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一般質問◎

ただいまの出席議員38名であ○福田作弥議長

ります。定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。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、岩下斌彦議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○岩下斌彦議員

ざいます。自由民主党の岩下斌彦でございま

す。

ことしも我が家の庭にはハクモクレンが満開

となり、またメジロが鳴き、春の訪れを感じさ

せます。３月１日土曜日に県立福島高等学校の

卒業式に参加いたしました。84名の卒業生であ

りましたけれども、立派に成長した姿を見せて

いただきまして、大きな感動をいただきまし

た。久しぶりに「蛍の光」を聞きましたけれど

も、先生への恩、学びの恩、こういったものを

本当に心から子供たちが歌っておりまして、大

変心を打たれたものでございました。卒業生そ

れぞれが３年間の思いを胸に輝かしい未来へ旅

立ちました。

２月県議会一般質問の初日でありますが、

「県民の声、地元の声を県政に生かす」を念頭

に置き、質問を行います。

知事の政治姿勢について質問をいたします。

東九州自動車道北浦―須美江間が３月８日

に、日向―都農間が３月16日に開通する運びと

なりました。まことに喜ばしいことでございま

す。また、知事からは、東九州自動車道の県南

区間及び九州中央自動車道の早期完成に向けて

も引き続き全力で取り組むとの言葉を、本２月

議会の冒頭にいただきました。

それでは、一般質問に入らせていただきま

す。東九州自動車道日南―串間―志布志間につ

いてお聞きいたします。串間の地におきまし

て、昨年９月に東九州自動車道日南―串間―志

布志間の事業化に向けて総決起大会が開催され

ました。国会議員の超党派で構成されている高

速道路建設推進議員連盟会長の衛藤征士郎先生

の声かけにより実施されました。国土交通省の

徳山道路局長、そして地元の多数の国会議員、

宮崎県からは河野知事を初め、ここにおいでの

県議会議員の皆様方の多くが参加をしていただ

きまして、盛大に行われました。おかげさま

で、10月には第２回の九州地方小委員会が開か

れまして、意見聴取やヒアリング、オープンハ

ウス、アンケート調査が実施されたとのことで

ございます。いよいよ次回の第３回の小委員会

で、地域から聴取した意見内容の確認、地域な

どの意見を踏まえた対応方針案の検討がなされ

ると聞いておりますが、東九州自動車道の日南

―串間―志布志間の新規事業化に向けて、昨年

９月以降の進捗状況と今後の見通しについて知

事にお伺いをいたします。

次に、先月の２月19日に串間市におきまし

て、「知事とのふれあいフォーラム」が開催さ

れました。私も出席させていただきましたが、

串間市からは30数団体の代表が参加されまし

て、高速道路早期実現、あるいは福島高校の存

続、観光誘客策、農業担い手対策、出荷センタ

ー整備への支援など、多くの意見が知事に寄せ

られたところでございます。知事は、県内各地

でふれあいフォーラムを開催されたと思います

が、知事とのふれあいフォーラムではどのよう

平成26年３月３日(月)
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なことが課題として上がり、知事はどう思わ

れ、県政にどう生かしていかれるのか、知事に

伺います。

以下の質問につきましては、質問者席から行

います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

東九州自動車道についてであります。東九州

道の唯一の未事業化区間として残る日南―串間

―志布志間の新規事業化につきましては、昨年

９月19日に串間市で1,600人の沿線住民参加のも

とに盛大に開催された総決起大会での地元の大

変な熱意があったわけでありまして、国土交通

省の関係者にも大きなインパクトを与え、語り

ぐさになっているという話を伺うところであり

ますが、何とか前に進まなければという機運が

いろんな面で高まっているというふうに思って

おります。

この大会が実現したのも、北九州市における

東九州道の整備の大会において、串間の道を考

える女性の会の齋藤チヅ子さんが熱い訴えを行

われ、それを受けて衛藤征士郎先生が応えられ

たということでありまして、やはり熱い思い、

熱意というものを伝えていく、これが物事を動

かすのだということを実感したところでござい

ます。

私もそのような熱い思いを持って、上京の機

会を捉えて財務省や国土交通省、また県選出国

会議員のところを足しげく訪問しまして、早期

事業化に向けた要望を重ねておるところであり

ます。

現在、国におきまして、概略ルートや構造に

ついて対応方針の決定のために計画段階評価の

手続が進められております。これまでに３つの

ルート案が示され、オープンハウスやアンケー

トによりまして地元住民の意見聴取が行われた

ところであります。今後、新規事業化までには

概略ルートや構造が決定され、その後も幾つか

の段階を経る必要がございます。県としまして

は、県議会の皆様や県民の皆様の御協力をいた

だきながら、国に対し、日南―串間―志布志間

の一日も早い新規事業化というものを、今後と

も強く訴えてまいりたいと考えております。

次に、ふれあいフォーラムについてでありま

す。ふれあいフォーラムは、市町村ごとに行わ

せていただいております地域住民の皆さんとの

対話集会でありますが、今年度も９回開催をし

ております。それぞれのフォーラムにおきまし

ては、産業や地域の振興、インフラ整備、防災

対策、有害鳥獣対策、少子高齢化問題、教育、

福祉、幅広い分野につきまして、県政、また地

域の課題につきまして、さまざまな御意見や御

提言をいただいております。

先日の串間市におきましても、やはり東九州

自動車道についての意見、要望が多かったよう

に覚えておりますが、観光、教育、農業振興、

さまざまな御意見をいただいたところでござい

ます。このフォーラムは、私にとりましては、

地域の実情を肌で感じ、地域の皆様の声をじか

に伺うことのできる貴重な場となっております

し、一方では、私の考えや県の取り組みの内容

について地域の皆様にお伝えをする、まさに双

方向のコミュニケーションの貴重な場になって

いるというふうに感じておるところでございま

す。

特に、県の取り組みなり県の考え方というの

がなかなか伝わっていないものだなということ

をよく実感するところであります。地域の皆様

の切実な思いを受けて、その場で可能な限り私

も回答をさせていただいておりますし、すぐに
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対応が可能なものは、市町村などとも連携をし

ながら必要な取り組みを行っております。ま

た、事務的に数値等を確認する必要があるよう

なものについては、後日、個別に回答させてい

ただいたり、検討に時間を要するものについて

も貴重な御意見として受けとめ、県勢の発展や

地域の振興に向けて、事業や施策に反映させる

よう努めているところでございます。今後と

も、このような機会を通じて、対話と協働によ

る県政運営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〕

先日参加された串間の市民○岩下斌彦議員

は、団体の長の皆さん方が非常に多かったわけ

ですけれども、直接、知事に話を聞いていただ

く、自分たちの思いを聞いていただく、このこ

とを大変喜びとして感じております。自分たち

の地域の意見を知事、何とかしてほしいという

切なる願いがあったように思います。どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。

次に、中山間地域の振興についてでありま

す。宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」には、中山間地域の実情に即した産業振

興、集落の活性化及び日常生活の維持充実に向

けた重点的な取り組み、さらには「中山間地域

をみんなで支える県民運動」の展開により、人

口減少や高齢化に対応した全国のモデルとなる

ような持続可能な中山間地づくりを目指すとし

ております。あと10年、20年後には我々の想像

を超える状況になるのではと、大変危惧いたし

ております。中山間地域の集落は、特に人口の

減少や高齢化が進んでおりますが、県として今

後、集落の活性化をどのように図っていくの

か、知事にお伺いをいたします。

少子高齢化が進行して○知事（河野俊嗣君）

おりまして、中山間地域における集落は大変厳

しい状況にあると認識をしております。中山間

地域の振興計画におきましても、集落の活性化

というものを重点施策の一つとして掲げまし

て、さまざまな施策に全庁を挙げて今、取り組

んでおるところでございます。

そのような中で、今年度、えびの市の田代自

治会や西米良村の小川地区が、これまでの活動

の功績を認められ、全国の地域づくりの優良事

例としてそれぞれ最高の賞を受賞されましたこ

とは、大変喜ばしいことでありまして、県内各

地域で進められております、住民主体の地域づ

くり活動にも一層の弾みがつくのではないかと

期待をしておるところであります。

私も機会あるごとに中山間地域に足を運び、

地域の方々と膝詰めで意見交換をさせていただ

いておりますが、今後とも、地域の皆様の声を

十分にお聞きしながら、市町村とも一体となっ

て、「いきいき集落」の取り組みでありますと

か、地域の特産品、伝統的な地元食材を活用し

たフードビジネスの展開など、その地域の魅力

ある資源を生かした地域づくりへの支援、さら

に基幹産業である農林水産業の振興、さまざま

な面で取り組んでまいりたいというふうに考え

ておるところでございます。

昨日は、日向市において東九州道の開通記念

のプレイベントが行われたわけでありますが、

天気にも恵まれて多くの人出がございました。

それで、つらつら考えるのは、イベント行政と

いうものが批判される面もありますが、そうい

う場を提供することにより多くの人が集まり、

活性化する。そして、いろんな面で刺激を与え

合う、そういう面もあるのではないかというこ

とを実感したところであります。また、現在、

県が取り組んでおります神楽や伝統芸能の保存

活動、これも地域の集落の維持、また活性化の
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非常に重要な取り組みになろうかという思いで

ございます。このようなさまざまな観点から、

集落の活性化に、これからも全力で取り組んで

まいりたいと考えております。

続きまして、子育てについて○岩下斌彦議員

でございます。子育てについて最も重い責任

は、もちろん親などの保護者にあります。しか

し、子育てを取り巻く環境の変化により、親な

どの保護者が子育てに負担感を感じがちなのも

現実でございます。支援者が側面から支えるこ

とで子育ての負担の軽減を図り、保護者が子育

ての責任を全うできるようにすることが、子ど

も・子育て支援の目的でございます。

子育ては本来、誇りや喜びを感じるものであ

りますが、不安や負担感が大きいと、なかなか

そうは思えないこともあります。このことを理

解した上で、子供や保護者がより安らぎや幸せ

を感じることができるようにするにはどうした

らいいかという視点で活動することが重要だと

考えます。そこで、知事の考える「日本一子育

て・子育ち立県」とは何を目指しておられるの

か、知事にお伺いをいたします。

子供というのは地域の○知事（河野俊嗣君）

宝であり、まさに我々の地域の将来を担う大変

重要な存在でありまして、積極的な子育て・子

育ちを支援していきたいという思いでございま

す。子育てや子供の育ちを充実させるために

は、人格形成の基礎を培う重要な時期である幼

児期を初めとしまして、それぞれのライフステ

ージに応じた支援というものを切れ目なく行っ

ていく必要があろうかと考えております。

本県は、幸いにも豊かな自然、文化、そして

地域のきずなというものが多く残されている、

全国の中でも子育て・子育ちに適した環境にあ

るのではないかと考えております。合計特殊出

生率についても全国トップクラスの数字でござ

いますし、文部科学省が実施しました、全国学

力・学習状況調査のアンケート調査をもとに、

民間のシンクタンクが発表しております、「い

い子どもが育つ都道府県ランキング」において

も、２回連続で全国トップであるというところ

も、このような環境というものを証明している

のではないかというふうに考えております。

私は、こうした本県のすぐれた子育て環境を

生かしながら、子育て家庭、地域、企業におけ

る子育ての総合力を向上させる取り組みという

ものを全県的に展開させることによりまして、

ライフステージに応じた支援策を充実させ、

今、不安という言葉がございましたが、誰もが

安心して子どもを産み、子育てが楽しいと実感

できるような県づくりに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。でき○岩下斌彦議員

ましたら、「日本一の子育て・子育ち立県」を

掲げられるのであれば、本県独自の政策があっ

てもいいのではないかというふうに考えます。

どうぞ御検討をお願いしたいというぐあいに思

います。

続きまして、観光政策について伺います。今

や都井岬は、観光業者のルートから外れている

ようでございます。都井岬の入り口には廃屋が

あり、民宿を除いては宿泊するホテルもありま

せん。いろいろなイベントを実施いたしまして

も、地元への経済効果はほとんどないような状

況でございます。知事はこの間のふれあいフォ

ーラムの後、都井岬のほうに行かれたようでご

ざいますが、今回の都井岬視察を踏まえ、都井

岬を観光地としてどう磨き上げればよいのか、

そしてどう考えておられるのか、県として支援

していくのかを知事にお伺いいたします。
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先日のふれあいフォー○知事（河野俊嗣君）

ラムの後に都井岬を訪れたわけです。あのとき

雨が降っておったわけであります。雨が降って

いるとき、岬馬は森の中にいるということであ

りまして、見られないかなと思ったんですが、

幸い岬馬の姿を見ることができ、写真を撮るこ

とができて大変感動したわけであります。

あそこに行くたびに、天然記念物である岬

馬、特別天然記念物であるソテツ、貴重な野草

や花々、そしてやはり海、あの雄大な眺めとい

うものは本県を代表する観光地であるというこ

とを実感しております。県外でもさまざまな観

光プロモーションを行っておりますが、そのと

きに、やはり必ず都井岬の写真、また映像とい

うものを使われ、本県を代表する一つの観光の

象徴であろうかというふうに思っております。

地元串間市におかれましては、これらの魅力

を観光誘客につなげるために、都井岬ビジター

センターへの野外ガイドの配置でありますと

か、ウオーキングイベントの開催、県外からの

モニターツアーの実施など、都井岬の魅力につ

いて学び、そして楽しむ体験型の地域づくりに

取り組まれているところであります。

まさにビジターセンター、あそこで働いてお

られる方々の熱意は物すごいものがある。私

は、その皆さんの話を聞くのが楽しみで行って

おるような状況でございますが、本当に応援し

たいと思わせるところがございます。最近で

は、全国ネットのテレビや雑誌などにおきまし

ても、都井岬が取り上げられる機会がふえてい

るということ、また、ビジターセンターの入館

者も伸びているというふうに伺っておるところ

でございます。一つ一つ成果も上がりつつある

ところではないかというふうに思っておりま

す。

ただ、宿泊ですとか飲食の施設、そういった

ものが今はないという中で、先日参りましたと

きも、福岡からの団体の観光バスが来ておりま

したが、多くの観光客の方が来られたときに、

何かを食べたり買ったり、そういう場所が十分

ないというところが残念なところであろうかと

いうふうに考えております。

県におきましては、今、市と一緒になりまし

て、地域の振興を支援する地域創造計画「くし

ま跳ね駒プロジェクト」という形で支援させて

いただいておるところでございますし、観光面

では周遊ルート、「ゆっ旅」や「花旅」のス

ポットとしてもＰＲをしておるところでござい

ます。ことしはまさに、うま年ということで、

串間市におかれては市制施行60周年という節目

の年であるわけでありまして、まさにＰＲ、ア

ピールをしていく絶好のチャンスではないかと

考えておりますので、県としてもいろんな形

で、これからも支援に取り組んでまいりたいと

考えております。

どうもありがとうございま○岩下斌彦議員

す。本来ならば串間市が真剣に取り組んで、誘

客あるいは売店関係、そういった経済効果の上

がるようなことをしっかりやっていくというこ

とも必要だと思うんですが、何せ串間の財政事

情も大変厳しい状況でございますので、いろい

ろまた県に対しての御相談もあろうかと思いま

すが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

次に、海外から日本を訪れる観光客は1,000万

人を超えたとの報道でございます。県内のゴル

フ場も韓国の経営者にかわっております。一時

期は韓国の方の姿を多く見受けたように思いま

す。今後、東アジアからの観光客がふえると予

想されておる中で、商工観光行政について伺い

ます。
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韓国、台湾、香港といった東アジアからの外

国人観光客の受け入れ状況はどうなっているの

か、また今後、東アジアなどからどのように誘

客に取り組んでいくのか、商工観光労働部長に

伺います。

東アジア○商工観光労働部長（茂 雄二君）

地域の主な国からの平成24年の延べ宿泊客数

は、韓国は前年比64.8％増の８万7,952人、台湾

は前年比45.6％増の１万7,725人、香港は前年

比132.2％増の3,898人などとなっております。

また、平成25年につきましても、宮崎市内の主

なホテル・旅館における外国人宿泊客数の合計

は、平成24年と比較して約15％増となるなど、

本県への外国人観光客が増加している状況にあ

ると考えております。

県といたしましては、引き続き、国や九州観

光推進機構等と連携し、本県の豊かな自然景観

や食文化など、多彩な観光資源の魅力を発信し

てまいります。また、国際定期便のある韓国、

台湾等でのさらなる誘客対策や、近年、外国人

観光客のニーズが高いＷｉ－Ｆｉ環境の整備充

実、大型クルーズ船の受け入れ環境の整備など

を図り、今後とも東アジア等からの一層の誘客

に努めてまいりたいと考えております。

次に、企業立地関係について○岩下斌彦議員

お伺いいたします。先ほども卒業生の話をさせ

ていただきましたが、福島高校は84名でござい

ますけれども、その他の学校にそれ以上の学生

が行っております。しかし、地元に残るかとい

うとほとんど残らない。自営の農業にしても、

なかなか後継者として地元に残らないような状

況だというぐあいに聞いております。大変無理

な話かもしれません。高速道路もなく随分遠い

地にあるという状況でございます。高速道路が

開通できれば、こういった悩みもなくなるので

はないかなというぐあいに思います。そこで、

お聞きいたします。過去３年間の県全体及び県

南地域の企業立地の実績を、立地件数、業種

別、雇用者数について商工観光労働部長に伺い

ます。

平成23年○商工観光労働部長（茂 雄二君）

度、24年度の県全体の企業立地件数は、製造業

が47件、情報サービス業が10件、流通関連業が

７件の計64件となっております。雇用につきま

しては、最新の統計であります昨年４月１日現

在の数字では1,840人となっております。

次に、25年度の立地件数は、製造業が17件、

情報サービス業が６件、流通関連業が４件の

計27件で、最終雇用予定は1,190人となっており

ます。

このうち、日南・串間地域につきましては、

立地件数が23年度１件、25年度２件の計３件

で、いずれも製造業となっております。雇用に

つきましては、23年度１件の雇用者数は30人、

今年度認定した２件の最終雇用予定は33人と

なっております。

今、宮崎県はフードビジネス○岩下斌彦議員

関係にも随分力を入れております。そういった

意味では、食材の豊富な県南地域につきまして

も、一つのチャンスがあるのかなというぐあい

に思います。どうぞよろしくお願いを申し上げ

たいと思います。

企業立地は県内にバランスよく立地すべきだ

と思いますが、県では今後どのように取り組ん

でいくのか、商工観光労働部長に伺います。

企業立地○商工観光労働部長（茂 雄二君）

は、雇用の拡大と地域経済の活性化に非常に大

きな効果が期待できますことから、県内の各地

域で立地が進むことが望ましいと考えておりま

すので、年間1,500件を超える企業訪問活動を行
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うなど、県、市町村一体となった企業立地に取

り組んでいるところであります。しかしなが

ら、企業が進出を決定する要因は、立地環境や

人材の確保などさまざまな条件であることに加

えまして、全国との競争でありますことから、

なかなか本県の思いどおりにいかない状況と

なっております。

今後、フードビジネスの推進や東九州自動車

道の整備などにより、企業立地の可能性がさら

に高まると考えておりますので、この機を捉え

まして、地域の特性もアピールしながら、企業

立地になお一層努めてまいりたいと考えており

ます。

平成23年度から25年度まで認○岩下斌彦議員

定を受けました「南国みやざき最南端！くしま

跳ね駒プロジェクト」でありますが、地元では

３年たった今、なかなかその成果が見えない状

況であります。「南国みやざき最南端！くしま

跳ね駒プロジェクト」について今後どのように

進められていくのか、総合政策部長に伺いま

す。

串間市の「南○総合政策部長（土持正弘君）

国みやざき最南端！くしま跳ね駒プロジェク

ト」でございますけれども、県では、先ほど知

事が申し上げましたけれども、平成23年度に、

県の各部局の補助事業等を活用して総合的な支

援を行う地域創造計画に認定しておりまして、

本年度までの３年間で、新たな串間市の魅力を

創出する基盤づくりを進める内容となっており

ます。

これまで、中心市街地の計画策定や案内サイ

ンの設置、エコツーリズムのガイド養成などが

実施されましたほか、今年度末までには、都井

岬活性化の基本計画策定や恋ヶ浦のトイレ・

シャワーの整備が、計画どおり進められる予定

となっております。

これらのプロジェクトの成果を生かした取り

組みといたしまして、串間市においては、来年

度、国の事業を活用いたしまして、中心市街地

の新しい拠点となる情報発信施設等の実施設

計、エコツーリズムによる誘客等が計画されて

いるというふうに聞いております。

県といたしましても、引き続き、串間市の地

域づくりについて、各部局とも連携を図りなが

ら、さまざまな協力を行っ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した。○岩下斌彦議員

次に、農業政策について伺います。

さきの県議会の答弁では、奈留地区の県営畑

地帯総合整備事業について、土地改良法に基づ

く手続を進めているところであり、本年度中に

は測量設計を終え、来年度から工事を行う予定

であるとのことでございました。串間市奈留地

区の客土事業（県営畑地帯総合整備事業）の進

捗状況について、農政水産部長に伺います。

串間市奈留地○農政水産部長（緒方文彦君）

区は、本県における食用カンショの主産地と

なっておりますが、降雨等により土壌が流さ

れ、生産量の減少や品質の低下が見られますこ

とから、県営畑地帯総合整備事業により、４団

地で客土工を計画し、うち２団地では、あわせ

て暗渠排水工を計画しております。本年度、事

業に着手し、長野団地の表土調査を終えまし

て、来年度は引き続き、残りの団地で調査を行

い、カンショ収穫後の秋には、長野と仲別府の

２団地で客土工事を始める予定としておりま

す。

なお、工事の実施に当たりましては、作付時

期と調整を図るなど、受益者の御協力をいただ

きながら、早期完了に努めてまいりたいと考え
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ております。

ありがとうございます。○岩下斌彦議員

現在、我が国の農業構造を見ると、担い手へ

の農地流動化は毎年着実に進展し、担い手の利

用面積は農地全体の５割となっている状況でご

ざいます。農業の生産性を高めていくために

は、担い手への農地集積と農地の集約化をさら

に加速していく必要があり、このため、都道府

県段階に農地中間管理機構を整備し、担い手へ

の農地集積、集約化を加速的に推進するとのこ

とでございますが、その前段階に当たるのが、

話し合いの場となる農用地利用改善団体の設置

であるというふうに考えます。串間におきまし

ても、９の団体で設立総会を終えております。

県内における農用地利用改善団体の取り組み状

況と今後の展開方向について、農政水産部長に

伺います。

農用地利用改○農政水産部長（緒方文彦君）

善団体は、地域内の農用地に関して権利を有す

る者の３分の２以上が参画した組織団体で、平

成25年３月現在、県内には76の組織があり、農

用地の利用改善を推進するためのさまざまな活

動を行っております。これらの組織は、集落内

の農地は自分たちで守っていくとの考えをもと

に設立されておりまして、それぞれの地域で作

成される「人・農地プラン」の話し合いの基礎

となっているものと認識しております。

このため、県といたしましては、このような

役割を担っている農用地利用改善団体を地域農

業を担う集落営農法人へと誘導していくことが

大変重要だと考えておりますので、関係機関・

団体等と連携しながら、必要な支援を行ってま

いりたいと考えております。

どうもありがとうございま○岩下斌彦議員

す。

先月のことでございますが、うれしいニュー

スが入りました。串間市の都井地区であります

が、東漁協管内で３カ所、大敷網でしょうか、

定置網がされております。寒ブリ、１匹が10キ

ロ以上だそうでございますが、１万匹が揚げら

れたということでございます。今、マウンド魚

礁が２年目でしょうか。１年分か２年分か、山

が幾らかはできているんじゃないかと思います

けれども、恐らくその影響かなというふうにひ

そかに喜んでおるところでございまして、マウ

ンド魚礁の早期完成に期待しているところでご

ざいます。

次に、漁港整備についてございますが、立宇

津港には囲みブロックができ上がり、福島港で

は波消しブロックを製作中でございます。準備

が着々と進んでいるようでありますが、都井漁

港・毛久保地区の完成予定年度について、農政

水産部長に伺います。

都井漁港・毛○農政水産部長（緒方文彦君）

久保地区におきましては、港内の静穏度を確保

するため、平成24年度から防波堤の整備に取り

組みまして、本年度まで波消しブロックなどの

製作を行ってまいりました。来年度は、残りの

ブロックの製作と据えつけ工事を行い、完成を

図りたいと考えておりまして、完成に向けての

必要な予算を国に要望しているところでござい

ます。

どうぞよろしくお願いを申し○岩下斌彦議員

上げます。

宮崎県はこれまで、農商工連携、あるいは生

産から加工・販売まで手がける６次産業化に取

り組み、本年度、フードビジネス推進課を新設

して本格的に取り組んでおられます。本年度の

フードビジネスの取り組みの成果と今後の展開

について、総合政策部長に伺います。
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本年度スター○総合政策部長（土持正弘君）

トいたしましたフードビジネスの推進につきま

しては、３つのプロジェクトに10のテーマを設

定いたしまして、庁内外が連携して取り組んで

きたところでございます。

具体的には、宮崎牛の生体出荷や海外輸出の

拡大、焼酎原料用加工用米の安定供給に向けた

働きかけ、農商工連携による植物工場の生産拡

大など、県内各地でさまざまなフードビジネス

の動きが活発化しつつあります。また、国の補

助金や、みやだいＣＯＣ事業の採択、フードビ

ジネス相談ステーションの開設、６次産業化支

援ファンドの設置など、各分野における推進基

盤の整備もあわせて進めてきたところでありま

して、このようなビジネス拡大に向けた動きが

本年度の成果と言えるのではないかと考えてお

ります。

来年度は、フードオープンラボの活用により

ます製造業の強化や、香港事務所を核とした海

外輸出の拡大など、引き続きフードビジネスプ

ロジェクトを着実に推進しますほか、県産品の

実践的な販売戦略の策定や大規模なファーマー

ズマーケットの検討など、これまでの課題を踏

まえた重点項目を設定しまして、県内産学官金

が連携した取り組みを進めることで、一層加速

させてまいりたいというふうに考えておりま

す。

次に、県土整備について伺い○岩下斌彦議員

ます。

県土整備部長に質問する前に、一言お礼を申

し上げます。串間の念願でありました県道市木

串間線の拡幅の件でございますが、子持田地区

では発注がなされ、着々と工事が進んでおり、

地区住民の皆さんは大変喜んでおります。執行

部に対し心より感謝申し上げます。

次に、串間市の中心市街地の天神川の河川拡

幅工事についてでございます。天神川拡幅工事

の進捗状況について、県土整備部長にお伺いい

たします。

天神川につ○県土整備部長（大田原宣治君）

きましては、ＪＲ橋から上流約１キロメートル

区間につきまして、河川改修事業を実施してい

るところでありまして、ＪＲ橋から県道今別府

串間線の平橋までの約410メートル区間において

大部分の用地取得が完了したことから、平成24

年度より工事に着手し、これまでに、下流約40

メートル区間の河川の拡幅や市道ひじき橋のか

けかえを完了させたところであります。

さらに、今年度は、治水上支障となっており

ます国道220号の松清橋のかけかえにつきまして

も、管理者である国により橋梁下部工事の発注

が行われたところであります。

今後とも、地元の皆様の御理解、御協力をい

ただきながら、残りの用地取得に努め、事業の

推進を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、同じく天神川の○岩下斌彦議員

下流であります国道220号の泉町地区では、仮橋

の準備が整ってきているようでございますが、

国道220号の泉町地区の歩道整備の状況につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

国道220号の○県土整備部長（大田原宣治君）

泉町地区の歩道整備につきましては、先ほども

お話しさせていただきましたが、松清橋におい

て、先日、橋梁下部工事が発注されるなど、国

により両側歩道の計画でかけかえ工事が進めら

れており、また橋梁の前後の区間につきまして

は、歩行者の安全を確保するために必要な対策

を検討される予定と伺っております。県といた

しましては、今後とも、早期整備が図られます

よう、国にお願いしてまいりたいと考えており
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ます。

串間市の城泉坊から港地区に○岩下斌彦議員

つながる県道都井西方線は、道幅が狭く、車の

離合も難しい状況にあります。通学路でもあ

り、早急に改善が必要だと考えますが、県道都

井西方線の港地区付近の拡幅予定について、県

土整備部長に伺います。

県道都井西○県土整備部長（大田原宣治君）

方線の港地区につきましては、通学路になって

いるところですが、道路の幅員が狭く、車の離

合も困難な状況にあります。さらに、平成24年

度に実施されました通学路の緊急合同点検にお

きまして、対策が必要な箇所に位置づけられた

ことからも、道路整備が必要と考えておりま

す。このため、現在、安全性や経済性などの観

点から、最適なルートの検討を行っているとこ

ろでありまして、今後、予算の状況も勘案しな

がら、早期の事業化に向けて検討してまいりた

いと考えております。

どうぞよろしくお願い申し上○岩下斌彦議員

げます。

県土整備部長に次から次にまたお願い事でご

ざいますが、私の地元串間市を巡回し、あるい

は市民の皆さんあたりにお会いしますと、寄せ

られる声として多く出るのは、河川の堆積土砂

の除去のことであります。大雨が降ったときに

は田んぼがつかってしまう、何とかしてほしい

という要望でございます。県内河川の堆積土砂

はどのような状況にあるのか、また堆積土砂除

去について今後どのような対応をするのか、県

土整備部長に伺います。

堆積土砂の○県土整備部長（大田原宣治君）

状況につきましては、地域ごと、河川ごとに異

なっておりまして、河床低下傾向の河川がある

一方で、堆積傾向の河川も数多くあり、近年、

地域からの堆積土砂除去の要望も非常に多い状

況にあります。

堆積した土砂につきましては、現地の状況を

把握し、家屋浸水のおそれがあるなど緊急性の

高い箇所から優先的に除去しているところです

が、今後とも、厳しい財政状況を踏まえ、堆積

土砂の公共事業への活用を図るなど、効率的、

効果的な事業の執行に努め、適正な河川の維持

管理を図ってまいりたいと考えております。

堆積土砂でございますけれど○岩下斌彦議員

も、以前は若い方の農業従事者も多くて、自分

たちでいろいろ解決をしていたんじゃないかと

いうぐあいに思いますが、高齢化が進んで、自

分たちがやりたくてもできないような状況でご

ざいます。やはりどうしても県の力が必要だと

いうふうに思いますので、そういった緊急性を

考慮していただきまして、取り組んでいただけ

ればというぐあいに思っております。よろしく

お願いを申し上げます。

次に、県教育長にお聞きいたします。

児童生徒数の減少あるいは市町村の合併など

により、学校の統廃合が新聞、テレビなどで報

道されております。県内における近年３年間の

小中学校の統廃合の状況はどのようになってい

るのか、教育長にお伺いいたします。

最近３年間の小中学○教育長（飛田 洋君）

校の統廃合の状況ですが、県内８市町村におい

て、小学校11校、分校２校、中学校３校、合

計16校が廃止されております。その中には、日

向市や美郷町のように、新たに小中一貫教育校

として開校したところもあります。

来年度からは、日南市におきまして、小学校

１校の廃止が決定しており、また延岡市におき

ましては、小学校４校、中学校２校をそれぞれ

統合し、新しい小学校と中学校が１校ずつ新設
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されることとなっております。

現在、串間市では６つの中学○岩下斌彦議員

校を１つの学校に統合する計画があります。こ

のことについて教育長の考えを伺いたいと思い

ます。

現在、串間市におい○教育長（飛田 洋君）

て中学校の統合に関する計画があることは、私

も承知いたしております。市町村が設置する小

中学校につきましては、串間市に限らず、設置

者である市町村の権限と判断に基づき、その設

置や廃止が決められております。串間市の中学

校の統合につきましては、串間市教育委員会が

教育的見地に立って、地域の皆様と十分話し合

いを重ね、理解と協力を得ながら、適切に判断

されるものと考えております。

一般質問の機会あるごとに福○岩下斌彦議員

島高等学校の存続の話を出して大変申しわけあ

りません。しかしながら、やはりどうしても残

してほしいという市民の声が多いところでござ

いますので、質問をさせていただきます。

福島高等学校の存続についてでございます

が、２月20日にも、教育関係者を含む30名ほど

の団体の皆さん方が参加して、「福島高等学校

を育てる市民の会」が開催されました。串間市

も存続を願い、いろいろな支援をしているとこ

ろでございます。そこで、平成26年度末に宮崎

県立高等学校教育整備計画の中期実施計画の方

向性が発表される予定だと伺っておりますが、

福島高校について教育長の考えを伺います。

福島高等学校が魅力○教育長（飛田 洋君）

ある学校であり続けるように、県教育委員会と

いたしましては、さまざまな助言指導を行うと

ともに、少人数指導や多様な学びなどを可能に

するための教員の加配などの取り組みを行って

おります。

また、串間市におきましても、福島高校の部

活動や各種検定試験へのさまざまな御支援をい

ただいており、総合的な学習の時間を中心とし

た小中高一貫教育の取り組みや、中学校３年生

への学習会の実施など、小中学生に福島高校の

よさをよく知っていただくような取り組みが行

われております。

なお、福島高校に限ったことではないんです

が、来年度、本県でこれまで設置いたしており

ませんでした連携型中高一貫教育校に関して、

調査研究に取り組みたいと考えております。こ

のようなことも含めて、福島高校のあり方につ

いて慎重に検討してまいりたいと考えておりま

す。

次に、読書活動についてでご○岩下斌彦議員

ざいます。私どもの小学生時代、いろいろな小

学校に二宮金次郎の像があったものでございま

すが、最近どうも見かけないようでございま

す。小学校で教わった二宮金次郎は、少年時

代、しば刈りの木を背負い、寸暇を惜しんで読

書をしながら山道を歩く姿。貧しくても親を助

け、勤勉努力すれば必ず立派な人になれるのだ

と、金次郎の像は無言の励ましを与えておりま

した。読書の大切さも示していたように思いま

す。そこで、県内小中学校では読書活動にどの

ように取り組んでおられるのか、教育長に伺い

ます。

県内の小中学校にお○教育長（飛田 洋君）

きましては、学校における読書活動の推進や充

実を図るため、さまざまな取り組みを行ってお

ります。

具体的には、一斉読書やブックトーク、読み

聞かせなどの活用はもちろんのこと、読んだ本

のタイトルやページ数などを記録し、より多く

の読書に取り組んだ子供を表彰する取り組み



- 155 -

平成26年３月３日(月)

や、学校図書館や教室に推薦図書コーナーを設

置して、さまざまな分野の本に触れる機会をふ

やすなどの取り組みを行っております。また、

各教科の授業におきましても、読書を奨励する

取り組みがなされており、例えば国語科の授業

におきまして、教科書で学習したことを生か

し、教科書以外の本を読んで文章をまとめる学

習を行うなど、読書活動へつながっていくよう

なさまざまな取り組みを行っておるところでご

ざいます。

朝の10分間読書とは、毎朝、○岩下斌彦議員

ホームルームや授業が始まる前の10分間、先生

と生徒がそれぞれに自分の好きな本を黙って読

むという運動でございます。そのときに大切な

のは４つの理念でございます。みんなでやる、

毎日やる、好きな本だけでよい、ただ読むだけ

というものでございますが、私が串間市の教育

長当時、朝の10分間読書の提唱者であります林

先生をお招きして、講演会を開催しました。

そこで校長会あるいは教頭会、教務主任会の

先生方にお話をさせていただき、了承していた

だいて、串間市内17校１分校の全ての学校で、

授業に入る前に朝の10分間読書を実践していた

だきましたが、その教育効果は驚くものでござ

いました。他県から教育関係者が視察に来るほ

どでございました。遠くは高知県、あるいは佐

賀県、熊本県、鹿児島県の教育関係者でござい

ました。当時の子供たちは相当な数の本を読ん

だに違いありません。当時の子供たちの中には

今でも、本を読むことが習慣化しているのでは

ないかと思われます。

フェイスブックを見ていますと、こんな本を

読んでいます、こんな感想でしたと、その当時

の子供さんが今、社会人になっていますけれど

も、投稿されています。大変うれしい思いがし

ているところでございます。そこで、宮崎県の

教育の取り組みとして、朝の10分間読書活動を

全県下の小中学校に呼びかけてはどうかと思い

ますが、教育長の考えをお伺いいたします。

朝の10分間読書を初○教育長（飛田 洋君）

めとする一斉読書につきましては、御指摘にあ

りましたように、すばらしいすぐれた効果が見

られていると考えております。学校の実情によ

り、取り組む時間帯や週当たりの実施回数など

の違いはありますが、小学校では約90％、中学

校では約71％が、週１回以上の朝の10分間読書

などの一斉読書に取り組んでおります。なお、

県立高校におきましては、全日制ですが、毎朝

やっている学校が85％を超えております。

毎日どの学校でもという御提言でございます

が、実は義務教育ではそれぞれ学校でいろんな

子供がおります。各学校それぞれの課題を抱え

ておりまして、どの時間を最優先するかという

のは、いろんな考え方があると思いますが、読

書は、学力の向上はもちろんのこと、子供たち

の感性を豊かなものにし、人生を左右するほど

の影響を与えるものでもありますので、今後と

も、朝の10分間読書を初めとした読書活動が、

さらに充実するように努めてまいりたいと考え

ております。

ぜひ教育長から各校長先生方○岩下斌彦議員

に一言つけ加えてお話しいただくと、また取り

組みも変わってくるのではないか、そういうぐ

あいに思いますが、どうぞよろしくお願い申し

上げます。

次に、認定こども園に関して質問をいたしま

す。

宮崎県内の私立幼稚園連合会でアンケートを

実施したところ、認定こども園の幼保連携型を

希望している幼稚園が81園あったとのことでご
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ざいます。平成27年度から新制度へ移行すると

聞いておりますが、子ども・子育て支援新制度

における幼保連携型認定こども園の認可の考え

方について、その取り組み状況を福祉保健部長

にお伺いいたします。

幼保連携型認○福祉保健部長（佐藤健司君）

定こども園の認可の考え方でありますが、県が

策定する「子ども・子育て支援事業支援計画」

における教育・保育に係る需給状況を踏まえな

がら、認可に必要となる最低基準を満たす施設

については、原則認可することとなっておりま

す。

県としましては、これまでも、市町村や施設

関係者を対象とした地域別の説明会を実施し、

認可の考え方を含め、新制度の趣旨について周

知を図ってまいりましたが、ことし４月には部

内に、子ども・子育て施策の総合調整機能を担

う担当を設置し、新制度への移行に伴う業務を

着実に進めてまいりたいと考えております。

さきの９月県議会の一般質問○岩下斌彦議員

でも、宮崎県の特別支援教育経費の補助は１人

当たり年間19万6,000円、２人以上の場合は１人

当たり39万4,000円となっております。一方、他

県では１人当たり年間39万2,000円、２人以上の

場合は１人当たり年間78万4,000円となっており

ます。他県に比べて宮崎県は半額であります。

他県並みにしてほしいと一般質問を行いました

が、部長の答弁では、障がいのある子供たちが

円滑に就園できるような支援体制の充実につい

て国へ要望してまいりたいということでござい

ました。そこで、お聞きいたします。私立幼稚

園特別支援教育経費補助事業について、平成26

年度の予算措置の状況を福祉保健部長に伺いま

す。

来年度の予算○福祉保健部長（佐藤健司君）

案における幼稚園の障がいのある子供の受け入

れに対する支援につきましては、補助単価の見

直しはできておりませんが、近年の対象幼児数

の増加の伸びに対応できる事業費として、対前

年度700万円増となる3,508万4,000円を計上させ

ていただいているところであります。県としま

しては、極めて厳しい財政状況ではあります

が、引き続き必要な予算の確保に努めてまいり

たいと考えます。

環境森林関係についてお伺い○岩下斌彦議員

をいたします。

木質バイオマスについてでございます。現

在、本県で稼働している木質バイオマス発電施

設は５カ所となっており、新たに５カ所が新設

される見込みであります。計算上は対応できる

というふうに伺っておりますが、県南に建設が

予定されている２つの発電施設への林地残材等

の木質バイオマスの安定供給はできるのか、ま

た、どれくらいの雇用が生まれ、山元への利益

還元はどうなるのか、環境森林部長にお伺いを

いたします。

県南の２つの○環境森林部長（堀野 誠君）

発電施設についてですが、日南市で建設中の王

子グリーンエナジー日南は、石炭との混焼で出

力２万5,000キロワット、使用する林地残材は、

水分を含んだ状態で約21万トンで、うち約11

万6,000トンを県内から調達する計画でありま

す。

また、串間市で計画されているサンシャイン

ブルータワーは、木質専焼で出力3,000キロワッ

ト、使用する林地残材は約４万6,000トンで、う

ち約３万8,000トンを県内から調達する計画であ

ります。必要となる、合わせて約15万4,000トン

の林地残材につきましては、素材生産業者等と

の間で安定供給のための協定が締結されてお
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り、また県内の林地残材の発生量は約77万トン

で、他の施設分を含めても、計算上は十分対応

可能であります。

また、雇用予定人数につきましては、発電施

設で、王子グリーンエナジー日南が15人、サン

シャインブルータワーが12人であります。この

ほか、林地残材の運搬やチップ製造等で雇用が

発生するものと考えております。

山元への利益還元につきましては、個々の林

家が直接参加できるような林地残材供給のため

の仕組みづくりについて、支援を行ってまいり

たいと考えております。

次に、メガソーラーについて○岩下斌彦議員

でございます。私の地元でもメガソーラーの建

設が急ピッチで進んでおります。中には、発電

を開始しているところもあると聞いておりま

す。日照時間の長い宮崎県であります。今や相

当数の発電施設建設が実施されていると思いま

すが、県内及び県南地区におけるメガソーラー

の設備認定状況と稼働状況及び今後の見通しに

ついて、環境森林部長に伺います。

メガソーラー○環境森林部長（堀野 誠君）

の固定価格買い取り制度の設備認定状況につき

ましては、経済産業省によりますと、県全体が

昨年11月末現在で件数が98件、出力総数が約331

メガワットとなっております。なお、地区別の

状況については公表されておりません。

また、稼働状況につきましては、県が把握し

ている範囲で申し上げますと、昨年12月末現在

で、件数が23件、出力総数が約39メガワットと

なっており、このうち県南地区では１件、約１

メガワットとなっております。

次に、今後の見通しについてですが、九州電

力によりますと、１月末現在の電線への接続契

約申し込みは、件数で56件、出力総数は約150メ

ガワットで、このほかにも多くの事前相談を受

け付けているとのことであります。

この九州電力への申し込みは、土地が確保さ

れ、電線接続のための技術的な要件を満たした

ものでありますことから、事業者の準備が整い

次第、稼働が見込まれるものであることや、さ

らに、パネル価格が低下していることなどか

ら、今後一層メガソーラーの設置が進んでいく

ものと考えております。

宮崎県で新エネルギーあるい○岩下斌彦議員

はメガソーラーに取り組んでいくというふうに

言っておられますけれども、今のデータを聞い

ても、昨年の11月の段階あるいは昨年の12月の

段階、今もう３月に入っているわけでございま

すが、経産省と九電だけの情報があって、県の

ほうではなかなか把握がしにくい。九州電力か

ら聞いても、すぐにそういった状況がつかめな

い。宮崎県としてメガソーラーに取り組んでい

くという姿勢がありますので、何らかの形でそ

ういった情報の入手ができないものか。知事も

そういった機会がありましたら、経産省あるい

は九電等にもお話をいただいて、恐らくかなり

の取り組みが見られていると思いますので、ぜ

ひよろしくお願いを申し上げたいと思います。

次に、ソーラーパネルの最終処分について伺

います。パネルに含まれる成分に有害物質等は

含まれていないのか、不安に思っている方も少

なくありません。そこで、太陽光発電のパネル

などの耐用年数経過後の取り扱いについて、環

境森林部長に伺います。

メガソーラー○環境森林部長（堀野 誠君）

の太陽光パネルにつきましては、耐用年数が経

過するなど不要となった場合、産業廃棄物とし

て、設置者など排出事業者の責任において処理

される必要があります。これらの太陽光パネル
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には重金属が含まれるものもあり、適正に処理

する必要があります。

現状を申し上げますと、廃棄物処理施設に搬

入され、破砕等の処理を行った後、セメントや

鉄鋼の原料としてリサイクルされているほか、

焼却の上、管理型最終処分場で埋立処分される

など、適正に処理されております。

なお、今後、不要となった太陽光パネルがふ

えることが想定されることから、国等におい

て、太陽光パネルから有用な重金属を取り出

し、再利用する技術などの研究開発が進められ

ていると聞いております。

これで質問は終わります。丁○岩下斌彦議員

寧な御答弁、ありがとうございました。（拍

手）

次は、清山知憲議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○清山知憲議員

の清山知憲です。

本日３月３日は桃の節句でございますが、３

月３日ということで「耳の日」でもございま

す。耳鼻科学会が決めたようですけれども。我

々議員は年に２回、30分ずつ、たった１時間し

か本会議場での質問時間がございません。その

分、非常に強い思いを込めて質問を準備してま

いっておりますので、どうか知事初め執行部の

皆様方、「耳の日」にちなんで耳を澄まして質

問を聞いていただければと思います。

知事の任期もあと１年を切ってまいりまし

た。知事は県知事選に際して３年前、政策提案

という形で、医師確保専任ポストを設置して地

域医療の維持確保に努めるというふうに書かれ

ておりました。３年前、当時、県立延岡病院は

もちろん、日向の東郷病院や済生会病院、日南

市立市民病院、小林市立市民病院、串間市立市

民病院、多くの市町村立医療機関で医師がいな

くなってしまい、またその後、西都児湯医療セ

ンターも危機的状況に立ち入ってしまいまし

た。当時、県内各地から医師確保を求める署名

が知事のほうに多く寄せられ、一種、非常に強

い緊張感、危機感に包まれたように記憶してお

ります。それから３年がたち、知事は現在の医

師確保の状況について、当時の政策提案に照ら

し、どのように評価されているのか、お伺いし

たいと思います。

以下、質問者席よりお伺いいたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

医師確保の状況でありますが、私は、政策提

案に掲げました地域医療体制の維持確保を図る

ために、平成23年４月に県庁内に医師確保担当

の組織を置くとともに、平成23年10月には県医

師会や宮崎大学などと連携をしまして地域医療

支援機構を設置し、臨床研修医や県外からの医

師確保、医師のキャリア形成支援や勤務環境の

改善など、さまざまな施策に取り組んできたと

ころであります。

このような中、平成24年末の本県の医師数

は2,709人となり、引き続き増加傾向を示します

とともに、減少傾向にありました20代の医師数

が増加に転じたところであります。しかしなが

ら、医師の地域偏在や、30代、40代の医師の減

少は進んでおりまして、さらなる努力が必要で

あると考えております。

地域医療体制の維持確保は、県民の皆様が宮

崎らしい「豊かさを実感できるくらし」の基盤

と考えておりますので、今後とも、宮崎大学、

県医師会、市町村などと連携をしながら、全力

で取り組んでまいります。以上であります。

〔降壇〕
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今、知事がおっしゃったよう○清山知憲議員

に、20代の医師は、確かに研修医の確保が、広

報や連携という面が強化されてきましたので、

好転してまいりましたが、冒頭に申し上げたよ

うに、今すぐにでもドクターが欲しいという医

療機関、地域は多数に上っております。そこ

で、福祉保健部長にお伺いしますが、僻地の公

的医療機関に勤める常勤医師の数は平成22年か

らどういった推移を示しているのか、教えてく

ださい。

県内の僻地の○福祉保健部長（佐藤健司君）

公的医療機関に勤務します常勤医師数でありま

すが、平成22年が55人、平成23年が57人、平

成24年が57人、平成25年が54人となっておりま

す。

再度、知事にお伺いいたしま○清山知憲議員

すけれども、今、部長がおっしゃったように、

平成22年の55人から54人と、ふえるどころか、

むしろ１人減っております。

県の政策評価結果に数字が書かれているんで

すけれども、僻地に限定することなく、日南市

立中部病院のような市町村立医療機関も含める

と、計画策定時の86人から、翌年85人、平成24

年は82人と、どんどん減ってきております。平

成26年の目標値が市町村立医療機関は113人です

から、それまで30人以上離れがあるわけですけ

れども、これを考えると、知事の政策提案は余

り達成されていないと感じるんですが、知事は

どのように認識しておられますか。

各地域が求めている地○知事（河野俊嗣君）

域医療を担う、まさに僻地に派遣する医師の確

保、これは大変重要であろうかというふうに考

えておりますが、なかなか厳しい状況があると

いうのは今答弁をしたとおりでございます。そ

の数字だけをもってどうこう議論するよりは、

トータルで医師がふえているという状況、改善

に進んでいる中で、さらなる努力を続けること

が大変重要ではないかというふうに考えておる

ところでございます。自治医科大学への合格の

医師も毎年２人というところで、来年度は３人

になるというような見込みもございますし、こ

れからもいろんな形での努力を続けてまいりた

いと考えております。

切実に今すぐにでも医師が欲○清山知憲議員

しいという病院も県内各地にたくさんあると思

うんです。実際に知事は、宮崎大学に寄附を

行って、地域医療学講座という寄附講座を設け

て、そこで平成22年度から毎年度４人以上の医

師を地域の中核医療機関に派遣すると掲げてお

られました。平成22年度からの医師派遣実績と

いうのは、福祉保健部長、どう推移しているの

か、教えてください。

講座のこれま○福祉保健部長（佐藤健司君）

での実績でございますが、平成22年度１名、23

年度２名、24年度２名となっております。24年

時点において、当初目標としておりました25年

度までに４名以上派遣する体制を構築するとい

う目標の達成は難しいというふうに見込みまし

て、大学におきましては、25年度は、24年度に

派遣していた２名と県外から招聘した医師の計

３名を地域総合医育成サテライトセンターに配

置をし直しまして、まずは指導体制の充実が重

要だという考え方のもと、やり方といいます

か、取り組みを変えました。

その結果、派遣実績そのものは、25年度、ま

た26年度もゼロという状況が見込まれますが、

サテライトセンターの設置並びに熱意ある指導

医の配置によりまして、講座の目標であります

総合医の養成確保の体制基盤がようやく整って

きたところでございます。
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県としましては、昨年９月の議員の御指摘並

びに常任委員会の御要望も重く受けとめまし

て、大学に対し、今後この体制基盤をもとに講

座の目的達成に向けた努力を一層いただくよう

要請しているところでございます。

毎年度４人以上のはずが、１○清山知憲議員

人、２人、２人、ゼロ、ゼロと大変厳しい状況

にあるかなと感じておりますが、今後、講座の

設置目標は変わらないということでございま

す。医師を派遣する医療機関、県内、たくさん

の医療機関が困っているんですけれども、どう

いった医療機関に派遣するのか、その基準につ

いて教えていただければと思います。

明確な基準と○福祉保健部長（佐藤健司君）

いうのはないんですが、実態上、派遣する時点

の医療機関の状況を踏まえまして、大学の教授

が派遣される医師と相談の上、決められるとい

うふうに伺っております。県としましても、僻

地など地域の医療機関の医師の状況については

随時、大学と情報交換をいたしまして、私ども

の考えもしっかりと伝えていく、そういう努力

をしてまいりたいと考えております。

伝えていく努力はもちろんし○清山知憲議員

なきゃいけないんですけれども、当然これは県

も一緒になって考えていかなきゃいけないと思

います。県内各地からたくさんの署名が県に対

して寄せられていて、今でもなお市町村から毎

年のように、医師確保をよろしくお願いします

と、大学にも一部回ってきますけれども、要望

書が上がってきますね。そこは、県が金を出し

て設置したから後は大学にお願いしますではな

くて、主体的に一緒になって、県内の医療機関

全体を見渡してどこが困っているのか、どこが

困っているからあそこに派遣をお願いできない

だろうかと一緒に協議していく必要があると思

います。その点は部長、徹底するようによろし

くお願いいたします。

続いて、新年度の予算で地域医療学講座に

約2,500万円程度の人件費が計上されております

けれども、平成25年度までに県の寄附によって

雇用した常勤の先生たちの数、そして現在の勤

務の状況について教えていただきたいと思いま

す。

地域医療学講○福祉保健部長（佐藤健司君）

座の予算から人件費を支給した常勤医師は、勤

務期間に長短はありますが、実人員で６人であ

ります。

６名の医師の現在の勤務状況は、２名が地域

医療学講座に教授及び講師として所属してお

り、１名が宮崎大学医学部附属病院の救命救急

センター、１名が自治医科大学を経由してシカ

ゴ大学、１名が宮崎大学医学部附属病院の第２

外科、１名が自治医科大学において勤務いたし

ております。

状況について事実を教えてい○清山知憲議員

ただいたわけですが、部長にちょっと質問いた

しますけれども、教授を除いて結局５名中４名

が現在のところ医局から去ってしまって、退局

してしまって国外や県外におられる。本来こう

いった先生方は地域医療学講座で教育に当たっ

ていただくなり、もしくは先ほど申し上げたよ

うに地域の中核医療機関で御活躍いただくべき

人材だと思うんですけれども、そうした皆さん

が流出されているんじゃないでしょうか。この

状況について部長の認識を教えてください。

当初６人とい○福祉保健部長（佐藤健司君）

うことで、現在、おっしゃるように、県外ある

いは国外にいらっしゃるということで、本来と

いいますか、望ましい姿はずっといていただく

ということなんでしょうが、それぞれのドクタ
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ーのお考えもいろいろございまして、今の状況

でございます。ただ、県外に行っていらっしゃ

る方々も、将来また宮崎に戻って宮崎の地域医

療に尽くしたいというお考えを持っていらっ

しゃるというふうに聞いております。

この講座は、10分の10国から○清山知憲議員

の交付金とはいえ、公金を出して雇って、そし

て医師派遣をしていくというふうに決めて我々

は設置したわけですから、そこはきちんと示し

をつけていただかないと、ほかの奨学金を貸与

されている医学生や自治医科大学の学生たち

は、きちんと我々が指定する医療機関に勤めて

いただいて、その義務を果たしていただいてい

るわけですから、率先してこの地域医療学講座

は示していただかなければいけないんじゃない

かと私は感じております。

続いて、この講座について、平成22年、23

年、24年とずっと我々がいただく予算案の説明

資料に、本県の医療実態の分析と医師の適正配

置について研究を行うというふうに説明がされ

ておりました。今年度の平成25年度からその文

言は消えておりますけれども、この研究成果に

ついて教えていただきたいと思います。

おっしゃる御○福祉保健部長（佐藤健司君）

質問の趣旨は、当初から医療実態の分析とか医

師の適正配置の研究を行うということを計画の

中に入れておったその関係だと思いますが、現

状を申し上げますと、サテライトセンターの設

置など地域医療学講座の成果を上げるための仕

組みの構築を優先されましたので、今のところ

実施はできておりません。

このことについては、大学と率直にお話もさ

せていただきました。当初、計画に上がってい

るけれども、どうされるんですかということ

で、大学としては、この講座の一つの目的とし

て医療実態の分析とか医師の適正配置の研究と

いうのは必要だという御認識は変わらないとい

うことでございまして、現在、今後実施する方

向で検討を行っているというふうに伺っており

ます。

当初というか、平成22年、23○清山知憲議員

年、24年と、ずっと議会会議録にこれはやると

いうふうに書かれているんです。私が指摘する

までそういうことは県のほうでも余りフォロー

していなかったということで、実施を見送って

いるんだったら、議会、委員会なりで報告しな

いといけないんじゃないでしょうか。きちんと

この辺も県は主体性と責任を持ってこの講座に

かかわっていただきたいと感じております。

次に、地域枠の学生というのが、現在、医学

部６学年にわたって95名在籍しております。こ

の学生が将来どんどん卒業して、我が宮崎県の

地域医療においては大きなインパクトをもたら

してくれるかなと期待しているんですけれど

も、地域枠の学生について県はきちんと把握し

て、また何らかのアプローチを行っているの

か、お伺いいたします。

県としての把○福祉保健部長（佐藤健司君）

握ということでございますが、地域枠の学生、

個々の情報については学内限りということで、

私どもは把握いたしておりませんが、大学にお

いてその情報はもちろん把握されておりますの

で、私どもとしては、いろんなアプローチをす

る場合にも大学と連携してやっていくわけでご

ざいますから、個々人の個人情報を把握してい

なくても事業の展開は可能かというふうに考え

ております。

いずれにしても、大学におきましては、地域

枠の学生にいかに県内の地域医療の確保に貢献

いただくかというのは非常に重要という認識の



- 162 -

平成26年３月３日(月)

もとに、平成26年度からは、地域医療学Ⅱとい

う科目がございますが、この履修を地域枠の学

生には必修化するというふうに聞いております

し、また５年生全員を対象とした臨床実習をサ

テライトセンターを中心に実施する予定であ

り、そういった取り組みを通じて地域枠の学生

へのアプローチを図っていくというふうに聞い

ております。

大学において把握されている○清山知憲議員

というお話をされましたけれども、おととしで

すか、私が県に対して、ちゃんと把握されてい

るんですかと伺ったところ、県においても学内

の講座においても全く把握されていないと。こ

れはとんでもない状況だと思いました。学内の

先生に、一体どの学生が地域枠の学生かさっぱ

りわからない、どうなっているんですかと聞い

たところ、結局ずっとフォローされていなかっ

たので、どの学生が地域枠の学生かわからなく

なってしまったと。大学入学時に宮崎の地域医

療への志を面談等において確認して入学しても

らったのはいいものの、その後の６年間ずっと

放置、ほったらかしです。

実際に、去年とおととし、地域枠の学生がそ

れぞれ卒業されて、一部の学生が県外の病院へ

研修を求めて行かれましたけれども、そのこと

を指して、地域枠で入学したにもかかわらず県

外に行くのはけしからんという声が一部ござい

ましたが、私は、そういった意見のほうがとん

でもないと思っています。だって、入学させた

のはいいんですが、その後の６年間はずっと我

々ほったらかしにしていたわけですから。

昨年から、私が指摘してから後、宮崎大学医

学部の御理解、御協力を得て、学内の講座にお

いては情報共有されるようになったということ

ですけれども、本来、地域医療学講座等におい

て地域枠の学生たちに対しては、カリキュラム

の枠外でも小まめにケアをしたり、進路相談に

応じたりして、おまえたち、入学のときはそう

いう志で来てくれたけれども、卒業したら宮崎

で働いてくれないか、もしくは県外へ研修で出

たとしても、その後、将来的に宮崎に戻ってき

てくれないか、そういうアプローチを小まめに

すべきだと思うんです。

実際に、県外の寄附講座においては、地域枠

の学生と毎月のようにミーティングしていた

り、もしくは毎年、冬と春、合宿をして泊まり

込みで触れ合っている、そういうところもござ

いますから、ぜひ、この点、５年生の臨床実習

に限らず、積極的に小まめにケアをしていくよ

う強く要請しておきます。

この講座についての質問はこれで最後ですけ

れども、この講座の教授選考については前回ど

のようになされて、そして今後どのようにされ

るのか、教えてください。

前回の教授選○福祉保健部長（佐藤健司君）

考では、地域医療学講座が、いわゆる常設講座

ではなく、時限つきの講座ということもありま

して、公募によらず大学内の人選により行われ

たというふうに伺っております。

現在の教授は、定年の関係で、平成26年度末

で定年を迎えられるということで、今後、まだ

先ではございますが、いずれにしてもどういう

選考方法にするのか、大学において検討される

と思いますが、県としましても、この講座の運

営に対する私どもの意見も申し上げる立場にあ

りますので、講座の設置目的が達成できる体制

づくりを最優先にという考え方を私どもの意見

としてしっかり申し述べまして、大学に要請を

してまいりたいというふうに考えます。

お伝えするのはいいんですけ○清山知憲議員
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れども、一緒に考えていく立場でやっていただ

きたいと思うんです。これは、きちんと県が寄

附を行って、公共的な、政策的な目的を達成す

るための講座ですから、今後、広く人材をオー

プンに公募して求めていくというやり方が必要

じゃないかなと思うんですけれども、部長の認

識をお伺いいたします。

先ほども申し○福祉保健部長（佐藤健司君）

上げましたが、公募あるいは学内選考なのか、

その選考方法はともかくとしまして、この講座

の設置目的が、地域の医療機関にできるだけ多

くのドクターが行っていただくということでご

ざいますので、その目的が達成できるような体

制づくりというものを最優先にしていただいて

選考していただきたいということをしっかりと

申し述べたいと考えております。

知事にもお伺いしたいんです○清山知憲議員

が、広く優秀な人材を求めるということであれ

ば、オープンに公募で募集したほうがいいん

じゃないかと思うんです。細かく県が、誰々に

してくださいとか、誰々にしたいということ

じゃなくて、これは選び方、仕組みの問題、方

法論なんですけれども、それについての知事の

認識をお伺いします。

地域医療学講座のさま○知事（河野俊嗣君）

ざまな問題につきましては、これまでも直接、

議員のほうからいろんな情報を含めて、また御

提言もいただいたところでございます。きょう

の議論の中でも、せっかく県として公金を出す

のであるから、責任を持ってその運営にしっか

りとかかわるべきではないか、意見を言うべき

ではないかと。大学もなかなか苦しい台所事情

がある中ではありますが、御提言を踏まえて、

今、人選という話もございましたけれども、ど

の程度県が関与できるかという問題はございま

すが、御趣旨の本意といいますか、そこをしっ

かり受けとめて、今後さらに努力を重ねてまい

りたいと考えております。

台所事情というのは、県が寄○清山知憲議員

附するわけですから、人材という意味での台所

事情はあるかもしれませんけれども。ただ、ど

こまで関与できるかというお話が今ちょっとご

ざいましたけれども、この講座に関しては終わ

りにしますが、どうしてこんなに細かく質問さ

せていただくかというと、きょう、部長の答弁

を初めて聞く中で、いろいろと前向きな姿勢は

見えてまいりましたけれども、今まで宮崎県

は、この講座を設置してから、お金は出したけ

れども、後はほったらかし、大学に全てお任せ

しております、そういう主体性に欠ける、責任

感の欠ける姿勢が非常に目立ったんです。

実際に平成22年に厚生労働省の医政局の指導

課長が都道府県に対して通知を出しているんで

す。「地域医療再生計画に係る有識者会議によ

る都道府県に対する技術的助言等について」と

あります。これをちょっと読み上げますが、

「寄附講座については、多くの設置計画がある

が、寄附講座を置いただけでは医師確保は進ま

ない。地域医療を担う医師を養成するノウハウ

を既に持っているのか、もしくはこれから構築

していくのかが疑問のものもある。寄附講座で

どのようなことをするのか、どのようなことが

期待されるのか県と大学でしっかりと話し合い

をすることが必要である」。そして「限りある

予算で効果を出すためにも、県が大学と協力し

て分析を行い、県全体を見渡して医師の配置を

考えていく等、医療資源の有効活用に結びつけ

られれば、優秀な人材を集めることにもつなが

るのではないか」、こういう助言を平成22年、

４年前、出されているんです。どうかこの通知
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にもう一度目を通していただいて徹底していた

だきたいと、私から強くお願い申し上げて、こ

の講座に関する質問は終わりとします。

続いて、救急医療について質問をさせていた

だきたいんですが、ことしに入って県内で非常

に重篤な状態に陥った患者さんが13軒救急搬送

をお断りされて、14軒目でようやく搬入された

という事例が生じました。私も直接、救急隊の

記録を拝見させていただきましたが、ここでは

詳細は申し上げられませんけれども、救急隊が

現地に到着してから約２時間半後、病院に搬入

された。その間、冷や汗、喘鳴、呼吸苦、非常

に苦しまれた様子が救急隊の記録からも見てと

れます。

その間、受け入れができないとされた医療機

関の中には２つの救命救急センターも含まれて

おります。県内、３つしか救命救急センターは

ございませんが。そうした痛ましい事例は、や

はり氷山の一角で、まだまだ多く存在している

かと想像しておりますけれども、まず病院局長

へ、県立病院の救急搬送の件数と受け入れでき

なかった件数について推移をお伺いいたしま

す。

まず、救急搬送受○病院局長（渡邊亮一君）

け入れ件数でございますけれども、宮崎病院が

平成23年度2,082件、24年度2,462件、25年度、

これは 1 2月末日までの状況でございます

が、2,390件となっております。また、同様に、

日南病院が23年度1,139件、24年度1,096件、25

年度855件、そして延岡病院でございますけれど

も、23年度2,184件、24年度2,242件、25年

度1,794件となっております。

次に、受け入れできなかった件数でございま

すが、宮崎病院が平成23年度619件、24年度630

件、25年度491件、日南病院が23年度63件、24年

度80件、25年度51件となっておりまして、延岡

病院については統計をとっておりませんが、ほ

ぼ全てを受け入れているところでございます。

延岡がほぼゼロ、日南が数十○清山知憲議員

件、県立宮崎病院が本年度９カ月で490件ですか

ら、今年度も600件を上回るペースで厳しい状態

が続いていると思います。

以前、私が指摘した状況から余り変わってい

ないように思われますが、ここの資料では受け

入れできなかった主な理由が挙げられておりま

すけれども、１番目、ほかの救急患者対応中の

ため対応ができない、２番目、一次救急などほ

かの病院で対応可能な軽症である、軽度な症状

である、３番目、当院専門科の医師が不在で対

応が難しいと挙げられております。

まず、２番目の軽症であるがゆえにほかの医

療機関で対応可能であるという判断は、電話口

の情報で、そうした判断でほかの医療機関に回

すということは、そもそもこの理由としてあり

得るのか。そうやって回した結果、軽症ではな

く実は重症だったという事例はないかどうか、

局長にお伺いいたします。

県立病院でござい○病院局長（渡邊亮一君）

ますけれども、県の医療計画におきまして、二

次及び三次の救急医療機関として位置づけられ

ておりまして、基本的には初期救急施設等では

対応できない重篤患者の医療を担うこととされ

ております。したがいまして、軽症の場合など

他の医療機関での対応が適当と判断される救急

患者につきましては、受け入れを行わないケー

スも生じております。

なお、軽症と判断し、他の医療機関に搬送さ

れた患者につきましては、その後の調査等は

行っていないところでございます。

局長に再度この点について認○清山知憲議員
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識をお伺いしたいんですけれども、延岡はほと

んどそういった理由で断っていない。宮崎はほ

ぼそういう理由で年間200件以上ほかの医療機関

を当たってくださいというふうに言われてい

る。軽症だと判断したけれども、その後ほかの

医療機関に行ってみたら重症だったかもしれな

い、そういうケースに関してはフォローされて

いないのでどういうことになっているのかわか

らない、しかし実は重症だったという事例は確

実に存在しております。

私なんかも研修医のとき、「幾ら電話口で救

急隊の話を聞いてもわからん。直接、患者さん

を診ろ。胃腸炎だと思っていたら虫垂炎だっ

た。胸やけだと思っていたら急性心筋梗塞だっ

た。患者さんを直接診ることなくして適切な重

症度判定はできないから、とにかく受けろ」、

そういうことを徹底的にたたき込まれました。

しかし、今の県立病院の状況、こういうことで

はちょっとまずいんじゃないかと私は認識して

おるんですけれども、今後、この点に関して何

か対応をとられるのか、認識でも結構ですが、

局長にお考えをお伺いしたいと思います。

他の救急患者の対○病院局長（渡邊亮一君）

応中のために受け入れられなかった事例の多く

でございますけれども、救急患者受け入れの打

診があった際に、当直の医師が既に他の重篤患

者等の対応を行っており、さらに救急患者を受

け入れることが困難であったケースでありまし

て、マンパワーの不足によるものがほとんどで

ございます。

ただ、少なくとも医師みずからが自分の目で

受け入れるかどうか判断していくということが

可能であればいいわけでございますが、一刻を

争う命にかかわる問題でもありまして、基本的

には救急隊からの電話での聞き取り、そういう

もので判断をしている状況でございまして、そ

の上で医師が診て確かめたほうがいいという判

断をしない限り、時間を優先して他の病院に搬

送を促している、これが実態ではないかという

ふうに考えております。

そしてまた、受け入れができなかった事例に

ついては、具体的な当時の状況について翌日、

院長等が報告を受けまして、対応に問題がな

かったか、そういうことについていろいろ検証

しており、問題なしと言えないようなケースに

つきましては、その後の対応に生かすように努

めているところでございます。この点について

は、院長などの病院幹部による指導を今後徹底

していきたい、そういうふうには思っておると

ころでございます。

済みません。さっきの質問は○清山知憲議員

再質問だったんですけれども、今お答えいただ

いたのは次の通告している質問ですね。２つ、

理由はそれぞれ独立しておるんです。今、局長

がお答えになったのが、１番目に私が先ほど紹

介した、ほかの救急患者対応中のため対応がで

きないということの状況説明でございました。

結局、２つそれぞれ独立した理由で受け入れが

難しいというふうに病院側は判断して、ほかに

回されているんです。しかし、今お答えいただ

いた話に関連すると、県立延岡病院なんかは平

成24年度でいうと、ほとんど救急搬送件数は変

わらないにもかかわらず、マンパワーは県立延

岡病院は当直医師２人、それに対して県立宮崎

病院は３人、より少ない医師で県立延岡病院は

ほとんど受け入れている状況があるんです。

これ以上再質問してもなかなか難しいところ

があるかと思いますが、ぜひ病院の先生方の話

をよく聞いて、この数字から見て明らかに病院

によって対応の違いがあって、足元の県立病院
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で年間600件以上も受け入れできない状況という

のは改善をしていかなければいけないんじゃな

いか。医師個人の問題かわかりません。病院側

のどういった事情なのかわかりませんが、きち

んと調査を加えて改善を図っていただきたいと

考えております。

それから、福祉保健部長に伺いますが、宮崎

大学の救命救急センターの搬送件数について教

えていただきたいと思います。

宮崎大学の救○福祉保健部長（佐藤健司君）

命救急センターは平成24年４月から運営をして

おりますが、平成24年度の救急搬送受け入れ件

数は、ドクターヘリでの受け入れも含めまし

て1,093件でございます。25年度は、12月末まで

でございますが、1,008件となっております。

平成24年度、１年フルで考え○清山知憲議員

ると宮崎大学は1,090件、それに対して県立宮崎

病院は2,500件弱と、実に2.5倍近くの、ある意

味負担がかかっているわけです。

続いて部長に伺いますが、平成22年度以降、

地域医療再生基金として、県に延べ90億円以上

に上るお金が交付されておりますが、これを財

源として、それぞれの救命救急センター関連の

予算は幾らほどになるのか、教えてください。

３つの救命救○福祉保健部長（佐藤健司君）

急センターの予算でございますが、まず県立宮

崎病院がセンターの設備整備費として6,500万

円、県立延岡病院がセンターの改築費として６

億6,800万円、宮崎大学医学部附属病院がセンタ

ーの新築費等として10億2,300万円となっており

ます。

6,500万円、６億7,000万○清山知憲議員

円、10億2,000万円と、これはドクターヘリ関連

予算を除いた額だと思いますが、随分予算額に

もばらつきがあります。この中には、ハード事

業だけじゃなくていろんなソフト事業も含まれ

ていると思いますけれども。続いて部長に伺い

ますが、それぞれのセンターの人員体制につい

て教えてください。

ことしの２月○福祉保健部長（佐藤健司君）

現在でありますが、県立宮崎病院が専任医師１

名、看護師24名、県立延岡病院が専任医師１

名、看護師17名、宮崎大学医学部附属病院は専

任医師16名、看護師47名となっております。な

お、県立宮崎・延岡病院の看護師数は、救急病

棟に所属する看護師を計上いたしております。

また、県立宮崎・延岡病院の専任医師は１名で

ありますが、各診療科の協力・連携体制によ

り、センター運営を行っているところでありま

す。

県立宮崎・延岡病院、それぞ○清山知憲議員

れ医師１名、大学は16名という体制のお話がご

ざいました。しかし、新年度の平成26年度予算

案では、救急医確保事業として4,000万円が計上

されておりますが、これが宮崎大学の救命救急

センターについております。これは本来、延岡

なり宮崎なり、ほかのセンターでつけるべき事

業じゃないんでしょうか。何かの間違いじゃな

いでしょうか。教えてください。

お尋ねのあり○福祉保健部長（佐藤健司君）

ました26年度の予算案における救急医確保事業

でありますが、この事業は、宮崎大学医学部附

属病院救命救急センターにおいて、さまざまな

疾患に幅広く対応できる総合救急医・総合外傷

医の育成を図る目的で、昨年９月に策定いたし

ました地域医療再生計画にも位置づけていた事

業でございます。この事業を実施することによ

りまして、地域の医療機関等で必要とされる、

専門診療分野に特化しない救急医の確保につな

がるものと期待しているところであります。
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地域の救急医確保につながる○清山知憲議員

ことは私も期待したいですし、一生懸命頑張っ

てほしいなと思うんですが、私が伺ったのは、

ほかのセンターこそ、今、人が必要な状況じゃ

ないですかと。先ほど病院局長から説明があっ

たような救急医療の状況もあります。この予算

のつけ方はおかしいんじゃないですかという質

問をしたんですが、再度、認識をお伺いいたし

ます。

この事業の目○福祉保健部長（佐藤健司君）

的は、いわゆる総合救急医・総合外傷医の育成

ということで、それなりの指導医がいるセンタ

ーでなければ、なかなかそういった育成もでき

ないというふうに思っておりまして、宮崎大学

においては、先ほど申し上げましたように、救

命救急センターは16名のドクターがおりますの

で、こういった取り組みもできるというふうに

考えております。逆に、ほかのセンターにおき

ましては、そういったマンパワーが不足してい

るという状況もありまして、そういった育成の

取り組みはなかなか難しいのかなというふうに

考えております。

マンパワーが不足しているか○清山知憲議員

ら救急医確保事業が必要じゃないですかという

話をしているんです。知事に認識をお伺いしま

すけれども、今までいろいろデータの御紹介が

ありましたが、救命救急センターの受け入れ件

数は平成24年度で延岡が2,200件、宮崎が2,500

件、宮崎大学はドクターヘリを含めて1,090件、

それに対して人員が、延岡、宮崎は１人、１

人、宮崎大学16人、余りにこれはバランスを欠

いているんじゃないかと考えているんです。

さらに申し上げると、厚生労働省が実施して

いる全国の259カ所の救命救急センターの評価に

おいて２カ所だけＣ評価なんです。残りはＡ評

価ですけれども。その２カ所のうちの１カ所が

県立宮崎病院の救命救急センターで、Ｃ評価

は、評価の方法がいろいろと異論があることも

ありますが、救急医が少ないことも１つ減点の

対象になっているんです。どこに救急医確保事

業が必要なのか、これは誰の目にも明らかなん

じゃないですか。

私、ちょうど１年前の議会で、県立宮崎病院

は、救急、防災、いろいろな面で問題を抱えて

いるから、今度の地域医療再生基金の積み増し

分で対応ができないかよろしくお願いしますと

指摘は申し上げましたが、そういった指摘も全

く考慮されない結果、今に至っております。今

の救急医療の状況 次の質問じゃないです―

よ。今、こういう状況を受けて知事の認識をお

伺いいたします。

救急医を確保するに当○知事（河野俊嗣君）

たっての今の事業、国のそういう予算等の活用

の仕方ということであろうかと思います。宮崎

大学の医学部附属病院というものがいろんな研

修機能を高めていく、そこはいろんな意味での

供給母体になっていくという形での配分になっ

ておるということかと思いますが、厳しい状況

を踏まえて県立病院の体制をどのように強化し

ていくか、その観点も今後ともしっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。

私、繰り返し確認しますけれ○清山知憲議員

ども、宮崎大学が悪いとか、あそこがどうこう

と言っているわけじゃないんです。ほかのセン

ター、まさに県の足元の県立病院で非常にいろ

んな問題があるんじゃないですかという指摘を

させていただいているんです。

次の質問に移りますけれども、知事が３年前

に掲げておられた政策提案の中にも救急医療の

充実に努めますという文言がありました。現在
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の状況を考えてどのように評価しておられるの

か、教えてください。

救急医療体制は県民の○知事（河野俊嗣君）

安全・安心に直結するものでありまして、大変

重要な課題だという中で取り組んでまいりまし

た。私が知事に就任して以来、宮崎大学医学部

附属病院の救命救急センターの開設、またドク

ターヘリの導入、県立延岡病院救命救急センタ

ーの整備、さらには都城市郡医師会病院の移転

整備などに取り組んできたところでありまし

て、そういう意味では一つ一つ前進が見られて

いるのかなというふうに考えております。

しかしながら、今、御指摘をいただきました

ように、またそれぞれの圏域を見ますと、医師

不足などによりまして体制が十分でないなど、

さまざまな課題が残されているという認識でご

ざいます。今後とも、関係機関とも連携をしな

がら、救急医療体制の充実強化に、いろんな御

提言も踏まえ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。今、○清山知憲議員

知事のお話がありましたけれども、知事は二言

目には、救命救急センターの新設、ドクターヘ

リ、病院の建設等、何か派手な箱物事業ばかり

が目立ってしまいます。でも、そうしたものと

いうのは、国から平成22年以降、90億を超える

地域医療再生基金が交付されたからこそ実現で

きた事業であって、さらに言えば、ドクターヘ

リなんて、特に知事の独自政策というよりも、

平成19年に自民党政権下で国会において議員立

法されたドクターヘリ推進法案、そうしたもの

が法的根拠になって、平成20年に厚生労働省で

検討会を開催してドクターヘリの導入を促進し

ていこうということが決定されて、そして宮崎

の場合は、金丸先生のように北総病院で研修さ

れた先生がおられたからスムーズに導入が図ら

れたわけで、これは決して、知事独自の政策と

いうか、結果というふうにはなかなか私には見

えにくいんです。

今後、防災拠点施設の建設もあります。そし

て、県立宮崎病院も大規模な再整備計画が立て

られているというところでございますが、この

ままだと、知事もどっちかというとパフォーマ

ンス重視の知事という印象が私にとっては否め

ないです。最初に紹介した事例、非常に重篤で

痛ましい事例が生じました。そういう本当に深

刻な、解決が困難な課題にこそ政治家は向き合

わなければいけなくて、物とか、見えやすい、

光の当たりやすいものを強調されるのは選挙の

ときで十分ですから、ぜひ困難な課題の解決、

御自身の足元の県立病院の救急医療の問題に、

いろいろ知事の強いリーダーシップで取り組ん

でいただきたいと思うんですけれども、知事の

御認識をお伺いします。

パフォーマンスが足り○知事（河野俊嗣君）

ないと言われてきた私がパフォーマンスに過ぎ

ると言われて、感慨にふけっておるところでご

ざいます。今挙げたのは、私の独自施策だと

か、私が就任して一から取り組んだものという

ことで申し上げたわけではございません。それ

ぞれの施策が、長い間でのさまざまな検討、ま

た関係者のさまざまな努力の上に成り立った。

そして、今、御指摘がありましたように、国か

らの財源というものを有効に活用できた。まさ

にそのタイミングでいろんな事業が進んでおり

ますということを申し上げたつもりでございま

す。

ドクターヘリに関しましては、国の財源が切

れる。これからどうするのか。県や市町村が一

緒になって財源を確保しなければいけない。そ
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のためのいろんな議論も今、進めておるところ

でございます。そういったトータルのことを含

めて、救命救急の再生整備というものは大変重

要な課題であろうというふうに考えておりま

す。

今、御指摘がありました、救急搬送された方

をどういうふうに受けとめるか、残念ながら受

け入れなかったことの分析、その対応というの

も大変重要なことであろうかというふうに思い

ます。ハード事業のみならずソフトの面も含め

て、関係機関との連携をさらに深めてまいりた

いと考えております。

前の知事は別の意味でのメ○清山知憲議員

ディアへの露出とかパフォーマンスだったんで

すけれども、私が申し上げたのは、解決が済ん

でいない課題にもっと真摯に取り組んでいただ

きたいということですので、順調にうまくいっ

ていることは口に出されなくても、順調にうま

くいっているんですからいいと思うんです。ぜ

ひ、この課題、真剣に取り組んでいただきたい

と考えております。

続いて、話題を変えまして、県立病院の臨床

研修事業についてお伺いいたします。

中長期的に医師確保を図っていく上で、初期

研修医の確保というのは非常に重要な課題だと

考えておりますが、県立病院における研修医の

採用状況について、病院局長にお伺いいたしま

す。

県立３病院におけ○病院局長（渡邊亮一君）

る基幹型研修病院としての臨床研修医の採用数

でございますが、新制度が導入された平成16年

度が９名、その後、減少傾向になり、平成23年

度は４名となりましたが、平成24年度が９名、

平成25年度が同じく９名と、ここ２年間は増加

に転じているところでございます。

また、来年度の臨床研修医採用の前提となり

ます医学生を対象としたマッチングでは、２次

募集を含めたマッチ者数が前年度を上回る12名

となりまして、過去最高となっているところで

ございます。

いろいろとプログラムや広報○清山知憲議員

の面で工夫を図っていただいて、少しふえてき

ているという状況は非常によかったと思ってお

ります。ただ、研修プログラムの中身の充実、

教育の質の向上、指導体制の強化、そうした面

ではまだまだ道半ばかなという印象を受けてい

るんですけれども、そういった面での取り組み

はいかがでしょうか。

臨床研修医の研修○病院局長（渡邊亮一君）

内容の充実につきまして、今取り組んでいると

ころでございますけれども、具体的に宮崎病院

で申し上げますと、従来、麻酔科で実施してい

た救急部門の研修を原則、救命救急科で実施す

ることとしたり、新たに宮崎大学附属病院を協

力型病院に指定することにより、大学病院での

ドクターヘリへの同乗研修を可能とするなどの

取り組みを行っているところでございます。ま

た、研修業務を担う事務スタッフを３病院に配

置するなど、研修体制の強化も図っているとこ

ろでございます。

ぜひ、今後も指導体制の充実○清山知憲議員

強化に向けて思い切った取り組みをしていただ

くように、お願い申し上げます。

続いて、保健分野の県庁の人材についてお伺

いいたしますけれども、県所属の公衆衛生医師

は、保健所長や本庁の課長などで活躍されてお

りますが、公衆衛生医師の数の推移、現状につ

いて、福祉保健部長、教えてください。

保健所長等を○福祉保健部長（佐藤健司君）

担う本県の公衆衛生医師につきましては、過去
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５年間で見ると、平成22年度は15名でありまし

たが、その後の定年退職等により今年度は11名

となっており、現在、高千穂保健所長につきま

しては、延岡保健所長が兼務をしているという

状況でございます。

公衆衛生医師につきましては、公衆衛生を目

指す医師が少なく、その確保が困難な状況にあ

りますけれども、今年度は、県ホームページや

医療系雑誌に募集案内を掲載するなど、確保に

向けた取り組みを強化しているところでありま

す。

県庁も医師不足ということで○清山知憲議員

ございますが、次に、国からの出向職員の省庁

別の人数とそれぞれ所属されている部署の名前

について、総務部長にお伺いいたします。

国からの出向者で○総務部長（四本 孝君）

ございますが、現在、総務省から４名、農林水

産省から５名、国土交通省から５名、計14名が

本県に出向しておるところでございます。ま

た、その在籍している部でございますが、総務

部、環境森林部、商工観光労働部、農政水産部

及び県土整備部となっております。

厚生労働省からは一人も受け○清山知憲議員

入れが続いていない状況が10年ぐらい続いてい

るというふうに認識しておりますけれども、先

ほどまで私が質問させていただいたように、医

師確保や救急医療の問題等、我が県が抱える問

題、また高齢化もどんどん他県に先駆けて進ん

でおります。非常に大きな問題がございます。

さらに、平成22年度以降、国からの地域医療再

生基金が90億以上おりてくるに従って、福祉保

健部における政策的な事業の量、仕事というも

のは、以前よりも格段にふえてきております。

福祉保健部において、厚生労働省からも職員を

受けて、福祉保健行政の専門性を高め、国との

パイプを太くしていく必要があるんじゃないで

しょうか。その点についてお考えを、知事、伺

います。

私がちょうど宮崎に赴○知事（河野俊嗣君）

任しました平成17年まで、福祉保健部の保健担

当の次長に厚生労働省から来ていただいており

まして、当時、新型インフルエンザの対策など

かなり陣頭指揮を振るっていただきまして、他

県に先駆けて体制整備を行い、大変心強い思い

がしたところでございます。

国との人事交流は、豊富な知識と経験を有す

る人材を入れ、そしていろんな形での県職員に

対する刺激にもということで受け入れておると

ころでございますが、厚生労働省のほうでも医

師に係る派遣というのがなかなか難しいという

ような状況もあるようでございます。今、御指

摘がありましたように、福祉保健行政における

さまざまな課題は大変重要なものがあります。

今後とも、国との連絡もしっかり図りながら、

本県にとって必要な分野であるということであ

れば、効果的な人事交流が行えるよう取り組ん

でまいりたいと考えております。

我が県も抱えている行政医師○清山知憲議員

が少ないわけで、私が初めての一般質問で、医

療薬務課の行政医師の方は併任ではなく専任で

設けるべきではないかと言ったときに、知事

は、今後研究してまいりますとお答えされたん

ですけれども、やはり全体的に県としての行政

医師の確保が難しい中で、非常に厳しいと思い

ます。

福祉保健部においても、より主体的にどんど

ん政策立案、政策に関して仕事をしていただき

たいと感じておりますし、厚生労働省からは、

もちろん医系技官をメーンとして職員の援助、

派遣をいただければと思いますけれども、医系
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技官に限らず、厚生労働省は現在、34の都道府

県に49人、職員を出向させておられるようです

ので、せめて１人ぐらいは医療体制の非常に弱

い宮崎県に引っ張っていただきますよう、知事

みずからリーダーシップを図っていただきたい

と考えております。

最後の項目の質問でございますが、先週２

月26日に、ＨＰＶワクチン、いわゆる子宮頸が

ん予防ワクチンの副反応部会が開催されまし

た。徐々に、この副反応についてもその病態や

原因というものが明らかになってきているとこ

ろでございまして、既にＷＨＯ（世界保健機

関）などは昨年７月ぐらいの段階で、このワク

チンの安全性に対して疑問を呈するような妥当

な理由は全く見当たらないと、日本の状況を踏

まえてもそうした声明を出されているところ

で、近々我が国においても、積極的な勧奨とい

うものが再開される可能性も高いのではないか

と感じております。まず、部長にお伺いします

が、宮崎県におけるこのワクチンの接種件数の

推移をお伺いいたします。

子宮頸がん予○福祉保健部長（佐藤健司君）

防ワクチンにつきましては、国のワクチン接種

緊急促進事業が開始された平成22年11月以降の

接種件数になりますが、22年度が延べ１万2,381

件、23年度が延べ４万3,598件、24年度が延べ１

万6,752件となっております。また、定期接種に

位置づけられました平成25年度は、国の調査に

よる８月までの数字になりますが、４月が845

件、５月が528件、６月が410件、７月が157件、

８月が124件の延べ2,064件接種されておりま

す。

積極的な勧奨が一時中止に○清山知憲議員

至ったのは、たしか昨年の６月ぐらいですか、

そのときから528件、410件、157件と激減してお

りますけれども、もし子宮頸がん予防ワクチン

を宮崎県内の対象者全員が接種した場合、毎年

どれほどのがんとどれほどの死亡を防ぐことが

できるのか、試算について教えてください。

厚生労働省が○福祉保健部長（佐藤健司君）

作成いたしました資料をもとにした試算でござ

いますが、本県における接種対象人数を１学

年5,000人とした場合、そのうち１％に当たる50

人が一生涯のうちに子宮頸がんに罹患すること

となりますが、ワクチンの接種により最小で23

人、最大で33人の子宮頸がんの罹患を防ぐこと

ができます。また、死亡率を国の想定と同じ28

％とした場合、本県では罹患した50人のうち14

人が死亡することとなりますが、ワクチンの接

種により最小で６人、最大で９人の死亡を減ら

すことができることとなります。

今お答えいただいたのは年間○清山知憲議員

の数ですので、これが10年たつと10倍の数、が

んと死亡が抑制される。しかも、子宮頸がんと

いうものは主に現役世代の若い女性がかかるこ

とが多いので、非常にインパクトの大きいワク

チンだと思いますが、積極的勧奨が再開された

場合にはどのような対応になるのか、お伺いい

たします。

子宮頸がん予○福祉保健部長（佐藤健司君）

防ワクチンは現在、国においてその取り扱いが

審議をされておりますが、今後、積極的勧奨が

再開された場合は、国の方針に基づき、必要な

情報提供を行いますとともに、市町村と連携

し、接種の勧奨に努めてまいりたいと考えてお

ります。

この問題については、メディ○清山知憲議員

アが非常に恐怖をあおるような報道が目立ちま

したし、再び接種の勧奨が再開されても、以前

のように国民の信頼が戻るというのは多大な努
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力を要すると思うんです。もしそういう事態に

なったときは、きちんと周知の努力を図ってい

ただきたいと切にお願い申し上げて、私からの

一般質問を終了いたします。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。

午後０時４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、星原透議員。

〔登壇〕（拍手） それでは、○星原 透議員

通告に従い一般質問をいたします。

まず、アベノミクス効果についてでありま

す。我が国の経済は、大胆な金融政策、機動的

な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の

「３本の矢」の効果もあって、実質ＧＤＰがプ

ラス成長となるなど、日本経済は着実に上向い

てきていると言われております。しかし、景気

回復の実感については、中小企業、小規模事業

者や地域経済にはいまだ十分浸透していない状

況であり、また業種によってばらつきが見ら

れ、物価動向についてもデフレ脱却は道半ばで

あります。そこで、今後の経済財政運営に当

たっては、経済成長につながる施策を確実に実

行してもらい、企業収益が増大することにより

設備投資につながり、雇用の拡大や所得がふえ

ることで消費が伸びて、景気回復の動きが確か

なものになることが期待されております。これ

まで安倍政権は、「３本の矢」を政策の目玉と

して、日本経済の足を引っ張ってきたデフレか

らの脱却を目指し、経済成長につなげていくア

ベノミクスに取り組んできたところでありま

す。特に平成24年度大型補正予算と25年度の当

初予算を合わせた15カ月予算は今月で終わりま

す。公共事業を継続的に実施できることにより

景気浮揚が期待されておりましたが、15カ月予

算が本県経済に与えた影響と成果についてどの

ように捉えておられるのか、知事にお伺いしま

す。

次に、総合政策部の役割と位置づけについて

伺います。総合政策部は、本庁内に総合政策課

ほか８課１室、東京、大阪、福岡の３事務所、

消費生活センターを所管しており、県のかなめ

の部であります。総合政策部の総合政策課の事

務分掌には、県の総合的政策の企画及び調整、

知事の特命による施策の企画及び調査、総合計

画や政策システム、庁議、部長連絡会議及び地

方連絡協議会に関することなどとあり、県政全

体の政策立案や方向づけを決める重要な部課で

あります。特に、知事の特命による施策の企画

及び調査の部分は、知事の選挙公約などを政策

として取り上げ、県民の期待に応えるために政

策目標を明確にし、政策実現に向けて県政をリ

ードしていく重要な役割だと考えております。

そこで、知事は政策立案における総合政策部の

役割をどのように位置づけておられるのか、お

伺いします。

次に、本県経済や地域の活性化に向けた３つ

の県民運動の取り組みについて伺います。みや

ざき元気!“地産地消”、宮崎を知ろう!100万

泊、中山間地域をみんなで支える県民運動、こ

の３つの県民運動は、宮崎の魅力を「知ろう・

使おう・広げよう」をコンセプトに、県産品や

地域資源といった宮崎の宝を再発見し、磨き、

その魅力を発信していくことにより、幅広い分

野での地産地消や県内観光、中山間地域振興を
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テーマに展開することとしております。この県

民運動がうまく機能し、目的を達成するために

は、人、物、金を活発に活用し、本県経済や地

域を活性化させながら、その輪を広げる運動に

取り組むことが重要であり、そのために県民一

人一人が地域愛と自信や誇りを持ち、元気で活

力のある宮崎を目指す運動であります。この３

つの県民運動が始まって３年が過ぎようとして

おりますが、県が実施している広い意味での地

産地消にかかわる３つの県民運動について、取

り組みの成果や課題はないのか。また、今後の

方向性について、知事にお伺いします。

次に、霧島ジオパークについてお伺いしま

す。宮崎・鹿児島両県の県境に位置する霧島を

ジオパークとして認定登録するために、両県の

５市１町では、霧島ジオパーク推進連絡協議会

を設置し、官民一体となって活動してきており

ます。ジオパークとは、火山噴火・地震活動で

できた地形、あるいは大昔の津波を記録した地

層といった、地球の歴史が刻まれた地質遺産を

保護し、観光振興、自然科学や防災教育に役立

てることにより、地域社会を活性化させていこ

うという活動であり、その活動が認められて、

平成22年９月に霧島山周辺地域が、「霧島ジオ

パーク」として日本ジオパークに認定されてお

ります。霧島ジオパーク推進連絡協議会では、

昨年４月に霧島ジオパークを世界推薦申請され

ましたが、第18回日本ジオパーク委員会が９月

に開催され、今回は推薦を見送ることになりま

した。

本県では、西都原古墳を世界文化遺産に、神

楽を世界無形文化遺産に登録するための準備や

認定に向けての取り組みが始まったと聞いてお

ります。西都原古墳や神楽、霧島ジオパーク、

それぞれが世界文化遺産、世界無形文化遺産、

世界ジオパークとして認定されれば、広く世界

に宮崎の情報が発信されることになり、国内は

もとより海外からの観光客の増加も期待できま

すし、将来の宮崎観光の大きな柱になると確信

しております。また、霧島ジオパークを新たな

地域社会の活性化策として捉え、地質遺産や地

域の伝統文化を守りながら、観光、環境、教育

資源として活用していくことが、県勢発展に役

立つと思っております。この問題は、霧島ジオ

パーク推進連絡協議会と宮崎・鹿児島両県が一

致協力・連携して取り組まないと、世界ジオパ

ークの認定を受けることは厳しいと考えており

ます。そこで、霧島ジオパークが世界ジオパー

クに認定されれば、世界遺産のように本県観光

の目玉になると思いますが、霧島ジオパークに

対する今後の取り組みや支援策について、知事

に伺います。

また、霧島ジオパークが世界ジオパークに認

定されるためには、地域全体の盛り上げや取り

組みも重要であります。そこで、児童生徒にそ

の自然や歴史などについて学ばせ、関心を高め

ていくことが大切であると思いますが、教育長

の考えをお伺いします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席からいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

15カ月予算が本県経済に与えた影響について

であります。国の平成24年度補正予算に対応す

る形で、本県におきましても483億円余の24年度

追加補正予算案を編成したところであります。

これは、国の補正に対応して編成される補正予

算としては過去最大の規模ということでござい

ますが、これと25年度の当初予算と一体的に執

行することで、本県の景気の回復に努めてまい
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りました。この間の経済指標を見てみますと、

県内の公共工事請負額が前年度を上回る水準で

推移していることや、有効求人倍率が改善傾向

にあること、また倒産件数が前年度を下回って

いることなどの状況が見られるところであり、

日銀宮崎事務所の２月の報告によりますと、本

県の景気につきましては、「持ち直しの動きに

広がりがみられる」との判断であります。経済

指標の動きにつきましては、官需、民需などさ

まざまな要因が考えられるところであります

が、県といたしましては、ようやく明るさの見

えてきた景気回復の流れを本格化させるため

に、今年度補正予算の早期執行などに引き続き

全力を挙げてまいりたいと考えております。

次に、総合政策部の役割についてでありま

す。総合政策部は、県の総合的政策の企画及び

調整に関する事項を所掌しておりまして、私の

指示のもと県政全体の大きな方向づけを行うこ

と、そしてそれに基づく県の重要な政策をしっ

かりと推進していくという大変重要な機能を

担っておるところでございます。私が選挙のと

きに提案させていただきました施策提案を総合

計画の形に落とし込むという作業もございます

が、今年度より、県政の基軸に据えております

「復興から新たな成長に向けた基本方針」も、

総合政策部が中心となって取りまとめたところ

であります。またこのほか、ＴＰＰや経済対策

など、部局横断的に大局的な観点から進めてい

くべきものの取りまとめ、さらには国への提案

・要望活動などの取りまとめを行っているとこ

ろでありまして、まさに政策のかじ取り役、県

政のコントロールタワーとしての役割を果たし

ているところであります。県政を取り巻く課題

は山積しておりまして、財政状況が厳しさを増

している中で、県民の負託にしっかり応えてい

くためには、政策目標の明確化や効果的な政策

の形成・推進が不可欠であります。総合政策部

の果たす役割は大変重要であると考えておると

ころでございます。

次に、３つの県民運動についてであります。

これらの県民運動は、県産品や地域資源といっ

た宝を再発見し、みずから愛用、体験しながら

その魅力を発信することを通じまして、県内経

済の活性化や地域間交流の促進につなげること

を目的に、官民で構成します県民会議を核とし

て推進しているところであります。まず、地産

地消県民運動につきましては、今回新たに、県

の公共調達に関しまして、庁内における地元企

業、地元産品の優先活用につきまして統一的な

方針を策定し、関係団体にも賛同・協力を呼び

かけながら、より一層の定着を図ることとして

おります。次に、100万泊県民運動につきまして

は、今年度は、県の働きかけに応える形で民間

主体の全県的な宿泊キャンペーンが実施される

などの新たな取り組みが生まれたことは、一つ

成果であろうと考えております。中山間地域を

みんなで支える県民運動につきましては、集落

活動を支援します中山間盛り上げ隊に500名近く

の県民の皆さんに参加をいただいているところ

であります。引き続き、中山間地域の果たす役

割などの理解促進や、中山間地域と都市部との

交流・連携の促進などに取り組んでまいりま

す。

以上のように、さまざまな取り組みによりま

して一定の動きも出ているところであります

が、まだまだ広く県民に定着するまでには至っ

ていないことが現状、実態であろうかと考えて

おります。「そういう県民運動あったんだろう

か」という県民のほうが多いのではないか、そ

のような認識でございますが、これにつきまし
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ては、一定の目標を達成してそれで終わりとい

うような取り組みではございませんで、息長く

県民の意識づけを図っていくこと、行動指針と

していくこと、それが大変重要であろうかと考

えておりますので、今後とも関係団体と連携し

ながら、県民が主体的に取り組むための環境整

備を図ってまいりたいと考えております。

最後に、霧島ジオパークについてでありま

す。霧島ジオパークがある環霧島地域には、日

本で初めて国立公園に指定されました霧島錦江

湾国立公園も位置しておりまして、雄大で美し

く貴重な自然に恵まれ、本県及び鹿児島県を代

表する国際的にも大変すばらしい観光地の一つ

であります。この霧島ジオパークの取り組み

は、観光振興や環境教育などの観点から大変意

義深いことであると考えております。昨年４月

に霧島ジオパーク推進連絡協議会が申請しまし

た世界ジオパーク認定推薦は、残念ながら見送

りになったところでありますが、協議会としま

しては、今後とも再申請に向け、審査で指摘を

受けた、例えば学術的価値をより明確にすべき

であるということ、また来られたお客様にその

価値というものをしっかり伝えるような体制、

仕組みを整えるということがございますので、

こうしたさまざまな課題の解決を図っていくこ

ととしております。県としましては、引き続き

これらの取り組みに対する支援を行っていくこ

ととしております。大切なことは、地元市町が

中心になりながらも、本県、それから鹿児島が

連携してこれを支えていくということでござい

まして、今後、私としましても、ジオパークの

審査の関係者に直接、霧島の魅力をアピールす

るなど、世界ジオパーク認定に向けまして、よ

り積極的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〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

霧島ジオパークについてであります。霧島山

こそ、噴き出す水蒸気や過去の多量の、そして

多様な火山噴出物などから、地球の内部エネル

ギーやマグマの力強さを実感することなどがで

きるすばらしい大自然の博物館だと感じており

ます。その霧島山周辺の本県３市１町の児童生

徒は、宮崎・鹿児島両県の５市２町で構成して

いる環霧島会議が作成した「ふるさとの山 霧島

山」という学習資料を活用し、教科や総合的な

学習の時間の中で、霧島山の自然の雄大さや歴

史、伝統、文化など、いわゆる霧島ジオパーク

について学習をいたしているところでありま

す。また、遠足や御池少年自然の家での宿泊学

習、地域行事などにおいても、霧島山に関する

理解を深めております。このように大いなる自

然霧島について児童生徒に学ばせる取り組み

は、ふるさとに対する認識を深め、郷土に対す

る愛着を育む上からも大変意義のあることだと

思っております。以上であります。〔降壇〕

それぞれ答弁いただき、あり○星原 透議員

がとうございました。霧島ジオパークについて

は、知事も積極的にアピールしていくというこ

とでありますから、力強い支援のほどお願いい

たします。

ところで、知事は総合政策部について、「県

の総合的政策の企画及び調整に関する事項を、

私の指示のもと県政全体の大きな方向づけを行

い、重要な政策を推進していく大変重要な機能

を担っている」と答弁されました。県政の大変

重要な政策を推進していく部の部長が、今年度

まで８年連続１年で交代となります。私が知る

平成７年以降では、企画調整部長を４年３カ月

された方、２年連続の方も２人おられます。経
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験豊富な方を起用されているとは思いますが、

私は、県政の政策立案に大胆な発想やリーダー

シップを発揮して積極的に取り組み、また、そ

の責務を果たすことができたかどうかを判断す

るためには、複数年の起用も必要だと考えてお

ります。そこで、総合政策部長が１年で交代し

ていることについて、また、宮崎県を大胆に変

えていくには２年、３年は任せるべきではない

かと考えておりますが、知事の見解を伺いま

す。

総合政策部長は、県政○知事（河野俊嗣君）

全般にわたって目配りをして、政策のかじ取り

役を担うという大変重要なポストでありますの

で、豊富な行政経験に加えまして、県政全体を

俯瞰する視野の広さと高い調整力、さらに的確

な判断力が求められると考えております。この

ような認識のもとに、総合政策部長にはこれま

で、部長経験者を配置してきたところでありま

す。人事のローテーションの関係もございまし

て、１年という実態が続いてきたところでござ

います。一方で、御質問のように、大胆に政策

を打ち出し、本県を変えていこうとするときに

は、複数年にわたり在職するという考え方も必

要であろうかと考えております。総合政策部長

の起用に当たりましては、御指摘いただいた点

も含め、県政が直面する諸課題、職員の人事の

状況など、その時々のさまざまな検討要素を勘

案しながら判断してまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ一考をお願いいたしてお○星原 透議員

きます。

次に、特に重要な方向性となる政策について

は、各部で取り組みがばらばらにならないよ

う、予算についても目標達成まで一定の金額を

総合政策部で持ち、各部に配分するような方法

が望ましいのではないかと考えますが、知事に

お伺いします。

総合政策部と予算編成○知事（河野俊嗣君）

のかかわりでありますが、例年のペースでいき

ますと、当初予算編成方針に合わせて私が指示

をしまして、総合政策部が重点施策を定め、予

算の特別枠に結びつけて重点的な措置を講ずる

ということで、政策と財政の調整を図っている

ところであります。また、平成26年度の予算編

成に当たりましては、特に新たな成長に向けた

さまざまな取り組みにつきまして、各部局の意

を受けて、総合政策部と財政の間でさまざまな

調整が図られたところであります。また、今年

度当初予算で措置しました総額30億円の「みや

ざき成長産業育成加速化基金」、さらに来年度

当初予算案に計上している総額20億円の「みや

ざき人財づくり基金」につきましては、それぞ

れ総合政策課で所管することとしており、総合

政策部の主体的な関与というものを確保してい

るところであります。今後とも、全庁的な調整

機能などを一層発揮させることで、県政の重要

施策と予算の的確かつ効果的な連動を図ってま

いりたいと考えております。

ぜひ予算面も考えながらの総○星原 透議員

合政策部長の役割を果た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。

次に、福祉行政についてであります。

まず、生活保護についてでありますが、生活

保護は、生活保護法第１条にあるように、憲法

第25条第１項の「健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利」として制度化され、生活保護基

準には８種類の扶助（生活、住宅、教育、介

護、医療、出産、生業、葬祭）があります。と

ころで、厚生労働省は昨年の12月、全国で生活

保護を受給している世帯が９月時点で159万911



- 177 -

平成26年３月３日(月)

世帯、前月比662世帯の増となり、過去最多を更

新し、また受給者は215万9,808人になったと発

表しております。このように、全国的には生活

保護受給者が増加していると言われております

が、本県の現状について、また、県内の地域的

な生活保護受給の傾向をどのように把握してお

られるのか、福祉保健部長に伺います。

本県における○福祉保健部長（佐藤健司君）

生活保護受給の状況は、平成25年12月現在で１

万3,501世帯、１万7,861人となっております。

これを前年同月と比較しますと、世帯数で105世

帯の増加、受給者数で58人の減少となっており

ます。受給者数は、リーマンショック等の影響

もあり、平成20年度以降急増しましたが、徐々

に伸び率が鈍化し、ここ１年は横ばい状態と

なっております。

次に、地域別に見ますと、県北部で保護の受

給率が高く、県西部で低い傾向が見られます。

この要因は一概には申せませんが、有効求人倍

率で見ますと、12月のハローワーク別の状況

は、県北部で0.59から0.79であるのに対し、県

西部では1.09から1.32となっております。

次に、生活保護受給者の不正○星原 透議員

受給が報道されておりますが、本県の生活保護

費の不正受給の実態について把握しておられる

のか。また、不正受給の事案に対しどのように

対処されておるのか、福祉保健部長にお伺いし

ます。

平成24年度の○福祉保健部長（佐藤健司君）

生活保護に係る不正受給件数は396件となってお

り、内容としましては、就労収入の無申告や過

少申告などであります。このような不正受給を

未然に防止し、早期発見するため、各福祉事務

所におきましては、収入申告義務の周知徹底を

図るとともに、収入状況を把握するため、市町

村の税務担当部局の協力を得て、被保護者全員

に対する課税状況の調査などを実施しておりま

す。また、不正受給に対しましては、不正受給

に相当する金額の返還は当然でありますが、悪

質な場合には刑事告発等を行っております。

なお、生活保護法の一部改正により、事実と

異なる申請その他不正な手段により保護を受け

た者等に対する罰則の引き上げや徴収金の加算

が、本年７月１日から施行されることになって

おります。県としましては、引き続き各福祉事

務所に対し、関係先の調査を徹底するよう指導

・助言に努めてまいります。

次に、生活保護受給者の中に○星原 透議員

は、働けるのに働かない者や、仕事を見つけら

れない者がおり、生活保護からの自立（脱却）

に向けた支援が重要だと考えますが、どのよう

な取り組みをされているのか、福祉保健部長に

お伺いします。

生活保護受給○福祉保健部長（佐藤健司君）

者の自立に向けましては、就労支援が大変重要

と考えておりますので、各福祉事務所は、平

成17年度以降、離職者等に対する支援体制を充

実するための就労支援員の配置を進めてきてお

り、現在、県内で16名が配置をされておりま

す。就労支援員は、ケースワーカーやハローワ

ークと連携しながら保護受給者の支援を行って

おり、平成24年度は、支援を行った424名のうち

約60％の254名が就労に至っております。今後と

も引き続き、生活保護受給者への適切な指導・

助言を行うとともに、ハローワーク等との連携

をより一層図りながら、就労支援に努めてまい

ります。

次に、児童虐待についてであ○星原 透議員

ります。児童虐待は次の４種類に分類されてお

ります。身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、
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心理的虐待であります。ところで、全国の児童

相談所が児童虐待について報告を受けた相談対

応件数が、平成24年度は、児童虐待防止法施行

前（平成11年度）の5.7倍に増加し、件数として

６万6,701件で、虐待死も高い水準で推移してい

るようであります。近年、全国的には虐待によ

り子供の命が奪われる悲惨なニュースが後を絶

たず、児童相談所へ寄せられる報告件数は年々

増加しており、一体この国はどうなっているん

だと言いたくなります。そこで、県内の児童虐

待の現状について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

児童相談所に○福祉保健部長（佐藤健司君）

おける児童虐待相談対応件数として過去５年間

の推移を申し上げますと、平成20年度が287件、

以降、365件、451件、410件、そして24年度

が443件となっております。平成24年度における

児童虐待の種別につきましては、身体的虐待

が161件と最も多く、次いで保護の怠慢ないし拒

否の151件、心理的虐待の121件、性的虐待の10

件となっております。また、主たる虐待者は、

育児等で子供と日常的に接することの多い実母

が279件と最も多く、全体の約６割を占めてお

り、続いて実父が100件で、その他の家族による

ものが64件となっております。

次に、県内で児童虐待による○星原 透議員

死亡事例はないのか、お伺いします。

過去５年間の○福祉保健部長（佐藤健司君）

虐待による死亡事例として取り扱ったものは、

平成21年度に２件、24年度に１件、25年度は現

在までに１件となっております。いずれも身体

的虐待による死亡事例となっており、その内訳

は、乳児に関するものが３件、幼児に関するも

のが１件であります。また虐待者は、父親によ

るものが３件、母親が１件となっております。

次に、児童相談所における相○星原 透議員

談対応件数が増加する中、児童虐待の未然防止

策についてどのように取り組んでおられるの

か、お伺いします。

未然防止策と○福祉保健部長（佐藤健司君）

しましては、一つには、出産や子育てに悩んで

おられる方がいつでも気軽に相談していただけ

るよう、「子ども・ほほえみダイヤル」を設置

し365日対応するなど、相談窓口の充実を図って

おります。また、市町村が実施する乳児家庭全

戸訪問事業や、乳幼児健康診査等により把握し

たハイリスク家庭への助言・指導を行う養育支

援訪問事業に対して支援を行いますとともに、

市町村や保育所等の関係者への専門研修を実施

いたしております。さらに、広く県民の皆様

に、虐待が疑われる子供や子育てに悩む親につ

いての情報提供などを、テレビやリーフレット

等で呼びかけるなど、地域全体での見守りがき

め細やかに実施できるよう、取り組みを進めて

いるところであります。

次に、児童相談所職員の資格○星原 透議員

や研修等、組織としてさまざまな相談や問題が

発生した場合の対応など、児童相談所の相談体

制や機能の強化にどのように取り組んでおられ

るのか伺います。

児童虐待相談○福祉保健部長（佐藤健司君）

に対応するため、児童相談所におきましては、

児童福祉司を平成20年度の18名から毎年増員

し、25年度には26名を配置するなど、年次的に

体制強化に努めております。また26年度から、

中央児童相談所と同様、都城、延岡の両児童相

談所の所長について児童業務専任とするなど、

虐待相談への一層の機動性等を確保することと

しております。さらに、職員の専門性、資質の

向上を図るため、児童福祉司の任用資格を取得
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するための講習会の開催や、虐待を受けた子供

のケアや親子関係の調整などを内容とする専門

研修の受講等を計画的に進めております。児童

相談所では、常に虐待相談へ対応できるように

体制を整えますとともに、子供の安否確認につ

いても、児童福祉司と警察ＯＢ等の虐待通告対

応協力員が連携して、迅速に対応しているとこ

ろであります。

次に、本県の児童福祉施設の○星原 透議員

役割と施設退所後の児童への支援について、あ

わせて、保護者への指導や支援についてどのよ

うに取り組んでおられるのか、お伺いします。

家庭からの分○福祉保健部長（佐藤健司君）

離が必要な児童につきましては、児童福祉施設

の一つであります児童養護施設に入所措置し、

生活援助を行いながら、心のケアを図るととも

に、家庭復帰や自立に向けた支援を行うことと

しております。また、虐待を行った親に対して

も、児童相談所において養育方法の指導やカウ

ンセリング等を実施しているところでありま

す。また、退所後の児童に対する支援につきま

しては、児童相談所において立案される援助方

針に基づき、必要に応じて継続指導等を行うこ

とにより、適切なケアと家庭支援につなげてい

るところであります。

次に、児童虐待防止には、行○星原 透議員

政や警察、保育園や幼稚園、学校や医療機関、

民生委員などとの虐待に関する情報の共有化な

どが必要だと思いますが、関係機関との連携体

制の整備についてどのように取り組んでおられ

るか伺います。

児童相談所で○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、全市町村に設置されております要保護児童

対策地域協議会に、民生委員・児童委員、ある

いは保育所、学校、医療機関、警察署などとと

もに構成メンバーに加わりまして、専門的立場

から支援内容に関する助言・指導を行いますと

ともに、市町村や児童養護施設の職員を対象と

した研修会や勉強会を実施するなど、関係職員

の資質の向上と連携強化に努めております。

次に、認知症についてであり○星原 透議員

ます。認知症とは、脳血管疾患、アルツハイマ

ー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化に

より、日常生活に支障が生じる程度にまで記憶

機能及びその他の認知機能が低下した状態をい

います。認知症の症状は大きく分けて中核症状

と行動・心理症状の２つに分けられます。中核

症状とは、病気等により脳の細胞が壊れ、その

細胞が担っていた機能が失われたために生じる

症状であり、記憶障がい、見当識障がい、理解

・判断力の障がい、実行機能障がいがありま

す。また、行動・心理症状は、中核症状により

日常生活にうまく適応できない場合に、本人の

性格、環境、身体状況が加わって起こる症状で

あります。例えば、大事なものを自分でしまい

込んでしまったこと自体を忘れる、自立心が強

くて、子供に世話や迷惑をかけたくない、「家

族が私の大事なものを盗んだ」と言うなどの症

状があらわれます。認知症もほかの病気同様、

早期診断、早期治療が大切であります。早期の

診断により、本人、家族が今後の生活への備え

を早目に考えることができるからであります。

そこで伺いますが、県内に認知症の人はどのく

らいいると思われるのか。また、認知症の対応

には早期発見が非常に重要だと思っております

が、早期発見のために県はどのような対策をと

られているのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

日常生活にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

いて見守りを必要とします認知症の方につきま
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しては、現在のところ県内に３万人程度と推計

をいたしております。また、認知症の対応を適

切に行うためには、早期発見、早期対応が大変

重要でありまして、迅速な鑑別診断に基づき、

適切に医療や介護の方針を決定することが必要

と考えております。このため県におきまして

は、各市町村に設置されております地域包括支

援センター職員への研修等を行うことにより、

相談体制を充実するとともに、県内に３カ所指

定しております認知症疾患医療センターにおい

て、医療相談や専門医療の提供を行っていると

ころです。さらに、早期発見、早期対応には、

かかりつけ医や医療従事者の役割も重要なこと

から、新年度にはこれらの方々への研修を充実

することといたしております。

それでは次に、農地中間管理○星原 透議員

機構についてであります。我が国農業の構造改

革を推進するため、農地の集積・集約化を行う

農地中間管理機構を都道府県に創設するという

ことであります。現状では、高齢者の方々が農

業経営からリタイアするときや、地域において

担い手同士間で土地の利用権を交換したいと

き、個々の農地ごとにやっているのでは手間が

かかり過ぎるなどの問題があり、また、農地を

貸し付けたいが、受け手がいないために耕作放

棄地になってしまう実態等があります。そこ

で、信頼できる農地の中間的受け皿があれば、

人・農地問題の解決がしやすくなることを踏ま

えて整備することになったのが、今回の農地中

間管理機構であります。そこで、代表質問でも

いろいろと取り上げられましたので、私は、本

県の農地中間管理機構事業を展開するには多く

の課題があると聞いておりますが、来年度はど

のように進めていく考えなのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

機構事業の推○農政水産部長（緒方文彦君）

進に当たりましては、１番目に分散状態にある

農地の面的集積、２番目に規模拡大や集落営農

等の推進、３番目にリタイア農家と担い手との

マッチングなど、受け手を明確にした取り組み

を基本として、まずは各市町村単位にモデル的

に取り組む地域や集落を選定いたしまして、事

業の検証等を行いながら進めてまいります。ま

た、農地の流動化を進める際の大きな障壁と

なっております不在地主の農地や耕作放棄地な

どは、利用意向調査を行った上で、一定期間そ

のまま放置されている場合には、知事の裁定で

機構が預かる新たな仕組みも創設されましたの

で、機構事業と一体的に取り組み、解消してま

いりたいと考えております。いずれにいたしま

しても、新たな制度の取り組みでありますの

で、市町村を初め関係機関・団体と十分連携を

図りながら、本県の実情に即した実効性のある

機構運営となるよう努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、豚流行性下痢（ＰＥ○星原 透議員

Ｄ）についてであります。ＰＥＤが地元都城市

を中心に、２月末現在、都城市で38農場、串間

市で２農場、えびの市で１農場、宮崎市で１農

場、合計42農場で発生しており、また8,332頭が

死亡しております。ところで、今回の発生は17

年ぶりとのことですが、都城市でなぜこんなに

広く伝播したのか。農家の防疫に対する取り組

みがおくれたのか、農家と関係機関との情報や

連携に問題はなかったのか。本県は口蹄疫など

で多くの苦労や経験を積んでおり、その反省か

ら防疫体制の強化に取り組んできたはずであり

ますが、なぜという複雑な気持ちであります。

そこで、我が会派の押川会長が代表質問でＰＥ

Ｄを取り上げましたので、私は、農家に対して
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今までと違う防疫の指導や地域防疫のあり方、

養豚農家と行政の情報の共有化、今回のＰＥＤ

発生での課題を踏まえ、今後の防疫対策の取り

組みについて農政水産部長にお伺いします。

本県では、口○農政水産部長（緒方文彦君）

蹄疫の反省を踏まえまして、防疫体制の強化を

進めてきたところでありますが、今回、このよ

うにＰＥＤの発生が続いておりますことから、

今後さらに防疫の徹底を図っていく必要がある

と考えております。まず、防疫の基本でありま

す農場防疫につきましては、研修会等により農

家の防疫意識のさらなる向上を図るとともに、

農場を訪問する機会の多い獣医師や畜産関係団

体と連携し、より具体的なチェックリストを作

成するなどして、個々の農場に対するきめ細や

かな指導を行ってまいりたいと考えておりま

す。また、市町村や地域自衛防疫推進協議会を

核といたしました地域単位での防疫体制の強化

にも、あわせて取り組んでまいります。さら

に、防疫上重要な情報の共有化を図るため、現

在、家畜防疫情報メールなどの活用を進めてお

りますが、改善すべき点もあると思われますの

で、より効果的な情報提供のあり方について検

討してまいります。

なお、今般のＰＥＤにより、今後の養豚経営

への大きな影響が懸念されますので、現在、低

金利の制度資金の活用につきまして、関係機関

との調整を行っているところであります。

養豚農家の皆さんから電話を○星原 透議員

いただいた中に、要するに今回の対応が遅かっ

たんじゃないかと、そういう感じの電話も何人

もからいただいておりますし、豚の場合、夏が

一番豚価が高い時期だそうでありまして、今後

の経営に対する懸念をかなり言っておられまし

たので、ぜひ支援策等も考えてほしいと思いま

す。

次に、歩道整備についてお伺いします。地元

の県道高城山田線の志和池下水流から王子橋手

前までの歩道未整備区間についてであります。

現在、志和池小学校から王子橋方向の延長500メ

ートル区間は、平成18年から24年までに歩道整

備が終了し、また高城側は王子橋手前までの歩

道整備が平成10年までに終わっております。今

回、地元からの要望は、残りの区間である王子

橋手前までの900メートルの歩道整備についてで

あります。全区間が整備されないと利用者に

とっては価値がないと言われておりますし、地

元の皆さんは一日千秋の思いで工事着工を期待

しております。そこで、県道高城山田線の都城

市下水流町における歩道の未整備区間の取り組

みについて、県土整備部長にお伺いします。

県道高城山○県土整備部長（大田原宣治君）

田線の志和池小学校から500メートル区間につき

ましては、法定通学路であることから、優先し

て歩道整備を進めてまいりましたが、議員御指

摘のとおり、王子橋手前までの900メートル区間

については、いまだ歩道整備が完了していない

状況であります。この未整備区間につきまして

は、２車線は確保されているものの、路肩が狭

く、自動車交通量が多いことから、自転車通学

生の安全確保のためにも、歩道整備の必要性は

認識しているところです。当該区間は、延長も

長く、抜本的な整備を図るには、国の交付金を

活用して整備することが得策であると考えてお

りますが、このためには、都城市教育委員会や

地元警察などと合同で現地調査を行い、歩道整

備の要対策箇所として国に要望していく必要が

あります。今後、県としましては、関係団体な

どと連携し、早急に整備に向けた検討を行って

まいりたいと考えております。
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次に、王子橋のかけかえ工事○星原 透議員

についてであります。この橋の総延長は253メー

トルで、高城側から103メートルについては、昭

和32年に建設され、幅員が5.5メートルです。志

和池側の150メートルは、昭和43年に建設され、

幅員が６メートルであります。この橋の中央部

に近いところで幅員が50センチメートル違うた

め、大型車両同士は交互通行でないと通行でき

ません。また、高校生の自転車通学路でもあり

ます。地元の方に、「この橋を歩いて渡る人は

いないですよ」と皮肉を言われたところでもあ

ります。この橋が建設された時代と現在は交通

量が違いますし、以前に比べて大型車両の通行

がふえており、地元では大きな事故が起きなけ

ればいいがと心配しているとのことでありまし

た。そこで、王子橋のかけかえに向けた取り組

みについて、県土整備部長にお伺いします。

王子橋は、○県土整備部長（大田原宣治君）

大淀川にかかる長大橋で、緊急輸送道路にも指

定しておりまして、防災上も重要な橋梁であり

ますが、道路幅員が狭く、歩道も設置されてい

ないことや、建設後50年以上が経過しているこ

となどから、整備の必要性は認識しているとこ

ろであります。現在、橋梁のかけかえに向けた

事前調査を実施しているところでありまして、

今後は、河川管理者である国との協議を行いな

がら、地質調査や橋梁予備設計など必要な調査

を進めてまいりたいと考えております。

この歩道未整備区間内の道路○星原 透議員

脇には平原地区公民館があり、その公民館の裏

には地区の共同墓地もあります。この道路は児

童生徒の通学路でもあり、また地区民が公民館

での行事や墓参りなどに利用するため、歩道整

備は地域住民の悲願であります。王子橋とあわ

せて一日も早く整備していただきますよう、要

望いたしておきます。

次に、学校における危機管理についてであり

ます。本県の学校現場における校内や登下校中

の事件や事故、自然災害などを想定しての危機

管理についてですが、学校管理下において事故

や事件が発生したときに、混乱することなく、

迅速かつ的確に物事に対応できるように、全教

職員の共通理解と協力のもとに万全の体制を確

立しておくことが大切だと考えます。そこで、

学校生活において想定される事故や自然災害な

どが発生した場合に対する、児童生徒の安全に

関する学校の危機管理の取り組みについて、教

育長にお伺いします。

児童生徒の命や安全○教育長（飛田 洋君）

を守ることは、学校において何より優先される

べきものであり、県教育委員会におきまして

は、日ごろより、危機管理の意識の高揚と取り

組みの充実を図るよう、各学校に指導いたして

おります。学校におきましては、想定されるさ

まざまな危機事象、例えば自然災害や交通事

故、不審者侵入などについて、発生前、発生

時、そして事後という３つの局面に分けて危機

管理マニュアルを作成するとともに、児童生徒

が心肺停止した際の心肺蘇生や、校内に不審者

が侵入した際の対応など、緊急時を想定した教

職員の訓練の実施、さらには校内や校外の危険

箇所の点検など、児童生徒の安全確保のための

取り組みを進めているところであります。

次に、日常生活のさまざまな○星原 透議員

場面で発生する災害の危険を理解し、安全な行

動ができる判断力はもちろんですが、自分の安

全だけでなく、ほかの人の安全にも気配りがで

きるように指導する必要があります。そこで、

巨大地震などの防災対策として、校内や登下校

中、学校外や休日などでの災害に対して、幼稚
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園や小・中・高等学校などの児童生徒の発達段

階に応じた防災教育が必要だと考えますが、学

校における安全教育の取り組みについて、教育

長にお伺いします。

学校における安全教○教育長（飛田 洋君）

育は、日常生活で起こる事故や犯罪から身を守

ることについて学習する「生活安全」、交通場

面などにおける危険防止について学習する「交

通安全」、自然災害や火災などについて学習す

る「災害安全」の３つの領域について、全教育

活動を通して取り組んでおります。例えば災害

についての安全教育では、自然災害等の現状や

原因について理解を深めたり、さまざまな自然

災害を想定した避難訓練を実施したりするな

ど、災害時にみずから主体的に判断して行動で

きる児童生徒の育成に努めております。また、

安全教育は、児童生徒の発達の段階に応じた指

導が必要でありますので、小学校段階において

は、危険予知や安全な行動をとることができる

など、自己の安全確保ができるようにし、中学

校・高等学校段階では、安全確保に加え、学

校、家庭及び地域社会の安全活動に進んで参加

・協力し、貢献できるようにするなど、段階に

応じた指導となるよう配慮しながら、その充実

に努めているところであります。

次に、安全教育を充実するた○星原 透議員

めの、父兄や地域の公民館、消防団や警察な

ど、家庭や地域との連携が大事だと考えます

が、この取り組みについて教育長にお伺いしま

す。

御指摘のように、学○教育長（飛田 洋君）

校における安全教育をより効果的にするために

は、家庭や地域と連携することが必要不可欠で

ございます。各学校においては、登下校時の安

全確保や防犯のために、保護者や地域の方々に

協力をいただきながら、通学路の見守り活動や

危険箇所点検を定期的に行っております。ま

た、避難訓練におきましても、児童生徒を保護

者へ引き渡しする場面までを行ったり、地域の

防災士や住民の方に避難経路や避難場所につい

て御助言をいただくなど、連携した取り組みを

行っております。今後とも、市町村や関係機関

と連携しながら、地域ぐるみの安全教育が充実

されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

子供たちの命を大事にする安○星原 透議員

全教育でありますから、危機管理についてしっ

かりと取り組みをしていただきたいと、お願い

をいたしておきます。

次に、携帯電話・スマートフォンについてで

あります。平成24年11月に内閣府が携帯電話に

ついて調査したところによりますと、携帯電話

を持っている児童生徒の割合は、小学生で27.5

％、中学生で51.6％、高校生で98.1％という調

査結果が出ております。携帯電話の種類につい

ては、機能限定電話や子供向け携帯電話が21.9

％、スマートフォンが36％、その他の携帯電話

が42.1％となっており、平成23年度に5.7％だっ

たスマートフォンが大きく増加しているようで

あります。携帯電話は、私たちの生活にさまざ

まなメリットを与えてくれる便利なものではあ

りますが、反面、携帯電話を利用することで、

児童生徒が犯罪の被害に遭う危険性もありま

す。また、全国では、携帯電話のゲームサイト

の利用などにより、多くの児童生徒が犯罪の被

害に遭っているようであります。そこで、児童

生徒の携帯電話の所持状況とそれにかかわる問

題点について、教育長にお伺いします。

今年度、全ての公立○教育長（飛田 洋君）

学校を対象に実施いたしました調査によります
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と、スマートフォンを含めた携帯電話の所持率

は、小学校で約28％、中学校で約26％、高等学

校で約89％、特別支援学校で約27％となってお

ります。所持にかかわる問題点といたしまして

は、長時間にわたる使用により、健康面や学習

面などへの影響が懸念されております。また、

コミュニティーサイトなどの利用において、知

らない人からメールが届いたり、悪口や嫌なこ

とを書かれたりするなどの問題も生じておりま

す。

次に、携帯電話の使用に関し○星原 透議員

て、学校ではどのような指導を行っておられる

のか、教育長にお伺いします。

携帯電話の使用につ○教育長（飛田 洋君）

きましては、小学校では総合的な学習の時間を

中心に、中学校では技術・家庭科や学級活動な

どの時間に、高等学校では教科としての「情

報」という時間において、発達の段階に応じ

て、正しく適切に利用するための指導が行われ

ております。また、児童生徒への指導はもちろ

んのこと、保護者への啓発も図るため、入学説

明会やＰＴＡ総会などさまざまな機会を捉え

て、県警サイバー犯罪対策室や携帯電話事業者

等の専門家による講話を実施するなど、関係機

関と連携した取り組みも行われているところで

あります。

最後に、携帯電話の使用によ○星原 透議員

り、児童生徒が被害に巻き込まれた事例はどの

ようなものがあるのか。また、今後どのように

対応を考えておられるのか、教育長にお伺いし

ます。

被害事例といたしま○教育長（飛田 洋君）

しては、報道等もされておりますが、出会い系

サイトで知り合った成人による性被害、交際相

手の要求のままに送信した生徒の写真のネット

上への無断掲載、悪質なサイトの利用による高

額な支払いの請求などがあります。県教育委員

会では、このような被害の早期発見や未然防止

のために、現在、ネットトラブル解決支援事業

において、定期的にネットパトロールを行って

おります。また、トラブルの解消のため、目安

箱サイトで相談を受けて、解決に向けた具体的

な支援を行ったりしております。今後も、問題

が高度化・複雑化する中、こういう事案に適切

に対応できるように、このような取り組みを強

化していくべきだと考えております。さらに、

教職員の研修の充実はもちろんのことですが、

家庭の協力、家庭における携帯電話使用のルー

ルづくりやフィルタリングの徹底など、県警と

連携をとりながら、保護者への啓発にも力を入

れていくことが大切だと考えております。

以上で私の質問の全てを終わ○星原 透議員

ります。それぞれ答弁いただきましたが、執行

部は執行部で、教育委員会は教育委員会で県勢

発展にさらに御尽力いただきますようにお願い

をして、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）

次は、西村賢議員。○丸山裕次郎副議長

〔登壇〕（拍手） いよいよ３○西村 賢議員

月16日に、日向市民、宮崎県民の悲願でありま

す東九州自動車道日向―都農間が開通をいたし

ます。昨日も日向市で開通プレイベントがあり

ました。河野知事、福田議長にも御出席をいた

だきました。本当にありがとうございました。

先人たちの思いも踏まえ、半世紀待った、い

や、半世紀待たされたと言われる高速道の開通

に喜びもひとしおであります。そのお祝いムー

ドに冷や水を浴びせるわけではありませんが、

開通後の懸念につきまして質問をさせていただ

きます。
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先日、東九州自動車道全線開通に関するアン

ケート調査結果を拝見いたしました。その結果

からは、高速道開通の時期には高い認知度があ

り、また多くの事業者が開通の効果を期待する

一方、高速道路開通への対応策は、「とってい

ない」、また「必要ない」と回答しておりま

す。その割合は全事業者の約９割にも上りま

す。この結果に非常に懸念をしておりますが、

高速道路がつながり、他県へのアクセスが向上

するに伴い、他県からも本県へのアクセスは向

上するわけですから、ピンチもチャンスも同時

に訪れます。仕事や人材、企業収益をほかの地

域に吸い取られてしまう懸念もあります。いわ

ゆるストロー現象でありますが、この対策は高

速道路や新幹線などが開通する沿線では避けら

れないものであります。

御存じかと思いますが、熊本県のゆるキャラ

「くまモン」、この誕生も、熊本県が2011年の

新幹線開通を目指したときに、熊本駅が通過駅

となってしまわないように、４年半前の2006年

から立ち上げた、関西地方、中国地方をター

ゲットにして認知度をアップさせるためのＫＡ

ＮＳＡＩ戦略会議の立ち上げたキャラクターと

して2010年に誕生したものでした。九州新幹線

開通の数年前から周到なＰＲ対策等続けたこと

で熊本県の認知度は向上し、また新幹線効果も

十分にあったと思います。「くまモン」がすご

いのではなく、それに取り組んだ熊本県の取り

組みがしっかりと実を結んだ結果だと思いま

す。本県の高速道路開通に対する対策はどうな

のか。ストロー現象に対し、県は県民、県内企

業に具体的な対策例を示していかなければなら

ないと思いますが、県の対応策がどうなってい

るのかを総合政策部長に伺います。

以下、質問者席にて質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（土持正弘君）

えいたします。

高速道路がつながりますことは、利便性が向

上する一方で、本格的な地域間競争にさらされ

るということでもあります。議員御指摘のスト

ロー現象により、活力が他の圏域に奪われた

り、地域が単なる通過点となる事態を避けます

ためには、フードビジネスを初めとする本県の

成長産業や、観光、食、そして国際物流を担う

細島港等のさまざまな地域資源を磨き上げ、国

内外に広く発信することを通じまして、人、

物、金の流れを本県に積極的に取り込んでいく

必要があると考えております。また、北九州ま

での開通予定を見据えまして、「競争と協調」

の精神で、大分県と連携した広域観光ルートの

設定による北部九州や中国・四国地方等からの

誘客強化や、活況を呈しています北部九州の自

動車産業と本県企業との取引拡大など、東九州

広域での経済交流を促進してまいりたいと考え

ております。

先日、県が実施したアンケートによります

と、議員御指摘のとおり、民間事業者レベルで

は、開通を見据えた取り組みが低調であるとい

う厳しい結果が出ており、県といたしまして

も、開通効果を最大限に発揮するため、今後と

も官民挙げての機運づくりを進めるとともに、

各市町村とも連携をいたしまして、地域や民間

事業者等が主体的に取り組む環境づくりに努め

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

答弁ありがとうございます。○西村 賢議員

県内企業にとりましては、どう対応策をとって

いいかわからないということがあると思いま

す。ぜひ具体策を示してアドバイスを的確にし
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ていただきたいと思います。

東九州道の開通から、どう利用拡大していく

のかが今後の課題でありますが、県外からの誘

客に対しまして、高速道路の利用拡大のために

継続的なＰＲをどうやるのか。ほかの地域の取

り組みを見ますと、例えば中国道では、ＥＴＣ

搭載車限定ではありますが、途中の乗りおりが

可能な自由な割引制度の実施などがありまし

た。本県はＮＥＸＣＯ西日本や大分県と連携

し、どのように誘客に取り組んでいくのか。高

速道路を活用した県外からの誘客対策につきま

して、商工観光労働部長に伺います。

東九州自○商工観光労働部長（茂 雄二君）

動車道北九州―宮崎間の開通を見据えまして、

既にＮＥＸＣＯ西日本や大分県と連携し、北部

九州や中国・四国地方などを主なターゲット

に、九州では初めてとなる、高速道路を割引料

金で自由に乗りおりできる周遊型割引企画の実

施に向けて協議を始めているところでありま

す。また、大分県とは、本年１月の愛媛県の旅

行会社等へのセールスに続き、北九州市や広島

市での観光ＰＲイベントや、メディアを活用し

た観光ＰＲなどにつきましても、共同で実施す

る予定にしており、効果的でインパクトのある

誘致宣伝等を継続的に行うことで、誘客促進を

図ってまいりたいと考えております。今後、こ

れらの取り組みを行うに当たりましては、市町

村や民間の皆様とも十分に連携を図りながら、

積極的に展開してまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。それ○西村 賢議員

に加えまして、細島港と高速道路をリンクする

ような海からの誘客というものを今後考えて

いっていただきたいと思います。

次に、道路建設促進大会について質問をいた

します。特に県北地域に住んでおりますと、年

間、これでもかというような大会、イベントの

出席依頼があり、そちらのほうでも非常に熱気

のある大会が数多く開催されております。行政

主体や民間主体などさまざまなものがたくさん

ありますが、これは住民を挙げて東九州道や中

央道の完成を目指すものであります。私もその

大会等に出席をしておりまして、平日の昼間に

多くの方を動員して大会を開いているわけです

が、その中心は建設関連の業者でありました

り、各市町村職員を初めとする行政関係者だっ

たりします。参加者の立場を考えますと、仕事

の手を休めてその大会に参加している方も多数

いらっしゃるわけですが、御存じのとおり、

今、建設関連業者の方々も余裕がなくて、人手

が足りないところも多いはずなのにと、壇上の

片隅から心を痛めているのは私だけではないと

思います。

まだまだ高速道路の運動は終わったわけでは

ありませんし、これからも中央道、東九州道日

南志布志線を中心に、まだまだ要望活動も続け

ていかねばならない状況にありますが、この機

に見直しを行い、例えばほかの期成会や主催団

体などとの協力、また合同開催など検討してい

かれてはどうかと思います。特に、今まで熱

意、熱意と言っていた熱意が、参加者の人数と

イコールではないと思いますし、もっと質の違

う大会にしていくことはできないのか、県の見

解を県土整備部長にお伺いいたします。

高速道路の○県土整備部長（大田原宣治君）

整備促進に向けた大会などにつきましては、

県、地元市町村、民間団体など、それぞれ異な

る17の団体において開催されているところで

す。このうち大半を占めておりますのは、地元

市町村や民間団体が主体となって開催する大会
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でありまして、高速道路を熱望する沿線住民の

思いを強くアピールする場としてふさわしい大

会となるよう、それぞれの団体の判断に基づき

開催されているところです。昨年度、県内で５

区間開通したこと、そして今年度、北浦―須美

江間、日向―都農間の供用が大幅に前倒しされ

たこと、また、蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間、日南

―串間―志布志間の概略ルート・構造の検討が

現在、鋭意進められていることなどは、いずれ

もこうした大会の開催が原動力となっているも

のと思われます。今後もこうした積み重ねはま

だまだ必要ですので、県としましては、各団体

それぞれの思いを尊重しつつ、より効果的な大

会となりますよう、一緒になって対応してまい

りたいと考えております。

その中身はわかるんですけれ○西村 賢議員

ども、いろんな大会がありますが、壇上から見

ますと、その参加者の顔ぶれというものはほと

んど固定化をしておりまして、実際にほとんど

の県民の方は、その時間に働いていたり、ほか

の仕事をされている方もたくさんいらっしゃい

ます。そういった中で、県民挙げて盛り上げい

こうというときの思いと若干違うんじゃないか

という違和感をいつも抱くものですから、質問

させていただきました。

同じ質問を内田副知事にしたいと思います。

内田副知事は国交省から来られておりますの

で、国交省の考える住民の熱意というもの、そ

れはどういうことなのか。こぶしを掲げて「頑

張ろう」というのが熱意なのか、要望・陳情活

動の数なのか。もちろん、限られた中で国交省

も優先順位を決めるという大変な役割を担って

いるとは思いますが、そのあたりを踏まえて内

田副知事にお伺いいたします。

道路の整備に当たり○副知事（内田欽也君）

ましては、例えば投資効率でありますとか円滑

な事業執行の環境、あるいは地元の状況とか熱

意、こういったさまざまな事項を総合的に評価

して進められていっているものだと思っており

ます。そういう中で、地域の実情とか住民の思

いというのは、なかなか定量化とか数値化には

なじみにくいものでもありますので、そこは具

体的な事例を交えながら、いわゆる生の声とい

う形で直接関係者に届けるということも非常に

効果的なのではないかと考えているところでご

ざいます。このため、整備促進のための大会の

開催ですとか要望活動などの自発的な地域の取

り組みというのは、引き続き非常に重要である

と考えているところでございます。

答弁いただいてありがとうご○西村 賢議員

ざいました。ただ、そう言われますと、我々は

またあと何十年、もしくは何百年と「頑張ろ

う、頑張ろう」とやっていかなくてはならない

のかと、少しくじけそうな思いもありますし、

先ほど申し上げたとおり、その会場に来ている

参加者たちの熱気というものは当然あるんです

が、それ以外のほかの県民も巻き込んだよう

な、集まった数イコール熱意ではないものを考

えていっていただきたいというのが私の思いで

あります。ぜひ関係部並びに知事初め皆さんで

検討していただきますように、お願いを申し上

げておきます。

次に移ります。日向インターチェンジが開通

して、いよいよ細島港とリンクしますと、その

交通の便は格段によくなります。その中でも細

島港へ進出した中国木材に今、県北の期待が集

まり、その中国木材の開業から、入郷地域やほ

かの高速道路を利用した木材の搬入等も加速す

るのではないかと予想されておりますが、現存

の国道327号は片側１車線でカーブが多く、沿線
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には住宅や急傾斜地、また河川もあり、道路の

拡幅は困難であります。そこで、日向インター

チェンジから西側、入郷方面に延びる日向バイ

パスの建設を望んでおりますが、県はどのよう

に考えているのかをお伺いします。

国道327号に○県土整備部長（大田原宣治君）

おきましては、議員のお話にもありましたよう

に、アクセス機能の向上や日向市内の交通混雑

の緩和を目的に、国道10号から日向インター

チェンジを経由し、現国道に接続するバイパス

道路を計画しているところです。このうち、日

向インターチェンジから東側の国道10号までの

区間につきましては、東九州自動車道日向―都

農間の開通前の３月14日に供用を行う予定とし

ております。また、日向インターチェンジから

西側の現国道までの区間につきましては、現

在、土地利用状況や経済性などを勘案し、最適

なルートの検討を行っているところでありまし

て、今後の事業化に向け、必要な調査を進めて

まいりたいと考えております。

済みません。質問が多いもの○西村 賢議員

ですから、非常に私自身が早口になっておりま

すが、答弁は、ゆっくりでも大事なところだけ

述べていただきますようにお願いいたします。

次に、細島港の整備についてお伺いをいたし

ます。

まず、防災対策について危機管理統括監に伺

いますが、先日、防災の権威でもある、群馬大

学片田教授の勉強会に出席をいたしました。津

波からの防災をかねてから訴えられてきた方

で、本人は謙遜しておりますが、「釜石の奇

跡」としての話は、津波被害の中でも生存率の

高い実話として語られております。その詳細は

省略をいたしますが、その勉強会で、「大津波

は数百年に一度の話であり、過剰な心配は災害

前過疎などを引き起こすおそれがある」との指

摘をされました。教授は日向市にも来られたこ

とがあり、土地勘がありましたので、避難施設

の話をさせていただきましたところ、「命山」

もしくは「サバイバルマウンド」と呼ばれる盛

り土でつくった避難マウンドを紹介していただ

きました。例えると古墳の円墳のようなイメー

ジだと思いますが、ふだんは公園化をしてい

て、いざとなったらそこへ逃げるというもので

す。

早速、静岡県浜松市に現在建設中のものがあ

るということで行ってまいりました。浜松市は

長い海岸線があり、沿岸部には鉄製の避難タワ

ーが７カ所、避難マウンドが２カ所建設されて

おりましたが、避難タワーは１基150人程度、避

難マウンドは1,000人程度の避難ができるとのこ

とでした。避難マウンドは、タワーに比べて設

置には広い土地が必要なことがネックではあり

ますが、避難者１人当たりの建設費は割安とな

ります。繰り返しますが、やはり数百年に一度

という津波を想定して考えていくならば、マウ

ンドのほうが現実的でありますし、避難タワー

などの構造物では、50年後にメンテナンスや建

て直しなど、そのときによっては負の遺産とし

て残しかねないものであると思います。細島港

の工業地域には3,000人の方が働いていると言わ

れておりますが、細島港の県有地に先駆けて建

設することはできないのか、危機管理統括監の

見解を伺います。

津波避難○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

施設は、沿岸住民の命を守るために非常に重要

な施設でありまして、沿岸の市町では今月中

に、南海トラフ特措法に基づく特別強化地域の

指定を受けた上で津波避難対策緊急事業計画を

策定し、具体的な検討を行うこととなっている



- 189 -

平成26年３月３日(月)

ところでございます。お尋ねの「命の山」と言

われるものにつきましては、沿岸10の市町と県

で構成する宮崎県津波対策推進協議会におきま

しても、先進地調査をする中で、静岡県袋井市

の事例を調査したところでございます。そのよ

うな調査を踏まえながら、どのような施設を整

備するかにつきましては、まずは実施主体であ

る市ないしは町で判断されることになりますけ

れども、県といたしましては、「命の山」を含

め、日ごろから利用できる避難施設についても

国の支援の対象となるよう、引き続き強く要望

してまいりたいと考えております。

しっかりと要望していただき○西村 賢議員

たいと思います。また、日向市は、県の試算で

も１万5,000人ほどの死亡者が出るのではないか

と予想されている、特に被害の大きく予想され

る地域でもあります。市だけでどれだけの対応

ができるか不安なところもありますので、ぜひ

統括監のお力もかりて、１人でも死者が出ない

ような対策を打っていただきたいと思います。

次に、細島港の整備について伺います。円安

などで木材の海外輸出がふえている中で、これ

までも議会で要望させていただいておりました

が、細島港の薫蒸設備、木材置き場の整備が今

どのような状況にあるのか、その進捗状況をお

伺いします。

細島港の木○県土整備部長（大田原宣治君）

材輸出につきましては、ここ数年、台湾向けだ

けではなく、薫蒸処理が必要な中国向けも増加

しておりまして、平成23年度には白浜地区

に2,700平方メートルの木材関連用地を確保した

ところであります。今後、さらなる増加が見込

まれますので、平成26年度の完成に向けて整備

を進めております多目的国際ターミナル埠頭に

おきまして、新たに薫蒸用地も含めた木材関連

用地を約２万5,000平方メートル確保することと

しております。

ぜひ、これも整備を速やかに○西村 賢議員

お願いしたいと思います。

先ほども触れましたが、細島工業地域では中

国木材の建設も始まり、細島工業地帯の遊休地

もなくなってまいりました。これも何度も質問

しておりますが、現在、更地として残っている

区画は１区画で、2.6ヘクタールのみとなってお

ります。県内各地を見ても、港湾の利用や工業

用水の確保、また、これからの高速道路開通な

どのますますのニーズの高まりを考えると、メ

リットが多く、抜群の工業団地であると考えま

す。また一方では、大型観光客船など細島港に

寄港していますが、現在でも船の通る航路が非

常に狭いとの苦情が出ております。航路確保の

ためにも、少し外側に張り出した水深の深い岸

壁が必要だと考えますが、再度、細島２区、日

向精錬所北側を埋め立てて工業用地の拡大、岸

壁の新規整備はできないのかを県土整備部長に

伺います。

細島港にお○県土整備部長（大田原宣治君）

きましては、分譲可能な工業用地の不足や、４

万トンを超える船舶の接岸が困難などの課題が

ありますことから、細島港長期構想検討委員会

を立ち上げ、現在、細島港全体の将来像の検討

を行っているところであります。これまでに、

港湾利用者や地元住民の代表の方々に参加いた

だき、地域懇談会を３回実施したところ、「新

たな企業進出に備えた用地が必要ではないか」

とか、「大型船舶に対応できる新たな岸壁が必

要ではないか」など、さまざまな意見が出され

たところであります。県といたしましては、細

島２区北側につきましては候補地の一つと考え

ておりますが、今後さらに長期構想の熟度を高
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めてまいりたいと考えております。

本当にあいている土地もない○西村 賢議員

し、これから日向市が細島港を挙げてまた企業

誘致を考えていく中で、実際これ以上土地がな

いということは、誘致のしようがないというこ

とでもあります。近隣の市町村とも協力して

やっていかなければならないことでありますけ

れども、やはり便利な一番いい場所の確保、そ

してまた、つくっていかなければならないとい

うことですから、できる限り早く、その日程と

いうか長期構想を明示化していただきたいと思

います。知事においては、次のマニフェストに

も十分記していただくとありがたいと思います

が、早くこの構想を実りあるものにしていただ

きたいと思います。

次に、港湾整備負担金について質問をいたし

ます。港湾の整備には、漁港の整備を含め、整

備事業費の１割を各自治体が負担することに

なっております。御存じのとおり、細島港は、

新産都市指定により整備が進められてきました

が、高速道路同様に半世紀もの間なかなか整備

が進まない状況にありました。その間に船の大

型化など時代おくれとなってきた感もあるわけ

ですが、平成22年の重点港湾の選定から希望が

出てきました。細島港の整備は、日向市にとっ

てのみならず、本県全体の利益のために、早く

整備して県全体で活用していかねばならないも

のと思いますが、この１割の負担が日向市単独

では相当な重荷となってきております。負担が

始まった平成18年以降は毎年２～３億円程度の

市の負担だったものが、平成24年度の大型補正

で9.2億円に大幅に増加、また25年度も4.2億円

となっております。さらにこれは追加補正が必

要となるかもしれません。人口６万3,000人で予

算規模が260億円から280億円程度の財政規模の

自治体が、このような大きな負担を単独で背

負っていくのは非常に困難でもあり、また、日

向市の起債がふえ、将来的な市民の借金がふえ

ることは、市民福祉を考えていく上でも厳しい

ところがあります。他県との地域間競争など本

県経済全体のことを考えて、早期の細島港の整

備を望んでおりますが、日向市の負担によって

整備の進捗に影響を与えないかとも思います。

この細島港の港湾整備負担金の軽減について、

県の見解を伺います。

港湾整備負○県土整備部長（大田原宣治君）

担金につきましては、港湾整備事業を行う際

に、その港湾が所在する市町村に対しまして、

法律等に基づき一定の負担をお願いしていると

ころでありますが、特に県が実施する港湾整備

事業につきましては、年度ごとに当該市町村の

同意を得た上で、県議会の議決をいただき、一

部負担をお願いしているところでございます。

今後とも、港湾整備促進などの観点から、当該

市町村の御理解、御協力をお願いしたいと考え

ております。

例えば漁港のようなものは、○西村 賢議員

それぞれの地元、地域に張りついた漁業等と関

係していることから、その負担はしようがない

と思う部分もありますが、ただ、宮崎県で唯一

の重点港湾もそれと同じだと、同じような扱い

をされてしまっては、繰り返しになりますが、

全体の整備の進捗に影響を与えかねないと思い

ますし、日向市だけが負担が大きいものになる

ならば、日向市民の感情も、「だったら、そん

な整備しなくてもいいんじゃないか」という声

も上がりかねません。県によっては、以前から

の直轄公共事業費の市町村負担を見直したとこ

ろもあります。私は、いきなりこの負担金自体

を全てなくせということを言っておるわけでは
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ないんですが、細島港に対してのその軽減につ

きまして、知事の考えを伺います。

日向市にとって大きな○知事（河野俊嗣君）

負担、金額になるというところでございます。

特に大型補正対応になった24年度は９億2,000万

ということで、大変なことでありますが、その

裏負担ということで、元気交付金などの一定の

手当ての財源等もあるわけであります。あくま

で法律等に基づき、日向市の同意を得た上で一

部負担をお願いしているところでありまして、

御理解をいただきたいと考えておるところであ

ります。

当然、おっしゃる意味もわか○西村 賢議員

るんですが、ただ、人口６万3,000人といったと

ころを考えたときに、宮崎県全体の経済の発展

というものを、細島港を整備することで担って

いく、細島工業地帯は日向市に本社がある企業

というのはそんなにないわけです。ぜひこれは

考えていただきたいと思いますし、逆に言え

ば、知事において細島港の位置づけはそのぐら

いなのかなと、非常に残念に思うところであり

ますが、日向市のためだけの細島港というよう

なイメージを知事は持たれているのでしょう

か。

東九州の扇のかなめと○知事（河野俊嗣君）

いうことで、大変重要な港湾の位置づけ、その

思いで日向市とともに整備の促進を図ってきた

ところであります。

ほかの地域との競争、他県と○西村 賢議員

の競争を我が県もやっていかなければならな

い、その海の玄関口という意味でしょうが、ぜ

ひ知事に考えていただかねばならないことがあ

ります。それは、国直轄港湾整備事業負担金徴

収条例 これは昭和49年にできた条例のよう―

ですが によって、直轄港湾整備事業の場―

合、宮崎県の場合は10分の１と。補助事業につ

いては、条例化は特にされていないようです。

多分、それに準じて市町村の許可をとっている

というだけだと私は思っております。市町村の

許可というか、市町村が承認しているからとな

れば、市町村の負担というものは、市町村から

「要りませんよ」「それは無理ですよ」とはな

かなか言いにくい現状があると思います。これ

以上の議論は避けますが、この条例には知事が

定める部分が非常に強いと思います。今後もぜ

ひこの問題を深く考えていただきたいと思いま

す。このままでは日向市、かなり厳しい財政状

況に将来なっていくのではないかと思います。

先ほど防災の話もいたしましたが、防災関係で

も１万5,000人の市民が亡くなってしまうとい

う、宮崎県内でも一番大きい被害状況が想定さ

れる地域でありますので、ぜひこの部分も考え

ていただきたいと思います。

続けて質問をさせていただきます。少子化・

子育て対策についてお伺いをいたします。

安定して仕事につき、また収入や技術を身に

つけていくことは、本県に定住して結婚し、家

庭を持つためにも必要なことだと考えます。昨

年末の新聞報道で、本県の若者の離職者が高い

という記事を読みました。県内企業に就職した

人で３年以内に離職した者が、高校卒で44.5

％、全国平均は39.2％、大学卒で41.4％、全国

平均で31.0％と、全国平均と比べて非常に高い

数字であります。わずかの期間で仕事をやめる

ことは、その人材育成をしている企業側の損失

はもちろんのこと、その学校の後輩であります

とか、就職先を世話していただいた学校関係者

に対しても、信頼を失い不利益をもたらすもの

だと思いますが、このことに対してどう対策を

講じていくのか、商工観光労働部長にお伺いを
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いたします。

本県にお○商工観光労働部長（茂 雄二君）

ける新卒者の３年以内の離職率につきまして

は、高卒、大卒ともに４割を超えており、極め

て厳しい状況にあると考えております。若者の

離職理由を調べた調査によりますと、「仕事が

自分に合わない」という、企業と求職者のミス

マッチが最も多い要因として挙げられておりま

す。県といたしましては、ヤングＪＯＢサポー

トみやざきにおきまして、これまで若年求職者

一人一人に対し丁寧なキャリアコンサルティン

グを行うことで、ミスマッチの防止に努めてき

たところであります。今後、新たに就職後につ

きましても定着状況を調査し、フォローアップ

相談を行いますとともに、定着支援セミナー等

を開催し、若年者の離職防止に取り組んでいき

たいと考えております。

特に技術の習得に時間がかか○西村 賢議員

る職人や技術者と呼ばれる方々の人材不足とい

うのは顕著であります。私も、そのような職業

の方から、「若い人が入ってきてもすぐやめて

しまうんだ」という話も聞いておりますし、こ

れは、本県にとっても将来にわたり大きな課題

だと思いますので、ぜひ早急な対策をお願いし

たいと思います。

次に、男性の子育て参加について伺います。

少子化対策や育児に男性の子育てが必要である

ということは、もはや常識となってきておりま

す。積極的に子育てを行う男性を「イクメ

ン」、またおじいちゃんを「イクジイ」と呼ぶ

ことも定着しつつありますが、さらに「イクボ

ス」という言葉も耳にするようになりました。

イクボスとは、部下の育児参加に理解のある経

営者や上司のことで、部下の育児休業取得を促

すなど、仕事と育児を両立しやすい職場環境の

整備に努めるリーダーをイクボスと呼ぶそうで

す。これは私が思うことですが、今の子育て世

代は、男性の育児参加が非常に進んでいるよう

に感じます。大体30代が中心とすれば、その上

司や管理職となる世代は、子育ての大体終わっ

た50代であろうかと思います。そこにはどうし

ても世代間ギャップというものが生じてしまう

ように感じます。どの世代の子育てが正しいと

か間違っているとか、そういうわけではないん

ですが、ついつい、「子育てはこうあるべき

だ」「自分たちのときは大変だったのに、今の

夫婦は」といったことがあると、職場もぎく

しゃくしてしまうと思います。御承知のとお

り、まだまだ本県にはその部分も根強いものが

ありますが、子育て世代を職場や企業全体で支

援することによってその企業の業績が上がると

いったことを提唱する経済評論家もいます。ワ

ーク・ライフ・バランスとも呼ばれます。ここ

で知事に、県庁内の現状はどうなのかを伺いま

す。

次世代の育成は、社会○知事（河野俊嗣君）

全体にとって大変重要な課題であると考えてお

りまして、県庁としましても一事業者として、

職員を対象とした次世代育成行動計画を定めて

さまざまな取り組みを行っているところであり

ます。具体的な実態としては、本年度の知事部

局での育児休業の新規取得者は、女性職員が26

名、取得率は100％となっております。男性職員

も４名が取得している状況であります。また、

育児参加休暇制度につきましても、各所属に子

育て支援推進員を配置し取得促進に努めており

まして、この休暇を利用する男性職員の割合も

７割を超えている状況でございます。県では、

次世代育成やワーク・ライフ・バランスを推進

しようということで、庁内の職員のアンケート
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をとったりしたところもございます。こうした

声もしっかり踏まえながら、今後とも、子育て

世代の職員が働きやすい環境整備に努めてまい

りたいと考えております。

県庁内では随分と進んできて○西村 賢議員

いるように感じますが、まだまだ県内企業には

この考え方が広がっているとは思えません。中

小企業や家内制手工業の多い本県では、なかな

か浸透していくことは難しいかもしれません

が、実際に子育て世代のお母さん方からは、

「子供ができたから仕事が続けにくい」、もし

くは「仕事をしたくても職種が限られてしま

う」といったような声も聞きます。職場にいづ

らいということがあるようでありますが、本県

が企業側に行っている取り組みについて、商工

観光労働部長にお伺いをいたします。

県といた○商工観光労働部長（茂 雄二君）

しましては、男性の子育て参加の促進も含め、

ワーク・ライフ・バランスの推進が大変重要で

あると考えており、講演会の開催や広報紙の配

布等により、育児休業制度を初めとする各種制

度の普及啓発を行っております。また、お話の

ありましたイクボスの観点からも、企業のトッ

プの方々に、休暇の取得促進や時間外勤務の縮

減など企業の自主的な取り組みを宣言していた

だく、「仕事と家庭の両立応援宣言」の登録を

促進しているところであります。これまでに441

件の事業所が具体的な宣言を行い、その内容は

県のホームページで公開しているところであり

ますが、今後も多くの企業に宣言をしていただ

き、ワーク・ライフ・バランスの取り組みがさ

らに広まるよう努めてまいりたいと考えており

ます。

次に移ります。ある保護者の○西村 賢議員

方から言われて気がついたことなんですが、通

常のショッピングセンターなどにあるゲームセ

ンター、土日は家族連れなどでもにぎわってお

りますが、そこのゲームセンターに、実際にパ

チンコ店で使われていたものと同型のパチンコ

台、スロット台が、ゲーム機にまじって置いて

あります。恐らく中古の台がそういうゲーム台

にかわったのだと思いますが、もちろんゲーム

センターですから現金をかけるといったことは

できませんし、子供も遊びやすくなっていると

は思います。しかし、現金をかける以外は全く

本物と遜色のないゲーム機であります。子供の

うちから本物に近いパチンコ台やパチスロ台に

接することによって、実際パチンコ店へ行って

やってみたいという感情やギャンブルで勝ちた

いという射幸心が芽生えてしまい、抵抗感なく

パチンコ店に立ち寄り、ギャンブルにはまって

しまう子供もいるのではないかと危惧をされて

おりました。私も、ギャンブル依存予備軍をつ

くってしまうのではないかと危惧をするわけで

すが、まだ分別のつかない子供たちが遊ぶ場所

にある遊具としてはいかがなものかなと思いま

す。これを県警に伺いますと、ゲーム機自体に

は違法性はないとのことでしたが、これからカ

ジノ誘致を視野に入れる本県にとって、県民の

ギャンブル依存への懸念は御承知のとおりであ

ります。このような小さなところから対策を打

つことができないのか、福祉保健部長に伺いま

す。

ゲームセンタ○福祉保健部長（佐藤健司君）

ーにつきましては、「風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律」の適用を受けて許

可された営業でありまして、設置されるゲーム

機器についても制約を受けております。パチン

コ台等につきましても、ゲームセンター用に改

造されたパチンコ台等についての設置は法令で
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認められておりますので、条例上の規制は難し

いものと考えますが、議員御指摘の点も含め、

どのような方策が可能なのか、今後研究してま

いりたいと存じます。

今、パチンコ機器の広告だけ○西村 賢議員

を見ていましても、人気のある歌手やタレン

ト、アイドル、またアニメキャラクターを起用

したものがあり、それだけでも興味がそそられ

るのは事実です。同様に、テレビゲームでもパ

チンコ必勝法といったようなゲームソフトもあ

りますし、特にこれが買えないように規制され

ているわけでもありません。ギャンブル依存に

対して学校現場での警告はどうなっているの

か。ただ時間帯による入場禁止などの措置では

なくて、どのような指導、教育が行われている

のか、教育長にお伺いをいたします。

ギャンブル依存は、○教育長（飛田 洋君）

アルコール依存とか薬物依存などと同じく、犯

罪につながるとか金銭トラブルにつながるなど

さまざまな問題を引き起こす。そういう意味で

は大切に防止策を考えないといけないと思いま

すが、学校ではそのようなギャンブル依存防止

につながる指導として、パチンコ店などの遊技

場への立ち入りがなぜ青少年には制限されてい

るのかその理由を考えさせるなど、具体的な指

導を行っています。また、金銭トラブルについ

ても、その防止のために、消費者教育の一環と

して家庭科の授業で、いわゆるクレジットカー

ド依存による多重債務の怖さ、そういうことに

ついて学んでおります。さらに、依存症という

視点で言えば、保健体育科の授業において、薬

物乱用などによる身体依存や精神依存の危険性

を学ぶと同時に、特設の薬物乱用防止教室を実

施いたしております。このような指導を継続し

ていくことが、ギャンブル依存の予防の基盤と

なる力になると考えております。

答弁ありがとうございまし○西村 賢議員

た。かつてからこの議会でも、射幸心に対して

はいろんな議論もあったところでありますけれ

ども、私は、正しく、楽しく遊ぶゲームセンタ

ーやパチンコ店そのものを批判するわけではあ

りません。やはり、子供を守っていくという観

点から、学校現場の取り組みは、今、教育長が

おっしゃったことが最も大切ですし、また家庭

にしっかり訴えていただきたいと思います。

次に移ります。若山牧水の顕彰についてお伺

いいたします。

郷土の歌人若山牧水を顕彰している群馬県中

之条町、旧六合村というところに伺いました。

牧水が歩いて詠んだ50の歌を約20カ所の歌碑と

して設置、人口数百人ぐらいの村ですが、年に

一度、牧水まつりも行い、いまだに顕彰されて

おります。東郷町から遠く離れた中之条町でさ

え、いまだに町民に愛し続けられていることを

うれしく思いました。歌碑だけでも全国に300カ

所以上あると言われる若山牧水ですから、全国

各地にゆかりの地があることだと思います。牧

水生誕100周年の際には、東郷町で初めて「牧水

全国サミット」が行われました。現在は、ゆか

りある地域や団体が数年に一度、全国顕彰大会

と称して集いますが、なかなか大きい大会の開

催は難しいところがあります。来年はいよいよ

牧水生誕130年となります。本県内にもゆかりの

地域はたくさんあります。県も毎年、若山牧水

賞を実施していただいておりますが、130年の節

目には、もっと多くの方々に顕彰していただき

たいと思います。総合政策部長に見解を伺いま

す。

平成27年は、○総合政策部長（土持正弘君）

若山牧水生誕130周年を迎える年でありますこと
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から、全国の顕彰団体がさまざまな顕彰を行う

ものと考えております。県では、御承知のとお

り、国民的歌人であります若山牧水の業績を長

く顕彰するため、短歌文学の分野で傑出した功

績を上げられた方に対しまして、毎年、若山牧

水賞を授与しているところでありますが、平

成27年は、若山牧水賞が記念すべき第20回を迎

えることとなります。このため、牧水を全国的

に情報発信し、全国の牧水愛好者が参加できる

ような顕彰行事の開催、こういったものにつき

まして、牧水賞の選考委員の皆様からもいろい

ろと御意見をいただいておるところでございま

して、私どもといたしましても、今後検討して

まいりたいというふうに考えております。

最後に知事に、観光対策、記○西村 賢議員

紀編さん1300年記念事業について一つ提言をし

たいと思いますが、記紀編さん記念事業とし

て、この議会でもたくさんの指摘がありまし

た。県外への情報発信、観光客誘致にはなかな

か生かせていないのではないかという指摘も多

数ありました。そこで、プロジェクションマッ

ピングを手がけるＮＨＫエンタープライズ社を

訪問し、関係者からお話を伺いました。プロ

ジェクションマッピング、また３Ｄマッピング

と呼ばれるものは、現在最も集客効果の高い屋

外イベントとなっております。2012年の東京

駅100周年の東京駅丸の内駅舎に映し出したイベ

ントでは、全国から観客が押し寄せ、マスコミ

が発信し、ブームの火つけ役になったと言えま

すが、ぜひこれを県庁正面でやってはいかがか

なと思います。ぜひ、神話をモチーフにしたも

のをやっていただくと、中心市街地活性化に

も、また県庁からの情報発信ということにもな

るのではないかと思いますが、知事の思いをお

伺いします。

３Ｄプロジェクション○知事（河野俊嗣君）

マッピングは、新たなＰＲの手法として大変注

目をされておるところでありますが、本県にお

きましても一昨年、平成24年３月に、古事記編

さん1300年の年を記念しまして、県立美術館の

正面の壁面 これは幅93メートルあるわけで―

ありますが をスクリーンに、古事記にまつ―

わるストーリーを３Ｄ映像で映し出すイベント

を行ったところであります。これも大変注目し

ていただいたところであります。３Ｄプロジェ

クションマッピングは、非常にＰＲ効果はある

んですが、なかなかコストもかかる取り組みと

いうことでございまして、昨年は、置県130年を

記念して、県庁本館に光の演出というものを民

間のボランティアベースでやったりしたところ

でございますが、一つのアイデアとして受けと

めさせていただいて、今後の事業を展開してい

く上での参考とさせていただきます。

時間が参りました。○西村 賢議員

最後に、中小企業支援ファンドにつきまし

て、９月議会でも私のほうから強く、知事もし

くは執行部に対して質問したところでありまし

た。きょうは時間がなくなりましたので質問は

いたしませんが、ぜひ８億9,000万円の損失の重

みというのをしっかりと感じていただきまし

て、積極的かつ慎重な予算審議をこれからもさ

せていただきたいと思います。

きょうはありがとうございました。（拍手）

ここで休憩いたします。○丸山裕次郎副議長

午後２時49分休憩

午後３時10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、鳥飼謙二議員。
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〔登壇〕（拍手） それでは、○鳥飼謙二議員

一般質問を行います。

まず、知事の政治姿勢について、壇上から２

問お尋ねをいたします。

知事は、２月定例県議会に、対前年比1.3％増

の平成26年度一般会計当初予算5,733億円を提案

されました。議会の問題提起を真剣に受けとめ

られ、積極的に各種事業化されたことを高く評

価いたします。県民の暮らしと平和を守るため

の県政を推進されるようにお願いいたします。

まず、県民の皆さんが県政に関心を持つ、す

なわち予算に関心を持っていただくことは、大

変重要であると考えております。予算編成過程

についてお尋ねいたします。これまで私は、予

算編成の透明化に努めるべきではないかと、数

回にわたり問題提起をしてまいりました。中途

で、性質別予算や款別予算の公表はありました

が、これでは県民の皆さん方には何のことかわ

かりません。例えば、当面、新規分の事業別予

算の所管部長要求もしくは財政課長査定段階で

公表することで、予算編成過程が県民にも理解

され、県政への関心を高めることにつながるの

ではないかと思うのですが、新年度の予算編成

はどうであったのか、知事にお尋ねをいたしま

す。

次に、消費税と社会保障制度改革についてで

あります。来月４月から、消費税の税率が５％

から８％へ引き上げられ、買い控えにより、Ｇ

ＤＰの60％を占める個人消費が冷え込み、日本

経済が停滞するのではないかと懸念されていま

す。また、来年、2015年10月には、消費税税率

をさらに10％に引き上げられることも予定され

ています。消費税については、これまで、生活

必需品の消費に占める比率が高い低所得者に

とっては大きな負担増となる逆進性の問題、ま

た、2010年度実績ですが、トヨタ自動車で年

間2,200億円、全体では約２兆円の払い戻し税と

して還付を受ける輸出還付金の問題、さらに、

正社員を減らし、派遣や請負などの非正規社員

化で消費税の税額控除の対象となるため、労働

力の非正規化を促進する雇用破壊の問題などを

本議会でも議論してまいりました。もともと消

費税の増税は、社会保障の充実を名目にしてき

ました。しかし、政府は、生活保護費の切り下

げや介護保険の要支援１・２の保険給付からの

除外切り捨てなど、社会保障給付費の抑制・削

減を進めています。知事はこれまで、消費増税

について、本県でも毎年数十億円単位で社会保

障関係経費が増加し、増税は必要であると、極

めて積極的に増税すべしと発言してこられまし

た。

そこでお尋ねします。今回、社会保障制度改

革推進法で、社会保障給付費用の主要な財源に

は、消費税及び地方消費税の収入を充てるもの

とされました。これまで社会保障給付費に負担

区分はなく、国税３税や国債が主要な財源であ

りましたが、今回、消費税が主要な財源とされ

たことで、消費税率と社会保障給付費が連動す

るのではないかと懸念しています。つまり、社

会保障を必要とするなら消費税率を上げますよ

となるのではないでしょうか。今回の改正につ

いての所見を求めます。

残りは質問者席で質問をいたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、予算編成の透明化についてでありま

す。当初予算案の編成過程につきましては、そ

の透明化を図るため、平成20年度から県のホー

ムページで公表しております。来年度当初予算



- 197 -

平成26年３月３日(月)

案につきましても、予算編成方針や予算要求の

状況、査定状況などについて、可能な限り適時

適切な公表に努めたところであります。予算編

成過程の透明化を図り、広く県民の皆様に予算

や財政状況に関心を持っていただくことが、わ

かりやすい県政を推進する観点からも大変重要

なことであるというふうに考えておるところで

ございます。これまでも、公表内容の充実や公

表時期の前倒しなどの改善にも一つ一つ取り組

んできたところでありますが、御指摘も踏ま

え、職員の負担とのバランスも考慮しながら、

透明化のあり方について、今後とも検討してま

いりたいと考えております。

次に、消費税率と社会保障費の連動について

であります。消費税の税収につきましては、社

会保障制度改革推進法において、社会保障費の

主要な財源とされたところでありますが、その

趣旨は、社会保障の充実、安定化を図ることを

目的としたものと理解しております。社会保障

費の増加と消費税率の引き上げにつきまして

は、税負担のバランスなどから、必ずしも連動

するものではないと考えますが、持続可能な社

会保障制度を構築するためには、安定した財源

の確保は重要な課題でありますので、今後も幅

広い観点から議論していく必要があると考えて

おります。私としましては、ふえ続ける社会保

障費の財源を確保していくために、所得、消

費、資産を含めた税制全体としての再分配機能

のあり方などについて、十分に検討を行ってい

く必要があると考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

何が問題かというのは十分お○鳥飼謙二議員

わかりだというふうに思います。十分受けとめ

ていただいて、透明化に努めていただきますよ

うにお願いしたいと思います。

2003年でしたか、松形知事から安藤知事にか

わられて、そして、それぞれ知事さんがかわら

れたわけでございますけれども、闊達な議論を

やろうということで、あの当時、安藤さんが提

起を受けて、それまで答弁書もいただいており

ましたけれども、答弁書はいただかないと。で

すから、初めてこの場で答弁を聞くというよう

なことになっておりまして、聞き違いがあるか

もしれませんけれども、お許しをいただきたい

と思います。

予算編成の透明化、お答えをいただきました

が、例えば、みやざき人材づくり基金設置事

業20億円、それから、陸上交通アクセス強化支

援事業、ＩＣカードの導入なんですけど、3,400

万円。議会に説明のあった資料では、突然浮上

してきたというふうな形になっております。そ

の経緯についてお尋ねしたいと思います。

今、御指摘の２つの事○知事（河野俊嗣君）

業、みやざき人材づくり基金設置事業及び陸上

交通アクセス強化支援事業でありますが、これ

は多額の財源が必要だということで、各部局の

予算要求の段階では含まれなかったということ

でございます。ただ、予算の作業全体は、年度

当初からさまざまなアイデアを出し、各部にお

けるいろんな議論を行いますし、随時私とも個

別に議論する。また、財政課が取りまとめて、

各部局の主要な課題ということでずっと議論を

積み重ねてまいりました。予算編成方針に関し

ての私の考えを踏まえ、重点施策として示し

て、予算要求を期日を定めて行うわけでありま

すが、その中には、枠に入らなかったというこ

とでありますが、その前の段階でさまざまな課

題として挙げられておった、そういう２つの事

業ということでございます。

県づくりは人づくりだという私の思いから、
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新たに重点施策に位置づけた人材育成に積極的

かつ集中的に取り組むための基金の設置、ま

た、みやざき東京オリンピック・パラリンピッ

クおもてなしプロジェクトの一環として、日本

一のおもてなし環境を磨き上げていくため、そ

れぞれ必要な事業であると判断をしまして、私

の査定の段階で指示をして予算案に盛り込んだ

ものであります。

編成過程がわかるということ○鳥飼謙二議員

は、非常に県民にもわかりやすい。去年もあり

ましたけど、知事がこれで英断したんだなとい

うのがわかるわけですよね。それだけ挙げても

らったらまた困るわけでございますけれども、

その辺は十分過程がわかるようにお願いしたい

と思います。情緒障害児短期治療施設、これは

資料の中には入っておりませんでしたけれど

も、前土持部長の段階で種をまいていただい

て、現在の佐藤部長の段階で実らせていただい

たということでございまして、そういう過程も

出てくるのではないか。そのことがやはり県政

に関心を持っていただくということにつながる

のではないかというふうに思っておりますの

で、なお一層の工夫をお願い申し上げたいとい

うふうに思います。

税制抜本改革法 私どもは改正消費税法と―

言いますけれども が成立する直前に、消費―

増税により、財政の機動的対応が可能となり、

事前防災や減災事業 すなわち公共事業です―

けれども に資金を重点的に配分して経済成―

長を図るという案文が挿入されました。この改

正消費税法附則第18条第２項についての所見

を、知事にお伺いいたします。

税制抜本改革法附則○知事（河野俊嗣君）

第18条でありますが、経済状況を好転させるこ

とを条件に、消費税率の引き上げを実施すると

していることを踏まえ、経済活性化に向けて必

要な措置を講じることを規定しておるわけでご

ざいます。このため、国においては、好循環実

現のための経済対策に基づいて、5.5兆円規模の

補正予算を成立されたところであります。消費

税の使途につきましては、消費税法上、社会保

障関係費に充てることなどが担保されておりま

す。国においては、消費税収が社会保障関係費

に充てられることを、会計上も明確にしておる

ところでございます。

消費税は社会保障に充てると○鳥飼謙二議員

いうのはわかりましたけれども、それでは、不

足するということになった場合に、先ほど申し

上げました、主要な財源というふうになってく

れば、50％以上をほかのところから財源として

出すことはちょっとおかしいじゃないかという

ことにもつながってくるのではないかと思って

おりまして、その懸念を指摘したところでござ

います。お金に色はついていないというわけで

ございます。消費税増税する際は、社会保障を

充実するんだと言いながらやってきたわけです

から、これは国民への背信行為じゃないかとい

うようなこと、この改正案が突如挿入されたこ

とについて、疑問点を指摘しておきたいという

ふうに思います。

それから、県に対する歳入についてなんです

けど、この増税によりまして、一般会計への歳

入増となる本県税収の見通しについて、総務部

長、お願いします。

今回の消費税率の○総務部長（四本 孝君）

引き上げ分３％のうちで、地方消費税分という

のは0.7％となっておるところです。この本県へ

の影響額でありますけれども、経済状況に大き

な変化がないという仮定のもとで、現行制度を

ベースに試算いたしますと、平年度で70億円程
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度の収入増となる見込みであります。

ありがとうございました。そ○鳥飼謙二議員

れなりの県の収入にはなるということですけ

ど、いろいろ問題点があるということで、知事

が積極的に増税すべきだと言ってきたことにつ

いて、私は批判を申し上げているわけでござい

ます。

それから、自助・共助というのが、この間、

かなり強調されてきていると。憲法第25条に

は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度

の生活を営む権利を有する。

２ 国は、すべての生活部面について、社会

福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に

努めなければならない。」という、「生存権」

が規定されています。ところが、社会保障制度

改革推進法とか、社会保障制度改革国民会議の

報告書、こういうのを見ますと、国民の自助・

共助ですよというのが余りにも強調され過ぎて

いるのではないか。適切な組み合わせとか、後

で取ってつけたように私には聞こえるわけでご

ざいますけれども、憲法第25条に定める生存権

からすると、後退をしているのではないかとい

うふうに思いますが、知事の所見をお尋ねいた

します。

昨年８月の国民会議の○知事（河野俊嗣君）

報告書におきましては、社会保障制度改革に当

たっての自助・共助・公助のあり方について、

基本的な考え方が示されたところでありまし

て、「自助」を基本としながら、社会全体で共

同してリスクに備える医療保険制度などの「共

助」が自助を支え、自助、共助によっては対応

できない貧困などには、生活保護などの「公

助」が補完するものとされておるところであり

ます。急速な少子高齢化が進む中、持続可能な

社会保障制度を将来の世代にしっかり伝えてい

くためには、自助・共助・公助がそれぞれ適切

に役割を果たしながら、バランスよく機能して

いくことが重要であると考えております。

そういうふうに国も言ってお○鳥飼謙二議員

るわけですけれども、やはり公助をしっかり

やってもらわなくちゃいけないということで、

憲法の考えというのがおろそかにされているな

というふうに思うわけでございます。

次に、原発再稼働についてでございます。東

日本大震災、原発震災が発生して来週で３年目

を迎えます。放射能汚染でふるさとを追われ

た15万人近い同胞は、いまだに我がふるさと

に、我が家に帰れないのであります。私たちは

「福島」を忘れてはいけないのであります。

先日、茨城県東海村で村長をしておられまし

た村上達也さんの講演を聞く機会がございまし

た。東海村は、人口約３万8,000人、日本原電の

出力110万キロワットの東海第二発電所があり、

また、ウラン化合物の粉末を溶解する工程で、

ステンレス製バケツを用いて死亡事故を起こす

という、考えられない事故を起こしたＪＣＯの

ある村でも有名でございます。

村上さんは、「東海第二発電所は、東日本大

震災で防波壁に到達した津波の高さがあと30セ

ンチ高ければ、福島第一原発（福一）と同じ壊

滅的被害を受けていた。原発は他産業を根絶や

しにする疫病神です」とまで言われました。

「政府は、福島原発事故の原因も解明しないま

ま新規制基準を定め、再稼働に踏み切ろうとし

ていますが、日本は原発を持つ技術と資格がな

いのではないか。福島事故では、この福一か

ら100キロメートル離れた地域も高濃度汚染され

た。もし、川内原発で同様な過酷事故があれ

ば、宮崎県民と全ての産業に影響を受けるで

しょう。当事者意識を持って対応してくださ
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い。リメンバー福島原発事故です」と話してお

られました。

そこでお尋ねしますが、2012年に政府による

参加型世論調査で2030年代に脱原発に転換する

とした方針が、安倍政権のもとで原発再稼働へ

ずるずると変更されています。知事の所見を求

めます。

福島原発事故の現状を○知事（河野俊嗣君）

踏まえますと、英知を結集して、将来的には、

可能な限り原発に頼らない社会を目指していく

べきというものが、私の基本的な認識でありま

す。先日発表された国の新しいエネルギー基本

計画案におきましても、「原発依存度を可能な

限り低減する」という方向性が示されたところ

であります。一方、現時点におきます燃料調達

コストや再生可能エネルギーの現状等を踏まえ

ますと、今すぐに国内の原発をゼロにするとい

うことは、現実的には大変難しいことも事実で

ございます。昨日も日向市において、マグネシ

ウム電池について、小浜教授からもお話を伺っ

たところでありますが、コスト、技術の面から

も、すぐには実用というところには行かないの

かなという、将来への期待ということでござい

ます。エネルギー政策は、国民生活や産業の維

持・発展など、我が国全体の将来にかかわる重

要な問題でありますので、安全性の確保を大前

提としつつ、安定供給やコスト低減、そして環

境負荷の低減など、さまざまな要素を勘案した

上で決定されるべきものと考えております。

やはり原発の事故が起きた場○鳥飼謙二議員

合のことを我々は考えなくちゃならないという

ふうに思います。小泉元首相の例を持ち出すま

でもなく、なぜ、脱原発に彼が至ったのかとい

うことです。放射性廃棄物を処理するところが

ないということをしっかり受けとめていかなく

ちゃならないというふうに思っております。

次に行きますが、昨年、九電との間で、川内

原子力発電所で原子力災害対策特別措置法（原

災法）に規定する重大事故が発生した場合は、

直ちに県に連絡するとした覚書を締結されまし

たが、事故が発生した場合の避難等の具体的対

応についてお尋ねしたいと思います。

昨年７月に、九州電力○知事（河野俊嗣君）

株式会社と、「川内原子力発電所に係る防災情

報等の連絡に関する覚書」を締結しておりま

す。これは再稼働いかんにかかわらずというこ

とでございまして、防災情報の連絡体制を整備

するとともに、情報伝達訓練や伝達試験などを

実施しておるところであります。さらに、本県

は、法律による義務づけはございませんが、福

島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえます

と、その日の気象条件によっては影響が及ぶこ

とも想定されるほか、隣県からの避難者の受け

入れなども考慮する必要がありますので、県の

地域防災計画の中に、原子力災害対策編を新設

することとし、今月開催予定の防災会議におい

て審議していただくこととしております。現

在、他県の例も参考にしながら、その内容を検

討しておるところでありまして、例えば、緊急

時の情報収集や伝達の体制、住民避難などの防

護活動、放射線モニタリングの実施や健康相談

などにつきまして、基本的な考え方等を盛り込

みたいと考えております。

緊急事態ということは大変な○鳥飼謙二議員

ことですよね。またそれが出た段階でお聞きを

したいとは思いますけれども、具体的な災害発

生を予想して、具体的に規定されることを求め

ておきたいと思います。

それから、原発関係ですが、トイレのないマ

ンションと言われている原発、いまだに最終処
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分の方法がございません。フィンランドでは、

「オンカロ」というところをつくって、１

万2,000トンの使用済み核燃料を埋設する計画が

進んでいると。日本でも1987年に、動力炉・核

燃料開発事業団（動燃）、現在の日本原子力研

究開発機構というところの調査で、串間市や都

城市が適地であるのかどうかというふうな研究

もされたようでございますけれども、国や関係

機関から接触・打診はないか、お尋ねをしま

す。

国の新たなエネルギー○知事（河野俊嗣君）

基本計画案では、放射性廃棄物の最終処分に関

しましては、問題の解決に向けて、今後、国が

前面に立ち、取り組みの抜本強化を行うことと

なっておるところでありますが、現時点におい

て、国から本県に対し、最終処分場に関する打

診はございません。

北海道の幌延町では、350メー○鳥飼謙二議員

トル地下まで掘っているというようなこともや

られているようですので、しっかり対応をして

いかなくちゃならないと思っております。

次に､憲法についてお尋ねをします。政府は、

集団的自衛権の行使を、憲法解釈の変更により

可能であるとして、閣議決定をするようであり

ます。日本の侵略から始まったさきの大戦で、

日本人が300万人以上、中国人を初めとするアジ

アの人で2,000万人以上亡くなったという悲惨な

体験の中から、1947年、国民主権、基本的人権

の尊重、平和主義を基調とする日本国憲法が施

行されました。この憲法を解釈改憲で変えると

いうことでは、他国から信用されなくなるん

じゃないかというふうに思います。どう読んで

も、逆立ちして読んでも、これは読めないとい

うふうに思いますけれども、もし改憲をするの

であれば、少なくとも憲法第96条の改正手続に

従うべきではないかと思いますので、知事の所

見を伺います。

安倍政権の考え方の根○知事（河野俊嗣君）

底には、近年の周辺諸国の軍事力の強化であり

ますとか、日米関係の深化、我が国を取り巻く

安全保障環境の大きな変化というものを踏まえ

た上で、大所高所の観点から、何とか国をとい

う思いがおありなのではないかというふうに受

けとめておるところでございます。国際情勢が

大きく変化する中で、非常に重要な課題でござ

いますので、国民の幅広い意見を十分踏まえ

て、国において慎重かつ丁寧に議論がなされる

べき課題であろうと考えております。

ここに国民が抜けているんで○鳥飼謙二議員

すよね。公明党の漆原さんが言われましたけれ

ども、国民が抜けている。このことは国際的な

信用を失う、このことを指摘しておきたいと思

います。知事は宮崎県のリーダーですから、そ

れに対して、政権党でありますけれども、積極

的に発言を、県民の皆さん方に発言をしていた

だきたいと思います。

最後に、女性職員の登用についてでございま

す。それぞれ、これまでも議論をされてまいり

ました。女性の登用が重要視をされております

が、残念ながら、執行部席、そちらには女性が

おられません。2001年におられて以来、女性部

長が誕生していないんですけど、女性職員のモ

チベーションを高める意味からも登用すべきで

はないかと思いますので、知事にお尋ねいたし

ます。

まずは、部長職につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、担当分野におきます県行政の責任者

として、組織を統轄し、県政のさまざまな重要

課題に取り組んでいく必要がありますので、こ

れまで、男性、女性を問わず、すぐれた識見と
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であります。その一方で、県政運営に当たりま

して、女性の感性や視点をしっかりと取り入れ

ていくことは、大変重要であると考えておりま

す。このような認識のもとに、部長級にふさわ

しい能力と意欲を持った女性職員の育成を図り

ながら、女性職員の管理職への登用に、今後と

も努めてまいりたいと考えております。

次に、医療問題に移ります。○鳥飼謙二議員

この医療問題について、今、県央部では、宮

崎市郡医師会病院の改築の問題、それから県立

宮崎病院の改築の問題と、いろいろ議論をされ

ております。極めて重要な時期に来ておるわけ

ですが、そこで、県央部の救急医療を含む医療

提供体制について、現在どのような議論が行わ

れ、また、どうあるべきだと考えておられるの

か、知事にお尋ねをいたします。

現在、県央部におきま○知事（河野俊嗣君）

しては、県立宮崎病院につきまして、老朽化や

狭隘化の解消、防災機能の向上を図るため、再

整備の検討を進めているところであります。ま

た、宮崎市郡医師会病院につきましても、宮崎

市西部への移転や、それに合わせた診療科の強

化なども議論されていると伺っております。県

央部は、県内で人口が最も多く、また、高速道

路の整備の進展によりまして、地理的に県内全

域からアクセスしやすい地域でありますので、

この地域の医療提供体制は、県下全域に影響を

及ぼすものと考えております。県としまして

は、今後とも、県央部の救急医療を初めとする

医療提供体制の整備が図られ、本県医療の充実

が一層進むよう、適切に対応してまいりたいと

考えております。

提供体制が図られるように、○鳥飼謙二議員

積極的に施策を展開していっていただくように

お願いしたいと思います。

次に、県央部の救急医療です。午前中もいろ

いろ意見がございましたが、ここはどこが責任

を持っているのだろうかと。中核となる病院と

いいますか、幹となる病院はどこなんだろうか

と。大学と県立宮崎病院に救命救急センターが

整備をされていますけれども、役割分担はどの

ようになっているのだろうか。そういうことに

ついて知事にお尋ねします。

県央部の救急医療にお○知事（河野俊嗣君）

きます最後のとりでは、ともに高度な医療を提

供する全県レベルの中核病院であります、県立

宮崎病院と宮崎大学医学部附属病院の救命救急

センターであると考えております。救急医療に

関しましては、特に両病院の明確な役割分担は

ありませんが、救急患者の疾患の状況や、患者

発生時における診療体制の状況等により、相互

に補完をしながら対応していただいているとこ

ろであります。

ここを質問するに当たって、○鳥飼謙二議員

池ノ上院長さんと宮崎病院の救急の責任者であ

る雨田先生にお会いして、いろいろとお聞きを

してまいりました。いろんな課題があるようで

す。

そこで次に、３県立病院です。３次救急病院

である宮崎病院、これが548床・22科。広大な中

山間地を抱えて大きな民間病院がない延岡病

院、22科・386床。圏域の人口が減少している日

南病院、281床・20科。この県立病院の役割をど

のように考えておられるのか、知事にお尋ねし

ます。

県立３病院は、それぞ○知事（河野俊嗣君）

れ全県レベルあるいは各圏域におきます中核医

療機関としまして、民間医療機関では対応困難

な高度医療や政策医療の提供など、大変重要な

平成26年３月３日(月)
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役割を担っていると考えております。具体的に

は、救急医療では宮崎、延岡が救命救急センタ

ーとして、日南では第２次救急医療機関として

の機能を担っておりますし、がん医療や災害医

療に関しましても、それぞれが各地域あるいは

全県を対象とした拠点病院の指定を受け、多数

の診療科の連携によります総合力や、高い専門

性を生かした医療提供体制の整備を行っている

ところであります。また、単に医療の提供にと

どまらず、医師の初期臨床研修の実施や、県内

の看護師養成機関の学生実習の受け入れなど、

県内の医療従事者の養成にも寄与しているとこ

ろであります。今後とも、他の医療機関との適

切な役割分担と連携を図りながら、こうした県

立病院が本県医療において担う幅広い機能・役

割を維持・充実させてまいりたいと考えており

ます。

よろしくお願いします。○鳥飼謙二議員

救命救急センターは、大学、県立宮崎病院、

県立延岡病院に今、整備をされていますけれど

も、大学以外は、医師不足や設備面で極めて不

十分ではないかというふうに思っています。救

急専門医の配置など、今後どのように取り組ん

でいかれるのか、病院局長にお尋ねします。

県立病院の救命救○病院局長（渡邊亮一君）

急センターの充実、特に人の面からでございま

すけれども、宮崎病院は３次救急医療施設、延

岡病院は２次・３次の救急医療施設として、そ

れぞれ県全域あるいは医療圏の救急医療を担っ

ております。この高次の救急医療を担うために

は、高いレベルの施設設備の整備が求められて

おりますことから、延岡病院においては、昨年

度、ヘリポートを備えた救命救急センターを整

備したところでございます。また、宮崎病院に

おいても、今後、病院全体の再整備の中で、セ

ンターの充実について取り組んでいくこととし

ております。

人でございますけれども、人員体制につきま

しては、それぞれ救急専門医や看護師など医療

スタッフを配置して診療に当たっているところ

でございますが、十分とは言えないという状況

でございます。引き続き、マンパワーの確保に

も取り組みながら、救命救急センターの機能の

充実に努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○鳥飼謙二議員

それから、宮崎病院の充実強化が必要である

ということであれば、再整備に当たっては、動

線が長いとか、使い勝手が悪いが、財源の関係

でやむを得ないなどの中途半端にならないよう

にお願いをしたいと思いますが、整備に当たっ

ての考え方についてお尋ねします。

県立宮崎病院の再○病院局長（渡邊亮一君）

整備につきましては、現在、構想策定に向けて

検討を行っているところでございます。施設の

老朽化などに伴いまして生じているさまざまな

課題を一つ一つ解決しながら、救急医療やがん

医療など、県民医療の向上に直結する診療機能

の充実や、防災力の強化、さらには、患者の利

便性にも配慮した施設の充実など、全県レベル

の中核病院としての使命を担うにふさわしい病

院となるよう、全力で取り組んでまいりたいと

考えております。同時に、再整備をする施設を

動かす医療スタッフの確保にも努めていかなけ

ればいけないというふうに考えております。

医師と看護師の確保というの○鳥飼謙二議員

は、本県にとって非常に重要な課題でございま

す。医師確保については、前期・後期の臨床研

修において、例えば臨床研修支援室等を設置し

て、専任の指導医の確保、個別の指導を充実す

るなどして、研修医を確保することが重要と考
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えますが、本県の現状と課題についてお尋ねい

たします。

臨床研修医の○福祉保健部長（佐藤健司君）

確保につきましては、従来から県医師会に委託

して指導医養成事業を実施するとともに、平

成23年度に設置いたしました地域医療支援機構

におきまして、臨床研修病院合同による県外で

の病院説明会への参加や、広報誌などによる本

県の臨床研修環境のＰＲなどに取り組んできた

ところであります。その結果、平成24年度の臨

床研修医は、過去最高の58名、25年度も49名と

なり、26年度は、昨年10月時点のマッチング数

では、自治医科大学生を除きまして45名と、一

定の成果が出てきているものと考えておりま

す。今後とも、病院説明会やＰＲ事業に取り組

みますとともに、各臨床研修病院と連携しなが

ら、研修プログラムの充実や指導医の養成・確

保など、研修医が魅力を感じるような研修体制

の強化に努めてまいりたいと考えております。

また、看護師の副院長登用と○鳥飼謙二議員

か、病棟のかなめである病棟師長の処遇改善な

ども看護師確保につながるのではないかと思い

ますので、病院局長にお尋ねをいたします。

看護職員の職務の○病院局長（渡邊亮一君）

格付による処遇につきましては、担当する業務

の内容や困難の度合い、組織運営上の責任の重

さなどを総合的に勘案しまして決定していると

ころでございます。したがいまして、その見直

しにつきましては、現在の格付がその職責等に

ふさわしいものとなっているのかどうかという

ことや、薬剤師や検査技師など、他の職種との

バランスも考慮しながら検討を行っていく必要

があると考えております。

次に行きます。雇用問題につ○鳥飼謙二議員

いてお尋ねをします。

今回、雇用問題を取り上げたのは、私の身近

にそのような事例があったことがきっかけでご

ざいます。特別養護老人ホームや小規模多機能

施設を運営する総合福祉施設の職員が、施設長

との対立から、一方的に職種変更され、退職に

追い込まれたり、高校新卒の病院事務職員が一

方的に解雇通告され、何らの対抗措置もとらず

退職させられたりする事例がございました。ま

た、有料老人ホームでの身体的虐待もございま

した。このような事例は県内にたくさんあるの

ではないかというふうに思っております。

県内のブラック企業の問題で、若者の使い捨

ては許されないというような指摘がございまし

た。全国平均より低いというものの、本県で

も79％、53事業所で、最低賃金法違反や労働基

準法第36条協定違反、時間外手当未払いなどの

違反があったということであります。さらに、

各種の調査で、本県雇用労働者の40％が非正規

社員だという厳しい現実がございます。そこ

で、本県の雇用労働者は、このような劣悪な労

働環境に置かれているのではないかと思うので

すが、現状について、商工観光労働部長、教育

委員長にお尋ねをいたします。

国の毎月○商工観光労働部長（茂 雄二君）

勤労統計調査によりますと、県内労働者の年間

総実労働時間は、ここ数年減少傾向にあるもの

の、全国平均を上回っており、その一方で、賃

金水準は全国平均の約８割となっております。

また、非正規労働者の割合も、全国と同様、年

々増加しておりまして、約４割となるなど、労

働環境の現状には厳しいものがあると認識して

おります。このため、県といたしましては、こ

のような状況が少しでも改善されますよう、今

後とも全力で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。
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本県において離○教育委員長（齊藤和子君）

職率が高いことや、先日、若者の使い捨てが疑

われる企業の存在が報道されましたことについ

ては、大変心を痛めているところでございま

す。私は、若者が笑顔で、そして、役に立って

いるという喜びを持って働き続けられるような

環境が必要であると常々感じております。それ

ぞれの企業におきましては、未来ある若者を、

厳しい中にも温かく育てていただきたいと思っ

ております。また、学校におきましては、みず

からの進路を選び取り、切り開く力や、自分が

置かれた立場でみずからの力を発揮し、自分を

輝かせられるような生徒を育てるキャリア教育

の充実が必要であると考えております。

学校政策課の資料によります○鳥飼謙二議員

と、2012年度県内就職者の58％、県外の42％、

合計2,421名となっていますが、彼ら、彼女らの

雇用形態についてお尋ねします。

県教育委員会が行っ○教育長（飛田 洋君）

ている就職内定状況のデータにつきましては、

例えば、平成25年の春に卒業した本県県立高校

生徒の就職決定率は98.5％でありましたが、こ

の数値は文部科学省の規定にのっとって行って

おりまして、全て正規雇用であり、非正規雇用

は含まれておりません。

先般、新規卒業者の卒業後３○鳥飼謙二議員

年以内の離職率が厚生労働省から公表をされま

した。それによりますと、平成22年高校卒業者

は本県44.5％、全国39.2％、大学卒業者は本

県41.4％、全国31％。本県はいずれも全国より

高くなっていますが、新卒者の離職率について

の認識を、商工観光労働部長、教育長にお尋ね

します。

本県の新○商工観光労働部長（茂 雄二君）

卒者の離職率につきましては、全国と比べて、

高卒、大卒でそれぞれ５ポイントから10ポイン

ト程度高い状況にあり、極めて厳しい状況にあ

ると認識しているところです。宮崎労働局の調

査では、若者の離職理由は、「仕事が自分に合

わない」という企業と求職者のミスマッチや、

「収入が少なかった」といった労働条件に関す

るものが挙げられております。このような状況

を踏まえまして、県としましては、ヤングＪＯ

Ｂサポートみやざきにおきまして、新たに就職

後のフォローアップ相談を行い、離職防止に取

り組むほか、地域人づくり事業を活用し、定着

支援や正社員化といった在職者の処遇改善につ

なげる取り組みに対して支援してまいりたいと

考えております。

本県高卒者の離職率○教育長（飛田 洋君）

が高いことにつきましては、憂慮すべき状況だ

と認識いたしております。宮崎労働局の調査に

よれば、離職の主な理由が、「働いてみると仕

事が自分に合わなかった」「職場の人間関係が

うまくいかなかった」などでありますので、学

校におきましては、就職試験応募前に、職務の

内容や勤務条件を初め、職場の状況をしっかり

と把握させる指導を充実させるとともに、生徒

のコミュニケーション力や粘り強く取り組んで

いく姿勢を育む指導を一層強化すべきだと考え

ております。また、卒業生が就職した企業を職

員が訪問して、職場に定着できるような取り組

みも今後とも進めてまいります。

ある県内企業の入社式で幹部の方が、「うち

は終身雇用の企業です。しっかり育てます」と

おっしゃっていただいたというのを聞いて、感

動しましたが、ぜひ、企業の方々にもしっかり

とそういう温かい気持ちで育てていただければ

と思います。

新規事業「ひきこもり対策推○鳥飼謙二議員
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進事業」についてお尋ねします。

我が子の長期間のひきこもりに苦しんでいる

親や保護者、そして、当事者の思いに応えてい

ただいたと、既に全国39カ所設置済みでありま

すが、これについて高く評価をしたいと思いま

す。事業の概要についてお尋ねをします。

ひきこもりに○福祉保健部長（佐藤健司君）

対応するセンターにつきましては、相談窓口と

なる「ひきこもり相談センター」と、訪問支援

などを担う「ひきこもり地域支援センター」を

設置することとしておりまして、この２つのセ

ンターに、精神保健福祉士や社会福祉士などの

有資格者を「ひきこもり支援コーディネータ

ー」として４名配置し、御本人及び御家族等へ

の支援を行うこととしております。また、ひき

こもり地域支援センターでは、地域での見守り

を担う「ひきこもりサポーター」の養成や、家

族向けの研修を含め、ひきこもりに関する普及

啓発等を実施することとしておりまして、これ

らの取り組みにより、ひきこもり対策が充実す

るものと考えております。

新たに配置をされる「ひきこ○鳥飼謙二議員

もり支援コーディネーター」の役割は非常に重

要だというふうに思います。コーディネーター

には、保健師などの専門家や親などが妥当と考

えますが、親や当事者の相談を一回限りで終わ

らせず、就労するまで継続するなどの対応が必

要だと思いますので、よろしくお願いをしたい

というふうに思います。

次に、重心児介護者のレスパイト確保につい

てでございます。

先日、「医療的ケアを必要とする障がい児者

介護者のレスパイトを考えるシンポジウム」に

参加をする機会がございました。「24時間介護

に当たる母親が、一時的にでも休養できる環境

を整備してほしい」との声が強く上がっていま

した。重度障がい児・者を持った保護者は、利

用できるサービスが少ない乳幼児期、特別支援

学校などへ通学する学齢期、特別支援学校を卒

業した後などの、子供の成長段階に合った養育

介護を行っておられます。例えば、てんかん発

作などがある障がい児の場合、睡眠時のてんか

ん発作時の投薬や１時間程度の見守り、呼吸が

不安定なときには人工呼吸器装着や体温調節な

どにより、十分に睡眠がとれない場合があると

発表しておられました。ショートステイ利用な

どで母親の休息を確保し、健康維持を図らなけ

れば、体調不良などで家庭が機能しなくなるこ

とが心配されています。そこで、介護を必要と

される障がい児・者の実態はどのようになって

いるのか、お尋ねします。

本県におきま○福祉保健部長（佐藤健司君）

す、重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重

複している状態にある、いわゆる重症心身障が

い児・者の状況でお答えいたします。施設に入

所している方が、平成25年４月１日現在で249

名、各児童相談所で把握している在宅の方

が、25年３月末現在で406名となっております。

特別支援学校での授業中の保○鳥飼謙二議員

護者の待機の現状についてお尋ねします。

たんの吸引や経管栄○教育長（飛田 洋君）

養など介助が必要な児童生徒が、安全で安心な

学校生活を送るとともに、保護者の付き添いな

どの負担を軽減するために、平成16年度から特

別支援学校に看護師を配置してきており、今年

度は、児童生徒59名に対し、看護師20名を配置

いたしております。このうち、児童生徒の状況

によって、生命に危険が及ぶ可能性があり、常

時個別の対応が必要な場合には、保護者の待機

を依頼しているところであります。今年度は６
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名の方にお願いをしております。私も直接、保

護者からお話を伺いました。26年度は少しでも

待機の時間が減らせるよう、新たに週３日、１

日３時間の範囲内において、個別にケアを行う

看護師の配置を計画いたしております。

介護者のレスパイトにつなが○鳥飼謙二議員

る重度障がい児・者のショートステイの現状に

ついて、お尋ねします。

本県におきま○福祉保健部長（佐藤健司君）

す医療的ケアが必要な重症心身障がい児・者に

対して、ショートステイを提供する施設は、宮

崎市に２施設、日南市、川南町にそれぞれ１施

設の計４施設となっており、特に利用希望の多

い土日・休日の受け皿が不足している状況にあ

りまして、提供施設の確保が課題となっており

ます。

ありがとうございました。○鳥飼謙二議員

最後に、重度障がい児・者の介護者のレスパ

イトの今後の対応についてお尋ねします。

重症心身障が○福祉保健部長（佐藤健司君）

い児・者の保護者のレスパイト、いわゆる一時

的な休息ということでございますが、身体的・

心理的負担の軽減のために充実をさせていく必

要があると考えております。このため、今年

度、在宅重症心身障がい児・者を主な対象とし

たショートステイや日中一時支援などを新たに

行う事業所に対しまして、その施設・設備整備

費用の一部を助成することとしたところであり

ます。県といたしましては、今後とも、医療機

関等の空床を利用した医療的ケアに対応する

ショートステイ、障害福祉サービス事業所によ

るショートステイや日中一時支援などの受け入

れ施設の確保に努めてまいりますとともに、受

け入れ施設職員の資質向上のための研修を実施

してまいりたいと考えております。

重度の肢体不自由と重度の知○鳥飼謙二議員

的障がいをあわせ持った重症心身障がい児と

か、重度の肢体不自由や知的障がいなど、さま

ざまなケースがございます。市町村とも十分連

携をしていただいて、適切な対応をお願い申し

上げたいと思います。

最後に、県有地の活用についてお尋ねをいた

します。

県有財産には、県庁舎や学校などの行政財

産、行政目的に使用しない普通財産というのが

ございます。財産に関する条例にさまざま書い

てございます。普通財産の所管課は、一括、総

務部総務課所管ではなくて、財産によっては、

総合政策課、総務課、障害福祉課などとなって

いますが、所管課の考え方についてお尋ねをし

たいと思います。

普通財産の所管で○総務部長（四本 孝君）

ございますが、山林、職員宿舎、貸付地、未利

用地のいずれにつきましても、それぞれの事務

事業を担当する部局が原則として所管している

ところであります。ただ、処分をするという方

針が決定した未利用地につきましては、原則と

して総務部へ所管がえをして、一般競争入札等

による売却を行っております。

普通財産の所管課は、一括、○鳥飼謙二議員

総務部総務課ではなくて、財産によってはとい

うふうになっていると、今ございましたけれど

も、福祉施設についてお尋ねをします。同じ福

祉施設でも、所管課により、あるところは９割

減免、あるところは５割減免とか、取り扱いに

差がつけられているようでございます。この考

え方について総務部長にお尋ねします。

地方公共団体の財○総務部長（四本 孝君）

産につきましては、財政運営の健全性や公平公

正な運用を図る観点から、地方自治法により、
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適正な対価で貸し付けることが原則とされてお

ります。このため、貸付料の減免は限定的に

行っているところでありまして、財産に関する

条例や減免基準に基づいて、貸し付けの相手方

や使用目的、県の政策との関係等を勘案して決

定しているところであります。

ありがとうございました。宮○鳥飼謙二議員

崎市にあります琉球塗りの流れをくむ宮崎漆器

を生産する社会福祉法人大島振興会というのが

あります。そこで伝統工芸士の指導のもとに、

生活困窮者とか身体障がい者の皆さん方が働い

て、お盆や茶わんなどの漆器をつくっているわ

けなんです。ここは、太平洋戦争の末期に、沖

縄等南西諸島から引き揚げてこられた皆さん方

を中心に移住され、その中の漆工芸技術者を中

心につくられた大島更生指導協会というのがあ

りまして、その後、社会事業の授産場を設置さ

れ、いろいろと経緯がございました。

そういう状況の中で、一方では９割減免、５

割減免とか、いろいろ貸付金に差があるという

のはおかしいのではないかというふうに思うわ

けですけれども、その理由について総務部長に

お尋ねをします。

先ほどもちょっと○総務部長（四本 孝君）

申し上げたところでありますが、財産に関する

条例や減免基準に基づいて、貸し付けの相手方

あるいは使用目的、県の政策との関係等を考慮

し、それぞれの時点で決定されているというと

ころであります。

いろいろと総務部長、お答え○鳥飼謙二議員

をいただきましたけれども、やはりどう考えて

みても、同じような広さがある福祉施設、一方

では5,000平米で貸付金額が49万9,000円、年額

ですけれども。そして、一方では、5,770平米で

すから、大体ほぼ同じですけれども、305万円と

いうのがあるわけで、これは平等性という観点

から妥当ではないのではないか。歴史的な流れ

もあるかと思いますけれども、そこはやはり平

等性を担保していただきたいということを申し

上げておきたいというふうに思います。

以上、いろいろと申し上げましたけれども、

いろんなところでいろいろ頑張っておられるわ

けでございますので、平等性をしっかりと担保

していただくというのが県政の重要な課題だと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願

い申し上げて、私の一般質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わ○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４時９分散会


