
６月23日（火）



- 239 -

平 成 2 7 年 ６ 月 2 3 日 （ 火 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

4番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

5番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

6番 右 松 隆 央 （宮崎県議会自由民主党）

7番 二 見 康 之 （ 同 ）

8番 清 山 知 憲 （ 同 ）

9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 星 原 透 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （無所属の会）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党）

21番 横 田 照 夫 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

26番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 山 下 博 三 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 外 山 衛 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 中 野 明 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明



- 240 -

◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、島

田俊光議員。

○島田俊光議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。串間市選出の自由民主党の島田俊光

と申します。１年生議員なのに最初から質問の

時間をいただきましたことに、心から感謝申し

上げたいと思います。また、本日は、我がふる

さと串間から、たくさんの応援団においでいた

だいております。串間の方は全て知事の後援会

でございますので、私を含めて、またいろいろ

とお世話になるわけでございますが、きょうは

私が知事に質問するということで、マイクロバ

スで来られております。知事の政治姿勢、ある

いはまた生真面目さの中で、大きなロマン、そ

れをいっぱい積んで帰りたいということでござ

いますので、どうか知事のこれからの県勢発展

のために尽くす、希望の持てる話をしていただ

ければと思っております。マイクロバスに乗り

切れないときには、また貸し切ればいいわけで

すから、ぜひともよろしくお願い申し上げたい

と思います。

私は、森林・林業に携わってきましたので、

経済の振興を図るためには、やはり山の活性化

が一番だと思っております。まずは山村の林業

振興について、知事にお伺いいたしたいと思い

ます。

戦後、日本は、厳しい中ではございました

が、知恵と技術を高めて復興に当たったわけで

ございます。特に山間部は、荒廃している山林

で、仕事を見つけるために山間部の方たちは努

力してきたわけでございますが、田畑がない関

係上、山に特化しなければならないということ

でございます。しかし、その中では、国、県の

支援なくしては、なかなか活性化はできなかっ

たわけでございますが、国の公団造林、公社造

林、そして県の県行造林まで育成していただき

ました。そのおかげで、山間部の生活は困窮し

ていたわけでございますが、生活の安定が図ら

れるようになってきたわけでございます。その

中で、子供たちも育成し、そして学校まで進学

させ、大学を卒業させ、都市部に輩出すること

ができたわけでございます。ちょうどそのとき

は、日本も高度成長期でございましたから、子

供たちも日本の高度成長期に大きな貢献をした

と思っております。

しかしながら、問題は、後に残ったふるさと

の両親あるいはまた山間部の社会経済について

でございます。本当にそういう厳しい中であっ

たわけでございますが、努力して、ようやく幸

せをつかんだ状況の中にあったわけでございま

すが、木材が売れなくなってきているわけでご

ざいます。と申しますのは、かつては120万戸も

木造住宅が建築されていたわけでございます

が、今は80万戸を割るような状況になってきて

いるわけでございます。そのように木材の利用

率というのが下がってきました。しかしなが

ら、山間部は、置きかえてもらえれば、国土保

全、水資源の確保、そして空気の浄化、公益的

な機能をいっぱい備えているわけでございま

す。それを山間部の方たちは、金にならないけ

れども、一生懸命守ってきたということでござ

います。その公益的な機能をこれから生かして

いかなければ、山村社会というのは経済の活性

化につながらないと思っております。

平成27年６月23日(火)
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私は、この大きな問題につきまして、知事の

特段の御配慮の中で、山間部の活性化につい

て、いろいろと考案していただきたいと思って

いるわけでございます。公益林を守っていかな

ければならない山間部に対して、生活をどのよ

うに維持していくか。かつては１万5,000人以

上、林業従事者がいたのに、今では2,600人しか

いない。森林組合が８つありますけれども、森

林組合の林業従事者も1,000人未満、919人とい

うことですから、なかなか守ろうとしても守れ

ないような状況になってきているわけです。今

やらなければ、山村は崩壊するだろうと思いま

す。川下が幾ら環境の整備をしようと思って

も、やはり川上の山間部が管理をしていかなけ

れば、地球上の環境というのが侵されていくよ

うな状況になってくるのではないかと思いま

す。そのような大切な仕事を持っている山間部

でございますから、知事の特段の御配慮の中

で、山間部が勢いを増すような事業に取り組ん

でいただければ幸いだと思っております。その

ようなことで、知事にお願いしておきたいと思

います。

壇上からの質問はこれで終わりまして、後の

質問につきましては、質問者席からさせていた

だきます。よろしくお願い申し上げます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

本県では、「力強い林業・木材産業の確立と

山村の再生」を目標に掲げまして、「多様で豊

かな森林づくり」や「林業・木材産業を担う山

村・人づくり」などの実現に向けて、さまざま

な施策に取り組んでいるところであります。今

お話がございました、林業を主要産業とし、国

土の保全や水源の涵養といった役割、まさに公

益的な機能を果たしている山間地域は、人口減

少による高齢化や過疎化など、深刻な状況に直

面しており、その活性化は、県全体にとって大

変重要な課題となっているところであります。

このような中、国産材の製材施設として全国

最大規模の中国木材日向工場や木質バイオマス

発電施設の稼働、また、海外への木材輸出の増

加など、本県の林業にとって、かつてない追い

風が吹いているものと考えているところであり

ます。また、こうした林業や山村の生活を支え

る、例えば材価の回復、乾シイタケの値段の回

復、そのような状況もございます。また、山菜

の利活用、出荷なども行われておるところであ

ります。また、本県の杉生産量を初め、利活用

技術に着目した川崎市との包括連携協定、その

ような形での新たな地方創生のモデルというよ

うなことも進んでおるところであります。

こうした機会を絶好のチャンスとして捉え、

次世代につなぐ森林の整備や今後の林業を担う

人材の育成、県産材の国内外への販路拡大と

いったさまざまな施策に積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。今議会でも提案さ

せていただいております、材工一体となった形

での海外への展開もしっかりと進めてまいりた

いと考え、このような施策によりまして、山村

の再生と林業の成長産業化をしっかり図ってま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○島田俊光議員 ありがとうございました。意

味ある林業の活性化について、今、知事の答弁

を聞いたところでございますが、もう少し具体

的な表現が欲しかったなと思っております。私

としては、山が一番大切な基盤だろうと思いま

すので、ぜひとも改革を進めていただきたいと

思います。
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続きまして、環境森林部長に、平成27年度の

林業振興事業にどのような事業があるのか伺い

たいと思います。よろしくお願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 林業振興事業

につきましては、今議会に提案しております総

合計画「アクションプラン」に盛り込まれてお

ります「産業成長プログラム」及び「人財育成

プログラム」を推進するものとして構築してい

るところでございます。まず、産業成長の観点

からは、今回の補正予算案に盛り込んでいま

す、循環資源としての早生樹の検討や苗木の安

定供給を図る「未来へつなぐ「みやざきの森

林」若返り対策事業」、それから付加価値の高

い製材品の海外輸出を促進する「チームみやざ

きスギ海外展開促進事業」などに取り組んでま

いりたいと考えております。さらに、人財育成

の観点からは、将来的に林業経営を担う有望な

人材に研修を行います「緑の青年就業準備支援

事業」、さらには、高度な技術や技能を持った

人材を養成・確保する「次世代の林業を担うリ

ーダー養成事業」などを実施してまいります。

なお、本県林業を取り巻く諸情勢が大きく変

化しておりますことから、本県林業行政の基本

方針であります森林・林業長期計画につきまし

ても、具体的な施策や目標数値等を見直して、

今年度中に改訂することといたしております。

以上であります。

○島田俊光議員 ありがとうございました。総

合計画のアクションプランということで、本当

に期待する事業が入ってくるんだなと思ってお

ります。その中では、改革ですから、相当痛み

が生じてきますけれども、今は、山の状況を見

ますと、痛みを伴っても早くやるべきじゃない

かなと思っているところでございます。さら

に、人財育成というのは、今、林業従事者が

減ってきているわけでございますから、重機を

使った林業の搬出・伐採をやっておりますの

で、これについては、女性の方もできるんじゃ

ないかと思っております。我が森林組合では、

女性１名が、その免許を取って搬出・伐採を

やっておりますけれども、本当に女性のほうが

機転がきくといいますか、優しさもあって、重

機の取り扱いもうまくいくようでございます。

人財育成というのが環境森林部で27年度の事業

計画の中に盛り込まれているんだったら、ぜひ

とも人財育成のために、そういう観点からもよ

ろしくお願いしたいと思います。

続きまして、「未来へつなぐ「みやざきの森

林」若返り対策事業」の概要について、環境森

林部長にお伺いしたいと思います。よろしくお

願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 資源循環型の

林業を実現するためには、伐採跡地の確実な再

造林を進めていくことが重要でございます。こ

のため県では、今回の補正予算案に「未来へつ

なぐ「みやざきの森林」若返り対策事業」を盛

り込みまして、低コスト林業の確立や将来の資

源需要に対応するために、植栽樹種としまし

て、従来の杉やヒノキに加えまして、より成長

の早いセンダンやユーカリなどについても検討

することといたしております。また、再造林に

不可欠な苗木を増産するために、採穂園ですと

か苗木の生産施設の整備に対する支援等も行う

ことといたしております。これらによりまし

て、伐採跡地の再造林を強力に進めたいと考え

ております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

「みやざきの森林」若返りということを部長が

おっしゃいましたけれども、本当に宮崎県は８

齢級以上の山林が多くあります。これを平準化
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しなければならないということであれば、８齢

級以上の皆伐を進めなければ若返りはできない

だろうと思いますが、８齢級の伐採となります

と、今おっしゃいましたように、大きい面積に

なると苗木が足りないというような弊害も出る

ことになるわけでございます。しかし、森林の

平準化に持っていかなければ、資源の有効利用

ということで伐採を進め、そして植えていくと

いう状況の中で、県全体の把握をしなければな

らないと思います。そして、今おっしゃいまし

た早生樹の問題、本当に今までの施業計画は、

長期伐採に向かった施業経営でございました

が、これから先は、短伐期施業、そして長伐期

施業というような事業にも取り組んでいかなけ

ればならないと思いますので、この点はしっか

り部長にお願いしたいと思います。

続きまして、林業技術センターにおける早生

樹の具体的な研究内容について、環境森林部長

にお伺いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○環境森林部長（大坪篤史君） 先ほども

ちょっと申しましたけれども、センダンなどの

早生樹につきましては、最近注目されておりま

すが、全国的にもまだまだ植栽されている事例

が少なくて、その成長特性など不明な点が多く

ございます。そこで、林業技術センターでは、

昨年度から、場内に新たな試験地の整備に取り

かかっていまして、今後さまざまな早生樹を順

次植栽して、その成長や形状、管理方法などに

ついて、調査・研究することとしております。

また、県内で既に植栽されているほかの箇所の

調査も行いますとともに、ほかの県の情報など

も積極的に収集しまして、その成長特性などを

明らかにしてまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。早

生樹につきましては、私ども南那珂森林組合が

昨年、県の植樹祭の中で1.5ヘクタール早生樹を

植えたわけでございますが、これは副産物とし

て今度取り扱っていただける木質バイオ発電、

それから木質ペレット等に使うような対策でご

ざいますが、早生樹ですから、20年の短伐期施

業の中で金にかえられるんじゃないかと思って

おります。杉は40年間、お金にするまで期間が

かかるわけですから、余りにも長過ぎると思い

ます。それで、20年と40年というような施業の

やり方を今後改革していくならば、そういう利

活用というのが出てくるんじゃないかと思って

おります。

また、センダンは、ニセケヤキといって、木

造住宅の建築の中にもそういう化粧材として使

えるわけです。しかも、かたい木質でございま

すから、本当に有効利用できると思います。し

かし、早生樹は、成長が早いけれども、木材と

して使うには50年という期間が要るわけでござ

いますが、その中で、そういう使い道を考えて

植栽を変えていくという取り組みについては期

待いたしておりますので、ぜひとも取り組んで

いただきたいと思っております。よろしくお願

いしたいと思います。

続きまして、同じく環境森林部長に、木材の

輸出の状況についてお伺いいたしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、中

国や韓国、そして台湾を中心に、杉、ヒノキの

原木や構造材などの製材品を輸出しているとこ

ろでございます。平成26年度の輸出量を申し上

げますと、森林組合など県内の輸出に取り組む

事業体からの報告の集計でございますが、原木

が前年度の1.5倍に当たる４万5,000立方メート

ル、製材品が1.8倍に当たる1,500立方メートル
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と、原木がその多くを占めている状況でござい

ます。特に中国向けの原木輸出が伸びていると

いうことでございます。

現在、韓国では、木材の自給率が低く、そし

て環境や健康志向を背景にしまして、木材住宅

への需要が期待できるという状況にございま

す。さらには、中国では、潜在的に膨大な木材

需要があるということでございまして、こう

いった韓国や中国を主なターゲットとしまし

て、原木を試験的に輸出する場合の支援ですと

か、現地で開催される住宅展示会への出展、さ

らには、建築技術者等の本県への招聘など、輸

出促進の取り組みを進めているところでござい

ます。今後、県内事業者と現地のパートナーと

なる企業との一層の連携を図りながら、県産材

の輸出拡大に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

れから日本の消費が少なくなってくるわけでご

ざいますから、どうしても海外出荷に依存しな

ければならないと思います。しかしながら、海

外出荷についても、いろいろと条件を整えなけ

ればならないわけでございますが、私どもが最

初に取り組んだ、中国のほうに販売したときの

問題というのは、銀行と銀行の取引システムと

いいますか、融資を組まなければ、木材は送っ

たけれども金が入ってこないという状況でござ

います。これについては、知事もみずから海外

に出向いて販売を拡大していらっしゃいますの

で、我々も官民一体となって、このことについ

て取り組んでいかなければ、海外への出荷は拡

大していかないのではないかと思っておりま

す。その点、官民一体とした事業の中で、海外

出荷に取り組むようなシステムをつくっていた

だきたいと思っているところでございます。あ

りがとうございました。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、「チームみやざきスギ海外展開

促進事業」の概要についてお伺いいたしたいと

思います。よろしくお願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 現在、木材輸

出につきましては、原木が中心となっています

けれども、今後は、より付加価値の高い製材品

の輸出を拡大させる必要があると考えていると

ころでございます。実は、昨年度まで林業職員

を韓国に派遣していたんですが、その調査結果

からわかりましたことは、材工一体―日本で

事前にプレカットした材料と、これを現地で

しっかりと組み立てる建築技術をパッケージに

して販売する―そういう手法が大変有効では

ないかということがわかってまいりました。そ

こで、本事業によりまして、韓国を初め、輸出

実績のある中国や台湾などを対象にして、それ

ぞれの法規制や商慣習、そういったものの調査

を行いまして、それぞれの国の実態に応じた販

売戦略を策定したいと考えたところでございま

す。

さらに、こういった戦略に基づきまして、材

工一体を効果的に売り込むためのパンフレット

といった販売促進ツールを、韓国版、中国版、

それぞれの実態に即したものとして作成しまし

て、今後の海外販売の実践に十分に使っていき

たいと考えているところでございます。

○島田俊光議員 ありがとうございました。チ

ームみやざきとして組織をつくっていただきま

して、海外に販売するということでございま

す。私も今、材工一体という言葉を聞いて、本

当になるほどなと思いました。海外出荷につい

ては、いろいろと私ども３組合で販売をいたし

ておりますけれども、10メーターのコンテナに
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詰めて送ることもあるわけです。バルク船で送

るときには何も心配要らないんですが、このこ

とについては、中国、韓国の建築基準法と日本

の建築基準法が異なることがあるわけでござい

ます。

我々は林産事業をやっているからこの対応が

できるということになるわけでございますが、

韓国、中国に送るときには、２メートル40セン

チと３メートル60センチに採材しなければなら

ないわけです。日本は、２メーター、３メータ

ー、４メーターで規格が整っておりますから、

共販所に積まれているものは、海外出荷に足り

ないときも持っていかなければならないんです

が、３メートル60センチを送るときには、４メ

ーターのものを40センチカットしなければなら

ないという条件があります。

したがって、林産事業をやっている組織じゃ

ないと対応もできないということになります。

そして、今言われたプレカット事業につきまし

ても、送るときにはそういう条件がありますの

で、コンテナの中に入れて送らなければならな

いというシステムの中で今、我々が取り組んで

いるのは、3.6メーター、2.4メーターというの

を後ろのほうに積むんですが、伸び代というの

を見なければ、向こうでまた規格に合わないと

ころがあるとカットしなければなりませんの

で、継ぎ足すことができないわけです。

だから、伸び代を見るんですが、伸び代が３

センチあると、どうしても40センチ余ってしま

うんです。だから、その余った部分がもったい

ないからといって芋を送ったんですけれども、

芋は冬はコンテナの中でも大丈夫で、好評を得

たんですけれども、夏場は腐ってしまうという

ことになりまして、この利用を何とかできない

かな、規格に合わせたものでやっていけないか

なというのがこれからの取り組みでございま

す。

今、部長が言われたように、材工一体という

ことになってきても、コンテナの中にすき間が

出てくるわけですから、その部分にどう取り組

んでいくかということも、これからの課題だろ

うと思っております。サービスとして向こうに

送るものについては、カットしたものをその中

に詰めて、材が船の中で揺れないような対策を

とっていけばよろしいのでしょうけれども、そ

れもまだなかなかできていないということでご

ざいますから、チームみやざきとして取り組ん

でいただきたいと思います。

私も、今、農水省が進めている農林水産物の

海外出荷のために、林業の部分のセクション

の18名の委員の一人になっているわけですが、

この中では、北海道から九州までの木材出荷と

いうことになっております。私は、南九州を一

体とした森林の木材を海外に出荷しようという

ことで、熊本の三角港、そして志布志港、細島

港をターゲットとしてやっているわけです。こ

れも本当に官民一体となって取り組みをしなけ

れば拡大しないものでございますので、どうか

今後とも協力をお願いしたいと思います。あり

がとうございました。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、森林土木事業における木材の利

活用について伺いたいと存じます。よろしくお

願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 森林土木事業

におきましては、景観や環境に配慮した工法と

して、作業の省力化を可能とします治山ダムの

木製型枠や、林道のり面の安定を図るパネルな

ど、現地の特性に応じて積極的に木材を活用し

ているところであります。また、設計段階から
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木材の利用促進を図るために、これらの工法を

盛り込んだ事例集を作成しまして、市町村等の

発注者に配付しております。さらには、木材利

用技術センターと民間団体が連携しまして、大

径材を活用した木製ガードレールなど、新たな

木製構造物の開発にも取り組んでいるところで

ございます。今後とも、森林土木事業における

木材のさらなる利活用に努めてまいりたいと考

えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

れからの木材の活用の中でも、間伐材を使用す

る工事、治山工事、森林土木に伴った林道工事

というものに使っていただけば、材を、丸太を

そのまま使うわけですから、大量販売ができま

す。どうかこの事業については、設計の段階で

仕様書の中に入れてもらわなければ売れないと

いうことですから、その点はよろしくお願いし

たいと思います。

また、木材は10年周期で腐るわけですか

ら、10年周期で取りかえていくということにな

りますと、そこの地域の土木事業も、エンドレ

ス事業として今度は組まれるんじゃないかと

思っております。それで、林家の人たちは、10

年に１回、間伐材も売れるわけですから、事業

の箇所が多くなれば、それだけの立方数も動い

ていくし、土木事業も維持できるということに

なるんじゃないかと思っております。

それと、販売方法、木材の利用方法について

でございますが、企業の森で植林してもらいま

すけれども、私は、木造住宅ができない限り、

企業が環境税として森林に手当てしていただく

んだったら、ビルのオフィスのワンフロアあた

りの２割、３割を、木材を使ってくれないかな

ということをお願いした経緯があるわけです

が、宮崎銀行の小池頭取がそれじゃやろうとい

うことで、宮崎銀行の本店で使っていただいた

んです。これにはいろいろと消防法というのが

あって、大衆の人たちが集まるところは、消防

法の壁があって、その壁を乗り越えなければな

らないわけですが、我々は法は守らなければな

らないけれども、しかし、その壁を乗り越える

勇気がないと拡大しないと思います。そこは、

そのようにして実際使ってもらったわけですか

ら、コストは少し上がりましたけれども、森林

がＣＯ２を吸収して炭素を固定して、固定した部

分をそのフロアで使っていただくわけですか

ら、これについては、いい宣伝文句を使って販

売していただければ、また違った木材の利活用

というのも生まれるんじゃないかと思いますの

で、部長の特段の御配慮をよろしくお願いした

いと思います。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、大径材を加工できる施設整備に

ついて伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 大径材を量産

加工できる製材工場につきましては、これまで

県内に少なかったことから、国の事業を活用し

て、その整備を支援してきたところでございま

す。この結果、中国木材日向工場などを含め、

現在６つの工場で大径材を量産加工できる体制

が整ってまいりました。今後、森林資源の充実

に伴いまして、ますます大径材の増加が見込ま

れますので、引き続き、国の事業等を活用しな

がら、大径材に対応できる製材工場の整備を支

援してまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

のことについては、いっぱい語りたいんです

が、まずは６業者、そういう工場があるという

ことでございますので、かつては加速化事業の

中で組もうとしていたんですが、予算のカット
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でできなくなりましたので、ぜひとも宮崎県独

自で―肥大していく、大きくなっていく木が

ふえていくわけですから、これは急がなければ

ならないと思いますので、どうか大坪部長の英

断で改革をよろしくお願いしたいと思います。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、森林経営計画の作成を支援する

森林施業プランナーの育成について、お伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） お尋ねの森林

施業プランナーは、森林経営計画、すなわち森

林所有者等が造林や間伐などの森林施業の実施

方法や時期などを定める計画の作成支援、ある

いは森林施業の集約化の提案といった重要な役

割を担っておりまして、現在、森林組合職員を

中心に、県内で70名の方が活動されている状況

にございます。本県では、平成24年度から森林

施業プランナー育成事業を実施しまして、県森

林組合連合会と連携して育成研修を進めている

ところでございます。この研修は、森林組合な

どの職員を対象にしまして、森林経営計画の作

成方法や間伐のコスト計算、そういったものを

習得していただいて、プランナーとしての必要

な知識・理解を深めていただくものでございま

す。県としましては、今後とも、適正な森林管

理を推進するために、森林組合等と連携しなが

ら、当該森林施業プランナーの育成に努めてま

いりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。今

おっしゃるように、森林組合の職員が、プラン

ナー養成の中で勉強して資格を取って、それか

ら林家の方たちとしっかりとした経営計画、５

カ年計画、10カ年計画というものを、システム

をつくり、林家との信頼関係をつくって、林業

の活性化に取り組まなければならないんです

が、まだ70名というのは少ないと思いますの

で、ぜひとも県森連に指導していただき、森林

組合の職員が全てプランナー教育を受けるよう

に、今後とも御指導をお願いしたいと思いま

す。ありがとうございました。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、森林の境界明確化事業につい

て、県の取り組み状況を伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県では、適正

な森林の管理を推進するために、森林組合等が

所有者の立ち会いのもとに行う、境界を明確に

する測量などを支援しております。さらに、市

町村の土地所有者情報などを活用しまして、県

で管理する森林所有者名や森林の現況などの森

林情報の精度向上を図っているところでござい

ます。今後とも、市町村や森林組合と連携し

て、森林の境界明確化を図り、適正な森林の管

理を推進してまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。今

回の質問の中で、私はこれを一番重要項目に

持ってきたんですが、山村社会の方たちは、高

齢化で75歳以上の方がいっぱいです。自分の山

がどこにあるかわからない、境界がどういうふ

うになっているかもわからない、森林組合に来

られるけれども、字図の中で、我々が山に上

がって、見当をつけながら自分の山を見つけ

て、境界もそれなりのことをやっているわけで

すが、業者がその人の山を買った場合には、誤

伐というのもあります。したがって、境界明確

化事業というのは早く取り組まなければ、森林

が壊れていくという状況になっていくんじゃな

いかと思っております。自分の山がどこにある

かわからないわけですから、今、明確化事業に

すると、ＧＰＳで測量したものをＧＩＳの中に

入れていくわけですが、都市部にいる子供が
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帰ってきて、自分の山はどこにありますかと森

林組合に来たときには、森林組合の職員がＧＰ

Ｓを使って連れていくという状況になります。

それともう一つは、宮崎県は森林県でござい

ます。森林県でありながら、森林資源構成表が

できていないというのもおかしいと思います。

明確化事業をすることによって、写真撮影をし

ながら樹齢構成というのもおのずと調査できる

わけですから、これができて、宮崎県は本当の

森林県と言えるんじゃないかと思っておりま

す。森林資源構成表ができれば、苗木が足りな

いから、ことしは2,000ヘクタール切ってくれと

いうことが言えると思います。でも、それがな

い限り、2,000ヘクタール切って、500ヘクター

ル足りない、苗木がないから植えないよという

ことで、放置林になってしまうと思います。順

序として、こういうものがなければ、次のス

テップが踏めないということでございますの

で、このことについては、予算がないという問

題よりも、早くやっていかなければ、宮崎県の

森林王国というのは、24年間日本一を保ってき

た宮崎県としては、つくるべきじゃないかなと

思っておりますので、どうかよろしくお願いし

たいと思います。

環境森林部長に最後にお願いでございます

が、今回、飫肥林業が林業遺産になりました。

認定されたことについて、今後どう生かされて

いくのか伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 林業遺産につ

きましては、一般社団法人の日本森林学会が、

学会100周年を契機としまして、日本各地の林業

発展の歴史を将来にわたって記録していくため

に、平成25年度から選定しているものでござい

ます。飫肥林業―江戸時代に飫肥藩の造林政

策を通じて形成された林業地でありまして、造

船用の弁甲材生産が大変盛んでありました。今

回は、その特徴を現代にとどめる森林の景観や

道具類、また、弁甲材輸送のためにつくられま

した堀川運河などが高く評価されまして、平

成26年度林業遺産として、九州で初めて認定さ

れたところであります。今回の認定は、本県の

林業・木材産業にとって大きな励みとなるもの

であります。宮崎を代表する飫肥杉ブランドの

今後のＰＲにつながるものと、大いに期待して

いるところでございます。さらに、地元日南市

におかれましては、これを観光振興にもつなげ

たいということですので、県としましても、で

きる限り協力してまいりたいと考えているとこ

ろであります。

○島田俊光議員 ありがとうございました。た

またま林業学会が100周年ということで、飫肥林

業を認定していただいたわけでございますが、

まさしく部長が言われるように、これをどう生

かしていくかというのは、本当に、宮崎県の木

は飫肥杉でございますから、アピールするため

には非常に助かったなと思っておりますので、

この部分について、県のこれからの官民一体と

した宣伝効果をもたらしていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。

続きまして、福祉保健部長に伺いたいと思い

ます。「健康長寿社会づくりプロジェクト推進

事業」では、高齢者の生きがいづくりについて

どのような取り組みをされていくのか、伺いた

いと存じます。よろしくお願いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 急速な高齢化

が進む中で、高齢者の方々が生きがいを感じな

がら暮らしていくためには、生きる喜びや生き

ていく張り合いを見出すことのできる、多様な

社会参加の場づくりが大変重要であると思って

おります。このため、お尋ねの「健康長寿社会
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づくりプロジェクト推進事業」におきまして

は、市町村や関係団体等と連携しながら、災害

時の避難にも役立ちます「ノルディックウオー

キング教室」や、高齢者が持つ豊富な知識や遊

びなどを子供たちに伝えます「子育て・孫育て

ボランティアスタート講座」、元気な高齢者が

農業の働き手として活躍する仕組みづくりなど

に取り組みたいと考えております。また、生き

がいを持って暮らしていただく上で、地域にお

ける介護予防の取り組みに参加していただくこ

とも重要でありますことから、市町村における

理学療法士などのリハビリテーション専門職を

活用した体操教室の開催などへの支援も行って

まいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

れは、私の個人的なこともありまして、私も団

塊の世代でございますから、2025年問題、本当

に2,200万人もの超高齢化社会が来るということ

で、心配をいたしているわけでございます。そ

の中で、いろいろと知事が提唱されている健康

長寿日本一というのをつくり上げていくために

は、今、部長が言われたように、子供・孫育て

ということで、お互いに刺激を与えて健康老人

をつくっていくという対策をこれから進めてい

かなければならないと思います。今後とも、そ

のようなことで、御協力のほどよろしくお願い

したいと思います。

続きまして、世代を超えた交流が高齢者によ

い影響を与えると思うが、福祉保健部長の見解

を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 高齢者が世代

を超えて交流を図り、長年培ってきた知識や経

験、技能などを伝えていくことは、若い世代に

郷土への愛着や人への思いやりが育まれる一方

で、高齢者の方々にとりましても、異なる世代

の価値観への理解を深めたり、社会における役

割や生きがいを見出すことにもつながるものと

認識しております。このため、県といたしまし

ては、先ほどの「健康長寿社会づくりプロジェ

クト推進事業」における「子育て・孫育てボラ

ンティアスタート講座」のほか、地域文化の伝

承活動などを行います老人クラブへの支援な

ど、引き続き、高齢者の世代間交流の促進に努

めてまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

今、子育て・孫育てということを部長がおっ

しゃいましたけれども、本当に私も勘違いで

あったと思いますが、高齢者福祉施設、その中

で保育園とコラボレーションをすれば、高齢者

の方たちにも刺激を与えてもらって、いわゆる

心の健康もしかりでございますが、生きがいを

求めていけるんじゃないかと思っておりまし

た。それでも、なかなか法的にもできないとい

うことがわかりまして、であれば、元気な老人

たちと子供の触れ合い、一つの自治会公民館活

動の中にそういうものを持ってくれば、健康で

生きがいづくりを見つけて、自分たちが自分の

孫のように子供たちとの触れ合いを持って、元

気になるんじゃないかと思います。一つの案で

ございますが、健康長寿社会を掲げている以上

は、そういうシステムの中で老人の健康を保っ

てもらえるような政策に取り組んでいただきた

いと思います。よろしくお願いします。

続きまして、若年性認知症対策について県の

取り組み状況はどうか、福祉保健部長に伺いた

いと思います。よろしくお願いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 若年性認知症

は、65歳未満で発症する認知症でありますけれ

ども、50歳未満で発症する方が３割程度いらっ

しゃいまして、病気に対する認識不足から、専
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門医への受診がおくれたり、休職、退職などに

よる経済的な問題を抱えたりするケースが多い

という特徴がございます。このため、若年性認

知症への対応におきましては、まずは、社会全

体で若年性認知症が正しく理解され、発症の初

期段階から適切な医療や介護サービス、職場で

の配慮も含めた就労支援等につなげていくこと

が重要でございます。県におきましては、認知

症への対策として、６月補正予算に計上してい

る事業により、認知症サポート医の養成や、市

町村における認知症初期集中支援チームの配置

などを進めることとしておりまして、特に若年

性認知症に対しましては、県民の理解を深める

ためのシンポジウムの開催や、患者、家族への

相談支援を行う地域包括支援センター職員など

に対する研修会の実施に取り組んでまいりたい

と考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。私

もこれを一番心配しているんですが、自分がこ

うなるんじゃないかと思って、ならないような

システムをつくりたいと今考えているわけでご

ざいます。2025年には700万人も認知症が出てく

るということで、介護者がいない中で、その対

応はどうするのかなと心配でならないんです

が、若年性認知症になる確率は、50歳から65歳

までが高いということでございます。私どもの

組織も、50名以上の会社であれば、衛生管理

者、そして産業医をつけなければなりませんけ

れども、心のケアというのはなかなかできない

と思います。心のケアをするためには、県のサ

ークル等で、病気にならないように守るんじゃ

なくて、攻撃型で、病気にならないような対策

をつくっていく、そして子供たちとの触れ合い

を持っていかなければならないと思います。

また、団塊の世代というのは、30年、40年、

培ってきた技術も知識もあるわけですから、子

供たちにそれを伝承したり、あるいはまた教え

ていくことも生きがいづくりじゃないかと思う

わけでございます。ただ、50代から60歳までの

団塊の世代と言われる、これから前期高齢者に

突入する人たちは、今一番社会的にも、組織の

中でも、重要な責任ある立場じゃないかと思っ

ているわけです。したがって、心のケアをして

いかなければ、若年性認知症にかかる率が高く

なるんじゃないかと思います。そうならないよ

うな、心のケアのできるような指導方法を考え

ていただければ、いつまでも健康で長生きとい

うことになるんじゃないかと思いますので、こ

の点もひとつよろしくお願い申し上げたいと思

います。ありがとうございました。

続きまして、県土整備部長にお伺いいたした

いと思います。南海トラフ地震が発生すると、

警鐘を鳴らしております。このことに対しまし

て、災害対応力を踏まえて、地元企業を育成で

きる入札方式について伺いたいと存じます。よ

ろしくお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 地域の雇用や

経済を担い、災害時における地域の守り手とも

なる建設業者の育成は、大変重要な課題である

と認識しております。このため、これまでも入

札制度において、技術力や地域貢献度の高い企

業を評価する地域企業育成型などの総合評価落

札方式の導入や、地域要件の細分化を実施して

きたところであります。さらに、本年度より、

災害対応力の強化の観点から、指名競争入札を

制度化するなど、地域の企業が受注しやすい環

境づくりに取り組んでいるところであります。

今後とも、公平性・透明性・競争性の確保を図

りながら、地域の実情なども踏まえた、よりよ

い制度の構築に努めてまいりたいと考えており



- 251 -

平成27年６月23日(火)

ます。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

失礼しました。最初にお伺いしたいことは、

本県沿岸部の市町において木造住宅の把握はさ

れているのかということでした。県土整備部

長、よろしくお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 国が５年ごと

に実施しております住宅・土地統計調査により

ますと、平成25年10月１日時点で、本県の沿岸

部10市町の木造住宅の戸数は、人口が１万5,000

人未満のため国が集計を行っていない都農町の

戸数及び空き家の戸数などを除きまして、約19

万8,000戸となっております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

私どもは東日本大震災の後、石巻地区森林組

合と姉妹提携をしておる関係上、３年間支援に

行ったわけでございます。その中で聞かされた

ことは、沿岸部の古い木造住宅、倉庫等が流れ

てきて、流れる段階で勢いを増していく、そう

いう現象があって被災する人が多かったという

ことでございましたので、この分については把

握しておくべきじゃないかなという思いで伺っ

たところでございます。今後とも、対策につい

て、しっかりとやっていただければと思ってお

ります。

続きまして、大規模災害時における建設業者

との連携について伺いたいと思います。県土整

備部長、よろしくお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 台風などによ

る自然災害が頻発する本県におきましては、県

と建設業者が連携して災害に対応することが、

大変重要であると考えております。本県では、

過去最大の被害をもたらした平成17年の台風14

号を契機に、県と建設業者が連携して大規模災

害に対応するため、翌年から建設関連団体と協

定を締結し、災害時における被害情報の収集や

応急復旧などの協力体制を構築したところであ

ります。平成23年に発生しました新燃岳噴火後

の対応におきましては、協定に基づき、広範囲

に降り積もった火山灰を迅速に除去し、地域の

生活道路を早期に確保することができました。

今後とも、本協定が円滑に運用できますよう、

現場での防災訓練を実施するなど、迅速な対応

に向けた連携強化に努めてまいりたいと存じま

す。

○島田俊光議員 ありがとうございました。建

設業との連携はされていると思います。ただ、

例えば、宮崎で500社建設業がある中で、半分以

上が、重機を保有している人たちがいるかいな

いかということでございます。保険も掛けなけ

ればならない、年次検査も受けなければならな

いということで、保有する業者が少なくなって

きたということです。今、リース業者が多く

なったというのは、そこにあると思いますが、

保有台数を確保しておかなければ、大規模災害

のときに復旧がなかなか難しいということでご

ざいます。我々も高台移転に伴う山林の伐採と

搬出をしたんですが、１年早く、３年で終わり

まして、ことし感謝状までもらってきたんで

す。宮崎は、松形知事時代から高性能林業機械

を導入いたしておりまして、技術は本当に日本

一だろうと思っております。そういう中で、建

設土木業者もそういう技術は日本一だろうと思

います。ただ、重機を持っているか持っていな

いかで変わると思いますので、この点もまたよ

ろしくお願いしたいと思います。

続きまして、建設業者が減少している要因に

ついてどのように考えておられるか、県土整備

部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 建設業者の減
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少は、全国的な傾向でありますが、本県におけ

ることし３月末時点の建設業許可業者数は4,578

者であり、ピーク時である平成12年３月時点

の6,448者から約３割減少しております。このよ

うな状況に至った要因につきましては、長引く

景気の低迷や国・地方公共団体の厳しい財政状

況等を背景として、官民を合わせた建設投資額

が大幅に減少する中で、本県における建設投資

額も、ピーク時である平成５年度の8,384億円か

らほぼ半減していることの影響が大きいと考え

ます。また、このほかにも、就業者の高齢化や

若年技術者の不足などといった、さまざまな要

因もあると考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

おっしゃるように、土木業従事者も減ってきて

いるわけでございます。その中で、維持してい

かなければならない業者というのもあろうかと

思いますので、これから維持していかなければ

ならない対策を講じていただきたい。私は、先

ほど環境森林部長にお願いしましたけれども、

木材を利用して工事すれば、コンクリートなら

半永久になりますけれども、10年周期、15年周

期でかえていける工事につながっていけば、産

業のエンドレスができるんじゃないかと思うわ

けです。ただ、3,000万円以上の事業については

できませんけれども、しかし、その一部はでき

るだろうと思います。だから、3,000万円以下の

事業について、そのような木工を使った、改善

できるような工事をつくり上げていけば、おの

ずと業者も確保できるんじゃないかと思いま

す。

今、予算の関係もありました。人材不足のこ

ともありました。しかし、必要な業者は確保し

ておかなければ、目の前の南海トラフは、いつ

どうなるかわからないし、ゲリラ豪雨もありま

す。自然災害はいつ発生するかわからないわけ

ですから、対策は講じておかなければならない

と思いますので、今後ともよろしくお願いした

いと思います。

続きまして、再度、県土整備部長にお伺いし

たいと思います。県が管理している河川の堆積

土砂除去の取り組み状況について、お伺いした

いと思います。よろしくお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 県内の河川に

おきましては、河床が低下傾向にある河川があ

る一方で、堆積傾向にある河川も数多くあり、

地域から堆積土砂除去の要望も非常に多い状況

にあります。堆積土砂の除去につきましては、

通常、県単独事業で対応しており、河川巡視や

地域の皆様からの情報により、現地の状況を調

査し、家屋浸水のおそれがある箇所など、緊急

性の高い箇所から優先的に除去しているところ

であります。厳しい財政状況ではありますが、

今後とも、適正な河川の維持管理に努めてまい

りたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

れは緊急対策事業として点検させていただいた

んですが、１級河川は大丈夫です。１級河川の

支流が大雨ごとに堆積していくわけですが、堆

積した土壌の中に雑草が繁茂しております。特

にアシが２メーター以上に伸びているわけでご

ざいますが、担当は、「大雨が降れば、それが

倒れていくから大丈夫です」と、よく言われま

した。しかし、倒れてそのまま水が流れるかも

しれませんけれども、堆積した土壌も30センチ

から40センチあるのに、その上にアシが30セン

チから40センチ上がっていくわけです。上がっ

ていくと、堤防の高さと一緒になるわけです。

堤防を越えたら、農地あるいはまた住宅に被害

をもたらすだろうと思いますが、農地に災害を
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もたらしたときに、災害に係るような被害であ

ればよろしいけれども、災害に係らないような

被害のときには、75歳以上の農家の人たちがス

コップで改善しなければならない状況になるわ

けです。

したがって、この状況を打破するためには、

先ほど言われた地域企業指名競争入札制度の中

で企業を育成していくわけですから、あるいは

また支流の100メーターごとに10者あれば、10者

が交代で堆積土砂を除去するというような対策

をしていただければ、完全に安全ということに

なるんじゃないかと思っているわけでございま

す。このことについては、第１四半期、４月か

ら５月、６月は、土木業者は仕事がなくて休ん

でおります。その中で、地元の土木事務所長

も、「１万円の日当を5,000円にして、割り当て

をして、10メーターずつ改善していけば完全に

よくなるんですけどね」とよく言われましたけ

れども、本当に少ない予算で頭を悩ませながら

やっておられます。しかし、二次災害を起こし

たくないということがありますので、その点を

どうか今後とも取り組んでいただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。

続きまして……

○星原 透議長 島田議員に申し上げます。時

間が参っておりますので、よろしくお願いしま

す。

○島田俊光議員 申しわけありません。１年生

議員でございますので、なかなかできないこと

もございまして済みませんけれども、危機管理

統括監に、今、消防からの住民に対する負傷者

の手当ての指導について、どのようにされてい

るか伺いたいと思います。よろしくお願いしま

す。

○星原 透議長 発言を中止してください。

○島田俊光議員 わかりました。一番最後が大

切だったんですけれども、よろしくお願いしま

す。どうも申しわけありませんでした。ありが

とうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、来住一人議員。

○来住一人議員〔登壇〕（拍手） 日本共産党

の来住一人でございます。県民の皆さんの生活

に直接かかわる、また、県民の皆さんを拘束す

る議案を審議する本議場に立っておりまして、

大変緊張いたしております。これから４年間、

このようにちゃんと緊張感を持って、惰性に流

れることなく、誠実に努力をしてまいりたいと

思います。

安全保障関連法案と知事の政治姿勢について

質問いたします。

この法案によって戦争か平和かの重大な岐路

に立つこととなり、また、憲法解釈を一内閣に

よって変えられ、立憲主義が土台から壊され

て、日本の国の姿が変わろうといたしておりま

す。

法案は３つの特徴を持っております。第１

は、アメリカが引き起こす戦争に、これまでの

戦闘地域まで自衛隊を派兵し、武器弾薬などの

補給輸送など兵たんの任務を遂行させるという

ものです。兵たんは武力行使と一体不可分であ

り、戦争行為の不可欠の一部であります。した

がって、相手の武力攻撃の標的になるのは当然

であります。

第２に、なお戦乱が続いている地域に自衛隊

を派兵して、武器を使用して治安維持活動に当

たらせるというものであります。この代表的な

ものがアフガニスタンに展開された国際治安支

援部隊であります。これによってアメリカなど

の若者3,500人が犠牲になりました。

第３は、日本がどこの国からも攻撃されてい
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ないのに、集団的自衛権によってアメリカと一

緒になって海外で戦争するというものです。国

会に招致された３名の憲法学者がいずれも、

「この法案は憲法違反である」と指摘されたの

を初め、圧倒的多数の学者が「憲法違反であ

る」と表明されております。自民党の副総裁や

幹事長の要職にあられた方々や弁護士会などな

どが反対の声を上げておられるなど、反対の声

は燎原の火のごとく広がっております。1959年

の砂川事件の判決を憲法違反ではない根拠にい

たしておりますが、この判決は集団的自衛権を

問うたものではありません。また、法案作成の

根拠に安全保障環境の根本的変化を挙げており

ますが、「政府は、いつから、何をもって根本

的変化があったと判断したのか。また、そもそ

も自分の国が攻撃されていないのに、他の国が

攻撃されたことによって自国の存立が脅かされ

た国が実際にあるのか」と問われても、何の答

弁もできない状況にあります。

以上のことを踏まえて、知事に伺いたいと思

います。

１つに、安全保障関連法案は憲法に違反しな

いのか。また、憲法に抵触する可能性があると

お考えか。

第２に、憲法違反の法律を国会に提出できな

いことは自明のことであります。立憲主義をど

う捉えておられるのか。

以上、２点について明確な所見を求めるもの

でございます。

後は質問席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、安全保障関連法案についてでありま

す。現在、国会において議論されております安

全保障関連法案につきましては、武力行使の要

件の見直しなど、我が国の安全保障政策の大き

な転換点であるものと認識をしております。こ

の問題は国の根幹にかかわる極めて重要な問題

でありますので、政府においては、その背景や

内容を十分に説明し、国会においては、幅広い

国民の意見を十分に踏まえながら、丁寧かつ慎

重に議論を行う必要があるものと考えていると

ころであります。

次に、立憲主義についてであります。立憲主

義とは、「主権者たる国民がその意思に基づき

憲法において国家権力の行使の在り方について

定め、これにより国民の基本的人権を保障す

る」という、近代憲法の基本的な考え方である

と認識をしているところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

○来住一人議員 私は、この法案が憲法に違反

するのかしないのかというのを、知事にその政

治姿勢としてお聞きしましたけど、明確な答弁

はありませんでした。

やはり日本の国のあり方、さらには日本の若

者の将来と命にかかわるものでありますから、

肯定もしなければ否定もしないというのでは、

僕はまずいと思います。しかし、それが知事の

政治姿勢であれば、それはそれとして大事なこ

とでありますから、尊重されなければならない

と思います。ただ、苦言ですけど、知事の家族

の方だとか非常に近しい方が、「これは憲法違

反なのかどうなのか」と求められたら、多分

もっと明確な答弁をされるというように思いま

す。

安倍首相は、先日の党首討論において、「日

本が引き起こしたアジア・太平洋戦争は間違っ

た戦争であったのか」と、こう問われて、間

違っていた戦争であったと認める答弁はされま

せんでした。日本の戦争を侵略戦争であったと
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規定したポツダム宣言は、戦後日本の出発の基

本でありますが、「ポツダム宣言はつまびらか

に読んでいない」、こう答えました。自分たち

が引き起こした戦争の善悪の判断をつけること

のできない人が、自衛隊を海外に、戦闘地域に

送ろうというのであります。知事にお尋ねいた

しますけど、日本帝国主義が引き起こしたアジ

ア・太平洋戦争は侵略戦争であったと、このよ

うに認識しておられるかどうか、確認したいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） お尋ねの件につきまし

ては、これまで、平成７年の村山談話、平成17

年の小泉談話で政府の見解が示されておるとこ

ろでございます。「痛切な反省」と「心からの

おわび」という内容でございますが、私も同様

の認識を持っているところでございます。

○来住一人議員 これについても明確な答弁に

はなっていないんですが、しかし、それはそれ

としてしっかり受けとめておきたいと思いま

す。

日本の領土領海が直接侵略される、このとき

に対応するのは、個別的自衛権であります。御

承知のとおりです。今問題になっているのは、

集団的自衛権でございます。歴代の政権は、憲

法９条との関係で集団的自衛権の行使は許され

ないという立場をとっておりました。今回、安

倍政権はこれを変えて、集団的自衛権も可能だ

という閣議決定を行って、現在それを国会に法

案として出しております。

集団的自衛権による戦争というのは、具体的

に何があったのか。例えば、旧ソ連の1970年代

のチェコスロバキアへの侵攻、これは「プラハ

の春」という民主化運動を弾圧、鎮圧を進めた

ものであります。さらに、ブレジネフ時代にア

フガン侵攻を行いました。これもいわゆる「集

団的自衛権」の名のついた戦争です。アメリカ

のベトナム戦争やイラク戦争も「集団的自衛

権」の名のついた戦争でありました。いずれも

集団的自衛権による戦争というのは、小さい国

が起こしたものではありません。アメリカやソ

連など超大国が、しかもアメリカや旧ソ連には

大砲の弾一発も着弾しないのに、この大国が結

局自分から先制的に攻撃を行ったというものが

戦争でありました。イラク戦争は、イラクが核

兵器を持っているからというのが戦争の最大の

理由でありました。しかし、核兵器は一発も存

在しませんでした。この戦争によってアメリカ

など若い兵士4,809人が死亡して、おびただしい

イラクの兵士や民間人が犠牲になりました。亡

くなった人たちにはみんな名前があり、家族が

あり、将来があったのであります。

このような戦争こそ、いわゆる集団的自衛権

による戦争でありました。アメリカが引き起こ

したこの戦争に、日本政府はただの一度も異議

を唱えたことはありません。イラク戦争のよう

な大義のない、しかもアメリカの一方的な先制

攻撃の戦争に日本の若者を送り出してよいの

か、これが問われていると思いますが、こうし

た戦争に日本の若者を送ってよいのかどうか、

改めて知事にお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 戦争はあってはならな

いことである。きょうは「沖縄慰霊の日」70年

の日でございますが、そういう日に当たり、改

めてその思いを強くしておるところでございま

して、日本の若者に限らず、若者を戦争に送り

出すというようなことはあってはならないこと

だと考えております。

○来住一人議員 きのうだったですか、国会に

元法制局長だとかいう方々が招致されて、ここ

でまた質疑があったようでございました。それ
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で、日本は、いわゆる安全保障の環境が変化し

た。これがこの法案をつくる上での重要なきっ

かけになったと、こう言っているんですけど、

現実に、やっぱり日本の国の存立が危ぶまれる

というのは、それはまさに日本が直接攻撃を受

けた、日本が直接侵略を受けている、これ以外

にないというのが、こうした方々の意見だった

と思います。みずから推薦した学者が、国会に

おいて「憲法違反だ」と述べると、「憲法判断

を行うのは学者じゃない」と、このように切り

捨てる。これはまさしく独裁であって、同時に

自分たちの論理に自信がないのを物語っている

のではないかと思います。

私は、この質問をするために、６月になって

からの新聞の社説をとってみました。読売新聞

はもともと進めろというのが最初からのあれで

すから、そういうのが幾つかありました。た

だ、これは宮日新聞６月17日付の社説、「撤回

を含め議論をやり直すべき」というように述べ

ております。それから、これは毎日新聞、「根

本的な矛盾あらわ」、さらには「逆立ちした政

府の理屈」。さらに、これは毎日です。「やは

り憲法違反だ」。それから朝日は、「違憲との

疑問に答えよ」とか「政治権力は万能ですか」

とか、「また砂川とは驚きだ」とか、いずれに

いたしましても、かなり否定的な意見を述べて

いるというのが現在の状況ではないかと思いま

す。「安倍政権が法案を十分審議しているとは

思わない」というのが81.4％、これは共同通

信。「廃案にすべき」または「今の国会にこだ

わらず時間をかけて審議すべき」というものを

合わせると82％、これはテレビ朝日の世論調査

です。

我が党は、憲法に違反するこのような法律を

国会に提出することに反対でありまして、数に

物を言わせて強行するなどは、断じて許しては

ならないと思います。憲法に抵触するか否かは

別にしても、日本の国のあり方を決定的に変え

ようとするものであり、同時に、多くの国民が

理解していない、支持していない状況であっ

て、一通常国会だけで結論を出してはならな

い、そういう大きな問題があると思います。国

会と国会審議についての知事の所見を、改めて

伺っておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この問題は、国の根幹

にかかわる極めて重要な問題であると考えてお

ります。今、御指摘がありましたように、報道

も含め国会内外で活発な議論が行われておると

ころであります。国民のしっかりとした理解の

もとに判断されるべきものでありまして、これ

まで以上に、政府におかれましては、その背景

や内容を十分に説明し、国会において、幅広い

国民の意見を十分に踏まえながら、さらに丁寧

かつ慎重に議論を行っていただきたいと考えて

おります。

○来住一人議員 日本共産党は、この憲法第９

条を全く否定して、日本の国を守るというもの

とは全く違う、アメリカが引き起こすそういう

戦争に日本の若者を絶対に送ってはならない、

憲法解釈に違いはあったとしても、とにかくこ

の戦争法は許してはならない、その一点で、国

会、地方議会をあわせて、その内外で皆さんと

一緒に力を合わせて頑張っていきたいというこ

とを述べておきたいと思います。

次に、乳幼児の医療費助成について質問をし

てまいります。

平成６年４月より、０歳から３歳未満までの

乳幼児を対象に始まったものでありますけど、

現在は小学校就学前まで拡大されておりまし

て、「乳幼児」というよりも「子供」という言
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葉のほうがマッチいたしますので、これから

「子供」と述べることといたします。この制度

は、市区町村が実施主体となっておりまして、

全国的に見るなら、2013年４月現在、小学校入

学前までが入院は100％、通院は98.7％、中学校

卒業までが入院が72.9％、通院が56.7％、18歳

未満まで入院が13.2％、通院が8.9％と広がって

おります。県内においても本年４月現在、26市

町村中、入院で20の市町村、通院で５割の13市

町村が、県の制度に上乗せして制度を広げてお

ります。県段階においても、全国ですけど、入

院で23の都道府県、通院では14の都府県が小学

校入学前よりも広げております。入院、通院と

も中学校卒業まで完全無料としている群馬県の

大澤知事は、2012年、「中学校卒業までの医療

費無料化は、活力ある豊かな社会を築くための

未来への投資であり、全国に先駆けて実現した

もの。早期受診により重症化が防止され、結果

的に医療費が抑制される。将来にわたり安定的

で持続可能な制度として運営していくことが重

要」と、議員の質問に答える形で、この制度の

意義と首長としての決意を述べられておりま

す。今述べたように、都道府県においても、市

区町村においても、大きくこの制度は広がって

きております。子供をめぐる今日の状況のもと

での子供医療費助成制度の意義と評価につい

て、部長の所見を伺います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 乳幼児医療費

助成制度につきましては、乳幼児の健やかな成

長と子育て家庭の経済的負担の軽減を図ること

を目的として、小学校入学前までの乳幼児を対

象に医療費助成を行っているところでございま

す。若い世代における所得の伸び悩みや非正規

雇用の割合の上昇といった状況の中で、子育て

の不安や負担として最も大きいものが、子育て

にお金がかかるというものでありますことか

ら、安心して子供を生み育てられる社会づくり

を推進する上で、大変重要な子育て支援策であ

ると考えております。

○来住一人議員 子供をめぐる指標として、次

の項目の報告を、教育委員会並びに福祉保健部

に求めたいと思います。

第１に、平成20年度の要保護・準要保護の人

員と全生徒数に占める割合。

第２に、平成25年度の、同じく要保護・準要

保護の人員とその割合について。

第３に、平成26年度、年齢８歳の学校におけ

る歯科検診において、虫歯の未処置の歯のある

者の割合について。

第４に、県内の30代の人口と同30代の正規雇

用者及びその割合について。

以上、４点について報告を求めたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） まず、平成20年度に

市町村が要保護・準要保護として認定した児童

生徒数は、１万1,087名であります。これは、平

成20年５月１日現在の全児童生徒数の11％とな

ります。

次に、平成25年度に要保護・準要保護の認定

を受けた児童生徒数につきましては、県教育委

員会が市町村から聞き取りましたデータでは、

１万3,613名であります。これは全児童生徒数

の14.8％となります。

最後になりますが、学校の歯科検診において

虫歯の未処置の数でございますが、文部科学省

が実施いたしております平成26年度学校保健統

計調査によりますと、本県の８歳児における虫

歯の未処置の歯のある児童の割合は40％となっ

ております。以上でございます。

○商工観光労働部長（永山英也君） 平成22年
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の国勢調査によりますと、本県の30歳代の人口

は13万6,443人で、うち雇用者が９万2,129人で

全体の67.5％となっております。また、このう

ち正規雇用者数は６万7,097人で全体の49.2％、

雇用者全体に占める割合は72.8％となっており

ます。

○来住一人議員 ことしの５月に福祉保健部が

作成された「子どもの貧困の現状等について」

という資料がありました。これを見せていただ

きましたが、子供の貧困率は日本全国で15.7％

で、ＯＥＣＤ34カ国中25位ということになって

いるようです。平成24年になりますと、この貧

困率はふえて16.3％になっておりますから、約

１％弱ですけど上がっております。県内の生活

保護率は、この10年間で1.21から1.62パーミル

に上がっておって、生活保護世帯の高等学校進

学率は県平均よりも10％低い89.4％です。県全

体では99％の子供たちが高校に進学するけど、

生活保護世帯の子供たちは10％低い89.4％だと

いうことになります。要保護・準要保護の子供

の割合は、今報告がありました、平成20年の11

％から25年には14.81％と４％も上昇いたしてお

りまして、子供の貧困の広がりと深さを示して

いるのではないかと思います。

私が注目したのは、今報告していただいた学

校の歯の検診において、８歳の子供の40％が治

療しなければならない虫歯を持っているという

ことであります。今のは８歳だけでしたが、今

度は小学校全体で見れば36.0％で、しかし、こ

れも全国平均より9.7％高いです。中学生は26.7

％で、全国平均よりも8.2％も高い状態でありま

す。５年前、10年前の資料を持っておりません

ので比較はできないのでありますけど、子供た

ちの健康にとって大変大きな問題であると思い

ます。

子供の健康の問題や貧困の問題、さらに、出

生率の引き上げを初めとする少子化対策などは

総合的なものでありますけど、同時に、総合的

なものも一つ一つの具体的な施策から成り立っ

ていると思います。子供の医療費の助成制度の

年齢の拡大など、充実は全国的に広がっている

と思います。現在の制度を中学校卒業まで広げ

ることについて、部長の所見を求めたいと思い

ます。

また、中学校卒業まで広げた場合に必要な予

算はどの程度になるのかを教えていただきたい

と思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） まず、拡充し

た場合の費用についてお答え申し上げますけれ

ども、本県の乳幼児医療費助成制度は、小学校

就学前までを対象としておりますが、中学校卒

業まで拡充したとした場合、年齢のみで判断い

たしますと、現在の事業費約９億円の２倍以上

の費用を要する見込みとなります。子供の成長

に伴いまして、医療機関を受診する機会が減る

ことも想定されるわけですが、それでも現在の

事業費と比較しますと、相当な増額になるもの

と考えております。

次に、制度の拡充についてでございますけれ

ども、この制度は全都道府県で取り組まれてお

ります。このため、本来、国の責任において全

国統一的に行われることが望ましいと考えてお

りますことから、標準的な制度の枠組みの設定

などについて、全国知事会等を通じ、国に対し

て要望しているところでございます。

○来住一人議員 中学校卒業まで拡大した場合

の予算について、今報告がございました。今

行っているものを単純に掛けていくと、多分22

億5,000万円ぐらいになるんじゃないかと思いま

す。私は私なりに計算をしてみました。例えば
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群馬県です。群馬県をベースにした場合に、群

馬はゼロ歳から中学卒業するまで１人にかかっ

た費用、県が払った費用は１万5,175円です。こ

れを宮崎県のゼロ歳から中学生までに引き直し

ますと24億9,800万円です。ただし、群馬は完全

無料です。個人負担はありません。それからも

う一つ、一番近いのはえびの市。小学生１人に

かかるえびの市の負担が幾らかといったら２

万4,582円でした、26年度。中学生は9,562円で

す。これを宮崎県に引き直しますと、小学生

が15億1,900万円、中学生が３億1,300万円、合

わせて18億3,200万円です。このうち県が負担す

るのは、今の制度だったら５割でございますか

ら、９億1,600万円です。これに、現在就学前の

ものが８億8,500万円程度でありますから、合わ

せますと18億100万円ぐらいになります。えびの

市の子供たちが病院に行くのをためらって我慢

していたとしても、私は20億円を超えるという

ことはないんじゃないかなと思います。

昭和26年に制定された児童憲章は、「児童

は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員と

して重んぜられる。児童は、よい環境の中で育

てられる」。そして本文の１つに、「すべての

児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てら

れ、その生活を保障される」。３つに、「すべ

ての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えら

れ、また、疾病と災害からまもられる」と規定

しています。さらに、児童福祉法第２条は、

「国及び地方公共団体は、児童の保護者ととも

に、児童を心身ともに健やかに育成する責任を

負う」と定めております。知事に申し上げたい

と思うんですが、イギリス、カナダ、デンマー

ク、イタリア、スペインなど９つの国が現在、

患者負担は一切ありません。子供ももちろんで

すけど、患者負担はありません。フィンランド

は18歳未満まで無料でございます。さきに申し

上げましたように、県や市町村段階ではこの制

度は大きく広がっておりまして、子供の医療費

無料化は国民的合意となっております。した

がって、今、部長が申し上げられたように、国

の制度として確立すべきだと、私もこのように

思います。そういう点では全国の知事会などで

大いに頑張っていただきたいと思います。

同時に、子供の貧困が連鎖になるなど深刻に

なっておりまして、国の制度を待っておられな

い状況であると思います。約20億円の予算は決

して小さなものではございませんけど、私は財

政力があるかないかの問題ではないと思いま

す。つぶさに調べておりませんけど、群馬県や

鳥取県、徳島県などが、宮崎県よりはるかに財

政力が高い、よいというものではないと思うん

です。児童憲章、さらには児童福祉法の精神に

基づいた首長の姿勢にかかるところが大きいの

ではないかと、このように思います。20億円と

いうのは、一般会計全体から見れば0.3％でござ

います。この制度を広げることについての知事

のお考えを、改めてお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の社会保障関係費

が、医療・介護等の伸びで毎年数十億単位でふ

え続けている状況の中で、厳しい財政運営を強

いられている状況にございます。この乳幼児医

療費助成制度は、乳幼児の健やかな成長と子育

て家庭の経済的負担の軽減を図るものであり、

重要な子育て支援策であるというふうに考えて

おるところでございます。今、いろいろ御指摘

がございましたような、地方が自前の財源を

使って行う地方単独事業として今、ほとんど全

ての自治体で行われているような状況でありま

すが、これはそもそも国の責任において全国統

一的に行われるべきではないかという考えであ
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るわけでございます。したがいまして、標準的

な制度の枠組みの設定及び必要な財源の確保に

つきまして、全国知事会、または将来世代応援

知事同盟などさまざまな機会を通じて、国に働

きかけてまいりたいと考えております。

○来住一人議員 この問題でもう一度、改めて

知事に求めたいと思うんですけど、確かに現

在、約９億円です。これを中学校卒業するまで

に広げますと20億円ぐらいになりますから、10

数億円新たに必要になってくるということにな

ります。そういう点で、一気に中学校卒業する

までというところまで行かなくても、例えば小

学校卒業するまでとか、またはもっと小さくす

れば、２年生まで、次は４年生までとか、さら

に細分化して入院だけとか、そういう段階的に

広げていくことを検討する考えはないか、改め

てお聞きしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁申し上げた

ところであります。大変重要な取り組みだとい

う認識はございますが、財政の持続可能な運営

ということを考えると、単独事業で行っていく

のは非常に限界があるところであろうかと考え

ておりまして、国に対して、必要な財源措置、

また制度化も含めて強く求めてまいりたいと考

えております。

○来住一人議員 よろしくお願いを申し上げて

おきたいと思います。

次に、土木事業についてお尋ねします。県道

財部庄内安久線乙房工区、乙房小学校の正門の

前が今、工事されているんですが、その乙房工

区の概要と進捗状況についてお伺いをしたいと

思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 乙房工区につ

きましては、都城市の乙房小学校から乙房橋ま

での約700メートル区間におきまして、交通安全

対策として歩道の整備や市道乙房谷頭線との交

差点の改良を行うものであり、平成23年度に事

業着手したところであります。これまで用地取

得を中心に事業を進めており、現在、必要とな

る事業用地の53％を取得しております。また、

用地取得が完了しました乙房小学校付近の約100

メートル区間につきましては、昨年度、工事を

実施し、既に供用を開始したところでありま

す。今後とも、地元の皆様の御協力をいただき

ながら、早期完成に努めてまいりたいと考えて

おります。

○来住一人議員 歩道がありますけど、実際は

側溝のふたが事実上歩道みたいになっておりま

すから、ぜひ進めていただきたいと思います。

もう一つ街路事業で、中央西通線牟田町工区

に続く区間の道路整備について伺いたいと思い

ますが、この状況について報告を求めたいと思

います。

○県土整備部長（図師雄一君） 中央西通線

は、都城市中心部の中町から大王町に至る都市

計画道路であり、円滑な交通と安全な歩行空間

を確保するため、順次、街路事業により両側に

歩道を伴った道路整備を進めているところであ

ります。これまでに国道10号交差点付近の中町

地区の約70メートルの区間が完成しており、現

在、牟田町工区の約240メートルの区間において

用地の取得を進めているところであります。牟

田町工区に続く区間につきましては、自動車や

歩行者の交通の状況、沿道の土地利用、経済性

などさまざまな観点から、道路の線形や幅員な

どの道路構造を総合的に検討しているところで

あります。

○来住一人議員 この問題で最後に一言お願い

をしておきたいと思いますが、これから買収を

される地域で、多分６メートル買収されるんで
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すけど、これが全部町から北のほうに向かって

右側だけを６メートル買収するということにな

りますと、仕事ができなくなるという方がい

らっしゃいます。ぜひ両脇にかけて買収してほ

しいという切実な願いを持っていらっしゃる方

がおります。もちろん、そういう１つの要求だ

けで法線が決まったりするものではないことは

理解をいたしておりますけど、そういう方がい

らっしゃるということを考えていただきたいと

いうことをお願いして、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時37分休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） とうとうト

リとなりました。満行潤一です。４年ぶりに

戻ってまいりました。この４年間支えていただ

いた地元の皆さんに、本当に感謝を申し上げた

いと思います。知事の提案理由説明では、都城

盆地に関しての言及は、県内の高速道路整備に

関連し、「都城志布志道路の全線開通」の10数

文字でありました。大変寂しい思いもしました

が、それにめげず質問をさせていただきたいと

思います。４年ぶりであります。質問も答弁に

も、焦らず、急がずやってまいります。

災害に強い安心・安全なまちづくりについて

であります。

４年前の３月に東日本大震災が発生し、その

４月に県議選が行われ、落選をしました。毎日

都城にいるわけでありますから、断る理由もな

く、公民館の役員、ボランティアの役員等を引

き受けさせていただきました。また、その年の

８月に、宮城県の石巻市福祉避難所の運営支援

にボランティアとして行く機会をいただきまし

た。復興途上にある被災地に、８日間という短

い時間ではありましたが、ボランティアとして

携われたことは、意義深いものでありました。

避難所での被災者との交流を通じ、災害時の避

難というのは本当に難しいのだというのを実感

したところであります。海岸線に住み、今まで

も毎年のように地震・津波の避難訓練に参加を

しながら、実際の災害時には、今度も大丈夫だ

と勝手に判断をして避難しない高齢者が多数犠

牲になった現実がありました。翌年には、地域

の自主防災隊隊長という役割もあり、防災士の

研修を受講し、防災士認証を受け、宮崎県防災

士ネットワークの一員として、県内の仲間と防

災知識の普及活動に参加しているところであり

ます。

まず、南海トラフ巨大地震の後方支援のあり

方についてお尋ねいたします。東日本大震災

は、それまでの想定をはるかに超える甚大な被

害をもたらし、それを教訓に、国は、あらゆる

可能性を考慮した巨大地震・津波を想定した南

海トラフ巨大地震を想定し、その対応を行って

おります。政府は、人命救助に向けた応援部隊

派遣や救援物資輸送の方針を定めた応急対策活

動計画を３月30日にまとめました。それによれ

ば、全国から自衛官や警察官、消防士で構成す

る最大13万7,000人を、おおむね３日以内に被災

地に派遣することが柱となり、本県や静岡な

ど10県を重点支援対象に位置づけ、食料や毛布

などは、被災地からの要請を待たずに緊急輸送

するとしています。これ以外の37都道府県は、
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地震発生後に可能な限り警察官や消防士らを出

動させる。自衛隊も直ちに活動を展開。救援物

資については、発生から３日間は家庭や自治体

の備蓄で対応してもらうことを原則とし、４日

目以降の食料や毛布、粉ミルク、おむつなどが

迅速に被災地に届くようにする。全国のＤＭＡ

Ｔも被災地からの要請を待たず出動するとなっ

ております。

今議会開会前に、東日本大震災の後方支援で

有名になった岩手県遠野市に会派視察にお伺い

いたしました。遠野市長の前職は県の防災担当

課長であったようであります。平成19年度か

ら、選挙公約であった後方支援拠点施設整備構

想を導入し、自衛隊、医療機関、住民等と訓練

してきた。大震災発生直後から全国の支援部隊

を受け入れることが可能であったのは、ふだん

からの備えがあってのことと理解ができまし

た。この具体的な応急対策活動に関する計画を

受けて、本県ではどのような対応を考えている

のか、知事にお伺いをいたします。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

南海トラフ巨大地震に対する県の対応であり

ます。本年３月に国が定めました「南海トラフ

地震における具体的な応急対策活動に関する計

画」、いわゆる具体計画では、救助・消火活

動、医療活動、物資調達の内容等が定められて

おります。この計画は、国が実施する応急対策

が主な内容となっておりますが、県としまして

は、これを受けて、支援が被災地に確実に届く

よう、より詳細なものにしていく必要があると

考えております。例えば、警察、消防の広域応

援部隊の進出拠点につきましては、具体計画で

は、西階総合運動公園など県内４カ所が定めら

れておりますが、県では、これらの部隊の被災

地までのルートを検討することとしておりま

す。また、国からの支援物資の集積拠点につき

まして、具体計画では、都城トラック団地協同

組合と高千穂家畜市場が定められております

が、県では、これらの物資の被災地への輸送方

法を検討する必要があるものと考えておりま

す。今後、国、市町村と連携し、対策が確実に

実施できるよう、その体制づくりを進めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○満行潤一議員 国の計画による後方支援拠点

の位置づけについてお伺いをいたします。南海

トラフ巨大地震の後方支援として、内陸部であ

る都城市長は、沿岸部の市町村に支援を行う

「バックアップシティ」というのを提唱されて

いるわけでありますが、広域的な応援体制をど

うするのか、疑問も残ります。当然、想定され

る巨大地震は、内陸部にも大きな被害が想定を

されているわけで、どのような水平支援が可能

か、大変危惧しております。自治体の余裕があ

れば、他の被災地域へ支援に赴くというのが基

本だと思います。県は市町村間の支援について

どのように考えているのか、関係部長、お願い

いたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 本年２月

に、都城市を中心に、県南部の10の市と町で、

南海トラフ巨大地震等の大規模災害対策に関す

る協議会が設置され、内陸部から沿岸部に対す

る支援のあり方について検討をされておりま

す。南海トラフ巨大地震の被害想定によります

と、津波による沿岸部の被害が甚大でございま

すが、内陸部も地震による被害を受けますの

で、この協議会では、その対応もあわせて議論
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を進めていく必要があるものと考えておりま

す。県といたしましては、このような課題を含

めて協議会に対し助言を行うとともに、ことし

８月の県南地域で実施いたします県総合防災訓

練においても、検証してまいりたいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 どの自治体も市町村合併に

よって職員数も大きく減少しています。都城市

もその例外ではありません。合併前に比べて300

数十名という職員が削減をされ、今、都城市の

職員の３分の１は臨時・パートという職場と

なっています。消防職員の数も国の基準を大き

く下回っているはずであります。県内、消防本

部・局が10ありますが、ここでは、宮崎市、延

岡市、都城市の各消防職員の充足率をお伺いい

たします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 消防職員の

充足率につきましては、消防車両の現有台数に

対して消防職員が何人必要かということを基準

にして、消防庁が定めているものであります。

この充足率につきましては、３年ごとに調査が

行われており、平成24年４月１日現在で、宮崎

市消防局が93.6％、都城市消防局が58.1％、延

岡市消防本部が72.7％となっております。

○満行潤一議員 宮崎市が大分伸びているとい

うことで、ほぼ国の基準に近い状況というのが

わかります。延岡72.7％、都城は58.1％、これ

で本当に後方支援、水平支援ができるのか、非

常に不安なところであります。当然、消防は第

一線で頑張っていただかなければなりません。

県におきましても、ぜひ、この各消防本部を、

国の定める充足率に近くなるよう指導をお願い

申し上げたいと思います。

危険空き家対策についてお伺いいたします。

地震や風水害の緊急時に大きな阻害要因となる

空き家も、住宅密集地に多数存在します。日常

生活を送る上でも、環境衛生上の問題や、隣の

瓦や壁等の落下や倒壊の心配、樹木等の隣家へ

の侵入など、私たちもたびたび相談を受けてい

ます。それを受けてとは思いますが、「空家等

対策の推進に関する特別措置法」が先月、全面

施行となりました。本県における特措法が想定

する空き家対策の現状と今後の課題について、

お伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 国が５年ごと

に実施をしております住宅・土地統計調査によ

りますと、平成25年10月１日時点で、県内の空

き家は、転勤や入院などにより一時的に空き家

となっているものを含めまして約７万4,000戸と

なっており、住宅総数に占める割合は13.9％

で、増加する傾向にあります。このような中、

本年５月に、「空家等対策の推進に関する特別

措置法」が全面施行され、今後、長期間使用さ

れていない空き家について詳細な実態調査を行

い、空き家の適正な管理や利活用を促進するな

どの空き家対策に取り組んでいくこととなりま

す。これらの対策の実施に当たりましては、防

災や衛生面などで地域の生活環境に深刻な影響

を与える「特定空家」の判断基準の設定や、空

き家の所有者の特定など、多くの課題があると

考えております。

○満行潤一議員 この危険空き家対策は、どの

自治体も対応に苦慮していると思います。この

特措法における県と市町村の役割はどのように

考えておられるのか、再度質問いたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 空き家対策の

実施主体である市町村につきましては、空き家

等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ための実施計画を策定し、空き家の実態調査の

実施や利活用の促進を図るほか、特定空家の所
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有者に対して、指導、勧告、命令などを行い、

所有者が改善措置を講じない場合には、強制執

行もできるとされております。県といたしまし

ては、市町村が行うこれらの空き家対策の円滑

な推進が図れますよう、市町村に対して、空き

家対策に係る情報の提供や広域的な連絡調整、

空き家の実態調査の具体的な方法を示すなどの

技術的な助言、その他必要な支援を行ってまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、都城警察署の建てかえ

についてお尋ねいたします。都城警察署の新庁

舎整備計画についてお尋ねしたいわけですが、

このことについては、初当選した16年前から毎

年のように、中には年に２回も質問をしてまい

りましたが、この間、西都市に越され、日向、

延岡、えびのと進んできましたが、一向に都城

警察署の整備計画が見えておりません。昭和32

年建築、それから増設を重ねて今日まで来まし

たが、とうとう日本最古の警察署となりまし

た。警察本部長の見解をお尋ねいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 都城警察署につ

きましては、築後58年が経過し、老朽化が進ん

だ警察署となっておりますが、平成９年度に耐

震補強を行いまして、防災活動拠点としての機

能が果たせるよう、必要な措置をとらせていた

だいております。また、狭隘化への対応とし

て、昭和55年度と平成13年度には増築を行い、

必要な事務室等を確保している状況にございま

す。県警察としましては、県下13警察署の建て

かえの考え方として、治安基盤及び防災活動拠

点としての機能を十分発揮できる施設整備を目

指し、厳しい財政状況下ではございますが、機

能低下の著しい警察署から順次整備をしていく

という方針で臨んでいるところであり、どうぞ

御理解をお願いいたします。

○満行潤一議員 日本一というのは何でもすば

らしいものなので、大事にしないといけないと

思うんですね。考えようによっては、都城警察

署に「日本最古の警察署」という看板を立てて

観光資源にするとか、そういうこともあるかな

と思います。本部長に聞くのも酷な話で、さき

の答弁で、交番・派出所にＡＥＤが設置できな

い財政状況という答弁もいただきましたから、

当分無理なのかなと諦めてはおりますが、災害

拠点最重要施設であります。ぜひ早急な建てか

えを切にお願いします。知事、副知事、総務部

長、危機管理統括監、財政課長、ぜひ都城警察

署を見てください、どういう状況なのか。本当

に大変な状況ですので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。要望してまいります。

次に、県内の消防非常備町村の今後について

お尋ねいたします。西臼杵３町に広域消防本部

が設置され、長年の課題だった常備消防が配備

されました。県内新設は西諸地区以来43年ぶり

になるそうです。いよいよ非常備地区は４町村

となりました。消防職員がいないこの地域で

は、救急車に役場の職員や委託を受けた搬送業

者が１名から３名乗車して現場へ出動していま

す。また、地域によっては、近くの医療機関か

ら看護師や医師が搭乗して出動しています。も

し、週末などその地域に医師が１名しかいない

ときに、重症患者を他の高次医療機関へ搬送す

ると、往復４～５時間はかかるため、その間は

医療の空白地帯ができてしまいます。これらの

ことを考えても、宮崎県でドクターヘリが運航

されるようになったことは大きな前進だと思い

ます。しかし、非常備のままだと急患の救急搬

送など、大きな課題が残ります。県は今後どの

ように考えておられるのか、お伺いいたしま

す。
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○危機管理統括監（金丸政保君） 消防の常備

化につきましては、平成19年度に県が作成いた

しました宮崎県消防広域化推進計画に基づき、

県内の広域消防体制の構築を進める中で、非常

備町村の解消が検討されてまいりました。当時

非常備であった７町村では、近隣の消防本部へ

の委託や、広域事務組合の設立などの検討が行

われてきたところであり、このうち、西臼杵郡

の３町につきましては、本年４月に常備化が実

現いたしましたが、残りの４町村につきまして

は、地理的・財政的な理由により難しいという

ことで、現在、常備化に向けた動きは見られな

いところでございます。なお、美郷町では民間

の救急救命士を活用するなど、それぞれの町村

で工夫して、救急搬送等の課題に取り組まれて

おりますが、県では、引き続き常備化に向けた

働きかけを含め、必要な助言を行ってまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 あと４つですね、ぜひよろし

くお願い申し上げたいと思います。

次に、救急搬送の急増対策についてでありま

す。全国的に救急車の出動件数がふえておりま

す。昨年、2014年の全国の救急出動件数は598万

件、５年連続で過去最多を更新しています。消

防庁は、高齢化に伴い、お年寄りのけが人や病

人がふえたことが要因だと見ているようであり

ます。しかし、タクシーがわりに使ったり、順

番待ちをしないで早く診てもらえるといった不

適切な救急車利用を繰り返す常連がいるのも現

実であります。宮崎市消防局管内で見ると、年

間１万5,000人を超えております。管内の人口43

万人で割ると、実に29人に１人が救急搬送され

た計算になります。すごい数です。出動の増加

は、一刻を争う急患の搬送のおくれを招きま

す。救急搬送の急増の原因と今後の対策をお伺

いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 本県におけ

る平成25年の救急出動件数は、４万1,726件と

なっており、これを10年前と比較いたします

と7,529件、22％の増、５年前と比較いたします

と4,831件、13％の増となっております。増加の

要因は、高齢化の進展が主なものと考えられま

すが、そのほかに、医療の高度化・専門化に伴

う転院搬送や、結果的には救急車を呼ぶ必要が

なかった軽症のケースが多くなったことが考え

られます。このため県では、ホームページや県

政テレビ番組により、救急車の適正利用を呼び

かけるとともに、傷病者を搬送する業務を行っ

ておりますタクシー会社などの民間の事業者が

ありますので、その利用促進について啓発を

行っております。さらに、各消防本部において

も、広報紙や救急の日のイベントなどを活用し

て啓発に取り組んでおります。

○満行潤一議員 ぜひ、的確な利用を求める取

り組みをいただきたいと思います。

次に、救急科専門医の確保についてお伺いを

いたします。25年１月現在、県内の救急科専門

医の資格を持つ医師の数は19人、全国ワースト

５と、ある論文で読みました。宮崎大学にドク

ターヘリが配備されてから、救急医、救急医療

の研修医が大きく増加したようであります。診

療科の偏在、県央地区への偏在、この現実は救

急科専門医に限りませんが、救急医の養成・確

保は喫緊の課題であります。病院前救急診療か

ら初期・２次・３次救急まで対応できる、いわ

ゆる地域総合救急医の養成が急がれます。本県

の救急科専門医の養成・確保の取り組みについ

て、お伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の平成27

年１月現在での数字を申し上げますと、日本救
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急医学会の救急科専門医として25名の医師が登

録されております。県では、平成22年度から、

宮崎大学救命救急センターの総合救急医育成研

修プログラムなどを支援しているところであり

まして、平成25年度には２名、26年度と27年度

はそれぞれ３名の後期研修医の入局があったと

伺っております。今後とも、宮崎大学や関係機

関と連携して、救急科専門医の養成・確保に加

えまして、県内定着を図ることで、県民が安心

できる救急医療体制の充実に取り組んでまいり

たいと考えております。

○満行潤一議員 宮崎大学の後期研修医の養成

も進んでいるということであります。それプラ

ス、今おっしゃった定着もぜひ進めていただい

て、救急医の増員をぜひとも図っていただきた

いと思います。

次に、県西部の救命救急センター設置につい

て伺います。急性心筋梗塞、脳卒中、頭部外

傷、重篤な患者など、２次救急で対応できない

複数診療科領域の重篤な患者に対し、高度な医

療技術を提供する３次救急医療施設を「救命救

急センター」と呼んでいます。昨年２月現在、

全国266カ所、都道府県が策定する地域医療計画

に基づき指定を行うとされています。本県の救

命救急センターは、延岡、宮崎、清武と３カ所

です。これまで、設置基準は人口100万人に１つ

と理解してきましたが、この基準でいけば、本

県は既にその基準をオーバーしていることにな

ります。ところが、全国的に２次救急施設数は

ほとんど変化がないのに、救命救急センターは

確実に増加をしています。例えば、佐賀県は人

口86万人、面積は本県の３分の１以下なのに、

救命救急センターは４施設あります。救命救急

センター設置における本県の考え方をお伺いい

たします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 救命救急セン

ターは、24時間体制で県内の重篤な患者に広域

的に対応する高度な医療施設でありますことか

ら、厚生労働省が定めた医師等の人員配置、施

設及び設備の基準等に適合しますとともに、本

県の医療計画に位置づける必要がございます。

本県には３つの救命救急センターがございます

が、まず、昭和59年に設置されました県立宮崎

病院は、「おおむね人口100万人に１カ所を設置

する」という当時の国の方針に基づくものであ

ります。また、平成10年に設置されました県立

延岡病院は、「最寄りの救命救急センターへの

アクセスにおおむね60分以上を要する地域にお

ける拠点」として整備されたところでございま

す。また、平成24年に設置されました宮崎大学

医学部附属病院は、本県でのドクターヘリの導

入に伴いまして、「その基地病院は、救命救急

センターでなければならない」との国の基準に

基づき、整備されたものでございます。

○満行潤一議員 地域救命救急センターという

のがよくわからないんですが、佐賀県にも地域

救命救急センターというのが２つあります。こ

れまでの救命救急センターと何が違うのか、再

度お伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域救命救急

センターとは、厚生労働省の救急医療対策事業

実施要綱によりますと、救命救急センターと同

様に重篤な患者を24時間体制で受け入れ、高度

な医療機能を有するものの、必要とされる専用

病床の数が少なく、最寄りの救命救急センター

へのアクセスにおおむね60分以上を要する地域

において設置できることとされております。

○満行潤一議員 距離的要因もあるということ

であります。余りにも本県の救命救急センター

の地域偏在は激しいと。ぜひ、県西部にも、地
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域型でもいいんですが、救命救急センターが設

置できないものか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県西部におきまして

は、都城市郡医師会病院が本年４月に移転・新

築をしまして、医療拠点としての機能向上や、

重症患者等のドクターヘリによる搬送体制も確

立されたところでありまして、これにより、地

域における救急医療体制のさらなる整備・充実

が図られたものと考えております。お尋ねの救

命救急センターにつきましては、佐賀が４カ所

という御指摘でありますが、隣の鹿児島、熊

本、長崎あたりも３カ所というような状況であ

り、必ずしも本県が少ないということではござ

いませんが、この設置については、多様化・高

度化する救急医療に対する需要というものを踏

まえるとともに、国の整備基準や設置主体の問

題、また、各医療圏における重症患者数の動向

や搬送状況などをもとに、医師会等の関係団体

や医療関係者の皆様とも十分協議しながら、検

討されるべきものと考えております。

○満行潤一議員 距離的要件というのは大きい

と思うんですね。延命率とか考えれば、１分１

秒でも近いところにいたほうがいいというのは

当然であります。また、今、知事が言及されま

した、当然、受ける側の実情もあります。どこ

かに受けてもらわないといけないという現実は

あります。しかし、理想的には、県南・県西部

にやはり１つは設置していただきたい。この問

題につきましては、今後ともお願いをしていき

たいと思います。

ドクターヘリ運用の今後の課題についてお伺

いをいたします。満行は落ちたが、ドクターヘ

リは飛んだと、地元ではそのようにやゆされて

おります。ことしの４月現在では、全国37道府

県に45機のドクターヘリが配備をされていま

す。当面、各都道府県に少なくとも１機、さら

に、本県みたいな山間僻地や離島を抱える都道

府県は、複数の配備が急がれます。既に、北海

道は４機、青森県、千葉県、静岡県、兵庫県が

２機配備となっています。宮崎県ドクターヘリ

も運航開始から４年を経過し、確実にその成果

を上げています。何よりも、１分１秒を争う急

病患者に救急医の早期のアプローチが可能とな

り、延命率の向上や予後の早期回復など、劇的

な成果が図られています。

さて、今回は、救急隊が搬送する患者とドク

ターヘリが落ち合うランデブーポイントについ

て伺います。ホームページを見ますと、現在の

ランデブーポイントは250カ所ぐらいでありま

す。せめて500カ所ぐらいにはふやすべきではな

いかと思いますが、いかかでしょうか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） お尋ねのラン

デブーポイントにつきましては、最新の数字で

あります平成27年６月現在で、425カ所となって

おります。平成24年のドクターヘリの就航当初

より146カ所ふえておりまして、県内市町村と連

携して適地の確保に努めているところでござい

ます。

○満行潤一議員 着実にふえているということ

は理解できました。さらなる場所の設置をお願

いしたいと思います。

ドクターヘリの運航回数が増加をし、消防の

負担が増しているのではないかと心配をしま

す。ドクターヘリの離発着時には、救急隊以外

に消防隊の先遣隊が、安全確保のために出動し

なければならないとなっているようですが、現

状はどうなのでしょうか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ドクターヘリ

の離発着に際しまして、関係する消防機関は、

ランデブーポイントへの人の立ち入り制限や、
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ヘリの離発着に伴います飛散物・砂じん等の巻

き上げによる周辺への被害防止等の安全確保措

置をとることが、宮崎県ドクターヘリ運航要領

に規定されているところでありまして、消防の

皆様には、ドクターヘリによる救急搬送に対す

る御協力をいただいているものでございます。

○満行潤一議員 そうなんでしょうが、特に、

宮崎病院のある宮崎市は大変な負担だろうと思

いますので、その軽減策をぜひ今後とも考えて

いただきたいと思っています。

ドクターヘリ、少しずつふえてはきました

が、全国的には、私は、理想的には80機ぐらい

が望ましいと思っています。その80機の根拠

は、日本とほぼ同じ国土面積のドイツが80カ

所、九州と同じぐらいのスイスには13カ所の拠

点があります。近いうちに本県も２機体制を展

望しなければなりませんが、今後またこの問題

については質問していきたいと思います。

次に、無医地区における医療提供体制につい

て伺います。無医地区の定義は、「医療機関の

ない地域で、当該地区の中心的な場所を起点と

して、おおむね半径４キロの区域内に50人以上

が居住している地区であって、かつ容易に医療

機関を利用することができない地区」となって

おり、直近の統計では、本県に14地区あると

なっています。無医地区の医療の確保につい

て、現状をお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の無医地

区は、平成26年10月現在で、６市町村14地区と

なっておるところでございます。無医地区を初

め、僻地におきましては、住民の高齢化等によ

り、通院のための交通手段の確保が課題であり

ますことから、市町村において、最寄りの公立

病院等までのコミュニティバスや乗り合いタク

シーの運行を行っておりますほか、公立病院等

からの訪問診療も実施しているところでござい

ます。また、県におきましても、県医師会や日

本赤十字社宮崎県支部の協力をいただきなが

ら、僻地診療所への医師派遣や無医地区巡回診

療を行っているところでございます。

○満行潤一議員 統計では、無医地区が年々

減っているということにはなっていますが、こ

れは、医療関係からのアプローチやフォローが

広がったわけではなく、統計対象地区となる集

落の人口が50人を切ったと、そういうので対象

外になって無医地区が減っている。統計上はそ

うじゃないのかなと思います。統計による無医

地区に限らず、津々浦々の集落まで医療の手が

届きますよう、さらなる県の御努力をお願い申

し上げたいと思います。

感染症対策についてであります。災害時の感

染症対策は重要です。特にボーダーレスの現

代、日常でもその対策は重要です。１類感染症

に指定されるエボラ出血熱対策として、宮崎空

港に検疫官が増員されたと報道されています。

今また中東や韓国など世界25カ国で、２類感染

症であるＭＥＲＳコロナウイルス患者が発生

し、感染者が約1,300人、450人以上が死亡して

います。ＭＥＲＳコロナウイルスは、2012年に

初めての患者が確認された新しい感染症で

す。2003年に世界中で流行したＳＡＲＳと仲間

のコロナウイルスであります。エボラ、ＭＥＲ

Ｓに限らず、次には新たな感染症が国内で発生

するかもしれません。本県の新たな感染症の発

生に備えての取り組みについて、お伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） エボラ出血熱

やＭＥＲＳ等の新たな感染症の発生に備えまし

て、県では日ごろから、医療機関や検疫所、消

防などの関係機関と情報の共有を図りますとと
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もに、研修会や防護服の着脱訓練、患者の搬送

訓練などを行っております。また、県民の皆さ

んに対しましては、ホームページ、マスメディ

ア等を活用しまして、感染症の発生状況や予防

等に関する情報の提供、啓発に努めているとこ

ろでございます。さらに、県庁内に感染症危機

管理対策本部会議を設置しまして、庁内全体で

の情報共有や、発生時には迅速に対応できる体

制を整えているところであります。今後とも、

新たな感染症の発生に備えまして、より一層の

体制強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 今、韓国の状況を見て、初動

対応の大事さ、重要さを切に感じるわけであり

ます。この初動を間違わないように、ぜひ県と

してもリードいただきたいと考えております。

次に、再生可能エネルギーについてお尋ねを

いたします。再生可能エネルギーの固定価格買

い取り制度が2012年７月から始まりました。法

律によって10年、20年の買い取り価格が保証さ

れ、電力会社はその全量を購入することが法律

に明記されています。しかし、この固定価格買

い取り制度が導入されても、太陽光発電以外は

実績が伸びていないように感じます。本県の現

状と課題についてお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 再生可能エネ

ルギーの県内での導入につきましては、昨年度

末現在、発電で66万キロワットとなっておりま

す。このうち、太陽光発電が56万キロワットと

全体の85％を占めまして、残りの10万キロワッ

ト、15％が太陽光以外となっている状況であり

ます。内訳としましては、バイオマス発電が９

万キロワット、小水力発電が１万キロワットと

なっており、現在導入されていない風力発電に

つきましても、複数の計画が進められていると

ころであります。このような中、バイオマス発

電施設への安定的な燃料の供給ですとか、風力

発電施設の建設に向けた環境アセスメントの実

施等が課題となっている状況ですので、県とし

ましても、今後とも、こういった課題にしっか

りと取り組みながら、本県の地域特性を生かし

た再生可能エネルギーの導入促進に努めてまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 今聞きまして、予想以上にバ

イオマスとか小水力が健闘しているなと。風

力、地熱は今のところ実績ゼロということみた

いでありますが、ぜひ、バランスよい再生可能

エネルギーの普及についてお願いをしたいと思

います。

もう一件、太陽光発電についてであります

が、昨年９月24日、九州電力は、再生可能エネ

ルギー発電設備に対する系統連系申し込みへの

回答をしばらく保留する旨、公表いたしまし

た。九州電力が、太陽光発電がふえ過ぎてこれ

以上送電線に乗せられないと、新規買い取りを

突然ストップしたわけであります。これが全国

に波及をし、大きな問題となりました。法律で

は全量買い取りの義務があるのに、法施行２年

に満たない状況で早々と、この計画が破綻をす

ると。昨年12月には系統連系接続申し込みの回

答を再開はしましたが、回答再開の条件とし

て、無補償での期限を切らない出力抑制の条件

をつけております。太陽光発電は、地域の電気

工事屋でも施工できる地域経済波及効果の高い

事業だと思います。このごたごたで、すっかり

新規事業への熱も冷めた感があります。国の設

備認定はあるのに、九州電力の連系対応待ちで

事業がストップしている状況は、どのぐらい県

内にあるのか、わかれば教えてください。

○環境森林部長（大坪篤史君） 九州電力によ
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りますと、本年４月末現在の太陽光発電の申込

件数は、累計で約５万8,000件となっておりま

す。このうち、接続済みまたは接続が確実なも

のが約４万5,000件、残りの１万3,000件が接続

に向けて検討中ということであります。また、

ことしの２月から５月末までに事業者から辞退

の届け出があったものにつきましては、約1,200

件であると伺っております。

○満行潤一議員 電気自動車の充電装置につい

てお尋ねをいたします。16年前は、議員の車は

トヨタクラウンが一番多かったわけです。今

は、プリウス、ＳＡＩなどハイブリッド車が

トップとなっています。環境に優しく、燃費の

よい自動車が好まれる時代となりました。県庁

前広場の電気自動車急速充電装置に目がとまり

ました。県企業局のシールが張ってあります

が、企業局から総合政策課、そして環境森林課

に所管がえになったそうであります。また、近

ごろ、コンビニやスーパーでも見かけるように

なった電気自動車の充電スポットであります

が、県内ではどのくらい設置されているのか、

お伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 電気自動車専

用充電器の整備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、５月末現在、

２つタイプがございまして、１つ目の急速充電

器というものが、道の駅やコンビニエンススト

ア、銀行などで80基、それからもう一つ、普通

充電器が、ホテルや旅館などで28基、合計で108

基となっております。さらに、整備計画中のも

のを加えますと、今年度中には、急速充電器

が95基、普通充電器が67基、合計で162基となる

見込みであります。電気自動車は、走行中に排

気ガスを出さないなど、環境に優しい自動車で

ありますので、引き続き、国や関係機関等とも

連携しながら、この充電器の整備促進を図って

まいりたいと考えております。

○満行潤一議員 この充電スポット、最初は、

設置費用は全額、国の補助金で賄えたようであ

りますが、現在は３分の２の補助と聞いていま

す。県の補助金を出して充電スポットの整備を

図る考えはないか、再度お尋ねいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） この充電器の

導入支援策としましては、購入費の３分の２、

それと、工事費の一定額を助成する国の補助制

度がありますので、県としましては、その活用

について、市町村や事業者等に積極的に情報提

供を行いながら、整備促進を図ってまいりたい

と考えておるところであります。

○満行潤一議員 次に、学校の防災教育・訓練

についてお伺いいたします。東日本大震災の発

生時刻が午後２時46分ということで、大半の子

供たちが学校にいて、多くの犠牲が出たとされ

ていました。学校での防災教育・訓練の重要性

を教えてくれます。自分の命を守るためにどの

ような行動をとるべきなのか、発達段階に応じ

た正しい判断、行動ができる児童生徒を育てて

いくことが肝要だと思います。学校での防災教

育、防災訓練の状況をお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 防災教育を進める上

で大切なことは、いつ、どこで災害が発生しよ

うとも、児童生徒がみずから命を守ることがで

きるようにすることだと考えております。そこ

で、現在、県内では全ての学校において安全計

画を作成し、実践的な防災教育に取り組んでお

ります。具体的には、従来の避難訓練に緊急地

震速報を取り入れ、地震到達までの数秒間でど

のような行動をとるのかという判断をさせる工

夫や、消防団や自治会等と連携した地域ぐるみ

での訓練を行っております。また、県教育委員
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会でも、これからの地域防災に貢献できる人材

を育成するため、高校生に対し、災害発生を想

定した避難所運営訓練などを実施しており、参

加した高校生が防災リーダーとして各学校の取

り組みを進めております。

○満行潤一議員 いろいろ進めていただいてい

るようで、ありがとうございます。でも、地

震、風水害、土砂災害、それぞれ対応が違うわ

けであります。学校での防災教育授業では、ハ

ザードマップ作成や図上訓練なども行っていた

だきたいと思います。そこで、防災士の資格を

持つ教職員の人数はどれぐらいなのか、お伺い

いたします。

○教育長（飛田 洋君） 防災教育を推進する

ためには、各学校に核となる教職員を養成して

おく必要があると考え、県教育委員会では、平

成24年度と25年度に防災教育指導者養成研修会

を実施し、県内の教職員の中から345名の防災士

の有資格者を養成いたしました。今後とも、教

職員の防災士資格の取得については積極的に啓

発を行うとともに、資格取得に意欲のある職員

が研修等に参加しやすい、そういう配慮をする

よう、各学校を指導してまいりたいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 345名いらっしゃるということ

ですが、人事異動がありますので、適正な配置

をお願い申し上げたいと思いますし、引き続き

防災士養成にぜひ御努力いただきたいと思いま

す。学校だけでは児童生徒は守れない。それは

今、教育長もおっしゃいました。地域との連携

が何よりも重要だと思いますので、よろしくお

願い申し上げたいと思います。

最後に、少人数学級の現状と課題についてで

あります。

都城市と合併した旧高崎町内には、「子ども

は地域の宝」と書かれた看板が多数立っていま

す。まさに子供は地域の宝です。子供たちは、

未来を信じ、立派な社会人になることを夢見て

日々勉学に部活に頑張っています。しかし、そ

の家庭環境は、経済的問題など大きく変化して

います。子供一人一人の個性をしっかり把握

し、きめ細かな指導を行うためには、少人数の

学級編制が必要です。財務省は、小学校１年生

で実施している少人数学級の効果が見えない、

予算措置をやめるとアナウンスしていました

が、今年度は従前どおり予算措置されました。

財務省はそう言っても、私たち素人が考えて

も、40人クラスより25人、30人クラスのほうが

きめ細かな指導ができることは十分わかりま

す。現在、本県では、小学校１年生・２年生、

中学校１年生に少人数学級制を実施していただ

いておりますが、学校現場の並々ならぬ努力で

実現しています。しかし、もうそれも限界で

す。小学校、中学校、高校までも少人数学級制

を導入するよう、強く国に働きかけるべきでは

ないかと思いますが、教育長、いかがでしょう

か。

○教育長（飛田 洋君） 本県の少人数学級に

ついては、今御紹介もありましたように、小学

校１・２年生、中学校１年生に導入しておりま

す。学校からは、「授業につまずく子供が減っ

た」「配慮を要する子供に細やかな対応ができ

るようになった」などの声が寄せられており、

その教育効果は高いものがあると考えておりま

す。少人数学級の充実について、私もみずから

文部科学省を訪問し、お願いしますという要望

を行うとともに、全国都道府県教育長協議会等

を通じて国に働きかけを行っているところで

す。それから、この間、財務省のいろんな動き

を捉まえて、その動きに呼応して、６月10日に
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は、九州地方教育長協議会として緊急に、文部

科学省や財務省などに対して、少人数学級の実

施のために活用している加配定数の確保及び拡

充について、要望を行ったところであります。

今後とも、さまざまな機会を捉えて、少人数学

級等の指導体制の充実に向けて、教職員定数の

改善や、必要となる財源の措置などを、国に対

し強く要望してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ありがとうございます。隔世

の感があるなと思います。教育委員会に質問す

ると、「効果が上がるというデータがありませ

ん」と、そういう時代もありました。しかし、

今しっかり教育長が、効果があると認識され、

お答えもいただきましたので、ぜひ、みんなで

力を合わせて頑張っていきたいと思っておりま

す。

子育て世代の賃金の低下や非正規雇用の拡

大、子供の貧困、本当に多くの問題が今、山積

をしています。この負の連鎖を断ち切るため

に、公教育の役割は大きなものがあると思いま

す。子育てが終わったと思えば、孫の面倒を見

るときが私にもやってまいりました。戦争のな

い平和な日本、安心・安全な地域で健やかに

育ってほしいと切に願っているところでありま

す。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○星原 透議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

○星原 透議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第19号まで及び報告第１号の各号

議案を、一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

◎ 議案第19号採決

○星原 透議長 まず、人事委員会委員の選任

の同意についての議案第19号について、お諮り

いたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第19号についてお諮りいたします。

本案については同意することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第18号まで及び報告第１

号並びに請願委員会付託

○星原 透議長 ここで、議案第１号から第18

号まで及び報告第１号の各号議案並びに新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす24日から30日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、７月１日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後１時54分散会

平成27年６月23日(火)


