
９月８日（木）
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午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）38
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 野 口 泰

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

監 査 事 務 局 長 柳 田 俊 治

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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代表質問◎

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、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、太田清海議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○太田清海議員

ざいます。県民連合宮崎を代表して、質問をさ

せていただきます。

まず、知事には、「ルサンチマンな社会風潮

についてどう思われるか」についてお尋ねした

いと思います。この「ルサンチマン」という言

葉について、ある年配の有識者の方から、「あ

あ、懐かしい言葉だな」と言われました。「今

ではヘイトクライムと表現されるものかもしれ

ませんよ」とも言われました。確かに、この

「ルサンチマン」という言葉は古く、19世紀の

哲学者、キルケゴールにより確立された哲学上

の概念で、ニーチェの「道徳の系譜」などでこ

の言葉が利用され、その後、一般的に使われる

ようになったと言われています。

このルサンチマンの意味は、「弱者が強者に

対して、復讐心、憤り、怨恨、憎悪、非難の感

情を持つこと」と訳されています。一方、ヘイ

トクライムは逆に、相模原市の障害者施設で起

こった事件のように、「強者が障がい者などの

弱者に強い偏見と差別感で攻撃する」といった

語感を感じますが、私には、今日の日本人に

漂っている精神風土を見たときに、「ルサンチ

マン」という言葉が、むちでぴしっと打ったと

きのような見事な語感として言い当てているよ

うに思います。「ヘイトクライム」も、この

「ルサンチマン」の一変形であるかもしれませ

ん。

女優の中村メイコさんが、あるテレビ番組で

こう語っておられました。「女優というのは、

スタジオ間を移動するときに、よくファンの方

からサインを求められたりするので、できるだ

けわからないように、色眼鏡をかけ、帽子を深

々とかぶり、襟を立てて、ひっそりと移動する

んですよ」。ある日、そうやってタクシーに

乗ったところ、運転手さんがバックミラーを見

ながら、「あれ、もしかしたら中村メイコさん

じゃないですか」と言われ、中村さんはちょっ

と嫌になって、「いいえ、違います」と冷たく

答えたそうです。運転手は恐縮し、タクシーの

中は冷たい雰囲気が漂いました。中村メイコさ

んは、悪いことをしたとかわいそうに思い、お

りるとき5,000円を渡して、「おつりはとってお

きなさい」と言ったそうです。すると、運転手

が慌てておりてきて、「先ほどは大変失礼いた

しました。今度女性の名前を言うときは、もっ

ときれいな人の名前を言います」と言ったそう

です。（笑声）

この話は、お互いよかれと思って言ったこ

と、その善意が見事に空回りをしてしまったと

いう、人間社会のおもしろみが感じられます。

中村メイコさん自身も、このエピソードを楽し

く語っておられ、私が先ほど述べた憎悪や復讐

心をあらわす「ルサンチマン」とは対極にあ

る、ほほ笑ましい話であると思います。

ある新聞で、大規模なテロを経験したフラン

スの歴史人口学者の新しい著作を紹介するコー

ナーに、次のような文章がありました。「学歴

や所得の格差が広がり、社会の底辺に憎悪が充

満する弊害は先進国共通の悩みで、日本も人ご

とではない」と書いてありました。ルサンチマ

ンを言い当てているように思います。

平成28年９月８日(木)
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ヘイトスピーチ、ネット上での書き込み、障

がい者殺害、働く人の40％を超えた非正規・派

遣労働者の反逆と言えそうな、秋葉原でのト

ラック暴走殺人、政治を論じるある番組は、あ

しざまにお互いをののしり合うような番組。何

か日本人の美しさが壊れてきているようにも思

います。格差による恨みやねたみの感情が、さ

まざまな悪い事象を引き起こすようなルサンチ

マンな社会について、知事の所感を伺います。

壇上ではもう１点質問いたします。次に、

「メッセージ」「言葉」というテーマについて

質問いたします。第３次安倍内閣が８月３日発

足し、首相会見が行われました。その発言内容

の第一報がニュース番組で報道されたのです

が、その中に注目すべき発言がありました。首

相の発言は、「非正規という言葉をこの国から

一掃する」というような力を込めたフレーズで

した。私はびっくりしました。首相がこんなこ

とを言ったのかと。私は、次のニュースで同じ

ものが流されるだろうと思い、確認のため再度

聞いてみましたが、なぜかもうその部分だけは

カットされて報道されていました。仕方なく、

翌日の新聞で首相会見の全文を確認してみまし

た。その中にはこう書いてありました。「最大

のチャレンジは働き方改革だ。長時間労働を是

正する。同一労働同一賃金を実現し、非正規と

いう言葉をこの国から一掃する」。どう思われ

るでしょうか。

私は、一国の首相の発言は極めて重いものだ

と思います。「この国から非正規という言葉を

一掃する」という言葉を言い切るのなら、私

は、「次の国会で労働者派遣法の廃止法案を提

出します」とか、せめて「製造業には派遣させ

ません」というような決意が含まれているもの

と解釈します。労働者派遣法をそのままにして

おいて、非正規の一掃はできない、あり得ない

と思うからです。この首相会見を、派遣労働を

経験し、苦労したことのある30歳代の女性の方

に見せたところ、「うそ、うそばっかり」と、

政治に対する改革の期待感は全くゼロ、まるで

政治家一般に対しても強い不信感を抱いている

ような、ルサンチマンにも似た言葉が戻ってき

ました。

私の経験ではありますが、関東方面で派遣労

働者として働いていた40歳代の男の人が、両親

の高齢化という事情のため 両親は漁業に従―

事していたのですが、その介護も含めた事情の

ため 延岡に帰ってきました。延岡では職が―

なく、１年間近く失業を経験し、途方に暮れて

私のところに相談に来られました。私の知って

いる介護施設を紹介したところ、正職員で採用

していただきました。しばらくして、その40歳

代の男の人が私の家を訪ねてきました。「あり

がとうございました。資格を持っていないので

賃金は安いのですが、働けることがうれしくて

うれしくて」と涙ぐんでいました。「車でおじ

いちゃんたちを送迎するときは、得意な演歌を

歌ってあげると、みんな本当に喜んでくれるん

ですよ」と、介護職に心からなじみ切っている

ようでした。もともと漁師ですから、「男の

港」でも歌ってあげたのでしょうか。

そして、そこの社長さんからも電話があり、

「いい人を紹介していただきました。資格がな

いので賃金は安いのですが、どうにか工夫して

あげたいですね」という言葉でした。働くとい

うこと、正職員であるということが、こんなに

人間の心を明るく変えるものなんです。だか

ら、４割を超えてしまった非正規を何とか変え

てほしい。でないと、ルサンチマンが蔓延する

社会になってしまいますよ、と訴えたい。
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私は、首相という立場にある人は、国民に希

望を与えることのできる人であり、場合によっ

ては、国民につらい苦しみを分かち合ってもら

うことを伝えなければならないことだってある

と思います。しかし、そこには、誠意と真実が

にじみ出るようなメッセージでなければ、国民

の信頼はつくれないと思います。ルサンチマン

が底辺に増幅するだけではないでしょうか。知

事も、議会のたびごとに「知事提案説明要旨」

などを述べられますが、それはいいかげんなも

のではなく、言葉を選び、語感を確認し、神経

を使って作成されていると思うのですが、政治

をリードする者として、知事としての発言の重

さをどのように考えておられるのか伺いたいと

思います。

以下の質問は質問者席にて行います。（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。

まず、格差社会についてであります。格差の

固定化や拡大は、社会全体に閉塞感や停滞感を

生み出し、場合によっては不満が募り、それが

暴動やテロといった社会の不安定化にも結びつ

いていくものではないかと考えております。国

内におきましても、国外におきましても、さま

ざまな怒りや憎しみ、復讐や憎悪の連鎖、そし

て不寛容の広がり、大変憂慮すべき事態であろ

うかと考えております。

私としましては、全ての人々が、生きがいを

持って働き活躍できる社会、そして社会の進歩

や繁栄というものを享受できるような社会、ま

た、全ての子供たちが、生まれ育った環境に左

右されることなく生き生きと学び、夢の実現に

向かってチャレンジできるような社会というも

のが理想であると考えております。また、議員

が冒頭披露されました見事な小ばなしのよう

に、笑いや笑顔が絶えない社会、そうしたもの

をつくっていくことが大変重要であろうかと考

えておるところであります。

次に、知事としての発言についてでありま

す。政治家の発言は大変重いものであると考え

ておりまして、発言したことにつきましては、

その結果にしっかりと責任を持つ覚悟は必要で

あろうと考えております。私は県政のリーダー

として、いかなる厳しい状況下にありまして

も、大きな目標を掲げること、夢、また未来を

語ることが大変重要であると考えております

し、そのための明確なビジョンや戦略を構築し

て、しっかりと県民に語ること、伝えていくこ

と、そして、その目標を共有して断固実行して

いくことが大変重要であると考えております。

常にこうした姿勢を心がけながら、本県のさら

なる発展に向けて、しっかりと県政運営に当

たっ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。き○太田清海議員

のうも自民党の皆さんの代表質問の中で、介護

離職ゼロということで、介護休業のテーマにつ

いての質問がありました。私は、介護離職ゼロ

は目標値になると思うんですよね。本当にみん

ながそのように離職を減らそうじゃないかとい

うことで、いろんな政策を打ち出してやる。安

倍総理が言われているのは私も賛同できます。

ですから、全てを否定するわけじゃありませ

ん。ただ、日本から非正規を一掃するというの

は、具体的にきちっと出してもらいたいなとい

う思いを込めて言ったわけです。

そしてまた、有名になった言葉で、「保育園

落ちた 日本死ね」という言葉がインターネッ

ト上でも騒がれましたけど、実は、私はある男
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の方から、「こんな言葉は使ったらいかんよ

ね」と言われました。人間、本当に生活が苦し

くて追い込まれた場合、いろんな表現があろう

と思います。これは仕方のなかったことだと思

うんです。私たち政治家は、そういう状況があ

るとするならば、それを変えていくことが使命

ではないかなと思います。

特に、ルサンチマンという言葉を使わせても

らいましたけど、これは知事部局でもそうです

けど、教育委員会でも、こういったテーマの中

で、何かきちっと対応していかないかんところ

があるのではないかと思ったり、もしくは警察

本部長の担当のところでも、犯罪の発生とか、

そういった何か社会に漂っているものがあると

するならば、そのあたりの問題をどうかせない

かんかなということでも提案してもらうといい

かなというような気がいたします。そういう思

いで言わせていただきました。

次に、知事にあと２つほど質問したいと思い

ます。鹿児島県の三反園知事は、川内原発の一

時停止と点検を申し入れましたけれども、隣県

の知事として、知事の所感を伺いたいと思いま

す。これは、きのうも動きがいろいろあったよ

うですけれども、よろしくお願いいたします。

三反園知事の申し入れ○知事（河野俊嗣君）

は、熊本地震を契機としました住民の不安の声

を受けとめ、選挙公約に基づいてなされたもの

と認識しております。原発の稼働につきまして

は、東日本大震災の反省を踏まえ、科学的・技

術的知見に基づく安全性の確保を大前提とし

て、国が判断したものであります。そのわかり

やすい説明や十分な情報提供が重要であると考

えておりまして、県としても、九州電力が今後

どのような対応を行うか注目しているところで

あります。

隣県の知事の、ということで○太田清海議員

ありますが、今、地方自治を運営されている方

というのは、本当に大変な状況に置かれている

と思うんですね。ただ、そういう中で、例え

ば、沖縄県知事が基地問題で、ある程度のこと

を言わざるを得ない状況になってきた。新潟県

知事も原発の問題で、これは民間に対してでも

ですが、ある程度の発言をせざるを得ない。私

は、だんだん地方自治体というものが、みずか

ら判断して、国なり県なりに言っていかなけれ

ばならない状況になってきているのではないか

なと感じます。知事も真面目な方ですから、ぜ

ひいろいろ判断されながら頑張っていただきた

いと思っております。

特に、原発の問題、核の問題は、皆さんどう

考えるのかなと思うんです。廃棄物の処理が科

学的にきちっとできますということであれば、

私は、科学的に判断して大丈夫ですよというこ

とはできると思うんですが、核廃棄物、原発で

できた廃棄物の処理方法は確立されていないで

すよね。地下に埋めるとか、これは将来どうな

るのか。半減期の関係では、100年、1,000年、

１万年という保存をしなければならないような

ことを考えると、自分の人生観だけではなく

て、人類の人生観として判断しなきゃならぬこ

とが出てくるのではないか。私は、人生観とし

ては、人間は核と共存はできないのではないか

という思いを強くいたしております。私たちの

生活のあり方を変える、もしくは経済成長のあ

り方を、もう少しスタンスを変えていく方法、

そんなことを考えないかんのじゃないかなと

思ったりもいたします。

次に、知事に最後の質問になりますけれど

も、ＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法

人）が株式での運用比率を高めた結果、昨年度
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は５兆円の損失を計上、また、ことしの４月～

６月期では、同じく５兆円の赤字を出している

という報道もなされました。私は、年金生活者

として非常に不安を感じているんじゃないかと

思いますが、知事はどう思うか伺いたいと思い

ます。

御指摘のありましたＧ○知事（河野俊嗣君）

ＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）で

ありますが、年金の保険料収入から捻出した年

間約130兆円の積立金を、複数の資産を組み合わ

せて管理・運用しているものであります。積み

立てた年金は、将来にわたって給付していくも

のでありまして、短期的には損失が生じること

があっても、長期的には必要な年金額が確保さ

れるよう、金融・経済の専門家で構成されます

運用委員会の監視を受けながら、安全かつ効率

的に運用されているものと伺っておるところで

あります。公的年金は、老後の生活を社会全体

で支える重要なセーフティーネットであります

ので、今後とも、将来の給付に支障がないよう

運用されるべきものと認識しております。

そういった株運用の専門家が○太田清海議員

運用するということですが、年金積立金のＧＰ

ＩＦのほうでの株の比率は、これまで24％だっ

たものを、50％に引き上げたわけですよね。か

なり危険性もあると思うんですよ。経済動向に

左右されることに年金の財源を委ねていいもの

かどうか、また、それと連動するような国家予

算というものが株に動かされるようなことに

なっていいのかどうか。

私が一つ指摘しておきたいのは、新自由主義

ということで、物言う株主とか言われておりま

すけれども、特に株の配当でいい意味で細々と

生活している人、そういう立場の人も守ってあ

げないかんだろうと思います。ただ、投機的

に、ばくち的に株の売買をする運用の方法等に

委ねていいのかどうかということについては、

どうも私は不安に思います。賃金と配当という

のは、損益計算書の中では相反する関係であり

ますけれども、ぜひ、そういうところの問題を

できるだけ不安のないような形にしてもらいた

いなと思っています。知事の意見として伺って

おきます。

次に、危機管理統括監に消防防災行政につい

て伺います。

今度常備化されました西臼杵広域行政事務組

合消防本部の活動実績及び地元消防団との連携

の状況について、お伺いいたします。

西臼杵広域○危機管理統括監（畑山栄介君）

行政事務組合消防本部は、平成27年４月１日に

運用を開始したところでございまして、27年度

の主な出動状況は、火災12件、救急763件、救

助13件、そして本年度の８月末までの状況は、

火災５件、救急333件、救助４件となっておりま

す。このほか、消防用設備の検査や防火管理等

の指導及び危険物施設の許認可を行う予防業務

など、地域の安全・安心に大きく貢献している

ところでございます。

また、地元消防団との連携につきましては、

消防団員の訓練に対する協力などを通じて、日

ごろから相互の協力体制を構築するとともに、

消防本部が住民を対象として救命講習を実施す

る際には、女性消防団員が協力していると伺っ

ております。

平成27年度から常備化された○太田清海議員

わけですが、本当に行政当局の皆さんの御努力

に感謝を申し上げます。特に救急業務なんかが

非常に 道路も少しずつよくなっております―

けれども 効果といいますか、努力しても―

らっているなと解釈いたします。
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次の質問でありますが、県内消防本部からの

西臼杵広域行政事務組合消防本部に対する人的

支援の状況及び今後の体制について、お伺いい

たします。

西臼杵広域○危機管理統括監（畑山栄介君）

行政事務組合消防本部は、新たに発足した消防

本部ということで、人材不足が懸念されていた

ことから、延岡市消防本部から人的支援として

２名の職員が派遣され、現場活動に加えまし

て、救助技術や予防業務の指導など、人材育成

についても大きく貢献していると伺っておりま

す。今後でございますけれども、これまでの支

援により、必要な体制が整う見込みであるとい

うことで、延岡市消防本部からの人的支援は今

年度末で終了する予定であると伺っているとこ

ろでございます。

消防署というのは、協力体制○太田清海議員

があるんだな、それぞれが協力しながらお互い

育てていくという立場にあるんだなとも思いま

す。

次に、常備化されていない美郷町、諸塚村、

椎葉村、そういったところでの 特に美郷町―

において、救急業務の民間委託が行われていま

すけれども、その活動実績及び効果についてお

伺いいたします。

美郷町で○危機管理統括監（畑山栄介君）

は、役場職員等で対応していた救急搬送業務に

つきまして、平成27年６月１日から、委託先の

救急救命士も役場の救急車に常時２名乗務し、

救急救命業務を行っているところであります。

まず、活動実績についてでございますが、平

成27年度は、北郷地区のみの活動で、10カ月間

の出動実績は68件、また、本年度から南郷地区

にもエリアを広げまして、４月から８月末まで

の出動実績は、両地区合わせて72件となってお

ります。その他の活動としましても、住民を対

象とした救命講習や、各種イベントにおける救

護活動を実施していると伺っております。

次に、事業の効果でございますけれども、専

門的な知識を持った職員が現場到着後、直ちに

応急処置等を行うことができるようになったほ

か、現在勤務している14名の職員全てが県外か

ら移住し、その皆さんが消防団にも加入してい

るということで、地域コミュニティーの活性化

にも効果があると伺っております。

救急業務を担当する民間の方○太田清海議員

々も努力しているんだな、地域に溶け込みなが

らということであろうかと思います。

それで、諸塚村、椎葉村、それから美郷町の

消防常備化の今後の展望についてお伺いいたし

ます。

消防非常備○危機管理統括監（畑山栄介君）

町村の常備化につきましては、重要な課題であ

ると認識しておりますが、お尋ねの３町村につ

きましては、「宮崎県消防広域化推進計画」の

中で、重点地域に指定しているところでありま

す。広大な面積に加えまして、年間の火災発生

件数が少ないことなどから、常備化に向けた具

体的な計画には至っておりません。しかしなが

ら、この地区は、人口減少や高齢化が進む中

で、消防団員の減少や救急業務に対する需要の

高まりといったものも予想されますから、今

後、常備化の必要性も高くなってくると考えら

れます。県としましては、常備化が実現し、消

防力の充実強化が図られるよう、関係町村に対

しまして、引き続き必要な助言を行ってまいり

たいと考えております。

常備化についての御努力をさ○太田清海議員

らにお願いしたいと思います。

県は、地震・津波とか、ああいった減災対策
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で早期避難率を70％に高めるとしておられます

けれども、70％とした考え方を教えてほしいと

思います。また、この避難率を高めるためにど

のような対策を行うのか、お尋ねいたします。

県の地震減○危機管理統括監（畑山栄介君）

災計画で、早期避難率を70％としております

が、その考え方でございますけれども、これ

は、国が実施した東日本大震災における「津波

避難等に関する調査結果」を参考にしたもので

ございます。この調査結果によりますと、日ご

ろから防災意識が高く、避難の呼びかけなどを

行った地域では、すぐに避難した人の割合が70

％程度と高く、人的被害の軽減につながったこ

とから、本県においても、早期避難率を高める

ことで、同様の効果が見込めるという考えで設

定したものでございます。

この避難率を高めるため、県としましては、

沿岸市町と連携して、防災イベントや各種広報

媒体を活用した啓発活動を実施し、津波避難意

識の向上を図りますとともに、防災行政無線や

スマートフォン等を活用した情報伝達手段の多

様化、充実に取り組んでいるところでございま

す。今後も、これらの取り組みに加えまして、

沿岸市町における避難訓練の実施や、津波避難

施設等の整備などの取り組みを推進すること

で、人的被害の最小化に努めてまいりたいと考

えております。

わかりました。70％と、具体○太田清海議員

的に何かあるのかなと思い聞きましたが、確か

に、ＰＲ、事前のいろんなイベントの取り組み

とかいうことで、住民意識を高める、防災意識

を高めておくという手法で、70％は最低目指そ

うという決意として伺っておきます。ぜひ取り

組みの強化をお願いしたいと思います。

それから、原発事故や、ミサイル攻撃など国

民保護法上の事態における避難はどうなってい

るのか、お伺いいたします。

まず、原子○危機管理統括監（畑山栄介君）

力発電所で万一事故が発生した場合でございま

すけれども、一定の緊急事態に至った場合に

は、原則としまして、原子力発電所からおおむ

ね５キロ圏内は避難、30キロ圏内は屋内退避の

指示が国から出されることとされております。

本県を含む30キロ圏外については、事態の進展

等に応じまして、国が県や市町村に対し指示し

て、屋内退避が実施されることになります。

また、武力攻撃事態など国民保護法上の事態

において、本県に避難を要する地域があり、国

から避難措置の指示を受けた場合には、県は市

町村を経由して、直ちに住民に対し、地域外へ

の避難を指示することとしております。弾道ミ

サイル攻撃に伴い、屋内避難が指示された場合

には、できるだけ近くのコンクリートづくりな

どの堅牢な建物の地階等に住民を避難させるこ

ととしております。

わかりました。津波・地震と○太田清海議員

いうのは自然災害ですから、いつ起こるかわか

らない。そういう心構えを本当に日ごろからし

ておかなきゃならぬということは、今回の台風

災害でも証明されていると思います。

私は、どうするのかな 原発事故とかミサ―

イル攻撃とかいうことでありますが、一つの考

え方としては、人為的に解決できる部分もある

のではないかと思う。例えばミサイルとか、そ

ういったことでは、日ごろから日本という国は

平和外交で、そういうことがないように、いい

意味で人為的にきちっと抑えていく、そういう

対応もあるだろうし、原発事故についても、こ

れもどうなのかな、どんどんつくっていいもの

なのかどうか。ある程度、調和ある原発、もし
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くは原発ゼロを目指すとか、そういった考え方

もとうとばなければいけないんじゃないかなと

思うんです。

伊方原発でも住民避難の訓練があったそうで

すけれども、その中には、佐田岬半島のつけ根

に原発があるものですから、住民が三崎港から

大分のほうにヘリに乗って逃げる作業までやっ

た。ことしはできなかったそうなんですけど、

前回は大分まで避難したというようなこともあ

ります。原発事故で本当にこんなことをしな

きゃならぬことになっちゃいけないわけで、人

為的にそういうものを減らす、原発ゼロを目指

すのが一番いいとは思いますけれども、そうい

う考えで、本当に避難ができるのかなという思

いがあります。今後の課題として、また対応し

ていきたいと思います。

次に、総合政策部長にお尋ねします。関連し

て、病院局長にもお尋ねしたいと思います。地

域おこし協力隊の受け入れ及び定住の状況につ

いて伺いたいと思います。

地域おこし協○総合政策部長（永山英也君）

力隊は、地方自治体が都市住民を受け入れまし

て、特産品の開発や農林業の支援などの各種活

動に従事していただきながら、当該地域への定

住・定着を図る国の制度でございます。本県に

おきましては、平成22年度に最初の隊員を受け

入れて以降、隊員数が年々増加しておりまし

て、ことし６月末時点では、小林市など14市町

村に48名が配置されております。また、これま

でに任期を終了した25名のうち、14名が県内に

定住されております。

地域おこし協力隊は、市町村が地方創生に取

り組む上で大変有効な制度であります。県とい

たしましては、隊員同士の交流を深める研修会

に加えまして、今年度から新たに、地域づくり

団体とのネットワークを構築する事業を行いま

して、地域とのつながりを深めるなど、隊員の

定住を支援してまいりたいと考えております。

地域おこし協力隊について○太田清海議員

は、本当に年々伸びていますので、評価したい

と思います。ただ、現地のほうで、それぞれ受

け入れ団体、定住の成果をどう図るかというこ

とで、非常に苦労されています。私たちも、え

びの市でしたか、特別委員会で視察に行ったと

きに、そういった取り組みを一生懸命されてい

るということで、ここは９人ほど隊員の方が

入っておられますけど、苦労されているようで

した。ただ、えびのというところは、小学校、

中学校のクラス編制が、全ての学級で30人学級

ということで、Ｕターン組とかそういう人たち

が、若者が定住するのがいいから、そういうと

ころもＰＲしたらどうでしょうかと、提案はし

ておきましたけれども、それぞれがまちづくり

で一生懸命頑張っているんだと思います。

関連してと言いましたが、病院局長にお伺い

します。今年度実施した看護師選考採用試験に

ついて、地域枠の試験結果をお伺いしたいと思

います。

今年度実施した看○病院局長（土持正弘君）

護師選考採用試験の地域枠の試験結果でありま

すが、これは日南と延岡に限定してやっており

ますけれども、日南が受験者６名に対しまして

合格者４名、延岡が受験者54名に対して合格

者30名であります。

わかりました。これは、私が○太田清海議員

平成24年の９月議会で、こういった異動のない

看護師をつくったらどうかと提案して、その

後、政策として、事業として起こしていただい

たわけです。私としても、延岡は列車で通勤さ

れる方が多いのかな、地震などあったりすると
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大変なことになるから、地元採用ということも

考えたらどうですかというような思いで伝えた

わけですけれども。働くこと、地元で働けると

いうことは、非常に大事なことだと思うんです

よね。だから、地域おこし協力隊のテーマでお

話をしましたけれども、冒頭にも述べました

が、働くということを大事にする社会が大事

じゃないかなと思っています。

私も、延岡のあるお父さんから、自分の息子

が実は職がなくて、県外に出ようというふうな

思いだったけれども、地域枠というのを聞いて

一生懸命勉強して、地域枠に通ったということ

であります。親子で過ごすことができて本当に

よかったということも言っておりました。ぜ

ひ、こういった形のものを、そこの地域の事情

に応じた形があるならば、また改良をお願いし

たいと思います。

次に、福祉行政について福祉保健部長にお伺

いいたします。

県北地区に重症心身障がい児・者を対象とし

た医療型短期入所施設の整備が必要であると思

いますが、県の取り組みについてお伺いしたい

と思います。これは日向のほうからも要望が出

ております。延岡のほうでも以前からも要望が

あったわけですが、今回、一般質問を見たら、

日高博之議員が「延岡市からの要望について」

と書いてありましたので、連携して、私も日向

から要望が出ておりますけれども、お返しした

いと思って質問いたします。

在宅で重症心○福祉保健部長（日隈俊郎君）

身障がい児・者を介護されている御家族は、大

変御苦労されております。私も十分認識してい

るところでございます。その御家族の社会参加

あるいは休息の時間を確保するために、より身

近な地域で利用できる医療型短期入所施設の充

実が求められておりまして、特に県北において

は、大きな課題になっているものと認識してお

ります。

県におきましては、昨年度から、短期入所施

設等の新規開設や受け入れをふやす事業所に対

しまして、医療機器の購入や施設・設備の整備

に要する費用を補助する県独自の事業を実施す

るなど、体制の充実に努めているところであり

ます。また、施設の新規開設に当たりまして

は、既存の介護老人保健施設の空床を活用した

方策等を含めまして、さまざまな可能性につい

て、今後とも、地元市町村や関係機関と協議し

てまいりたいと考えております。

わかりました。これは、医師○太田清海議員

確保、それから看護師の確保という、また重た

いテーマがあった中での取り組みになろうかと

思いますので、簡単にはいかないだろうと思い

ます。ただ、本当にそういう医療機関等に行く

ことが大変きついという人、お母さん、お父さ

ん方がいらっしゃいます。ぜひ、こういった問

題が県北地区でも解消されるといいなという思

いで質問させていただきました。宮崎では、は

ながしま診療所というのが、こういう施設とし

て整備されたようですが、ここでは清山議員が

医師としても働いているというような報道もさ

れておりまして、こういったいろんな工夫をぜ

ひお願いしたいと思います。

続きまして、これはＴＰＰの問題に関連する

かもしれませんが、国保の制度の中に、患者申

出療養制度というのが４月１日からできたと聞

いております。この制度についてお伺いしたい

と思います。

お話のありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

した患者申出療養制度と申しますのは、国内で

未承認の医薬品等を迅速に使用したいという患
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者の思いに応えるため、患者からの申し出によ

り、保険診療と併用する新たな仕組みとして、

ことし４月に創設されたものであります。

具体的には、患者が、あらかじめ国の承認を

受けた、例えば九州大学病院などの全国８カ所

の臨床研究中核病院を通じまして、国に申請を

行うこととされておりまして、本県では、宮崎

大学医学部附属病院に相談窓口が設置されてお

ります。申請後は、国の会議で安全性、有効性

等の審査が原則６週間を目安に行われまして、

承認されれば、臨床研究中核病院等において医

療が受けられることになります。

なお、患者が負担する医療費につきまして

は、保険診療部分については医療保険が給付さ

れますけれども、未承認医薬品等の保険が適用

されない部分については、全額自己負担となっ

ております。

わかりました。混合診療の足○太田清海議員

がかりになるんじゃないかなという思いもあり

まして 新しい制度ができたということであ―

りますが、目的としては、将来の保険を導入す

るための評価を行うものというような説明もあ

りましたけれども、この制度等が混合診療の足

がかりになってはいけないところがあるんじゃ

ないかなという思いも持って、見ておきたいと

思います。

次に、社会福祉法人における親族経営につい

て、今回の社会福祉法人制度改革で、どのよう

に規制が強化され、今後、どのように指導を

行っていくのかということをお伺いしたいと思

います。これは、今、社会福祉法人等の内部留

保の問題とか、さまざまな問題があって、それ

をきちっとせないかんということでつくられた

と思うんです。ほとんどの福祉法人では、一生

懸命仕事をやりながらも、少し得た内部留保な

り、そういったものもきちっと社会貢献のため

に使うとか、そんな改革もしたらどうかという

ことだったのかなと思いますが、当面、そうい

う親族経営についての改革はどういうふうに

なっているのかということをお伺いしたいと思

います。

今回の社会福○福祉保健部長（日隈俊郎君）

祉法人制度改革では、公益性と非営利性を備え

た法人のあり方を徹底する観点から、社会福祉

法の改正が行われておりまして、議員のお話に

ありました、いわゆる「親族経営」の関係で

は、「法人の理事について、配偶者や三親等以

内の親族等が３人又は理事の総数の三分の一を

超えないこと」や「役員や職員等に対する特別

の利益供与の禁止」などの規制が強化されたと

ころであります。県としましては、今後の監査

において、役員の親族関係や支出管理の状況等

を十分に確認させていただきまして、適切な指

導を行っていくことを通じ、今回の制度改革に

対する法人の対応を着実に進展させてまいりた

いと考えております。

私は、親族経営についてとい○太田清海議員

うことで絞ってお尋ねしましたが、その他、何

か改善された点はありますか。

その他で重要○福祉保健部長（日隈俊郎君）

なものといたしましては、理事、理事長に対す

る牽制機能を発揮するため、評議員会の制度が

変わっておるんですけれども、従来の諮問機関

から議決機関となっておりまして、全ての法人

に必置されることとなっております。例えば、

保育所等はこれまでほとんどなかったというよ

うなところが多いんですけれども、全てが必置

となります。評議員会では、理事等の選任や役

員報酬など重要事項について議決するなど、経

営組織のガバナンスの強化が図られるというこ
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とになっているところであります。

冒頭言いましたように、社会○太田清海議員

福祉法人は、法にのっとり一生懸命、適正に運

営されているというふうに理解いたしますが、

こういった改革でもって、もう少しいい方向に

持っていこうということだろうと思います。

介護保険サービスを提供している法人は、社

会福祉法人以外ではどのくらい県内に存在する

のか、お尋ねいたします。

介護保険サー○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ビスを提供している社会福祉法人以外の法人で

ございますけれども、ことし９月１日現在で、

株式会社が346、有限会社が164、医療法人

が134、合同会社及び合資会社が126、特定非営

利活動法人、いわゆるＮＰＯ法人が39、その他

が52となっており、合計いたしますと861法人と

なっております。

わかりました。社会福祉法人○太田清海議員

は、ある程度こういった法的な規制ができて、

さらに適正に運営されていくと思いますが、ま

た、その他の法の規制がかからない、今言われ

た861、そういったところも、運営のあり方とし

ては、社会福祉法人改革の思想も生かしながら

運営されていくといいなと思っています。とい

うのは、こういった株式会社経営者とかＮＰＯ

法人の経営者の話を聞くと、実は税制上、全然

優遇がないから、俺たちも社会福祉法人並みに

してほしいという希望もあります。大変経営が

苦しいところもあるんだろうなと思ったりもし

ますが、中には、介護従事者が離職していくと

いう原因の一つに、こういう事例もあるんです

よね。

いわゆる株式会社というか、そういったとこ

ろの経営者の中で、そこの息子さんが、一生懸

命お風呂に入れたりしている介護従事者の前

で、「今度新車を買うとよな」とか言ってし

まったものだから、一生懸命風呂に入れていた

年上の従事者の人が、「何かがっくりきた」と

いうようなこともあるわけですよね。これは個

人的な問題であろうと思いますけれども。そう

いった社会福祉法人なりの改革の思想ができる

だけ広まって、みんなで協力して会社を盛り上

げようねというような雰囲気をつくったほうが

いいのではないかなと思います。福祉法人改革

の思想が広まる、もしくは、先ほど言った、税

制上もある程度優遇してあげないと、株式会社

とか、そういったところの経営も難しいところ

があるのかなという思いもいたしました。

それから、もう一つ、最後になりますが、子

ども食堂というのができまして、私も前回の一

般質問で質問したことがあります。本来、御飯

を十分に食べられない子供たちが存在するんだ

ということでいうと、これは政治の責任じゃな

いかなと、前回、私は申し述べたと思いますけ

れども、延岡でも２つほど団体ができて、一生

懸命頑張っています。聞くところによると、

「地域子供の未来応援交付金」、こういったの

が活用できるんじゃないかと思いましたので、

その概要と取り組み状況についてお伺いしたい

と思います。

「地域子供の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

未来応援交付金」は、各地方自治体における、

子供の成長段階に応じた切れ目のない支援や、

関係機関が連携するためのネットワークの形成

を目的として、国が創設したものであります。

具体的には、市町村が実施します子供の貧困の

実態調査や計画の策定、福祉や教育などの関係

機関で構成する協議会の組織化、さらには、子

ども食堂や学習支援など、子供の支援に関する

事業実施に対しまして補助を行うものでありま
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す。今年度は、本県では、日南市、日向市、え

びの市及び高鍋町の４市町が、この交付金を活

用し、実態調査等に取り組むこととしておりま

す。

子供の貧困対策を着実に推進していくために

は、地域住民に最も身近な市町村の役割が大変

重要でありますので、県といたしましては、他

の市町村についても、交付金を積極的に活用し

ていただけるよう、引き続き働きかけを行って

まいりたいと考えております。

ありがとうございました。未○太田清海議員

来応援交付金というのが、子ども食堂、そう

いったものの支援にも役立てることができると

いうことをお聞きしましたので、こういったこ

とについても広めていきたいと思います。

実は、私も厚生常任委員会で、沖縄の子ども

食堂の視察に行かせてもらいました。そこで、

こういうのもあるんだと思ったのは、御飯を食

べさせるだけではなくて、以前から来ている子

供たちが、新しく入ってくる子供、その子を見

ていると、靴も並べなくて脱ぎっ放しで上がっ

ていく、それを片づける。だから、そこのス

タッフの大人の方々は、基本的には、どんな家

庭の子であっても絶対怒らないそうです。怒る

と来なくなるから。それを見ていると、以前か

ら来ている子供さんたちがそれを片づけてあげ

ると、いつの間にかその子供も靴を片づけるよ

うになる。いわゆるしつけができていない家庭

の子供さんたちもいっぱいおる中で、そういう

子供さんにもできるだけチャンスとして与えて

来ていただいて、子供たち自身がしつけを教え

ていく、そういうふうになりましたということ

も聞きました。

それから、そんなことで運営していくと、子

供さんたちが御飯を満足に食べられる。そうい

うことを通して、いつの間にか、僕も勉強した

い、みんなと同じように勉強がわかりたいとい

うことを伝える子供もいるそうです。そこでし

めたということで、スタッフの人たちが学生ボ

ランティアを使って勉強を教えていく、そうい

う話も聞きまして、なるほどな、御飯を食べさ

せることだけじゃなくて、社会福祉といいます

か、ソーシャルワーク的なことをやれる団体な

んだなということを考えると、社会的にも価値

ある活動ではないかなと思いましたので、ぜ

ひ、こういった未来応援交付金というもののＰ

Ｒを図っていただきたいと思います。

それから、次に移りますが、県土整備部長に

東九州自動車道についてお伺いしたいと思いま

す。きのうの自民党の皆さんの代表質問の中で

も出てきましたので、私は、東九州自動車道宮

崎西インターチェンジから延岡南インターチェ

ンジ間における用地買収は、４車線化を見通し

た用地幅を確保しているのかどうか、確認のた

めお伺いしたいと思います。

西日本高速○県土整備部長（東 憲之介君）

道路株式会社によりますと、東九州自動車道宮

崎西インターチェンジから延岡南インターチェ

ンジ間におきましては、地権者の同意が得られ

ず、２車線分のみを買収した箇所など一部を除

き、４車線の工事に必要な用地を買収している

と伺っております。

よく県民から聞かれるもので○太田清海議員

すからね。４車線は基本的に買収しているんだ

ということであります。あとは、きのうもあり

ましたように、いろんな事故がありますので、

早急に４車線化をという思いを持つわけです

が、手続が長く、国幹審の審査を経たりとか、

そんなことになって、また時間がかかるのかな

と思いますが、そのあたりの手続はいかがで
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しょうか。

暫定２車線○県土整備部長（東 憲之介君）

区間を４車線にするなど、高速自動車国道の整

備計画を変更する手続についてでありますが、

昨年11月に、国土交通省が高速自動車国道法施

行令の一部を改正しまして、第三者委員会での

議論等の透明性を確保しつつ、交通量の増大等

に応じて機動的な対応が可能になったところで

あります。また、国土交通省では、暫定２車線

区間のサービス向上を確保するため、付加車線

設置の選定基準の検討などに着手したところで

もあります。

県といたしましては、これら国の動向を踏ま

えながら、より早期に高速道路の機能を高めて

いくため、４車線化の実現を前提としまして、

事故や速度低下の多い区間から優先的に付加車

線を増設するよう、西日本高速道路株式会社な

どに対して要望してまいりたいと考えておりま

す。

わかりました。昨年の11月に○太田清海議員

何とか施行令が改正されたということで、手続

的には、以前よりかはスムーズにいけるという

ことをお聞きしました。ぜひ、付加車線も追い

越し車線とかいろいろあるんだろうと思います

が、４車線化に向けた取り組みをひとつよろし

くお願いしたいと思います。

続きまして、農政について農政水産部長にお

伺いいたします。

これは、山下議員が一生懸命取り組まれたこ

とでもありますが、県職員獣医師の確保の現状

と取り組み状況についてお伺いしたいと思いま

す。

家畜防疫対策○農政水産部長（郡司行敏君）

や食品の安全性確保など、県職員獣医師の果た

す役割は、ますます重要となってきておりま

す。県職員獣医師確保につきましては、全国16

の獣医系大学の卒業生のうち、約４割がペット

等の小動物診療分野に就職する一方で、都道府

県への就職は約15％にとどまっているというの

が現状でございます。このため県では、関係部

局が一体となった「獣医師確保対策チーム」を

中心に、就職説明会への参加やインターンシッ

プの受け入れ、さらには、本県に就職を希望す

る者に対しての修学資金の給付等を実施してい

るところであります。

加えて、本年度からは、高校生を対象に、獣

医師への関心を高めてもらうための説明会を各

地域で開催するなど、将来を見据えた取り組み

も開始したところであります。今後とも、県職

員獣医師の安定確保に向けて、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

わかりました。さまざまな取○太田清海議員

り組みをされておりますので、ぜひ、獣医師が

宮崎県に来ていただけるように、頑張っていた

だきたいと思います。これも医師確保と同じよ

うなテーマであろうかと思います。お隣の鹿児

島では、初任給調整手当を改善して、それぞれ

の市町村、県同士が競合するというような状況

もあります。もちろん給与面とか待遇面の改善

は、可能なところはぜひお願いしたいとは思い

ますが、宮崎ならではの魅力、うちではこんな

こともできるよというような何か魅力をまた訴

えられたらいいのかなとも思います。今後、ぜ

ひ研究していただきたいと思います。

それから次に、広域農道の関係であります。

延岡には、私を含めて、井本議員、後藤議員、

河野議員、田口議員、５人の県会議員がいます

が、地元から広域農道の問題について相談を受

けました。詳しくは河野議員がやりますので、

私は、代表質問ですから、行政一般の考え方と
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してお伺いしたいと思うんですね。でないと、

私が５名の県会議員の代表質問になっちゃいま

すから。

それで、広域農道、接続する市町村道がある

わけですよね。これに連なるときに、そこが余

りにも狭かったりすれば、広域農道自身はせっ

かくいっぱい通るんだけど、そこで事故が起

こったりしてはいけないということで、ぜひ、

県がリーダーシップをとって、その辺の調整を

やってほしいという声もあります。これは行政

全体に言えることがあろうかと思いますが、そ

のあたりの県の考えをお伺いしたいと思いま

す。

広域農道は、○農政水産部長（郡司行敏君）

農村地域における基幹的な農道でありまして、

農畜産物輸送の合理化とともに、地域住民の利

便性の向上を図り、もって地域の活性化に資す

るものであります。県内では、計画された広域

農道が８路線ありますけれども、現在までに７

路線が全線開通しておりまして、現在、お話に

ありましたように、延岡市から日向市までを結

ぶ広域農道、沿海北部地区の整備に取り組んで

いるところであります。広域農道の整備に当た

りましては、当然、交通量が増加するというこ

とが予想されます。そのことによって、地域の

交通の状況が大きく変化する場合もございま

す。

このため、広域農道の整備に当たりまして

は、地域住民の方々への十分な説明を行い、御

意見も伺いながら、接続する市町村道等の整備

も含めまして、地域の交通の変化に対応した道

路整備が図られますよう、今後とも、関係市町

村等と協議・調整を行ってまいりたいと考えて

おります。

わかりました。ぜひ、そうい○太田清海議員

う立場で県が調整を図っていっていただきたい

なということで、基本姿勢を聞かせていただき

ました。

次に、労働行政について商工観光労働部長に

お伺いいたします。

きのうも出てきましたが、外国人技能実習制

度についてお伺いしたいと思います。この制度

についての意味をお願いいたします。

外国人技○商工観光労働部長（中田哲朗君）

能実習制度は、技能、技術または知識を開発途

上国等の人たちに移転することによりまして、

それらの国の経済発展を担う「人づくり」に協

力することを目的として、平成５年に創設され

たものでございます。現在、この制度は、農業

や漁業、建設業など74職種、133作業が対象と

なっておりまして、技能実習生は、我が国に入

国後、原則２カ月間の講習を受けた後、受け入

れ事業者と雇用契約を結び、それぞれの技能実

習を行うこととなります。なお、この制度によ

る滞在期間は、最長３年間となっております。

わかりました。○太田清海議員

外国人技能実習生の県内の状況についてお伺

いしたいと思います。

宮崎労働○商工観光労働部長（中田哲朗君）

局によりますと、平成27年10月末現在で、県内

の外国人労働者は2,119人となっておりまして、

このうち、64.7％に当たる1,371人が技能実習生

でございます。その状況を職種別に見てみます

と、主に、農業や繊維・衣服、食料品製造業、

漁業等において、多くの実習生が受け入れられ

ております。また、実習生の賃金につきまして

は、県内の状況は把握できておりませんが、平

成26年の全国の状況は、公益財団法人国際研修

協力機構によりますと、平均で約12万8,000円と

なっております。
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賃金でいうと、12万8,000円が○太田清海議員

平均であろうということであります。県内でも

高校生の就職率がなかなか難しいという報道を

聞いたときに、むしろこういうところに来ても

らうとかできないものだろうかなという思いも

いたしましたが、低賃金であるとか、そういっ

た問題もあるのかなと思います。実は、外国人

技能実習生については、国際貢献という立場

で、その人たちが技能を身につけて、本国に

戻って、日本に感謝しながら、そういったのを

広めるという思想もあるんですよということで

したので、私も了としますが、県内の就職率の

問題とも絡めて、宮崎県の就職率も高まるとい

いがなという思いで聞かせていただきました。

きのうも代表質問の中でも出ましたので、県

内の高校生の就職率の問題については割愛させ

ていただきます。

次に、病院局長に県立病院事業についてお伺

いしたいと思います。

以前も聞いた記憶があるんですが、消費税の

控除対象外消費税、いわゆる損税が、平成28年

度の県立病院事業会計においては幾らあるの

か、お伺いしたいと思います。

28年度はまだです○病院局長（土持正弘君）

ので、26年度ということでよろしいでしょう

か。まず、26年度の県立病院事業会計における

控除対象外消費税の金額でありますけれども、

８億4,717万円余となっております。

私は28年度と言ったんです○太田清海議員

ね。失礼いたしました。そのことに気をとられ

て、大変申しわけありません、今の数字を聞き

漏らしてしまいました。もう一回お願いいたし

ます。

８億4,717万円余で○病院局長（土持正弘君）

ございます。

控除対象外消費税というの○太田清海議員

は、病院事業のサービス、そういった医療行為

は非課税であるということで税が取れない、国

には結果的には納めた形になるものですから、

そういう損税が出ているんだよということであ

るわけですけれども、過去、消費税率が５％か

ら８％に引き上げられたときの損税の影響額に

ついて、お尋ねいたします。

消費税率が５％で○病院局長（土持正弘君）

ありました平成25年度の県立病院事業会計にお

ける控除対象外消費税の金額が５億1,923万円余

でございましたので、８％に上がった平成26年

度 先ほどの金額でございますが は、平― ―

成25年度と比較いたしますと、３億2,793万円余

増加したところであります。各年度、課税対象

額が異なりますために、単純な比較はできませ

んが、消費税率が５％から８％に引き上がった

ことで、約３億円程度の影響があったものと考

えております。

そう考えると、１％は１億円○太田清海議員

というような計算になろうかと思います。これ

も、病院経営にとっては大変な、経営が苦しい

といいますか、そういう方向に解釈されてしま

いますよね。こういった損税というのがある中

で、県病院は努力をされているわけですから、

国のほうでも、医療報酬、そういったところに

きちっと反映させるのか、もしくはゼロ課税

だったら問題ないんだという話も聞いておりま

すので、そういった改善もしないと、これは大

変じゃないかなと思います。

それと関連して、地方公営企業会計基準の見

直しが平成26年度に行われましたけれども、主

な変更点についてお伺いしたいと思います。

地方公営企業会計○病院局長（土持正弘君）

基準の主な変更点でございますが、企業債や他
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会計からの借入金である「借入資本金」の計上

先が、貸借対照表上の「資本の部」から「負債

の部」に変更されまして、１年以内に返済期限

が到来する債務につきましては、流動負債に分

類することとなったところであります。

また、補助金等により取得した固定資産の

「みなし償却制度」が廃止されまして、減価償

却を行うこととなったほか、補助金等につきま

しては、「長期前受金」として「負債の部」へ

計上した上で、減価償却見合い分の収益化が可

能となったところであります。

また、退職給付引当金を初め、賞与引当金や

貸倒引当金等の各種引当金の計上が義務化され

まして、当年度の負担すべき引当額を費用に計

上することとなったところであります。

病院会計でありますが、今ま○太田清海議員

で、いろんな、常任委員会とかでも、質問等の

中でも聞かせていただきました。今までのイメ

ージとしては、企業会計の変更は、民間の会計

に合わせるんだというイメージだけの説明が

あったように私は解釈しておったものですか

ら、民間に合わせるんだなという思いでありま

したが、これはできるだけ赤字に見せようとす

るような改革ではないかと私は思います。

今言われた、専門的に言うと、先ほどの企業

債の問題も、これまでは資本金扱いだったけ

ど、貸借対照表上は「負債の部」に持っていか

れたというようなことですよね。でも、企業債

というのは、本来、交付税措置がある、いわゆ

る資産としてみなされる部分もあったりするわ

けですね。単純に全部を負債の側に持っていく

ことはできない。それをわざわざ負債のほうに

持ち込んで、決算としては赤字に見せていくと

いうような感じがいたします。

ですから、そのあたりは、病院局のほうも実

質こういうことなんだよと、財政のほうでもあ

りますが、臨財債の扱いなんかもきちっと書か

れて、これは借金ではなくて戻されますよと書

いてありますよね。そういった表記とか注記と

いうのが必要ではないかと思います。県病院と

いうところは、本当に不採算部門を覚悟しなが

らやっているところですから、赤字云々という

ことじゃなくて、病院がどんな事業をしたのか

というところが問われることであって、こう

いった公営企業会計の変更によって、妙なこと

を言われないようにせないかんなとも思いま

す。念のため聞かせていただきました。

次に、教育行政についてお伺いしたいと思い

ます。

小中学校の講師の任用についてであります。

任用の方法はどうなっているのか。また、適切

な指導のできる講師を任用するための対策につ

いてお伺いしたいと思います。

小中学校の講師の任○教育長（四本 孝君）

用につきましては、県教育委員会に登録された

名簿をもとに、校長が面接を行った上で適任者

を人選し、市町村教育委員会が免許等を確認の

上、教育事務所長が任用を決定しております。

県教育委員会といたしましては、校長に対し

て、十分な情報をもとに面接を行い、適任者を

人選するよう指導しておりますが、適切な指導

のできる講師を任用するため、より一層、市町

村教育委員会と連携し、情報交換を行ってまい

りたいと考えております。

なお、任用後の講師に対しまして、校長によ

る資質向上のための適切な指導を行うととも

に、学校や県教育委員会による研修会等の充実

を図りながら、指導力の向上に努めてまいりた

いと考えております。

講師についてでありますが、○太田清海議員
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以前も改善できないかなという質問もあったよ

うであります。講師の人たちは、本当は先生に

なりたいんだけど、なれなかったということ

で、職を求めて頑張っている人もいらっしゃる

と思うんですよね。

私も、これはあるところで講師の方から聞き

ましたけど、講師の人は、どこの学校が今度産

休で休まれるかとか、そういったところに本当

に気を配って、一生懸命聞き出して、そこに応

募したいというような気持ちになるわけです

ね。採用ということについては、本当に１月、

２月ごろが一番はらはらの時期なんです。これ

はめったにない例でしょうけど、校長先生が、

「俺の言うことを聞いておかないと、おまえた

ちは職がないぞ」というようなことを言われる

と、講師の人たちはびくびくものなんですよ

ね。

そういう話も直接聞いたものですから、校長

が決定するということについて、できるだけ地

域の教育事務所でも、何か扱いを変えながらや

る方法とかされたらいいんじゃないかなという

気がするんですね。校長権限でというのも、も

ちろん立派な校長先生がいっぱいいらっしゃい

ますので、問題はないと思いますが、そういっ

た問題が出てくるとするならば、今後、多少の

改善は図っていっていただきたいなと思いま

す。これはこのくらいにしておきます。

次に、スクールソーシャルワーカーについて

お伺いしたいと思います。これは、きのうも出

てきておりまして、増員を図る スクールソ―

ーシャルワーカーの仕事というのは本当に大変

なことなんだよということでいくと、なかなか

有資格者が見つからない、確保が難しいという

話も聞いています。宮崎県では、有資格者の確

保、どのような工夫をしているのかお伺いした

いと思います。

本県では、スクール○教育長（四本 孝君）

ソーシャルワーカーの要件といたしまして、社

会福祉士や精神保健福祉士の有資格者、また

は、教育と福祉の両面に関して専門的な知識・

技術を有する者と定めております。近年、スク

ールソーシャルワーカーの需要が高まりまし

て、人材確保が課題となる中で、本県では、社

会福祉士会や精神保健福祉士会に御協力いただ

いて、有資格者の確保に努めますとともに、教

育や福祉に関して造詣が深い校長経験者、ある

いは教員ＯＢなどの人材も活用できるようにし

ております。今後も関係機関との連携を図りな

がら、人材確保に努め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。宮○太田清海議員

崎県では校長職経験者も可能であるということ

でありますが、先ほどちょっと校長の悪口にな

るようなことを言ってしまいましたけれども、

決してそういうことじゃなくて、立派な人がた

くさんいらっしゃいますから、そういう人たち

の活用の中で、ぜひスクールソーシャルワーカ

ーの充実を図っていただきたいと思います。聞

くところによると、長崎では、問題が起こった

ということで、2015年度は19名から39名までふ

やしたようです。ぜひスクールソーシャルワー

カーの充実を図っていただきたいと思います。

最後になりますけれども、警察本部長にお伺

いしたいと思います。これは新聞でも報道され

まして、肩身が狭い思いをされたりもするかも

しれませんが、宮崎県警察の問題ではありませ

んので、そこに配慮しながら警察本部長にお聞

きしたいと思います。

いわゆる隠しカメラと一般的には報道された

りしますけれども、これは捜査用カメラと言っ
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てほしいということでしたので、捜査用カメラ

と表現させてもらいますが、私たち県民から見

たら、捜査用カメラとか防犯用カメラとか、定

義がどうなっているか、一緒くたになっている

ような認識で議論したりするものですから、防

犯カメラと捜査用カメラの定義及び捜査用カメ

ラの設置根拠について伺いたいと思います。

防犯カメラと○警察本部長（野口 泰君）

は、一般的には、行政機関や民間の事業者等

が、管理権に基づき、主に防犯目的で設置して

いるカメラのことであると承知しております。

他方の捜査用カメラについては、一般的には、

犯罪の立証や犯人の特定などの捜査活動のため

に用いるカメラであると認識しております。

捜査用カメラの設置根拠については、一般論

として言えば、捜査目的を達成するため、必要

な範囲において、かつ、相当な方法によって行

われる場合に限り、刑事訴訟法第197条第１項に

規定する任意捜査として許容される例があると

承知しており、県警察としては、警察本部長通

達による運用要領に則した適正な運用に努めて

いるところであります。

防犯カメラとは違ったものと○太田清海議員

して、予算上は捜査用カメラは県警のほうで

やっているんだということで理解しながら、お

尋ねしたいと思います。防犯カメラというのは

市街地にありますが、それが犯罪なんかが町な

かであったときに大きな力を発揮するというと

ころもありますので、そういうのもふえていく

のかなと思いますが、県警とは関係ありません

けど、個人のプライバシーに余りにもかかわる

ような感じのものにはなってほしくないと思い

ます。市町村でも、市町村が管理する福祉施

設、ああいったところにも市町村の予算でつけ

られているとか、そんなことも聞いておりま

す。

それで、捜査用カメラですが、今回の大分県

警のあのような捜査用カメラの設置について、

宮崎県警として、今後の捜査用カメラの運用に

ついての考え方をお聞きしたいと思います。

捜査用カメラ○警察本部長（野口 泰君）

は、被疑者の検挙に絶大な効果を発揮しており

ますが、一方で、不適正な運用があれば、警察

捜査に対する国民の信頼を著しく損なうものと

認識しております。また、捜査用カメラの運用

につきましては、本年８月26日、警察庁から、

撮影対象としている事件の個別具体の状況に即

し、撮影等の具体的目的、事案の重大性や犯罪

の嫌疑の程度等といった撮影の必要性、撮影方

法の相当性などについて、可能な限り子細に検

討するとともに、設置場所の管理者の承諾を得

ることや、捜査幹部みずからが十分検討した上

で具体的な捜査指揮を行うことが指示されまし

た。県警察としましては、引き続き、捜査用カ

メラの組織的かつ適正な運用に努めてまいる所

存であります。

きのうでしたか、大分県警で○太田清海議員

は、そういう設置をする場合は、必ず本部長と

いいますか、そういうところに報告するとい

う、組織上の運用の仕方を変えて、今度、適正

にやるということであります。念のため、宮崎

県警察本部長に確認でありますけれども、警察

本部長としても、大分県警と同じような扱いに

する、いわゆる決裁ですよね。最初この事件を

聞いたときに、誰が決裁権者なのかな、一部の

中間管理職、幹部がそこで極秘にやったのか、

その辺の決裁の権限が誰だったのかと、私は非

常に不信感を持ちました。

ある程度、そういった刑事訴訟法に関する、

プライバシーに関する、しかも、特に大分の場
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合は選挙に関することであって、選挙上の違法

性というのは、憲法上もいろいろ疑義のあると

ころがいっぱいあるわけですよね。密貿易と

か、そういう情報があれば、対応をきちっとし

なきゃいかんと思います。それから、現金を授

受しているところとかですね。こういった集会

・結社の自由というのが憲法上も認められて、

また、選挙のあり方についても、先ほど言った

ように、憲法上いろいろ疑義があって、取り組

まれておるわけですよね。

済みません、長くなりますが、今度の選挙で

は、18歳の方の投票権も認められて、あの方々

には、本当に選挙というのは行かないかんよ、

本当に選挙というのは楽しいものなんだよ、日

本の主権を決める、あなたたちの夢をあなたの

一票にかけてくださいということを言ってい

く、そういう選挙だったと思うんですよね。私

は、捜査用カメラというものは、まだ憲法上疑

義のあるいろんな 私たちというか、そう―

いった団体も、違法性のあるものはしていない

と思うんですよね。現金がある とんでもな―

いことです。

だから、そういう捜査用カメラをつけること

によって、選挙というものが暗いイメージにな

ると、せっかく18歳選挙権というふうに認めて

いって、学校でも神経を使いながら一生懸命、

国民主権ということで教えてきたことが台なし

になってしまうと思うわけです。ですから、今

言われましたが、宮崎県警察本部では、そうい

う運用の決裁、本部長報告ということできちっ

とされるということでいいですね。

本県警察におき○警察本部長（野口 泰君）

ましては、従来から、運用要領に則し、警察本

部に申請の上、捜査用カメラを設置することと

しておりましたが、今般、さらに適正な運用を

図るため、警察本部事件主管課との協議等を徹

底するように指示したところでございます。

本部との協議を徹底するよう○太田清海議員

にしたということでありますので、ぜひ、そう

いった形で、今後取り組んでいただきたいと思

います。

時間が大分余りましたけれども、最初の出だ

しがああいう形で出させてもらいました。実

は、私が小学校５年のときだったと思いますけ

ど、池田勇人首相だったと思います。あの方が

所得倍増計画を訴えられました。私は、あの方

のだみ声を聞きながら、一生懸命訴えていた

り、「私はうそは申しません」と言って私たち

に語りかけてきた、そういったのを記憶に残し

ております。所得倍増計画というのは、経済学

者の下村治さんという方が中心的な立場に立っ

て国民に訴え、そして見事というか、高度成長

期の時代だったからでしょうけれども、根拠を

持って訴えられた。それが一つの効果もあった

と思うんですよね。

だから、私は、池田勇人さんには非常にいい

イメージを抱いています。そして、国の首相に

対しても、私はできるだけいいイメージを今後

も持っていきたいと思うんです。だから、冒

頭、首相の話をしましたけれども、ぜひ、首相

もそういう立場に立っていただきたいなと思う

のと、今後、日本がどうなっていくだろうか

と、私は強い不安を持ちます。

人口減少 本当に延岡市も一生懸命さまざ―

まな取り組みをしています。民間でも、延岡花

物語とか、高速道路を利用して人を呼び込もう

じゃないか、交流人口をふやそうじゃないかと

か、その他マリンスポーツなんかも一生懸命取

り組んでやっている。でも、人口はじわりじわ

り減っていくわけですよね。私が議員になっ
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て、１万2,000人、延岡市は減りました。合併前

と合併後の全体を見ても。宮崎県では、この14

年間で５万6,000人ぐらい減っていますね。人口

が減る、できるだけ維持できるならという思い

で、私たち議員も一生懸命政策を、対案を出し

ながらしていきたいなとは思うんですが、「成

長フロンティアはないんじゃないか」と言う学

者もいらっしゃいます。

そういう中で、例えば、ＧＤＰに占める個人

消費の割合は、よく言われる６割です。輸出産

業は15％と考えると、個人消費をふやすこと

で、基礎的な景気の回復の土台ができると私は

思います。だから、私はしつこく、できるだけ

派遣労働者もなくして、そういう人に賃金が渡

るようにしながら、税制も所得再配分をやりな

がら回していこうじゃないかということを訴え

てきたわけですけれども、先ほど言ったよう

に、新自由主義の中で、年功序列という賃金も

壊れてしまいました。ヘッドハンティングとい

うような、余り日本になじまないような仕事の

あり方等を考えると、私たちは、先輩をとうと

び、年配者をとうとび、あなたがちょっと目が

不自由だったら私がやってあげますよというぐ

らいの、そういうものが年功序列賃金の中にも

含まれていたと思うんですね。

何かそういうものが、新自由主義、成果主義

というものの中で、日本のよさがだんだん壊れ

ていっているように思うと、そのあたりを何か

変えていくようなものを出していかないと、そ

して、それを地方から訴えないといかんのじゃ

ないかなということをつくづく考えます。知

事、ぜひ、国に要望する場合は、そういった何

かを、宮崎県の悩みを伝えるようなことはでき

ないでしょうかねというような思いで、いつも

言わせてもらっておりますけれども、今、地方

自治を運営することは大変だと思います。ひと

つ、いろんな意見を聞きながら頑張っていただ

きたいと思っております。きょうはありがとう

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28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、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松幸次郎でございます。通告に従

い、順次質問させていただきますので、知事を

初め、関係部長の皆様の明快な御答弁をお願い

いたします。

初めに、知事の政治姿勢についてお尋ねいた

します。

７月10日に参議院議員通常選挙が行われまし

た。ほぼ２か月前のことなのですが、遠い昔の

出来事のように感じます。時代のスピードを感

じる次第です。今回の選挙の争点で、我が党

は、我が国が直面する課題の解決に向けて、自

公政権が信任を得て、安定した政権基盤のもと

で力強く政策を前に推進することができるか、

日本経済は少しずつ回復の基調にあるものの、

地方や個人消費の伸びは道半ばであり、「成長

と分配」の好循環を実現させていくことが重要

であると訴えてまいりました。既に安倍再改造

内閣が発足して１カ月がたちましたが、今回の

参議院議員通常選挙の結果と、第３次安倍第２

次改造内閣についての知事の感想を伺いたいと

思います。
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以上を壇上からの質問とし、以下は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

さきに行われた選挙の結果につきましては、

国際情勢や国内の社会・経済情勢を取り巻く環

境が複雑化、困難化する中で、多くの国民が、

これまでの国の政策の実績を踏まえ、さらなる

安定を求めた結果ではないかと考えておりま

す。また、今回の改造内閣におかれましては、

引き続き安定した布陣で、経済・雇用対策や社

会資本整備など、重要課題に取り組まれる姿勢

や、「働き方改革担当大臣」が新設され、総理

が目指される「一億総活躍社会」の実現に向け

た意気込みが示されたものと考えております。

本県もさまざまな課題を抱えておりますので、

県政を前に進めるいろんなお力添えをお願いし

たいと考えておるところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございま○重松幸次郎議員

す。安定した布陣のもとで、経済再生に向けた

取り組みを加速させていくこと、地方創生、一

億総活躍社会の実現への取り組みはこれからで

ございます。知事は５月に、平成29年度国の施

策・予算に対する本県の提案・要望を行ってお

りますが、どのような方針のもとに行ったのか

伺いたいと思います。

国の施策・予算に関す○知事（河野俊嗣君）

る提案・要望は、例年７月下旬ごろに行ってお

りましたが、ことしは、本県の提案や要望を概

算要求に的確に反映していただきたいというこ

とで、実施時期を早めまして、５月に行ったと

ころであります。今回の要望では、46の項目

を、地方創生やＴＰＰ協定への対応、2020年東

京オリンピック・パラリンピックに向けた施策

など、５つの柱立てを行って整理したところで

あります。例えば地方創生では、地域の中核企

業や成長産業の育成、交通・物流基盤の整備・

充実、ＴＰＰ協定への対応では、産地経営体の

育成や農業農村整備事業予算の確保などを要望

しており、いずれも重要なテーマであります。

これらをいかに国の施策や予算に反映させるか

が重要でありますので、５月以降も、上京の際

には可能な限り関係省庁や国会議員を訪問する

など、積極的な要望活動を行っているところで

あります。

本県の産業振興とインフラ○重松幸次郎議員

整備、さらには県民への行政サービスの充実の

ためにも、優先課題を明確にして、積極的な提

言・要望を続けていただきたいと考えます。

そうした中、地方行政を進める上での財源で

ある地方交付税の今年度分が、７月26日に決定

いたしました。平成28年度普通交付税の決定が

ありましたが、その内容をどう評価しているの

か、知事にお伺いしたいと思います。

平成28年度の普通交付○知事（河野俊嗣君）

税につきましては、対前年度比2.1％増の1,838

億円余でありまして、全国の平均とほぼ同程度

の伸びとなり、また、臨時財政対策債は、対前

年度比20.2％の減の248億円余でありまして、全

国平均を上回る減少率となりました。この結

果、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた、

いわゆる実質的な交付税額は、2,086億円余であ

りまして、対前年度比1.2％の減となったところ

でありますが、全国平均の2.1％減を下回る減少

率になっております。臨時財政対策債が大きく

減少し、普通交付税が増となりましたことで、

実質的な交付税の質の改善が図られたという点

におきまして、一定の評価ができるものと考え

ております。
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普通交付税と臨時財政対策○重松幸次郎議員

債（臨財債）の合計でマイナス1.2％、約26億円

であります。全国平均マイナス2.1％を下回って

いること、また、地方の借金である臨財債

の20.2％の縮減は、質の改善の上からも一定の

評価ができるとのお考えであります。地方創生

に向けての地方財政健全化のあらわれと感じま

す。また一方で、当議会が提出した「地方財政

の充実・強化を求める意見書」の中で、基準財

政需要額の費用算定に反映されるトップランナ

ー方式の廃止を求めておりますが、トップラン

ナー方式の導入による今年度の普通交付税への

影響について、総務部長にお伺いいたします。

普通交付税の算定○総務部長（桑山秀彦君）

において新たに導入されましたトップランナー

方式は、歳出の効率化に向けた業務改革を基準

財政需要額の算定に反映するというものであり

まして、今年度は、道路維持補修・清掃や庁舎

の清掃・警備業務などにつきまして、職員によ

る直営から、民間委託等を前提としたものに置

きかえて算定するものでございます。この方式

の導入によりまして、本県におきましては、基

準財政需要額が２億円程度減少したものと試算

しております。

今年度の影響は、普通交付○重松幸次郎議員

税の算定における基準財政需要額が２億円程度

減少ということでありますが、国においては、

次年度以降、図書館管理業務などへの導入も検

討しているとのことであります。国は、検討に

当たっては、地方交付税の持つ財源保障機能を

適切に働かせ、住民生活の安全・安心を確保す

ることを前提とすること、また、小規模自治体

の財源運営に支障が生じないよう対応するとし

ているようでありますが、６月議会で坂口議員

の質問の中でも指摘がありましたように、地方

は、これまでも住民サービスの充実とのバラン

スを図りながら、効率的に取り組んできている

ところであると考えておりますし、単に効率

化、民間委託といっても、地理的条件などによ

り、なかなか難しい、厳しいというケースもあ

ると考えます。そういった地方の実情を、さま

ざまな機会を捉え、しっかりと国に訴えていっ

ていただきたい。今後も、地方固有の財源であ

る地方交付税の確保に努めていただきたいと思

います。

次に、参議院議員通常選挙について、選挙管

理委員長にお伺いします。

今年夏の参院選から、選挙権年齢が現行の20

歳以上から18歳以上に引き下げられ、全国的に

は、高校３年生を含む約240万人、本県でも約２

万人の若者が新たに有権者の仲間入りをしまし

た。選挙権年齢の引き下げ、参加の枠を広げる

ことで、民主主義の深化と拡大、そして成熟の

度を増すという特質を本来的に持っているとい

う点を確認しておきたいと、我が党は主張して

おります。その一方で、毎回、投票率の低下・

減少が危惧されており、今回も本県の投票率は

全国平均を下回っておりますが、参議院議員通

常選挙について、県全体の投票率と18歳・19歳

の投票率をどのように捉えておられるのか、お

伺いしたいと思います。

今回の選挙○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

は、18歳選挙権が初めて適用される国政選挙と

して、新有権者となる若い世代を初め、あらゆ

る世代の有権者の関心が高まり、投票を通じた

積極的な政治参加につながることを期待してい

ました。しかしながら、県全体の投票率49.76％

が、全国平均を4.94ポイント、前回を0.06ポイ

ント下回る結果であったことは大変残念であ

り、重く受けとめております。一方、18歳・19
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歳の投票率は33.61％となり、全体平均を16ポイ

ント程度下回っておりますが、20歳代前半の投

票率よりは高い水準にあり、教育委員会や各学

校、県・市町村の選挙管理委員会が進めてきた

主権者教育や啓発活動が一定の成果を上げたの

ではないかと考えております。県全体の投票率

が低く、18歳・19歳の投票率もまだ満足できる

状況ではありませんので、県選挙管理委員会と

いたしましては、有権者に政治や選挙にもっと

関心を持ってもらえるよう、創意工夫を重ねな

がら、今後とも啓発活動に取り組んでまいりた

いと思います。

選挙区では、全国平均54.70○重松幸次郎議員

％に対して49.76％で約５ポイント下回り、前回

と比べても0.06ポイント下がっております。ま

た九州・沖縄の中でも、50％を切っているのは

本県だけであるようです。特に、市町村別では

市部の投票率が低く、年齢別では若者の投票率

が低い。市部と若者の投票率向上に向けてどの

ように取り組むのか、いま一度お伺いしたいと

思います。

今回の参議○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

院選挙に限らず、市部は郡部に比べて投票率が

低い傾向にあります。その理由の一つは、市部

は郡部と比較して、投票率の低い若年層の割合

が高く、投票率の高い中高年層の割合が低いと

いう、市部の有権者の年齢構成にあると考えて

おります。このことは、若者の投票率が向上す

れば、市部の投票率向上につながることを示し

ています。このため、県選挙管理委員会といた

しましては、教育委員会や各学校等と連携・協

力して、主権者教育や啓発の取り組みを継続・

拡充していくとともに、大学生や若い社会人向

けの啓発活動にも注力していくことで、若者の

投票率を向上させ、市部の投票率向上につなげ

てまいりたいと考えております。

期日前投票所の設置を大学○重松幸次郎議員

構内や大型商業施設などに拡大し、投票率の向

上や若者層へ投票意識を広げる努力があらわれ

ております。将来的には、二重投票の防止、シ

ステムのコストの問題が解消されれば、さらに

投票環境が向上すると思いますが、あらゆる手

だてを講じていただきたいと思います。

そこで、期日前や不在者投票の制度を活用す

ることは重要ですが、投票手続の簡素化も必要

だと思います。毎回気になることがありますの

で、確認の意味でお伺いいたします。実家に住

民票を残し、親元を離れて大学に通う下宿生

が、不在者投票ができるところと、できないと

ころがあったという問題であります。親元に住

民票を残し、県外で生活する学生の投票につい

てどのように取り扱っているのか、お伺いいた

します。

県外で生活○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

する学生の住所につきましては、国の通知に基

づき、一般的には、修学のため生活しているア

パートや寮の所在地と解され、親元に住民票を

残していても、親元の市町村では投票ができな

い取り扱いになると考えております。住所を移

した場合に住民票の異動を届け出ることは住民

基本台帳法上の義務であり、選挙権をしっかり

行使していただくためにも、親元を離れて生活

している学生は、必ず住民票異動の届け出をし

ていただきたいと考えております。

今回、投票依頼をしている○重松幸次郎議員

ときにそれが発覚したようなことが多くありま

す。原則は「下宿先が住所」という1954年の最

高裁の判例であるそうです。住民票の移転をた

めらう理由に、成人式を迎えるまでは実家の住

所のままでとか、未成年の間は親元で郵送物管
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理など、理由はさまざまあるようです。ウエブ

サイトの毎日新聞の記事に、「公益財団法人

「明るい選挙推進協会」の2015年の調査による

と、実家から住民票を移していない大学・大学

院生は63.3％に上る。総務省選挙部管理課は、

「自治体の対応がばらばらなのは望ましくない

が、どちらの対応が間違っているとは言いがた

い。住民票は転居先に移すのが原則で、学生に

周知していくことしかない」と話す一方で、只

野雅人・一橋大学大学院教授（憲法学）の話と

して、「不在者投票が認められたり認められな

かったり、自治体によってばらつきがあるのは

問題だ。選挙権は行使しなければ意味がない権

利で、広く認めようとするのが基本だ。公選法

改正で選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる

際にも、若者に旧住所での投票を認める立法上

の配慮もしている。不在者投票を認めている自

治体が多いことを考えると、認める方向で統一

するのがいいのではないか」」という記事があ

りました。国に対して明快な判断を、選挙管理

委員会からも訴えていただきたいと思います。

次の質問に入ります。水素エネルギーの活用

について質問いたします。

常任委員会の県外調査で、８月に、兵庫県淡

路市、徳島県、高知県に参りました。徳島県庁

では、「徳島県水素グリッド構想 脱・炭素社

会の実現」について説明をいただきました。グ

リッドとは網、格子のことで、水素を新たなエ

ネルギーとして活用する網状につながるインフ

ラ構想を示しているようです。地球温暖化対策

の切り札として、徳島県水素グリッド導入連絡

協議会を平成27年１月に設置し、移動式水素ス

テーションの整備補助１億2,000万円と運営費、

県公用車ＦＣＶ購入費（５台）、団体等のＦＣ

Ｖ導入に対する補助（１台当たり100万円掛ける

５台）などが昨年の補正予算で確保され、実

際、県庁内前庭には、太陽光で発電し、水素を

製造・保存する中国・四国地方初のスマート水

素ステーションがありました。また、民間ガス

会社にも移動式水素ステーションとＦＣＶ公用

車が展示されておりました。水素は、利用段階

においてはＣＯ を排出しないクリーンなエネル２

ギーです。エネルギーの地産地消に向けた取り

組み、また、災害時における非常用電源として

の活用方針も盛り込まれております。そこで、

本県でも、新規事業で水素エネルギー利活用に

関する調査事業が挙げられていますが、その目

的と取り組み状況について、総合政策部長にお

尋ねいたします。

水素エネルギ○総合政策部長（永山英也君）

ーの利活用に関する調査におきましては、産学

官で研究会を組織し、再生可能エネルギー由来

の電気を水素に変換して蓄え、地域で安定的に

活用する方策や、水素をエネルギーとして利用

する燃料電池自動車の普及促進、あるいは県内

企業の水素関連事業への参入可能性など、将来

の水素の利活用のあり方について検討を行って

おります。また、水素エネルギーの普及のため

には、県民や事業者に水素社会を具体的にイメ

ージしてもらう必要があることから、誰もが参

加できるセミナーを開催しまして、水素社会の

実現に向けた国内外の動向や宮崎大学の研究な

どを紹介しております。本県で水素社会を実現

できるようになるまでには時間が必要だとは思

いますけれども、ＣＯ を排出せず、エネルギー２

の地産地消を実現できる可能性がありますの

で、長期的な視点から、しっかり検討してまい

りたいと考えております。

水素社会の実現とは、水素○重松幸次郎議員

も日本のエネルギーの一部となり、私たちの生
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活や産業を支えていくような社会であります。

今から準備していくことが、将来の日本や世

界、次世代のためになると言えますので、さら

なる取り組みをお願いいたします。

次に、中山間地域対策について３点お伺いし

ます。

委員会で向かった調査先は、ＩＴの町と呼ば

れて久しい、徳島市から車で50分ほどの山合い

の町、神山町。そこで、サテライトオフィスへ

の取り組みを、ＮＰＯ法人グリーンバレーの木

ノ内さんに案内していただきました。グリーン

バレー代表者は、理事長の大南信也さん。そこ

のコンセプトは、「人」をコンテンツにしたク

リエイティブな田舎づくり、多様な人の知恵が

融合する「せかいのかみやま」づくり、また

「創造的な過疎」により持続可能な地域づくり

とのことですが、具体的な事業として、神山ア

ート、棚田再生、空き家再生、商店街再生、公

共施設の指定管理、そしてサテライトオフィス

の推進です。いただいた説明文には、「全国屈

指のブロードバンド環境と、過疎集落において

空き家となっている民家や遊休施設を生かし、

大都市圏のＩＣＴ企業やサテライトオフィスの

進出を積極的に促進している。（中略）地方で

のサテライトオフィスの開設は、新たな雇用の

創出に加え、新たなまちづくりを生み出す効果

もあることから、地方創生の推進に向けて積極

的に支援することが必要である」と書かれてあ

りました。まさにその現実を見て感じてまいり

ました。地方創生や中山間における地域活性化

への取り組みは、その地域現場の特性や現状を

分析し、地域の考えを尊重し、長期的に取り組

むことは当然のことだと考えます。そこで、本

県での中山間地域への移住・ＵＩＪターンの取

り組みについて、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

県では、昨年○総合政策部長（永山英也君）

度、東京と宮崎に「宮崎ひなた暮らしＵＩＪタ

ーンセンター」を開設しまして、情報発信や相

談体制を強化しますとともに、移住者向けの空

き家の改修など、市町村が取り組みます受け入

れ体制の整備に対し、支援を行っているところ

であります。例えば、高千穂町では、多様な人

材を呼び込むための共同オフィスの整備が行わ

れました。このほか、市町村におきましては、

国の地域おこし協力隊の制度を活用いたしまし

て地域外から人材を受け入れており、任期終了

後に、地域内での起業や就職により定住された

隊員も多数おられます。これらの取り組みの結

果、公的な施策による平成27年度の移住世帯数

は202世帯となりまして、そのうち４割を超える

方が中山間地域に移住されております。県とし

ましては、今後とも、市町村等と一体となりま

して、都市部から本県への人の流れを創出し、

中山間地域における担い手の確保や活力の維持

・増進等を図ってまいりたいと考えておりま

す。

移住世帯数202世帯のうち、○重松幸次郎議員

４割を超える方が中山間地域へ移られた。着実

な実績ですので、さらなる推進をお願いいたし

ます。

視察の最後に高知県庁を訪問し、同県の中山

間地域における集落活動センターの取り組み

を、また、集落活動の具体的モデル地域として

南国市の稲生ふれあい館を訪問し、自治会組

織、集落活動サポート、生活支援サービス、健

康づくり活動などの取り組みを伺ってまいりま

した。ここの特徴は、自治会拠点と小学校が隣

り合わせであることから、ＰＴＡ活動にＣ（コ

ミュニティー）を加えて、ＰＴＣＡという概念
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で10年前から活動を行っております。その結

果、稲生ふれあい館が優良公民館として文部科

学大臣表彰を昨年受賞するなど、地域が一体と

なった活動でありました。高知県の集落活動セ

ンターは、県内６市13町３村に30カ所開設され

ているとのことです。そこで、本県では、集落

の活性化に今後どのように取り組んでいくの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

集落の活性化○総合政策部長（永山英也君）

につきましては、昨年改定いたしました中山間

地域振興計画におきまして、「集落の維持・活

性化と新たな絆の創造等」を重点施策の一つと

して位置づけ、その推進を図っております。具

体的には、元気な集落づくりに取り組んでいる

「いきいき集落」の認定や、中山間盛り上げ隊

による集落活動への支援、また、今年度から

は、環境美化活動や地域の見守り、祭りなどの

地域行事等に、複数の集落がお互いに連携・協

力して、新たに取り組む活動を支援することと

しております。県といたしましては、県内７地

域に設置しております中山間地域振興協議会な

ど、さまざまな場を通じて、地域の実情等の把

握に努めますとともに、引き続き、集落みずか

らによる活力の向上や地域文化の保存・継承な

どの取り組みを促進することにより、集落の活

性化に努めてまいりたいと考えております。

集落の維持・活性化と新た○重松幸次郎議員

な絆の創造等、よろしくお願いいたします。

先ほどの徳島県神山町が全国屈指のブロード

バンド環境を整備しており、それがＩＣＴ関連

誘致につながっていると紹介しました。中山間

地域においても、今後、重要なコミュニケー

ションツールになると思います。そこで、本県

における情報通信基盤の整備状況と、それらを

活用した中山間地域の活性化について、再度、

総合政策部長にお伺いいたします。

本県の情報通○総合政策部長（永山英也君）

信基盤は、五ヶ瀬町を除く全ての市町村でブロ

ードバンドサービスの利用が可能となってお

り、五ヶ瀬町につきましても、現在、事業に取

り組んでおられます。また、携帯電話につきま

しては、99.9％の世帯で利用可能となっており

ます。このように、情報通信基盤の整備は一定

の水準に達しているところでありますけれど

も、神山町の事例にありましたように、地域の

課題解決のためには、いかに地域の実情に応じ

てＩＣＴを活用し、地方創生につなげるかが、

より一層重要になってまいります。既に県内に

おきましても、空き店舗を活用したＩＴ企業の

誘致や、農業分野におきますスマートフォンや

センサー技術を活用した生産管理システムの導

入など、具体的な取り組みも生じてきておりま

す。今後とも、市町村等と連携しまして、他県

の成功事例等も研究しながら、ＩＣＴを活用し

た中山間地域の活性化を図ってまいりたいと考

えております。

県内各地、テレワークの普○重松幸次郎議員

及にもつながりますので、通信技術のインフラ

整備をよろしくお願いいたします。

次は、スポーツ振興についてです。

数々の感動をいただいたリオのオリンピック

が閉幕し、小池東京都知事に五輪旗が引き継が

れました。４年後を見据えて本県でも取り組み

を支援してまいりたい。そこで、リオデジャネ

イロオリンピックに対する知事の率直な感想

と、競技力向上や障がい者スポーツの振興な

ど、東京大会に向けた本県の今後の取り組みに

ついてお伺いいたします。

リオデジャネイロ大会○知事（河野俊嗣君）

では、連日、日本人のメダリストが誕生し、日
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本中が興奮の渦に包まれた状況でありました。

本県ゆかりの選手も11人出場し、４人がメダル

を獲得する過去最高の数に並んだわけでありま

して、大変誇らしい気持ちと大きな感動をいた

だいたと考えております。とりわけ、３大会連

続のメダル獲得に加え、競泳チーム全体を精神

的に支えられた松田選手、今回も「手ぶらでは

帰られなかった」ということで、本当にすばら

しいなと思いますし、３大会連続でメダルとい

うのは、競泳では北島康介選手と並んで松田選

手だけだという話も伺ったところであります。

まさに偉業であります。日本柔道の再起を託さ

れて、はかり知れない重圧の中で、見事、全階

級メダル獲得を達成した男子柔道チームの井上

監督、この松田選手と井上監督のお二人には、

特に深く敬意を表したいと考えております。ま

た、日本のメダル獲得数が史上最高の41個と

なったということで、戦略的な選手強化の必要

性を痛感したところであります。これは、いろ

んな形でのジュニアの強化策というものが功を

奏したこともありますし、北京オリンピックの

少し前に北区にできた屋内型ナショナルトレー

ニングセンター、その成果が出ているのではな

いかと受けとめておりまして、本県が要望して

おります屋外型ナショナルトレーニングセンタ

ーの必要性を改めて感じたところであります。

本県では、現在、幅広い分野におきまして、東

京オリンピック・パラリンピックに向けたおも

てなしプロジェクトを展開しておるところであ

りますが、東京大会後も、２巡目国体や全国障

害者スポーツ大会を予定しているところであり

ます。中長期的な視点から、競技力の向上や障

がい者スポーツの振興にしっかり取り組んでま

いりたいと考えております。

ただいま御答弁いただい○重松幸次郎議員

た、また、きのうも議論がございました、屋外

型ナショナルトレーニングセンターや事前キャ

ンプの誘致、今後もさらなる取り組みをお願い

いたしたいと思います。東京オリンピック、そ

して、その後の２巡目国体へ、若手選手の強化

が重要です。本県若手選手の競技力向上の取り

組みについて、教育長にお伺いいたします。

若手選手の競技力向○教育長（四本 孝君）

上につきましては、県内で安定した成績を残

し、全国大会等でも上位入賞が期待できる高校

を競技力強化推進校等に指定いたしまして、遠

征や強化合宿の支援等を行っているところであ

ります。また、競技力強化推進校と県中学校選

抜チームとの合同練習、中学・高校の優秀選手

を集めての強化合宿など、中高の連携・強化も

図っているところであります。さらに、小学生

段階からの取り組みとして、未来の主役となる

エース級の人材の発掘・育成に向けた「宮崎ワ

ールドアスリート発掘・育成プロジェクト事

業」を、昨年度から始めたところであります。

今後も、若手選手の育成・強化に努めまして、

柔道の井上康生監督、あるいは水泳の松田丈志

選手のように、世界の大舞台で活躍できる選手

の輩出につなげてまいりたいと考えておりま

す。

早い段階からの選手の発掘○重松幸次郎議員

・育成も重要になります。福岡県では、将来五

輪の舞台で活躍するトップアスリートを一人で

も多く輩出しようと、ＪＯＣや日本スポーツ振

興センターとの協力で、2004年から福岡県タレ

ント発掘事業を行って成果を上げているようで

す。本県も同様の取り組みが始まっております

が、今、御答弁にありました「宮崎ワールドア

スリート発掘・育成プロジェクト事業」の取り

組み状況について、教育長にお伺いいたしま
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す。

本年５月に宮崎ワー○教育長（四本 孝君）

ルドアスリート１期生として、小学５年生25

名、中学１年生26名の計51名を認定したところ

であります。現在、１期生に対しましては、国

内外の専門講師による身体能力等を高めるため

のトレーニングや、子供の適性に合った種目を

見つけるためのさまざまな競技体験、保護者向

けに栄養学などのプログラムを実施しておりま

して、今後、中学３年生までの最長５年間、継

続して育成に努めることとしております。私も

認定式で、１期生の力強いまなざしにその熱い

思いを感じたところでございます。また、担当

者や競技団体等からも、「高い身体能力があ

る」、あるいは、「保護者の方も関心が高い」

といった報告を受けておりまして、プロジェク

トの成果を大いに期待しているところでござい

ます。なお、本年10月と12月には、２期生のオ

ーディションを実施することとしておりまし

て、引き続き、宮崎から世界で活躍できるアス

リートの発掘・育成に努めてまいりたいと考え

ております。

身体と競技技術の専門家だ○重松幸次郎議員

けでなく、知的能力、メンタル面においても、

トップアスリートに必要な能力を早目に磨き育

てる取り組みをしっかりお願いいたします。

リオの舞台は、本日よりパラリンピックが開

幕いたしました。22の競技に160以上の国や地

域、約4,350名が参加し、日本からは17競技

に132名が挑戦いたします。パラリンピックとい

う名称は、パラプレジア（対麻痺者）、つまり

両下肢のみの運動麻痺のオリンピックという発

想をもとに、1964年の東京大会で名づけられた

名称で、1985年には、「パラレル（平行の・並

列の・もう一つの）オリンピック」との解釈で

正式名称となり、1989年に国際パラリンピック

委員会が創設され、競技性の高いスポーツ大会

として現在に至っているとのことです。本県ゆ

かりの選手として陸上の中西麻耶さんが、ま

た、陸上コーチとして、みなみのかぜ支援学校

の奥松美恵子先生が参加されると聞きました。

本県の障がい者スポーツの充実に向けた取り組

みを、福祉保健部長にお伺いいたします。

議員御指摘の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

とおり、障がい者スポーツは、障がいのある方

の社会参加を促進するとともに、障がいへの理

解促進を図る上で大変重要であると考えており

ます。このため、県におきましては、県障がい

者スポーツ大会や地区スポーツ教室の開催、障

がい者スポーツ指導員の養成に取り組むなど、

障がい者スポーツの普及・振興に努めてきたと

ころであります。平成38年には、全国障害者ス

ポーツ大会の本県開催が内々定していることか

ら、今後、パラリンピック選手による講演会

や、パラリンピック競技の一つでありますボッ

チャ競技の講習会など、各種体験教室などを通

じまして、選手や指導者を発掘・育成いたしま

して、障がい者スポーツの充実を図ってまいり

たいと考えております。

公明党が推進した2011年施○重松幸次郎議員

行のスポーツ基本法で、障がい者スポーツの振

興などが初めて法律に盛り込まれ、パラリン

ピック参加選手への遠征費用などの経済的支援

が実現しました。今回、パラリンピックでは、

ＮＨＫが初めて競技の生中継を行いますが、こ

れについても、公明党が国会質問で、障がい者

スポーツの普及を啓発するため、テレビ中継の

重要性を主張してきた結果です。４年後のオリ

ンピック・パラリンピックを機運として、スポ

ーツの裾野を広げ、より多くの県民がスポーツ
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に親しむための環境整備をお願いいたします。

次に、鳥獣被害対策についてであります。

６月の一般質問では、野生鳥獣による農林作

物の被害は、平成25年度の総額が約８億2,700万

円、平成26年度の被害は、分野別で、農作物が

約６億2,800万円、人工林が約4,700万円、特用

林産物が2,600万円の、合計で約７億100万円と

なっていると伺いました。10億円を超えていた

数年前からすると年々減少傾向にあるものの、

いまだ深刻な状況だと思います。今回、質問を

取り上げるに当たり、鳥獣被害対策に取り組ん

でおられるお二人の方にお話を伺ってまいりま

した。お一人は木城町の有害鳥獣対策アドバイ

ザーの方、もう一人は認定鳥獣捕獲等事業者で

ある延岡市の同アドバイザーの方であります。

木城町といえば、先日８月31日、鹿被害対策

に関して、国、県、町、地元団体が協定を結ん

だことが報道されておりました。官民が連携し

て、国有林も含み、迅速に鹿の捕獲をすること

が狙いであり、県内で初とのことであります。

木城町駄留地区では、以前から地域が一体と

なって、やぶや木を払って野生獣の隠れ場を減

らし、また、餌（出荷しない野菜・果物）など

を放置しない、花火や投石などで追い払い等を

徹底すること、その上で捕獲を行うという手法

のようです。その効果が顕著であり、県内外に

広がりを見せております。そこで、本県が取り

組んでいる集落ぐるみの鳥獣被害対策につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

鳥獣被害対策○農政水産部長（郡司行敏君）

では、作物残渣を放置することによる「無自覚

の餌づけ」や、里におりてきた鳥獣の追い払い

を徹底しないことによる「人なれ学習」が被害

拡大の大きな要因であると指摘されているとこ

ろであります。このような状況を打破するため

には、駄留地区のお話がありましたけれども、

何よりも、集落ぐるみで鳥獣を近づけない環境

をつくることが重要であると、そのように考え

ております。このため県では、平成22年度に設

置いたしました鳥獣被害対策特命チームを中心

に、平成27年度までに37のモデル集落を指定す

るとともに、集落活動を指導・牽引する人材と

いたしまして、鳥獣被害対策マイスターを424

名、地域リーダーを2,386名育成するなど、集落

が一体となって取り組む被害防止対策を推進し

てきたところであります。

これらの取り組みにより、本県の鳥獣被害

は、平成24年度以降、若干ではありますけれど

も、年々減少傾向にあります。しかし、依然と

して被害の多い集落もありますことから、モデ

ル集落における取り組みを波及させるなど、今

後とも、集落ぐるみの鳥獣被害防止対策のより

一層の推進に努め、被害軽減を図ってまいりた

いと考えております。

地域が一体となり、継続し○重松幸次郎議員

て取り組んでおられる、被害防止と集落の活性

化にとても重要な取り組みだと思います。

一方の、認定鳥獣捕獲等事業の第１号認定と

なった方の場合は、長年訓練された猟犬を使っ

ての捕獲方法であります。農林業の生産者から

鳥獣被害の連絡があると、すぐ現場に向かい、

民家近くの圃場に寄ってくるサルやイノシシ、

鹿を猟犬で追わせる。ほえまくられたり、後ろ

からかみつかれて逃げた有害獣は、１週間ほど

は出てこない。出てきたらまた追わせる。民家

から山元に追い返して、それを繰り返す。それ

から時期を見て捕獲するようであります。まず

は、この猟犬による追い払いが被害対策の基本

となっているようであります。

次に、狩猟のときは、人（ハンター）は１人
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か２人でも、イノシシのときは犬１匹で、獲物

を見つけておびき寄せ、銃でしとめる方法で

す。鹿を捕まえる場合は、犬２匹で川へ追い落

として、それを銃でしとめるそうであります。

具体的には、ドッグマーカーをつけた犬が山林

でイノシシのすみかを見つけてほえる。威嚇さ

れたイノシシは犬を追う。しかし、訓練された

犬は、真正面から向かってくるイノシシから離

れて 向こうは牙がありますから、首を振っ―

た瞬間にやられるそうです 追ってきたら引―

く、後ろに回り込んでは追う、かむ、引き寄せ

る。それを繰り返して、待ち構えていたハンタ

ーの前に来ると、犬はすっと離れて、その瞬

間、パカンと一撃でしとめるということであり

ます。しとめたイノシシは、その場で速やかに

放血し、きれいな沢の水で十分洗い流して加工

場へ。全く臭みもない最高の状態で処理される

ようであります。鹿も同じ方法でございます。

長年の経験で、獲物の狩猟時期、狩猟方法、

雄雌と体重、また、部位によって精肉用、加工

用に分けて卸すので、取引先の信頼が厚いとい

うことであります。このように、生産者の立場

で作物の被害を減らすために犬で追い払う。そ

して、いかに効率よく、最高の獣肉を得て、販

売に価値をつけるか、ブランドにしていくかを

行っているわけであります。獲物の命を無駄に

しない。まさにプロフェッショナルな猟のあり

方でありますが、アドバイザーの方は、そうい

う手法を次の若手に伝えていきたいと語ってお

られました。

認定鳥獣捕獲等事業者制度とは、鳥獣の捕獲

等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効

率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及

び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人

について、都道府県知事が認定する制度であり

ます。平成27年５月に施行した法律（鳥獣保護

管理法）に基づき、新たに導入された制度であ

ります。しかしながら、県内の既存の狩猟班と

認定事業者の間で、事業の理解に若干隔たりが

あるようであります。そこで、県は、認定鳥獣

捕獲等事業者の活用をどのように促進していく

のか、環境森林部長にお伺いいたします。

認定鳥獣捕獲○環境森林部長（大坪篤史君）

等事業者制度は、狩猟者の減少や高齢化が進む

中で、有害鳥獣捕獲の新たな手法として期待さ

れているところです。ただし、有害鳥獣捕獲の

許可権限者は市町村長になりますので、制度の

推進に当たっては、市町村の理解や、従来から

捕獲活動を行っている狩猟者団体との連携・協

調が必要になります。このため、県としまして

は、市町村に対し、制度の趣旨や内容について

説明するとともに、狩猟者団体に対しては、認

定事業者と協調した捕獲について要請を行って

まいりました。その結果、延岡市や日向市、日

之影町では調整が図られ、事業者による有害鳥

獣捕獲が実施できるようになったところです。

今後とも、継続して関係者間の合意形成に努

め、認定事業者制度の推進を図ってまいりたい

と考えています。

事業目的には、「指定管理○重松幸次郎議員

鳥獣の捕獲等を円滑かつ迅速に強化し、もって

適正な指定管理鳥獣の管理を推進し、生物多様

性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健

全な発展に寄与する」とうたわれておりますの

で、よろしくお願いいたします。

捕獲した獣肉の品質の確保を図るためには、

ガイドラインに沿った食肉解体施設の充実、ま

た、効率よく獣肉を処理・保管できる移動式解

体処理車の広域での導入も進めるべきと考えま

す。補助のあり方も国に合わせ、県、市町村で
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応分の負担を検討していただきたいと思いま

す。移動処理車の新作展示車が宮崎県にも来る

ようですが、ジビエの普及拡大を図る上で、品

質の安定確保に取り組む必要があるが、移動式

解体処理車の導入や人材育成の取り組みをどの

ように行うのか、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

移動式の解体○総合政策部長（永山英也君）

処理車につきましては、捕獲現場近くで速やか

に処理することが可能となるため、処理加工施

設までの搬入作業の軽減や肉質の劣化防止など

の点で、その有効性が期待されております。国

産ジビエ流通規格検討協議会による移動式解体

処理車の実証調査が、来月、県内２地域、延岡

市と西米良村で実施されることとなっておりま

す。県としましては、この実証調査に積極的に

協力しますとともに、衛生管理や運用面での課

題について、しっかりと見きわめてまいりたい

と考えております。また、人材育成につきまし

ては、安全・安心で高品質なジビエの安定供給

に向け、今年度から新たに、捕獲から消費まで

の各段階における衛生管理技術や処理・加工技

術に関する研修会を開催する予定としておりま

す。今後とも、各部局や市町村とも連携を図り

ながら、ジビエの普及拡大に取り組んでまいり

ます。

この移動車両があると、環○重松幸次郎議員

境にもすぐれ、獲物を一々加工場まで持ち帰る

時間が省け、その分、おいしい獣肉が得られ

る。ぜひ導入を推進していただきたいと思いま

す。

先月、私は、東京都墨田区にある皮のなめし

工場に行き、鹿、イノシシの獣皮を靴やバッ

グ、ウエア用に加工された皮革素材を見学して

まいりました。カラー10色、風合いもよく、す

ばらしい仕上がりでございました。その後に、

その獣皮で収益事業の展開を目指している全国

ネットワーク「ＭＡＴＡＧＩプロジェクト」の

会合に参加し、全国から集った狩猟者、行政、

大手生活雑貨店、皮革卸業者（タンナー）、

ペットフード製造業者など、約30名の方々と意

見交換をしてまいりました。活発な情報交換が

あり、ビジネス需要が起こっております。地域

先進地は、島根県美郷、また、岡山県は県主導

で２つの事業が、長崎県対馬などでもこのＭＡ

ＴＡＧＩプロジェクトに参加されているそうで

す。その翌日、台東区にある日本ジビエ振興協

議会にもお邪魔し、獣肉の処理加工、調理・販

売などのノウハウを共有できることを確認し、

獣肉・獣皮を活用してビジネスとして成り立た

せることが重要との意見で一致しました。鹿、

イノシシの肉や皮などを活用した商品開発や販

路開拓に対する補助事業として、どのような支

援策があるのか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

御質問の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ありました補助事業といたしましては、まず、

国の地域産業資源活用事業がございます。この

事業は、中小企業者が、県の指定する農林水産

物等の地域産業資源を活用した商品の開発、販

路の開拓等についての事業計画を策定し、国か

ら認定を受けた場合には、それらの取り組みに

対して支援が受けられるものであります。ま

た、このほか、県の６次化実現ネットワーク活

動事業や、宮崎県産業振興機構の「みやざき農

商工連携応援ファンド事業」などにおきまして

も、それぞれ要件はございますけれども、商品

開発等の取り組みに対する支援制度がございま

す。県といたしましては、今後とも、これらの

事業の活用推進を図りながら、地域の産業資源
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を生かした取り組みを促進してまいりたいと考

えております。

捕獲から獣肉の加工販売、○重松幸次郎議員

皮の活用まで、６次産業化を図り、宮崎ならで

はのビジネスモデルを構築し、後継者を育成す

る。そのことで鳥獣被害をなくす、県からの積

極的な支援をお願いいたします。

続きまして、畜産振興について質問いたしま

す。

我が党の機関紙に、また一般紙にも紹介され

ておりました「笹サイレージ」について、お伺

いします。「笹」とは竹のことでありますが、

竹は日本各地に分布し、古くから身近な生活資

源として利用されてきました。成長が早く、繁

殖力も強い貴重な再生可能資源でありますが、

近年、プラスチック素材などの普及により、利

用されず、放置される竹林が大きな問題となっ

ています。その竹を主原料とした家畜用発酵粗

飼料「笹サイレージ」を製造する量産化設備が

完成し、注目を集めています。飼料化の手順

は、竹林で竹を伐採し、工場へ運搬。竹を丸ご

と機械で細かく砕いて糖蜜とまぜ合わせ、ロー

ル状に巻いてラップで包む。約40日間発酵させ

ると完成するとのことです。この技術は、県畜

産試験場が研究を進めてきたもので、都城市に

ある大和検査鉱業株式会社さんへ伺い、お話を

聞いてまいりました。試行を重ねて全国初の量

産化に踏み切りましたということでありまし

た。そこで、今後の笹サイレージの取り組みに

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

笹サイレージ○農政水産部長（郡司行敏君）

につきましては、牛の飼料として竹を利用でき

ないかという問題意識から、本県畜産試験場が

平成23年度から研究を開始し、実用化した技術

であります。この技術は、竹という県内未利用

資源の活用や飼料自給率の向上といった効果の

ほかに、将来的には、生産コストの多くを占め

る飼料費を低減できるのではないか、その可能

性もあると考えております。そのような中で、

御質問の中にもありましたが、ことし３月か

ら、県内企業で笹サイレージの製造、販売がス

タートしており、大変期待をしているところで

ありますが、畜産農家への安定供給やコスト低

減等の課題もございますので、県といたしまし

ては、さらに多くの畜産農家に供給していける

よう、関係機関と連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。

飼料の国内自給率の低迷へ○重松幸次郎議員

の歯どめと、竹林被害解消へ一石二鳥の効果が

期待できるようですので、今後の取り組みを加

速させていただきたいと思います。

８月27日付宮崎日日新聞に、「2010年の口蹄

疫終息から、８月27日で６年を迎えました。

牛、豚など29万7,808頭が犠牲となり、畜産農業

を初め、観光、商工業にも多大な被害をもたら

しましたが、この６年間、全国からの御支援と

関係者の御努力で、ようやく復興から新たな段

階へ歩みがスタートしました」との内容の記事

がございました。そこで、口蹄疫から６年が経

過いたしましたが、畜産の復興状況について、

農政水産部長にお伺いいたします。

口蹄疫からの○農政水産部長（郡司行敏君）

再生・復興につきましては、「忘れない そし

て前へ」を合い言葉に、生産性の向上などさま

ざまな取り組みを実施してきました。この結

果、畜産産出額が発生前の水準に回復するとと

もに、埋却地につきましても再生整備が完了す

るなど、一歩一歩着実に前へ進んでいると認識

しております。また、牛肉の輸出量が過去最高

の208トンを記録したほか、種雄牛も発生前と同
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規模の58頭まで回復し、県内歴代最高の成績を

おさめた「真華盛」の造成など、さまざまな成

果も出てきておりまして、復興に向けた手応え

を感じているところであります。引き続き、生

産者や関係団体の皆さんとともに、畜産の振興

にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

復興・再生、そして新たな○重松幸次郎議員

畜産の体制が構築されておりますこと、心から

敬意を表したいと思います。

県が地方債を発行して1,000億円を調達し、そ

の運用益で幅広い助成事業を展開した口蹄疫復

興財団が８月で解散されたと伺いました。改め

て、口蹄疫復興財団のこれまでの取り組みと成

果について、財団理事長の内田副知事にお伺い

いたします。

口蹄疫復興財団は、○副知事（内田欽也君）

平成23年度からの５年間で、県内経済・県民生

活の早期の復興・再建を目的に、畜産の振興、

本県の産業基盤の構築など、幅広く支援を行っ

てまいりました。具体的には、畜産の分野で

は、畜産農家のＩＣＴ化を支援することで生産

性の向上が図られましたり、フードビジネスの

分野では、農畜産物を活用した新商品が開発さ

れ、売り上げ増加や雇用拡大につながりまし

た。また、当初２年間のプレミアム商品券の発

行や、「道の駅つの」などの観光資源の整備な

どによりまして、県内経済の活性化に一定の成

果が見られたところであります。このような財

団の取り組みによりまして、畜産の振興のみな

らず、フードビジネスの推進、中小企業振興、

誘客対策、地域振興など、幅広い分野で県内経

済の活性化に大きく寄与できたものと考えてお

ります。

助成件数が251件、28○重松幸次郎議員

億2,042万円にも上り、復興への取り組みが一区

切りついたわけでありますが、財団、そして事

業実施の関係者の皆様、お疲れさまでございま

した。これから次のステップへ飛躍していくに

当たり、今後の畜産振興について、知事の意気

込みを伺いたいと思います。

私は、知事就任以来、○知事（河野俊嗣君）

口蹄疫からの再生・復興を県政の最重要課題と

考えまして、県民の皆様とともに全力で取り組

んできたところであります。この間、全共２連

覇により、宮崎牛が国内外から高い評価を受け

るとともに、畜産産出額が口蹄疫発生前の水準

に回復するなど、さまざまな成果も上がってき

ていると考えております。一方で、本県の畜産

は、高齢化等による担い手不足などにより、生

産基盤の強化が急務となっているところであり

ます。このため、８月に新たに策定しました

「宮崎県畜産新生推進プラン」に基づきまし

て、生産力の向上や販売力の強化などに取り組

み、本県畜産の成長産業化を目指したいと考え

ているところであります。１年後の宮城全共で

は、「チーム宮崎」が一丸となって、日本一の

努力と準備を行うことで、何としても３連覇を

達成したいと考えております。今後とも、宮崎

の畜産が日本のトップランナーとしてさらに躍

進できますよう、生産者、関係の皆様とともに

全力で取り組んでまいります。

全国和牛能力共進会３連覇○重松幸次郎議員

は、県民が期待し、勇気と感動を与えていただ

きます。その取り組みに県からの御支援をよろ

しくお願いいたします。「忘れない そして前

へ」を合い言葉に、よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、福祉行政についてお伺いいたし

ます。
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初めに、視覚障がい者への対応についてであ

ります。先月、東京の地下鉄で、盲導犬を連れ

て歩いていた視覚障がい者がホームから転落

し、お亡くなりになりました。あいにくこの駅

にはホームドアがなく、また、点字ブロックを

柱が一部塞いでいる問題点なども指摘されてお

ります。乗客の安全を守るための検証が求めら

れています。宮崎県内のＪＲホームや一般道路

での安全対策はどうでしょうか。今回の事故を

受けて、視覚障害者団体からそうした不安解消

の要望があることを、我が党の宮崎市議団から

聞き、早速、県の視覚障害者センター、市の視

覚障害者福祉会事務局へ伺ってまいりました。

目の不自由な方は、駅のホームだけでなく、横

断歩道や道路、階段のステップに点字ブロック

がない場所などにも不安や緊張が多く、安全対

策はハード面、ソフト面ともに大切であるこ

と、また、施設整備も重要だが、何よりも視覚

障がい者への理解と見守り、困っている様子が

あれば、声かけなどの対応をお願いしたいとの

お話でありました。ホームドアなどの整備はか

なり難しいと思いますが、バリアフリーや障が

いのある方への対応として、視覚障がい者を含

め、ＪＲ線における交通弱者対策はどうなって

いるのか、総合政策部長にお伺いいたします。

ＪＲ九州で○総合政策部長（永山英也君）

は、視覚障がい者を含めた交通弱者への対応と

して、県や関係自治体と連携し、これまで県内

６つの駅でエレベータを設置し、そのほか、段

差の解消や誘導用ブロックの整備についても取

り組まれております。また、交通弱者に対する

介助マニュアルを定め、駅職員、車掌、運転

士、客室乗務員などを対象に、適切なサポート

を行うための実習を中心とした研修を定期的に

実施し、ソフト面の対策にも力を入れておられ

ます。県といたしましては、今後とも、鉄道を

安全かつ円滑に利用できますよう、鉄道のバリ

アフリー化の推進について、国やＪＲ九州に対

し要望してまいりたいと考えております。

さらなる安全対策をお願い○重松幸次郎議員

いたします。県視覚障害者福祉協会の小島理事

長は、宮崎県は、おかげさまでガイドヘルパー

（移動介護従事者）の制度がトップクラスで

整っていることは評価された上で、点字ブロッ

クも郊外になると敷設していないところがあっ

たり、依然として景観を優先させた歩道と同系

色のブロックがあること、また、歩道橋のス

テップに色落ちがあると、弱視や色弱者の人た

ちには識別が困難であることを話されておりま

した。そして、横断歩道にも、横断歩道用の点

字マーカー「エスコートゾーン」の設置が本県

は進んでいないこと。また、歩車分離式信号で

は、双方の車がとまるので、どの方向に歩いて

いけばよいかわからなくなる。目の不自由な方

は、車が左右に動いている状況でこちらが青だ

と認識して渡られる。また、縦の線で車が動い

ていると、こちらが青だと認識して歩かれる。

ところが、歩者分離式は両方とも車がとまるん

です。そうすると全く認識できなくなるという

お話でありました。それを解消するために、

ピッポ、ピッポと鳴る音声つきの信号機がある

んですけれども、住民の苦情でこれが消されて

いる場合があるとおっしゃっておりました。視

覚障がい者が道路を安全に横断できるようにす

るため、音声案内等のついた信号機やエスコー

トゾーンの整備状況について、警察本部長にお

伺いいたします。

警察では、視覚○警察本部長（野口 泰君）

障がい者の安全な道路横断対策としまして、青

色信号をメロディーや音声で知らせる信号機を
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市街地の交差点など304カ所に整備しておりま

す。また、視覚障がい者が使用するつえの反射

シートを感知して信号機の状態を音声で案内し

たり、歩行者信号の青時間を延長する装置を、

宮崎駅前など２カ所に整備しております。な

お、エスコートゾーンにつきましては、現在、

道路管理者において、宮崎空港ビル前や宮崎市

保健所周辺に設置しておりますが、今後は、警

察といたしましても、関係機関と十分な調整を

図りながら、設置に向けた検討を行ってまいり

ます。

ほかにも切実なお話を伺っ○重松幸次郎議員

てまいりましたが、次の機会にいたします。ど

うか、視覚障がい者を含む交通弱者対策をよろ

しくお願いいたします。

子供を取り巻く問題について、福祉保健部長

にお伺いいたします。昨年、児童相談所が児童

虐待に関する相談・通告を受けて対応した全国

の児童虐待の件数が、前年度を１万4,329件上回

り10万3,260件だったことが、厚生労働省のまと

めでわかりました。本県の状況について、平

成27年度の児童虐待相談の種別ごとの件数と、

児童虐待対策に係る本県の新たな取り組みにつ

いて、お伺いいたします。

児童虐待相談○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の種別ごとの件数でございますが、養育の怠慢

などのいわゆるネグレクトが309件、心理的虐待

が228件、身体的虐待が174件、性的虐待が４件

となっており、全体としては増加傾向にありま

す。これに対応する本県の新たな取り組みとい

たしまして、今年度から、夜間・休日に全国共

通ダイヤル189（いちはやく）を通じまして児童

相談所に寄せられる相談等に対し、専門職員を

配置するコールセンターを活用するとともに、

家庭からの相談に専門的な助言等を行います児

童家庭支援センターを設置するなど、相談支援

体制の充実を図ったところであります。また、

虐待等により家庭での養育を受けることが困難

で、施設に入所している児童に対しましては、

就労や進学の際に家賃等の経済的支援を行いま

して、条件を満たせば返還を免除する貸付金事

業を開始することとしたところであります。

就労・進学支援なども含○重松幸次郎議員

め、相談・支援の取り組みをよろしくお願いい

たします。

次は、子供の貧困対策です。６人に１人の子

供が貧困と言われ、社会問題となる中、教育面

だけでなく、成長期の体を支える栄養摂取の面

においても、貧困家庭の子供が格差に直面して

いることが浮き彫りになっております。対策を

急がなければなりません。経済的な理由で食事

を満足にとれなかったり、ひとり親家庭で親が

多忙なため、一人で食事をしている子供に、無

料または低価格で食事を提供する これは午―

前中も太田議員から質問がありましたが 子―

ども食堂の普及も全国でふえつつあります。こ

の子ども食堂について、県内の取り組み状況は

どうなっているのか、お伺いいたします。

本県におきま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

しても、子ども食堂が広がりつつありまして、

現在、ＮＰＯ法人等の民間団体による６件の取

り組みを把握しているところであります。各団

体におかれましては、空き店舗や既存の施設な

どを活用した上で、企業等からの寄附や、地域

住民から食材の提供を受けるなどの工夫を行い

ながら、無料または低額な料金で食事を提供し

ているところであります。また、子供のみなら

ず、親や高齢者も利用できる事例や、学習支援

をあわせて行う事例があるなど、子ども食堂

は、子供の貧困対策はもとより、世代間の交流
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にも寄与するなど、大変意義のあるものである

と認識しております。したがいまして、県とい

たしましては、このような取り組みが県内全域

に広がりますよう、引き続き支援を行ってまい

りたいと考えております。

宮崎市のプレミアム親子食○重松幸次郎議員

堂さんにお話を伺ってまいりました。案内チラ

シには、「たまにはお子様と一緒にゆっくりと

楽しいご飯の時間をプレミアム親子食堂で過ご

しませんか。頑張るあなたへ地域の皆様からの

プレゼント」とありました。富井代表は、「こ

のような取り組みを知らなかったという声が多

い。情報の拡散・共有で、より身近に支援の輪

が広がっていくことを考えて、より参加しやす

い支援活動を企画していく」と語っておられま

した。支援の輪を呼びかけ、広める取り組みを

していただきたいと思います。

それでは、最後の項目になりましたが、地域

防災力の充実についてであります。

９月１日は「防災の日」でありました。1923

年の同日に起こった関東大震災の教訓を後世に

伝えて自然災害に対する認識を深め、防災体制

が充実することの意義を確認するために、1960

年に制定されました。本県も、南海トラフ巨大

地震に備え、想定されるあらゆる準備を進めて

いかなくてはなりません。県の減災力強化推進

事業により、津波避難タワー等の整備が進んで

いると思いますが、その進捗状況を危機管理統

括監にお伺いいたします。

県内の沿岸○危機管理統括監（畑山栄介君）

市町では、減災力強化推進事業を活用しまし

て、津波避難タワー等の整備を進めており、昨

年度までに２市１町で６つの施設が完成してお

ります。今後は、平成31年度までに、３市２町

で15の津波避難タワーや高台盛り土等を整備す

ることとしております。また、避難階段や避難

場所、備蓄倉庫の設置などについても、この事

業を活用しまして、これまでに５市３町の75カ

所で整備を行ってきております。津波避難タワ

ー等は、住民の生命を守るために大変重要な施

設でありますことから、今後とも、減災力強化

推進事業の活用を促進しまして、沿岸市町と一

体となって早期整備に取り組んでまいりたいと

考えております。

避難タワーだけでなく、避○重松幸次郎議員

難階段や避難場所の確保、また備蓄倉庫も重要

であります。よろしくお願いいたします。

平成23年の２月議会でも取り上げました被災

者支援システムの導入について。このシステム

は、阪神淡路大震災のとき、壊滅的な被害を受

けた兵庫県西宮市が開発したシステムでありま

す。全国の地方公共団体に無償で公開・提供さ

れております。熊本の被災者支援においても、

罹災証明書の発行に時間がとられ、手間がか

かったようでありますが、被災者支援システム

の県内市町村の導入状況について、同じく危機

管理統括監にお伺いいたします。

被災者支援○危機管理統括監（畑山栄介君）

システムは、住民基本台帳データなどをもと

に、被災者台帳の作成から罹災証明書の発行、

各種義援金の支給などの被災者支援業務を一括

して処理するためのシステムでございまして、

全国の市町村で導入が進められております。県

内では、現在、３つの市や町が導入しておりま

すが、大規模災害時に被災者の迅速かつ円滑な

生活再建を図るためには、大変有効なシステム

であると考えております。このため県としまし

ては、市町村に対して、既に導入している自治

体の情報の提供や、システム導入に関する助言

を行うなど、必要な支援を行ってまいりたいと
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考えております。

このシステムについては、○重松幸次郎議員

我が党の議員が県内各市町村で支援システムの

導入を呼びかけていくと思いますので、確かな

御助言をお願いいたします。

災害時には、体の不自由な高齢者や障がい

者、妊産婦といった災害弱者に対して、特別な

配慮が求められます。熊本地震では、そうした

人たちを優先的に受け入れる福祉避難所の機能

が、スタッフ不足などを理由に十分に発揮され

ていないとの報道がありました。本県での施設

や人材の確保はどうなっているのか。県内の福

祉避難所の指定状況及び要配慮者の受け入れに

関する広域的な応援体制について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

福祉避難所に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

つきましては、さきに新見議員からも御質問が

ございましたけれども、その後、件数等がふえ

ております。本年８月末日現在、23市町村で社

会福祉施設など209の施設が指定されておりま

す。先般の熊本地震では、施設の損傷や職員の

不足等により、福祉避難所としての本来の機能

が発揮されない実態が多く見られまして、広域

的な支援体制の重要さを改めて認識したところ

であります。

このような中、本県におきましては、758の社

会福祉施設が相互応援協定を締結しておりまし

て、被災時には、職員の派遣、物資の提供及び

利用者の受け入れ等を行うこととしておりま

す。県といたしましては、引き続き、市町村に

対して、できるだけ多くの福祉避難所を指定し

ていただくよう、働きかけを行ってまいります

とともに、福祉避難所の広域的な連携が円滑に

進むよう、関係機関と一体となって取り組んで

まいりたいと考えております。

市町村との応援連携の強化○重松幸次郎議員

が現実的な取り組みだと考えます。よろしくお

願いいたします。

先月、県議団で、宮崎県防災救急航空隊（防

災ヘリ「あおぞら」）の調査に伺いました。３

カ月に及ぶ定期点検が終了し、稼働が再開され

ましたが、防災ヘリ「あおぞら」の稼働状況と

宮崎大学との連携について、危機管理統括監に

お伺いいたします。

防災ヘリの○危機管理統括監（畑山栄介君）

稼働状況につきましては、平成27年度の出動件

数は、救急70件、救助36件、他県への応援13件

など、合計124件となっておりまして、県内外の

緊急事案に対応したところでございます。

次に、宮崎大学との連携につきましては、昨

年９月に県と大学の間で締結した「医師現場投

入活動実施に関する協定」に基づく取り組みを

行っております。これは、山間部などで重篤な

傷病者が発生し、早期の医療行為が必要となる

場合などに、宮崎大学所属の医師が防災ヘリに

同乗して急行し、ヘリから降下して現場で救命

活動を行うものであります。これまで、医師に

対する訓練等を実施してまいりましたが、先

月19日に田野町で熱中症患者が発生した際に、

初めて医師を現場に投入し、迅速な救命処置を

図ったところであります。県としましては、今

後とも大学と十分連携を図り、防災ヘリによる

救助、救命活動を推進してまいりたいと考えて

おります。

今、御答弁いただきました○重松幸次郎議員

「医師現場投入活動実施に関する協定」、救出

から治療までの時間が大幅に短縮できる宮崎方

式は、全国のモデルケースになる取り組みだと

思います。より円滑な防災ヘリの活用を推進し

ていただきたいと思います。
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前回も、ヘリの位置情報と目的地確認のヘリ

サインの中で、ＧＰＳ機能の活用を議論させて

いただきましたが、新たな位置情報システム

「Ｄ－ＮＥＴ」の導入があるとお伺いしまし

た。Ｄ－ＮＥＴを活用した位置情報システムの

概要と県の取り組み状況について、同じく危機

管理統括監にお伺いいたします。

このシステ○危機管理統括監（畑山栄介君）

ムは、「集中管理型消防防災ヘリコプター動態

管理システム」という名称で、消防庁が平成26

年４月から運用開始しているもので、従来のＧ

ＰＳ機能に加えまして、災害対策本部と送受信

ができるメッセージ機能、住所などの地上情報

検索機能、多数のヘリコプターの位置確認が容

易にできる機能などが付加されております。こ

れらにより、大規模災害時に集結したヘリコプ

ターの運用調整や、災害対策本部を含めヘリ相

互の情報共有化が図りやすいことから、全国の

消防防災ヘリコプターに導入が進んでおりま

す。本県におきましても、先月、機器を導入

し、現在、速やかな運用に向け準備を進めてい

るところでございます。本システムの導入によ

り、本県における災害時の救援活動がより効率

的かつ安全に実施できるものと考えておるとこ

ろでございます。

大変機能の高いＧＰＳ機能○重松幸次郎議員

だと思います。さらなる活用をお願いいたしま

す。

最後になりますが、防災・減災にはリーダー

の養成が必要であります。その人たちが常時危

機意識を持ち、情報を共有し、訓練参加を呼び

かけていくことが重要であります。自治会防災

班、消防団、そして防災士ネットワークなどの

方々です。そうした中、先日、県警と県防災士

ネットワークとの「防災対策に関する相互協力

協定」が結ばれたとありました。ＮＰＯ法人宮

崎県防災士ネットワークとの協定について、そ

の目的を警察本部長にお伺いいたします。

宮崎県警察とＮ○警察本部長（野口 泰君）

ＰＯ法人宮崎県防災士ネットワークとは、本年

８月１日に協定を締結しております。協定の趣

旨は、南海トラフ巨大地震等の大規模災害への

備えを万全にするため、防災や減災に関する十

分な意識と知識・技能を有する防災士のネット

ワークと相互に協力し、平常時には、地域住民

の防災・減災対策のため、防災意識の普及・啓

発活動や各種防災訓練の実施、災害危険箇所等

の災害に関する情報の共有を行い、大震災など

の発災後には、避難所等の安全・安心確保のた

めの支援活動などを円滑に実施していくことを

目的に協定を締結したものであります。地域防

災力の向上が求められるところ、警察のみでは

不十分であることから、防災士ネットワークを

初めとした関係機関・団体の皆様と日常的に連

携しながら、防災対策に最善を尽くしてまいり

たいと考えております。

このような連携協定は、と○重松幸次郎議員

ても意義があることだと思います。ふだんから

の防災対策に、互いに力を入れて取り組んでま

いりたいと思います。自然災害が猛威を振るっ

ております。我々は、しっかり身の回り、ま

た、自分の命は自分で守る、そのことを肝に銘

じながら取り組んでまいりたいと思います。

これで全ての質問を終了いたします。本日は

まことにありがとうございました。

以上で代表質問は終わりまし○星原 透議長

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

平成28年９月８日(木)



- 112 -

平成28年９月８日(木)

午後２時14分散会


