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一般質問◎

ただいまの出席議員38名。定○福田作弥議長

足数に達しておりますので、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、内

村仁子議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○内村仁子議員

ざいます。自由民主党宮崎県議団の内村仁子で

ございます。

本日は、寒い中、私の地元から、そして宮崎

の友達、また多くの関係者の方が傍聴においで

いただきました。ありがとうございます。皆様

方の力をいただきながら、通告に従い質問して

まいります。

東日本大震災から２年８カ月がたちました。

私は11月５日から、大規模災害・防災対策特別

委員会で南海トラフ巨大地震対策の調査に岩手

県釜石市、高知県黒潮町などに行きました。な

かなか復興の見えない中、被災地では、今まで

に経験したことのない区画整理、高台への集団

移転、これからのまちづくりについて、行政、

関係者の葛藤、御苦労が続いております。

伊豆大島での災害、フィリピンでの台風30号

による災害、工事現場での崩落事故が起きるな

ど、心配は絶えることがありません。被災され

た方々に心からお見舞い申し上げます。

しかし、暗いニュースが続く中、県内では、

官民一体となって30年間かけてチョウザメを養

殖し、今回、キャビアの販売を開始されまし

た。そして、11月13日からは九州赤十字の大会

に秋篠宮妃殿下紀子様が御来県され、地元の子

供や日赤会員と交流されるなど、温かいニュー

スにも浴することができました。そこで、今議

会でも、私の定番である女性の立場から小さな

声も届けるために質問してまいります。

私は総務政策常任委員長として７月と11月、

台湾、韓国へ、宮崎空港直行便の存続、県内航

路への船便存続と増便、県内物産の状況調査、

取引のお願い、そして数多くの関係機関との協

議に、知事と一緒に参加することができまし

た。それぞれの航空局、航空会社、旅行公社、

ジェトロ等との協議も重ねてまいりました。

そこでまず、知事にお尋ねします。宮崎県総

合計画「未来みやざき創造プラン」の中で海外

展開戦略が掲げられています。海外戦略、東ア

ジアへの県産品販売に対して、知事はどのよう

な思いで「みやざき東アジア経済交流戦略」を

策定されたか、お尋ねします。昨日、次の２期

目に挑戦ということで知事の答弁をいただきま

した。これからもぜひ頑張っていただきたいと

思っております。

以上で壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら質問してまいります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

我が国は、本格的な人口減少・高齢化社会を

迎えておりまして、国内市場の拡大を見込むこ

とが難しいわけであります。海外、とりわけ経

済成長が著しく、地理的に近い東アジアの活力

を取り込んでいくこと、これは内村議員も実際

に実感をされたことというふうに考えておりま

すが、この活力を取り込んでいくことは、本県

の未来を築く上では極めて重要であり、力強く

推進していかなければならないと認識をしてお

ります。

これまでは、我が国の政治経済の中心である

東京からの距離、東京から遠い九州というイメ

平成25年11月28日(木)



- 75 -

ージもございました。東京の重要性は変わるわ

けではございませんが、発展するアジアへの最

前線であるという思いで、我々九州、そして宮

崎としては今後のあり方というのを考えていく

必要があろうかというふうに考えております。

そのため、オールみやざきの観点に立ちまし

て、横断的、多面的な取り組みが必要であろう

ということで、従来の取り組みや、こういった

情勢の変化を踏まえまして、県産品の販路拡大

はもとより、観光誘客やインフラなどの基盤整

備にも取り組むこととして、「みやざき東アジ

ア経済交流戦略」を策定したところでありま

す。

今後とも、「東アジアに開かれ、東アジアと

ともに成長するみやざき」を目指しまして、官

民一体となったオールみやざきの体制で、「み

やざき東アジア経済交流戦略」の推進に取り組

んでまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

今、答弁をいただきました○内村仁子議員

が、私も台湾の市場調査をしたときに、都城Ｊ

Ａからのサツマイモ、小さいものでしたけれど

も、３個で590円、それに比べてマンゴーは１個

が290円、倍の値段で販売されておりました。富

裕層の方が買われるという話を伺いましたが、

これから先もぜひ宮崎県の物産をオールみやざ

きという観点で捉えて、戦略のほうに入れてい

ただきたいと思います。そういうところで、東

アジアへの県産品の販路開拓について、これま

での成果と今後の見通しについてお尋ねいたし

ます。

まず、これまでの成果○知事（河野俊嗣君）

につきましては、海外見本市への出展や、バイ

ヤーを本県に招聘したり、さらにはトップセー

ルスを行うことなどによりまして、これまで、

宮崎牛やカンショなどの農産物のほか、焼酎や

漬物、乳製品、調味料などの定番化が図られて

おり、一部では着実に成果が出てきているとこ

ろであります。

次に、今後の見通しについてでありますが、

対象国や地域によりまして、関税、検疫などの

制度や商慣習など、輸出に係る環境が異なりま

すので、国別に戦略を持って取り組むことが必

要であろうというふうに考えております。

例えば香港におきましては、日本食品への関

心が大変高く、日本食品を扱う量販店なども多

いことから、今後も、安全・安心な農産物の販

路を拡大していくことが有望であろうというふ

うに考えております。また、韓国では、戸建て

住宅や伝統的な家屋であります韓屋での木材利

用の拡大が見込まれておりますことから、さら

なる県産材の輸出促進を図ってまいりたいと考

えております。

今後とも、これまでのプロモーション活動で

築きました人的ネットワーク、こうしたパイプ

というのはアジアに展開する上で大変重要であ

ろうというふうに考えております。こういった

ネットワークを活用しながら、マーケットイン

向こうが求めているものは何であるかとい―

うところに重点を置きながら、効率的、効果的

な県産品の販路開拓に努めてまいりたいと考え

ております。

３問目に入ります。私は以前○内村仁子議員

新聞で、「行政のトップがセールスに行くべき

ではない。バイヤーに任せるべきだ」という記

事を読みました。そのときに、ああ、なるほど

なと思っておりました。しかし、今回、知事に

同行して台湾、韓国に行きましたが、そのどち

らの国でも知事は、台湾では中国語、韓国では

韓国語で挨拶をされ、現地の方は大変喜んで拍

平成25年11月28日(木)
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手をされました。この現地の言葉での挨拶によ

り、ぐっと親近感が深まり、航空局、航空会

社、海運会社の社長との協議がスムーズに運ん

だと私は感じました。

韓国では、宮崎県産木材で一戸建ての住宅を

つくる商談が進んでおり、モデル住宅が既にで

きていました。これから宮崎県産木材の取引が

拡大していく中で、すばらしい宮崎県産材の住

宅を建設するために、両国間の伝統と文化を理

解し合いながら、日本のたくみ、建築の技術者

を派遣することを民間を交えて推進していくこ

とで、さらに木材輸出が拡大するのではないか

と考えますが、知事のお考えをお聞きします。

韓国でございます。政○知事（河野俊嗣君）

治、外交面では非常に厳しい状況にあるもの

の、やはり経済・文化交流は積極的に進めてま

いりたいというのが基本的な考え方としてある

中で、韓国における住宅用の建築物は、マン

ション等の鉄筋コンクリート建築が大半を占め

ておりますことから、大工など木造の技術者が

少ないような状況もございます。

このようなことから、韓国への製材品の輸出

につきましては、現地で組み立てられる形に加

工しましたプレカット材が中心となっていると

ころであります。今後、木材輸出の拡大を図っ

ていくためには、プレカットされていない材の

輸出もふやしていくことが必要であろうという

ふうに考えております。

このためには、これらを使った住宅を適切に

施工できる技術者の確保が必要となりますの

で、木材関係団体などが行う建築建材関係者の

本県への招聘でありますとか、韓国の施工現場

における実地研修による技術者の養成等を支援

してまいりたいというふうに考えております。

先般、議員の皆様や関係団体とともに韓国を

訪問してトップセールスを行ったところであり

ますが、韓屋を初めとしました木造軸組工法へ

の熱い思いが感じられるなど、また本県の杉材

を初めとする木材輸出に対する、量に対する評

価もあるんですが、一方で質 本県が長年培―

いました集成材、乾燥材、プレカット、そう

いった技術に対する評価というものを大変強く

感じたところであります。

特に、木材利用技術センターはすばらしい施

設だと評価をいただき、韓国で住宅を求めるお

客様を宮崎に連れてきて、ああいう技術センタ

ーを見せたい、そして宮崎でさまざまな木材が

利用されている実態を見せたいんだというよう

なことを向こうの社長がおっしゃっていたのが

非常に印象に残っておるところでございます。

こうした手応えが得られたところでありまし

て、技術面の支援も含めて、韓国側のニーズを

踏まえながら、木材輸出の拡大を図ってまいり

たいと考えております。

今、知事が言われましたよう○内村仁子議員

に、今回の韓国への宮崎県木材の輸出について

は、都城にあります木材利用技術センターの飯

村所長さん初め、両国の多くの方々が地道に10

年近くかかって詰めてこられた偉業だと私は感

じました。感謝せずにはおられません。これが

今までずっと話題になっておりました産学官の

重要性かなと思っております。これからも宮崎

県の木材のよさを引き出すために、ぜひ協力を

お願いしたいと思います。

次に、福祉行政について福祉保健部長にお尋

ねいたします。

まず、児童虐待について。私は、自民党女性

局の調査研修で、女性局国会議員、そして全国

の自民党女性議員、女性局代表と、アメリカに

児童虐待の調査に行かせてもらいました。今、
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県内でも児童に対する悲しい事件が起こってお

ります。県内の児童相談所における児童虐待相

談件数は以前と比べどのような状況か、お伺い

いたします。

県内３カ所の○福祉保健部長（佐藤健司君）

児童相談所における児童虐待相談対応件数でご

ざいますが、平成24年度は443件で、20年度

の287件と比べまして、約1.5倍となっておりま

す。

この要因としては２つの側面があるというふ

うに言われております。１つは、昔は大家族の

中で親戚や隣近所の皆さんに助けてもらいなが

ら子育てができていた時代でございますが、近

年は子育て家庭が孤立化しやすい。そういう意

味で、家族、地域の養育力の低下というのが言

われております。

もう１つは、悲惨な事件の報道、あるいは平

成12年に児童虐待防止法が制定されて以降、社

会全体での児童虐待への認識の広まりというも

のが、全体の相談件数がふえている要因という

ふうに言われております。以上でございます。

続いて、児童虐待相談につい○内村仁子議員

てお尋ねします。受け付け体制はどうなってい

るのか、また児童相談所の児童福祉司の配置状

況についてお尋ねいたします。

平成16年の児○福祉保健部長（佐藤健司君）

童福祉法改正によりまして、市町村が児童虐待

の通告先として加えられましたことから、児童

虐待相談につきましては、市町村と児童相談所

が役割分担をし、連携しながら対応いたしてお

ります。

具体的には、市町村は見守りや養育支援など

軽微なケースに対応しており、児童相談所では

一時保護や専門的な判定を要するケースなどに

ついて対応いたしております。

児童相談所の児童福祉司につきましては、専

門性の強化を図る必要があることから、平成20

年度の18名から毎年増員し、25年度は県内３カ

所の児童相談所において26名の児童福祉司を配

置いたしております。

今、児童福祉司の増員を図っ○内村仁子議員

ているということでしたが、みんなが誰もが安

心して相談に行ける、その場所を確実に確保し

ていただきたいと思っております。

アメリカでは、同じ建物の中に相談所、ケー

スワーカー、警察等、全ての機関が設置されて

おり、同時に協議して虐待に対処し、子供の命

に対してスピーディーに安全が守られておりま

した。相談に対する支援体制はもっと簡略化で

きないものか。相談支援を行う関係機関が１カ

所に集まり、連携が図られる体制づくりが必要

だと思います。それぞれの機関と協議するうち

に虐待で幼い命が奪われては、取り返しがつか

ないのです。せめて宮崎県でも全国に先んじて

独自の児童虐待の備えはできないか、お尋ねし

ます。

児童虐待等の○福祉保健部長（佐藤健司君）

相談対応につきましては、市町村、児童相談所

が中心となり、警察、学校等の関係機関と一体

的に連携を密にして取り組むことが大切である

と考えております。

このため、各市町村ごとに設置されました要

保護児童対策地域協議会におきまして、関係機

関相互の情報の共有と役割分担を行い、見守り

などの家庭における支援等に連携して取り組ん

でいるところであります。

また、緊急性がある場合には、児童相談所に

おいて職権による一時保護を行うほか、必要に

応じ警察等と共同して対応いたしております。

なお、児童相談所では、福祉や心理、教員等
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の専門職員を配置するほか、警察官ＯＢや保育

士を非常勤職員として任用するなど、体制強化

を図っているところでございます。

今後とも、関係機関のより一層の連携強化に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

では、引き続いて福祉保健部○内村仁子議員

長にお尋ねします。本県の人工妊娠中絶率は全

国的に高いと聞いています。数々の要因はある

と思いますが、近年の人工妊娠中絶、人工死産

の年代別の状況についてお尋ねします。

平成24年度の○福祉保健部長（佐藤健司君）

人工妊娠中絶実施率は、女子人口1,000人当たり

全国が7.4、本県は7.9で、実施件数は1,685件と

なっております。年代別では特に30代が高

く、30～34歳では全国9.9に対し本県は12.0

で、385件となっております。なお、若い年代で

は全国よりも低く、20歳未満では全国7.0に対し

本県は6.2で、173件となっております。

次に、人工死産は、人工妊娠中絶のうち、妊

娠満12週以降に実施されたものでございます

が、平成24年の人工死産率は、出産1,000件に対

し、全国が12.6、本県は19.6で、実数は200件と

なっております。年代別では特に30代が高

く、30～34歳では全国6.2に対し11.4で、実数

は40件となっております。

今の答弁で20代以下の子供の○内村仁子議員

実施率が全国よりも低いということですけれど

も、173件ということで全国的には低くても、20

代未満が173件というのはやはり高いんじゃない

かと思っております。これは前のときも出しま

したけれども、教育にも問題があると思ってお

ります。このことについてはまた別にお尋ねし

たいと思います。

続きまして、人工死産についてであります。

さまざまな要因があると思いますが、人工死産

に至った方の中絶の時期が妊娠12週以降になっ

た理由を把握しておられれば伺います。

データは若干○福祉保健部長（佐藤健司君）

古うございますが、平成17年度から18年度に県

が実施いたしました人工死産に関するアンケー

ト調査によりますと、人工妊娠中絶が12週以降

になった理由として、「話し合いに時間がか

かった」が約40％、「妊娠に気づくのがおくれ

た」が約28％、「手術費用の工面に時間がか

かった」が約10％となっております。

次に、生命尊重に入ってまい○内村仁子議員

りたいと思います。生命の尊重と出産ケアにつ

いて行政機関が設置している相談所はありま

す。しかし、そこに行くことのできない人たち

もおられるということで、それを支援している

「ワン＆オンリー宮崎いのちの会」というグル

ープがあります。このことについて、今、出産

費用が工面できなかったということで、人工死

産のほうで10％という数字がありましたけれど

も、このような方たちの支援をしているグルー

プがありますが、この「ワン＆オンリー宮崎い

のちの会」の活動についてどのように把握して

おられるか、伺います。

本県の人工妊○福祉保健部長（佐藤健司君）

娠中絶実施率あるいは人工死産率が高い状況に

おきまして、とうとい命を守るために、「ワン

＆オンリー宮崎いのちの会」の皆様方が、草の

根的に募金活動や研修会の開催、電話相談など

に熱心に取り組んでいただいていることは、大

変ありがたく、心強く思っております。

県といたしましては、今後とも、民間団体や

市町村と、感謝と人のきずなの大切さを共有し

ながら、母子保健の向上に取り組んでまいりた

いというふうに考えております。
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ありがとうございます。「ワ○内村仁子議員

ン＆オンリー宮崎いのちの会」は、授かった命

の喜び、育てる喜び、命をつなぐ喜びを基本

に、ボランティアで活動しております。せん

だっても、講演会をするときに後援依頼に行き

ましたけれども、これがどうしてもかなわず、

県の後援がなかったらほかのところでもなかな

か対応ができなくて、私どもも大変苦慮した事

実がありました。このように理解していただい

ておりますので、これからは、もうちょっと内

容を詰め、担当者と話し合いをしながら、後援

についても協議していただければありがたいな

と思っております。「悩まないで」というチラ

シを配るのにも大変苦労しております。今、部

長の答弁では理解をいただいているように伺い

ました。ありがとうございます。

そのほかに、児童虐待防止の取り組みとして

愛知方式というのがあります。医療機関での体

制、特別養子縁組を前提とした新生児の里親委

託などについて、県がどのように把握しておら

れるか伺います。

私も愛知県の○福祉保健部長（佐藤健司君）

状況は資料等で把握いたしておりますが、本県

の対応といたしましては、やはり児童虐待の未

然防止あるいは早期発見を図るという観点か

ら、医療機関とのネットワークの構築というも

のが大変重要であると考えておりまして、今

後、県医師会や市町村と協議を重ねながら、リ

スクを抱えた妊婦や援助を要する子供に対する

効果的な支援の体制づくりを検討してまいりた

いというふうに考えております。

また、特別養子縁組制度につきましては、生

まれてくる新生児を保護する仕組みとして近年

注目をされておりまして、本年９月には、全

国20の医療機関が中心となった縁組の支援が開

始されているところでございます。

県といたしましては、こうした動きを見守り

ながら、本県における取り組みの可能性につい

て研究してまいりたいというふうに考えており

ます。

ありがとうございます。これ○内村仁子議員

から先、授かった命、そして産む喜び、育てる

喜び、ここまでずっと連携をとれたら、すばら

しい宮崎県になると思いますので、よろしくお

願いいたします。

次は、障がい者団体に対してお尋ねいたしま

す。障害者自立支援法から障害者総合支援法へ

と移行され、これまでの身体、知的、精神の３

障がいに加え、難病が障がいの範囲に加わりま

した。目まぐるしく変わる制度に、福祉サービ

スのあり方、団体によっては会員数の減少な

ど、家族にとっても大変厳しい悩みを持ってお

られます。いろんな障がいの中には、施設の問

題、職員の対応に大変苦労しておられる部分も

あります。障がい者団体に対して県としてどの

ようなかかわりを持っておられるか、お尋ねい

たします。

県では日ごろ○福祉保健部長（佐藤健司君）

から、障がい者団体が抱えておられる悩みや課

題につきまして、団体の会合に積極的に参加す

るなど、さまざまな機会を捉えて意見交換を行

うとともに、障がい者に関する施策を審議する

障害者施策推進協議会などに団体の代表者を委

嘱し、実情を踏まえたさまざまな意見をいただ

いているところでございます。

また、障がい者団体に対する支援として、福

祉の向上や社会参加の促進に関する事業を委託

して実施しているほか、団体の主催事業に対す

る名義後援や助成金の交付などを行っていると

ころでございます。
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今後とも、障がい者団体と緊密に連携を図り

ながら、障がいのある方々が住みなれた地域で

安心して暮らせますように、各種施策を推進し

てまいりたいと考えております。

ありがとうございました。こ○内村仁子議員

れからもどうぞ福祉行政については御理解を賜

りたいと思います。

続きまして、志布志道路について県土整備部

長にお願いいたします。

以前の議会では内田副知事に、国土交通省か

らお見えになりまして、お言葉をいただきまし

た。今回は、県土整備部長にお尋ねいたしま

す。私は、議会の一般質問のたびに口にしてい

ますが、県も国土交通省でも異動がありまし

て、私が感じるところ、ぴんぴんぴんと来ない

ところがあったものですから、確認の意味で再

度お尋ねいたします。

私は、先般も九州整備局に行ってまいりまし

た。女は度胸と思って行きました。道路部長と

話もさせていただいたところですが、都城志布

志道路の宮崎県施工区間の現状と今後の見通し

についてお伺いいたします。

県の施工区○県土整備部長（大田原宣治君）

間につきましては、全体延長約８キロメートル

のうち、これまでに五十町インターチェンジか

ら梅北インターチェンジ間の約3.2キロメートル

を供用しているところです。梅北インターチェ

ンジから、仮称でございますが、諏訪山インタ

ーチェンジ間につきましては、地元の皆様の御

協力により、ほぼ用地取得が完了し、現在、梅

北橋の下部工事などを進めておりまして、平

成29年度の供用を目標に、着実に整備を進めて

いるところでございます。

さらに、本年度事業着手した県境までの区間

につきましては、７月末から８月初旬にかけて

地元説明会を開催し、現在、測量や設計を行っ

ているところでありまして、来年度から用地取

得に着手する予定としております。

農畜産物の飼料運搬に現在１○内村仁子議員

日7,000台の大型トラックが国道10号を走ってお

ります。都城志布志道路は、国道10号のバイパ

スとして、また南海トラフ巨大地震対策の後方

支援物資輸送路にもなる重要な道路でありま

す。命の道、そして鹿児島県との文化の道でも

あります。計画から既に17年が経過しておりま

す。国の直轄部分についても、早期整備に向け

て頑張ってもらっているところですが、今後ど

のように取り組んでいかれるのか、お伺いいた

します。

都城志布志○県土整備部長（大田原宣治君）

道路は、渋滞緩和や物流効率化など、全線供用

による本県への事業効果は極めて大きいことか

ら、国、県、都城市などが一体となりまして早

期整備に向け取り組むことが大変重要と考えて

おります。このため、今月には知事を先頭に、

宮崎、鹿児島両県の合同による国への要望活動

を実施しまして、都城志布志道路の必要性を強

く訴えてきたところであります。

また、県としましては、早期に未着工区間の

工事に着手できるよう、埋蔵文化財調査などを

早急に進めますとともに、国の施工区間につき

ましても、事業進捗が図られるよう、積極的に

事業調整などの協力を行っているところでござ

います。

今後とも、国に対しまして、予算の確保を積

極的に働きかけるとともに、県議会を初め、沿

線自治体、商工関係団体、道づくりを考える宮

崎中央女性の会などの御支援もいただきなが

ら、国や鹿児島県とも十分連携し、全線の早期

完成に向け、全力で取り組んでまいりたいと考
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えております。

ありがとうございます。この○内村仁子議員

前も共進会がありましたけれども、西諸地方は

和牛生産、畜産が大変盛んなところであります

が、都城志布志道路は、畜産関係の飼料輸送に

も大事な道路でありますので、ぜひこれからも

頑張っていただきたいと思います。私たち道づ

くりを考える宮崎中央女性の会でも、今回一緒

に３名の女性が陳情に参りました。私たちはあ

くまでも私費 自分で旅費から何から出して―

一緒に同行させてもらっているわけですが、民

意ということでお酌み取りいただいて、一緒に

頑張っていきたいと思います。

そして、都城志布志道路の照明により、稲作

被害が出たところがありました。私は、「仁子

さん、あたいげん稲は穂が出らんとよな」とい

う電話をいただきました。私は最初、何のこと

かわかりませんでしたけれども、一緒にその方

の田んぼに行ってみましたが、梅北インターの

ところの照明の関係だと思います。私のところ

の稲には穂が出ている時期でしたが、そこの照

明が当たるところはほとんど穂が出ていません

でした。ずっと田んぼを一緒に回ったんです

が、その方が、「去年も出なかった。去年もお

願いに行ったけれども、何のこともなかった」

と言われたものですから。行かれた先が違った

みたいです。

今回は私が都城の土木事務所に行って、その

相談をいたしました。１反の田んぼに約２割、

２畝分、稲の穂が全然出ていませんでした。そ

この人の田んぼ、次の田んぼ、こちらの田ん

ぼ、その部分、穂が全然出ておりませんでし

た。これはいかんですねということで行きまし

たら、土木事務所の職員の方がすぐ対応してい

ただきました。そして、照明の高さを下げると

か、覆いをかぶせてくださって、早い時期でし

たので、今回は稲の被害が出ませんでしたけれ

ども、去年の分は泣き寝入りだったみたいで

す。このようにして、すごく早く土木事務所の

方が対応していただいたんですが、この被害が

ほかに出ていないか、そしてまた、これから

先、こういう被害があったときにどう対応され

るかをお伺いいたします。

都城志布志○県土整備部長（大田原宣治君）

道路におきましては、夜間などの道路利用者の

安全を確保するため、インターチェンジ付近に

道路照明を設置しております。昨年、梅北イン

ターチェンジ付近におきまして、稲作へ影響を

及ぼした事例があったと聞いておりますが、現

在までに類似の事例は確認していないところで

ございます。今後施工する区間につきまして

は、設置箇所周辺の状況を把握しまして、周辺

の農作物へ影響を及ぼさないよう、必要に応じ

まして、遮蔽板やＬＥＤ照明の設置などを検討

してまいりたいと存じます。

都城志布志道路については、○内村仁子議員

ぜひともよろしくお願いいたします。

次に、防災行政について危機管理統括監にお

尋ねいたします。

宮崎県が行いました南海トラフ巨大地震のシ

ミュレーションは、少しずつ変わってきました

が、どの程度古い地震・津波の記録を踏まえら

れたものか、お尋ねいたします。

南海トラ○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

フ巨大地震のシミュレーションにつきまして

は、特に津波浸水想定を策定する中で、法令に

基づきまして、過去の記録を踏まえた検討を

行ったところでございます。

具体的には、本県内での津波高の記録が残る

ものとしましては、1662年の日向灘を震源と
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し、５メートル程度の津波の記録がある外所地

震、また1707年、宝永４年になりますが、東南

海・南海を震源とし、4.5メートル程度の津波で

あったという記録がある宝永地震などを参考と

したところでございます。

このほか、内閣府が、他県を含む過去の記録

や最新の科学的知見に基づいて行った南海トラ

フ巨大地震の検討結果も踏まえ、県としてのシ

ミュレーションを行ったところであります。

その結果、最大の津波高17メートル、平均津

波高12メートルと、過去の記録を大きく上回る

最大クラスの地震・津波の想定を策定したとこ

ろであります。

ありがとうございます。私た○内村仁子議員

ちがこの前、釜石に行ったときに、「釜石の奇

跡」という言葉がよく言われますが、その担当

の方は、釜石の奇跡という言葉は使わずにおっ

てほしいということを言われました。これはや

はり現地で被災された方の言葉だなと重く受け

とめたところです。というのは、釜石で小中学

生がずっと叫びながら、避難しながら、周りの

人を巻き込んで高台へ避難した。それがずっと

報じられておりますが、助かった子供の中には

家族が亡くなった方もいるということで、その

ショックはまだ抜けていないということを伺い

ました。

このような大規模な地震・津波に関する周知

釜石ではしょっちゅう訓練をしておられた―

みたいです。この啓発にどのように取り組んで

おられるか。「まだ今、地震は来やせんとや

が。1000年先やが」という言葉を聞くんですけ

れども、それが私は一番危ないんじゃないかと

思います。そのことについてどのように啓発さ

れていくのか、お尋ねいたします。

南海トラ○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

フ巨大地震のようなマグニチュード９クラスの

大規模地震は、内閣府の検討会において、発生

頻度が極めて低く、正しく恐れることが大切と

いうふうにされております。

このため、県民の皆様に対しましては、まず

は、これまでに発生した地震・津波のレベルに

的確に対応できるよう、自助・共助に努めるこ

と、一方で、巨大地震の発生も想定しながら、

迅速かつ安全に避難できる体制を構築しておく

ことなどを中心に啓発を行っているところでご

ざいます。

具体的には、防災フェアや講演会などの防災

イベントの開催、また地域や団体等に出向いて

行う出前防災講座などを行っているほか、学校

における防災教育や企業に対する研修会の開

催、また防災訓練への積極的な参加呼びかけな

ど、さまざまな機会を通じて、災害に対する知

識や心構え等の啓発に取り組んでいるところで

ございます。

今後とも、市町村はもとより、各地で自助・

共助の推進に取り組んでいらっしゃいます防災

士ネットワークなどと連携しながら、大規模災

害への備えについて、しっかりと周知啓発して

まいりたいと考えております。

津波に対しては、やっぱり、○内村仁子議員

より早く、より高く、より遠くへというのが一

番の原則だと思います。これを常々ずっと頭に

置きながら、自助・共助、これもまた頭に置き

ながら皆さん生活されるように、ぜひこれから

の周知をお願いしたいと思います。

以前、国土交通省九州整備局の話で、東日本

大震災時の後方支援をされた遠野市と都城の地

形が似ているということでの講演をいただきま

した。南海トラフ巨大地震発生時には後方支援

となると言われた都城なんですが、後方支援に
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対して、市町村を含めてどのような協議をなさ

れているのか。

昨年、南三陸町に行ったとき、そこから車で

約50分かかるところに登米市というのがありま

した。都城から行っている支援の職員は、登米

市から毎日50分かけて南三陸町に、もう２年目

を迎えておりますが、通っております。登米市

では、市長がバスを８台連ねて迎えに行かれた

そうです。そして、被災された方を登米市に連

れていって、ホテルやいろんなところでのお風

呂の支援とかをされたということを伺いまし

た。

そしてまた、遠野市の市長は、各家庭を回っ

て、米のあるところはおにぎりをつくってほし

いということで、おにぎりをつくって釜石のほ

うへ届けられたそうです。

このようにして、これから先は後方支援とい

うことが大事になると思いますが、それについ

て市町村を含めてどのように対処しておられる

か、協議しておられるか、伺いたいと思いま

す。

ただいま○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

御紹介いただきました後方支援につきまして

は、東日本大震災において、内陸部にある岩手

県遠野市が非常に大きな役割を果たしたという

事例がございまして、私自身も複数回、現地に

行って、その状況を勉強させていただいたとこ

ろでございます。

これを踏まえまして、本県でも南海トラフ巨

大地震など同様の大規模災害が想定される中、

人命救助に当たる自衛隊や警察の広域緊急援助

隊、また緊急消防援助隊、ＤＭＡＴなどの広域

支援部隊が迅速に集結する拠点が必要というふ

うに考えております。このため、交通アクセス

がよく、一定規模の面積が確保できることを条

件といたしまして、後方支援拠点を指定し、今

年度は、非常用発電機や投光器の段階的配備

や、実際に後方支援拠点を活用した実践的な防

災訓練にも取り組むことといたしております。

一方、御案内がありましたように、遠野市の

例では、物資やボランティアなどの後方支援の

役割も果たされたところでございまして、本県

においても、このような被災者支援のあり方に

ついて、その活動内容や準備すべき事項等を具

体的に定めておく必要があると考えておりま

す。そこで、現在、都城市を中心としたモデル

計画の策定作業に入っているところでありま

す。

今後、実際に大規模災害が発生した際の後方

支援が円滑に進められるよう、市町村とも十分

連携して取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。よろ○内村仁子議員

しくお願いいたします。

では、続きまして、2020年に東京オリンピッ

クの開催が決まりました。このことで知事にお

尋ねいたします。

先日、オリンピックと宮崎の食について山下

議員より質問がありました。オリンピック・パ

ラリンピック東京大会を生かした本県への誘客

が重要であり、国内外からの来訪者に満足して

もらえる受け入れ体制や環境整備をどのように

取り組まれるか、伺います。これがまた観光振

興にもつながっていくんじゃないかと思いま

す。よろしくお願いいたします。

2020年のオリンピック○知事（河野俊嗣君）

・パラリンピック東京大会、全世界の注目が東

京に、そして日本に集まるわけであります。こ

れをチャンスと考えまして、本県が誇る自然や

安全・安心な農林水産物、またスポーツキャン
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プのメッカとしての魅力などを発信してまいり

たい、そして観光誘客や直前合宿の誘致などに

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。その際は、本県ならではの穏やかで人情味

豊かな県民性やおもてなしの心というものを生

かしまして、世界に通用するおもてなし環境を

築き上げることが重要であろうと考えておりま

す。

具体的には、多言語表記の充実 さまざま―

な言語での表記、掲示板などを充実させること

さらに国際コミュニケーション能力の向上―

先ほど中国語とハングルの挨拶を褒めてい―

ただいて恐縮でありますが、多くの県民が片言

の英語なり、ほかの言葉でもいいんですが、

しゃべっておもてなしの心を伝えることができ

るようにすること さらには県民おもてなし―

ボランティア活動の推進のほか、宿泊施設など

の受け入れ機能の充実、さらには交通アクセス

や通信手段の整備、Wi-Fi環境の整備なども非常

に重要であろうと考えております。外国人や障

がいのある方々も含めて、全ての人々に優しい

まちづくりというものをこの機に進めていく必

要があろうかというふうに考えております。

このため、「みやざき東京五輪おもてなしプ

ロジェクト」というようなコンセプトで、早急

に検討を行うように指示したところでありまし

て、今後、市町村、また民間団体と一体となっ

た推進体制を構築しますとともに、こうした取

り組みを未来の県づくりに向けた契機と捉えま

して、全県的な受け入れ体制の構築に努めてま

いりたいと考えております。

東京オリンピック・パラリン○内村仁子議員

ピックの開催に当たってですが、海外チームの

直前合宿、日本に入られてからの合宿、その誘

致をされる考えはないか。宮崎は合宿に最も適

した自然環境のすばらしいところだと思ってお

ります。知事に伺いたいと思います。

2020年の東京オリン○知事（河野俊嗣君）

ピック・パラリンピック開催は、今申し上げま

したように、さまざまな観点から、チャンスと

捉えて盛り上げていきたいというふうに考えて

おりますが、特にスポーツランドみやざきを掲

げる本県としましては、今御指摘がありました

ような直前合宿などの積極的な誘致、これは非

常に重要な課題、重要な柱として取り組んでま

いりたいと考えております。

このため、来月、官民で構成いたしますスポ

ーツランドみやざき推進協議会内に東京五輪お

もてなし部会を設置しまして、本県への合宿誘

致の機運の醸成と推進体制の構築を図ってまい

りたいと考えております。

本県は、スポーツキャンプ、また合宿のメッ

カでありまして、これまでもワールドカップ

サッカーのベースキャンプや、男子柔道、ラグ

ビーなど、日本代表クラスなどのキャンプ受け

入れ実績もございます。オリンピック代表候補

の男子ゴルフの合宿なども行われておるところ

であります。今後、2016年のリオデジャネイロ

大会を挟みまして、パラリンピックも含めた各

競技団体の日本代表合宿でありますとか、2020

年を目指したジュニア代表の強化合宿の誘致な

どに取り組みまして、これまでの実績を含め、

海外にアピールすることで、海外チームの直前

合宿誘致にもつなげてまいりたいと考えており

ます。

ありがとうございます。今、○内村仁子議員

知事の答弁にありましたスポーツランドみやざ

き推進協議会の中に東京五輪おもてなし部会を

入れるということで、早速動いていただいてい

ることを、ありがたいなと思っております。皆
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さん、テレビで見られた「お・も・て・な・

し」、あれは強烈な印象だったと思いますけれ

ども。そういうことで、ぜひ宮崎県をオリン

ピックのときに売り込んでいけたらと思ってお

ります。このことについてもよろしくお願いい

たします。

次は、スポーツ振興について教育長にお尋ね

いたします。

私は、都城市のレクリエーション協会会長と

して、学校のレクリエーション指導や地域での

レクリエーションについて講習会をしたり、会

員と一緒になっていろんなレクリエーションを

続けております。この組織は、県レクリエー

ション協会の指導のもとに成り立っておりま

す。県レクリエーション協会は、日本レクリエ

ーション協会とずっとつながりを持っておりま

すが、生涯スポーツ推進について、県レクリエ

ーション協会の重要性をどのように認識してお

られるか伺います。

今、議員からも御説○教育長（飛田 洋君）

明がありましたが、県レクリエーション協会

は、スポーツ、文化、芸術などのレクリエー

ションの普及振興などを目的として活動され、

明るく豊かな地域社会づくりに貢献していただ

いているものと考えております。協会の皆様方

には、誰もが気軽に参加でき、スポーツの楽し

さをより身近に感じることのできるスポーツ・

レクリエーション活動を通してスポーツの裾野

を広げていただくなど、生涯スポーツの推進役

として重要な役割を果たしていただいていると

考えております。

ありがとうございます。重要○内村仁子議員

と言っていただいた言葉に感謝いたします。

その中で、県のレクリエーション協会にはす

ばらしい人材がいらっしゃるんですが、きのう

より、人材づくり、人を育てるという言葉がこ

の議会でも出ておりますけれども、このある人

材を生かし切っていない。私は、レクリエー

ション協会の職員の方のすばらしさをやっぱり

評価していただきたい。そして、レクリエー

ション協会を、これから先どのようにして、ま

た皆さんと一緒に進めていかれるのか、そこを

伺いたいと思います。

県レクリエーション○教育長（飛田 洋君）

協会の皆様方には、スポーツ・レクリエーショ

ンの普及やその指導者の育成に御尽力をいただ

くとともに、県内生涯スポーツの最大の祭典で

ある県民総合スポーツ祭にも積極的に御協力を

いただいております。県では現在、県民の皆様

へのスポーツの普及や健康づくりのために、１

週間に１回以上、30分以上、運動・スポーツを

しようという「1130県民運動」を推進している

のでありますが、この取り組みの中でも貢献を

いただいており、これからも一層の御支援を賜

るものと期待いたしております。県教育委員会

といたしましては、今後とも、県レクリエー

ション協会との連携を深め、多くの県民の皆様

が運動に親しむためのスポーツ・レクリエー

ションの機会提供に努めてまいりたいと考えて

おります。

ありがとうございます。最初○内村仁子議員

の答弁で教育長が、「明るく豊かな」という言

葉を使っていただきました。私は、まさにレク

リエーションというのは豊かで明るいというこ

とが原則だと思っております。今、「貢献いた

だいている」というお言葉もいただきました。

これで、私たちレクリエーション協会も、また

精いっぱいやっていける力の源となりましたの

で、これからもぜひ県レクリエーション協会の

活用をお願いしたいと思っております。
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続きまして、私立学校の耐震強化制度につい

てお尋ねいたします。

南海トラフ巨大地震が想定される中、公立学

校の耐震化は平成27年度までに完了するという

ことで予定されておりますが、私立学校の耐震

補強制度について、改築に対する補助制度はど

のようになっているのか。これは総合政策部長

にお尋ねいたします。

私立高等学校○総合政策部長（土持正弘君）

等の校舎の耐震化につきましては、耐震診断を

含む施設の耐震補強や非構造部材 つり天井―

等でございますが、そうした耐震対策等の工事

などに対しまして、原則として補助率３分の１

の国の補助事業がございます。

本県におきましても、平成21年度から24年度

まで、中学校１校、高等学校３校がこの補助金

を用いて校舎等の耐震補強工事を行っておりま

して、平成25年度においても１校が申請中でご

ざいます。

なお、平成26年度文部科学省予算、これは概

算要求ではございますが、耐震改築も盛り込ま

れておるところでございます。

また、耐震改築につきましては、日本私立学

校振興・共済事業団の長期低利融資制度があり

まして、本県の中学校、高等学校もこの融資を

利用して校舎の建てかえを行っているところで

ございます。

今、部長の答弁にありました○内村仁子議員

ように、平成26年度からは改築の事業も認めら

れたということであります。これまで私立学校

では、さまざま特色ある教育に取り組まれてお

ります。県立高校といい関係を保ってこられた

と私は感じております。独自の教育、スポーツ

の推進等、特に甲子園での準優勝、サッカーの

優勝、そして文化面での活躍など、県民は夢と

感動、元気をもらいました。県立も私立も同じ

宮崎県の学生であります。生命の安全を守るこ

とは平等であるべきではないかと考えます。命

を守る私立学校の耐震化に対する県の補助は考

えられないか、伺います。

本県の私立学○総合政策部長（土持正弘君）

校の校舎等の耐震化につきましては、小中学校

は既に耐震化率が100％となっております。それ

から、高等学校の耐震化率も、本年４月１日現

在で約80％となっているところでございます。

私立学校に対しましては、現在、県では、経

常費に対する私立学校振興費補助金、本年度

約38億円ほどでございますけれども、そうした

ものを初め、さまざまな助成を行いまして、私

学振興及び経営の安定を図っているところでご

ざいます。

このような中で、国におきましては、先ほど

申し上げたような耐震化に対する補助制度や融

資制度を充実する方向にございまして、各学校

においては、それらを総合的に勘案していただ

きまして、活用すべき制度は活用しながら、計

画的に耐震補強や改築を進めていただいている

ところでございます。

今後とも、各学校の実情を詳細にお聞きいた

しまして、経営計画など学校の将来の方向性を

踏まえた上で耐震化を進めるよう働きかけてま

いりたいというふうに考えております。

それでは、私立高校について○内村仁子議員

どのような思いを持っておられるのか、それぞ

れ立場上あると思いますが、まず最初に教育長

にお伺いいたします。

各私立高校では、建○教育長（飛田 洋君）

学の精神や独自の教育理念に基づいて、特色が

あって質の高い教育を行っていただいており、

その結果として、生徒たちの進路保障だとか、
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スポーツ、文化で高い成果を上げておられると

考えております。本県の子供たちの成長のため

には、公私立の各学校が、お互い切磋琢磨する

とともに、また一方では補い合って、それぞれ

が高きを目指しながら、本県の教育をともに支

え合っていくことが大切であると思っておりま

す。

そのような思いから、県教育委員会が主催す

る高校２年生、３年生を対象とした進学のため

の合同学習会にも私立高校の生徒さんに参加い

ただいておりますし、教職員向けには、県教育

研修センターで行う研修の御案内を差し上げ、

研修を受講いただくというようなことを行って

いるところでございます。

私は、本県で学ぶ全ての子供たちが、それぞ

れの能力を高校時代に存分に伸ばし、宮崎で学

んでよかった、宮崎の高等学校を卒業してよ

かった、そう思われるような教育を公立、私立

を問わず提供することが大切であると考えてお

ります。

時計を見ながら早口になりま○内村仁子議員

したけれども、11月16日、私学振興大会が開催

され、私は、河野知事、福田議長、飛田教育長

と一緒に総務政策常任委員長として参加させて

いただきました。このすばらしい大会に臨み、

私学への思いを新たにいたしました。宮崎県の

子供はみんな同じであるという観点から、その

とき知事も挨拶されましたけれども、私学に対

する知事の思いをお聞かせください。

先ほど議員も紹介され○知事（河野俊嗣君）

たところでありますが、最近、私学は目覚まし

い活躍がございます。スポーツでいえばウイン

ターカップ２連覇を達成したバスケットであり

ますとか、初の全国制覇を達成したサッカー、

そして春夏を通じて初めて準優勝をなし遂げた

野球を初め、私立学校の活躍というものが、多

くの県民に、宮崎に対する誇りや感動、また元

気、勇気を与えるものであったというふうに考

えております。

スポーツのみならず、もちろん学業において

も、そして合唱とか民謡、さまざまな文化活動

などにおいてもすばらしい成果を上げられてお

りますし、また卒業生が、いろんな分野で本県

出身の方々が活躍しておられるというふうに考

えております。

先日、九州８県赤十字大会で秋篠宮妃殿下紀

子様がおいでになったときも、その大会で意見

発表、大会宣言をしてもらった子供たち、そし

てアトラクションとして民謡を披露してもらっ

た子供たちの中にも私学の子供たちがおられま

して、本当に妃殿下は感心をしておられまし

た。「すばらしいですね、宮崎の子供たちは」

とおっしゃっていただき、私も大変誇らしい思

いがし、感激もしたわけであります。

こうした私立学校に対する県民の期待という

ものがますます高まっているという状況にあろ

うかと思います。公教育の一翼を担う私学教育

の果たす役割を踏まえまして、独自の建学の精

神のもとに、時代のニーズを捉えて、先を先を

行っておられる、そういう私学に対する教育と

いうものがますます発展していくこと、そして

本県の教育、また人づくりにおいて重要な役割

を果たしていただくことを、私も強く願ってい

るところであります。

ありがとうございます。私の○内村仁子議員

質問はいつもこうして多くなるんですが、これ

から先も、私たちにいろんな相談がありますの

で、それに的確に応える議員の仕事として、相

談があったことはやっぱり皆さんにお伝えしな

がら、そして県の職員の方々と一緒にいろいろ
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と研修しながら、その解決へ向かっていきたい

と思っております。

先ほども申しましたが、都城の土木事務所の

方々は本当にスピーディーに運んでくださいま

した。これがなかったら、またいっときしてか

らでいいが、後からでいいがということになり

ましたら、稲の穂は時期を逸して出なかったと

思っております。同じ方に同じ思いを２年させ

るということではなく、「去年は米がとれん

かったけど、ことしはとれた。よかった。仁子

さん、よかった」と私は言葉をいただきまし

た。このようにして皆さんにスピーディーに物

事を運んでいただける。虐待防止についても、

スピーディーさがなかったら、そのうちに命が

なくなるということもありますので、これから

先も県民のニーズを把握しながら、そして的確

な対応をしていただくとありがたいと思いま

す。

時間を気にして早口になりましたけれども、

これで今議会での私の一般質問を終わります。

どうもありがとうございました。（拍手）

次は、重松幸次郎議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松幸次郎でございます。通告に従

いまして順次質問させていただきますので、知

事を初め関係部長の皆様の明快な御答弁をお願

い申し上げます。

宮崎市の橘通商店街を中心に、今月22日よ

り、１丁目橘橋北詰からデパート前まで一斉

に50万個のイルミネーションが点灯し始めまし

た。店のショーウインドーもクリスマスの飾り

などで年末商戦のにぎわいを演出しておりま

す。この事業は、「愛と光のプロムナード in

Miyazaki」と名づけて、宮崎市と市商店街と

大型店の共同で来年の２月15日まで点灯されま

すが、このほかにも、いろいろな願い事をリボ

ンに書いて結びつける｢恋の叶うピンクツリー｣

や「願いの叶うブルーツリー」が設置され、ま

た、保育園のお子さんたちが一生懸命つくった

イルミボードコンテストも行われるようであり

ます。電球のＬＥＤ化で、輝きや点滅ぐあい、

そして分量も一段とふえてゴージャスな雰囲気

を醸し出しておりますので、皆様方もぜひごら

んになっていただきたいと思います。

さて、このように各商店企業も年末年始商戦

の準備に余念がありませんが、一方で来年４月

から消費税引き上げ後の対策にも真剣でありま

す。街の商店主からも、「４月からは財布のひ

もがかたくなる」「経費が上がるから景気が下

がる」とかいう心配の声は確かに現実だと思い

ます。元商店経営の私も、このことは痛いほど

感じております。であるからこそ、政府・与党

は消費税アップの目的を丁寧に説明し、また対

応策を国民に示し、理解をいただかなくてはな

りません。今回の消費税率の引き上げの目的

は、社会保障と税の一体改革で、少子高齢化社

会にしっかりと対応できる社会保障制度に改革

し、維持・安定を図ることにあります。しか

し、消費税の引き上げは、国民の暮らし、特に

中堅、低所得者層の生活に大きく影響を与える

ことから、８％引き上げ段階では「簡素な給付

措置」が実施されます。ですが、あくまで一時

的な対策です。抜本的かつ恒久的な対応を求め

るには、10％引き上げ時には食料品など生活必

需品に軽減税率の導入を図り、逆進性対策で国

民の理解を得るため、公明党は年内の税制改正

作業で方向性を示すことを提案いたしておりま

す。一方で、消費税増税による経済への悪影響

を緩和し、景気回復の道筋を確かなものにする

ため経済対策も重要です。「家計・子育て支
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援」や、競争力強化策として「中小企業・商店

街への経営応援」など６項目にわたり経済対策

の申し入れを、先日、政府に対して行っており

ます。我が県においても、力強い地域経済の振

興策を切れ目なく打ち出していただきたいで

す。そこで知事に、来年４月の消費税率８％導

入に向けて、県内経済の影響と対応策について

どのようにお考えなのか、その御所見をお伺い

いたします。

以上を壇上からの質問として、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

いわゆるアベノミクスによりまして、日本経

済全体としては緩やかな回復基調にあります

が、地方ではその実感を享受するに至っておら

ず、日銀宮崎事務所によりますと、本県も、

「明るい動きに広がりが見られるものの、持ち

直しの動きに弱さが残る状況にある」というこ

とであります。このような中、消費増税により

まして、駆け込み需要の反動や家計の負担増な

どが発生することで、個人消費の落ち込みや産

業活動の停滞など、本県経済にもさまざまな影

響が懸念されるところであります。こうした状

況を踏まえ、国におきましては、景気を腰折れ

させることなく経済を成長軌道に復帰させるた

めの新たな経済対策を12月上旬に策定するとさ

れておりますので、本県を初めとする地方の経

済状況を十分考慮した、きめ細かな措置が講じ

られることを期待し、先日も要望活動を行った

ところであります。

また、国と地方が連携・協力して、地域にお

ける内需の振興や投資、消費、雇用の拡大に向

けて積極的に取り組んでいくことが大変重要だ

と考えております。本県におきましても、国

の25年度補正予算や26年度当初予算の動向等を

注視しながら必要な対策を検討しますととも

に、フードビジネスや新エネルギー、メディカ

ル産業の集積といった雇用と産業の核となる成

長産業の育成加速化や、中小企業、農林水産業

の振興にも引き続き全力を傾けてまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。御○重松幸次郎議員

答弁いただきましたように、フードビジネス、

新エネルギーなど、これから施策を進めていた

だくことを大いに期待をいたしております。

国においても、「成長戦略実行国会」と位置

づけて臨時国会が開かれておりますが、実感で

きる経済回復のために、公明党は中小企業支援

策等の実現に向けて議論を展開しております。

政策実現が地方経済の推進につながるよう願う

ところであります。

我が県では今年度も数々の事業を展開してお

りますが、地域における新産業の創出支援が大

事だと考えます。そこで、今年度実施している

地域新産業・雇用創出推進拡充事業の取り組み

状況について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

地域新産○商工観光労働部長（茂 雄二君）

業・雇用創出推進拡充事業は、県内各地域にお

ける多様な資源を活用し、地域経済の活性化を

図るとともに、新たな産業や雇用を創出しよう

とする取り組みを募集し、採択した提案を、提

案した団体に委託して実施しているものであり

ます。採択した６事業につきましては、都農町

のトマトや綾町の日向夏といった地元の農産物

を活用した新商品の開発や、延岡市の島野浦で

離島体験プログラムを提供する「えんぱく」な

どに取り組んでいるところであります。また、

先月、県庁前庭で２日間にわたって開催をいた
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しました「神楽の祭典」もこの事業で実施した

ものでありまして、1,800人もの来場があり、県

庁エリアのにぎわい創出が図られたところであ

ります。

ありがとうございます。○重松幸次郎議員

この県庁本館前は、楠並木朝市とも連動して

さまざまなイベントが定着をしております。園

児から小中高の和太鼓、吹奏楽、また社会人の

バンドやダンスパフォーマンスなど、県内各地

からの出演があり、毎回大変にぎわっておりま

すので、土日、祭日の観光名所となり、かつ県

民の憩いの場となってもらいたいなというふう

に思っております。

楠並木朝市でいつも感心して見ていますの

が、宮崎農業高校生徒さんの活躍であります。

ふれあいマートで自分の学校で育った季節の野

菜や果物を販売し、また出展者のお手伝いをす

るなど、朝市にとっては一役買う以上の活躍を

されております。また11月３日は、延岡商業高

校の生徒さんが、大手コンビニエンスストアと

のタイアップ商品で、「チキン南蛮ドン」「へ

びパン」などユニークなオリジナル商品を５種

類、元気よく販売されておりました。もちろん

他の公立・私立高校の皆さん方も、いろいろと

出演や協力をされております。このほかにも、

宮崎商業高校さんが10月に市内商店街空き店舗

などを活用してマーケット実習を行ったりし

て、街のにぎわいづくりに貢献しておられま

す。県としましても、このような県庁エリアや

街なかでの催しを引き続き支援していただきた

いと思いますし、空き店舗を利用して、例えば

学校生徒さんによる作品展示や学校紹介などを

タッチパネルディスプレーなどで企画して、ウ

イークリーで活用していただいたらいかがかな

と思いました。そうすれば、学校紹介の県内交

流もできると思いました。商工観光労働部長、

また教育委員会両サイドから御検討をお願いし

たいと思います。

次に、資格試験等の誘致についてでありま

す。

ＡＫＢ48のメンバーが資格試験に合格するテ

レビコマーシャルがよく流れていますが、資格

だけでなく、実務、趣味なども含めて、まさに

チャレンジすることは自分のスキルアップのた

めに重要だと思います。ちなみに、どのくらい

の資格があるのでしょうか。ネットでの情報で

は、国家試験が1,200種類以上、民間資格まで含

めますと3,000種類以上あると言われておりま

す。基礎講座やテキスト学習などは自宅で受け

られる便利な機材がふえていますが、いざ試験

会場へとなると、地元では受けられない苦労が

出てまいります。国家試験実施会場となると、

その多くは県外に出かけていかなくてはなりま

せん。では、どのくらいの方が受験されている

のか、残念ながら受験者数で正確な記録が残っ

ていなかったので推測になりますけれども、例

えば建設土木に関して、県内における土木施工

管理技士、管工事施工管理技士、造園施工管理

技士の合格者数はこれまで何名いらっしゃるの

か、県土整備部長にお尋ねいたします。

お尋ねの資○県土整備部長（大田原宣治君）

格につきましては、建設工事に従事される方の

施工技術の向上を目的としまして、建設業法に

基づき、国の指定する試験機関が行う技術検定

の合格者に交付されるものであります。これま

での県内の合格者数は、試験によって開始年度

は異なりますが、平成24年度末までの延べ人数

で、土木施工管理技士が３万3,077人、管工事施

工管理技士が6, 6 4 4人、造園施工管理技士

が2,568人となっております。
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これまでの３業種の累計の○重松幸次郎議員

合格者数、有資格者数でこれだけいらっしゃる

ということです。これらは２級から１級に合格

された方も含まれておりますので、あくまでも

参考でありますけれども、かなりの方が毎年受

験をされていると思います。その他の国家試

験、行政関係や医療・福祉など各省庁を含めま

すと、かなりの方が受験をされておりますが、

その受験会場の多くは県外だと聞いておりま

す。そこで、例えば先ほど御答弁いただいた資

格について、九州では福岡県、鹿児島県でしか

行われていないということでありますけれど

も、宮崎で開催できないものか、県土整備部長

にお尋ねいたします。

技術検定の○県土整備部長（大田原宣治君）

開催地につきましては、受験者数や受験者の利

便性、採算性等を総合的に勘案しまして、指定

試験機関により決定されている状況にありま

す。仮に本県で開催していただけるようであり

ましたら、県内受験者の増加が期待できるな

ど、建設技術者の確保の観点からも大変ありが

たいと思っております。

受験者数、交通アクセス、○重松幸次郎議員

運営等を勘案して、各団体、協会が御判断され

るということでございます。宮崎から鹿児島へ

向かうだけでも費用もかかり、初めて行く会場

への移動に不安も出てまいります。それも訓練

なのかもしれませんけれども、このままでは、

ますます受験することへの格差が生じるのでは

ないかと危惧しております。少しでも可能性が

あれば受験会場を誘致することにより、高校生

や若者の受験機会をふやすことでチャレンジ力

を高め、また有資格者がふえることで就職率

アップや技術者不足の解消、職場での責任感が

高められるのではないでしょうか。さらには、

数日間講習を受け確認試験で取得できる資格も

多くありますので、それらも積極的に誘致する

ことにより、来県・宿泊にも寄与されるものと

思いますので、各課が関係団体と連携し、試験

誘致への御検討をよろしくお願いいたします。

続いて、防災・減災対策についてでありま

す。

初めに、今月８日にフィリピン中部を直撃し

た台風30号の被災地の皆様に、改めて心からお

見舞いを申し上げます。今なお救援活動が行わ

れておりますが、深刻な被害状況が伝えられて

おります。できるだけ支援を引き続き呼びかけ

ていきたいものであります。

また、日本国内においても甚大な台風・豪雨

災害が続きました。特に10月15日から16日にか

けて、日本の南から東海上を台風26号が通過し

ました。伊豆大島では猛烈な雨が数時間降り続

き、24時間で800ミリを超える大雨となり、大規

模な土砂災害が発生し、不幸にも多数の方が命

を落とされる大災害となりました。伊豆大島を

初めその他の地域でも、被災されお亡くなりに

なられた方々の御冥福、一日も早い復興をお祈

り申し上げます。

新聞によりますと、伊豆大島の建物被害は300

棟を超えて、土砂や流木、瓦れきの総量は推計

約11万トン、農業被害は18億1,000万円、商業被

害は20億4,000万円に上るとありました。また、

その次の台風27号が日本に上陸しなかったこと

は、本当に大型だっただけに救われました。今

後もますます気象災害には警戒が必要だと思い

ます。

さて、今月初めに、全国災害ボランティア議

員連盟の研修会に、私と河野議員も参加してま

いりました。講演では、ひょうごボランタリー

プラザの高橋所長代理から、「阪神・淡路の教
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訓が東日本大震災や日本各地の災害の支援活動

にいかに生かされているのか」と題し、数々の

事例を紹介され、同グループでは東北へのボラ

ンティア活動を継続されており、10月末にも宮

城県名取市の仮設住宅への慰問に第22回のボラ

ンティアバスを派遣されています。東北だけで

なく、昨年は九州北部豪雨災害で熊本県阿蘇市

へ、ことしは山口県萩市、京都府福知山市、そ

して地元、県北部の新温泉町の除雪、雪おろし

まで広範囲に活動されておりました。どの地域

も復興はこれからであり、被災地への活動はま

だ多くのニーズを抱えているということを訴え

られました。まとめとして特に、１つ、地震・

津波ではなく、風水害地区では翌日から応援を

必要とするため、支援のスピード化をというこ

とです。２点目は、行政のところにボランティ

アの窓口を。３点目に、公共交通機関にボラン

ティア割引制度の導入を、国に超党派で呼びか

けてほしいと語っておられました。参考にした

いと思います。

昨年11月の議会において、我が会派の河野議

員が、福井県災害ボランティア支援センターの

取り組み事例を通して、県主体の災害ボラン

ティアの環境整備、コーディネーター等の育

成、活動基金のあり方など詳しく質問しておら

れましたが、改めて、災害ボランティアに関す

る県の取り組みを総合政策部長にお伺いしま

す。

災害時のボラ○総合政策部長（土持正弘君）

ンティア活動は、新燃岳の噴火災害や東日本大

震災により改めて認識されたところでございま

すが、被災者支援の大きな力となるものであ

り、その活動が円滑に行われる体制づくりが重

要となっております。このため本県におきまし

ては、災害が発生した場合、被災地の市町村社

会福祉協議会が設置・運営いたします災害ボラ

ンティアセンターにおいてボランティアの受け

入れ調整を行い、近隣市町村や県の社会福祉協

議会がその支援に当たりますとともに、県の災

害対策本部に設置するボランティア窓口におい

て、県社会福祉協議会との連絡調整のもと、災

害ボランティア関連情報の収集や広報などに当

たる体制をとることといたしております。ま

た、平常時から、県と社会福祉協議会との円滑

な連携を図りますために、災害ボランティアセ

ンター設置運営訓練への参加や意見交換などを

通じまして、顔の見える関係づくりに努めてい

るところでございます。

ちなみに、常設の災害ボラ○重松幸次郎議員

ンティアセンターがあるところは、京都府、滋

賀県、和歌山県、佐賀県で、県社会福祉協議会

が事務局となって運営されております。そのほ

か他県でも、福井県のように、民間で事務局を

置き、常時連携・協働しておられる団体もござ

います。そして、みえ災害ボランティア支援セ

ンターのように、官民協働で運営体制づくりを

平常時から行い、ホームページ等で常に災害に

特化したボランティア活動情報を知らせて、啓

発や支援を行っているところも多くあるようで

す。年々被害が拡大し危機意識が高まる中、今

後ますます災害発生時には多数のボランティア

が参集することが予想されます。災害発生時

に、ボランティアに関する問い合わせに即時に

対応できる体制になっているのか、再度、総合

政策部長にお伺いいたします。

災害発生時に○総合政策部長（土持正弘君）

は、速やかに災害対策本部を設置いたしまし

て、その指揮のもと、対策本部内の被災者支援

班に属するボランティア調整グループが、災害

ボランティアに関する県の窓口として問い合わ
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せ対応に当たる体制となっております。また、

平常時から、災害対策本部の運営につきまし

て、情報の収集・処理や関係機関との相互連携

等について実践的に対応する図上訓練を行うこ

とによりまして、ボランティア希望者からの問

い合わせに対し、被災状況や災害ボランティア

センター開設に関する情報などを速やかに提供

できるよう備えているところであります。

先日、県社会福祉協議会で○重松幸次郎議員

お話を伺ってまいりました。平時から、行政と

各市町村の社会福祉協議会、そしてボランティ

ア団体と連携を深め、またボランティアコー

ディネーターやリーダー育成に熱心に取り組ん

でいること、常設の災害ボランティアセンター

が理想ではありますが、今の体制でしっかり取

り組んでまいりたいとのお話でございました。

あわせて、ボランティア基金の状況も伺ってま

いりました。ボランティア参加の原則は、移

動、飲食、宿泊などは自前で工面することと

なっておりますが、バールやスコップ、土のう

袋などの資機材や備品、また団体で移動する際

のボランティアバスなど計画準備が必要であり

ます。発生時に支援本部が開設され、災害救助

法の適用時や大規模災害時には、より円滑な運

営のために、静岡県、愛媛県など他県では、災

害ボランティアに特化したファンド、基金が創

設されているところもあるようです。本県でも

災害ボランティア基金に特化して創設はできな

いか、総合政策部長にお尋ねいたします。

本県におきま○総合政策部長（土持正弘君）

しては、県の出捐により県社会福祉協議会に設

置をいたしました宮崎県ボランティア基金を活

用いたしまして、災害ボランティアセンターの

設置運営訓練やボランティアコーディネーター

研修会などを実施しているところであります。

また、平成23年度に東日本大震災の被災者支援

のため県民ボランティアを派遣いたしました

が、その際にもこの基金を活用するなど、災害

時のボランティア活動にも柔軟に対応できる基

金となっております。このため、災害ボラン

ティアに特化した基金の創設については考えて

いないところでございます。

何とか特化した基金の創○重松幸次郎議員

設、柔軟に対応できるということは理解いたし

ますけれども、検討をまたお願いしたいと思い

ます。

私たちも来月１日に、フィリピン台風災害の

街頭募金に参加をいたします。復興支援のため

に少しでも行動を起こし、人と人とのつながり

を広げてまいりたいと思います。また、災害発

生時に、災害ボランティアによる活動が速やか

に、円滑に開始されますよう、今後も積極的な

連携をお願いいたします。

ボランティア議員連盟でのもう一つのテーマ

である兵庫県総合治水条例について概要説明を

いただきました。宮崎県ではこれまでに、台風

や集中豪雨による大きな浸水や土砂災害が起こ

り、近年では、平成５年、平成９年、そして平

成16年、平成17年と立て続けに発生し、県内各

地に大きな爪跡を残しました。兵庫県でも河川

流域で浸水被害がたび重なり、河川、下水道の

整備を基本としたこれまでの治水では対応でき

ず、頻発する異常な雨の降り方に対し河川整備

が追いつかない現状を、農地や森林など流域の

持つ保水・遊水機能の確保や農業水利施設との

連携など、県と市町村、県民が協働して総合治

水に取り組むためのよりどころとなる条例を制

定したものであります。つまり、河川下水道対

策の「流す」と、調整池の義務化や雨水を一時

的に貯留、地下に浸透させる「ためる」、そし
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て耐水機能強化や情報把握の減災対策「備え

る」であります。新たなスキームによる総合的

な浸水被害対策を講じておられます。そこで、

我が県での治水対策、兵庫県総合治水条例にお

ける３つの施策「流す」「ためる」「備える」

について、本県ではどのような取り組みをして

いるのか、県土整備部長にお尋ねいたします。

本県におき○県土整備部長（大田原宣治君）

ましては、地形や気象特性などを踏まえなが

ら、さまざまな治水対策に取り組んでいるとこ

ろでございます。まず、洪水を安全に流す対策

といたしましては、上流域におけるダム整備を

初め、河道の拡幅や堤防の設置により、治水安

全度の向上に努めているところです。また、

降った雨を一時的にためる対策といたしまして

は、例えば、連続した堤防整備ではなく、一部

の地域に遊水機能を持たせることを前提に、霞

堤や輪中堤、宅地かさ上げによる整備を行って

おりまして、民間事業者等が開発行為を行う場

合、周辺地域に浸水被害が発生することのない

よう、河川管理者として、調整池などの設置に

ついても指導しているところです。さらに、浸

水被害の軽減に備える対策といたしましては、

浸水想定区域の公表を初めとします防災情報の

提供に努めているところでございます。

兵庫県では、平成24年４月○重松幸次郎議員

からこの条例が施行され、流域対策である雨水

貯留施設 ため池の事前放流、また学校の校―

庭やグラウンドにため込む の検証がなさ―

れ、河川に流入するまでの地先において、浸水

被害軽減の効果が期待できることが示されてあ

り、現在も水系流域ごとの治水推進計画に沿っ

て、先ほどの３つの対策を行っているとの説明

でございました。あわせて、防災・減災対策の

観点で、浸水が想定される区域の指定、浸水に

よる被害の発生にかかわる情報の伝達、被害軽

減にかかわる学習と訓練等も条例にうたわれて

おります。県は、大雨による浸水想定、河川・

下水道の水位や警戒情報、円滑・迅速な避難な

ど情報伝達をし、県民は情報の把握に努め周知

に協力することも重要であります。再度、県土

整備部長にお尋ねいたします。浸水被害を軽減

するためには、河川水位や雨量等の情報提供が

大切であると考えますが、本県における取り組

みをお伺いいたします。

本県では、○県土整備部長（大田原宣治君）

河川水位や雨量などの防災情報は、県庁ホーム

ページにより、平成15年から情報提供を開始

し、現在、県内190カ所の雨量情報と148カ所の

河川水位情報を配信しておりまして、平成22年

からは、ＮＨＫデジタル放送におきましても、

県内の主な河川水位及び雨量の情報の配信を開

始したところです。さらに、河川の情報を安全

かつ的確に把握できるよう、河川監視カメラの

画像を、平成18年から県庁ホームページにおき

まして情報提供しているところでありますが、

東日本大震災による津波災害を踏まえまして、

河口部における津波監視カメラの設置につきま

しても、現在７カ所において着手しているとこ

ろであります。今後とも、住民の避難活動が的

確かつ迅速に行えるよう、必要な防災情報の提

供に努めてまいります。

兵庫県がこの条例を推進し○重松幸次郎議員

ていく上での課題として、１つ、実効性のある

推進計画、２つ目が、市町・県民へのインセン

ティブ、これは技術支援や先進的取り組み者へ

の表彰、それから県民に対する幅広い広報・周

知を挙げられて、ハード、ソフト両面から治水

対策を御説明されておりました。本県でも総合

治水条例にぜひ取り組んでいただきたいと考え
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ております。

防災・減災の最後になりますが、冒頭、知事

から答弁のあったフードビジネスの推進にある

ように、農業を基幹産業とする本県であります

が、南海トラフ巨大地震・津波による沿岸部の

農業被害対策についてであります。本県は、沿

岸約200キロが日向灘に面し、地震・津波により

想定される地盤沈下や液状化等に加え、海水や

瓦れきの流入により、県内沿岸部に展開する水

田のほか、施設園芸などのハウスや水利施設等

は壊滅的な被害を受けることが予想されます。

東日本大震災で大津波に見舞われた岩手、宮

城、福島各県の沿岸部では、多くの農地が瓦れ

きに覆われるとともに、流入した海水による塩

害発生の影響で耕作できない状況が続いている

ため、土壌改良のほか、塩害に強い菜の花を栽

培しながら、復旧に向けた取り組みが行われて

おります。東日本大震災の際に、津波により農

地にどのような被害が出たのか。また、復旧・

復興に向けてどのように取り組んでいるのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

東日本大震災○農政水産部長（緒方文彦君）

では、宮城県を例に挙げますと、約13万8,000ヘ

クタールの農用地のうち、約10％に当たる約１

万4,000ヘクタールが浸水しております。浸水地

域の農地では、津波により瓦れきや泥などが堆

積するとともに、広範囲で地盤が沈下し、海水

の流入が農地の塩分濃度の上昇を招くなど、早

期の営農再開に大きな支障を来しております。

このため、営農再開に向けては、災害復旧事業

による瓦れき等の撤去や除塩対策、用排水路等

の復旧、復興交付金を活用した圃場整備等に取

り組まれていると伺っております。

先ほど述べたとおり、本県○重松幸次郎議員

も十分な警戒が必要であります。そこで、徳島

県の取り組みを紹介いたします。徳島県では、

近い将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地

震に備え、津波発生から営農再開までに県や関

係団体が取り組むべき業務内容や、その優先度

を示した農業版業務継続計画（農業版ＢＣＰ）

を、本年６月にまとめました。県内４つの農業

支援センターを中心に、市町村、ＪＡ、土地改

良区などの農業団体などと連携し、対策検討会

を設け、農業版ＢＣＰを全国に先駆けて策定さ

れました。その概要は、策定及び運営体制を整

備、また農地の浸水被害と農業用施設（排水機

場や排水樋門、ため池など）の被害想定、応急

業務等の優先順位、そして早期の営農再開への

計画などを策定してあります。東日本大震災の

教訓を生かすために、徳島県で作成されている

農業版ＢＣＰを本県でも作成すべきと考えます

が、農政水産部長にお尋ねいたします。

本県におきま○農政水産部長（緒方文彦君）

しても、南海トラフ巨大地震に伴う津波によ

り、沿岸地域では広範囲において農地や農業用

施設が甚大な被害を受けることが予想されま

す。本県の基幹産業であります農業において、

早期の営農再開を図るには、被災した農地や農

業用施設の速やかな復旧への取り組みが必要不

可欠であります。このため県としましては、御

質問にありました徳島県の取り組みや東日本大

震災の被災県での対応なども参考に、農業用施

設を管理する関係市町村や土地改良区等と連携

を図りながら、想定される浸水区域内の農地や

農業用施設の把握など、速やかな復旧に必要な

備えについて検討してまいりたいと考えており

ます。

ぜひ農業版ＢＣＰにも取り○重松幸次郎議員

組んでいただきたいと思います。以上、災害ボ

ランティア、また総合治水、農業版ＢＣＰにつ
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いて質問させていただきましたが、いずれも市

町村、団体、また県民との連携、防災・減災に

備え策定を県が進めていただくことを強く要望

いたします。

次に、空き家対策についてであります。これ

までも何度も議会で取り上げられております

が、また防災・防犯上からも質問させていただ

きます。

平成20年の総務省統計局の調査によります

と、全国の空き家は757万戸で、空き家率は13.1

％と過去最高の割合となりました。空き家が増

加すると、倒壊の危険性や景観の悪化、火災発

生の誘発、防災や防犯機能の低下が危惧されま

す。また、ごみの不法投棄、悪臭の発生など環

境・衛生面でも懸念されます。具体的には、暴

風雨時に壁板や瓦の飛散、またシロアリやスズ

メバチの巣元になり、野良犬、野良猫の繁殖な

ど、地域住民にとっては大変厄介な問題だと思

います。こうした状況の中で、本県における空

き家対策に関する市町村との連携について、ど

のように取り組んでおられるのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

本県の空き○県土整備部長（大田原宣治君）

家につきましては、平成20年時点で６万2,900戸

で、平成15年に比べると５年間で約9,000戸増加

しておりまして、特に放置された空き家におい

て、防災、防犯、衛生面などの問題が懸念され

ております。このため県では、本年６月に市町

村空き家連絡調整会議を開催しまして、空き家

対策に関する全国の条例等の事例のほか、実態

調査や除却・活用等に対する国の補助制度につ

いて説明を行うなど、市町村への情報提供を

行ったところであります。

空き家がふえ続ける背景と○重松幸次郎議員

して、核家族化が進み、子供と親が同居せず、

親が亡くなった後に居住者がいなくなるケース

や、相続人が遠方に住んでいるため管理意識が

低いことが指摘されております。適正管理に従

わない場合、氏名の公表や解体の代執行など強

権的な条例も必要ですが、建物撤去に費用がか

かる上、更地になると固定資産税の負担もか

かってきます。この支援策を国から求める法整

備が必要です。また一方で、何とか活用を促す

新しい動きを町の活性化につなげる取り組みも

始まっておりますが、本県市町村における空き

家の活用事例について、県土整備部長に現況を

お伺いいたします。

空き家の活○県土整備部長（大田原宣治君）

用事例としましては、綾町と諸塚村において、

空き家を改修した再生利用が行われておりま

す。綾町では、これまで19戸の空き家を借り受

けて、移住希望者等に一定期間、賃貸住宅とし

て貸し付けを行っており、諸塚村では、２戸の

空き家を取得して、移住希望者等を対象に短期

間の宿泊施設として活用されております。

対策の現場となるのは、ど○重松幸次郎議員

うしても市町村だと思います。先ほどのような

連絡会議や各自治体の取り組みをお伝えし、法

整備に関して強く国へ要望していかなくてはな

りません。公明党も、空き家対策プロジェクト

チームを置き、先月から空き家問題の改善を目

指し本格的な議論を開始いたしました。法整備

を急ぐ方針でございます。県としての現状も含

め、空き家対策を効果的に進めるため、県は今

後どのように取り組んでいかれるのか、県土整

備部長にお尋ねいたします。

空き家対策○県土整備部長（大田原宣治君）

の推進に当たりましては、空き家が個人の財産

であることから、行政による立入調査が難しい

ことや、空き家を撤去する場合に、所有者の負
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担が大きく、さらに税制面の優遇措置も受けら

れなくなるなど、今後解決しなければならない

さまざまな課題があります。このような中、国

においては、空き家対策に関する新たな法律の

制定に向けた動きがありますので、県としまし

ては、今後とも国の動きを注視するとともに、

市町村に対して、研修会の開催や情報提供など

を積極的に行ってまいりたいと考えておりま

す。

まだ諸課題がたくさん残っ○重松幸次郎議員

ております。実効性のある有効活用を効果的に

進めるために、知恵を出し合いながら、空き家

対策を進めていただきたいと、これまた要望い

たします。

交通対策について、２点お伺いいたします。

東京から30年ぶりにＵターンしてこられた女

性の方から、意見・要望をいただきました。

「宮崎県内の交通標識の標示が希薄で不安にな

る。目的地まで残りあと何キロという表示や、

観光スポットの標示が少ない、わかりにくいよ

うに思います」とのことでした。高速道路開通

とあわせて観光客誘致をさらに目指す本県も、

わかりやすい案内標識が必要と考えますが、本

県の道路案内標識の現状と今後のあり方につい

て、再びですが、県土整備部長にお尋ねいたし

ます。

道路案内標○県土整備部長（大田原宣治君）

識には、地名やその方向を標示する青い経路案

内標識と、駅や空港など著名な施設などの位置

を示す白い地点案内標識があります。これらの

案内標識は、道路法などにより、全国的に整合

性のとれたものとするため、設置場所や色彩、

地名等の表記する内容が統一的に定められてお

ります。本県の経路案内標識につきましては、

主要な交差点に設置し、また地点案内標識に示

す施設名等につきましては、主な公共施設等の

中から選定しまして、その付近に設置している

ところでございます。道路案内標識につきまし

ては、これまでも、シンボルマークを入れるな

ど親しみやすい標識となるよう工夫していると

ころでありますが、今後、東九州自動車道など

の幹線道路の整備が進み、道路利用者の増加も

見込まれますことから、英語表記など、よりわ

かりやすい標示方法について検討してまいりた

いと考えております。

地元に住んでおりますと、○重松幸次郎議員

さほど気にならなくなるんです。またカーナビ

を最近頼りにすることも多いので、私も標識看

板への評価ができませんが、この件を承りまし

たので、インターネットで交通標識について調

べてみますと、静岡県が「わかりやすい公共サ

インを目指して」という事業に取り組んでおり

ました。この概要は、道路案内標識や歩行者用

案内サイン、観光案内看板など公共サインの連

続性・統一性を確保すること。利用者の円滑な

移動を支援し、外国人観光客にわかりやすい、

また景観に配慮した公共サインを目指すとし

て、カーナビや観光地図との連携やユニバーサ

ルデザイン、多言語表記、ピクトグラム（絵文

字）の活用など、ガイドラインの趣旨に沿った

整備を進めております。もって、「「おもてな

し日本一」のしずおかづくり」を目指すという

ことでありましたが、先ほどの知事の御答弁の

ように、「東京五輪おもてなしプロジェクト」

の一つとして、宮崎県もこれから全庁的な取り

組みとして、県内統一した、わかりやすい案内

標識看板を進めていただきたい、このように思

います。よろしくお願いいたします。

先ほどの公共サインの調べをしておりました

ら、埼玉県の交通対策で、「カーナビ活用によ
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る危険箇所の解消」という事例がございました

ので、紹介いたします。埼玉県とHondaは、それ

ぞれ保有する道路交通に関するデータを相互に

交換し、有効活用するための協定を結びまし

た。Hondaのインターナビ情報を活用した地域安

全について、埼玉県での急ブレーキ多発箇所地

点を点検し、安全対策 見通しの悪い街路樹―

の剪定や、速度抑制の注意喚起などの標識等

を実施した16カ所で検証したところ、急ブ―

レーキ回数が７割減少したという結果が確認さ

れております。新たな形での危険箇所対策でし

たので、御紹介をさせていただきました。

さて、本県での交通事故対策でありますが、

初めに、現在までの交通事故の発生状況につい

て、警察本部長にお伺いいたします。

本年の県内にお○警察本部長（白川靖浩君）

ける交通事故の発生状況は、昨日現在、発生件

数は9,353件、負傷者数は１万1,286人であり、

昨年同期と比べてやや減少しております。しか

しながら、死者数につきましては49人と、昨年

同期と比べ７人の増加となっており、厳しい状

況であります。交通事故の特徴といたしまして

は、依然として発生原因の７割以上が、脇見や

安全不確認など、運転者の緊張感の欠如によ

る、いわゆる「てげてげ運転」であります。ま

た、死亡事故につきましては、亡くなられた49

人のうち半数以上の28人が高齢者の方で、こと

しも死者に占める高齢者の割合が高い状況にあ

ります。以上です。

件数、負傷者数は若干減っ○重松幸次郎議員

ておりますけれども、死者数がふえておりまし

た。その年齢別では65歳以上の高齢者が半数以

上となっているようでございます。高齢者の交

通事故防止対策についてどうなっているのか、

警察本部長にお尋ねいたします。

先ほど答弁いた○警察本部長（白川靖浩君）

しました高齢者の死者数28人のうち、７割の方

は道路横断中の歩行者と自動車の運転者で占め

られます。このため、高齢者の交通事故防止対

策につきましては、歩行者の立場と運転者の立

場の両面から取り組んでいるところでありま

す。歩行者対策といたしましては、警察官等が

高齢者宅を直接訪問しましてアドバイスカード

を配布したり、反射材の利用を促したりして個

別に交通安全の指導を行っているほか、地域の

方々にお集まりいただき、道路の安全な横断方

法を体験していただく交通教室を開催するなど

しております。運転者対策としましては、運転

シミュレーターを活用して、身体機能の低下を

体験していただく交通教室を開催しておりま

す。このほか、運転に不安を感じる高齢者の方

々が免許証を返納しやすい環境づくりなどを推

進しているところであります。今後も、高齢者

対策を重要課題の一つとして、交通安全教育を

一層推進いたしますとともに、自治体を初め関

係機関・団体との連携を強化するなど、高齢者

の交通事故防止に努めてまいりたいと考えてお

ります。

よくわかりました。みんな○重松幸次郎議員

で声かけ合って、高齢者の事故を防ぎたいと思

います。

また、日没が早くなってまいりました。通勤

通学の帰宅時間、夕方５時を過ぎますと、もう

真っ暗でございます。街灯のないところはなお

さらでございますが、日没が早くなるこの時期

の交通事故防止策について、警察本部長にお尋

ねいたします。

日没が早まる時○警察本部長（白川靖浩君）

期の交通事故防止対策としましては、本年９

月21日から来年１月31日までの間、宮崎県交通
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安全対策推進本部主唱のもと、「夕暮れ時の

「早めの点灯」・「ピカピカ」運動」を県民運

動として展開しております。本運動では、車の

運転者は、夕方は早目にライトを点灯し、夜間

走行時は、対向車などがある場合を除いてライ

トを上向きにしていただくこと、また歩行者

は、明るい服装や反射材を着用することを呼び

かけております。県警察におきましては、マス

メディアや大型情報板等の広報媒体を活用して

本運動の周知を図るとともに、薄暮時に白バイ

やパトカー、制服警察官による街頭活動を強化

しまして、交通事故防止に努めております。以

上です。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。

一昨日の宮日新聞の「歩廊」に、都城出身の

やまさき十三さん、「釣りバカ日誌」の原作者

の初監督作品、宮崎県を舞台にしたコメディー

映画「あさひるばん」が上映されていて、制作

委員会と県警本部とのタイアップポスターに

「朝・昼・晩いつでもどこでも安全運転！」と

書かれたポスターが今、交番とか各所に掲載さ

れていることが紹介されておりました。県警と

のタイアップは初めてということでありまし

た。記事の終わりに、「映画もライト点灯もお

早めに」とありました。早目の点灯で絶対無事

故を心がけていきたいと思います。

以上で質問の全てを終了いたします。ありが

とうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を○丸山裕次郎副議長

開きます。

次は、黒木正一議員。

〔登壇〕（拍手） 大相撲九州○黒木正一議員

場所は、日馬富士と白鵬との千秋楽での横綱に

よる優勝決定戦となり、日馬富士が優勝しまし

た。ことしの全ての場所でも、モンゴル出身の

力士が優勝したことになります。

さて、10月18日から20日にかけて、椎葉村に

おいて、昨年に続いて２回目となるプロアマ相

撲合宿が行われました。貴乃花部屋を中心に大

相撲５部屋、高校３校で行われ、ここでもモン

ゴル出身の鳥取城北高校のコーチ、イチンノロ

ブという選手が個人戦優勝、団体戦も鳥取城北

高校が優勝しました。イチンノロブさんは、モ

ンゴル相撲で優勝し、鳥取城北高校に留学して

高校５冠、外国人枠の問題で高校卒業後すぐに

大相撲に入門できず、高校のコーチとして９月

に行われた全日本実業団選手権個人戦で優勝

し、幕下付け出しの資格を得て、新弟子検査に

も合格し、来年の初場所に大相撲初土俵に上が

る予定です。既に大物の風格漂う二十の青年

で、将来が楽しみです。

このプロアマ交流戦は、貴乃花親方夫人の恩

師が椎葉村に住んでいることから交流が始ま

り、貴乃花親方の全国に相撲文化を広げたいと

いう思いに、椎葉村の有志の方々が応え、立派

な土俵をつくり上げ、前例のないプロとアマと

の交流合宿が始まったもので、交流戦では、プ

ロとアマの意地と意地がぶつかって、迫力のあ

る白熱した取り組みがたくさんあって、観客を

大いににぎわせました。来年は10の大相撲部屋

と10の高校を集めたいということで、さらに充

実した行事になるのではないかと思います。

知事は、このプロアマ相撲合宿に出席し、貴
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乃花親方と花田景子さんに「みやざき大使」を

委嘱されましたが、宮崎県のために親方とおか

みさんにどういう期待をされて委嘱されたのか

お伺いします。また、みやざき大使の認知度は

余り高くないと思いますが、何人いるのか、ど

のような活用をしているのかなど、その概要に

ついてもお伺いします。また、知事がプロアマ

交流合宿に行かれて、感想があればお聞かせく

ださい。

さて、国技である相撲ですが、今や大相撲は

国際化し、今、モンゴル人力士だけでも、幕内

に８人、十両に６人もいます。モンゴル場所と

見間違いそうなこともあります。私が子供のこ

ろには、小学校の校庭の隅に土俵があり、番付

札もかかっていました。昭和11年に相撲が尋常

小学校の正課授業となったそうですから、その

名残だったのかもしれません。今でも祭りの際

に奉納相撲を行っている神社もありますが、相

撲文化は次第に消えつつあると思います。中学

校において武道が必修科目となり、本県では１

校だけが相撲を取り入れているようですが、少

ない理由をどう考えますか、また、全国の状況

はどうなっていますか、教育長にお伺いしま

す。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

みやざき大使についてであります。貴乃花親

方と花田景子さんにつきましては、本年10月18

日に「みやざき大使」を委嘱させていただいた

ところであります。これは、今お話がありまし

たプロアマ合宿が椎葉村で行われて、その前夜

祭に私が出席させていただいて、その場でとい

うことでございます。このプロアマ合宿、今回

が２回目ということでございますが、地元の皆

さんがいろんな形で受け入れ体制を整えておら

れて、大相撲の力士との交流があって、大変温

かい雰囲気で行われておりました。特に今回初

めて前夜祭では、力士の方、親方と村民の方と

の交流をしたいということで、これは特に親

方、また花田景子さんからの申し出があったと

いうことで、同じ場でそういう前夜祭、交流が

行われておったということで、大変ありがたい

ことでありますし、子供たちが力士にサインを

ねだっているというような様子もあったところ

ですし、力士のほうでちゃんこ鍋をつくって村

民の方に振る舞う、そんな温かい風景も見られ

たところであります。みやざき大使を委嘱しま

して、今お話がございましたように、来年もま

た大きく拡大して、宮崎で合宿などを行ってい

きたいというようなこともおっしゃっていただ

いておるところで、大変ありがたいことだとい

うふうに思っておりますし、お二人が持つ情報

発信力を生かして、本県の多彩な魅力を県外に

ＰＲしていただく、それから本県におけるそう

いう相撲文化、スポーツの振興にも大変大きな

力になっていただけるものではないかと期待し

たところでございます。

この「みやざき大使」につきましては、現

在166名の方に委嘱しております。委嘱に当たり

ましては、本県を国内外に広くアピールしてい

ただくことなどをお願いしております。最近で

は、このお二人以外では、午前中、話が出まし

たが、映画「あさひるばん」を撮られました映

画監督やまさき十三さんに委嘱し、あれはまさ

に宮崎を幅広くＰＲしていただける映画を今回

撮っていただいたものと思っておるところでご

ざいますが、いろんなそういう方々に委嘱させ

ていただいております。そういったみやざき大
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使の方は、テレビ番組などで本県の魅力をＰＲ

するなど、それぞれの御自身のできる方法でア

ピールしていただいておりますし、私ども県の

ほうからお願いして、「みやざきweeeek!!」な

ど県外でのプロモーションイベントに出演して

いただいたりして、お力添えをいただいておる

ところでございます。今後とも、この制度を活

用し、多くの関係の皆様のお力をいただきなが

ら、広く国内外に本県をアピールする、そのよ

うな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〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

相撲を取り入れている学校が少ない理由につ

いてであります。議員がおっしゃるとおり、椎

葉村とか新富町、延岡市などにおいては、プロ

の合宿やプロアマの交流会が開催されるなど、

相撲を通じた地域ぐるみのイベントが行われて

おります。これらの取り組みは、日本固有の伝

統文化である相撲のよさを県民の皆様に知って

いただくよき機会にもなりますし、地域の活性

化にもつながっていくものと考えております。

このような中ですが、武道の授業において相撲

を取り入れている中学校は、全国でも本県でも

少ない状況でございます。その理由といたしま

しては、相撲の施設や用具が整っていないこと

や、相撲を専門とする教員が少ないことなどが

考えられます。平成23年度の公益財団法人日本

武道館の調査によりますと、全国で相撲を取り

入れている中学校の割合は、4.5％となっており

ます。以上であります。〔降壇〕

みやざき大使は166人というこ○黒木正一議員

とですが、「実践！田舎力」という本の著者の

金丸弘美さんは、高知県の 360名ぐらいいる―

そうですけれども 観光特使の一人だそう―

で、県から提供される名刺は、県内の22の美術

館、博物館、水族館の無料入場券を兼ねてお

り、その名刺を配ってもらうことがそのまま県

のＰＲにつながると、ついあちこちで配りたく

なるというふうに本に書いてあります。本県も

みやざき大使に名刺を配付しているというふう

に聞いております。すばらしい名刺を送ってい

るのかもしれませんが、ぜひ「みやざき大使で

すよ」と人に配りたくなるような名刺をつくっ

たりして取り組んでいただければありがたいな

というふうに思っております。

それから、武道教育は、全国でも4.5％しか相

撲を取り入れていないということですが、やは

り指導者が少ないということがその一番大きい

原因ではないかというふうに思います。本県で

は、相撲を取り入れている中学校は、宮崎県相

撲連盟会長、押川議員の地元の穂北中だけだそ

うです。押川議員は椎葉村にも行かれました

が、お話を聞きますと、体操着の上に柔道着の

帯を巻いて、グラウンドでも体育館でも円を描

いて行っているという話をお聞きしました。相

撲協会では、武道の授業で相撲を選択した中学

校に、力士や親方を派遣して指導に当たること

を検討しているようで、そういう機会が、この

プロアマ交流などのイベントのときにでもでき

ればいいなというふうに思っております。

次に、廃校の利活用についてお伺いします。

美郷町において９月と10月、廃校になった小

学校の跡地、校舎を利活用する事案がありまし

た。１つは、２年前に廃校となった水清谷小学

校での太陽光パネル発電で、パネルが設置され

るのは校庭だけでなく、残された校舎の屋上や

プールにも敷き詰められるもので、廃校となっ

た学校の跡地を使った例はあっても、屋上やプ

ールなど学校の施設を丸ごと使った太陽光発電
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所は全国でも大変珍しいケースで、およそ110世

帯の電力を賄うことができる計算で、電力を購

入した事業者は、地元の美郷町の施設に通常

の10％近く安い電力料金で販売することになっ

ており、また、施設のメンテナンスは、地元の

自治会と契約を結び、地域で行うというもので

す。もう１つは、同じく２年前に廃校になった

渡川小学校に、ウナギの研究・展示施設「国際

うなぎＬＡＢＯ」を開設するもので、開所式に

は知事、教育長も出席されていましたが、ニホ

ンウナギの絶滅が危ぶまれている中、親ウナギ

の育成と放流後の追跡に取り組む世界初の施設

で、ウナギ研究の第一人者で、世界で初めてウ

ナギの産卵地を特定した塚本先生が所長に就任

されました。学術機関と産学官で連携して研究

・運営していくもので、その日は東京大学が

持っている貴重な標本などを展示する移動型博

物館「東大モバイルミュージアムinみやざき」

も同時オープンしました。こんな山の中に、し

かも廃校となった校舎に世界に発信するような

施設ができたのは驚きでもありますし、地域に

とって誇りとなる施設となることを願うもので

す。そこで、教育長に、県内の廃校の利活用の

状況、それと旧渡川小学校にできたモバイル

ミュージアムの感想をお伺いします。

まず、廃校となった○教育長（飛田 洋君）

学校の利活用の状況ですが、平成14年度以降に

廃校となった市町村立小中学校は55校ございま

すが、平成25年５月１日現在で、建物が現存し

ておりますのは49校でございます。そのうち、

利活用されておりますのは、約７割に当たる35

校であります。活用事例といたしましては、地

域の集会施設、食品加工施設、老人福祉施設な

どがございます。県教育委員会といたしまして

は、引き続き、市町村教育委員会に対しまし

て、有効活用の事例の紹介あるいは補助制度の

紹介など、情報提供とか助言に努めてまいりた

いと考えております。

次に、「国際うなぎＬＡＢＯ」「東京大学モ

バイルミュージアムinみやざき」の感想です

が、短い時間ですが視察させていただきまし

て、非常に感激いたしました。旧渡川小学校の

校舎を使って開設された研究・展示施設という

のは、最先端の技術を駆使した展示があるかと

思えば、もう一つはたくさんの珍しい標本が

いっぱい置いてある、そして、さらにおもしろ

いというか興味深いと思ったのは、廃校であり

ますので黒板が残っておりましたが、黒板を生

かして説明がずっときれいに丁寧に板書してあ

るんですね。言うならば、学校の教室であった

ことと最新の科学技術あるいは研究というのを

うまくミックスさせまして、山合いの自然豊か

な地域で、かつての学びやがまた違った形でリ

ニューアルされ、新たな輝きを放っているかな

と、そう感じたところでした。それから、もう

一つ言うならば、日本というか世界、もっと言

うなら人類初の研究に取り組まれるということ

でありますので、ここできっといい成果を出し

ていただいて、世界に発信していただけるもの

だ、そういうふうに確信いたして帰ってまいり

ました。

次に、このウナギ研究施設に○黒木正一議員

ついてお伺いします。本県は養殖ウナギの生産

量が全国３位ですけれども、シラスウナギが激

減したということで、県は３カ月間、25センチ

を超える親ウナギの捕獲を禁止することになっ

ております。また、政府も密漁されたシラスウ

ナギの罰則強化に乗り出すなど、ニホンウナギ

の生態は危機的状況にあるというふうに思いま

す。このような中、このウナギ研究施設は、将
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来的には研究者が滞在できる施設なども設け

て、ウナギの保護や増産につなげていく考えと

聞きます。そこで、この研究施設へ県はどのよ

うな支援を今後考えていくのか、知事にお伺い

いたします。

今御指摘ありましたよ○知事（河野俊嗣君）

うに、全国第３位の養鰻業、そういう状況の中

で、シラスウナギが世界的な不漁となっておっ

て、本県が全国に先駆けまして、産卵のために

川を下る親ウナギの採捕禁止などの措置を実施

するなど積極的な対策を講じている。そういう

中で、最先端のウナギ研究がこの宮崎の地で始

まるということを非常に意義深く感じておりま

して、こうした研究成果がウナギ資源の回復に

資することを大いに期待しておるところでござ

います。現在は、まだ展示施設ができた段階で

はありますが、親ウナギの研究、それからモバ

イルミュージアムの展示施設の整備に当たりま

しては、美郷町に対し、本県の地域力磨き上げ

応援事業ということで、その設備支援をしてお

るところでございますが、今後、研究施設とい

うのが具体的に稼働しましたら、県と、より成

果を上げることができますよう、研究における

連携なども通じて、情報の提供や共同調査の実

施などの支援というものを行ってまいりたいと

考えております。

このウナギ研究所は、「国際○黒木正一議員

うなぎＬＡＢＯ」とあるように、世界に発信す

るという壮大な計画のようです。成果が上がる

ように連携して取り組んでもらいたいと思いま

す。また、行ってみたけれども看板もなかっ

た、西都から行ったけれども道路も悪かったと

いう声を聞きました。アクセス道の整備などの

支援も今後必要ではないかというふうに思いま

す。

次に、26年度予算編成方針では、重点施策に

「将来の発展と地域を支える人財づくり」とあ

りますが、その人材育成について考え方をお聞

きします。

まず、農林漁業者の６次産業化対策について

お伺いします。

フードビジネスを推進するに当たって重要な

ことは、人づくりではないかと思います。フー

ドビジネスの一つの手段としての６次産業化に

ついて、雑誌「農業と生活」に県庁の職員が、

なるほどそうだと思うことを書いています。

「６次産業化というと、１次産業である農林水

産業が２次産業の加工から３次産業の流通まで

全部自己完結で取り組むというイメージを真っ

先に思い浮かべると思いますが、それは単に一

つの事例でしかありません。現実的には、１次

を中心に連携していき、１次の農林漁業者が価

格形成できるようにするために、農林漁業者の

ための農林漁業者による取り組みが６次産業化

です。例えば、農商工連携も１次側の視点で１

次側が主導権を担って取り組めば立派な６次化

です」というふうにあります。

食品産業の国内生産額に比べて、農業総生産

額の割合が余りに少ないこともあり、農家が加

工製造、流通販売にかかわるのは新しい話では

ありません。しかし、例えば農商工連携では、

事業主体は商工業者で、農家はこれまでどおり

農産物を商工業者に販売するだけで、農家の収

入増につながらなかった事例が多かったし、今

後、企業などと連携するにしても、地域の農林

水産業者と対等な関係で連携せずに進むと、既

存の農林水産業者は置いていかれるばかりで、

１次産業側が６次産業化のプロデュース力を身

につける必要があると思います。そのために

も、農林水産業に携わる者の人材育成が必要と
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思いますが、どのように進めていくのか。

また、国が指定している総合化事業計画の県

内分布地図を見ますと、宮崎市を中心とする沿

岸部と都城市周辺に偏っていますが、遠隔地で

も取り組みやすい体制づくりが必要と思いま

す。その対策について、農政水産部長にお伺い

します。

６次産業化を○農政水産部長（緒方文彦君）

進める上では、農林漁業者の資質向上と効果的

なアドバイスができる指導者等の育成が大変重

要であると認識いたしております。このため県

では、６次産業化を目指す農林漁業者や指導者

となる人材の育成を目的に、昨年度から、農業

振興公社におきまして「みやざき農林水産業経

営多角化チャレンジ塾」を開催しております。

今年度は、８月27日から11月１日までの全34講

座で46名が受講し、国の総合化事業計画の認定

や受講者同士のネットワーク活動につながるな

どの効果も出てきているところです。また、人

材育成に向けた機運を県内全域に広げるため

に、県内各普及センターで６次産業化の相談日

を設けるとともに、入郷地域などの中山間地域

を対象にしたミニチャレンジ塾の開催等を計画

するなど、各地域の特徴を生かして、きめ細や

かに人材育成を進めてまいりたいと考えており

ます。

県下全域に機運が広がるよう○黒木正一議員

な取り組みをお願いしたいというふうに思いま

す。

続きまして、高校におけるフードビジネス推

進のための教育についてお伺いします。

現役の１次産業従事者、社会人のための人材

養成プログラムも大切ですが、若いうちから人

材育成に取り組む必要があると思います。本県

の高校における状況はどうなっていますか。ま

た、高鍋農業高校に来年４月、フードビジネス

科が新設されると聞きますが、どのような人材

を育成しようとしているのか、教育長にお伺い

します。

フードビジネスを担○教育長（飛田 洋君）

う人材を育成するためには、生産から加工・流

通・販売までの一貫した経営や、農商工連携の

あり方について、高校生に実際に体験させる、

実体験をさせるというような学びをさせること

が大切であると、感じさせるような学びをする

ことが大事だと考えております。そのため、例

えば、宮崎農業高等学校では、キンカンなどの

農場生産物を活用した加工品を首都圏にあるア

ンテナショップなどで販売させたり、都城市内

の農業・工業・商業の３校が合同で、都城市や

関連の企業等と連携して、地域の特産品となる

商品開発を手がけさせたりするなど、実体験を

通した学びに取り組んでいるところでありま

す。また、来年度から高鍋農業高等学校に設置

するフードビジネス科は、本県のフードビジネ

スを推し進める人材育成のリーディングスクー

ルとして、従来の農業に関する知識・技術の習

得に加え、攻めの農業について体系的に学ば

せ、経営感覚にすぐれた農業の担い手を育成す

ることを目的として設置するものでございま

す。

それでは次に、林業大学校に○黒木正一議員

ついてお伺いします。

森林・林業活性化議員連盟のもとに設置され

た研究委員会では、23年度から24年度にかけて

「森林・林業の活性化と人材育成について」と

いうテーマで調査・研究を行ってきました。そ

の中で、林業の専門学校の必要性に対する意見

が複数の委員より出されました。森林・林業再

生プランが策定され、これに基づき、効率的な
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森林経営に必要な能力を持った人材を戦略的・

体系的に育成するための基本的な考え方となる

人材育成マスタープランを策定しています。こ

れに記載されているさまざまな専門的な知識・

技能を備えた人材を育成することが求められて

いる一方で、チェーンソーも握ったこともな

い、杉とヒノキの違いもわからないような人た

ちが新しく入ってきており、教育体制のあり方

を考える必要があります。

２月議会で十屋議員がその必要性について質

問し、「なかなか難しい質問をいただいたと

思っている。今後いろんな角度から研究させて

いただきたい」と答えられております。中国木

材の進出、木質バイオマス発電プラント計画も

相次ぐ中、伐採後の将来に向けた森づくりな

ど、専門性を持った人材の育成が重要であると

考えます。林業大学校を中山間地域に設置する

ことについて、環境森林部長の考えをお伺いし

ます。

林業大学校に○環境森林部長（堀野 誠君）

つきましては、農業との併設を含め、全国に６

カ所設置されておりますので、学科の構成や卒

業生の状況等について調査を行いました。その

内容を申し上げますと、設置年は、５校が前身

の学校を含めると昭和40年代から50年代で、１

校が平成24年となっております。学科は、６校

とも２学年制で、１学年当たり定員は10人また

は20人となっております。また、平成24年度の

卒業生につきましては、約６割が林業・木材産

業関連の仕事に就職したとのことであります。

経費につきましては、昨年設置された京都府立

林業大学校の例では、設置経費は、既存施設を

活用したことから約１億円で、運営費は、専任

職員９人を配置し、年間約１億5,000万円とのこ

とであります。県といたしましては、林業大学

校の設置について、林業関係者の御意見をお聞

きしながら、県内でのニーズ等について、引き

続き研究してまいりたいと考えております。

いろんな角度から研究してい○黒木正一議員

ただきたいというふうに思います。

続きまして、中山間農業の研究機関について

お伺いします。

本県は、来年度予算編成方針で、地域づくり

として中山間地域活性化に取り組むことになっ

ています。ＴＰＰ交渉進展を受けての農業強化

策の議論、また、産業競争力会議の農業分科会

での議論が報道されていますが、どうも中山間

地の零細農家は切り捨てられるのではないかと

いう思いが地域の人々にあります。私が学生の

ころは、「稲のことは稲に聞け。農業のことは

農民に聞け」と教わったものですが、今は「農

業のことは経済界に聞け」と言っているように

思えてなりません。中山間地域を研究する学者

が指摘しているように、中山間地域では、人の

空洞化、土地の空洞化、村の空洞化が進み、最

も根底にあるのが誇りの空洞化であり、この誇

りの空洞化がさらに進むのではないかと思われ

ます。

私は２年前、中山間農業の研究機関の設置に

ついて質問しました。それは、「宮崎平野、霧

島周辺などの平たん地は黒ぼく土であり、中山

間地域は主として褐色森林土であるように、土

質、地形、気象などが大きく異なることや、中

山間地域では農家が林家や兼業である場合が多

いなど、労働力配分の面でも、平たん地の農業

（専業）とは異なっており、特段の配慮が必要

であること。中山間地域の農業の課題解決に

は、これらの違いに即した研究開発、技術の実

証・普及を現地で行うことが極めて重要である

が、現在実施されている現地試験方式で十分な
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のか。しかし、今般の県、市町村の財政状況な

どを考えれば、新たな施設の設置は実現困難で

ある。そこで、既存施設を活用した中山間農業

の研究機関設置を検討する必要はないか。一つ

の案として、県林業技術センターは、農業技術

や鳥獣害対策の研究・実証、６次産業化への支

援など、中山間地域の農林業を総合的に支援す

る組織を併設させる施設として最適ではない

か」といった内容でありましたが、答弁は前向

きなものではありませんでした。減反政策も廃

止されようとしている今、研究機関を設置し、

最低限の所得対策に取り組むべきと思います

が、農政水産部長の考えをお伺いします。

中山間地域の○農政水産部長（緒方文彦君）

農業の振興を図る上で、地形や気候の特性に適

した新技術や新品目の開発は、大変重要と考え

ております。このような課題に対しまして、現

在、総合農業試験場では、現地に約20の試験圃

場を設置して、調査・研究等を行っており、近

年では、例えば花卉のラナンキュラスの品種育

成や栽培方法の確立といった成果を上げている

ところでございます。県内におきましても、地

域ごとの特性はバラエティーに富んでおります

ので、今後とも、中山間地域における多様な試

験研究ニーズにきめ細かく対応していくために

は、課題に応じて、その都度、試験圃場や研究

体制を選定・確保するなど、柔軟な対応が必要

であると考えております。御質問にありました

林業技術センターにおきましては、山菜やキノ

コなどの特用林産物の生産技術に関する研究も

行われておりますので、今後、薬草や山菜など

の優良系統の選抜や栽培技術の確立等の研究分

野において、より一層の連携を進めてまいりた

いと考えております。

その後、平成24年４月に、林○黒木正一議員

業技術センターに鳥獣被害対策支援センターを

設置していただきました。本当にありがたいこ

とでありました。このセンターでは、新たな視

点に立った対策に取り組んでいると聞きます。

鳥獣害対策について質問をいたします。平成24

年の鳥獣被害額は、前年度より大きく増加して

おります。これは「地域で守る鳥獣被害みえる

化事業」で、これまでより、きめ細かな実態調

査を行った結果ということですが、本事業の取

り組みとその評価について、農政水産部長にお

伺いします。

県では昨年○農政水産部長（緒方文彦君）

度、野生鳥獣被害のより正確な把握を行うた

め、御質問にありました「地域で守る鳥獣被害

みえる化事業」により、調査員による詳細な現

地調査を実施いたしますとともに、把握した被

害の状況を地図上に表示できるシステムの開発

を行ったところでございます。本事業によりま

して、地域の被害実態を詳細に把握した結果、

今年度は、昨年度の2.8倍となる約10億円の農作

物被害の報告を受けております。今後、被害の

実態や開発した地図情報等を活用することによ

り、市町村と連携しながら、地域ぐるみで的確

な被害防止対策を進めてまいりたいと考えてお

ります。

本県における鹿の生息数は、○黒木正一議員

平成20年の７万7,000頭から平成23年には４

万5,000頭に、３万頭以上減少したことになって

いますが、生息域が広がったのか、減ったとい

う実感は全くありません。県内の森林組合長と

の意見交換会では、3,200本植林したが、３年で

１本もなくなったとか、4,000本植えたものが全

部だめになったとか、林業に熱心な人が意欲を

失っているという話を聞きました。

鳥獣被害の問題は、高度経済成長期に人が山
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村から都会に出て行ったり、造林面積がふえて

野生動物が餌を求めて里山周辺にあらわれるよ

うになった、ここ40年から50年の問題かと思っ

ていましたが、実は昔からあったようです。江

戸時代から明治時代にかけて、住民が獣害対策

として考え出した 大げさかもしれませんが―

日本版万里の長城とも言えるシシ垣が全国―

各地にあったそうです。シシ垣は、主に石を積

み上げてつくったもので、山と畑の間を隔てる

ようにつくられていて、高さはおよそ150センチ

から180センチで、高いところは２メートルもあ

り、長いものは10数キロもあったそうです。１

年に２回、地域住民総出で補修を行っていた。

まさに、地域ぐるみで野生の鹿やイノシシによ

る被害から地域を守っていたようです。今のよ

うに急激に被害が拡大するようなことはなかっ

たのかもしれませんが、歴史を振り返って、補

助金のなかった時代に、人は野生鳥獣とどう向

き合い、対策をとってきたのか、原点から考え

る必要があるのではないかと思います。

本県では、モデル集落による取り組みで被害

を軽減している事例もあるようですが、今後、

地域ぐるみでの対策に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ます。

県では、平○農政水産部長（緒方文彦君）

成22年度から、鳥獣被害対策緊急プロジェクト

によりまして、鳥獣被害対策地域リーダーの育

成や効果的な防護柵の設置、モデル集落での成

功事例の創出等、地域ぐるみでの被害防止対策

に取り組んでまいりました。その結果、昨年度

末までに1,021人が地域リーダーとして認定さ

れ、24のモデル集落のうち、被害がゼロとなる

集落も出てくるなど、一定の効果が得られてお

ります。今後とも、新たなモデル集落の設置に

よりまして、対策の普及・拡大を図りつつ、鳥

獣被害の克服から地域活性化につながる新たな

営農の姿をつくり出すことが重要と考えており

ますので、関係機関が一丸となって支援を行っ

てまいりたいと考えております。

シシ垣は日本各地にあったけ○黒木正一議員

れども、空白地もあった。それは、寒冷地域と

西日本では、高知県、山口県、熊本県、鹿児島

県、ここにシシ垣がない。そこには、郷士と呼

ばれる鉄砲を持った農村に居住する武士がいた

と本には書かれています。当時は、野生鳥獣は

貴重な食料でもあったのでしょうが、鉄砲を

持った狩猟者がいることが地域を獣害から守っ

たようです。

環境省によると、ニホンジカの全国の個体数

は約261万頭で、この20年で９倍も増加、このま

まの捕獲率で推移すると、2025年には500万頭に

まで増加すると予想されております。このた

め、捕獲プロ集団の育成や捕獲事業の委託制度

の創設を検討し、鳥獣保護法の改正も視野に入

れているようですが、現場においては、一度個

体数を減らさなければ、もうどうにもならない

という切実な声を聞きます。

椎葉村出身の県議会議員が質問で、鹿が少な

くなっており、保護しなければツキノワグマの

ように絶滅してしまうと訴えていたのは、今か

ら42年前です。当時、宮崎県の狩猟人口は１

万2,300人で、毎年５～10％も増加していた。年

間３万3,000頭の獣が捕獲されており、多過ぎる

から、狩猟税を倍にして狩猟人口を減らせと当

時言っています。現在の宮崎県の狩猟登録者数

が約5,000人、42年前の半分以下ですが、捕獲数

は３万4,000頭でほとんど同じ、当時は捕獲圧が

強く、山も豊かで、野生獣も少なく、被害も少

なかったのでしょう。今は全く逆のことを言わ

なければなりません。捕獲の規制緩和、狩猟者
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の確保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ます。

狩猟者の減少○環境森林部長（堀野 誠君）

・高齢化が進む中、野生鳥獣による被害を減少

させるためには、新たな狩猟者を確保すること

が重要な課題となっております。このため県で

は、狩猟免許試験の受験希望者を対象に無料の

事前講習会を開催するとともに、受験者の利便

性に配慮し、試験会場を１カ所追加し４カ所と

したところであります。さらに、免許取得希望

者の多い「わな」について、試験を休日に追加

実施するなど、受験しやすい環境の整備に努め

てきたところであります。また、捕獲の規制緩

和につきましては、有害鳥獣捕獲の許可基準日

数の原則30日以内から90日以内への延長や、鹿

・イノシシの捕獲許可頭数の制限の撤廃を行っ

ております。さらに、狩猟期間については、本

年度から、鹿とイノシシの狩猟の開始日を、一

部の地域を除き、11月15日から11月１日に変更

いたしました。今後とも、有害鳥獣による被害

の軽減を図るため、市町村など関係機関と連携

して、捕獲の強化に努めてまいりたいと考えて

おります。

今から264年前の1749年、当○黒木正一議員

時、東北地方は、たびたび冷夏による凶作が発

生し、飢饉に襲われていたそうで、青森県八戸

地方では、飢饉の回避のために大規模な焼き畑

による大豆栽培をしたところ、これがイノシシ

の急増を招き、作物全般が食い荒らされる事態

となり、このため、当時の八戸の人口のおよそ

１割に当たる3,000人が餓死した出来事があった

そうで、人と野生動物とのつき合い方は、これ

からも大きな課題だというふうに思います。

次に、僻地医療についてお伺いします。

僻地医療の問題については、これまで何度も

質問してきましたが、これは歴史的な課題とも

言えます。過去に、医師確保のために何とか宮

崎県にも医科大学をつくってもらいたい、椎葉

の山奥の県有林に見事な杉林がある、それを財

源にすればよいではないかと、切実な思いを県

議会で述べた僻地出身の議員もいます。そのこ

ろと比べますと、道路事情はよくなり、ドクタ

ーヘリも運航するなど改善されたものの、期待

していた医科大学が40年近く前にできても、本

質的な問題は変わっていません。僻地において

は、民間による医療提供が難しく、自治体が設

置する公立病院などに県が医師を派遣していま

すが、現状はどうなっているのかを福祉保健部

長にお伺いします。

医師の地域偏○福祉保健部長（佐藤健司君）

在の中で、僻地医療機関が大変厳しい状況にあ

ることは、十分認識いたしております。諸塚村

では、ことし83歳になられる医師が今も現役で

頑張っていただいていることも承知いたしてお

ります。こうしたことから、僻地医療機関へ

は、県から自治医科大学卒業医師を派遣してお

りますが、今年度は、９市町村から15名の派遣

要望に対し、５市町村に10名を派遣したところ

であります。また、来年度でございますが、現

在、10市町村から17名の派遣要望が来ておりま

すが、派遣数につきましては、10名程度となる

見込みでございます。毎年度、派遣可能な医師

は限られておりますことから、市町村からの要

望には十分に対応できていない状況にあります

が、今後とも、僻地の医療事情等を十分に踏ま

えながら、計画的な派遣に努めてまいりたいと

考えております。

全国には、無医地区と呼ばれ○黒木正一議員

るところが705カ所あります。本県でも、次第に

減少しているものの数多くあり、医療提供に最
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も恵まれない地域とも言えます。無医地区で

は、巡回診療、出張診療などが実施されていま

すが、その状況について福祉保健部長にお伺い

します。

本県の無医地○福祉保健部長（佐藤健司君）

区は、８市町村17地区となっております。無医

地区を初め、僻地におきましては、住民の高齢

化等により、通院のための交通手段の確保が課

題でありますことから、市町村において、最寄

りの公立病院等までのコミュニティバスや乗り

合いタクシーの運行を行っておりますほか、公

立病院等からの訪問診療等を実施しているとこ

ろであります。県におきましては、これらの公

立病院等の医師確保や運営費支援を行うととも

に、日本赤十字社宮崎県支部の協力をいただき

ながら、巡回診療等を行っているところであり

ます。

私の地元では、朝と夜、村の○黒木正一議員

行事などを知らせる放送が流れるんですけれど

も、先週、地元に帰ったときに、診療所からの

お知らせということで、「来週は内科は何曜と

何曜が休診です。外科は予約制になっておりま

すので、必ず電話をして来るように」というお

知らせが流れておりました。先ほど部長が言い

ましたように、高齢の医師が診療所に勤務して

おりまして、その負担を少しでも軽くしようと

いうことで、かわりの医師が見つかるまで何と

か頑張ってもらいたいということで、地域の人

は、医師の健康を気遣いながら、予約制にする

などして診療所を守ろうとしております。医師

も自宅療養が必要な体であるのに、当直を行っ

ているような状況にあります。このような放送

が流れますと、本当に身の縮む思いがいたしま

す。中央と僻地の命の格差をなくすということ

は、物理的にも困難と思われます。ただ、人口

の少ないところに住む人も命の重さには変わり

はなく、格差を縮める努力はしなければなりま

せん。僻地医療を担う医師の育成確保に県は取

り組んでおりますけれども、その状況、見通し

についてお伺いします。

県では、僻地○福祉保健部長（佐藤健司君）

の医師確保対策といたしまして、先ほど申し上

げましたが、これまで自治医科大学卒業医師の

計画的な配置等に取り組んでおりますが、平

成16年度の新医師臨床研修制度導入後、僻地は

もとより県全体で若手医師の減少や医師の偏在

が深刻化してきたことから、地域医療を担う医

師の育成確保を図るため、さまざまな取り組み

を行ってきているところでございます。

具体的には、平成18年度に医師修学資金貸与

制度を創設し、19年度からは、関係市町村と医

師確保対策推進協議会を設置し、県外から公立

病院等への医師招聘の取り組みを強化したとこ

ろであります。また、平成22年度からは、宮崎

大学地域医療学講座の設置・運営を支援すると

ともに、23年度には、宮崎大学や県医師会など

と地域医療支援機構を設置し、臨床研修医の確

保や医師のキャリアアップ支援などの取り組み

を行ってきたところであります。さらに、こと

し４月には、県立日南病院に宮崎大学の地域総

合医育成サテライトセンターが設置され、今

後、さらに求められる総合医の育成が開始され

たところであります。

医師の育成確保は、地域社会の維持にもかか

わる重要な課題でありますので、今後とも、県

医師会や宮崎大学、市町村など関係者と連携

し、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

地域医療を守ることは、医療○黒木正一議員

体制の確保はもちろんですけれども、地域を信
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じて住み続けることに必要でありますし、住民

が定住を諦めないための地域づくりの原点でも

あります。どうか、僻地の医療施設に医師が継

続して定着できる仕組みづくりをお願いしたい

と思います。

次に、森林・林業対策について数点お伺いを

いたします。

最初に、乾シイタケの消費拡大についてお伺

いします。10月の議会における決算特別委員長

報告の個別意見として、中山間地域の貴重な収

入源である乾シイタケ産業の振興が図られるよ

う、関係者と協議しながら、全力を尽くして対

策を講じるとともに、シイタケの消費拡大を目

指し、有効な対策を検討するように求めまし

た。補正予算が計上されていますが、その内容

について、環境森林部長にお伺いします。

乾シイタケに○環境森林部長（堀野 誠君）

つきましては、消費の低迷や原発事故に伴う風

評被害の影響等により価格の下落が続き、こと

し11月までの県経済連の入札平均価格は、１キ

ロ当たり約2,100円と、大変厳しい状況となって

おります。このため県では、しいたけ振興会と

連携し、しいたけ料理コンクールや県内ホテル

での料理フェアの開催、県政番組での消費拡大

のＰＲ等を行うとともに、国に対して価格下落

対策を要望してきたところであります。今回、

補正予算でお願いしておりますが、「乾しいた

け消費拡大緊急対策事業」におきましては、県

外での消費拡大に取り組むため、ＪＡ等が行う

県外の大型スーパー等での乾シイタケの試食や

サンプル、レシピ集の配布等によるＰＲ活動の

ほか、デパートや外食チェーン店などへの直販

による新たな販売ルートを開拓する取り組みに

対して支援を行うこととしております。これら

の取り組みによりまして、県産乾シイタケの消

費の拡大を図ってまいりたいと考えておりま

す。

乾シイタケというのは、本県○黒木正一議員

で生産される農林水産物の中では、生産額も小

さい数多くの作物の中の一つではあります。し

かし、これまで中山間地域を支えてきた数少な

い現金収入源となる貴重な作物であります。乾

シイタケは、水で戻す手間もかかり、これまで

さまざまな加工への取り組みはされてきたもの

の、核家族化、簡便化など食生活の変化に対応

できず、消費も減少しています。生産者サイド

の努力不足もあったと、私は生産者の一人とし

て思います。

今ちょうど、シイタケ生産のためのクヌギや

ナラを倒す時期で、例年ですと、山がチェーン

ソーの音でにぎやかな時期ですけれども、こと

しはチェーンソーの音がいつもほどではありま

せん。今のように生産原価を大きく下回る事態

が続けば、生産者がいなくなるのではないかと

思われます。価格下落の原因の一つが、福島原

発事故による放射線風評被害と言われていま

す。原発事故による風評被害が生産を諦める

きっかけになるようなことになるとすれば、シ

イタケで学校に行かせてもらった私にとって

は、余りにも悲しいことです。

原発事故で東北のシイタケから放射性物質が

検出されて以降、本県のシイタケ関係業界にも

放射線測定の公表を求める声があり、安全性を

確認、アピールするために、放射線量の測定を

県の食品開発センターに業者が委託していま

す。センターにおいて測定している主な品目は

どのようなものがあり、そのうちシイタケ関係

はどれぐらいですか。また、検査料を免除して

いますが、免除額はどれぐらいですか。また、

規制値を超える例があったのかもお伺いしま
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す。商工観光労働部長にお願いします。

東日本大○商工観光労働部長（茂 雄二君）

震災による原発事故以降、本県企業におきまし

て、取引先等から製品に係る放射線量の測定結

果を求められる状況が生じたため、平成23年12

月から、工業技術センター及び食品開発センタ

ーにおいて、放射線量の測定を開始したところ

であります。これまでに測定依頼のあった主な

品目としましては、水などの飲料、加工食品や

肉類などの食料品のほか、肥料・飼料、木材な

どとなっております。測定開始以来、ことし10

月までで合計で620件の依頼があり、免除した額

が約750万円、そのうち、シイタケやその原木な

ど、シイタケ関係は69件で約84万円となってお

ります。なお、これまで測定した中には、法律

等で規定されている規制値を超えるものはござ

いませんでした。

東日本大震災の後に放射線の○黒木正一議員

測定を求める声が多くなって、食品開発センタ

ーに食品用の測定器を設置して以降、無料で

あったものを、利用者に来年からの有料化を通

達しています。当センターに測定を委託してい

るシイタケ関係者は、なぜこの厳しくなったと

きに有料化するのか、風評被害が終わるまで

待ってほしい、県は冷たいという声があります

が、手数料の免除措置を継続する考えはないか

お聞かせください。

工業技術○商工観光労働部長（茂 雄二君）

センター等が行う検査・測定につきましては、

その費用を手数料として企業等に負担していた

だくのが原則でありますが、放射線量の測定に

つきましては、平成23年12月に開始する際に、

当時の状況を総合的に判断し、１年間免除する

こととし、さらに１年に限り延長したところで

あります。一方、最近の状況を見てみますと、

測定の依頼件数自体が減少傾向にある中で、一

部の企業が占める割合が高くなっているととも

に、依頼理由も、取引先からの要望レベルのも

のや自主管理を目的としたものが大多数であ

り、実態として、取引上、証明書の添付が必要

なものは少なくなってきていると聞いておりま

す。このような状況を踏まえまして、免除措置

につきましては、本来の受益者負担の原則に立

ち返り、ことし12月末をもって終了したいと考

えておりますので、どうぞ御理解をいただきた

いと思います。

少なくなったとはいえ、安全○黒木正一議員

を証明することを求められる事実はあるわけで

す。先日も、給食関係のシイタケ使用のお願い

に行ったけれども、話し合ってもらえないとい

うこともあったようでありまして、なお安全性

に対する信頼感は今のところないというような

状況にあります。県当局にすれば、小さなこと

かもしれません。乾シイタケ消費拡大のための

補正予算を今回の議会には提案されています。

その一方で、一番基本となる安全性を証明する

検査手数料を無料から有料にするということ

は、対策に一貫性がない、ちぐはぐと言わざる

を得ません。部局横断的につながった対策を、

ぜひ考えていただきたいというふうに思いま

す。

次に、木材利用ポイント事業についてお伺い

します。この事業が始まって数カ月がたちま

す。この事業には、次の３点で大いに期待をし

ています。まず１点目は、外国産材にも門戸を

開きながら、実質的には、国産木材の利用を後

押しして、国内林業と山村地域の振興が図られ

ること。２点目は、地域材を生かした住宅を建

てている中小の工務店の活性化が図られる可能

性があること。３点目は、来年４月の消費税増
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税対策にもつながり、制度の延長も考えられる

こと。しかしながら、国は410億という予算を組

んだものの、期待どおりポイント申請数が伸び

ていないと聞きます。実情はどうなっています

か。また、伸びていないとすれば、制度が十分

に理解されていないことも考えられます。今後

の周知について考えをお伺いします。

木材利用ポイ○環境森林部長（堀野 誠君）

ントの発行状況は、10月末現在で、全国が3,428

件、約９億3,900万ポイント、本県が120件、

約3,800万ポイントとなっております。この事業

では、住宅完成後にポイントが発行される仕組

みであることなどから、ポイントの発行がまだ

少ない状況にありますが、本事業の導入などに

より、本年８月以降、住宅着工戸数が急速に増

加しておりますので、今後、伸びていくものと

考えております。県といたしましては、本事業

が県産材の利用促進に大きく寄与するものと期

待されることから、事業の継続について国に要

望を行ってきたところですが、より多くの方々

に利用していただけるよう、本事業の県協議会

である「みやざき木づかい県民会議」と連携し

ながら、ホームページやテレビ等により、県民

や工務店等へ事業の利用を働きかけるなど、一

層の周知に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ポイント数はまだ少ないもの○黒木正一議員

の、これから伸びていくということであります

が、聞くところによりますと、木材輸出国のカ

ナダが、ＷＴＯの内外無差別のルールが守られ

ていないとして日本に質問書を提出し、これに

ＥＵとＴＰＰ交渉参加国のアメリカ、ニュージ

ーランド、マレーシアが同調しているようで

す。事業の継続ができるよう対策をしていただ

くようにお願いを申し上げまして、私の質問を

終わります。（拍手）

次は、図師博規議員。○丸山裕次郎副議長

〔登壇〕（拍手） 先般、通告○図師博規議員

しておりました項目につきまして、順次質問を

してまいります。

まず、肝炎対策について伺います。

先日、鳥飼議員、前屋敷議員、重松議員とと

もに、「すべての肝炎患者の救済を求める宮崎

の会」総会に参加させていただきました。その

中で、今もなおＢ型・Ｃ型肝炎で苦しまれてい

る被害者の方々の訴えを聞いてまいりました。

Ｂ型・Ｃ型肝炎感染者は、全国に350万人もい

ると推定されており、感染経路は注射器の使い

回しや輸血、血液製剤使用など医原性、つまり

医療が原因です。国が、ＷＨＯなどの勧告を受

け入れ、注射器の使い回しをやめさせ、危険な

薬剤中止とカルテの保全措置などをとっていれ

ば、350万人もの爆発的な感染は防止できたので

す。

国は、平成20年に「特定血液製剤によるＣ型

肝炎感染者に給付金を支給する特別措置法」

を、平成23年には「Ｂ型肝炎感染者への給付金

支給に関する特別措置法」を成立させています

が、カルテや医師の証言などによって、運よく

救済される方はほんの一握りで、ほとんどの方

々は補償の対象外とされています。これらの特

措法は、救済に重きが置かれているのではな

く、肝炎対策の幕引きをするためのもので、大

多数の被害者を切り捨てる悪法と言わざるを得

ません。生活に支障を来すほどの症状で治療を

余儀なくされている方々は、長期間、身体的、

精神的、そして金銭的苦痛の中におられます。

また、現在350万人いる被害者のうち、毎日120

人もの方々が亡くなられています。

救済を求める宮崎の会の方からも、「私たち

平成25年11月28日(木)
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はじわじわと殺されているんです」と悲痛な声

がありました。また、地元の70歳を超える女性

からは、こんな相談を受けたことがあります。

「出産のときに止血剤を使って肝炎になったと

よ。ずっと治療してきたけん、悪くなる一方

じゃが。力になってほしい」。その相談を受

け、即座、出産をされた県外の病院に問い合わ

せてみたところ、カルテもなければ既に当時の

ドクターもいないために協力はできないという

ことでした。それなら、せめて地域の保健所が

対応してくれればと思い、問い合わせてみる

と、国の規定以上の救済はできないとのこと

で、打つ手がなくなりました。肝炎患者の会を

紹介はしてみましたが、もうこれから活動して

いく気力はないとのことで、申し込みまでには

至りませんでした。そのおばあちゃんが先日、

亡くなられました。肝炎患者の救済を求める宮

崎の会の登録者数はわずか200名ほどで、年々総

会に参加される方が減っているということでし

た。

その総会に、県内のドクターからメッセージ

が寄せられていました。少し内容を紹介しま

す。「ウイルス肝炎に対する国の施策として、

肝炎対策基本法が平成20年に公布されました。

その骨子は、血液凝固製剤により多くのＣ型肝

炎の感染被害者を出し、また、集団予防接種の

際、注射器の連続使用によりＢ型肝炎感染被害

者を出したことなど、国の責任を認めた上で、

肝炎対策を推進するというものですが、我々医

師も医療行為を通して、知らずに感染被害を拡

大してしまったという道義的責任を感ぜざるを

得ません。いまだ感染に気づいていない方が多

いので、行政には感染の有無の検査にもっと力

を入れていただきたい」という内容でした。

国のお粗末な救済内容をこの議場で幾ら議論

しても答えは出ません。しかし、行政に携わる

者は、このドクターのように、感染を拡大させ

てしまった道義的責任を真摯に受けとめ、でき

得る最善の救済策をつくらなければなりませ

ん。県の救済策として何ができるのか、何をす

べきなのかを掘り下げて質問してまいります

が、まず初めに、国のこれまでのＢ型・Ｃ型肝

炎患者への救済内容を踏まえ、県内３万5,000人

にも上るであろう肝炎被害者に対して、知事が

どのような思いを抱いていらっしゃるのかお聞

きします。傍聴席には、救済を求める宮崎の会

の代表者の方々も来られています。多くの被害

者の方々の心と生活に光が差すような御答弁を

期待します。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

ウイルス性肝炎は、国内最大級の感染症とも

言われておるわけでありまして、Ｂ型肝炎につ

きましては、集団予防接種における注射器等の

連続使用が、また、Ｃ型肝炎につきましては、

特定フィブリノゲン製剤等の使用が感染原因の

一つとされており、国におきましては、これら

による感染被害者の救済に向けて、国を相手と

する集団訴訟に関する和解や特別措置法の制定

がなされているところであります。県内におい

ても、これらの原因によるＢ型及びＣ型肝炎患

者の方々が、これまで長年にわたり、心身とも

に多大な御苦労があったことに対しまして、心

からお見舞い申し上げます。今後、これらの問

題が国の責任のもとに一日も早く解決し、被害

者の方の心身の負担が軽減されることを願って

おるところであります。以上であります。〔降

壇〕

平成25年11月28日(木)
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知事の答弁にもありました○図師博規議員

が、医原性による肝炎患者の方々は被害者なん

です。では、加害者は国だけなのか。集団予防

接種の現場を管轄していたのは県です。県には

責任はないのでしょうか。私は、先ほどメッセ

ージを寄せられたドクターのように、道義的な

責任を認め、国の救済内容以外にも、一歩でも

二歩でも踏み込んだ救済内容が県独自で必要と

考えます。

それでは、具体的な取り組みについて聞いて

いきます。国の推計値から、県内には３万5,000

人にも上る肝炎感染者がいると推測できるわけ

ですが、それらの方々から、身体的、精神的、

経済的、それらの相談を受ける体制がどうなっ

ているのか。そして、検査を受けられる体制は

整っているのか。相談件数と検査件数の推移を

含めて、福祉保健部長にお伺いします。

Ｂ型・Ｃ型肝○福祉保健部長（佐藤健司君）

炎に関する相談につきましては、保健所が窓口

となっておりまして、その相談件数は、平成23

年度がＢ型・Ｃ型合わせて1,037件、24年度

が1,899件、今年度は10月末現在で935件となっ

ております。検査の体制につきましては、県保

健所で無料で実施している肝炎ウイルス検査の

件数は、23年度はＢ型・Ｃ型合わせて715件、24

年度は638件、今年度は10月末現在で345件と

なっております。また、希望者が医療機関を直

接受診して検査を受けることができる緊急肝炎

ウイルス検査事業による検査件数は、平成23年

度がＢ型・Ｃ型合わせて156件、24年度は77件、

今年度は10月末現在で22件となっております。

なお、市町村が実施主体となって実施しており

ます肝炎ウイルス検診事業による検査件数は、

平成23年度が１万6,790件、24年度が１万7,413

件となっております。

それでは、検査にちょっとス○図師博規議員

ポットを当てていきます。保健所、病院、そし

て市町村が行う肝炎ウイルス検査を受けている

方は、今御答弁がありました数を足してみまし

ても、２万人弱です。この数字が多いのか少な

いのか、以下の質問で明らかにしますが、ま

ず、検査を受けられた方のうち、陽性反応が出

た方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。

福祉保健部長、お願いします。

平成24年度の○福祉保健部長（佐藤健司君）

状況でございますが、県保健所の検査による陽

性件数は、Ｂ型・Ｃ型合わせまして７件、医療

機関での緊急肝炎ウイルス検査事業による検査

での陽性件数は、２件となっております。ま

た、市町村が実施主体となって実施しておりま

す肝炎ウイルス検診事業の検査による陽性件数

は、107件となっております。

陽性件数が、県、市町村、そ○図師博規議員

して医療機関までも合計した数で116件になりま

すね。推定感染者が３万5,000人いるとされる中

で、この116件というのは１％にも満たない数字

です。つまり、それだけまだまだ陽性かもしれ

ない方々が潜在的にたくさんいらっしゃるとい

うことです。では、陽性とわかった後、その方

々が治療までたどり着いていない、受診されて

いない割合も大きいと聞きますが、その受診率

を高くするための取り組みとしては、どのよう

なものをとられているのでしょうか。福祉保健

部長。

検査で陽性で○福祉保健部長（佐藤健司君）

あるとわかった方には、確実に医療機関を受診

していただくことが大切であると考えておりま

す。このため、感染が判明された方を適切な医

療につなぐことや、継続治療の支援を行うため

に、行政保健師や検診にかかわる産業保健師、
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医療機関の看護師等を対象に、平成24年度、昨

年度から県内３地区で研修会を行い、肝炎治療

コーディネーターとして137名を養成していると

ころであります。また、検査を受けられた方に

対しては、検査結果が陽性の場合の受診の必要

性や、医療費助成等を啓発するリーフレットを

配布いたしまして、受診行動を喚起いたしてい

るところであります。

この肝炎の被害者の方々は、○図師博規議員

地域や年代によって発症率が大きく変わりま

す。聞き取り調査などによって、県も地域的に

感染者が多い地域は把握されているとも聞きま

すが、把握されているのであれば、その地域へ

出張相談所を開設されるなり、今言われました

肝炎治療コーディネーターを派遣されるなりし

て、地域に県が足を運ぶという姿勢が必要と考

えますが、実践されているのでしょうか。福祉

保健部長、お願いします。

肝炎対策にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

きましては、御意見にありましたように、啓発

が大変重要であると認識しております。県では

これまでに、一度も肝炎ウイルス検査を受けた

ことがない方に検査を促すために、啓発用のリ

ーフレットを作成したり、ホームページやテレ

ビ等を活用した広報など、さまざまな啓発を

行っております。さらに今後、県民の皆様に肝

炎に対する関心を持っていただくために、例え

ば、地域において行われる健康イベントあるい

は研修会等の場に出向きまして、肝炎ウイルス

検査の受診を促す取り組みを行うなど、一層の

啓発に努めてまいりたいと考えております。

この肝炎の対策は、自治体に○図師博規議員

よっても取り組みはさまざまなんです。例え

ば、新潟県では、通院費の助成制度が既にあり

ます。北海道、長野県、富山県、愛知県では、

Ｂ型・Ｃ型肝炎を特定疾患に指定するなどし

て、独自の医療費助成制度をつくられています

し、栃木県宇都宮市では、肝炎ウイルスでおお

むね６カ月以上継続して治療されている方を難

治性肝炎に指定して、毎月5,000円、年６万円の

福祉手当を支給されています。以前にも、この

肝炎患者の生活支援に関する質問につきまして

は、平成20年には田口議員が、23年には渡辺議

員が、検査体制の内容充実や交通費の助成につ

いて質問をされ、県の対応を求められていま

す。そのときの答弁は、いずれも肝炎対策を積

極的に推進していく旨の内容でありました。被

害者の方々の心身の苦しみからすれば、わずか

な救済だと思いますが、行政の誠意を示すため

にも、生活支援策は大切な取り組みだと思いま

す。本県独自の支援策の創出について、福祉保

健部長の見解をお伺いします。

県では、肝炎○福祉保健部長（佐藤健司君）

患者の経済的負担を軽減するために、Ｂ型及び

Ｃ型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患に対して、

国の助成制度に基づき医療費の助成を行ってお

ります。これは、助成によって月の負担が１万

円、あるいは最大、高額所得の方で２万円、そ

ういう制度でございますが、この助成を行って

おりまして、平成24年度末の受給者は832人と

なっております。お話しのように、他の道県、

５つでございますが、治療費の助成、通院費の

助成を独自に行われているところもあるようで

ございますが、他の疾患との公平性の観点など

から、県独自の事業化は難しいと考えておりま

す。今後とも、各種事業や啓発活動を通じて、

肝炎に関する対策の推進に取り組んでまいりた

いと考えております。

今の答弁だと、先進県、他県○図師博規議員

が、ほかの疾患との公平性を欠いた判断で肝炎
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対策を講じているとも受けとめられるような答

弁だと思うんですよね。他県の救済策は、行政

の責任を国だけに押しつけるのではなく、県も

自治体の誠意を示す貴重な取り組みだと私は思

います。肝炎は、程度に応じて身体障害者手帳

の支給対象ともなります。福祉サービスを利用

し、生活のしづらさを軽減するため、身体障害

者手帳の取得をしやすくする環境整備も必要で

す。そこで、現在、肝機能障害でどれほどの方

が身体障害者手帳を取得されているのか伺いま

す。さらに、県として、国が示す障害認定基準

以外の等級を設け、福祉サービスを利用しやす

くするとともに、指定医や肝硬変の方、肝臓が

んの方から意見聴取などを行い、裏づけを持っ

て政府に認定基準の見直しを訴えていくべきと

考えますが、福祉保健部長の見解はいかがで

しょうか。

Ｂ型肝炎及び○福祉保健部長（佐藤健司君）

Ｃ型肝炎を含む肝臓機能障害につきましては、

平成22年度から、一定の基準に該当する方が身

体障害者手帳の交付対象となっております。県

内では、平成25年８月１日現在で79人の方が取

得されております。議員御提案の県独自の認定

基準による福祉サービスの提供や、国に対する

認定基準の見直し要望につきましては、他の障

がいや疾患との公平性、あるいは、まだ22年度

に制度が始まって日が浅い、そういったことな

どから難しいと考えております。県としまして

は、引き続き、関係医療機関や肝炎治療コー

ディネーターにも、身体障害者手帳の取得につ

いて周知徹底してまいりたいと考えておりま

す。

今お聞きしたとおり、手帳の○図師博規議員

取得者は、わずか79人しかいらっしゃらないと

いうことなんです。これは現行の障害者手帳の

認定基準が高過ぎる以外の何物でもありませ

ん。

そして、手帳取得ができるのは、肝硬変や肝

臓がんの末期患者の方しか取得できない。たと

え取得できたとしても、余命が半年程度の方が

ほとんどであるというのが現状です。これでは

クオリティー・オブ・ライフにつながることは

ありません。ゆえに、国に基準の見直しを求め

ていくことは不可欠なんです。

また、よりよい生活を送っていただくために

は、生活費の獲得も必要です。先日は、Ｂ型肝

炎訴訟宮崎弁護団の事務局をされている先生か

ら話を聞かせていただきました。県内では、平

成25年11月１日現在、102名の方が提訴されてお

り、わずか41名の方しか和解にたどり着いてい

らっしゃいません。41名です。国が示す提訴で

きる条件が、これも余りにも酷なことが明らか

で、その条件とは、昭和16年以降に生まれた方

が、満６歳までに輸血をしていないことと、母

子感染ではない証明をとる必要があるわけで、

昭和16年以降に生まれた方といえば、もう72歳

です。その方が母子感染でないということを証

明するとなると、母親に血液検査を受けてもら

う必要がありますが、母親が御存命である可能

性は高くないでしょう。何とか提訴ができ、和

解にたどり着くことができれば、症状の重さに

応じて、１人当たり最大3,600万円が支払われ、

たとえ未発症のキャリアの方でも、50万円の和

解金が支給されることになります。

弁護団の先生いわく、県内にも提訴の条件が

整えば和解に持ち込める方は多くおられるが、

母親の年齢を考えると時間との勝負になってく

るという御意見でした。また、県としても、今

後、県民に肝炎被害者救済事業を実施する際に

は、訴訟につながるような包括的な情報提供の
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ため、弁護団と連携してほしい、弁護団も使っ

てほしいというような御意向も承ってきまし

た。そこで、県として、今後、さらなる支援、

救済策をどのように講じられていくのか、再

度、福祉保健部長にお伺いします。

被害者の救済○福祉保健部長（佐藤健司君）

策につきましては、基本的には国の責任のもと

行われるものと考えておりまして、県といたし

ましては、今後も救済に関する情報提供に努め

てまいることが基本というふうに考えておりま

す。患者への支援策につきましては、重篤化し

ないためにも、適切な治療を受けていただくこ

とが必要と考えますので、インターフェロン治

療などの医療費助成や肝炎治療コーディネータ

ーの養成、宮崎大学医学部附属病院を拠点病院

とする肝疾患診療ネットワークの構築など、こ

れまでの取り組みを引き続き着実に実施してま

いりたいと考えております。県としましては、

これまでに検査を受けたことがない方に検査を

受けていただくことが大変重要であると考えま

すので、引き続き、粘り強く、繰り返し、より

一層の啓発に努めてまいりたいと考えます。

今回、肝炎に関する質問をつ○図師博規議員

くるに当たって、執行部の方ともかなり議論さ

せていただきました。まだまだ情報が閉鎖的な

んですよね。地域にいらっしゃる方にもっと情

報を伝える、また、足を運んでそういう話をし

ていくという姿勢は、ぜひ県のほうで持ってい

ただきたい。財政が厳しいのはよくわかりま

す。がゆえに、国へ国へという答弁が続きまし

たけれども、きょう来ていらっしゃる方を含め

て肝炎被害者の方々は、県からの血の通う、ぬ

くもりの伝わる政策をお待ちになっております

ので、ぜひ今後とも、私もまだまだこれから

先、言及させていただきたいと思っておりま

す。

それでは、続きまして、緊急雇用創出基金事

業及び離職者の再就職促進に関する事業につい

て伺ってまいります。

まず、平成20年度から20億円規模で始まった

緊急雇用創出事業ですが、これはリーマン

ショック後の対応として、地域に雇用創出でき

る資金を注入し、景気回復を図ろうとする、い

わゆるソフト公共事業的な効果も期待されてい

ます。本県では、今年度までどのような基金運

用状況になっているのか。また、その運用によ

り、新規雇用者は何人創出され、どのような効

果があったのかを商工観光労働部長にお伺いし

ます。

緊急雇用○商工観光労働部長（茂 雄二君）

創出事業臨時特例基金につきましては、リーマ

ンショックによる雇用情勢の悪化を受け、平

成20年度の国の補正予算において、本県に19

億7,000万円が措置されて以降、毎年積み増しが

行われ、平成24年度までの累計で、160億6,000

万円の配分がなされました。この基金を活用

し、県や市町村において実施した雇用創出のた

めの事業は、平成24年度までの実績で1,341事

業、新規雇用者数は9,324人となっております。

本基金は、離職を余儀なくされた失業者等の一

時的な雇用・就業機会の創出を目的に創設され

たものであり、失業者を直接雇用する事業であ

ることに加え、商工観光労働部のみならず、環

境、農政、福祉、教育など、さまざまな分野に

おいて活用しているものでありますことから、

地域活性化の面でも大きな効果があったものと

考えております。

事業によっては短期雇用のも○図師博規議員

のもあり、答弁にありました雇用数はあくまで

も延べ数ということですけれども、今年度を含
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めれば１万人近い雇用があったということは、

県内経済にプラスの効果があったとは言えるで

しょう。そこで、同様に雇用創出につながる離

職者の再就職のための訓練事業について伺いま

す。現在、県立産業技術専門校を窓口として、

民間教育訓練機関などに委託して職業訓練が行

われております。その委託訓練の実施状況と実

績について、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

委託訓練○商工観光労働部長（茂 雄二君）

につきましては、離職者等が早期に再就職でき

るよう、就職に必要な事務や販売、介護あるい

はＩＴ関連など、求人ニーズに対応した職業訓

練を行うもので、国からの委託を受け、県で実

施しております。訓練の実施状況等についてで

ありますが、国の行政改革により、委託先が都

道府県に一元化された平成23年度及び24年度の

２カ年の実績で申し上げますと、合計で127コー

スの訓練を実施し、修了者等は1,848人、就職者

は1,393人、就職率は75.4％となっており、全国

平均の68％を大きく上回るなど、厳しい雇用情

勢のもと、一定の成果を上げているところであ

ります。

本県はまだアベノミクス効果○図師博規議員

が感じられない、そういう声をたくさん聞きま

すが、今の答弁ですと、全国平均よりも高い就

職率であるということは、効果的に事業展開さ

れているものと評価できます。それでは、今お

聞きした２つの事業は、国の10分の10の補助事

業で、これは国の会計検査が入ることになるも

のです。また、民間事業所や教育訓練機関に委

託する事業がほとんどであることから、国の基

準に照らし合わせ、県は補助金が適切に運用さ

れているか指導監督する責任が課せられていま

す。御存じのとおり、他県では、職業訓練を支

援する緊急人材育成支援事業を悪用した関係者

が詐欺で逮捕されるという事件が複数発生して

います。本県でも事業規模が160億円を大きく超

え、また、多岐にわたる雇用創出関連事業、そ

の内容をいかに的確に把握していくかが大切だ

と考えられますので、県として、事業所なり市

町村を指導監督していくための体制がどのよう

にとられているのか、再度、商工観光労働部長

にお伺いします。

緊急雇用○商工観光労働部長（茂 雄二君）

創出基金事業の実施につきましては、厚生労働

省から、その手続や活用方法等に関して、適宜

具体的な指示等がありますことから、事業に関

する説明会の開催や通知等を行い、その周知徹

底に努めているほか、直接事業現場に赴き、雇

用の実態等の調査を行うなどして、本基金が適

切に執行されるよう指導監督しているところで

あります。また、委託訓練につきましては、訓

練開始から終了までの間、委託先からの月例報

告等に基づき、随時、訓練状況を把握し、必要

に応じて現場での直接指導を行うなど、訓練が

適切に実施されるよう指導監督に努めていると

ころであります。

今の御答弁では、市町村及び○図師博規議員

各事業所に直接足を運び、各事業が適切に運営

・運用されているかの指導監督を行っていると

いうことでしたが、それでは、今まで県が指導

監督していく中で、雇用形態や訓練内容など改

善を求めたケースがあるのか、あるいは悪質と

思われる運用などはなかったのか、商工観光労

働部長にお伺いします。

当基金事○商工観光労働部長（茂 雄二君）

業につきましては、実施事業者を直接訪問し、

書類や帳簿等の確認を行った際、例えば、業務

日報の記載が十分でなく、勤務の状況がわかり
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にくかった例や、新規雇用者に対する雇用条件

等の説明が十分でなかった例などがあり、その

都度、書類の作成や業務の実施等について改善

を指導しております。また、委託訓練につきま

しては、例えば、就職支援のためのキャリアコ

ンサルティングの状況や訓練生の訓練状況報告

の記載が十分でない事例があり、その都度、改

善を指導しているところであります。なお、い

ずれの場合も、指導後の改善状況についても確

認を行い、適切な執行管理に努めているところ

であります。

指導監督に基づいて適正な改○図師博規議員

善が図られているということで、悪質なという

表現は部長の答弁の中にはなかったわけです

が、今回、この雇用創出関連の質問をつくるに

当たり、私も実際、この事業で就労された方や

訓練を受けられている方から話を聞いてきまし

た。その中で、求人内容と実際の労働条件が

違っていたり、訓練内容が粗雑だったりすると

いう声が複数ありました。緊急雇用創出は、補

助金がある期間の就労や訓練を受けることが目

的ではなく、その期間終了後の長期就労につな

げることが必要であることは言うまでもありま

せん。そのためにも、事業所や訓練機関におい

て、適切な労働環境や訓練内容が確保されてい

るのか、それを監督するのがまさに県です。今

後、このような雇用創出関連事業を一過性の経

済対策とするだけではなく、健全な労使関係と

良質な訓練が実施されるよう、いかに取り組ん

でいかれるのか、再度、商工観光労働部長にお

伺いします。

この基金○商工観光労働部長（茂 雄二君）

事業につきましては、離職を余儀なくされた失

業者等の雇用・就業機会の創出を目的とし、直

接、失業者を雇用する事業でありますことか

ら、就業規則や雇用契約の内容に基づいて、労

働環境が保たれ、適切に事業が遂行されること

が重要であります。また、委託訓練につきまし

ては、離職者の早期の再就職を図ることを目的

としておりますことから、求人・求職者のニー

ズに対応した適切な訓練メニューの設定やキャ

リアコンサルタントの充実など、就職につなが

る取り組みが重要であります。いずれの事業に

おきましても、所期の目的が達成されますよ

う、今後とも指導監督に努めてまいりたいと考

えております。

これからも、事業所や市町村○図師博規議員

だけではなく、就労者や訓練生の声にも耳を傾

けていただき、厳正な指導監督をしていただく

ことを求めまして、次の質問に移らせていただ

きます。

本県は 南九州一帯がなんですが 精神― ―

障がい者の療養環境において、精神病院の平均

在院日数が突出して高かったり、社会復帰施設

の整備も遅々として進んでいないなど、閉鎖的

な状況が続いています。

その中で、先日、11月18日の宮崎日日新聞の

一面に画期的な記事を見つけました。「精神障

害者手帳の取得増 成人発達障害２年で2.4倍」

というタイトルでした。内容は、「精神障害者

手帳の取得者が本県で増加している。ストレス

社会を反映して統合失調症やうつ病などの精神

疾患患者数が増えていることやその認知が高

まっていることが背景にある。中でも、成人の

発達障がい認定を受け、手帳を取得される方が

２年前の2.4倍になっている」というものでし

た。

発達障がいというのは、脳の機能不全が原因

で、代表的なものには、学習障がいや他人とう

まくコミュニケーションがとれないアスペルガ
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ー症候群、注意欠陥多動性障がいなどがありま

す。文部科学省の発表では、公立小中学校の通

常学級に、発達障がいの生徒は6.5％の割合で在

籍しているという推定値も出ています。このよ

うに、今まで発達障がいの対象は子供が中心で

ありましたが、成人の発達障がいを受け入れる

環境がこの宮崎で整いつつあるのかと思い、大

変喜ばしく思ったところです。そこで、県は、

この成人の発達障がい者を含む精神障がい者の

手帳取得が伸びていることに対して、どのよう

な取り組みをされたのか、福祉保健部長に伺い

ます。

発達障がいの○福祉保健部長（佐藤健司君）

方の手帳取得につきましては、発達障害者支援

法が平成17年４月に施行され、手帳制度や福祉

サービスなどの周知に努めたこともありまし

て、増加しているところであります。お尋ねの

発達障がい者への支援についてでありますが、

県では、発達障がい児・者の各ライフステージ

に対応した支援を行いますために、発達障がい

者支援体制整備計画を平成21年に策定いたしま

して、発達障がいの早期発見・早期支援や支援

ネットワークの充実などに努めているところで

あります。また、発達障がい児・者支援の中核

的支援機関であります発達障害者支援センター

を、宮崎市、都城市、延岡市の３カ所に設置

し、障害者手帳の取得も含め、発達障がい児・

者及びその家族に対する指導・助言や療育支援

などを行いますとともに、医療や労働などの関

係機関との調整を行っております。なお、発達

障がい者支援体制整備計画につきましては、本

年度で終了いたしますことから、現在、発達障

がい児・者の実態やニーズなどを把握するた

め、アンケート調査などを実施し、計画の見直

し作業を行っているところであります。

今の答弁にありましたが、発○図師博規議員

達障がい者支援体制整備計画や発達障害者支援

センターの働きによって、手帳の取得も促進さ

れたということなんですけれども、まず、県内

３カ所に設置されている発達障害者支援センタ

ーの体制と、そこに寄せられている相談件数の

推移について、福祉保健部長に伺います。

発達障害者支○福祉保健部長（佐藤健司君）

援センターの体制につきましては、ことし11月

１日現在で、宮崎が７名、都城が２名、延岡が

２名の職員で、相談等に対応しております。ま

た、センターに寄せられました相談等の支援の

延べ件数は、平成20年度が4,63 4件、23年

度6,203件、24年度6,194件となっております。

年々、発達障がいに関する支援のニーズは増加

いたしておりまして、約２カ月から３カ月の待

機者が出ている状況であります。県では、こう

した状況に対応するため、今年度の９月補正予

算で予算措置をいたしまして、支援を行います

臨床心理士を３名増員するなど、発達障害者支

援センターの支援体制の強化に努めることとし

たところでございます。

答弁がかみ合っていないとい○図師博規議員

いますか、先ほどの答弁では、発達障がい者の

早期発見・早期支援に努めているという答弁が

ありました。ただ、今お聞きしますと、相談を

受け、支援が始まるまでに、２～３カ月の待機

状況であるという答弁をいただいたところで

す。そのような状況で、果たして適切な援助が

提供されると言えるのでしょうか。発達障がい

者への介入は遅くなればなるほど、生活上のト

ラブルから慢性的なストレスになり、心の変調

を来しやすく、アルコールやギャンブル依存、

または統合失調症などの二次障がいにつながる

ケースが多いのです。支援計画を策定し、また
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それを今度見直しするということですが、その

見直しに当たり、アンケートもとられているよ

うです。そのアンケートで、相談者やまた家族

の方からどんな相談が上がって、またその相談

をどう把握され、分析され、ニーズとして捉え

ていらっしゃるのか、またそのニーズを次の計

画にどのように反映していかれるお考えなの

か、福祉保健部長にお伺いします。

今回、７月、○福祉保健部長（佐藤健司君）

８月で実施いたしましたアンケート調査では、

県民の発達障がい者への理解と認識が「以前よ

り深まったがまだ不十分」「深まっていない」

と回答された方が約７割を超えております。ま

た、就労に必要な環境・条件整備について、

「事業主や職場仲間の理解が必要」との回答が

約７割となっております。また、利用したい福

祉サービスについて、最も多かったものが「発

達障害者支援センターでの相談支援」で約４

割、次に「就労移行支援や就労継続支援」で約

３割となっております。県では、こうした結果

を踏まえまして、今後、県民や企業等への発達

障がいに対する理解を深めるための啓発や福祉

サービスの充実が図られますように、計画に反

映してまいりたいと考えております。

今のアンケート結果にも如実○図師博規議員

にあらわれていますね。発達障がい者が抱える

課題というのは、県民にまず理解が不十分であ

るというのが７割、事業主や職場での理解が

もっと必要だというものも７割、つまり地域や

就労先での理解を求める声が多いんです。この

方々へのアプローチをしていくには、部長、や

はりマンパワーの不足というのが明らかだと思

います。臨床心理士３名を増員されるという御

答弁もいただきましたけれども、それを上回る

相談件数、ニーズが今、支援センターに押し寄

せているという現状をぜひ再認識していただき

たいと思います。

そこで、冒頭に申しました成人の発達障がい

者を含む精神障がい者の手帳取得数がふえたと

いうことに戻りますけれども、これは実は、平

成18年から精神障害者手帳取得者も就労の際の

法定雇用率にカウントされるようになったとい

うことが最大の要因なんですね。それでは、法

定雇用率の算定ができるようになった後、精神

障がい者の雇用数はどんな伸びを示しているの

でしょうか。数字を捉えていらっしゃれば、福

祉保健部長、お願いします。

宮崎労働局の○福祉保健部長（佐藤健司君）

調査結果でございますが、県内の法定雇用率対

象企業に雇用されております精神障がい者の数

は、平成18年度は７人でございましたが、24年

度は47人、25年度は80人と大きく伸びておりま

す。

確かに伸びていますね。とこ○図師博規議員

ろが、私の見方はちょっと違うのですが、県内

の精神障がい者の方々が手帳を取得されている

数は、5,700人を超えていらっしゃいます。これ

はますます大きくなっています。その5,700強の

数を分母に持ってきたとしたら、就職者数が47

から80に上がったと、確かに数字では伸びてい

ますが、数的には小さい。雇用は小さい数字で

すが、手帳は伸びている。これは何を意味して

いるか、要は何を言いたいかと申しますと、精

神障がいがあられる方が、社会と会社に対し

て、自分の障がいを認めて、その上で受け入れ

てください、そういう勇気と期待を込められた

手帳取得だと考えます。今まで頑張って頑張っ

て仕事はしてきたけれども、周囲からは、身体

的にも知的にも障がいがないために、障がい者

としては見てもらえない、コミュニケーション
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がうまくとれない、集中力が持続できないがゆ

えに、就労が長続きしない方々がたくさんい

らっしゃるんです。そこで、みずからの障がい

を認めた上で、社会で生活していこう、暮らし

ていこうという決意のあらわれが、手帳の取得

につながったと考えます。

そこで、部長、５年後には、精神障がい者の

法定雇用率算定というのが、今は努力義務なん

ですが、今度は完全義務化されます。そのこと

により、精神障がい者を雇用する企業はふえて

いくと予想されますが、企業には、障がい者を

サポートするだけの知識もなければ、その知識

を有する専門家もいるわけではありません。継

続就労を可能にしていくためには、民間と連携

した行政サポートが不可欠です。具体的には、

ジョブコーチなどの配置を拡充して就労継続支

援を強化したり、タイムリーな援助が提供でき

るマンパワーの確保、先ほども言いましたが、

そのような体制整備が必要なんです。再度、福

祉保健部長、今後の精神障がい者の就労に関し

て、日が当たる御答弁をお願いいたします。

発達障がい者○福祉保健部長（佐藤健司君）

を含む精神障がい者が、一人でも多く企業に就

職し、職場定着するためには、企業の経営者や

従業員の障がいに対する正しい理解を促進する

ことが重要であると認識しております。このた

め、県としましては、宮崎労働局などの関係機

関と連携しながら、企業向けセミナーや職場実

習に取り組んでおります。また、障害者就業・

生活支援センターを県内７つの障がい保健福祉

圏域全てに設置いたしまして、就業や生活に関

する相談対応や、国の障害者職業センターに配

置されておりますジョブコーチとも連携いたし

まして、職場定着支援を行っております。さら

に、障がい者の就労支援を行う障害福祉サービ

ス事業所の質の向上を図るための支援員向け研

修などにも取り組んでおります。今後とも、５

年後に向けまして、関係機関と一層の連携を図

り、発達障がい者を含む精神障がい者の就労支

援に取り組んでまいりたいと考えております。

その障がい者の方々に手が届○図師博規議員

く政策展開を期待いたします。

最後に、今回の質問、18問出させていただい

たうち、13問に福祉保健部長の御答弁をいただ

き、丁寧な御答弁に敬意を表しまして、質問を

終わらせていただきます。（拍手）

以上で本日の質問は終わ○丸山裕次郎副議長

りました。

あすの本会議は、午前10時開会、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49分散会


