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代表質問◎

ただいまの出席議員37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、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、鳥飼謙二議員。

〔登壇〕（拍手） 昨年２月、○鳥飼謙二議員

特定秘密保護法の強行可決等に危機感を覚えま

した、社民党議員と民主党議員で結成しました

県民連合を代表して質問いたします。

私は、平成２年７月の宮崎市選挙区補欠選挙

で県議会議員として初当選をして以来、７期

約24年間、県議会議員として県政のチェックと

県政への提言をさせていただきました。県議会

に送っていただいた有権者の皆さんに心から感

謝を申し上げますとともに、切磋琢磨をした同

僚議員の皆さん、知事を初めとする県当局の皆

さん方に感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。

県民連合同僚議員の配慮により、今回質問に

立たせていただきましたが、私にとって最後の

質問となりますので、知事以下執行部におかれ

ては、どうぞよろしくお願いをいたします。

また、今年度をもって退職される県職員の皆

さん方においては、長年県勢発展に御尽力いた

だいたことを感謝いたします。

ところで、知事、２期目の当選、おめでとう

ございます。農畜産業と観光を基幹産業とする

宮崎県において、県民が安心して暮らしていけ

る宮崎づくりに御奮闘いただきますように、よ

ろしくお願いをいたします。

それでは、通告に従い、壇上で何点か質問を

いたし、そして質問者席で追加の質問を行って

まいります。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

ことしは太平洋戦争終結後70年、敗戦後70年

の節目の年であります。我が国は、平和主義、

民主主義、基本的人権の尊重を大きな柱とした

日本国憲法のもと、専守防衛の民主国家として

繁栄をしてまいりました。今日、安全保障環境

が変化したとして憲法を改定しようとする動き

が顕著となっていますが、知事は日本国憲法を

どのように受けとめておられますか、知事の憲

法観についてお尋ねをいたします。

次に、予算編成についてであります。

平成27年度当初予算は、知事選挙等の日程的

な制約により、人件費、公債費等の義務的経費

や施設管理費等の経常的経費、政策的経費でも

早急な対応を要するもの等を計上し、骨格予算

として編成した旨説明をされました。６月議会

に提案される肉付け予算は、今年度予算と同規

模といたしますと500億円程度と見込まれます

が、知事はどのように肉付け予算を編成される

つもりなのかお尋ねをいたします。

次に、地方創生と道州制についてお尋ねしま

す。

昨年11月、地方創生関連２法の成立に伴い、

政府は「まち・ひと・しごと創生本部」を立ち

上げ、人口減少の克服と地方創生を図るとした

長期ビジョンと総合戦略を策定しました。そし

て地方に対しても、国の長期ビジョンと総合戦

略を勘案し、遅くとも2015年度中に、中長期を

見通した地方人口ビジョンと５カ年の地方版総

合戦略を策定し実行するよう求めています。こ

れを聞いて、私は憤りさえ覚えました。「国と

地方は対等」という地方分権の時代にもかかわ

らず、地方の自主性を尊重するどころか、従来

平成27年２月26日(木)
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の上から目線がふんぷんとし、国の姿勢はこれ

までとほとんど変わっていないと感じたからで

ございます。地方分権の時代にあっても、国は

優越的立場を変えようとしないからです。元鳥

取県知事の片山善博氏は、７年前、2008年１月

の日経ビジネスで、「これまでも「霞が関」は

地方対策をいろいろと考えてきたんです。そし

て、自治体もそれに乗って頑張ってきた。結果

はどうですか。幾らやっても効果は出ない。逆

に、地方はますます疲弊するばかりです。結

局、自治体が何をやってもだめなんですよ。こ

れまでのように漫然と政府の言うとおりのこと

をやっているようでは。」と話しています。ま

さに地方の気概が試されていると思うのであり

ますが、政府の地方創生事業をどのように受け

とめ、宮崎県としてどのように展開しようとし

ているのか、知事にお尋ねします。

次に、エネルギー対策についてお尋ねしま

す。

先日、九州電力宮崎支店で行われました再生

可能エネルギー発電設備接続申し込みについて

の説明会に行ってまいりました。驚いたこと

に、玄海原発、川内原発の再稼働を前提にした

もので、再生可能エネルギーの接続可能量は、

太陽光817万キロワット、風力100万キロワット

とし、発電量抑制の対象を、発電能力500キロ

ワット以上の太陽光と風力から、一般住宅を含

む全ての太陽光と風力に拡大し、出力制御装置

まで設置者負担を求めるものでありました。発

電事業を進めようとする事業者から、「これで

は採算がとれるかわからない。銀行融資が不可

能になるのではないか」との声が上がっていま

したが、太陽光発電の普及に大きなブレーキが

かかるのではないでしょうか。これでは本県が

進める再生可能エネルギー拡大にも大きな支障

が出るのではないかと思われますが、今回の買

い取り制度見直しについて、知事の認識をお尋

ねいたします。

次に、地域医療対策についてであります。

本県医療の大きな課題に医師、看護師の確保

があります。県の調査によりますと、平成24年

の医師総数は2,709名で、10万人当たり240.6人

と、全国平均237.8人をやや上回っています。し

かし、宮崎東諸県医療圏に総医師数の54.7％が

集中し、10万人当たり344.6人になる一方で、日

向入郷地区では146人、10万人当たり158.6人と

平均を大きく下回っています。そこで、医師確

保及び医師の偏在解消に向けての取り組みを、

知事にお尋ねします。

また、今後増加してくる宮崎大学医学部卒の

地域枠医師については、県内にとどまり継続し

て本県医療に従事してもらうことが重要だと思

いますので、福祉保健部長にお尋ねします。

次に、高齢者福祉についてお尋ねします。

2025年には、いわゆる団塊の世代が後期高齢

者となり、要介護者の急増に伴う受け皿の整備

が喫緊の課題となっています。平成24年度介護

保険事業年報によりますと、全国の要支援１か

ら介護度５までの要介護認定者は561万人で、給

付費は７兆6,584億円、本県の要介護認定者は５

万6,376人で、給付費は約827億円となっていま

す。現在、本県の要介護高齢者の介護サービス

はどのように提供されているのか、福祉保健部

長にお尋ねします。

また、今後、要介護高齢者が急増する中で地

域包括ケアシステムの推進を図っていくわけで

すが、介護サービスの充実をどのように進めて

いくのか、特別養護老人ホーム入所待機者の現

状とあわせてお尋ねします。

最後に、農畜産業の振興についてお尋ねしま
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す。

農協改革についてであります。安倍政権は、

全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）の地域農

協への監査権限の廃止、一般社団法人化への転

換等の農協改革を実施することで、農家の所得

向上を図り、農業を活性化するとしています。

しかし、ＪＡ全中の強制監査権限をなくせば、

なぜ、どのようなプロセスで農家所得の増加に

つながるのか。全中の組織を転換すればどうし

て農業が活性化するのかは不明であります。協

同組合は、人々が連帯し助け合う相互扶助の精

神のもとに、組合員の経営と生活を守ることを

目的とした組織です。農協が、農業経営や技術

指導のアドバイス、生産資材や生活資材の共同

購入、農産物の共同販売等により、組合員の経

営と生活を守るという本来のあり方に立ち返る

ことは重要でありますが、政治目標にしてはな

らないと思うのであります。どうもＴＰＰに反

対する全中を潰してしまえという政権の意思が

透けて見えるのです。農業は、国民が生きてい

くには欠かせない食料を生産しています。いわ

ば農業問題は食料問題であり、そして農業は本

県の基幹産業であります。今回の農協改革は本

県農畜産業に大きな影響が生まれますので、知

事の所見を伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

日本国憲法についての認識についてでありま

す。憲法は、国の根幹をなす最高法規でありま

して、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義

などを基本原理として示しているものでありま

す。憲法改正の手続を定めた、いわゆる国民投

票法が成立するなど、現在、憲法をめぐるさま

ざまな動きがあるところであります。私は、世

の中が時代とともに変わっていく中におきまし

て、基本原理を踏まえた上で、憲法のあり方に

つきまして国民全体で議論していく必要がある

ものと考えております。

次に、肉付け予算についてであります。肉付

け予算につきましては、６月議会への提案に向

け、現在策定中の新たなアクションプランや地

方創生の流れなどを踏まえまして、新たな事業

や政策的な経費について検討を行い、予算案を

編成することとしております。したがいまし

て、具体的な事業内容については、今後、各部

局とさらに協議を重ねた上で構築していくこと

になりますが、私の選挙のときに掲げた政策提

案にも示しております、人口減少問題の克服、

人財づくり、宮崎の魅力向上と発信、成長産業

の育成や安全・安心な地域づくりなどは、重要

課題であると認識しておりますので、これらに

資する事業を中心に計上することになるものと

考えております。平成27年度は、今議会に提案

しております当初予算案及び平成26年度２月追

加補正予算案に加えて、この６月議会に提案す

る肉付け予算を一体的に執行することによりま

して、本県が抱える課題の解決に向けて積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、地方創生の受けとめと本県での展開に

ついてであります。私は、今般、国が人口減少

問題とその解決に正面から取り組もうとしてい

ることは極めて重要だと認識しておりまして、

地方創生は、東京一極集中の是正とあわせて、

人口減少の克服に向けて地方の実情に応じた取

り組みを支援し、その自立的な成長を促進する

ために打ち出されたものと受けとめておりま

す。このため今後は、国とともに地方にも、政

策の実現、その目的の達成に向けた覚悟という
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ものが求められるものと考えております。この

ような観点から、本県では、国の総合戦略へ反

映させるために、「真の地方創生を実現するみ

やざきモデル」を国に提言したところでありま

す。今後、宮崎県版の「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定し、人口減少社会の克服に

向け、スピード感を持って積極的に取り組んで

まいります。地方創生に対しましては、「宮崎

で成功しなければ全国での成功もない」という

信念のもとに、県内市町村と一体となって長期

的、持続的、自主的な施策の展開を図ること

で、この宮崎が地方創生のトップランナーとな

るよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、再生可能エネルギーの買い取り制度に

ついてであります。太陽光発電につきまして

は、買い取り価格が下がっていることに加え、

出力抑制への協力も求められておりますことか

ら、事業者によっては、計画の見直しなど導入

に向けた動きに慎重になっていると聞いている

ところであります。太陽光発電を取り巻くこれ

らの国や電力会社の動きは、国民負担の適正化

と電力の安定供給を図りつつ、再生可能エネル

ギーを最大限受け入れるための措置としてやむ

を得ないものと考えております。

現在、国においては、蓄電池の活用や電力系

統の増強など、導入拡大策の検討がなされてい

るところでありますが、再生可能エネルギー

は、地球環境への負荷が少なく、本県にとりま

しても、豊富な地域資源を生かせる自立分散型

のエネルギーでありますので、導入への影響が

最小限にとどまる対策が講じられるよう、今後

とも要望してまいりたいと考えております。

次に、医師の確保及び偏在解消の取り組みに

ついてであります。医師の偏在を解消するため

には、まずは医師の総数を確保することが重要

であります。このため、地域医療支援機構を活

用した県内の臨床研修医の確保や、県外からの

医師の誘致を進めるとともに、自治医科大学卒

業医師の計画的配置や、医学生への医師修学資

金の貸与などに取り組んでいるところでありま

す。また、高齢化の進行に伴い、特に地域にお

いて必要性が高まると考えられる総合医の育成

を進めているところであります。今後とも、宮

崎大学、県医師会、市町村など関係機関と緊密

な連携を図りながら、私みずからも積極的に県

内外の医師に県内勤務を要請するなど、医師の

確保や偏在解消に向けて全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

最後に、農協改革についてであります。国

は、地域の農協が主役となり、農業の成長産業

化に全力投入できるよう、今回の農協改革を進

めることとしております。本県の農畜産業に今

後どのような影響が出てくるのかは、多面的な

検証が必要であり、県としてはその影響を注視

してまいりたいと考えております。農業・農村

を取り巻く環境は、担い手の高齢化や減少など

厳しさを増しておりますことから、地域農業、

さらには地域経済や生活を支える農協が今後と

も役割を着実に担っていくためには、時代の変

化を先取りした自己改革を進めることが重要で

あると考えております。このため、今後ともＪ

Ａグループとの連携を図りながら、その改革を

支援してまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

まず、地域枠医師への取り組みについてであ

ります。地域枠や地域特別枠の学生は、本県の

地域医療を担う強い志を持って医学部に入学し
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ており、本県の医療への貢献が期待できますこ

とから、県内で継続して勤務いただくよう働き

かけていくことは、地域医療の充実に大変有効

であると考えております。このため、県ではこ

れまで、宮崎大学医学部地域医療・総合診療医

学講座と連携し、地域枠等を初めとする医学生

を対象に、僻地での診療を体験する地域医療ガ

イダンスや５年生への地域医療実習など、その

魅力を伝える取り組みを行ってきているところ

であります。地域枠はもとより、この春初めて

２名が卒業する地域特別枠の医学生、この２名

とも県内で研修を受ける予定でありますが、こ

のように、医師になった後も県内で従事いただ

けるよう定期的な交流の場を設けるなど、ネッ

トワークづくりについて宮崎大学等と相談しな

がら検討してまいりたいと存じます。

次に、介護サービスの充実についてでありま

す。本県の介護サービスの利用者は、平成26年

８月時点で４万9,998人であり、そのうち、訪問

介護や通所介護などの居宅サービスが約74％、

特別養護老人ホームなどの施設サービスが約19

％、認知症高齢者グループホームなどの地域密

着型サービスが約７％を占めております。ま

た、特別養護老人ホームの入所申込者は、平

成26年４月時点で約4,000人でありますが、その

うち入所への配慮が特に必要な在宅の要介護度

４以上の方は845人となっております。今後は、

高齢者が介護を要する状態になっても、できる

限り住みなれた地域で安心して生活ができるよ

う、居宅サービスや身近な市町村で提供される

地域密着型サービスの充実等を図るとともに、

在宅では介護の困難な重度の要介護者に対しま

しては、施設サービスの計画的な整備を進めた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

それぞれ御答弁、ありがとう○鳥飼謙二議員

ございました。

まず、知事の憲法観、最高法規であり、国民

全体で議論していくことが必要だというような

お答えでございました。通告しましたので、知

事も読まれたと思いますが、昨年12月25日の毎

日新聞にこんな記事がございました。「世論調

査で憲法改正を不安に思っている人でも60％が

学校の勉強以外で憲法を読んだことがなかっ

た。全体では70％が読んだことがなく、20代で

は86％が読んだことがなかった」というもので

あります。国民的憲法議論がいかに欠如してい

るかということではないかと思いますけれど

も、知事はこの記事を見られてどのように思わ

れますか、お尋ねします。

このアンケートの設問○知事（河野俊嗣君）

で、「学校の勉強以外で日本国憲法を読んだこ

とがあるかどうか」と聞かれると、日本国憲法

を読むという、憲法の問題に触れること、表現

の自由であり、財産権の問題であり、もちろん

平和主義の問題であり、それは報道を通じてさ

まざまあろうかというふうに思っております

が、いずれにせよ、多くの方がこの設問に対し

て「読んだことがない」という結果について

は、残念な思いがいたしております。私も大学

時代は憲法のゼミもとっておりましたし、先ほ

ど申しましたような憲法が最高法規であるとい

うことを考えると、こういう設問であっても、

多くの方に丸をつけていただきたいと思いま

す。憲法をめぐる議論に関して、国家のあり方

にかかわる問題でありますので、自分たちの問

題として今後とも捉えていくことが必要ではな

いかと考えております。

知事はかなりリベラルなとこ○鳥飼謙二議員

ろのゼミを卒業されたというふうにお聞きして
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おりまして、基本的には信頼はしておりますけ

れども、憲法96条は、憲法改正について、「各

議院の総議員の３分の２以上の賛成で、国会

が、これを発議し、国民に提案してその承認を

経なければならない。この承認には、特別の国

民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票

において、その過半数の賛成を必要とする。」

と定めています。環境権等の多くの事項は、法

律等で規定をすれば十分であると思っておりま

すし、もし憲法を変えるのであれば、今言われ

たように、憲法議論といいますか、国民的な議

論が十分尽くされるべきではないかと思ってい

ます。

安倍政権で今進められているのは、解釈を変

えた実質的な憲法改正であり、平和主義、国民

主権、基本的人権、最高法規という位置づけが

壊れつつあるのではないか。法治国家そのもの

の土台が壊れつつある。これは嘆かわしいな

と。憲法を変えなくてはならないと思っている

人でも、今のあり方はおかしいと思っているの

ではないかと思っています。今後、関心を持っ

て憲法議論をしていくことが大事ではないかと

思います。

次に、予算編成についてでありますけれど

も、総務部長にお尋ねいたします。予算編成の

透明化、これは私、数回にわたって取り上げて

まいりましたし、県民の皆さんが県政に関心を

持つということは、予算を通じてでしかないだ

ろうと思うんです。ですから、どうやって予算

が編成されていっているのか、その編成過程を

しっかりと注視をしていただくということが大

事ではないかと思っておりますけれども、平

成27年度一般会計予算編成に当たってどのよう

に取り組まれたのか、総務部長にお尋ねしま

す。

議員の御質問にあ○総務部長（成合 修君）

りましたように、県の予算編成について、広く

県民の方々に関心を持っていただき、理解を深

めていただくことは、わかりやすい県政、県民

の方々との協働を進める観点からも大変重要な

ことであると考えております。このため県で

は、平成20年度からホームページで、当初予算

案の編成過程における査定状況等を公表してお

りまして、これまで、その公表内容の充実や公

表時期の前倒しなど、毎年改善に努めてきたと

ころであります。

お尋ねの27年度当初予算案につきましては、

引き続き、予算編成方針や予算要求の状況、査

定状況等について、可能な限り適時適切な公表

に努めるとともに、今年度から新たに、各補正

予算につきましても要求状況の公表を行ったと

ころでございます。今後とも、県民の方々の意

見も参考にしながら、予算編成の透明化のあり

方について、さらに検討してまいりたいと考え

ております。

私が申し上げたいのは、県民○鳥飼謙二議員

に理解ができる予算編成の過程を公表するとい

うことです。款別、性質別、部局別、こういう

ことを公表したって県民にはわかりません。全

く何のことかわからないというのが現状だろう

と思います。もう多くを申し上げませんけれど

も、事項別、事業別、関心のあるものについて

はある程度やっていただく。知事がフードビジ

ネスで予算をつけられましたように、非常にわ

かりやすい。これは知事の意思が出ているなと

いうことがわかるわけです。そういう透明化を

図っていっていただきたいと思います。私、最

後になりますので、もう多くは申し上げません

が、遺言として、総務部長、知事、聞いておい

てください。よろしくお願いします。
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それから、地方創生と道州制。地方創生につ

いては、国の提起に従って事業をやっていくと

いうことになるのでしょうが、権限、財源を地

方に移管すれば、宮崎県は十分自前でやってい

くことができますよという思いを持って取り組

んでいただきたいと思っています。

次に、道州制についてお尋ねいたします。総

務省の地方中枢拠点都市圏構想 これは人―

口20万ということですが 、国土交通省の国―

土のグランドデザイン2050、高次地方都市連

合、経済産業省の都市雇用圏構想など、各省庁

ではてんでんばらばらに国土づくりが図られて

います。こういう状況の中で、昨年５月に発足

しました第31次地方制度調査会の畔柳・三菱東

京ＵＦＪ銀行特別顧問 経団連の副会長で道―

州制推進委員長ですけれども は就任直後の―

ぶら下がり取材でこのように述べています。

「自然に道州制の議論になるだろう」。道州制

の導入は秒読みに入っていると思っています。

宮崎県地方自治体研究所では、「旧宮崎市に本

庁舎を置く仮称宮崎市、人口約40万人、旧都城

市に本庁舎を置く諸県市、人口約30万人、旧日

向市に本庁舎を置く日向（ひむか）市、人口

約30万人になるのではないか」と分析していま

す。道州制について知事はこれまで、「インフ

ラ整備が現状のままでは導入は困難」などと答

弁しておられますけれども、事態は進行してい

ると思っています。「賛成なのか反対なのか

はっきりしなさい」というふうに、私はこれま

でも申し上げてまいりましたけれども、道州制

に対する本県の対応を明確にすべきではないか

と思いますので、知事にお尋ねします。

道州制、これまでも本○知事（河野俊嗣君）

当に長い間にわたり、議論が盛り上がったりし

ぼんだり、いろいろ状況があろうかと思います

が、道州制の姿というものは、制度設計や運営

のあり方というのが非常に大きいのではないか

と思います。現時点では具体的な道州制の姿が

明らかになっていないわけであります。大事な

のは、国が本来果たすべき役割は何で、地方に

どういうことを任せるのかということとか、税

財源をどういうふうに配分するのか、道州間、

道州内の財政調整をどうするのか、道州内での

意思決定のあり方、道州内における基礎自治体

のあり方など、そのような姿が明らかになって

いない状況の中では、賛否を判断できる状況に

はないのかなと考えております。いずれにしま

しても、私も今後の議論の中で、宮崎の実情を

踏まえた主張を行ってまいりたいと考えており

ますので、本県の発展にとってメリットのない

道州制になるようであれば、賛成するわけには

いかないと考えております。

確かに、国の形、地方の形、○鳥飼謙二議員

道州の形、税財源をどうやって配分するかとい

うのがまだ固まっていないというのは事実であ

ります。しかし、私は、先を読んで行動すべき

だと。２人とも霞が関におられたわけですけ

ど、中央から宮崎を見た場合に、宮崎はどうい

う位置にあるのかというのを考えれば、宮崎は

置いていかれる。今でも副知事頑張ってもらっ

て、高速道路とかね。知事も頑張っていますけ

れども、やっていただいておりますけれども、

そういう位置にあるということを考えれば、明

確にしていくことが大事ではないか。メリット

と言われましたけれども、知事、メリットとは

どういうふうに考えておられますか。メリット

がなければ道州制に賛成するわけにはいかない

とおっしゃいました。

道州制を導入するの○知事（河野俊嗣君）

は、個々の自治体のメリット云々の前に、まず
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は国全体としての都市機構のあり方、より望ま

しいあり方という議論があるわけであります

が、今申し上げましたメリットというのは、現

在の制度に比べて、例えばインフラがおくれて

いる本県にとっても、より発展をし県民生活が

一層向上するような、そしてそれを県民が実感

できるような仕組みになることが重要であろう

かと考えております。現時点では道州制の姿は

明らかになっておりませんので、賛否なりを判

断する状況にはございませんが、いずれにせよ

国民的な議論を慎重に行うべきものと考えてお

るところであります。

今申し上げましたけれども、○鳥飼謙二議員

やはり先々を読んでといいますか、特に地方で

はそのことが大事だと思いますので、要望して

おきたいと思います。

次に、地域の活性化と再生に欠かせない学校

の存在についてであります。文科省は新手引書

で、小中学校で１学年が１学級なら統廃合の対

象としています。地域に学校がなくなれば人は

住みませんし、きのう出ましたように、教育と

医療と仕事がなければ地域はなくなります。今

回の改定は地方創生に逆行するのではないかと

思います。教育長は今回の手引書改定について

どのように受けとめておられますか。県は、学

校運営費など何らかの支援をして、地域におけ

る学校の存続を図るべきと思いますので、地域

における学校の必要性について、教育長の認識

をお尋ねします。

学校は、地域の教育○教育長（飛田 洋君）

施設として子供たちを育む重要な学びの場であ

るとともに、そこで暮らしておられる方々の思

いのこもる大切なものであると認識をいたして

おります。学校のあり方については、地域の抱

えるさまざまな実情とか課題はもとより、保護

者や地域の方々の思いも踏まえながら、子供た

ちの将来をどうするかということを中心にして

慎重に検討されることが大切だと考えておりま

すが、それぞれの地域に応じた適切な学びの場

として、学校は必要であると考えております。

今後とも、子供たちにとって大事な場である学

校において、よりよい教育がなされますよう

に、積極的に支援をしていきたいと考えており

ます。

保護者、地域の人の思いとか○鳥飼謙二議員

子供たちの将来を中心に考えて慎重に検討され

るというようなことでございましたけれども、

今回、地方創生というのが大きな課題になって

おりますけれども、何ができると、どういうこ

とが教育委員会としてはできると考えておられ

ますか。

何ができるかという○教育長（飛田 洋君）

のを考えるためには、実態を知るということが

一番大切だと思っております。私自身も、多く

の小規模校を視察させていただきましたし、僻

地校と小規模校の研修会に行って、エールを送

るようなお話をさせていただきました。どうす

るかというのは、小中学校については市町村が

適切に判断されるべきものであると思います

が、県としましても、地域の実態に応じたより

よい教育がなされるよう、情報提供とともに学

校規模に応じた適切な指導がなされるような支

援をしていきたい。具体的に申し上げますと、

小規模校は、少人数であることから生じる課題

をどうやって解消するか。例えば、複式指導を

どうやったら、一番いい形で子供たちの指導が

できるかとかいうようなことを取り組んでおり

ますが、これからも、複式授業を効果的に進め

る映像教材、映像資料を提供するとか、少人数

であっても社会性の涵養を考えて異学年交流を
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しているとか、小中一貫でやっているとか、そ

ういう事例を紹介するとか、小規模校の教育の

質を高めるようないろんな情報提供等、支援を

していきたいと考えております。

これは宮崎市の「施設カル○鳥飼謙二議員

テ」というんですけれども、七野小学校の例な

んですが、支出のところで市の支出計2,900万円

というのが上がっております。単独給食をやっ

ているから、その辺の人件費が1,100万、これは

その人件費だろうと思うんですけれども、あと

は1,800万ということで、どの程度経費がかかる

のかなというふうな思いとですね。きのうも黒

木議員からも出ましたように、地域から学校が

なくなるということは、その地域が、人が住め

なくなる地域になっていくということにつなが

ると思っています。実態調査もやられるという

ことで、それはそれで結構でございますけれど

も、可能な限り地域に学校を残していくという

ことで、教育委員会頑張っていただきたいと

思っています。

次に、エネルギー対策です。電力会社の買い

取り制限につきましては、国民負担の適正化と

か電力の安定供給にはやむを得ないというよう

なお答えがございましたが、これでは再生可能

エネルギーはふえないんじゃないかなと私は心

配しております。

ところで、平成25年２月に作成した宮崎県新

エネルギービジョンによりますと、太陽光発電

及び太陽熱は、県内の新エネルギー総賦存量

の95.6％を占めているとしています。同ビジョ

ンの達成について大きな影響があると思われま

すので、環境森林部長にお尋ねします。

新エネルギー○環境森林部長（徳永三夫君）

ビジョンは、太陽光発電のほか、バイオマスや

小水力発電も対象とした新エネルギー全般を計

画的に導入するための指針であり、関係部局と

連携しながら推進をしているところでありま

す。現在、国においては、固定価格買い取り制

度やエネルギー構成の見直し等について検討が

なされておりますので、今後、新エネルギーを

含むエネルギー政策全体において、さらなる状

況変化が予想されております。特に太陽光発電

につきましては、昨年９月の接続保留問題以

降、状況の変化が著しく、その普及への影響が

懸念されておりますので、これらの動きを十分

見きわめながら、ビジョンの具現化に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

エネルギー総賦存量の95.6○鳥飼謙二議員

％、エネルギー効率が100％と仮定してあります

から、もっと下がるとは思いますけれども、し

かし、「太陽の国」であるということは間違い

ないわけです。ぜひそういう有利な状況を十分

発揮できるように、今後、買い取り制度につい

てもしっかりと注視をしていく必要があると

思っています。

次に、原発再稼働について、知事にお尋ねし

ます。

間もなく福島原発事故から５年目を迎えま

す。事故から４年たっても地元に帰れない、い

わば原発難民の方が10数万人おられます。この

現実を私たちは決して忘れてはならないと思っ

ています。先ほども指摘しましたけれども、今

回のＦＩＴ制度の見直しは、玄海原発、川内原

発の再稼働を前提としています。これまでも指

摘してきましたように、東京電力福島原発事故

の原因もわからない、「安全だ、安心だ」と

言ってきた人たちは誰も責任をとらない、高レ

ベル放射性廃棄物の処理方法もわからない、し

かも世界で有数の地震国、火山国であることな

どを考えると、川内を初めとする原発は動かす
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べきではないと思いますので、知事の所見をお

尋ねします。

川内原発に関しまして○知事（河野俊嗣君）

は、県としましても、県民の安全・安心の確保

という観点から重大な関心を持って対応し、こ

れまでも、万が一に備えた情報連絡体制の整備

などに取り組んできたところであります。ま

た、県として昨年、九州電力に対し、安全性等

の考え方につきまして説明を求めておりまし

て、九州電力からは、原子力規制委員会が定め

た厳しい新規制基準に真摯に対応してきたこ

と、さらに、今後も引き続き、安全性に係る努

力を継続していくとの説明を受けたところであ

ります。私は、今御指摘がありましたような福

島原発事故の現状を踏まえると、将来的には可

能な限り原発に頼らない社会の実現が重要と考

えているところでありますが、一方で、安定的

な電力供給やＣＯ 排出等を考慮いたします２

と、今すぐ原発をゼロにすることは現実的では

ないと考えているところであります。

なお、原子力規制委員会におきましては、工

事計画認可等の審査中であることから、引き続

き慎重な審査をお願いしますとともに、再稼働

に関しては、最終的には国が責任を持って判断

すべきものと認識しておりますので、国は、国

民の不安の声というものを真摯に受けとめ、

しっかりと説明責任を果たしていただきたいと

考えております。

将来的には可能な限り原発に○鳥飼謙二議員

頼らない社会の実現が重要であるとお答えにな

りました。しかし、これは願望にしかすぎない

と私は思っています。今のままでは、安倍首相

が言われる岩盤規制ですね。非常に利権という

ものに、これを壊すことができない、そんな思

いがいたしております。

実は、去年の10月、県民連合で、岐阜県の瑞

浪市にあります東濃地科学センターというとこ

ろに行ってまいりました。これは超深度の地層

を研究するもので、北海道の幌延町と岐阜県の

瑞浪市にある。この瑞浪市に行ってきまして、

今のところ500メートルまで掘ったのを、もう見

学をする、下まで見ることはできませんでし

た。上から見ましたけれども、かなり大きなも

ので、主立て坑が直径6.5メートルですから、か

なり大きいです。補助坑というのがあり、4.5

メートルの排気坑というのが２本ありまして、

それが500メートルまである。そして途中で横坑

をつくっていく。そこで花崗岩を対象として、

岩盤の強さとか地下水の流れとか水質などを調

べているわけでございますが、これを今まで

で509億かけて500メートル掘って、あと500メー

トル掘る。フィンランドにありますオンカロと

同じなんですけど、そういうものが今つくられ

ている。

しかし、地震国で大丈夫なのか。小泉元総理

が言われるように、核のごみの処理の方法はな

いじゃないかと。これは当然だと思うんです。

ですから、そこに押し込めようということなん

でしょうけれども。しかし、それでは不可能で

はないかなと。そういう埋却場といいますか核

の処理場については、今までの手挙げ方式から

指名方式に変わりましたよね。ですから、宮崎

県のどこそこがどうですかということを言われ

る可能性も、もちろん出てくるわけでございま

す。そういうふうに思いますと、核のごみの処

理方法がない、小泉さんが言われるように。で

すから、これはこれで将来的にということでは

ない。一定のけじめといいますか、区切りをつ

けてやっていくべき事柄ではないかと思います

ので、再度知事にお尋ねします。
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御指摘のあったさまざ○知事（河野俊嗣君）

まな問題があるということは、私も承知をして

おるところでございます。国として、また諸外

国のそういう知見等もさまざまな活用をしなが

ら、今後望ましい形というものを模索していく

ことになろうかと思っておりますが、大事なこ

とは、国民の安全・安心を図っていくことであ

ろうかと思っておりますので、しっかりとした

基準のもとに、国として責任ある判断をお願い

したいと考えておるところであります。

規制委員会は、「基準に合格○鳥飼謙二議員

したのであって、安全だとは申し上げません」

というふうに川内原発で言っています。鹿児島

県知事は、「再稼働は国が判断することだ」と

言っています。政府は、「規制委員会が判断す

る」というふうに言っている。こういう状況な

んです。これで知事にどうせいというのも酷な

話だろうとは思います。しかし、そういう状況

にあるということはしっかり受けとめて、宮崎

県民の安心・安全というのは知事の責任ですか

ら、やはりそういう対策を 限界があるとす―

るならば、事故が起きたときの避難をどうする

かという 実際的にやっていくとか、そうい―

うことでしかできないのかもしれませんけれど

も、そういう課題について、あるということを

指摘しておきたいと思っております。

次に行きます。総合交通網の整備についてお

尋ねします。

宮崎県は陸の孤島と言われて久しいものがあ

りますが、本県の発展には交通網の整備は欠か

すことのできない重要な課題であります。平

成25年の宮崎空港利用者約285万人、またカー

フェリーの旅客数は16万9,000人、車両は12

万7,000台となっています。また鉄道は、24年度

になりますが、日豊本線で約１万9,000人、乗り

合いバスは、一般路線バスで24年度約995万人と

なっています。空と海はやや増加し、鉄道は微

減、バスは急減しているようです。一方では、

海路変更による乗客の増や、空路での海外路線

の開設等の明るい話題もありますが、本県の交

通網の現状と課題について、総合政策部長にお

尋ねします。

陸上交通に○総合政策部長（橋本憲次郎君）

つきましては、宮崎―延岡間の高速バスに加

え、この春には大分への運行開始が予定される

など、高速バスネットワークの充実が図られて

いるところでございます。さらに、ことしの秋

には、鉄道とバスにＩＣカードの導入が予定さ

れておりまして、利便性向上につながるものと

期待しているところでございます。一方で、御

指摘がありましたように、路線バスは利用者が

減少を続けており、路線の維持が重要な課題と

なっている現状でございます。

海上交通につきましては、本県と関西圏を結

ぶ長距離フェリーが、昨年10月に神戸航路に変

更となりまして、旅客・物流とも好調に推移し

ておりますが、さらに旅客数の増加を図ること

が課題であると考えているところでございま

す。

航空交通につきましては、現在、国内５路

線、国際２路線が運航しているところでござい

ます。このうちソウル線は、円安等により、冬

季のゴルフ客を中心に外国人利用者が増加し、

台北線は、増便による利便性向上などから利用

者数が増加しているという状況でございます。

また、３月28日には香港線が開設され、多くの

方々に御利用いただけるものと期待していると

ころでございます。

陸・海・空の総合交通ネットワークは、本県

の発展に欠かすことのできない重要な基盤でご
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ざいますので、今後ともその維持・充実に取り

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した。○鳥飼謙二議員

それでは、以下、県民に身近な毎日の暮らし

に欠かせないバスについてお尋ねしたいと思い

ます。昭和50年度、約40年前になりますが、県

内バスの輸送人員は6,173万人でしたが、車社会

となった影響があり、平成24年度には995万人と

激減しています。このため、国、県に加えた市

町村の助成にもかかわらず採算がとれないとし

て、バス路線の廃止が相次ぎました。このよう

な中で、地域の足を守るためには、バス事業者

に任せ切りにせず、県が広域自治体としての役

割を果たすべきとの私たちの指摘を、県当局に

おいて真剣に受けとめていただき、25年３月、

宮崎県交通・物流ネットワーク戦略を策定し、

路線バス検証会議を設置して地域の足を守る取

り組みを進めていただいています。そこで、路

線バス検証会議の現状についてお尋ねします。

路線バス検○総合政策部長（橋本憲次郎君）

証会議は、路線バスの現状や課題について、

県、市町村、宮崎交通が一体となって検証作業

を行うための意見交換の場といたしまして、平

成23年度に設置したものでございます。会議で

は、県内７ブロックごとに、路線網のあり方や

利用促進策等について、路線バスのみならず、

市町村が運行するコミュニティバス等も含めて

話し合われるなど、持続可能な地域公共交通網

の構築に向け、率直な意見交換を行う場として

活用しているところでございます。公共交通網

の維持・充実は、地方創生の大きな柱でもあり

ますことから、県といたしましても、今後もこ

の会議を活用し、丁寧に議論を続けていきたい

と考えております。

ぜひ、路線バス検証会議、今○鳥飼謙二議員

後とも取り組みを強化していただきますように

お願いしたいと思います。

平成26年11月、昨年施行されました改正地域

公共交通活性化・再生法は、バス事業者のみで

は地域公共交通確保に限界があるとして、自治

体が前面に出ることを求めています。課題が複

雑でさまざまな法律が制定された結果、地域公

共交通確保にさまざまな組織が立ち上げられ、

大変わかりにくくなっているというのが現状で

はないかと思っております。そこで、宮崎県バ

ス対策協議会を鉄道、船舶等も含めた法定協議

会として再編・充実してはいかがでしょうか、

今後の取り組みについてお尋ねします。

御指摘いた○総合政策部長（橋本憲次郎君）

だきましたように、昨年11月に施行されました

改正地域公共交通活性化・再生法におきまして

は、県または市町村が法定協議会を設置し、ま

ちづくりと連携し、鉄道等も含めた面的な公共

交通ネットワークを再構築するための地域公共

交通網形成計画を策定することができるという

枠組みがつくられたところでございます。一方

で、今お話がありました県バス対策協議会は、

個別の需給調整規制廃止後の生活交通確保対策

のために県が設置し、国庫補助路線を初め、バ

ス輸送全般について協議を行っているという現

状にございます。県といたしましては、路線バ

スも含めた公共交通のあり方について幅広く話

し合う場として、関係機関とも連携しながら、

法定協議会の設置に向けて検討してまいりたい

と考えております。

道路運送法とか地域公共交通○鳥飼謙二議員

活性化・再生法とかいろんな法律があって、い

ろいろ組織が立ち上がって非常にわかりにくく

なっていますので、その辺の整理も含めて、県

内の足を守るということで取り組みを強化して
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いただきたいと思います。

次に、中山間地の買い物弱者対策についてで

あります。

昨日も黒木議員の質問にもありましたが、過

疎化が進む本県においては、買い物弱者対策は

重要でございます。昨年３月、会派視察で、福

岡市の隣にあります糸島市の移動スーパー「い

と丸くん」を視察してきました。高齢化の進行

と中山間地が多い同市で、地元スーパーが、経

済産業省の「地域自立型買い物弱者対策支援事

業」を活用して車両を改装し移動販売車とした

もので これは700万ぐらいかかったそうです―

けれども テーマソングを流しながら日用品―

等を販売していました。住民に大変喜ばれてい

るようでございました。そこで、本県の買い物

弱者対策の現状についてお尋ねします。

中山間地域○総合政策部長（橋本憲次郎君）

におきましては、人口減少等に伴う店舗の廃

止、あるいは移動手段を持たない御高齢の方の

増加等に伴い、日常生活における買い物に困る

集落がさらにふえるのではないかと懸念されて

いるところでございます。このような現状でご

ざいますけれども、民間事業者による移動販売

または宅配サービス、また地域によりまして

は、国の過疎対策の交付金などを活用した道の

駅とかＮＰＯ法人などによる宅配事業が行われ

ているという状況でございます。また、県とい

たしましては、買い物弱者を含む地域住民のそ

もそもの移動手段を確保するということが大事

だと思っておりまして、複数市町村間をまたぐ

広域的なバス路線の維持を図っておるところで

ございます。市町村では、コミュニティバスや

乗り合いタクシーを運行するなどの取り組みが

行われているという現状でございます。

交通の最後になりますが、主○鳥飼謙二議員

要地方道宮崎西環状線について、県土整備部長

にお尋ねします。先日、地元住民が長年待ち望

んでいた、相生橋を含みます宮崎西環状線松橋

工区3.1キロメートルのうち約1.6キロメートル

が開通し、大変便利になりました。関係者の皆

様の御尽力に感謝をいたします。

ところで、西環状線は、南進する車両が宮崎

市内を迂回して国道10号に抜けるバイパスの意

味合いもあり、宮崎市街地の渋滞を緩和するも

のとして期待されています。そこで、残り1.5キ

ロメートル分の工事進捗見込みについて、県土

整備部長にお尋ねします。

県道宮崎西○県土整備部長（大田原宣治君）

環状線につきましては、宮崎空港や東九州自動

車道などへのアクセス向上が図られ、さらには

大規模災害時の救助・救援ルートとなるなど、

経済・防災・医療活動に大きく寄与する宮崎都

市圏における重要な幹線道路として、昭和63年

度から整備に取り組んでいるところです。この

うち松橋工区延長3.1キロメートルにつきまして

は、平成11年度に事業着手し、新しい相生橋を

含む1.6キロメートル区間が今月10日に開通した

ところであり、残る1.5キロメートル区間につき

ましても、年内の早期供用を目指しまして、跡

江高架橋前後の道路工事を進めているところで

す。松橋工区の開通により、宮崎市池内町から

宮崎市北川内町までの約10.6キロメートルが４

車線で整備されることとなり、宮崎市中心部の

交通混雑の緩和はもとより、利便性の向上が図

られるものと考えております。

ありがとうございました。よ○鳥飼謙二議員

ろしくお願いします。

地域医療についてですが、先ほど知事は、医

師を確保する、偏在解消のために総医師数の確

保が重要だということでございました。ぜひ
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しっかりと医師の確保に取り組んでいただきた

いと思います。

医師確保に加えまして、看護師確保も重要な

課題です。本県の看護師数は、これは２年前の

数値ですが、１万2,314人、准看護師7,081人、

合計１万9,395人となっており、全国平均を上

回っています。しかし、急性期病院では常に不

足している状況とお聞きをしております。そこ

で、看護師確保の取り組みについて、福祉保健

部長にお尋ねします。

県では、看護○福祉保健部長（佐藤健司君）

師の安定的な確保のため、看護師等養成所14校

の運営や教育環境整備を支援するとともに、看

護学生への修学資金の貸与を行っております。

また、新人看護師の研修体制の充実や、病院内

保育所の運営支援等を行うとともに、離職した

看護師の再就業を支援するため、未就業の看護

師に対する講習会の開催や、ナースセンターに

よる無料職業紹介事業等に取り組んでいるとこ

ろであります。

平成25年３月、一昨年、県立○鳥飼謙二議員

看護大など県内の看護師養成所で資格取得した

新卒者は945名なんですけど、この半数近くが県

外に就職しているようでございます。県内に就

職できない要因についてどのように分析してお

られるのか、福祉保健部長にお尋ねします。

平成26年３月○福祉保健部長（佐藤健司君）

に県内の看護師養成所等を卒業した学生の県内

就職率は59.2％となっております。養成所の関

係者や県外に就職した学生から、県外就職を選

択した理由等を聞いてみますと、「早くから出

身地以外の就職を考えていた」「都会の文化や

情報に刺激を受けたい」など、県外での生活に

対する憧れがある中、県外の医療機関からの積

極的な勧誘等があると伺っております。県とし

ましては、昨年度から、看護師等養成所の運営

費の支援において、県内就職率が高いところに

多く配分するなど、県内就職率向上のための取

り組みを強化したところでありますが、今後と

も、看護師等養成所等と連携しながら、県内就

職率の向上を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、看護師等修学資金貸与○鳥飼謙二議員

事業についてであります。県内における看護師

等の確保を図るとして、昭和37年から条例に基

づき月額３万2,000円から３万6,000円を貸与し

ていますが、病床数200床以下の特定施設に勤務

することなどが条件とされています。貸与の条

件が医療の実態とそぐわなくなっており、返還

免除施設の拡大なども含めて再検討すべき時期

に来ているのではないかと思いますので、お尋

ねします。

看護師等修学○福祉保健部長（佐藤健司君）

資金につきましては、大規模医療機関に比べ看

護師等の確保が困難な中小規模の医療機関等へ

の就業を促す趣旨から、病床200床未満の医療機

関等で勤務することが返還免除の要件となって

おります。看護師確保は今後とも重要な課題で

ありますので、どのような取り組みが効果的

か、修学資金貸与事業も含め、さまざまな観点

から研究してまいりたいと考えております。

ぜひ時代に合った事業にして○鳥飼謙二議員

いただくよう、よろしくお願い申し上げます。

昨年成立した医療介護総合確保法は、各医療

機関に高度急性期、急性期、回復期、慢性期等

各病院の病床機能を知事に報告させ、知事は、

それにより将来のあるべき姿を構想した地域医

療ビジョンを作成し、次期医療計画に反映させ

るとしています。医療介護総合確保法による地

域医療ビジョンは、将来の日本の医療の形を決
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定し、とりわけ中小病院の形を変えていくので

はないかと、医療関係者は懸念をしています。

医師不足や医師の偏在、過疎・高齢化という課

題を抱える本県で、県民に必要な医療を提供す

ることができるのだろうかと思うのですが、ど

のような過程を経て作成されていくのか、今後

の見通しについてお尋ねします。

地域医療構想○福祉保健部長（佐藤健司君）

につきましては、早ければ、今年度中に国から

示される予定のガイドラインに基づき策定する

ことになりますが、法律上の要件として、医師

会等の診療または調剤に関する学識経験者の団

体、あるいは医療審議会、市町村や保険者協議

会の意見を聴取することとなっております。そ

ういった法律上の要件に加えまして、二次医療

圏ごとに地域医療構想調整会議を設置いたしま

して、各地域の関係者の御意見を伺いますとと

もに、パブリックコメントを実施し、県民から

広く意見を募集するなど、幅広い御意見を丁寧

に伺いながら策定してまいりたいと考えており

ます。

二次医療圏ごとに地域医療構○鳥飼謙二議員

想調整会議を設置するということのようですけ

れども、この地域医療構想調整会議には、地元

の県民といいますか、将来患者となるわけです

から、そういう人たちも県民枠というような形

で代表に入れていただくということも検討して

いただくように要望しておきたいと思います。

次に、県立病院についてお尋ねします。これ

については昨日出されましたが、以下の質問と

の関係もございますので、このまま質問させて

いただきます。

私はこれまで、石川県立中央病院や岐阜県総

合医療センターなどさまざまな病院を視察して

まいりましたが、いずれも宮崎病院と同程度の

病床数で、医師数は150名を超え、高度医療・政

策医療を提供する第三次医療機関として、また

災害拠点病院として改築整備されておりまし

た。宮崎病院は約90名の医師数ということに

なっているようです。今日、医学と医療機器は

急速な進歩を遂げており、また医療制度も大き

く変わりつつあります。県立宮崎病院の整備に

当たっては、新しい時代に的確に対応できる高

度医療機関として全面改築すべきと思いますの

で、知事に所見を求めます。

県立宮崎病院は、昭○知事（河野俊嗣君）

和58年の改築以来、約31年が経過をしておると

ころであります。施設の老朽化や狭隘化、さら

には療養環境やプライバシーへの配慮など、さ

まざまな課題が現場では出てきておるところで

あります。このため今年度は、全面的な建てか

え案と、一部既存病棟を活用する大規模な改築

案に絞って検討を重ねてまいりました。私とし

ましては、御質問にもありましたように、医学

の進歩でありますとか、今後ますます進展する

高齢化への対応、さらには災害への備えなど、

将来を見据えた上で、十分な機能強化が図ら

れ、さまざまな課題も改善できる全面的な建て

かえが必要であると考えているものでありま

す。

きょうの新聞でも、改築費○鳥飼謙二議員

は185億円というふうに出されておりました。私

がいろいろとお聞きしましたところでは、企業

債等とか利子も入れますと235億円かかります。

しかし、約半分、118億になりますけれども、病

院の診療報酬等で半分は病院が稼いでいただ

く。30％、71億になりますが、交付税とか一般

会計の繰り入れで頑張っていただく。そして20

％の47億が一般財源ということになるわけでご

ざいます。そういうふうなことになっておりま
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して、支出の多いところでございますけれど

も、有利な利子等を使っていただくと聞いてお

りますので、ぜひ立派な病院をつくっていただ

きたいと思っております。

県立宮崎病院再整備に向けたスケジュールに

ついて、病院局長にお尋ねします。

県立宮崎病院再整○病院局長（渡邊亮一君）

備の今後のスケジュールでございますが、今年

度中に基本構想を策定した上で、来年度から基

本設計に入り、その後、平成28年度には実施設

計に進みたいと考えております。また、現段階

での大まかな見込みでございますけど、建設工

事は、平成30年度から３年程度を想定しており

まして、平成33年度 この年はくしくも宮崎―

病院の開設100周年を迎えるわけでございますが

には新しい病院をオープンさせたいと考え―

ております。

わかりました。○鳥飼謙二議員

次に、改築に関連しまして、県立宮崎病院精

神医療センターの「こどものこころの診療科」

についてですけれども、精神病的障がい、神経

症的障がい、発達障がい等の心の問題を抱える

児童思春期に対応するとして、病床数10床が整

備されました。これは富養園を廃止してつくっ

たわけでございます。しかし、大人と子供が、

病棟中央部にナースセンターを設置していると

はいうものの、単一病棟として運営されるな

ど、極めて問題が多い病棟だと思っています

し、この議会でもさまざま議論が展開をされて

まいりました。そこで、入院児童の医療と学校

教育の現状について、病院局長にお尋ねしま

す。

また、発達障がいや神経症的障がい等を抱え

る子供たちには、福祉・医療・教育が一体的に

提供されるべきではないかと思いますので、こ

の点については福祉保健部長にお尋ねします。

県立宮崎病院精神○病院局長（渡邊亮一君）

医療センターには、現在、児童用の病床が10床

ございます。全国的に児童思春期に対応できる

精神科医が不足する中、宮崎病院も十分に医師

が確保できていないために、１日３人程度の入

院患者の受け入れとなっております。また、入

院児童の教育に関しましては、主治医が可能と

判断した児童につきまして、学校教育法に基づ

き、特別支援学校から教員の派遣を受け、１日

約１時間、週３回から５回程度の教科指導が行

われております。

子供たちの健○福祉保健部長（佐藤健司君）

全な成長を図る上で、発達過程にある子供たち

の心の問題は重要な課題であり、特に入院治療

を必要とする子供たちについては、児童思春期

の専門的な治療とともに、発達段階に応じた適

切な教育や、子供やその家族の立場に立った相

談支援など、さまざまな分野の専門的なかかわ

りが必要であると認識しております。児童思春

期に対応できる精神科医が少ない状況ではあり

ますが、より望ましい支援体制のあり方につい

て、今後、福祉・医療等の関係機関と連携し、

研究してまいりたいと考えております。

児童精神科医が不足をしてい○鳥飼謙二議員

ると、病院局長がお話しでございましたけれど

も、富養園を廃止するとき、200床程度、大人も

子供もあり、その隣に特別支援学校もあって、

子供の教育も保障されていたんです。ところ

が、こっちに移したら、児童精神科医が不足し

ているからということは通用しないと私は思っ

ていますので、ぜひしっかり頑張っていただき

たいということを申し上げておきたいと思いま

す。

それから福祉保健部長には、中長期的になり
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ますけれども、現状の形で子供の福祉・医療・

教育というものが一体的に提供される、そうい

う環境をつくっていくべきだということで、こ

れは今後大きな課題ですので、すぐすぐという

ことにならないとは思いますけど、十分な検討

をしていく必要があるのではないかということ

を指摘しておきたいと思います。

先日、県立日南病院を訪問しまして、鬼塚院

長、事務局長から概要説明を受けて、各病棟で

スタッフの御意見をお聞きしましたが、患者の

高齢化に看護師不足が拍車をかけ、病棟は大変

忙しいとのことでした。ある病棟では、患者の

平均年齢は90歳と高齢化が著しく、認知症の患

者さんが増加し、せん妄のある患者さんもいる

というふうな状況でございました。最近、私

は、３年目の看護師さんが病院をやめたいとい

うようなことを言っているということを聞きま

したので、その方とお会いして、いろいろと話

を聞きました。よくお聞きしますと、休みがと

れない、日勤帯の勤務が長引いて夜の８時、９

時になる。そしてまた、夜勤の準夜帯の勤務が

１時ごろで終わるわけですけれども 朝― ―

の３時、４時になる。睡眠がとれないまま次の

勤務に入るということで、常に疲労感に襲われ

ているとのことでした。そしてまた、ある看護

師長さんは 日南病院は赤字になっているん―

ですけれども 「赤字だから時間外をつけな―

いようにしている」とも話しておられました。

また、休暇取得調査表を見せていただきました

けれども、有給休暇も十分取得できていないよ

うでございます。日南病院を含めた県立病院の

看護師、助産師確保の取り組みについて、病院

局長にお尋ねします。

県立病院の看護○病院局長（渡邊亮一君）

師、助産師の確保につきましては、県立病院見

学バスツアーや、県立看護大など県内外での病

院説明会によりまして、就職先としての県立病

院をＰＲしますとともに、受験可能年齢の拡

大、あるいは東京、大阪での試験実施など、そ

の確保に向け、さまざまな取り組みを行ってい

るところでございます。また、昨年度から、県

立延岡病院と日南病院に勤務地を限定した地域

枠採用を実施しているほか、助産師につきまし

ても、今年度、募集案内に助産師資格を持つ看

護師の募集を明記するなど、新たな取り組みも

行ったところでございます。この結果、来年度

は、今年度より22名多い、地域枠31名、助産師

７名を含む93名の採用を予定しているところで

ございます。今後とも、人員構成のバランスも

考慮しながら、計画的な採用に努めてまいりた

いと考えているところでございます。

93名を採用予定ということで○鳥飼謙二議員

すけれども、ありがとうございます。しかし、

退職者が50名以上いますので、実質、増員とい

うのはわずかになるのではないかなと危惧をい

たしておりますが、いずれにしても、宮崎の地

域で女性が働く貴重な職場ということでありま

すので、しっかりとスタッフを確保する、そし

て働く職場を保障する、そしてまた宮崎で結婚

して子供さんを産んでもらうということは、い

わゆる地域再生に向けて大変重要でございます

ので、今後も取り組みを強化していただきたい

と思います。

最後に、不規則勤務の病院スタッフの勤務環

境を改善するとして、宮崎病院、延岡病院に院

内保育所が設置をされています。日南病院での

院内保育所設置の検討状況についてお尋ねしま

す。

県立病院は、看護○病院局長（渡邊亮一君）

師を中心に女性職員が多い職場であるため、育
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児と仕事の両立ができる就業環境を整えること

は、人材の定着・確保を図る上でも重要な課題

の一つと考えているところでございます。この

ため、宮崎病院では平成22年から、延岡病院で

は平成24年から院内保育を実施しております

が、日南病院につきましては、職員アンケート

を実施した結果、宮崎からの通勤者が多く、利

用者数が少なかったことから、宮崎病院の施設

を低額で利用できるようにしているところでご

ざいます。しかしながら、今後、地域枠採用の

実施による利用者の増加や育児休業者の早期復

帰を促進する上からも、その必要性が高まって

くることが想定されますことから、現在、日南

病院と、利用見込みの精査や運営方法、必要経

費など、経営状況も踏まえながら検討を進めて

いるところでございます。

次に、高齢者福祉対策に移り○鳥飼謙二議員

たいと思います。

先ほど、特養の待機者は、実質的に845名ぐら

いではないかというようなお話もございまし

た。しかし、今回、介護保険制度が改正をされ

まして、要支援者の保険給付対象除外や平

均2.27％の介護報酬の引き下げ等で、高齢者施

設の運営が厳しくなることが予想されていま

す。先日、地元の特別養護老人ホームを訪ねて

きました。ある施設長は、「うちは人材確保に

力を入れていて、介護福祉士は90％以上で、人

件費率は70％となっています。県内の施設は、

示されたばかりの介護保険点数引き下げの影響

をはかりかねているのが現状ですが、厳しくな

ることは間違いないでしょう」と話しておられ

ましたが、サービスの質の確保が心配されま

す。今回、要支援者予防給付のうち、訪問介護

と通所介護が市町村の地域支援事業とされまし

た。要支援者に対する必要なサービス事業者は

確保できるのか懸念されますので、福祉保健部

長にお尋ねします。

今回の地域支○福祉保健部長（佐藤健司君）

援事業への移行は、現行の訪問介護、通所介護

に加えまして、利用者ニーズに応じた多様な

サービスの提供を可能とするねらいがございま

す。このうち、現在の訪問介護、通所介護につ

きましては、これまでと同様、既存の介護事業

者によるサービスの提供が可能でありますこと

から、必要なサービスは引き続き提供されるも

のと考えております。一方、多様なサービスに

つきましては、現在、市町村において、ＮＰＯ

など既存の支援活動の担い手と利用者のニーズ

を把握している段階でございまして、今後、こ

れらを調整する生活支援コーディネーターを設

置し、担い手の養成やサービスの開発・充実に

向けた取り組みを進めることとしております。

県としましては、市町村や関係者と連携しなが

ら、生活支援コーディネーターの育成や相談支

援等により、サービス提供事業者の確保に努め

てまいりたいと考えております。

次に移ります。住宅型有料老○鳥飼謙二議員

人ホームについてであります。昨年も指摘をし

ましたけれども、特別養護老人ホームの不足の

影響で急増しているところでございます。一部

ではありますけれども不祥事も発生しており、

急増に対して人材の確保は大丈夫だろうかと懸

念しています。現在、宮崎県有料老人ホーム設

置運営指導指針により、届け出時点ではチェッ

クがなされていますが、その後、利用者からの

苦情もあるようです。適切な運営を確保するた

め、条例、規則等による根拠を持った指導を行

うことが必要ではないかと思いますので、お尋

ねします。

有料老人ホー○福祉保健部長（佐藤健司君）
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ムは届け出制ではございますが、施設の指導等

につきましては、法令や県が定めた指導指針に

基づき、虐待防止や衛生管理、防火対策などの

施設の管理運営等について指導・助言に努めて

いるほか、通報等に応じて随時、立入検査等を

行っております。また、施設みずからがチェッ

ク機能を高めていくことも重要なことから、全

施設を対象にした研修会を県内２カ所で開催す

るなど、適切な運営に向けての情報提供や、施

設の持つ社会的責任について周知徹底を図って

いるところであります。今後とも、市町村や関

係機関とも連携しながら、指導の強化に努めて

まいりたいと考えております。

「貧困ビジネス」とかいう言○鳥飼謙二議員

葉があります。生活保護受給者の方もその中に

はおられるようでございますけれども、適切な

指導といいますか、根拠を持った指導 指針―

が根拠がないということではございませんけれ

ども、条例とか規則とか、そういうところに根

拠を持ったもので指導を行っていくことが必要

ではないかと思っておりますので、今後十分な

検討をお願いしておきたいと思います。

高齢者の最後で、高齢者ソフト食の推進につ

いてお尋ねします。昨年10月に、会派視察で宮

崎市にある老人保健施設「ひむか苑」を訪問

し、高齢者ソフト食を試食させていただく機会

がありました。すしやエビフライ、鶏の唐揚げ

などをいただきましたが、大変やわらかくおい

しいと思いました。栄養士の黒田留美子さん

は、「一番は食べられる方の安全です。高齢者

に一番危険なのは水で、肺に入って肺炎を繰り

返すと死に至ります。安全に食べるにはある程

度の食塊が必要です」、こういうふうに話して

おられました。「手間もかからず、規定の料金

でやれます」と この老健施設でですね。高―

齢者にも生活の張りが出てきたということでご

ざいます。そのほか一部の施設では取り組みが

行われているようですが、県としても推進をし

ていくべきではないかと思いますので、福祉保

健部長にお尋ねします。

高齢になって○福祉保健部長（佐藤健司君）

も、食事をおいしく食べることは、生き生きと

過ごすための大きな要素でありますので、かむ

力や飲み込む力を維持・向上させることは大変

重要となります。このような中、本県の介護現

場で開発された高齢者ソフト食は、安全におい

しく食べることができ、食欲の維持・増進にも

効果があるとして、全国的に注目されていると

ころでございます。私自身はまだ食べたことは

ございませんけれども、県内の高齢者向け情報

誌に紹介されておりまして、食材の形が残り、

食欲をそそる長寿食であると感じております。

また、このほかにも、介護施設においては、高

齢者が食べやすく、見た目も楽しむための食事

を提供するため、さまざまな工夫がなされてお

りますので、県としましては、これらの取り組

みが幅広く浸透していくように、関係団体と連

携してまいりたいと考えております。

農畜産業の振興に移ります。○鳥飼謙二議員

ＴＰＰについてお尋ねします。２月の農業新

聞等で、日米間で牛肉の現行関税38.5％を９％

程度にまで10年程度で段階的に引き下げ、豚肉

については、低価格帯品について、現行１キロ

グラム482円の関税を１キログラム50円程度の重

量税に段階的に引き下げることを内容とするな

どで大筋合意するようだと報道されました。消

費者が安いアメリカ産等に流れ、本県の農畜産

業に大きな影響が出るのではないか、廃業する

農家が続出するのではないかと懸念されます。

本県議会においても、国会決議の遵守や情報の
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開示等を７回にわたって決議してきましたが、

予断を許さない状況となっています。今後の県

の対応について、知事にお尋ねします。

ＴＰＰ協定交渉につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、米の輸入枠の拡大や牛肉・豚肉の関

税引き下げなど、さまざまな報道がなされてお

りまして、畜産を初めとする本県農畜産業のみ

ならず、関連産業を含めた地域経済全体への大

きな影響が懸念されるところであります。国か

らはまだ正式な情報提供というものがない段階

で、不安が広がっておるところでありますが、

国に対しましては、衆参両院の農林水産委員会

における決議が守られるよう、引き続き粘り強

い交渉を求めてまいりたい、そして国民に対す

る情報提供を求めてまいりたいと考えておりま

す。県としましては、「販売力の強化」「生産

力の向上」及び「人材の育成」の３つの視点を

踏まえました産地経営体構想の推進などにより

まして、農家の皆様が将来展望を持って営農で

きる、生産性、収益性の高い農業構造への転換

を進めてまいりたいと考えております。

そういう状況になったとして○鳥飼謙二議員

も、それに負けないような状況をどうつくって

いくかということだろうと思います。なかなか

厳しいわけでございますけれども、対策をしっ

かりやっていただきたいと思います。

先日、会派の視察で、西都市と木城町にある

都萬牛の生産・販売現場を見学してきました。

都萬牛は、５年前に発生した口蹄疫による全頭

殺処分を教訓に、黒毛和牛を健康的に肥育し、

サシを抑えた肉で、普通はＡ５ ブランド化―

しているのはＡ５を目指しているわけですけれ

ども を目指すところを、Ａ２を目指して肥―

育しているとのことです。ビタミンコントロー

ルを一切行わず、ビタミンやミネラルを豊富に

与えるので、牛は健康的に育ち、あっさりとし

た赤身肉で、１回食べたところ、私も病みつき

になりました。サシ入り牛肉はそんなに多くは

食べられません。２切れぐらいかなというふう

に思いますけれども、都萬牛は150グラムでもお

いしいというのが私の感想でございます。安心

・安全で健康志向が求められている今日、本県

においても、都萬牛などの赤身肉のブランド化

を図るべきではないかと思いますので、農政水

産部長にお尋ねをいたします。

近年、消費者○農政水産部長（緒方文彦君）

のニーズが多様化している中で、牛肉につきま

しても赤身肉への関心が高まっていることは、

認識しているところでございます。一方で、牛

肉は、サシなどの肉質を基準に評価され価格が

決定されますことから、赤身肉の生産に当たり

ましては、高付加価値化による有利販売や生産

コストの低減など、いかにして農家所得の確保

を図るかが課題と考えております。そのため県

では、畜産新生プランにおきまして、赤身肉の

高付加価値化を課題に位置づけ、焼酎かすや竹

ザサなど地域の飼料資源を活用した特色ある牛

肉生産の研究や、粗飼料割合の高い飼料給与体

系の構築や肥育期間の短縮など、生産コストを

抑えた肥育技術の研究などに取り組んでいると

ころであります。

いろんな牛肉があると思いま○鳥飼謙二議員

すけど、私は非常に貴重な取り組みではないか

なと思っておりますので、ぜひ皆さん方も食べ

ていただいて、都萬牛などの新しい試みに応え

ていっていただきたいと思っています。

次に、獣医師確保と家畜保健防疫体制の強化

についてお尋ねします。昨年12月16日延岡市北

川町で、28日宮崎市高岡町で高病原性鳥インフ

ルエンザが発生しました。県職員や市職員、Ｊ



- 98 -

平成27年２月26日(木)

Ａ職員等が動員され、それぞれ種鶏3,870羽、肉

用鶏４万2,155羽が15時間程度で殺処分、埋却さ

れ、その後、終息しました。県初め関係者の皆

さんの迅速な対応に感謝いたします。

私は昨年の暮れ、東臼杵農林振興局、延岡家

畜保健衛生所を訪問し、実情を調査してまいり

ました。また、その後、獣医師会の皆さん方と

意見交換をする中で、本県の家畜保健衛生対策

は十分機能するのだろうかと危機感を覚えまし

た。鳥インフルエンザが短期間に連続して発生

した場合は、本県では迅速に対応できないとい

うのです。２週間、間がありましたので、これ

は何とか対応できたということのようでござい

ます。また韓国では、再び口蹄疫が猛威を振

るっています。現在、家畜防疫に携わる県職員

獣医師は49名で、延岡市、宮崎市佐土原、都城

市高崎に３カ所の家畜保健衛生所が設置されて

います。しかし、今後５年間で９名が退職する

と聞いています。そこで、獣医師確保の現状に

ついてお尋ねします。

また、南那珂地区には、日南市南郷町の南那

珂農業改良普及センターに２名の獣医師が配置

されていますが、検査機器や設備等もなく十分

機能しているとは思えません。畜産県として本

所もしくは支所を設置すべきではないかと思い

ますので、農政水産部長にお尋ねします。

獣医師職員の○農政水産部長（緒方文彦君）

確保は、獣医系大学の卒業生の約半数がペット

などの小動物の診療分野に就職しているなど、

厳しい状況にあります。このため県としまして

は、関係部局が一体となった獣医師確保対策

チームを中心に、全国の獣医系大学での就職説

明会や出前講座への参加を初め、修学資金の給

付や積極的なインターンシップの受け入れ等の

取り組みにより、獣医師職員の安定確保に努め

ているところであります。

また、南那珂地区における家畜保健衛生所の

設置についてでありますが、平成25年度から駐

在職員を配置し、畜産農家の指導など地域の防

疫の強化等に取り組んでおりますので、今後と

も、必要な検査を初め地域防疫への対応が円滑

に実施されるよう、駐在職員と宮崎家畜保健衛

生所の綿密な連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

今後も、家畜防疫体制の機能○鳥飼謙二議員

強化、しっかりやっていただきたいと思いま

す。

次に、観光振興についてお尋ねします。

平成26年版観光白書によりますと、本県の実

観光入り込み客数は1,390万人、延べ宿泊者数

は353万人で全国37位となっています。また、観

光消費額は1,463億円で、集計中の京都府、大阪

府等５府県を除いて30位 ですから実質36位―

かなと思うんですが となるなど、基幹産業―

である観光は大変厳しい状況に置かれていま

す。本県観光の現状をどのように受けとめてお

られるのか、知事にお尋ねします。

本県は、早くから観光○知事（河野俊嗣君）

振興に取り組んできたわけでありまして、昭

和40年代には、新婚旅行のメッカということで

にぎわいを見せておりましたが、海外旅行の一

般化や、全国各地で観光地の整備が進んだこと

による観光地間の競争の激化などもありまし

て、観光県としての地位は相対的に低下したも

のと考えております。私は、県内各地を回りま

して関係者と話をしておりましたら、どうして

もやはり過去の栄光やノスタルジーに浸り、そ

こから先に進んでおられないのではないかとい

う思いも受けたところでありますが、議員御指

摘のように、厳しい現状というのをしっかり踏
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まえた上で、視線は前に向けるべきではないか

と思っておるところであります。

これまでも、地域資源を生かした魅力ある観

光地づくりやスポーツランドみやざき 今、―

キャンプなどで大変活況を呈しておるところで

ありますが 、また、コンベンションの誘致―

促進などを柱として、観光振興に取り組んでき

たところであります。今後は、東九州自動車道

の整備や、国際定期便の就航、東京オリンピッ

ク・パラリンピックの開催などの追い風をしっ

かり捉まえて、改めて、スポーツや食、神話な

ど本県の強みを生かして、官民一体となって本

県の観光について考える、そして再興を図って

いく、そのような取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

予算もしっかりつけていただ○鳥飼謙二議員

く、このことも大事ではないかなと思っており

ます。

提案されています観光振興条例においては、

観光振興を県政の重要な課題として観光振興計

画を定め、主要施策を毎年公表するとしていま

す。公表に当たっては、入り込み客数や観光消

費額等の数値目標等とあわせ、各ブロックの関

係者等にもわかりやすいものとする必要がある

と思いますので、商工観光労働部長にお尋ねし

ます。

観光振興○商工観光労働部長（茂 雄二君）

計画に基づく施策につきましては、その成果等

をしっかりと検証し、今後に生かしていく必要

がありますことから、観光施策の実施状況を公

表することとしたところであります。具体的な

公表内容につきましては、今後検討していくこ

ととしておりますが、観光事業者や関係団体を

初め、県民の皆様から幅広く御意見をいただく

ことが重要でありますので、できるだけわかり

やすく公表していきたいと考えております。

観光は主に商工観光労働部で○鳥飼謙二議員

取り組んでいただくわけですから、しっかり頑

張っていただいて、「過去の栄光」というふう

に知事はおっしゃいましたけれども、そうなら

ないように、部として頑張っていただきたいと

思っております。

次に、教育問題に移りたいと思います。

古来、教育は国家百年の計と言われ、特に資

源の乏しい我が国では、その重要性は国民を挙

げて共通認識となっています。教育委員会は、

平成23年度に第二次教育振興基本計画を策定

し、魅力ある学校づくりを進めています。しか

し、少子高齢化や格差が拡大する中で、保護者

の所得により教育の機会が奪われるなどの問題

が生じています。教育はどうあるべきなのか、

教育委員長の率直な所見をお願いします。

所得の格差が子○教育委員長（島原俊英君）

供たちの教育の機会を奪うことは、あってはな

らないと思います。そして、格差の拡大や貧困

の連鎖から抜け出すためには、教育の力が欠か

せないと考えています。子供たちの自発的な努

力を促しながら、いかなる環境下においても、

子供たちがその能力を伸ばし、挑戦する機会を

手にできるようにするためにも、教育が果たす

役割は大変大きいと思っております。「子供の

貧困対策に関する大綱」でも述べられているよ

うに、全ての子供たちが夢と希望を持って成長

していける社会を実現するために、学校と家

庭、地域が一体となって、子供の貧困対策や教

育の機会均等に取り組んでいきたいと考えてお

ります。そして、子供たちが、生きることのす

ばらしさ、働くことの意義を感じ、社会に貢献

できる人へと成長する教育を推進していきたい

と考えております。
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所得の格差が子供の教育の機○鳥飼謙二議員

会を奪うことがあってはならない、そのとおり

でございます。しかし、最近の通学区域撤廃

私は、お金のある人は宮崎まで旅費を使っ―

てといいますか、下宿をして大宮高校に通学で

きるけれども、ない人はできないというよう

な、逆行しているんじゃないかなと思うことが

ございます。最近、郷土学がクローズアップさ

れるなど、子供は地域で育ち、地域で学ぶこと

が望ましいことが再認識されています。しか

し、平成15年に宮崎・延岡・都城地区での合同

選抜試験が廃止され、平成20年には通学区域が

撤廃され、県内のどこに居住しようと大宮高校

などに通学できるようになりました。最近の大

宮高校、延岡高校、泉ヶ丘高校の旧学区外通学

者及び下宿・寄宿者の現状について、教育長に

お尋ねします。

御質問の３校におけ○教育長（飛田 洋君）

る旧通学区域外からの普通科の合格者数は、平

成24年度、平成25年度、平成26年度の順に申し

上げますと、宮崎大宮高校、45名、37名、32

名、都城泉ヶ丘高校、15名、５名、12名、延岡

高校、18名、27名、33名であり、３校の合計で

見ますと、この３年間、定員の10％程度でほぼ

横ばいの状態でございます。また、本年度、各

学校の普通科の下宿生数は、１年生から３年生

まで合わせた数ですが、宮崎大宮高校が８名、

延岡高校が４名であり、都城泉ヶ丘高校はおり

ません。

なお、延岡高校では、下宿生以外に、入郷地

区の生徒のためなどに県が設置しております県

北地区生徒寮に23名が入寮いたしております。

それぞれ大宮高校、延岡、そ○鳥飼謙二議員

して泉ヶ丘、お答えをいただきましたが、やは

り大宮高校のところがどうしても比重が大きく

なっているようでございます。

次に移りますが、27年度入学者から、推薦入

学においても学力試験を実施されました。過度

の競争を排除するという推薦制の趣旨から外れ

るのではないかと懸念されますが、学科試験制

度導入の理由と不合格者の推移についてお尋ね

します。

推薦入学者選抜検査○教育長（飛田 洋君）

への学力検査の導入は、就職など高校卒業後の

進路確保等を考え、高等学校での学習をさらに

充実させるために、中学校での基礎学力や学習

習慣の定着をより高めることなどを目標とし

て、今年度から導入しました。導入後も、これ

まで狙いとしてきた、あらゆる角度から受験者

の適性や能力を見るという観点はしっかり継続

しております。

次に、不合格者数ですが、推薦入学の募集定

員の上限を従来の50％から40％へ10ポイント削

減したため、昨年度比で、ことし定員が256人減

少しましたが、逆に受験者数は98人増加したこ

とから、不合格者数の割合は、昨年度の18.5％

から今年度は29.6％となり、11.1ポイントの増

加となっております。

定数の減というのもあったん○鳥飼謙二議員

ですけど、中学校が推薦をして、高校が決定を

するということで、制度が少し変わったのでそ

のまま数字が出てきたのかなと、この程度だっ

たら推薦でいいなというようなことで中学校が

判断をし、子供が判断をして上がってきた。だ

から、こうやって不合格者が18％から30％に

なったんだなというふうな感じがするんですけ

れども、今後、平準化すると思われますか。来

年また試験がありますよね、30％がこれまでと

同じように18％程度まで下がるんじゃないかと

か、いや、もう変わりませんよとか、その辺は
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予測しておられますか。

推薦入試の定員は、○教育長（飛田 洋君）

各学校の定員の枠内で各学校が決め、それを実

施するという形になっておりまして、実は倍率

が高い学校、倍率が低い学校等もありますし、

中学校からたくさん御推薦をいただくとか、い

ただかないとかありますので、今後そういう状

況を見ながら、適切に指導していきたいと思い

ます。

私がお聞きしたのは、不合格○鳥飼謙二議員

者の数が一定程度おさまってきますかというよ

うなことで思ったものですから……。18％から

急に今度の試験では30％に上がっているわけで

す。来年は中学校もそう受けとめていただい

て、また下がるのかなというようなことをお聞

きしたんですが、よろしいです。

次に行きます。県立高等学校教育整備計画基

本計画は、１学年４学級以下の高等学校につい

ては、大幅に定員を満たさない状況があるな

ど、さらに１学級の削減をせざるを得ないこと

が予測される場合は、統廃合を検討するとして

います。一方、大宮高校の５年間の旧通学区域

外の通学者は、先ほど御説明がございましたけ

れども、私の調査では、県内私学、県外転入者

を除いて入学者の10％、多いときでは12％程度

になっているようでございます。高等学校教育

整備基本計画の前期計画が27年度で終了いたし

ます。現在、中期計画を策定中ですけれども、

中期実施計画を議論している場で、通学区域撤

廃の影響について議論がされているのか、その

ことについてお尋ねしたいと思います。

「宮崎県立高等学校○教育長（飛田 洋君）

教育整備計画中期実施計画」策定に当たりまし

ては、学校教育改革推進協議会や地区別の協議

会等、複数の場で御意見をいただいてきており

ます。「地域の子供が地元の学校に進学できる

ように、自治体、企業の協力も得て、各学校の

魅力を高める姿勢が必要である」という御意見

をいただいたと同時に、逆に今度は、「子供た

ちは学力・通学手段等を考え高校を決めてお

り、最終的には生徒の希望に沿った対応ができ

ることが望ましい」などの御意見もいただいて

おります。これらの議論を踏まえまして、何よ

りも生徒にとってよりよい教育環境を提供する

という視点に立って、各学校での魅力と活力の

ある教育活動が展開されるような計画にしてま

いりたいと考えております。

県教育委員会はこれまで、旧○鳥飼謙二議員

通学区域からの通学者は普通科合格者全体の６

％程度だと言っておられました。しかし、実

際、今お話があったように、３校に限って見る

と、６％ではなくて10％から。私の大宮高校の

調査を見てみますと、平成14年には校区外は２

％だった。15年は1.7％、19年は2.5％、そし

て20年には9.0％、24年には12.7％、また26年に

は9.8％となってきているんです。ですから、平

均すると６％ぐらい。だけど、特定の進学校に

限ると、そういうふうにしてよそから入ってく

る子が多いわけです。そうすると宮崎の子供は

どこに行くか。よそに行くか私学に行くかしか

ないですね。親の懐で、通学できる費用も出し

ますよ、下宿代も出しますよという子供と、そ

れから追い出されていく子供というのが出てく

るわけですから、通学区域については再考して

いただきたいなと私は思っているところでござ

います。

次に、交通安全と犯罪発生状況について、警

察本部長にお尋ねいたします。

警察本部交通部の交通統計によりますと、平

成25年の交通事故発生件数は１万458件で、前年
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比で件数は321件の減、死者は59人で９人の増、

負傷者は１万2,589人で248人の減となっていま

す。全体的に改善されてきているものの、件数

が減少する一方で死者がふえるなど、大きな事

故がふえてきているのではないかと推測されま

すが、最近の交通事故の発生状況について、警

察本部長にお尋ねします。

今、平成25年の○警察本部長（坂口拓也君）

統計について御指摘をいただきましたけれど

も、平成26年中の県内における交通事故の発生

状況について申し上げますと、発生件数が9,759

件、死者数が49人、負傷者数が１万1,534人であ

りまして、これは対前年比で、発生件数、死者

数、負傷者数のいずれについても減少しており

ます。特に発生件数につきましては、平成20年

以来６年ぶりに１万件を下回りました。また、

主な特徴といたしましては、高齢者の死者が31

人で死者全体の63.3％を占め、全国平均を10ポ

イント上回っていること、さらに、事故の原因

として、脇見、安全不確認等の緊張感を欠い

た、いわゆる「てげてげ運転」による事故が約

７割を占めていることなどが挙げられるところ

でございます。

次に、自転車事故についてお○鳥飼謙二議員

尋ねします。これは25年ですが、自転車事故

も1,337件と約13％を占めています。かつて宮崎

は自転車王国と言われたほどですが、最近は、

排気ガスも出さずクリーンな乗り物として注目

を浴びています。そのようなこともあってか、

これまでの車道に自転車レーンがラインを引い

て表示されていますが、道路が狭いため、自転

車レーンがある車道を車で走るときには自転車

が、自転車で走るときには車が怖くてならない

というのが実態でございます。そこで、自転車

関連交通事故の状況と自転車レーンの安全確保

についてお尋ねします。

平成26年中の県○警察本部長（坂口拓也君）

内の自転車が関係する交通事故は1,184件であり

まして、これは事故全体の12％を占めておると

ころでございます。事故の内容は、自動車との

衝突がほとんどでありまして、年代別では、高

校生や高齢者が当事者となる場合が半数近くを

占めております。自転車レーンは、道路管理者

と警察とが協力して設置をしておりまして、一

般的には、道路標示、道路標識及びカラー路面

等を整備して、視覚的に自転車が走行する空間

を自動車と分離して、自転車関連の交通事故を

抑止するというものであります。自転車レーン

の安全確保につきましては、今後も道路管理者

と連携した整備を検討するとともに、警察とし

ましても、自転車レーンが安全に利用されるよ

う、学校や高齢者クラブにおける交通安全教室

や、現場警察官による交通指導などを通じて正

しい通行方法の周知を図り、交通事故の抑止に

努めてまいります。

宮崎市の高千穂通りの自転車○鳥飼謙二議員

レーンは非常に安全だ。ところが、県庁の東側

の通りの自転車道は、ラインだけ引いてあって

非常に不安なんです。慎重に交通安全確保をし

ながら、自転車レーンについては対応していた

だきたいと思っております。

次に、交差点に歩車分離式信号が設置される

例が多くなっています。広い交差点では歩行者

の安全確保に有効だと思いますが、自転車の通

行方法がわからなかったりするなどの相談を受

けるときがあります。歩車分離式信号の設置状

況と市民への啓発についてお尋ねします。

歩車分離式信号○警察本部長（坂口拓也君）

は、信号表示により歩行者と車両の通行を完全

に分離させることで、交差点における歩行者の
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安全を確保するものであります。県内の設置状

況につきましては、宮崎市34カ所、延岡市８カ

所、都城市４カ所など、８市４町の60カ所の交

差点に設置しており、本年度末には72カ所とな

る予定です。歩車分離式信号の安全効果を高め

るためには、その通行方法について周知を図る

ことが重要でありますので、現場信号機への

「歩車分離式」の表示、報道機関等を通じた広

報、警察のホームページへの掲載、現場警察官

による街頭指導などの対策を今後とも進めてま

いります。

次に移ります。警察本部刑事○鳥飼謙二議員

部の犯罪統計書によりますと、平成25年の刑法

犯総数は7,997件で、粗暴犯が倍増しているもの

の、全体として5.1％の減と、犯罪は減少してい

るようであり、警察の皆さん方の御尽力に感謝

いたします。しかし最近、バスジャック事件や

殺人事件等、本県でもショッキングな事件が発

生しています。そこで、最近の犯罪発生状況に

ついてお尋ねします。

県内の犯罪発生○警察本部長（坂口拓也君）

状況につきましては、平成26年の刑法犯の認知

件数は7,321件でありまして、前年と比較し

て676件、率にして約8.5％減少しております。

刑法犯の認知件数は、ピーク時の平成14年以

降、年々減少傾向にありまして、昨年は、現在

の統計方式となった昭和41年以降、最も低い件

数となったところであります。しかしながら、

御指摘のとおり、昨年は放火事件やバスジャッ

ク事件など、県民の皆様が不安を感じる凶悪事

件が発生しておりますし、振り込め詐欺を初め

とする特殊詐欺につきましても、過去最悪の約

３億4,700万円の被害額となっておるところでご

ざいまして、治安情勢は全く予断を許さない状

況でございます。引き続き、警察の総力を挙げ

て、安全で安心なまちづくりに努めていく所存

であります。

そこで、今出されましたオレ○鳥飼謙二議員

オレ詐欺等の特殊犯罪３億4,700万円ということ

でございますが、これは非常に社会的な注目も

浴びており、だまされるのは高齢者の人たちが

多いわけですけれども、特殊犯罪の現状と犯罪

抑制に向けた県消費生活センターなどの関係機

関との連携についてお尋ねします。

本県における特○警察本部長（坂口拓也君）

殊詐欺の現状につきましては、平成26年中、59

件、約３億4,700万円の被害を認知しておりまし

て、平成24年以降、被害が増加しておる状況に

ございます。この要因としましては、従来の振

り込み型の被害に加えまして、宅配等による現

金の送付型、現金の直接受け取り型といった形

態の増加や、だましの手口も非常に複雑・巧妙

化をしているということが考えられます。関係

機関との連携につきましては、県警と県内の金

融機関、財務事務所との３者協定を締結しまし

て、高額出金への対策を強化する取り組みを始

めております。また、ＮＴＴと連携して、被害

に遭いやすい高齢者世帯を中心に、電話帳から

の削除を推奨する取り組みのほか、宅配物取扱

事業者や消費生活センターといったところとの

連携も強めていっているところでございます。

さらに、新規事業としまして、県民に直接、特

殊詐欺に関する注意を喚起するための電話架電

業務を行う、特殊詐欺被害防止コールセンター

事業も予定しておるところでございます。今後

とも、関係機関との連携を強化し、特殊詐欺対

策を強力に推進してまいります。

県消費生活センターのことで○鳥飼謙二議員

お尋ねしますが、情報サイト料金の不当請求と

か、はがきによる各請求などの特殊詐欺を含む
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相談を、このセンターでは平成25年度、8,238件

受けています。この相談に乗る専門員である消

費生活相談員が、消費生活センターに６名、延

岡支所に３名、都城支所に３名配置されていま

す。いずれも非常勤職員ですが、待遇は九州で

最下位というふうに聞いております。改善につ

いて、総合政策部長にお尋ねします。

近年、県の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

消費生活センターにおきましては、高齢者から

の相談件数が増加し、相談内容も、特殊詐欺も

含め複雑化、多様化してきており、消費者から

の相談対応や業者とのあっせんなどを行う消費

生活相談員の役割はますます重要になってきて

いると認識しております。こうした中、相談員

の報酬につきましては、平成22年度に通勤手当

の支給を開始し、平成25年度に報酬単価を引き

上げるなど、改善を図ってきたところでござい

ます。今後とも、消費生活相談員の専門性など

を踏まえ、必要に応じて見直しの検討を行って

まいりたいと考えております。

消費生活相談員について、私○鳥飼謙二議員

はこれまでも何回か取り上げてきて、その都度

改善されてきたんですけれども、取り上げなく

なったら、いつの間にか最下位になっていると

いうことで、この間お聞きをしましてがっかり

したんですけれども、職務に見合ったといいま

すか 非常に専門性の高い人ですし、研修に―

も行かれて知識の多い人なんです。ぜひそうい

う処遇についてはしっかりとやっていただきた

いということを、お願いしておきたいと思いま

す。

最後に、国体誘致問題についてお尋ねしま

す。

知事は、昨日も招致を決定するというふうに

言われました。知事選での政策提案の中にも、

そういうふうなことが書いてございましたし、

体育協会からも要望書が出されている。スポー

ツの振興にとっては歓迎すべきことではありま

すけれども、開催に当たって設備、施設の条件

をクリアすることが求められるわけでございま

すが、かなり費用がかかるわけでございます。

それについてどの程度の費用が見込まれると

思っておられるのか、知事にお尋ねします。

国体及び全国障害者ス○知事（河野俊嗣君）

ポーツ大会の開催、その必要経費ということで

ありますが、正式にこれらの大会の招致が決定

した後に、基本方針などの策定を行いまして、

その方針に基づいて、経費についても見込みを

立てていくことになろうかと思います。近年の

他県における国体等の開催経費について調査を

いたしましたところ、運営費につきましては、

おおむね60億円程度ということであります。こ

れは単年度というよりも、準備を始めて終了ま

で、大体10年ぐらいの期間でということでござ

いますが。ただ一方、施設整備費につきまして

は、各県の既存の施設の状況、既に施設が整備

されているところ、例えば民間の施設があるよ

うなところとは全く状況が変わるわけでありま

して、これは県によって大きな差が見られると

ころであります。日本体育協会の国体に関する

基本方針の中では、「できるだけ既存施設の活

用に努め、新設・改修にあたっては、大会後の

地域スポーツへの活用を考慮し、必要最小限に

とどめること」とありますので、国体等の開催

に当たりましては、そのような方針を踏まえ、

本県のあり方についてしっかりと考えた上で、

準備をしていくことになろうかと考えておりま

す。

運営経費は10年間で60億円、○鳥飼謙二議員

既存施設活用とか大会後の活用については考慮
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しなさいよというふうにやってきて、平均で297

億円。どれぐらいかかりますよ、この数字を示

さないと無責任じゃないかと思いますが、いか

がでしょうか。

施設整備につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、各県の置かれた状況はかなり違って、数字

も違っております。それを足し合わせて一定の

平均値が出るわけではありますが、それをもっ

て本県の物差しにするのはどうかという思いが

あるところでございます。いずれにしても、本

県の前回の国体の開催以降、かなり施設が老朽

化している状況がございます。一方で、市町村

などでは施設の整備が進んでいる状況もありま

すので、そういう全体の状況を勘案しながら、

どのように県と市町村で連携しながら開催して

いくのか、そういうことを見きわめながら、施

設整備についてもしっかりと検討を進めてまい

りたいと考えております。

時間が来ましたので申し上げ○鳥飼謙二議員

ませんけど、やはり、どれぐらいかかりますよ

と。宮崎県の財政は厳しいわけですから、身の

丈にあった国体をやっていく、障害者スポーツ

大会をやっていくということで取り組んでいた

だきたいと思います。

最後の質問になりまして、ありがとうござい

ました。以上で終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従い○新見昌安議員

順次、代表質問を行います。知事を初めとし

て、関係各部長、教育長、警察本部長に答弁を

お願いいたします。きょうは私も勝負カラーの

黄色で決めてきました。

まずは知事の政治姿勢についてであります。

日本全体の人口減少に歯どめをかけ、地域活

性化を目指す長期ビジョンと地方創生のための

今後５年間の総合戦略が、年の瀬も押し迫った

昨年12月27日に閣議決定されたところでありま

す。自公連立政権にとって、日本を元気にする

ための最重要テーマが地方創生であることは論

をまたないところであります。現在、宮崎を初

め地方においては、自公連立政権による経済政

策の効果が届いている、こういった実感はまだ

まだ感じられないところであります。

その背景にあるのが、2008年から始まった人

口減少問題であります。現在、若年層を中心

に、多くの人々が地方から東京を初めとした都

市圏に流出しております。人口の流出は、地方

経済の停滞ばかりでなく、生活水準の低下も招

きます。それがさらに人口減少を招いてしまい

ます。まさしくこの負のスパイラルを断ち切る

最後のチャンスが今であります。公明党として

も、対策を強力に進めていこうとしているとこ

ろであります。

今後は、国が示した長期ビジョンと総合戦略

を踏まえ、各自治体も地方人口ビジョンと地方

版総合戦略の策定に取りかかることになります

が、宮崎県版の人口ビジョン及び総合戦略を策

定していく上において、今後の進め方及び市町

村との連携等について、知事の考えを伺いたい

と思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本県を含む地方版人口ビジョン及び総合戦略

は、人口ビジョンについては将来の人口推計

を、総合戦略については平成31年度までの政策

目標と施策を、それぞれ策定することとされて

おります。本県におきましては、現在、県の総

合計画の改定を進めており、今議会に提案して

おります長期ビジョンや、６月議会に提案予定

のアクションプランの方向性などを踏まえ、国

の総合戦略も勘案した上で、宮崎県版の人口ビ

ジョン及び総合戦略の策定を９月を目途に進め

てまいりたいと考えております。

なお、本県の総合戦略等を策定するに当たり

ましては、幅広い外部有識者の参画や地方創生

の中心的担い手である市町村との連携を通じま

して、県の戦略の実効性を高めるとともに、県

内市町村が総合戦略等を策定するに当たりまし

ては、情報提供や相談体制を整え、積極的に市

町村を支援してまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○新見昌安議員

引き続き、２問目にもかかわる事項について

知事に伺っていきたいと思います。知事は、今

回、国が示した長期ビジョンと総合戦略に本県

の実情を反映させるため、昨年10月、国に対し

て、「真の地方創生を実現する「みやざきモデ

ル」の提言」を提出されております。この「み

やざきモデル」の中には６つの施策が掲げてあ

りますが、その３つ目、「若い世代の結婚・出

産・子育ての希望をかなえる」の中に、子育て

支援の充実・強化策として「子ども保険制度」

の創設、こういったものが提言されておりま

す。これが目にとまったところでありました。

この趣旨について伺いたいと思います。

平成25年の本県におけ○知事（河野俊嗣君）

る合計特殊出生率は、全国で２番目に高い1.72

でありますが、人口維持に必要とされる2.07に

は及ばず、少子化問題への対応が喫緊の課題と

考えております。国や県が実施した意識調査に

よりますと、本当は何人子供が欲しいという、

理想の子供の数を持たない理由としまして最も

多いのは、「子育てに関する経済的負担が大き

い」というものであります。国におきまして

は、幼児教育の無償化に段階的に取り組むこと

とされておりますが、その実現に当たっては、

多額の経費を要することが大きな課題となって

いるところであります。

このようなことから、今回、子育てに関する

費用につきまして、例えば、介護保険制度のよ

うな、保険料として広く国民に負担していただ

く仕組みを想定しまして、「子ども保険制度」

の創設を国に対し提言したものであります。

同じく「みやざきモデル」の○新見昌安議員

提言の中において、施策の６つ目、「地方創生

の取組を支える行財政基盤の整備・充実」を求

めておられますが、国の予算案に対する知事の

評価並びに今後の対応についても伺いたいと思

います。

本県は、「真の地方創○知事（河野俊嗣君）

生を実現する「みやざきモデル」」として、国

に対し施策の構築などを求めてきたところであ

りまして、若者定着の受け皿となる雇用の創出

や移住促進、少子化対策などの必要性を強く訴

え、その財政的な支援としまして、地方独自の

判断で活用できる自由度の高い交付金制度の創

設などを求めてきたところであります。これに

対し、国の平成26年度補正予算で、地方が主体

的に取り組む事業を支援する交付金が盛り込ま

れたことに加えまして、平成27年度地方財政計
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画の歳出に、「まち・ひと・しごと創生事業

費」が創設され、約5,000億円分の純増が図られ

たところでありまして、これについて高く評価

しているところであります。

県としましては、地方創生を力強く進めてい

くために、あらゆる関連施策を総動員し、長期

的に粘り強く取り組む必要があると考えており

ますので、国に対しては、引き続き、地方創生

のための予算確保を求めてまいりたいと考えて

おります。

知事の強いリーダーシップを○新見昌安議員

期待しております。よろしくお願いいたしま

す。

次は、平成27年度当初予算案についてであり

ます。

これについては、５つの新規事業について

伺っていきたいと思います。１つ目に、県税収

入納期内納付推進強化事業について２点伺いた

いと思います。

１点目は、事業内容に掲げてあります九州合

同納期内納付推進キャンペーン事業、それと市

町村とタイアップした宮崎総力キャンペーン事

業についてであります。ここでいう県税とは、

この事業名からしても自動車税かなと推測でき

るところでありますけれども、自動車税につい

ては、コンビニ納付あるいはクレジット納付、

こういった納付者の利便性に配慮した取り組み

も、現在実施されております。それを受けて、

かなり納期内納付も進んでいるのではないかと

いうふうに思っていたところでありますけれど

も、本県単独ではなく、九州合同あるいは市町

村とタイアップ、こういった表現から、まだま

だ厳しい状況にあるのかなと思っているところ

であります。そこで、このようなキャンペーン

を張ることになった背景、そしてその内容につ

いて、総務部長に伺いたいと思います。

自動車税の納期内○総務部長（成合 修君）

納付の推進につきましては、これまでも、九州

各県独自に広報活動などに取り組んでいるとこ

ろでございまして、本県を含め九州各県の納期

内納付率は毎年向上しておりますが、全国的に

見ますと、まだまだ低い状況にございます。こ

のため、より効果的な広報活動とするために、

九州各県税務主管課長会議等におきまして協議

・検討を重ねまして、今般、九州各県が広報活

動を合同で実施することとなったものでござい

ます。

次に、県内市町村との合同キャンペーンにつ

きましては、今回、軽自動車税の税率引き上げ

などの税制改正が行われたことから、これを機

に、県内全域で県と市町村が共同で納期内納付

などの啓発活動に取り組むものでございます。

具体的には、九州合同キャンペーンは熊本県

で、市町村との合同キャンペーンは宮崎市で、

いずれも、ゆるキャラ等を活用した出発式を

行った後、各県、各地域を回りまして、街頭啓

発等を行う予定としております。

２点目ですけれども、同事業○新見昌安議員

では、税収確保推進サポーター設置事業、そう

いったものにも取り組まれるようであります。

この狙いと効果についても、同じく総務部長に

伺いたいと思います。

先ほども申し上げ○総務部長（成合 修君）

ましたように、県税の納期内納付の推進につき

ましては、これまで、テレビ、ラジオ等のメ

ディアの活用や、金融機関、コンビニエンスス

トア等へのポスターの掲示など、さまざまな取

り組みを行ってきたところです。今回、さらに

きめ細やかな広報に取り組むため、日ごろから

税の啓発活動に積極的に取り組んでいただいて
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おります関係団体、例えば、法人会や税理士会

などに、広域的に広報活動を行うサポーターと

して協力をお願いしたいと考えております。こ

のような取り組みを行うことにより、県民の自

主納税意識を高めるとともに、納期内納付率の

向上と督促等の滞納整理に係る諸経費の軽減が

図られるものと考えております。

この納期内納付推進強化事業○新見昌安議員

の事業期間を見てみますと、平成30年度までの

４年間であります。キャンペーンが終了したと

きに、宮崎はもちろんのこと、合同でキャン

ペーンを張った九州他県も納期内納付率が格段

に伸びていることを期待したいというふうに思

います。

２つ目の新規事業、「ふるさと宮崎応援寄附

金」振興事業について伺いたいと思います。こ

の事業については、昨年の６月議会において、

県としてふるさと納税の金額を伸ばすために

は、特産品の贈呈を考えてもいいのではないか

と提案したところでありました。そこで、まず

は、年度途中ではありますけれども、平成26年

度のふるさと納税受け入れ実績について、これ

も総務部長に伺いたいと思います。

ふるさと納税につ○総務部長（成合 修君）

きましては、本県では「ふるさと宮崎応援寄附

金」として実施しておりますが、平成26年度の

寄附金受け入れ実績は、きょう現在でございま

すが、33件、320万円となっております。

平成25年度の実績を見てみま○新見昌安議員

すと、46件、343万500円ということでしたの

で、これについては、前年同様の金額になるの

かなとは思っております。

次に、この事業では、寄附者に対するお礼と

して、本県としては初めて、県産品などの品を

送るというふうになっております。お礼の品と

して、どのようなものを選定していこうとされ

るのか、これは商工観光労働部長に伺いたいと

思います。

今回の○商工観光労働部長（茂 雄二君）

「ふるさと宮崎応援寄附金」振興事業は、寄附

しやすい環境の整備とともに、寄附者にお礼の

品を送付することにより、寄附額の増加と本県

の魅力の発信を図る目的で取り組むことにいた

しております。本県には、日本一２連覇の宮崎

牛を初め、完熟マンゴーや地鶏、焼酎など、代

表的な県産品が数多くあります。ふるさと納税

のお礼の品の選定に当たりましては、このよう

な本県を代表する農産物や加工品のほか、本県

が消費者にアピールしたい県産品などを、出荷

時期や商品区分のバランス等を勘案しながら、

寄附額に応じて幅広く選定してまいりたいと考

えております。

この品については、県内あま○新見昌安議員

ねく見渡していただいて、地域間バランスにも

配慮して、選ばれたことでそれぞれの地域の住

民が喜んでくれるような品々を選んでいただき

たいというふうに思います。

次に、この事業によって、どの程度の寄附額

になると想定しているのか。また、この制度を

どのようにアピールしていくのか、同じく商工

観光労働部長に伺います。

福井県の○商工観光労働部長（茂 雄二君）

調査によりますと、寄附金の受け付け実績を公

表している45道府県における平成25年度のふる

さと納税の平均寄附額は約2,640万円となってお

り、本県におきましては、まずその額を上回

る3,000万円を目標に取り組んでまいりたいと考

えております。このため、寄附者にとって魅力

的なお礼の品の提供やコンビニエンスストアで

の寄附を可能とするなど、寄附を促進する環境
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を整備しますとともに、こうした制度内容を、

全国のふるさと納税を紹介するサイトや県の

ホームページ、県広報フェイスブック等に掲載

するなど、さまざまな手法を活用して周知を図

ることとしております。

また、制度を紹介するパンフレットを作成し

まして、県人会や県外における宮崎フェア・物

産展、アンテナショップ等で配布するなど、さ

まざまな機会を捉えまして、積極的にＰＲに努

めてまいりたいと存じます。

国の後押しもあって、全国各○新見昌安議員

地の自治体が、あの手この手で知恵を絞りなが

ら寄附の獲得に乗り出している、その動きにも

拍車がこれからかかっていくんじゃないかと思

います。3,000万という目標達成に向け、御尽力

のほどよろしくお願いしておきます。

ところで、前回の質問に対して知事が答弁さ

れましたように、ふるさと応援寄附金は、ふる

さとを応援したいという思いを寄附という形で

受け入れるものであって、あくまでも寄附して

くれる方の自発的な思いに基づくもの、こうい

う考えも理解できますし、物でつって寄附を募

るのはいかがなものかという考えがあるのも事

実であります。そこで、今回の事業をスタート

するに当たって、ふるさと納税本来の趣旨から

逸脱しないようにするためにどのような点を考

慮されたのか、これについては知事に伺いたい

と思います。

今回の事業では、寄附○知事（河野俊嗣君）

額の増加や本県の魅力や特産品のＰＲなど、さ

まざまな効果も期待できるということで、本県

に寄附をされた方へのお礼の品を設けることと

したわけでありますが、一方で、自治体間で返

礼品による競争が過剰になっているという指摘

もあり、お礼の品の返礼割合が高くなり過ぎな

いように抑えることとしておるところでありま

す。

ふるさと納税の本来の趣旨は、御指摘ありま

したように、ふるさとや特定の自治体を応援し

たいという、いわばファンの方が、自発的な思

いに基づき寄附されることだと考えておりま

す。そのような趣旨からすれば、本県のファン

をふやしていくことが、結果として寄附の増加

につながるものと考えておりますので、私みず

から先頭に立ち、観光や物産など、さまざまな

本県の魅力を積極的にＰＲしてまいりたいと考

えております。

これについても、知事の率先○新見昌安議員

垂範のアクションを期待しております。

３つ目の事業、動物愛護センター共同設置事

業について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。この事業も２年目に入って、いよいよ本格

的に動き出します。センターがスタートするの

を心待ちにしておられる方々もたくさんおられ

ます。ところで、同センターは、宮崎市との共

同設置ということになっております。そこで、

県と宮崎市の役割分担はどのようになっている

のか、伺いたいと思います。

動物愛護セン○福祉保健部長（佐藤健司君）

ターにつきましては、県民一人一人の中に動物

愛護の心を育み、「人と動物が真に共生する社

会」の実現を目的に、平成29年度当初の開設に

向け、準備を進めているところであります。

県、市の役割分担についてでありますが、セン

ターの建設費用については、共有部分は折半、

専有部分はそれぞれが負担とし、建設に関する

発注事務については、宮崎市が行うことになっ

ております。

また、犬猫の譲渡などの動物愛護業務は、こ

れまでどおり県は宮崎市以外の25市町村を所管
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することにしております。なお、共同設置・運

営により県と市の緊密な連携が図れ、犬猫の譲

渡会や各種イベントなどの開催等において、よ

り効果的かつ効率的な取り組みが実施できるも

のと期待いたしております。

この役割分担、予想に反して○新見昌安議員

結構ややこしいなというのが正直な感想であり

ます。もっと単純にならなかったのかなと思う

ところでもありますけれども、27年度は設計段

階に入ってきます。一番重要な時期だというふ

うに思います。望ましい、県民が喜ぶ施設とす

るためには、その意見にも耳を傾けなければな

りません。県民からの意見聴取についてはどの

ように行うのか、伺いたいと思います。

動物愛護セン○福祉保健部長（佐藤健司君）

ターに関する県民からの意見聴取につきまして

は、平成27年度中に、動物愛護団体、市町村、

県獣医師会などの関係団体との意見交換会を開

催するとともに、広く県民の意見を聞く方法等

につきましても、今後検討してまいりたいと考

えております。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

「これぞ宮崎の動物愛護センター」と、大き

く他県にアピールできるものとすることも考え

ておく必要があるのではないかと思います。独

自性、アピールポイントにはどういったものが

あるのか、伺いたいと思います。

設置を検討す○福祉保健部長（佐藤健司君）

るに当たりまして、最も留意したことの一つが

立地場所の選定でございました。センターの候

補地は宮崎市清武町の「木原地区ふれあい広

場」としておりますが、周辺には宮崎大学や県

立こども療育センターなどの福祉施設が設置さ

れております。そのため、犬猫の譲渡会やしつ

け方教室など従来の取り組みに加え、このよう

な立地条件を生かし、大学との共同研究や障が

いのある子供と動物との触れ合い活動など、動

物を介したさまざまな事業が展開できるものと

期待いたしております。

多くの県民の期待にたがわな○新見昌安議員

いように、しっかり取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

４つ目に、動物愛護センター共同設置事業と

は切っても切れない関係にあります、「人と動

物が共生する地域社会づくり事業～スタート

アップ事業～」について、同じく福祉保健部長

に伺いたいと思います。まず、平成29年度以

降、活躍の場が大きく広がる動物愛護推進員等

のボランティアについては、単に犬が好きと

か、あるいは猫が好きといった人たちだけでは

どうかなと思うところでありますけれども、ボ

ランティアにふさわしい人の発掘・確保にはど

のように取り組んでいかれるのか伺います。

県が実施する○福祉保健部長（佐藤健司君）

しつけ方教室や動物愛護啓発行事などにおきま

して、現在もボランティアの方々にお手伝いを

いただいておりますが、動物愛護センター設置

後は、特に定期的な譲渡会の開催などの動物愛

護啓発活動を強化するために、さらに多くのボ

ランティアの支えが必要となりますので、公募

や登録制度など他の自治体の取り組みも参考に

しながら、確保策について検討してまいりま

す。

センターの開設は平成29年度○新見昌安議員

であります。それまでの間、ボランティアの

方々の意識を高めるため、あるいは意識を持続

させるためにどういった取り組みを行うのか、

伺いたいと思います。

平成29年度当○福祉保健部長（佐藤健司君）
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初の動物愛護センターの開設に合わせ、ボラン

ティアの方々の活動内容の充実が課題となりま

すので、今後２年間での育成が特に重要である

と考えます。このため、できるだけ早期からボ

ランティアの募集に取り組むとともに、動物の

習性や飼養方法などの知識の習得や、県の動物

愛護の取り組みなどを理解していただくための

研修プログラムの作成、並びに定期的な研修会

や意見交換会を行うなど、動物愛護団体、市町

村などとも連携しながら、ボランティアの意識

の向上を図ってまいりたいと考えております。

ボランティアの育成・強化で○新見昌安議員

は、地域に根づいた取り組みの県全体への拡大

も目指しておられます。県央地区のボランティ

アの活動の場がセンターにあるということは予

想できますけれども、県央地区以外のボラン

ティア活動についての基本的な考え方を伺いた

いと思います。

動物愛護を推○福祉保健部長（佐藤健司君）

進するためには、県央地区だけではなく、県内

全域でのボランティア活動の展開が重要である

と認識いたしております。このため、動物愛護

センター開設を見据え、各保健所と動物愛護団

体、市町村等との連携のもと、県内各地で開催

するしつけ方教室や譲渡会においてのボラン

ティア活動の強化を図り、地域に根づいた動物

愛護活動を促進していきたいと考えておりま

す。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

５つ目、最後になりますけれども、特殊詐欺

被害防止コールセンター事業について、警察本

部長に２点伺いたいと思います。まず、コール

センター事業の架電対象者について、「被害を

受けるおそれのある者等」というふうになって

おりますが、被害を受けるおそれのある者等を

どのように選定していかれるのか伺いたいと思

います。

コールセンター○警察本部長（坂口拓也君）

事業の架電対象者である「被害を受けるおそれ

のある人」につきましては、２つの選定方法を

想定しています。

１つは、特殊詐欺事件の捜査の過程で、犯行

グループの拠点などから押収した被害対象者の

名前が掲載された名簿を活用する方法でありま

す。実際に犯行グループが利用していた名簿で

ありますから、その名簿に掲載されている方々

は、最も被害を受けるおそれがある方々であり

ます。この名簿に掲載された方々に対して電話

をかけ、注意喚起するということを予定してお

ります。

２つ目は、電話帳に掲載されている方の中か

ら選定する方法であります。被害者の多くは高

齢者であり、今後も高齢者が被害者として狙わ

れる可能性が高いことから、高齢者に多い片仮

名の名前の方を優先して選定するということを

予定しております。また、同じだましの手口に

よる電話が多発している場合、その発生地域に

居住されている方々に対して、電話帳をもとに

集中的に電話をかけるということも想定してお

ります。

１つ目の選定方法については○新見昌安議員

感嘆符ですけれども、２つ目の前半部分は少々

疑問符であります。ただ、私たち一般人が知り

得ない、捜査で得た電話番号などの情報を警察

として保有しておられるのでしょうから、これ

以上は申しません。

次に、オペレーターに対する教育にはどのよ

うに取り組んでいかれるのか、伺いたいと思い

ます。
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オペレーターに○警察本部長（坂口拓也君）

対する教育、指導は、発生現状を把握しており

ます警察が直接実施する予定です。注意喚起を

行う上で、特殊詐欺の発生現状や具体的なだま

しの手口を初め、被害の発生状況に応じた電話

をかける相手の選定、さらには警察との緊密な

連絡方法について、指導教育を行っていきま

す。業務委託事業者については、オペレーティ

ング業務に必要な一定の技術や実績を有した業

者に委託することとしております。実績に基づ

いた事業者独自の指導教育に加え、警察による

必要な知識や情報の提供及び申し上げました指

導教育により、実効あるコールセンター事業と

なるよう努めてまいります。

「被害を受けるおそれのある○新見昌安議員

者等」の中には、注意喚起の電話の意味さえよ

く理解できない人、あるいはその逆に、意識が

高くて、その電話さえ疑うような人もいるかも

しれません。その意味では、応対するオペレー

ターのいわゆる応酬話法というか、オペレー

ターの資質の向上に常に努めていく必要がある

のではないかと思います。事業期間は３年間と

なっていますけれども、被害の激減につながる

ように期待しております。

次に、高齢者を取り巻く課題等について何点

か伺っていきたいと思います。

平成26年10月１日現在の年齢別人口を見てみ

ますと、65歳以上の老年人口は31万7,416人で過

去最高であります。前年比で約9,300人増加して

おります。一方、15歳未満の年少人口は15

万3,228人で過去最低、前年比で約1,300人減少

しており、少子高齢化の一層の進展がうかがえ

る結果となっております。

そのような中、少々旧聞に属するところでは

ありますけれども、国立社会保障・人口問題研

究所の調査によりますと、ひとり暮らしをす

る65歳以上の男性のうち、会話の頻度が２週間

に１回以下という人が、６人のうち１人に上る

という結果になっており、独居の高齢男性が社

会から孤立しがちな実態が明らかになっており

ます。このような状況を勘案すると、高齢の、

特に男性に活躍の場を提供してやるということ

が、高齢者対策の一つとして重要になってくる

のではないかと考えます。県においてはどのよ

うに取り組んでいるのか、福祉保健部長に伺い

たいと思います。

高齢化の進行○福祉保健部長（佐藤健司君）

や高齢世帯に占める単独世帯の増加の中、男性

高齢者も、社会的なつながりを保ちながら、地

域を支える一員として活躍していただくことが

一層重要となっております。このため、県とい

たしましては、高齢者の方々が持っておられる

知識、経験、能力等を生かして社会に出ましょ

う、あるいは主体的な活動をしましょうという

呼びかけのもとに、９月の「シニアパワー宮崎

づくり月間」に各種啓発活動を集中的に実施す

るとともに、ＮＰＯ等の活動に参加するための

きっかけづくりとなる「シニア・団塊世代応援

フェア」の開催や、社会参加に取り組む団体等

に一定期間、体験入会をしてもらう「シニアイ

ンターンシップ事業」を行うことにより、男性

の方々も含め、多くの高齢者が活躍できる場づ

くりを進めているところであります。

高齢化の進行に伴って、認知○新見昌安議員

症もふえてまいります。直近の平成27年１月の

厚生労働省の推計によりますと、認知症の人

が10年後の2025年には700万人に達し、これは65

歳以上の高齢者の５人に１人に当たる計算にな

るそうであります。認知症になる可能性は年齢

とともに高まるので、今後さらにふえてくると
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いうふうに予想されております。そういった

中、国においては、情報を共有し、総合的な対

策を推進するため、関係省庁連絡会議をつくっ

ておりますけれども、県においても、国に倣っ

て部局横断的な連携を図るべきだと思います

が、福祉保健部長に見解を伺いたいと思いま

す。

認知症高齢者○福祉保健部長（佐藤健司君）

の増加が予想される中で、認知症の方やその家

族が安心して暮らせる社会を実現していくため

には、医療や介護だけでなく、消費者保護な

ど、暮らし全般にわたる幅広い分野において施

策の推進が必要と考えられますので、関係部局

による連携が一層重要になると考えておりま

す。現在、県では、高齢者対策の総合調整を図

り、その対策を推進する部局横断的な組織とし

て、高齢者対策推進会議を設置いたしておりま

すので、今後、この会議を活用しながら、認知

症高齢者支援策の充実に取り組んでまいりたい

と考えております。

この点につきましては、安心○新見昌安議員

しました。しっかり取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

認知症高齢者やその家族が安心して暮らせる

環境をつくっていくことが大事であります。認

知症については、教育現場でも理解を深める必

要があるというふうに思います。聞くところに

よりますと、高等学校の家庭科においては、10

時間程度の高齢者に関する授業を行って、その

中で認知症についても扱っているというふうに

聞いております。そのほか、同じく高等学校の

保健体育科の授業でも認知症について触れてい

るようですけれども、小学校、中学校において

は取り扱っていないようであります。こういっ

た小学校、中学校に通う年齢の子供たちにこ

そ、認知症に対しての理解を深めてもらわなけ

ればならないというふうに思います。教育長の

見解を伺いたいと思います。

小中学校において、○教育長（飛田 洋君）

認知症についての学習というのは、学習指導要

領で学習するような位置づけはされておりませ

んが、総合的な学習の時間で福祉に関するテー

マを取り扱い、外部講師を招いて認知症サポー

ター養成講座を実施し、講座で学びを深めた子

供たちに、その証であるオレンジリングを授与

したり、高齢者との交流の中で、実際に認知症

の方々とも触れ合う活動をしているような学校

もございます。日本や宮崎の現状を見ますと、

高齢化が進む中ではありますが、一方では高齢

者との同居世帯も少なくなっているような状況

もありますので、学校教育の中で工夫しなが

ら、子供たちの認知症に対する理解を深めてい

き、思いやり、それから相手を尊重する心を育

てていくことが大切であると思います。

高齢者を取り巻く課題等に関○新見昌安議員

する最後の質問になりますけれども、高齢者虐

待について伺いたいと思います。県がホーム

ページで公表している高齢者虐待の対応状況等

に関する調査結果によりますと、平成25年度に

養護者 すなわち高齢者の世話家族、親族、―

同居人 による高齢者虐待の事実が認められ―

た件数は117件、前年より７件減少しておりまし

た。一方で、市町村における相談や通報件数

は210件で、前年より９件増加しております。

高齢者虐待は、虐待をしている養護者本人に

は虐待をしているという認識がない場合が多

く、また、虐待を受けている高齢者自身も養護

者をかばう、あるいは人に知られたくない、こ

ういった思いがあるために、発見しにくい状況

にもあるというふうに聞いております。高齢者
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虐待を減らすための取り組み、どのように行っ

ているのか、福祉保健部長に伺います。

高齢者虐待へ○福祉保健部長（佐藤健司君）

の対応につきましては、市町村や地域包括支援

センターの職員に対する研修会を開催いたしま

して、介護の負担を一人で抱えている、あるい

は近所づき合いがないなど、虐待が起こりやす

い介護者の状況への対応能力の向上に努めます

とともに、マニュアルの作成についても助言し

ているところであります。また、家族等による

虐待のリスクに気づきやすい立場にある介護支

援専門員や訪問介護員などの介護サービス従事

者を対象に、虐待防止をテーマとした研修も

行っているところであります。

さらに、地域における見守りも重要でありま

すことから、電気・ガスや宅配業などの民間事

業者の方々で構成する「みやざき地域見守り応

援隊」を昨年２月に結成し、日常的に見守り活

動を行っていただいておりまして、既に体調の

すぐれない方の発見など、成果を上げていただ

いているところでございます。

虐待の被害者は女性が圧倒的○新見昌安議員

に多い状況にあります。加害者は、息子が約４

割、夫が２割、こういったデータも以前見たこ

とがあります。家族が壊れ、さらに悲惨な結果

につながらないよう、万全の取り組みをお願い

しておきたいと思います。

次は、県民との語らいを通してであります。

この１カ月間、目前に迫った４月を見据え

て、極めてハードな日々を送ってきました。身

も細る思いでございます。実際４キロほど体重

を落としましたが、この間、数多くの県民か

ら、さまざまな要望あるいは相談を受けてまい

りました。その中には、市レベルの要望、例え

ば側溝のふたかけとか市道の穴ぼこを埋めてく

れとか、こういった相談もたくさんあります

が、県にかかわるものもありましたので、その

中から何点か伺っていきたいというふうに思い

ます。

まずは、観光案内板等の多言語化についてで

あります。これを要望された方は、大学卒業

後、ふるさと宮崎を離れ、40年間タイで生活さ

れた後にリタイアして、宮崎に帰ってきたとい

うことでありましたが、2020年をにらんで観光

客の誘客に取り組んでいくということであれ

ば、タイやインドネシア、こういった国々から

の観光客への対応もいち早く考えるべきだと、

本当に熱っぽく語っておられました。これから

誘致合戦がますます激しさを増してくるという

ことを考えれば、当然の指摘ではないかと思い

ます。

そこで伺いたいんですが、観光案内板等の多

言語化については、英語、中国語等の主要な言

語に加え、先ほど言いましたタイやインドネシ

ア等の言語にも対応していく必要もあるのかな

と思います。県としてどのような対応を考えて

おられるのか、商工観光労働部長に伺います。

県では、○商工観光労働部長（茂 雄二君）

観光案内板を日本語、英語、中国語、韓国語の

４カ国語で表示するほか、スマートフォン対応

ＱＲコードにより、県の観光案内サイトである

「旬ナビ」にリンクさせ、４カ国語による、よ

り詳しい情報提供を行っております。近年、タ

イやインドネシアなどからの訪日観光客が増加

していることから、本県でもこれらの言語への

対応が必要と考えておりますので、来年度はこ

の「旬ナビ」に、タイ語、インドネシア語、マ

レー語にも対応した自動翻訳機能を加える予定

にしております。今後とも、外国人観光客の誘

客を図るため、多言語対応についての取り組み
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を進めてまいりたいと考えております。

多言語に対応した観光アプ○新見昌安議員

リ、時代の先端ではないかと思います。いち早

く対応されるということは評価したいと思いま

す。魅力あふれるものになることを期待してお

きます。

大塚台の県営住宅、市営住宅を訪れたときの

ことでありました。４階、５階部分に住んでい

る高齢者から直接、あるいはそのような高齢者

を友人に持っている方から間接的に、１階に移

りたい、移してやってほしいという声、幾つか

受けました。県営の大塚台団地が整備されたの

は、昭和40年代後半から昭和51年くらいにかけ

てであります。エレベーターは設置してありま

せん。既に40年経過しております。当初からの

入居者がまだおられるかどうか定かではありま

せんけれども、入居者の高齢化が進んでいる団

地であるということは事実であります。そこで

伺いますが、このような県営住宅の上層階に住

む高齢者が１階への住みかえを希望する場合、

どのように対応しておられるのか。これについ

ては県土整備部長に伺いたいと思います。

県におきま○県土整備部長（大田原宣治君）

しては、高齢者が安全・安心で快適に暮らすこ

とができますよう、宮崎県住生活基本計画に基

づきまして、公営住宅のバリアフリー化や声か

けなどの見守り支援の取り組みを行っていると

ころです。お尋ねにあります、高齢者の方が１

階への住みかえを希望する場合につきまして

も、階段の上りおりに支障があることなどの理

由を確認した上で、空き室への住みかえを進め

ているところであり、今年度の実績は、現時点

で18件となっております。今後とも、県といた

しましては、県営住宅の１階の空き室のバリア

フリー化を順次進めていくことによりまして、

高齢者向け住宅の確保に努めてまいりたいと考

えております。

４年前のこの時期、ことしと○新見昌安議員

同じような動きをしておったわけですけれど

も、大塚台にある警察職員宿舎、また県職員宿

舎、数多くの空き室がありました。この空き室

を県営住宅として一般県民に貸し出すことはで

きないかと、その年の２月議会で質問したとこ

ろでありましたが、当時の稲用総務部長から

は、「現実的に困難」との答弁でありました。

今回も当初は、せめてそれらの１階部分だけで

も住みかえを希望している高齢者のために開放

できないか、こういった質問をしようとも考え

たところでありましたけれども、これについて

は、４年前と同じような答弁、容易に想像でき

ましたので、県営住宅間での高齢者の住みかえ

に積極的に取り組んでもらいたいという思いで

質問したところです。この点については、よろ

しくお願いしておきます。

次に、音楽を専門とする教員の採用に関連し

て、教育長に３点伺いたいと思います。私の地

元の赤江小学校、大淀小学校は、吹奏楽が盛ん

で、コンクールでも優秀な成績をおさめたとい

うふうに聞いております。そこでまず、平成26

年度の九州大会以上の音楽コンクール等におけ

る県内国公立学校の主な入賞実績はどのように

なっているのか、伺いたいと思います。

本県国公立学校の本○教育長（飛田 洋君）

年度の音楽コンクールなどの主な入賞実績につ

きましては、まず合唱ですが、九州大会におい

てコンクールの最高位である金賞を、住吉南小

学校、宮崎大学附属中学校、妻高等学校が受賞

し、そのうち宮崎大学附属中学校は、全国大会

でも銀賞を受賞しております。吹奏楽では、九

州大会において、金賞には、今おっしゃったよ
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うに、議員の地元の大淀小学校、赤江小学校、

大淀中学校、都城商業高校が輝いております。

そのうち、大淀小学校につきましては、全国の

コンクールである全日本バンドフェスティバル

においても金賞を受賞いたしております。この

ようなすばらしい結果は、子供たちの才能を磨

き上げ、輝かせていただいた指導者の情熱や指

導力、そして、何よりも一生懸命取り組んだ子

供たちの頑張りの結果だと、本当に心から喜ん

でおります。

本当にすばらしい成果をおさ○新見昌安議員

めておられることに対して、改めて心から敬意

を表したいと思います。

ところで、仄聞するところによれば、中学、

高校の音楽の先生の採用が極めて少ないようで

あります。各種コンクールで活躍されている先

生方がいなくなった後が心配という声もござい

ます。そこで伺いますが、本県における中学校

及び高等学校音楽科教員の過去10年間の採用状

況をお示しください。

教員の採用につきま○教育長（飛田 洋君）

しては、児童生徒数の減少や退職者数との関係

などを細かく調査いたしまして、必要な人数の

採用を計画的に行ってきております。音楽科教

員の過去10年間の採用数は、中学校が、平成23

年度に１名、25年度に１名、26年度に１名、高

等学校が、平成17年度に１名、平成25年度に１

名であります。

高いレベルにある本県の音楽○新見昌安議員

教育の伝統は、ぜひとも受け継いでいってほし

い。今まで積み上げてきた実績を無駄にしない

でほしい。そのためにも、10年後、20年後を見

据えた計画的な採用が必要不可欠というふうに

考えますが、見解を伺いたいと思います。

職員数が少ない音楽○教育長（飛田 洋君）

のような教科では、児童生徒数が減少する中に

あって、新しく教員を採用するということは極

めて困難な状況にございます。年齢構成や今後

の退職者数等も見越しながらも、芸術という情

操にかかわる教科の重要性に十分配慮し、中長

期的な展望を持って、平成25年度採用から、音

楽科などでは可能な限り計画的に継続して採用

することといたしました。

中学校音楽では、25年度に１名採用、26年度

にも１名採用し、27年度の採用選考試験では、

２名を内定としたところであります。また、27

年度採用から、特別支援学校にも新たに芸術の

採用枠を設置し、音楽では１名を内定といたし

ました。今後とも、少人数の教科でも指導技術

等が継続的に引き継がれるよう、長期的な展望

を持って、可能な限り採用に努めてまいりたい

と考えております。

この点は、ぜひともお願いし○新見昌安議員

ておきたいと思います。

次に、ゾーン30について警察本部長に伺いま

す。ゾーン30については、これまでにも何回か

取り上げられております。子供さんを小学校に

通わせている、交通安全意識の高い親御さんか

ら、ゾーン30の設置の要望を受けました。そこ

で、この設定方法、設置地区の状況について、

改めて伺いたいと思います。

ゾーン30の設定○警察本部長（坂口拓也君）

方法につきましては、交通量や交通事故の発生

状況等をもとに、道路管理者や地域の皆さんと

協議・調整して設定しております。県内の設置

状況につきましては、現在まで25カ所を整備し

ております。今後の予定につきましては、地域

住民の要望等を踏まえ、道路管理者と連携し

て、計画的に整備してまいりたいと考えており

ます。
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ゾーン30の整備は、現時点で○新見昌安議員

は平成28年度までとなっているようでありま

す。しかし、県民からの要望にもぜひとも前向

きに応えていただき、１カ所でも多く整備して

いただくよう要望しておきます。

次に、設置後の効果をどのように評価してお

られるのか伺いたいと思います。

ゾーン30設置後○警察本部長（坂口拓也君）

の効果でありますが、交通事故の発生件数で見

ますと、平成25年度までに整備が終わった９カ

所では、一部の地域でわずかに増加したところ

は見られますが、全体では、整備後の１年間

で、35件から約３割減少の23件となり、交通事

故抑止に一定の効果が見られるところでありま

す。また、地域住民等からは、「カラー舗装で

安心して歩きやすくなった」「車の速度が落ち

た」などの声が寄せられておるところでござい

ます。

ゾーン30につきましては、設○新見昌安議員

置場所の周知も重要じゃないかと考えます。神

奈川県警の例ですけれども、ここでは、去年の

９月から、毎月30日を「ゾーン30の日」と制定

して、県内全域の指定区域内で、通学時間帯に

見守り活動、取り締まりを強化する運動を展開

するとともに、モデル地域を選んで、ゾーン30

をＰＲする旗を区域内にある小学校や保育園に

贈呈し、見守り活動などで地域住民がこの旗を

使用しているようであります。こういった取り

組みも参考になると思いますが、本県における

ゾーン30の周知はどのように行っているのか伺

いたいと思います。

警察では、県民○警察本部長（坂口拓也君）

へのゾーン30の周知を図るために、ゾーン内で

の標識、表示を整備するとともに、県警ホーム

ページへの掲載、交番・駐在所のミニ広報紙や

各種会合を活用した広報、市町村や報道機関等

への情報提供等により、周知に努めているとこ

ろであります。また、警察庁を通じてカーナビ

事業者に情報提供し、カーナビによるゾーン30

の周知も行っております。今後もあらゆる機会

を通じて、さらなる周知に努めてまいりたいと

考えております。

この点も、よろしくお願いし○新見昌安議員

ておきます。

最後になりますが、過去の質問のその後につ

いてということで、今回の質問は、今期を締め

くくる代表質問ということもありますので、何

点か思い入れのある過去の質問のその後につい

て触れたいと思います。

まず、平成24年２月議会で質問いたしました

不育症対策についてであります。不育症、すな

わち、妊娠はするけれども、死産や流産を２回

以上繰り返して、結果的に子供を持てない状況

にある方に対して、少子化対策の一環として、

また若い夫婦の負担軽減を図るためにも、県と

して何らかの助成制度をつくるべきではないか

という質問をいたしました。その際は、「国に

おいても、不育症治療費の助成制度について方

向性が示されていないということで、国の動向

を注視していく」という答弁でありました。私

としては、「国の動向を見守るだけではなく、

県から声を上げていっていただきたい」と要望

したところでありました。その後、３年が経過

しましたけれども、今回の補正予算で、男性不

妊・不育症治療費助成事業として600万円の予算

が計上されており、事業化されたことを大変う

れしく思っております。

そこで伺いますが、この事業内容は具体的に

はどのようなものなのか。また、余り知られて

いない不育症への関心や認識を高めるために
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も、この助成事業についての周知が重要になっ

てくるというふうに考えますが、この点につい

てはどのように取り組んでいかれるのか、福祉

保健部長に伺いたいと思います。

平成22年度の○福祉保健部長（佐藤健司君）

厚生労働科学研究報告書によりますと、不育症

は年間約３万人が発症すると推定され、その支

援が課題となっております。不育症の原因の25

％は血液凝固異常ということでございまして、

この原因に関しましては、治療法が確立してい

るということでございます。このため、県とい

たしましては、今回、県独自の新たな事業とし

て、不育症の治療費について、１件当たり最大

８万円を助成したいと考えております。今後、

産科医療機関、市町村、保健所を通じ、また、

今後新たに作成する啓発ポスターを初め、県政

番組、県の広報紙、ホームページなどを活用し

て、広く県民へ周知していきたいと考えており

ます。

よろしくお願いします。○新見昌安議員

次に、昨年の６月議会で質問した鳥獣被害対

策についてであります。公明党としましても、

今回の統一地方選の重点政策として、「鳥獣被

害対策を強化し、地域資源のジビエを生かした

地域活性化の推進」を盛り込んでいるところで

あります。

近年、ふえ過ぎた鹿やイノシシなどが、農作

物や生態系に深刻な被害を与えております。こ

れを改善するためには、捕獲を強化する必要が

あるとして、昨年、鳥獣保護法の改正もなさ

れ、国においても、狩猟者の確保に向けての方

向性を打ち出しているところでありますが、全

国の狩猟免許取得者数を見てみると、35年前の

約45万人に対して、最近は20万人前後で推移し

ております。このうち60歳以上は、35年前は

約10％でしたが、平成24年は約65％と高齢化の

進展が著しく、今後を見据えて、鳥獣被害を防

止する現場の第一線に立つ狩猟者の確保に積極

的に取り組む必要があるというふうに考えま

す。

前回、本県の狩猟者確保対策を質問したとこ

ろ、「26年度に法人捕獲促進事業を創設するな

どして、狩猟者の確保に努めていく」との答弁

でありましたが、その後の狩猟者確保に向けた

取り組みの現状、その成果について、環境森林

部長に伺いたいと思います。

狩猟者の減少○環境森林部長（徳永三夫君）

・高齢化が進む中で、有害鳥獣対策等に的確に

対応していくためには、新規狩猟者の確保が大

変重要であります。このため、県ではこれま

で、法人捕獲を初め、受験希望者を対象に無料

の事前講習会の開催や試験の休日実施、さらに

は県内各地に試験会場を設けるなど、さまざま

な対策を講じてきたところであります。本年度

も、延岡市を新たに試験会場として追加いたし

まして、合格者は県全体で231名と、前年度に比

べ29名増加したところであり、これらの取り組

みによりまして、狩猟者の減少に歯どめがかか

り、昨年度、わずかではありますが、増加に転

じたところでございます。今後とも、猟友会等

と連携を図りながら、受験しやすい環境づくり

に取り組み、狩猟者の確保に努めてまいりたい

と考えております。

狩猟者の減少に歯どめがか○新見昌安議員

かって、若干ふえたということで、評価したい

と思います。今後も継続的な狩猟者確保対策を

お願いしておきます。

狩猟者がふえるということは、今後、野生鳥

獣の捕獲数がふえる、そして、捕獲した野生鳥

獣の肉の食用としての利活用が増加することが
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見込まれます。また、昨年、鳥獣保護法が改正

された際には、「捕獲された鳥獣を可能な限り

食肉等として活用するため、国において最新の

知見に基づくガイドラインを作成するととも

に、各都道府県におけるマニュアル等の作成を

支援するなど、衛生管理の徹底等による安全性

の確保に努めること」という参議院環境委員会

附帯決議がなされ、国においては、昨年11月に

「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイド

ライン）」が策定されております。

前回、本県における衛生管理マニュアルの作

成について質問したところ、「国のガイドライ

ンの内容を踏まえて、県独自のマニュアルの作

成に取り組みたい」ということでありました。

その後、県のマニュアルの作成状況はどうなっ

ているのか。また、作成されたマニュアルを十

分理解し活用してもらうためには、周知が大事

になってくると思いますが、周知にどのように

取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

シシ肉や鹿肉○福祉保健部長（佐藤健司君）

などを衛生的に処理するための県独自のマニュ

アルにつきましては、現在、昨年11月に示され

た国のガイドラインの内容を踏まえ、県民にわ

かりやすいものとなるよう、年度内の完成に向

けて、関係部局との最終調整を行っているとこ

ろでございます。なお、作成後は、食品などの

事業者や狩猟者を対象にした営業許可講習会や

狩猟免許講習会の場、さらには、保健所職員に

よる食肉を取り扱う施設への訪問活動の機会を

利用し、周知を図っていきたいと考えておりま

す。

本県独自のマニュアルについ○新見昌安議員

ても、年度内に完成見込みということで、安心

いたしました。今後、作成後の周知について

も、しっかり力を入れていっていただきたいと

いうふうに思います。

捕獲した鳥獣を衛生的に処理するための国の

統一した衛生管理指針、また県のマニュアルも

整備されると、今後、安心してジビエを食べら

れるようになり、愛好家もふえていくのではな

いかというふうに思います。

前回の質問でも述べましたが、昨年２月、長

野市で開催された全国ジビエサミットに、重松

議員と一緒に参加してきました。また、和歌山

県では、「ジビエウィーク」というものを設け

て、県内のホテルやレストランで鹿肉やイノシ

シ肉を使った特製メニューを提供して、それを

約100店舗で取り扱うなど、ジビエを活用した地

域経済の活性化に取り組んでいるようでありま

す。本県においても、ジビエを活用して、中山

間地域の活性化などにつなげていくことができ

ないかというふうに考えます。ジビエの利活

用、県としても積極的に取り組むべきと考えま

すが、ここについては知事の見解を伺いたいと

思います。

狩猟肉の利活用を図る○知事（河野俊嗣君）

ことは、地域資源を生かして地域を活性化して

いく、そういう観点からも大変重要であるとい

うふうに考えております。県としましては、こ

れまで、諸塚村や西米良村にあります狩猟肉処

理施設の整備などの支援をしますとともに、鹿

肉の販売に取り組まれている企業の人材育成等

の支援を行ってきたところであります。しかし

ながら、事業として行うに当たりましては、販

売先の確保や安定供給、採算性の確保など、解

決すべき課題もあるところであります。県とし

ましては、引き続き、事業者や市町村等と連携

しまして、有効な利活用に向けて検討を進めて

まいりたいと考えております。
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東京都千代田区に、食に関す○新見昌安議員

る調査研究を行う「ぐるなび総研」という会社

がございます。ここで、昨年12月、その年の世

相を反映する「今年の一皿」というものにジビ

エ料理を選んでおります。「今年の一皿」は、

日本の食文化の普及と継承を目的として、昨年

初めて取り組んだようであります。「今年の一

皿」でジビエを選定した理由の一つとして、

「衛生管理指針の作成でジビエ料理の提供が本

格化する」ということを挙げております。

昨年５月の鳥獣保護法改正で、知事が認定し

た専門事業者に狩猟を委託することもできるよ

うになりました。猟師や獣肉の処理施設の責務

も明確になりました。ジビエ普及への道筋は

しっかりついたというふうに思います。野生鳥

獣の被害軽減、そして地域の振興、まさしく一

石二鳥ではないかと思います。地方創生も念頭

に置いて、積極的に取り組まれることを強く要

望し、以上で全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

ここで休憩いたします。○福田作弥議長

午後２時10分休憩

午後２時38分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、愛みやざき、西村賢議員。

〔登壇〕（拍手） 代表質問も○西村 賢議員

最後になります。愛みやざきを代表して質問を

行います。

我々県議会議員の任期も、この議会をもって

終わることになりますが、県政の継続はもとよ

り、10年、20年先の状況も予見をしながら、本

県のビジョンを議論してまいりたいと思いま

す。執行部の皆様方の明快な御答弁をよろしく

お願い申し上げます。

まず、知事の政治姿勢について質問を行いま

す。

知事は昨年の12月、知事選挙におきまして、

圧倒的な得票で再選をされました。まずもっ

て、おめでとうございます。知事は２期目のス

タートに当たり、この県議会初日に、「みずか

らが先頭に立ち」と力強く述べられました。知

事のリーダーシップと迅速な決断に、今後期待

をしてまいりたいと思います。

さて、昨年の東九州道都農―日向間の開通に

より、県北方面の交通事情も大きく変わりまし

た。まだ１車線区間も多く、通行料金の割高感

に利用者の不満もありますが、所要時間の短縮

には大きく寄与しています。

いよいよ、ことし３月21日に東九州道蒲江―

佐伯間が開通の予定となり、宮崎―大分間の

ミッシングリンクが解消され、大分県の日出

ジャンクション、佐賀県の鳥栖ジャンクショ

ン、宮崎県のえびのジャンクションを経由すれ

ば、大きな輪のようにつながります。北九州か

ら大分への開通も平成28年度末を見込み、今後

は北九州―宮崎を結ぶ東九州軸経済圏の形成も

考えていかねばなりません。高速道路の整備の

進捗とともに、物流や観光、人口流出など、ほ

かの地域との競争の激化やストロー現象など懸

念すべきことは多々ありますが、交通インフラ

の整備によって、やっとほかの地域と競争する

ことができるスタートラインに立てることにな

ります。河野知事は、宮崎―大分間開通に伴う

本県物流の動きについてどのように考えている

のか、伺います。

以下、質問者席より質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）
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す。

東九州自動車道で宮崎市から大分市までが開

通する、これは北部九州地域との輸送時間の短

縮による物流の効率化につながります。自動車

産業における取引の拡大など、広域の経済交流

が促進され、本県産業の振興に資するものと考

えております。一方で、県内の荷主や運送業者

が他県の港を使いやすくなるなど、地域間競争

がさらに激化するとの懸念もあるところであり

ます。県としましては、モーダルシフトを推進

する上でも、細島港を初めとする県内港湾に貨

物を集める必要があると考えておりますので、

今後とも、九州中央自動車道などの整備に努め

ますとともに、地元自治体と連携して荷寄せ支

援などを行い、高速道路の開通効果を最大限に

生かしてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

今後も東九州道の整備が進○西村 賢議員

み、東九州軸がますます発展していくとは思い

ます。また先日、４月29日、延岡北方道路開通

のうれしい報告もありました。今後はさらに、

延岡―熊本間をつなぐ九州中央道の整備も進め

ていかなければならないと思います。

物流に大きな影響を与えるのは道路と港湾で

あります。東九州の扇のかなめと呼ばれて久し

い細島港も、国際的な貨物船の規格に対応する

ため、本年３月には第17号岸壁、いわゆる水

深13メートルの岸壁の整備も完成の予定と聞い

ております。非常にありがたいことであります

し、県内物流にも大きく影響し、県内企業や県

民にも大きなメリットがあると思います。

しかし、この17号岸壁の整備も、平成９年に

計画をされ、ことし平成27年の３月をもって完

成いたしますが、着工までに18年もの歳月が流

れてまいりました。その間に、経済のグローバ

ル化や国際競争はさらに進んでまいりました。

計画当時は13メートルの岸壁でもよかったかも

しれませんが、現在、新パナマックスと呼ばれ

る世界標準は15メートルの水深になろうとして

おります。今でも細島港に寄港する大型船は、

一度ほかの港で積み荷をおろして軽くして入港

すると聞きます。いわゆるセカンドポートにな

ります。今後は本県も、最初に大型船が入港で

きるファーストポートを目指していかなければ

いけないと思います。これから10年、20年先を

考えていくに、本県の港湾の整備計画の改正が

本年予定されておりますが、この改正が非常に

重要であると思います。今後の港湾整備をどの

ように考えているのか、知事に伺います。

細島港につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、重点港湾の指定を受けて以降、中国木材株

式会社などの企業進出や17号岸壁の整備、さら

には高速道路の開通などが進んでいるところで

ありまして、地域の産業を支える東九州の物流

拠点として、企業誘致や観光振興などに大きく

貢献する港としての発展がますます期待されて

いるところであります。

このような中、細島港では、船舶の大型化に

対応した大水深の岸壁や、新たな企業進出を見

据えた用地の確保などの課題が生じております

ので、現在、細島港長期構想検討委員会におい

て、港湾計画改定に向けた検討を行っていると

ころであります。今後とも、国や地元、関係団

体とも十分に連携を図りながら、細島港が九州

の扇のかなめとして、その優位性を最大限に発

揮し、競争力のある港へと発展するよう、なお

一層の機能充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。

今の知事の御答弁、非常にす○西村 賢議員

ばらしいと思います。やはり１期目のときより
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も２期目のほうが、非常に前向きな力強い答弁

をいただいていると思います。

物流対策というのを強化していくのは、もち

ろん当然なのですが、やはりその先に地場企業

が元気になって、また誘致企業も呼び込めて、

そしてまた雇用、仕事をつくっていって、最終

的にそこに定住化していく経済の発展がなけれ

ばと考えております。ぜひ、先ほどの前向きな

御答弁のように迅速な対応を、今後ともよろし

くお願いしたいと思います。

次に移ります。格差の是正が政治的な課題と

なる中で、親が貧困であった場合、その子供に

も貧困が受け継がれていくことを「貧困の連

鎖」と呼び、大きな社会問題となっておりま

す。本県でも、昨年は宮日新聞が子供の貧困を

テーマに連載を行い、今なお県内では勉強会な

どが開かれ、問題意識の高さをあらわしており

ます。関西国際大の道中教授の研究によります

と、貧困の連鎖の発生率は25.1％に上り、貧困

の連鎖には高等学校卒業の有無が大きく影響し

ているとのことでした。

本県の生活保護世帯のうち、18歳未満の被保

護人員数は、昨年７月の速報値の段階で1,995

人、全保護者が１万7,768人中、全体の11.2％を

占めております。現在では、割合から考えます

と恐らく2,000人を超える子供たちがいるわけで

す。

先日の２月12日、安倍総理の施政方針演説の

中でも、「子供たちの未来が、家庭の経済状況

によって左右されることがあってはなりませ

ん。子供の貧困は、頑張れば報われるという

真っ当な社会の根幹にかかわる深刻な問題で

す」と、問題意識を述べられました。また、最

近では、経済学者トマ・ピケティ氏による著書

「21世紀の資本」が世界中で反響を呼び、ピケ

ティ氏の理論には賛成、反対はあるものの、改

めて格差問題について考える機運が高まり、議

論が再燃をしております。今後、本県がどのよ

うな対策を講じていくのか、知事自身がこの問

題をどのように捉えているのか、貧困の連鎖に

ついて知事のお考えをお聞かせください。

我が国の歴史を考えて○知事（河野俊嗣君）

みますと、戦後、高度成長期を迎えまして、一

億総中流と言われた時代もあったわけでありま

すが、バブル崩壊以降、低成長が続いておりま

す。こうした中で、近年、経済的格差やその連

鎖についてさまざまな見方、また議論がなされ

ているわけであります。格差の極端な拡大や連

鎖というものは、国家としての社会の活力、ま

た労働意欲の低下につながる深刻な要因となる

ものであります。

私としましては、全ての人々が生きがいを

持って働き、活躍できる社会、また全ての子供

たちが、生まれ育った環境に左右されることな

く、生き生きと学び、夢の実現に向かってチャ

レンジできるような社会が理想であると考えて

いるところであります。こうしたことから、税

制や社会保障など所得の再分配機能であります

とか、教育機会の確保などを通じて、経済的格

差が連鎖しないような社会を築き上げていくこ

とが、私を含めて政治に携わる者の大きな使命

であると考えております。

知事の懸念も非常に的を射て○西村 賢議員

いると思いますが、貧困の連鎖による子供の貧

困を放置することが社会全体の大きな損失であ

ると唱える方もいらっしゃいます。大山典宏氏

の著書である「生活保護ＶＳ子どもの貧困」に

よりますと、全国的な生活保護利用者のうち20

歳未満が占める割合が15.2％、全体の利用者の

６人に１人となっております。その子供たちが
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将来、大人になり、再び生活保護を利用する

か、逆に安定した職につくかで、厚労省の試算

をもとに計算しております。例えば、18歳の高

卒男性が２年間の職業訓練を受けて65歳まで働

いた場合、就職せずに生活保護を受け続けた場

合と比べ、国の財政に１億円以上のプラスがあ

ると言います。これを先ほどの全体の15.2％の

子供全員が予防できれば、27兆円もの効果があ

るとうたっております。

平成25年度の宮崎県議会、宮崎のこども対策

特別委員会でも、埼玉県の取り組みを調査に参

りました。埼玉県の調査で、全日制高校の進学

率が92.5％だったのに対し、生活保護世帯の進

学率は67.8％だったとのことでした。それを受

けまして、埼玉県では生活保護世帯に対する教

育支援を行い、大学生ボランティアによる学習

支援、また教員ＯＢなどによる支援員が家庭訪

問を行い、進学の助言等を行っているとのこと

でした。この支援の結果、学習教室に参加した

学生305名のうちの97％、296人が進学を果たし

たとのことです。子供のプライバシーの問題も

あるでしょうが、具体的に自立支援に取り組ん

だことは大きな一歩であると思います。このよ

うな取り組みは、ぜひ教育委員会でも検討の

テーマにしていただきたいと思います。ほかの

代表質問でもこの問題は出ておりますが、委員

長も先ほど貧困に対して答弁をされました。今

回は教育委員会には伺いませんが、ぜひ検討し

ていただきたいと思います。

平成25年６月に国会で「子どもの貧困対策の

推進に関する法律」が制定をされ、その中でも

地方公共団体の責務が明文化されました。具体

的な支援に対し、本県がどのように取り組んで

いくのか、福祉保健部長に伺います。

「子どもの貧○福祉保健部長（佐藤健司君）

困対策の推進に関する法律」や、昨年８月に示

されました国の基本方針等を踏まえまして、本

県における子供の貧困対策についての計画を策

定するため、現在、庁内関係部局や市町村等と

の意見交換を行い、現状と課題の分析を深めて

いるところであります。今後、さらに広く関係

団体等から御意見を伺う中で、これまで取り組

んできた生活保護の適用や、ひとり親家庭医療

費助成などの支援に加えまして、貧困の状況に

ある子供への具体的な施策を検討してまいりた

いと考えております。

この問題は、いろんな代表質○西村 賢議員

問、もしくはまた今後の一般質問でも出ると思

いますが、宮崎県は、貧困と言われている生活

保護世帯のみならず、何とか生活保護を受けず

に頑張っている世帯、経済的な弱者であるけれ

ども、頑張っている世帯もたくさんあると思い

ます。ぜひ、知事を筆頭に、宮崎県のそういう

不遇な子供たちがチャンスを逃さないように取

り組んでいただきたいと思います。今後に期待

をしておきます。

次に、防災対策について質問をいたします。

東日本大震災から４年が経過しようとしてお

ります。被災地ではいまだ被災者の方々の苦労

は続き、福島原発の事故処理は続いておりま

す。一日も早い復興を祈るばかりです。本県に

とりましても、津波の対策等、急がれるところ

でありますが、まず危機管理統括監に、避難タ

ワーの設置について質問をいたします。

先日、日南市、また日向市で複合型施設、避

難タワーの建設とありました。そのほかにも計

画中の市や町の名前が挙がっておりましたが、

避難タワーの設置には先進的な取り組みを行っ

た高知県があります。これまでも議会で、高知

県の取り組みはいろんな方が紹介をしたところ
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でありますが、市町村の負担を少なくして設置

を進めてきました高知県と比べて、本県は市町

村に対して、市町村が設置する避難タワーに対

して支援をしていく考えはないのか、お聞かせ

ください。

本県では南○危機管理統括監（金丸政保君）

海トラフ巨大地震に備え、関係各県とともに、

津波避難施設の整備について市町村の財政負担

の軽減を主な目的といたしまして、法律の制定

を国に対して強く要望してきました結果、平

成25年11月に南海トラフ地震対策特別措置法が

成立しております。現在、本県の沿岸の市や町

では、この法律に基づく特例措置を活用した施

設整備のため、計画の作成が進められておりま

す。市や町の整備計画は徐々に明らかになって

おりますが、施設の数は県全体で20基を超える

と見込まれ、また、それぞれの建設費も高額で

あることから、県としても厳しい状況にありま

すが、今後、支援のあり方について検討してま

いりたいと考えております。

ぜひ、その検討を早くしてい○西村 賢議員

ただきたいと思いますが、実際、他県の避難タ

ワー、また避難マウンドなどを、これまで私も

見てまいりました。特に避難タワーにつきまし

ては、津波避難のとき、いわゆる有事の際にし

か使用することがないと言っても過言ではない

と思います。もちろん、訓練等で使用すること

はあるかもしれませんが、非常にもったいない

という気もいたします。しかし、やはりそこは

自治体が、人の命にはかえられないという思い

があって設置をしていると思います。その建設

費用からいろんなことを考えますと、１階部分

は公民館等、もしくは消防団の詰所等に使っ

て、一番上の部分だけ避難箇所、いわゆる階段

を利用した避難施設となるような複合型の建設

に、県は支援できないのかを伺います。

市町村が整○危機管理統括監（金丸政保君）

備いたします津波避難施設については、議員の

お話がありましたように、災害時だけではなく

て平時にでも活用できる、例えば公民館などの

機能を持つ複合型の施設、いわゆる「命の山」

と言われております人工の高台盛り土などにつ

いても、住民のニーズ、あるいは設置場所の条

件、そういったものをそれぞれの地域の実情に

応じて検討することが必要であると考えており

ます。

このうち複合型の施設につきましては、沿岸

の市や町からの強い要望も踏まえまして、法律

に基づく財政負担軽減の特例措置の対象とする

よう、さまざまな機会を利用しまして国に積極

的な要望活動を行った結果、避難関連部分につ

いて特例措置の対象とされたところでございま

す。県といたしましては、先ほど申し上げまし

たように、厳しい状況にありますが、複合型の

施設につきましても、支援のあり方について検

討してまいりたいと考えております。

まさに地震というものは、い○西村 賢議員

つどこで起こるか、また我々もどこで遭遇する

かわかりません。自宅で遭遇するのか、勤務先

もしくは学校、遊びに行っているところか、ど

こで遭遇するかわかりませんし、また時間帯の

問題もあります。できる限り、避難する場所は

数多く、またより近くあったほうがいいわけで

すが、多額の設置費用がかかる避難タワーを無

尽蔵につくることは、先ほどの答弁から難しい

とのことです。

そこで、民間の建物 ビルであったり、―

スーパーの屋上であったり、もしくはいろんな

店舗 に外側から階段をつけて、そこにたま―

たま買い物中に地震に遭遇した人が逃げ込む、
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もしくは近所を歩いていた人がビルに駆け込む

といったような際に、逃げることができるよう

な外部階段等、民間の建物に対して支援はでき

ないのか伺います。

県では現○危機管理統括監（金丸政保君）

在、市町村が整備いたします避難場所や避難路

等につきまして、減災力強化支援事業により市

町村への支援を行っております。民間の施設に

整備される避難階段等につきましては、それが

民間企業の従業員のためだけでなく、地域住民

等の避難にも活用されるものであり、また市町

村がそれに補助を行う場合等には、県において

も支援の検討対象になり得ると考えておりま

す。

先ほどの検討とか、なり得る○西村 賢議員

とか、すぱっとした答えが非常に難しいところ

もあると思いますし、もちろん財源の確保の問

題もあると思います。非常に厳しい財政の中で

も、やはり人の命というものを守る施設であり

ますから、前向きに、そして市町村から上がっ

てきたものに対しては迅速に答えを出してあげ

るように、これからも御尽力を賜りますようお

願いしたいと思います。

次に移ります。今、マタニティーハラスメン

トという言葉があります。働く場所において、

妊娠や出産、育児中の女性に何らかの嫌がらせ

を行うことでありますが、具体的に言います

と、妊娠を理由に退職を迫る、また仕事を与え

ないといった代表的なものから、育児休暇によ

る仕事を押しつけられたほかの社員からの陰湿

ないじめ的なものまで幅広いものがあるようで

す。また、マタニティーハラスメント自体の対

策も講じていかなければなりませんが、そのた

めには、育児に理解のある上司、いわゆるイク

ボスの育成も必要であると言われております。

イクボスの育成、そしてマタニティーハラスメ

ントに対する本県の認識と取り組みについて伺

いたいと思います。

いわゆる○商工観光労働部長（茂 雄二君）

イクボスにつきましては、明確な定義はありま

せんが、一般的には、部下の育児と仕事の両立

を支援する上司や経営者と言われております。

県では、イクボスの観点からも、企業トップの

方々に職員の出産や育児に配慮した取り組みな

どを宣言していただく「仕事と家庭の両立応援

宣言」の登録を推進し、その啓発のためのセミ

ナー等を開催しているところであります。ま

た、マタニティーハラスメントにつきまして

は、宮崎労働局が中心となって、相談、指導な

どの対策を講じておりますが、イクボスはその

防止の一助になるものと考えております。今後

とも、女性も男性も働きながら、安心して子供

を産み育てる職場環境の整備など、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。

本県のさまざまな取り組みに○西村 賢議員

よりまして、イクメンという言葉も非常に定着

化してきておりまして、男性の育児参加という

ものは、知事を筆頭に進んできていると感じて

おります。

次に、福祉保健部長に伺いますが、少子化の

時代にありながら、実際、家庭の経済状況やラ

イフスタイルの変化から共稼ぎ世帯がふえ、幼

少期から保育園に預けられる児童の数自体はふ

えてきています。資料によりますと、平成21年

の就学前児童６万825人のうち施設利用児童が３

万7,614人だったことに対し、平成26年は６

万208人と、児童数は減少しているものの、施設

利用は４万1,102名、率にして61.8％から68.3％

へと増加しております。
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このような状況から、親の就労にかかわらず

子供を預けやすい認定こども園へのニーズも増

加し、県内のこども園数もふえているように感

じます。こども園に移行しようとする園の方々

の話によりますと、これから子供を預ける親の

ニーズに応えていくには、さらなる保育士の確

保が必要になってくるとのことでしたが、県は

保育士不足をどのように捉え、取り組みを進め

ているのかを伺います。

本県におきま○福祉保健部長（佐藤健司君）

しては、大都市部のような極度に逼迫した保育

士不足の状況にはありませんけれども、正職員

を募集してもパート勤務を希望する保育士が多

いといったミスマッチや、時期や地域によって

は安定的な確保が難しくなってきているとの声

を伺っております。

保育士は、園児の健やかな成長にとってかけ

がえのない存在であり、県では以前から研修に

力を入れ、人材育成に取り組んでまいりました

が、平成25年度からは、関係機関・団体等との

より率直な意見交換会を開催して、現状の分析

と今後の方向性の整理を行い、保育団体、保育

士養成機関、行政がそれぞれの立場で潜在保育

士の就労に向けた実践的な研修会の開催や、ミ

スマッチ対策も見据えた就労環境の見直し、処

遇改善に向けた取り組みなどを進めているとこ

ろであります。今後とも、関係機関と十分連携

を図りながら、保育人材の安定的な確保に努め

てまいりたいと考えております。

この問題は、例えば保育士の○西村 賢議員

学校が都市部にあった場合、そこで勉強した人

がもとの場所に戻りにくかったり、Ｉターン的

に初めて就職活動等で訪れたときにも、そうい

う学校がない地域は保育士不足になりやすいと

も伺っておりますので、今後とも対策をお願い

したいと思います。

次に、介護福祉士の不足について質問をいた

します。既に横田議員の質問等で取り上げてお

りましたので、割愛をいたしますが、2025年の

高齢者人口が35万4,000人とも言われておりま

す。団塊の世代が後期高齢者となることか

ら、2025年問題と言われておりますが、その高

齢者ができる限り元気で自立していただくこと

が望ましいわけです。私は、毎月ミニバレー大

会を見に行くんですけれども、その中でも70代

の部というのがありまして、70代の女性が一生

懸命にボールを追いかけています。そのチーム

も毎年、年がかわるごとにどんどんチーム数が

ふえてくるんですが、やはりこれも皆さん元気

なうちから、恐らく40代とか50代のうちから始

めて、今なお現役で頑張っているということだ

と思っております。70歳から始めようと思った

ら、ちょっと厳しいのではないかと思います

し、やはり筋力とか体力をいかに維持していく

かが重要ではないかと思います。知事もマラソ

ン等に出場されて、体力づくりを非常に積極的

に行っておられますが、2025年、本県における

要支援・要介護者 いわゆる体力をつけてい―

くことが非常に重要だと思うのですが、本県は

その介護予防にどのように取り組んでいくのか

を福祉保健部長に伺います。

実は、私も老○福祉保健部長（佐藤健司君）

人クラブ加入年齢に達しましたけれども、高齢

になってもいつまでも元気であること、これは

やはり皆さん全員の望みかなと思っておりま

す。今後の介護予防につきましては、一人でも

多くの高齢者が、心身の健康はもとよりでござ

いますが、日常生活の動作能力を維持・改善

し、家庭や社会で一定の役割を主体的に担うこ

とを目標としたいと考えております。そのた
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め、県におきましては、理学療法士等を活用し

た自立支援につながる効果的なプログラムの作

成や、住民が主体的に運営するサロン、いわゆ

る「茶飲ん場」などの通いの場の充実、あるい

は生活支援の担い手としての高齢者の参加促進

などの取り組みを積極的に支援してまいりたい

と考えております。

このことにつきまして、図師○西村 賢議員

議員より関連質問があります。

通告がありますので、関連質○福田作弥議長

問を許します。

なお、発言の時間は、主質問者の質問時間の

範囲となります。図師博規議員。

高齢化対策について関連質問○図師博規議員

をさせていただきます。

住みなれた地域で高齢者が充実した生活をす

ることを目的に、2000年に導入された介護保険

制度ではありますが、３年に一度、その運用の

見直しが行われております。今度の４月がその

運用の見直し時期に当たります。

介護ニーズは年々増大の一途で、高齢者施設

入居待機者もふえ続けており、高齢化の問題が

国家問題になっているにもかかわらず、今回の

介護報酬の見直しでは９年ぶりに報酬が引き下

げられます。これは、国が消費税引き上げを先

送りにしたことが大きく影響していることは明

白で、消費者に配慮したはずの引き上げ先送り

が、さらに弱い立場にある高齢者を窮地に追い

込むという、矛盾した事態になろうとしていま

す。関係団体の反対を押し切る形で断行される

今回の改定ですが、事業者の間では不安や不満

が募っており、今後、サービス提供ができなく

なるという危機感さえ広がっています。

では、具体的に。重度な要介護者や認知症高

齢者の対応を担う、いわゆる特別養護老人ホー

ムの介護報酬は６％引き下げられます。さら

に、日中、高齢者が通所して介護を受けるデイ

サービス事業は、５％から９％も報酬が引き下

げられます。さらに衝撃的なのが、介護予防の

ためのデイサービスは20％以上引き下げられ、

介護予防のためのリハビリテーション事業にお

いては25％余りも引き下げられる。まさにこれ

は、事実上サービスを停止しなさいと。それを

迫るほどの報酬の削減となっています。

要介護状態にならないためには介護予防が不

可欠であることは、誰もが理解できることでは

ありますが、国は要介護者を増加させるかのよ

うな改定を今回断行するのです。今回の改定に

より、介護職員の月収を１万2,000円程度引き上

げるような加算が示されてはいますが、介護職

員の賃金は、全産業平均賃金と比べると10万円

以上も低く、本県ではさらに格差があります。

また、介護職員以外の看護師や調理師などの賃

金加算は全くなく、それら他職種の賃上げは経

営者の持ち出しが必要となり、新たな負担が経

営者にのしかかってきます。このような状況で

は介護業界に人材を集めることが困難なことは

明らかなのに、今回の改定の柱の一つに介護人

材確保の実現というものが掲げられていること

は、全くもってピント外れと言わざるを得ませ

ん。

さらに、先日、横田議員も指摘されたとお

り、全国老人福祉施設協議会の報告では、現

在、全国の特別養護老人ホームの約３割が赤字

経営となっており、一律に介護報酬の削減が行

われた場合、即座に経営が成り立たなくなる事

業者が続出するという警鐘を鳴らしています。

つまり、今回の改定は、高齢者関連サービスの

質の低下を招くどころか、事業所の倒産が発生

してしまう事態になりかねないのです。ここ

平成27年２月26日(木)
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で、知事は、このような介護保険制度の見直

し、これが改悪になっていること、このような

状況についてどのような見識をお持ちなのか、

お伺いしたいと思います。

今回の改定では、介護○知事（河野俊嗣君）

保険制度の持続可能性やサービスの運営実態な

どを勘案しまして、基本報酬が下げられる一方

で、介護人材の確保及び中重度の要介護者や認

知症高齢者への支援等に対して重点的に配分が

なされたものであります。事業者の方々の不安

の声も伺っておりますので、県としましては、

こういう改定の趣旨を踏まえ、経営の安定化や

サービスの質の向上を図っていただくよう、適

切に助言・指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。

助言・指導で果たして経営が○図師博規議員

安定するものなのでしょうか。介護事業者との

意見交換をする中で、経営者の方々は口々に、

たとえ介護報酬が減らされてもサービスを低下

させることは絶対できない、経営者が身を切る

か内部留保を取り崩すしかすべはない、それを

続けていくには限界もある、国が社会保障費抑

制のため、介護報酬引き下げありきで現場の現

状を無視するのであれば、せめて県が何らかの

支援策を講じてほしいと、切実な声を寄せられ

ます。その声は県当局にも届いているはずで

す。今こそ、県が策定する高齢者保健福祉計画

などの高齢者関連政策を、単なる市町村の計画

数値を積み上げただけの内容にするのではな

く、国が削減する報酬部分を補完するような政

策を展開すべきときと考えますが、福祉保健部

長の見解をお伺いします。

今回の改定○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、国の社会保障審議会介護給付費分科会にお

きまして、介護事業の経営実態調査の分析を

し、かつ現状のサービスの課題の整理、あるい

は各サービス事業団体の意見聴取など、さまざ

まな議論を重ねた上で答申されたものでありま

すので、まずはその趣旨に沿って進めていく必

要があると考えております。

来年度以降の現場が困窮する○図師博規議員

姿を見てからの対応ではなく、一歩進んだ対応

を求めるとともに、地域と介護現場に血の通う

政策が展開されることを切望いたしまして、私

の質問は終わります。

動物との共生について質問を○西村 賢議員

いたします。

本県の管理所がモデルとなりました、「ひま

わりと子犬の７日間」というタイトルだったと

思いますが、２年前の映画をＤＶＤで最近やっ

と見ました。本県の中央動物保護管理所がその

まま映画に登場して、逆に生々しくも感じさせ

られました。捨てられたり野生化したりした犬

や猫を保護し、最終的には処分する動物保護管

理所では、近年、法律改正の動きもあり、また

ホームページや譲渡会等の機会の拡大、先ほど

紹介した映画の上映の影響もあったかもしれま

せんが、非常に殺処分数が減っているとのこと

で、関係各位の努力を感じさせられました。最

終的に殺処分ゼロを目指すことは理想でもあり

ますが、そのためにも質問をさせていただきま

す。

先日、日向市内において犬猫譲渡会というも

のがあり、主催された方との意見交換を行いま

した。この譲渡会というのも、愛護団体、ボラ

ンティア団体が単独で行うもの、また複数の団

体が一緒に行うものがあります。犬や猫と新し

い飼い主とのマッチングが成功するのは非常に

難しいことでありますので、できる限り多くの

方の目にとまる機会があったほうがいいかと思
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います。今後、譲渡会の推進のためには、独自

に活動を行っている動物愛護団体同士の連携も

必要であろうと思いますし、また愛護団体と行

政との連携が必要ではないかと思います。しか

し、このような団体には特に登録や届け出のよ

うな義務はないために、行政側も把握するのが

難しいのではないかと思います。譲渡会の推進

に対しまして、本県の取り組みを福祉保健部長

に伺います。

動物愛護団体○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、県内各地で講演会あるいはイベント開催な

ど、さまざまな形で動物愛護活動を展開してい

ただいております。その中で、譲渡会により新

しい飼い主を探す取り組みというのは、殺処分

の減少にも極めて効果的でございますので、県

といたしましても、動物愛護センターを活用し

た支援のあり方などについて、関係者の御意見

も伺いながら検討してまいりたいというふうに

考えております。

先日、中央動物保護管理所と○西村 賢議員

隣接する保護団体の「ひまわりの家」で話を聞

いてきました。現実問題、今、譲渡というもの

が非常にスムーズになりまして、子犬が一旦保

護されますと、ホームページ等の活用で、すぐ

に引き取り手があらわれるということでした。

これは非常にありがたいことだと思いますが、

管理所から保護団体に渡っていくのは、いわゆ

る中型犬以上の犬ばかりであります。中型犬以

上になりますと、もちろん体も大きい、そして

また鳴き声も大きいということもありまして、

例えば都市部の住宅密集地でありますとか、ま

たマンション等の建物では非常に飼いにくいと

いうことがあります。そうなりますと、どうし

ても庭がある程度広く、また逆に番犬として大

きな声でほえてくれる犬を欲しがるのは中山間

地のほうが多いという、現実の話を聞きまし

た。

ただ、やはり中山間地のほうで譲渡会をする

というのが今まで非常に難しいようでありまし

たので、これからは中山間地域でもそういう譲

渡会を行っていかなければならないという話で

した。逆に今度は中山間地になりますと、一カ

所に人が集まってくるというのは、大きな祭り

であったりイベントであったりということにな

ろうかと思います。そのような譲渡会に対する

支援を県が応援すること、支援することができ

ないのかを伺います。

県内各地で民○福祉保健部長（佐藤健司君）

間も含めて譲渡会をさらに推進していくこと

は、殺処分ゼロを目指す意味でも非常に意味が

あるかなというふうに思っておりますので、

今、議員がおっしゃったことも含めまして、県

内各保健所、あるいは各譲渡会を催される団

体、あるいはイベント等を主催される方々の御

意見、さまざまな御意見を伺いながら、少しで

も譲渡が進むように取り組みを進めたいと考え

ております。

県の管理所、県内に５カ所で○西村 賢議員

すか、殺処分する場所は３カ所と聞いておりま

すが、やはりそれぞれの地域の行政としっかり

連携をしていったほうがいいと思います。愛護

団体のほうも、イベントに自分たちも入れてく

ださいと言っても、何かあったら困るからと

か、うるさいと困るからという理由で、なかな

かイベントの一部にもまぜていただけないとい

う話も聞きました。やはり先進的に県が応援し

ていく、もしくは県が市町村等をつなぐことで

１匹でも１頭でも殺処分が減るように、御尽力

をいただきたいと思います。今後ともよろしく

お願い申し上げます。
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次に、林業政策について伺います。

植栽未済地に対しましては、これまでも質問

が出たので割愛したいと思いますが、その中で

も、杉の再造林を図っていく中で、ちょうどこ

の時期になると問題になる杉花粉の問題、特に

国内では1,500万人以上、また2,000万人以上と

も言われる花粉症の患者がいるそうですが、こ

の花粉アレルギー対策に朗報となる、花粉の少

ない杉苗の生産状況と今後の生産拡大につい

て、環境森林部長に伺います。

国の調査によ○環境森林部長（徳永三夫君）

りますと、花粉の少ない杉苗木は平成25年度、

全国で約200万本が生産されており、本県ではそ

の３割強に当たります約70万本の生産量となっ

ております。国民の約３割が悩んでいるとされ

る花粉症対策は大変重要でありますことから、

国では、29年度までに全国で1,000万本を生産す

る目標を掲げておりまして、本県に対しては

約300万本の生産要請を受けているところであり

ます。このような中にありまして、本県でも、

伐採面積の増加に伴いまして、今後、苗木の需

要増加が見込まれますことから、花粉の少ない

杉苗木も含め、関係団体や苗木生産者等との連

携を図り、生産拡大に向けて積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

このことは、森林の資源を生○西村 賢議員

かしていくという本県の姿勢とともに、観光客

誘致、もしくは今の時期、スポーツキャンプ等

にも大きく影響してくる将来的な問題ではない

かと思いますので、また当局の御尽力を賜りま

すようにお願いをしたいと思います。

次に、ＴＰＰ、フードビジネスについて質問

をいたします。

先日の安倍総理の所信表明演説でも、「ＴＰ

Ｐ交渉は最終局面にある」と述べられ、いよい

よ妥結は近いところかと推察をいたします。実

際の交渉の中身はわかりませんが、新聞報道に

よりますと、１月30日には「牛肉関税９％に下

げ」とあり、「現在38.5％から９％に下げると

日本政府が米国に提案した」とありました。ま

た、２月２日の新聞によりますと、「豚肉の関

税50円、米に日本提案」とありました。１キロ

最大482円から50円に下げると提案していること

が報道されました。この日本政府側の提案が本

物であるとすれば、国益を守るといったかけ声

はどこに行ってしまったのか。まさに大きな声

を上げて文句を言いたいところでありますが、

この場で文句を言ってもしようがありません。

農業県、畜産県として、本県の立場をしっかり

と知事にはいま一度、国に対して訴えていただ

きたいと思います。この新聞紙上のような交渉

が進んだ場合、本県に与える影響は非常に大き

いものがあると思いますが、県はＴＰＰ協定の

影響をどう考えているのか、また、その対策を

どう考えているのかを農政水産部長に伺いま

す。

ＴＰＰ協定交○農政水産部長（緒方文彦君）

渉につきましては、政府による正式な発表がな

い中で、御質問にありましたように、米の輸入

枠拡大や牛肉や豚肉などの関税引き下げ等のさ

まざまな報道がなされております。報道のよう

な協定が締結された場合、本県の農業産出額

の58％を占める畜産を初めとする農畜産業や関

連産業への大きな影響が懸念されます。このた

め、県といたしましては、引き続き国に対し、

重要品目の関税維持などの粘り強い交渉を求め

ますとともに、農家の皆様が将来にわたって安

心して生産を続けられるよう、関係機関と一体

となって、畜産の生産基盤強化やブランド確立

による国内外の販売力の強化等を積極的に推進
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してまいりたいと考えております。

済みません。これは通告して○西村 賢議員

いないのですが、このような新聞報道が出た後

に、この報道は正しいのか、間違っているの

か、そういうことを踏まえて国に対して問い合

わせ等を県は行ったのか、お聞かせ願いたいと

思います。

国のほうに直○農政水産部長（緒方文彦君）

接的には問い合わせは行っていないところでご

ざいます。

真意かどうか、この新聞記事○西村 賢議員

も当たらずとも遠からずということもあるかも

しれませんので、国が教えてくれるかは別とし

て、問い合わせなり、県は非常に注意深くしっ

かりと見ているぞということを伝えていくこと

は非常に重要だと思いますので、知事を初め担

当部局、こういう報道に対しては過敏に反応を

していただきたいと思います。

次に移ります。県は今回の補正予算案で、

フードビジネスのＥＵ戦略のきっかけにしよう

と、ミラノ国際博覧会宮崎ＰＲ事業を提案して

おります。この事業は、グローバル展開支援事

業や今年度の地域人づくり事業にも影響してい

ると思いますので、少し質問をさせていただき

ます。

グローバル化の現在にありまして、ＥＵ戦

略、ヨーロッパ戦略も悪くはないと思います

が、今、宮崎県は、香港や中国を初め、シンガ

ポール等々にも東アジア戦略を講じている最中

であると思います。それが今、軌道に乗ってい

るとも思えませんし、いよいよ香港―宮崎便が

就航することが目前となっております。観光な

どのインバウンドにしましても、ＥＵからの直

行便がない本県が、どのような誘客アピールを

行うのか。また、インバウンド対策を国内で検

証することも、誘致よりも前に必要ではないか

と思います。また、資料の中では宮崎牛のＥＵ

の戦略というものがありますが、ＥＵに対して

国自身がオールジャパンで和牛（ＷＡＧＹＵ）

というもので攻めようとしているさなかに、宮

崎だけ宮崎牛で攻めようということは、国の戦

略との整合性の違いに非常に疑問を感じざるを

得ません。この事業や計画自体に、いわゆる唐

突感というのは否めないんですが、もちろん万

博に対して視察や調査を行っていくことは否定

しません。ただ、この万博事業に花火を上げて

成果をどう出していけるのか、この費用が税金

である以上、知事は丁寧に県民に説明していた

だきたいと思います。

ミラノ国際博覧会は、○知事（河野俊嗣君）

万博として初めて「食」をテーマとして半年間

にわたって行われるわけでありますが、和食が

世界無形文化遺産に登録をされた。そし

て、2020年には東京でオリンピック・パラリン

ピックが開催をされる。さらには、海外観光客

の誘致を５年後には2,000万人を目指してという

ような取り組み、さらには農産物の海外輸出、

これは１兆円を目指していく。さまざまな国の

積極的な取り組みがある、そういう追い風があ

る。これをフードビジネスを展開する本県とし

ても追い風と捉えて、ミラノ万博への参加とい

うものを考えておるところでございます。この

４日間の出展のみならず、それに向けた準備と

いう中で、ＥＵへの参入を検討する事業者にお

いて、人材育成といいますか、そういう情報提

供をして準備を行う、さらにはミラノ万博後の

いろんな国際商談会にも出展する企業というこ

とで、一つのＥＵ市場への参入の契機とするこ

とを考えておるところでございます。

従来から、宮崎牛や鮮魚など高付加価値商品
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を中心に、アメリカ、ヨーロッパに向けた輸出

に取り組む一方、御指摘がありましたような、

中間層の増加による市場の拡大が著しい東アジ

アに対して、香港事務所の設置を初めとした販

路拡大に力を入れてきたところであります。も

ちろん、今後とも、東アジア、さらには北米等

にも力を入れるわけでありますが、今回のミラ

ノ万博出展は、こういう海外展開をさらに広げ

るチャンスであると考えておりまして、アジア

はもとより、北米やＥＵなど多様な地域を視野

に入れたグローバルな販路拡大に取り組んでま

いりたい、そのように考えております。

ミラノ万博というものが、た○西村 賢議員

またまことしあったということもあるかもしれ

ませんが、５年に一度の万博の開催であります

から、数年前に万博に向けての準備なりという

ものが徐々に出てきて目指すというならわかる

のですが、ことし、いよいよ始まる、その前に

この予算案を出してこられて、それにいろんな

付随する事業を出されてきておるわけですの

で、やはり唐突感というのは非常に否めないと

思います。隣の鹿児島県も昨年、その前でしょ

うか、上海の航空路線でも非常に苦慮しており

ました。アジアをもうしばらく固めてからでも

よかったのではないかと思います。もちろん、

ヨーロッパに打って出る民間企業を応援するな

というわけではありませんし、支援をしていく

のはいいんですが、県がここまでＥＵに旗を

振っていくのはどうかなと思いましたので、質

問をさせていただきました。

次に移ります。今、県内でも巨石ツアーとい

うものが静かなブームになってきております。

日向市美々津の石神山のツアーだけでも年間20

回程度行われ、毎回20人から40人の参加者が、

山に登って大きな石を見ているところでありま

す。そのほかにも、延岡の神様山(かみさんや

ま)などがパワースポットとしても人気の観光地

となっております。インターネットで巨石ツ

アーと調べてみますと、全国あちこちにそのよ

うな場所があり、また古代ロマンと関連づける

考古学者もいらっしゃるようです。佐賀市には

巨石テーマパークというものもあり、おもしろ

いのかわかりませんけれども、そういうものも

あるようです。巨石といいましても、クレーン

や大型重機がない時代に、その大きな石がどの

ようにしてその場所に設置されたのか、偶然そ

こにあったのか、それ自体が古代ロマンなのか

もしれませんが、近代の人工物でないというこ

とを証明していくことも、文化財として位置づ

けていくことも大切ではないかと思います。教

育長に、巨石について文化財としての調査、評

価を県が主導して行うことができないのか伺い

ます。

県内各地にございま○教育長（飛田 洋君）

す巨石につきましては、貴重な文化資源である

と考えております。それらを例えば文化財等と

して認定するということになりますと、自然の

巨石 自然状態でそのままある巨石について―

は、例えば天然記念物となり得るような学術上

貴重なものであるかという調査、評価が必要に

なりますし、人の手が多分加わったのであろう

ということであれば、史跡とか有形民俗文化財

として価値を持つかというようなことを調査研

究することになると思います。最近で言えば、

日南市の猪崎鼻が去年、国指定の天然記念物に

なって、何年もかかって学術的な調査をやりま

したけれども、やはりそういうことをする必要

があると思います。

いずれにしましても、県内には、豊かな風土

と長い歴史に培われ、守り伝えられた文化資源
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が数多く残されておりまして、それらを磨き上

げ、活用を図ることは大変重要なことと考えて

おります。今後とも、市町村と連携を図りなが

ら、巨石などを含めた地域の文化資源の掘り起

こしについて検討してまいりたいと考えており

ます。

ぜひ、よろしくお願いをした○西村 賢議員

いと思います。

次に、総合政策部長に伺いますが、県内には

同様に多くの巨石群というものがあります。こ

の点在するものを結び、いわゆる観光地化、観

光ルート化していくような取り組みを県が支援

できないのか伺います。

地域の資源○総合政策部長（橋本憲次郎君）

を生かし、市町村間で連携した取り組みは、地

域の活力を高める上でも大変重要であるという

ふうに認識しております。例えば、今御指摘い

ただきました巨石に関しては、日向市、門川

町、美郷町、諸塚村、椎葉村が連携して、巨石

や人工的につくった石倉など、圏域に点在する

石にまつわる地域資源について調査が行われて

おりまして、その調査報告書、リーフレットの

作成を通じて新たな観光資源としての活用を図

ろう、こういう取り組みが実施されておりま

す。この取り組みに対しては、県といたしまし

ても、市町村間連携支援交付金の事業として採

択いたしまして、今年度から支援を行っている

ところでございます。このような地域資源を活

用しながら、地域の活力を高め、持続可能な地

域づくりを図る取り組みに対しましては、引き

続き、交付金などを活用しながら積極的に支援

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。地元○西村 賢議員

の事業ですから、今後、市町村がどのような作

戦なり観光ルートなりをつくっていくかわかり

ませんけれども、それが成功してモデルとなっ

たときには、ぜひ県内各地にＰＲできるような

ものができればと思います。できれば、各地区

にそれぞれあると思いますので、やはりこれが

県全体の一つの魅力になっていければ、新たな

観光資源もつくれるのではないかと思います。

次に、教育問題に移ります。

今、県北の医師不足は 県内各地、医師不―

足はまだ問題が残っているんですが まだま―

だ対策を尽くし切れているとは言えません。ど

この誰と言うと問題が出ますので伏せますが、

県北地域に勤務されていたお医者さんが、御子

息の進学のために勤務地を離れると言われまし

た。以前からこのような理由で県北を離れて

いった医師もいたかと思いますが、お医者さん

は、やはり自分の御子息を医者にしたいという

思いがあったというふうに聞いております。

また、今回、県北にとっての質問になります

が、県北地域は特に、ものづくり企業が多い地

域でもあります。島原教育委員長も、ものづく

りは得意分野でありますけれども、その中で、

工業高校からの就職のみならず、普通科理系か

ら大学等の理系専門学部に進み、また県北企業

に就職で戻ってきてもらうことが、本県の人口

流出対策や、高度な工業生産等の生産向上につ

ながるのではないかと思います。今、県北には

延岡高校にメディカル・サイエンス科がありま

す。私は、この１校では少ないのではないかと

いうことを今回、問題として取り上げるんです

が、先ほど別の代表質問の中で、延岡高校は非

常に地域外からの生徒がいらっしゃる、逆に近

年ふえてきているのが延岡高校だけでした。も

しかしたら、その学校に入るためにほかの延岡

以外の地域から、遠くから通われている方が多

いのか。それだけ学科の魅力はあるかもしれま
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せんし、またニーズが本当はもっとあるけれど

も、足りていないんじゃないかと思います。県

北地区の高等学校に理系専門の学科をふやすこ

とができないのか、教育長に伺います。

県北地区の県立普通○教育長（飛田 洋君）

科高校のうち、今お話しいただきましたが、延

岡高校では、医学とか科学の最先端分野で活躍

できる人材育成を目指し、それまで理数科を設

置していたんですが、もっと進んだ指導をしよ

うということで、平成23年にメディカル・サイ

エンス科に理数科を改編いたしました。そし

て、理系のより特色ある教育を行っておりま

す。昨年の３月、１期生が卒業したんですが、

国立大学医学部に現役で２名合格したことを初

め、医療系に22名進学するなど、ほとんどの生

徒が、医療以外の技術職も含めて理系の活躍で

きる分野に進学いたしております。

御質問を聞きながら 少しお話しさせてい―

ただきますが、実は延岡高校に聞き取りをした

ことがあるんですが、ここ数年、普通科も含め

まして、毎年５～６名ずつ医学科に入っている

んです。中規模校ですから、大きな学校じゃな

いけれども、そういう力をつけて生徒たちが頑

張るし、職員もやっている。地元の方々がぜひ

そういうことを理解いただいて、応援いただい

たらありがたいなと思います。

それから、議員がおっしゃったような趣旨を

十分踏まえまして、実は延岡高校以外にも、延

岡星雲高校、日向高校、両校に、探求活動など

の取り組みを積極的に行わせ、研究者や技術者

等に必要な素養を育成するため、平成23年にフ

ロンティア科を設置いたしました。このような

学科を中心にしながら、普通科の理系コースの

生徒もしっかり伸ばし、理数系人材を育成して

いきたいと考えております。

今の教育長の答弁も非常にあ○西村 賢議員

りがたいんですが、例えばフロンティア科とい

うのが、いい意味ではオールマイティーだけれ

ども、悪い意味ではどっちつかずのような気が

します。今回、私は、特に理系ということに傾

いた質問になったわけですけれども、その意を

酌んでいただきたいとも思いますし、例えば今

あるフロンティア科にしても、クラスの人員を

１クラスから２クラスにするなりの、より高度

な理系の勉強ができるクラスになれば、さらに

いいのではないかと思っておりますので、また

今後の検討もお願いをしたいと思います。

次に、警察本部長に伺います。

歩車分離式信号につきましては、先ほど質問

がありましたので、重複をいたしますが、その

重複以外の部分で質問をいたします。私自身

も、県庁前の歩車分離式信号で、何度かひかれ

そうなひやりとした場面に遭いました。信号が

変わったと思ってアクセルを踏み出す車にひか

れそうになったこともありますし、その車もと

まればいいんですが、そのまま走り抜けていく

ところを、私も２～３度見ております。宮崎市

内に歩車分離式信号が大分整備されてきている

ようでありますが、先ほど８市４町に60基とい

う答弁がありました。それでも地域によっては

非常に偏在があるのではないかと思います。ふ

だん、そういう信号に出くわしたことがない方

が急に県庁前に来て、要領がわからずに突っ込

んでしまっているのではないかと察してしまい

ます。これも財政的な負担もありますが、例え

ば一村一カ所ではないけれども、市町村に必ず

１カ所はそのような箇所を設けてみるのはいか

がかと思いますが、県内各所に設置箇所を広め

るため、本部長の考えをお聞かせください。

御指摘の歩車分○警察本部長（坂口拓也君）
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離式信号機でありますけれども、これは、本来

は歩行者が非常に多い交差点におきまして、信

号表示によって歩行者と車両の通行を時間的に

完全に分離させることで、歩行者が交差点を通

行するときは、いかなる方向にも車両は全く通

行しないということで、安全を図るための方式

であります。御指摘のとおり、なれていないド

ライバーさんからしますと、交差道路が赤にな

れば自分の行きたいほうは青になるだろうと思

い込む方もまだおられますので、県警として

は、よく周知を図り、歩車分離式という方式の

交差点があるのだということをアピールいたし

まして、安全を図ってまいりたいと思っており

ます。そのために、何よりもまずは、現場信号

機に「歩車分離式」という大きな文字で書いた

表示をしっかりと出すということや、報道機関

等を通じた広報、さらには警察のホームページ

への掲載や、現場警察官による街頭指導などの

対策を、今後とも進めてまいりたいと考えてお

ります。議員の御指摘につきましても、地域ご

との交通の実情等も勘案しながら、検討させて

いただきたいと考えております。

ありがとうございます。交通○西村 賢議員

量が少ない田舎のほうとか、なかなか難しいか

もしれませんけれども、例えば横断歩道が斜め

に引いてあると、ここは歩車分離なんだと非常

にわかりやすい面もあるかと思います。斜めに

渡れることも、歩行者にとっての歩車分離方式

の一つのメリットでもありますので、そういう

ことも踏まえながら、広くドライバーにわかる

ような周知徹底を図っていただければと思いま

す。

以上をもちまして、愛みやざきの代表質問を

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

以上で代表質問は終わりまし○福田作弥議長

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時47分散会


