
12月２日（水）
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、河

野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○河野哲也議員

ざいます。久々の最終日での質問でございま

す。早速、知事にお伺いいたします。

初日の一般質問で、田口議員から、「エンジ

ン01文化戦略会議オープンカレッジinのべお

か」を紹介していただきました。私も、21、22

日の２日間参加いたしました。ウエルカムパー

ティーにおいては、小心者の私はずっと後ろの

ほうに控えていたんですけれども、いつの間に

か、右隣に堀江貴文さん、左隣にＩＰＳ細胞を

活用してミニ肝臓をつくられた再生医療研究の

若きエースと言われている武部貴則准教授、そ

して、元気いっぱいの宇佐市職員で「ＵＳＡ☆

宇佐からあげ合衆国」大統領の吉武さんが会話

に加わってきました。最初は、オープニングシ

ンポジウムの「寿命140歳時代の食べ方、生き

方」の続編のようなお話でしたので、私も懸命

にうなずきながら聞いていました。健康のた

め、エスカレーターから階段を使うよう誘導す

るデザインの作成など、広告医学という分野の

お話が大変新鮮でありました。途中から、ゲノ

ムのお話、人工知能のお話になってきましたの

で、会話が私の頭の上を飛び始めました。私

は、ひたすらその後は、延岡三蔵の、ひでじビ

ール、佐藤酒造の亮天、そして千徳大吟醸をお

持ちし、ホスト役に徹しました。もちろん、宮

崎牛、宮崎キャビアも食していただきました。

今回、エネルギッシュなお三方のそばにいて、

エンジン01の意味がわかった次第です。そこで

まず知事に、「エンジン01文化戦略会議オープ

ンカレッジinのべおか」に参加された感想をお

伺いします。

延岡はその後もお祝い続きでございまし

て、24日には、五ヶ瀬川畳堤が平成27年土木学

会選奨土木遺産の認定を受け、そのお祝いの式

典がありました。土木遺産認定の理由は、畳堤

は、岐阜県長良川、兵庫県揖保川と五ヶ瀬川に

のみ現存する構造物で、特に五ヶ瀬川に設置さ

れた畳堤は、大正末期から昭和初期（1920年ご

ろから1934年）に設置されたもので、我が国最

古のものであるからとしてありました。また、

知事を表敬されたと記憶していますが、「五ヶ

瀬川の畳堤を守る会」の皆さんは、平成26年度

水防功労者国土交通大臣表彰を受賞されていま

す。知事は９月議会で、「本県のさまざまな特

性や資源に光を当てていくこと、それを積極的

に県外にも発信していくことは大変重要であ

る。その過程において県民の郷土愛が醸成され

るということ、そして地域が元気になることは

大変重要である」と答弁されています。五ヶ瀬

川畳堤のように、それらを守り支える人々に光

を当て、「日本のひなた宮崎県」のコンセプト

にある、ゆったりした時間、人柄、豊かさ、希

望と活力を共有すべきではないでしょうか。そ

こで、ひなたプロモーションの中で、こうした

地域住民の取り組みとともに、県内のさまざま

な魅力を広くＰＲすべきだと思いますが、知事

のお考えをお伺いします。

以上、壇上での質問は終わり、後は質問者席

で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

平成27年12月2日(水）
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まず、エンジン01についてであります。エン

ジン01は、文化、芸術、政治、経済、スポー

ツ、さまざまな分野の文化人、著名な方々約100

人が延岡に集結して開催されたところでありま

すが、私は、こうした方々にできるだけ多くお

会いして、歓迎と感謝の思いをお伝えしたいと

いう思いで、時間の許す限り参加をしたところ

であります。初日はオープニングコンサートと

ウエルカムパーティー、また２日目のオープン

カレッジは、４こま中２こま参加をいたしまし

た。途中、ダンロップフェニックストーナメン

トの表彰で宮崎市に戻ったわけでありますが、

もう一度延岡に戻りまして、講師陣を囲んで語

り合う「夜楽」、これも北浦のほうの２店舗に

参加したところでありますし、その後、講師陣

だけが参加する２次会、３次会にも顔を出した

ところであります。結局、延岡には２泊して

どっぷりエンジン01を堪能したところでありま

す。

感想としまして３点ほどございますが、今回

のエンジン01、テーマが「たべる、のべる、の

べおか」でありました。食がテーマということ

でありますので、延岡を中心とした宮崎の食の

魅力をしっかりとアピールしたわけであります

が、これだけの皆さんが参加されるということ

で、事務局と相談をして、ウエルカムパーティ

ーには、県のほうから宮崎牛や「宮崎キャビ

ア1983」を提供したところでありますが、こう

した食材も含めて、宮崎の食に対する高い評価

をいただいたということと、こういう講師の皆

様は、ＳＮＳ等で大変高い発進力を持っておら

れます。ブログやフェイスブックなどで食に対

する評価というものを全国に向けて発信してい

ただいて、大変ありがたかったと思っておりま

す。

２点目でありますが、こうした講師の皆さん

が大変評価をされたのが、食と並んで、延岡の

おもてなしでありました。特に感激しておられ

たのは、最初、ホテルの部屋に入ったときに、

講師の方の似顔絵を地元の子供たちが描いて歓

迎のメッセージが添えられていたということで

あります。そういうことも含めて大変細やかな

対応というものを高く評価いただいた。お接待

の精神というものをしっかりアピールすること

ができたのではないかと思います。

３点目でありますが、このエンジン01は、さ

まざまな分野の方が集まることにより、学び合

い、高め合い、そして、そこで新しい文化を発

信していこうという志のもとに行われるわけで

ありますが、それはあたかも、高速道路が開通

して多くの人や物が集うようになった延岡とシ

ンクロするものがありまして、まさにこういう

タイミングで延岡で開催された、それを象徴す

る記念碑的なイベントになったのではないかと

思っております。準備から本番から大変だった

と思いますが、実行委員会の皆様を初め、対応

された皆様に心から敬意を表し、また、今回の

エンジン01にとどまることなく、02、03という

ことも、今後の展開も検討されているというこ

とでありまして、さまざまな広がりを期待して

いるところであります。

次に、ひなたプロモーションについてであり

ます。御紹介のありました延岡市の畳堤の例を

初め、県内では、多くの皆さんが、歴史的建造

物や自然・文化等の地域資源の保護や活用に取

り組まれているところでありまして、大変心強

く感じております。畳堤につきましては、御指

摘ありましたように、昭和初期につくられた現

存する国内最古のものであり、地域の大切な財

産であると考えております。防災では、安政南
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海地震に際しての濱口梧陵さんの「稲むらの

火」が大変有名でありますが、これは身近な畳

を活用して防災の仕組みづくりを行う、まさに

地域の知恵であり、それを長年にわたり熱心に

保存してこられたすばらしい取り組みであろう

かと考えております。「日本のひなた」として

の本県の魅力は、ひなたの恵みで育った豊かな

農産物や歴史・文化のみならず、こうした地域

で暮らす人々が、温かく愛情を注いで長い時間

をかけて守ってきた取り組みも含めたものであ

ると考えております。私としましても、地域の

皆さんと一緒になりまして、宮崎の魅力をさら

に磨き上げ、市町村や関係団体等とも連携を図

りながら、積極的にＰＲしてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

どうか知事のトップＰＲをよ○河野哲也議員

ろしくお願いします。夕刊デイリーに、堀江さ

んが、「延岡に来ないとできないことがある。

この講座をヒントにまずは第一歩を踏み出して

ほしい」と総括されたとありました。まさに、

堀江さんを初めとするエンジン01のメンバー

に、そのエンジン始動の役目を担っていただい

たと実感しています。

次に行かせていただきます。県土保全でござ

います。

九州では初めて、大分県が国土強靱化地域計

画を11月に発表いたしました。本県の強靭化地

域計画については、我が会派の新見議員が６月

の議会質問で進捗状況を確認した際、「本県で

は、自然災害等に対し、地域防災計画や南海ト

ラフ巨大地震に関する減災計画を策定している

ので、これらの既存の計画との整合性を図りな

がら、本県版の国土強靭化地域計画のあり方に

ついて検討する」との答弁でございましたが、

知事に、国土強靱化地域計画策定の基本的な考

え方と今後の予定についてお伺いいたします。

平成25年12月に国土強○知事（河野俊嗣君）

靭化基本法が制定されまして、この法律に基づ

いて、国において国土強靭化基本計画が策定さ

れたところでありまして、いかなる災害等が発

生しようとも、人命の保護、国家及び社会の重

要な機能の維持、公共施設等の被害の最小化、

迅速な復興が図られることを基本目標としてい

るところであります。本県におきましても、国

の基本計画との調和を図りながら、甚大な被害

が想定されます南海トラフ巨大地震を主な想定

リスクに設定しまして、国土強靭化地域計画を

策定することとしております。計画の策定に当

たりましては、住宅や保健・医療、交通・物

流、情報通信など、幅広い分野における検討が

必要でありますことから、現在、全庁的に作業

を進めているところであります。平成28年度中

の策定を目指してまいりたいと考えておりま

す。

脆弱性の評価を通して、対応○河野哲也議員

できること、対応できないことを明確にしてい

くと聞いていますので、よろしくお願いしたい

と思います。お隣の鹿児島県も熊本県も、県庁

ホームページで策定の動きを報告しています。

ぜひ、県民に進捗状況を報告していただきたい

と思います。

関連した事業を県土整備部長に何点かお伺い

します。まずは、海岸侵食問題です。昨日のサ

ンマリーナ宮崎しゅんせつ問題でもあったよう

に、海岸侵食によりさまざまな課題が浮き彫り

になっています。根本的な解決を求めますが、

ことし３月に日向灘沿岸海岸保全基本計画が変

更されました。その主な内容についてお伺いい

たします。

平成15年に策○県土整備部長（図師雄一君）
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定いたしました日向灘沿岸海岸保全基本計画に

つきましては、海岸の防護、環境の保全、利用

の促進などの調和が図られますよう、総合的な

海岸の保全の考え方を示した上で、高潮などに

よる災害や侵食に対する海岸保全施設の整備が

必要な箇所や整備概要を定めたものでありま

す。今回の変更につきましては、平成23年３月

の東日本大震災による甚大な津波被害を踏ま

え、日向灘沿岸の津波対策を推進するために

行ったものであり、その変更の主な内容は、平

成26年３月に公表しました、数十年から百数十

年に一度程度起こり得るような津波、いわゆる

レベル１津波に対する要対策箇所について、海

岸保全施設の必要な堤防高や整備延長などを新

たに計画に位置づけるものであります。

計画には、地域住民との合意○河野哲也議員

形成を図りつつ事業を実施していくとありまし

た。今まで何度も延岡市の長浜と方財の両海岸

の侵食問題が議論されてきました。今回の改訂

版においても、長浜と方財の両海岸は、レベル

１津波の対策の必要な区域とはなりませんでし

たが、白砂青松の海岸を呈する地域として、侵

食と津波に配慮が必要となっています。これま

で、この地域は比較的安定しているとの答弁が

繰り返されてきています。しかし、地元の方々

は、方財・長浜海岸の侵食は進んでいると言わ

れています。私が調査した範囲で言えること

は、浜崖が多く見られ、そぎ落とされたハマボ

ウの根がごみになっていました。設置されてい

る構造物は浜の侵食で変化しています。砂が目

に見えて動いています。前回の太田議員の質問

から１年半たっていますが、県のこれまでの対

応と今後の取り組みをお伺いいたします。

方財及び長浜○県土整備部長（図師雄一君）

海岸につきましては、平成16年の台風16号や平

成17年の台風14号により、著しく侵食を受けた

ことから、平成19年度より継続して、延岡新港

のしゅんせつ土砂をこの両海岸に搬入し、養浜

を行っているところであります。これまでの汀

線測量や写真による定点観測から、この両海岸

は、季節的に変動はあるものの、現在のところ

比較的安定している状況にあり、しゅんせつ土

砂による養浜の効果が出ているものと考えてお

りますので、引き続き、この養浜を実施しなが

ら、定期的な測量や調査を行い、海岸の状況を

把握していくこととしております。今後とも、

国や関係機関などと十分連携を図り、方財及び

長浜海岸の保全に努めてまいりたいと考えてお

ります。

残念ですけど、部長の答弁は○河野哲也議員

今までと全く変わらない。地元では、養浜の手

法に課題があるんじゃないかという指摘があり

ます。他県では砕石の投入で浜が戻っていると

いう報告もございます。安定して見えるとお答

えされましたが、いつの浜を基準にしているの

でしょうか。県は１年に１回の調査でございま

す。地元の方々は毎日浜の変化を見ています。

もとの浜の姿に戻したいと願う地元の方々との

感覚に相当のずれがあると感じます。確かに優

先順位がありますが、どうか不断の調査をお願

いいたします。

次に、土砂災害対策です。昨日、土砂災害全

般について議論されました。私は、以前、避難

所に指定されている延岡市の名水小学校を調査

し、学校に隣接している急傾斜地の崩落防止の

工法についてただしました。もし、豪雨災害等

が本県を襲ったとき、大規模な土砂災害に見舞

われないようさまざまな整備を予防的に進めな

ければならないと考えます。そこで、まずは、

土砂災害警戒区域等にある学校の状況について
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お伺いいたします。

土砂災害警戒○県土整備部長（図師雄一君）

区域、いわゆるイエローゾーン内に建物が存在

する学校につきましては、平成27年11月末現在

で62校でありまして、その内訳は、小学校が45

校、中学校が16校、高等学校が１校でありま

す。また、このうち、土砂災害特別警戒区域、

いわゆるレッドゾーン内に建物が存在する学校

は17校であり、その内訳は、小学校が10校、中

学校が６校、高等学校が１校であります。

どれだけの緊急性があるかと○河野哲也議員

いうことで、土砂災害特別警戒区域内にある学

校を調査いたしました。県内、土石流危険渓流

が804カ所ございますが、その渓流の一つが学校

のそばを流れていました。傾斜地は体育館東側

に位置し、避難には直接影響しないように見え

ましたが、調べてみると、指定避難施設になっ

ています。その条件の中で、土砂災害を考慮

し、より安全な理科棟等の２階以上の教室へと

条件がついていました。災害履歴のある箇所や

災害時要援護者施設、避難所がある箇所などに

ついて、土砂災害警戒区域等の指定の状況など

も総合的に判断して、積極的に整備に取り組ん

でいくべきだと考えます。特に、土砂災害警戒

区域等にある学校のハード対策についてお伺い

いたします。

県では、砂防○県土整備部長（図師雄一君）

事業や急傾斜地崩壊対策事業などのハード対策

につきましては、災害履歴のある箇所や、幼稚

園、老人福祉施設などの要配慮者利用施設のあ

る箇所、市町村の地域防災計画に位置づけられ

ている避難路や避難場所がある箇所について、

重点的に整備を進めているところであります。

土砂災害警戒区域などにある学校につきまして

は、避難場所としての指定状況を勘案しなが

ら、ハード対策を進めているところでありまし

て、現在、12校において事業が完了し、５校に

おいて事業中であります。また、ハード対策に

は膨大な費用と時間を要しますことから、土砂

災害防止教室などの啓発活動にも積極的に取り

組んでいるところであります。県といたしまし

ては、今後とも、関係機関と連携を図りなが

ら、ハード・ソフト一体となった土砂災害防止

対策を推進してまいります。

学校は、大概が指定の避難場○河野哲也議員

所になっています。早急な整備をよろしくお願

いしたいと思います。

いざ、災害が起こったときに重要な役割を担

うのは建設業関係者です。台風災害、豪雨災害

のみならず、本県は、口蹄疫、鳥インフルエン

ザのときも、イの一番に駆けつけ、技術者や作

業員がどれほど復旧・復興に尽力していただい

たかは御案内のとおりでございます。この建設

業界が今、厳しい状況にあります。建設投資の

減少等を背景として、大規模な災害に遭ったと

き、ある程度の業者数が必要となるにもかかわ

らず、平時のときは、県の今の予算規模に過剰

気味の業者数になっています。どんなにすばら

しい強靭化計画が策定されても、このような状

況では絵に描いた餅となります。まず、このよ

うな建設業の現状を県はどう認識しているの

か、お伺いいたします。

建設業は、社○県土整備部長（図師雄一君）

会資本の整備や維持管理の担い手であり、地域

経済や雇用を支えるとともに、災害時にはいち

早く現場に駆けつけ、被害の拡大防止や応急的

な復旧を行っていただくなど、地域の最前線で

守り手となる大変重要な産業であります。しか

しながら、長引く景気の低迷などにより、官民

を合わせた建設投資額が全国的に減少する中
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で、本県においても、平成５年度のピーク時か

らほぼ半減しております。また、このような状

況などを背景といたしまして、若年入職者の減

少や建設技術者・技能者の高齢化といったさま

ざまな構造的な問題も生じ、建設業を取り巻く

経営環境は大変厳しい状況にあると認識してお

ります。

その認識のもと、地域の防災○河野哲也議員

・減災を担う建設業の育成に向けた県の取り組

みについてお伺いいたします。

県におきまし○県土整備部長（図師雄一君）

ては、建設業の育成のため、県工事の県内業者

への優先発注などに取り組みますとともに、経

営相談や金融支援など、きめ細やかな支援を

行っているところであります。また、入札制度

においても、災害対応力強化の観点から、指名

競争入札を制度化するほか、地域の建設業が受

注しやすい環境づくりにも努めております。さ

らに、昨年６月の改正品確法の趣旨などにもあ

りますように、公共工事の品質確保に合わせ、

その担い手の中長期的な育成・確保を図るた

め、県発注工事の設計労務単価の引き上げなど

による適正な予定価格の設定や、工事の種類に

応じた適切な工期の設定などにも取り組んでき

たところであります。今後とも、社会資本の整

備や防災・減災を担い、地域の経済と雇用に貢

献する建設業の育成にしっかりと取り組んでま

いります。

この年末、年を越せるかと戦○河野哲也議員

々恐々としているという実態をしっかりと受け

とめていただきたいということ。それと、今の

御答弁は、しっかり強靭化計画に反映していた

だきたいというふうに要望しておきます。

医療福祉行政についてであります。

日本では、年間13万人以上が胃がんに罹患

し、平成25年人口動態統計によると、4.8万人以

上が死亡しています。また悪性腫瘍のうち、胃

がんは罹患の第１位、死亡の第２位です。近

年、胃がんの年齢調整罹患率及び年齢調整死亡

率は減少傾向を見せていますが、胃がんは日本

人にとって重大な問題です。本県、胃がん撲滅

のための対策について、まずは何件か福祉保健

部長にお伺いします。本県の胃がんによる死亡

者の推移についてお伺いいたします。

本県の胃がん○福祉保健部長（桑山秀彦君）

による死亡者数は、平成26年で男性213名、女

性160名の計373名となっております。これを20

年前の平成７年と比較しますと、男女合計で64

名、約15％の減少となっておりまして、この

間、年によって増減ありますけれども、男女と

も減少傾向で推移しております。なお、一般

に、高齢化が進むほど、がんにかかり、死亡す

ることが多くなりますことから、そうした高齢

化の影響を除いた年齢調整死亡率で見てみます

と、この20年間で男女ともに半減しておりま

す。

今、減少しているという報告○河野哲也議員

でございましたが、あくまでも胃がんの撲滅と

いうことで議論をさせていただきたいと思いま

す。

胃がんの早期発見に係る対策として、昭和57

年度から胃がん検診が開始されました。国は、

平成10年度から市区町村が実施する検診に係る

指針において、40歳以上の者を対象に、年１回

の問診及び胃部エックス線検査による胃がん検

診を位置づけてきました。平成27年の厚生労働

省の調査によると、胃がん検診は99.8％の市区

町村で実施されています。本県においても、胃

がん検診の受診率も、男性においては、平成22

年度34.7％から平成25年度には45.2％へ、女性
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については、平成22年度27.5％から平成25年

度33.6％と、確実に受診率が上がっています。

死亡率減少効果を示す相応のエビデンスも示さ

れ、確実に死亡率の減少にもつながっていま

す。平成25年度までは胃がんのリスク要因とし

ては、主に高塩食品の摂取や喫煙等のライフス

タイルのかかわりが大きいと考えられ、対策が

打たれました。平成25年２月には、慢性胃炎に

対するヘリコバクター・ピロリ菌除菌が保険適

用されることとなりました。そこで、ピロリ菌

の除菌については保険適用の拡大がなされまし

たが、ピロリ菌の除菌が胃がんの予防につな

がっているか、県の見解をお伺いいたします。

ピロリ菌除菌○福祉保健部長（桑山秀彦君）

関係でございますが、これについては、平成21

年３月の全国学会のガイドラインにおきまし

て、胃がんや胃潰瘍などの予防効果が期待され

ることから、強く勧められると記載されており

ます。そして、これらを根拠に、御質問にもあ

りました平成23年９月には、まず、胃潰瘍など

に対するピロリ菌の除菌が保険適用され、また

平成25年２月には、ピロリ菌感染による胃炎に

対する除菌が保険適用となっております。これ

らのことから、県といたしましても、ピロリ菌

の除菌が胃がんの予防につながることを期待し

ているところでございます。

国は不思議なことに、今、答○河野哲也議員

弁がありましたように、胃がんの原因をヘリコ

バクター・ピロリ菌と認める報告はあるんです

けど、ＡＢＣ検診、ペプシノゲン・ピロリ菌同

時測定法については、現時点では、死亡率減少

効果を示すエビデンスがないため、さらなる検

証が必要であると。つまり、保険適用を先にし

て検査方法を認めないというのでしょうか、エ

ビデンスが少ないと。現在の対策型胃がん検診

は、先ほど言いました胃部エックス線検査、い

わゆるバリウム検査とされていますが、この検

査は、まれにバリウム誤嚥、排便遅延、バリウ

ムによる便秘・腸閉塞等の偶発症があるとされ

ています。これは受診率の向上のネックになっ

ていないでしょうか。より受診率を上げるので

あれば、受診者に負担の少ないＡＢＣ検診を選

択できるようにできないでしょうか。宮崎市は

２年前から、胃がんのリスクの層別化による検

診、いわゆるＡＢＣ検診を導入しています。Ａ

ＢＣ検診を全県下で導入すべきだと思います

が、県のお考えをお聞きします。

お尋ねのＡＢ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

Ｃ検診につきましては、ピロリ菌感染の有無を

調べる検査と胃炎の有無を調べる検査、この２

つを組み合わせまして、胃がんのリスクを低い

ほうから順に、Ａ群、Ｂ群などと分類するもの

であります。この検診方法について、ことしの

９月の国の「がん検診のあり方に関する検討

会」の中間報告では、御質問にもありましたエ

ビデンスが少ないといったことで、死亡率減少

効果の根拠が十分ではないことから、がん検診

における位置づけについて、引き続き検証を

行っていく必要があるとされたところでありま

す。このため、県といたしましては、ＡＢＣ検

診の県内市町村への推奨につきましては、今後

の国の動向を注視してまいりたいと考えており

ます。

私も、９月に発表されたがん○河野哲也議員

検診のあり方に関する検討会の中間報告を読み

ました。今回の報告で注目する点は、胃内視鏡

検査が対策型検診へと提言されたことでござい

ます。ただ、検査を実施する医師や医療機関の

確保等、本県にとってはハードルが高いのでは

ないかと考えます。一方、今、答弁にあったよ
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うに、ＡＢＣ検診は、死亡率減少効果のエビデ

ンスが十分でないとしながら、リスクに応じた

検診の提供により、検診対象者の絞り込みにお

いて有用な方法となり得るとの可能性は示唆し

ております。だとしたら、対象数のエビデンス

を高める上でも率先した導入をお願いできない

でしょうか。医師の確保等、検診の供給体制が

不十分な宮崎においては、効果的な検診ではな

いかと考えます。検診の受診率向上や禁煙の推

進等、健康立県確立のためにも胃がん撲滅を大

きく進めていただきたいと考えますが、知事

に、胃がんを含むがん対策について県はどのよ

うに取り組むおつもりか、お考えをお伺いいた

します。

我が国では、高齢化に○知事（河野俊嗣君）

伴いまして、がんが日本人の死因の第１位と

なっているわけでありまして、また、生涯のう

ち、約２人に１人がかかると推計されておりま

すことから、胃がんを含むがん対策に取り組む

ことは大変重要であると認識しております。

今、議員の御質問を伺いながら、私の身の回り

でも祖父母、義父ががんでなくなっておりま

す。その苦しむ姿というのを思い出しながら、

一人でもそういうがんというものを防いでいか

なくてはならない、そのような思いを新たにし

たところであります。現在、県では、市町村や

団体、企業等から構成します宮崎県健康長寿社

会づくり推進会議を設立しまして、「健康寿命

男女とも日本一」の目標を掲げまして、さま

ざまな施策に取り組んでいるところでありま

す。その中で、生活習慣の改善などによるがん

の予防や、がん検診の受診率向上による早期発

見の取り組みなど、がん対策につきましても、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

若年齢でのピロリ菌除菌がか○河野哲也議員

なえば、胃がんを100％抑えられると言われてい

ます。乳がん検診のように、ピロリ菌検査のた

めのクーポン券発行等、インセンティブを与え

る思い切った施策を望みます。

続きまして、新生児里親委託について福祉保

健部長にお伺いいたします。これは、前回、清

山議員、岩切議員が乳幼児の里親委託について

言及されました。私は、今の宮崎の家庭的養護

のあり方からすると大変ハードルの高い提案に

なると思いますが、あえてさせていただきま

す。

宮崎県の平成26年の人工死産率、出産数1,000

に対する件数は18.1で、５年ぶりに全国最悪は

脱したものの、ワースト３位という高い状況が

続いています。また、全国では、平成25年度、

児童虐待による死亡が確認された子供は69人、

無理心中以外の36人のうち、ゼロ歳児が４割強

を占めました。宮崎でも昨年、５カ月の子が虐

待され死亡したことは記憶に新しいところでご

ざいます。こうした新生児の虐待死が絶えない

中、愛知県の児童相談所が30年以上前から取り

組んでいる、いわゆる愛知式新生児の里親委託

について、名古屋市の愛知県中央児童・障害者

相談センターを訪問し、関係者と意見交換をし

ました。「生まれてくる子供にとって何が最善

か。それは家庭の中で愛情を受けて育つこと

だ」。これは、新生児里親委託の基礎をつくら

れた元児童福祉司の矢満田さんのお言葉であり

ます。この精神が根底に流れている新生児里親

委託とは、特別養子縁組を前提として、新生児

（生後４週間に満たない乳児）の里親委託を行

うものです。生みの親がさまざまな理由から手

放した赤ちゃんを、乳児院などの施設に預け

ず、出産直後に病院から直接、里親が引き取っ
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て育てることが最大の特徴であります。児童相

談所は、生みの親が妊娠中から相談に応じ、安

心して出産できるよう支援する。同時に、里親

候補も決める。出産前、出産後に双方の意思を

確認することでスムーズな縁組を進めてきた

と、お話しされていました。里親といっても、

戸籍上も親子になる特別養子縁組が前提なの

で、里親の喜びは大きいと言われています。昭

和57年から平成26年末までの33年間に183人の新

生児里親委託をしています。この取り組みは、

厚労省の里親委託ガイドラインにも紹介されて

います。そこで、愛知県で行われており、いわ

ゆる「愛知方式」と言われている新生児の里親

委託についてどう認識しているか、お伺いいた

します。

いわゆる愛知○福祉保健部長（桑山秀彦君）

方式につきましては、特別養子縁組を前提とす

る新生児の里親委託でありますけれども、予期

しない妊娠などによりまして、生まれてくる子

供を育てることができない母親が安心して出産

を迎えられることや、子供が生まれたその日か

ら自然に新たな親子関係を育むことができるな

ど、大きな利点を持つ取り組みであると認識し

ております。その一方で、実施に当たりまして

は、妊娠期からの調整を行う必要があるため、

医療機関の協力が不可欠であること、また、生

まれてくる子供に病気や障がいがあった場合で

も受け入れる里親側の理解が必要であること、

また、出産した母親が意思を翻した場合には委

託ができなくなることなど、調整等を必要とす

るさまざまな課題もあるところでございます。

確かに、里親に課せられる条○河野哲也議員

件は大変厳しいです。答弁のとおりでございま

す。しかし、対応していただいたセンターの方

によれば、今まで新生児里親委託を進める中

で、妊娠・出産した女性が赤ちゃんを育てられ

ない自責の念から解放される、赤ちゃんは出生

直後から家庭の愛情を受けることができる、里

親は不妊治療の苦しみから脱却できる等、実

母、里親の声を数多く受けとめていますとのこ

とでございました。愛知方式の新生児里親委託

について、本県でも推進していく考えはない

か、お伺いいたします。

愛知方式の推○福祉保健部長（桑山秀彦君）

進につきましては、ただいま申し上げましたよ

うに、大きな利点がある一方で、実施に当たっ

てはさまざまな課題があるところでありまし

て、直ちに導入ということはなかなか難しいも

のと考えております。県におきましては、本年

度策定いたしました家庭的養護推進計画の中

で、愛着関係の形成に大変重要な乳幼児期の里

親委託に積極的に取り組むこととしておりま

す。今後、この取り組みの中で経験やノウハウ

を積み重ねることによりまして、将来的には、

より早期の取り組みである新生児の里親委託に

ついても検討してまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。繰り○河野哲也議員

返しますが、「生まれてくる子供にとって何が

最善か。それは家庭の中で愛情を受けて育つこ

とだ」、これが最優先であります。質問の最初

に申し述べましたが、児童虐待のうち、子供が

生まれて間もなく死に至るケースが激増してい

ます。こうした事態を防ぐためにも、予期せぬ

妊娠、望まない妊娠をした女性へのきめ細やか

なサポートが必要であり、そうした支援の一環

としても、この新生児里親委託の取り組みは重

要ではないかと考えます。緒についたばかりの

宮崎県家庭的養護の推進でございますが、今後

の検討に期待をいたします。
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続いて、ひきこもり対策でございます。近

年、ひきこもりの高年齢化が進んでいます。

「全国引きこもりＫＨＪ親の会」の調べによる

と、ひきこもりを始める年齢は横ばい傾向にあ

るものの、平均年齢は上昇傾向にあります。最

近では、一旦社会に出てから挫折したことでひ

きこもり状態になる人がふえ、高年齢化に拍車

をかけているとしています。県では、昨年７月

より、精神保健福祉センター内にひきこもり地

域支援センターを設置し、「わかば」内のひき

こもり相談センターから引き継いだ相談者など

からの電話相談、来所による面接相談と対応し

ていただいていますが、設置後１年を経過いた

しました。ひきこもり地域センター等における

相談の対応実績についてお伺いいたします。

昨年７月に設○福祉保健部長（桑山秀彦君）

置いたしましたひきこもり地域支援センターな

どにおきます、ことし９月末までの対応実績

は、延べ件数で申し上げますと、電話による相

談が1,109件、メールによる相談が80件、来所に

よる面接相談が235件となっております。また、

御家族からの要望など、状況に応じまして、直

接家庭を訪問して相談対応を行っております。

その実績は、延べ13件となっております。

アウトリーチの実績を積み重○河野哲也議員

ねていただきたいと考えます。

ことし４月に施行された生活困窮者自立支援

法では、その目的について、生活保護に至る前

の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困

窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確

保給付金の支給その他の支援を行うための所要

の措置を講じるとしています。県として、相談

対応のほか、どのような支援を行っているの

か、お伺いいたします。

県では、電話○福祉保健部長（桑山秀彦君）

等による相談対応のほか、ひきこもりの問題を

抱える家族への支援といたしまして、ひきこも

りの基本的な理解を深める講義と、家族同士の

分かち合いのためのグループワークから成りま

す家族教室を、昨年度は、宮崎、延岡におきま

して計８回開催したところであります。また、

家族向け研修会を家族会に委託して開催してお

りまして、昨年度は、専門家による講演や支援

団体による個別相談などを、計７回開催したと

ころであります。さらに、延岡地区におきまし

ては、月１回、御家族や支援者が自由に集まっ

て、お互いに語り合い、支え合うための集いを

開催するなど、各種の支援に努めているところ

でございます。

今の答弁の取り組み、今後の○河野哲也議員

検証をぜひお願いしたいと思います。全国の自

治体では、ひきこもり・不就労者の地域での実

態調査、それから、社会復帰する前段階で地域

住民とともに地元に貢献できるような仕組みや

施設をつくり、就労応援につながっているとこ

ろがあります。支援の強化を提案いたします。

教育行政について、教育長にお伺いいたしま

す。

昨年、11月20日、下村前文科大臣は、2016年

度全面改訂、2020年度本格実施される予定の学

習指導要領について、中央教育審議会に諮問い

たしました。初等中等教育について諮問された

内容を見ていくと、大きく２つの注目する点が

ありました。１つ目は、小・中・高校における

英語教育の充実です。これは前回議論させてい

ただきました。２つ目に、子供が課題に対して

主体的に学ぶアクティブ・ラーニングの充実の

提案でございます。文部科学省では、アクティ

ブ・ラーニングを以下のように定義づけていま

す。「教員による一方向的な講義形式の教育と
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は異なり、学修者の能動的な学修への参加を取

り入れた教授・学習法の総称」とあります。も

ともと、アクティブ・ラーニングというのは、

大学教育の喫緊の課題になっている概念でござ

います。それを初等中等教育に位置づけようと

しているわけです。玉川大学教職大学院の谷教

授によると、授業法が示されていない現場に混

乱が見られるとして、「１時間にたった１問、

「自力解決」や「練り上げ」と称してだらだら

話し合わせていても力はつかない。単に子供中

心にするのではない。ましてや、わからないと

ころをお尋ねして教えてもらうような学び合い

でもない」としております。そこで、次期学習

指導要領でアクティブ・ラーニングの重要性が

検討されていますが、小・中・高校での実施に

関してどう認識し、今後どのように対応しよう

としていくか、お伺いいたします。

なぜアクティブ・ラ○教育長（飛田 洋君）

ーニングか。人類は今、これまでの知見ではな

かなか生き抜いていけない時代を迎えている。

解のないところに解を見出して新しい価値を創

造していく、そんな力が求められていると思っ

ております。一層複雑化する社会的課題等に対

応できるためには、課題の本質を的確に捉える

力や、誰もが納得する、これまでにない新しい

提案を行うことができる力を育成することが必

要であると考えております。そのような力を身

につけるために、主体的に周囲と協働しながら

の学び、いわゆるアクティブ・ラーニングの学

びが有効な手法の一つであると認識いたしてお

ります。

一方で、学ぶ上で不易とも言えるような知識

・技能の習得、例えば、掛け算九九をきちんと

使えるようにするとか、英語の単語をきちんと

覚えるとか、そういうことを全ての児童生徒に

徹底する、基礎・基本を徹底して鍛え、教え込

むという指導も重要であります。全てをアク

ティブ・ラーニングにするというわけではなく

て、基礎・基本の確立、アクティブ・ラーニン

グ、そのどちらの学びの要素も生かしながら、

子供たちの指導に当たることが大切であると考

えております。今後とも、児童生徒へ質の高い

学び、知識を吸収して知恵とすることができる

ような学びを提供できるよう、さまざまな取り

組みを推進してまいりたいと考えております。

今、教育長の答弁にありまし○河野哲也議員

たが、下村前大臣が昨年の５月、教育再生会議

において提示されたデータ資料、「2020年 教

育再生を通じた日本再生の実現に向けて」を改

めて見直しました。今、向き合わなければなら

ない我が国の状況として、１、日本の労働人口

はあと50年で半減する、２、一人一人の労働生

産性はＧ７の中で最下位である、３、つまり、1

人当たりのＧＤＰは今後どんどん減っていく、

４、さらに、今後20年以内に今の仕事の半分が

自動化される可能性がある、５、平成23年に小

学校に入学した子供の65％は、大学卒業時に今

は存在していない仕事につく可能性がある、な

ど示されています。ここにアクティブ・ラーニ

ングの必要性がある。教育長もそういう答弁だ

と思いますが、これから先、子供たちが幸福に

生きていけるか考えたときに、暗たんたる思い

になります。しかし、だからこそ、教育の役割

は極めて大きいと考えます。答弁にありました

けど、確かに基礎・基本の確立の学び、大変重

要です。「「学力」の経済学」の著者、中室牧

子先生は、非認知能力の中でも、自制心とやり

抜く力が生き抜く上で重要だとしています。特

に自制心は、継続と反復と言われています。ア

クティブ・ラーニングの学びとともに、ぜひ生
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きる力を育む宮崎の教育を確立していただきた

いと思います。

延岡市では、今年度、全小中学校で土曜授業

を実施しています。試行錯誤しながらの試みの

ようですが、例えば岡富中は、外部講師を招

き、キャリア教育に関する授業として、生活設

計・マネープランゲーム、銀行の仕組みを計３

時間、３年生全４クラスで実施したと報告があ

りました。生徒たちにとっては、人生設計とマ

ネープランの体験、銀行の業務と役割を知るこ

とにより、お金とのかかわり方を自分のことと

して考えるきっかけとなる授業だったという報

告もされています。そこで、延岡市で取り組ん

でいる土曜授業に対して、県はどのように評価

していますか。

延岡市の全小中学校○教育長（飛田 洋君）

で試行されている土曜授業につきましては、地

域の方に学びながら、田植えをしたり野菜つく

りをしたりするなど、地域人材を積極的に活用

した豊かな体験活動を行っておられ、学校現場

の声として、「専門家の活用により、子供たち

はふだんにも増して深い関心と驚きを持って活

動していた」「ふだんなかなか会えない人たち

と子供たちが、笑顔で話すことができ、地域と

の結びつきが強まった」、そういう声を聞いて

おりまして、これまでにない深みのある学習活

動が行われているものと考えております。また

一方で、授業の３時間を、通常の週の日から土

曜日に移すということで、平日にゆとりをつく

り、職員が子供と向き合う時間の確保にも努め

ておられるなど、非常に意義があるものだと考

えております。

まさに、アクティブ・ラーニ○河野哲也議員

ング推進の一助になるのではないかという授業

内容も組み立てられる可能性があるなと思いま

す。土曜授業のあり方をぜひ検討していただき

たいと思いますが、今後どのように推進する

か、お伺いいたします。

市町村立学校の土曜○教育長（飛田 洋君）

授業の実施につきましては、それぞれの地域の

実態に即して、市町村教育委員会が判断される

ものではありますが、県といたしましては、こ

れまで、土曜授業が実現可能となるような体制

づくりのために、教職員の勤務振りかえの規定

変更や、市町村に対して、土曜日の教育活動に

ついて配慮すべき留意点などを通知するなど、

条件整備を進めてまいりました。今後も、土曜

授業を検討する際の参考として、市町村に対し

て実践事例等の情報を提供するなど、支援に努

めてまいりたいと考えております。

別の観点から、中室先生○河野哲也議員

は、2002年に学校週休２日制が導入されて以

降、貧困世帯の子供たちの勉強時間が減少し

た、それに伴い学力が低下したということを明

らかにした研究があると述べています。親の社

会・経済的な地位が子供のライフチャンスにス

トレートに反映されるような制度というのは

フェアではないという提言もされていました。

どうか、この土曜授業の推進をお願いしたいと

考えます。

済みません、ちょっと早口でやって、たっぷ

り時間が余ったんですが、じっくり最後の質問

をさせていただきます。

最後に、延岡南道路について、県土整備部

長、お答えください。

本年５月30日、「東九州自動車道開通祝賀の

つどい」に太田前国交大臣に出席していただき

ました。その際、延岡南道路も視察していただ

きました。前国交大臣は、大分と宮崎がつな

がったことによる大きなストック効果について



- 238 -

平成27年12月2日(水）

は認識しています。延岡南道路の課題について

は、石井現大臣にも認識を共有していただかな

くてはなりません。２月の私の議会質問で、知

事は、国や延岡市などの意向も踏まえつつ、ど

のような対応ができるのかということについ

て、引き続き検討するとの答弁でした。しつこ

いようですが、延岡南道路の周辺住宅地に大型

車が流入している等の課題を解決するため、県

がどのように取り組んでいるか、お伺いいたし

ます。

延岡南道路の○県土整備部長（図師雄一君）

周辺道路に大型車両が流入し、沿線の住宅地に

おいて、騒音や交通安全上の問題が生じている

ことは承知しているところであります。このた

め、現在、県では、この問題を解決するに当た

りまして、どのような対応ができるのか、延岡

市と協議を進めているところであります。県と

いたしましては、一日も早くこうした状況が解

消されますよう、引き続き、延岡市と連携を図

りながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

昨日、重松議員が高速料金の○河野哲也議員

不平等を指摘しました。延岡南道路にしても、

北九州までの一本の高速道路の中に３つの料金

体系が存在することになります。これはおかし

いと思います。部長、確認ですが、協議した内

容というのは国にしっかり要望していただける

んでしょうか。

今後とも、延○県土整備部長（図師雄一君）

岡市と情報交換を重ねるなど、連携を図りなが

ら検討してまいりたいと考えております。

以上で質問を終わりたいと思○河野哲也議員

いますが、どうかしっかりときょう提案させて

いただいたことを協議していただいて、実現し

ていただくとありがたいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、島田俊光議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○島田俊光議員

ざいます。ことし最後の議会で、しかも一般質

問の最終日でございます。執行部の方はお疲れ

でしょうけれども、「終わりよければ全てよ

し」という言葉がございます。どうかよろしく

お願いしたいと思います。

昭和39年９月８日広島県生まれ、そして東京

大学法学部を卒業されて、63年に自治省に入省

され、時は流れて、平成17年４月に宮崎県の総

務部長に就任しておられます。その後、19年２

月に宮崎県の副知事、そしてさらに平成23年、

宮崎県の知事に就任しておられます。今、２期

目の河野知事でございます。県民全てが河野知

事の姿に感銘しまして、河野知事だからこそこ

の宮崎県を守れるという信念のもとで、県民は

信頼して応援していると思っております。であ

るならば、知事がどうしてもこの宮崎県の活性

化に闘志を燃やしてもらわなければならないわ

けでございます。まず初めに、知事にその決意

をお伺いしたいと思い、３問ほど質問をさせて

いただきたいと思います。

まずは、地方創生事業の取り組みでございま

すが、全国一斉にこの地方創生事業に取り組み

始めました。県民も、この事業が始まったこと

によって宮崎県は活性化するんだという、安易

な考えを持たれるのではないかと思っておりま

す。26市町村全てがいろんな角度で、少子高齢

化、そして人口減少の問題に苦慮しながら新し

い企画をされていると思いますが、県も９月に

「宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

立てられました。知事が大所高所に立って26市

町村をしっかりとリードしていただかなけれ
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ば、この地方創生事業についてはうまくいかな

いのではないかと思います。知事に、市町村間

の連携をどのように支援していかれるのか伺い

たいと思います。

２番目に、東九州自動車道県南区間の早期着

工でございます。本日は串間から大勢の方に応

援に来ていただいております。この県南地区

は220号線が基幹道路としてあるわけでございま

す。しかし、再三の台風災害によって経済がス

トップされるわけでございます。戦後70年たつ

のに、いまだに陸の孤島とされているのは、本

当に悔しい思いでございます。幸い知事が、今

回、東九州自動車道建設促進協議会の会長に就

任されました。あすからでなく、来年からは必

ず着工するよというぐらいの意気込みが欲しい

と思います。農政水産部長は丸坊主になってそ

の闘志を燃やしておられますので、知事に丸坊

主になれとは言いませんけれども、その決意を

伺いたいと思います。

３番目としまして、ＣＬＴの問題でございま

す。林野庁が示すように、宮崎県の林業は全国

的なリーダーシップをとってもらわなければな

らないということは証明されています。である

ならば、我々は24年間、素材生産日本一をキー

プしているわけですから、新たな企画として、

ＣＬＴ加工事業の取り組みについて、今まさに

時期に即したものではないかと私は思います。

今後、この取り組みについて、都城の木材利用

技術センターを利用しながら、宮崎県の森林・

林業の活性化のために、一つの集団としてＣＬ

Ｔ加工事業に取り組むべきではないかと思いま

すが、知事の見解を伺いたいと思います。

以上、壇上からの質問を終わりまして、後の

質問につきましては質問者席からさせていただ

きますので、よろしくお願いします。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、地方創生に向けた市町村間の連携の支

援についてであります。地方創生の取り組みが

効果を上げるためには、各自治体の自主的・主

体的に取り組む姿勢とともに、自治体相互の連

携が図られることが重要であると考えておりま

す。県内での連携協力の事例としましては、世

界農業遺産の認定を見据え、県が広域的な観点

から県北５町村の地域活性化に向けた取り組み

を支援している例でありますとか、宮崎市を中

心とする圏域で施策の構築・展開を図っている

例もあります。さらには、クルーズ船の受け入

れについて、県南10市町で広域的に取り組んで

いる例などもあります。地方創生が実施段階を

迎えるに当たり、県としましては、県と市町村

との連携はもとより、各市町村の取り組みにつ

きましても、地域の個性や自主性が十分に発揮

されるとともに、相互に連携することでより高

い効果が得られますよう、県・市町村連携推進

会議なども活用しながら、また個々の市町村の

相談にもしっかり対応しながら支援をしてまい

りたいと考えております。

次に、東九州自動車道県南区間についてであ

ります。東九州自動車道のストック効果を県内

全域にわたって最大限に発揮させていくために

も、唯一の未事業化区間であります日南―串間

―志布志間の事業化を何としても早期に実現さ

せる必要があると考えております。このため、

東九州自動車道建設促進協議会、私が会長にな

りまして初めての活動となったわけであります

が、11月に東京において中央大会と提言活動を

行いまして、ミッシングリンクの早期解消に向

けて、沿線の４県１市が一つになり、国や関係
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機関へ強くアピールをさせていただきました。

また、この東九州道の活動以外でも、中央道の

活動の際、また都城志布志道路を要望する際に

も、本県全体の高速道路ネットワークの整備の

必要性について強く訴えているところでありま

す。日南―串間―志布志間のルートにつきまし

ては、11月末に本県と鹿児島県の都市計画審議

会で都市計画案が承認されたところでありまし

て、事業化に向けた手続が大きく前進したもの

と考えております。今後とも、私が先頭に立ち

まして、県南区間の一日も早い事業化を、県議

会の皆様を初め県民の皆様と一体となって、国

に対し、これまで以上に強く訴えてまいり、具

体化を目指してまいりたいと考えております。

最後に、ＣＬＴを生かした木材産業の振興に

ついてであります。ＣＬＴは近年、ヨーロッパ

で開発された新しい建築材料として注目を集め

ているところでありまして、私もミラノ万博に

参加した際に、ミラノにおけるＣＬＴで建設さ

れました９階建ての集合住宅を視察してきたと

ころであります。ＣＬＴは、これまで木材が使

われてこなかった中高層建築物等にも使用でき

ますことから、人口減少に伴い住宅着工数の減

少が予測される我が国において、新たな木材の

需要先として大いに期待をしているところであ

ります。このため県といたしましては、国の建

築基準の見直しや木材利用技術センターでの検

証を踏まえつつ、県が率先して防災拠点庁舎へ

の利用を図ることとしておりまして、現在、国

土交通大臣の認定に向けて取り組んでいるとこ

ろであります。さらに、ＣＬＴを活用した建築

物への整備支援を行いますとともに、その利活

用につきまして県内外へ積極的に情報発信を行

いまして、県内木材産業の持続的な成長産業化

が図られるよう努めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。本○島田俊光議員

当に自動車道も必要でございますし、また、創

生事業もしっかりと取り組んでいただきたいと

思っております。

そして、ＣＬＴ産業につきましては、中国木

材のみならず、県南でも動きを始めておりま

す。これはどうしても宮崎県として、林業県と

してやらなければならない大きな仕事だろうと

思いますので、また執行部のお力添えをいただ

きながら、我々県議会も政治的に頑張りたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

続きまして、農政水産部長にお伺いいたした

いと思います。中山間地域、特に山間部の農地

の荒廃を見たときに、昔は山林と農地の間に非

林地というのがありましたが、その非林地たる

ものが、今は200メーター、300メーターと広

がってきているわけでございます。この広がっ

た農地を今、串間のほうでは、集落営農という

集団を９つつくり上げまして守ろうとしており

ますけれども、何せ年齢が60歳以上の方ばかり

でございます。したがって、私はこのような農

地を守るためには、農業公社の設立によって、

ある程度国が守る、県が守る、行政が守るとい

うようなスタイルの中で、５ヘクタール以

上、10ヘクタール以上の農地を確保して、ヨー

ロッパのような大型機械化産業に持っていかな

ければ、これからのＴＰＰ産業に打ち勝つ農業

というのはあり得ないのではないかと思います

が、農政水産部長の見解を伺いたいと思いま

す。よろしくお願いします。

議員御提案○農政水産部長（郡司行敏君）

の、市町村やＪＡ等が核となった農業公社等の

設置につきましては、農地や農業施設等の経営
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資源を担い手に継承し、産地を守っていく上

で、大変有効な方策であると考えております。

県内では、川南町、都農町の尾鈴農業公社、延

岡市の北浦町農業公社や、議員の地元でありま

すＪＡ串間市大束の営農支援センターなどが活

動を展開しておりまして、現在、担い手の確保

が大変難しい中山間地域の町村におきまして

も、新たな組織づくりが検討されているところ

であります。県といたしましても、今後、地域

農業をサポートする取り組みはますます重要に

なってくると考えており、市町村やＪＡ等の意

向も踏まえ、地域の実情に合ったサポート体制

の構築につきまして、例えば、県単事業であり

ます「輝く中山間園芸産地構築事業」などを活

用しながら、地元の市町村と一緒に検討し、支

援をしてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。これ○島田俊光議員

からの農業というものは、ＴＰＰに絡んだ大型

農業になり、コスト低減をしなければ打ち勝つ

ことはできないだろうと思いますので、どうか

検討していただきたいと思っております。

続きまして、農政水産部長にお伺いしたいと

思います。施設園芸農家の支援についてでござ

いますが、宮崎県も台風が24～25回発生しま

す。その中で特に施設園芸というのは被害をこ

うむるわけでございますが、共済制度等で支援

をしていただくものが３億から６億ということ

を伺っております。しかしながら、そのような

大金が動く中でも、やはり70％か80％しかその

基金というのは充当できないわけでございま

す。1,000万上げている施設園芸の農家が、800

万あるいは900万しか上げられなかった。そし

て、共済制度でもらっても100万から150万ぐら

い単年度の決算の中で赤字が残るわけです。そ

れを翌年度に積み残そうとしても、1,000万しか

もともと上げられないわけですから、赤字の部

分は解消できないような状況になってくるわけ

でございます。だから農家の後継者というのは

いないんじゃないかと思っております。その農

家の支援対策について、もちろん農家の方たち

も基金を積み立てていかなければならないと思

いますが、国、県としてこれについてどのよう

な対策があるか、農政水産部長にお伺いいたし

たいと思います。よろしくお願いします。

現行の農業共○農政水産部長（郡司行敏君）

済制度につきましては、自然災害等による収量

減少を対象としておりまして、価格の低下につ

きましては対象とされておりません。また、収

量減少の把握ができることを前提としているた

めに、対象品目が限定されており、農業経営全

体をカバーするには至っていないと考えており

ます。このため、現在、国におきましては、農

業経営全体に着目し、価格低下を含めた収入減

少を補塡する新たな収入保険制度の導入に向け

た調査検討が、平成26年度から進められている

ところであります。県といたしましては、この

ような動きを注視しつつ、収入保険制度につき

まして、現場の経営実態に配慮し、再生産可能

な収入が確保できる制度とするように、議員御

指摘の趣旨も踏まえまして、国に要望してまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。もち○島田俊光議員

ろん、農家においては必ず2,000万以上上げる方

もいらっしゃいますし、3,000万上げられる方も

いらっしゃいます。その方たちの技術というの

は、本当に真剣に親子で取り組んでおられるわ

けでございます。また、特に串間には「和牛の

神様」と言われる方がいらっしゃいます。その

方も親子ともども一生懸命その仕事に携わっ

て、勉強しながら、改善しながらやっておられ
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るわけです。子供も、まだ小学校３年生でござ

いますが、おやじの後をとるんだという意思を

持っております。やはり「儲かる農業」にして

いかなければだめだと思いますが、今言ったよ

うに災害に遭った部分を積み残して赤字になる

ようになったら、100万でも200万でも農家の方

たちが翌年度取り戻すということは困難でござ

いますので、どうかこの点については真剣に取

り組んでいただきたいと思います。よろしくお

願いします。

再度、農政水産部長にお伺いします。漁業者

の今の置かれた立場でございますが、高齢化が

進んで担い手がいないということで、もちろん

魚もとれない、魚の価格も安いということで、

経営が悪化しているわけでございます。その中

で、漁に行かない港に係留されている漁船、こ

の問題が大きくなってくるのではないかと思っ

ているわけでございます。この停泊された中古

船、あるいは使えないような漁船を、今後どの

ように改善していくかということが大きな問題

になるんじゃないかと、私は心配をいたしてい

るわけでございます。また、中古漁船問題も、

今後県の力をかりて、転売するにしても、ある

程度整備をしなければならないわけでございま

す。本県における中古漁船の利用状況につい

て、農政水産部長にお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。

中古漁船の利○農政水産部長（郡司行敏君）

用状況につきましては、平成26年度には１年間

に64隻が再利用されるなど、毎年一定数が活用

されておりますけれども、これ以外にも利用さ

れていない漁船が多数あると認識しておりま

す。中古漁船の再利用は、担い手の漁船更新の

手段として大変有効であると考えております

が、今後さらなる利用促進を図るためには、負

担となっております更新にかかる費用につい

て、一層の軽減を図ることが課題であると考え

ます。このため県といたしましては、漁協等が

中古漁船を再整備した上で、漁船の更新を希望

する漁業者へリースする新たな仕組みづくりに

ついて、関係機関と協議を進めていかなければ

ならないと考えておりまして、この点につきま

して国に対し、その仕組みを支援する制度の創

設について強く要望しているところでありま

す。

ありがとうございます。この○島田俊光議員

問題は農水省が2003年から取り組んでいるわけ

でございますが、特にバブルのときにふえたプ

レジャーボートの廃棄というのが問題になって

きているわけでございまして、いまだに解決し

ていないわけです。この長期ビジョンによっ

て、どうかこの漁船問題については対処してい

ただきたいと思います。丸坊主になって意気込

みはわかるわけでございますので、ぜひとも

やっていただきたいと思います。

続きまして、林業政策について、環境森林部

長にお伺いいたしたいと思います。

今問題になっている畜産業者へのおが粉の生

産でございます。製材業は、製品が売れないと

いうことで８割の事業を行っていると思いま

す。かつては120％稼働していたものが、製品が

売れないわけですから、製材所の稼働率が非常

に悪くなってきております。製材所の稼働率が

よくなると、副産物として、のこくずは畜産農

家に供給できていたわけでございますが、今そ

れができない状況になってきているわけでござ

います。製品販売については非常に難しい問題

があろうかと思います。しかしながら、畜産業

者も支えていかなければならない問題でござい

ます。畜産おが粉をつくる製材業者に持ってい
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く製品等も、木質発電が出てきた以上、単価が

合わないわけでございます。これについて我々

はいろいろと検討をしているわけでございます

が、県として、製材所の製品販売とおが粉を絡

めた有効利用というものをどのように考えてお

られるか、部長の見解を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。

本県のおが粉○環境森林部長（大坪篤史君）

生産につきましては、製材工場ののこくずなど

副次的に生産されるものが全体の75％を占めて

おりまして、これらは木質バイオマス燃料とし

ては粒子が細か過ぎて使用できないことから、

畜産敷料用としての継続的な供給が可能でござ

います。これらのおが粉の生産量は、木材を製

材した量に左右されますので、製材量そのもの

を増加させること、すなわち県産材の需要を拡

大することが、畜産敷料用おが粉の安定供給に

も資するものと考えております。このため県で

は、住宅分野はもとよりですが、公共建築物な

どの非住宅分野の木造化・木質化を推進すると

ともに、材料と技術をパッケージにした材工一

体による製材品の輸出に取り組むなど、おが粉

対策の一環としましても、県産材の需要拡大に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

おが粉対策については、本当○島田俊光議員

に農政水産部との横断的な協力体制というもの

をもって畜産３連覇をやらなければならないと

思います。おが粉がなければ牛のストレスとい

うのがなかなかとれないんだそうです。よろし

くお願いしたいと思います。

続きまして、再度、環境森林部長に、産直住

宅と原木輸出に対する県の支援策について伺い

たいと思います。よろしくお願いします。

県産材の販路○環境森林部長（大坪篤史君）

拡大を図るに当たりまして、産直住宅の普及促

進や海外への輸出は、大変有効な施策の一つと

考えております。このため、産直住宅につきま

しては、産地と木材・住宅業界が連携して構成

しています「宮崎県産直住宅協議会」などの団

体やグループを対象にしまして、モデル住宅の

展示・ＰＲのほか、セミナーや産地見学ツアー

等への支援を行っているところでございます。

また、原木輸出につきましても、出荷に取り組

む県内事業体に対しまして、輸出の際の原木数

量の確認作業や積み込み作業などに要する経費

に対し支援を実施しているところであります。

今後とも、関係機関や団体等と連携を図りなが

ら、県産材の販路拡大に効果的な対策を講じて

まいりたいと考えております。

ありがとうございました。増○島田俊光議員

大していく木材を販売していくためには、やは

り加工事業も必要でございますが、どうしても

海外に向けた販売というのをやっていかなけれ

ばならないと思います。各担当がプロモーショ

ン活動をするにしても費用がかさむわけでござ

いますが、これを長期ビジョンにのっとった事

業とするならば、県もある程度支援していくべ

きではないかと思っております。宮崎県が森林

県であるからこそ、その事業に、長期ビジョン

にのっとって、どうか御協力をお願いしたいと

思います。

続きまして、環境森林部長に再度お伺いいた

したいと思います。森林火災防止のための防火

樹林帯の設置と鳥獣保護の対策について、環境

森林部長に伺いたいと思います。よろしくお願

いします。

本県では、毎○環境森林部長（大坪篤史君）

年、数十件の林野火災が発生しておりますこと

から、県では関係機関と一体となって啓発活動
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を実施するなど、林野火災の予防に努めている

ところであります。お尋ねの防火樹帯につきま

しては、山の尾根筋に燃えにくい性質のある樹

木を植栽したり、あるいはそのような木を残し

たりすることで、火災の延焼防止に一定の効果

が期待できるものでございます。また、燃えに

くいとされる樹木の中には、シイノキですとか

ヤマモモなど、実のなる広葉樹も多く含まれて

おりまして、こうした樹木の植栽は、野生鳥獣

のすみかを設けることにもつながります。鳥獣

保護対策としても有効な手段の一つであると考

えております。

ありがとうございました。第○島田俊光議員

１回の質問のときに早生樹の問題を取り上げて

いただきまして、早速、部長に実行していただ

きました。これからの木質発電に供給する木材

としては、本当に有効利用できるだろうと思い

ます。また、鳥獣保護につきましても、南那珂

森林組合は鳥獣保護林を造成しておるわけでご

ざいますが、やはり里山におりてこないような

鳥獣保護の対策というのも必要じゃないかと思

うわけでございます。それと、今の温暖化によ

る自然災害、本当に予想できないような災害が

発生します。また、フェーン現象等で山火事が

発生するならば、大変な状況になるんじゃない

か、防火樹林帯、そして鳥獣保護の山というも

のを今後取り組んでいくべきじゃないかなと

思ってお伺いいたしたわけでございます。ぜひ

ともこれにも取り組んでいただきたいと思いま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

続きまして、総合政策部長にお伺いいたした

いと思います。地方創生事業の一環ではござい

ますが、中山間地域における地域交通ネットワ

ークの維持についてでございます。これは今

後、過疎化と言われる地域の足を守るためには

大切なことになってくるんじゃないかなと思っ

て、長期ビジョンにのっとってお伺いをいたし

たいと思います。よろしくお願いします。

バスを初めと○総合政策部長（茂 雄二君）

する地域公共交通につきましては、少子化等の

影響により、利用者数は大変厳しい状況にあり

ますが、通勤通学や買い物、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、特に高齢化の進む中山間地域の路線維持は

非常に重要な課題と認識しております。このた

め県では、市町村を対象に、コミュニティバス

やデマンドタクシー等の運行手法に係る研究会

の開催や、地域の実情に応じてこれらの導入を

図る場合の調査費等の補助を行っております。

また、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あり

ます。今後とも、国や市町村と緊密に連携を図

りながら、中山間地域における持続可能な地域

交通ネットワークの構築に取り組んでまいりた

いと考えております。

ありがとうございました。実○島田俊光議員

はこのことにつきましては、中山間地域、先

般、椎葉村が出ましたけれども、95歳の甲斐さ

んが、やはり農業を捨て切れないということ

と、死ぬまで働きたいという思いで、あの山の

中で働いていらっしゃいます。先般も橘通りで

高齢者の方が事故を起こされましたけれども、

中山間地域、特に山間部の方たちの高齢者率と

いうのが高いわけでございます。その方たちの

足をどう守るかということは、１軒あっても

やっぱり守っていかなければならない、それが
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行政だろうと思います。その中で、宮崎県バス

対策協議会の中では７路線12区間の廃止が決定

しているわけです。そういうことを聞きます

と、やはり心配するのはそういう過疎地域だろ

うと思います。安心・安全というものを守って

いくためには、そういう対策をやるんだよとい

う意思表示を早目にしていただき、そしてま

た、可能な限りそういうネットワークを引いて

地域間の連絡をとりながら、バス路線というも

のは維持していくべきじゃないかと思いますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。

再度、総合政策部長にお伺いいたしたいと思

います。フードビジネスについてでございま

す。県は、平成25年３月にフードビジネス振興

構想を策定されまして、これまで取り組んでこ

られた産地や食品加工企業の育成、６次産業

化、農商工連携などの高付加価値化の取り組み

に加えて、飲食業や観光産業などに取り組みな

がら、本県の食関連事業の総合的な振興に取り

組まれてきました。私は本当に、この事業に真

剣に取り組まれた実績というものは評価するわ

けでございますが、この６次産業化によっ

て、81件で全国４位という取り組みについて、

本当に努力されているなという気がします。ま

た、宮崎牛の海外輸出の増大や宮崎のキャビア

は、本当に今有名になってきております。それ

についても、県の努力があったからこそ、こう

いう事業に取り組めるんだなと思っておりま

す。私が部長にお伺いしたいのは、農政水産部

との絡みもあるわけでございますが、施設園芸

の中で、Ａ級品は売れるんですけれども、売れ

ない商品をフードビジネスとして100％売れるよ

うな対策をしたいと思っているんですが、農家

の方たちの知恵ではなかなか商品化できないも

のがございます。したがって、商品化できない

ものは、企業と連携してやれば、商品化できる

ようなものが生まれてくるんじゃないかと思う

わけでございます。宮崎キャビア、宮崎牛とい

うのがこれほど有名になって、81件もこの事業

に取り組み、全国で４位ということでございま

すから、１位になるためには再度努力しなけれ

ばならないと思います。部長の見解をお伺いし

たいと思います。

本県はこれま○総合政策部長（茂 雄二君）

で、質の高い農産物を大消費地の市場に供給す

ることを中心に取り組んでまいりましたが、フ

ードビジネス振興構想は、これに加え、農産物

加工による高付加価値化や、国内外の販路拡大

による生産者所得の向上に取り組んでいるとこ

ろであります。県内生産者の中には、市場に出

荷できない果実や野菜の規格外品を加工用の原

料として供給している事例もあると伺っており

ます。規格外品の活用による生産者所得の向上

には、このような加工用需要への対応が有効で

ありますので、今後とも関係機関と連携しなが

ら、県内食品加工事業者とのマッチングによる

販路の確保や利用方法の開発、県内の１次加工

技術の向上などに取り組んでまいりたいと考え

ております。

ありがとうございました。ど○島田俊光議員

うしても農家所得を上げなければならないとい

うことであれば、やはり真剣に取り組んで、生

産したものを100％販売できるような体制、これ

が６次産業化へ向けた仕事だろうと思っており

ます。宮崎県は第１次産業が基幹産業というこ

とを言われるわけでございますから、販売力も

そのような中で持っていかなければならないだ

ろうと思いますので、どうかよろしくお願いし

たいと思います。

続きまして、教育長に伺いたいと思います。
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先ほど河野議員も土曜日の授業のことをおっ

しゃいましたけれども、私は視点を変えて、小

中学生の放課後の授業に取り組んでもらえない

かなということでございます。子供の貧困問題

が、今ささやかれておりますけれども、塾に行

ける人と行けない人、そしてスポーツができる

人とできない人といらっしゃるわけでございま

すが、どうしても放課後の１時間ないし２時間

で、将来の人材育成、地方でも活躍できるよう

な人材育成というものをしていただければと

思っているわけでございます。冒頭で知事のプ

ロフィールを紹介いたしました。知事も順風満

帆でここまで来られたとは思っておりませんけ

れども、そのような例があるんだったら、子供

たちにも大きなロマンを与えて、わずか１時間

か２時間かもしれないけれども、ロマンを与え

ることによってその子供がどう発達していく

か、活躍できるような夢を描いていくかという

ことが一番大事じゃないかと思っております。

宮崎県は離婚率が高いわけです。母子家庭、父

子家庭、この例があります。父子家庭のことを

例に挙げると、教育長は人間のいい人ですか

ら、涙もろくて答弁ができないと思いますの

で、あえて言いませんけれども、やはり大切な

ことではないかなと思うわけです。教育長の見

解を伺いたいと思います。

各学校において、学○教育長（飛田 洋君）

習の基礎力が不十分、理解が不十分な生徒に対

しては、教師が補充的な指導を行うなど、いろ

んな方法で全ての子供たちの学力を保障するこ

とは非常に大切であると思っております。課外

授業に取り組めないかというお尋ねでございま

すが、現在、県内の市町村においては、子供の

居場所づくりのため、放課後子ども教室や放課

後児童クラブが設置されており、その中で、例

えば、地域人材等を活用し、子供たちの学習支

援を行うような取り組みをされております。ま

た、そのほか市町村で独自に塾をされたり、夏

休みにサマースクールというようなことで大学

生が学習の指導をしたり、あるいは各学校が独

自に夏休みに補充学習をしたり、そういうさま

ざまな工夫が実施されております。県といたし

ましても、今後も、本県の全ての子供に基礎学

力が確実に身につくよう、学校への指導の充実

を図るとともに、先ほど申し上げました、放課

後子ども教室などの市町村における取り組みを

支援してまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○島田俊光議員

串間にもそのような例があるんです。二宮金

次郎みたいな家庭で、勉強がしたいけれども

お父さんと女の子供です。そういう事例の―

中で、目に余るようなかわいそうさというのが

ありまして、何とか助ける方法はないのかなと

いう思いで、教育長ならできるなと思いまして

相談したわけでございます。教育長の育てた子

供の中から、第二の河野知事も生まれるだろう

し、安倍総理も生まれるだろうと思いますの

で、ぜひとも真剣に取り組んでいただきたいと

思います。よろしくお願いします。

続きまして、教育長に再度伺いたいと思いま

す。国体競技会場の選定についてでございます

が、今どのように取り組んでおられるのか、お

伺いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。

国体の競技会場につ○教育長（飛田 洋君）

きましては、県及び市町村の施設、特設会場、

隣県の施設等から、市町村の意向をお伺いする

とともに、日本体育協会が掲げている「国体を

通した地域の活性化」という趣旨も踏まえなが

ら、県、そして県議会、市町村、関係機関など
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で構成される、設置予定の県準備委員会の組織

の中で決定していくものになると考えておりま

す。昭和54年の宮崎国体でも県下17の市町村で

競技を開催いたしましたように、２巡目国体に

つきましても、市町村の協力をいただきなが

ら、県下で分散して開催することになると考え

ております。現在、教育委員会を中心に、国体

開催までの準備や課題等につきまして整理、検

討を進めているところではありますが、今後、

教育委員会だけではなくて、全庁的な庁内検討

会議を設置し、可能な限り早く準備を進めてい

きたいと考えております。

ありがとうございました。26○島田俊光議員

市町村全てが、国体に基づいて地域のアピー

ル、そして地域の活性化を望んでいると思いま

す。これについては、できるところとできない

ところとあるでしょうけれども、市町村長等も

交えた中での協議会というものを進めて、いち

早く国体が成功できるような体制づくりをやっ

ていただきたい。我々も一生懸命、これには取

り組まなければならないと思いますので、協力

体制はやっていこうと思っております。よろし

くお願いしたいと思います。

再度、教育長に伺いたいと思いますが、スポ

ーツ選手の指導・育成強化についてでございま

す。先般、教育長が「宮崎ワールドアスリート

発掘・育成プロジェクト」というものを発表さ

れました。本当に時期に即したものだなと思っ

ておりますが、このことにつきまして教育長の

見解を伺いたいと思います。よろしくお願いし

ます。

少年競技力だけじゃ○教育長（飛田 洋君）

なくて、将来を見通したときには、早い段階で

子供たちの才能を引き出して伸ばしていくこと

が大切であると考えております。「宮崎ワール

ドアスリート発掘・育成プロジェクト」では、

才能のあるアスリートを発掘し、例えば井上康

生選手だとか、あるいは水泳の松田丈志選手の

ように、世界を舞台に活躍する選手を育ててい

きたいと考えております。具体的には、神経系

が発達し、子供たちの技能が一番伸びる時期と

言われております小学校５年生から中学校３年

生の時期を意識しまして、その前の年齢であり

ます小学校４年生を対象に、体力や運動能力が

特にすぐれ、高い志を持つ子供を選考し、身体

能力を高めるためのトレーニングの実施や、そ

の子供の適性に、より合う種目を見つけるため

のさまざまな競技の体験、さらには、保護者向

けに、子供の健康や栄養を支えるための講座な

どを実施することとしております。

なお、選考の対象年齢ですが、小学校５年生

から中学校３年生を対象にするということで、

小学校４年生を選考の対象としているんです

が、始まったばかりですので、最初のことし、

それから来年につきましては、４年生に加えて

６年生も選考の対象としたいと考えております｡

今後、本プロジェクトで育った選手が、2020年

東京オリンピックや２巡目宮崎国体において、

県民の皆さんに感動を届けてくれるような取り

組みにぜひしていきたいと考えております。

ありがとうございました。国○島田俊光議員

体の中で優秀な選手が宮崎県から生まれ、そし

てオリンピック選手も、今、教育長が言われた

ように金メダル候補が何人も生まれるというこ

とが、我々の本当に悲願でございます。そして

また、スポーツにおきましても、野球やレスリ

ング、ラグビー、サッカー、さまざまなスポー

ツの中でも、子供の育成について、そのような

オリンピックに輩出するような教育を強化して

いただければ、必ず夢は達成できるだろうと思
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いますので、教育長のこれからの協力によって

宮崎県の子供が育つように、御協力をお願いし

たいと思います。

それでは、時間が余りましたが、知事以下部

長さんたちにお願いがあるわけでございます。

これからの28年度の事業計画でございますが、

それぞれの産業が今頭を悩ませている問題がご

ざいます。消費税の問題でございます。それか

ら、夏の参議院選挙の中でどう国が変わるかと

いう大きな問題、そしてＴＰＰ対策に応じて各

農協が取り組んでいるわけでございますが、ま

だ改善されない、これから改革しようと思って

も、まだできない部分がございます。この点に

ついては、やはり知事を先頭に各部長さんたち

が努力をされているということはわかりますけ

れども、我々議会もそのような問題を一々提起

しながら取り組んでいかなければ、来年度の経

済というものが大変心配されるわけでございま

す。

最低賃金を上げるということも言われました

けれども、最低賃金を上げると、中小企業の経

営者は大変な状況になってくるわけでございま

す。でも、それだけ産業が伸びればいいんで

しょうけれども、産業が伸びない中では、やは

り厳しさがのしかかるんじゃないかと思ってお

ります。そのようなことで、お互いに知恵を出

し合いながら努力していくことが、宮崎県の県

勢発展につながるのではないかと思っておりま

す。そして労働者不足、第１次産業の担い手も

不足しているわけでございますが、産業を興す

ための労働者不足、来年の事業計画を拡大しよ

うと思っても、その問題がのしかかってきてお

ります。そして南海トラフ等、もし災害が出た

ときに、図師部長が言われたように建築業者の

人間も減ってきているわけです。募集しても来

ないというありさまです。そういう中で、今

後、長期ビジョンにのっとった宮崎県の経済の

発展というものにどのように取り組んでいくか

ということを、早く取り組まなければだめじゃ

ないかなと思っているところでございます。知

事を筆頭に各部長さんたち、よろしくお願いし

たいと思います。

最後、教育長に、福島高校の統廃合について

は、人口が減ってくればどうしようもないわけ

でございます。そういうことは目に見えている

わけでございます。ただ、残すということにい

ろいろと御協力いただきました。これからは我

々も市町村等を交えて、残せるような対策を協

議していかなければならないだろうと思いま

す。その点についてもまた御指導賜り、この宮

崎県の学校、子供の育成に一番つながる基盤整

備でございますから、真剣に我々も取り組んで

いかなければならないと思います。

以上をもちまして、私の質問を終わります。

本当にありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時36分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、井本英雄議員。

〔登壇〕（拍手） いよいよ最○井本英雄議員

後になりました。お疲れと思いますけど、もう

ちょっとつき合っていただきたいと思います。

まず、ＴＰＰについて知事にお伺いします。

自民党が政権に復帰する直前の選挙公約、覚え

ておりますか。ＴＰＰ絶対反対でありました。
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安倍さんになった途端に、それをほごにしてし

まいました。しかし、今度のＴＰＰ大筋合意を

見ておりますと、私自身はこのくらいで済んで

よかったなと、はっきり言ってほっとしており

ます。１次産業、とりわけ農業は今後大変だろ

うなと思いますので、ひとつ行政のほうはしっ

かりよろしくお願い申し上げます。

今までの農業政策は、農民は育てたけれど

も、農業は育てていなかったと、こういう評価

があります。時の自民党政権は、票が欲しいた

めに、小さな農家を助けて、そのまま温存して

きた。他の産業では、効率化、合理化を図って

きたわけでありますけれども、それを農業は、

はっきり言って怠ってきた。しかし、それも、

このＴＰＰによって、さまざまな効率化、合理

化がなされなければならないときが参りまし

た。

オランダは小さな国でありますけれども、農

産物の輸出国であります。コンピューター仕掛

けの工場のようなところで農産物をつくってい

る。しかし、このような仕掛けは、今の日本の

技術だったら、そんなに難しくない、やる気に

なればできる。そのためにも、このＴＰＰを機

会に、日本の農業も新しく生まれ変わらなけれ

ばならないというわけであります。そのため

に、何度も言う、行政のお力をひとつよろしく

お願い申し上げます。

ＴＰＰというのは自由化であります。規制緩

和であります。当然そこには競争が生まれるわ

けであります。競争すれば、必ず勝つ者と負け

る者が出てまいります。そして格差が生まれま

す。このことについて、知事はどのように思っ

ておられるのか、まずお聞かせください。

次に、ＴＰＰは経済成長を目的としておりま

す。しかし、国民は本当に経済成長を今願って

いるんだろうかということです。私の感覚で

は、今、国民は、安定した、安心できる、そう

いう生活を最も望んでいるのではないだろうか

なと、私は常日ごろ、いろんな人の意見を聞き

ながら思うんです。若者の雇用も非正規雇用が

本当に増大しております。そのために、一つ

は、結婚できないわけですから、少子化という

ことになっているわけです。

今、政治は、経済成長、もちろんそれも大切

だけれども、それと同時に、私は富の再分配に

ついても心を砕かなきゃならないときじゃない

のかなと思うのでありますが、知事のお考えを

お聞かせください。

以下は質問者席で行います。ありがとうござ

いました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、ＴＰＰ協定についてであります。ＴＰ

Ｐ協定は、関税の削減・撤廃のみならず、投資

や知的財産など幅広い分野で新しいルールを構

築するものでありまして、我が国の産業、国民

の生活にも広く影響が及ぶことが想定されてい

るところでありますが、ＴＰＰ協定が実際に発

効し、国民の生活にどの程度影響を与えるのか

不透明なところがあります。

議員はただいま、競争というものが、勝者を

生み、格差を生じると御指摘でありました。確

かにその面はございますが、一面、競争こそが

活力を生むという面もあろうかと思います。た

だ、格差というものは、これはしっかりと対応

していく必要があろうかと考えておるところで

あります。

近年、経済的格差についてもさまざまな議論

がなされているところでありますが、私は、格

差の固定化や拡大というものは、社会全体に閉
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塞感や停滞感を生み出すものであり、固定化・

拡大しないように、しっかりと対処することが

政治の責務であると考えているところでありま

す。

次に、安心・安定した社会についてでありま

す。経済的な豊かさは大切なことであります

が、現代の成熟した日本社会においては、人々

の価値観が多様化してきており、物質的・経済

的な豊かさだけではなく、暮らしの質や心の豊

かさを求められる時代になっていると考えてお

ります。キャッチアップの時代、右肩上がりの

経済の発展・拡大が求められてきたところであ

りますが、議員御指摘のように、安心・安定、

さらには成熟した社会というものが今の時代の

ありようではないかと考えておるところであり

ます。

このような考え方に基づき、経済的な豊かさ

と、人と人との支え合いや地域のきずな、豊か

で美しい自然や環境など、お金にはかえられな

い価値との両方が調和した宮崎らしい「真にゆ

たかなくらし」の実現に向けて取り組んでいる

ところであります。その前提条件として、全て

の人が生きがいを持って働き活躍できる社会、

希望を抱いて懸命に働いた方がきちんと報われ

る社会であるべきだと考えておりまして、税制

や社会保障等の所得再分配機能や教育機会の確

保などを通して、格差の固定化・拡大に歯どめ

をかけていくことが重要であると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

続けて知事に質問いたしま○井本英雄議員

す。ことしの４月、我々、統一地方選挙があり

ました。しかし、県議会議員選挙では、14選挙

区のうち、10選挙区で無投票でありました。こ

れでは議会の新陳代謝は進みませんし、また、

いい人材も恐らく集まらないだろうと私は思い

ます。知事は、3,800人という部下を率いる権力

を持っているわけです。これをチェックするの

が議会であります。わずか39人で、3,800人の部

下を統率する権力者と我々は対峙しているわけ

であります。それがこんな不人気な仕事になっ

ていいものだろうか、何が原因なのだろうかと

いうことであります。議員に年金制度がなくな

りました。これも一つの大きな原因ではないの

だろうかなと、私なんかは思っているわけであ

りますが、知事はこれをどのようにお考えなの

かお聞かせください。

県議会議員選挙は、地○知事（河野俊嗣君）

域の代表者を選ぶ大変重要な機会でありますこ

とから、より多くの候補者から多様な政策が示

され、有権者が投票を通じた意思表示ができる

ことが、一般的には望ましいものと考えており

ます。

一方、今回の選挙におきまして、無投票選挙

区が多かったことにつきましては、それぞれの

選挙区の事情や選挙の争点など、さまざまな要

因があったところでありますので、一概には申

し上げられないところであろうかと思います。

御指摘のとおり、議員年金の廃止が、なり手不

足の一因となっているという声も伺っておりま

すが、立候補者数が減少している背景には、若

者を中心とした政治離れや、選挙制度上の制約

など、さまざまな要因があるものと考えておる

ところであります。

きょう、議場には若い世代が傍聴に来ておら

れるところでありますが、しっかりと県議会の

議論というものを聞いていただきながら、政治

に関心を持ち、投票所に足を運んでいただく、

そのような形でしっかりとした議論を展開して

まいりたい、そのように考えておるところであ

ります。
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続けて知事に御質問いたしま○井本英雄議員

す。次にお聞きしたいのは、議員の海外視察に

ついてであります。マスコミに騒がれて、海外

視察を中止して10年になります。実は、最後に

海外視察に行ったのは私でありまして、ブータ

ンに行ってまいりました。

私は若いころ、二十代ですが、２年間ばかり

世界60カ国を放浪しておりました。私の経験か

らすると、世界を見て回るというのは本当に勉

強になる。だからおまえみたいな人間になった

んだと言われると、それまでですけど、私は非

常に勉強になったと思っております。私は、若

い人にぜひとも海外を見ていただきたいと思っ

ている。私はいいけど、せめて若い人には行っ

ていただきたい。ただ街を歩くだけでも勉強に

なると思うんですね。「百聞は一見にしかず」

という言葉がありますけど、現場を見てくる。

全国の27都道府県においては既に海外視察を

実施しております。このグローバル時代におい

ては、当たり前のことだと私は思うのでありま

す。大名旅行をやれというんじゃないんです

ね。しっかりルールを決めて、本当に大切なも

のを見る、そういう海外視察をもう一回復活さ

せるべきではないかと私は思っておるのであり

ますが、知事のお考えをお聞かせください。

現在の県政の課題とい○知事（河野俊嗣君）

うもの、例えば、外国からの観光誘客でありま

すとかフードビジネスの海外展開、さらに

は2020年のオリンピック・パラリンピック東京

大会の競技開催地・キャンプ地としての誘致活

動、そしてＴＰＰ問題への対応など、県や国と

いう枠組みを超えたさまざまな取り組みを行っ

ているところでありまして、グローバル戦略は

大変重要な課題となってきております。

これらの事業を推進していくためには、職員

一人一人がグローバルな視点を持ち、相手先の

国や地域の実情を正しく把握して事業を推進す

ることが重要であると考えております。インタ

ーネットやメディア等の発達によりまして、い

つでもどこでも必要な情報が得られる現在にお

いても、実際にその地に行き、見て、肌で感じ

て、現地の人々と交流することは大変意義のあ

ることではないかと考えております。

私も、国家公務員時代の２年間のアメリカ留

学でありますとか、さまざまな海外視察調査

は、大変その後の糧になっていると実感すると

ころでございます。県議会の海外視察につきま

しても、同じ意味で、実施される意義はあるの

ではないかと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

続けて知事にお伺いいたします。口蹄疫で、

牛・豚合わせて30万頭を犠牲にいたしました。

あれから５年たちました。私は以前に、鎮魂の

意味を込めて、何らかの大きな行事を立ち上げ

て、それをまた宮崎県の名物にしたらどうだろ

うかという提案をしたことがありました。今、

自然発生的に幾つかそういう鎮魂の意味を込め

た行事が立ち上がっているようであります。私

は、自然発生的に立ち上がってきた、みんなの

気持ちを大切にすべきではないかと思うんです

ね。これらの行事に対して、行政が応援して、

それこそ宮崎を代表するようなイベントにでき

ないものかなと思うのでありますが、知事にお

聞きします。

ことし８月27日に口蹄○知事（河野俊嗣君）

疫終息５周年式典を開催するに当たりまして、

私は、犠牲となりました30万頭の家畜に対する

慰霊の念を決して忘れることなく、口蹄疫の記

憶を継承していくことが、未曾有の危機を経験

した私たちの使命であるという思いを、これま
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でにも増して強く感じたところであります。

口蹄疫の鎮魂の思いが込められた行事はさま

ざま行われておりますが、その一つに「水平線

の花火と音楽」があります。これは、県民の方

々が中心となり、ボランティアの多く方々の力

もいただきながら、ことしで６回目の開催と

なっているところでありますが、県内外から多

くの皆様が集まるイベントに成長しております

ほか、例えば「きゃべつ畑のひまわり祭り」な

ど、口蹄疫からの復興の願いが込められたイベ

ントが県内各地で実施され、県民の間に定着し

てきているところであります。

県としましては、こうした県民の熱い思いや

機運の盛り上がりは大変大切だと考えておりま

すので、御提案の趣旨も含め、宮崎の魅力のＰ

Ｒといった幅広い視点で、その方策などについ

て検討を進めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、延岡のアユ対策についてお聞きいたし

ます。

農政水産部長、延岡五ヶ瀬川のアユの現状を

数字で挙げていただきたいと思います。そし

て、それについてどのような感想を持っておら

れるか、お聞かせください。

五ヶ瀬川のア○農政水産部長（郡司行敏君）

ユにつきましては、30年ほど前までは、年間50

トンを超える漁獲量がありましたけれども、最

近５カ年の状況を見てみますと、平均７トン程

度で推移しております。また、養殖用種苗とし

て採捕されている延岡湾における稚アユにつき

ましても、同様に年間７トンを超えていた採捕

量が、最近５カ年では平均１トン程度となって

おります。このように、五ヶ瀬川におけるアユ

の資源状況は低い水準にあり、資源管理の取り

組みを強化し、資源回復を図ることが急務であ

ると考えております。

私は、この件につきまして、○井本英雄議員

３日間使って、漁協の組合長や養殖業者、ある

いは実際に魚を釣っている人たち、延べ10何人

かにお会いしました。私も、この問題を真正面

から取り上げて、何とか解決に導きたいと思っ

て３日間頑張ったわけでありました。しかし、

この問題は、私のような素人がつけ焼き刃的に

物を言う問題ではないということが本当にわか

りました。「井本さん、この問題を取り上げた

ら、あなたがやけどするよ。やめなさい」と言

われた方もおりました。しかし、現実に今、農

政水産部長が言われたように、アユの問題は非

常に喫緊の問題であります。これをどうするか

ということであります。

そのときに、「県が一番悪い」と言われる人

が何人かおりました。というのは、この問題に

さわれるのは県だけなんですね。採捕権とか川

のこととか。そういうことでありますので、県

がここは腹をくくってリードしていかないかん

ときが来ているのではないか。高速道路が通っ

て、県外からのお客さんも大分ふえているんで

すよ。延岡の観光としても非常に大切な問題で

ありますので、何とか県のほうでリードしてい

ただけないかという思いでありますが、農政水

産部長、お考えをお聞かせください。

県におきまし○農政水産部長（郡司行敏君）

ては、昨年度、有識者会議を開催し、これまで

の管理方法の検証等を行いますとともに本年度

からは、河川におけるアユの生息環境等につい

て実態調査を実施し、アユ資源利用関係者会議

等におきまして、資源管理方法の検討を行って

きたところであります。この結果、ことしか

ら、アユやなでの親アユの採捕終了の時期を10

日間前倒しいたしますとともに、海における稚
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アユの採捕期間を、これまで40日間であったも

のを20日間に短縮するなど、新たな資源管理の

取り組みが開始されたところであります。

議員からお話がありましたように、東九州自

動車道の開通によりまして、アユやなが延岡の

価値ある観光資源として注目されている昨今で

ございます。この機に、アユの資源回復の実現

に向け、全ての関係者が資源管理に取り組んで

いけるよう、積極的に支援してまいりたいと考

えます。

ひとつよろしくお願い申し上○井本英雄議員

げます。海のほうの漁業では、ＩＱ方式という

のがありますよね。ＩＱ方式の基本的な哲学と

いうのは、種の部分は残して、それから生まれ

てくる分だけとって、持続可能な漁業をやって

いこうという発想があるわけですね。アユも同

じだと思うんですよ。種の部分は決してとらな

い。実は、この部分をとっているから、だんだ

ん減っているんですね。種の部分が実はどのく

らいのものであるかというのは、これをはかる

のが非常に難しいんですね。これは行政がやら

ないとしようがないだろうと思うんです。大変

でしょうけれども、ひとつよろしくお願いしま

す。

次に、エビデンスに基づく教育についてお聞

きします。

エビデンスというのは、今さっき河野議員か

らも何回か出ていましたけれども、科学的根拠

という意味でありますが、もともとは医療の分

野で使われていたようであります。中室牧子さ

んの「「学力」の経済学」がベストセラーに

なっておりますが、これにエビデンスに基づく

教育が説かれております。

教育に関しては、100人おれば100人の教育論

があるわけですが、その根拠はと言われれば、

目がきらきらしていたとか、自分の体験からと

か、全く科学的根拠に基づくものではなかった

わけであります。他の教育以外の分野では、そ

れなりにエビデンスに基づく政策が取り入れら

れております。しかし、教育については、それ

がなかったということであります。というの

も、教育についての実験というと、なかなかで

きない、これがネックになっていたからではな

いかと思うわけであります。

教育委員会も去る10月７日、中室牧子さんを

呼ばれて講演会を実施されました。私も参加し

ましたが、宮崎県の教育委員会にしては、なか

なか手回しが早いなと感心したところでありま

す。エビデンスに基づく教育について、教育長

のお考えをお聞かせください。

教育施策について○教育長（飛田 洋君）

は、固定観念にとらわれず、客観的な数値やデ

ータなど科学的根拠、いわゆるエビデンスに基

づいて実施し、検証することは大切であると考

えております。議員が今御質問でおっしゃった

中室先生の著書を幹部職員で読みまして、ぜひ

先生から直接お話を聞きたいということで、お

呼びしまして学習会をいたしました。おいでい

ただきましてありがとうございました。

その著書の中で、アメリカの研究から、意欲

が高いとか、あるいは忍耐力があるとか、非認

知能力の高い生徒のほうが、進学後、大学の中

退率が少ないことなど述べておられます。この

ことは、教育が目指すべき不易であると考えら

れる非認知能力が大切であることが、科学的根

拠をもって証明されたことで、私も強い勇気を

いただいたような気持ちでございます。

また、その著書では、幼稚園に入園する子供

を、質の高い教育を受けるグループとそうでは

ないグループにランダムに分け、その後、それ
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ぞれを追跡して、幼児教育が重要であるという

興味深い知見を述べておられます。同時に、先

生は、子供たちを実験群と比較群、対照群に分

ける、そして調査することは、日本では倫理的

理由などから難しいと書かれておりまして、エ

ビデンスを考えるときに、このような点は十分

配慮が必要であると思いますが、本県のさまざ

まな施策について、可能な限りエビデンスに基

づく検証を行いながら、宮崎の人づくりに努め

てまいりたいと考えております。

そういうことでありますと、○井本英雄議員

もう一回、全ての教育施策が本当にエビデンス

に基づいたものであるかどうかを再検討しな

きゃいかんということになります。そうする

と、なかなか私たち全部を聞いていくと大変で

すから、ちょっと思いつくままに２つばかり、

本当にそれがエビデンスに基づいた教育施策で

あるのかどうかお聞かせ願いたいと思います

が、１つはスーパーティーチャーの件でありま

す。この本の中でも、教育のかなめは先生であ

るということが言われておりますけれども、こ

の制度はどのようなエビデンスに基づいてつく

られた制度であるのかお聞かせください。

スーパーティーチャ○教育長（飛田 洋君）

ー制度は、本県教員の指導力向上を図ることを

目的に、平成21年度から本格実施したものであ

ります。その制度を考えるに当たっては、例え

ば、「この先生はどの学校に転勤していって

も、学力に課題のある子供にしっかり学力をつ

けさせることができる」という実績、また、

「この先生が受け持つと、いつも学級全体が伸

びる」、そういった実績を、すなわち、すぐれ

た指導力を持つ先生は、どの学校に異動しても

高い実績が見られるということを根拠として、

これをエビデンス的なものとして考え、制度設

計を行ったものであります。

また、制度設計の試行期間に、スーパーティ

ーチャー候補者に対して、指導主事等が実際に

授業を参観して、指導力を数値化し評価いたし

ましたが、そのときにも、候補者の先生方が高

い数値を示したことも根拠といたしまして、本

格実施に踏み切ったところであります。今後

も、さまざまな検証を行いながら、スーパー

ティーチャー制度を生かした本県教員の指導力

向上に努めてまいりたいと考えております。

もう１つは、中高一貫教育に○井本英雄議員

ついてであります。中高一貫教育にすると、そ

れが最初からいいものだというような先入観の

もとに、どうもやられているんじゃないのかと

私はちょっと心配しているんですが、中高一貫

教育を取り入れようとするエビデンスはどこに

あるのかお聞かせください。

中高一貫校として県○教育長（飛田 洋君）

で最初に設置しました五ヶ瀬中等教育学校は、

全国初の公立中等教育学校であり、前例となる

学校がなかったことから、教育方針などの教育

理念を丁寧に議論し、学校組織体制を整え、設

置いたしたものであります。設置理念に基づ

き、６年間を見通した特色ある教育課程やゆと

りを利用した独自の教育活動を実践する中で、

子供たちが科学や芸術関係の大会等でさまざま

な賞を受賞するなど、豊かな才能を育んできて

いるものと考えております。

その後、本県の子供たちに多様な教育環境を

提供するということで、併設型の中高一貫教育

校を２校設置いたしましたし、せんだって発表

させていただきましたが、串間市のいろんな状

況を踏まえながら、いい教育環境を提供すると

いうことで、連携型の中高一貫教育校も設置さ

せていただくこととしたところであります。中
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学校３年間、高校３年間、そして、それを接続

するというのにもよさがあります。また、中高

一貫教育校の学びにもよさがあります。今後と

も、科学的根拠に基づいた検証にできるだけ取

り組みながら、本県中高一貫教育の充実に努め

てまいりたいと考えております。

あんまり根拠になっていない○井本英雄議員

ような感じがするんですが、控室でもがんがん

やったけど、なかなか出てきませんでした。

きょうはこのぐらいにとどめておきます。

最後に知事にお伺いします。この本の中にも

出てきますが、ノーベル賞受賞者のヘックマン

という経済学者が、幼児教育の大切さを言って

おります。それは、知識の教育ではなくて、自

制心とか、忍耐力とか、最後まで頑張る力と

か、協調心とかいう能力、それをいわゆる点数

につけられない能力だということで非認知能力

と言っております。非認知能力こそが実は人生

の中で最も大切なものであると、長い目で見た

ときに大切であるということが書いてありま

す。それを鍛えることが非常に有効であると、

そして、既にそのノウハウもヘックマンが示し

ております。そして、このことは、経済的に見

ても、それこそ考えられないようなリターンが

あるということであります。

そして、ヘックマンは、この幼児教育は、富

の再分配ではなくて、事前分配であるというこ

とも言っております。知事は、子育て日本一を

標榜されておりますし、人財を育てることは大

切だと常日ごろ言っておられます。非認知能力

を育てる幼児教育について、宮崎県ならではの

取り組みを行ってみてはいかがかと思うのであ

りますが、お聞かせください。

幼児期における教育○知事（河野俊嗣君）

は、小学校以降の学習基盤の形成というところ

もありますし、生涯にわたる人格形成の基礎を

培うということで、大変重要なものであろうか

と考えております。

午前中お話がありましたエンジン01におきま

しても、オープンカレッジで、私は「のべおか

食の偏差値」という講座を受けたわけでありま

すが、そこにＮＰＯ法人で幼児教育に取り組ん

でおられる小山泰生さんという方、理事長が出

席しておられまして、それは食育についてのお

話でありましたが、若いころからよいものを食

べさせること 小山さんは皇太子殿下の御学―

友ということもあり、３歳から歌舞伎をごらん

になっているということでありますが、幼児の

段階からそういった一流のものに接することの

必要性、それは大人になったら取り返せないと

いうようなお話が大変印象に残っておるところ

であります。

県ではこれまで、子供たちがそれぞれの成長

段階に応じて質の高い教育を受けられるよう、

市町村や地域・家庭と連携して、幼児にとって

望ましい環境の提供や教員等の資質向上に取り

組んできているところでありますが、御指摘に

ありますような、自制心や忍耐力等の非認知能

力を育むことを含め これは、エビデンスに―

より、どういうふうにそれを育んでいくという

ことが証明されるのか、ちょっと私もこの本を

まだ読んでいないところですので、研究してみ

たいところでありますが 質の高い幼児教育―

を受けることは、非常に重要な課題であろうと

考えておりますので、県として、さらに今後ど

のようなことができるのか、研究してまいりた

いと考えております。

ヘックマンは、40年にわたり○井本英雄議員

ずっと調べてきたんですね。だから、人の犯罪

率とか何とか、そういうものを全部やって、こ
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ういう結論を彼はエビデンスとして出して言っ

ているわけであります。ぜひともひとつ御検討

ください。

次に、子供の貧困についてお聞きします。

既に何人かの方がこれについては取り上げま

したので、私はシングルマザーについてお聞き

いたします。日本のシングルマザーの平均年収

はどのくらいなのか。そして、一般平均とどの

くらい差があるものなのか。それから、日本の

シングルマザーの貧困率は国際的に比較してど

の程度のものなのか、福祉保健部長にお聞きし

ます。

直近の国勢調○福祉保健部長（桑山秀彦君）

査であります平成22年の調査によりますと、県

内のひとり親世帯数は１万6,630世帯となってお

りまして、このうち母子世帯数が１万4,058世帯

と、大半を占めております。この母子世帯の収

入について見てみますと、平成24年宮崎県ひと

り親世帯生活実態調査において、母子世帯の

約60％が月収15万円未満となっており、同じ年

の国の統計調査による県内労働者の平均月収が

約30万円でありますので、過半数の母子世帯が

その半分以下となっておりまして、収入に大き

な差が生じている状況にあります。

さらに、平成26年に国が公表した貧困率にお

きましても、母子世帯が大半を占めるひとり親

世帯の貧困率は54.6％でありまして、一般世帯

の3.4倍となっていることから、経済的に大変厳

しい状況にあると認識しております。なお、我

が国のひとり親世帯の貧困率は、ＯＥＣＤ（経

済協力開発機構）の平成22年時点の調査では、

加盟先進国34カ国中、データのない１つの国を

除きまして、加盟国中最も高い割合、最下位に

なっております。

そのようにシングルマザーは○井本英雄議員

大変でありますが、これに対して、県、国はど

のような政策をとろうとしておられるのか、お

聞かせください。

県の取り組み○福祉保健部長（桑山秀彦君）

を御説明申し上げますと、経済的に厳しい状況

に置かれておりますひとり親世帯の生活の安定

を図るために、経済的支援や就労支援、生活支

援などに取り組んでいるところでございます。

具体的には、福祉事務所等に自立支援員を配置

いたしまして、ひとり親からの相談に対応いた

しますとともに、児童扶養手当の支給や医療費

の助成、福祉資金の貸し付け、看護師等の資格

取得のための給付金の支給、家事や育児に支障

が生じた場合のヘルパー派遣など、きめ細かな

支援を行っているところであります。

現在、国では、平成28年度予算に向けて、ひ

とり親世帯に対する支援の充実のため、子供の

学習や親の資格取得に対する支援の強化などを

検討しているところであります。県におきまし

ては、こうした国の動向も踏まえながら、支援

のさらなる充実に取り組んでまいりたいと考え

ております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

それで、貧困の連鎖という言葉があるんです

ね。金持ちの子はいい大学に行ってまた金持ち

になる、ところが、貧乏人の子は学校に行けな

くて結局貧乏人になるという、貧困の連鎖とい

う言葉がありますけど、貧困の連鎖を断ち切る

のは、教育を受けさせることじゃないかなと私

は思うわけです。そういう子供に教育を受ける

チャンスを与える、これが私は大切なことだと

思うんですが、教育長、お聞かせください。

私は、子供たちがさ○教育長（飛田 洋君）

まざまな進路を選択して社会へ踏み出すことが

できるようになる、可能とするためには、基礎
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学力をしっかりと身につけさせることが最も重

要なことの一つであると考えておりまして、い

つも校長会等で、「どの子にも人生を生きてい

く上で学力がハンディとならないようにしてく

れ」ということを強く訴えております。

それから、社会的・職業的自立を目指して行

うキャリア教育も非常に大切であると思ってお

ります。高校生が傍聴してくれておりますが、

若い世代にぜひ伝えたいことは、「自分のよさ

を見つけ出して自分に自信を持ちなさい」と。

そういう指導をしっかりしようと、あるいは職

場体験、インターンシップ等を通して、生き生

きと社会で働く自分の姿を思い描かせる、そう

いう教育活動により、少々の壁は自分で乗り越

えるという気概、あるいは夢の実現のため努力

し続けたいという強い意思を教育で育むことが

大切であると考えております。

さらに、経済的な理由や家庭環境等で悩んで

いる子供たちには、奨学金の紹介やスクールソ

ーシャルワーカー等の活用を進めるなど、子供

たちの飛躍に向けて、各学校において細やかな

支援ができますように、学校の指導に今後とも

努めていきたいと考えております。

ありがとうございました。○井本英雄議員

次は、ギャンブル依存症についてお聞きしま

す。

昨年、日本におけるギャンブル依存症の数字

が発表されました。その大きさに衝撃が走りま

した。男性8.7％、女性1.8％、平均で4.8％、ほ

とんど５％であります。全国でおよそ500万人以

上おるだろうと、20人に１人の割合でありま

す。諸外国では１％前後、大体100人に１人ぐら

いでありますが、それと比較すると、本当に大

きな数字であります。宮崎県ではどのくらいい

るかというと、大体５万人は下らないだろうと

言われております。このような現状に対して、

県はどのように認識しておられるのか、そし

て、どのような対策をとっておられるのか、福

祉保健部長にお聞きします。

ギャンブル依○福祉保健部長（桑山秀彦君）

存症は、病的賭博という精神障がいでありまし

て、自分の仕事を危機に陥れたり、あるいは多

額の負債を負うなどの深刻な状況に陥る例もあ

ると伺っております。患者数については、御質

問にもありましたが、平成25年の国の調査によ

ると、全国で推計536万人、成人人口の約4.8％

という結果でありまして、新聞報道によると、

諸外国では１％程度にとどまるということであ

りますので、我が国は高い状況にあると言えよ

うかと思います。

こうした状況から、県におきましては、精神

保健福祉センター及び各保健所におきまして、

ギャンブルなどさまざまな依存症に関するパン

フレットの配布でありますとか、精神科医師な

どによる相談を行っております。

また、精神保健福祉センターにおきまして

は、家族への支援として、悩みを分かち合う

「家族のつどい」や、依存症を正しく理解する

ための家族教室を開催するなどの取り組みを

行っております。今後とも、依存症に対する正

しい知識の普及や、本人や家族に寄り添うよう

な支援に努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

日本には、たくさんの公営ギャンブルが存在

しております。競馬は農林水産省、競艇は国土

交通省、競輪は経済産業省、サッカーくじは文

部科学省、宝くじは総務省が胴元になっており

ます。そして、パチンコは警察庁が管轄してお

ります。このギャンブル依存症のほとんどは、

パチンコによるものと思われます。
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しかし、警察は、パチンコはギャンブルでは

ないと言っております。これは三店方式である

からだということになっております。三店とい

うのは、パチンコホールと景品交換所、それか

ら景品を納める景品問屋、こういう３つになっ

ている。それがあるから、要するにこれは、ば

くちではないんだ、ギャンブルではないんだと

いうことになっているわけであります。

我々一般人から見ると、景品交換所はパチン

コ屋さんが経営しているんじゃないのか、とい

うふうに見えますね。普通はそう思います。し

かし、どうも警察のほうは、そうじゃないよう

でありますが、私からすると、これは一種の脱

法行為じゃないかと。全く違法性はないのか、

警察本部長の見解をお聞かせください。

パチンコ営業に○警察本部長（野口 泰君）

つきましては、御承知のとおり、風俗営業等の

規制及び業務の適正化等に関する法律におい

て、風俗営業として位置づけられており、この

法律により、所要の規制がなされております。

規制に関していえば、パチンコ営業者がその営

業に関し、現金もしくは有価証券を商品として

提供したり、客に提供した商品を買い取る行為

などは禁止されており、取り締まりの対象とな

ります。警察におきましては、風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律の規定が遵

守されるよう、引き続き、適切かつ的確な指導

及び取り締まりを行っていく所存であります。

もう一度聞きますが、警察本○井本英雄議員

部長、これは合法なんですか、違法なんです

か。もう一度お聞かせください。

これまでの国会○警察本部長（野口 泰君）

答弁等においても、風俗営業等に関する法律の

範囲内で行われているパチンコ営業について

は、賭博等に直ちに当たらないというふうな答

弁がなされておりまして、そのように理解して

おります。

要するに合法でも違法でもな○井本英雄議員

いという、何かわけのわからん答えであります

が、このようなギャンブル依存症が大きな問題

になっている中で、県はＩＲを前向きに検討し

ていると言っております。日本は既にギャンブ

ル大国であります。世界のいわゆるギャンブル

マシン スロットマシンとかパチンコ台とか―

いうのをギャンブルマシンと言うのだそうです

が の６割が日本にあります。２位がアメリ―

カですが、それは１割ちょっとしかない。日本

がはるかに多いんですね。とりわけ宮崎県は、

１人当たりのパチンコ台数が日本一です。町な

かにギャンブル場がこんなにあるのは日本だけ

の話であります。韓国や台湾は既に廃止してし

まいました。

私は、日本は本当に文明国なのかと思うので

ありますが、ギャンブルは刑法185条で禁止され

た賭博罪であります。なぜこれを世界中で禁止

するのかといえば、真面目な勤労意欲をそぐか

らであります。ＩＲ推進論者は経済の活性化を

言うのであります。しかし、真面目な勤労意欲

というのはどうなってもいいのかということで

あります。

既にマニラや韓国の江原（カンウォン）ラン

ドでは、周辺の環境の悪化が報告されておりま

す。まずは、宮崎に５万人はいると思われるギ

ャンブル依存症に対する対策が先ではないで

しょうか。この太陽と神話の国、「日本のひな

た」の国に、ギャンブル場というのは似合わな

いと私は思うのであります。知事の本当に意図

するところをお聞かせ願えたらと思うんです

が、お願いします。

私は総務省時代、宝く○知事（河野俊嗣君）
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じ担当をやっておりました。胴元ということに

なるのかもしれませんが、宝くじ、それから競

輪、競馬、競艇等のいわゆる公営競技の担当で

ありました。これは今御指摘がありましたよう

に、刑法で賭博罪として禁止されているもの

を、行政が公的に管理することによって違法性

を阻却する、しっかり楽しんでいただきなが

ら、地方財政にも資するものとして運営されて

きたところであります。

カジノやホテル、エンターテインメント施設

などから成る統合型リゾート、いわゆるＩＲに

ついて、施設整備に伴う建設需要でありますと

か雇用創出、国内外の観光客の増加による経済

効果というものが期待されるところでありま

す。一方で、御指摘のように、カジノ設置に伴

うギャンブル依存症、治安維持、青少年の健全

育成などの問題があると認識しております。

もちろん、ギャンブル依存症につきまして、

先ほど福祉保健部長が答弁しましたように、我

が国において高い状況にあるということをしっ

かり見据えて、これも大きな問題であると認識

しておりまして、本県においても、関係機関と

連携して、しっかりと対応してまいりたいと考

えております。例えばカジノにおきましても、

シンガポールのカジノなどでは、パスポートを

持った海外からの旅行客は自由に入れますが、

自国民がそこに入ろうとすると、100シンガポー

ルドル およそ8,000円だったと思いますが―

入場料を払うことを通じて、一定の歯どめ―

がかかっているという状況もございますし、自

国民には一切認めないというやり方もあろうか

と思います。

したがいまして、こういった健全性・安全性

を確保する制度上の措置がなされることを前提

として、国の区域認定を視野に入れて、前向き

に検討してまいりたいというのが私の考えであ

りますが、今、国会においても、さまざまな意

見がある中、基本となるＩＲ推進法案が継続審

議となっておりますので、引き続き、国の動向

を注視してまいりたいと考えております。

次は、景観と観光についてお○井本英雄議員

聞きします。

一つは、電線の地中化、それから無電柱化で

あります。ある日本人が、外国人に自慢げに写

真を見せたそうであります。京都の先斗町の写

真ですね。「いいだろう」と見せたら、その外

人が「見ろ。これが非文明国だよ」と言って指

したのは、電柱と電線だったというんですね。

我々はなれっこになっておりますから、電線・

電柱がそんなに汚いかなと思うんですけれど

も、確かに美しくない景観かもしれないなと思

います。先日、新幹線に乗っておりまして、町

なかを見たときに、確かにクモの巣のように電

線が走っておりました。やっぱりこれは美しく

ないかもしれないなと私は思ったわけでありま

す。

今、インバウンドと言われ、外国人観光客も

ふえております。加えて、３・11の大地震の

際、電柱が倒れて交通を遮断し、救済・復興の

邪魔になったとも聞いております。既にアジア

の国々では、ソウルでは46％、北京では34％と

電線の地中化が進んでおります。これを機会

に、無電柱化、電線地中化を考えてみてはいか

がかと思うのでありますが、県土整備部長のお

考えをお聞かせください。

道路の無電柱○県土整備部長（図師雄一君）

化につきましては、安全で快適な通行空間の確

保や都市景観の向上、さらには防災上の観点か

らも、大変重要な取り組みであります。このた

め、道路管理者である国、県、市におきまして
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は、電線管理者や警察とで構成する無電柱化協

議会を設置し、そこでの合意に基づき整備を進

めているところでありまして、これまでに県内

の34路線で約26キロメートルの整備を完了し、

現在、国道218号を初め、５路線で約３キロメー

トルの整備を行っているところであります。

しかしながら、整備に多額の費用を要するこ

とや、費用負担が伴う電線管理者との調整が必

要となるなどの課題があります。このため、現

在、国におきまして、無電柱化の一層の推進を

目指した新たなガイドラインの策定が進められ

ております。県といたしましては、国の動向を

注視しながら、引き続き、無電柱化に取り組ん

でまいりたいと考えております。

それから、次に問題としたい○井本英雄議員

のは、自然の中でよく見かける、コンクリート

で固めた壁や大きな構造物であります。日本は

自然が美しいことは世界中で知られるところで

あります。それなのに、なぜか自然の中に、突

然、無神経に全く不調和なコンクリートの壁や

構造物がでんとあることがあります。もう少し

自然に配慮した土木工事をやってもいいと思う

のでありますが、県土整備部長のお考えをお聞

かせください。

公共事業の実○県土整備部長（図師雄一君）

施に当たりましては、周辺の景観に配慮する必

要がありますことから、県では、平成22年に

「宮崎県公共事業景観形成指針」を策定いたし

まして、施設整備を行っているところでありま

す。例えば、道路事業におきましては、すぐれ

た自然景観をできる限り保全するために、切り

土が少ないルートを選定するとともに、仮にの

り面が発生する箇所におきましては、緑化をす

ることによりまして、周辺の自然になじむよう

配慮しているところであります。

また、現在、延岡市で川水流橋のかけかえを

進めているところでありますが、ここでは、景

観の専門家からアドバイスをいただきながら、

色彩やデザインなどについて検討を行い、周辺

の山や川と調和した良好な景観の創出に努めて

いるところであります。県といたしましては、

今後とも、地域の自然景観に配慮した公共事業

の実施に取り組み、美しい宮崎づくりを推進し

てまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、観光についてお聞きします。最新の調

査では、宮崎県は「おもてなし」が全国で４位

にランクされております。しかし、今後の来訪

意向はというと、28位になっております。この

「おもてなし」がリピートにつながっていない

ということでありまして、せっかく「おもてな

し」が上位にあるのに、これをリピートに結び

つけられないことは、もったいないことであり

ます。何が足りないのか、何が問題なのかを研

究する必要があると思うのでありますが、県は

これをどのよう捉え、そして何か対応をとるつ

もりはあるのか、商工観光労働部長にお聞きし

ます。

お話のあ○商工観光労働部長（永山英也君）

りました大手旅行会社が実施した満足度調査に

おきまして、本県への今後の来訪意向は28位に

とどまっておりまして、大変残念な結果でござ

いました。これをこの調査の中で分析してみま

すと、「おもてなし」、つまりホスピタリティ

ーが全国で４位と上位にございますけれども、

一方で、「魅力的な宿泊施設」の項目、「大人

が楽しめるスポット・体験」、あるいは「現地

へのアクセス」の項目が全国と比べて低い状況

にございまして、これらの点が来訪意向が伸び

悩んだ要因ではないかと考えております。

平成27年12月2日(水）
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こうした状況を踏まえまして、市町村や関係

事業者等とも連携し、本県が有する自然や神

話、歴史・文化、食などを活用した、本県なら

ではの魅力的な観光地づくりを進めていく必要

があると考えております。また、交通アクセス

につきましては、現在、東九州自動車道宮崎―

大分間の開通など、進展はしておりますけれど

も、一方で、２次交通の充実などに取り組んで

いく必要があると考えております。さらに、本

県の認知度を高めますために、ターゲットを明

確にした戦略的なＰＲも行っていきたいと考え

ております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、グーグルのマインドフルネス革命につ

いてお聞きします。

これは何だろうかという人が多いんですが、

マインドフルネスというのは瞑想法の一つであ

ります。お釈迦さんが悟りを開いたときの瞑想

法を、宗教色を取り除いて現代風にアレンジし

た瞑想法であります。メンタルケアに大変効果

があると言われております。鬱病や統合失調症

にも効果があると言われております。

実は、グーグルだけでなくて、アップルやマ

イクロソフト社など、今やアメリカでは多くの

企業がこれを取り入れております。独自のアプ

リなんかもつくって、社員でそれを利用してい

るという話でありました。また、アメリカの小

学校でも取り入れているという情報もありま

す。県の職員のメンタルケアのために、このマ

インドフルネスというものを、県庁あるいは教

育庁で一度研究してみてはどうでしょうかとい

う提案であります。総務部長、教育長にお聞き

いたします。

私も「グーグルの○総務部長（成合 修君）

マインドフルネス革命」という本を一読させて

いただきました。近年、多様化かつ高度化する

行政ニーズに職員が的確に対応していくために

は、職員の能力向上とあわせて、心と体の健康

が大変重要であると考えております。このた

め、知事部局では、職員の福利厚生といたしま

して、職場レクリエーションなどの職員の元気

回復推進のための取り組みのほか、健康教室や

健康相談などの取り組みを行っているところで

あります。また、来年度からは、労働安全衛生

法の改正に伴うストレスチェックを全職員を対

象に実施する予定にしております。

御質問のマインドフルネスは、今という瞬間

に意識を集中させる一種の気づきの瞑想法で、

先ほど議員の御質問にありましたように、グー

グルなど欧米の企業を中心に取り入れられてお

り、その効果として、ストレスの軽減や仕事の

生産性を高めることなどが挙げられておりま

す。職員一人一人が生き生きと働くために、心

身の健康づくりは欠かせないことから、このマ

インドフルネスも含めまして、さまざまな手法

について研究してまいりたいと考えておりま

す。

教職員が心の安定を○教育長（飛田 洋君）

保ちながら働ける職場づくりが大切だと考えて

おりますが、実際には心の悩みを抱えている職

員もいることから、管理職対象の実践的なメン

タルヘルス研修だとか、臨床心理士を活用した

相談体制の整備に取り組んでいるところであり

ます。

私もマインドフルネスの著書を読ませていた

だきました。大変興味深く思ったんですが、多

分目指すところは、エックハルト・トールの思

考だとか禅の世界にもつながるものかなと思っ

たところであります。マインドフルネスには、

心の健康や幸福感が向上するとか、感情のコン
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トロール能力が向上するとか、さらにはストレ

スにうまく対応し軽減できるなどの効果がある

ことに関心を持ったところであります。日本で

の導入状況にも注目しながら、学校職員の心身

の健康づくりへの効果などについて研究してみ

たいと思ったところであります。

一応研究しておいてくださ○井本英雄議員

い。

最後に、土木行政についてお聞きいたしま

す。

まず最初に、五ヶ瀬川の延岡市北方町の桑水

流地区では、平成17年台風14号による洪水で、

家が丸ごとつかるという被害を受けました。と

ころが、先日の説明会で、県の職員から「もう

浸水対策はやらない。水が出たときはすぐ逃げ

てくれ」と言われたと。15軒ほどある集落なん

ですが、「どうして我々だけ差別するのです

か」と地元の人が言ってきました。それが本当

ならひどい話でありますが、県はどのように対

応しようとしているのか、県土整備部長にお伺

いします。

現在、県で○県土整備部長（図師雄一君）

は、五ヶ瀬川におきまして、平成５年に台風７

号により浸水被害が発生いたしました延岡市桑

水流地区を含む14の地区で、平成12年度より水

防災事業に着手しまして、輪中堤の整備や宅地

のかさ上げなどを実施しております。しかしな

がら、平成17年の台風14号により、平成５年を

上回る規模の洪水が発生しまして、桑水流地区

も含め、浸水被害が拡大したところでありま

す。

この浸水被害に対応した対策を行うために

は、現在実施中の事業を完成させた上で、河川

法に基づきまして、平成５年の洪水に対応した

現行の河川整備計画を、平成17年の洪水に対応

したものに変更し、新たな事業として着手する

必要があります。県といたしましては、現在実

施中の事業を早期に完成させますとともに、下

流域を管理している国と調整を図りながら、事

業着手のために必要な検討を進めてまいりたい

と考えております。

ひとつよろしくお願いしま○井本英雄議員

す。

また県土整備部長にお伺いしますが、国道218

号貝の畑地区における歩道がない区間について

であります。ここは５年以上前から言われてお

ります。私も県のほうに言ったんですが、先

日、行ってみましたら、全く何もなされていな

いということでありました。子供たちの通学路

になっております。地元からも要請が来ており

ます。事故も起きております。県はどのように

取り組むつもりなのか、県土整備部長、お願い

いたします。

歩道の整備に○県土整備部長（図師雄一君）

つきましては、小中学生などの歩行者の安全確

保を図る上で大変重要でありますので、県では

まず、法定通学路の整備を重点的に進めること

としておりまして、現在、未整備区間の約177キ

ロメートルについて、自動車・歩行者の交通量

などを勘案して、順次整備を行っているところ

であります。

議員お尋ねの国道218号貝の畑地区の歩道未設

置区間につきましては、法定通学路ではないこ

とから、早急に整備を予定する区間には入って

おりませんが、児童が通行しているという現状

を踏まえまして、安全な通行を確保するため

に、どのような対策ができるのか、学校関係者

や地元の御意見も伺いながら検討してまいりた

いと考えております。

ひとつよろしくお願いいたし○井本英雄議員
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ます。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○星原 透議長

た。

議案第19号採決◎

次に、今回提案されました議○星原 透議長

案第１号から第19号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。

まず、収用委員会委員の任命の同意について

の議案第19号についてお諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第19号についてお諮りいたします。

本案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、本案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第18号まで及び◎

請願委員会付託

ここで、議案第１号から第18○星原 透議長

号までの各号議案及び新規請願は、お手元に配

付の付託表のとおり、それぞれ関係の委員会に

付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす３日から８日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、９日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時２分散会


