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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。平成27年９月定例会一般質問１番

目、延岡市選挙区の後藤哲朗でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。

さて、土地にほれ、女房にほれ、仕事にほれ

る。地方と向き合う総務省の官僚には「三ぼ

れ」と呼ばれる心がけが伝わっているそうで

す。同省出身の河野知事が初当選した2010年12

月の知事選に挑む際に、政治家としても持ち続

けたいと紹介されました。女房にほれるのは当

然ながら、宮崎県にほれ、宮崎を愛し、地域・

土地にほれ、仕事にほれ、業務遂行に燃え、地

域活性化のために邁進することは、これからの

地方創生に臨む、知事を初め幹部職員、職員の

皆様、そして私ども議員もですが、キーワード

のような感がいたします。

ところで、地方創生の先進的モデルと言われ

ています「森林と人が輝く森林未来都市・バイ

オマス産業都市」の北海道上川郡下川町に、南

那珂森林組合様とのこれまでの友好交流のおか

げで、会派の先輩議員等と視察研修に先月行っ

てまいりました。町長を初め、職員、森林組合

の職員の皆さんからの森林未来都市への取り組

みについての概要説明、現地説明には、町・地

域への愛情、森林という資源を活用して町内を

活性化していくのだという熱意、信念という心

構え、姿勢がひしひしと伝わってくるものがあ

りました。そこで、宮崎県政においても、我が

ふるさと宮崎への熱い思いは、これから地方創

生に取り組むに当たって大変大事であると考え

ますが、郷土愛に対する知事の思いをお伺いい

たします。

次に、2015年版九州経済白書の中からお尋ね

いたします。今回、48回目を迎えた九州経済白

書は、都市のリノベーション（都市再構築）を

地方創生の突破口にできないかという問題意識

から、近年の都市構造の実態を探り、人口減少

下での持続可能でかつ魅力的な都市再構築に向

けた都市経営のあり方について展望しておりま

す。昨今話題となっているコンパクトシティ

ー、町なか居住、都市再構築、公共空間活用、

ＢＣＰ事業継続計画、第４の拠点都市・福岡市

等々についても取り上げています。

「九州地域における都市の配置と構造」の中

で、都市でも進む人口減少の動きとして、８割

弱の都市が既に人口減少段階に突入しており、

今後は、さらに多くの都市が人口減少に転じる

とあります。そのような中、県都への集中の動

きが続いているとし、2010年における県庁所在

都市の人口の県内シェア平均は、32.0％となっ

ており、熊本市が40.4％、大分市39.6％、鹿児

島市35.5％、宮崎市35.3％が平均を超えていま

す。本県は、県土も広く、人口10万人以上の都

市もバランスよく所在しておりますが、県内で

も進むと予測される宮崎市への人口の一極集中

について、知事の御所見をお伺いいたします。

次に、同じく、九州経済白書から、福岡一極

集中についてお尋ねいたします。白書には、

「地方中枢都市は、三大都市圏に続く地域経済

並びに我が国経済の牽引車としての役割が求め

平成27年９月14日(月)
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られているが、その中で福岡市の都市力は突出

している。都市圏人口が250万人規模になる上

に、北九州市との連携の取り組みも進められて

いるように、三大都市圏に次ぐ全国第４の拠点

となりつつある」と書かれてあります。また、

総務省の2014年人口移動報告によりますと、福

岡は、進学や就職などを機に、九州・沖縄や中

国地方から移り住む若者が多く、社会増傾向と

あります。そこで、九州内での福岡への人口集

中の背景と対応の方向性について、知事の御所

見をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後の

質問は質問者席からさせていただきます。あり

がとうございました。（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。

まず、郷土愛に対する私の考えについてであ

ります。私は、地方を活性化していくことで我

が国の発展に貢献したい、そのような思いから

地方自治を志し、自治省での仕事を選んで、

国、霞が関、県庁、市役所、それぞれの現場で

仕事をしてまいりました。そして、御紹介をい

ただきましたとおり、旧自治省における仕事に

対する姿勢、教えとして「三ぼれ主義」という

ものがありまして、仕事、土地、女房、その全

てにほれて取り組んできたところであります。

この三ぼれ主義の考え方としまして、土地に

関して申しますと、自分が生まれ育ったから頑

張るのではない。生まれ育ったかのいかんにか

かわらず、また、多少好き嫌いも出るかもしれ

ない。でも、そういうものを乗り越えて、仕事

であるわけでありますから、土地にほれよとい

う意味合いが一つと、もう一つは、その土地土

地には必ず何かよさがあるんだと。それをしっ

かり見きわめて、その土地にほれて仕事をする

ことが充実した仕事につながる。そのような思

いがあるのだろうと思っておるわけでありま

す。

私も、宮崎に参りまして多くの方と出会い、

語らう中で、豊かな自然環境に恵まれた、人情

味豊かで優しい県民性を愛する気持ちというも

のは誰にも負けないと思うようになり、宮崎が

私にとって第二のふるさととなったわけであり

ます。また、知事というものを志すに当たり、

これまでの国家公務員としてのキャリアをなげ

うつに当たっては、さらにその思い、その決意

というものは強くなったところであります。県

民の皆様の力を結集しながら、愛する宮崎の発

展のために取り組んでいかなくてはならない、

私がその先頭に立って引っ張ってまいりたい、

そのような強い思いを抱くに至ったところであ

ります。

私自身のこのような思い、もちろん県職員に

は多くの県外出身者もおるわけでありますが、

宮崎で林業をしたい、畜産をしたい、宮崎で教

鞭をとりたい、そのような強い思いを持った職

員もおります。また、民間におかれても、県外

から来た中で、宮崎のためにという強い思いの

もとに仕事をしている方もたくさんおられま

す。そういう思い、力を結集し、郷土愛という

ものを宮崎の発展に結びつけていく、そのよう

な仕事をしてまいりたいと考えております。

次に、宮崎市への一極集中についてでありま

す。私は、国レベルでは東京の一極集中、また

九州レベルでは福岡へ、また、県レベルでは宮

崎市へと、それぞれのレベルでの一極集中が進

んでいるというのが実態であろうかと思ってお

ります。宮崎市には多くの企業や金融機関が立

地しており、生産年齢人口や事業所数が県内市

町村の中で最も多いなど、都市機能の集積が見
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られるところであります。県都宮崎市として

は、こういった形で、社会、経済、さまざまな

面で県全体をリードしていただく重要な役割を

果たしていただいているところでありますが、

本県が将来にわたって自立した地域を構築して

いくには、宮崎市以外にも、県西の都城市、県

北の延岡市を同様の都市機能を有する都市とし

て考えておりまして、この３つの都市圏が、周

辺市町村との間で連携・協力することで、都会

への人口流出を食いとめる人口のダム機能を

担っていただくことを期待しているところであ

ります。このような取り組みを通じ、よりふる

さとに近いところで生活が営まれ、各地域の個

性や特色を大切に育み、生かしながら、郷土の

維持・発展を図ってまいりたいと考えておりま

す。

最後に、福岡市への人口集中についてであり

ます。福岡市は、九州各地からの良好な交通ア

クセスなどを背景に、大企業の支店を初めとす

る多くの企業や商業施設が立地する九州最大の

都市であります。大学・短大などの高等教育機

関も集まっていますことから、本県を初め、九

州各県から若年層を中心とした人口流入が見ら

れ、近年では、近接するアジアを中心に外国人

観光客も増加しているとのことであります。ま

さに九州全体のダム機能を果たしているという

見方もできようかと考えております。本県とし

ましては、福岡とは異なる自然や伝統文化と

いった本県ならではの魅力を一層磨き上げると

ともに、積極的な情報発信などを通じてその活

力を本県に取り込み、本県のさらなる発展につ

なげてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。福

岡の勢い、発展の原動力は何かということを学

び、そして、福岡への観光客等を本県にいかに

取り込むか等が大きな課題ではないかと、その

ように思っているところです。私は、まず、地

方創生よりも先に、国の責任のもと、東九州自

動車道、そして九州中央自動車道等の交通イン

フラの整備促進を、最優先課題としてずっと位

置づけております。特に、福岡・熊本・宮崎軸

の連携は本県活力の源と考えますので、九州中

央自動車道の整備促進に引き続き御尽力賜りま

すよう、よろしくお願いを申し上げます。

続きまして、医療圏別医師数の状況について

お尋ねいたします。まずは、宮崎市への人口集

中の件では、県都としての顔といいましょう

か、都市機能の充実等をさらに図って発展して

いただき、これまでと同様に他の市町村のリー

ダー的存在を願うところであります。

ところで、厚生労働省の実施した医師・歯科

医師・薬剤師調査の直近データによりますと、

平成24年末で、７つの医療圏のうち、宮崎市を

中心とする宮崎東諸県医療圏の医師数の県内で

の構成比は、54.7％であります。平成14年の調

査時では50.2％ですので、伸び率が4.5％です。

そこで、医療圏の医師の偏在が言われて久しく

なりますが、医師の地域偏在について、知事の

御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、県内

におけます医師の地域偏在、顕著な状況にある

と認識しております。これまで、県内各地で多

くの住民の皆様と意見交換する中でも、医師不

足による地域医療への不安や懸念というものを

たくさんお伺いし、その切実な思いというもの

を重く受けとめているところであります。どこ

にいても安心して医療を受けられるということ

が大変重要であろうかと思っておりますので、

地域医療を担う医師の確保に向けまして、宮崎
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大学卒業医師の県内定着や県外からの医師の招

聘、特に必要性が高い総合医の育成等に取り組

んでいるところであります。先日、初めて宮崎

大学医学部５年生と懇親会を開くということ

で、ぜひ、志を立てて宮崎に力を注いでほし

い、そのような思いを届けたところでありま

す。今後とも、宮崎大学、県医師会、市町村な

ど、関係機関との緊密な連携を図るとともに、

私自身も、県内外の医師や医学生とのさまざま

な交流の場に積極的に参加し、本県の医療を

担っていただくよう直接お願いしますなど、医

師の確保や偏在解消に全力で取り組んでまいり

たいと考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いします。

続きまして、大学と地域の連携についてお尋

ねいたします。

延岡市は、九州保健福祉大学薬学科と連携し

て、薬草の産地化を目指す事業案を今議会に提

出しましたが、薬草を生かした新たな地域産業

を構築するとともに、中山間地域の雇用の創出

につなげたい考えだそうです。大学の地域連携

は今に始まったことではなく、これまで、研究

室ごとに自治体と連携してまちづくりに取り組

んできた例は数多く見られます。しかし、最近

では、大学全体が地域と連携し、一定の役割を

果たすことでその存在感が増しているように考

えております。また、地域の課題解決のために

大学等を活用する場面は、今後、確実にふえて

くるものと考えます。

ところで、宮崎大学では、国の「地（知）の

拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）」の採択を受

けました。宮大ＣＯＣ事業は、地域の大学とし

て県と問題意識を共有し、全学を挙げて課題解

決に連携して取り組むことを目的として掲げて

おりますが、この取り組み状況について、総合

政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 宮崎大学のＣ

ＯＣ事業の取り組みにつきましては、平成25年

度に国の事業採択を受け、「食と健康」をテー

マに、県や市町村等と連携しながら、教育・研

究活動等に取り組んでおられるところでありま

す。具体的には、宮崎に学び、未来を切り開く

人材を育成するため、学生が直接地域に出向

き、地域の課題解決の手法について学ぶ地域学

入門講座や、ブルーベリーの葉など宮崎大学の

研究シーズを活用し、教員や学生が地域と連携

しながら、新商品開発プロジェクトなどに取り

組まれております。県としましても、中長期的

な事業方針について協議するＣＯＣ推進協議会

に知事が参画するとともに、実施段階において

も、関係各部局の担当者を客員研究員として派

遣するなど、積極的に協力・推進しているとこ

ろであります。

○後藤哲朗議員 続いて、同じく、大学と地域

の連携推進についてお尋ねします。昨年度は、

大学進学者のうち約７割が県外に流出している

状況があります。まち・ひと・しごと創生総合

戦略で掲げられた「地方における受験大学進学

者の割合」を向上させる取り組みを行う必要が

あります。そこで、大学等と地域との連携を推

進することで、県内大学への地元進学率の向上

へとつながることが期待できると思いますが、

総合政策部長に御所見をお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 大学など県内

高等教育機関と地域との連携につきましては、

宮崎大学のＣＯＣ事業の取り組みのほか、都城

工業高等専門学校では、地元産業界と連携した

地域活性化プロジェクトを実施するなど、県内

各大学等ではさまざまな場面での地域との連携
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の動きが出てきております。また、宮崎大学

に、将来の地域リーダーを養成する「地域資源

創成学部」が来年４月に開設されるなど、県内

の大学等と地域が連携する機会は、今後、ます

ますふえるものと考えております。これらの取

り組みにつきましては、地域の隠れた魅力や資

源を掘り起こし、地域の課題解決や産業の活性

化にもつながるものであり、ひいては、地域に

貢献したいという高校生等に、地元で学びた

い、働きたいという動機づけにもなるものと考

えております。こうしたことから、県といたし

ましても、県内企業や市町村とも十分に連携し

ながら、大学等の魅力向上につながる取り組み

を推進することで、県内への若者定着に努めて

まいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 どうぞよろしくお願いいたし

ます。

次のテーマに移りたいと思います。

次に、地方創生における県外事務所の積極的

な活用についてお尋ねいたします。

県行政組織規則の定めにより、設置目的とし

て、県と中央官庁等との事務連絡を図るととも

に、情報発信、企業立地、観光等々の誘致、県

産品の販路拡大等に関する事務を行うため、東

京、大阪、福岡に事務所が置かれています。そ

こで、地方創生、都市間競争、地域間競争にお

いては、県外事務所の積極的な活用が重要だと

考えますが、県外事務所の機能・役割と今後の

活用について、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県外事務所に

おいては、省庁等との連絡調整を初め、観光振

興や企業誘致、農林水産物・県産品の販路拡

大、移住・ＵＩＪターンの促進、就農支援な

ど、県外における本県の情報発信・情報収集の

拠点としての役割を担っております。本県の地

方創生を推進する上では、本県の魅力を積極的

に発信し、県外から人・物・金等の資源を本県

に呼び込むことを初め、都市部の自治体や企業

等との連携による産業振興や人的交流の拡大を

図ることが重要であります。今後とも、県外事

務所の持つ機能を十分に活用していきたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 引き続き、県外事務所につい

てお尋ねいたします。

東京一極集中、そして、先ほども触れました

が、九州圏域における福岡一極集中。人口がふ

え、マーケットに魅力がある。勢いの原動力や

若者の傾向、そして、市場調査、市場研究を通

しての各事務所からの情報発信・情報提供は重

要と考えます。そこで、県外事務所の取り組み

については、県民の皆さんにも積極的に情報発

信をすべきではないかと考えますが、総合政策

部長に御所見をお伺いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県外事務所に

おいては、その取り組みや本県の話題等につい

て、各地域の県人会やこれまで各事務所で培っ

た人脈等も活用しながら、情報の提供を行いま

すとともに、ホームページやフェイスブック、

各種メディアなどを活用しまして、幅広く情報

発信を行っているところです。県外事務所の機

能・役割をより発揮するため、県民や企業の方

にも広く利活用していただけるよう、県外事務

所の取り組みについて、さらなる情報発信に努

めていきたいと考えております。

○後藤哲朗議員 続いて、祖母傾山系ユネスコ

エコパークの推進についてお尋ねいたします。

大分と宮崎にまたがる祖母傾山系のユネスコ

エコパーク登録を目指す両県の推進協議会総会

が先月の21日に開催され、テーマや活動内容を

まとめた申請書概要を決定いたしました。そし
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て、数日後の27日にはユネスコ国内委員会に提

出し、正式に登録地候補に名乗りを上げまし

た。ところで、その協議会総会前の11日には、

延岡市鹿川キャンプ場で、登録に向けた取り組

みに関する地元説明会が開催されました。参加

しての感想として、登録に向けての県民・市民

への機運の醸成という視点・観点から、大変有

意義な内容であったと思います。そこで、祖母

傾山系周辺地域でのユネスコエコパーク登録の

取り組みにおける今後の地元での機運醸成につ

いて、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） ユネスコエコ

パークは、生態系の保全と持続可能な利活用の

調和を目的とした、自然と人間社会の共生を理

念とする制度であり、その登録を受けるために

は、実際にそこに暮らす地元住民に、その理念

を十分に理解していただくことが求められてお

ります。こうしたことから、ことし３月には、

延岡市において地元向けの研修会を開催すると

ともに、先月11日には、延岡市の上鹿川地区に

おいて、地元住民の方を対象とした説明会を開

催し、ユネスコエコパークの理念のほか、この

地域の世界に誇れる自然的価値について説明を

行ったところであります。今後とも、関係する

市、町において、登録に向けた機運醸成につな

がる取り組みを行ってまいりたいと考えており

ます。

○後藤哲朗議員 同じく、ユネスコエコパーク

についてお尋ねいたします。宮崎、大分両県に

わたる広域的な連携を強化していくことが重要

と考えますが、総合政策部長に御所見をお伺い

いたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） ユネスコエコ

パークの登録に向けましては、県境を越えた対

象地域全体の機運醸成が重要であり、これま

で、山開きの際の合同ＰＲなど、大分県側と連

携した普及・啓発に取り組んできたところであ

ります。また、両県の関係６市町では、ことし

７月の担当課長会議において、共通のイベント

の開催などの連携の具体策が協議されたほか、

先月開催された両県で設置している推進協議会

においては、関係市長や町長を初めとする出席

者全員で、今後さらに連携を強化していくこと

を確認したところであります。今回の登録に向

けた取り組みを通じて、両県の自治体の連携が

強化されることは、県境を越えた交流人口の拡

大などによる県北地域の活性化にも寄与するこ

とから、今後も、大分県側との連携をより密に

し、両県一体となった取り組みを推進してまい

りたいと考えております。

○後藤哲朗議員 このユネスコエコパーク、今

回、「九州財界」９月号にも掲載されておりま

したが、本県に２つのエコパークは、すごい情

報発信といいますか、魅力だなと思っておりま

すので、ぜひ推進していただきますようよろし

くお願いします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

急速な少子高齢化による人口減少やライフス

タイルの変化、価値観の変化に伴う人間関係の

希薄化などを要因として、地域コミュニティー

の助け合いの機能が弱まるなど、地域福祉を取

り巻く環境は大きく変化してきております。テ

レビや新聞などのマスコミ報道でも、高齢者の

孤独死や子供の貧困など、地域における福祉課

題とも言える暗いニュースを耳にする機会がふ

えてきています。実際に地域で活動しているボ

ランティアや民生委員の方々にお話を聞きます

と、助けの必要な方々はふえているし、問題は

複雑化・専門化しているのに、なり手がいなく
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て困っているということです。このような地域

福祉の担い手対策としては、例えば、都市部に

おいて、周りの人たちとかかわりたがらない人

については、いわばおせっかいの心で地域福祉

の担い手に巻き込んでいくような試みが必要と

思います。逆に、人口減少に苦しむ中山間地域

においては、地域外からのボランティアの受け

入れや、社会福祉法人の施設などの助けをかり

るような仕組みも必要になってくるものと思い

ます。そこで、地域福祉の担い手をいかに確保

していくかというのは、地域福祉の今後の大き

な課題であると考えますが、現在改訂中の地域

福祉支援計画において、どのように取り組みを

位置づけられるのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ただいま御指

摘ありましたように、都市部における価値観の

変化、また、中山間地域における人口減少が進

む中で、地域福祉の担い手確保は大きな課題で

ありまして、きめ細やかな取り組みが重要と考

えております。このような認識に立ちまして、

現在改訂中の地域福祉支援計画におきまして

は、地域福祉の担い手対策を大きな柱として位

置づけまして、地域住民はもちろんのこと、民

間企業、社会福祉法人、公的機関の職員までを

幅広く人材と捉え、確保していくような方策を

盛り込んでまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 引き続き、地域福祉の担い手

対策についてお尋ねします。現在、国で審議中

の社会福祉法人制度改革におきましては、社会

福祉法人が地域における社会貢献の取り組みを

責務として担っていくことが表記されておりま

す。確認をしましたところ、県内の全ての市町

村に社会福祉法人が所在しており、その総数

は、今年の４月１日時点で376法人だと聞いてお

ります。また、その社会福祉法人には、看護

師、社会福祉士、介護福祉士など、専門的知識

と経験のある職員が所属しており、まさに私は

人材の宝庫だと認識しております。今後、特に

中山間地域においては、人口減少による人手不

足がこれからますます深刻になってまいりま

す。そこで、社会福祉法人が雇用している多様

な職種の人材を地域福祉の担い手として生かし

ていくことについて、福祉保健部長に御所見を

お伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 社会福祉法人

におきましては、従来から県が開催いたします

地域での福祉課題を解決するための人材養成研

修に参加し、介護や子育てなどに関する専門的

な知識を生かしていただきまして、高齢者や孤

立しがちな子育て中の母親の支援を行うなど、

地域福祉の重要な担い手として貢献していただ

いております。

このような中、現在、国会で審議中の社会福

祉法人制度改革では、これまで社会福祉法人が

任意で行ってきた地域貢献活動を、その責務と

して明確化することとされております。これを

踏まえまして、県では、市町村や社会福祉協議

会などの関係機関と連携しながら、それぞれの

地域における福祉ニーズに応じて、社会福祉法

人が有します専門人材を最大限に活用した地域

貢献ができるような仕組みづくりにつきまし

て、検討してまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 地域福祉の推進、特に、地域

の安全・安心なまちづくり、あるいは地域コ

ミュニティーの確立等々、区長さんとか公民館

長さん、民生委員さん等々、私は、地域内のキ

ーパーソンだと思うんですね、自殺問題対策で

も。やはり地域の福祉を推進していくことこそ

が、以前の総合計画にありました地域有縁シス
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テムという、地域内の地域福祉が大事だなと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、宮崎県口腔保健支援センターの

設置についてお尋ねいたします。

県では、本年７月に、「歯科口腔保健の推進

に関する法律」に基づき、県民の歯と口の健康

づくりに関する取り組みの充実のため、宮崎県

口腔保健支援センターを設置されました。本県

は、３歳児、12歳児の１人平均虫歯数が全国平

均を上回り、自分の歯が60歳で24本以上、80歳

で20本以上ある人の割合が、全国平均を下回る

など、歯科保健の向上が課題となっていること

から設置したとお聞きしました。そこで、口腔

保健支援センターのスタッフと業務内容につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 宮崎県口腔保

健支援センターは、全身の健康の保持増進にも

重要な役割を果たしております歯と口の健康づ

くりを総合的に推進することを目的に設置した

ものでございます。センターには、専任の歯科

衛生士１名を配置いたしますとともに、健康増

進課の歯科医師と保健師各１名が兼務でその業

務に従事をしております。センターの業務とい

たしましては、市町村等に対するフッ化物洗口

や口腔ケアに関する専門的な支援、それから、

介護施設や障がい者施設での技術的な指導を行

いますほか、定期歯科健診受診の啓発活動など

を行っているところでございます。

○後藤哲朗議員 続きまして、歯科健診の推進

についてお尋ねいたします。先ほども触れまし

たが、歯の健康状態に関しては、全国に対して

大きな差がついております。この原因の一つと

して、歯科医院等で行われる歯の定期健診率が

全国比で約半分以下、全国約48％、本県約18％

であるのも大きな要因と思います。これは、企

業、事業所などで行われる成人期における歯科

健診がなかなか進んでいないためだと考えま

す。体の健康のため、口・歯の健康はとても重

要であります。そこで、後期高齢者の歯科健診

が今年度から始まり、県職員につきましても、

県職員の皆さんの保険組合である地方職員共済

組合宮崎県支部において、来年度以降の実施を

検討していると伺っておりますが、歯科健診の

推進について、福祉保健部長に御所見をお伺い

いたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 議員御指摘の

とおり、定期的に歯科健診を受けることは、健

康な生活を送る上で大変重要であると認識して

おります。このため県では、これまでも、テレ

ビやラジオ等におけるキャンペーン啓発を行っ

てまいりましたが、今後は、センターの設置に

より体制の充実が図られましたので、より一層

歯科健診の推進に取り組んでまいりたいと考え

ております。

具体的には、新たな事業といたしまして、事

業所での歯科健診の実施を促すために、管理者

向けセミナー開催や独自のリーフレットの作成

・配布を行いますとともに、虫歯や歯周病にか

かりやすい妊娠期の歯科健診を促すために、妊

婦の歯科健診の費用を助成する市町村への支援

を行うこととしております。こうした取り組み

は、県が日本一を目指しております健康長寿社

会づくり、こういったものにもつながるものと

期待しているところでございます。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いいたします。

続きまして、東九州メディカルバレー構想に

ついてお尋ねいたします。

このバレー構想の取り組みは、研究開発、医
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療技術人材育成、医療機器産業、血液・血管に

関する医療の４つの拠点づくりを目指したもの

です。今月の４日に、宮崎県及び東九州メディ

カルバレー構想推進会議主催のもと、「東九州

メディカルバレー構想５周年記念大会inＮＯＢ

ＥＯＫＡ」が開催されました。経済産業省にお

ける医療機器産業政策についての基調講演を初

め、他の講演も内容がよく、５年という節目を

迎え、さらなる構想の推進にギアアップが図ら

れたものと思います。そこで、構想の策定から

５年が経過しますが、これまでの総括につい

て、商工観光労働部長に御所見をお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（永山英也君） 東九州メ

ディカルバレー構想につきましては、産学官連

携によるこれまでの取り組みによりまして、医

療機器産業研究会の会員企業が当初の32社か

ら74社に拡大するとともに、医療機器製造業許

可を新たに取得した企業も７社になるなど、医

療機器産業への新規参入が着実に進んできてお

ります。また、県の支援制度のほか、国の特区

調整費等を活用し、世界初となる自動たん除去

システムや、開腹手術用の新たなデバイスの開

発が進行中であるなど、医療機器の研究開発も

活発化しております。さらに、国の関係機関の

支援を受け、透析分野の医療技術と機器をタイ

とその周辺国へ展開させる取り組みも進行して

おります。構想は着実に、順調に推進できてい

るものと考えておりますが、今後、さらなる成

果を目指して進めてまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 同じく、東九州メディカルバ

レー構想の推進についてお尋ねします。いろい

ろな具体的な取り組みを進めてきた結果とし

て、産学官の連携が進んでおります。より着実

かつ迅速に構想を推進し、多くの成果を上げて

いくためには、人材や資金などの限られた資源

を効率的かつ効果的に活用する観点からも、調

整機能を有する行政機関のさらなる連携強化が

必要だと考えます。そこで、今後、構想をさら

に推進するために、延岡市を初め、関係市町と

のさらなる連携強化や事業の一体的な実施が必

要だと考えますが、商工観光労働部長に御所見

をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本構想に

つきましては、これまで、延岡市を初め関係自

治体との連携のもと、進めてきております。特

に延岡市におかれましては、県との共同による

宮崎大学寄附講座の設置を初め、日向市、門川

町とともに宮崎県北部医療関連産業振興等協議

会を組織され、その中心的な役割を果たしてい

ただいております。これまでに同協議会と県と

共同で、関東圏の医療関連機器展示会への出展

や、病院見学会、ものづくりセミナーの開催等

を実施したほか、県の参入支援コーディネータ

ーを延岡市役所の庁舎内に配置する等、連携を

図りながら取り組んでいるところであります。

今後とも、延岡市など関係自治体との連携を一

層強化しますとともに、県内でより幅広く医療

機器産業が振興できるよう、面的な拡大も目指

しながら、東九州メディカルバレー構想のさら

なる推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いいたします。

次のテーマで、観光のおもてなしについてお

尋ねいたします。

大分県では、おもてなし受け入れ体制整備事

業として、「おんせん県おおいたおもてなしサ

ポーター」を県民に募集しております。この
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「おもてなしサポーター」とは、本年の７月か

ら今月にかけて、おおいたデスティネーション

キャンペーンが開催されていますが、大分を訪

れるお客様を県民総参加でおもてなしするため

のものです。サポーターには、観光客に笑顔で

挨拶する、積極的な声かけ（道案内、写真撮影

等）、観光列車・観光バスへの手振り、環境美

化に取り組むなどのおもてなし活動を宣言・実

践していただくことで、来てよかったと感じて

いただき、リピーターとして訪れていただける

ことを目指しているとのことです。そこで、観

光おもてなし推進条例には県民の役割まで示さ

れたところであり、その実践を図るため、例え

ば大分県のおもてなしサポーターのような取り

組みは大変参考になると思いますが、商工観光

労働部長に御所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県観光

の原点は、岩切章太郎氏に象徴されるおもてな

しの心そのものであったと考えております。岩

切氏が提唱した、南国の樹木や花々でお客様を

迎えるロードパーク構想は、全国で初めてとな

る沿道修景美化条例へと発展し、美しい景観を

形成してまいりました。それは、温かな県民性

とも融合し、本県ならではのおもてなしの心を

形づくり、街角で挨拶をする子供たちの中にも

現在も受け継がれていると思います。このおも

てなしの心を観光の重要な要素としまして、条

例に県民の役割を盛り込みますとともに、宮崎

県観光振興計画では、県民が主体となって、

「みやざき流おもてなし文化」の醸成を進める

こととしたところであります。心が温まり、来

てよかったと感じていただける、まさに「日本

のひなた宮崎県」ならではのおもてなしの取り

組みをしっかりと進めてまいりたいと考えてお

ります。

○後藤哲朗議員 引き続き、観光のおもてなし

についてお尋ねいたします。先ほどの大分県の

おもてなしサポーターの募集計画では、今月末

までに10万人を目標に掲げておりましたが、９

月３日の時点で12万4,706人を数え、県民総参加

で盛り上げようという姿勢、雰囲気が読み取れ

るのではないでしょうか。

ところで、サポーター募集のほかに、大分県

のおもてなし受け入れ体制整備事業として、観

光トイレクリーンアップ作戦、花いっぱい運

動、県外の親族や知人にオリジナルはがきを送

付し、来県を呼びかける「おんせん県に来てね

運動」等があります。「おもてなし」という言

葉が頻繁に使われる昨今において、日本のすば

らしい精神文化に象徴されるおもてなしの心

と、実際に物とか歓迎グッズ等の目に見える形

でのおもてなし等々があると思います。そこ

で、県は、観光振興計画にうたわれた県民総参

加による「みやざき流おもてなし文化」の醸成

をどのように進めていかれるのか、商工観光労

働部長に御所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県の特

徴として、温かな県民性が挙げられますけれど

も、これこそがおもてなしの心の基本であると

思います。これに本県の歴史、文化、自然など

の理解と郷土への誇りが加わることで、本県な

らではのおもてなし文化が醸成されていくもの

と考えます。このため、県としてはこれまで

も、「神話のふるさと県民大学」の開催や、観

光ボランティアの育成・支援に努めてきたほ

か、フードビジネスアカデミーでは、おもてな

しの体験講座を実施しております。また、今年

度新たに、例えば多言語でのあいさつ運動や花

を生かした美化活動など、おもてなしの推進を

図る取り組みを、地域の観光地づくりを支援す
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る助成事業の対象に加えたところであり、今後

とも、市町村等と連携し、「みやざき流おもて

なし文化」の醸成を進めてまいりたいと考えて

おります。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いします。

続きまして、地域農業の実態に合った農業・

農村振興策の実施についてお尋ねいたします。

県北の農業は、県央や県西などと比べ小規模

農家が多く、農業法人や認定農業者が育ちにく

い環境となっています。さらには、他地域と同

様に、高齢化や担い手不足などの進展によっ

て、農業・農村の維持も困難な状況になってい

ます。このような県北の農業・農村を維持・活

性化させるには、経営規模にかかわらず、やる

気のある担い手農業者の育成が欠かせません。

県では、儲かる農業を目標に、本県の主要産業

である農業の成長産業化の実現に取り組むな

ど、各施策を展開されているところですが、経

営規模が全体的に小さい経営体にとって、県事

業の採択要件は依然厳しい状況であります。そ

こで、農業・農村の振興策について、地域の実

情に応じた取り組みを実施できないものか、農

政水産部長に御所見をお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県では、平

地から中山間地域まで、地域の特色を生かした

多様な営農が展開されており、小規模農家にお

きましても、多面的機能の発揮や集落機能を維

持する上で、重要な役割を果たしていただいて

いると認識しております。このため、県といた

しましては、地元市町村と連携しながら、地域

の農業・農村を守るという観点から、地域の実

情に応じて必要な支援に努めてまいりたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 次に、園芸用ハウスの整備支

援についてお尋ねいたします。先ほど触れまし

たが、小規模経営農家は、身近で安心・安全な

農林産物の供給のみならず、環境保全や集落コ

ミュニティーの維持等、多岐にわたり地域社会

を支えていただいております。こうした中、園

芸用ハウスは、生産性の向上はもとより、有害

鳥獣対策や耕作放棄地の解消など、農村部にお

ける持続的な農業を推進する上においても大変

有効であると考えます。県では、新しい園芸産

地をつくるべく、高収益システムと一体となっ

たハウスの整備支援等を行っておりますが、小

規模経営農業者にとって、採択要件のハードル

が依然高いものとなっております。そこで、中

山間地域等において園芸ハウスを整備しようと

する小規模経営農家への支援策について、農政

水産部長に御所見をお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 中山間地域の

施設園芸につきましては、夏場の涼しい気候な

どの地域特性を生かして、限られた耕地で安定

した所得確保が見込める経営形態であると認識

をしております。このため、本年度は、国、県

の事業等を活用し、ホオズキやスナップエンド

ウなどの園芸用ハウスを整備することといたし

ておりまして、小規模でも高い収益を目指す生

産者の支援を行っているところであります。県

といたしましては、今後とも、各種事業等を十

分に活用し、このような取り組みを支援してま

いりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 何回も出ましたけれども、採

択要件が高い。国の方向性もありますけれど

も、今回の地方創生の大きなポイントは、地域

の実態、地域の実情に応じた支援策というのが

ありますので、今後、ぜひ御一考いただければ

ありがたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。
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続きまして、文化財の登録指定の推進につい

てお尋ねいたします。

宮崎は、歴史、伝統文化の奥深さについて、

他県との違いをアピールできるものと思いま

す。文化財は、県民に対して、文化的向上、人

間の精神的な向上を図るものであり、こうした

機会を与えるために欠くべからざる存在であ

り、そのために私どもは文化財を守っていかな

ければなりません。そこで、県指定文化財の指

定手続と過去３カ年の国及び県文化財等の実績

について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県指定文化財の指定

のための手続につきましては、条例に基づき、

所有者等の同意を得て、地元市町村教育委員会

から指定の申請をまずいただきます。県教育委

員会では、その申請に基づき、専門的な見地か

ら検討をいただく文化財保護審議会へ諮問を行

い、その答申をもとに審議し、決定をいたして

おります。

次に、過去３年間の指定件数の実績でござい

ますが、まず、国指定文化財につきましては、

えびの市の島内地下式横穴墓群出土品など３件

の指定がなされております。次に、県指定の文

化財につきましては、宮崎市の清武上猪ノ原遺

跡など７件の指定、合計10件が指定されており

ます。さらに、国登録文化財としては、高千穂

町の旧田原村役場など、７件が登録されており

ます。

○後藤哲朗議員 引き続き、文化財の指定につ

いてお尋ねいたします。本県での指定文化財の

数が少ないことに関しましては、平成24年９月

議会での清山議員からの質問に対し、「数字の

面で大変驚いている。国・県指定というものも

こんなに少ないんだろうかというのが実感で

す」と知事が答弁されております。私も全く同

じ感想を持ったわけですが、指定手続の中で、

地元市町村教育委員会の申請ありき、申請が

あってからの手続というのが、これまで指定数

が少なかった要因の一つじゃないかなという気

がいたします。御案内のとおり、各市町村教育

委員会におきましては専門員がおりません。文

化財について詳しい人材が少ないのが現状であ

ります。県が指導、相談に乗ってあげる、積極

的に指定に協力するという姿勢がなければ、本

県の価値ある文化財の多くが人知れず埋もれた

ままとなり、いずれ失われるのではないかと危

惧しております。そこで、文化財の掘り起こし

などの取り組みの現状について、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 文化財の掘り起こし

についてでありますが、議員御指摘のとおり、

市町村の申請を待つだけの姿勢ではだめだと考

えておりまして、県教育委員会では、県が主体

性を持って県内各地の文化財の調査を行い、情

報の蓄積を図ってきているところでございま

す。また、文化財に指定するためには、その特

性や由来などについて調査研究が必要となって

まいりますので、神話や伝承の舞台となってい

る場所について、名勝地としてふさわしいか判

断するための調査研究事業や、近代化に貢献し

た建造物を対象にした宮崎県近代化遺産総合調

査事業などに取り組んできているところでござ

います。

県教育委員会といたしましても、文化財の掘

り起こしは大変重要なことと認識いたしており

ますので、今後とも、国や市町村などと連携を

図りながら、県内の文化資源の価値を示せるよ

うな資料等の整理をするなど、新たな文化財の

指定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。
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○後藤哲朗議員 ところで、国指定文化財は、

国宝・重要文化財、史跡名勝天然記念物等、大

きく４つに分類されます。文化庁の資料により

ますと、本年９月１日現在、本県の重要文化財

の指定件数は17件で、47都道府県中最下位であ

ります。国指定文化財の総数を見ますと、ベス

ト３は、東京の2,894件、京都の2,350件、奈良

の1,486件でありますが、本県は94件で、徳島

の87件、秋田の92件に次いで下から３番目、九

州では最下位であります。ちなみに、お隣大分

の重要文化財は88件、国指定文化財の総数は164

件となっております。また、都道府県指定の文

化財は、北海道が152件の最下位で、続いて、宮

崎県、富山県が同数の210件となっております。

ちなみに大分は721件であります。伝統文化の奥

深さという言葉が何か使いづらい状況にあるよ

うな気がいたします。

ここで、先日、ある新聞に「旅のひとこと」

として、東京からお越しの女性の方がこういう

コメントを出しております。「宮崎に来たら、

県外の友人たちと山奥の石橋や石でできた小屋

など、建築物を観光します。みんな、宮崎にも

古い財産が残っていると感銘を受けています」

というコメントを出されております。私は、必

ずや、指定に値する社寺仏閣、建造物、美術工

芸品等々が県内各地に残されていると思ってお

ります。しっかりとこれまでの登録指定の経過

等を分析・検証し、より積極的に指定文化財の

掘り起こしを行っていただくことを要望いたし

まして、今回の私の一般質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。一般質問に入り

ます前に、関東・東北豪雨で犠牲となられた方

々、被害に遭われた皆様に心からのお悔やみ

を、そしてお見舞いを申し上げます。一日も早

い復興に政府が万全を期すよう求めるととも

に、私どもも全力を尽くすことを表明するもの

でございます。

では、一般質問を行います。

最初に、知事の政治姿勢について、まず、安

保関連法案からお伺いをしていきたいと思いま

す。現在、国会は、極めて緊迫した状態です。

安保関連法案、いわゆる戦争法案が国会に提出

されて４カ月近く、議論が不十分なまま、衆議

院で強行採決が図られ、参議院での審議が行わ

れて２カ月がたちますが、審議が進めば進むほ

ど、政府はまともな答弁ができなくなり、参議

院安保特別委員会では、この１カ月余で何と95

回も審議が中断をするという事態です。

何のために集団的自衛権が必要なのか。これ

まで安倍首相は、日本人を輸送する米艦船を守

ることを例に挙げてきましたが、中谷防衛大臣

は、「日本人が乗っていなくても、集団的自衛

権行使はあり得る」と言い出しました。ホルム

ズ海峡の機雷掃海も、当のイラン政府が海峡封

鎖などはあり得ないと否定する中で、日本政府

の論拠はことごとく崩れ、その立法事実が説明

できなくなっています。日本が直接武力攻撃を

受けていないのに、存立危機事態を口実にし

て、これまで非戦闘地域に限られていた自衛隊

派遣の歯どめを外し、戦闘地域での武器の使用

を認めるなどは、憲法が禁じた武力行使そのも

のであり、到底許されるものではありません。

さらに、米軍の戦争を後方から支援するため

に、自衛隊が輸送する武器・弾薬には、非人道

兵器のクラスター弾、劣化ウラン弾、毒ガス兵

器や核兵器まで含まれ得ること、それに加え、

自衛隊の内部文書で、自衛隊の制服組は既に戦
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争法案成立を見越して、南スーダンＰＫＯでの

駆けつけ警護や南シナ海での警戒監視まで検討

していたことなどが明るみに出て、戦争法案の

危険性と違憲性はいよいよ明らかとなっていま

す。

安保関連法案は、日本を再び海外で戦争する

国に仕立て上げる、まさに日本の命運のかかっ

た重大問題です。そもそも憲法違反のこの法案

は提案すること自体許されないもので、廃案以

外にありません。

知事は、７月28日付宮日新聞で、同社のアン

ケートに答えて、集団的自衛権行使を可能にす

る安保関連法案について、「法案が憲法に違反

しているかどうかわからない」「法案を十分に

説明しているとは思わない」「国民にわかりや

すい議論を求めたい」と回答しておられます

が、知事はこの間の一連の国会審議をどのよう

に受けとめられたかお伺いして、後は質問者席

で続けます。〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私は、安全保障関連法案を議論するに当たり

ましては、我が国を取り巻く安全保障環境の変

化をどのように認識し、どう対処すべきかな

ど、重要な論点がきちんと整理され、国民にわ

かりやすく説明される必要があると申し上げて

まいりました。私としましては、今日まで、こ

れらの論点につきまして、十分頭の整理ができ

ていない状況にあり、また、国民についても、

必ずしもその理解が得られるところまで来てい

るとは言いがたいのではないかと受けとめてお

ります。国会の場におきまして、さらに慎重か

つ丁寧な議論、説明がなされることを望んでお

ります。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 今の知事の答弁も、国民が

理解できていない、このことを代表するような

御答弁だったのではないかと受けとめるところ

です。衆議院で強行採決されて以降も、国民は

あきらめるどころか、どの新聞、テレビの世論

調査でも、「法案に反対」は過半数に上り、

「今国会で成立させるべきではない」という声

は７割以上に上っています。「政府は説明不

足」という声が８割以上から減らないのは、法

案の中身がわからないからではなく、国会で審

議すればするほど危険な中身が明らかになり、

国民が納得できないからです。

反対の声はますます広がり、各地・各界で空

前の反対運動が巻き起こり、連日多彩な抗議行

動が続けられています。８月30日には、国民の

反対の声を聞けと12万人の人々が国会を取り囲

み、全国では1,000カ所以上で抗議行動が取り組

まれました。もちろん宮崎県内各地でも取り組

まれました。青年や学生、女性、戦争を経験し

た高齢者、子育て真っ最中のパパやママ、憲法

学者や法律の専門家、各大学教授、芸術家、宗

教者など、各界各層の人々が、国民一人一人が

主権者として、自覚的・自発的に戦争法案阻止

に立ち上がっています。まさに列島騒然という

状態です。こうした国民の状況を知事はどのよ

うに受けとめておられるか、お伺いしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の法案は、国の存

立、またその行く末にかかわる極めて重要な問

題でありますので、賛否さまざまな御議論があ

ろうかと受けとめております。私は、憲法に関

して、また安全保障に関して、ここまで国民の

間で議論が高まるということは、非常に重要な

プロセスではないかと受けとめておるところで

ございます。国民の中に心配や不安があるとい

うことは、昨今の報道からうかがえるところで
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ありますので、国会においては、しっかりとこ

れらを受けとめて、丁寧かつ慎重な審議、説明

がなされることを望んでおるところでありま

す。

○前屋敷恵美議員 しかしながら、安倍政権

は、高まる国民のこうした反対の声をよそに、

今週中にも採決をする、何が何でも今国会で成

立させる、こうした姿勢を鮮明にしています。

知事はこうした強引なやり方をどう思われる

か。そもそもこの法案は、審議未了、廃案にな

るべきものです。95日間も会期を大幅に延長し

て成立させようということなどは、民主政治そ

のものが問われている問題だというふうに思い

ますが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 法案につきましては、

国会のルールにのっとって適正に審議されるも

のと考えておるところでございます。国民のさ

まざまな声というものにしっかり耳を傾けてい

ただきながら、慎重に審議をしていただきたい

と考えております。

○前屋敷恵美議員 今の状況では、慎重な審議

というのにはほど遠いというふうに言わざるを

得ません。先週、兵庫県内の４市長が、強行採

決に反対する共同声明を発表いたしました。

「立憲主義を基本とする行政の根幹にかかわる

ことだ」「地方政治という民主主義の最前線に

立つ政治家として、強行採決に踏み切ろうとし

ている事態に黙ってはいられなかった」と述べ

ておられます。今や、住民の暮らし、安全に責

任を負う立場の首長からこうした明確な意思の

表示がなされる、こういう場面が多々見られる

わけですけれども、安全保障関連法案、いわゆ

る戦争法案について、改めて知事の見解を伺い

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 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と認

識をしております。法案をめぐりましては、賛

成、反対、それぞれの立場からさまざまな意見

が表明されているわけでありますが、その根底

にあるものとしましては、平穏な暮らしを守り

たい、平和な国であってほしいという強い願い

があるものと考えております。そこは共通する

部分であろうかと思っております。私としまし

ては、そうした国民の思いに応えるためにも、

安全保障環境の変化をどう捉まえるか、そし

て、何をなすべきかというようなことにつきま

して、しっかりと国会において、十分に慎重か

つ丁寧な審議、説明がなされることを望んでい

るところであります。

○前屋敷恵美議員 武力行使を伴っての平和、

また安全というものはあり得ないと思うんで

す。ですから、県民の安全・安心を守る、県民

の声に応えるためには、知事もそういう立場で

の明確な姿勢が極めて重要だというふうに、私

は思うところです。

安倍首相は、多くの憲法学者や法律の専門家

から憲法違反の指摘が相次ぐ中で、「違憲かど

うかを決めるのは最高裁だ」と、このように言

われました。しかし、今や、当の最高裁の元長

官や元最高裁判事からさえ、「集団的自衛権の

行使を認める立法は憲法違反」「憲法解釈の大

原則変更は国民の支持なしには不可能」と指摘

され、批判をされています。もはや国民の声を

無視しての強行採決には何の道理もないという

ふうに思うわけです。武力をもっての集団的自

衛権は、何の平和解決ももたらしません。戦

後70年、日本は、憲法でうたった不戦の誓いを

守り抜いて、世界の中で確固たる信頼関係を

培ってきたと私は思います。この立場を貫くこ
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とこそ、日本が果たすべき世界の中での平和貢

献、日本の役割だと思うところです。正義の戦

争など絶対にあり得ません。日本を戦争する国

にする憲法違反の戦争法案は、廃案以外にな

い。そのために私も力を尽くすことを表明し

て、質問を終わりたいと思います。

次の質問に移ります。

次は、川内原発再稼働の問題について伺いた

いと思います。８月11日、九州電力は、原子力

規制委員会の新規制基準に適合したとして、川

内原発１号機の再稼働を強行いたしました。し

かし、田中規制委員長自身が、「この基準に適

合しても重大事故が起きないとは言えない」と

明言しているにもかかわらず、再稼働を強行し

たことは、無責任のきわみだと思います。今回

の私の質問も、宮崎県が川内原発再稼働は隣の

県の問題だと傍観することなく、一旦事故が起

きれば、県境を越えてその被害は、程度の違い

はあれ、宮崎県民にも確実に及んでくることを

認識して対策を講じることが不可欠であるとい

う立場から、質問を行いたいと思います。

福島第一原発事故は収束しておりません。事

故の原因の究明さえ尽くされていない中で拙速

に規制基準はつくられ、原発の安全を担保する

ものでは全くありません。今回の再稼働は、国

民多数の反対世論や周辺住民の声を無視して、

事故が起きたときの責任や避難計画など、山積

した課題を置き去りにしての再稼働です。まさ

に安全神話の復活だと思います。到底認められ

るものではありません。しかも、再稼働直後に

ふぐあいを起こし、直接大事故にはつながらな

かったものの、地元住民はもとより、宮崎県民

の不安は大きいものでした。こうした状況の中

で再稼働を強行したことについて、知事の見解

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 川内原発につきまして

は、８月11日に、１号機が新規制基準に基づく

初めてのケースとして再稼働したところであり

ます。原発の再稼働につきましては、原子力規

制委員会の科学的・技術的知見に基づく安全性

の確保を大前提とした上で、最終的には国が責

任を持って判断すべきものと考えております。

九州電力には何よりも安全を優先していただく

とともに、国は、国民の不安の声というものを

真摯に受けとめ、再稼働の必要性についてしっ

かりとした説明責任を果たしていただきたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 規制委員長自身が、「重大

事故はあり得ないということはない」というふ

うに明言されているわけです。しかし、一旦事

故が起きれば、その被害は県民にも及ぶわけで

すから、国が責任をとるなどと他人事では済ま

されないと、私は思います。

国は、エネルギー基本計画で、原発を「重要

なベースロード電源」と位置づけて、その原発

再稼働の突破口となったのが川内原発です。安

倍政権の原発政策推進に従った再稼働だと言え

ます。ましてや、川内原発周辺の住民にも自治

体にもまともな説明をしようとしない態度で再

稼働を強行したことは重大です。事故が起きれ

ば深刻な事態が及ぶことが予想される九州３県

の５市５町の議会が、住民説明会を開くことを

要求しております。宮崎県の高原町議会もその

一つで、６月議会で住民説明会を求める決議を

採択いたしました。川内原発で一旦事故が起き

れば、宮崎県も被害地元そのものですから、県

民が心配するのは至極当然のことです。九電

は、自治体や議会、住民の求めに応じて真摯に

説明会を開くべきだと思います。県としても、

九電に説明責任を果たさせるべきではないか。
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知事の見解を求めたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 説明会の開催につきま

しては、九州電力が判断をするものであります

が、九州電力からは、自治会などへの訪問活動

を通じて説明していきたいと伺っているところ

であります。県といたしましては、県民の皆様

から、再稼働に不安を感じるとの声が直接届い

ておりますので、九州電力に対し、安全性の確

保を大前提に、より一層の情報公開や丁寧な説

明を求めているところであります。

○前屋敷恵美議員 住民の納得がいくように、

積極的な説明を強く要請していただきたいと思

います。

さらに問題なのは、川内原発周辺には、過去

に巨大噴火を起こした５つのカルデラがありま

す。全国の原発で最も多く、火山学会が「予知

できない」と言う大規模噴火を、九州電力は

「数十年前に予知できる」と強弁して、政府が

これを追認したこと、これは大きな問題だとい

うふうに思います。先ほど議場に入る前に、阿

蘇山が噴火をしたということが報じられまし

た。詳しいことはわかりませんが、今、桜島も

含めて活火山は活動期に入っている。こういう

ことも心配をされるところであります。また、

医療や介護施設を初め、住民避難のまともな計

画と体制がとられていないことも重大な問題

で、地元は本当に深刻な状態です。一旦事故が

起きれば、宮崎県も例外ではありません。繰り

返し申しますけれども、そうです。県は、災害

対策編に原子力災害を位置づけました。住民の

安全をどう守るか、その具体策をお伺いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 国は、防災基本計画に

おきまして、原子力発電所から30キロメートル

以内の地方公共団体に対して、避難計画の策定

を求めているところであります。本県は30キロ

圏外に位置しているわけでありますが、万一の

場合に備え、平成25年度に、九州電力と情報連

絡に係る覚書を締結しますとともに、宮崎県地

域防災計画の中に、緊急時の情報収集や伝達体

制などを盛り込みました原子力災害対策編を新

設して、情報伝達訓練も重ねているところであ

ります。こうした中、本年４月には国の原子力

災害対策指針が改正されまして、30キロメート

ル圏外については、国が防護措置の必要性を判

断し、屋内退避を実施することが基本とされる

など、事故の状況等を踏まえた対応が示されま

したので、この内容を踏まえ、地域防災計画の

見直しを検討してまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 これから原発をフル稼働さ

せていく、そのことで今後新たなリスクが予想

され、その対応が迫られてくることになりま

す。しかし、日本中の原発が停止をした原発稼

働ゼロの期間は700日にも及んでおります。原発

がなくても電気は足りていることを証明してい

ると思います。一たび事故を起こしたら、その

被害は空間的にも時間的にも制限なく広がる異

質な危険を持つ原発と人類は共存できないこと

は明白だと思います。しかも、使用済み核燃料

の処分方法が存在しないということも、原発の

根本的かつ致命的な大問題です。福島原発事故

を経験した日本が取り組むべきは、省エネの徹

底、再生可能エネルギーの計画的かつ大量の導

入に精力的に取り組むこと、原発ゼロの日本を

実現することではないかと思います。ここにこ

そ、日本社会と経済の持続的な発展とともに、

新しい科学技術と産業をつくり出す新たな道が

開けてくる。こういうところにも、雇用の拡大

に大いにつなげていくことができると思うとこ
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ろです。

川内原発１号機は運転を開始してから31年、

２号機も30年を迎える、まさに老朽化した原子

力発電所です。ともに過去の定期点検のときに

損傷が発見されて、１号機は蒸気発生器を丸ご

と交換しておりますが、２号機はいまだに交換

されていません。ますますリスクは大きくなる

ことが予想されます。知事は、何より、県民の

安心、そして安全を守るという第一義的な責任

を全うする立場にあります。危険な原発に頼ら

ないという大局的立場と当面の課題、川内原発

の直接の危険、リスクから県民を守るという立

場に立つことが求められているのではないかと

思います。今こそ、川内原発再稼働の中止を求

める立場を明確にすべきと思いますが、改めて

知事の見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 福島原発事故の現状を

踏まえますと、将来的には、英知を結集して、

可能な限り原発に頼らない社会を実現していく

ことが重要であると考えておりますが、一方

で、安定的な電力供給やＣＯ２の排出等もろもろ

を考慮しますと、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おります。県としま

しては、御指摘がありましたように、再生可能

エネルギーの実現に向けて、またその普及に向

けて取り組みますとともに、県民の生命、財産

を守る立場から、原子力規制委員会には、絶え

ず国内外における最新の知見を収集し、新規制

基準などを見直していくこと、また国に対して

は、事故が起きた場合には、被害者への賠償を

含め、責任を持って対処することなど、全国知

事会を通じて要望しているところであり、今後

ともその姿勢で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 知事、事故が起きてからの

対策では遅いんですよ。それが福島事故で証明

されたと思うんです。先ほど知事から答弁があ

りました。国は、30キロ圏内の安全対策を位置

づけているけれども、宮崎県はその基準から外

れている、具体的な対策は講じなくてもいいん

じゃないかというようなニュアンスだったと思

いますが、私は、これがお役所仕事と言われる

ことだと思うんです。宮崎県民に被害は絶対に

及ばない、こういう保証があれば別ですけれど

も、少しでも影響や被害が想定されれば、みず

からの頭で考えた行動がなぜできないのか。し

なきゃいけないんじゃないかと私は思います。

それが知事の責任ある対応だと思うわけです。

ぜひ、県民の不安や安全の願いにしっかり応え

ていただきたい。このことを強く申し上げてお

きたいと思います。

次の質問に移ります。

次に、マイナンバー制度の運用について伺い

たいと思います。

政府が計画しておりますマイナンバー制度

は、国民一人一人に特定の番号、個人番号をつ

けて、将来、さまざまな国民の個人情報を国が

一括管理して、行政などがそれらの個人情報を

活用しようとするもので、10月から市町村を通

じて、住民一人一人に個人番号を通知する通知

カードの発送が開始されることになっていま

す。政府は、行政手続が便利になるなどと言い

ますが、多くの国民は制度そのものを十分に知

らない上、膨大な個人情報を国が一手に握るこ

とへの懸念、情報漏れの不安も広がっていま

す。国民のプライバシーを危うくする仕組みづ

くりを強引に推進することは、余りにも乱暴だ

と私は思います。年金機構の個人情報漏えい事

件を踏まえた対策が終わっていない地方自治体

がまだかなり残っていることも明らかになって



- 136 -

平成27年９月14日(月)

います。そうであればなおさらのこと、不安が

広がるのは当然です。まず、制度の仕組み、国

民にとってどのようなメリット、デメリットを

もたらすことが考えられるのか、伺いたいと思

います。また、当然、本県としても活用・運用

することになりますが、その対応についてもお

聞かせいただきたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） マイナンバー

制度につきましては、まず、ことし10月から、

一人一人異なるマイナンバーが、住民票をお持

ちの全ての住民に対して通知されます。その

後、平成28年１月からは、社会保障、税、災害

対策という３つの分野の行政手続に限定して運

用が開始され、行政機関が情報のやりとりを正

確かつスムーズに実施できるようになります。

制度のメリットといたしましては、社会保障に

おける不正受給の防止や、きめ細やかな行政サ

ービスの提供による公平・公正な社会の実現、

行政手続の簡素・効率化による国民の利便性の

向上が期待されます。なお、国の実施したアン

ケート調査では、個人情報の漏えいによるプラ

イバシーの侵害などを懸念する声が多かったと

ころであり、制度面及びシステム面から、さま

ざまな安全対策が講じられることが重要である

と考えております。

○前屋敷恵美議員 この制度自体、国民の所得

というものを正確に把握して、税の捕捉をする

ことが第一義的であることが本質かというふう

に、私は思っています。確定申告は納税者の権

利ですけれども、今後、課税にどのように影響

していくのか、伺いたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） マイナンバー

制度の導入により、雇用保険などの社会保障の

手続、確定申告や源泉徴収などの税関係手続に

おきまして、マイナンバーを記載していただく

ことになります。行政機関は、マイナンバーを

用いまして、情報を正確に確認することができ

るようになりますので、社会保障においては、

不正受給の防止やきめ細やかな支援が図られ、

税分野においては、税負担を不当に免れること

を防止することが可能となり、給付と負担の公

平・公正が図られることが期待されておりま

す。

○前屋敷恵美議員 この通知カードにより個人

が申請して、個人番号カードが交付されるとい

う仕組みになっていますが、政府は、身分証明

書として利用できると取得を推奨し、年金や雇

用保険、介護保険、国保、健保、公営住宅など

社会保障の分野、国税・地方税の税分野などで

の個人情報の連携を行おうとしています。それ

は今、部長の答弁にもございました。しかし、

個人番号カードの取得は、あくまで任意に委ね

られるものだと伺っておりますが、これでよろ

しいんでしょうか。

○総合政策部長（茂 雄二君） 個人番号カー

ドの取得は、任意となっております。ことし10

月以降に送付されます通知カードに、個人番号

カードの申請書と説明書類が同封されており、

希望される場合はお申込みいただくことになっ

ております。

○前屋敷恵美議員 運用について、市町村から

の問い合わせ、また相談などがあると聞いてお

ります。重要システムを業者委託にするなどの

対応をすることも考えられ、個人情報漏えいの

危険性などが払拭されておりません。番号カー

ドは、将来、預金口座や医療情報などとの連携

にまで拡大されることで、一旦情報が流出、漏

えいされれば、プライバシー侵害はさらに深刻

になると考えられます。カードの偽造や不正取

得、成り済ましなどの犯罪のおそれもあり、そ
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の検証や防止はどのように行うのか、対策はと

られているのか、自治体の対応や企業の対応は

十分なのか、伺いたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） マイナンバー

制度に関する個人情報保護対策につきまして

は、まず、マイナンバーを収集する際に、成り

済ましによる不正利用を防ぐため、本人確認を

行うよう義務づけられておりますし、法律に違

反した場合の罰則が従来に比べて強化されてい

るなど、事前の抑止力の強化が図られておりま

す。また、システム面では、個人情報は従来ど

おり各機関がそれぞれ管理する分散管理の方法

がとられておりまして、芋づる式の情報漏えい

を防ぐ設計となっております。さらに、民間も

含む各事業者におけるマイナンバーの取り扱い

につきましては、国のガイドラインに基づきま

して、適切な委託業務の管理や安全管理措置を

講ずることとなっております。マイナンバー制

度の安心・安全を確保するため、今後とも、市

町村と連携し、国からの指示も受けながら、個

人情報保護対策の向上に努めますとともに、民

間事業者に向けて、国のガイドラインの周知を

さらに図ってまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 また、別の問題として、民

間企業では、源泉徴収や社会保険手続のときに

マイナンバーを記載することが求められるため

に、従業員の個人番号の管理が求められること

になります。しかし、そのための新たな費用負

担は全て企業負担にされています。そうなる

と、一層、個人情報の保護対策や漏えい防止対

策ができなくなるのではないかという点も危惧

されますが、企業責任で管理が十分行えるシス

テムなのか、改めて伺いたいと思います。

また、制度導入は、自治体にとっても企業に

とっても、経費を含め相当な負担が及ぶこと、

企業での導入準備がほとんど進んでおらず困難

であることなど、今、明らかになってきており

ますけれども、こうした状況を国にはしっかり

伝えて認識してもらわなければならないと考え

ますが、いかがでしょうか。

○総合政策部長（茂 雄二君） マイナンバー

制度に関する課題と考えられます、周知・広報

活動の強化や情報セキュリティーの確保、民間

事業者への支援などにつきましては、「みやざ

きの提案・要望」や全国知事会の活動を通じま

して、国へ要望しているところです。今後と

も、市町村と連携しながら、制度の運用に必要

な事項につきまして、適時・的確に国へ要望し

てまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 いよいよマイナンバー制度

の導入が目前に迫っているんですけれども、

今、質問もし、また、いろんなデータなどから

も、マイナンバー制度の導入には問題が非常に

多いということは否めないと思います。まず、

制度の詳細が国民にはほとんど知らされていな

いこと。番号カードは、将来、国民の所得と資

産の実態を政府がつかみ、税や保険料の徴収強

化と社会保障の給付削減ということが最大の目

的と言えると思います。個人の暮らしや医療情

報まで個人番号を使って管理し、情報連携の仕

組みを広げていくもので、個人情報漏えいの危

険性、より深刻なプライバシー侵害を招くおそ

れを増加させるものだと思います。

マイナンバー制度の導入には莫大な費用が予

想されています。こうした莫大な費用や手間を

かけて、わざわざ国民のプライバシーを危険に

さらす共通番号（マイナンバー）制度を導入す

る必要はないと考えます。国に実施中止を求め

る意見を上げていくことが必要だと考えていま

す。私は、マイナンバー制度には反対を表明し
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ておきたいと思うところです。

次は、放課後児童クラブ待機児童の解消につ

いて伺ってまいります。

この問題は、前回の質問でも私が取り上げた

課題ですが、共働きの家庭やひとり親家庭など

の子供たちの放課後や夏休みなどの生活の場で

ある放課後児童クラブ、いわゆる学童保育の待

機児童をなくして、子供の安心・安全を保障す

る環境整備を図ることは極めて重要であります

し、まさに子育て支援そのものだと私は思って

います。昨年は、300人を超す待機児童がおりま

した。今年度の状況を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県内の放課後

児童クラブにつきましては、本年５月現在で217

のクラブが設置されておりまして、利用児童数

は8,896人、待機児童数は465人となっておりま

す。

○前屋敷恵美議員 待機児童は昨年よりふえて

います。それは、国がことしから、受け入れ対

象を６年生まで、全学年まで広げたということ

が挙げられるかと思います。国がそういう対応

をするということはあらかじめわかっていたわ

けですから、それに見合うだけの受け皿を準備

する必要があったのではないかと思うわけです

が、その点についてはどうだったんでしょう

か。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 放課後児童ク

ラブの利用申し込み数が年々増加する中、実施

主体であります市町村におきましては、昨年度

策定いたしました「子ども・子育て支援事業計

画」に基づきまして、余裕教室の活用による場

所の確保、あるいは職員のさらなる配置などに

努めているところでございます。このような

中、今年度につきましては、利用申込者の全て

ではございませんが、昨年度より744人多い児童

を受け入れているところであります。県としま

しては、放課後児童クラブ事業は、児童の健全

育成や仕事と家庭の両立支援の観点から、大変

重要な取り組みだと認識しております。今後と

も、市町村と協議しながら、待機児童の解消に

向けた支援の充実を図ってまいりたいと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 昨年度より子供たちの受け

入れは多いという御答弁だったんですけれど

も、一定の対策も講じられたのかなと思いま

す。しかし、現実問題として待機児童を465名残

しているわけですから、この子供たちは家に帰

る以外に行き場がないんです。働いておられる

お父さん、お母さん方は、本当に心配な状況を

抱えながら仕事をしなければならないというこ

とになっているわけですから、ぜひこの解消に

向けて努力をしていただきたい。不安を感じる

子供たちがいなくなるように努力をしていただ

きたいと思います。

それから、私は前回の質問で、放課後児童ク

ラブの運営補助金の増額、施設整備の補助金活

用を積極的に進めてほしい、県がその責任を

負ってほしいということを質問いたしました。

知事は、「可能な限り工夫を、国のいろんな制

度も活用して取り組みたい」と御答弁されたん

ですけれども、その後どのように改善されたの

か、お聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県におきまし

ては、今年度の当初予算において、運営費補助

に係る県の基準単価を国の基準単価の額まで引

き上げますとともに、施設整備に対する補助を

新たに設けるなど、事業の実施主体である市町

村への支援の拡充を図ったところでございま

す。また、６月補正予算におきましては、こと

し３月の国の補助基準単価の改定に応じまし
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て、県の補助基準単価を引き上げますととも

に、障がいのある児童の受け入れ体制強化など

の支援メニューの追加を行うなど、さらなる充

実を図ったところでございます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、施設側の要望にも

しっかり応えていただき、それが子供たちを安

全に守るということにつながるわけですから、

これからも積極的に努力をしていただきたいと

思います。

子供たちの放課後を安全なものにする、この

ことは働く親にとっては本当に胸を痛める問題

です。とりわけ、低学年で放課後児童クラブを

利用できないということが起きないようにする

こと、そしてまた、よい環境で過ごせるよう、

行政の責任で最善の努力を尽くしていただきた

いと思います。強く要望しておきたいと思いま

す。

次に、公共交通のあり方について。廃止バス

路線対策について伺いたいと思います。

地域住民の移動手段として、公共交通である

路線バスの役割は極めて重要です。その現状と

維持のための県の支援策はどうなっているの

か、お伺いしたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 路線バスにつ

きましては、少子化等の影響により、利用者数

が大変厳しい状況にありますが、通勤・通学や

通院など、地域住民の移動手段として大きな役

割を果たしており、路線の維持は重要な課題で

あると認識しております。このため県では、広

域行政の立場から、複数市町村間をまたぐ広域

的なバス路線について、国や市町村と協調して

支援を行うとともに、まちづくり等と連携した

広域的な地域公共交通計画の策定支援などにも

積極的に取り組んでいるところでございます。

○前屋敷恵美議員 来年４月に幾つかのバス路

線の廃止が検討されているという状況をお聞き

いたしているところです。実は、私の居住しま

す市内の団地内を走るバス路線も、廃止対象路

線の一つに挙がっております。団地は高齢化を

しており、ひとり暮らしや運転免許を手放され

た方などは、路線バスに頼るところが非常に大

きいわけです。どの廃止対象路線も、先ほど部

長が御答弁されましたように、乗客の減少など

その理由はさまざまあるかと思いますが、自力

の交通手段を持たない方々、高齢者の方々や、

また、通院や買い物などで必要としておられる

方々にとっては、まさに死活問題だと言えま

す。こうした交通弱者を守ることは、地域で住

み続けるためにも必要ですし、何らかの形での

路線存続が何より必要。これは基本だと思いま

す。こうしたバスを必要とする人々の願いに応

える方策は、廃止路線も含めて検討されている

のか。県としての役割が必要だと思いますが、

そこも含めて対策をお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 本県では、バ

ス利用者の減少により、既存のバス路線の維持

・確保が困難となってきておりまして、みずか

ら自動車を運転できない高齢者など、いわゆる

交通弱者の方の移動手段の確保は、県としても

大きな課題と認識しております。今般のバス路

線の見直しにつきましては、国、県、市町村、

交通事業者で構成されるバス対策協議会におい

て、利用実態や沿線住民の意向を踏まえ、地域

の実情に応じた代替交通手段等の検討を行って

いるところであります。

○前屋敷恵美議員 やむを得ない廃止路線も出

てくるでしょう。そういうところは、今言われ

ましたように、足を確保するための代替のあり

方、何らかの形で必ず実行されるように、県と

しても、市町村との協議も含めて、確実な確保
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のために努力をしていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

今回の質問も、国政の問題から身近な暮らし

の問題まで取り上げさせていただきました。

今、何より重大な問題は、日本が再び戦争をす

る国になろうかどうかという極めて重大な事態

に立ち至っていることです。今、国会でも委員

会での論議が行われております。そして、あ

す、あさってと中央公聴会、地方公聴会を経た

後には、早速、委員会での採決、そして本会議

での採決が強行される運びになっていると報道

されておりますけれども、公聴会が済んだ後、

すぐに採決に移るなどということは、まさに形

式的なものであって、公聴会をやればそれで済

むんだということになってしまうと私は思いま

す。しかし、公聴会を開けば、そうしたさまざ

まな御意見を聞いて、どう対処するかというこ

とが必要なわけですから、そういうところは

しっかりと十分な論議が必要だ。こういう立場

は、地方に住む県民の皆さんの暮らし、平和、

安全にかかわる重大な問題ですから、知事とし

ては、そういう責任ある立場の長として、明確

に、国民が理解できるよう徹底した論議に付す

こと、このことを強く政府に要望することは何

よりも必要ですし、何より、この戦争法案は廃

案が必要だ、こういう立場に立っていただきた

い。このことも申し上げまして、きょうの質問

全てを終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○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34分休憩

午後１時０分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、野﨑幸士議員。

○野﨑幸士議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。宮崎県議会自由民主党、野﨑幸士です。

まずは、先週10日に台風17・18号の影響によ

り、河川の氾濫や堤防の決壊によって甚大な被

害を受けました、茨城県、栃木県、宮城県の皆

様方にお悔やみとお見舞いを申し上げるととも

に、一日も早い復旧を祈念いたします。

私は、４月に行われました県議会議員選挙に

おきまして、皆様方の多大なる、また温かい御

支援を賜りまして、県議会の議席をいただきま

した。４月14日に緊張しながら初登庁し、当選

証書と議員バッジをいただき、心の底から重責

を感じました。皆様方の期待を考えますと、本

当に身が引き締まる思いでございます。皆様方

の思い、要望等が１つでも少しでも形になるよ

う、また、ふるさと宮崎のますますの発展のた

めに全力で活動してまいります。初心を忘れ

ず、感謝を忘れず、この重責感と緊張感を忘れ

ず、皆様方の近いところで、気さくに、フット

ワークよく元気に、全力行動を誓います。

今回は、県議会議員になって初めての一般質

問です。昼食後の１番目の質問となりますが、

私の質問が子守歌にならないよう、大きな声で

全力で質問させていただきますので、よろしく

お願いいたします。

また、本日は、御多忙にもかかわらずたくさ

んの方々に傍聴にお越しいただきました。本当

に感謝申し上げます。県政がもっともっと皆様

方にわかりやすく近くに感じられますよう努め

てまいります。

それでは、９月定例議会に当たり、議長のお

許しをいただきましたので、質問通告書に従い
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まして質問を進めてまいります。

まず、市町村合併の評価と地域活性化につい

て質問いたします。

国や県が進めてきた市町村合併、本県にあっ

た44の市町村の数は26に減りました。宮崎市に

おいては、平成18年１月１日に田野町、佐土原

町、高岡町が、４年後の平成22年３月23日、我

が清武町も宮崎市と合併をし、５年間の特例区

を経て地域自治区へ移行されました。いわゆる

平成の大合併が全国で行われ、全国の市町村の

数は約3,200から1,700に減りました。行政の事

務がスリム化されたわけでございます。また、

特例債という合併効果のもと、インフラ整備等

々急速に進められておりますが、一方では、

「中山間地域を初め、合併して広域になった地

域の端々が寂れた気がする」「職員が減り、行

政と住民との距離が広がり、行政サービスが低

下した」など、合併によって住民たちの不安や

不満といったさまざまな問題が起こっているの

も事実でございます。将来の人口減少と少子高

齢化時代を見据え、合併によるスケールメリッ

トを生かして、さまざまな経費を削減し、行財

政を効率化させることが狙いで国、県が進めて

きた平成の大合併によって起こっているさまざ

まな問題を一つ一つ解決し、しっかりとしたま

ちづくりをしていくことが、今後、国や県に課

せられた責任だと私は思っております。

私は、この市町村合併の評価なくして地方創

生は語れないと思いますが、県はこれまでの市

町村合併をどう評価されているのか、知事へお

伺いし、以下の質問は質問者席よりお伺いして

まいります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本格的な少子高齢・人口減少時代を迎える中

で、行政サービスを充実させ、安定的に提供で

きる体制をつくることが、市町村合併の一つの

目的と考えているところであります。また、こ

の市町村合併を通じて、その地域のあり方につ

いて地域住民の間で真剣な議論が交わされた。

これは今、地方創生という文脈の中で取り組ま

れていることでありますが、その点についても

大変意義があろうかと考えておるところであり

ます。合併を選択された団体におきましては、

道路や下水道といった社会資本の整備が進むと

ともに、職員の適切な定員管理のもと、新たな

行政ニーズへの対応のため、危機管理や地域医

療対策といった専門組織が設置されるなど、効

率的・効果的な取り組みが行われているものと

考えております。地元の清武町におきまして

は、直接の合併ということではないかもしれま

せんが、球場の整備等に伴いオリックスの誘致

に成功された。これは大変大きなことがあった

だろうと考えております。一方で、「職員と地

域住民とのつながりが弱くなった」とか「住民

の声が届きにくくなった」という意見があるほ

か、コミュニティー機能の低下に対する懸念な

ど、解決すべき課題もあるものと認識をしてお

ります。

これからの地域行政を進めるに当たりまして

は、行政と住民が十分に意思疎通を図り、一体

となって地域を運営できる仕組みづくりや、時

代の変化に対応できる人材づくりが重要である

と考えておりますので、県としましては、市町

村におけるこれらの取り組みについて、また、

これからそれぞれの市町村がどのように考える

か、どのように経営をしていくかというような

取り組みについて、引き続き積極的に支援して

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕
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○野﨑幸士議員 その当時は、合併をするかし

ないかで地域住民、議会が２つに割れ、住民投

票で決めた地域においては、住民同士の意見が

ぶつかり合い、町が二分したような禍根を残し

たまま今に至っている地域もあります。合併す

る前から地域住民が構築してきた協力体制で

あったり、連携、きずな、行政との深い信頼関

係といった部分が、なくなったとは申しません

が、非常に弱くなった感じがします。また、自

治会加入率の低下により自治会活動が縮小して

いる現状を見て、災害時等を初めいろんな住民

生活の連携が不安になります。もちろん全てが

合併によるものだとは思っていません。自治会

活動やコミュニティーといった部分は市町村が

中心で、そこまで県が対応することじゃないか

もしれませんが、国や県が進めてきた合併に

よって県内市町村に与えた影響や住民感情を考

えますと、県、市町村がしっかりとスクラムを

組んで、本県の原点、原動力であります自治会

からのコミュニティーの再構築に取り組んでい

ただきたいと強く要望いたします。

もう一点、市町村合併の効果は、人口減少と

少子高齢化を見据えた取り組みでもありまし

た。本県の将来人口の推計によりますと、2000

年と2015年を比べますと、総人口では約６

万3,000人の減少となっており、生産年齢人口、

年少人口が減少しているのに対し、高齢者人口

は増加しており、本県の少子高齢化が進んでい

ることが懸念されます。地域の活性化のために

は、この人口減少問題を含め、産業の振興や雇

用の確保、子育て環境の整備など取り組むべき

課題が山積しているかと思いますが、特に中山

間・過疎地域においてさらに深刻な状況ではな

いかと考えます。そこで、これまでの中山間地

域振興施策の成果について、総合政策部長にお

伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県では、平

成23年９月に策定いたしました宮崎県中山間地

域振興計画に基づき、これまで、「産業の振

興」「集落の活性化」「日常生活の維持・充

実」を重点施策として、さまざまな施策に全庁

を挙げて取り組んできたところであります。こ

れらの取り組みによりまして、例えば農林水産

業の振興はもとより、農商工連携や６次産業化

などの展開、地域が一体となった鳥獣被害対

策、また、中山間盛り上げ隊による都市部との

交流の拡大や、いきいき集落による自主的な集

落活性化の取り組み、さらには、ドクターヘリ

の運航支援による救急医療体制の整備など、一

定の成果は上がっているものと考えておりま

す。

○野﨑幸士議員 全庁挙げて取り組んでおら

れ、一定の成果が上がっているとのことでした

が、しかしながら、それでも中山間・過疎地域

では人口減少が続いており、歯どめがきかない

大きな課題であると考えております。今後どの

ように中山間地域の振興に取り組んでいかれる

のか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 中山間地域

は、少子高齢化に伴う人口減少や都市部への人

口流出に歯どめがかからないなど、依然として

大変厳しい状況にあります。地方創生が求めら

れる中で、ことし７月に改定した中山間地域振

興計画では、人口減少対策を最優先の課題とし

て位置づけまして、「仕事がある中山間地域づ

くり」「子育て環境等の整備と移住・定住の促

進」「集落の維持・活性化と新たな絆の創造

等」「安全・安心な暮らしの確保」の４つの重

点施策に取り組むこととしたところでありま

す。県といたしましては、この計画に基づき、
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全部局が連携し市町村や関係機関とも一体と

なって、中山間地域の振興にこれまで以上に取

り組んでまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 先日、我々にも提出いただい

た中山間地域振興計画を拝見いたしました。本

当に中山間地域、厳しい現状が認識できる資料

です。その中でも目を引いたのが、現在の居住

地域への将来的な居住の意向というアンケート

の中で、中山間地域の約85％の住民が、住みな

れた地域で今後も暮らし続けることを希望して

います。医療・福祉の充実、産業振興による地

域雇用・所得向上、子育て環境の整備、移住定

住の促進、集落の維持等、本当に深刻な問題を

抱えている中山間地域の振興にさらに全力で取

り組んでもらいたいと、心から要望いたしま

す。冒頭にも申しましたが、市町村合併によっ

て、また社会現象によってさまざまな問題を抱

えている地域が存在します。中心部だけでな

く、地域の隅々まで均衡ある発展のために尽力

していかなければならないと強く思うととも

に、県といたしましてもしっかりと取り組んで

いただくことを要望いたします。

次に、「生涯活躍のまち」、日本版ＣＣＲＣ

構想について質問いたします。

日本版ＣＣＲＣ構想の内容は、今のところ提

示されてあるものは、日本版ＣＣＲＣ構想有識

者会議が基本コンセプトや具体像を取りまとめ

た国の素案と、先月末に提出された中間報告だ

けであります。中間報告では「生涯活躍のま

ち」構想と表現し、今後、各界の意見や地方の

動向を踏まえ、モデル事業や制度化の具体的な

内容などについてさらに検討を進め、本年末に

は最終報告を取りまとめることとなっておりま

す。なぜまだ確立していない日本版ＣＣＲＣを

今回取り上げたかと申しますと、今後、国が打

ち出す政策の内容次第では、本県が直面してい

るさまざまな問題に効果があると強く思ったか

らでございます。

ＣＣＲＣとは、高齢者健康コミュニティーの

意味をあらわし、欧米で先進的試みが普及して

います、高齢者が健康なうちに入居し、人生の

最後までを過ごす生活共同体の高齢化対策のこ

とです。しかしながら、我が国において、土地

の広さ、システムや財政状況では、欧米のＣＣ

ＲＣのやり方には限界があります。国の示す

「生涯活躍のまち」、日本版ＣＣＲＣ構想は、

東京圏を初めとする高齢者が、みずからの希望

に応じて地方に移り住み、地域住民や多世代と

交流しながら、地域社会において健康でアク

ティブな生活を送るとともに、必要に応じて医

療・介護、継続的なケアを受けることができる

ような地域づくりを目指すものとあります。資

料によれば、最近の意向調査では、東京在住者

のうち、地方へ移住する予定または移住を検討

したいと考えている人は、50代男性で50.8％、

女性で34.2％、60代男性で36.7％、女性で28.3

％に上っています。本県も含め、地方が直面し

ている東京圏、中央への人口集中が進む中で、

国が打ち出している地方創生の観点からも、中

央から地方への人の流れは大変重要なポイント

だと思います。また、日本版ＣＣＲＣ構想は、

移住した高齢者が就労や地域活動に積極的に参

画することにより、地方の活性化に資すること

を目的としています。

しかし一方では、高齢者の移住についてはさ

まざまな懸念があると思いますが、本県から見

れば、この構想は、本県の温暖で自然豊かな環

境、優しくて温かい県民性の中で第二の人生を

楽しく健康的に過ごしていただくには最高の条

件と思いますが、日本版ＣＣＲＣ構想に対する
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期待や懸念といったことにどうお考えなのか、

総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 日本版ＣＣＲ

Ｃでは、東京圏を初めとする地域の高齢者が、

希望に応じて地方や町なかに移り住むことが想

定されており、都市部からの元気な高齢者の移

住による人口の増加や移住先での消費の拡大、

それによる雇用の増加によって、地域経済の活

性化などの効果が期待されるところでありま

す。一方で、高齢者人口の増加による医療・介

護保険等の地方自治体や地域住民の負担増、地

元の要介護者などへの影響を含めた介護職員不

足の深刻化、また、都市部との生活環境の違い

などにより、移住者が地方の環境になじめない

ケースの発生といった課題も懸念されるところ

であります。

○野﨑幸士議員 高齢者人口の増加による医療

・介護保険等の負担が増すとのことでしたが、

本県における後期高齢者医療給付費や介護給付

費の現状と今後の見通しについて、福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の医療・

介護給付費の増加に大きく影響します75歳以上

の高齢者人口は、平成25年に16万7,000人であり

ましたが、団塊の世代が後期高齢者に達します

平成37年、2025年には20万4,000人と、約２割増

加するものと推計されております。こうした人

口の推計値や近年の医療及び介護給付費の伸び

等をもとに、後期高齢者医療給付費及び介護給

付費について推計をいたしますと、平成25年度

で合計で2,315億円であったものが、平成37年度

には約3,250億円と、約４割増加するものと推計

しております。

○野﨑幸士議員 医療・介護費が約４割増すと

の推定ですが、そうなりますと財源確保を初め

保険料の見直し等も踏まえた議論が必要になっ

てくるのではないかと懸念しております。地域

包括ケアの推進の取り組み等、医療・介護費の

抑制に向けてもしっかりと取り組んでいただく

ことを要望いたします。

また、先ほど介護職員不足が深刻化するとの

ことでしたが、本県における将来的な介護職員

不足の懸念に対してどのように取り組んでいか

れるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県におきま

しては、高齢者人口がピークを迎えます平成37

年には4,000人を超える介護職員の不足が見込ま

れているところであります。こうした状況を踏

まえまして、介護サービスの基盤となる介護人

材を確保するためには、介護の現場におきまし

て、働きやすさ、働きがいを高めるとともに、

処遇の改善を進めることによりまして、介護分

野への就業促進、在職者の離職防止に取り組む

ことが重要であると考えております。

県におきましては、これまでも、賃金や職場

環境などの改善、修学資金の貸し付け、専門研

修の実施によるスキルアップなどに取り組んで

おりますけれども、今後はさらに、地域医療介

護総合確保基金を活用いたしまして、未経験者

や離職者への研修実施による就業支援、初任者

の資質向上を図るための基礎研修の受講支援な

どに取り組むとともに、新たに関係団体から成

る協議会を設置し、さらなる人材確保・定着策

を検討するなど積極的に対応してまいりたいと

考えております。

○野﨑幸士議員 本県では、高齢者人口がピー

クを迎える平成37年には4,000人を超える介護職

員が不足するとのことでした。本県だけでな

く、全国で介護職員が不足するということで

す。介護業務は以前から３Ｋ（きつい、汚い、
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危険）などと言われ、人材の確保が難しい職種

でありました。それにつけ加え、賃金が低く離

職率が高いことも、人材確保に苦悩している背

景にあります。このまま推定どおり介護職員が

不足した場合、要介護者に必要な介護サービス

を十分に提供することができなくなり、要介護

者本人が困るだけでなく、その家族の介護負担

が増大し、家庭と仕事と介護の両立を図ること

が困難になるという事態になります。全国でも

介護ノイローゼや介護疲れによる悲しい事件が

起きています。また、将来的に全国で介護職員

不足が懸念されることを考えると、全国で介護

職員の引っ張り合いになり、本県の介護職員

が、条件のいい、例えば東京圏に流出すること

も考えられます。知事の提案説明にありました

が、本会議の補正予算に計上してあります地域

医療介護総合確保基金積立金の活用等により、

しっかりとした介護職員の確保、賃金・職場環

境の改善に努めていただくことを強く要望いた

します。

ＣＣＲＣ構想の話から将来の介護の話に話が

かわりましたが、これまでの話のような現状、

懸念が避けられないからこそ、国も、やがて迎

える超高齢化社会の対応策として、このＣＣＲ

Ｃ構想を今議論しているところだと思います。

まだまだこの構想には、各自治体が受け入れる

にはいろんな課題、懸念があると思います。し

かし、私は、国がこの構想の制度をしっかりと

打ち出せば、本県の活性化にも寄与するもので

あり、積極的に推進していくべきと考えます

が、知事のお考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この日本版ＣＣＲＣ、

今いろいろな議論があったところであります

が、我が国全体として東京圏の高齢化問題への

対応というものをどう捉えるかという課題、さ

らには地方への人の流れをつくっていくという

ような観点から、重要な課題の一つであると認

識をしております。また、議員から御指摘があ

りましたように、本県の魅力、特質ということ

を考えれば、その受け皿としてふさわしい土地

の一つであるということは、私もそのように考

えておるところであります。

一方で、高齢者の地方への移住につきまして

は、今議論がありましたように、介護や医療に

おける地方の人的・財政的負担の改善でありま

すとか、移住者が地域に溶け込みやすくするた

めの環境整備など、適切な措置が講じられる必

要があるとも考えております。このＣＣＲＣが

その目的を達するためには、将来をしっかり見

据えた上で、社会全体で問題意識を共有します

とともに、その実現に向けた仕組みづくりを図

りつつ、高齢者の希望の実現を図っていくこと

が重要であろうと考えております。このため県

としましても、国におきます今後の議論を踏ま

えて、国に対して必要な制度の改善、見直しを

働きかけますとともに、ＣＣＲＣに意欲的な市

町村や受け皿となる事業主体への情報提供など

を行ってまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 今のところ、日本版ＣＣＲＣ

構想は中間報告がなされたばかりで、一連の課

題、懸念事項についてはこれから議論がなされ

るでしょう。既に政府のモデル事業を活用しな

がら導入を検討する方針を示している自治体も

あります。日本全体が抱えます高齢化問題の対

応策として、また受け皿として、本県にどうい

う可能性があり、それがどう活性化につながっ

ていくのか、続けて調査研究していただくこと

を要望いたします。

次に、教育行政、特に特別支援学校について

質問いたします。
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県内には13校の特別支援学校があります。障

がいの種類や程度、ニーズに応じた教育が行わ

れ、その教育指導は、病気等のために入院、ま

た通学が困難な子供についても、教員が病院や

自宅を訪問して指導を行う訪問教育もあり、本

当に事細かに配慮された教育がなされていま

す。調べてみますと、少子化にもかかわらず全

国的に特別支援学校の児童生徒数が急増してい

るとのことですが、本県における特別支援学校

に通っている児童生徒数の推移について、その

現状を教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援学校の児童

生徒数は、10年前の平成18年度は1,085人であり

ましたが、年々増加して、平成27年度には1,365

人となり、10年前より280人、約３割増加いたし

ております。このうち半数近くは高等部の増加

によるものでございます。増加の背景といたし

ましては、学校、保護者、地域等の特別支援教

育への理解が進んだこと、また、教職員の専門

性や充実してきた教育環境などへの期待が高

まったことなどが考えられます。

○野﨑幸士議員 過去10年間で約３割増と。こ

の数字は、県教育委員会の御尽力により特別支

援学校が広く深く理解されてきたたまものだ

と、感謝いたします。

しかし、このような中、懸念されるのが教室

不足でございます。先ほどの特別支援学校に

通っている児童生徒数の推移を見ますと、今後

も児童生徒数はふえると見込まれますが、県内

の特別支援学校の教室不足の現状と今後の対応

について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 教室不足が生じてお

ります原因ですが、少子化が進む中にあって

も、特別支援学校では児童生徒数が大幅に増加

している状況にあることや、障がいの程度や実

態によっては、たとえ児童生徒が１人であって

も１学級としていることから、教室が不足する

状況になっております。そこで、可能な限り教

室の増設に努めるとともに、各学校において

は、１教室を仕切って２学級としたり、図書室

等の特別教室を普通教室へ転用するなどの対応

をいたしております。この状況は学校によって

異なっておりまして、現在でも特別支援学校に

よっては空き教室がある学校もございます。ま

た、県立学校にも空き教室がありますので、そ

の有効利用ができないかなどの検討も含め、教

室不足の解消に向けて丁寧な対応をしてまいり

たいと考えております。

○野﨑幸士議員 教室不足により、仕切り、転

用などを講じているとのことでしたが、体に障

がいがあることを考えますと、安全面において

心配な面もありますし、転用した部屋本来の機

能をどうするのかという問題が残るところでご

ざいますが、この教室問題は何も県レベルだけ

の問題じゃないと思います。「特別支援学校に

一定の設置基準をつくらないと教育環境の改善

は進まない。設置基準がないために、特別支援

学校の生徒数がふえてもなかなか対応できない

し、音楽室や理科室等の特別教室を普通教室に

転用したとしても、そのこと自体が問題にされ

ない。まずは設置基準をつくって、一般の小中

高と同じように学校運営をすることが最初の一

歩だ」と指摘をする専門家もいます。私もこの

意見に同感でございます。特別支援学校の現状

と課題は、何も本県だけの問題ではありませ

ん。全国の特別支援学校との情報交換等を行

い、強い連携のもと、国に対して特別支援学校

を取り巻く環境改善に向けた施策をとるよう要

望していただきたいと、心からお願いいたしま

す。
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次に、特別支援学校のスクールバスの現状に

ついて質問いたします。自力通学が困難な児童

生徒に対しまして、毎日、通学手段の一つとし

てスクールバスが運行されていますが、先ほど

の児童生徒数の推移を考えますと、スクールバ

スを利用する児童生徒もふえ、問題が起きてい

るのではないかと考えますが、特別支援学校の

スクールバスの現状及び過去の要望内容、また

充実に向けた今後の対応について、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援学校のスク

ールバスについては、特別支援学校ＰＴＡ連絡

協議会等から、新たなバスの導入や増便等につ

いてこれまでも要望いただいているところでご

ざいます。これらのことも踏まえながら、県教

育委員会では、学校のニーズや障がいの程度な

どを考慮して整備を進めてきているところであ

りまして、現在、８校で15台のスクールバスを

運行いたしております。今後は、バスの運行経

路を見直すことでニーズに応えられないかと

か、複数の学校での共同利用はできないかなど

も含め、全県的な視野に立ってその整備の検討

を行ってまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 もちろん、スクールバスは自

力通学が困難な児童生徒のために運行されるも

のと考えておりますが、一方では、このスクー

ルバスによって児童生徒の保護者自身の労力の

軽減にもつながっていると思います。また高等

部については、お聞きしたところ、義務教育で

はないため、特別に自力通学が困難なケースを

除き、自主通学を原則としているとのことでし

た。高等部につきましても取り巻く環境、現状

は同じと考えますので、さらなる調査研究をし

ていただいて、スクールバスの設置に前向きに

取り組んでいただくことを要望いたします。

特別支援学校は、学校教育法の改正によっ

て、2007年３月31日まで盲学校、聾学校、養護

学校に区分されていた制度が、2007年４月１日

から特別支援学校に一本化されました。特別支

援学校とは、障がいのある子供が幼稚園、小学

校、中学校、高等学校に準じた教育を受けるこ

とと、学習上または生活上の困難を克服し自立

が図られることを目的としています。特に高等

部においては将来の自立と社会参加に向けた教

育が行われていますが、高等部生徒の卒業後の

就労状況と今後の取り組みについて、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援学校の高等

部卒業生の一般就労率は、本県と全国の比較を

平成18年度に始めておりますが、平成18年度で

は全国平均の23.1％と比べ本県は14.8％で、大

きな開きがございました。そこで、その後、本

県独自に企業開拓や相談等を行う自立支援推進

員を学校に配置するなどさまざまな取り組みを

進めてきた結果、平成25年度には過去最高

の27.4％となり、全国とほぼ同水準とすること

ができました。今後とも、一層きめ細やかな就

労や生活の支援を行うとともに、本県独自で実

施しているビルメンテナンス等の技能検定であ

る「特別支援学校チャレンジ検定」の内容を充

実させるなどの取り組みを進め、生徒の職業ス

キルの向上を図っていくとともに、一方では、

企業等に対して障がい者雇用への理解を広げる

努力を続け、就労の促進に取り組んでまいりま

す。

○野﨑幸士議員 県教育委員会の御努力もあ

り、就職率は全国水準となったとのことです

が、自立と社会参加に向けさらなる支援を要望

いたします。

これまでは特別支援学校について質問してき
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ましたが、ここからは普通学校の特別支援学級

について質問いたします。まず、特別支援学級

に在籍する児童生徒数の推移について、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 公立の小中学校に在

籍している特別支援学級の在籍児童生徒数は、

知的障がい特別支援学級におきましては、10年

前の平成18年度が595人であったのに対し、平

成27年度は838人、10年前に比較しまして243人

の増加で、約1.4倍となっております。また、自

閉症・情緒障がい特別支援学級におきまして

は、平成18年度が225人であったのに対し、平

成27年度は1,004人、10年前に比較し779人の増

加で、約4.5倍となっております。増加の要因に

つきましては、特別支援学校と同様でございま

すが、学校、保護者、地域等の特別支援教育へ

の理解が進んできたことや、教職員の専門性、

充実してきた教育環境などへの期待が高まった

ことなどが考えられると思っております。

○野﨑幸士議員 自閉症・情緒障がいの児童生

徒はかなりの勢いでふえていることに驚きまし

た。この児童生徒への進路指導の取り組みにつ

いて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 進路指導、中でも小

学校卒業や中学校卒業に向けての指導は、本人

や保護者にとって大切な節目でございますの

で、丁寧に進めるべきものであると考えており

ます。そのため小学校では、中学校入学後にそ

のまま特別支援学級に在籍するのか、それとも

中学校入学を機に通常の学級に在籍を希望され

るのかといったことなどについて、一人一人の

障がいの状態や特性に応じて、低学年のときか

ら丁寧な相談を重ねております。また、中学校

に入学後は、３年後の進路先を見据え、本人や

保護者の願いに寄り添いながら、早い時期から

進路相談を開始するなど、長いスパンでの進路

指導を行っております。さらに、担任だけでは

なく、校長を初めとして学校全体で取り組むこ

とも大変重要であると考えておりますので、組

織的な進路指導となるよう学校に対して指導を

行っております。

○野﨑幸士議員 保護者とも低学年のときから

丁寧な相談を重ねてきているとのことでした

が、本当に、本当に悩ましいことですが、中学

校卒業後の進路が決定しない生徒がいることも

事実でございます。特別な教育的支援を必要と

する生徒の中で、中学校卒業後の進路が決定し

ない生徒への教育長の見解をお伺いいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 中学校卒業時、卒業

後の進路先が決まらない生徒がいることについ

ては承知をいたしております。本人や保護者の

お気持ちを考えると大変心を痛めておりまし

て、大きな課題であると認識をしております。

そのような生徒につらい思いをさせないために

は、中学校を卒業するまでに、将来の進路を見

通した生徒の特性に応じた適切な支援や指導を

一層充実させていく必要があると考えておりま

すし、進路先となる高等学校と在籍する中学校

とがより緊密な連携をとっていくことが大切で

ありますので、そういう指導をするとともに、

また、就職を希望する生徒についても、就労支

援を行う関係機関と十分に中学校が連携するよ

うに指導いたしているところであります。中学

校卒業、15の春をどの生徒も希望を持って踏み

出せるように、本人や保護者の方々の思いに寄

り添いながら、今後ともしっかり学校を指導し

てまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 私も教育長と同じ気持ちであ

ります。この大きな課題を解決していく大きな
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一歩になればという気持ちで、今回質問させて

いただきました。まだ解決するには何の手だて

もありませんが、先ほどの保護者の思い、また

生徒個人の将来を考えますと、一つ一つ確実に

対策を講じていく必要があると強く思います。

本会議で提案がありました、「宮崎県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」でもうたってありま

す、障がいのある子供の自立や、社会参加に向

け、個別の教育支援計画や、乳幼児期から学校

卒業後まで一貫した地域支援体制、エリアサポ

ート体制の充実を図っていただくことを強く要

望いたします。

次に、木質バイオマス発電と林業の活性化に

ついて質問いたします。

バイオマスとは、生物資源の量をあらわす言

葉で、中でも木材に由来するものを木質バイオ

マスといい、木は燃料として燃やすと二酸化炭

素を発生しますが、この二酸化炭素は、樹木の

伐採後に森林が適切に更新されれば、その成長

過程で再び樹木に吸収されるため、発電による

温室効果ガスはトータルではゼロとみなされ、

循環利用している限り、持続的に再生可能な環

境に優しい資源、クリーンなエネルギー源だと

言えます。また、不況にあえぐ林業では、バイ

オマス発電用の木材による需要拡大の期待は大

きいものがあります。こういう背景の中、電力

会社の固定価格買い取り制度が施行されたのを

機に、木質バイオマス発電施設の建設が相次い

でいるようですが、今現在、九州、また本県に

建設予定の施設も含めて何カ所の発電施設があ

るのか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 九州における

木質バイオマス発電施設につきましては、現在

稼働中のものと建設中のもの合計で19カ所と聞

いているところであります。このうち本県にお

きましては、木材だけを燃料とするもののほ

か、石炭や建設廃材などを混合して燃焼するも

のなど、新たな４カ所を含めて９カ所が現在稼

働しておりまして、このほかにも幾つか構想段

階のものがあると聞いております。

なお、新たな発電施設の立地につきまして

は、燃料の安定確保上の課題がありますことか

ら、県としましては、進出計画を持っている企

業に対し、燃料調達の確実性、さらには既存取

引への影響などを十分検討していただくように

強く求めているところでございます。

○野﨑幸士議員 九州で19カ所、そのうち本県

には９カ所が現在稼働していて、また新たに構

想中のものもあるとのことでしたが、九州、ま

た本県にこれだけの発電施設があれば、おのお

のの施設間で木材の奪い合いになり、果たして

常時発電を続けていくほどの燃料となる木材が

確保できるのかが懸念されますが、本県の発電

施設を持続的に稼働していくには年間どれくら

いの未利用材が必要なのか、またそれを確保で

きるのか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県内で稼働し

ております木質バイオマス発電施設では、製材

残材等に加えまして、水分を含んだ状態の重量

で年間31万トンの林地残材等の未利用材を県内

から調達する計画となっております。一方、県

内における林地残材の発生量につきましては、

毎年79万トンと推計されていますので、計算上

は必要量に十分対応できるわけですが、林地残

材には収集運搬コストの問題がございます。こ

のため県といたしましては、山元から発電施設

などへ効率的に収集運搬できるような仕組みづ

くり、さらにはそのために必要な機械等の設備

への支援を行うことなどによりまして、必要な

燃料が安定的に供給されるように取り組んでま
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いりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 計算上では十分確保できると

のことでしたが、先ほどの数字は林地残材全て

を搬出できたらの数字です。もともと林地残

材、間伐材等の大半は搬出しにくい山林に放置

され、搬出コストがかかるのが懸念されます

が、本県の林道、作業道の整備状況について、

環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 林道などの路

網は、植栽や間伐などの森林整備、さらには木

材を搬出する上で極めて重要でありますので、

県ではこれまで積極的に整備を進めたところで

ございます。その結果、平成25年度末の林内路

網密度で申しますと、１ヘクタール当たり37.3

メートル、これは、全国平均が22.6メートルで

すから、それよりも大きく上回っていまして、

全国第１位の状況でございます。平成26年度に

おきましても、10トン以上の大型トラックが走

行可能な林道を14.3キロ、それから10トン車が

走行可能な林業専用道を24.7キロ、そして２ト

ン車や林業機械が走行可能な作業道を97.5キロ

開設したところでございます。今後とも合理的

な路網整備を推進しまして、森林施業の効率化

や木材搬出の低コスト化を図ってまいりたいと

考えております。

○野﨑幸士議員 林内路網密度は全国一という

ことで、環境森林部の御努力に感謝し、敬意を

表しますが、将来的に懸念されます木質バイオ

マスの燃料確保の問題、また林業の効率化等、

さらなる路網整備に努めていただくことを要望

いたします。

お聞きしたところ、木質バイオマス発電関連

施設へ本県が支援している額は、発電施設本体

及び燃料供給事業者等合わせて約33億円の支援

がなされています。木質バイオマス発電の目的

は、林業、山村地域の活性化、国内森林資源の

有効活用です。この目的を見失わないようしっ

かりと取り組んでいただくことを要望いたしま

す。

次に、伐採後の再造林の状況について質問い

たします。山資源は、環境面においても、森林

経営においても、次世代のために、伐ったら植

えるといった持続的な循環利用が大事でありま

す。しかしながら、今、林業において再造林放

棄問題があるのも事実です。日本一の杉生産量

を誇る本県において、針葉樹の伐採状況とその

後の再造林の状況について、環境森林部長にお

伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 平成25年度に

おける針葉樹の伐採面積は約2,200ヘクタールと

なっております。また、伐採跡地の再造林につ

きましては、森林整備事業や森林環境税等を活

用しまして約1,800ヘクタールが実施されており

ます。今後、大型製材工場の稼働等に伴いまし

て伐採面積の増加も見込まれますので、例えば

コンテナ苗を活用しまして、伐ったらすぐ植え

る一貫作業システムの構築による省力化を推進

するなど、積極的な再造林に取り組んでまいり

たいと考えております。

○野﨑幸士議員 現在、400ヘクタールほどまだ

再造林されていないとのことでしたが、答弁に

もありました、伐採、搬出と同時並行して地ご

しらえや植栽を行う一貫作業システムの構築

と、時期を選ばず植栽ができ、普通裸苗の約２

倍の植栽効率のあるコンテナ苗等を活用し、随

時再造林に努めていただくことを要望いたしま

す。

次に、林業の抱える大きな問題として担い手

の減少と高齢化があります。昭和35年には約44

万人いた林業就業者は、平成22年には約７万人
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に減ったというデータもあります。その背景に

は、他の仕事と比べ労働条件が厳しい割に給与

水準が低いことがあります。本県において林業

の担い手確保・育成にどう取り組まれているの

かを、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、新

規就業者の定着を目的としました国の「緑の雇

用」事業に平成15年度から取り組んでおりまし

て、現在、合計で539人が森林組合等の林業事業

体で就業しております。また、昨年４月に、林

業に必要な知識や技術を習得できる「みやざき

林業青年アカデミー」を開設しまして、昨年度

研修を修了した５名全員が林業に新規就業しま

した。さらに本年度は８名が受講している状況

でございます。このほか、林業担い手の育成・

確保に資するために設置した基金を活用しまし

て、就労条件の改善ですとか林業技術者の養成

等に取り組んでいるところであります。今後と

も、こういった施策、関係機関との連携を通じ

まして、若者にも魅力ある職場づくりを促進

し、林業担い手の育成・確保に精いっぱい努め

てまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 男性社会のイメージが強い林

業ですが、林業に新風を送り込む明るい話題も

あります。このところ林業にかかわりたいとい

う女性、いわゆる林業女子がふえてきていると

いうことです。女性が林業に従事すれば、若い

男性も林業に興味を持ち、活性化につながるの

ではないでしょうか。あらゆる面から可能性を

引き出し、林業就業者の確保、所得向上、職場

環境の改善に努め、林業の活性化に尽力してい

ただくことを強く要望いたします。

次に、河川環境について質問いたします。

河川の中に、利用されず放置されている堰、

魚道のない堰等、河川資源の確保、生態系の面

から質問をしていくはずでしたが、時間も多分

中途半端になりますので次回に回したいと思い

ますが、１点だけ質問をさせていただきます。

河川の堆積土砂は、治水に対する影響が大変

大きいと思われますが、本県における堆積土砂

の取り組み状況について、県土整備部長にお伺

いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 県内の河川に

おきまして堆積傾向にある河川が数多くあり、

地域からの堆積土砂除去の要望も非常に多い状

況にあります。堆積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、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

る状況でございます。厳しい財政状況でありま

すが、今後とも効率的・効果的な事業の執行に

努め、適正な河川の維持管理を図ってまいりた

いと考えております。

○野﨑幸士議員 河川環境の保全のためにも、

今後ともしっかりと取り組んでいただきますよ

う要望いたします。

山の荒廃が河川を荒らすとも言われます。冒

頭に申しましたが、先週の17号、18号の台風の

影響により記録的な大雨になった関東や東北地

方、中でも茨城県、宮城県、栃木県において、

河川の氾濫や堤防の決壊によって甚大な災害が

起きました。河川における治水は、河川災害と

の闘いの歴史だとも言われています。今回の災

害の状況、また、過去本県でも経験している河

川災害を糧として、山、川の整備に尽力してい

ただくよう強く要望いたします。

知事を初め執行部の皆様方には、前向きで御

丁寧な答弁をいただきまして、ありがとうござ

いました。

これで私の全ての質問を終わります。（拍
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手）

○中野 明副議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

宮崎市選出の右松隆央でございます。

宮日新聞のことし３月９日の客論で、里山資

本主義を提唱された藻谷浩介さんが、本県の農

業力を彼らしく統計数字で分析をしたコラムが

掲載され、そこには次のように書かれてありま

した。

原文のまま読ませていただきますが―宮崎

県の農業はどうなっているのか、統計を調べて

みた。47都道府県で、耕地面積は21位、農業就

業者数は22位と、意外に地味だ。しかし農業産

出額は７位と、上位に出てくる。それでは、宮

崎県が全都道府県で１位なのは、以下のどれで

あろうか？とありまして、結論から申せば、１

位になっていますのは、県の人口１人当たりで

計算した農業産出額（つまり人口割で見た農業

の存在の大きさ）、そしてもう一つは、耕地面

積当たりで計算した農業産出額（つまり農地の

生産性の高さ）であります。そして２位は、農

家１戸当たりで計算した農業産出額（つまり農

家の生産性の高さ）となっており、これをもっ

て宮崎を「日本一の農業県」と呼んでも、けっ

して過言ではない―そのように書かれてあり

ました。

大変ありがたい評価であるとともに、一方

で、当然課題もあるわけでありまして、ことし

１月に作成された「宮崎県の農業・農村の現状

と課題」の中に、担い手の動向として、これま

で農業を担ってきた昭和１桁世代のリタイアに

より、農家戸数の減少や高齢化の一層の加速化

を懸念していることや、全国平均を下回る農業

所得と、この10年で20分の１以下にも激減した

農外所得と相まって、平成24年の販売農家１戸

当たりの農業所得は178万4,000円で、この40年

前と比較をしても最低水準になっている状況で

あります。さらに、農業産出額上位10県の中で

も、本県の経営耕地面積、そして農地の基盤整

備率、ともに極めて低い状況にあります。農業

の持続的な発展を目指していくならば、そして

知事が言われる農業の成長産業化を真に実現し

ていくならば、農業構造の大きな転換に本県が

挑戦し、成功を得なければならないと考える次

第であります。

家族経営協定数の増加をしっかりとこなし

て、家族みんなが主体的に農業経営に参画で

き、経営の合理化や意欲の向上につなげるとと

もに、家族農業経営による経営規模の拡大や法

人経営の育成増加にも取り組み、農地の利用集

積を進め、経営耕地面積を高めていくための政

策誘導も必要になってまいります。経営意欲の

高い家族農業経営が集落営農を組織化して集落

営農法人となったり、法人経営に雇われた人が

技術や経営ノウハウを身につけてから家族農業

経営の経営者として独立したりするなど、家族

農業経営と法人経営が相互に連携・循環し、あ

わせて地域の集落の中核となり得る農業経営者

とその候補者の育成が、農地を守り、さらに農

業経営意欲のある農家が６次産業化をも進め、

それが地域の活性化に貢献していくわけであり

ます。

そこで、まずは、本県が現在進めている第七

次宮崎県農業・農村振興長期計画の改定の考え

方や、重点プロジェクトの検討に際しての視点

を、知事に伺いたいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。
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農業は、御指摘のとおり本県にとりまして極

めて重要な産業であり、全国を代表する農業産

出県であるわけでありますが、農業を取り巻く

環境というものが、急速な高齢化や担い手の減

少、国際化の進展、さらにはマーケットニーズ

の多様化など大きく変化してきておりまして、

これらの変化に対応した農業構造の転換が求め

られております。このような中で、若者が将来

への夢や希望を持って農業に取り組めるように

していくためには、生産者の所得をしっかり確

保する必要があります。まずは、そのための基

盤となる生産現場の強化と、現場を支える農業

経営者の育成に力を入れていくことが極めて重

要であると考えております。このようなことか

ら、農業・農村振興長期計画の改定計画におき

ましては、「販売力の強化」「生産力の向上」

「人材の育成」の３つの視点から各種のプロ

ジェクトを立ち上げることとしております。農

業者、関係機関・団体等と一体となって重点的

に取り組むことで、基幹産業であります農業の

成長産業化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〕

○右松隆央議員 具体的な個別政策に入ってい

きたいと思います。農業分野における人材育成

への支援は、攻めの農業を実現するためにも不

可欠な取り組みであります。あわせて、農業を

成長産業として発展させるためには、農業者が

すぐれた経営感覚を持って経営に当たることが

重要になってまいります。経営者としての農業

者をいかに育成していくか、担い手としての農

業経営者をいかに育成していくか、そのための

教育システムをしっかりと構築していくこと

が、これからの農業のためにも強く求められて

いると考えております。そこで、農業経営者を

育てていく教育システムの構築並びに営農指導

者の指導力向上について、これまでの取り組み

と今後の対策について、農政水産部長に伺いた

いと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農業経営者の

育成に当たりましては、普及指導員による営農

指導や、みやざき農業実践塾での研修等によ

り、みずからの経営分析や技術課題の解決を通

して、産地全体の底上げに向けた支援を中心に

取り組んできたところであります。一方、今後

の農業情勢を踏まえますと、経営規模の拡大や

多角化、ＩＣＴ等の先端技術の導入を積極的に

取り組む、たくましい実践力を備えた経営者を

育成する必要があります。このため、地域のリ

ーダー、指導者となる担い手に特化した新たな

研修として、全国トップレベルの講師陣による

「みやざき次世代農業トップランナー養成塾」

の創設や、民間等と連携して最先端の営農モデ

ルを実践する次世代型農場チャレンジファーム

を整備するなど、農大校を総合研修拠点として

新たな教育システムの構築に取り組んでおり、

来月には具体的にスタートすることとしており

ます。また、指導者側のスキルアップも大変重

要な問題でありますことから、県、市町村、Ｊ

Ａ等の指導者を対象とした、コーチングや最新

の農業技術等の研修もあわせて充実してまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 トップランナー養成事業は県

単事業で、来月10月から講座が開かれるとのこ

とであります。農水省が今年度、３億2,000万の

予算を組んで農業経営者教育の充実・強化のた

めの事業を行っております。公募ではあります

けれども、国の事業予算の枠組みもフルに活用

していただきながら、本県農業の未来を切り開

く農業経営者としての担い手を、ぜひ数多く育

成していただきたいと要望させていただきま
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す。

これからの農業界を牽引する農業経営者の

トッププロを養成していくならば、必然的に指

導者側にも、先ほどおっしゃいましたけれど

も、高いレベルの資質が必要になってくるわけ

でありまして、従前の家族営農への技術指導を

主体とする普及活動では、おのずと対応に限界

が出てまいります。県の普及指導員やＪＡの営

農指導員が指導的機能を強化するため、マーケ

ティングや法人経営分析など経営指導力にも対

応できるよう、さらにスキルアップしていくこ

とが大事になってまいります。そこで、高度な

営農指導を可能とするため、民間や先進的な農

業法人など多様な連携による指導チームの設置

も含め、農政水産部長の考えを伺いたいと思い

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 今後、本県農

業の成長産業化を進めていくためには、高度な

生産技術に加えて、総合的な経営管理能力を備

えた農業経営者を育成することが重要であると

考えております。そのためには、これからの農

業経営者に対するより高度な技術指導に加え、

経営指導も含めた一体的な営農支援が求められ

ております。このため、本年度から取り組んで

おります産地経営体形成加速化事業におきまし

て、県の普及指導員のもとで、ＪＡの営農指導

員や法人指導者、さらには経営コンサルタント

等が連携して、産地を指導するモデル的な取り

組みを現在進めているところであります。今後

は、この取り組みをさらに推進しながら、多様

な連携による指導チームとして全県的に拡大し

ていけるように努めてまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 現在のモデル的な取り組み

を、人材育成や経営ノウハウを有する民間企業

もチームに加えるなどさらに進化をさせて、農

業経営者の裾野を広げていただきたいと思って

おります。

続いて、農家の所得向上における取り組みに

ついてであります。農産物の価格低迷や生産資

材の価格の上昇もあり、農業所得が継続的に減

少し、本県においてもここ40年で最低水準に

なっております。農外所得が激減する中で、農

家の所得向上を現実的に図っていくためには、

農業生産関連事業所得を引き上げていく手だて

が必要になってまいります。いわゆる６次産業

化による所得の増大に向けた取り組みでありま

すが、農水省では、農産物の直接販売、加工、

輸出、観光農園、農家レストラン等の事業から

成る、６次産業の現行市場規模の約２兆円を、

再生取り組み方針において、10年後に10兆円に

拡大させることを目標にしております。

国の2010年農林業センサスで事業開業の伸び

率を比較しますと、農家民泊が34.5％、農産物

加工が42.9％、体験農園が45.1％、そして農家

レストランが60.6％と、農家レストランの伸び

率が最も高くなっております。さらに、グリー

ンツーリズムに対する都市住民の潜在的需要に

関する調査結果では、農家レストランが最も高

く、全体の20.4％を占めております。農家、特

に女性の方の起業志向が高まっていることや、

食の安全や食育への関心の高さもあって、近年

伸びていることがうかがえる次第であります。

さらに、農業関連生産事業に取り組む農業者の

アンケートによると、「１～３割程度の増収」

「３～５割程度の増収」「５割以上の増収」ま

で収入の変化を見ますと、農家レストランに取

り組む農業者の割合が77％と最も高く、次いで

観光農園が66％、直接販売が53％、同じく農産

物加工の53％の順になっており、中でも農家レ
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ストランは「５割以上の増収」が23％を占めて

おり、一定の所得増大があることが農水省の調

査でもあらわれております。

より観光としての側面が強い農家民泊ととも

に、都市住民や地域外から日常的に訪れやすい

農家レストランの拡充に取り組むことで、地域

文化の提唱や外貨の獲得につなげていくことは

大事なことだと考えております。そこで、農業

生産関連事業所得をふやすために、農家レスト

ランや観光農園の設置を地域ごとにさらに進め

て、雇用の促進とともに農業観光の誘客に取り

組む支援を本県も推し進めるべきと考えます

が、農政水産部長の考えを伺いたいと思いま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農家レストラ

ンや観光農園は、生産から加工、販売に至る６

次産業化の取り組みの一つでありまして、農家

所得の向上を初め観光産業への波及効果も大き

いことから、農村地域の活性化を図る上で大変

重要であると考えております。このため県とい

たしましては、グリーンツーリズム実践者等に

よります県域のネットワーク組織としてことし

６月に発足いたしました「みやざきグリーンツ

ーリズム協議会」の設立を支援しますととも

に、農家民泊や農業体験に利用できます「みや

ざき暮らし体験お試し券」の発行などにより、

都市と農村との交流を積極的に推進していると

ころであります。今後とも、協議会活動を通じ

て、農家レストランや観光農園の利用拡大、あ

るいは地場産品の購入を促進し、農家所得向上

と農村地域の活性化を図ってまいりたい、この

ように考えております。

○右松隆央議員 先月から販売を始めた、8,000

円が4,000円になる「みやざき暮らし体験お試し

券」は、農家レストランや直売所での買い物に

も利用でき、大変好評と伺っております。農家

の開業意欲と、そして消費者側の需要調査をさ

らに進めていただいて、農家の所得向上にしっ

かりと取り組んでもらうよう、よろしくお願い

いたします。

続いて、本県農業の課題でもある、経営耕地

面積と耕地の基盤整備について伺っていきたい

と思います。耕地面積から自給的農家や土地持

ち非農家等を除き、家族経営及び組織経営が営

む、すなわち本県の農業力に直結する経営耕地

面積が減少傾向にあり、その減少率も全国平均

よりも高い状況にあります。あわせて、耕地の

基盤整備は本県は非常に立ちおくれているのが

現状であります。そこで、本県の経営耕地面積

と耕地の基盤整備率について、それぞれこの10

年の推移と直近の数字を、農政水産部長にお伺

いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） ５年ごとに調

査されます国の農林業センサスによりますと、

本県の経営耕地面積は、平成12年が５万6,213ヘ

クタール、平成17年が５万1,234ヘクタール、平

成22年が５万57ヘクタールとなっておりまし

て、10年間で11％減少しております。基盤整備

率について見てみますと、水田の圃場整備済み

面積の割合が、平成16年度の37.4％から平成26

年度には40.7％に、また、畑地かんがい施設整

備済み面積の割合が、平成16年度の18.6％から

平成26年度には29.7％となってございます。

○右松隆央議員 本県の農業力、農業の発展に

貢献し得る経営耕地面積が年々減少し、減少率

が高く推移しているのは、憂慮すべき数字だと

認識をしております。あわせて、耕地の基盤整

備率も、農業県を自認する本県としては、当然

もっと引き上げていかなければならない数字で

あります。これは農水省の統計によりますが、
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平成25年の圃場整備率は、本県は全国で37位、

畑地かんがい施設の整備率は29位となっており

ます。そこで、農業の生産性向上並びに農業構

造の改善の推進において、その基礎的条件とな

る農業生産基盤の整備計画、耕地の基盤整備率

の今後の数値目標を、農政水産部長にお伺いし

たいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 第七次宮崎県

農業・農村振興長期計画における農業生産基盤

の整備目標につきましては、前期計画の終期で

あります平成27年度で、水田の圃場整備済み面

積を平成21年度の１万4,908ヘクタールから１

万5,200ヘクタールに、基盤整備率に直します

と39.8％から41.1％に、また、畑地かんがい施

設整備済み面積を平成21年度の7,531ヘクタール

から１万ヘクタールに、整備率で申します

と23.7％から32.1％にしているところでありま

す。しかしながら、今お話にありましたよう

に、本県の基盤整備率は全国でも低い状況にあ

りますことから、現在進めております後期計画

の策定におきましては、より一層の推進を図る

ため十分検討してまいりたいと考えておりま

す。

○右松隆央議員 長計の改定においても、農業

生産の拡大と直結する基盤整備の取り組みの推

進を５年後の目標数値へ反映してもらうよう、

検討を進めていただきたいと思っております。

国も、圃場や畑かんの基盤整備は、農業生産

性の向上及び農業構造の改善を実現し、生産コ

ストの低減を通じて国民経済に貢献するとし

て、農政の重要な柱に位置づけていることは明

らかであります。農水省の本年度予算額におい

て、農業競争力強化基盤整備事業が341億円で、

昨年比で17億円の増となっております。農地の

畦畔除去等による区画拡大や畑地かんがい、暗

渠排水など、50％定率補助の事業内容になって

おりますけれども、本県への配分が必ずしも順

調にいっていない状況にあります。そこで今後

は、国の農業農村整備事業予算をこれまで以上

に積極的に獲得していく必要があると考えます

が、農政水産部長の見解を伺いたいと思いま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農業従事者の

減少や高齢化が進行する中で、担い手への農地

集積・集約化を図るとともに、若い意欲ある農

業者が新たな農業にチャレンジしていける環境

をつくっていくためには、生産性・効率性を高

める水田の圃場整備や、大規模畑作による産地

化を進める畑地かんがい施設の整備など、農業

生産基盤の整備が大変重要であると認識をして

おります。しかしながら、先ほど申し上げまし

たが、本県の基盤整備率は全国でも低い状況に

ありますことから、今後とも国に対しまして、

あらゆる機会を捉え、農業農村整備事業の予算

確保、本県への重点配分について強く要望し、

全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○右松隆央議員 基盤整備率が低い本県の重点

配分にしっかりとつなげていただきたいと要望

いたします。

この項目、最後の質問であります。知事に伺

いたいと思います。本県の農業が大きな転換を

迎える中で、いわゆる産地経営体構想を進める

ならば、ＪＡや集落営農組織、農業法人グルー

プなどを連携させるとともに、経営農家の意識

改革も含め、明確な政策誘導で強力に推進させ

るエンジンの役割を、県がみずから担っていく

必要があると考えますが、知事の本県農業の成

長産業化への思いを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） マーケットニーズが多
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様化します中で、産地におきましては、食品販

売業者や加工業者などからさまざまな農産物や

原料の調達について要請がなされているところ

であります。こうした新しい動きというものを

一つのビジネスチャンスと捉えまして、産地が

組織の垣根を越えて生産力の向上とコスト削減

を図って、一つ一つのニーズに的確に対応して

いくことが、本県農業の競争力を強化するため

に極めて重要であると考えております。このた

め、産地を一つの経営体と見立て、ＪＡや農業

法人などの生産者が連携をしまして、求められ

た品質や数量というものを安定的に確保できる

産地の育成を進めることとしております。この

ような従来の生産・販売の既成概念を変えてい

く取り組みを進めるためには、まずは産地の意

識改革が重要でありますことから、産地育成の

モデル事業等を活用しながら、県が先頭に立ち

まして新しい本県農業の形を築いてまいりた

い、そのように考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、新たな構想に期待する

とともに応援をしてまいりたいと思っておりま

す。

続いて、県産材の利用拡大についてでありま

す。

まずは、木材統計の中で、素材需給の動向に

ついて、とりわけ本県の素材供給量の推移と、

その構成のうち、県産材がどのように推移して

いるのか着目をしてまいりたいと考えておりま

す。環境森林部長に、本県の素材供給量並びに

その構成において、県産材の割合、国産材の県

外からの移入、外材の輸入等の推移がどうなっ

ているのか伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県の素材供

給量の推移ですが、近年の中で最も低水準で

あった平成13年と直近の平成26年とで比較して

みますと、合計で124万立方メートルから187万

立方メートルへと約1.5倍増加しております。そ

れからその構成内訳ですが、県産材が109万立方

メートルから168万立方メートルに増加、そして

県外からの移入量が10万立方メートルから16万

立方メートルに増加しています一方で、外材の

輸入量は５万立方メートルから2.5万立方メート

ルと半減している状況であります。これを全体

に占めます構成比率で見てみますと、県産材の

占める割合が88％から３％増加する一方で、県

外からの移入量割合はほぼ変化がなく、その分

外材輸入量の占める割合が減少しているところ

でございます。

○右松隆央議員 素材供給量が順調に推移して

いることがうかがえますし、今後とも、その構

成において高い県内生産量、県産材の占める割

合を維持していただきたいと思っております。

また、第七次森林・林業長期計画において、

平成32年の素材生産量の目標値は190万立方メー

トルでありますので、今後も増加傾向は続くも

のと考えております。そうなれば必然的に、県

内初め国内外における県産材の需要拡大に、今

まで以上に取り組んでいかなければなりませ

ん。県の取り組み方針としては、さまざまな事

業を推進する中で、県内外の木材・住宅業界と

連携して、杉大径材を活用した家づくりはもと

より、公共建築物等の木造・木質化を図ること

も大きな柱として、その目標値も設定されてい

るところであります。そこで、第七次宮崎県森

林・林業長期計画における公共建築物の木造率

の目標値である平成32年の30％に向け、現在の

状況と５年後の目標達成に向けた取り組みにつ

いて、環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 現行の森林・

林業長期計画におきましては、公共建築物の木
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造率を、平成20年度の14.9％から32年度には30

％にまで引き上げる目標を設定しまして、26年

度現在25.8％の実績となっているところでござ

います。この達成のために、県発注の建築物に

つきましては、設計を行う前の段階から木造化

の可能性の検討を行うなど、全庁的に取り組ん

でいるところでございます。また、市町村等が

整備する建築物につきましても木造化を働きか

けるとともに、木材利用技術センターにおきま

して木造化に向けた技術支援等を行っていると

ころであります。さらに、こういった公共建築

物の整備に当たりましては、国の事業などを利

活用してその支援に努めているところでござい

ます。今後とも、目標の達成に向けまして積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 今回の代表質問でも数多く取

り上げられておりましたけれども、ぜひとも５

年後の30％の目標達成に向けて、計画的に公共

建築物の木造化を図っていただきたいと思って

おります。

ちなみに山形県は、「県産木材利用拡大山形

県率先行動計画」という、いかにも県の決意の

あらわれたネーミングの計画を策定しておりま

して、昨年見直しが行われ、公共建築物の木造

化率、23年度の実績である39.2％を、計画の最

終年度である平成29年度の目標として、原則全

てをそのまま目標数値に設定してあります。す

なわち100％ということであります。本県も、県

産材の利用拡大において、県行政が率先し、徹

底した取り組みを進めていただきたいと要望さ

せていただきます。

これは同じ山形県でありますけれども、県産

材の利用拡大を民間にも広げていくための新た

な事業スキームを実施しております。住宅建築

用材に占める県産木材使用量の目標数字を３万

立方メートルに設定し、その実現のために、県

産木材の使用を条件とした、住宅融資における

利子を助成する制度であります。募集戸数は先

着順で350戸となっておりまして、住宅ローンの

契約締結時に、当初10年間、金融機関が設定し

た年利率から利子補給率0.5％が差し引かれ、県

から住宅ローンを低減した金融機関に支払われ

る仕組みになっております。そこで、今紹介し

た山形県の利子補給は一例でありますけれど

も、今後、本県としても、民間の木造住宅まで

県産材の利用拡大を大きく進めていくため、現

在の取り組み以上に県民の関心を生むような新

たな事業展開ができないものか、環境森林部長

に伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 現在県では、

県内における木造住宅の普及を図るために、例

えば、みやざきスギ住まいづくり支援事業によ

りまして、木造住宅の新築時に、柱などの構造

材に県産材を20立方メートル以上使用した場合

に10万円、さらに、はりや桁に県産の大径材を

９立方メートル以上使用した場合には10万円

を、施主に対して支援しているところでありま

す。また、支援に当たりましては、県産材のよ

さや利用の意義などについて御理解いただくた

めの講習会を開催するとともに、支援対象の住

宅につきましては、建設途中の段階で構造見学

会を開催して、広く県民に対して県産材のよさ

やその利用促進を呼びかけているところでござ

います。今後とも、県産材を利用した住宅建設

が促進されるように効果的な事業展開に努めま

すとともに、他県の取り組み事例などを積極的

に情報収集し、県民の木造住宅に対する意識の

向上、そして、さらなる県産材の利用促進を図

るための有効な手法について検討を進めてまい

りたいと考えております。
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○右松隆央議員 ここではもう多くは申し上げ

ませんけど、答弁された事業の助成戸数であっ

たり、規模、実績を含めてまだまだ改善の余地

がありますので、今後さらに県民の関心と理解

を深め、県産材の需要拡大が大きく進むような

新たな事業の展開に期待をする次第でありま

す。

この項目、最後の質問になります。第七次宮

崎県森林・林業長期計画がことしで５年目の節

目を迎え、現在改定作業が進められておりま

す。そこで、今回の改定において大きな課題と

もなっている、適正な森林管理の推進をいかに

図っていくか、このことについて伺ってまいり

たいと思います。本県の森林の齢級構成が９齢

級をピークとした山型になっていることは、御

承知のとおりであります。伐採可能な８齢級以

上の面積が72％も占めております。当然、県産

材の利用拡大を将来にわたって維持していくな

らば、森林資源の平準化を進め、バランスのと

れた齢級構成にしていかなければなりません。

伐採量と関係する素材生産量が今後さらに伸長

する中で、長計では再造林面積が1,900ヘクター

ルに設定をされております。そこで、齢級構成

の平準化をしっかりと推進していく中で、今回

の長計の改定において伐採面積と再造林面積、

先ほどの質問では1,800ヘクタールとありました

けれども、目標面積においてどのような検討が

なされているのか、環境森林部長に伺いたいと

思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 民有林におき

ます平成25年度の針葉樹の伐採面積は約2,200ヘ

クタール、そのうち再造林面積は約1,800ヘクタ

ール、再造林率は80％となっております。この

再造林面積につきましては、現行の長期計画で

は平成32年度の目標値を1,900ヘクタールと設定

しているところでございます。現在は、現計画

策定後の情勢の変化等を踏まえまして、長期計

画の改定作業を進めている段階でございます

が、再造林の目標面積につきましては、森林の

若返りと、大きく偏った齢級構成の平準化を図

り、資源循環型の林業を確立するという観点か

ら上方修正することとしまして、現在、2,200ヘ

クタール程度とする方向で検討しているところ

でございます。

○右松隆央議員 労力や苗木の問題もあろうか

と思いますが、シミュレーションした結果の上

方修正だと認識しております。ぜひ、将来資源

の確保のために、齢級構成の平準化にはしっか

りと取り組んでいただきたいと要望させていた

だきます。

続いて、本県の教育課題についてでありま

す。今回は、教員採用試験についてとキャリア

教育に絞って、３つ質問させていただきたいと

思います。

まず、教員採用試験であります。初めに、本

県の教員採用試験は、よい人材を採用しようと

さまざまな工夫や改善をされていることに、心

から敬意を表する次第であります。例えば、先

月実施された28年度の教員採用選考試験の受験

願書において、今年度から、「教員として求め

られる良識と倫理観について、あなたの考えを

書いてください」という記述欄が新たに加わっ

ております。また筆記試験においても、従来は

空欄補充の問題が多かったわけでありますが、

教員として真の力を持ち、自分の言葉で述べる

力量を問うような記述式問題がふえておりま

す。今後とも、ぜひともさまざまな工夫を重

ね、将来の本県の教育界を担うよい人材を採用

していただきたいと願っております。

そこで質問に移りますが、本県の教員採用１
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次試験において、教育現場で講師等の経験が２

年以上ある者は教職教養の試験が免除されてお

ります。すなわち、教科専門、実技の評価で合

否が決定されております。この教職教養という

ものは、教育法規あるいは教育心理、生徒指導

といった、いわば教育者としての基礎に当たる

ものであります。教職教養に精通してこそ立派

な教師へと成長していくと言っても過言ではあ

りません。中央教育審議会の答申においても、

「教科や教職についての基礎・基本を踏まえた

理論と実践の往還による教員養成の高度化が必

要である」、そのように書かれているところで

あります。そこで、教員採用試験に当たって、

講師等の経験がある者も含めて、全員に教職教

養に関する評価を行うことが大事であろうと考

えておりますが、採用試験の見直しについてど

のように考えておられるか、教育長に伺いたい

と思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、高い使命

感を持つとともに、教科や教職に関する識見を

備え、実践的な指導力があり、人間性豊かな教

員を採用したいと考えております。そのため採

用は、１次試験で教科の専門性と教職教養を問

う筆記試験を実施し、２次試験では、人物を評

価するという観点に加え、教育心理や法規等の

教職教養を実際に使えるかどうかを確認する意

味で、個人面接や模擬授業、場面指導等をいた

しております。場面指導というのは、実際に教

師が子供に向かったとき指導ができるか、遅刻

をしてきた生徒に対して指導がきちんとできる

かというようなことを確認しておるわけです

が、御質問にありましたように、本県の採用試

験におきましては、講師等の経験が本県で２年

以上ある者につきましては、教職教養の試験を

免除いたしているところであります。それは、

講師等の行っている具体的な児童生徒の指導場

面を校長等が観察し、教職に関する知識を身に

つけているかを日ごろから評価いたしておりま

して、この講師は大丈夫という方のみ、２年目

以降に任用していることから、教職教養の試験

を免除しているところであります。県教育委員

会といたしましても、議員御指摘のとおり、教

職教養というのは極めて大切であると考えてお

ります。今後とも、よりよき教員を採用するた

めに、採用試験の検証を行いながら、そのあり

方について検討を続けてまいりたいと考えてお

ります。

○右松隆央議員 教育長が答弁されましたよう

に、教職教養の中身は大変幅が広くて、果たし

て、知識としての教育法規、教育史、あるいは

県教育の行政施策等についての理解度を、人物

評価のみで全ての評価が可能なのか、今後の教

師生活の基盤となる教職教養の重要性を鑑み

て、これからも採用試験のあり方について検証

と検討を続けていただきたいと要望いたしま

す。

続いて、キャリア教育についてであります。

学校から社会・職業への移行が円滑に行われて

いないことに対し、中央教育審議会での答申で

警鐘が鳴らされております。その中で、若者が

大きな困難に直面している現状として、高い早

期離職率が挙げられております。そこで、本県

の中学、高校、大学の新卒就職者の３年以内の

離職率について、直近のデータと５年前との比

較、また、全国との比較等についてどうなって

いるのか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県内の新

規学卒就職者の離職率についてであります。３

年以内の離職率は、26年11月に出されました平

成23年３月卒のデータが直近でありますが、こ
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れとその５年前、平成18年３月卒のデータを比

較いたしますと、中学校については、18年

が81.9％に対し23年は90.9％、高校について

は、18年が48.2％で23年が48.3％、大学につい

ては、18年が42.8％に対し23年が40.7％の離職

率となっております。中学校は増加、高校、大

学については大きな変化はない状況でございま

す。23年卒の３年以内の離職率について全国と

比較をしますと、高校で8.7ポイント、大学

で8.3ポイント本県が高い状況にございます。

なお、３年以内の離職者のうち、おおむねそ

の半数が１年以内の離職となっております。

○右松隆央議員 残念ながら、極めて高い早期

離職率になっております。産業構造や就業構造

の変化等もありますけれども、新社会人を送り

出す側のキャリア教育の充実という観点で、こ

の問題を考えてまいりたいと思っております。

キャリア教育では、一人一人の社会的・職業的

自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育

てていくことが求められております。その中

で、これは細かい話になりますが、従来の取り

組みが全体として脈絡や関連性に乏しく、多様

な活動の寄せ集めになってしまいがちとなり、

生徒の内面の変容や能力、態度の向上に十分結

びついていないという指摘もありまして、各学

校が、教育課程の編成のあり方を見直して、校

種間の連携であったり、体系的な一貫性にも留

意したキャリア教育の改善が不可欠という声も

出ております。そこで、先ほどの高い離職率も

含めて、今後、本県では、職業人としての資質

・能力を高めていく指導の充実において、どの

ようなキャリア教育を推進していこうと考えて

おられるのか。みずからも経済界から学校教育

にかかわっておられる教育委員長にお伺いした

いと思います。

○教育委員長（島原俊英君） 本県の高い早期

離職率は、本人の人生にとっても、本県の発展

を考えても大きな問題であると考えています。

私は、仕事というものは、働き続ける中で、自

身が成長し、技能も身について、初めてそのお

もしろさや奥深さが実感できるものと考えてお

りますので、早期に離職する若者が多いことは

実に残念なことだと思っております。

離職率の改善のためには、学校では、小中高

の発達段階に応じ、組織的、体系的に勤労観・

職業観を育成することが求められています。そ

のためには今後、本県の児童生徒の職業人とし

ての資質を高めることを目標に、挨拶や清掃な

ど、これまでの日々の教育指導を徹底するとと

もに、社会的・職業的自立に向けた考え方、能

力・態度の育成、職業体験活動などを推進して

いくことが重要であります。さらに、キャリア

教育を指導する教員の研さんはもちろんです

が、企業、学校、ＰＴＡが緊密な連携を行い、

働くことや社会貢献に対する価値観を共有する

取り組みも積極的に努めてまいります。このよ

うな取り組みを進める中で、自分のことだけで

なく、社会や他人のためにも役立ちたいという

高い志を持つ子供たちをしっかりと育成してま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひとも教育委員長には、若

者を社会で受け入れる側の経営者という視点か

ら、キャリア教育の充実において遺憾なく力を

発揮していただきたいと、切に望む次第であり

ます。

それでは、最後の項目に移ります。子供の貧

困対策について伺ってまいりたいと思います。

ちょうど２年前の９月議会のみずからの一般

質問で、本県の生活保護の現状を問う中で、当

時、先進県では既に実績を残していた、受給世
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帯の子供たちへの無料の学習塾による学習支援

を提言させていただきました。「本県では、一

般家庭といまだ大きな開きがある高校の進学率

を高め、将来における貧困の連鎖を断ち切って

いかなければならない」と強く申し述べた次第

であります。あれから２年が経過をし、他県で

の取り組みはさらに進捗し、政府も昨年８月に

「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定

し、予算拡充も含め、本腰を入れて対策に乗り

出していることは、承知のとおりであります。

先月には、内閣府で第３回子どもの貧困対策会

議が開かれ、ひとり親家庭へのサポートに関す

ることなど施策の方向性などを取りまとめ、公

表もされたところであります。まずは、子供の

貧困を解消するために昨年施行された国の対策

法に基づく本県の行動計画の策定において、国

が25の指標を出しておりますけれども、そのう

ち生活保護受給世帯の高校進学率や、スクール

ソーシャルワーカーの配置人数など、具体的な

目標設定が可能と思われるものに対して数値を

しっかりと盛り込んでいく考えがあるのかどう

か、福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 宮崎県子ども

の貧困対策計画につきましては、現在、福祉、

教育等の関係機関や学識経験者で構成します

「宮崎県子どもの貧困対策協議会」の意見等を

伺いながら、素案づくりを進めているところで

ございます。お話にありました、国が掲げま

す25の指標のうち、県レベルで確認できます19

の指標により現在の状況を把握し、目標とし

て、全ての指標を改善するという方向性を出し

ているところでございます。お尋ねの具体的な

目標設定につきましては、どのような目標設定

が可能か、引き続き検討していきたいと考えて

おります。

子供の貧困対策は、幅広い分野にまたがる大

変重要な問題であると認識しておりまして、庁

内関係部局を初め、市町村や関係機関等と連携

を図りながら、計画の策定にしっかり取り組ん

でまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひとも、計画の実効性を高

めていくためにも、私は目標数値は明記された

ほうがよいのではないかと考えております。昨

年、行動計画を策定した21都府県のうち、14都

県で達成目標を盛り込んでおります。具体的に

申し上げれば、長野県が生活保護受給世帯の児

童の高校進学率、現状が―これは本県よりも

随分高いわけでありますが―93.5％を95％

に、また石川県では、母子家庭の母の常用雇用

率、現在の54.5％を平成29年に60％へ、ほかに

も、鳥取県がスクールソーシャルワーカーの配

置対策を平成29年度に全市町村で実施すること

など、本県が真剣に子供の貧困対策に乗り出す

という覚悟があれば、一歩踏み込んだ計画策定

を強く望む次第であります。

続いて、県教委のスクールソーシャルワーカ

ーについてであります。特別委員会において

も、年度別の細かい対応件数や内訳の状況など

数字で分析もさせていただき、さらに、調査先

の小学校では現役のスクールソーシャルワーカ

ーの方とも意見交換をさせていただきまして、

改めてその重要性と、一人一人の職務の負担が

大きくなっている実態もうかがえたところであ

ります。また、九州他県との比較もさせていた

だきました。昨年度で、鹿児島県が43人、熊本

県が22人、児童生徒数が同規模の佐賀県でも15

人。本県は、宮崎市が独自に置く２人も含め

て10人でありますので、人員が少ないのは明ら

かであります。年間の活動時間は上限が600時間

で、謝金が最大で約100万円と、予算はかかりま
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すけれども、実態調査から、人員の拡大は避け

がたい喫緊の課題だと認識いたしております。

文科省も、スクールソーシャルワーカーの配置

拡充において、今年度予算が対前年度比65％増

の６億4,700万円を組むなど、対策を推し進めて

きております。そこで教育長に、国の事業とも

連動してスクールソーシャルワーカーの増員を

強く要望するものですが、御答弁をお願いいた

します。

○教育長（飛田 洋君） スクールソーシャル

ワーカーは、その役割が、議員御指摘のよう

に、これまで以上に重要性を増していると考え

ておりまして、県教育委員会でも強くそういう

認識をいたしておりますので、ぜひ増員を図り

たいと願っております。そのために、私自身が

直接国の担当課に行きまして、増員について要

望してまいりましたが、平成28年度の国の概算

要求ではこのような声を反映していただいてお

り、大きな期待をいたしているところでありま

す。この概算要求の根拠となる資料から本県の

配置人数を推計いたしますと、現在の県内10人

の配置から、５年後には100人程度まで増員され

るような国の計画目標数値が示されておりま

す。県教育委員会といたしましては、今後も機

会を捉えて国へ要望を続けますとともに、事業

等の見直しを行いながら、スクールソーシャル

ワーカーの増員に向けて、強い思いを持って工

夫と努力を重ねてまいりたいと考えておりま

す。

○右松隆央議員 教育長の強い決意を受けとめ

させていただき、増員の実現を図っていただき

たいと要望させていただきます。

現在、宮崎のこども対策特別委員会で、子供

の貧困対策や家庭教育支援についてさまざまに

実態調査を重ね、直面する課題に議会として何

ができるか、委員11名全員で真剣に取り組んで

いるところであります。その中で、家庭を取り

巻く地域、学校がしっかりと連携協力していく

ことの大切さを、改めて強く感じております。

そこで、学校、家庭、地域の連携強化の柱とな

る学校支援地域本部の現在の設置状況と今後の

数値目標を、教育長にお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 学校支援地域本部事

業では、地域の方々の協力をいただいて、子供

たちへの学習支援や郷土芸能の伝承活動、登下

校の見守り活動等が実施されております。その

設置数につきましては、平成23年度は県下で34

の地域でありましたが、事業効果への認識が深

まってきていることなどもあり、本年度は51地

域となり、17地域増加いたしております。本事

業を通して、その効果として、「教師が子供と

向き合う時間の確保につながった」「子供たち

の学習活動が充実した」「学校と地域が一体と

なった取り組みにより、地域の方々と学校との

きずなが深まった」など、多くの成果が得られ

ているところでございます。今後、本事業の一

層の拡充を目指して、県教育委員会の広報テレ

ビ番組を活用したり、実践事例集を作成し配付

したりすることなどにより、多くの市町村で一

層取り組んでいただけるように、本事業のよさ

をより積極的に広報啓発してまいりたいと考え

ております。

○右松隆央議員 文科省の統計によると、昨

年12月で全国で3,746本部設置してありまして、

都道府県によって取り組みに差異も出ておりま

す。地域の教育力に直結する取り組みでありま

すので、今後とも学校支援地域本部の設置拡大

に力を尽くしていただきたいと思っておりま

す。
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最後の質問となります。特別委員会の調査で

熊本県を訪問しました。熊本県では、家庭の事

情、不安や悩み等を抱え、学習に支障を来して

いるひとり親家庭の子供たちに、最寄りの地域

で学びの場、安らぎの居場所を確保・提供する

「地域の学習教室」事業を、２年半前の平成25

年１月からスタートさせております。県が実施

主体となりまして、業務の一部を、適切な運営

が確保できると認められる社会福祉法人やＮＰ

Ｏ等に委託して実施をしており、委託先は熊本

県母子寡婦福祉連合会であります。ことしの３

月末で38カ所、181名の利用があるとのことであ

りました。また、県の担当者の話では、この事

業は熊本県・蒲島知事の強い思いから始まった

とのことでありました。「貧困の連鎖を教育で

断つ」として、「地域の学習教室」の愛称は、

知事の名前からとりまして「カバークラス」と

の愛称で、登録証や参加証も見せていただいた

ところであります。そこで、ひとり親家庭の子

供たちを対象とした「地域の学習教室」事業

を、熊本県のように宮崎県母子寡婦福祉連合会

並びに市町村の母子会が主体となって、また学

習支援員の確保、これはＮＰＯであったり、退

職校長会、退職教員でもいいと思います―と

積極的に連携して実施ができないか、知事にお

伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 養育や就労、経済的不

安等さまざまな問題を抱えたひとり親家庭の子

供たちの学習を支援する取り組みは、貧困を連

鎖させず、子供たちが夢と希望を持って未来を

切り開いていく上で大変重要なものと考えてお

ります。このため県としましては、県母子寡婦

福祉連合会が実施しております、今後の課題や

支援策等に関するアンケート調査の結果や先進

県の事例を参考にしながら、市町村や母子会、

ＮＰＯ等と連携した学習支援の取り組みについ

て検討してまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ知事の熱い思いで、本県

における貧困の連鎖を少しでも断ち切っていた

だけるようにお願い申し上げまして、私の一般

質問の全てを終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○中野 明副議長 ここで休憩いたします。

午後２時43分休憩

午後３時10分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、順次一般質問を行います。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。

初めに、宮崎の未来を担う世代への支援につ

いて伺います。

公明党青年委員会は本年７月末、「青年政策

アクションプラン2015」を発表いたしました。

自公連立政権が最優先で取り組んできた経済再

生が実を結び、日本経済が力強さを取り戻しつ

つある中、青年が置かれている状況はといえ

ば、不本意な非正規雇用による低賃金、過重な

長時間労働など、依然厳しいものがあります。

青年委員会は昨年、全国の多くの青年の声を聞

き、それを政策に反映させ、実現にこぎつけま

した。ことしも新たにプランを策定し、青年に

光を当てた政治に取り組もうとしております。

そのプランに掲げた重点政策の一つが若者の

所得増大でありますが、それを実現するための

一つの方法として、「地方版政労使会議」を提

唱しております。いわゆる「経済の好循環実現
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に向けた政労使会議」は、我が党の提案で平

成25年に設置されて以来、着実に企業の賃上げ

を促してきました。連合が７月にまとめた春闘

の最終結果によると、定期昇給を含む賃上げ率

は2.20％、２年連続で前年同時期を上回ってお

り、また、７月の実質賃金は２年３カ月ぶりに

プラスに転じました。

しかし、景気回復の効果が、地方、中小・小

規模企業、家庭にまで行き渡っているとは言え

ない状況にあります。賃上げの内訳を見ると、

組合組織の規模によって幅に開きがあります。

小規模企業が全企業の大多数を占める地方圏で

は、東京などの都市圏と比べて景気回復の実感

が乏しいのも当然であります。そのような状況

を踏まえ、我が党は、地域活性化につながる地

方創生を強力に進めるとともに、地方での賃上

げを促す政労使会議を各都道府県にも設置し、

特に若者の所得拡大や処遇改善をきめ細かく進

めるべきだと考えます。

地方の若者の労働条件がよくなり、所得がふ

えれば、都市部への人口流出にも一定の歯どめ

がかかり、それまでためらっていた結婚や出産

などを希望する人の選択の幅も広がると考えま

す。国の主導で賃上げの大きな流れが出てきた

中、今後は、地域の実情を誰よりも知っている

地方の政労使が力を合わせて賃上げ・雇用環境

の改善に取り組んでいく、そのための地方版政

労使会議であります。同会議に対する知事の見

解を伺います。

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〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

政府におきましては、経済成長の成果を国民

の暮らしに反映できるよう、政府、労働者団

体、使用者団体の３者が建設的に話し合い、課

題解決に向けた共通認識を得る場の創設を「日

本再興戦略」で掲げ、平成25年に「経済の好循

環に向けた政労使会議」を設けたところであり

ます。現在、本県におきましても、人手不足や

若者の県内就職率の向上、女性の活躍促進な

ど、雇用に関するさまざまな課題があります。

行政、労働団体、使用者団体の代表が率直に意

見交換することは、県内の雇用環境に関する共

通認識を持つ上で、非常に有意義であると考え

ているところであります。これまでも、県にお

きまして、各界の代表から成る「労働問題懇話

会」を開催してきた経緯もありますので、今後

の会議のあり方につきまして検討するよう、担

当部局に指示しているところであります。以上

であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 ８月10日の参院予算委員会

で、「現下の政治課題」に関する集中審議が行

われておりますが、我が党の議員が地方版政労

使会議の設置を求めたのに対して、安倍首相は

「地域ぐるみで働き方改革を推進するため、労

使を初めとする地域の関係者が集まる会議を設

置する検討を進めたい」と、このように答えて

います。これは期待したいと思っております。

引き続き、宮崎の未来を担う世代への支援に

関して伺ってまいります。国は本年３月、少子

化社会対策大綱を決定し、若い年齢での結婚・

出産の希望の実現に向け、自治体や商工会議所

による結婚支援の後押しをしておりますが、本

県でも先月、「みやざき結婚サポートセンタ

ー」が宮崎市に開設されました。男女の出会い

の場の設置に自治体が関与する取り組みは、調

べたところでは、茨城県や兵庫県が数年前から

スタートさせ、成果を上げているようでありま

す。本県としても、ようやくスタート台に立っ
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たところでありますが、今後どのように取り組

んでいかれるのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県では、少子

化の大きな要因である未婚化・晩婚化の進行を

踏まえまして、去る８月19日に、１対１のお見

合いを実施する「みやざき結婚サポートセンタ

ー」を設置いたしましたが、先週の９月11日現

在で89名の登録申し込みをいただいているとこ

ろでございます。今後は、10月に都城市と延岡

市にもセンターを設置しまして、宮崎市を含め

３カ所において、12月から、希望する男女のお

引き合わせを実施することにしております。

センターにおきましては、テレビ・雑誌等を

通じ、事業について広く県民などへの浸透を図

りますとともに、社員等への周知を行っていた

だく応援企業・団体の募集、さらには、仲人的

役割を担う縁結びサポーターの確保に努めまし

て、今年度は、会員数500名、お引き合わせ

数150組を目標として取り組んでまいりたいと考

えております。県としましては、この事業を初

め、さまざまな取り組みを通じまして、少子化

対策に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 今回の少子化社会対策大綱

は、子育て支援が中心だった従来の大綱から一

歩踏み込んだ内容だと評価する声もございま

す。男女を結婚につなげることにも配慮した点

であります。宮崎の結婚サポートセンターも有

効に機能するように取り組んでいただきたいと

思います。

次に、企業の男女を問わず従業員１人が、同

じ企業の在職期間に何人の子宝に恵まれるかを

推計する「企業子宝率」という指標があるよう

であります。合計特殊出生率の調査対象が15歳

から49歳の女性であるのに対して、企業子宝率

は、男性を含めた15歳から59歳の従業員を対象

とするようであります。これは、東レ経営研究

所ダイバーシティ＆ワークライフバランス研究

部長の渥美由喜氏が考案したもののようであり

ますが、この指標を活用する自治体も広がりを

見せております。平成23年度に福井県が全国で

初めて、その後、静岡県、山梨県、三重県、鳥

取県、佐賀県、滋賀県大津市などが続いており

ます。

福井県は、夫婦の共働き率が全国の都道府県

で第１位（56.8％）だそうですが、女性が家庭

の外に出ている時間が長いにもかかわらず、合

計特殊出生率が全国で比較的上位をキープして

います。企業の取り組みに秘訣があると見て、

先ほど言いましたように、県は平成23年、全国

に先駆けて企業子宝率を導入したということ

で、現在公表されている企業子宝率の平成25年

度調査結果では、750社のうち2.0を超える企業

は25社に上っているということで、子育てしな

がらでも働きやすい企業ということをアピール

できます。企業子宝率は、子育て支援に積極的

な職場をふやすことを狙ったものかと思います

が、社会全体で子育て支援に取り組む機運の醸

成のためにも有効と考えます。企業子宝率、本

県でもこの指標を活用してはどうかと考えます

が、同じく福祉保健部長に見解を伺いたいと思

います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 福井県を初め

といたします複数の県では、御質問の企業子宝

率、その調査を実施して、表彰等を行いますこ

とで、企業における子育て環境の改善を促すこ

ととしております。同様の取り組みとしまし

て、本県では、例えば、未来みやざき子育て県

民運動における企業表彰の実施、「仕事と家庭

の両立応援宣言」企業の募集と、その宣言をし
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ていただいた企業の県庁ホームページでの紹

介、さらには、県と全市町村で行いました「イ

クボス宣言」についての企業の理解促進などに

努めているところでございます。

このような中での企業子宝率の活用につきま

しては、国、県における合計特殊出生率とは異

なり、より限られた企業単位で数値化するもの

でありますことから、個人への配慮、あるいは

企業の理解はもちろん、既に実施している他県

の状況を踏まえた効果の検証なども行っていく

必要があると考えております。

○新見昌安議員 子宝率の高い企業を広く発信

することで、若い人たちに大きくアピールする

こともできます。若者を県内にとどめる手だて

の一つとしても有効ではないかと考えますの

で、一考の価値ありだと思います。よろしくお

願いしておきます。

次は、女性の活躍推進についてであります。

先月28日、「女性活躍推進法」が参院本会議

において、自民、公明、民主などの賛成多数で

可決・成立いたしております。女性が生き生き

と社会の中で活躍できる環境の実現に向けた第

一歩になるんじゃないかと考えます。また、こ

れに先立つ６月26日には、政府の「すべての女

性が輝く社会づくり本部」が「女性活躍加速の

ための重点方針2015」を発表しております。政

府が女性政策に特化した方針をまとめるのは初

めてということでありますが、このことに象徴

されるように、女性の社会参画拡大への動きは

大きく進んでいると考えます。そこで、各分野

における女性の活躍を推進すべきという観点か

ら、本日は３つの分野に絞って何点か伺ってい

きたいと思います。

まずは農業分野であります。農林水産省が主

導する「農業女子プロジェクト」という企画が

あります。これは一昨年の11月から進められて

いるものでありますが、女性農業者が日々の生

活や仕事、自然とのかかわりの中で培った知恵

をさまざまな企業のシーズと結びつけ、新たな

商品やサービス、情報を社会に広く発信してい

くためのプロジェクトということで、このプロ

ジェクトを通して、社会全体での女性農業者の

存在感を高め、あわせて職業としての農業を選

択する若手女性の増加を図ると、ホームページ

にありました。本県におけるこのプロジェクト

への参加状況はどんなぐあいか、また、これを

一過性のブームに終わらせるのではなく、しっ

かりと定着させる必要もあると考えます。県と

してもしっかりかかわりを強めていくべきだと

考えますが、農政水産部長の見解を伺いたいと

思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御質問にござ

いました「農業女子プロジェクト」におきまし

ては、現在、自動車産業であるとかファストフ

ード、さらには旅行業者など、さまざまな関連

企業とのコラボレーションにより、新たな商品

やサービス等の開発等を行うなど、農業を職業

とする女性の感性を生かした取り組みが行われ

ているところでありまして、全国からの参加

者342名のうち、本県からは５名の女性農業者が

参加いたしているところであります。

県では、本年度から、「女性の力で農山漁村

パワーアップ事業」におきまして、若手女性農

業者の交流会等を開催しておりますが、その中

で、「農業女子プロジェクト」への参加を後押

ししているところでありまして、参加した女性

農業者の経験や全国の情報を県内の取り組みに

もフィードバックさせることにより、さらなる

女性農業者の活躍を支援し、地域活性化につな

げてまいりたいと考えているところでありま
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す。

○新見昌安議員 若い女性が参画し、企業との

共同活動を通して農業の魅力を発信していけ

ば、農業のイメージも変わり、それがひいては

農村における高齢化と過疎化に一定の歯どめを

かけることもできるのではないかと考えます。

かかわりをしっかりと続けていかれるよう要望

いたします。

次は、建設分野です。建設業の活性化に向

け、国土交通省も女性の活躍を促進させており

ます。昨年８月、「もっと女性が活躍できる建

設業行動計画」を官民共同で策定し、女性技術

者や技能者を５年以内に20万人にするという目

標を提示しております。建設業においても、高

齢化の進展、若手入職者の減少、こういった構

造的な問題が発生しております。女性が活躍で

きる現場環境の整備等に取り組んで、もっと

もっと女性に働いてもらおうということでしょ

うか。

建設業に携わる女性を以前は「ドボジョ」と

言っていましたが、現在は「けんせつ小町」と

言っております。何となく美しいイメージを抱

かせる言葉に変えたことでも、その意気込みが

うかがえるところであります。確かに、女性な

らではの几帳面さ、あるいはきめ細やかさ、そ

ういった配慮は、荒々しいイメージがある建設

現場の雰囲気を和らげることもできるし、その

効果は大きいと思います。建設現場で働く女性

技術者の育成、県としてもしっかりかかわって

いくべきだと考えますが、県土整備部長に見解

を伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） 建設業におい

て、女性技術者の育成を図り、活躍を支援する

ことは、担い手の確保はもとより、建設業の魅

力や活力の向上にもつながる重要な取り組みで

あると考えております。このため、県におきま

しては、産業開発青年隊において、女性技術者

の育成にも努めているほか、建設業で働く女性

の方々との意見交換会の開催や、細やかな感性

を生かして現場で活躍する女性技術者の紹介な

どにも取り組んでいるところであります。ま

た、全国的にも、女性技術者の活躍に向けて、

支援ネットワークの形成や、愛称としての「け

んせつ小町」のＰＲなどの取り組みが進められ

ておりますので、県といたしましても、関係団

体や機関と連携して、女性がより活躍できる環

境の整備に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

最後に、先ほど野﨑議員も触れられました

が、林業分野です。ことし初めに既に終了して

しまっておりますけれども、全国森林組合連合

会が行った「森林（もり）の仕事ガイダン

ス2015」を周知するポスターのキャッチコピー

に、「集まれ！森林（もり）男子。森林（も

り）女子。」というものがありました。先ほど

の「けんせつ小町」や「農業女子」、あるいは

運送業界の「トラガール」同様、林業分野でも

女性を意識しているのかという思いがいたしま

した。危険な上にきつい仕事のイメージがある

林業でありますけれども、ポスターの呼びかけ

でわかるように、女性も働ける職場であるとい

うことじゃないかと思います。紹介したポスタ

ーは、「緑の雇用」事業に関するものですが、

県としても、林業担い手としての女性の参入拡

大に努めていくべきじゃないかと考えます。環

境森林部長の見解を伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 林業の成長産

業化を図るためには、担い手の育成が必要です
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が、中でも女性の活躍は大変重要であると考え

ているところであります。このため県では、作

業の機械化による労働強度の低減や、簡易トイ

レの整備による就労環境の改善などを支援しま

して、女性が働きやすい職場づくりを進めてい

るところでございます。

また、女性を含めた担い手の育成・確保を図

るために、「ウェルカム林業！担い手確保対策

事業」によりまして就職相談会を開催するとと

もに、「緑の雇用」事業におきましても、県内

の認定林業事業体への説明会や、ポスター、ホ

ームページ等による普及啓発などに取り組んで

おります。その結果、例えば「緑の雇用」で

は、現在539人が森林組合等の林業事業体に就業

していますが、そのうちの20人が女性という実

績になっているところでございます。今後と

も、林業における女性の参入促進に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 先ほどの「森林（もり）の仕

事ガイダンス2015」のポスターには、オレンジ

色のユニホームを着た美男美女が、ヘルメット

を小脇に抱えて、チェーンソーを持ってたたず

むイラストが描かれておりました。20人が女性

ということですけれども、虫や蛇、暑さ寒さに

負けず、フォレストマネジャーを目指して頑

張ってもらいたいと思います。

「女性活躍加速のための重点方針2015」で

は、科学技術立国を支える理工系の女性、いわ

ゆる「リケジョ」の育成にも力を入れていくと

いうことであります。「高校教育で女の子にサ

イン、コサイン、タンジェントを教えて何にな

るのか」、公の場でこのような発言をしてひん

しゅくを買った人もいますが、本県では、女性

が生き生きと活躍できる社会を実現するため

に、あらゆる手だてを講じていただきますよ

う、これは知事に要望しておきたいと思いま

す。

ちなみに私の場合ですが、高校時代に、もし

もサイン、コサイン、タンジェントに少しでも

興味が持てていたら、後の人生も変わっていた

んじゃないかと思っております。ひとり言でご

ざいます。

次は、魅力ある観光地づくりについて、商工

観光労働部長に３点伺いたいと思います。

まずは、「日本版ＤＭＯ」についてでありま

すが、日本を訪れる外国人観光客が急増してい

る、御案内のとおりであります。外国人観光客

による国内での消費が日本の景気回復を下支え

している一方で、訪問先がいわゆるゴールデン

ルートに偏っており、地方創生に向けては、外

国人観光客を地方に呼び込む戦略が必要になっ

てくると思います。そこで、競争力のある観光

地域づくりを推進するために、新たな事業体制

として国が提示しているのが、「日本版ＤＭ

Ｏ」であります。これは、地域観光振興の司令

塔としての役割を担う組織というふれ込みで、

細かい説明は省きますけれども、政府は今後５

年間で、全国に最大90カ所設置する方向で検討

を進めており、積極的に取り組む地方自治体を

支援する方針とのことであります。そこで、本

県ではこの組織をどのように捉えているのか伺

いたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） ＤＭＯは

最近注目されている言葉でございますが、観光

に関するマーケティングやプロモーション、観

光資源の効果的な管理・調整等の業務を担い、

さらに、みずから顧客を呼び込む機能を有する

ものとされておりますが、今般、政府が提唱さ

れた「日本版ＤＭＯ」につきましては、まだ具

体的な内容が示されておりません。一方、マー
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ケティングやプロモーションについては、県と

しても極めて重要なことと考えております。今

年度、民間事業者や観光協会などを対象に、マ

ーケティング等に係る人材育成の取り組みを始

めたところでございます。今後とも、「日本版

ＤＭＯ」に関する国の動向も注視しながら、本

県の観光推進を担う人材の育成やネットワーク

の形成を、積極的に進めてまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 次に、外国人旅行者に日本観

光を満喫してもらうためには、買い物を楽しめ

る環境を整備することも大事であります。それ

がひいては消費額の増加につながっていきます

が、消費税を免税して物品を販売できる免税店

を拡大する動きが進む中で、本年４月、免税手

続の一括カウンター制度が導入されたところで

あります。これまで個々の店舗で実施してきた

免税手続を、第三者が運営する一括カウンター

に委託する仕組みでありますけれども、この制

度は、委託により手続の手間が省けるなど、店

側のメリットとともに、旅行者の利便性の向上

にも寄与すると言われており、県としても積極

的に支援していくべきと考えますが、見解を伺

いたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 免税手続

一括カウンター制度は、商店街等を想定しまし

て、外国人と店舗側の双方にとって免税手続を

簡素化できる制度として、新たに導入されまし

た。しかしながら、外国人にとっては、商品を

購入した店舗から離れた場所で免税手続をしな

ければならない場合があること、店舗側にとっ

ては、一括カウンター設置のための場所と人員

の確保、免税手続後の精算事務の発生などの課

題も多く、現在のところ、全国の商店街で取り

組んでいる事例は２カ所となっております。県

といたしましては、今年度、一括カウンターも

含め、全ての免税店を対象に、免税手続がスム

ーズに行えるよう、機器類導入に対する補助制

度を設けております。今後とも、地域の実情を

踏まえつつ、免税店の拡大に向けて支援してま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 ３点目に、「動画の力、恐る

べし」という観点から伺いたいと思います。Ａ

ＫＢ48の「恋するフォーチュンクッキー」に合

わせて、日本全国老若男女、猫もしゃくしも知

事も県職員も踊りまくったのは、２年前のちょ

うど今ごろでありました。早いものです。その

年の11月議会の一般質問のイントロダクション

でそれに触れて、動画での情報発信を訴えたと

ころでございました。

ところで、この夏、話題となった動画を挙げ

ろと言われれば、イの一番に小林市の移住促進

ＰＲムービー「ンダモシタン小林」を挙げたい

と思います。ユーチューブでの公開２週間で100

万回以上の再生だそうであります。これは遊び

心満載で何回見てもおもしろく、移住とまでは

いかないまでも、「行ってみたいな」と思う人

はかなりの数になったんじゃないかと思いま

す。本当のフランス人かどうかはわかりません

が、外国人が小林の魅力を紹介するという設定

自体、目のつけどころが違うなと感心させられ

ました。きょうの質問は、移住ではなく、観光

についてでありますので、実際に宮崎に住んで

いる外国人の協力を得て、外国人目線で、海外

向けに特化した宮崎の魅力を発信するプロモー

ションビデオをつくってはどうかという提案で

ございます。見解を伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 海外から

の誘客や本県の海外での知名度・好感度向上を

図るためには、豊かな自然環境や恵まれた食
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材、神話ゆかりの名所・旧跡など、本県ならで

はの多彩な魅力を、それぞれの国・地域ごとの

市場ニーズや歴史・文化等の実情を踏まえなが

ら、わかりやすくしっかりとＰＲしていくこと

が重要であると考えております。このため、こ

れまで、例えば台湾や香港では、現地メディア

との連携により本県での取材ツアーを実施し、

現地の嗜好やニーズを踏まえたテレビ番組の制

作・放映等による情報発信を行ってきておりま

す。

御紹介にありました小林市のような印象深く

発信力が高い映像や、外国人ならでは視点・感

性を生かした情報発信は、宮崎の魅力をＰＲす

る上で大変有効な手段であります。海外の旅行

会社やメディア、在住外国人等の意見も参考に

しながら、より効果的な情報発信に努めてまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、防災対策について何点か伺っていきた

いと思います。

防災・減災対策については、これまでにも何

度か質問したところでありますが、24年９月の

代表質問において、高校生を対象とした地域防

災リーダーの養成に取り組んではどうかと提案

したところでありました。そのときの教育長の

答弁は、「体験活動などを通して、災害時の支

援者としての役割を自覚させるなど、地域防災

リーダーとしての素地を育成することが重要と

考え、県立学校の代表を宮城県に派遣し、その

活動状況や成果を県内全ての県立学校生に伝え

るなど、体験活動や体験したことを伝え合った

りする活動に取り組んでいる。それを通して地

域社会に貢献することの大切さを実感させなが

ら、地域を支える人材育成に取り組んでいきた

い」というものでございました。引き続きしっ

かり取り組んでおられることと思いますが、改

めて、高校生を防災リーダーとして育成するそ

の取り組みについて、教育長に伺いたいと思い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

昨年度から、高校生の防災リーダーを育成する

講座を開講いたしております。その内容です

が、今年度の例で申し上げますと、各学校の代

表生徒143名に対し、県の防災士養成研修でも講

師を務めていただいている専門家を県外からお

招きし、地図を使って、水害や土砂災害の被害

を予想させ、危機を回避するための避難行動を

考える演習や、各学校付近の防災マップづくり

とあわせて、学校や地域の課題を洗い出し、そ

れを解決するための検討を行う演習など、実践

に結びつくような研修をいたしております。

また、今回学んだことを学校に持ち帰って、

どのように活用していくかについての意見発表

や、地域の防災士の具体的な活動について紹介

なども行って、学校でリーダーとして活躍する

ことはもとよりでございますが、将来、地域防

災に貢献できる人材となることを意識させた研

修に取り組んでいるところであります。

○新見昌安議員 一歩踏み込んだ取り組みがな

されていること、評価するとともに感謝申し上

げます。これからもしっかり継続していただき

たいと思います。

次に、同じ24年９月議会において、防災訓練

の一つとして、より多くの県民が一斉に参加し

ての訓練である、地震発生を想定したシェイク

アウト訓練を提案したところでありました。こ

としじゅうに実施すると聞いております。その

周知方法、参加方法など、現時点での概要につ

いて、危機管理統括監に伺いたいと思います。



- 172 -

平成27年９月14日(月)

○危機管理統括監（金丸政保君） シェイクア

ウト訓練は、地震が発生したことを想定いたし

まして、家庭や職場などのそれぞれの場所で、

同じ時間帯に一斉に、机の下に潜り込むなどの

身を守る行動をとる訓練でございまして、大が

かりでなく１分程度で手軽に実施できるもので

あります。この訓練を通じまして、地震の際の

安全確保行動を身につけるだけでなく、県民み

んなで防災に取り組んでいこうという機運の醸

成も図ることができるものと考えております。

県内全域でシェイクアウト訓練を実施いたし

ますのは、今回が初めてでございます。来る11

月５日、この日は「津波防災の日」に当たりま

すが、平日の木曜日、午前10時から実施いたし

ます。今後、学校、企業等に広く参加の呼びか

けを行いますとともに、テレビや新聞等を通じ

て周知を行う予定としております。できるだけ

多くの県民の皆様に参加していただきたいと考

えております。

○新見昌安議員 大分市では、昨年に引き続

き、９月１日の「防災の日」に２回目のシェイ

クアウト訓練を実施しておりますが、全県下で

一斉に行うのは余り例がないんじゃないでしょ

うか。答弁にあったように、本県としては初め

ての取り組みであります。しっかりと周知に努

めていただきたいと思います。よろしくお願い

しておきます。

次に、この６月議会において、国土強靭化地

域計画の検討状況について質問したところであ

りますが、答弁では、「地域防災計画や南海ト

ラフ巨大地震に関する減災計画などの既存の計

画と整合性を図りながら、本県版の国土強靭化

地域計画のあり方について検討したい」という

ことでありました。今後の動きに期待が膨らむ

ところでありますが、策定に当たっては、大規

模災害発生後の交通・物流ルートの確保と早期

復旧を図るために、そのルート分断を回避する

ための対策を講じておくことが重要と考えま

す。

特に、県が管理する68路線1,279キロメートル

の緊急輸送道路のふぐあいは絶対に避けなけれ

ばなりませんが、災害発生時の道路の陥没など

はよく耳にするところであります。さまざまな

状況に起因する空洞化が陥没の原因でありま

す。この問題につきましては、昨年９月議会に

おいて、我が会派の重松議員が取り上げたとこ

ろでありますが、改めて、未然防止のために

も、高い精度の地中レーダー探査機を使った空

洞調査を確実に実施しておく必要があると考え

ます。県土整備部長の見解を伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） 道路の空洞調

査につきましては、地下埋設物などの老朽化が

進む中、安全な通行を確保する観点から、都市

部を中心に取り組みが始まってきております。

本県におきましても、平成25年度から、緊急輸

送道路などの路線のうち、交通量や地下埋設物

が多い区間において、実施例の多い地中レーダ

ー探査により試験的に調査を進めているところ

であります。この空洞調査は、掘削せずに地中

の状態を把握するもので、高い精度や経済性な

どが求められますことから、現在、さまざまな

調査手法の開発が進められており、県では、よ

り効果的な調査手法を検討するため、他県の事

例などについて情報収集を行っているところで

あります。今後とも、空洞調査の活用などによ

り、道路の安全性の確保に努めてまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、大規模災害が発生した際に、被災地に
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急行し緊急医療を行う災害派遣医療チーム、い

わゆるＤＭＡＴは、各都道府県で組織化されて

おりますが、社会福祉士や介護福祉士などの福

祉の専門家で編成され、配慮が必要な高齢者、

障がい者などを支援する災害派遣福祉チーム、

通称ＤＣＡＴを創設する動きがあります。災害

時にケアが必要な高齢者や障がい者を福祉分野

でどう支援するか。東日本大震災の教訓を踏ま

えれば、また、今回の関東、東北地方の水害発

生後を見ても、ぜひとも設置すべきとの思いが

強くなりますが、本県におけるＤＣＡＴについ

ての考え方を福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県では、現

在のところ、お尋ねのＤＣＡＴには取り組んで

おりませんが、高齢者等に配慮した福祉避難所

を国のガイドラインに基づきまして順次整備を

進めており、現在、特別養護老人ホームなどの

社会福祉施設を中心に、154カ所を指定している

ところでございます。また、平成25年に締結さ

れました社会福祉施設間の災害時相互応援協定

では、被災施設の要請に応じて、県内の759施設

が相互に人的・物的応援を行うこととしている

ところでございます。災害時の要配慮者への支

援は大変重要であると考えております。今後と

も、ただいま申し上げたような取り組みのさら

なる充実を図りますとともに、お尋ねの県外へ

の派遣も想定されるＤＣＡＴにつきましても、

他県の取り組み状況などを参考にしながら、今

後、そ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。

○新見昌安議員 前向きだと捉えました。あり

がとうございます。

防災対策の最後になりますが、本年７月、イ

ンターネット通販大手のアマゾンジャパン、ヤ

マト運輸、徳島県が連携・協力し、「災害発生

時における物資輸送に関する協定」を締結して

おります。ちょうど１年前の９月、アマゾンジ

ャパンと徳島県の２者間で、避難所に物資を寄

附するサービスに関する協定を結んでおります

が、ことしはここに輸送を担当するヤマト運輸

が加わったことになります。被災者と全国の支

援者をつなぐ新たな支援スキームを構築し、被

災者の本当に必要とする物資を必要な量だけ提

供することができるようになるとありました。

徳島県同様、南海トラフ巨大地震などの大災害

が発生すれば、多数の避難者が予想される本県

においても、参考にすべき取り組みでありま

す。このことについて県はどのように考えてい

るのか、危機管理統括監に伺いたいと思いま

す。

○危機管理統括監（金丸政保君） 大規模災害

が発生した場合の被災者に対する物資の供給に

つきましては、本県でもその体制の整備に取り

組んでおりまして、先月も、支援物資を集積す

る拠点の開設、運営について、関係団体等との

協定を締結しております。御質問のありました

徳島県の事例は、避難所にいる被災者が、災害

時に必要な物資をインターネット通信販売で掲

載されている商品からみずから選んで、そし

て、その購入費については、被災者を支援しよ

うとする第三者が支払うという方法でありまし

て、支援物資が被災者ニーズに対応していない

のではないかという、これまでの課題を解消す

る一つの手法ではないかと考えております。県

といたしましては、このような取り組みも参考

にしながら、被災者への物資の供給体制につい

て検討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 これについても前向きな答

弁、ありがとうございます。あり余る支援物資
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をもてあます状況の発生を抑えるためにも、有

効な取り組みだと思います。十分検討していた

だきたいと思います。

次は、難病対策についてであります。

昨年９月議会において設置を要望したところ

でありますが、難病医療法では県の努力規定と

なっている難病対策地域協議会の設置に向けて

の検討状況について、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県ではこれま

で、保健所を中心としまして、医療や福祉分野

の関係機関や患者及びその家族により構成され

ます連絡会議やケース検討会、さらには、雇用

や年金の関係機関も含む相談会などを開催し

て、難病患者の療養生活の維持・向上などに取

り組んできたところでございます。また、平

成27年１月のいわゆる難病法施行後は、この連

絡会議などにおいて、法律制定の趣旨を踏まえ

まして、難病患者のさらなる支援のあり方につ

いて検討を行ってまいっております。お尋ねの

難病対策地域協議会の設置につきましては、今

後、国から示されます組織及び運営に関する方

針を踏まえまして、こうした既存の会議の活用

も含めて検討してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 答弁にあったように、組織及

び運営に関する詳細は、これから政省令で規定

される予定になっております。規定決定後は速

やかに検討していただきたいと思います。

引き続き福祉保健部長に伺います。本年１月

に施行された改正児童福祉法により、小児慢性

特定疾病がそれまでの514疾病から704疾病へ、

対象患者数が11万人から15万人に広がったとこ

ろでありますが、新制度では、子供の成長に合

わせた自立支援事業も創設されたと聞いており

ます。小児慢性特定疾病児童等自立支援事業と

いうものですが、その概要と、本県ではどのよ

うに取り組んでいるのか伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 小児慢性特定

疾病児童等自立支援事業は、都道府県や中核市

等が実施主体となり、長期にわたり療養を必要

とする児童等及びその家族の負担軽減や、児童

等の自立・成長の支援を目的に、地域の社会資

源を活用して、相談支援や相互交流支援などを

行うものでございます。県では、各保健所にお

きまして本事業を実施しており、家庭での療養

に関する相談対応や、患者同士の交流会、研修

会などを行っております。また、必要に応じ、

関係機関との連携を図りながら、一時預かり施

設への紹介なども行っているところでありま

す。

○新見昌安議員 これまで子供の難病の多く

は、全年齢で医療費助成がある指定難病ではな

いため、成人後の医療費負担が大きく患者にの

しかかるという問題があったわけですけれど

も、今回、改正児童福祉法と同時にできた難病

医療法によって306疾病に拡大された指定難病に

は、一部ですが、子供の難病も入っておりま

す。それにより、成人後の医療費負担が軽減さ

れることは、家族にとってもありがたい。加え

て、自立に向けての支援は、本人のみならず家

族にも安心感を与える。今後もしっかり取り組

んでいただきたい。よろしくお願いしておきま

す。

次は、高齢化の進展に伴う諸問題について、

何点か伺ってまいります。

まずは、認知症対策について３点伺います。

国は、認知症対策を国家的な課題として位置づ

け、総合的に進めるため、認知症施策推進総合

戦略、いわゆる新オレンジプランを策定し、施
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策を進めているところでありますが、そこに掲

げた７本柱の一つに「若年性認知症施策の強

化」というものがあります。そこで伺います

が、本県における若年性認知症の患者は何人ぐ

らいいるのか。また、同プランにおいては、若

年性認知症対策として全都道府県に相談窓口を

設置することとなっており、これについては早

目に設置すべきと考えますが、福祉保健部長に

見解を伺います。

○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、厚生労働省の推計では、人口10万人当た

りの若年性認知症患者数は47.6人とされており

まして、これを本県に当てはめてみますと、300

人程度と推計されます。相談窓口につきまして

は、現在、県内３カ所の認知症疾患医療センタ

ーや69カ所の地域包括支援センターが、若年性

を含む認知症全般の対応を行っておりますが、

若年性認知症については相談件数が少なく、ノ

ウハウの蓄積が難しい面もございますので、今

年度、関係職員の専門性を高めるための研修会

を行うこととしております。今後、これらの関

係機関と連携を図りながら、若年性認知症の方

やその家族に寄り添ったよりよい相談体制のあ

り方について、検討を進めていきたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 次に、認知症による徘回で行

方不明になり、保護された後も身元が判明しな

いケースが相次いでいると言われておりますけ

れども、そのような事態の発生をなくすための

体制強化は重要だと考えます。どのように取り

組んでいくのか、同じく福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県では、認

知症高齢者が行方不明になった場合に備えまし

て、市町村、警察、消防、交通機関などが連携

した「徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク」が県内

全域に設置されておりまして、行方不明者をで

きるだけ早く発見・保護する体制を整えている

ところであります。また、市町村間や県境を越

えた広域での体制につきましても、市町村・警

察署間の捜査協力の方法や、他県への情報提供

・協力要請の方法をルール化しているところで

あります。

今後、これらのネットワーク等を円滑に運営

するため、関係機関による合同研修会を開催す

るなど、なお一層の連携強化に努めてまいりた

いと考えておりますが、認知症高齢者に対しま

しては、まずは地域全体での見守りが大切であ

りますので、認知症を正しく理解し、認知症の

人やその家族を支える「認知症サポーター」の

拡大などにも努めてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 ところで、徘回ではないか、

認知症を患っているのではないかと疑われる高

齢者に接触する機会が比較的多いのは、市民・

県民の安心・安全のために日夜奮闘されている

警察官ではないかと思います。そのような状況

時、接する警察官が適切に対応できるようにし

ておくことが重要と考えますが、どのような対

策を講じていくのか、警察本部長に伺います。

○警察本部長（野口 泰君） 高齢化社会の到

来により、今後、認知症高齢者に係る行方不明

事案や身元不明の迷い人の保護、交通事故など

の増加が懸念されるところであります。このた

め、警察では、第一線で活動している警察官

が、認知症を正しく理解して適切な対応ができ

るよう、本年６月３日、警察本部において、

約100人の警察官が参加し、ロールプレーイング

式の実技を含めた「認知症サポーター養成講
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座」を開催しました。これを皮切りに、宮崎北

警察署、延岡警察署、日向警察署の３警察署で

同講座を開催しており、約300人が受講しており

ます。今後、そのほかの警察署にも広げたいと

考えております。

○新見昌安議員 認知症サポーターの現行の養

成目標は、平成29年度末で600万人だそうです

が、達成が目前に迫っており、新オレンジプラ

ンでは800万人に上積みするそうであります。警

察の取り組みもそれに貢献することになります

ので、よろしくお願いしておきます。

次は、介護従事者への支援について、福祉保

健部長に２点伺います。１点目ですが、少子高

齢化の進展で、高齢者を支える介護人材の確保

がますます厳しいものになると言われておりま

す。先ほど野﨑議員も取り上げておりました。

それは、処遇や給与の面で介護現場に人が集ま

らないこともありますが、離職が多いのも一因

です。離職率が高いということであります。そ

して、その離職率を押し上げている要因の一つ

が腰痛だと言われております。介護従事者には

腰痛を抱えている人が多い。まずは、本県の現

状について伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護従事者の

腰痛に限定した調査はございませんが、平成26

年度に公益財団法人介護労働安定センターが実

施しました「介護労働実態調査」によります

と、本県の介護従事者の約３割の方が、「腰痛

や体力に不安がある」と回答されております。

また、国がまとめました平成26年の「職業性疾

病の発生状況」によりますと、本県において、

腰痛が原因で労働災害の認定を受け、４日以上

休業した方は、全産業で32人でありましたが、

その半数の16人が社会福祉施設の従事者となっ

ております。

○新見昌安議員 やはり、腰にかなりの負担が

かかる仕事だということがわかりました。厚生

労働省は、「職場における腰痛予防対策指針」

を策定していますが、平成25年６月、同指針

を19年ぶりに改訂し、適用範囲を介護・看護作

業にまで広げ、対策を求めています。本県では

どのように取り組んでいるのか伺いたいと思い

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） やはり、腰痛

に不安を抱える介護職員は多いということで、

その予防対策を図ることは、職員の健康管理や

安全対策はもとより、離職の防止にも効果があ

るものと考えております。県では、従来から

「職場における腰痛予防対策指針」を踏まえま

した介護サービス事業所等の指導や、腰痛予防

対策の啓発を実施しているところであります。

また、今回の補正予算でお願いしております

「腰に優しい介護技術普及事業」においては、

新たに腰痛予防マニュアルの作成でありますと

か、県内を６ブロックに分け、理学療法士を講

師にした研修会の開催を計画しているところで

あります。今後とも、介護職員の腰痛予防に努

めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 神奈川県では、ロボットスー

ツを活用して職員の負担軽減を図る事業を、６

月から試験的に始めたようであります。サイバ

ーダイン社が開発したロボットスーツ「ＨＡＬ

介護用（腰タイプ）」というもので、100台導入

したそうであります。映画「ターミネーター」

の中で出てくる会社名と同じでびっくりしまし

たけれども。神奈川県では本年６月、「「人の

力のみで抱え上げない介護・看護」を推進しま

す」とうたった「神奈川らくらく介護宣言」な

るものを発表しておりますが、本県でも、ただ

いま答弁で述べられた事業を実効あるものにし
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ていただくよう要望しておきます。

最後に、教育に係る諸問題について、教育長

に伺ってまいります。

この６月、改正学校教育法が成立し、来年度

から小中一貫校が義務教育学校として制度化さ

れます。小学校６年、中学校３年の６・３制の

変更を可能にする法改正は、昭和22年の学校教

育法制定以来の大きな改革となるということで

あります。一貫校は、今までも特例として認め

られておりまして、現に本県においては18の公

立小中一貫校があり、成果を上げていると認識

しております。そこで、今回の法改正を受け、

改めて、本県における小中一貫教育に対する評

価と、今後の小中一貫校の設置に対する県の考

えを伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県の各市町村にお

かれましては、児童生徒数が減少する中にあり

ますが、よりよい教育環境を提供するため、地

域の実態に応じ小中一貫教育などを導入し、子

供たちの社会性の育成や学力向上に取り組まれ

ているところでございます。一貫教育の効果に

ついて、学校からは、「教員が、小中学校の垣

根を越え、小中両方の教育活動に触れることに

より、効果的な指導が行えるようになった」

「小中学校の交流において、中学生が小学生に

優しく教える、小学生が中学生への憧れを持つ

など、思いやりや社会性を育むことができた」

などの声があり、一貫教育の効果を評価いたし

ているところであります。県教育委員会といた

しましては、市町村に対し、小中一貫教育校に

関して、すぐれたカリキュラムの紹介や教員の

指導体制のあり方への助言、さらには、国から

のさまざまな情報の提供を行うなど、しっかり

と支援をしてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 小中一貫校は、中学進学時の

環境変化に対応できず、不登校やいじめがふえ

る、いわゆる「中１ギャップ」の緩和にも役立

つなど、多くの成果も認められております。さ

らにふえそうですけれども、一方で、いずれは

小中両方の教員免許保有が必要になってくる、

また、小中間の連携に向けた事務作業の増加と

いった問題も予想されます。実施主体は市町村

ですが、きめ細かな支援をお願いしておきたい

と思います。

次に、スクールソーシャルワーカーについて

も準備しておりましたが、先ほどの右松議員の

質問との重複を避け、１点伺いたいと思いま

す。教育相談充実のために配置しているスクー

ルソーシャルワーカー、スクールカウンセラー

などは、しっかりと連携をとりながら、子供を

取り巻く問題に対応する必要があると考えます

けれども、現状はどうなっているのか、教育長

に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 不登校や非行などの

対応に当たっては、学校や保護者だけではな

く、心理や福祉などの専門家が連携して、問題

の解決に当たることが重要であると考えており

ます。例をお話ししますが、不登校の解決に向

けて、心理の専門家であるスクールカウンセラ

ーが、専門性を生かして子供との面談を行って

いたら、どうもこれは家庭に原因があるという

ことが判明して、スクールカウンセラーからス

クールソーシャルワーカーにその情報をつない

で、福祉の専門家であるスクールソーシャルワ

ーカーが児童相談所や福祉事務所へ働きかけ、

関係機関が連携して家庭環境の改善を図り、不

登校の状況が改善された例の報告を受けており

ます。

また、法に触れるような問題を起こした生徒

に、家庭の状況をよく知っているスクールソー
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シャルワーカーが、警察ＯＢであるスクールサ

ポーターとともに対応した例もあり、学校と複

数の専門家が連携した細やかな支援が、子供た

ちの抱える課題の解決につながっていると考え

ております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。今後

も連携を緊密にとっていただくとともに、スク

ールソーシャルワーカーの増員については、先

ほどの答弁でもありましたけれども、引き続き

国に対して強く要望する努力を続けていってい

ただくようお願いいたします。

最後に、夜間中学に関して伺いたいと思いま

す。文部科学省は７月末、不登校などで中学の

授業を十分に受けられなかった人の学び直しの

場を確保するため、既に中学を卒業した場合で

も、夜間中学で受け入れられるよう、全国の都

道府県教育委員会に通知を出したと聞いており

ます。本県には公立の夜間中学はありません

が、同様の県も多数ある中で、文部科学省は未

設置県に少なくとも１校設置されるよう調査を

行っており、本県では昨年調査が行われたとい

うことも聞いております。そこで、その調査状

況と、夜間中学設置に関しての本県の基本的な

考えを伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 夜間中学校につきま

しては、昨年の９月に国が一斉調査を行いまし

たが、その際に、県教育委員会として、全ての

市町村を対象に、その設置について地域住民等

からニーズはないかなどの聞き取り調査を行っ

たところであります。その結果、調査時点で全

ての市町村で夜間中学校は未設置であり、設置

検討の予定もないとの回答でありました。しか

しながら、既に幾つかの市町村においては、義

務教育未修了者や不登校等により義務教育を十

分に受けられなかった方を対象に、基礎学力を

補充するような講座を実施しているという報告

もございました。県教育委員会といたしまして

は、現在、国においても夜間中学校の設置促進

等の議論がなされておりますことから、その動

向を注視しながら、市町村に情報提供を行うな

ど、適切な対応に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

今回は分量が多くて、時間内に終わるか心配

でしたが、何とか終わることができました。

以上で私の全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○中野 明副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時８分散会


