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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、新

見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○新見昌安議員

ざいます。通告に従い、順次、一般質問を行っ

てまいります。知事を初めとして、関係各部

長、教育長、警察本部長に答弁をお願いいたし

ます。

初めに、知事に伺います。まさに今、衆院を

通過し、これから参院で審議が始まろうとして

いる年金制度改革法案。一部の野党の方々は、

この法案について、「年金カット法案だ」など

と声高に叫び、委員会室ではテレビカメラにボ

ードを向けて、テレビを見ている国民に誤解を

生じさせ、不安をかき立てることのみに血道を

上げておられますが、年金制度の公平性の観点

から、全ての世代を念頭に置き、将来にわたっ

て公的年金の持続可能性を高めるために必要な

改革であるというふうに考えております。まず

は、今回の年金制度改革法案に対する知事の所

見を伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

我が国の年金制度は、現役世代が支払った保

険料を高齢者に給付する、世代間での助け合い

の仕組みでありまして、現在、国会において、

年金の給付水準を物価や賃金変動に応じて調整

する制度の見直しなどを行う、いわゆる年金制

度改革関連法案が審議されているところであり

ます。年金制度は、老後の生活を支える極めて

重要な制度でありまして、将来にわたって安定

的に運営される必要があるものと考えておりま

す。その上で、年金、医療、介護など、さまざ

まな社会保障制度がしっかり機能し、誰もが安

心して暮らせる社会を築い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〕

知事の年金は、特別なものが○新見昌安議員

あるわけではなく、一般の県庁職員と同じ厚生

年金だということを今回初めて知りました。い

ずれは年金受給者になる知事に、腹蔵のないと

ころをお聞きしたいと思ったところでございま

したけれども、ちょっと無理だったようでござ

います。

ところで、今臨時国会では、年金制度改革法

案とあわせ、もう一つの法律が審議されたとこ

ろでありました。11月16日に成立した改正年金

機能強化法、いわゆる無年金者救済法でありま

す。公的年金の受給資格を得るのに必要な加入

期間を25年から10年に短縮するというもので、

来年の８月１日に施行されることになっており

ます。これによりまして、全国で約64万人の方

々が新たに年金の受給資格を取得することにな

りますけれども、これは将来にわたって無年金

となる人を大幅に減らす効果も期待できます。

我が党の山口代表はコメントで、「保険料支払

い期間が８年、９年の人にとっては、あと一息

で年金をもらえるという励みになる。また、10

年を超えて保険料を納めると、もらえる年金が

年を重ねるごとに少しずつふえてくることも希

望につながる」と、このように述べております

けれども、まさしくこの表現は言い得て妙とい

う思いがいたします。しかしながら一方で、10

平成28年12月１日(木)
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年だけ納めればいいんだという誤解が生じるお

それ、そして、その誤解がひとり歩きすること

も危惧されているところであります。基礎年金

は40年で満額であります。国においては、この

ことをきちんと国民に周知徹底してもらいたい

と思っているところであります。そして、この

ことは、特に若い世代にしっかりと理解しても

らう必要があると感じております。そのために

は、社会人になる前、大学等に進学する前、す

なわち高校時代に、年金に関する教育をすべき

じゃないかと考えますが、教育長の見解を伺い

たいと思います。

現在、高等学校にお○教育長（四本 孝君）

きましては、例えば現代社会の科目の中で、社

会保障制度の意義や役割を理解させるととも

に、年金などの保険制度の諸課題について学習

しております。また、間もなく年金加入対象者

となる高校３年生を中心に、日本年金機構など

関係機関から担当者を招聘し、年金の正しい知

識について学習している高校もございます。こ

のように、高校生が年金について学ぶことは、

自分の将来を考える上でも大変重要であると認

識しております。重要な社会保障制度である年

金について、高校生の正しい理解が深まるよ

う、各学校での取り組みを今後とも継続してま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。今の○新見昌安議員

答弁の中で、「自分の将来を考える上でも」と

いうふうにありました。行政は申請主義であり

ます。知らないと自分が不利益をこうむること

があります。現在の年金制度では、20歳から国

民年金保険料を納める義務がありますけれど

も、学生の場合は、在学中の保険料の納付が猶

予される学生納付特例制度がございます。しか

し、この制度を知らずに手続をしなかった場

合、学生時代にもし事故や病気で障害が残った

ときに、障害基礎年金を受給する資格がなくな

るケースがあります。年金についての単なる知

識の習得だけではなく、自分自身に当てはめて

も大事なんだと認識できるよう、しっかりと取

り組んでいただきたい。より多くの高校で取り

組んでいただくよう要望をしておきます。

次に、子育て環境の充実について、何点か伺

いたいと思います。

ちょうど１週間前の宮崎日日新聞の社会面

に、私の母校であります宮崎市立赤江中学校の

女子生徒がトイレの掃除をしている写真が、掲

載されておりました。その横に「洋式便器率本

県42位」とありました。この洋式便器率という

割合の表現も、ふだん余り聞くことはありませ

んけれども、記事によると、県内の公立小中学

校のトイレに設置してある洋式便器の割合

は31.4％で、全国平均43.3％より11.9ポイント

低く、順位は全国で42位であったことが、文部

科学省の調査でわかったというものでありまし

た。詳細は、当日の記事を読んでいただきたい

と思いますけれども、記事では、小学校・中学

校別の設置率については言及しておりません。

私としては、本県の市町村立の小学校における

洋式便器率を知りたい。教育長に伺いたいと思

います。関連して、校舎の耐震化の整備状況に

ついてもお示しいただきたいと思います。

本県の市町村立小学○教育長（四本 孝君）

校の洋式便器の割合につきましては、平成28年

４月時点で31.6％であります。次に、市町村立

小学校の耐震化でありますが、同じく、平成28

年４月時点で99.5％となっております。

耐震化はほぼ完了する中で、○新見昌安議員

洋式便器の整備はまだまだだというふうに理解

いたしました。ところで、今回の調査は、公立
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の小中学校を対象としたものでありました。そ

こで、次に、本県の県立学校における洋式便器

率と耐震化の状況、あわせて洋式化に向けての

今後の方針について、同じく教育長に伺いま

す。

県立学校の洋式便器○教育長（四本 孝君）

の割合につきましては、平成28年４月時点で、

高等学校26.5％、特別支援学校78.3％、全体で

は35.9％であります。

県立学校の耐震化につきましては、平成25年

度までに全て耐震化を完了しているところであ

ります。現在、建物の老朽化が全県的に進んで

おりますため、その改修が喫緊の課題となって

おりまして、トイレの洋式化などの個別の施設

整備につきましては、緊急性などを考慮して対

応しております。なお、バリアフリーの観点か

ら、多目的トイレにつきましては、管理棟及び

体育館付近への設置を進めてきているところで

あります。

多目的トイレの整備について○新見昌安議員

は、これからもしっかり推進していただくよう

要望しておきます。私が最初、小学校にこだ

わったのは、特に小学校低学年の児童は和式に

なれず、粗相をしてしまうことが多いのではな

いかと考えるからであります。本県の市町村立

小学校のトイレの洋式化については、県の教育

委員会として、しっかりと市町村教育委員会に

働きかけをしていただきたいと思います。同じ

く教育長の見解を伺います。

市町村立小学校のト○教育長（四本 孝君）

イレの洋式化につきましては、市町村教育委員

会において検討がなされているところでありま

すが、県教育委員会といたしましても、国の補

助制度の周知や参考となる事例の紹介などにつ

いて、研修会や会議などさまざまな機会を通じ

て、積極的に情報を提供してまいりたいと考え

ております。

もしも学校で粗相をしてしま○新見昌安議員

うと、その子にとっては一生心の傷として残っ

てしまいます。下手をするといじめに遭うこと

も考えられます。子供を守るためにしっかり取

り組んでいただきたいと思います。市町村への

働きかけ、よろしくお願いをしておきます。

次に移ります。子育て家庭に役に立つさまざ

まな情報については、紙ベースはもちろんのこ

と、県のホームページでも提供されていること

は十分認識しておりますけれども、今の御時

世、固定電話やパソコンを持たず、スマホだ

け、そのような環境で生活している若い世帯も

たくさんあります。そのような世相のもと、子

育て真っ最中の若いお父さん、お母さんに、子

育て支援の情報を効果的に配信するためには、

スマートフォン、タブレット向けの情報発信が

極めて有効ではないかと考えます。福祉保健部

長の見解を伺いたいと思います。

県や民間の子○福祉保健部長（日隈俊郎君）

育て応援団体等が取り組んでいる子育て支援に

関する情報を子育て家庭に届ける上で、子育て

世代の多くの方々が利用しておりますスマート

フォン向けに情報提供することは、大変有効な

手段であると考えております。現在、県では、

ホームページやラジオ等を通じて、工夫しなが

ら子育て情報の発信を行っているところであり

ますが、今後、さらに効果的なものとなるよ

う、新見議員からもありましたが、新たなスマ

ートフォン向けの情報提供方法につきまして

も、検討を行ってまいりたいと考えておりま

す。

前向きな答弁ありがとうござ○新見昌安議員

います。よろしくお願いしておきます。
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次に移ります。平成24年ユーキャン新語・流

行語大賞にもノミネートされた「イクジイ」、

平成23年ごろから「イクバア」とともに登場し

た新語でありまして、孫育てに熱心なじいじ、

ばあばのことであります。皆さん御存じのとお

りであります。その背景には、共働きなどで親

に育児の手助けを求める子育て世代がふえてい

るという実態が見えてきますけれども、実の孫

だけではなく、地域の他人の孫や子の面倒を見

る取り組みも全国でふえております。高齢者の

皆さんに協力いただきながらのこのような子育

て支援について、本県ではどのように取り組ん

でいるのか、同じく福祉保健部長にお伺いをい

たします。

今お話があっ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

たとおり、高齢者による子育て支援につきまし

ては、子育てになれていない若い世代をサポー

トし、子育て環境の充実を図る観点から、また

高齢者の社会参加を進めていく上からも、非常

に重要な取り組みであると考えております。こ

のため、高齢者が長年培ってきた経験や知識、

技能などのシニアパワーを生かし、地域の子育

て支援活動へボランティアとして参画していた

だくために、そのきっかけづくりとなる講座を

実施しているところであります。また、親の急

な残業などで子供を迎えに行けないときなどに

利用できますファミリー・サポート・センター

事業において、地域の高齢者が有償ボランティ

アとして、子供の預かりを積極的に行っていた

だいているところであります。県といたしまし

ては、今後とも、市町村や関係団体、地域の方

々と連携を図りながら、高齢者の力を生かした

子育て支援の取り組みにつきましても、積極的

に推進してまいりたいと考えております。

子育て真っ最中の世代にとっ○新見昌安議員

ては、自分の親以外にも、地域のイクジイやイ

クバアの支えがあれば、本当に心強いんじゃな

いかと思います。祖父母世代も巻き込んで、み

んなで協力し合いながら、子育てが楽しいと思

える社会になっていけば、すばらしいことだと

思います。引き続き積極的なかかわりをお願い

しておきます。

子育て環境の充実に関して、環境森林部長に

もお伺いをいたします。木との触れ合いを通し

て子供たちに豊かな心を育んでもらう「木育」

と呼ばれる活動が、今、全国で広がっているよ

うであります。去る10月30日、美郷町の林業技

術センター「森とのふれあい施設」で開催され

た「森とのふれあい祭り」では、1,500名近くの

来場者があったというふうにお聞きしておりま

す。木との触れ合いを求める人が多くなってい

ることをうかがわせるものじゃないかと思いま

す。

この「木育」という言葉が知られるように

なったのは、平成16年に北海道で、木育プロ

ジェクトとして提案されたのがきっかけで、平

成18年に政府が閣議決定した森林・林業基本計

画に初めて「木育」が明記され、その後、全国

の自治体で取り組みが広がってきているようで

あります。本県における木育への取り組み状況

を伺いたいと思います。

国の森林・林○環境森林部長（大坪篤史君）

業白書によりますと、木育とは、「木材への親

しみや木の文化への理解を深めて、木材の良さ

や利用の意義を学んでもらうための教育活動」

と定義されておりまして、全国で普及啓発が図

られているところでございます。既に本県で

も、木材関係者による木工教室や、木製の遊具

やおもちゃで遊ぶ木づかいイベント、さらには

高校生による木製品のデザインプロジェクトな
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ど、木育の取り組みが始まっているところで

す。県では、林業や教育関係者など、木育を実

践するサポーターを現在136名養成しておりまし

て、こういった方々とも連携をして、今後、幼

稚園・保育園や商業施設など県内各地で、全県

的な木育活動を推進することとしております。

さらに、本県の木材を使った遊具が、韓国ソウ

ル市の東大門デザインプラザという大規模な情

報発信拠点で使われている事例等もございます

ので、県産材を使った木育を広く国内外でも展

開してまいりたいと考えているところでありま

す。

子供のころから木のおもちゃ○新見昌安議員

で遊んだりして木と親しみ、木の文化への理解

を深めていく。そして、いずれは地元の木材を

利用して家を建ててくれる。こういった人に成

長していくことが期待できるんじゃないかと思

います。先般、杉素材生産25年連続日本一を祝

う会合が開催されたばかりの森の国みやざきで

あります。しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

次は、高齢者を取り巻く諸問題等について、

何点か伺ってまいります。

認知症や独居の高齢者が増加する中、判断能

力が不十分となった人を支える仕組みの一つ

が、成年後見制度であります。これは、地域包

括ケアの視点からも欠かせない制度であります

けれども、その担い手の育成が今、課題となっ

ているというふうに言われております。そこで

まず、本県における成年後見制度の利用の状

況、あわせて、そこから見えてくる課題をどの

ように認識しているのか、福祉保健部長に伺い

ます。

本県におい○福祉保健部長（日隈俊郎君）

て、成年後見制度を利用しておられる方は年々

増加しておりまして、平成27年は1,948人となっ

ております。成年後見制度の課題につきまして

は、制度に対する県民の理解がいまだ十分とは

言えず、一層の普及啓発が必要であると考えて

おります。また、近年は、多様化する家族形態

や財産管理の困難さなどもありまして、親族が

後見を受任する事案が減少する一方、弁護士や

司法書士、社会福祉士などの専門職が受任する

事案が増加しております。専門職につきまして

は、その数や地域バランスの問題もありまし

て、親族や専門職以外の新たな担い手の確保も

課題となっております。

今の答弁にあったように、本○新見昌安議員

県でも新たな担い手の確保が課題であると確認

できました。全国と同じ状況でありますけれど

も、そうした中で、今後活躍が期待されている

のが、一般市民による市民後見人であります。

市民後見人は、自治体などが開く養成研修を受

け、家庭裁判所の選任を受ければ活動できると

いうふうになっております。本県における市民

後見人の現状はどうなっているのか、同じく福

祉保健部長に伺います。

後見人には、○福祉保健部長（日隈俊郎君）

親族や専門職、市民後見人などの個人と市町村

社会福祉協議会などの法人と、形態としまして

２つありますが、いずれも家庭裁判所の裁判官

が、成年後見に関する一定の知識等を身につけ

適任と認められる人を選任することとなりま

す。市民後見人には、被後見人と同じ地域で生

活されているからこその、きめ細かな対応が期

待できるという点で、専門職とは異なった特性

を生かした後見ができるものと考えておりま

す。全国では、国が把握している平成23年か

ら27年までの５年間で、市民後見人が814人選任

されておりますが、本県におきましては、残念
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ながら選任された実績はございません。

10年以内に、団塊の世代が75○新見昌安議員

歳以上になって、制度利用者が爆発的にふえる

「後見爆発」も予想される中、市民後見人の重

要性はますます高まってきております。前もっ

ての十分な対策を講じておくべきと考えるとこ

ろでありますが、これについては知事の見解を

伺いたいと思います。

本県の認知症やひとり○知事（河野俊嗣君）

暮らしの高齢者は、2025年に向けて大幅に増加

することが見込まれております。今後、成年後

見制度の利用者数もさらに増加することが予想

されるため、御指摘のとおり、後見の担い手確

保は大変重要な課題であると認識しておりま

す。このため、県におきましては、市町村社会

福祉協議会が、新たな後見の担い手として、法

人で受任できる体制の整備を促進しておりま

す。具体的には、家庭裁判所との実務等に従事

します法人後見専門員と、被後見人の見守りや

金銭管理の支援を行う法人後見支援員を育成し

ているところであります。今後、育成した支援

員が、市町村社会福祉協議会などで後見業務の

支援を行いながら、一定の実務経験を積むこと

によりまして、将来、市民後見人として自立し

て活動できるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

引き続き、高齢者を取り巻く諸問題のうち、

特殊詐欺に関して警察本部長に伺っていきま

す。これだけ世間で話題になっているにもかか

わらず、相も変わらず振り込め詐欺に遭って被

害をこうむった、あるいは未然に防止して表彰

を受けた、こういった記事が常に新聞紙上をに

ぎわせております。年の瀬も近づき、何かと慌

ただしくなるこの季節は、振り込め詐欺などの

トラブルも今後ふえてくるのではないかと心配

するところであります。そこでまずは、本県に

おける特殊詐欺の現状と最近の傾向にはどのよ

うな特徴があるのか、確認をさせていただきた

いと思います。

特殊詐欺の現状○警察本部長（野口 泰君）

につきましては、本年10月末現在、認知件数20

件、被害額１億3,625万円であり、前年同期と比

べまして、20件、約2,100万円の減少となってお

ります。本年の被害の特徴につきましては、高

額被害の発生が多く、１件当たりの被害金額が

約760万円に上っていること、手口別では、オレ

オレ詐欺、架空請求詐欺、金融商品取引名目詐

欺の被害額が高いこと、高齢者被害の割合が約

８割と依然として高いこと、被害者本人が県外

に呼び出され、直接、犯人に現金を手渡す特異

な被害も発生していること等であり、認知件

数、被害額ともに減少傾向にあるものの、予断

を許さない厳しい情勢になっております。

今、宮崎日日新聞の社会面に○新見昌安議員

時々、「注意！キーワード特殊詐欺」という囲

み記事が掲載されております。これについて

は、いつから掲載を始め、既に何回ぐらい掲載

したのか、確認をさせていただきたいと思いま

す。

宮崎日日新聞の○警察本部長（野口 泰君）

紙面を活用した特殊詐欺被害防止に関する記事

は、昨年８月から本年11月末までの間、63回掲

載されております。新聞による注意喚起は、宮

崎日日新聞の日曜日の社会面を利用しており、

内容につきましては、県警察で受理した特殊詐

欺に関する相談等のうち、相談が多かったもの

や、特異な手口に関するもの、全国的に被害が

発生し、今後、県内にも波及するおそれがある
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など、新たな手口に関するものを抽出し、掲載

をお願いしております。

63回ということで、かなりの○新見昌安議員

回数になっていると思います。今後も、特異な

手口や新たな手口が出てくるたびに掲載しても

らいたいと要望しますけれども、ここで提案が

あります。これだけのボリュームのものを、新

聞掲載という一過性のもので終わらせるのは

もったいない限りだと思います。これらをデー

タベース化して、スマホやタブレット端末で活

用できる特殊詐欺アプリとして、県民に広く情

報を提供してはどうかと考えます。警視庁では

ことしの３月１日から、特殊詐欺を未然に防止

するために、スマートフォン向けの防犯アプリ

「Digi Police（デジポリス）」を配信しており

ますが、これが参考になると思いました。見解

を伺いたいと思います。

スマートフォン○警察本部長（野口 泰君）

用アプリを利用した特殊詐欺を含む各種犯罪抑

止のための広報啓発は、本年３月から、警視庁

において実施されていると承知しております。

特殊詐欺の被害が、高齢者に限らず幅広い年齢

層に拡大する中、スマートフォン用アプリを初

め、さまざまな媒体を通じて被害防止に役立つ

情報を提供することは、県民の皆様の防犯意識

の高揚を図る観点からも重要であると考えてお

ります。よって、スマートフォン用アプリを含

めた被害防止に役立つ効果的な広報啓発の方法

について、多角的な視点で検討してまいりたい

と考えております。

なお、県警察といたしましては、新聞記事掲

載の注意喚起情報を県警ホームページに掲載す

るなど、広く県民の皆様が、いつでも特殊詐欺

の被害防止に役立つ情報を確認することができ

るよう、今後とも創意工夫してまいります。

県警のホームページへの掲載○新見昌安議員

もお願いしますけれども、先ほど子育て情報の

配信でも取り上げたように、スマホやタブレッ

ト端末へのアプリ対応にも、ぜひとも前向きに

取り組んでいただきたいと思います。

高齢者を取り巻く諸問題に関しての最後の質

問となります。これは高齢化社会の新たな課題

だと思いますけれども、「インターネットを介

した高齢者の被害が急増していることが、2016

年版の「消費者白書」で明らかになった」、こ

ういった新聞報道を先日、目にしたところであ

ります。高齢者もスマホを持つ時代になり、Ｓ

ＮＳの普及がそれらに拍車をかけているのでは

ないか、高齢者の被害を防ぐための対策が求め

られているというふうに感じております。そこ

で、本県における高齢者のインターネットトラ

ブルの現状と被害を防止する対策、どのように

しておられるのか、これは総合政策部長に伺い

たいと思います。

県の消費生活○総合政策部長（永山英也君）

センターに寄せられましたインターネット関連

の苦情相談は、平成27年度は1,431件で、その内

容は、パソコンや携帯電話、スマートフォンに

よるワンクリック請求や出会い系サイトの利用

料の不当請求等となっております。このう

ち、60歳以上からの相談は、60歳代が213件、70

歳以上が79件の計292件と、全体の20.4％になっ

ております。平成22年度と比較をしますと、60

歳代で3.4倍、70歳以上では4.4倍と増加してお

ります。このため、高齢者や民生委員等の見守

り者に対しまして、インターネットトラブルの

手口や対処法を盛り込んだ講座の開催やパンフ

レットの配布等を行うとともに、テレビ・ラジ

オでのＣＭ放送や新聞広告などを実施している

ところでありまして、引き続き、的確かつ効果
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的な啓発・広報に取り組んでまいりたいと考え

ております。

これもよろしくお願いをして○新見昌安議員

おきます。

ところで、昨年７月から、消費者ホットライ

ン「188（いやや）」がスタートしております。

本県におけるこの「188」の利用状況 着信状―

況と言うのが正確かもしれませんが と、そ―

の周知への取り組みを確認したいと思います。

御質問にあり○総合政策部長（永山英也君）

ました消費者ホットライン、通称「いやや」で

ございますけれども、これは、相談窓口の存在

や連絡先を知らない消費者の相談に対応するた

め、消費者庁が平成27年７月に設けた全国共通

の電話番号でありまして、相談者が電話をする

と、最寄りの消費生活センター等に案内される

こととなっております。県内でホットラインに

着信があった件数は、昨年度2,817件、今年度上

半期で2,003件となっております。県では、昨年

７月の番号設置以降、県消費生活センターの電

話番号とあわせて、ホットラインの周知を行っ

ているところであります。今後とも、啓発用パ

ンフレットやグッズ等で紹介するなど、利用促

進に努めてまいります。

「188」については、昨年７月○新見昌安議員

スタート以来、昨年末の時点においても認知度

が低かったという報道もありましたけれども、

さまざまな消費者トラブルを相談するには最適

であります。消費者への浸透に向け、引き続き

周知に御尽力いただくよう、お願いをしておき

ます。

次は、県民に寄り添う取り組みについて、ま

ず、福祉保健部長に何点か伺ってまいります。

若年性認知症についてであります。報道によ

りますと、国は若年性認知症支援として、今年

度から２年間で、全都道府県に専門のコーディ

ネーターを配置するとしております。若年性認

知症は、知識不足で受診がおくれたり、あるい

は、仕事を続けられずに経済的に苦しくなった

りすることから、医療・福祉・就労の関係機関

とのつなぎ役として、生活全般をサポートする

のがコーディネーターの役割となります。本県

における配置への取り組み状況はどうか、伺い

たいと思います。

お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したが、若年性認知症コーディネーターは、本

人やその家族等からの相談に対応しながら、勤

務先との就業継続の調整や、年金・保険等の生

活保障、適切な医療・介護サービスなど、若年

性認知症の方の状態に応じた支援につなげる役

割があります。現在、県では、コーディネータ

ーによる相談体制等について、認知症の人と家

族の会宮崎県支部と協議を行っているところで

ありまして、今年度中に、国の養成研修を受講

した方１名を配置する予定であります。

働き盛りの世代が発症する若○新見昌安議員

年性認知症は、高齢者の認知症と比べて支援の

仕組みが少ないと言われております。国が配置

する専門コーディネーターは、患者本人や家族

にとって頼りになる存在となります。大いに期

待したいと思います。

次に、若年性から離れますけれども、認知症

対策の一環として、厚生労働省は、認知症サポ

ーターのスキルアップを図るために、より専門

的な知識を持った上級者育成に取り組む方針の

ようであります。認知症サポーターについて

は、ことしの９月現在、全国で757万人、本県で

も９万５,000人となっております。１時間半程

度の養成講座を受ければ、サポーターでありま

す。今後も継続し、広く裾野を広げるととも
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に、より深く患者に寄り添える上級者の育成

は、地域で認知症の人を支える必要性が、いや

増して高まってくる中で、大事な取り組みだと

思います。本県における上級者育成の取り組み

について伺いたいと思います。

認知症サポー○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ターにつきましては、お話にありましたが、広

く県民の方々を対象に、認知症を正しく理解

し、認知症の人やその家族に対してできる範囲

での手助けをしていただくよう、県、市町村に

おいて養成講座を開催しているところでありま

す。さらに、国において今年度から、より意欲

のある人を対象とする上級講座を設けまして、

見守りや、認知症の人の話を聞く傾聴などのボ

ランティア活動への参加を促すこととされてお

ります。このため本県では、まず来年１月に、

上級講座の講師となる指導者養成講座を開催い

たしまして、その後、市町村の協力も得なが

ら、認知症サポーター上級者養成講座を順次開

催していきたいと考えております。

引き続き、福祉保健部長に伺○新見昌安議員

います。アルコールによる健康障害対策につい

てであります。日本におけるアルコールによる

健康障害の患者は100万人を超えたとも言われて

おりますが、そのような中、超党派の議員立法

で一昨年、アルコール健康障害対策基本法が成

立しております。そして、同法に基づいた「ア

ルコール健康障害対策推進基本計画」が、こと

しの５月に閣議決定されております。基本計画

の細かい内容について、ここでは触れません

が、基本法では、今回策定された国の計画とと

もに、都道府県においては、推進計画の策定が

努力義務とされたところであります。全国的に

見ると、鳥取県が既に策定、ほかにも７道府県

で策定の動きがあります。本県においても早急

に策定すべきと考えるところでありますけれど

も、本県における策定に向けての動きについて

伺いたいと思います。

不適切な飲酒○福祉保健部長（日隈俊郎君）

は、心身の健康障害の原因ともなり、本人の健

康の問題だけでなく、家族への深刻な影響や重

大な社会問題を生じさせる危険性が高いものと

認識しております。このため県では、健康みや

ざき行動計画21において、飲酒についての正し

い知識の普及を推進するとともに、アルコール

依存症に関しては、精神保健福祉センターや保

健所において相談対応を行ってきたところであ

ります。今回策定されました国の計画では、こ

れまでの取り組みに加えて、アルコール依存症

に対する早期介入や、相談から治療、回復支援

に至る切れ目のない支援体制の整備について盛

り込まれたところであります。努力義務ではあ

りますが、関係機関と意見交換を行いながら、

地域の実情に合った本県の推進計画の策定に取

り組んでまいりたいと考えております。

この点もよろしくお願いいた○新見昌安議員

します。

県民に寄り添う取り組みの最後になります。

きょう、12月１日は、「犯罪被害者週間」の最

終日であります。犯罪被害者等基本法の成立日

である12月１日以前の１週間、すなわち、11

月25日から12月１日までが「犯罪被害者週間」

ということで、これは、平成17年12月に閣議決

定された犯罪被害者等基本計画で定められたよ

うであります。11月27日には、宮崎市民プラザ

・オルブライトホールで犯罪被害者支援フォー

ラムも開催されたようであります。残念ながら

参加できませんでしたが、フォーラムの主催者

である「みやざき被害者支援センター」につい

て調べる中で、気になる点がありました。電話
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相談の受け付けが、平日10時から16時というこ

とであります。いつ起こるかわからない被害者

からの相談に、十分対応できていないのではな

いかということであります。これが杞憂に終わ

ればいいんですが、警察本部長に見解を伺いた

いと思います。

公益社団法人み○警察本部長（野口 泰君）

やざき被害者支援センターは、県公安委員会か

ら、犯罪被害者等早期援助団体に指定されてお

ります。県警では、24時間体制で被害者からの

相談に応じるとともに、支援センターと連携し

た支援を実施しているところです。支援センタ

ーの主な業務は、裁判所や病院への付き添い、

カウンセリング、弁護士による法律相談のほ

か、電話や面接による相談業務を行っておりま

して、御指摘のとおり、電話相談・面接相談の

受け付け時間は、午前10時から午後４時までと

なっております。支援センターの電話相談時間

の延長となりますと、財政的にも人的にも体制

拡充が必要となりますので、今後、被害者のニ

ーズを把握し、関係機関と連携しながら、より

よい方法を検討させていただきたいと思いま

す。

今回の質問は、きょうが犯罪○新見昌安議員

被害者週間の最終日に当たるということで取り

上げましたが、まずはニーズの把握、しっかり

やっていただきたいと思います。

ちなみに、ことしの12月１日は、無報酬の奉

仕者であります、人々に寄り添う役割を担って

いただいている民生委員の３年に一度の全国統

一改選日でもあります。また、私の母の89回目

の誕生日でもあります。

次は、交通事故の未然防止についてでありま

す。

国においては、本年７月、「安全で快適な自

転車利用環境創出ガイドライン」を改定し、自

転車が安全・快適に走りやすい通行空間の確保

を積極的に推進するという方針を打ち出しまし

た。自転車は、私たちにとって非常に身近な乗

り物ではありますが、全国的に歩行者の安全を

脅かしかねない状況が続いておりました。私は

市会議員と一緒に、毎週月曜日の朝、南宮崎駅

前で挨拶運動を行っておりますけれども、高校

生やサラリーマンの自転車が行き交う中で、ひ

やっとする場面に遭遇することもあります。一

斉に歩道を走っている状況の中で起こっており

ます。

当初のガイドラインは、平成24年11月に策定

されておりますけれども、今回の改定は、交通

事故件数が平成17年から27年までの10年間で４

割減少した一方、自転車対歩行者の事故件数は

横ばい傾向にある、こういった現状を踏まえて

行われたようであります。そこで、県において

は、今回の改定を受け、自転車の利用者の交通

安全確保についてどのように取り組んでいかれ

るのか、県土整備部長に伺いたいと思います。

お話にあり○県土整備部長（東 憲之介君）

ました、国が平成24年に示しましたガイドライ

ンでは、市町村が、道路管理者や警察などの参

画のもと、自転車ネットワーク路線の選定や整

備方法などの計画を定めることとなっておりま

す。これを受けまして、県内では、宮崎市が、

平成26年３月に策定した計画に基づき、現在、

国・県・市の道路管理者が自転車レーンの整備

を進めているところであり、また、西都市にお

いては、ことしの３月に計画を策定したところ

であります。今回、平成28年の改定では、全国

的に計画策定を促進する必要があることから、

市町村全域ではなく、優先的に計画策定するエ

リアを定め、段階的に策定できるようになった
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ことや、路面標示の仕様の標準化などを含めた

改定が行われました。このため県では、市町村

に対し、年内に説明会を開催し、改定の周知を

行うとともに、計画の早期策定に向けて、情報

提供や助言を行っていくこととしております。

今後とも、市町村や警察などと連携を図りなが

ら、自転車利用者の交通安全の確保に努めてま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。○新見昌安議員

次に、道路の植栽について伺っていきます。

これは自分の体験でもあり、また、県民からも

要望を受けたことがありますが、車を運転中

に、信号機のない交差点などで、狭い道路から

広い道路に出る際、広い道路沿いにある低木の

植栽で視界が遮られ、安全確認がやりにくい場

所があります。個別に対応してもらった箇所も

ありますが、何らかの植栽基準を設けて、道路

利用者の交通安全に配慮しなければならないの

ではないかと考えるところでありますが、県で

はどのように対応しているのか、同じく県土整

備部長に伺いたいと思います。

道路の植栽○県土整備部長（東 憲之介君）

につきましては、国の基準に基づき、整備や維

持管理を行っているところであります。植栽整

備を行う場合には、個別の道路状況に応じて、

交差点での見通しや車両・歩行者の円滑な通行

を確保するなど、交通安全に留意しているとこ

ろであります。また、維持管理につきまして

は、日常の道路パトロールや道路利用者からの

情報提供により、視界を妨げる枝の剪定や植栽

配置の変更などを行い、適切な維持管理に努め

ているところであります。なお、美しい沿道景

観を形成するために、現在策定しております沿

道修景美化基本計画においても、交通安全の確

保という視点を盛り込んでいるところでありま

す。今後とも、道路利用者や関係機関などと連

携し、交通安全に配慮した道路植栽に努めてま

いりたいと考えております。

既存の国の基準や沿道修景美○新見昌安議員

化基本計画にのっとって整備や管理をしてお

り、新たな植栽基準の制定は不要という考えと

受けとめました。ただ、さまざまな環境の変化

などで、植栽のやり直しが必要となってくる場

合も出てくることが考えられます。その都度、

きちっと対応してもらうということにしておき

たいと思います。

次に移ります。公益財団法人交通事故総合分

析センターがことしの６月に発行した「イタル

ダインフォメーション」という情報パンフレッ

トの中で特集されたレポートを紹介したいと思

います。歩行中の交通事故に関するものであり

ますが、それによれば、死傷者数を年齢別に見

ると、小学校１年・２年に当たる７歳児が突出

して多いということであります。グラフがあり

ますが、７歳児が突出しているのは一目瞭然で

ありました。なぜ７歳児が多いのか。それは、

登下校に代表されるように、小学校に入って児

童だけで行動する機会がふえることが主な原因

でありますが、７歳を過ぎた後の死傷者数が減

少しているということを見れば、必ずしもそれ

だけではないと分析しております。詳しくは時

間の関係で述べられませんが、考えさせられる

内容でありました。そこで、本県における歩行

中の交通事故死傷者数の実態はどうなっている

のか、また、どのような防止対策を講じている

のか、警察本部長に伺います。

昨年、県内にお○警察本部長（野口 泰君）

いて歩行中に交通事故で死傷した人数は564人で

した。年齢別に見ると、全国の状況と同様に、

本県でも７歳児が19人と最も多く、さらに６歳
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から10歳までが77人で、全体の約14％を占めて

おります。警察としましては、宮崎県交通安全

協会等と連携し、小学校入学直前の時期に、新

入学児童を対象とした交通教室を開催するとと

もに、入学直後の４月から５月にかけても、各

小学校において交通教室を随時開催し、安全確

認や道路の横断方法等について指導を行ってお

ります。また、交通ボランティアと連携して、

通学路における街頭指導も強化しております。

今後とも、通学路における安全点検や交通指導

取り締まりを強化し、子供の交通事故防止対策

を強化してまいります。

このレポートによりますと、○新見昌安議員

小学校に入学してからではなく、入学する前に

できるだけ時間をかけて交通安全指導を積み重

ねておくことで、７歳児のピークを小さくでき

るのではないかとも言われます。これについて

はしっかり研究をしていただければと思いま

す。

最後に、過去の質問について２点伺ってまい

ります。

先般、統計グラフ全国コンクールで総務大臣

賞と特選を受賞した西米良中学校３年の吉丸日

葉さんが式典会場で発表している場面がニュー

スで放映され、うれしい思いをしたところであ

りました。彼女の頑張りに心から拍手を送りた

いと思います。聞けば、西米良中学校は全校生

徒数が25名だそうで、小規模ではありますけれ

ども、彼女の頑張りは後輩たちにも大いに刺激

を与えたでしょうし、村民の皆さんにも誇らし

い思いを抱かせたのではないかと思います。

ところで、私は、平成26年６月議会におい

て、生きた統計学習を行うために、統計のプロ

である統計調査課の職員を学校に出前に行かせ

てはどうかと提案したところでありました。こ

れについては、翌27年の２月に、宮崎大学附属

中学校において初めての出前授業を行っていた

だいており、感謝申し上げます。そこで、その

後の出前授業の実施状況と、あわせて今後どの

ように取り組んでいかれるのか、総合政策部長

に伺いたいと思います。

統計に関する○総合政策部長（永山英也君）

出前授業は、子供たちが統計的な物の見方や考

え方を身につけること、それから、統計データ

をもとに、全国に誇れる本県の魅力を学ぶこと

等を目的として、平成26年度から実施しており

ます。昨年度は、教育委員会が選定します「統

計教育研究実践校」を含みます４校において実

施しました。今年度は、県内全ての小中学校に

案内を行いまして、これまでに県内６校、約500

人の子供たちを対象に実施しております。授業

を受けた子供たちからは、「統計は大切だと

思った」「宮崎のよさがわかった」、あるいは

「統計がいろいろなところで役立っていること

がわかった」等の声をもらっているところであ

ります。今後とも、大学や教育委員会等と連携

を図りながら、この出前授業を初めとしまし

て、統計グラフコンクール、親子統計グラフ教

室、「統計データフェアみやざき」等に取り組

みまして、子供たちが統計に親しむ環境づくり

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

答弁の中にありました「統計○新見昌安議員

データフェアみやざき」については、来週の10

日に宮交シティで開催するという知らせがホー

ムページにありました。ボーナス支給日の翌日

ということで、大変忙しいときでありますけれ

ども、統計調査課の皆さん方にはよろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、ことしの２月議会の代表質問で取り上
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げた、奨学金を返済している優秀な若者を支援

し、県内の産業人財の確保・定着に資するため

の奨学金返還支援制度はその後どんなぐあいな

のか、現在の検討状況等について、同じく総合

政策部長に伺いたいと思います。

大学等の高等○総合政策部長（永山英也君）

教育機関在学中に貸与されました奨学金の返還

について一定の支援を行うことにより、優秀な

人材の県内への就職・定着を促進しますこと

は、若者の県外流出を抑制しますとともに、本

県産業の振興を図る上からも有効な方法の一つ

であるというふうに考えております。国におい

ても、地元への就職を希望する学生を対象に無

利子奨学金の貸与枠が拡充され、また、地元産

業界とともに地方公共団体が奨学金返還の支援

に取り組む際には、必要な財政措置も講じられ

ることとなっております。このような状況の

中、本県におきましては、産学金労官が連携

し、一体となって産業人財の育成を進めてまい

りますプラットフォームを本年度から設けたと

ころであります。これまで、このプラットフォ

ーム等の場を活用しまして、産業界等との意見

交換を重ねているところであります。奨学金返

還支援制度の対象業種や対象となる者の範囲な

ど、そのあり方につきまして、現在、検討を進

めているところでございます。

国、県のみならず、地元の産○新見昌安議員

業界も巻き込んでの仕組みづくりでありますの

で、すぐすぐ結論が出ないということは理解を

しております。ただ、可能な限り早急にまとめ

ていただき、優秀な若者が県内に定着してくれ

るシステムの一つとして認知されるよう頑張っ

ていただきたい、このことをお願い申し上げ

て、私の全ての質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

次は、井上紀代子議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 県民の声○井上紀代子議員

の井上紀代子です。本日は、井上紀代子県民の

声ネットワークの会・森口孝子会長、井上紀代

子議会活動バックアップの会・山下勲会長を初

め、多くの方々の傍聴をいただき、まことにあ

りがとうございます。

通告に従い、一般質問をいたします。

「働き方改革」、何と響きのよい言葉でしょ

う。安倍政権はこれまでも、「女性活躍」「一

億総活躍」などと響きのよい言葉を並べなが

ら、労働契約法に特例措置を設け、間接雇用を

常態化させる労働者派遣法の改悪を強行しまし

た。さらに、裁量労働の拡大を意図した労働基

準法の一部改正や解雇の金銭解決制度の導入も

検討しています。また、安倍政権は、６月に

「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定し、

最大のチャレンジは働き方改革としました。こ

の中で、多様な働き方が可能となるよう、社会

の発想や制度を大きく転換しなければならない

として、１、同一労働同一賃金の実現、２、長

時間労働の是正、３、高齢者の就労促進を掲げ

ています。思わず、「うそ」と叫びそうになり

ますが、国会答弁でも安倍総理が力強く、働き

方改革と述べられているので、本当の政策で

す。

安倍政権のこうした方向転換の本質は、格差

拡大や貧困問題が政権にとって命取りになるの

ではとの考えからでしょうか。とはいえ、労働

問題、雇用環境を議論するのは大切ですし、労

働政策決定のプロセスの見直しにまで安倍政権

は言及しているのですから、労働者の声、連合

を初めとする労働組合の声をしっかりと反映す

べきと期待しているところです。

まず、知事に、国で議論されている働き方改
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革についての所感をお尋ねいたします。また、

働き方の議論と同じく雇用の確保が重要です

が、雇用に結びつく産業振興施策についてお伺

いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、以下は質問

者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

働き方改革につきまして、本年９月に働き方

改革実現会議が設置され、御指摘がありました

同一労働同一賃金、賃金引き上げ、長時間労働

の是正など、９つのテーマにつきまして議論が

なされているところであります。それぞれ極め

て重要なテーマでありまして、私としまして

は、この改革によりまして、若者や女性、高齢

者、障がいのある方など、誰もがその能力を存

分に発揮でき、安心して働けるような環境が整

備されることは、非常に重要なことであるとい

うふうに考えております。これは、働き方、ま

た労働・雇用のあり方のみにかかわらず、我が

国のあり方、根本にかかわるような、非常に重

要なテーマをはらんでいるというふうに考えて

おります。その実現に向けましては、さまざま

な課題、また、これからもいろんな議論があろ

うかと思われます。こういう実現会議等の場で

十分な議論がなされることを期待しているとこ

ろであります。

次に、雇用に結びつく産業振興施策について

であります。活力ある地域経済をつくり、真の

地方創生を実現するためには、県内産業の振興

によりまして、県民の働く場を確保することが

大変重要であると認識しております。このた

め、これまでも県では、企業誘致や中小企業の

振興等に取り組んでいるところであります。今

後の産業振興施策をより効果的に推進するた

め、本年３月に「みやざき産業振興戦略」を策

定し、フードビジネスや医療機器等の本県の特

性や強みを生かした成長産業の育成や、企業成

長促進プラットフォームによります、県内経済

を牽引する中核企業の育成等に戦略的に取り組

んでいるところであります。こうした取り組み

によりまして、県内経済の浮揚を図り、ひいて

は魅力ある雇用の場の確保につなげてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

御答弁ありがとうございま○井上紀代子議員

した。安倍首相は、「非正規という言葉をなく

す」と言われていますけれども、「非正規とい

う働き方をなくす」とは言われていません。非

正規雇用が４割、年収200万円以下の労働者

が1,000万人を超えて、不払い残業を含む長時間

労働や過労死などの現状を踏まえれば、まず

は、不安定雇用から安定した雇用への転換促進

や、労働時間の上限規制、勤務間インターバル

規制の法制化が実現されるべきです。これは私

の意見なんですけれども、そう思っています。

また、配偶者控除をやめれば女性の社会進出

が進むと錯覚されているようですが、女性を取

り巻く環境改善と性的役割分担意識の払拭に全

力を注ぐべきだと思っています。宮崎県民が安

心してふるさと宮崎で働き、暮らし、子育てで

きる環境をつくるために、我が県でできること

をしっかりと取り組む必要があると思っており

ますので、知事の政策に期待をするところで

す。よろしくお願いいたします。

次に、記紀編さん1300年記念事業から２巡目

国体に向かってのこの10年間について、知事に

所見をお伺いしたいと思っています。

まず、これは宮崎日日新聞の記事なんですけ

れども、実は、木花の先のほうに野島という神
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社があるんです。この神社はとてもおもしろい

神社さんなんですけれども、そのことを書いた

記事が、「どこの町並みもだんだんと均質化し

て、古里の景色も特色がなくなりつつあるが、

先日あった宮崎市の野島神楽を見学して、多く

の人がイメージとして持つ古里の原風景が残っ

ていることに心強さを覚えた。

勇壮な舞に歓声を上げ、艶っぽい番付では笑

い転げる住民。鬼神が観客の顔に“へぐろ”を

付けて回ると小さい子が泣き叫ぶ。「小豆を炊

くにおいと太鼓の音がすると心が躍るわ」。老

齢の婦人が神楽を心待ちにする気分を語ってく

れた。

後継者不足に対応するため、地区外の若者も

舞い手に加わる。時代に合わせて形を変えなが

らも、伝統芸能を守る情熱が地区全体から伝

わってきた。古里の将来にはかすみがかかる

が、地域色と住民の和が求心力を持つのは確か

なようだ」。

私自身も野島神楽に行っておりましたので、

わざわざおいでになっていた、そして、他紙

の、他県の解説委員の方たちもたくさんお見え

になっておりまして、それを取材しておられて

大変うれしく思いました。

私が毎年計画をしております井上紀代子ミス

テリーバスツアーは、ことしは北のほうに行っ

て、美郷町に行かせていただきました。美郷の

町長さんもおいでいただきまして、本当に私た

ちは楽しい思いをしたんですが、その途中で、

日向市の大御神社さんにも行かせていただきま

した。ここの宮司さんはすごいキャラの持ち主

で、２時間しゃべるところを私たちは30分聞い

ていたんですけど、30分ですっかり魅力のとり

こになりました。

私のいます大塚町の中学校でも、宮崎を知ろ

うということをテーマに文化発表会の中で春神

楽を出して、自分たちが実際、子供たちの前で

神楽を舞って見せるというところまで、地域、

地域にそれぞれあったお祭りがしっかりと根づ

いて表に出てきているなという印象を強く持ち

ました。

私は、ふるさと県民大学の受講生でもありま

すので、ずっとこれには行っていますが、その

たびに参加者がどんどんふえていることもうれ

しく思っています。記紀編さん1300年記念事業

は今ちょうど中間点にあるわけです。折り返し

に来ていますけれども、これまでの取り組みの

成果と今後の展開について、知事はどのように

お考えでしょうか。

記紀編さん記念事業に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、これまで「神話の源流みやざ

き」の認知度向上に軸足を置いた取り組みを

行っております。これは、県外にアピールする

ことのみならず、県民においてもその認識を高

めていく大変重要な取り組みであるというふう

に考えておりますし、地域づくりや観光誘客に

つなげるため、市町村と連携して、神話をテー

マとする新たな観光づくりを進めているところ

であります。その結果、神話ゆかりの地を訪れ

る観光客数も増加しておりますし、学校や地域

では、神話や神楽に関する取り組みが行われる

など、事業の成果が一つ一つ出てきていると感

じております。

また、本県が誇る神話や地域資源の価値を国

内外に発信するため、現在、４年後の東京オリ

ンピック・パラリンピック開会式での「天岩戸

開き神話」の再現でありますとか、神楽や古墳

の世界文化遺産登録を目指した取り組みを進め

ているところであります。

今後も、市町村や関係団体と連携を図りなが
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ら、こうした取り組みというものをさらに進め

て、県民一人一人がふるさと宮崎の自信と誇り

を持てる、これは大変重要なことでありまし

て、そのような地域づくりに取り組んでまいり

たいと考えております。

教育委員会としては、この○井上紀代子議員

事業全体について語ることはできないと思いま

すが、小中学校における伝統文化を継承する取

り組みについてはいかがなんでしょうか、お伺

いしたいと思います。

小中学校において、○教育長（四本 孝君）

地域の人々が守り伝えてきた伝統文化の継承に

取り組むことは、地域に対する誇りや愛着を育

む上で大変重要であると考えております。これ

までも多くの学校で、地域の伝統文化について

の学習が行われてまいりましたけれども、近年

では、例えば、地域に伝わる神楽や踊りについ

て、実際に伝承活動を行っている地域の方々か

ら教えを受け、運動会や文化祭、地域の行事等

で披露するなど、地域に元気を与え、盛り上が

りにつながるようなさまざまな取り組みが行わ

れているところであります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

小中学校における伝統文化の継承活動を進める

とともに、地域に根差した伝統芸能等の保存に

取り組む団体に対し、用具の整備等に必要な経

費を補助するなど、子供たちが地域の方々との

きずなを深めながら、伝統文化を継承しやすい

環境づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

私は、新国立劇場で開催さ○井上紀代子議員

れました「ドラマティック古事記」の公演につ

いても見に行かせていただきました。それを主

催されたというか、マーク・エステルさんの知

り合いであるということが理由で、そこに行か

せていただいたんですが、この「ドラマティッ

ク古事記」をＵＭＫが45周年記念事業として取

り組んでいただいたことには、大変深く感謝を

申し上げています。「ドラマティック古事記」

は、来年も新国立劇場で開催されると思います

が、この取り組みが全て民活のところにまで手

が届いていくような事業となることを、私は期

待しています。平成32年には国民文化祭があ

り、東京オリンピック・パラリンピックがあ

る。そして、その後に２巡目国体を迎える。そ

ういうことになれば、この10年間の中でせっか

くできた県民の力というのを、どう２巡目国体

までみんなでつないでいくかということが大変

重要であろうと思うわけですけれども、２巡目

国体に向けて、知事はどのように生かしていく

お考えなのか、お伺いをいたします。

前回、昭和54年の国体○知事（河野俊嗣君）

におきましては、「日本のふるさと宮崎国体県

民運動」を展開したところでありまして、多く

の県民の皆様が、さまざまな形で参加し、国体

を盛り上げていただいたところであります。御

指摘のように、４年後は、記紀編さん1300年、

また東京オリンピック・パラリンピック、そし

て10年後に２巡目国体というような、大きな節

目があります。そういった節目というもの、ス

ケジュール感を見ながら、活発になってきまし

た県民の機運というものも、官民一体となって

さらに高めながら、県民一人一人が自信と誇り

を持てる地域づくりに取り組み、そして、それ

を国内外に発信していく。そのような取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

昨日、丸山裕次郎議員のほ○井上紀代子議員

うからお話がありましたが、いろんな意味で財

政的に私たちが支出しなければならない部分と

いうのが多く出てきていると思います。じゃ、
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財政的に補完できるものは何かというと、県民

の力だと思うんですね。できるだけ市町村に一

つの競技というか、我が町のスポーツという形

で一つ一つ残していく。そういうものがない

と、２巡目国体の本当の力というのは出てこな

いのではないかなと思っています。せっかくで

きました記紀編さん1300年においての地域おこ

しみたいなものを力にして、国民文化祭、東京

オリンピック・パラリンピック、そして２巡目

国体をしっかり迎えることができたら、私たち

は、お金を出すだけではない、県民の皆さんか

らの財政的な御支援というのも十分いただける

ようになるのではないかと思っています。その

力を持てるようにしていくことが、今回の記念

事業をあと４年間しっかりとやり続けていくと

きの力になるのではないか、私はそう思ってお

りますので、そこをしっかりやっていただくこ

とを期待しております。

次は、農政問題に移ります。

子ども食堂という言葉を最近はよく耳にされ

ると思いますが、経済的な理由で食事を満足に

とれなかったり、親が忙しくて一人で食事して

いる子供たちのために、食事と居場所を提供す

る子ども食堂が、九州７県で117カ所、本県にも

５カ所ありまして、全国で年々増加しているよ

うです。ライフスタイルが多様化して家族の生

活が何となく慌ただしくなる中で、家族団らん

という、私たちにとって最も大切な幸せが社会

から失われつつあるということには危惧をして

いるところです。このような世相の移り変わり

をとめるということは、なかなか難しいところ

もあるかもしれませんが、移り変わりの中に

も、人と人とをつなぐ原点である家族で食卓を

囲むということを忘れてはならないと考えてい

るところです。

県は15年前から、「みやざきの食と農を考え

る県民会議」をつくり、県民運動としてさまざ

まな食育活動を展開しているようですが、この

ようにライフスタイルが大きく変わる中では、

その活動もまた、時代に適応した変化が必要な

のではないかと考えています。そこで、本県の

食育活動のこれまでの成果と課題について、部

長にお尋ねいたします。

県では、お話○農政水産部長（郡司行敏君）

にもありましたが、平成13年に設立いたしまし

た「みやざきの食と農を考える県民会議」を中

心に、食卓での「いただきます」から始める食

育活動に取り組んでいるところであります。こ

れは、「いただきます」の言葉の語源でもあり

ます、我々が家畜や作物の命の恵みをいただい

て生かされていることへの感謝の気持ちを運動

の原点としたいという思いからであります。

これまでの取り組みといたしましては、地元

でとれたものを地元で消費する、いわゆる地産

地消を運動の中心に据え、民間の食育活動の推

進役として「食育ティーチャー」を育成するな

ど、地域に密着した活動に重点を置いて推進し

てまいりました。

また、学校教育におきましては、給食におけ

る県産食材の利用促進とともに、生徒みずから

がお弁当をつくる「弁当の日」の実践に取り組

んでおりまして、この運動に参加する公立学校

は386校と、全国１位となっているところであり

ます。しかしながら、若者の２割が朝食を欠食

しているとのデータもございまして、食育が届

きづらい学校卒業後の食生活の改善が、今後の

大きな課題であると考えております。

宮崎県にはすばらしい郷土○井上紀代子議員

料理がたくさんありますが、これらの郷土料理

をしっかりと見直していくためには、県民会議
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で取り組まれている「食育ティーチャー」や

「味覚の授業」等の食育活動が大変重要になっ

ていると考えています。先ほどの答弁では、親

になる世代の食育に対する関心をどう高めるの

かが課題だということでした。そこで、「食育

ティーチャー」や「味覚の授業」の成果と、親

になる世代への対応策について、部長にお伺い

いたします。

県民会議で○農政水産部長（郡司行敏君）

は、県内７つの支部に97名の「食育ティーチャ

ー」を配置し、郷土料理の継承や、地元の食材

を用いた離乳食、高齢者向けの料理教室など、

幅広い世代を対象に、積極的な活動を展開して

いるところであります。また、昨年度からスタ

ートいたしました「味覚の授業」では、味覚の

発達にとって最も重要とされる小学校高学年の

生徒を対象に、有名シェフを小学校に招き、県

産食材を使った料理教室を通して、味覚の５要

素と言われます酸味、塩味、苦味、甘み、うま

みを学ぶとともに、県産食材のおいしさ、繊細

な味わいを、子供たちに実感していただいてい

るところであります。

今後の対策といたしましては、学食や社食を

活用した、学生や社会人への食育活動に取り組

むこととしておりまして、このような活動を通

して、これから親になる世代をターゲットとし

た食育活動についても、しっかりと取り組んで

まいりたいと考えております。

ぜひ、本当によろしくお願○井上紀代子議員

いします。

次に、我が県は、健康寿命は75歳で全国４位

と比較的高い状況にあります。その一方で、男

性の肥満率が全国２位、糖尿病性腎症通院者率

が３位と、高いと言われています。また、野菜

の一大産地であるにもかかわらず、野菜の摂取

量は、国が推奨する１日350グラムに100グラム

も足りないという状況にあります。食育は、知

育・徳育・体育の根源になるものと位置づけら

れる大切なものです。また、「食」という文字

は、人に良いと書いて人をよくするもの、人に

よいものという意味です。つまり、食は人の成

長に大きな影響を持つと言えると思います。朝

の欠食や孤食、偏食など、さまざまな食の乱れ

が、ひなたの国の豊かさに陰りをもたらし、子

供たちの可能性を閉ざそうとしています。そこ

で、県は、ひなたの国の食育を今後どのように

展開していこうとされているのか、知事にお伺

いをいたします。

本県は、温暖な気候と○知事（河野俊嗣君）

豊かな環境に恵まれておりまして、ひなたの恵

みとして、一年を通して、おいしくて栄養価の

高い野菜や肉、魚などが生産をされているわけ

であります。これら食材のすばらしさを県民に

知っていただき、食べていただくことが、本県

食育の基本であろうと考えております。我が国

を代表する食の王国であり、食材の王国である

と。これを経済的な側面に着目して、地域経済

の活性化や雇用に結びつけていこうというのが

フードビジネスの展開であり、教育、また健

康、食文化というところに着目して展開してい

くのが食育であろうと考えております。

私が提唱しております「健康長寿日本一」を

実現するためにも、食材の栄養価や機能性、さ

らには調理方法などをよく理解し、豊かな食生

活を実践することは極めて重要であると考えて

おります。このため、全ての世代を対象としま

して、野菜を１日に100グラムふやす健康的な食

生活の提案でありますとか、生産現場での農業

・漁業体験など、県民が生涯、健康な生活が送

れるよう、食の王国という強みを生かして、宮
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崎らしい食育生活を展開してまいりたいと考え

ております。

知事がイクメンのあれで調○井上紀代子議員

理なんかもやっておられたのを見ているんです

けど、私も男の料理教室の中に参加させていた

だいて、私たちも今まで知らなかった宮崎県の

郷土料理のありようというのを、今、一生懸命

勉強させていただいているところなんですが、

まずは、みんなで終わった後に食べるというこ

とが大変楽しくて、そのことがある意味では、

食は人と人を結びつける大きな力になるなと

思っています。100グラムと言わずにもっとたく

さん、350グラム以上野菜を食べていただけると

いいなと思っているところです。

今般の議会では、県と宮崎大学とが連携し

て、食の機能性を解析する研究拠点の構築を目

指す「食農連携による経済好循環創造事業」が

提案されています。昨年度、県と分析機器の大

手企業との連携による食の安全分析センターが

設立され、本年10月には、研究機関の国際規格

であるＩＳＯ17025を取得し、本格的な分析サー

ビスを開始したとの報道がなされました。大変

評価をしています。

私は、公設試験場の試験研究については、農

業者や農業団体のみならず、他産業での革新的

な技術を取り入れるため、民間企業と共同で展

開していくべきであると考えています。そこ

で、今回提案された食の機能性解析拠点の概要

と民間企業との連携について、部長にお伺いを

いたします。

食の機能性解○農政水産部長（郡司行敏君）

析拠点についてでありますけれども、県では現

在、大学や民間企業等と連携して、農産物に含

まれております機能性成分について、成分分析

から臨床試験までを行う拠点づくりを目指した

取り組みをスタートさせたところであります。

具体的には、食品が持つさまざまな成分の中か

ら、機能性の高い成分を見つけ出す特許技術を

有する宮崎大学と、短時間で機能性成分を分析

する技術を持つ総合農業試験場や食の安全分析

センター等でチームを形成することとしてお

り、今議会にお願いしている事業では、これら

の技術の高度化に必要な装置の整備等に取り組

むこととしております。

この拠点におきましては、例えば、冷凍ホウ

レンソウに含まれる目の健康維持機能を持つル

テインや、干し大根等に含まれております血圧

を下げるＧＡＢＡなどについて、県内の民間企

業と連携し、機能性表示食品の開発を進めるこ

となどにより、本県農林水産物の新たな付加価

値づくりに取り組んでまいりたいと考えている

ところであります。

私は、日南のほうにありま○井上紀代子議員

す亜熱帯作物支場がすごく好きなところなんで

すね。よく行くんですが、ライチを研究されて

いて、ライチの試作品みたいなのを食べさせて

いただいて、とってもおいしかったというのを

覚えています。輸入したライチと我が県のライ

チとは確実に違う。そして、この美しさが何と

も言えず、ライチを手にとりたい、食べてみた

いと思わせるものがあります。ただ、日南市が

先に産地になっていただくとよかったんです

が、別のところが産地になっている。せっかく

ある研究成果というのがどう市町村に伝わって

いくかということが大変大事だというふうに

思っています。そこで、公設試験場で開発され

た新技術の普及に今後どのように取り組み、そ

の恩恵にあずかる市町村とどのような連携を

図っていかれるのか、部長にお尋ねをしたいと

思います。
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県の試験場に○農政水産部長（郡司行敏君）

おきましては、現場のニーズに直結した新しい

技術を開発し、これをスムーズに普及に移して

いくことは、本県農業の競争力強化のためにも

大変重要であると認識をしております。例え

ば、国内での生産拡大が期待されておりますパ

プリカを例にとりますと 議員にも御視察を―

いただいているとお伺いしておりますけれども

総合農業試験場で品種育成に取り組み、現―

在、有望品種の絞り込みを行っており、来年度

からは現地で実証試験を予定しているところで

あります。その後、地域の市町村やＪＡとしっ

かり連携して、普及に向けた活動計画を策定

し、展示圃の設置や研修会の開催などを通して

速やかな普及を促進し、産地の育成を図ること

としているところであります。このように、試

験場で開発した新たな技術につきましては、市

町村や関係団体等とのしっかりとしたスクラ

ム、これが何よりも大事だというふうに考えて

おりまして、その連携強化により、生産現場へ

の普及を加速化してまいりたいと考えておりま

す。

総合農業試験場は私の大好○井上紀代子議員

きなところで、よく行っては、食べさせていた

だいたり、いろんなことを経験させていただい

ていますが、総合農業試験場に限らず、本県の

公設試験場は、よくその役割を果たしている

と、私は大変評価をしています。そして、先日

行きました韓国でも、木材利用技術センターの

力がいかに大きいかということを実感しまし

た。木材輸出にはあのセンターが欠かせないと

いうふうに感じた次第です。

ただ、試験場全体が、厳しい行財政改革の中

で、人的にも予算的にも非常に厳しい状況にあ

るのではないかと、私自身は考えています。県

の試験研究機関は、研究費や管理経費の多くを

受託試験や国の競争的資金などで補っていると

伺っているところです。これらの研究資金を安

定して確保するには、国や大学・企業から評価

される研究水準が必要でありますので、県当局

におかれては、本県の試験研究を牽引する中核

的研究員の育成や定数の確保、管理経費や研究

支援体制の充実等が必要であると私は感じてい

るところですけど、ここで恐縮ですが、知事は

どうお考えでしょうか。

大変重要な御指摘であ○知事（河野俊嗣君）

ろうかと考えております。今、パプリカであり

ますとかライチというお話がございました。本

県では、チョウザメを30年間研究し、それがよ

うやく花開こうとしているわけであります。将

来を見据えて、さまざまな分野での試験研究、

地道な取り組みというものを進めていく。その

ためのさまざまな体制の強化というのは非常に

重要な課題であろうと考えております。財政的

にもいろいろ制約がある中ではありますが、将

来に向けた投資ということで、その点、重視す

るような考え方で取り組んでいきたいと思いま

す。

大変うれしい答弁をいただ○井上紀代子議員

いてありがとうございます。ぜひ、ああいうと

ころで地道に研究されている方々の力というの

を、今後生かしていく必要があると思います。

私は、今、ニホンウナギの研究を非常に注目し

ているところですけど、ウナギが安定的に食べ

られるように、その研究が実ることを願ってい

ます。

次に、林業問題を質問したいと思います。

実は、私と宮崎市議会の茜ヶ久保議員と、台

風16号の後、宮崎市内をぐるぐる回って、災害

のところの被害対応のための動きをしているわ
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けですが、宮崎土木事務所の皆さんに大変お世

話になりながら、一つ一つ丁寧に対応していっ

ております。ところが、いくら対応しても対応

しても 地域の皆さんに私は申し上げたんで―

すね、上を見てください、下だけでなく上を見

てくださいと。御存じのとおり、宮崎の山は本

当に、語弊があるかもしれませんが、はげてい

るわけです。完全にはげているわけです。それ

で、大変気になって……。北のほうは何割かと

いうか、北のほうの再造林というのは７割から

８割ぐらいは行っていると思うんです。南のほ

うはとんでもない数になっていると思うんで

す。ですから、いくら台風が来た後、何か大き

な災害があった後の対応をしようとしても、下

ばかり見ていてはどうにもならないという状況

で、上を見ていただきたいと言ったら、自治会

の皆さんが要望を宮崎市にも出していただい

て、伐採の後の現場処理の問題とかも、市のほ

うにわざわざ要望書を出していただきました。

そういうことも含めて、これからの再造林をど

うしていくのかというのは、大きな問題だと思

うんですが、まず、環境森林部長には、「25年

連続スギ生産日本一記念式典」というすばらし

いイベント、ありがとうございました。非常に

心に残りましたし、私ども、山をしっかりと

守っていこうという思いをまた強く持った次第

です。近年にない、いいイベントだったと思っ

ていますし、フォーラムだったと思います。

それと、韓国に行きまして、皆様方の努力、

環境森林部の皆さん、お一人お一人の努力がい

かに実っているかということについても、私は

強く実感いたしました。林活議連、大いにその

ことの成果というのを受けとめている次第なん

です。ですからこそ、やっぱり日本の山、まし

てや林業県と言われる宮崎の山というのを、環

境森林税をしっかりといただいている、そのス

テータスのある県としてどうしていくのかとい

うことを、環境森林部長にお尋ねしたいと思い

ます。

先般の杉の25○環境森林部長（大坪篤史君）

周年の式典のフォーラムでも話をしましたけれ

ども、今後25年、そして50年、どうやって宮崎

の森林・林業を進めていくか、循環可能な林業

にしていくかという観点が大変重要だと考えて

います。その中で、議員が今おっしゃいました

ように、再造林の問題、これをしっかり進める

ことが大変重要です。ただ、県内各地を回って

みますと、それぞれの現場、現場で実態、実情

が異なっています。ですから、それぞれの現

場、その地域に合ったような再造林対策という

ものをしっかりと進めていきたいと考えている

ところでございます。

それと、バイオマスの関係○井上紀代子議員

もあるのかもしれませんが、伐採届け出制度に

かかわる事務を行う市町村に対して、県はどの

ような支援を行っているのか、そこをお伺いし

たいと思います。

伐採届け出の○環境森林部長（大坪篤史君）

窓口となります市町村の職員に対しまして、林

地保全に配慮した作業の的確な指導ができるよ

うに、研修会等を実施しております。また、市

町村等と連携しまして、伐採現場のパトロール

を実施しまして、事業者に対して適正な伐採を

指導しているところでございます。しかしなが

ら、今後、林地の荒廃を招かないように適正な

伐採を進めていくためには、より踏み込んだ対

策を講じていくことが必要ではないかと考えて

います。例えば、伐採から搬出まで林地保全に

配慮した作業ですとか、伐採から再造林までの

一貫した作業を実施するような優良な事業者が
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選択されるといった制度の導入などについて検

討してまいりたいと考えております。

ぜひ、市町村の窓口の皆さ○井上紀代子議員

んには、しっかりとそのことをお伝えいただき

たいと思います。県だけであの山を守れるわけ

はないわけで、市町村がしっかりと力を発揮し

ていただかないと、なかなか私たちは山を守り

切れない。県外業者が来て、簡単に切ってその

まま帰ってしまうみたいなことは絶対許しては

ならないというふうに思いますので、よろしく

お願いをいたします。

次に、県産材の利用を拡大する上で、住宅の

みならず、学校や福祉施設などの非住宅分野で

の利用を拡大していくことが重要と考えていま

すが、県はどのように取り組んでいかれるの

か、お伺いをいたします。

非住宅分野の○環境森林部長（大坪篤史君）

木材利用を拡大するという観点では、建築基準

法による防火や耐火等の法規制の問題、そし

て、非木造と比較した場合のコストの問題、さ

らには、建築事例が少なくて木材利用の知見が

乏しいことといったような諸課題があるところ

であります。このため県では、木材利用技術セ

ンターに木構造相談室を設置しまして、市町村

や民間事業者等に対して、設計上の法的課題や

コスト削減の工夫などの技術相談や指導を行っ

ているところでございます。そういった中で、

例えば、綾中学校や小林市庁舎等の木造化・木

質化が進められたところでございます。今後さ

らに、県民への普及啓発や建築士等に対する講

習会を開催しますとともに、木造化できないビ

ル等につきましては、極力、内装木質化を促進

するなど、非住宅分野での県産材の利用拡大を

図ってまいりたいと考えております。

これからは戸建てが多く建○井上紀代子議員

つということは考えられないんですね。これか

ら建つのは、高齢者住宅であったり、障がい者

施設であったり、そういう非住宅分野での利用

拡大というのが非常に多いと思う。マンション

もそうなんです。プチマンションみたいなのも

あるんですけど。私は大塚に住んでいますが、

物すごく今建っています。建っていますが、建

築基準法というのは戦前の法律じゃないのかと

いうふうに、私から見ると思えます。障がいの

ある方たちも、それから高齢者の方たちも、木

の香りの中で、木の中で生活したほうが絶対に

いいんです。にもかかわらず、上から覆いをし

なければならない。不燃のものをつけなければ

だめだなどというのは、おかしいと思うんで

す。これから法規制の問題というのはもっとき

ちんと取り組んでいかないと、本当の意味で、

木の中で暮らす、木造建築の中で暮らすという

日本人の誇りというのはどこに行くんだろうと

いうふうに思ってしまいます。外国と同じよう

な住宅にしたかったら、最初から木なんか売ら

ないほうがいいと、私はそう思います。全部隠

してしまうというのは問題があると思いますの

で、利用する人たち、そこに住んでいる人たち

の気持ちになった建築物にしていくということ

を、しっかりと国に対しても申し上げていかな

いと、オリンピック・パラリンピックのときに

は木をたくさん使いますよとおっしゃっていた

としても、それが本当なのか疑わしく思います

ので、そこはしっかりとやっていただきたいな

と思っているところです。

次に、私が長年取り組んでおりますＤＶの問

題、性被害者の問題について、皆さん方とも問

題の認識を一致させていただけるといいなと

思っています。

本年度新たに設置した性暴力被害者支援セン
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ターの現状と、市町村との連携をどのように

行っているのか、部長にお尋ねをいたします。

県では、性暴○総合政策部長（永山英也君）

力に遭われた方やその家族などに対し、電話や

面接での相談、被害を受けた直後の産婦人科へ

の受診、専門家によるカウンセリングなどの総

合的な支援を無料で行います性暴力被害者支援

センター「さぽーとねっと宮崎」をことし７月

に開設いたしました。11月末までの相談件数

は、電話・面接相談が13件となっております。

当センターの円滑な運営に当たりましては、警

察や医師会等の関係機関との十分な連携が不可

欠でございます。性暴力被害者支援連絡協議会

を設置しまして、その連携強化に努めていると

ころであります。また、市町村におきまして

は、窓口でのパンフレットやカードの配付、広

報紙への掲載など、広報・啓発に努めていただ

いているところであり、さらに、支援の必要な

方々に対する当センターの紹介などをお願いし

ているところでございます。

次に、女性相談所における○井上紀代子議員

平成27年度のＤＶ相談の受け付け件数と、それ

に伴う一時保護を行った人数についてお伺いい

たします。

女性相談所に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

おける配偶者等からの暴力、いわゆるＤＶ相談

の受け付け件数でございますが、平成27年度

は476件となっております。また、そのうち緊急

避難を要する等の理由から一時保護を行った人

数は、23人となっております。

次に、本県におけるＤＶと○井上紀代子議員

性犯罪の現状について、警察本部長にお伺いい

たします。

県警察におい○警察本部長（野口 泰君）

て、平成27年中、配偶者からの暴力事案、いわ

ゆるＤＶ事案として相談を受けた件数は391件

で、傷害等で検挙したものが53件あります。本

年は、10月末現在で471件の相談を受けておりま

して、傷害等で50件を検挙しております。

性犯罪につきましては、平成27年中は、強姦

４件を認知し、その全てを検挙、強制わいせ

つ62件を認知し、41件を検挙しております。本

年は、10月末現在で、強姦が６件の認知でその

全てを検挙し、強制わいせつが39件の認知で19

件を検挙しております。

内閣府のＤＶ被害の実態調○井上紀代子議員

査が出ているんですけど、その中では、４人に

１人がＤＶの被害に遭っていて、1,200万件の刑

事犯罪になっていると。身体的・心理的・性的

・経済的暴力が重複している被害割合は48.5

％。ＤＶ被害者の45％、デートＤＶ被害者の40

％、性暴力被害者の68％が、どこにも相談をし

ていないということになっています。つまり、

適切な支援を受けていないということになると

思っています。今回、実数だけを皆さん方には

御報告したような形になりますが、これから私

たちがしっかりと考えていかなければいけない

のは 先日の宮崎日日新聞の記事に、婦人保―

護施設の利用が低迷しているというふうに書か

れています。低迷しているということが問題で

はなくて、どう利用しやすいようにしていくか

ということのほうを私たちは考えていく必要が

あるのではないかと思っています。自治体は、

こういう問題のコーディネーターにならないと

いけないというふうに思いますので、ぜひこれ

からもＤＶ被害の状況というのを 県警は本―

当に対応をよくしていただいておりますが、今

後もますますふえていく可能性は高いと思いま

すので、現実をしっかりと受けとめていただき

たいと思っています。
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それでは、次の質問に移りますが、本県にお

ける子供の貧困問題について、知事はどのよう

に認識されているのか、お伺いいたします。

我が国では、生活保護○知事（河野俊嗣君）

世帯の増加や、ひとり親世帯の困窮化が進む

中、十分な生活環境に置かれていない子供が増

加していること、また、そのような家庭環境が

子供の学力や進学率などに影響して、貧困が世

代を超えて連鎖することが強く懸念されている

ところであります。こうした傾向は、本県にお

きましても全国と同様でありまして、子供の貧

困問題への対応は、喫緊かつ最も重要な課題の

一つであると認識しております。

このため県では、ことし３月に、「宮崎県子

どもの貧困対策推進計画」を策定したところで

あります。現在、貧困の世代間連鎖を断ち切る

ために、保護者の生活・就労支援や子供の学習

支援など、さまざまな施策に取り組んでいると

ころであります。この計画の実現に向けまし

て、市町村や関係団体等との連携を深めなが

ら、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

ぜひ、よろしくお願いいた○井上紀代子議員

します。

学校教育において、貧困問題にどのように取

り組んでいかれるのか、教育長にお考えをお聞

きいたします。

家庭の経済状況に起○教育長（四本 孝君）

因する学力格差が、子供たちの進路選択の幅を

狭めるなどの影響を与えることになってはなら

ないというふうに思っております。このため、

学校教育においては、全ての子供たちに学力を

保障することが極めて重要であると考えており

ます。また、教育の機会均等を保障し、子供が

安心して学ぶことができる環境を整えるため、

関係部局、団体等との連携を図り、就学支援の

充実等に努めているところであります。今後

も、子供たち一人一人が将来自立した生活を送

ることができるよう、実効性のある取り組みを

粘り強く推進してまいりたいと考えておりま

す。

大阪の市立小学校で、貧困○井上紀代子議員

の子供も、病気の子供も、障がいがある子も、

教師も、地域住民もともに学ぶ「みんなの学

校」をつくった元校長の木村泰子さんが、「学

校は、校長のものでも教育委員会のものでもな

く、地域みんなのものである。就学援助率が50

％を超える地域の中で学校教育を培ってきたけ

れども、家庭教育を求めれば子供が苦しむ。宿

題できひんのやったら学校で勉強したらええや

んという考え方を持ちました。しんどい地域の

学校だからこそ、全ての子の学習権の保障を理

念としてこれまでやってきました」とおっ

しゃっています。「学校にとって大事なのは、

学力よりも子供が学ぶ権利を保障することだ。

さまざまな人間がいる中で学ぶと子供たちは物

事を自分で考え出す。子供たちが自分で考え、

安心して学べる学校ならば、見える学力は後か

らついてくる。学力向上を目的にすれば本当に

必要な力がつかない。そこを間違えてはいけな

い」、こういう提起をされておりますが、教育

長はこれを聞かれてどのように思われますで

しょうか。

いろんな考え方があ○教育長（四本 孝君）

りますし、子供たちを取り巻く問題というの

は、貧困問題もあれば、さまざまな問題がある

わけでございますけれども、できるだけいろん

なことの悪い影響を受けずに、子供が本来持つ

能力を育てていくようなことを目指してやって

いきたいと思います。
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実直な御答弁をいただいて○井上紀代子議員

ありがとうございました。学校の先生方は直接

子供たちに接しておられるんですね。だから、

その子供たちに学ぼうとする意思があれば学べ

るんですよということ、そして、その権利はあ

るんですよということを、先生方に伝えていた

だきたいんです。決して、自分の親がこうだか

ら、こんな家庭環境だから、上の学校なんか行

けないんだよということにならないように、そ

のことを先生がしっかりと伝えてつないでいっ

ていただければいいなと。そこが先生方に問わ

れているのではないかと私は思うんです。学習

権の権利というんですか、それをしっかりと子

供たちに先生方が伝えていただくといいなと

思っている次第です。教育委員会に期待をした

いと思っています。

次に、子供の貧困対策について、今後どのよ

うに取り組もうとされているのか、お伺いいた

します。部長に答弁をお願いいたします。

子供の貧困対○福祉保健部長（日隈俊郎君）

策の推進に当たりましては、庁内部局横断的な

取り組みが必要となりますので、ことし６月

に、知事を本部長といたします「宮崎県子ども

の貧困対策推進本部」を設置するなど、庁内の

体制を整備したところであります。また、民間

の関係団体等で構成します「宮崎県子どもの貧

困対策協議会」を設置いたしまして、計画の進

捗状況につきまして、毎年度、点検・評価を行

うこととしたところであります。

一方、計画をより効果的に推進していくため

には、地域住民に身近な市町村の取り組みが重

要となりますので、国の交付金を活用いたしま

して、市町村が実施する子供の貧困実態調査や

計画の策定などに対して支援を行っているとこ

ろであります。また、県内でも、近年、民間団

体を中心に、子ども食堂や学習支援などの取り

組みが活発に行われておりますが、これらの団

体とも連携を図り、宮崎県の強みであります豊

かな県民性や地域とのつながり、こういったも

のを生かしながら、計画を着実に推進してまい

りたいと考えております。

先日、宮崎大学でありまし○井上紀代子議員

た貧困問題についての授業に私も行かせていた

だきましたが、そのときは、宮崎日日新聞の女

性記者の後藤さんが講師になられて授業をした

わけです。宮崎大学の学生さんに対しての貧困

問題についての提起というのを、何回も何回も

今、授業の中でされていて、学生の人たちが受

けとめる力というのはなかなか難しいところも

あると思うんですけれども、貧困問題なんて個

人の問題だと思っていたという学生さんも多

く、その中から少しずつ、少しずつですけど、

やっぱり社会の問題であるんだなということで

今、随時、授業の中も含めてそうですけれど

も、そういう輪が広がっているようです。

あのときレポートとしていただいたのを見た

んですが、子供の貧困とは、お金ではなく機会

の欠如であるとか、子供の貧困は、子供と親だ

けが原因の問題ではなく、社会全体にも原因の

ある問題であると。そういう捉え方を学生の方

たちもどんどんしていただいているような状況

にあります。

先ほど宮崎県の取り組みについてお話をいた

だいたんですが、本県の子供の貧困対策につい

て、今後、大学とか民間団体との連携を強化し

て取り組んでいく必要があると考えております

が、部長はいかがお考えでしょうか。

先ほど答弁い○福祉保健部長（日隈俊郎君）

たしましたとおり、あらゆる団体との連携を

図って積極的に取り組んでまいりたいと考えて
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おりますけれども、お話にありました宮崎大学

の教育学部が中心になり、井上議員も一部参加

されております、子供の貧困対策のＮＰＯを核

として、宮崎日日新聞あるいは県の児童福祉施

設協議会、こういった団体が中心になって、新

しい対策をという動きがあります。この協議会

に県福祉保健部としても一緒に参加させていた

だきたいと考えておりまして、現在、検討して

いるところであります。

いずれにしても、子供の貧困の問題、生活環

境に恵まれない子供たちでありますが、この現

状を何とか乗り越えて、将来の日本、将来の宮

崎を担い得る人材ということで成長していくこ

とを願って、我々、一生懸命頑張っていきたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

大変心強い答弁をいただ○井上紀代子議員

き、ありがとうございました。

私は、今回は、働くということから、貧困の

原因は、やっぱり稼げないと。それはまずいん

ですね。しっかりと稼いで、稼ぐ力を持って、

その貧困の連鎖を断ち切っていくという力を、

子供たちも持っていかないといけないというふ

うに思っています。その稼ぐ力をどうやってつ

けるのかということは、教育によらないといけ

ない部分というのも、乗り越えなければならな

い部分がたくさんあると思いますので、そのこ

ともしっかり取り組めていければと思っている

次第です。

と同時に、国の言う貧困という数字の中だけ

の問題と宮崎県の子供たちとは、格段に差があ

ると私は思っています。少ない金額で暮らして

いたとしても、心豊かに暮らすことができる地

域性というか、そういうものがあると思うの

で、一概に数字でははかれないものがあるとい

うふうに思っていますので、宮崎の子供たちが

いつまでもにこやかに、このふるさと宮崎で

育っていくことを期待いたしまして、私の質問

を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。（拍手）

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50分休憩

午後１時１分開議

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。通告に従い一般

質問を行います。

まず、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。

政府は、昨年９月19日に強行採決し、３月に

施行した安保法制、いわゆる戦争法で可能に

なった駆けつけ警護と宿営地共同防護の新たな

任務を自衛隊に付与する閣議決定を11月15日に

行い、新任務の命令を下し、南スーダンＰＫＯ

派兵が実行されました。第１陣となる約130人

が11月20日、青森空港から出発し、残る220人

は、12月中旬までに順次派兵するとしていま

す。

南スーダンの治安情勢は極めて悪化している

ことで、自衛隊家族はもとより、国民の心配は

尽きません。ジュバでは再び大規模な戦闘が起

き、数百人が死亡しています。まさに現地は戦

闘地域そのもの、政府が言う衝突などという生

易しい状態ではありません。ＰＫＯ参加５原

則、停戦合意の破綻は明瞭です。
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今回から新任務遂行のための武器使用が可能

になり、自衛隊が駆けつけ警護を行えば、政府

軍と交戦する事態も起こりかねません。政府軍

と戦闘になれば、憲法９条が禁止する海外での

武力行使そのものです。戦後初めて、殺し殺さ

れる事態に直面しようとしています。こうした

ことが憲法遵守の立場から許されるかというこ

とです。違憲の安保法制の具体化は、直ちに中

止すべきと考えます。知事はどのように考えて

おられるか、御見解をお伺いしたいと思いま

す。

後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。

安全保障関連法は、国際的なテロの発生や北

朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射など、世

界を取り巻く安全保障環境の大きな変化に対応

していくために制定されたものと認識しており

ます。御指摘の自衛隊の新たな任務につきまし

ては、政府において、現地の情勢の正確な分析

や自衛隊員の安全確保など、しっかりとした対

策が講じられる必要があるものと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

そもそも政府が言う武器の○前屋敷恵美議員

使用と武力行使がどう違うのかを区別した議論

そのものが存在しません。現在のＰＫＯは、武

力を行使しての住民保護が主要任務です。日本

の自衛隊が、武力の行使を前提にした活動に参

加できるはずがありません。日本には、憲法の

精神に立った非軍事の人道・民生支援の抜本的

強化こそ求められていると思うところです。

知事にもう１点、核兵器廃絶に対する被爆国

日本の姿勢について伺いたいと思います。こと

し10月27日、国連総会の第１委員会は、核兵器

禁止条約の締結交渉を来年開始することを求め

る決議案を、賛成123カ国という圧倒的多数で採

択しました。

今、世界は、核兵器のない世界の実現へ大き

く道を開き、核兵器禁止・廃絶を現実のものに

しようとしています。それは、この核兵器禁止

条約に、仮に最初は核保有国が参加しなかった

としても、国連加盟国の多数が参加し条約が締

結されれば、核兵器は人類史上初めて違法化さ

れることになり、核保有国は、法的拘束は受け

なくても、政治的・道義的拘束を受け、核兵器

廃絶に向けて、世界は新しい段階に入ることに

なります。

日本政府はこれまで、核兵器禁止条約の交渉

開始を求める国連総会の決議には棄権を続けて

きました。今回の決議に際しては反対の態度を

とりました。唯一の戦争被爆国の政府にあるま

じき態度と、被爆者団体から強い非難の声も上

がっています。また、世界からも驚きの目で見

られているところです。こうした日本政府の態

度について、知事の御見解を伺いたいと思いま

す。

御指摘の決議案につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、北朝鮮の核及び弾道ミサイル開発

が、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った

脅威となっている中で、核兵器のない世界の実

現のためには、核兵器国と非核兵器国との間の

協力による現実的かつ実践的な措置を積み重ね

ていくことが不可欠であるという日本政府の基

本的立場に合致しないことなどの理由から、反

対されたものと伺っております。

これは、唯一の被爆国として、また核兵器国

と非核兵器国の協力を重視するという立場から

の判断であると認識しております。私として

も、核兵器を廃絶し、戦争のない社会、平和で
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安心して暮らせる社会を子孫に引き継ぐこと

が、今を生きる私たちに課せられた最大の責務

であると考えているところであります。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

では、特別支援学校の教育条件の整備につい

て質問をしていきたいと思います。

９月議会での我が党の来住議員の質問に続い

て、特別支援学校の教育条件の整備、とりわけ

環境の整備について伺います。

まず、教室不足の解消についてです。今回、

日南くろしお支援学校や日向ひまわり支援学校

を訪問し、また、他の支援学校の保護者の方々

からも、切実なお話を伺ってまいりました。ま

さに、どの学校も教室不足は深刻な状態です。

都城きりしま支援学校同様、図書室など特別

室を教室にする、教室を間仕切りして使う、し

かも、間仕切りは壁ではなくて、カーテンで仕

切って授業をするなどには啞然といたしまし

た。とても通常学校では考えられないことで、

ましてや特別支援学校で許されていいはずがな

いと思います。そこには、障がいを抱えるゆえ

の配慮は全くなされていないものと言えます。

「新たな特別支援学校づくり検討委員会」の

協議のまとめでも、「教室不足の慢性化は、在

籍する児童生徒に対する適切な教育機会の保障

という観点からも憂うべき深刻な事態である」

との指摘がなされています。教育長も現状把握

はなされたと思いますが、教育委員会としてど

のように対処するつもりなのか伺いたいと思い

ます。

近年、特別支援学校○教育長（四本 孝君）

におきましては、児童生徒の増加によりまし

て、教室不足が生じている学校があり、大きな

課題であると認識しております。児童生徒の増

加が著しい都城きりしま支援学校と日向ひまわ

り支援学校におきましては、本年度中に緊急の

措置として教室の改修を行い、教室不足の解消

に対応してまいります。また、教室不足が生じ

ているほかの支援学校につきましても、今後、

計画的な改修に向けて検討してまいりたいと考

えております。

ただいま、きりしま支援学○前屋敷恵美議員

校とひまわり支援学校で、一定の教室不足の解

消を年度内に行うというお答えでしたが、一定

の改善が図られるものと期待いたしました。し

かし、どこも早急な手だてが求められていま

す。子供たちの尊厳が本当に守られる、学ぶ権

利がしっかり保障される、そのためにも、ぜひ

早急に正面から取り組んでいただきたい、この

ように思うところです。

次に、スクールバスの導入、そして増車につ

いて伺いたいと思います。先日、支援学校に通

う保護者の皆さんのお集まりに出席させていた

だきました。お子さんと一緒のお母さん方でし

たが、障がいを持って生まれてきた子供さんた

ちを、慈しみ、愛情を注いで大切に育てたいと

の思いや頑張りが、ひしひしと伝わってまいり

ました。

お互いに励まし合いながら、明るく子供たち

と向き合う姿に、胸打たれました。本当にこう

した皆さん方の御苦労にしっかりと応えていか

なければならない、子供たちを守っていかなけ

ればならない、そのように思ったところでし

た。さまざまな御苦労や要求を聞かせていただ

きました。

毎日学校へ送り迎えをする保護者にとっての

負担は、本当に大きいものです。また、仕事を

持つ働く保護者にとっては、より一層その困難

は尽きません。特に、スクールバスのない日向

ひまわり支援学校、児湯るぴなす支援学校の要
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望は強く、みなみのかぜ支援学校は、在籍数200

名でバス１台という状況です。お母さんは、

「３年生から乗れるはずだったのに、だめだっ

た」と、がっかりしておられました。また、

「高等部にスクールバスをと、10年前から要望

しているけれども、なかなか実現しない」と、

課題を切実に訴えられておりました。

そしてまた、どこでも送迎車両の特に朝の混

雑は、その解消が求められているというふうに

思います。スクールバスの導入、また増車は、

必要不可欠な課題ではないでしょうか。どのよ

うに検討しておられるのか、早急な対応が求め

られていると思いますが、お答えいただきたい

と思います。

特別支援学校のスク○教育長（四本 孝君）

ールバスの導入につきましては、これまで全県

的な視野に立って、計画的に対応してきており

まして、現在、県内13校中、８校で16台のスク

ールバスを運行しております。

未設置の支援学校におきましては、保護者の

ニーズや児童生徒の実態等を十分に調査した上

で、引き続きスクールバスの導入のあり方につ

いて検討してまいりたいと考えております。

また、既に運行している特別支援学校のスク

ールバスの増便につきましては、児童生徒や保

護者のニーズ、さらには福祉送迎サービス等の

実態を十分に把握しながら、増便のあり方につ

いて研究してまいりたいと考えております。

確かに、朝とまた帰りの条○前屋敷恵美議員

件は非常に違っていまして、そこに課題もあろ

うかと思います。しかし、スクールバスが欲し

いというお母さんや保護者の皆さん方の切実な

思いは、以前からずっと強まっている状況で、

何とかその辺は工夫もしながら、そうした期待

にぜひ応えていただきたい、そのように思うと

ころです。また、放課後デイのあり方も含め

て、バスの運行なども工夫して、ぜひ子供たち

を安心・安全な送り迎えができるような、そう

いう体制にしていただきたいと思うところで

す。

また、スクールバスの問題では、通学時間に

ついての改善も求められているところです。日

南くろしお支援学校には、串間市から約20名の

児童生徒の皆さんが、毎日、何と80分から90分

かけて通学している状況があります。このこと

を問題視した串間市議会は、特別委員会を設け

て、日南くろしお支援学校に視察調査にも出向

いて、問題の解決を図ろうとしておられます。

そういうお話も伺いました。

障がいを持つ児童生徒が、通学に80分から90

分、約１時間半も費やすなどは、早急に改善し

なければならない課題だというふうに思いま

す。このことは、学校づくり検討委員会の「協

議のまとめ」の中での指摘事項ともなっており

ます。その対策について伺いたいと思います。

日南くろしお支援学○教育長（四本 孝君）

校のスクールバスにつきましては、串間市から

学校までの区間に、24名の児童生徒を10カ所の

バス停で乗降させておりますことから、長時間

乗車となって児童生徒に負担が生じていること

は、十分に認識しているところであります。

スクールバスの運行につきましては、先ほど

答弁いたしましたとおり、未設置の支援学校な

どがありますことから、全県的な視野に立っ

て、計画的に対応しているところであります

が、日南くろしお支援学校のスクールバスの運

行につきましては、今後、学校や保護者と協議

を行いながら研究してまいりたいと考えており

ます。

私は、子供たちの立場に○前屋敷恵美議員
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立った運用の仕方、改善のあり方が求められて

いると思うんです。そして、そういうことを懸

念して、学校づくり検討委員会の「協議のまと

め」では、現状を憂えて、さまざまな解決策も

提示がしてございました。串間市への支援学校

の分校の設置、また、新たな支援学校の設置な

どが、検討課題としてまとめの中で挙げられて

おります。私は、こういった早急な検討が必要

だというふうに思うんですが、そういった点で

の検討は教育委員会ではなされていないのか、

ぜひお答えいただきたいと思います。

新たな学校の設置と○教育長（四本 孝君）

いうことになりますと、予算的に大変経費のか

かる問題でもありますので、早々に新しい学校

をつくるというわけにはなかなかいかない実情

がございます。緊急的には、いろんな工夫をし

て、既存の学校の教室をふやすというようなこ

とで、教室不足の解消であるとか、あるいはス

クールバスについても、運行の仕方をいろいろ

工夫していくということで、当面は対処してい

くということではないかなと思っております。

確かに、財源問題が大きな○前屋敷恵美議員

ネックになっていることは十分承知しておりま

すが、しかし、それでいいのかなと改めて思う

ところです。ぜひ、そういう切実な検討課題を

机上にのせて、しっかりと検討も図り、また現

場の状況もしっかり見据えていただきたいと思

うところです。

続いて、清武せいりゅう支援学校裏山の土砂

崩れ対策について伺っていきたいと思います。

ことし９月の台風16号で、学校裏山が崩れ、水

とともに土砂が流れ出して、中学部の教室に流

れ込みました。幸い、台風で休校だったため

に、生徒さんに被害は及びませんでしたが、現

在、応急処置が施されているというふうに伺っ

ております。応急処置にとどめず、対策を打つ

ことが必要と思いますが、今後の対策・方針を

伺いたいと思います。

清武せいりゅう支援○教育長（四本 孝君）

学校におきまして、今お話のありましたよう

に、本年９月の台風16号により、裏山から土砂

が一部の教室に流入いたしましたが、現在、こ

れ以上の流入を防止するため、仮設のパネルや

土のうを設置するなどの応急処置を行ったとこ

ろであります。今後、土砂の流入を防止するた

めの具体的な工法等について検討を行いまし

て、適切に対処してまいりたいと考えておりま

す。

学校の裏山はかなり放置さ○前屋敷恵美議員

れている状況が見てとれたわけですけれども、

いつ何どき、気象の変化でまたこういうことが

起きるかわかりません。子供たちの避難対策も

視野に入れなくてはなりませんから、取り除け

る危険は早急に解消することが必要だというふ

うに思います。その裏山は県の所有する山とい

うことを伺っておりますので、ぜひ、子供たち

に被害が及ばないうちに、そういう防災対策を

行っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

続いて、ひまわり支援学校入り口の信号機の

設置について伺ってまいります。ここは、かな

り以前から要望が出されているところです。そ

の安全対策についてです。南北に走る農免道路

が学校から出てきた道と交わり、そこは坂道で

カーブの交差点です。車がかなりのスピードで

走るため、なかなか道路を横断できない、こう

いう状況になっております。５月、６月と立て

続けに事故も起きており、また、高等部の６名

の生徒さんが自転車通学をしているという状況

もお聞きいたしました。何とか安全を保ちたい
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との学校や保護者の皆さんの思いは、本当に切

実です。

また、子供さんを送ってこられて、車でなか

なか道路が渡れない。頭を出すと、びゅっと農

免道路を走ってくる。そして、いきなりどなら

れるということもたびたびあったというお話も

伺っているところです。ぜひ早急な対策をとっ

ていただきたいと思いますが、県警本部長、お

願いいたします。

お尋ねのひまわ○警察本部長（野口 泰君）

り支援学校入り口交差点につきましては、警察

本部においても、信号機の設置要望箇所として

現場検討を行っている交差点の一つでありま

す。この交差点は、信号機を設置した場合、西

側の道路幅員が狭く、信号待ちをする車と他の

車とのすれ違いができないため、道路改良が必

要であることから、現状では信号機の設置が困

難な場所と判断しております。このような交差

点につきましては、道路管理者との協議を積極

的に実施し、歩道の拡幅工事や路面の標示を行

うなど、交通環境に応じた安全対策を推進して

おります。

なお、現在の信号機設置要望件数は、累積

で400件を超えておりまして、信号機の設置につ

きましては、必要性、緊急性などを総合的に検

討し、計画的に進めているところであります。

現状では、条件が整わず○前屋敷恵美議員

に、信号機設置は難しいという御回答なんです

けれども。また、いろいろ幅員も広げたりして

安全対策は講じるというお話もございましたけ

れども、本当に信号機が設置できないのであれ

ば、事故を未然に防ぐ手だてを早急に整えてい

く必要があるかと思います。でき上がるまで待

つということは、それまでに事故が起きれば、

とんでもないことになるわけですから、ぜひ、

そういった意味では、早急な対策、真剣な対策

が必要かと思いますけど、どのように考えてお

られるか。

信号機設置要望が400件あるということは、十

分に存じ上げているところですけれども、それ

と横並びにして済ませられるものかどうか、そ

こも含めて、当面かわりの対策は、どうすれば

事故を未然に防げるのか、そういったところも

お聞かせいただきたいと思います。

この場所の安全○警察本部長（野口 泰君）

対策についてでございますけれども、道路管理

者におきまして、歩道の拡幅工事を行ったり、

あるいは広域農道の路面に「通学路スピード落

とせ」の路面標示を行っております。また、警

察のほうでは、速度規制とか、あるいは横断歩

道の設置を行っておりまして、必要な道路標識

及び提示を行っているところであります。

そのほかの安全対策につきましては、道路管

理者と協議して、道路管理者で行っていただく

ことになりますけれども、いずれにしまして

も、横断歩道においては歩行者を優先するとい

う交通マナーをドライバーに徹底するというこ

とも、引き続き努めていきたいと思っていま

す。

重大事故が起きてからでは○前屋敷恵美議員

遅いので、子供たちに寄り添った安全な生活が

できるような環境を整えるためにも、ぜひ前向

きに急いで対策を打っていただきたい、このこ

とを強く申し上げておきたいと思います。

特別支援学校における教育条件の整備につい

て、るる伺ってまいりました。通常学校ではと

ても考えられない状況の中で、障がいを持つ子

供たちが学び、生活している現状が明らかに

なっています。障がいを持つからこそ、より支

援をして、人としての尊厳を尊重することが重
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要であって、それが障害者差別解消法そのもの

であり、宮崎県の策定した「障がいのある人も

ない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」

の施策の徹底ではないかと思っているところで

す。

この県の条例では、第７条の（６）で、教育

を行う場合において、不利益な扱いをしてはな

らないとして、障がいのある人の年齢、能力及

び特性に応じた十分な教育が受けられるように

するために必要と認められる適切な指導又は支

援を行うこととうたってあります。この立場か

らしても、早急にさまざまな課題の解消に努め

ることが求められているというふうに思いま

す。知事はどのように認識され、今後、どう取

り組むのか伺いたいと思います。

特別支援学校に関する○知事（河野俊嗣君）

さまざまな課題につきましては、私も毎年、特

別支援学校ＰＴＡ連絡協議会の保護者の皆様と

直接お会いして、現場の実態を踏まえた切実な

声、また要望をお伺いし、把握に努め、さらに

機会を捉えて、私自身も現場を訪問・視察して

いるところでございます。財政状況が厳しい中

で、少しでも改善が図られるよう、さまざまな

工夫や努力を積み重ねているところでありまし

て、特別な支援を要する子供たちへの教育は、

大変重要なものと考えておりますので、今後と

も、これらの課題解決に向けて、しっかり取り

組んでまいりたいと考えております。

知事が直接、学校を訪問し○前屋敷恵美議員

たり、また、保護者の皆さんとさまざまな意見

交換をされて、要望をつぶさに受け取っておら

れることは、大変重要なことだというふうに思

うところです。財政が非常にどの部分でもネッ

クになっているというところは否めないんです

けれども、「人間の尊厳のための支援に「財政

の壁」という理由は使えない」という言葉を御

存じかと思います。

今、本当に人間としての尊厳が守られなけれ

ばならない、そういう社会そのものをつくって

いくことが大事であって、より支援を必要とす

る障がいを抱える子供たちにとっては、なおさ

らのことだと私は思っているところです。ぜ

ひ、子供たちの尊厳を守るために、県としても

力を尽くしてほしいということを申し上げて、

この質問は終わります。よろしくお願いいたし

ます。

次に、国民健康保険税の医療費一部負担金の

減額・免除制度について伺いたいと思います。

厚労省は、さまざまな要因で収入減が生じた

生活困窮者に対して、必要な医療が受けられる

ようにするために、都道府県宛てに「一部負担

金の徴収猶予及び減免並びにその取扱いについ

ての一部改正について」という通知を出して、

制度の運用を促しているところです。

この制度は、減免額の２分の１を国が特別調

整交付金で補塡するもので、入院治療だけでな

く、高額の外来治療を受ける場合にも、保険者

（地方自治体）が必要と認めたときは、一部減

免を行うことができるとしています。また、保

険料の滞納の有無にかかわらず、一部負担金の

減免を行うことも推奨しています。

この医療費の窓口一部負担金の減免制度につ

いては、平成26年度時点で、県内では９市７町

で制度がつくられております。この厚労省通達

を徹底して、残る10町村での制度策定に向け

て、県の指導援助が求められているというふう

に思います。ぜひ進めていただきたい。県とし

てどのような対応をしているのか伺いたいと思

います。

国民健康保険○福祉保健部長（日隈俊郎君）
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制度においては、市町村は、災害や失業等によ

り生活が著しく困難になった被保険者につい

て、申請に基づき必要と認めるときは、一部負

担金を減免することができるとされておりま

す。お話にありましたが、市町村においては、

国の通知等に基づいた対応に努めているところ

でありますが、一部でまだ規定を整備されてい

ない町村もございます。

県としましては、平成30年度からの国民健康

保険制度改革において市町村が担う事務の標準

化を図るため、ことし９月に、市町村に対して

一部負担金の減免基準要綱（案）を示したとこ

ろであります。今後、どの市町村でも被保険者

の状況に応じて適切な対応が図られるよう、市

町村との協議を行ってまいりたいと考えており

ます。

ぜひ、市町村への援助・支○前屋敷恵美議員

援・指導を強めていただきたいと思います。ぜ

ひ、全ての市町村での制度策定に向けて御尽力

いただきたいと思います。

この一部負担金の減免制度は、一部負担金の

徴収猶予も盛り込まれた制度です。今、手持ち

のお金がなくても受診できる制度なんです。し

かし、残念ながら、制度をつくっている自治体

でも、制度の存在そのものを知らない人がほと

んどで、十分活用されていないのが現状でもあ

ります。制度を知らせることがいかに大事かと

いうことなんですけれども、経済的理由で病院

にかかることができず、手おくれで命を落とし

た事例は、これまで幾つもあります。

こういう悲惨な状況をつくらないためにも、

こうした事故を未然に防ぐためにも、生活困窮

者の命と健康にかかわる制度として、必要な人

が利用できるように、制度の周知広報が必要に

なっています。市町村へどのように指導・助言

を行うのか伺いたいと思います。

県内どの市町○福祉保健部長（日隈俊郎君）

村でも医療を必要としている方に、適切に医療

の機会を確保することが基本でありますので、

市町村に対しては、相談窓口を整備するととも

に、お話にありました一部負担金減免制度を含

めた各種制度に関して、適切な広報が行われる

よう、県といたしましては、必要な助言を行っ

てまいりたいと考えております。

ぜひ周知徹底をお願いした○前屋敷恵美議員

いと思います。繰り返しになりますけれども、

この厚労省の通達は、国民健康保険法44条に規

定する、一部負担金減免制度の活用を徹底する

ように出された通達ですから、ぜひ、制度の策

定と活用の徹底を図っていただきたい。今、進

めていくという御答弁でしたけど、ぜひ徹底し

て強めていただきたい。このことが、本当に県

民の命と暮らしをしっかり守ることにもつなが

ると思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。

続いて、地域医療構想について伺いたいと思

います。

宮崎県の地域医療構想が策定されました。こ

の地域医療構想は、医療介護総合確保推進法に

よって医療法が改定され、都道府県主導

で、2025年の医療の需要を予測して、病床の削

減・再編計画を推進するもので、医療費の抑制

・削減が目的となっています。その結果、入院

している患者を病院から在宅や介護施設へ移す

もので、政府は、全国で少なくとも約15万床の

削減推計を打ち出しています。

県の医療構想では、病床数を、2014年度の報

告値１万5,163床を、2025年には１万1,033床

に、実に4,130床（27.2％）も削減するものと

なっています。県民の中では、これほどの削減
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数に衝撃が走っています。パブリックコメント

を見てみると、「いつでも、どこでも、そして

誰でも必要な医療が受けられる」という医療の

基本理念が損なわれてしまうのではないか、中

山間地域の実態が反映されているのか、縮小や

廃止で削減分が公立病院にしわ寄せが来て、公

立病院の役割が損なわれることになるのではな

いかなどなど、病床削減への危惧が数多く寄せ

られています。

この必要病床数の集約・算定はどのように行

われたのでしょうか。実際の入院患者で推計し

て、レセプトデータに基づいて、機械的に計算

した参考値にすぎないのではないでしょうか。

必要病床数が、地域の医療需要の実態を、必要

な方々が医療を受けられないという潜在的な医

療需要の存在も含め、どれほど反映したものな

のか。それを無視した病床削減であってはなら

ないと考えますが、県はどのように考えておら

れるのか伺いたいと思います。

地域医療構想○福祉保健部長（日隈俊郎君）

における必要病床数につきましては、2025年に

必要となる病床数を、国の定める一定の条件に

基づいて、病床機能ごとに算定した推計値であ

ります。病床の削減自体を目的としたものでは

ございません。

今後、構想区域ごとに開催いたします地域医

療構想調整会議において、必要病床数を参考

に、地域の実情に応じた病床の機能分化及び連

携のあり方について検討を行うこととしており

まして、その中で、病床数を含め、患者に応じ

た医療を効果的かつ効率的に提供する体制の構

築を図っていくこととしております。

病床の削減そのものを目的○前屋敷恵美議員

としたものではないと言われますけれども、数

字がこのように明らかに出されますと、4,000

床、現在よりは少なくなっているわけですね。

その分、本当に必要なときに入院したり治療を

受けることができるんだろうか、そのような不

安が出てくるのは、私は当然のことだと思いま

す。そして、地域医療の問題でも、開業医の皆

さん方のさまざまな懸念などは、経営の問題も

含めて非常に多いかと思います。

そして今、診療報酬、介護報酬は、どんどん

と改悪され、削減されるという中で、病院の経

営自体もどうなるんだろうか。これだけまた病

床が減らされ、機能分化するという意味で、そ

れぞれ役割分担を担うというようなことにもな

ろうかと思うんですけれども、その辺のところ

はしっかりと合意のもとに進めていかなけれ

ば、本当に地域での県民の医療が守られるかど

うかというところも、非常に不安な条件になっ

ていると思うところです。

今お話がありました地域医療構想調整会議に

おいて、関係者の自主的な取り組みを基本とす

るというふうにありますが、この関係者に、も

ちろん民間の病院なども入って、ここでの調整

の中で、地域の医療の役割などを担うというこ

とになるんだろうと思うんですけれども、この

関係者の中に、県民の意見を代弁する県民の代

表が入っているのかどうか、伺いたいと思いま

す。

地域医療構想○福祉保健部長（日隈俊郎君）

調整会議でございますけれども、メンバーにつ

いては、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護

協会等、医療関係者を初めとして、医療保険者

あるいは市町村には、まず参加いただくことと

考えているところでございます。

この問題はパブリックコメ○前屋敷恵美議員

ントにも出されていたんですけれども、県民の

代表が入るべきじゃないかという意見でござい
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ました。県民といえば、医療を必要とする側か

らの意見をきちっと把握してほしい、今後の地

域医療構想にのせてほしいということで、パブ

リックコメントを出されたんだろうと思うんで

すけれども、私も、医療を必要とする住民の立

場からの声を反映させることは、極めて重要だ

と思います。

住民代表が調整会議に参加することは欠かせ

ないと思うんですが、これからの課題でもあり

まして、構成メンバーをこれで固定してしまう

ということはないと思うんですけれども、そこ

のところは検討課題として、医療を必要とする

声が反映されるべきだというふうに思いますけ

ど、いかがでしょうか。

先ほど回答い○福祉保健部長（日隈俊郎君）

たしましたが、調整会議は、まずはそういうメ

ンバーで進めていきたいと現状考えておりま

す。今後、幅広く意見を伺うというようなこと

になりましたら、会議の参加者を含めた調整会

議の運営等については、調整会議の中で検討し

ていきたいと考えております。

ぜひ前向きに検討していた○前屋敷恵美議員

だいて、県民の皆さん方が安心して医療を受け

られる、そういう体制の強化にも役立てられる

ような意見が集約・反映されるように進めてい

ただきたい、このように要望したいと思いま

す。

地域医療構想ですが、政府が推進する医療構

想は、結局のところ、前段でも述べましたけれ

ども、医療や介護・福祉の見直し、いわゆる削

減になっています。しかし、県の立場から言え

ば、よって立つべきは、県民の医療をどう守る

か、適切な医療体制をどうつくるかにあると思

います。今の医療や介護、そして今後の医療や

介護をどういうふうにしていくかは、県民目線

でしっかりと考えて、国に対して言うべきこと

は言う、必要なことはしっかりと言うという立

場に、県としても立っていただきたいと思うん

ですけれども、県民の命や健康の問題、医療の

問題、知事の御見解を伺いたいと思います。

地域医療構想は、団塊○知事（河野俊嗣君）

の世代が全て75歳以上となります2025年を見据

え、医療機関の地域での役割を明確にし、連携

を促すことによりまして、高度急性期から急性

期、回復期、慢性期まで、患者が病状に見合っ

た病床で、より適切な医療サービスを受けられ

る体制をつくろうとするものであります。

構想はこの10月に策定されたところであり、

今後は、各地域において、地域の実情に応じた

医療提供体制の構築に向けて、医療関係者等が

自主的に協議を行うこととされておりまして、

県としましても、大変重要な議論となってまい

りますので、その議論が円滑に行われるよう必

要な支援に努め、各地域において必要とされる

医療が確保されるよう取り組んでまいりたいと

考えております。

今から地域医療構想を出さ○前屋敷恵美議員

れて、それがまた具体化されていくわけなんで

すけれども、医療介護総合確保推進法で本当に

必要な医療や介護がどうなるのかと、前段でも

言いましたけど、国民・県民は非常に不安な状

況にさらされております。介護の問題でも、要

支援・要介護の給付がどんどんと削られてい

く、安心して地域で暮らしていけない、今こう

いう状態が不安材料にもなっているんですけれ

ども、高齢化社会の到来はとうに見据えられて

いた課題です。また、介護保険の問題にして

も、公的な介護保険制度も、国民の協力のもと

に培っていこうということで始まったというよ

うな経過がるるございます。



- 101 -

平成28年12月１日(木)

そういった意味では、本当に国民・県民にし

わ寄せがなく、安心して地域で医療を受けなが

ら健康で長生きできる、そういう体制をつくっ

ていくことが極めて重要でありますし、県とし

ての役割、責任でもあろうかと思っておりま

す。将来にわたって、必要な医療や介護が十分

に提供されて、県民の安心できる暮らしが構築

されるように、ぜひ努力もしていただきたい。

このことも申し上げまして、今回も非常に早口

で進めて時間が残ってしまいましたが、以上で

終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手）

次は、西村賢議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） 日向市選出○西村 賢議員

の西村賢です。本日最後になりましたが、もう

少し聞いていただければと思います。よろしく

お願いします。

先月、林業活性化議員連盟で韓国を訪問いた

しました。その内容につきましては、昨日の黒

木正一議員、また井上議員等からも説明があっ

たところでありますが、その滞在中に、我々の

ホテルの前で、ちょうど朴槿恵大統領の退陣を

求めるデモが行われておりまして、私たちも、

目の前でやっていたものですから、ちょっと見

学というか、中をのぞきに行ったところであり

ました。物すごいエネルギーを感じたところで

ありました。

また、アメリカでは、予想を大きく覆し、次

期大統領にドナルド・トランプ氏が選ばれまし

た。日本を含め、世界が大きく変わろうとして

いるような気がいたします。

特に関心のある時事問題について、知事に質

問を行いたいと思います。特にアメリカのドナ

ルド・トランプ氏は、これまでの選挙戦で過激

な発言を行い、ＴＰＰの離脱、違法移民の強制

退去、また駐留米軍に対しての日本や諸外国の

負担増などを求めて、国内向けの対策を最優先

する旨の発言を繰り返してこられました。この

発言どおりに、来年以降、アメリカの政策が決

まっていくならば、日本、そして宮崎県にも大

きな影響があると思います。

日本国内での次期大統領選挙の報道におきま

しては、「まさかあの方が当選するとは」とい

うような報道がなされておりました。どちらか

というと、不利な状況であるような報道であっ

たと思います。その中で、河野知事は、米国留

学経験もあり、この大統領選挙報道をどう感じ

たのか、また、トランプ氏就任による日本、本

県への影響をどう考えるのか、所感を伺いたい

と思います。

以下、質問者席より質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

今回のアメリカ大統領選挙につきましては、

日米両国における大方の予想とは異なる結果と

なったというふうにされておるところでありま

す。アメリカ国内における大統領選に関する報

道については、私もよく承知しておりません

が、報道というものが社会全体に大きな影響力

を持っておりますので、今回の件に限らず、真

実を正確に報道することはもちろん、今回ＳＮ

Ｓの力ということも注目されているところであ

ります。受け手の側においても、現状をしっか

り把握するということは、大変重要であると感

じたところであります。

トランプ氏の次期大統領就任による影響につ

きましては、現時点では不透明でありますが、

貿易や安全保障など、事柄によっては大きな影

響を及ぼす可能性もあると思われます。アメリ
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カ一国にとどまらず、同盟関係における日本、

また世界における影響というのは、極めて大き

いものがございますので、今後の動向を注視し

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

ありがとうございました。こ○西村 賢議員

れはあくまで所感でありますので、来年以降の

大統領の動きというのはまた注目していかなけ

ればならない問題だと思います。

もう一つ、知事に質問したいと思います。午

前中にも井上議員よりありましたが、働き方改

革について、今、政府が有識者もしくは労働団

体等との協議を始めたところであり、その流れ

について、マスコミを通して、いろんな議論が

されている様子は伝わってきております。

この働き方改革、全体を見ますと、非常に今

の時代にマッチしたものでもありますし、長時

間労働であったり、また同一労働同一賃金で

あったり、この時代にどうしても必要な対策で

あるとは思いますし、この改革は非常に重要な

ものであると思います。

特に、少子化対策、女性の社会進出、ワーク

・ライフ・バランス、また外国人や高齢者を労

働力として使っていく、そういうものも含め

て、将来の労働力確保の観点からも必要なこと

であると思いますが、働き方を変えていくとい

うことは、社会通念、今までの労使関係や労働

体系を変えていく難しさもあると思います。業

種によっては、不利益をこうむったり、また仕

事内容とのバランスがとれなかったりするもの

もあると思います。

また、本県には、大手の下請のような中小零

細企業もたくさんあります。また、場合によっ

ては、農林水産業や建設業等、天候にどうして

も左右される業種も多くあります。そのことを

踏まえると、東京というか、中心で決められた

画一的な改革は、宮崎県の産業にも大きな影響

を与えるのではないかと懸念しておりますが、

知事は本県の中小零細企業への影響をどのよう

に考えているのか伺います。

国で議論されておりま○知事（河野俊嗣君）

す働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けま

した取り組みとして、人々の多様な働き方を可

能とし、格差の固定化を回避するなど、働く人

の立場・視点で取り組んでいくこととされてお

ります。非常に重要なテーマが並んでいると受

けとめておりまして、人口減少社会に突入し、

将来の労働力人口が減少していく中で、この改

革により、障がい者や高齢者、女性など、誰も

がその能力を存分に発揮できる社会となること

は、大いに期待するところであります。

一方で、賃金引き上げや長時間労働の是正な

ど、さまざまな解決すべき課題について議論さ

れていく中で、御指摘のように、特に中小零細

企業にとっては、少なからず影響が出てくるこ

とも考えられるところであります。私どもとし

ましても、議論の動向を注視するとともに、国

において、しっかりとした議論、そして、それ

を踏まえた対策に取り組んでいただくことが重

要であると考えております。

この改革も、すぐすぐに成功○西村 賢議員

していくというものではないと思いますが、先

ほど申し上げたような、本県に影響がある部分

に対しては、知事もしっかりと注視して、意見

を言うべきところではしっかりと意見を述べ、

国に対して訴えていただきたいと思います。

次に、ひきこもりの高年齢化・長期化につい

て質問いたします。

仕事や学校に行かず６カ月以上ひきこもりと

された人が、15歳から39歳で推計54万人いる
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と、内閣府が公表いたしました。あくまで推計

であり、さらには、40歳以上の長期化や高年齢

化しているひきこもりの実態には不透明なとこ

ろも多いのが現状です。

ひきこもりの高齢化は社会問題となってきて

おり、家族内トラブルによる傷害事件や長期化

による精神疾患、経済的に自立できなくなるこ

となどが報告されています。ひきこもりの要因

には、家庭環境や学校、会社での人間関係、病

気などによるさまざまなケースがあると考えら

れますが、外部からの手助けで改善できるとこ

ろもあり、対処を早目に行うことで社会復帰も

可能であるとの指摘もあります。本県は、この

ひきこもりの実態に対して、どのように把握

し、どのように対応しているのかを福祉保健部

長に伺います。

本県のひきこ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

もりをされている方の人数でございますけれど

も、数については把握できておりませんが、今

年度公表された国の調査によると、15歳から39

歳の中で、全国で約54万人の方がひきこもり状

態にあると推計されておりますので、これを本

県に換算すると、約4,200人程度になろうかと想

定しております。

県では、精神保健福祉センターを中心に、相

談や研修会を実施しておりまして、平成27年度

は、相談が1,318件、訪問が28件となっておりま

す。また、家族向け研修や支援者研修を16回開

催しているところでございます。今後とも、関

係機関と連携しながら、ひきこもりの方への支

援に取り組んでまいりたいと考えております。

今の39歳までで4,200人という○西村 賢議員

推計も、相当な数であるように思いますが、秋

田県の藤里町では、町内のひきこもりを社会福

祉協議会が実際に実態調査したという書籍があ

りまして、読んでみました。社会福祉協議会が

１年半ほどかけて、人口4,000人弱の町にどれだ

けのひきこもりがいるか調査したところ、約100

名の方がいらっしゃったそうです。割合にする

と、この町では18歳から55歳を対象にして調べ

たようですが、対象人口のうち8.7％にも及んだ

そうです。

本県にそれがそもそも当てはまるとは思いま

せんが、これを単純に当てはめますと、宮崎県

の18歳から55歳の人口を約43万人程度とします

と、約3.7万人ぐらいいると。余りにもこれは大

きな数字であるから、そのまま当てはまるとは

限りませんが、実際に実態調査をしてみると、

これだけいたというものが書籍化されておりま

した。

この町では、この実態を踏まえて、訪問支援

に乗り出し、まちおこしなどに引きこもった人

たちを駆り出して社会復帰させていくことで、

まちづくり、町の活性化にもつながっていった

という経緯が紹介されておりました。

この町でも、20人だろう、30人だろうと思っ

ていたが、実際100人近くいたということで、ま

さかこんなにいたとはと驚きがあったそうです

が、実態がつかめれば、このような対策を打つ

ことも可能だと思います。県が全部の市町村を

直接調査することは難しいかもしれませんが、

しっかりと市町村と連携を密にして、この問題

をまず表面化していただくようにお願いしたい

と思います。

次に、引きこもっている対象者が学生である

場合、学校に通う学生の長期欠席者など、数字

で実態がわかるものがあると思います。小中学

校の平成26年度の長期欠席者（30日以上の欠席

者）のうち、不登校を理由とする児童生徒は全

国で12万3,000人と報告され、うち小学校では２
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万6,000人、前年度より2,000人増加、中学校で

は９万7,000人、前年度より2,000人増加となっ

ているようです。文科省も不登校対策を打ち出

しておりますが、なかなか効果が上がっている

とは思えません。本県の不登校児童の推移とそ

の対策について、教育長に伺います。

本県の不登校児童生○教育長（四本 孝君）

徒数は、公立の小・中・高等学校合わせまし

て、平成25年度が1,403人、平成26年度が1,277

人、平成27年度が1,271人であります。また、こ

れを児童生徒1,000人当たりの数で見ますと、全

国平均よりも低い水準で推移しているところで

あります。

不登校対策につきましては、まず不登校にさ

せないという観点から、学校では、早い段階で

の教育相談や家庭訪問を実施したり、いじめ不

登校対策委員会を開いて、情報を共有したりす

るなど、組織的な対応を図っているところであ

ります。

また、近年、専門家の協力が必要なケースも

ふえておりますことから、県教育委員会では、

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーを派遣して対応を図っております。その

結果、学校現場からは、「関係機関との連携や

相談の継続が図られたため、不登校の状況が改

善した」という事例も報告されているところで

あります。

ありがとうございます。不登○西村 賢議員

校問題に関しては、昨年の６月議会でも、教育

長に対して、私も非常に強い思いを言わせてい

ただきました。長期欠席者であるにもかかわら

ず進級させていく、進級しても学業ができない

わけだから、そのまま学校に来なくなる、そし

て学校に来ないまま卒業させていくということ

は、ただ追い出してしまって、社会に出してい

くことはいかがなものか、出席日数の規定など

が形骸化していないかということを質問させて

いただきました。

そのときも、学校ごとの校長先生の判断によ

るものが大きいという答弁がありましたけれど

も、今の結果を見ますと、1,300人程度の方がま

だ不登校で苦しんでいる状況もありますし、ま

た、この方たちを追い出していってしまっては

意味がないことだと思いますので、しっかりと

対策をまた望んでいきたいと思っております。

不登校のきっかけともなり得るいじめの問題

であります。いじめの問題も、なかなか解消す

ることは難しいものがありますが、先日の新聞

報道でも、「いじめ最多全国22万件」とありま

した。国公私立小中高、特別支援学校の2015年

度把握されたいじめは22万4,540件。このいじめ

の件数がふえていることは、教育現場で常に先

生たちが目を光らせ、関係者が協力してくれる

ことで、隠れていたものが明るみに出ているこ

ともあるかなと思います。本県の場合は、2,500

件減の6,007件との報告でありました。この件数

の状況に対して、教育長の所感を伺います。

平成27年度の本県の○教育長（四本 孝君）

いじめの認知件数でございますが、今お話にあ

りましたとおり、公立学校においては6,007件で

あります。児童生徒1,000人当たりの認知件数

は51.5件となっておりまして、全国平均の16.4

件よりも高い割合になっております。このこと

は、各学校が積極的な認知に向けて取り組んで

いることのあらわれであると考えております。

一方で、平成27年度の認知件数が前年度よ

り2,500件ほど減少しているわけでありますが、

現在、学校においては、いじめの未然防止に向

けまして、人権教育を充実させるとともに、児

童生徒が主体となって、いじめ根絶集会を開い
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たり、いじめ防止に向けたスローガンを作成し

たりするなどの取り組みを行っておりまして、

こうしたことが認知件数の減少につながってき

ているのではないかとも考えております。

しかしながら、いじめは見えにくいものであ

りまして、どの学校でも「いじめはある」とい

う意識を常に持ち続けて、小さなサインも見逃

さないと、そういうために、今後とも、各学校

を指導してまいりたいと考えております。

いじめの問題は非常に根深い○西村 賢議員

ものもありますし、今の答弁のように、県当局

もしっかりと対応していただいております。い

じめといいましても、人間関係の延長ですか

ら、人間誰しも持つねたみの感情、また人より

上に立つ優越感の感情に加えまして、今ＳＮＳ

などの普及によって、常に周りにいい顔をしな

くてはいけない、もしくは何かあると一斉にそ

の個人をたたくというような風潮があり、非常

に心の許容範囲というものが狭まっているよう

に私も感じます。ネットいじめ等は、これまで

も多くの人が議会で質問しておりますので、本

日は割愛いたしますが、いじめる行為自体が非

常に格好悪いと思わせる風潮づくりというもの

が極めて大事だと思っております。

いじめから不登校になり、また不登校からひ

きこもりになっていく、そして、ひきこもりが

長期化していくことで、社会に対して、なかな

か自分が表に出て行けないということでこもっ

てしまう、そのまま親がどんどん年をとって

いって、自分一人では何もできなくなっていく

ということが今現実となりつつあります。ぜ

ひ、ひきこもり対策におきましては、先ほど申

し上げたように、県一丸となって、市町村と連

携して、実態の把握、そして対策に乗り出して

いただきたいと思います。

次に移ります。宮崎県東京ビルについて伺い

ます。

宮崎県東京ビルは、現在、フロンティアオ

フィスを初め、学生寮、県職員住宅として利用

されております。以前は、宿泊施設や宴会場な

どもあり、多目的に利用されておりました。現

在は築44年を経過し、老朽化も目立ち始めてお

ります。学生寮の入居率も下がり、100名定員の

ところ、現在では73名。以前は２年生までで

あった規約も変更され、空き室の割合がふえ、

３年生以上も残れるようになって、それでも73

名とのことでした。

今、東京では、オリンピックに向けて再開発

の流れが加速しており、土地の有効利用等が見

直されております。その中で、豊島区役所新庁

舎は、全国初の本庁舎・分譲マンションの上下

合築を行い、区有地の権利変換と旧庁舎の跡地

利用により、借金ゼロで建てかえを実現いたし

ました。この案件に注目し、私も豊島区に調査

に伺ったところであります。

新庁舎は、小学校・児童館跡地と周辺市街地

再開発事業を行って、そこに移転をしました。

大まかに３階から９階に区役所の新庁舎があ

り、10階から49階まで432戸の分譲マンションと

なっている、相当大きな建物であります。新庁

舎には、企業からのプロポーザル方式を活用し

て、設計には、新国立競技場の設計で注目を集

めた隈研吾氏。新庁舎建設には、先ほどの小学

校跡地等の土地の権利変換分85億円の無償取得

分以外に136億円を要しましたが、旧庁舎跡地の

定期借地権で191億円を調達し、逆に55億円の基

金ができたとのことでありました。

簡単に言いますと、あいていた区の土地に新

庁舎を移して、そこの周辺住宅の方はマンショ

ン部分に移ってもらって、その土地の分と、も
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とあったところの土地を貸すお金で、ゼロで建

てかえたというものであります。それは貯金が

できるほどであったということですから、非常

に大きな話ですが、これも土地が高い東京だか

らできる話だと思います。

しかし、宮崎県東京ビルも市ヶ谷周辺にあ

り、非常に立地のいいところであります。ま

た、最近、しばらくぶりに行ってみたんです

が、周りがどんどん高層ビル化しておりまし

て、県ビルは非常に低いほうのビルになってお

りました。このような手法が使えれば、老朽化

している宮崎県東京ビルの建てかえも、多額の

予算をかけることなくできるのではないか、検

討に値するのではないかと思います。

現在の東京ビルは、建蔽率も最大限活用して

おらず、現行法どおりでも、今の倍以上の建物

を建てることが可能であります。余剰部分を貸

したり売ることで収益を上げることもでき、ま

た、現在、男子だけの学生寮に女子寮も新設す

れば、首都圏に大学進学する学生の支援にもな

ると思います。この東京ビルの改築について、

県の見解を伺います。総務部長。

宮崎県東京ビルに○総務部長（桑山秀彦君）

つきましては、御質問にもありましたように、

昭和47年に建設され、現在、職員宿舎や学生

寮、さらには、県内企業に貸し付けを行います

フロンティアオフィスなどとして利用されてお

ります。平成12年度の耐震補強を初め、順次、

必要な改修工事などを実施してきました結果、

耐震性能を有し、かつ耐用年数も残っておりま

すことから、当面は、現在の利用形態を継続す

ることが十分可能な状況にございます。

しかしながら、東京ビルにつきましては、立

地条件もよく、また高い資産価値を有しており

ますので、首都圏における本県の拠点として有

効に活用していくことは、大変重要であるとい

うふうに認識しております。御提案の建てかえ

につきましては、社会情勢や経済状況も踏まえ

ながら、今後、東京ビルに求められる機能など

を幅広く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。部長○西村 賢議員

の答弁だと、このまましばらくは粛々と使って

いくという話でありますが、何もしなければ年

々古くなっていく、もう44年を経過しているわ

けですから、どんどん古くなって、老朽化対策

を継続的に行っていかねばなりません。だか

ら、早く新しくすることで新しい資産価値を生

んでいく、そして新しい利用価値もふやしてい

く。そのことが、修繕維持費を重ねていくより

も、１年でも早く建てかえたほうが、よっぽど

利用価値が上がると思います。これも私は税金

のワイズスペンディングだと思いますが、知事

に所感を伺います。

東京ビルにつきまして○知事（河野俊嗣君）

は、先日も訪れたところでありますが、私もた

びたび訪問し、その状況を把握しておるところ

でございます。私は総務省時代に、宮崎県に赴

任するということが全く決まっていないとき

に、たまたま御縁がありまして訪れたことがあ

るわけでありますが、この都心の一等地に宮崎

県がこういう資産を持っておられるのかと驚い

た記憶があります。

本県にとりまして、首都圏における重要な拠

点でありますとともに、その立地条件、非常に

利用価値の高い資産であるというふうに考えて

おります。このため、社会情勢、また経済情勢

の変化も踏まえながら、今後求められる機能や

そのあり方などにつきまして、総合的な観点か

らしっかりと検討してまいりたいと考えており
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ます。

もちろん今の景気が長く続い○西村 賢議員

てくれることを祈るんですけれども、知事、も

う44年を過ぎています。これが古くなればなる

ほど、また維持費もかかっていくと思います

し、学生のことであったり、また職員寮のこと

であったり、すぐすぐに対応できないこともあ

ると思いますので、早目に検討に入っていただ

きたいと思います。要望にかえさせていただき

ます。

次に、台風災害について質問を幾つかいたし

ます。

台風16号による被害は、私の地元日向市にも

大きな爪跡を残しました。今なお復旧作業の最

中でありますが、地域によっては、住民はまだ

不便な生活を強いられているところもありま

す。

今回の台風災害では、24時間で578ミリを超え

る相当な雨量から、床下床上浸水被害が各地で

起こりました。これまで何度も浸水している地

域もありますが、そこの場所では、以前の反省

を踏まえて、仮設ポンプによる対策も早くから

行われましたが、それでも被害は減ることはあ

りませんでした。「やらないよりはましであっ

た」ということを地元の方も話しておりました

が、その対策だけでは不十分だったということ

は伝わってまいりました。

もっと排水能力の高いポンプの設置を望む声

もあり、常設ポンプ場の建設が望ましいところ

でありますが、今回のように被害箇所も多けれ

ば、設置の場所や費用の問題も出てきます。す

ぐすぐに行政も対応できないと思います。そこ

で、国交省が所有する排水ポンプ車というもの

があり、浸水箇所に移動して排水を行うことが

できます。60トン級ポンプ車であれば、25メー

トルプールを５分で空にする能力があるという

ことですが、九州全体で60台、本県には13台あ

るとのこと。この国交省が持つ排水ポンプ車を

県が追加で所有し、土木事務所等に配置するこ

とができないのかを県土整備部長に伺います。

本川の水位○県土整備部長（東 憲之介君）

が上昇しまして、支川や水路が排水できずにあ

ふれる、いわゆる内水による家屋の浸水対策に

つきましては、河川や水路を管理する国・県・

市町村が、それぞれの役割のもと対応している

ところであります。県においては、これまでに

も、内水被害があった箇所において、被害状況

や施設整備に要する費用などを総合的に判断

し、県管理の蛇谷川や六田川など６カ所におい

て、常設の排水ポンプ場の整備に取り組んでき

たところであります。

また、国と災害時の応援に関する協定を締結

しており、大規模災害時には、国が所有する排

水ポンプ車などの応援が受けられるようになっ

ております。このような状況を踏まえまして、

県において、現段階で排水ポンプ車を配置する

予定はありませんが、今後とも、国や市町村と

連携を図りながら、降雨の状況や内水被害の発

生状況に応じて、効果的な内水対策について検

討してまいりたいと存じます。

この対策も、今ぐらいの雨が○西村 賢議員

あんまり降らない時期になってくると、だんだ

ん忘れ去られていって、また来年の夏の台風シ

ーズンになると、もう一度、あのときにああす

ればよかった、あのときにこうすればよかった

という議論がいつも巻き起こります。ぜひ、継

続的に対策がしっかりと進むように県も検討い

ただいて、また県民に対しての周知をしていた

だきたいと思います。

今回の台風で、日向市内で大きな農業被害が
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出たのが、奥野川、また坪谷川等の沿線であり

ました。その中でも奥野川は、昨年の大雨で決

壊していた堤防が、さらに今回、修繕前に被害

を受ける結果となり、線形の悪い河川沿いで

は、台風・大雨時にはたびたび被害に遭ってい

ます。そのたびに農業被害や住宅への浸水、今

回の台風では、車ごと人が流されそうになった

ところであり、地元の方がたまたま見つけて救

出するというようなこともあったそうです。

台風被害のたびに、建設業を初め皆さんが被

災箇所を原形復旧していただいておりますが、

今回の被害を受けて、原形復旧のみならず、抜

本的な改良復旧工事を望む声が大きくなってお

ります。奥野川の改良復旧工事に対して、県の

見解を県土整備部長に伺います。

災害復旧事○県土整備部長（東 憲之介君）

業は、原形復旧が原則でありますが、災害復旧

制度の中には、一連区間において多くの災害が

発生した場合に、再度災害を防止するため、被

災していない区間を含めて、河川の拡幅や堤防

のかさ上げなどが実施できる改良復旧事業の制

度がございます。その採択基準は、改良により

追加される費用が、原形復旧に要する費用を上

回らないことが条件となっております。

奥野川の今回の災害は、国道327号の朝日橋か

ら上流の約5,000メートル区間において被災箇所

が点在しており、その合計は15カ所の約660メー

トルとなっておりますが、被災していない区間

が８割以上と長く、改良の費用が原形復旧の費

用を大きく上回ることから、改良復旧事業での

取り組みは困難と判断しているところでござい

ます。

なお、今回被災した箇所につきましては、11

月に国の査定で原形復旧として申請し、採択さ

れたところであり、今後、早期復旧に努めてま

いりたいと存じます。

今の部長の答弁、当然よくわ○西村 賢議員

かるところではあるんですけれども、この地区

は、台風・大雨のたびに決壊したり、農家がや

られたり、非常に大変な思いをして、それがま

た堤防だけもとに戻って、またやられていくと

いうことを、本当にこの数年、私の知る限り、

繰り返しているように感じます。

予算確保や事業計画については、当然周囲の

理解も必要でありますし、ここだけよくなれ

ば、線形が少しよくなれば、もう少し被害も減

るんじゃないかなという思いがある部分もあり

ますし、それは出先の土木事務所の方々ともよ

く話をさせていただいております。今後、検討

していただきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

次に移ります。今回の台風災害時の避難につ

いて質問いたします。各地区の避難場所や避難

経路に対しての問題も浮き彫りになったところ

が多々ありました。今後、再度検討されていく

と思いますが、その中で、被災された住民の方

から、「防災無線が聞こえなかった」とか「避

難指示が出るのが遅い」、また「逃げようと

思ったときには、目の前が水でいっぱいで、も

う遅かった」という話をたくさん聞きました。

地域をよく知るはずの住民の方も、想像以上

に雨が降っていたことに対応できなかったのか

もしれませんし、一つは、それを逃げなかった

言いわけにされているのかもしれません。県民

の避難意識の向上にもっと努めなければと思っ

たところでありました。

今回は、死傷するまでの事態にならなかった

ことは非常に幸いでもありますが、救助に向か

われる消防の方々は、本当に命がけで、その場

その場やっていただいております。できれば、

平成28年12月１日(木)
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なるべく早い避難を徹底させる必要があります

が、後の新聞報道によりますと、今回の台風16

号では、自治体の避難勧告・指示の対象者は40

万人に上ったが、実際の避難は、自主避難含め

ピーク時で2,173名であったとのことです。風水

害時の避難については、住民自身の体力や住居

の状況など、一律に考えることは難しいと思い

ますが、住民意識を高めるため、県としてどの

ような取り組みを行っているのか、危機管理統

括監に伺います。

大雨や台風○危機管理統括監（畑山栄介君）

の際に、被害を最小限にするためには、安全な

場所に迅速に避難するということが大変重要で

ございます。このため県では、梅雨入り前の５

月の第４日曜日を「県防災の日」に設定し、毎

年、この日にあわせて防災フェアなどを開催

し、避難場所の確認などの日ごろの備え、避難

の重要性について、啓発に取り組んでいるとこ

ろでございます。

また、地域や民間団体等に対する防災出前講

座などにおいて、気象情報や市町村から出され

る避難勧告などの情報を常に確認し、風雨が強

まったり、また暗くなったりする前に、早目に

避難するようにという呼びかけを行っていると

ころであります。今後とも、市町村とも連携し

ながら、さまざまな機会を通じて、避難の重要

性とその実践について、啓発に努めてまいりた

いと考えております。

逃げていただくということ○西村 賢議員

は、非常に難しいことだと思います。先日、福

島沖地震の際、ＮＨＫを見ておりましたら、Ｎ

ＨＫのアナウンサーが、「地震です。逃げてく

ださい」と、番組中というか報道の間、ずっと

叫んでいて、非常に強い口調で真剣に言われて

いたのが印象的でありました。それについて

も、その後にいろんな批判等もあったかもしれ

ませんが、実際に避難していただくには、あの

ぐらい強い口調で訴えなければならないものか

なとも感じました。そのことも踏まえて、今後

の防災無線のあり方もしっかりと考えていかな

ければならないなと思った次第です。

次に移ります。日向市の医師不足について伺

います。

日向・東臼杵地域にとって懸案事項でありま

した東郷病院の医師不足の問題は、県当局の御

尽力もあり、小児科医も兼ねた内科医の先生が

勤務いただくことになりまして、10月より内科

診療が月３日から週５日になり、非常に助かり

ました。

引き続き、３人体制の確保に市は取り組んで

おりますが、その一方で、日向市では、医師の

高齢化や死去などで、市内４病院が相次いで閉

院となりました。かかりつけ医としても、地域

にとっても大事な病院であったので、市民も困

惑しているところであり、非常に残念に思って

いるところであります。

医師の高齢化は、これまでも指摘してきまし

たが、いよいよそのときが来たという感じで

す。これは日向市に限ったことではありません

が、後継者がいない開業医の方々も多く、息子

や娘さんが医師となっても親の病院に帰ってこ

ない、専門が違うとか、そういうケースもあり

ます。

苦肉の策として、日向市は、著しく医師不足

状態となっている小児科、産科に対しては、企

業誘致のような補助金策を導入して新規の開業

を支援しておりますが、対象外の医師や病院か

らは、不平等だという声も聞かれます。また、

ほかの地域がこれを始めて誘致合戦を繰り広げ

ていけば、意味がなくなってしまいます。医師
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の高齢化は仕方ありませんし、長く地域医療を

支えていただいたドクターには敬意と感謝を申

し上げます。医師の地域偏在と高齢化に対して

の県の認識と取り組みについて、福祉保健部長

に伺います。

２年に一度行○福祉保健部長（日隈俊郎君）

われます国の医師等の調査によりますと、平

成26年12月末現在、県内の医師の総数はふえて

いるものの、その過半数が宮崎東諸県医療圏に

集中しているのが現状であります。また、人

口10万人当たりの医師数で見ますと、宮崎東諸

県医療圏以外の全ての医療圏で、全国平均を下

回る状況となっておりまして、県内における医

師の地域偏在が顕著な状況であるというふうに

認識しております。

年代別の医師数で見ますと、減少を続けてき

た20代の医師数については下げどまり、増加に

転じるなどの明るい兆しも出てきております

が、30代、40代の医師の減少は続いておりまし

て、依然厳しい状況にあるものと認識しており

ます。このため、まず、医師の総数確保、特に

若手医師の確保が重要でありますことから、宮

崎大学医学部への地域枠等の設置や医師修学資

金の貸与を行うとともに、県内の臨床研修病院

合同で県外での病院説明会に参加するなど、取

り組んでいるところであります。

さらに、関係市町村と構成する医師確保対策

推進協議会において、先ほど日向市の例も御紹

介いただきましたが、地域の実情に応じた支援

など、さまざまな取り組みを行っているところ

であります。今後とも、大学、県医師会、市町

村など関係機関と緊密な連携を図りながら、医

師確保については全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

県のほうも、医師の高齢化に○西村 賢議員

は非常に注意を払っていただいており、努力い

ただいておりますが、県内の地域偏在において

は、まだまだ取り組む余地があると思いますの

で、今後もぜひ取り組みをよろしくお願いした

いと思います。先ほどの補助制度などは、本来

なら市が設けていくものではなく、うまく県内

一円にバランスよく医師が配置されるのが非常

に望ましいことだと思いますので、その点につ

きましても努力していただきたいと要望申し上

げます。

最後に、空き家対策と移住政策について質問

いたします。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が

平成27年全面施行され、地域においての災害や

生活環境悪化の原因となる放置空き家等に対応

できるようになりました。これまで空き家等に

対しては、議会で何度となく質問されたところ

でありますが、全国の空き家は20年で1.8倍

の820万戸に増加し、賃貸・売却を除く住宅

が318万戸と言われております。本県においての

空き家の現状、また、特措法施行後における市

町村の取り組み状況について、県土整備部長に

伺います。

まず、県内○県土整備部長（東 憲之介君）

の空き家の現状でございますが、国の「住宅・

土地統計調査」によりますと、平成25年10月時

点で、別荘などの二次的住宅や賃貸住宅などの

空き家を除きまして、約４万3,000戸と推計され

ております。住宅総数に占める割合は、全国平

均の5.3％に対しまして、本県は8.2％と高く

なっており、今後も少子高齢化や世帯数の減少

もあることから、増加するものと思われます。

次に、市町村の取り組み状況でありますが、

空き家対策を進めていく上で必要となる、所有

者の特定や建物の状況などを把握する実態調査
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に、現在、14団体が取り組んでいるところであ

ります。また、防災や衛生面などから、地域の

生活環境に悪影響を与える特定空き家への対応

として、法に基づき、１団体において数件の除

却を求める勧告が行われております。県といた

しましては、これまで、実態調査マニュアルを

作成するなど、市町村への支援を行ってきたと

ころでありますが、引き続き、空き家対策が円

滑に進むよう、支援してまいりたいと考えてお

ります。

空き家対策、特に景観上悪○西村 賢議員

かったり防災上悪いものに対しては、早く市町

村が指定していただくことを望みますし、ま

た、空き家をうまく活用していく、それも重要

だと思います。

空き家の有効利用について質問させていただ

きますが、先日、特別委員会の県外調査で大阪

ふるさと暮らし情報センターを訪問し、意見交

換を行いました。「大阪・関西地域は、九州か

ら金の卵として出てきた人が多く、宮崎ゆかり

の方も多い。Ｉターン、Ｕターンを狙うなら、

首都圏よりも関西のほうがいいですよ」とのア

ドバイスもありました。なるほどなと思いまし

たが、実際、全国の各自治体が移住促進に動

き、毎週末のように大都市圏で移住セミナーを

している状況もわかり、少し過度な競争になっ

ているような感もいたしました。

その結果はどうなのかわかりませんが、都市

部の方々を地方に呼び込むことで、過疎地域で

あれば、地域の新たな活力、そしてまた、地域

の魅力の新たな発見も生まれてくることも事実

であります。移住者をうまく地方に呼び込むた

めに、空き家バンク制度は大きく活用できると

思いますが、放置されて老朽化して使えなくな

る前に、持ち主に空き家バンクに登録していた

だくこと、また、移住者にとっては、空き家が

たくさんあることで選択肢が広がることは非常

にメリットがあると思います。本県の空き家の

登録の推進策とともに、空き家バンク制度の活

用状況について、総合政策部長に伺います。

空き家バンク○総合政策部長（永山英也君）

制度につきましては、平成19年度に５つの市・

町で開始されて以降、県内23市町村に取り組み

が広がっております。９月末現在における全市

町村の合計で、登録物件数が135件、これまでの

成約件数が累計で147件となるなど、一定の成果

は上がっていると考えております。

また、市町村におきましては、空き家バンク

登録物件数をふやすために、各種広報活動に取

り組んでいますほか、県宅地建物取引業協会と

連携した物件確保や、空き家の情報提供に関す

る促進策の導入など、さまざまな取り組みが広

がっております。

移住を実現するためには、住まいの情報が重

要でございます。県におきましては、市町村と

も連携し、空き家の改修費用等への補助を行い

ますとともに、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターン

センターや移住情報ポータルサイト等によりま

して、空き家バンクの情報を移住希望者へ発信

しております。今後も、空き家を活用した移住

施策を推進してまいりたいと考えております。

今、特に中山間地も、空き家○西村 賢議員

がたくさん並んでいくと非常に寂しい思いもし

ますし、それがだんだん都市部にも見られてく

るようになりました。景観に悪い一方、寂しさ

も覚えますので、空き家が有効に利活用できる

ように、また当局と市町村との連携をよろしく

お願いしたいと思います。

前質問者も早口でありましたが、私も早口で

やりましたので、以上で私の質問を終わりま
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す。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時30分散会


