

ましたが、知事の口からも、何度も「成果を出

す」との言葉がありました。私もその言葉に非

常に期待をしているところでありますが、知事

は、この４年間でどのような成果を出そうとさ

れているのか、正直少し見えにくいのでありま

す。

我々議員も、県民も、本県の発展のために、

知事と一緒になって頑張っていかなければなら

ないと考えておりますが、そのためには、知事

がどのような成果を求めて取り組まれようとさ

れているのか、その考えをしっかりと把握して

おく必要があると考えます。

そこでまず、知事に、政策提案の中の４つの

政策について、それぞれ、どのような成果を出

そうとされているのか、その考え方をお伺いし

ておきたいと思います。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま
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す。

私は今回の選挙において、この４年間で重点

的に取り組む政策を４つの柱に整理し、県民の

皆様にお示ししたところであります。

まず、人口減少問題に徹底して取り組むこと

であります。企業の労働条件の向上や、県外に

進学・就職した若者等に企業や採用の情報を届

ける新たな仕組みづくり、キャリア教育の充

実、出産・育児などのライフステージに応じた

切れ目のない支援等に取り組み、社会減ゼロと

合計特殊出生率2.07の実現に向けて、道筋をつ

けてまいります。

２つ目は、地域経済の着実な成長を図ること

であります。中核的企業の拡大や、農林水産

業、観光産業の成長産業化、輸出の促進等によ

り、県外から稼ぐ力を強化するとともに、産業

や地域を担う人材の育成・確保、交通・物流イ

ンフラの充実等に取り組み、地域を支える産業

の強化を図ってまいります。

３つ目は、安心・安全で心豊かな暮らしを築

くことであります。医療や福祉人材の育成確

保、地域包括ケアの体制整備、中山間地域での

仕事づくりや、移住・定住の促進、さまざまな

危機事象への備えなども含め、人生100年時代の

中でも、県民の皆様が安全に安心して暮らせる

社会の実現を目指してまいります。

最後に、スポーツ・文化で地域に活力をもた

らすことであります。ことしからのゴールデン

・スポーツイヤーズや、本県での国民文化祭、

２巡目国体の開催など、本県が飛躍できる絶好

のチャンスを捉え、観光交流の拡大、農林水産

品の消費拡大等に取り組み、活力に満ちた宮崎

を実現したいと考えております。

私はこの４つの柱に基づき、しっかりと成果

を出すことを意識しながら、安心と希望あふれ

る宮崎の実現に向けて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〕

○徳重忠夫議員 どうもありがとうございまし

た。知事には、目指している成果をしっかり出

していただきますよう、この３期目の４年間、

全力で頑張っていただきたいと思います。

成果を出すためには、４つの政策に基づく取

り組みを、県庁だけでなく、市町村や団体、あ

るいは民間企業、そして県民の皆さんと一緒に

なって、オール宮崎で進めていくことが大変重

要だと私は考えております。

知事の政治姿勢の「対話と協働」「実行

力」、そしてリーダーシップを発揮していただ

いて、知事の言葉どおり、本県の未来が安心と

希望にあふれるものになりますよう、全力を尽

くしていただきたいと、このように思っており

ます。よろしくお願いいたします。

続いて、２巡目国体について伺ってまいりま

す。

知事は、スポーツランドみやざきの全県展開

や県西地域の地域振興、さらには南海トラフ地

震による津波想定の観点から、新たな陸上競技

場は都城市山之口町に建設することを表明さ

れ、あわせて、県総合運動公園の陸上競技場の

改善も行っていき、２つの陸上競技場を使って

いくと決断されました。

国体の開会式の会場はまだ決まっておりませ

んが、これまで国体を開催した都道府県におい

ては、ほとんどが陸上競技の会場で開会式が行

わるということを伺っております。

本県での国体も山之口の陸上競技場で行われ

る可能性が高いと、私は考えておりますが、そ

の場合、山之口スマートインターチェンジが機

能するのかという点が以前から問題になってい
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ると、このように思っております。

開会式には３万人以上の方が山之口に押し寄

せてまいります。県民を含め、かなりの方が高

速道路を利用する場合、スマートインターチェ

ンジ付近ではかなりの渋滞が心配されるほか、

多くの選手・役員、観客などの宿泊施設も必要

となります。

そこで、２巡目国体において陸上競技場を利

用する選手・役員等の宿泊や輸送をどのように

考えておられるのか、総合政策部長にお伺いし

ておきたいと思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 国体には、選

手・役員を初め、県内外から大変多くの来場者

が見込まれますことから、宿泊や輸送の対応は

重要な課題であると認識しております。

先催県の例では、周辺市町村、大会によって

は隣県を含め、広域的に宿泊施設を確保すると

ともに、臨時駐車場の設置やシャトルバスの運

行などが行われております。

また、総合開・閉会式におきましては、会場

周辺の駐車場の利用を、あらかじめ許可した車

両に限定するなどの対策が講じられておりま

す。

こうした先催県の取り組みも参考にしなが

ら、今後、県準備委員会において、関係機関・

団体と十分連携し、きめ細かな対応について検

討を進めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 次に、国体後の陸上競技場の

利活用について伺ってみたいと思います。

県は、宮崎市の県総合運動公園に加え、山之

口に陸上競技場を建設することになりますれ

ば、２つの競技場を管理運営していくことにな

ります。

私は、２つの陸上競技場を持つことは、ス

ポーツランドみやざきの全県展開に向けての投

資だと考えております。その投資を県全体のス

ポーツの振興、地域振興につなげていくことが

何より重要ですので、Ｊリーグ等を含めた合宿

や大会等の誘致など、積極的に取り組んでいく

ことが必要だと考えております。また、宿泊施

設の確保など、まちづくりの観点からの取り組

みも必要であり、これらの取り組みの延長線上

に、山之口地域の振興もあると思っておりま

す。

これらは、まずは都城市が主体的に取り組む

べきことだとは思いますが、山之口に整備され

る陸上競技場の国体後の利活用や地域振興につ

いて、県はどのように考えているのか、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） 都城市山之口

町に新設します陸上競技場は、２巡目国体に向

けて整備するわけでありますが、議員御指摘の

とおり、国体後にこの施設をどのように活用し

ていくかという視点は非常に重要であると認識

しております。

この陸上競技場は、スポーツランドみやざき

の全県展開を図る上で、県西地域の拠点施設と

なるものでございまして、地元の都城市や競技

団体等とも十分、連携・協力しながら、スポー

ツキャンプや各種大会の誘致等を積極的に進め

てまいりたいと考えております。

また、山之口町の地域振興につきましては、

都城市の第２次総合計画にもうたわれておりま

して、地元商工団体等を中心に、今回の整備を

機に地元を盛り上げていこうという機運が醸成

されつつありますので、県としましても、都城

市と十分連携してまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

次に、都城志布志道路の整備について伺って
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おきたいと思います。

本件については、これまでも質問に取り上げ

させていただいておりますが、近年は事業予算

も重点的に配分が行われております。昨年度

は、本県施工区間の梅北工区2.5キロメートルと

鹿児島県施工区間の有明道路4.3キロメートルが

開通いたしました。さらに今月３月17日には、

国土交通省施工区間の横市インターチェンジか

ら平塚インターチェンジまでの2.8キロが新たに

開通する予定であり、全線の供用率が50％を超

えることになります。

しかしながら、都城市金御岳インターチェン

ジから鹿児島県曽於市の末吉インターチェンジ

までの間、県境区間5.8キロメートルがつながっ

ておりません。

この区間について、現在、宮崎と鹿児島の両

県で整備が行われてはおりますが、道路はつな

がってこそ、その効果が発揮されるのであっ

て、整備を急ぐ必要があると考えております。

そこで、県土整備部長に、都城志布志道路の

県境区間の進捗状況についてお伺いしておきた

いと思います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 都城志布志

道路の県境区間につきましては、宮崎県側の金

御岳インターチェンジから県境までの約2.9キロ

メートルを金御岳工区として、また、鹿児島県

側の末吉インターチェンジから県境までの約2.9

キロメートルを末吉道路として、両県で整備を

進めております。

金御岳工区につきましては、用地取得が約99

％まで進み、切り土工事などの改良工事を鋭意

進めているところであり、今年度末時点の進捗

は、事業費ベースで約７割となる見込みであり

ます。

また、鹿児島県の末吉道路につきましては、

用地取得が完了し、現在、埋蔵文化財調査や改

良工事を進めているところであり、今年度末時

点の進捗は約５割となる見込みと伺っておりま

す。

県といたしましては、引き続き、鹿児島県と

密接に連携しながら、必要な予算確保に努め、

早期完成に向け、しっかり取り組んでまいりま

す。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

この県境区間5.8キロメートルがつながるまで

の間は、現道区間を利用しなければならないと

いう状況であります。

本県では、南海トラフ巨大地震の発生が懸念

されていることから、仮に、地震発生により現

道区間が通れなくなった場合は、これまで整備

を行ってきた区間も、その機能を発揮すること

ができなくなるわけであります。大変危惧して

おります。

このため、県境区間をつなぎ、道路ネット

ワークの充実を図ることは、防災上の観点から

も、また、後方支援都市であります都城市がそ

の役割を発揮するためにも、大変重要でありま

す。

私は、これまでも何度も議会で質問をしてき

ましたし、ぜひとも、鹿児島県と一緒になって

一日も早く開通させてもらいたいと、切に願っ

ているところであります。

そこで、県境区間の早期整備にどのように取

り組むのか、知事の考えを聞いておきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ地震の発生

も懸念されます本県におきましては、国土強靱

化の観点から、道路ネットワークの充実を図る

必要があると考えておりまして、後方支援都市

である都城市がその機能を十分発揮するために
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も、都城志布志道路の早期整備が大変重要であ

ると考えております。

とりわけ、県境区間がつながり、本県と鹿児

島県が一本の地域高規格道路で結ばれますと、

防災のみならず、経済や医療面など幅広く極め

て大きな効果が期待されるものと考えておりま

す。

このため、ことし１月にも、国に対して、こ

の道路の必要性や地元の皆様の切実な思いとい

うものを伝えながら、予算の重点配分と早期整

備を強く訴えてきたところであります。

また、私自身は、東九州道さらには中央道な

どの要望の際にも、九州全体のこういう高速道

路体系の図をお示ししながら、都城志布志道路

についても必ず触れるようにしております。

これまでも、県議会を初め、沿線自治体、商

工関係団体等の御支援をいただいているところ

でありまして、あらゆる機会を捉えて、今後と

も国に対して予算確保を働きかけるとともに、

国や鹿児島県ともさらに連携して、県境区間も

含めた全線の早期整備に向けて、全力で取り組

んでまいります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

私は、１月21日でありましたが、再び鹿児島

県議会の議員と一緒になって、鹿児島県庁を訪

問いたしました。この県境区間の早期開通に向

けた、さらなる整備促進のお願いをいたしたと

ころであります。

鹿児島県では、都城志布志道路のほかにも、

６つの地域高規格道路の整備が進められている

状況でありまして、私といたしましては、防災

面など大きな整備効果が期待されるこの道路を

重点的に整備していただくべきだと考えておる

ところでございます。

先ほど、部長の答弁によりますと、鹿児島県

の進捗がややおくれていると。50％という状

況、うちが70％という状況。20％も違うわけで

ありまして、同じ距離でこんなに差があるとい

うことは、同時開通はなかなか厳しいと、この

ように理解をいたしているところであります。

早期開通の実現に向けた予算確保について、ぜ

ひとも、河野知事みずからが鹿児島県三反園知

事にお願いしていただくということも必要か

と、このように考えておりますので、どうぞひ

とつよろしく、働きかけをお願い申し上げてお

きたいと、このように思います。

それでは次に、再造林対策について環境森林

部長にお尋ねいたします。

現在、本県では、全国に先駆けて森林資源の

充実が進み、大型製材工場や木質バイオマス発

電施設の整備等による木材需要の増加に伴い、

伐採面積も増加しております。

宮崎県は、県土の76％が森林であり、水源の

涵養や山地災害の防止、森林資源の循環利用の

ためにも、伐採後に適切な再造林を行っていく

必要があります。

しかしながら、林業採算性の低下や担い手の

減少・高齢化が進む中、特に所有規模の零細な

県南地域では、伐採後の再造林がされず、放置

されたままの森林が増加している状況にありま

す。

このように、再造林がされずに放置された森

林が増加し、九州北部豪雨のような大雨が降る

と、山地災害の発生が心配されるところであり

ます。

そこで、本県における伐採及び再造林の面積

について、環境森林部長にお伺いしておきたい

と思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 平成29年度に

おける本県の伐採面積は約2,670ヘクタール、再
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造林面積は2,124ヘクタールで、再造林率は、地

域によって差はありますが、県平均で79％と

なっております。

○徳重忠夫議員 今、県平均では79％というこ

とでございましたが、都城森林組合に聞きます

と、40％程度しか再造林されていないという現

実をお話しいただいたところであります。森林

を伐採後に放置した期間が長くなるほど、その

間に草木が茂りまして、再造林するための地ご

しらえにも手間がかかりまして、経費も上がっ

てしまうことから、再造林を推進するために

は、伐採後、速やかに造林を行うことが重要で

あります。

伐採で使用した林業機械を、植栽するための

地ごしらえや苗木の運搬などに利用する「伐採

と造林の一貫作業システム」は、速やかな再造

林を進める上で大変有効な取り組みでありま

す。

また、この再造林方式が広がると、着実な再

造林につながっていくと考えます。

そこで、伐採と造林の一貫作業システムの推

進にどのように取り組んでいるのか、環境森林

部長にお伺いしておきたいと思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） コンテナ苗を

活用して、伐採後直ちに造林を行います一貫作

業システムは、作業の省力化や低コスト化を図

り再造林を進める上で、極めて有効でありま

す。

このため県では、平成27年度から実証事業に

取り組み、その成果について、山会議等での研

修会を通じて普及に努めているところでありま

す。

また、昨年度から、民間の素材生産事業体に

対しまして、モデル事業により積極的に普及を

図るとともに、今年度から森林組合において、

国の事業を導入し、本格的に取り組みをスター

トさせたところであります。

県としましては、伐採跡地の再造林を確実に

進めていくため、本システムの普及・定着に

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 伐採と再造林の一貫作業シス

テムを推進する上で、年間を通じて植栽を可能

にする、今部長がおっしゃいましたコンテナ苗

の普及をしていくことは、大変有意義であると

考えます。

コンテナ苗は、プラスチックやビニールシー

ト容器で育苗され、苗畑管理や植栽の省力化が

図られるとともに、植栽後の成長もよいとされ

ております。

再造林対策として、優良苗木の安定確保は不

可欠でありますが、苗木が不足する年もあると

聞いております。

このような中、都城森林組合では、平成22年

からコンテナ苗の生産を開始し、母樹林や生産

施設を整備し、今後も増産に取り組む計画があ

ります。大変心強く思っております。

そこで、コンテナ苗の生産拡大に向けた県の

取り組みについて、環境森林部長にお伺いして

おきたいと思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） コンテナ苗

は、従来の苗木よりも植えつけが容易で活着が

よく、通年の植栽が可能であることから、一貫

作業システムを推進する上で有効であり、今

後、需要の増大が見込まれております。

このため県では、今議会にお願いしておりま

す「コンテナ苗供給拡大体制整備事業」により

まして、国庫補助の対象とならない小規模生産

者への施設整備や、新たな生産者の参入を促進

するため、試験的生産への支援などを行うとと
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もに、すぐれた技術を有する生産者を講師とし

た研修会を開催する予定であります。

これらの取り組みによりまして、生産体制の

整備を進め、現在でも日本一の生産量でありま

す杉コンテナ苗の生産拡大をさらに図ってまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 続いてお尋ねいたしますが、

再造林を行うためには費用がかかります。森林

整備事業では、計画的な再造林を行う場合の補

助率が68％で、残りは森林所有者の負担にな

り、その後の下刈りにも費用が生じることか

ら、再造林を断念するケースもあると思われま

す。

しかし、地域材を利用する製材工場等にとっ

ても、森林資源を将来にわたって循環利用して

いくためには、再造林が不可欠であることか

ら、原木の利用者サイドからも再造林の支援に

取り組む必要があると、私は考えております。

そこで、木材を利用する側から再造林を支援

する仕組みづくりについて、環境森林部長に

伺っておきたいと思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 木材加工・流

通等の木材を利用する側が再造林を支援するこ

とは、森林所有者の負担を軽減し、再造林への

意欲を喚起する上で、議員御指摘のとおり大変

有効で意義深いと考えております。

県におきましても、山会議において、再造林

対策を最重要課題として、これらの関係者が協

議を重ねているところであります。

また、今議会にお願いしております「再造林

推進普及啓発事業」により、素材生産や木材加

工・流通にかかわる事業者を対象として、再造

林支援のあり方等についての意見交換会を開催

し、議論を深めていきたいと考えております。

県としましては、このような取り組みを通じ

て、川上の森林所有者から川下の木材利用者ま

での連携を進め、再造林支援の仕組みづくりに

取り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 知事にも伺っておきたいと思

います。再造林を進めていく上では、費用負担

や苗木、担い手の確保などさまざまな課題があ

りますが、再造林を適切に行い、環境や経済面

で豊かな森林を次世代に引き継いでいく必要が

あります。

本県は、杉の素材生産量27年連続日本一を誇

る全国有数の森林・林業県でもあります。伐採

する量だけでなく、伐採後しっかりと再造林が

行われ、森林資源が循環利用できる、全国に誇

れる森林を造成していくためには、再造林につ

いて日本一であってほしいと願っております。

今回は３期目となる知事に、再造林に対し、

さらに力を入れていただきたいと考えておりま

す。そこで、県は再造林対策についてどのよう

に取り組んでいくのか、知事の考え方をお聞き

しておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 「伐って、使って、す

ぐ植える」という資源循環型林業を実現する上

で、伐採後の再造林の実施は大変重要なものと

考えております。

このため県では、国の事業や県の森林環境税

等を活用し、森林所有者の負担軽減を図るとと

もに、造林コストの縮減や優良苗木の安定供給

体制の整備等によりまして、再造林を積極的に

推進しているところであります。

来年度から、新たな森林管理システムがス

タートしますので、この制度を担う市町村に対

して、伐採後の速やかな再造林等の適切な経営

管理が行えるよう、しっかり支援してまいりた

いと考えております。

さらに、ことし４月には「みやざき林業大学
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校」を開講し、本県の林業を支え、リードして

いく担い手も育成してまいりたいと考えており

ます。今を生きる私たちは、先人のたゆまぬ努

力による森づくりの恩恵を受けているわけであ

りまして、その努力に報い、将来世代に対する

責務を果たすためにも、再造林、しっかりと進

めてまいりたいと考えております。

これらの施策を総合的に推進することにより

再造林を進め、森林・林業のトップランナーと

して、全国に先駆けて次世代の森林造成に取り

組み、未来につなげてまいりたい、そのように

考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。ぜひ

そういう方向で努力いただきたいと、お願いし

ておきたいと思います。

次に、ヘルプマークについて伺います。

内部障がいや難病、聴覚障がいなど、外見か

らは障がいの有無がわからなくても、配慮や援

助を必要としている方が周りの人から援助を受

けやすくする「ヘルプマーク」の取り組みが、

全国的に広がっております。

例えば、聴覚に障がいのある方は、外見から

は配慮が必要か判断が難しいわけですが、ヘル

プマークをつけることで、何か困った場面に遭

遇したときに、周囲の人もジェスチャーや筆談

などを使って手助けすることができます。この

ようにヘルプマークは、共生社会を実現する大

変よい取り組みだと思います。

本県では、全国障害者芸術・文化祭や全国障

害者スポーツ大会の開催も控えておりますの

で、ヘルプマークを早く県民に浸透させ、思い

やりにあふれた社会づくりを進めていただきた

いと考えております。

そこで、この取り組みが始まってちょうど１

年が経過しようとしておりますが、現在のヘル

プマークの交付状況と普及を図るための取り組

みについて、福祉保健部長にお伺いしておきた

いと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） ヘルプマー

クにつきましては、昨年の４月から本年の１月

末までの間で、約2,400人に交付しております。

県としましては、ヘルプマークの趣旨を広く

県民の方々に理解していただくことが、何より

も重要であると考えております。

このため、各種の会議やイベント等の場を活

用したＰＲを行うとともに、商業施設や金融機

関を中心に、ポスター掲示の協力依頼を行うな

ど、行政や関係団体のみならず、幅広く企業等

の協力を得ながら、周知に取り組んでいるとこ

ろであります。

今後は、これらの取り組みに加え、地域に出

向いて出前講座を実施するなど、より多くの

方々にヘルプマークを知っていただけるよう取

り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。それ

では、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

教育長にもお伺いしておきたいと思います。

ヘルプマークの教育現場における普及啓発につ

いて伺います。

ヘルプマークについては、県としても推進す

る取り組みが、昨年４月より始まったばかりで

あります。であればこそ、スタート間もないこ

の時期に、その確実な普及や啓発が肝心である

と、私は考えております。

そこで、私は、ヘルプマーク本来の意味を、

大人だけでなく、子供のうちからしっかりと理

解していく教育を行えば、このマークの趣旨

を、親を含めた家庭・地域、県内全域へも、早

く定着できるのではないかと考えます。
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特に小中学校における学校教育の中で、この

ヘルプマークを学んでいくことは、このマーク

を見かけたときに、その意味がわかり、見た目

にわからなくても助けが必要であることを知る

ことができます。

特に、バスや電車の中で席を譲ったり、「何

か手助けしましょうか」とか声をかけてあげた

り、状況に応じてすぐに行動ができます。「思

いやり」の気持ちにあふれた子供たちを育てて

いくことになるのではないでしょうか。

そこで、小中学校でもヘルプマークの趣旨に

ついて理解を深めてほしいと考えますが、教育

長の考え方をお聞きしておきたいと思います。

○教育長（四本 孝君） ヘルプマークにつき

ましては、現在、福祉保健部と連携を図りなが

ら、各学校への周知に関し、その準備を進めて

いるところであります。また、県内で使用され

ている道徳科の教科書の中には、ヘルプマーク

が掲載されているものもありまして、そのマー

クに込められた思いや願いを通して、「思いや

りの心」や「感謝の気持ち」など、「いのち」

を大切にする学びが進められているところであ

ります。

県教育委員会といたしましては、小中学校の

教職員に対して、研修会などの機会を通じて、

その趣旨の理解を深め、援助や配慮が必要な

方々に対して、思いやりの心を持って接するこ

とができる子供たちの育成に努めてまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。小中

学校の段階においても、このヘルプマークの趣

旨の理解を深め、思いやり・感謝など、道徳科

の授業で学んだり、その授業を進めていく先生

方への研修の中でも、このヘルプマークを扱っ

たりしながら学校教育を進められていること

が、理解できました。

県教育委員会には、今後とも、このヘルプ

マークの趣旨を理解するための教育現場での取

り組みを充実していただけますように、お願い

申し上げておきたいと思います。

次に、国土強靱化について伺ってまいりま

す。

近年、全国各地で台風や地震などによる自然

災害が頻発しており、本県においても、南海ト

ラフ地震や大型台風など激甚化する自然災害か

ら県民の生命・財産を守るためには、災害に強

い県土づくりを早急に進めることが大変重要で

あります。

このため、県議会でも、昨年９月、県土の強

靱化を推進するため、国に対し「国土強靱化対

策の推進に向けた予算の確保を求める意見書」

を提出したところであります。

このような中、政府は昨年12月に、「防災・

減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を

閣議決定し、緊急対策160項目について、2018年

から2020年までの３年間で集中的に実施するこ

とといたしました。

３年間の総事業費は約７兆円になるとのこと

であります。本県でも積極的に取り組むべきと

考えますが、まずは国の「３か年緊急対策」の

目的や内容はどのようなものであるのか、危機

管理統括監にお伺いしておきたいと思います。

○危機管理統括監（田中保通君） 「防災・減

災、国土強靱化のための３か年緊急対策」は、

平成30年台風第21号や北海道胆振東部地震等を

初めとする近年の自然災害により、空港機能の

停止や大規模停電などが発生し、国民の生活・

経済に大きな影響を及ぼしたことから、あらゆ

る災害に際し、重要インフラがその機能を維持

できるよう、特に緊急に実施すべきハード・ソ
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フト対策について取りまとめたものでありま

す。

具体的には、「防災のための重要インフラの

機能維持」と「国民経済・生活を支える重要イ

ンフラ等の機能維持」を大きな２本柱とし、

「大規模な浸水、土砂災害、地震・津波等によ

る被害の防止・最小化」「救助・救急、医療活

動などの災害対応力の確保」「陸海空の交通

ネットワークの確保」など、７つの分野で、160

項目に及ぶ緊急対策を３年間で集中的に実施す

ることとしたものであります。

○徳重忠夫議員 次に、国土強靱化対策に係る

本県の状況について伺ってまいります。

国は、防災や国民生活を支える重要インフラ

の機能を維持するため、さまざまな分野でハー

ド・ソフト対策を実施するとのことでありま

す。今年度補正予算と来年度当初の国費で、

約2.4兆円の予算を確保しているようでありま

す。

本県においても、この機会を逃すことなく、

国の予算を積極的に活用し、県土の強靱化に向

けた防災対策を実施すべきと考えます。県で

は、緊急対策関連予算として、2018年度補正予

算と2019年度当初予算を合わせて、約290億円の

予算を計上しているようですが、具体的にどの

ような対策に取り組まれるのか、環境森林部

長、農政水産部長、県土整備部長にお伺いして

おきたいと思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 今回の防災・

減災、国土強靱化対策に向けて環境森林部で

は、山地災害危険地区のうち特に危険性の高い

森林や海岸防災林などを対象に、緊急点検を実

施したところであります。

この点検結果を踏まえ、具体的な対策としま

しては、土砂や流木災害から人家等を守るため

の治山ダムや、海岸防災林における防潮堤の整

備、及び危険地区周辺における間伐等の森林整

備、さらには、自然公園における利用者の安全

確保を目的とした歩道の整備等に緊急に取り組

むこととしております。

なお、環境森林部における緊急対策関連予算

は、2018年度補正予算と2019年度当初予算を合

わせ、約20億円をお願いしているところであり

ます。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農政水産部に

おける２カ年の関連予算は約23億円で、具体的

な対策といたしましては、昨年７月の西日本豪

雨によります農業用ため池の決壊等の被害が発

生しましたことから、豪雨や地震などの非常時

にも利水機能や安全性を確保できるようにする

ための防災重点ため池の堤体補強などの改修工

事や、豪雨時の湛水被害を軽減するための排水

機場の整備に取り組んでまいります。

また、流通拠点漁港などにおける地震・津波

対策といたしまして、防波堤や岸壁の耐震化工

事に取り組んでまいります。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 県土整備部

における２カ年の関連予算は約246億円であり、

具体的なハード対策につきましては、大規模な

浸水対策として、横市川などにおける河川内の

樹木伐採や掘削、及び堤防強化を図ります。ま

た、地震・津波や土砂災害等の対策として、国

道223号などにおける道路のり面の防災対策を実

施するほか、橋梁の耐震補強や港湾の岸壁耐震

化及び砂防堰堤の整備などに取り組んでまいり

ます。

また、ソフト対策につきましては、迅速な避

難につながる河川情報の提供を図るため、河川

監視カメラや水位計などの設置を行ってまいり

ます。
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県としましては、３か年緊急対策を着実に推

進していくとともに、完了後も、県土の強靱化

を実現するため、引き続き、ハード・ソフト一

体となった防災・減災対策に全力で取り組んで

まいります。

○徳重忠夫議員 それぞれ対策を発表していた

だきました。ぜひこれが早急に実現できるよう

に、御努力いただきたいと思います。

次に、子育て支援について伺ってみます。

知事は、さきの選挙においても、「人口問題

に徹底して取り組む」ことを公約として掲げら

れました。「合計特殊出生率2.07を目指す」と

されておりました。

しかし、本県の平成29年度の合計特殊出生率

は1.73と、全国２位の高い水準とはいえ、2.07

とは大きな開きがあります。また、出生数も、

平成24年に１万人を割り込んでから、減少が続

いております。

私は、この減少を食いとめることの難しさは

認識しながらも、何とかしなくてはならない、

せめておくらせなくてはならないと強く思って

いるところであります。

このような中、県内の各市町村では、第２

子、第３子への出産祝い金や小中学校の給食費

の助成など、さまざまな工夫を凝らした支援策

を手堅く展開しております。

また、他県においても、企業が男性従業員に

育児休業を取得させる取り組みの支援や、子育

て世代へのさまざまなサービスを提供するな

ど、それぞれの知事の「子供を生み育てること

を応援しています」との思いが伝わる、独自の

施策が打ち出されておるようであります。

３期目を迎えるに当たり、本県においても、

このような知事の熱い思いと実行力を県内外に

伝える思い切った施策が必要と考えております

が、知事のお考えをお聞きしておきたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 県では、出会い・結婚

・妊娠・出産・子育て、それぞれのライフス

テージに応じたさまざまな支援策を展開すると

ともに、市町村の子育て支援活動への助成や、

子育て支援団体の活動を支援する取り組み等を

通じ、市町村、企業、団体とも連携しながら、

子育て支援に取り組んできたところでありま

す。

その中で、私もこれまで県民の皆様とさまざ

まな対話を重ねる中で、子育てと仕事の両立の

難しさや育児の負担感など、さまざまな課題を

子育て世代は抱えておられる、今後さらに支援

策を充実していく必要があるという考え方のも

とに、「子育ての不安や負担を軽減するための

環境整備」に取り組むことを、３期目を目指す

「政策提案」の中で、県民の皆様にお示しした

ところであります。

子育て支援策は少子化対策の根幹であります

ので、本県の強みである、自然豊かで人に優し

い県民性というものを生かしながら―私自身

も子育てをする中で、それを非常に実感したと

ころでありますし、「よい子が育つ都道府県ラ

ンキング」で全国トップクラスというような評

価もいただいているところであります。

こうした強みを生かしながら、市町村、企

業、団体とも十分に連携を図りながら、「宮崎

で子育てをしてよかった」と実感してもらえる

ような取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 それでは、続けてお尋ねして

いきます。結婚支援について伺ってみたいと思

います。

少子化の大きな原因の一つに、未婚化・晩婚
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化の上昇が言われております。平成27年の全国

の35歳から39歳までの未婚率は、男性が33.7

％、女性が23.3％と、35年前と比べて女性が18

ポイント、男性では25ポイントも上昇しており

ます。

一方、昨年度、県が大学生を対象に行ったア

ンケートによりますと、将来結婚したいとの意

思を示した学生は、全体の９割を占めておりま

す。希望と現実が乖離している状況でありま

す。

本県においても、県や市町村でさまざまな取

り組みが行われておりますが、特に、県が設置

した「みやざき結婚サポートセンター」は、結

婚したい気持ちはあるが、なかなか一歩を踏み

出せない方々に対して、最初の一歩を踏み出さ

せるきっかけを与えることに、その設立意義が

あるものと認識しております。

そこで、「みやざき結婚サポートセンター」

のこれまでの実績と今後の取り組みについて、

福祉保健部長にお伺いしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 「みやざき

結婚サポートセンター」は、平成27年８月の運

用開始以来、約３年半が経過いたしましたが、

これまで2,601組のお引き合わせを行い、このう

ち51組が入籍されるなど、一定の成果を上げて

いるものと考えております。

本県におきましても、少子化の要因である未

婚化・晩婚化が進行しておりますので、結婚を

希望する方に対して、出会いの支援をすること

は、大切な取り組みであると考えております。

このため、今後、これまでの取り組みを通し

て得られた課題等を踏まえ、相談機能の充実や

会員向けの各種講座の実施などに取り組むとと

もに、企業や団体等とも連携しながら、社会全

体で結婚を応援する機運醸成に努めてまいりた

いと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。51組

もの方々が、「みやざき結婚サポートセン

ター」で良縁が得られた。大変うれしく思って

おります。大きな意義を感じたところでありま

す。

さまざまな環境や価値観の変化など、難しい

面もあろうかと思いますが、これからも会員の

方々それぞれに親身に相談に乗るなど、きめ細

かなサポートを通じて、良縁を得られる方がふ

えますよう、お願い申し上げておきたいと、こ

のように思います。

最後の質問になろうかと思いますが、施設園

芸の振興策について伺います。農政水産部長に

お伺いいたしたいと思います。

昨年12月、農林水産省から、平成29年の「農

業産出額」が公表されました。本県農業の現状

を示す一つの指標として、私も興味深く拝見い

たしましたが、その内容に対して、大きな衝撃

と危機感をもって受けとめたところでありま

す。

公表値によりますと、本県の産出額は3,524億

円と、４年連続で全国第５位となりました。し

かしながら、耕種部門は、91億円減少の1,229億

円となっておりまして、県全体の産出額減少の

要因になっております。特に、本県の主力品目

でありますキュウリとピーマンの減少が大き

く、前年から、キュウリは29億円、ピーマン

は18億円も減少いたしております。

私は、農業者の高齢化や担い手の減少が進む

中、生産量など、ある程度の減少は想定してい

ましたが、今回公表された数値は、まさに一つ

の産地がなくなったほどの規模であり、大変驚

いているところです。
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私は、今回のような統計数値は、農業の実態

を把握し、効果的な施策を推進していく上で、

大変重要なものであると思っております。県に

おかれましても、的確な分析を行う必要がある

と考えます。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします。

国が公表した平成29年の本県野菜の産出額が大

きく下がったことに対する県の見解について、

お伺いしておきたいと思います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県の平成29

年産の野菜産出額が減少した主な要因につきま

しては、国に確認いたしましたところ、キュウ

リやピーマン等の果菜類を中心に価格が低下し

たことなどが影響したものと伺っております。

しかしながら、県が把握しております農業団

体等の販売実績などと比べると、減少額が大き

いと感じておりますことから、今後、国に対し

まして、このようなデータを提供していくな

ど、情報共有化にさらに努めてまいりたいと考

えております。

県といたしましては、野菜は畜産と並ぶ本県

農業の主力品目でありますので、今後とも、生

産基盤や販売力の強化を進め、野菜を初めとし

た耕種農業の振興を図ってまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 こういったデータの数値につ

いては、国と連携をしっかり図っていただい

て、しっかりした数字が出るように御努力いた

だきたいと、このように思っています。

ところで、私は、本県の農業産出額を増加さ

せるためには、施設園芸の振興は欠かせない

と、このように考えております。私も、かつて

施設キュウリの生産者でありました。本県の施

設園芸農家の多くは、高いレベルの栽培技術と

経営能力を持っておられ、生産を向上させる潜

在能力は十分にあると、私は確信いたしており

ます。

さらに、県を初めとする関係者が、明確な将

来ビジョンを示し、具体的な施策によりしっか

りと支援していくことで、収益性の高い農業経

営を実現させることが大事であると思っており

ます。

また、私は以前、熊本県八代市のトマト生産

団地を調査したのでありますが、広大なハウス

地帯で、ベテランや新規の農家の皆さんが一体

となって産地づくりに取り組んでいる様子を目

の当たりにし、全国をリードする産地のあり方

として、大変参考になりました。

私は、本県の施設園芸においても、キュウ

リ、ピーマンなどの主力品目を絞りながら、一

定の規模や生産量を確保するためのハウスの集

約化など、生産力が最大限に発揮できる環境づ

くりを進める必要があると考えております。

そこで、今後の施設園芸の振興について、県

としてどのように取り組んでいくのか、農政水

産部長にお伺いしておきたいと思います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 施設園芸の振

興につきましては、昨年３月に策定いたしまし

た宮崎県施設園芸振興戦略を基本に、施設園芸

の技術革新と産地再編を進め、全国トップクラ

スの産地づくりに取り組んでいるところであり

ます。

具体的には、ＩＣＴを活用した環境制御装置

などを備えた高度化ハウスの導入等により、収

益性の向上を図るとともに、経営規模の拡大

や、地域の主力品目の生産拠点となるハウス団

地の整備により、生産力の強化を推進している

ところでございます。

県といたしましては、引き続き、生産者や関

係機関・団体と連携しながら、もうかる施設園
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芸の実現に向けたこれらの取り組みを、スピー

ド感を持って進めてまいります。

○徳重忠夫議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。ぜひこれらが実現できるように、

結果が出せるように努力していただきますよう

にお願いいたしまして、私の一般質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○外山 衛副議長 次は、武田浩一議員。

○武田浩一議員〔登壇〕（拍手） 皆さんこん

にちは。自民党くしまの武田でございます。よ

ろしくお願いいたします。

河野知事、３期目の御当選おめでとうござい

ます。対話と現場主義を今まで以上に徹底さ

れ、まずは３期目の４年間を宮崎丸の船長とし

て手腕を発揮していただきますよう、心よりお

願い申し上げます。

知事は議会冒頭、「県政運営の基本姿勢」の

中で、将来を見据え、変化に対応するための明

確なビジョンを示すこと、実行力、人口減少問

題への対応と宮崎県のさらなる発展等々、知事

が先頭に立って、人口減少問題など困難な課題

へ果敢に挑戦し、しっかり成果を出していくこ

とを強く意識しながら県政を推進してまいりま

すと言われました。特に今回、県の総合計画の

中で、2030年までの目標であった総人口100万人

超から100万人程度へ、また、合計特殊出生率

を2.07から1.9程度と下方修正されました。この

ことに関しましては、自民党の山下議員の代表

質問で理解したところであります。

また、総合計画長期ビジョンの５つの長期戦

略の質問の中で、「これらはいずれも、本県の

将来を描いていく上で必要不可欠であると考え

ておりますが、その中でも全体のベースとなる

戦略は、「人口問題対応戦略」であります」と

答弁されました。また、人口減少対策にどのよ

うに取り組むかという問いの中で、「我が国に

おいても、いわゆる団塊の世代が後期高齢者に

なろうとする一方で、出生率の減少が続いてお

り、人口減少は長期にわたるものと推計されて

います。私は、人口減少に入ったことを悲観的

に捉えるのではなく、私たちの意識や社会のあ

り方を変えることで、希望ある未来を築いてい

くことが必要であると考えております」と答弁

されました。全く同感であります。

全国的に、また本県でも人口減少は長期にわ

たると推計されております。であれば、先行き

不透明な中で施策を考え実行することより、人

口減少がある程度確実な中で実行可能で、ある

程度見込める施策が打てるのではと考えます。

このような考えのもと、今回の一般質問を行っ

てまいりますので、答弁をよろしくお願い申し

上げます。

それでは、通告に従いまして質問してまいり

ます。

人口減少が長期にわたるとも推計される中、

３期目の任期４年ではなく、宮崎県知事として

県全体の長期的なビジョンをどのように描かれ

ているのか、知事の考えを伺います。

次に、人口減少で労働力不足、世代構造も変

化する中、働き方改革も進めながら、社会経済

の活動を維持していく必要があると考えます

が、県内の各分野でも労働力不足が心配される

中、県としてはどのように対応されるのか、総

合政策部長にお伺いいたします。

あとは質問者席にて質問してまいります。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。県の長期ビジョンについてであります。

人口減少は、経済や産業はもとより、福祉・
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医療、教育に至るまで、さまざまな分野に影響

をもたらすことになります。

このため、総合計画の長期ビジョンにおきま

しては、人口問題対応戦略をベースとして５つ

の戦略を掲げ、子育ての不安や負担の軽減、移

住・定住の促進等を図るとともに、地域や産業

を担う人財の育成・確保、一人ひとりの能力が

発揮される社会の実現など、人・くらし・産業

の各方面から総合的に施策を展開することとし

たところであります。

人口減少は当面続きますが、こうした今でき

ることに全力で取り組むとともに、私たちの意

識や社会のあり方を変え、希望ある未来を築

き、新しい「ゆたかさ」の実現を図っていく必

要があると考えております。グローバル化や科

学技術の進展など、時代の変化に的確に対応し

ながら、経済の活力にあふれ、誰もが地域社会

で活躍でき、安全・安心な暮らしや豊かな自然

環境を享受できる、持続可能な地域づくりに取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。労働力不足への対応についてで

あります。

労働力不足は、あらゆる分野で顕在化してお

り、地域経済の活力を維持するためには、早急

な対応が必要であると考えております。

このため、まずは、若者の地元定着に向けた

キャリア教育の充実や企業情報の発信強化を進

めるとともに、「働き方改革」に対応した労働

環境の整備や、女性・高齢者、外国人など多様

な人材の活躍を促進し、働く場所の魅力向上と

産業人財の育成・確保の取り組みを進めていく

必要があると考えております。

また、中長期的な視点からは、今後進展が見

込まれますＩｏＴ、ＡＩなどの先端技術の活用

による省力化や生産性の向上、さらには起業・

創業やイノベーション創出への支援にも努めて

いく必要があると考えております。

これらの施策を市町村や企業・関係団体と連

携しながら展開し、人口減少下にあっても地域

社会や経済の活力が維持・発展していけるよ

う、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〕

○武田浩一議員 ありがとうございます。人口

減少、労働力不足、世代間の人口構造等々、難

しい課題にしっかりと取り組んでいただくこと

はもとよりですが、10年後、20年後の宮崎のビ

ジョン、夢を、知事には大いに語っていただ

き、今後ますます県政に取り組んでいただけれ

ばと思います。よろしくお願い申し上げます。

また、人口減少の中に、今後ＩｏＴ、ＡＩ等

の先端技術の革新が大きく、早く進むと考えま

す。全国の他県におくれないよう、先を行く考

えで県の取り組みを進めていただきますよう、

要望してまいります。

それでは次に、今回、防災・減災、国土強靱

化対策として、平成30年度補正として１兆円、

平成31年度当初として1.3兆円、３カ年でおおむ

ね７兆円程度、集中的に実施となっております

が、この「防災・減災、国土強靱化のための３

か年緊急対策」に関する県土整備部の来年度の

予算及び具体的な内容について、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） 県土整備部

では、平成31年度当初予算案におきまして、

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急

対策」に関する予算として、約143億円を計上し

たところです。

具体的な取り組みとしましては、大規模な浸
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水対策として、河川内の樹木伐採や掘削、堤防

強化に加え、迅速な避難につながる河川監視カ

メラなどの設置を行うほか、地震・津波や土砂

災害対策として、橋梁の耐震補強や道路のり面

の防災対策及び無電柱化、さらには、港湾の岸

壁耐震化や砂防堰堤の整備などを集中的に実施

することとしております。

県としましては、国や市町村、建設業団体等

と連携を図りながら、円滑な事業の執行に努

め、県土の強靱化に向けた取り組みを一層加速

させてまいります。

○武田浩一議員 地元を回りますと、昨年の台

風24号、25号の後、河川・河道内の樹木伐採と

掘削等々、本当に数多くの要望をいただいてお

ります。これまでは県の単独事業ということ

で、なかなか要望に応じられない状況がありま

した。

毎年のように住宅の浸水、農地の水没、流

木、流石に、地域の方々は苦労されておりま

す。３カ年といわず、今後、予算の獲得を目指

していただきたいと思います。

でも、今回の防災・減災、国土強靱化予算に

対しましては、本当に地域の方々から喜ばれて

おります。よろしくお願い申しておきます。

次に、３月１日金曜日に大変うれしいニュー

スが流れてまいりました。国土交通省より、新

規事業採択時評価手続等の着手についての発表

がありました。

そこで河野知事に、東九州自動車道の全線開

通に向けた知事の強い意気込みを、お伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 東九州自動車道は、南

海トラフ地震などの自然災害から生命・財産を

守り、人口減少下においても、生産性向上によ

りまして、さらなる経済成長を実現させる大変

重要な道路であると考えております。

このため、早期整備の必要性について、あら

ゆる機会を通じて国に強く訴えているところで

ありまして、１月には、鹿児島県の三反園知事

と一緒に国に参りまして、油津―串間―夏井間

の早期事業化に向けて強く要望してきたところ

であります。

このような中、今御指摘がありましたよう

に、３月１日に国土交通省から、日南市の油津

―南郷間、そして、串間市域を含む奈留―夏井

間の合計20キロメートルを超える区間につきま

して、新規事業採択時評価手続に着手するとの

連絡がありました。

これは、来年度事業化に向けた最終段階の手

続でありまして、事業化となれば、串間市にお

いて初となるものでありまして、全線開通に向

けた大きな一歩と、大変うれしく受けとめたと

ころであります。

長年にわたり御尽力をいただきました県議

会、沿線自治体、経済団体、道づくり女性の会

を初めとする関係の皆様方に、心より感謝を申

し上げます。

高速道路はつながってこそ、その真価が最大

限に発揮されるものでありまして、今後とも、

私が先頭に立って、一日も早く全線開通するよ

う全力で取り組んでまいります。

○武田浩一議員 ありがとうございます。知事

を初め、県の皆様、また国、関係機関の皆様、

もちろんこの会場にいらっしゃいます県議会議

員の皆様、本当に地元の皆様の長年の夢が、

やっと、大きな一歩というか、三段跳びで来た

ような。今回、もしかすると、また油津から南

郷までで、串間まで来ないんじゃないかという

感じも受けないではなかったんですが、昨年末

から知事、部局、また、串間の島田市長等と話
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をすると、また国会議員の先生方と話をする

と、何か前向きな話が多かったものですか

ら。20キロにわたる夏井―串間を越えて奈留ま

でという大きな区間が事業化に向けて、着手さ

れるということで、本当にうれしく思っており

ます。

インフラ整備が本当におくれていました県南

地区、本当に命の道であり、産業の道でありま

す。これで、少しでも早い全線開通に向けて、

また、河野知事の全力投球をお願いしますの

で、よろしくお願い申し上げます。

次に、平成29年の宮崎県観光入込客統計調査

によりますと、市の合計が前年比で97.6％、町

村計101.6％、県計が98.8％の中、当串間市で

は、28年比で県外客70.6％、合計比66.2％、串

間市都井岬の観光客が激減いたしております。

これは、448号の通行どめが大きく関係している

と考えております。その中で、平成32年度末の

全線開通が待たれるところではありますが、国

道448号線藤地区で採択されました災害関連事業

について、現在の進捗状況をお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国道448号串

間市藤地区の災害関連事業につきましては、昨

年３月の事業採択後、地権者の方々の御協力に

より、早期に用地取得が完了したことから、昨

年10月に南郷側において、トンネル取りつけ部

の工事に着手し、３月末には完成する見込みで

あります。

また、トンネル本体工事につきましても、一

日も早い復旧を図るため、２工区に分割し、昨

年12月に契約締結したところです。

現在は、両工区ともに、工事に必要な資材や

機械の手配を進めており、準備が完了後、トン

ネル掘削工事に着手することとしております。

全線の開通は平成32年度末を予定しておりま

すが、一日も早い完成に向けて、全力で取り組

んでまいりたいと考えております。

○武田浩一議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、本年に入りまして、串間市市木の自治

会連合会長と地元市議とともに、串間土木事務

所に要望に行ってまいりました。

県道市木串間線の牧内地区における未改良区

間の整備について、今後どのように取り組んで

いかれるのか、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） 県道市木串

間線は、市木と串間を結び、沿線住民の生活を

支えるとともに、緊急輸送道路にも指定される

など、重要な路線であります。

このため、これまでに、山の神工区、子持田

工区などにおいて計画的に整備を進めてきたと

ころであり、延長 1 6 . 1キロメートルのう

ち、13.2キロメートルが改良済みであります。

現在、牧内地区の約１キロメートル区間にお

いては、一部、２車線で改良されております

が、地形が険しい山間部を通過するため、急

カーブが連続しており、安全で円滑な走行に支

障が出ている状況にあります。

このような中、串間市の中学校の統合によ

り、平成29年度からスクールバスの運行が開始

されており、また近年、大型車の通行も増加し

てきていることから、円滑な交通の確保に向

け、道路線形の改良について検討してまいりた

いと考えております。

○武田浩一議員 ありがとうございます。今、

御答弁にもありましたとおり、串間市は中学校

を１校に統合いたしました。そのスクールバス

が通る県道であります。近年、杉の伐採等で２
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連結した大型トラック等の通行も増加しており

ます。市木地区は、串間市内でも特に高齢者が

多い地域であります。早期の道路線形の改良を

要望しておきます。よろしくお願いいたしま

す。

次に、昨年初めてフォレストベンチ工法とい

う工法の説明を受けました。説明では、経済性

や景観等の観点から、観光立県を標榜する宮崎

にとってすばらしい工法であると理解したとこ

ろですが、フォレストベンチ工法に対する県の

認識と実績についてお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） のり面対策

工法の選定に当たりましては、地質や規模、勾

配などの現地の状況を踏まえ、経済性や施工

性、維持管理、景観等の観点から総合的に検討

を行い、工法を決定しているところです。

御質問のフォレストベンチ工法は、斜面にア

ンカーと鉄製の柵を階段状に設置することによ

り、斜面の安定を図るとともに、植樹を行い、

化粧材として間伐材を表面に取りつけること

で、環境と景観にも配慮したのり面対策工法の

一つであると認識をしております。

県では、本工法を「宮崎県新技術活用促進シ

ステム」に登録し、工法の特徴や活用の効果等

の情報提供を行っており、県内において、県発

注工事でこれまで２件の実績があるほか、国や

日南市においても採用されております。

県としましては、今後ともフォレストベンチ

工法を含め、それぞれの工法の持つ特性を踏ま

え、適正な工法の選定に努めてまいりたいと考

えております。

○武田浩一議員 確かに、それぞれの工法の持

つ特性を踏まえ、適正な工法の選定が重要であ

ると、私も考えます。しかしながら、当宮崎県

は、観光みやざきであります。コンクリートで

塗り固めるよりも、自然景観を生かしたフォレ

ストベンチ工法を少しずつでも進めていかれる

べきと考えます。また、県木材利用技術セン

ター等が技術を持っております、木材を使った

ガードレール等を、特に観光地、全部とは言い

ませんが、こういう木材を使ったフォレストベ

ンチ工法であったり、ガードレール等を、今後

少しでも多く採用されていくと、全体的に自然

を生かした整備ができるのではないかと考えて

おります。よろしくお願いしておきます。

次に、南海トラフ地震の確率が高まる中、太

平洋側の東北のほうは、現状Ｓ－ｎｅｔ、東京

から関西のほうまではＤＯＮＥＴ等の海底地震

津波計測網が整備されております。四国の高知

沖から日向灘海域、本県串間までのＮ－ｎｅｔ

が整備されますが、このＮ－ｎｅｔの整備スケ

ジュールと整備効果について、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） 南海トラフ

地震の想定震源域であります高知県沖から日向

灘海域におきまして、地震や津波の発生を早期

に検知するための南海トラフ海底地震津波観測

網（Ｎ－ｎｅｔ）の整備につきましては、今年

度、国において調査が開始され、さらに、30年

度第２次補正予算及び31年度予算案に構築費32

億円が盛り込まれたところであります。

今後、国は、海洋調査やケーブルの敷設工

事、陸上局舎の設置など、５年程度をかけて整

備する予定と聞いております。

Ｎ－ｎｅｔが整備された場合、従来より地震

動を最大20秒程度、津波を最大20分程度早く検

知できるため、早期避難への活用など人的被害

軽減への効果を期待しているところでありま

す。

県としましては、国に対し、さらなる早期整
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備や、整備が行われた箇所から順次運用を開始

していただくよう、強く要望してまいりたいと

考えております。

○武田浩一議員 ありがとうございます。先

日、漁業をされている方とこういうお話をさせ

ていただきました。それは早くしてくれという

お話でした。津波が最大20分程度早く検知でき

るとなると、高齢者の方々、体に障がいのある

方々等々、多くの命が救えるのではないかと大

変期待しております。５年程度と言わず、早期

の整備よろしくお願いしておきます。

次に、先日御報告いただきました津波避難等

に関する県民意識調査では、ほとんどの項目

で40％以下にとどまるなど、県民意識をどう変

えるかが大切であります。来年度予算において

も、「みんなのＰＯＷＥＲを結集！「共助の

力」強化事業」、「みやざき消防力充実強化事

業」等々ある中で、現場地域住民と連携を図り

実務を行うのが、防災士、自主防災組織、消防

団でありますが、この３者の連携のあり方につ

いて、県の考え方を、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） 南海トラフ

地震や大型台風など、大規模災害への対応は、

行政機関による公助のみでは限界があり、自助

や共助の取り組みが大変重要になります。

県内では、地域防災のリーダー的役割を担う

防災士、地域住民の助け合いなど共助を担う自

主防災組織、消火活動や捜索・救助活動など公

助を担う消防団が、地域防災のために活動して

おりますが、この３者が連携した活動を行うこ

とで、より被害を抑えることができるものと考

えております。

このような中、今年度実施しました「津波避

難等に関する県民意識調査」では、お話にあり

ましたように、早期避難率が約38％、災害への

備えは、ほとんどの項目で40％以下にとどまる

など、さらに自助・共助の意識向上を図る必要

があると痛感したところであります。

県としましては、市町村と連携しながら、地

域住民を対象とした研修会の開催や防災訓練等

の支援などを行い、３者の連携強化や自助、共

助の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○武田浩一議員 関西の大震災におきまして

は、自分で逃げ出した方が約30％、家族によっ

て助けられた方が約30％、近隣住民によって助

けられた方が約30％の計95％ほどが自助・共助

で助けられたと聞いております。消防、自衛隊

等々は数％だったと聞いておりますので、自助

・共助の大切さが重要であります。どうか県民

の皆様に、まず逃げるということを―この30

％台では心もとないですので―どうか県を挙

げて、県民の皆様の意識を高めていただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。

次に、昨年から私の地元串間市のカンショ農

家を襲っております、今回県内で発生したカン

ショの根・茎腐敗症の被害状況と今後の対策に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県内で確認さ

れました平成30年産カンショの茎・根腐敗症

は、県全体の栽培面積約3,500ヘクタールの４

％、約150ヘクタールで発生しておりまして、特

に南那珂地域では、栽培面積の約２割で発生し

ている状況にございます。

発生した圃場では、茎の枯れや芋の腐敗が見

られ、収量・品質が大きく低下しております。

そのため県では、31年産での発生を防ぐた

め、市町村、ＪＡ、酒造組合などと対策会議を

開催し、カンショ残渣の適切な処理や、種芋・

平成31年３月４日(月)

- 220 -



苗の薬剤消毒、圃場の排水対策などの徹底を、

生産者に周知しているところでございます。

さらに、国や鹿児島県と、発生要因の分析や

農薬登録拡大に向けた共同研究を実施するとと

もに、産地での効果の高い防除技術の実証試験

も行うことといたしております。

カンショは、本県の重要な基幹品目でありま

すので、引き続き、茎・根腐敗症の対策にしっ

かりと取り組んでまいります。

○武田浩一議員 よろしくお願いします。私の

地元串間の大束では、もちろん畜産も今、大変

盛んでありますが、やはりカンショが一番の中

心作物であります。２割という腐敗症が出る

と、もしことしおさまればよいのですが、来

年、再来年と続くようですと、産地がなくなっ

てしまうのではないかということがありますの

で、しっかりとこれから対応をよろしくお願い

します。

また、「食べることは生きること」「農業は

未来産業」であります。国内は人口減少問題が

大きな課題ですが、世界の人口はまだまだふえ

続けております。私の若いころは世界人口50億

人と言っておりましたが、現在75億人。世界的

には食糧不足であります。その中で、本県は人

口減少に対応する中、海外輸出へとかじをとっ

ております。

そこで、本県の農産物、特にカンショの輸出

の現状と、輸出品目にどう位置づけられている

のか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 平成29年度の

本県農畜水産物の輸出実績は、前年度比135％

の46億4,000万円と過去最高を記録し、その中で

カンショは、農産物の中では最も多い約３億円

となっており、輸出を牽引する重要な品目であ

ります。

カンショの輸出につきましては、国内では規

格外であった小ぶりなものが香港で人気とな

り、輸出に対応した施設整備などの取り組みを

進め、現在では、台湾、シンガポールなど、ア

ジアの多くの国・地域に広がっております。

今後とも、生産者や農業団体、法人等と連携

しながら、本県の特徴ある品目としてカンショ

の輸出拡大を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○武田浩一議員 先ほどの腐敗症の件もありま

すし、また輸出作物の中では、カンショという

のは牽引する作物であるということですので、

引き続き、しっかりと対応していただきたいと

思います。

そこで、地元からは農地への客土や土層改良

等の声を多く聞きますが、支援がないのか農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 客土や土層改

良等を支援する事業としましては、農地面積

が20ヘクタール以上のものについては、国の畑

地帯総合整備事業が、また、事業費が200万円以

上で受益者が２者以上の小規模なものについて

は、同じく国の農地耕作条件改善事業が活用可

能であります。さらに事業費が200万円未満のも

のにつきましては、県単土地改良事業で対応す

ることができます。

これらの事業を実施するに当たりましては、

地元農家の方々の話し合いによる合意形成が必

要でありますので、市町村などの関係機関と連

携していくことが重要であると考えているとこ

ろであります。

○武田浩一議員 同じく、農村地域における基

盤整備の必要性について、県の認識を農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 圃場整備や農

平成31年３月４日(月)

- 221 -



道の整備など基盤整備を推進することは、大型

機械の導入などによる農作業の効率化や、水田

の汎用化などによる生産性の向上等が図られ、

担い手への農地集積にもつながることから、本

県農業の成長産業化を図るために大変重要であ

ると考えております。

県としましては、市町村や土地改良区など関

係機関と連携しながら、引き続き基盤整備に

しっかりと取り組み、農業所得の向上、農村地

域の活性化につなげてまいりたいと考えており

ます。

○武田浩一議員 ４問質問させていただきまし

た。農業を守ることは、やはり日本を守ること

だと私は思っております。いろいろやり方もあ

るようですが、私も地元に帰って、地元の農家

の方々と協力しながらしっかりと対策を打てる

ように頑張ってまいりますので、また、県の皆

様の御指導をよろしくお願い申し上げておきま

す。

次に、観光に移ります。

キャッシュレス化の推進についてお伺いする

予定でしたが、先週金曜日の新見議員の質問で

理解しましたので割愛しますが、数年後には

キャッシュレス化の割合が広がり、観光立県で

ある宮崎県として、インバウンドはもとより、

国内観光誘客にも必要であります。また、県内

の零細事業所においては、キャッシュレス化は

大変難しい問題でありますので、関係機関と連

携し、早急に対応していただきたいと要望して

おきます。

次に、ひなたカードの現状と今後の展開につ

いて、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ひなた

カードは、顧客管理ができる本県独自のポイン

トカードとして、平成29年８月から導入してお

り、現在、みやざき物産館や道の駅など、県

内31の観光施設で使えます。

県内外から多くの観光客が訪れるイベントの

機会を捉え、その会場でＰＲするなど、積極的

な入会促進に取り組んできた結果、会員数は、

県内外で約5,400名となっております。会員に対

し、県内のお祭りやイベントなどの観光情報を

定期的に発信するとともに、カードの利用状況

の分析やアンケート調査を実施するなど、誘客

のためのマーケティングに活用しているところ

であります。

今後とも、こうした取り組みを市町村等と連

携しながら行うことで、宮崎ファンの拡大やリ

ピーターの獲得につなげ、観光誘客による地域

経済の活性化を図ってまいりたいと考えており

ます。

○武田浩一議員 勉強不足で本当に申しわけな

いんですが、このひなたカード、私も昨年入ら

せていただきました。部長が今御答弁いただき

ましたが、この5,400という数が多いのか少ない

のかというと、私はやっぱり少ないのではない

かなと。昨年、観光振興対策特別委員会の参考

人招致にオブザーバーで参加させていただきま

した。そのときに、山田桂一郎氏の話の中で、

このひなたカードというのはすばらしいと。こ

れをなぜ活用しないんだというお話がありまし

て。その御講演を聞いたときに、本当に全国に

なかなかないカードであると。これを中心に宮

崎県を全部まとめていって、鹿児島、それこそ

九州一円これでいけるんではないかと。その情

報は全て宮崎県に入ってくるという、すばらし

い、将来が見込めるカードであるというのをお

伺いしまして、これはすぐ入らないといけない

なと思って入会をさせていただきました。

今般この質問をするに当たって、何人か県の

平成31年３月４日(月)

- 222 -



職員の方と話す機会があったのですが、知らな

いという職員の方もいらっしゃいました。まず

は、県の職員の皆さん、それと県内の市町村の

職員の皆様に入っていただくだけでも、相当な

数になると思いますし、また、商工関係、商工

会議所、商工会等々、それと、このひなたカー

ド加盟店、これもまだものすごく少ないです

ね。串間にはありません。日南に２つありま

す。なかなか使う機会がないというのも、寂し

いものであります。これを、宮崎に何回も来ら

れる方に、ゴールドカードであるとか、ブラッ

クカードであるとか、いろいろな特典をつけ

て、観光みやざきをアピールするいい機会にな

るのではないかと思っていますので、これはぜ

ひ早急に対応をしていただきたいと。来年度す

ぐに、どんどん広げていっていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしておき

ます。

次に、平成29年度に県が行った、「日南海岸

国定公園を中心とした県南地域におけるジオ

パーク等調査研究事業」の結果と今後の取り組

みについて、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県では、昨年

度、日南海岸周辺の県南地域に点在します多く

の地域資源について、地形・地質学の観点か

ら、専門家による学術調査を行い、将来的なジ

オパークへの認定等の可能性について、調査研

究を実施したところであります。

その結果、県南地域には、都井岬の周辺地域

や鬼の洗濯岩など、学術的な価値を有する、さ

まざまな地域資源があることが確認できたとこ

ろであります。

一方、ジオパークの認定には、地元自治体だ

けでなく、観光や地域づくり等、さまざまな活

動を行っている民間団体等が一体となった運営

体制を構築し、こうした地域資源の活用や保

護、教育といった持続的な活動を行うことが求

められております。

このため、今年度は、地元自治体や民間団体

との意見交換会や勉強会を実施したところであ

りまして、今後、県としましては、地元がジオ

パークの認定を目指す場合には、その取り組み

に対して、支援や協力を行ってまいりたいと考

えております。

○武田浩一議員 私も報告書を読ませていただ

きました。宮崎市から日南―串間にかけての日

南海岸、串間についても知らないことが多いこ

とにびっくりいたしました。もちろん宮崎から

日南に入っても、「え、こんなところあるの」

とか、「これが学術的な意味合いがあるのか」

とか、今まで見たり聞いたりもしていました

が、これが資源であるということがわからない

ものがいっぱいありました。

九州、特に全国にあるジオパークに認定され

ているところは、日本列島、火山が多い地形で

ありますので、火山を中心としたジオパークが

多いようであります。この中で、日南海岸は海

のジオパークとしての宝の山だという感じがい

たしました。今、部長にお答えいただきました

ように、今後、地元に帰って、串間・日南を中

心に、串間でも一生懸命、ジオパーク認定に向

けて動いていらっしゃる方が何人かいらっしゃ

いますので、一緒に取り組んでいきたいと思い

ますので、また、県の支援・協力をよろしくお

願い申し上げます。

次に、地域医療について、先日、本県は全国

の医師少数県に位置づけられました。串間市に

おりますと、そうだなと。お医者さんが少ない

なという思いが今までもあったんですが、九州
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で１県だけと聞きますと、九州で１県だけ選ば

れている、選ばれているというか、少ないな

と、医師の少数県となったことに、ちょっと

びっくりしました。現状をどう認識されている

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 本県の医師

数は、10年前に比べますと、197人増加しており

ますが、依然として、若手医師の減少、医師の

地域的な偏在、小児科、産婦人科などの特定診

療科の医師不足が解消されていない現状にござ

います。

県としましては、今回、「医師少数県」に位

置づけられたことを重く受けとめておりまし

て、これらの課題の解決に向け、より効果的な

対策に取り組んでいかなければならないと考え

ております。

○武田浩一議員 10年前と比べて197人も増加し

ているのに、その感覚がないのはなぜでしょう

か。私の地元串間においては、増加の感覚がな

いからでしょうか。国が中心となって医師少数

県に、また、県が中心となって県内医師の偏在

解消に努めていただきたいと思っております。

私の地元の串間市民病院を初め、県内の公立

病院で医師不足が深刻化しております。県全体

の県民の皆様が安心して地域で暮らしていくた

めには、地域の公立病院はその中心でありま

す。

県は、公立病院への支援についてどのように

進めていくのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県では、市

町村と共同で設立しました「医師確保対策推進

協議会」の活動等を通じて、公立病院の医師確

保の支援を行っているところでございます。

具体的には、公立病院や医師募集等に関する

情報の発信、合同就職説明会の開催、学会での

ＰＲブースの設置等を通じまして、本県への就

業意向のある県外医師を各公立病院にあっせん

しているところでございます。

このほか、宮崎大学医学部と連携して、県立

日南病院内に地域総合医育成サテライトセン

ターを設置するとともに、公立病院等への医師

の派遣調整に取り組んでいるところです。

今後は、こうした取り組みに加えて、来年度

から、医師修学資金貸与医師等の医師不足地域

への配置調整を、宮崎大学等と連携して行うこ

ととしておりまして、公立病院への支援の充実

を図ることとしております。

○武田浩一議員 ありがとうございます。この

医師不足というのは地域住民にとっては、大き

な問題です。特に過疎地域では病院に行けない

ということになると、高齢者の方々は大変困ら

れます。

高速道路ができて、もっと早く日南の県病院

であったりとか、宮崎の県病院であるとかに行

けるような状態にまだまだ串間はありませんの

で、串間だけではなくて、県内の多くの公立病

院のために、どうかお力をおかしいただいて、

医師の偏在解消に力をかしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。串間でも

産婦人科、また麻酔医、外科医等、外科手術も

なかなかできない状況でありますので、よろし

くお願いしておきます。

次に、今議会でも議論されておりますよう

に、人口減少問題が最大の課題であります。そ

こで、人口減少が進行する中、今後の県立高校

のあり方をどのように進めていかれるのか、教

育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 人口減少や少子化が

進行する中、高校を取り巻く社会の変化は、さ
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らに大きくなることが予想されますことから、

地域の実情を勘案し、生徒にとって魅力と活力

のある教育環境を提供する必要があると考えて

おります。

また、これからの県立高校は、進学や就職に

向けた「高校生の学び舎」という役割に加え、

地域の活性化の一翼を担うことも期待されてい

ることから、地域住民とともに、地域課題や将

来への展望等を認識・共有しながら、「地域と

ともにある学校づくり」を推進してまいりたい

と考えております。

○武田浩一議員 ありがとうございます。

今まで、適正規模であるとか、１学級の人数

であるとか、いろいろ統廃合に向けた話が多

かったように感じております。今回、人口減少

が確実にある程度は進むと、県を挙げて一生懸

命おくらせることに今、努力をされているので

ありますが、人口減少は確実に進んでおります

し、子供の数は確実に減っていきます。その中

で、学校がなくなるということは、やっぱり地

域がなくなってまいります。地方創生が叫ばれ

る中、どうしても、その地域を守るために、県

立高校は重要な位置にあると、今の教育長の答

弁の中でもわかると思います。

そこで、来年度新規事業「県立高校を核とし

たまち・ひと・しごと創生推進事業」の狙い

を、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 本事業は、地域の

方々の意見を学校運営に直接反映させることが

できる「学校運営協議会制度」、いわゆる「コ

ミュニティースクール」を県立高校に初めて導

入することによりまして、これまで以上に学校

と地域との連携強化につながるものと考えてお

ります。

具体例としまして、生徒が地域とともに、ま

ちづくりや防災など地域課題を教材にした学習

や、地域素材を生かした商品の考案、高校生目

線による地域観光に関するアイデアの発信な

ど、実践的な取り組みを行ってまいります。

このような学習を通して、郷土に対する愛着

や誇りを持った地域の担い手を育成するととも

に、地域の産業活性化に貢献するなど、県立高

校を核とした地方創生を推進してまいりたいと

考えております。

○武田浩一議員 ありがとうございます。研究

モデル校を５校と聞いております。また、人口

減少、少子高齢化の中においての学校のあり方

が大きく変わることを念頭に置いた新規事業で

あろうと考えます。持続可能な地域社会、地方

創生において、県立高校は必要不可欠でありま

す。どうか、新しい高校と地域の関係性、ま

た、県立高校を核とした地方創生の推進に尽力

いただきますよう、よろしくお願いします。

先ほど言いましたように、地域の高校をどう

生かしていくか、教育環境をどうつくっていく

のかということが今回の狙いであると思います

ので、どうかその方向で、今後の県立高校のあ

り方について、教育委員会の中で議論をしてい

ただきたいと思います。よろしくお願いを申し

ておきます。

最後の質問となりますが、全国で自動運転の

実証実験が行われております。本県において

も、近い将来の導入に向けて、実証実験等に取

り組んで行く必要があると考えますが、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） 自動運転につ

きましては、自動車メーカーなどの民間企業に

よる技術開発が進むとともに、国において

は、2020年までに特定地域での無人自動運転移

動サービスの実現を目標とするなど、将来的な
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普及に向け、内閣府や国土交通省を初め、官民

連携等による実証実験が行われているところで

あります。

自動運転システムの実現・普及により、特に

地方においては、高齢者等のための移動サービ

スの提供などが期待されますが、その一方で、

車両の安全基準や交通ルールのあり方等の制度

整備、また普及に向けた地域住民の理解・受け

入れのほか、事業化に向けた採算性の確保など

が求められますことから、現在、国を中心に、

これらの課題について検討が進められておりま

す。

県といたしましては、国の動向を引き続き注

視しつつ、自動運転システムの将来的な全国展

開を見据え、自動運転に関する情報の収集や研

修等を行うとともに、県内市町村等と連携しな

がら、地域公共交通の維持に資する自動運転シ

ステムの可能性について、実証実験を含め、検

討してまいりたいと考えております。

○武田浩一議員 地域を回りますと、80代の方

は全然運転されておりますし、中には90代の方

も運転をされております。地方、過疎地域に行

きますと、車がないとどこにも行けない状態で

す。近くに子供さんとかお孫さんがいらっしゃ

れば、まだ週に１～２回のお買い物であると

か、病院には行けると思いますが、コミュニ

ティバスも、私の生まれ育った地元では週に１

回です。週に１回しか来ないんです、コミュニ

ティバスが。その中で、80歳になっても90歳に

なっても免許が返納できずに困っている方がい

らっしゃいます。自動運転が本当に必要なの

は、都会ではなくて地方ではないかという気が

しております。どうか先進的に―今、予算が

国から来ていないとかじゃなくて、自分たちか

ら手を挙げて、宮崎が最初にやって、地方の自

動運転に取り組んで、先進的な事例をつくって

いただきたいなと思っております。

本当に河野知事には、この宮崎のために、ま

ずは４年間一生懸命頑張っていただきたいと思

います。私も同世代の者として、この日本に生

まれ、宮崎で暮らす者として一緒に頑張ってま

いりますので、よろしくお願いします。以上で

終わります。（拍手）

○外山 衛副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時45分散会
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