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これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

議事に先立ちまして、一言申し上げます。

今回の台風18号の大雨等により発生した災害

で、大勢の方々が被害に遭われました。この台

風災害により被災された皆様に対し、心からお

見舞いを申し上げます。

知事発言◎

ここで、知事から発言の申し○ 原正三議長

出がありますので、これを許します。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。一般質問の前にお時間をいただき、あ

りがとうございます。

９月17日日曜日に本県を直撃しました台風18

号について御報告をさせていただきます。

今回の台風では、幸いにも人命にかかわる被

害は発生しませんでしたが、延岡市北川町で

は、内水などにより、多数の住宅で浸水被害が

発生し、宮崎市や日向市、国富町では、突風に

より住家等が一部損壊するなどの被害が生じた

ところであります。被害に遭われた方々に、心

からお見舞いを申し上げます。

県といたしましては、台風接近前の16日土曜

日から災害対策本部を設置し、市町村や関係機

関と連携しながら、情報収集や災害対応に努め

たところであります。

今後は、現在進めております各種施設や農作

物等を含む被害の全容把握を速やかに行い、早

期復旧や災害対策の強化に万全を期してまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

一般質問◎

それでは、本日の日程は一般○ 原正三議長

質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、右

松隆央議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○右松隆央議員

ざいます。自由民主党の右松隆央でございま

す。

少子化、そして超高齢化社会を迎えた我が国

の医療と介護保険制度の安定的な確保を今後い

かに図っていくか、団塊の世代が全て75歳以上

となる８年後の2025年をターゲットとし、現

在、国は、医療・介護を中心とした社会保障制

度改革を急速に進めているところであります。

そして、その大きな節目をこれからまさに迎え

ることになります。

おおよそ３カ月後の12月下旬には、政治主導

で改定率が決定されることになる、来年度、平

成30年施行の診療報酬と介護報酬のダブル改定

が、どのような意図を持ち、そしてどのような

影響を及ぼすのか、来年改定後の次の同時改定

は2024年であることに鑑みれば、2025年問題に

対する実質最後の同時改定となり、加えて、国

の第７次医療計画、第７期介護保険事業計画、

さらには第３期医療費適正化計画もスタートす

ることになり、医療・介護施策において、来年

度は極めて重要な年になると位置づけされてい

るところであります。

診療報酬と介護報酬のダブル改定は、さまざ

まな論点を内包しており、これから論点整理を

していく中で順次問わせていただきたいと思い

ますが、今回の同時改定の意図を総論から鑑み

ますと、社会保障費の低減化が叫ばれる中、国

が従来から進めている施策となる、施設から在

宅への流れ、医療と介護の連携をも超える一体

化、そして地域単位での包括ケアシステムの構

築を進めていきながらも、まだまだ成果が顕著

平成29年９月19日(火)
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に上がっているとは言いがたいところから、今

回の同時改定を契機に、抜本的な改革を組み込

み、さらに徹底していく仕組みづくりが来年度

から始まっていくものと、私は認識いたしてお

ります。

社会保障関係費が31兆円を超え、国家予算の

３分の１に達し、毎年続伸する中、現状のまま

で進めば、予算も、そして専門職の不足も、極

めて憂慮すべき事態に陥ることは明らかであ

り、いかにして限られた医療・介護資源の中

で、効率を高め、かつ質も維持・向上させてい

けるかが問われているわけであります。そこ

で、まずは、来年度に迫った診療報酬と介護報

酬の同時改定が、社会保障制度に、そして本県

の地域医療にどのような影響を及ぼすものにな

るのか、また、どのような方向性を生み出して

いくものと想定されておられるか、知事に伺い

たいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据

え、現在、我が国においては、高齢者等のニー

ズに適合した効果的なサービスの提供や医療費

の適正化など、持続可能な社会保障制度の確立

に向けた検討がなされているところでありま

す。このような中、来年度予定されている診療

報酬・介護報酬の同時改定につきましては、い

まだ具体的な情報はありませんが、本年６月に

閣議決定されました、いわゆる「骨太の方

針2017」においては、介護施設や在宅医療等へ

の転換や医療・介護の連携強化等を、報酬改定

により推進していく方向性が示されておりま

す。

この改定により、今後、病院完結型から地域

全体で支える地域完結型へという、社会保障制

度改革の趣旨に沿った流れが加速することが考

えられます。このため、県としましては、今後

とも、病床の機能分化と連携の促進や、在宅医

療・介護の受け皿づくりなどに努め、効率的か

つ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステ

ムの構築に、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

国の経済財政諮問会議におい○右松隆央議員

て、骨太方針2017では、社会保障の基本的な考

え方として、「公平な負担の観点を踏まえた効

果的なインセンティブを導入しつつ、「見える

化」に基づく国による効果的な支援を行うこと

によって、都道府県の総合的なガバナンスを強

化していく」とあります。都道府県の裁量で結

果を出すことによって、成果配分方式を、国も

積極的に行っていくことになります。

骨太方針では、２つ目の項目に「地域医療構

想の実現、医療計画・介護保険事業計画の整合

的な政策」とあり、そこには次のように明記さ

れております。「地域医療構想の実現に向け

て、圏域ごとの「調整会議」で、病床の役割分

担を進めるため、手術やリハビリの件数、疾病

ごとの患者数のデータを国から提供し、そのデ

ータを活用し、個別の病院名や転換する病床数

の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、２

年程度で集中的な検討を促進する」とありま

す。病院の７割が民間経営で、地域医療構想に

掲げる削減計画を強制できない中、調整会議の

実効性をどのように担保していこうとするの

か。

県の地域医療構想に掲げる2025年の必要病床

数は、あくまで参考値との説明を受けたわけで

ありますが、財務省が達成率を求めて、今回の
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診療報酬・介護報酬の改定によって、病床の機

能分化・連携の取り組みを後押しし、在宅医療

や介護施設等への転換の対応を進めるとある

中、一方で、医師会との意見交換の中で、「こ

の数字を目標にしたら、本当に地域医療は崩壊

する」との意見が出たのも事実であります。

そこで、４つの病床機能の役割分担を進める

ために、厚労省から県に提供されたデータと、

現在、宮崎大学が進めている県内各医療機関の

診療実績に関するデータの分析状況がどうなっ

ているのか、また、民間病院の経営方針にかか

わるとはいえ、将来の医療需要における危機意

識を調整会議の中でどのように共有していくの

か、会議における県の果たすべき役割も含め

て、福祉保健部長にお伺いしたいと思います。

地域医療構想○福祉保健部長（畑山栄介君）

の策定を受け、今後、各地域医療構想調整会議

において、各医療機関が将来担う病床機能につ

いて協議・調整を行っていくこととなります。

この協議・調整に当たって、まず、各医療機

関に自身の病床機能の現状を把握していただく

ため、現在、県においては、宮崎大学に依頼

し、各医療機関から提供された診療実績に関す

るデータの分析を行っているところであり、今

月から来月にかけて結果が出される予定であり

ます。この分析結果を各医療機関にフィード

バックすることで、将来の医療需要の変化や担

うべき病床機能について危機意識を持って検討

していただけるよう、支援を行っていくことと

しております。

また、今般、厚生労働省から提供されたデー

タは、主に医療計画の策定に利用する、がんや

脳卒中などの５疾病等に関するものであります

が、調整会議での議論にも活用できないか、宮

崎大学と検討を進めていくこととしておりま

す。県としましては、調整会議での具体的議論

が進むよう積極的に参加し、地域における疾患

ごとの入院患者数の将来予測を初め、さまざま

な情報提供を行うことにより、病床の機能の分

化・連携を後押ししてまいりたいと考えており

ます。

調整会議では、各医療機関が○右松隆央議員

抱く将来への経営の危機感を、県も共有してい

ただいて、自発的な機能分化を後押ししていた

だければと思います。

調整会議の協議の中でも、重要な項目とし

て、地域医療介護総合確保基金の活用が挙げら

れます。昨年度の国の配分実績は、医療分全体

で904億円で、そのうち、機能分化・連携のため

の施設整備等に458億円、在宅医療等の整備に47

億円、そして従事者確保に400億円となっており

ます。注目していきたいのは、2025年の必要病

床数の中で、都道府県全体で、高度急性期並び

に急性期が３割削減、慢性期が２割削減される

中、回復期が３倍にふえており、本県も同様

に、７つのブロック全てにおいて、在宅復帰に

向けたリハビリなどを担う回復期のベッド数

が、現在の2.2倍にふえております。

栃木県では、不足が予測される回復期病床を

ふやすために、ことしから、基金を活用した具

体的計画の中で、当初予算3,500万円を計上し、

医療機関が急性期病床などから回復期病床に転

換する際、例えば、リハビリ機器などの購入

費、また理学療法士などの人件費においても、

費用の半分を補助し、３年間で合計300床の回復

期転換を目指すこととなり、公募で既に100床程

度を増床するとした医療法人が発表されたとこ

ろであります。そこで、福祉保健部長に、本県

の地域医療構想においても、回復期病床を大幅

にふやす必要がある中、総合確保基金を活用し
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た病床転換の助成にどう取り組んでいかれる

か、お伺いしたいと思います。

地域医療構想○福祉保健部長（畑山栄介君）

につきましては、骨太の方針2017において、調

整会議での議論を２年程度で集中的に行うこと

とされたことから、本県では、来年度までに各

医療機関における病床機能の役割分担が定めら

れるよう、調整会議の開催計画を立てたところ

であります。今後、回復期病床への転換など、

地域に不足する医療機能の整備に必要な病床転

換についても、役割分担の議論と並行して進め

ていくこととしております。

県としましては、このような病床転換への助

成事業を、地域医療介護総合確保基金を活用し

て既に設けておりますので、今後必要となる病

床転換の量についても、役割分担を定めるこの

２年で適切に見込み、2025年に向け、スピード

感を持って事業の実施に取り組んでまいりたい

と考えております。

調整会議の議論と並行して、○右松隆央議員

スピード感を持って取り組んでいただければと

思います。

この地域医療介護総合確保基金は、平成26年

度から、消費税の増収分等を活用した財政支援

制度であり、さきの骨太方針においても、個別

の病院名や転換する病床数等の具体的な事業計

画を策定した都道府県に対し、重点的に配分し

ていくとされております。そこで、今年度の政

府予算規模も、医療分は904億円、介護分は724

億円の計1,628億円となっている中、本県の内示

額はどうなっているのか、また、基金が創設さ

れた26年度からの造成額の推移をどう分析し、

今後どのように対応していかれるのか、福祉保

健部長にお伺いしたいと思います。

平成29年度の○福祉保健部長（畑山栄介君）

内示額でございますが、医療分17億5,000万円、

介護分９億4,000万円、合計26億9,000万円と

なっております。

これまでの造成額の推移につきましては、26

年度が医療分のみで８億9,000万円、27年度が医

療分８億6,000万円、介護分が補正分の15億を含

め20億9,000万円の合計29億5,000万円、28年度

が医療分12億5,000万円、介護分５億5,000万円

の合計18億円となっております。

これにより、これまで計画した事業は実施で

きているものの、今後とも、病床機能の分化・

連携を図るため、必要な事業費の確保に努める

とともに、在宅医療の推進や医療従事者の確保

など、地域医療の維持に不可欠な事業などにつ

いても、国に対し、事業計画に上げた取り組み

の必要性を具体的にアピールしながら、本県へ

の重点配分が図られるよう、強く要望してまい

りたいと考えております。

畑山部長の国とのパイプには○右松隆央議員

大変期待をしておりますし、委員会としても

しっかりバックアップをしてまいりますので、

よろしくお願いいたします。

引き続き、来年度からスタートする第７次医

療計画、介護保険事業計画では、在宅での医療

と介護の両分野のサービスをいかに効果的に提

供できるか、その体制づくりが大きな眼目と

なっております。

山梨県で、全ての医療機関の療養病棟などの

入院患者を対象としたアンケートで、病状が安

定して退院可能とされた患者のうち、自宅など

での受け入れが困難なため、退院が難しい患者

が７割にも上るという調査結果が出ておりま

す。家族による介護困難で、退院可でも帰れな

い人が７割に達するという数字は、恐らく本県

でも同様ではないかと受けとめております。患
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者が安心して帰ることができる体制づくりは喫

緊の課題であり、在宅医療と在宅介護が一体と

なった受け皿をいかに整備していくかが、今後

大きく問われてまいります。

そこで、まずは、患者情報の共有化について

問うてまいります。これは国の全国調査であり

ますが、一般病床で、退院時にケアマネに連絡

があった割合が56％にとどまるという数字が出

ております。介護プランをつくるケアマネジャ

ーが知らない間に患者が退院し、自宅での生活

に支障が出るケースが多くあり、そのような

中、入退院時に患者情報を共有するルールを策

定し、在宅での支援の充実に取り組む自治体も

出てきております。そこで、福祉保健部長に、

入院患者がスムーズに在宅に移行し、レベルを

落とすことなく生活してもらうために、医療機

関と介護の専門職が、入退院時に患者情報を共

有するルール作成について、本県はどう取り組

んでいかれるかお伺いしたいと思います。

病気やけがで○福祉保健部長（畑山栄介君）

一時的に入院した高齢者が、治療を終えた後で

も安心して暮らすため、医療と介護が適切な情

報共有を行い、入院から退院後の療養生活を継

続的に支えることは極めて重要であります。そ

こで、県では、市町村や関係機関と連携し、平

成27年度から各圏域ごとに、入院患者が円滑に

在宅生活へ移行するための入退院調整ルールづ

くりに取り組んでいるところであります。

平成27年度にこのルールを作成した日南串間

地域では、検討に当たり、管内全ての病院から

看護師や医療ソーシャルワーカー、また多くの

介護事業所のケアマネジャーに参加いただき、

何度も協議を重ねたことにより、互いの業務に

ついても理解が深まり、現場レベルでの連携が

進んだところであります。

また、このルールを策定したことにより、退

院する際の病院からケアマネジャーへの情報提

供の割合は、策定前の69％から87％へ改善する

など、実効性の高いルールがつくられたものと

考えております。このような成果を踏まえまし

て、平成28年度には、日向東臼杵地域でもルー

ルづくりを実施したところであり、今年度は、

さらに県内全域で推進していくこととしており

ます。

聞けば、担当の職員たちが、○右松隆央議員

みずから各医療機関を回って、相当苦労され

て、ここまでつくり上げたと伺っております。

大いに評価させていただき、これからも医療と

介護の連携強化に力を入れていただければと思

います。

同じく、地域ケア会議のあり方について伺い

たいと思います。今後、県内の各地域における

高齢者個々に対する需要に見合ったサービス

や、それを支える社会基盤整備をより一層進め

ていくためには、地域ケア会議をしっかりと機

能させていかなければなりません。会議の構成

員は、保健所等の自治体職員や、社協、包括支

援センターの職員を初め、介護事業者やケアマ

ネジャー、医師や看護師、さらには民生委員等

の住民組織も含まれております。そこで、地域

包括支援ネットワークの多くのケア資源を連結

させて、高齢者や療養者の個別課題を解決して

いける地域ケア体制を構築するために、どのよ

うな取り組みを進めていかれるか、福祉保健部

長にお伺いしたいと思います。

地域住民や医○福祉保健部長（畑山栄介君）

療・介護の専門職が協働して、地域のネットワ

ークを構築し、高齢者等の個別の課題解決につ

なげていく地域ケア会議は、地域包括ケアシス

テムを構築する上で極めて重要であります。
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本県におきましては、昨年度から、全国的な

先進地である埼玉県和光市の支援を受け、希望

する市町村において、地域ケア個別会議に取り

組んできたところであります。これは、高齢者

一人一人の個別課題を解決するため、リハビリ

テーション専門職や栄養士等からの助言を受

け、介護サービスの内容をその都度見直し、自

立支援や重度化防止を推進するものでありま

す。

このように、一人一人の個別課題に丁寧に取

り組むことで、地域共通の課題の把握やネット

ワークの形成にもつながることから、今回の介

護保険法の改正により、国全体でも取り組むこ

ととされたところであります。県としまして

は、市町村との連携をより一層深めながら、地

域ケア個別会議の充実を図り、また多職種協働

の体制を整備することなどにより、地域包括ケ

アシステムの構築を図ってまいりたいと考えて

おります。

こちらもぜひ、機能的な地域○右松隆央議員

包括ケアシステムの構築を順次進めていただき

ますようお願いいたします。

次に、人材育成について伺いたいと思いま

す。山梨県では、ことしの秋から、県内の訪問

看護ステーションなどに勤務する看護職員を、

在宅介護で医療的側面から支援するトータルサ

ポートマネジャーとして養成する事業を始める

ことになりました。国が入院から在宅医療への

転換を進める中、訪問看護と介護支援の両分野

に精通した人材を育成し、在宅ケアの充実につ

なげていく新たな試みであります。今後、在宅

医療と介護の需要が大幅に増加する2025年問題

に対応できる人材育成並びにその確保を、本県

としてはどのように進めていかれるのか、これ

は知事に伺いたいと思います。

医療と介護の両方を必○知事（河野俊嗣君）

要とする高齢者が、住みなれた地域で安心して

暮らしていくためには、関係機関が連携し、医

師や訪問看護師、ケアマネジャーなどが協働し

て、在宅医療と介護を一体的に提供できる体制

整備が必要であり、そのための人材育成・確保

が大変重要となっております。このため県で

は、県医師会等の関係団体と協力をしながら、

医療と介護の従事者が、お互いの制度や在宅生

活で抱える課題、高齢者特有の病気やけが、予

防方法等について学び合い、一緒に事例検討を

行うといった研修会等に取り組んでいるところ

であります。

御紹介のありました山梨県のトータルサポー

トマネジャーの養成は、今年度開始される取り

組みとお聞きしておりますので、情報収集し、

その動向等を注視してまいりたいと考えており

ます。

今後も、2025年を見据えた人○右松隆央議員

材の育成と確保をよろしくお願いしたいと思い

ます。

続いて、国保制度改革に伴う都道府県ガバナ

ンスの強化について伺ってまいります。厚労省

がことしの６月に示した医療・介護改革の資料

には、地域における予防・健康・医療・介護

は、それぞれ密接に関係するが、制度がばらば

らで、都道府県の役割は限定的とし、来年４月

の制度変更以降は、個人・保険者・医療機関等

の自発的な行動変容を促す司令塔の役割を都道

府県が担うべく、保健ガバナンスの抜本強化を

図っていく方向性を示したところであります。

保健ガバナンスの抜本強化の柱の一つである

財政の強化については、来年４月に、国民健康

保険の運営主体が市町村から都道府県へ移行す

るのに合わせて、医療費適正化等の取り組みの
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成果を評価する指標を導入するとともに、1,000

億円規模のインセンティブ、都道府県と市町村

に500億円ずつ配分し、財政支援をしていく新た

な仕組みを設けるとしたところであります。

都道府県分500億円の内訳として、年齢構成を

調整した後の１人当たりの医療費が、全国平均

よりも低い、または前年度より減らした場合

に150億円、市町村への指導状況や糖尿病などの

重症化予防の取り組みに応じて150億円、ジェネ

リック医薬品の使用割合等により200億円となっ

ております。なお、これまでの成果や来年度の

取り組み体制などを考慮して、傾斜配分してい

くこととなります。そこで、来年４月以降の国

保の制度変更に係る都道府県の保健ガバナンス

の抜本強化はどういった方向で進むのか、ま

た、今後どう取り組んでいかれるのか、福祉保

健部長にお伺いしたいと思います。

都道府県の保○福祉保健部長（畑山栄介君）

健ガバナンスの抜本強化につきましては、本年

６月の社会保障制度改革推進会議におきまし

て、地域の予防・健康・医療・介護の司令塔と

しての都道府県の役割を明確化し、権限・財政

・データ・人材などの面で強化していく方向性

が示されたところであります。

このうち、財政面につきましては、議員御指

摘のとおり、インセンティブのためのさまざま

な評価指標が設けられ、その達成度に応じ、交

付金が交付される仕組みとなっておりますの

で、助言指導や財政支援を行うなど、市町村が

できるだけ多くの評価指標を達成できるよう支

援してまいりたいと考えております。

また、権限・データ・人材の強化につきまし

ては、今後、国において具体的に検討されるも

のと考えておりますので、国の動向を注視しつ

つ、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

ぜひこれからも、国とのパイ○右松隆央議員

プの優位性を生かしていただき、制度情報をい

ち早く収集していただいて、保健ガバナンスの

強化を図っていただきますよう、よろしくお願

いいたします。

2025年問題の現状と対策における最後の質問

になります。医療と介護の視点から大きく変

え、シニアの雇用拡充について伺ってまいりま

す。全国でも、生産年齢人口の減少に伴い、人

材不足や技術の継承が課題となる中、定年が、

再雇用での勤務延長も含めて65歳では、まだま

だ働ける人材を失うこととなり、社会的資源と

しても、これはもったいないと言わざるを得な

いわけであります。

そんな中、埼玉県では、定年年齢を70歳以上

としている県内企業が１％と低いことを受けて

これはトップの上田知事がみずから発する―

ことで、メッセージ性の高い社会喚起の効果も

狙ってのことだと思いますけれども 「シニ―

アが働きやすい環境づくりを応援する」とし

て、ことしから、70歳まで働けるよう定年制を

見直す県内企業に対して、最大で200万円を補助

する制度を導入しております。補助の対象は、

少なくとも70歳まで正社員として働けるように

見直しをする企業で、初年度のことしは計50社

の申請を想定し、3,400万円を計上しているとこ

ろであります。

また、高齢者が働きたくても働き口がない、

雇用環境も深刻でありまして、私が所属するラ

イオンズクラブのメンバーで70歳の方が、自身

が営む印刷業を息子さんに譲りまして、御自身

は２世帯住宅ローンの返済であと３年働きたい

けれども、ハローワークに通って、こんなにも

高齢者の働き口がないことを思い知らされたと
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嘆かれておりました。これは知事にお伺いした

いのですが、今後、本県でも人材不足やシニア

の活用をしっかりと考えていかなければならな

い中、まだまだ働きたい元気なシニアの後押し

でどういったことができるのか、お伺いしたい

と思います。

少子高齢化が進行する○知事（河野俊嗣君）

中で、労働力を確保するためには、働く意欲の

ある元気な高齢者の方々の労働参加をさらに進

めていく必要があると感じております。これは

生きがいづくりにも通じるものであります。

宮崎労働局によりますと、本年７月現在の55

歳以上の有効求人倍率は1.07倍でありますが、

有効求職者の約９割の方が、雇用のミスマッチ

等により、就業に至っていない状況にあると聞

いております。このため県では、就職面談会や

シニア人材バンクの活用、高齢者に適した業務

の開拓などにより、高齢者の就業機会の拡大を

図っているところであります。

県内にも、定年を70歳以上として、高齢者が

活躍されている企業がありますので、私としま

しても、意欲のある高齢者の方々が、能力や経

験を生かし、年齢にかかわりなく働くことがで

きる「生涯現役社会」の実現を目指して、しっ

かりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ知事には、さまざまな雇○右松隆央議員

用拡充の施策を組み合わせて、シニア世代の後

押しを強くお願いしたいと思います。

２つ目の項目、子育て支援の充実に移りたい

と思います。

子育て支援については、全ての都道府県にお

いて重点施策であると言っても過言ではなく、

少子化・人口減少対策としても極めて重要な取

り組みであります。まずは、女性の妊娠・出産

期から子育て期間中まで、一貫支援の拠点づく

りについて伺っていきたいと思います。

少子化社会対策大綱において、出産前後や育

児に関する悩みや相談に対応した行政サービス

を迅速・柔軟に提供し、少子化に歯どめをかけ

る目的で、その拠点となる子育て世代包括支援

センターをおおむね３年後の平成32年までに全

国展開していくこととなりました。さらに、こ

とし４月の改正母子保健法により、センターの

設置が自治体の努力義務にもなったところであ

ります。少子化が進む中、子供を安心して生み

育てられるように、ワンストップ窓口の設置を

していくことは、喫緊の課題でありますが、現

状としては、都道府県によって取り組みのスピ

ードに温度差が出ているのが実情であります。

そこで、本県の子育て世代包括支援センター

の設置状況についてでありますが、昨年４月の

段階では、３市町、宮崎市、綾町、小林市と、

移住や子育て支援に力を入れている自治体が先

行しているようでありますが、直近の設置状況

はどうなっているのか。また、政府目標は３年

後でありますが、全ての市町村での設置に向け

てどのように取り組んでいかれるのか、福祉保

健部長にお伺いしたいと思います。

本県における○福祉保健部長（畑山栄介君）

子育て世代包括支援センターの平成29年度の設

置状況は、国の調査によりますと、議員より御

紹介のあった３市町に、新たに日向市、高千穂

町を加えた計５市町となっております。

なお、国が目標としている平成32年度末まで

の各市町村の設置の見通しでありますが、市町

村に確認しましたところ、既に設置している５

市町を含め、20の市町村となる見込みでありま

す。

御指摘のとおり、子育て世代包括支援センタ
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ーの設置を進め、妊産婦、乳幼児等に対し、妊

娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない

支援を提供できる体制の整備を進めることは、

大変重要であります。このため県としまして

は、平成32年度末までに、県内の全市町村でこ

のような体制が整備されるよう、市町村に対

し、包括的な子育て支援業務を行う専門職員を

養成する研修を行うとともに、センターの設置

の時期が未定である市町村に対しては、現状や

課題等を調査した上で、設置に向けた必要な支

援を行ってまいりたいと考えております。

ぜひ積極的な取り組み支援を○右松隆央議員

お願いしたいと思います。

引き続き、子供医療費の助成について伺って

いきたいと思います。子供医療費の助成につい

ては、子育て支援において避けては通れない課

題と、私は認識いたしております。もちろん、

財政基盤が厳しい本県にとって、何ができるの

か、どこまでできるのかを見きわめる必要はあ

ろうかと思います。そもそもは、国の責任で

もって制度の拡充を図っていくことが、大きな

スタンスであろうかと考えております。

しかし、現実政治を直視すると、31兆円を超

える社会保障費の続伸に鑑みれば、国の制度変

更は、望むべくもない、むしろ当てにはできな

いとの判断で、それぞれの自治体が、移住や少

子化対策を見据えた自治体戦略の一環として、

現在の全国的な助成拡充のうねりに至っている

わけであります。本県としても、全国的な流れ

を俯瞰していくことは極めて重要で、子供医療

費の問題において、その流れに取り残されるよ

うなことがあっては、それは県の発展戦略上、

望ましいことではないと、私は考える次第であ

ります。

全国的な助成拡充の流れとして、まずは市町

村でありますけれども、通院費の援助を高校卒

業までとしている市町村が、昨年４月の時点

で378に上り、前年より109ふえ、全1,741市区町

村の22％に当たる数字であります。一段階下げ

て、中学卒業までに至っては、1,005自治体、こ

れは全自治体の58％に当たり、合わせると80％

の自治体が、中学卒業以上の子供医療費を助成

していることになります。

なお、いまだ就学前までの通院費助成となっ

ているのは、県内５市町村に加え、全国では、

わずかに１割の自治体のみとなっております。

それを踏まえた上で、県がどこまで市町村に対

して子供医療費の助成が可能なのかという課題

について考えてまいりたいと思います。

まずは、全国の実施状況についてであります

が、通院費助成において、高校卒業までが２県

でございまして、中学卒業までは、５都府県か

ら、ことし新たに秋田県と奈良県が拡充し、７

府県に、そして、小学校卒業と３年生までが、

ことし福岡県が拡充し、９県になっておりま

す。全国で18都府県が、小学生以上の子供医療

費の助成を市町村に対して行っております。な

お、入院費の助成は、ことし新たに１県ふ

え、26都道府県が実施しております。ちなみ

に、本県の実施状況は、入通院とも就学前まで

となっております。

宮崎県と同じ、通院費の助成が就学前までで

あった長野県では、ことしから県内77市町村

で、子供医療費を中学卒業まで窓口負担なしの

方針を固め、それに伴い、市町村に発生する小

学生以上の国保の補助金減額措置の半額を県が

財政支援するとし、県全体で年8,000万円のペナ

ルティーを見通し、それを県と市町村が折半し

て負担する新たな助成事業を始めることとして

おります。知事に、単に社会保障制度としてだ



- 175 -

平成29年９月19日(火)

けではなく、県の発展戦略として、子供医療費

の助成も含め、子育て支援策のさらなる拡充を

図っていく考えはないか、伺いたいと思いま

す。

子供の医療費助成制度○知事（河野俊嗣君）

は、子供の健やかな成長と子育て家庭の経済的

負担の軽減を図るものであり、子育て支援策と

して大変重要であると考えております。本来、

この制度は、国の責任において全国統一的に行

われるべきものであります。また、助成の拡充

には多額の財源を必要とすることから、これま

で国に対し、さまざまな機会を通じ、地方の実

態を踏まえた制度の設計や必要な財源の確保を

働きかけてきたところであります。

一方、議員御指摘のとおり、他県において、

対象年齢の拡大が進んでいることも認識してい

るところであります。安心して子供を生み育て

られる環境の整備は、企業活動等の地方展開や

移住・ＵＩＪターンの促進などとともに、地方

創生の推進にとっても重要と考えております。

厳しい地域間競争を勝ち抜いていくため、引き

続き、他県の状況なども注視をしながら、子育

て支援策を今後どう進めていくかについて検討

してまいりたいと考えております。

ぜひ、毎年のように拡充して○右松隆央議員

いく他県の状況も鑑み、どのような子育て支援

策ができるのか検討していただければと願って

おります。

引き続き、子育て支援の一環として、子供の

貧困対策の取り組み状況について伺ってまいり

たいと思います。まずは、国が平成27年度から

始めた、自治体向けの地域子供の未来応援交付

金の活用状況についてであります。国は、27

年、28年の補正予算で、それぞれ24億円と10億

円を計上し、全国の自治体に対し、地域におけ

る実態調査や、行政やＮＰＯ、民間企業など、

地域ネットワークの形成に向けて、交付金の活

用を促し、昨年９月からは、より使いやすいよ

うに交付要件も弾力化したところであります。

ことし４月の時点で、内閣府の資料による

と、交付金活用の市町村数で、全国で、大阪

府、秋田県に次いで３番目に多く、都城や日

南、日向、串間、えびの、高鍋町と、６市町が

同交付金を活用しており、県内市町村での積極

的な取り組み姿勢がうかがえるところでありま

す。そこで、国の地域子供の未来応援交付金を

活用し、子供の貧困対策において、これまでど

ういった成果を上げてこられたのか、また、県

としても、ことし初めて活用されたようであり

ますが、その内容と今後どのように交付金を活

用していかれるのか、福祉保健部長にお伺いし

たいと思います。

地域子供の未○福祉保健部長（畑山栄介君）

来応援交付金につきましては、昨年度は、日南

市など４市町において、子供の貧困に係る実態

調査や計画の策定などに活用されております。

また、今年度は、宮崎市など７市町において、

実態調査や計画の策定に取り組まれるととも

に、日南市においては、子ども食堂への支援を

行い、日向市、えびの市においては、関係団体

の連携体制の整備に活用される予定でありま

す。

県におきましても、今年度の新規事業とし

て、交付金を活用し、支援を必要としている子

供に気づき、教育や福祉、民間などのさまざま

な機関や支援団体に適切につなぐことを目的と

する「みやざき子供の未来応援コーディネータ

ー」を県内全域において養成する取り組みを始

めております。県としましては、今後とも、参

考となる事例の情報提供や、交付金の積極的な
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活用を働きかけることなどにより、市町村とと

もに子供の貧困対策に取り組んでまいりたいと

考えております。

ぜひ、積極的に交付金を活用○右松隆央議員

していただいて、子供の貧困対策を一層進めて

いただきますようお願いいたします。

子供の貧困対策で大事になってくるのは、本

当に支援が必要な困窮世帯の子供たちに支援の

手が届いているかということであります。

全国の自治体で実態調査が進められる中、例

えば大阪府では、府内全43市町村、４万9,000世

帯の大規模調査による分析結果では、困窮度が

高い母子家庭や非正規雇用の世帯で必要な支援

が届いていないという実態を明らかにしており

ます。公的支援である自治体の就学援助費や、

親の離婚や死別の場合に支給される児童扶養手

当さえも受けていない世帯が１割以上存在し、

また、離婚相手から養育費を受け取っているひ

とり親世帯が12.2％にとどまるなどの分析結果

を受けて、今後、関係者間の連絡会議をつく

り、支援の周知を徹底していくということであ

ります。

そこで、本県において、本当に支援が必要な

困窮家庭に対して、支援の手を差し伸べる手だ

てとしてどのような取り組みをしているのか、

また、支援が届いているかの調査も含め、徹底

した実態把握をどう図っていくのか、福祉保健

部長にお伺いしたいと思います。

就学援助や児○福祉保健部長（畑山栄介君）

童扶養手当などの各種支援制度の周知につきま

しては、県や市町村の広報を初め、学校でのＰ

ＴＡ総会や民生委員による家庭への訪問、また

ＮＰＯ団体の各種イベントなど、さまざまな機

会を通じ、支援が必要な家庭に対して行われて

おるところであります。

また、支援が必要な家庭の実態把握につきま

しては、県では、どのような支援が必要である

のかなどを把握するため、定期的にひとり親世

帯の実態調査を行っております。一部の市町村

におきましても、アンケート調査を行うととも

に、学校や民生委員、また民間を含めた関係団

体などから得られる情報も加味しながら、きめ

細やかな実態把握を進めているところでありま

す。

県としましては、必要な家庭に支援が届くこ

とが重要であると考えておりますので、今後、

ほかの市町村においても、実態把握などに取り

組まれるよう、助言・指導を行うとともに、調

査結果を分析しながら、施策に生かしてまいり

たいと考えております。

ぜひ、必要な家庭に支援が行○右松隆央議員

き届くように、調査結果の分析と施策への反映

をよろしくお願いいたします。

この項目最後に、現在、県内各地で広がりを

見せている子ども食堂等、子供の食事支援につ

いて伺いたいと思います。兵庫県では、県内

に62カ所ある子ども食堂をさらにふやしていく

手だてとして、その開設を後押しするため、立

ち上げの経費を最大で20万円補助する事業を昨

年度から始めております。地域偏在も見られる

ことから、ふるさと納税を活用した助成制度を

始めたところ、まだ開設されていなかった自治

体を初め、昨年は13団体が補助を受けて開設さ

れたとのことであります。

また、全国でも珍しい取り組みとして、東京

江戸川区では、孤食や貧困などで、家庭で十分

な食事がとれていない子供を支援するため、シ

ルバー人材センターの会員らが、直接家に出向

いて食事をつくったり、弁当を届けたりする事

業が始まっております。区で1,232万円の予算を



- 177 -

平成29年９月19日(火)

通し、１人分の食費500円を負担する仕組みに

なっております。

子ども食堂の存在を知らなかったり、行くの

をためらったりする家庭があることに鑑み、か

つ、事業を「食」を切り口に直接訪問するアウ

トリーチ型の支援と位置づけ、各家庭の課題を

把握するとともに、学習支援や就労支援などに

つなげ、早期解決を図ることも狙いの一つにし

た事業であります。そこで、福祉保健部長に、

子ども食堂への支援のあり方、そして、アウト

リーチ型も含め、困窮世帯の子供たちに成長過

程で重要となる食事支援での新たなスキームが

考えられないか、伺いたいと思います。

子ども食堂○福祉保健部長（畑山栄介君）

は、食事の提供はもとより、孤食の解消や地域

の居場所づくりの観点からも、大変有意義な取

り組みであると考えております。このため県に

おきましては、子ども食堂の運営を目指す団体

等に対し、必要な情報の提供や衛生管理面のア

ドバイスなどを行うとともに、子ども食堂を含

めた子供の貧困対策に取り組む民間団体等の

ネットワーク化などの支援にも取り組み、子ど

も食堂のさらなる拡大を図ってまいりたいと考

えております。

また、議員から御紹介のありました、シルバ

ー世代の活用を含めたアウトリーチ型の手法に

つきましては、支援対象の裾野を広げる有効な

方法の一つであると考えられますので、今後、

子供の貧困対策に取り組む民間団体等と意見交

換を行うなど、関係機関と連携しながら研究し

てまいりたいと考えております。

ぜひ、きめ細かな施策の展開○右松隆央議員

で、１人でも多くの困窮家庭の子供たちに手を

差し伸べていただければと願っております。

それでは、最後の項目、本県の教育問題につ

いて取り上げてまいります。

今回は、教育の中でも、学力向上の取り組み

について考えてまいりたいと思います。今年度

の全国学力・学習状況調査の結果について、ま

ずは一定の評価をさせていただきたいと思いま

す。Ａ問題の正答率から、小学校、中学校とも

基礎・基本が着実に定着していることは、県教

委を初め、教育現場の各学校の先生方の努力が

功を奏した結果だと受けとめております。

その上で、基礎知識を発展的に実生活で活用

する力を問う、いわゆるＢ問題をいかに引き上

げていくか、そのキーワードがアクティブ・ラ

ーニングであろうと考えております。ことしの

３月31日に改訂され、３年後に小学校、４年後

に中学校で全面実施となる新学習指導要領に盛

り込まれているのが、アクティブ・ラーニング

を重視する視点であります。

アクティブ・ラーニングとは、学習の中で課

題を発見し、そして、その課題の解決に向けた

主体的・協働的な学びのことを指しており、こ

れは我々も極めて大事にしている能力で、知識

・理解だけでは得られない総合能力でありま

す。まずは、教育長に、新学習指導要領の中

で、獲得した知識を実生活で活用する力を培う

「主体的・対話的で深い学び」、いわゆるアク

ティブ・ラーニングの意義をどのように考えて

おられるか、お伺いしたいと思います。

新しい学習指導要領○教育長（四本 孝君）

では、子供たちが何を知っているかだけでな

く、知っていることを使ってどのように社会や

世界とかかわり、よりよい人生を送るかという

ことを狙いとしており、その実現のために、１

つに「知識・技能」、１つに「思考力・判断力

・表現力」、１つに「学びに向かう力」という

３つの資質・能力を総合的に育んでいくことが
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求められております。

これらの資質・能力を育むためには、学びの

量とともに、学びの質や深まりが重要であり、

「主体的・対話的で深い学び」、いわゆるアク

ティブ・ラーニングの視点で、授業改善・充実

を図っていくことが大切になってまいります。

また、このような視点からの授業改善・充実

は、全国学力・学習状況調査におけるＢ問題へ

の対応としても大変効果があるものと考えてお

ります。

同様に、学校の授業で体験的○右松隆央議員

・問題解決型のアクティブ・ラーニングをどの

ように取り入れ、また、教育委員会として、活

用に関する学習を教育現場に浸透させるために

どういった指導をしていかれるのか、教育長に

お伺いしたいと思います。

アクティブ・ラーニ○教育長（四本 孝君）

ングの視点に立った授業を行うためには、子供

たちがみずから問題を発見し、これまで学んだ

知識・技能を活用しながら、対話や議論を通じ

て、問題を解決できるような指導に努める必要

があります。

これまでも学校におきましては、教師が、子

供たちの実生活と結びついた学習課題を提示す

ることで、学習意欲を高めたり、さまざまな種

類の資料を活用することで、多様な意見を引き

出したりするなどの指導の工夫・改善を行って

きたところであります。さらに、これからの授

業においては、児童生徒がみずから思考・判断

し、表現する場を、年間を通して、より効果的

に設定することにより、「主体的・対話的で深

い学び」につながっていくものと考えておりま

す。

県教育委員会といたしましては、校長等を対

象とした新学習指導要領の説明会や、教員を対

象とした授業づくり研修会等を実施するなどし

て、教員自身が習得・活用・探究といった学習

過程全体を見渡し、子供たちの思考力、判断

力、表現力等の変容を的確に捉えつつ、みずか

ら指導方法を不断に見直して、日々の授業が充

実するよう、全力で取り組んでまいります。

ぜひ、実生活と結びついた学○右松隆央議員

習課題を提示していただき、例えば、私の中学

３年の娘が通う学校では、「宮崎と自分の輝く

未来」と題して、児童生徒がそれぞれみずから

テーマを掲げて取り組んでおりましたが、観察

・実験・調査・研究・発表・討論などの体験的

・問題解決型の学習を、これからも積極的に取

り入れていただき、児童生徒の活用力を伸ばし

ていただきますようお願いしたいと思います。

今の教育長の答弁のとおりでありまして、教育

委員会の方向性はＢ問題の向上につながると確

信し、しっかり後押しをしてまいりますので、

一層取り組みを進めていただきますよう、よろ

しくお願いいたします。

もう一つ、別の角度から、Ｂ問題の向上への

取り組みについて伺いたいと思います。それ

は、ＮＩＥの積極的な活用によって、ふだんか

ら、思考力、考える力を磨く取り組みでありま

す。ＮＩＥとは、御存じのとおり、学校での新

聞を教材にした学習のことであります。ことし

７月に、常に学力で上位に位置する秋田県でＮ

ＩＥ全国大会が開かれ、その中で、「学力への

考え方が変わる中で、判断力や社会に参画する

力、論理的に考える力が求められている。その

ために、新聞を使うのは極めて有効」との基調

提案もあったところであります。

文科省は、学校図書館図書整備等５か年計画

の第５次計画が今年度から始まることを受け

て、さきの新学習指導要領の「主体的・対話的
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で深い学び」の授業改善を提示する中で、今後

５年間は、これは色がついていない地方交付税

措置で、実際に新聞に使えるかはそれぞれの自

治体の判断でありますけれども、年間30億円に

倍増し、各校の図書室に、小学校１紙、中学校

２紙、高校４紙の配備を目指すとしておりま

す。高校では、選挙権年齢の18歳への引き下げ

に伴いまして、主権者教育を進める中で、社会

課題について、異なる新聞を使って多面的に考

え、公正に判断する力を身につけてもらおう

と、４紙になっております。

それに呼応する形で、山形県では、全国で初

めて、ことしから県教育委員会の新規事業とし

て、市町村の新聞購入費の半額を補助し、小中

学生が、各クラスで新聞を教材に県内外の問題

に触れ、学びを深める環境を整備するとしたと

ころであります。そこで、教育長に、今年度か

ら文科省が、地方交付税措置でありますが、予

算を倍増し、ＮＩＥ教育を推進する中、学校の

教育カリキュラムで具体的にどのような取り組

みを進めていくのか、また、さらに踏み込ん

で、地方創生を目的とした郷土愛の醸成や学力

向上、家庭の経済状況に伴う教育格差の解消を

狙う目的で、今後、小中学校での１学級１新聞

を目指す考えはないか伺いたいと思います。

新しい学習指導要領○教育長（四本 孝君）

におきましては、「主体的・対話的で深い学

び」へとつながっていくよう、各種統計資料や

新聞などを授業で積極的に活用していくこと

が、これまで以上に求められております。

現在、全ての県立高校の学校図書館では、こ

うした授業を進める上で必要な新聞を配置して

おります。また、新聞各社が中心となって構成

されている宮崎県ＮＩＥ推進協議会と連携しな

がら、小中校のＮＩＥ実践指定校（９校）にお

きまして、公開授業を行っているところであり

ます。この中で、新聞記事から宮崎の課題を見

出し考察したり、実際に新聞づくりを行ったり

するなど、児童生徒の読解力や情報活用能力の

育成を図る取り組みがなされております。

御質問にありました１学級１新聞につきまし

ては、その実現に向け、何か工夫の余地がない

ものか、今後研究をしてまいりたいと考えてお

ります。

新聞を読むことで、社会に関○右松隆央議員

心を持ち、考える力が身についていきますの

で、ぜひ本県ならではの取り組みを進めていた

だければと思います。

最後に、河野知事に、本県の学力向上に向け

た御自身の考え、そして、どのような人材を本

県から生み出していきたいのか、知事の思いを

伺いたいと思います。

昨今、情報化やグロー○知事（河野俊嗣君）

バル化の進展、さらにはＡＩ（人工知能）の急

速な進歩など、社会情勢が大きく変化をしてき

ております。未来を担う子供たちには、単に知

識を身につけるだけではなく、知識を活用し

て、創造的なものを生み出す力が求められてい

ると考えております。御指摘にありましたよう

に、「活用する力」を伸ばすことは、こうした

力を持つ人材を育成することにつながり、ひい

ては、本県の明るい未来を切り開くことになる

ものと考えております。私としましても、学力

の一層の向上を図りながら、人間性豊かで、心

身ともにたくましく、しっかりと「生きる力」

を備えた子供たちの育成に努めてまいりたいと

考えております。

学力の文脈ではありますが、今回の全国和牛

能力共進会宮城大会において、小林秀峰高校が

一般の部門で全国５位に、そして高鍋農業高校
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が高校の部で全国２位になったわけでありま

す。そういう全国トップクラスの成績をおさめ

ながらも、なお悔し涙を流すその姿はすばらし

いものだと、日本一を目指すんだという高い志

を持っていた、その中での涙だったというふう

に受けとめておりますが、彼らが、何千人とい

う観衆が取り囲む中で、しっかり牛を立たせて

立派な成績を残したというのは、単に教わった

ことをやるだけではなしに、そういう環境の中

でも、どのように問題解決をするのか、どのよ

うに対応したらいいのかという、みずから考え

る力があったのではないかなと思っておるとこ

ろであります。それを支えたのは、やはり日本

一になるという高い志であったというふうに

思っております。

これから激動する世の中にあっても、高い

志、そして郷土愛、またグローバルな視野を

持って、宮崎や世界の未来を担う若い世代をあ

らゆる分野で育成し、そのような方向で積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

知事の御長男も司法試験に合○右松隆央議員

格されたということで、家庭教育の父親として

のお手本になっているのかなと私は感じたとこ

ろでございます。これからも、知事や私たち県

議会はもちろんのことでありますが、県教委、

地教委、学校が心を一つにして、宮崎県の子供

たちの学力向上、これからの宮崎を担うすばら

しい人材の育成に取り組んでいくことを願いま

して、私の一般質問の全てを終わらせていただ

きます。ありがとうございました。（拍手）

次は、満行潤一議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） まず、２巡○満行潤一議員

目国体施設の分散整備についてお尋ねいたしま

す。県有主要３施設の分散整備について、疑問

の意見も出されています。「分散させて利用者

の満足度向上につながるのか」「国体後のまち

づくり、観光振興も考えての分散化なのか」

「未来を真剣に考えているのか」とか、「宮崎

県民の総意はとれているのか」などです。

本県では、人口や産業が宮崎市など県央部に

集中する一方で、中山間地域を中心として、人

口減少や高齢化が著しく、過疎化が一段と進ん

でおります。このような状況は、県民生活のさ

まざまな分野に大きな影響を与えるものであ

り、人口や経済の偏在を固定・拡大させないた

めにも、県全体の活性化が重要であると考えま

す。その視点からも、県有施設の県内分散化は

必須であります。

競技施設ですから、当然、利用者である競技

者・競技団体の意向も大事です。しかし、公共

施設は利用者だけのものではありません。県民

の圧倒的多数は、この公共施設を利用しませ

ん。利用できません。利用する人の多くは、宮

崎市に競技施設があったほうが便利だと思うか

もしれません。しかし、県央一極集中の県有施

設の県内分散化を長らく訴えている宮崎市以外

の自治体、県民の意見も大切です。

県有施設を核に、地域活性化、共存共栄を考

えている地域がほとんどです。利用者優先だけ

を考えた宮崎市集中でいいのか。延岡市も都城

市も、財政負担をしてでも誘致したいとの思い

は重要ではありませんか。競技施設だけではな

く、美術館、図書館、芸術劇場、県立病院、あ

らゆる県有施設が宮崎市にあって当然と、多く

の宮崎市民は思ってはいませんか。

今回の競技施設の分散化は、長く続いた県央

一極集中に一石を投じる、県政始まって以来の

大きな決断だと思います。必ずや、今後の県と

地域の連携強化につながると確信をしていま

す。改めて、知事の英断を高く評価したいと思
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います。残された時間に余裕はありません。早

急にマスタープラン作成にかからなければなら

ないと思います。関係団体は当然ですが、とり

わけ当該自治体との協議を急がなくてはならな

いと思います。今後のスケジュールについてお

伺いいたします。

次に、獣医師不足と加計学園についてであり

ます。さきの２月議会で、私は、「既存学部の

定数増員による獣医師確保が急がれる」と、県

の対応を求めました。地域・分野ごとに獣医師

が偏在し、公務員獣医師、公衆獣医師の圧倒的

な不足があるからであります。その後、加計学

園問題がクローズアップされ、大きく報道され

たのが、日本獣医師会の見解「獣医師は足りて

いる」、この報道がひとり歩きをし、多くの国

民は、「獣医師は足りている」、地域・分野ご

とに獣医師の偏在があることを見過ごしてし

まったのではないかと危惧いたします。

もう一つ、国民の前に明らかにされたのは、

縦割り行政や官僚主義など、長年批判されてき

た「決められない政治」から大きく変容して、

官僚人事や重要な政策決定の権限が官邸に集中

していることです。50数年間も獣医学部の新設

がなかったことには、率直に驚きです。今回、

官邸主導、政治主導によって獣医学部新設がで

きたのも、その実績によるものと思います。

ただ、なぜ加計学園なのか、京都産業大学の

新設は認めなかったのか。集中する権力を使っ

た恣意的な決定や不正な運用はなかったのか。

本当に公平公正が担保されているのか。国民の

信頼を得るためにも、その決定プロセスの説明

責任が重要です。

160人もの定数の学部新設よりも、既存大学の

定数を増加させる方法、例えば、宮崎大学獣医

学部定数40人を45人にするなどすれば、国の予

算の増大、教員確保、質の確保など、多くの課

題にも対処できたはずであります。やっぱり加

計学園ありきで始まった獣医師増員ではなかっ

たのか、考えてしまいます。いずれにせよ、公

務員獣医師の絶対的不足は喫緊の課題です。本

県の獣医師確保の取り組みについてお伺いいた

します。

以下、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。

２巡目国体に向けた施設整備についてであり

ます。今回、新たに整備します陸上競技場、体

育館及びプールにつきましては、大会後も全県

的なスポーツの振興、地域振興に資する施設と

したいと考えておりまして、そのためには、競

技団体はもとより、地元自治体との連携・協力

が大変重要と考えております。

また、２巡目国体等の開催までには９年間あ

りますが、用地の確保や造成、設計、建設工事

などの期間を考慮しますと、御指摘のとおり、

早急に具体的な検討に入る必要があると考えて

おります。今後、各施設について、基本計画の

検討作業に入りますので、その中で、地元自治

体とは、県との役割分担や課題への対応、さら

に、国体後における施設の活用策等についても

協議し、方針を出してまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（大坪篤史君）

えいたします。

獣医師確保対策についてであります。家畜防

疫対策や食品の安全性確保など、公務員獣医師

の担うべき役割は、ますます重要となっており

ます。そのような中、本年度の都道府県の募集

人員は、全国の合計で約460名となる一方で、昨
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年度の採用人員は100名程度にとどまっており、

全国的にも獣医師確保は大変困難な状況にござ

います。

本県ではこれまで、採用年齢の上限引き上げ

（35歳未満から46歳未満へ）、さらには処遇の

改善、例えば、家畜保健衛生所に勤務する獣医

師の給料の調整額の引き上げ等に取り組みます

とともに、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しまして、全国の獣医系大

学での就職説明会への参加、出張講義の実施、

インターンシップの受け入れ等を進めていると

ころであります。

その結果、本県に勤務する公務員獣医師は、

口蹄疫発生後の平成23年度の163名から本年度

は176名になるなど、徐々にその成果が出てきて

いるところでございます。今後とも、獣医師の

業務の重要性を発信するなど、将来にわたる安

定確保に向けて鋭意努力してまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

２巡目国体、ぜひよろしくお○満行潤一議員

願いしたいと思います。手を挙げたほう、誘致

した延岡、都城、それなりの覚悟は必要である

と思いますので、ぜひ早急に具体的な話し合い

を進めていただきたいと思います。

獣医師の確保は、本当に大変な課題、県庁を

挙げて御努力いただいていることはよくわかり

ますが、ふえてはいますが、まだまだ足りな

い。獣医師しかできない業務がいっぱいあると

いう現実をみんなで認め合って、今後とも確保

に努力いただきたいと思っております。

安全・安心なまちづくりについてお願いした

いと思います。

全国の災害・被災現場を調査しております。

災害はえてして、規模、範囲など、想定を超え

る被害をもたらします。防災拠点庁舎の整備・

機能移転に伴い生じるスペースを、防災拠点庁

舎に隣接する３号館、４号館に確保して、休憩

室、シャワー室、食堂などのバックスペースを

整備する必要があるのではないかと考えており

ます。本県のＢＣＰ（事業継続計画）で十分

だ、そういう県庁の職員の強い意見もあること

は承知しておりますが、見解をお聞きしたいと

思います。

防災拠点庁舎の整○総務部長（桑山秀彦君）

備に当たりましては、災害応急対策活動を円滑

に実施できる十分なスペースを確保しますとと

もに、活動に従事する人員のための仮眠室や

シャワー室を設置することにしております。こ

のような中で、大規模災害が発生した際には、

県はもとより、国や自衛隊などの関係機関か

ら、多数の人員が参集することになりますの

で、活動が長期化するような場合には、議員の

御指摘の点も考慮する必要があるものと思って

おります。

このため、防災拠点庁舎の整備に伴って生じ

ます３号館などの空きスペースにつきまして

は、例えば、会議室を適切に配置することなど

によりまして、災害時には休憩や仮眠などのス

ペースとしても活用できるように検討してまい

りたいと考えております。

次に、再生可能エネルギーの○満行潤一議員

自給率のトップを狙おうではないかという提案

であります。日本のエネルギー自給率は、わず

か５％と極めて低い状況にあります。しかし、

市町村レベルで見ると、再生可能エネルギーの

みの自給率で100％を超えている自治体が全国

で71、本県でも、西米良村、川南町、都農町が

達成しております。

都道府県別の再生可能エネルギーによる電力

の割合、宮崎県は、大分県、秋田県、鹿児島県
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に次いで、全国４番目に高い位置にあります。

太陽光とバイオマスは全国トップレベルであり

ますが、残念ながら、小水力と風力が圧倒的に

少ない。風力はほぼゼロであります。農林水産

省でも、再生可能エネルギーを利活用した農山

村の振興に向けた取り組みが進んでいます。小

水力の実績が上がれば、全国トップになれま

す。小水力発電など再生可能エネルギーの取り

組み状況について、お伺いいたします。

県では、新○環境森林部長（川野美奈子君）

エネルギービジョンにおきまして、太陽光、バ

イオマス、小水力の３つを重点的なエネルギー

として位置づけ、太陽光発電の設置補助や木質

バイオマス発電の施設及び燃料の安定供給への

支援などを行ってまいりました。特に、小水力

発電につきましては、中山間地域の活性化に寄

与するものでありますので、市町村等が実施す

る導入可能性調査や施設整備を支援していると

ころであります。

また、企業局におきまして、これまで小水力

発電所を整備しており、昨年度は、新たに酒谷

発電所の運転を開始したところであります。こ

のほか、市町村等から要望のあった箇所の調査

や、市町村と共同でモデル発電所を建設し、実

証試験にも取り組んできております。今後と

も、小水力発電を初めとした再生可能エネルギ

ーの導入を推進してまいりたいと考えておりま

す。

取り組みいただいているのは○満行潤一議員

よく理解できているんです。しかし、ほかの県

は物すごく小水力の比率が高い、実績が高いと

いうことはありますので、ぜひ、企業局等とも

協議して、協力しながら、もっともっと実績を

上げていただきたいなと思っています。

次に、交通事故多発地帯である、国道10号が

国道269号と合流する都城駅入り口４差路交差点

付近の改良についてお尋ねいたします。日豊本

線ガード北側は、片側２車線の整備が終わって

いますが、南側の北進方向が、右側１車線が右

折専用となり、直線方向が１車線となり、混乱

する車両も多々あります。交通安全確保のため

に、国と協議し、この交差点付近の改良による

２車線化の考えはないかお伺いいたします。

国が管理す○県土整備部長（東 憲之介君）

る国道10号の都城駅入り口交差点付近は、国や

県などで構成します「宮崎県交通渋滞対策協議

会」において選定された主要な渋滞箇所となっ

ており、追突事故等が発生している状況にござ

います。そのため、その対策といたしまして、

国において実施中の電線地中化事業にあわせ

て、車線の見直しが検討されているところであ

り、今後、関係機関と協議を進めていくと伺っ

ております。

また、国と県において事業を実施中でありま

す都城志布志道路が完成しますと、都城市街地

へ流入する交通量の減少が想定されますことか

ら、渋滞が緩和され、交通の安全性が向上する

ものと考えております。今後とも、国や関係機

関と連携しながら、交通安全の確保に努めてま

いります。

ぜひ、片側２車線整備に向け○満行潤一議員

て、国と協議をいただきたいと思っています。

次に、福祉避難所についてであります。さき

の被災で、熊本市は福祉施設170カ所に委託して

いましたが、震災時に福祉避難所の公表ができ

なかった。委託施設の職員数は変わらないか

ら、新たな受け入れはできなかったということ

であります。数日間受け入れてくれる施設がな

かったという報告もあります。結局、大学の施

設を開放してもらい、設置したということであ
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ります。本県の福祉避難所の現状をお伺いいた

します。

県内の福祉避○福祉保健部長（畑山栄介君）

難所につきましては、ことし８月末現在、25市

町村において、福祉施設を中心に220の施設が指

定されております。県としましては、ホームペ

ージで、避難所の名称、住所等の周知を図ると

ともに、熊本地震の際、施設の損傷や職員の不

足等により、多くの福祉避難所が機能しなかっ

た状況を踏まえ、市町村に対して、福祉避難所

をさらにふやすよう働きかけているところであ

ります。

また、福祉避難所の多くは、高齢者施設や障

がい者施設、保育所等の福祉施設でありますこ

とから、県では、これらの施設が参画する災害

時相互応援協定の締結を通じて、被災時の物資

の提供や職員の派遣、利用者の受け入れなど、

広域的な支援体制づくりにも取り組んでいると

ころであります。

ぜひ、有効的な福祉避難所運○満行潤一議員

営ができるように、よろしくお願い申し上げた

いと思います。

次に、宮崎県交通安全県民運動「目指そうゴ

ールド免許取得率日本一」についてお尋ねしま

す。県内のゴールド免許取得率は、全国24

位、55.9％だそうです。なぜ宮崎県民の取得率

は低いのか。ペーパードライバーの比率が低

い。免許保有者の多くが、毎日、通勤や仕事で

使っているので、事故に遭ったり、一時停止な

どの交通違反を犯してしまう。決して他県のド

ライバーに比べてマナーが悪いわけではないと

思います。ゴールド免許取得率日本一の取り組

み状況をお伺いいたします。

ゴールド免許と○警察本部長（郷治知道君）

は、過去５年間、無事故・無違反の優良運転者

に交付される運転免許証のことで、ほかの運転

者よりも更新時講習の時間が短い、手数料が低

額などの利点があります。ゴールド免許取得

は、安全運転の積み重ねでありまして、取得率

向上を目指すことで、本県の交通事故防止や交

通マナーアップを図ることが期待できます。

県警では、本年５月から地元新聞社や協賛企

業とともに、「目指そうゴールド免許取得率日

本一 やさしい運転2017」普及キャンペーンに

取り組み、その一環として、毎月、県内の交通

情勢をわかりやすく取りまとめた交通安全特集

記事を掲載し、県民への周知を図っておりま

す。今後も、運転者向けの交通安全教育や広報

啓発活動の充実に努め、ゴールド免許取得率日

本一を目指してまいりたいと思います。

次に、特殊詐欺犯罪の対策に○満行潤一議員

ついてであります。一向に減らない高齢者を

狙った特殊詐欺事件。先週も、都城市の80代の

女性が112万円をだまし取られるオレオレ詐欺事

件が起きたと報道されています。被害者の８割

は65歳以上の高齢者と言われています。長年必

死で蓄えた老後の生活費を言葉巧みに奪ってい

く悪質な手口。県民挙げての粘り強い取り組み

が求められています。あの手この手で県民に啓

発したり、金融・コンビニ等の業界に協力依頼

したりと、防止策をとっておられるとは思いま

すが、改めて、特殊詐欺の被害状況と抑止対策

についてお伺いいたします。

まず、特殊詐欺○警察本部長（郷治知道君）

の被害状況です。本年８月末現在、34件認知

し、昨年同期と比べ16件の増加でありまして、

被害者の約６割が65歳以上の高齢者でありま

す。

この現状を踏まえまして、警察では、３つの

方向から抑止対策に取り組んでおります。第１
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に、犯人からの電話を防ぐために、個人の電話

機に取りつける自動録音機の貸し出しや、ＮＴ

Ｔ電話帳からの氏名の削除要請。第２に、電話

でだまされにくくするために、あらゆる広報媒

体やメディア等を活用して反復継続した広報啓

発活動、県民に直接電話をかけまして注意を喚

起するコールセンター事業。第３に、水際で被

害を阻止するために、金融機関やコンビニエン

スストア等と連携し、お金を振り込もうとして

いる方全てに声かけを推進しているところであ

ります。

オレオレ詐欺をだまし電話詐○満行潤一議員

欺とか、今、わかりやすい名称に変えて、本

県、努力いただいております。本当に悲惨な状

況を少しでも減らしたい。ぜひ御努力いただき

たいと思っています。

もう一つお願いしたいのが、都城警察署の改

築についてであります。私は、議員になってか

らずっと、毎年ほぼ１回、都城警察署の改築に

ついてお尋ねしています。昭和32年に開庁して

以来、日本で最古の庁舎となっている都城警察

署、めでたくことしで60年となります。耐震診

断上は問題がなくても、執務スペースの狭隘

化、来庁者駐車場不足、災害時等の危機管理ス

ペース不足、本当に大きな課題がたくさん山積

しています。新築整備計画はいつになればでき

るのかお伺いいたします。

都城警察署につ○警察本部長（郷治知道君）

きましては、築後60年が経過し、老朽化が進ん

だ警察署となっておりますが、平成９年度に耐

震補強を行いまして、防災活動拠点としての機

能が果たせるよう、必要な措置をとらせていた

だいております。また、狭隘化への対応としま

して、昭和55年度と平成13年度には増築を行い

まして、必要な事務室等を確保している状況に

ございます。

県警察といたしましては、警察署の建てかえ

の考え方として、治安基盤及び防災活動の拠点

としての機能を十分発揮できる施設整備を目指

し、厳しい財政状況下ではございますが、機能

に支障のある警察署を最優先とし、順次整備し

ていきたいという方針でございますので、どう

ぞ御理解をお願いいたします。

本部長は都城署に来られたか○満行潤一議員

どうかわかりませんが、本当に大変な状況であ

ります。県内第２の都市、県西の中心部であ

り、交通の要衝でもある都城、ぜひ一日も早い

新築を要望しておきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

防災ヘリの安全運航確保についてでありま

す。平成17年２月に防災救急ヘリコプター「あ

おぞら」を運航開始し、今日まで事故もなく活

動いただいています。残念ながら、本年３月に

長野県の防災ヘリが訓練中に墜落し、乗員９名

全員が犠牲となりました。本県の運航に係る安

全性確保の取り組みについてお伺いいたしま

す。

防災救急ヘ○危機管理統括監（田中保通君）

リの救助・救急活動には、常に危険が伴います

ので、適切な事故防止対策を事前に講じておく

ことが、安全運航上、大変重要と考えておりま

す。このため本県におきましては、計画的な点

検の実施など機体の安全確保に努めますととも

に、日ごろの訓練等により、隊員の救助技術の

向上や安全に対する意識の醸成を図っておりま

す。

また、出動の際には、運航基準の遵守や救助

現場における安全確認を徹底しているほか、運

航指揮者と実際に救助に当たる隊員を明確に区

分するなど、活動が円滑かつ安全に実施できる
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体制を整えているところであります。今後と

も、防災救急ヘリの安全運航の徹底を図り、事

故の未然防止に努めてまいりたいと考えており

ます。

ぜひよろしくお願い申し上げ○満行潤一議員

たいと思います。

次に、商工観光の振興に移ります。

県内若者の定着についてであります。都城の

事例を紹介させていただきます。ことしも、都

城圏域産学官金交流会（学校と企業との情報交

換会）が開催され、参加学校16機関（公立・私

立の高校、高専、大学、特別支援学校、高等職

業訓練校など）、そして参加企業36、10分ごと

に相手が入れかわるお見合い方式で行われてお

りました。学校は地元就職率の向上、企業は優

秀な地元人材確保を目的に、真剣な意見交換が

行われていました。こういった学校と地元企業

の情報交換が若者の県内定着を促進する効果が

あると思います。このような学校と企業の情報

交換会を県内に広げられないか、お尋ねいたし

ます。

若者の県○商工観光労働部長（中田哲朗君）

内就職を促進するためには、県内企業と学校の

相互理解を深めていくことが重要であると考え

ておりまして、現在、県内各地で高校と企業の

意見交換会を開催しているところであります。

参加した高校からは、「地元企業を知るよい機

会だった」という声や、企業からは、「学校の

忙しさがわかったので、今後は学校に出向いて

ＰＲしたい」といった前向きな意見が寄せられ

ております。

御紹介のありました都城圏域での交流会は、

地域が主体的に企業と学校の接点づくりを行う

ものであり、大変有意義な取り組みだと考えて

おります。今後、市町村や経済団体等と意見交

換を行いながら、このような取り組みが県全体

に広がるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、宮崎県産業振興機構の○満行潤一議員

３事業の成果についてであります。大胆に産業

構造を変えなければ、本県の弱い経済力の構図

は変わらないとの指摘もあります。宮崎県産業

振興機構は、総合相談窓口、開設場所３カ所、

よろず支援拠点事業、平成26年６月に開設さ

れ、宮崎、都城、延岡、日南に設置されていま

す。みやざきフードビジネス相談ステーション

を平成25年10月に開設、これら３事業の成果に

ついてお尋ねいたします。

産業振興○商工観光労働部長（中田哲朗君）

機構の相談事業につきましては、国や県の委託

等を受けて実施しているところでございます

が、平成28年度の相談件数は、総合相談窓口

が543件、よろず支援拠点が5,760件、みやざき

フードビジネス相談ステーションが1,293件の合

計7,596件で、経験豊富なコーディネーターの増

員やサテライト相談窓口の新設などにより、相

談件数は年々増加しているところであります。

相談事業の成果としましては、商品の開発や

パッケージ見直しへのアドバイス等により販路

開拓につながった事例や、経営改善計画の策定

支援により生産性の向上や売り上げの拡大が図

られた事例など、数多くの成果が出ているとこ

ろであります。

大きな成果が上がっています○満行潤一議員

ので、ますます振興機構の活躍を期待しており

ます。

次に、神楽の無形文化遺産登録に向けた取り

組みについてお伺いいたします。県内には、地

域性豊かな神楽が200カ所以上受け継がれており

ます。国の重要無形民俗文化財に指定されてい
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る神楽が４件。神楽のように、一つの芸能

が1,000年を超えて全国に伝えられている、世界

でも類例なき民俗伝統芸能であります。

本年３月に刊行された「みやざきの神楽ガイ

ド その歴史と特色」を読むと、宮崎県が日本

有数の神楽伝承地であることが立証されていま

す。近年の少子高齢化、中山間地の急激な人口

減少により、伝承も年々厳しい状況と聞きま

す。その追い風となる神楽のユネスコ無形文化

遺産登録に向けた取り組み状況について、お伺

いいたします。

県では、ユネスコ無○教育長（四本 孝君）

形文化遺産の登録に向けまして、県内の神楽の

調査・研究や、神楽映像の公開などの情報発信

を行いますとともに、九州管内の国指定神楽保

存団体10団体から成ります「九州の神楽ネット

ワーク協議会」を設立したところであります。

今後は、協議会において、各保存団体の取り組

みや後継者育成等の課題についての情報交換な

どにより連携を深めながら、登録に向けた文化

庁への働きかけを行ってまいりたいと考えてお

ります。

また、神楽の保存・継承の取り組みとしまし

て、用具整備など後継者育成に要する経費への

助成や、神楽の担い手と知事との意見交換や国

立能楽堂での神楽公演などを通じて、継承に向

けた機運の醸成を図っているところでございま

す。今後とも、これまでの取り組みを継続する

とともに、関係機関との連携拡大を図るなど、

神楽の保存・継承に努めてまいりたいと考えて

おります。

紹介しました「みやざきの神○満行潤一議員

楽ガイド」、本当に立派な本ができ上がってい

ます。１人でも多くの方にこのガイドを読んで

いただきたいなと。ぜひ、登録に向けて引き続

き御努力をいただきたいと思います。

次に、台湾の16年ぶりの日本産牛肉の輸入再

開についてお伺いいたします。台湾は、牛海綿

状脳症（ＢＳＥ）感染牛の確認を受けて2001年

から禁止している日本産牛肉の輸入を、条件つ

きで解禁する方針を発表し、昨日付で解禁され

たとの報道がありました。輸入再開に当たっ

て、日本産は生後30カ月以下などの条件がつけ

られる見通しのようであります。早急な対応が

必要と思いますが、台湾の輸入再開に向けた本

県の取り組み状況をお聞きいたします。

台湾への牛肉○農政水産部長（大坪篤史君）

輸出につきましては、本県農産物輸出の牽引役

である宮崎牛の輸出拡大に向けた大きなチャン

スであると考えております。現在、台湾では、

７月17日から９月15日までの60日間、パブリッ

クコメントが実施されまして、ただいま議員も

おっしゃいましたように、昨日18日付で日本産

牛肉の輸入を解禁したとの報道もなされている

ところでございます。

したがいまして、今後の具体的手続等につき

まして、国やジェトロ等を通じました情報の収

集に努めますとともに、関係機関や団体と連携

して、宮崎牛の輸出が円滑にスタートできるよ

うに準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

県産材の利用促進についてお○満行潤一議員

伺いいたします。鹿児島県には、「認証かごし

ま材」という制度があります。鹿児島県内の認

証を受けた製材工場で、品質・寸法・乾燥等が

日本農林規格（ＪＡＳ）を満足するように加工

された材で、含水率管理を十分に行っていま

す。認証かごしま材には、認証ラベルが張られ

ています。

民間では、金利等優遇制度「認証かごしま材
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の家」の展開、公共建設物には、この認証かご

しま材を使用するなど、県産材利用促進の取り

組みを進めています。本県もさらなる取り組み

が重要だと思います。本県の公共建築物におけ

る県産材利用促進の取り組み状況をお伺いいた

します。

県では、県○環境森林部長（川野美奈子君）

有施設を整備する際、法令等の制限のある場合

を除き、原則木造とし、それが困難な場合で

も、木質化することを定めた「県産材利用推進

に関する基本方針」に基づき、県産材の活用を

進めているところでございます。また、市町村

に対し、「木材利用方針」の策定を働きかけ、

その結果、全ての市町村で方針が策定されてお

ります。

さらに、市町村や民間事業者が県産材を利用

した公共建築物を整備する際に補助を行うとと

もに、木材利用技術センターにおいて、建築物

の構想段階から技術面での指導・助言を行うな

ど、ハード・ソフト両面からの支援を行ってい

るところでございます。これらの取り組みによ

り、役場庁舎や学校、交番、老人ホームなど、

県民生活に身近な公共建築物において、県産材

の活用が着実に進んでいるものと考えておりま

す。

今この質問をしたのは、とあ○満行潤一議員

る自治体でそうじゃないケースがあったという

ことで質問しておりますので、市町村と十分連

携をとって利用促進をお願いしたいと思いま

す。

次に、福岡市にアンテナショップを設置して

はどうかという提案を申し上げたいと思いま

す。東京に立地する各県のアンテナショップを

見て回っています。今般、会派の調査で、福岡

事務所と意見交換会を持つ機会がありました。

福岡は、九州の玄関、中心地であります。民間

企業とコラボするなどして、福岡市に常設のア

ンテナショップを設置してはどうかと思いま

す。見解をお伺いいたします。

福岡市○商工観光労働部長（中田哲朗君）

は、人・物・情報が集中する九州の中心都市で

あり、近年では、クルーズ船などによるインバ

ウンド客の増加も著しく、本県の情報発信や販

路開拓等を行う上で大変重要な地域であると認

識いたしております。このため、小売店や飲食

店など民間事業者と連携し、本県の食や物産、

観光等の魅力を発信するフェアやイベントの実

施に積極的に取り組んでいるところでありま

す。

アンテナショップにつきましては、現在、新

宿みやざき館ＫＯＮＮＥのリニューアルに取り

組んでおり、当面はその運営に注力する必要が

あると考えております。お尋ねの福岡市におけ

るアンテナショップにつきましては、今後、費

用対効果等も含め、関係団体とも協議しながら

研究してまいりたいと考えております。

ぜひ検討いただきたい。要望○満行潤一議員

しておきたいと思います。

次に、都城盆地に県の工業団地を造成できな

いか、知事に伺いたいと思います。現在、県は

高原町のフリーウェイ工業団地しかありませ

ん。都城市は、新たに平成27年１月に分譲開始

したが、既にあと１区画しかない状況のようで

あります。多くの引き合いがあるが、分譲する

土地がなくて断っている状況だとも聞きます。

都城志布志道路の開通を見越した需要もその要

因だと思います。

また、ドライバーの長時間労働も社会問題化

され、物流拠点の分散化の動きも顕著です。南

九州の拠点となれば、一定の人口、インフラ整
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備の進む都城となるのではないでしょうか。都

城市では新たな工業団地の計画もあるようです

が、県も都城圏域に造成される考えがないか、

お伺いいたします。

東九州自動車道、また○知事（河野俊嗣君）

都城志布志道路などインフラ整備が進む中で、

製造業や流通業などの受け皿となります工業団

地の整備は、企業立地を円滑に進める上で大変

重要と考えております。現在、都城市を初めと

して、工業団地の整備に向けた取り組みが進め

られておりますことから、県としましては、市

町村が行う整備に対する補助制度により、これ

までに都城市を含めた４市への支援を行ってき

ております。

工業団地の整備につきましては、地域の実情

を踏まえ、企業ニーズに迅速に対応していくこ

とが大変重要でありまして、県といたしまして

は、引き続き、市町村の行う団地整備を支援す

ることで、県内への企業立地による新たな投資

や雇用の創出を促進し、地域経済の活性化につ

なげてまいりたいと考えております。

県がそうやって市町村を支援○満行潤一議員

しているということを今回初めて知りましたけ

れども、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと

思います。

次に、地域振興のための公共交通網の整備に

ついてお尋ねいたします。

まず、ＪＲ九州の動きが気にかかっていると

ころです。日豊本線の特急ワンマン化の拡大

や、路線ごとの輸送密度の公表、地元自治体と

の財政負担の協議方針など、今までにない動き

があります。日南線、吉都線のさらなる合理化

の動きではないのかと気がかりです。

肥薩線、日南線、三角線には、観光列車があ

ります。輸送密度最下位の肥薩線は、「ＳＬ人

吉」「かわせみ やませみ」「いさぶろう・し

んぺい」「はやとの風」が走っています。特

に、利用者数が大きく減少し、観光列車もない

吉都線は、廃止になる可能性があります。さら

なる吉都線利用促進事業を沿線自治体と取り組

み、ＪＲ九州に強くアピールすべきではないか

と考えますが、見解をお伺いいたします。

ＪＲ吉都線に○総合政策部長（日隈俊郎君）

ついては、少子化等に伴い、利用者が大きく減

少しておりますが、地域住民の生活交通手段と

して重要な役割を果たしております。このため

県では、沿線自治体等で組織する地元協議会と

一体となりまして、利用促進の取り組みを行っ

ておりますほか、県内鉄道網の維持・充実につ

いて、機会あるごとに、国やＪＲ九州に要望を

行っているところであります。県としまして

は、今後とも、沿線自治体と連携し、知恵を絞

りながら、「地域がみずから乗って残す」とい

う活動を盛り上げたいと考えております。

また、沿線の人口が減少を続ける中、他の地

域からの利用も伸ばしていく必要がありますの

で、企業等の協力を含め、官民一体となった新

たな利用促進策等の検討を行い、ＪＲ九州への

要望にも生かしてまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ新たな取り組みをお願い○満行潤一議員

したいと思います。

次に、路線バスです。ＪＲと路線バスの連携

があって、中山間地域振興に、地域の維持に大

いに寄与していると思います。地域交通網の中

でも路線バスは、中山間地域の命綱です。国

は、路線バスネットワーク強化と言いながら、

地域交通網維持の補助金など関連予算をカット

しています。せめて現状維持の財政支援の継続

が重要だと思いますが、県の見解をお伺いしま
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す。

路線バスにつ○総合政策部長（日隈俊郎君）

いてでありますが、通勤や通学、通院など、地

域住民の日常の移動手段としての役割を果たし

ておりまして、路線を維持するための国の補助

制度は重要と認識しております。急速な人口減

少・少子高齢化が進む地方においては、交通事

業者の努力だけでは地域公共交通網の維持・確

保が困難となっておりますので、引き続き、国

と地方が連携していくことが必要であります。

このため県では、全国知事会や九州地方知事

会を通じて、国に対し、徐々に厳しくなってい

る中ではありますが、路線の維持・確保を図る

ために必要な現行制度の維持と予算の確保を求

めており、今後とも働きかけを行ってまいりた

いと考えております。

ぜひ強い働きかけをお願いし○満行潤一議員

たいと思います。

要望を２つしておきたいと思いますが、１つ

は、来年度改定予定の中山間地域振興計画に有

効な支援策をしっかりうたってほしいというこ

とであります。もう１つは、ＪＲ日豊本線、こ

れは２両編成なんですけれども、朝夕の通勤・

通学時間帯は大変混雑して危険な状況にありま

す。ぜひ、３両、４両編成にならないのか、引

き続きＪＲに要望をしていただきたいと思って

おります。

次に、保健医療福祉の充実についてでありま

す。

健康道場について。兵庫県の淡路島にある五

色県民健康村健康道場の３泊４日の体験研修に

行ってまいりました。メディカルファスティン

グ（医学的断食療法）は、これも断食道場の特

徴である丹田呼吸法と同様に、頭を空っぽにす

ると同時に、体の代謝を活性化し、充実感と生

命力を強力に高める心身医学です。道場長の笹

田医学博士は、全国で唯一の公立ファスティン

グ（断食療法）専門施設として、医学管理され

たファスティングを確立し、30年間に約２万人

の利用者に指導されてきました。長いコース

は16日間から短い４日間コースまで、老若男女

問わず宿泊されておりました。

私は、健康ブームの先端を走る施設、若者か

ら高齢者まで利用可能な施設だと思います。な

ぜほかに類似施設ができないのかが不思議であ

ります。ダイエットブームは続いていますが、

減量の基本は体を鍛える運動主体であります。

体も元気、ストレスも根本から改善、これがこ

の施設ではできます。金も名誉も全て手に入れ

た人たちは、老年は健康でいたい、そう願うの

が普通だろうと思います。宮崎の雄大な自然環

境の中で、食事は地元でとれたての無農薬・有

機野菜、これに広大な浜浴、砂浴をセットに

「ウエルネスランド宮崎」と銘打ってやれない

のかなと思っています。健康づくり協会もあり

ます。ぜひ、関連団体と協議して、このような

施設ができないか提案をいたします。

県では、県民○福祉保健部長（畑山栄介君）

の健康寿命の延伸に向けて、市町村や企業等と

連携しながら、食生活の偏りや運動不足など、

本県の課題となっている生活習慣の改善を図る

ための取り組みを推進しております。生活習慣

の改善に向けた取り組みには、今議員から御紹

介がありました絶食療法や砂浴等、多様な方法

がありますけれども、県民の皆様には、健康状

態や日々の生活状況に応じ、自分に合った方法

を選択して、生活習慣の改善に努めていただき

たいと考えております。

県としましては、県民全体を対象に推奨でき

る取り組みとして、まずは一般的に有効性や安
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全性が確認されている野菜の摂取量や歩行量の

増加等の取り組みを優先的に実施しながら、健

康長寿社会づくりプロジェクトを進めてまいり

たいと考えております。

わかりました。○満行潤一議員

次に、南部福祉こどもセンターの生活保護担

当を中央福祉こどもセンターに集約すべきでは

ないかとの提案であります。現在、都城市の南

部福祉こどもセンターに配置されている生活保

護ケースワーカー２人が、三股町と高原町を担

当しています。ケースワークは、ＳＶを中心に

グループでケース検討を行い、処遇を決定し、

当たるのが原則とされています。ぜひ、ある一

定の人数のいる中央福祉こどもセンターに集約

するべきだと考えますが、いかがでしょうか。

生活保護を担○福祉保健部長（畑山栄介君）

当する職員の資質向上は重要であると認識して

おりまして、年間を通じて、ケースワーカーの

経験年数等に応じた研修やケース検討会議など

を定期的に開催しております。

また、具体的な支援においては、地元の自治

体や関係機関との連携が不可欠であり、受給者

の方が、就労や医療、家庭の問題などの相談等

のため来訪される機会もありますことから、所

管する地域の近くに事務所があることも大変重

要であると考えております。今後とも、職員の

資質の向上に努めるとともに、住民の身近にあ

る事務所の特性を生かし、地元自治体等と一緒

に、生活保護業務の適正な実施に努めてまいり

たいと考えております。

わかりました。○満行潤一議員

次に、子育て支援に逆行している国民健康保

険制度について２点伺います。１つは、子供に

かかる均等割保険料の徴収です。収入のない子

供に均等割がかかる不合理さであります。子育

て世帯の負担軽減を図るために、子供にかかる

均等割保険料を軽減する支援制度が必要と考え

ます。軽減措置の導入について、現状はどう

なっているかお伺いいたします。

国民健康保険○福祉保健部長（畑山栄介君）

の均等割保険料は、世帯の加入者一人一人に均

等に負担を求めるものであり、世帯に子供がふ

えると保険料の負担が重くなります。一方で、

被用者保険は、扶養家族の人数により保険料が

変わらないことから、国民の保険料負担の平準

化等に向け、子供にかかる均等割保険料の軽減

措置の導入について、全国知事会を通じて国へ

要望しているところであります。

もう１つ、子供の医療費助成○満行潤一議員

制度実施に伴う交付金減額ペナルティーについ

てであります。現在、全ての自治体において、

対象年齢は異なるものの、子供の医療費助成が

行われていますが、この地方単独事業を実施し

ている自治体に対する国民健康保険の国庫負担

減額調整措置についても、極めて不合理な措置

であると言えます。子供の対象年齢にかかわら

ず、減額措置を全面的に廃止することが急がれ

ます。国の動向についてお伺いいたします。

市町村が地方○福祉保健部長（畑山栄介君）

単独事業として子供に対する医療費助成を現物

給付で実施する場合、市町村国保に対する国庫

負担の減額措置が行われております。この措置

は、地方自治体による少子化対策の取り組みを

阻害するものであるとして、全国知事会等を通

じ、直ちに廃止するよう要請を行ってきたとこ

ろでありますが、本年８月31日に関係省令の改

正がなされ、平成30年度より、未就学児までを

対象とする医療費助成については、国保の減額

調整措置を行わないとされたところでありま

す。
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地方の声によって、未就学児○満行潤一議員

までは来たんだろうと思いますが、もっと小学

校、中学校、高校、まだまだやっているところ

は実際ありますので、国の制度が改善されるこ

とによって、例えば宮崎とか都城とか、そうい

うところにも広がるのではないかと思いますの

で、ぜひお願いしたいと思います。

次に、学校教室の冷房設置についてでありま

す。文科省の調査によれば、公立学校の冷房装

置の設置率は41.7％、３年前に比べ11.8ポイン

ト増加していますが、地域差が拡大していま

す。宮崎県は30.3％です。限られた予算の中、

校舎の老朽化対策、トイレの洋式化が優先され

ています。健康保持はもちろんながら、学力向

上のためにも冷房が必要だと考えます。大阪市

立の全小中学校で冷房が設置され、その結果、

夏休みが１週間短縮され、授業時間をふやし

た。勉強に集中できる環境を整えたということ

であります。

また、文科省は、教室の温度は10度以上30度

以下が望ましいとしています。市町村立学校の

現状を県はどう考えているのか、教育長にお伺

いいたします。

県内の市町村立小中○教育長（四本 孝君）

学校の冷房設備設置率は、全国平均と比べると

低い状況にあると認識をしております。市町村

立小中学校の施設整備につきましては、各市町

村において検討が行われるものであり、地震や

老朽化対策など、児童生徒の安全性や財政状況

等を勘案し、優先度の高いものから計画的に整

備が図ら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、冷房設備の

整備は、教育環境の改善につながるものであり

ますので、研修会や担当者会議などさまざまな

機会を通じて、引き続き、国の補助制度等の情

報提供を行ってまいりたいと考えております。

ＯＥＣＤは、2014年の加盟国○満行潤一議員

のＧＤＰに占める教育機関への公的支出の割合

を公表しています。日本は3.2％で、ＯＥＣＤ加

盟34カ国中最低、最下位です。教育へのさらな

る公費投入を国に強く訴えていただき、教育環

境の充実、保護者負担の軽減につなげていただ

きたいと思います。

最後に、ふるさと納税についてであります。

昨年の都城市のふるさと納税額は73億円余であ

りました。特色ある返礼品で納税者の関心を引

きつけ、４年連続で過去最高額を更新していま

す。返礼品を扱う業者も65社と広がっており、

広く経済効果もあらわれています。過熱する自

治体間競争に、総務省が寄附の返礼品について

新たな基準を通知するなど、行き過ぎた競争が

問題になっています。

そもそもこの制度の趣旨は、「自分が生まれ

教育を受けたが、その後は都会に出て働くこと

になったので、ふるさとの自治体に納税ができ

ない。そこで、お世話になったふるさとに、自

分の意思で寄附ができる制度をつくりたい」と

いうものでありました。背景にあるのは、東京

と地方にある、人口１人当たりの２倍、３倍と

いう地方自治体間の税収格差を何とかしたいと

いう考え方です。

これを是正する制度としては、国庫支出金

（補助金）と地方交付税交付金の２つがありま

すが、前者はひもつきで自由度が低い、後者だ

けでは格差是正は十分ではない。そこで、住民

個人の意思で寄附をしたということにすれば、

実質的な自治体間の水平調整が可能になるので

はないかということでできたのが、ふるさと納

税であります。

制度創設時は、恐らく大々的な税金の移譲は
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生じないだろうと考えていたと思いますが、

「返礼品狂騒曲」とまで称されるようになった

ふるさと納税の寄附額は1,653億円で、制度の始

まった2008年度の20倍以上に膨れ上がっていま

す。東京都以外の自治体の中にも、税収減が生

じた自治体が出てきて、これらの自治体から是

正を求める声が出てきました。

しかし、税収不足に悩む多くの自治体が、こ

の制度を利用して寄附金をふやし、地域独自の

政策課題解決に充てたいと、地元企業と協力

し、知恵とアイデアを出し合い、地域の特徴を

生かした独創的な返礼品を生み出しています。

市町村と県とはスタンスは違うと思いますが、

本県のふるさと納税の取り組み状況をお尋ねい

たします。

ふるさと○商工観光労働部長（中田哲朗君）

納税は、貴重な財源確保だけでなく、地場産業

の振興や域内経済の循環、地域の認知度向上に

寄与する取り組みであると考えております。こ

のため県では、寄附の返礼品として、県内各市

町村の特産品を幅広く取りそろえるなど、本県

の多彩な魅力のＰＲに努めているところであ

り、その結果、昨年度の寄附実績は、全国の都

道府県で11番目の約１億円となっております。

県としましては、引き続き、制度の趣旨を踏

まえた適切な運用を図りつつ、１人でも多くの

皆様に宮崎を応援していただけるよう、返礼品

の充実や効果的なＰＲに取り組んでまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。全○満行潤一議員

ての質問を終ります。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

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０分開議

休憩前に引き続き会議を開○横田照夫副議長

きます。

次は、日高博之議員。

〔登壇〕（拍手） 自民党の日○日高博之議員

高博之でございます。きょうは上下左右に首が

自由に回らないものですから、御容赦くださ

い。よろしくお願いいたします。速記の方も気

にしないようにお願いいたします。

それでは、通告に従いまして順次質問してま

いります。

まず最初に、スポーツランドみやざきについ

てお伺いいたします。

スポーツランドみやざきは、名実ともに全国

各地にスポーツキャンプの聖地として響き渡っ

ており、県でも観光行政のかなめとして積極的

に推進されています。ここで私なりに、スポー

ツランドみやざきの歴史、背景をたどってみた

いと思います。かつて宮崎県は、新婚旅行の

メッカとして多くの観光客が訪れていました

が、だんだんと下火になり、宮崎の観光の将来

が不安視されていました。そうした中、宮崎に

は、読売巨人軍のスポーツキャンプを長年受け

入れているという実績、受け入れノウハウがあ

り、この強みを生かし、社会人、学生の合宿や

スポーツ大会を誘致する取り組みを強化しては

どうかと、宮崎市の旅館組合のメンバーなどが

中心となり、スポーツランドみやざきの取り組

みが始まったと聞いております。宮崎ならでは

の強みであります、温暖な気候、日照時間の長

さ、そして整備されたスポーツ施設や受け入れ

実績に加え、これまで官民一体となって積極的

に誘致活動に取り組んできた成果がここにある

と自負するわけであります。やはり、スポーツ



- 194 -

平成29年９月19日(火)

ランドみやざきがこのように発展したことは、

先人が築いてこられた御努力に感謝しなくては

ならないと考えております。そして私たちは、

その先人が築いてこられたものを引き続き継承

するとともに、より発展的にスポーツランドみ

やざきの未来を築いていく必要があると思いま

す。そこで、知事として、スポーツを軸とした

観光誘客の取り組みを今後どのように展開して

いくのか、お伺いいたします。

次に、５月に、知事の県政報告会の弁士とし

て、橋本聖子自民党参議院会長が来県をされま

した。橋本先生の講演を聞かせてもらった感想

は、とても足がきれいだった……。それはまた

置いておいて。お父様から、オリンピックにち

なみ「聖子」という名前をつけられ、幼少時か

ら、何の種目でもいいからオリンピック選手に

なれと育てられ、北海道出身ですから、近くの

池に氷が張るのでスケートをすることに決め頑

張っていたら、小学校３年のときに肝臓病を患

い、入退院の繰り返しをすることになってしま

い、本当に生死をさまようような病気だった

が、オリンピックという目標があったからこ

そ、病気を克服し、厳しいトレーニングに耐

え、オリンピアンという目標を達成したという

わけであります。

橋本先生いわく、治療をしながら世界を転戦

していろんな国を見ると、ドイツ、アメリカな

どスポーツ医学先進国にはスポーツ医学研究所

の拠点があり、そこにはアスリートを治療した

り検査したりする施設が整い、それを、エリー

トアスリートだけではなく地域全体でうまく

使っているなど、日本とは全く違い、環境が

整っているとのことでした。そういうみずから

の経験があったからこそ、東京オリンピック・

パラリンピックでは、これまでの精神論、ど根

性主義から、アスリートの体のケア、食事療

法、心のバリアフリーなど、アスリートそれぞ

れの特徴に合わせて、本番でどうすれば100％の

パフォーマンスが発揮できるのかという新たな

視点を持って、その先にある金メダルを取れる

選手の育成に、ＪＯＣ副会長として尽力されて

いるのだろうと思いました。そして肝心なこと

は、オリンピックを起点としてスポーツ産業が

急成長し、スポーツを通じて教育、福祉、医

療、食育、観光など、大きな社会問題にアプロ

ーチできる産業に成長するとも言っておられま

した。ぜひ宮崎でも、スポーツランドみやざき

を推進していく中で、さらに、スポーツ産業の

展開という視点を持った取り組みが必要だと考

えますが、知事の見解をお伺いいたします。

後の質問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。

まず、スポーツを軸とした観光誘客の今後の

展開についてであります。本県では、長年にわ

たり官民が連携してスポーツランドみやざきづ

くりに取り組んできた結果、プロ野球やＪリー

グといったプロスポーツ、またアマチュアスポ

ーツも含め、多くの観客や各種メディアの来県

にもつながるなど、本県観光の柱の一つとして

大きく育ってまいりました。御指摘のとおり、

先人に対する感謝の思いを抱いているところで

あります。今後、さらにこの経済効果を広く波

及していくためには、スポーツキャンプ・大会

の全県化、通年化、多種目化を図るとともに、

スポーツ観戦等を目的に来県された方々を観光

地に誘導する仕組みづくりでありますとか、ゴ

ルフ、サーフィン、サイクリングなど、本県な

らではの快適な環境を生かしたスポーツツーリ
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ズムにも新たに取り組んでいく必要があると考

えております。また、東京オリンピック・パラ

リンピック等の事前キャンプを契機として、ス

ポーツの聖地宮崎を国内外に強く発信するとと

もに、本県の大きな強みである食の魅力なども

最大限生かしながら、さらなる観光誘客につな

げてまいりたいと考えております。

次に、スポーツ産業の展開についてでありま

す。本県が推進しておりますスポーツランドみ

やざきの強みを生かしながら、観光面のみなら

ず、新たなスポーツ産業を創出していくことは

重要な課題であると認識をしております。国に

おきましては、昨年６月に閣議決定された「日

本再興戦略2 0 1 6」で、スポーツ市場規模

を、2015年の5.5兆円から、10年間で15兆円に拡

大することを目標として掲げるなど、スポーツ

産業の活性化に向けた機運が高まってきており

ます。本県におきましても、みやざき産業振興

戦略におきまして、スポーツ・ヘルスケア産業

を、今後成長が期待される産業として位置づけ

ております。産学金官の連携のもと、農商工、

ＩＴ、医療・福祉など、多様な分野の融合によ

り新たなビジネスを創出していくことで、本県

経済の活性化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〕

ドイツ陸連の合宿が決まって○日高博之議員

いますので、この機をチャンスと捉えて、スポ

ーツ先進国であるドイツ陸連との人脈を築いて

ノウハウも習得すること、これは大変重要なこ

とだと思いますので、積極的に財源もかけなが

らやっていただきたいと思います。また、東京

オリンピック・パラリンピックを節目に、日本

の産業構造が大きく変化すると言われておりま

すので、新たなビジネスの創出に向け、スピー

ド感を持って推進していくようお願いいたしま

す。

次に、昨日、広島がリーグ優勝して、本当に

よかったなと思っています。今回、本当に忍び

ないんですが、巨人軍キャンプについてお伺い

したいと思います。

スポーツランドみやざきの核であります読売

巨人軍の宮崎キャンプが、来年60周年を迎えま

す。巨人軍は、1959年から本県でキャンプを張

り、これまで多くの有名選手が宮崎の聖地で育

ち、宮崎を第二の故郷と思う選手も多くおられ

ます。関係者からよく聞く話ですが、「現在、

キャンプ地である宮崎総合運動公園は、環境も

整い、キャンプ地として質は申し分ないが、サ

ンマリンスタジアムと木の花ドームとブルペン

の動線が離れており、移動時間がかかり使いづ

らい」や、「一番は、キャンプに来ているファ

ンがじっくり見られないなど、コンパクト性に

問題がある」と言われておりました。また、サ

ンマリンスタジアム周辺の整備の要望も出てい

ると聞いております。このことは、今になって

始まった話ではなくて、沖縄に一軍の２次キャ

ンプが決まる前から懸念されていたことであり

ます。そこで、チームの要望に応えるキャンプ

環境の整備についてどのように考えているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

巨人軍の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

キャンプにつきましては、スポーツランドみや

ざきの礎を築いたものでありまして、本県の観

光振興に大きく貢献していただいておりますこ

とから、これまでも関係部局と連携しながら、

受け入れ環境の整備に努めてきたところであり

ます。議員御指摘の、選手や観客が利用しやす

い環境づくりは、スポーツランドみやざきの推

進を図っていく上においても大変重要であると

考えておりますので、球団からの要望につきま
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しては、関係部局と協議しながら、しっかりと

検討してまいりたいと考えております。

財源ですね。こういったこと○日高博之議員

で、また、総務部長のほうもそれについてどう

考えるかお伺いしたいんですが、きょうはいい

です。

次に、巨人軍の一軍が沖縄に２次キャンプに

行くようになりまして、はや７年目になろうか

と思いますが、２月のスポーツキャンプ真っ盛

りの時期に10日ほどしか一軍が滞在しないこと

は、本県観光にとって痛手であることは間違い

ないことであります。このキャンプ60周年を機

に、巨人軍に対して春季キャンプの期間延長を

働きかけてはどうかと思いますが、知事のお考

えをお伺いします。

来年の巨人軍のキャン○知事（河野俊嗣君）

プ60周年、これは大きな節目であろうかと思い

ます。巨人軍という一チームのことのみなら

ず、シーズン前のキャンプの先駆けとなるもの

でありまして、60周年を迎える巨人軍に感謝の

気持ちを伝えるためのさまざまな企画、また、

そのことを通じて、宮崎でのキャンプの歴史、

その優位性というものをしっかりアピールをし

ていきたいと考えておりまして、地元宮崎市や

関係団体とともに、現在検討を進めておりま

す。

私としましても、２月のプロ野球キャンプシ

ーズンをさらに盛り上げていくため、巨人軍の

一軍には本県でできるだけ長くキャンプを実施

していただきたいと考えております。また、宮

崎でキャンプを長い期間行えばいろんな成果が

出るということが、いろんなほかのスポーツの

種目でも出ておるところでありまして、機会あ

るごとに球団側に期間延長を働きかけてきたと

ころでありますが、この節目に当たり、改めて

積極的に働きかけてまいりたいと考えておりま

す。議員にもぜひお力添えをお願いできればと

思います。

沖縄に行って調子が悪くなっ○日高博之議員

たんです。わかりませんけど……。巨人軍側か

らのそういった要望にスピード感を持って応え

ることで、キャンプ期間の延長の交渉材料に使

うことも一つではないかなと思います。そし

て、ぜひ知事も、東京出張の際に球団本社に

行ってもらって、社長とトップ会談をして話し

合ってもらえれば、必ず活路が見出せると実感

しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、地方創生における小さな拠点について

お伺いいたします。

国が取りまとめた平成29年度の「小さな拠点

の形成に関する実態調査」の結果によります

と、小さな拠点の形成数は全国で908カ所あり、

うち本県は15カ所となっていますが、どのよう

に選定されたのか。また、本県の状況はどのよ

うになっているのか、総合政策部長にお伺いい

たします。

御質問の内閣○総合政策部長（日隈俊郎君）

府が行いました「小さな拠点の形成に関する実

態調査」では、調査対象となります「小さな拠

点」の考え方として、市街化区域を除く中山間

地域等において、地域住民の生活に必要な生活

サービス機能やコミュニティー機能を維持・確

保するため、旧町村の区域や小学校区等の集落

生活圏において、生活サービス機能や地域活動

の拠点施設が一定程度集積・確保されている施

設や場所、エリア等とされておりまして、この

定義、概念に該当するものを市町村がそれぞれ

判断して選定しております。その結果、本県に

おきましては、小さな拠点の形成数は３市１町
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２村の合計15カ所となっております。

なお、調査結果につきましては、各小さな拠

点に立地する施設や交通ネットワークの有無な

ど、市町村の回答に全国的にばらつきが生じて

いるところでございます。

言うまでもなく、中山間地域○日高博之議員

の活性化は本県の重点施策であります。人口減

少、また高齢化の進行対策に目を背けず、全庁

挙げて中山間地域対策をより強力に推進するこ

とが望まれます。既に他県では、県が音頭を

取って小さな拠点を選定し、集落活動センター

を設置するとともに、よりきめ細やかに集落調

査を実施し、見えてきた課題に積極的に対応し

ている自治体もございます。本県の実態を鑑み

ますと、まだ現在進行形にあるようでありま

す。市町村との連携を今後加速化し、広く情報

発信していくことが必要だと考えます。そこ

で、県は「小さな拠点」の定義をどう考えてい

るのか、総合政策部長にお伺いいたします。

「小さな拠○総合政策部長（日隈俊郎君）

点」につきましては、市町村ごとに実情や特性

等が異なりますので、一定の基準で定義するこ

とは困難であると考えております。県としまし

ては、現在、新たな人の連携や交通・物流の仕

組みづくりによる集落のネットワーク化と、地

域課題を共有・検討し、その解決に向け、住民

による自立的な活動が持続できる仕組みづくり

をあわせて進めているところでございまして、

このような取り組みが、国が進める小さな拠点

の目的にも沿うものと考えております。

ありがとうございます。○日高博之議員

例えば、美郷町の人口推計を見まして

も、2025年には65歳以上の割合が54％に上りま

す。これは中山間地の町村はほぼ50％を超えま

す。いかにこれから10年間が、中山間地の生き

残りをかけた本当に大事な時期なのか、人口推

計がその根拠をしっかりと示しているというこ

とであります。私が言うまでもなく、黙ってい

ても人口減少、高齢化の進行が一層加速化し、

集落が衰退し、消滅するおそれがあるというこ

とであります。私は、小さな拠点の形成に当

たっては、県がもっとリーダーシップをとっ

て、10年先を見据えた仕組みづくりをすべきで

あると考えますが、総合政策部長にお伺いいた

します。

御指摘のとお○総合政策部長（日隈俊郎君）

り、中山間地域において将来的な集落の維持が

危ぶまれる中、一方で、住民の方々は、住みな

れた地域で今後も暮らし続けたいとの思いが強

く、これに応えるためにも、将来を見据えた地

域や生活圏づくりが重要であります。このため

昨年度は、都城市庄内地区、西米良村、椎葉村

の３地域で、生活サービス等が集約されている

基幹的集落と周辺集落とを結ぶ、新たな交通・

物流の仕組みづくり等についてのモデル構築に

取り組んだところでございます。また、今年度

は、地域課題の解決を目指す組織づくり等に関

する研修会や、持続可能な集落生活圏の形成に

係る調査を実施し、地域ごとの課題整理を行う

こととしているところでございます。県としま

しては、このような取り組みを通じて県の役割

を果たしながら、厳しい環境にある集落の維持

・活性化が図られるよう、地域住民や市町村等

とともに、しっかり取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。

地域課題の解決の先進県に○日高博之議員

なってほしいんです。ですから、「地域を守る

・産業をつくる」をコンセプトに、住み続けら

れる中山間地づくりの推進に、全庁挙げて取り

組んでいただきたいと思います。お願いしま



- 198 -

平成29年９月19日(火)

す。

次に、細島港の利活用と海上物流の活性化に

ついてお伺いいたします。

第１次産業を基幹産業とする本県において

は、県内で生産された農畜産物を東京、大阪な

どの大消費地に輸送していくことが大変重要で

あります。しかしながら、昨今のトラックドラ

イバーの不足などにより、長距離輸送が困難化

しつつあります。このような中、農政水産部に

おいては、今年度から、東九州軸青果物輸送に

向けたモーダルシフト加速化事業により、県外

の港湾からの青果物輸送に取り組むこととされ

ております。青果物の安定輸送のため、一定の

必要性は理解をしておりますが、他県の事業者

にしてみれば、長期的な取引先を望むのが当然

であります。県内事業者からは、「恒常的に県

外に荷が流れてしまうのではないか」という懸

念の声を聞いております。本県では、宮崎カー

フェリーや八興運輸など海運業者が、これまで

海上輸送を懸命に支えてきております。そこ

で、この事業の着手に当たり、地場の物流、港

湾、船舶などの事業者とどのような協議を行っ

てきたのか。また、本県港湾の利用促進をどう

考えるのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

首都圏や関西○農政水産部長（大坪篤史君）

など大消費地から遠い本県にとりまして、県内

の港湾からの海上輸送は、所要時間や経費等の

面から大変重要な輸送手段であります。その中

でもカーフェリーにつきましては、海上輸送の

大部分を占めているところですが、本県青果物

の最盛期となる冬から春にかけては、十分に搭

載し切れない状況にありますので、今年度から

モーダルシフト加速化事業を実施し、その対応

策を検討することにしたところです。事業着手

に際しましては、船舶事業者やＪＲ貨物等への

聞き取り調査を実施しますとともに、県内外の

物流事業者との意見交換を行い、カーフェリー

輸送をベースとした安定的かつ効率的な輸送の

あり方を協議してまいりました。県といたしま

しては、今後ますますトラック物流の環境が厳

しくなると予想されますことから、今回の事業

も踏まえて、本県の港湾利用を中心としたモー

ダルシフトの推進を図ってまいりたいと考えて

おります。

お願いします。○日高博之議員

私はことし、特別委員会の一員として大分県

を視察いたしました。大分県は、鳥栖市と結ぶ

大分自動車道を初め、北は北九州市、南は本県

とつながる東九州自動車道が開通しており、さ

らに現在、熊本市と結ぶ中九州横断道路の整備

が進んでおり、これらの高速道路を利用して貨

物を大分港に集約し、瀬戸内海航路と結びつけ

ながら、効率的な長距離輸送体系の構築を目指

しております。本県においても、延岡市と熊本

県を結ぶ九州中央自動車道の整備を見据え、細

島港への荷寄せを図り、海上輸送に結びつけて

いく必要があると感じております。九州中央自

動車道の完成は、まだ先の話ではありますが、

今からその下地をつくっていくことは大変重要

なことだと考えております。そこで、細島港へ

の荷寄せについて、現在どのように取り組んで

いるのか、総合政策部長にお伺いいたします。

県産品を大消○総合政策部長（日隈俊郎君）

費地へ輸送し、外貨を獲得するためには、輸送

コストの低減を図り、効率的な物流を実現して

いくことが重要な課題であると認識しておりま

す。そのためには、太平洋に面する本県の地理

的優位性などを生かし、県内外からの荷寄せを

図るとともに、海上輸送の有する大量輸送能力
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を生かすことが必要であると考えております。

このため、関係部局と連携して、誘致企業など

の荷主企業等を訪問し、県内港湾の利用を働き

かけるポートセールス活動を実施するととも

に、貨物量に応じて補助金を交付する物流競争

力強化事業により、本県港湾への荷寄せを促進

しているところでございます。

本県と大都市間の安定した物○日高博之議員

流のためには、本県内の運送事業者を育成して

いく必要がありますが、業界からは、先ほど答

弁がございました、「荷寄せに関する助成事業

が効果的である」と、多方面からそういった意

見を聞いております。そこで、この助成事業、

物流競争力強化事業の具体的な実績と評価につ

いて、総合政策部長にお伺いいたします。

物流競争力強○総合政策部長（日隈俊郎君）

化事業についてでございますが、県内発着の海

上輸送航路または貨物駅の利用について、貨物

量に応じた額を補助することにより、県内港湾

及び貨物駅への荷寄せを図るものでございま

す。その実績といたしましては、平成28年度の

補助対象は31件でございまして、国内輸送が17

件、輸出入が13件などとなっております。特

に、県外港湾から県内港湾へシフトした件数

が、国内輸送で４件、輸出入で４件の計８件あ

るなど、本県港湾の利用促進に寄与していると

ころであります。県といたしましては、東九州

自動車道の開通などにより隣県との競争が激化

する中、荷主企業等に県内港湾の利用を働きか

けるためには、当該事業は有効な手段であると

考えております。

荷寄せのために有効な手段で○日高博之議員

あるということですので、増額予算の要望をよ

ろしくお願いいたします。総務部長、よろしく

お願いいたします。

次に、基盤整備についてお伺いいたします。

大分県を初めとする隣県との地域間競争に対応

しながら、本県経済の持続的な発展を目指して

いくためには、国内外に航路を有する細島港へ

の県内外からの荷寄せはもちろん、企業誘致に

も力を入れなければなりません。そのために

は、戦略的な取り組みとして、細島港を物流拠

点とし、九州中央自動車道との連携を図り、港

と道路が一体となった国内長距離輸送の整備充

実を図ることが必要であると考えております。

そこで、物流拠点として、細島港の利活用を促

進するに当たり、九州中央自動車道のストック

効果など、その整備の意義について、県土整備

部長にお伺いいたします。

細島港につ○県土整備部長（東 憲之介君）

きましては、九州では首都圏や中部圏に海上距

離で最も近く、関西圏にもアクセスしやすい位

置にあるなどの特性を生かし、九州の扇のかな

めと位置づけ、東九州の物流拠点としての役割

を担っております。お尋ねの九州中央自動車道

の整備の意義につきましては、輸送時間の短縮

や定時制の確保などにより、陸上の貨物輸送の

効率化が図られること、また、九州の東西軸が

強化されることにより、細島港利用の背後圏が

拡大し、経済に好循環がもたらされることな

ど、さらなるストック効果が期待されるところ

であります。県といたしましては、引き続き、

細島港の物流拠点としての機能が発揮されるよ

う、細島港及び九州中央自動車道の整備促進に

向けて、全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

ことしの７月に閣議決定され○日高博之議員

た国の総合物流施策大綱におきましても、ス

トック効果の発現等のインフラの機能強化によ

る効率的な物流の実現のための施策を推進して



- 200 -

平成29年９月19日(火)

いくとされていますので、部局またいで、これ

は大変だというのはわかりますが、責任転嫁す

ることなく、積極的に職員相互の意思疎通を図

る 警察本部長、きのうもありましたが、こ―

ういった形で関係部局が連携して、全力で取り

組んでいただくことを強く要望いたします。

次に、南海トラフ地震への対応についてお伺

いいたします。

南海トラフ地震発生時には、陸上交通が寸断

し、使用不可に陥ることが想定されておりま

す。代替手段として、海上からの救命、救援、

救護という視点、そして支援物資等の輸送の担

い手としてフェリーを活用するニーズが高まっ

ております。そこで、本県においても、南海ト

ラフ地震などの大規模災害時の輸送システムと

して、フェリーの活用は有効であると考えます

が、危機管理統括監に見解をお伺いいたしま

す。

東日本大震○危機管理統括監（田中保通君）

災などでは、フェリーが被災地への救援物資や

自衛隊、警察等の広域応援部隊の緊急輸送を行

うとともに、被災者への入浴や食事、宿泊の場

所を提供するなど、災害時における支援能力の

高さが認識されたところであります。このため

本県でも、船舶が持つ輸送能力に加えまして、

生活空間や通信・発電能力などの機能性につい

て高く評価しており、南海トラフ地震における

県の応急対策活動計画の中で、船舶等を活用し

た漂流者の捜索・救助や人員、物資の輸送など

について重視し、運用に関し調整を行うことと

しております。また、海上からの支援物資等を

円滑に受け入れるため、細島港などの重要港湾

を有する市に広域物資輸送拠点を確保している

ところであり、国や民間業者との連携を深めま

して、船舶を活用した輸送手段の確保に努めて

まいりたいと考えております。

フェリーの活用は有効という○日高博之議員

ことでありますが、特に四国では、国土交通省

と連携し、災害時の輸送等に関する協定や、食

料と物資の輸送に関する協定など、県とフェリ

ー事業者の協定が結ばれており、本県に本社を

置く宮崎カーフェリーも、国土交通省四国運輸

局との協定において、高知県に支援物資の輸送

に行く行動計画が策定されています。本県も、

大きな被害を受けた場合、宮崎カーフェリーと

の連携、支援は欠かせないと考えております。

また、協定の締結により、大規模災害時におけ

るフェリーによる災害救助に必要な食料、物

資、応急対応に必要な人員、機材、被災者等の

運送の支援、協力を受けることが可能になるわ

けであります。そこで、宮崎カーフェリーと災

害時の応援協定を結ぶ考えはないのか、危機管

理統括監にお伺いいたします。

宮崎カー○危機管理統括監（田中保通君）

フェリーが所有する船舶は、その規模、設備等

から高い輸送能力を有しておりますので、災害

発生時には、車両や人員、救援物資の輸送など

の支援に大きな力を発揮できるのではないかと

考えております。県としましては、宮崎カー

フェリー側のお考えもあるかと思いますので、

災害時にどのような支援が可能であるかなど、

協議を進めてまいりたいと考えております。

フェリーの黒木社長も「地元○日高博之議員

の支援が一番」と言っておりましたので、前向

きによろしくお願いします。

次に、昨年の坂口博美先生の一般質問におき

まして、「宮崎海洋高校実習船「進洋丸」を災

害時に活用する考えはないか」という問いに対

し、知事が、「長期航海を前提に食料や燃料等

の備蓄、宿泊機能が備わっており、被災者の運
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送手段や一時的な避難所にもなると考えるの

で、市町村とも連携し、災害時の活用方法や防

災訓練への参加等について検討する」との答弁

をされております。そこで、災害時における進

洋丸の有効活用について、具体的にどう考えて

いるのか、教育長にお伺いいたします。

進洋丸は、宮崎海洋○教育長（四本 孝君）

高校の長期乗船実習を前提としております。70

名弱の宿泊が可能なベッド等の設備のほか、海

水からの真水の造水装置や、最大、一般家庭360

軒分の電力供給が可能な発電機等も装備をされ

ております。また、衛星を使った陸上との連絡

が常時可能な通信設備のほか、けがや病気の応

急処置に対応できる医薬品や医療器具を備えた

病室も整っております。したがいまして、災害

の状況や実習航海の日程等にもよりますが、災

害時に、医療従事者等の宿泊所や被災者の一時

的な避難所になり得るものと考えております。

水産・海洋関連産業の担い手を育成するための

実習船という位置づけではありますが、災害発

生時の活用につきましては、今後とも関係部署

と連携をしながら、検討してまいりたいと考え

ております。

進洋丸は竣工以来14年経過し○日高博之議員

ておりまして、船齢的にはリプレースの時期が

近づこうとしていますので、次期代船建造時に

は、災害時の医療支援や食料の備蓄などの機能

を含め、十分に検討していただくことを要望い

たします。国体の250億円が今議会目立っていま

すが、進洋丸も忘れないように、教育長よろし

くお願いいたします。

次に、県総合運動公園についてお伺いいたし

ます。

県総合運動公園は、県民のスポーツの拠点、

スポーツランドみやざきの象徴として、長きに

わたり使われてきた施設であります。私自身

も、少年時代はソフトボール、また野球の県大

会や九州大会、そして選手として宮崎キャンプ

など、木花の思い出は数知れないほど、悔しい

思いもしましたし、うれしい思いもしました。

その汗水がしみついている施設です。私からし

てですね。今回、２巡目国体の主要３施設の選

定に当たって、メーンスタジアムは都城市山之

口町に整備する方針が示されたわけであります

が、そうなりますと、「県総合運動公園の役割

は一体どうなるのか」という県民の声もよく聞

くわけであります。そこで、今後、県内スポー

ツ施設の中で、県総合運動公園をどのように位

置づけて活用していきたいと考えるのか、教育

長にお伺いいたします。

県総合運動公園は、○教育長（四本 孝君）

スポーツを初め広く県民に親しまれるととも

に、東京読売巨人軍やサッカーＪリーグなどの

キャンプ地としても県内外に広く認知されるな

ど、スポーツランドみやざきを支える基盤と

なっております。今後とも、スポーツの振興を

図るため、サンマリンスタジアムを初め各種競

技施設が集積する県総合運動公園を、本県スポ

ーツの、また、スポーツランドみやざきの中心

施設として活用してまいりたいと考えておりま

す。

木花は、ドイツ陸連が来るな○日高博之議員

ど世界が認める施設です。外から見たら、全国

的にいくと木花は結構有名なんです。先人の努

力の結晶というのもあります。これからは、ス

ポーツランドみやざきの全県的な展開というこ

とで知事からもありましたが、これの拠点とい

うことで位置づけ、活用していただけるように

お願いいたしたいと思います。

次に、南海トラフ地震を想定したマグニチュ
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ード９の地震が発生した場合、県総合運動公園

周辺の津波の高さは２メートルから10メートル

と推定され、ほぼ全域が水没するというシミュ

レーションの結果が出ています。同公園は、敷

地総面積が広大な割に、津波避難施設が３カ所

と少なく、スポーツキャンプや全国規模の各種

大会を考えますと、安全対策は十分とは言えな

いと考えております。特に南側の広場は稼働率

が高く、青島青少年自然の家だけでは、到底全

員が避難できる施設とは言えません。そこで、

県総合運動公園における津波避難の今後の対策

について、県土整備部長にお伺いいたします。

県総合運動○県土整備部長（東 憲之介君）

公園は、スポーツランドみやざきの中心施設と

して、今後も多くの方々に安全に安心して利用

していただくことが重要であると考えておりま

す。したがいまして、県といたしましては、ス

ポーツキャンプや各種大会の利用状況、さらに

は想定される津波到達時間内に避難できる距離

などを考慮し、利用者のさらなる安全が確保で

きるよう、現在、避難施設としておりますサン

マリンスタジアムなどの活用や、新たな避難施

設の配置も含めて検討を進めているところであ

ります。今後とも、県総合運動公園の津波避難

対策に、しっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

御承知のとおり、この運動公○日高博之議員

園は、プロスポーツのキャンプや全国規模の大

会に活用されますので、県内外からの風評被害

に十分対応してもらいたい、そして安全だとい

うことを宣言していただきたいと思います。避

難施設をつくるときには、平常時には競技場、

例えばサッカースタジアムとか、災害時には避

難施設、両方が一石二鳥でできるような、そう

いったことを知恵を絞ってやっていただければ

と思います。よろしくお願いいたします。

次に、医療・福祉行政についてお伺いしま

す。

先日、畑山部長も参加していただき、医療と

介護の従事者の皆様と勉強会を行いました。今

回の議題は、終末期の医療と介護の連携を、今

後どのようにしてスムーズにみとりまで行える

か、いろんな角度から意見交換を行ったわけで

すが、本当に従事者の皆様の苦悩は並大抵では

ないと実感させられました。特に終末期におい

ては、利用者の状況が急激に変化するため、ケ

アマネジメントが追いつかず、医療側から苦言

をいただくことがある。また、訪問入浴で、

「体調がよいので、あす入れてほしい」と言わ

れても、介護保険では即時対応はできず、実費

負担で利用していただくケースもあるなど、み

とり期のケアマネジメントに課題があるようで

す。そこで、このような終末期における在宅医

療と介護の連携についてどのように取り組んで

いるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

終末期におけ○福祉保健部長（畑山栄介君）

る医療につきましては、厚労省が作成したガイ

ドラインにおきまして、「医療従事者から適切

な情報の提供と説明がなされ、それに基づい

て、本人による決定を基本とした上で医療を進

めることが最も重要」とありまして、本人や家

族の思いに十分配慮した取り扱いが必要とされ

ております。このような中、在宅で終末期を迎

えられる場合には、介護側が医療と十分な情報

共有を図りながらサービス提供を進めるととも

に、想定される急激な状態の変化にも対応でき

るよう、事前の準備を進めておくことが重要で

あると考えております。このため本県におきま

しては、県の補助事業を活用し、県医師会や郡

市医師会で、終末期における医療・介護連携の
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さまざまな場面やニーズ等を想定した、複数の

専門職による研修会を開催しているところであ

ります。

なかなかこの問題、奥が深い○日高博之議員

ので、従事者の意見をある程度拾っていけるよ

うにお願いしたいと思います。

次に、終末期の延命治療についてです。本人

の同意がない場合、誰が本人にかわって同意を

与えるのかという問題提示があり、医療現場で

は、家族の同意をもって足りるとして運用がな

されていますが、同意を与える家族の定義、範

囲及び順位が明確ではない。また、身寄りがな

い利用者の場合は、ケアマネジャーにも意見が

求められ、困惑するケースがあるなど、終末期

の医療行為に対する同意について、判断基準が

明確でないところがあるようです。そこで、そ

ういった現状を踏まえ、みとりに関して県民へ

の理解促進を図るべきと考えますが、福祉保健

部長に見解をお伺いいたします。

終末期のみと○福祉保健部長（畑山栄介君）

りについては、本人、家族の思いに寄り添った

医療・介護のサービスが支援できることが重要

であります。しかしながら、終末期における医

療行為につきましては、本人の判断力や意思疎

通力の喪失などにより、やむを得ず本人や家族

の思いに寄り添うことが困難となるケースも想

定されます。このような中、県内には、患者本

人が終末期の医療や介護についての思いをあら

かじめ書き記しておくエンディングノートを作

成している市町村もあり、みとりに関する県民

の理解促進を図るための一つの手法であると考

えます。一方で、みとりは人の尊厳にかかわ

り、その取り扱いには繊細な配慮が求められま

すので、今後、県民への理解促進をどのように

図っていくべきか、引き続き研究してまいりた

いと考えております。

宮崎市のほうではエンディン○日高博之議員

グノートを始めているようでございます。先ほ

ども言いましたが、終末期の医療と介護の連携

というのは本当に難しいなと思いました。正

直、１回や２回の勉強会ではわからないし、こ

れからもどんどん続けていきたいと思いますの

で、また部長、参加をよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、地域産業の振興に貢献する人材

育成についてでございます。

本県の高校生県内就職率は、今年度調査で全

国最下位から２年ぶりに脱したものの、依然と

して低い状況にあり、将来世代の人材確保の面

で不安を残しております。本県では、若者の県

内就職促進の取り組みを、知事を先頭に官民一

体になって推進していますが、高校生の県内就

職率の問題と並行して、若年層の早期離職が高

いという問題も深刻化しております。就職後３

年以内の離職率は、高校生が43.9％、大学生

が41.6％と、全国平均と比べて大きな開きがご

ざいます。就職率が改善されても、離職率が改

善されなければ、若者の県内企業への就職促進

の効果は薄いと言わざるを得ません。そこで、

本県における若者の離職率が高い要因と、早期

離職を防ぐための取り組みについて、商工観光

労働部長お願いいたします。

若者の離○商工観光労働部長（中田哲朗君）

職理由としましては、宮崎労働局の調査により

ますと、「実際に働いてみると仕事が合わな

かった」などミスマッチによるものが多く、就

職先に対する事前の理解不足が主な要因である

と考えております。また、全国的にも小規模な

企業ほど離職率が高い傾向にあり、中小零細企

業がほとんどを占める本県では、この点も影響

平成29年９月19日(火)
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しているのではないかと考えております。この

ため県では、若者が企業をしっかりと理解した

上で就職先を選択できるよう、教育委員会等と

も連携し、企業説明会の開催やインターンシッ

プの実施などに取り組んでおります。また、ヤ

ングＪＯＢサポートみやざき内に離職防止のた

めの中小企業支援窓口を設置し、人材育成や職

場環境の改善などについて助言を行っているほ

か、研修の実施が困難な企業を対象に、合同の

新人研修等も実施しているところでございま

す。

教育委員会との連携、これを○日高博之議員

相互理解という形でやっていただければ……。

まだなかなか縦割りが激しいものですから、進

まない部分もございます。

県では、就職支援エリアコーディネーターが

企業を訪問し、既卒者や人事担当者などと面談

を行い、定着指導等を行っていますが、そうな

ると、企業から申し出がない限り、漏れてしま

う者も出てくるのではないかと懸念をされま

す。また、早期に退職した若者は誰に相談すれ

ばいいのかというと、ハローワーク等の行政機

関はあるものの、実態は、卒業した学校の担任

や進路指導の先生に相談するケースが多いので

はないかと感じております。大分県では、卒業

したら学校教育が終わりではなく、卒業後も生

徒が相談に来られる窓口をつくろうじゃないか

ということで、平成27年度から、就職者が多い

専門高校など一部の高校に卒業生の相談窓口を

設けて、離職防止に取り組んでおられます。ゼ

ロ予算で進路指導の先生が対応しているとのこ

とで、相談件数は、平成27年度で53件、28年度

は49件であるようです。このように大分県で

は、就職者が多い一部の学校に離職した卒業生

の相談窓口があるが、本県ではどのように対応

しているのか。また、今後の対応のあり方につ

いてどのように考えているのか、教育長にお願

いいたします。

本県におきまして○教育長（四本 孝君）

は、卒業生が離職に関して学校に相談に来た場

合、その生徒とかかわりの深かった教員や進路

指導部が中心となって個別に対応しておりま

す。また、県内に配置しております６名の就職

支援エリアコーディネーターが、企業訪問の際

に卒業生と面談し、仕事に関する相談に乗って

おりますが、既に離職をしている場合には、進

路指導部に伝え、学校から卒業生に連絡をとっ

てもらうなどの対応をしております。今後、離

職に関して相談する際の学校の連絡先を、卒業

時に全員に配付するとともに、学校のホームペ

ージに掲載し、卒業後も相談に応じることを生

徒や保護者に伝えるなど、各学校における相談

体制を充実させてまいりたいと考えておりま

す。

卒業時に渡すということで、○日高博之議員

卒業でよく、資料をいっぱい渡すんです。た

だ、卒業アルバムの中に入れることはすごく大

事かなと思います。卒業アルバムは誰も捨てな

いんです。持っているんです。そのときに卒業

アルバムを見て、「あ、学校があるな。もう一

回相談しよう」という優しい取り組み、そう

いったことも学校教育では大事かなと思います

ので、教育長みずからそういうことをやってい

ただいて、教育の第一人者として頑張っていか

なくてはならないかなと思いますから、よろし

くお願いします。

次に、キャリア教育についてお伺いいたしま

す。特別委員会の調査で、宮崎県キャリア教育

支援センターの水永センター長から、義務教育

からのキャリア教育の重要性について、お話を
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お聞きする機会がありました。水永センター長

からは、「なぜ若者が県外へ出ていってしまう

のか。それは県内の地元企業と暮らしに満足し

ていないことが考えられる。そして、これまで

企業経営者が地元企業の魅力を伝え切れていな

かったことや、地元企業で働く人たちが働く魅

力を語ってこなかったことなど、大人がサポー

トし切れていなかったことが大きな原因ではな

かったのか。これからは、地元企業、地域で暮

らすことの魅力と課題を、地域の全ての大人が

子供たちに語り伝えていく必要がある」との思

いを語っていただきました。そういった経緯を

踏まえ、日向市では平成25年度から、県内で先

行して商工会議所内にキャリア教育支援センタ

ーを設け、「日向の大人はみな子供たちの先

生」をキャッチフレーズに、「よのなか教室」

という取り組みを行っておるところでございま

す。私も「よのなか先生」でございます。この

日向市の取り組みは全国でも評価され、今日の

延岡市、小林市でのキャリア教育支援センター

の開設につながっております。

先ほど答弁があったとおり、本県では、県内

就職率や離職率の改善を図るため、就職前の大

学生、高校生に向けた企業とのマッチング支援

や個別進路相談、企業説明会など、重点的に予

算を充てて取り組んでいます。これは当面重要

な取り組みであると理解はいたしますが、髙橋

議員からございましたように、これは対症療法

的なものではないかと思われます。本気で宮崎

の将来を担う人材を育成していくためには、義

務教育のときからキャリア教育に重心を置き、

まずは５年から10年、さらには10年から20年と

積み重ねていくことが重要ですし、将来世代へ

の投資として、私は誇りを持って、地元企業、

地域で暮らすことの魅力などを伝えていきたい

と強く感じております。キャリア教育におい

て、小中高という長いスパンでの取り組みが必

要であると考えますが、キャリア教育のあり方

について、教育長に見解をお伺いいたします。

キャリア教育の意義○教育長（四本 孝君）

は、小中高という長期的な視点に立った取り組

みにより、児童生徒が自分の人生について考

え、社会や人々のために役立とうとする意欲を

持った、自立した社会人、職業人を育成するこ

とであると考えております。このため、昨年

度、県の教育研修センター内に県キャリア教育

支援センターを設置し、市町村が実施する研修

会への講師派遣、「よのなか教室」実施に向け

ての普及や支援、各地域のキャリア教育支援セ

ンター立ち上げに際してのアドバイスなどを積

極的に行っているところであります。県教育委

員会におきましては、今後とも、関係部局、市

町村教育委員会、商工会議所等と連携を深めな

がら、活力ある宮崎を担う若者の育成に向け

て、発達段階に応じたキャリア教育を充実して

まいりたいと考えております。

関係部局、市町村教育委員○日高博之議員

会、商工会議所と連携ということですが、当事

者とも連携していただきたいなと。当事者が一

番わかるんです。水永センター長は、本当に切

に訴えておられました。この部分が必要だと。

だから、教育委員会は、どういったものに予算

が必要なのか、どういった事業が必要なのか積

極的に聞いて、それをつなげていく、これが最

も近道ではないかなと思いますので、よろしく

お願いいたします。

最後に、スーパーアスリートの発掘・支援に

ついてお伺いいたします。ある体育会で知人か

ら、田口真彩さんという日向の日知屋東小学校

６年生の子供が、バドミントンの日本代表とし
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て世界と戦っているということをお聞きして、

正直、日向にこういう子がいるのかなとびっく

りしたところです。将来の目標は、「オリン

ピック選手になり金メダルをとること」と言っ

ておりました。本当に頼もしい限りでありま

す。そこで、小中学生スーパーアスリート、日

本代表、また候補の本県の状況について、教育

長にお伺いいたします。

本県におきまして○教育長（四本 孝君）

は、バドミントン、ソフトテニス、卓球、バス

ケットボール等の競技において、小中学生の世

代別日本代表に９名が選出されております。ま

た、全国規模の陸上競技や柔道競技等の大会に

おきましても、上位入賞を果たす小学生が見ら

れるようになってきております。今後、このよ

うな子供たちが、日本代表として世界のひのき

舞台で活躍することを楽しみにしているところ

であります。

先ほどキャリア教育の質問で○日高博之議員

も言いましたが、長いスパンで、義務教育か

ら、ある程度、英才教育をしていくことは大事

かなと思います。あとはスカウト力というのも

大事になってくると思います。現在、本県では

９名ということですが、１人でも多いのにこし

たことはないので、発掘、いわばスカウト力が

試されます。

日本代表または代表候補に押し上げるために

は、競技種目に応じた科学的なトレーニングメ

ニューの組み立てや、各競技団体との共有・連

携が密でないとできないし、国際大会、全国大

会出場の経験（経験値）をつけるための支援な

どが考えられると思います。そこで、スーパー

アスリート発掘・育成について県はどのように

取り組んでいるのか、教育長にお伺いいたしま

す。

本県では、世界で活○教育長（四本 孝君）

躍するアスリートの発掘・育成を目指し、宮崎

ワールドアスリート発掘・育成プロジェクトに

取り組んでおります。このプロジェクトでは、

県内の身体能力のすぐれた子供たちをオーディ

ションにより選考し、より能力を高める身体的

トレーニングや、個々の適性に合った種目選定

のための競技体験を実施しているところであり

ます。また、このプロジェクト以外にも、すぐ

れた能力を持つ子供たちがおりますので、競技

団体と連携を図りながら、育成方法などについ

て研究をしてまいりたいと考えております。障

がい者スポーツにつきましても、特別支援学校

や特別支援学級の児童生徒による記録会を行う

など、選手の発掘・育成に取り組んでおりま

す。今後とも、宮崎の子供たちが世界へ羽ばた

いていけるよう、支援をしてまいりたいと考え

ております。

オリンピック代表、また候補○日高博之議員

に選ばれる選手はいいんですけど、その手前で

もがいている選手がいるんです。もう一歩行け

ば候補になる。その人の支援があれば、もっと

宮崎県は底上げができると私は思っています。

これは大事なことなので、調査していただけれ

ばなと思っております。ぜひ、県民にオリン

ピック・パラリンピックで夢や感動を与えるス

ーパーアスリートの輩出・育成に、積極的に取

り組んでいただきますようお願いいたしまし

て、私の一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

次は、図師博規議員。○横田照夫副議長

〔登壇〕（拍手） 先週末、台○図師博規議員

風が直撃をいたしました。消防団員として２日

間待機を命じられ、その任に当たったところで

ありますが、避難指示や避難勧告が出たときに
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は、地区の高齢者並びに単身世帯の方々の避難

誘導に当たるようにという指示も出ておったと

ころですが、幸いにしてその任務に当たること

はありませんでした。ただ、地区には高齢者も

多く、消防団の役割は、消火活動だけではな

く、地域を守る活動のウエートが大きくなって

きているというのを改めて感じたところです。

人的な被害はなかったということですが、被災

された方はたくさんいらっしゃいますので、そ

の方々へ一日も早い支援が届きますことを願い

まして、質問のほうに入らせていただきます。

まず、２巡目国体及び全国障害者スポーツ大

会に関する県有主要３施設の整備について伺い

ます。

公表された整備計画は、１巡目国体時が県央

地区集中型で整備したことに対し、陸上競技場

は都城市山之口町、体育館は延岡市へと、地域

分散型となりました。正直、私は、予想外の内

容だと驚きましたが、私以上に驚いた方々は競

技団体関係者だと思います。ことし３月に、宮

崎県体育協会・佐藤会長を筆頭に、関係17団体

の総意として、県有主要施設の整備場所につい

ては宮崎市または県央部にすること、そして、

各競技団体運営を円滑にするためにも、各競技

団体の意向を最大限尊重していただきたいとの

要望書が、知事宛てに提出されています。ま

た、６月には、県主催で17団体との協議会が開

催され、その際も、団体側からは一貫して県央

部への集中整備が求められています。にもかか

わらず、２巡目国体に向けて、各競技団体は競

技力や指導力向上、そして、競技役員及び審判

団の核となる方々の要望にそぐわない地域分散

型が選択されました。もちろん、今まで県央集

中していた県有施設を、地域に分散させてほし

いという多くの県民の声があったことや、分散

させることにより、交流人口の増加による地域

振興につながることは大いに期待されますが、

これら県有施設が、２巡目国体及び全国障害者

スポーツ大会での成果を上げるための拠点とな

るということを考えると、各競技団体が活動し

やすい環境整備をするということもかなり重要

な視点となります。そこで、知事に伺います

が、３月に競技団体からの要望を受けた後、ど

のような調整をそれぞれされ、分散整備すると

いうことにたどり着かれたのか、その経緯を御

説明ください。

この後の質問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。

陸上競技場、体育館及びプールにつきまして

は、県内の都市公園や公有地の中から、現地確

認を行った上で、10カ所程度の候補地を選定

し、その後、会場の利便性や安全性、将来の活

用、市町村の協力などの観点から検討を進めて

まいりました。また、これと並行して、競技団

体への聞き取りや、県と連携した施設整備の意

向を示していただいた自治体との協議等も行っ

てきたところであります。各団体からはさまざ

まな御意見がありましたが、今回の施設整備は

本県の将来に向けた大きな投資であり、地域振

興の視点も含めた総合的な判断が必要であるこ

と、また、都城市や延岡市から、競技団体に対

する支援を含め、県と連携して取り組んでいき

たいとのお話をいただいたことなども勘案し、

判断をしたところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

今の知事の御答弁ですと、分○図師博規議員

散整備を公表されるまでに、知事がみずから各

競技団体との協議をされ、また、そこで理解を
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得られるために汗をかかれたのかどうかは、わ

かりません。それでも、今まさに総合政策部や

教育委員会のほうでは、現場レベルで競技団体

ごとに理解を求め、速やかな協力態勢をとって

もらうための話し合いが行われております。そ

の話し合いを円滑にするためにも、17団体から

の要望書を受け取られた知事が、再度、団体に

対して、これまでの経緯とこれからのビジョ

ン、そして、各競技団体への支援策等々を説明

されることが得策かと思われますが、知事のお

考えはいかがでしょうか。

今後、国体や全国障害○知事（河野俊嗣君）

者スポーツ大会の開催に向けて準備を進めてい

く上で、競技団体は、大会運営や選手の育成等

に直接かかわっていただくことになりますの

で、その理解や協力は大変重要であると考えて

おります。これまでも、競技団体にはヒアリン

グ等を通じてさまざまな御意見を伺ってまいり

ましたが、今回の整備を進めるに当たりまして

は、負担や不安を軽減していくことが重要であ

りますので、引き続き、競技団体の声を聞きな

がら、また、地元自治体とも連携し、支援のあ

り方等について検討していくこととしておりま

す。そして、こうした取り組みを進めながら、

各競技団体にも御理解をいただけるよう、私自

身も含めて、さまざまな形で努めてまいりたい

と考えております。

丁寧な、また前向きな御答弁○図師博規議員

だったと理解します。私は、きょうまで、幾つ

かの団体の方から直接意見を聞く機会がありま

した。どの競技団体役員及び審判団の方々も高

齢化が進んでいるんです。この高齢化が進んで

いるという現状を踏まえて、今まで以上の身体

的、経済的、そして時間的な負担が大きくなる

ことに不満を抱えている方は少なくありませ

ん。この分散型整備決定後、役員がやめ始めて

いる競技団体があるとも聞きます。施設の分散

はできても、人材の分散はできるのか。施設の

分散は予算確保があれば可能となり得ますが、

人材や団体の拠点分散は、予算があればできる

というものではありません。地域振興やスポー

ツランドみやざきの全県展開はできても、それ

が競技力や指導力の向上につながるのか、それ

はまだ不確定なところが大きいです。ある役員

の方からは、「この分散整備で、国体での天皇

杯や皇后杯の獲得はさらに難しくなったのでは

ないか」という声も上がっています。

そこで、改めて、分散整備した場合のメリッ

ト、デメリットはどういうものが考えられるの

か。これは教育長のほうにお伺いいたします。

今回、陸上競技場は○教育長（四本 孝君）

都城市に、体育館は延岡市にそれぞれ整備する

ことといたしましたが、そのメリットとして

は、県北・県西地域へのスポーツの新たな拠点

づくりによる地域振興や、スポーツランドみや

ざきの全県的な展開などが挙げられます。一方

で、交通アクセスや宿泊施設、役員、補助員の

確保等といった課題が考えられます。例えば国

体の開会式会場は、新たに整備する陸上競技場

を想定しておりますが、選手などの関係者や一

般の観覧者などで約３万人の参加が見込まれる

ことから、臨時駐車場の設置やシャトルバスの

運行、ＪＲの利用などといった交通対策などが

必要となります。これらの課題への対応につき

ましては、さらに検討してまいりたいと考えて

おります。

今、教育長の御答弁にもあり○図師博規議員

ましたとおり、役員さん、補助員の方、ボラン

ティアの方、そういう人材確保というのも今後

の大きな課題であろうかと思います。



- 209 -

平成29年９月19日(火)

県有施設を分散される関係自治体と連携し、

経費を捻出することで箱物はできます。問題は

中身です。繰り返しになりますが、分散整備に

より、間違いなく競技団体への負担は大きくな

りますし、国体に限らず、各種大会を開催する

に当たり、大会運営の補助員やボランティア、

そして指導者などの人材育成も、拠点施設と地

域を中心にして広げていく必要が今後出てきま

す。ただ、拠点施設ができたからといって、そ

の地域の方々に、陸上競技や障がい者競技の指

導者や審判員の資格を取ってくださいと呼びか

けるだけでは、簡単にふえるものではありませ

ん。その地域の学校の先生方に審判や補助員の

協力を強いることも、これは難しいことでしょ

う。それら人材確保・育成にどのようなビジョ

ンを持っていらっしゃるのか、再度、教育長に

お伺いします。

競技団体からは、陸○教育長（四本 孝君）

上競技場を都城市に、また、体育館を延岡市に

整備することで、地域によっては会場地までの

距離が長くなり、選手や審判、補助員等の移動

に時間と経費がかかるといった御意見を伺って

おりまして、こうした課題に対応する必要があ

ると考えております。このため、競技団体の意

見を伺い、また、地元市とも十分に連携をしな

がら、地域における人材育成も含め、支援のあ

り方等について検討してまいりたいと考えてお

ります。

今、教育長のほうにも各競技○図師博規議員

団体からの声が届いておるということでありま

すので、今後、具体的な支援策が講じられるこ

とを期待いたします。

現在、私は、宮崎県のアーチェリー協会の会

長を務めさせていただいております。また、障

がい者スポーツのボッチャの公式審判員の資格

を取り、県ボッチャ協会の理事もさせていただ

いております。協会内で話が行われる際に、現

有施設も存続させつつ、新たな県有施設がふえ

ることは、他の競技施設整備にしわ寄せがある

のではないかという不安な声も聞かれます。事

実、今でも、県内にはアーチェリー競技のため

の常設射場、つまり弓を射る場所、常設の場所

が一カ所もありません。また、最重度障がい者

でもできるボッチャにおいては、今まで主要大

会は宮崎市内で開催されていましたが、今後、

県北開催するためには、移動や宿泊に関しても

バリアフリー整備を同時に行ってもらう必要が

あるなどの声も挙がっています。県有施設を存

続させつつ、分散整備により県有の主要施設が

ふえるわけですが、その整備と維持管理費、ラ

ンニングコストにはどれほどの予算がかかると

試算されているのでしょうか。教育長、お願い

します。

施設本体の整備費用○教育長（四本 孝君）

につきましては、他県の例を参考にしますと、

陸上競技場が約120億円、体育館が約70億円、プ

ールが一部屋外型の場合で約30億円から50億円

と見込んでおります。次に、維持管理費用につ

きましては、既存施設の平成28年度の実績であ

りますが、県総合運動公園全体及び県体育館、

そして県ライフル射撃競技場も含めて、年間約

４億2,000万円となっております。そのうち、県

有主要３施設を個別に見ますと、陸上競技場と

県体育館がそれぞれ約5,000万円、プールが

約2,000万円となっております。今回の施設整備

により、電光掲示板や空調設備など、これまで

なかった設備の追加等により施設機能が向上す

ること、また、県営の管理施設がふえることか

ら、その維持管理費用もふえるものと想定して

おります。今後、地元市はもとより、民間との
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連携の可能性を含めて、各施設の整備内容や手

法、維持管理方法等について具体的な検討を進

めまして、可能な限り費用を抑制できるよう検

討してまいりたいと考えております。

ランニングコストの費用負担○図師博規議員

につきましては、県がするのか、また、関係自

治体がするのか、それを折半するのか。県の費

用負担を抑えれば、関係自治体の費用負担がふ

えてしまうという関係性も出てこようかと思い

ますが、くれぐれも全体競技に関する施設整備

に影響が出ないように、しっかりと配慮を行っ

ていただきたい。

ことし国体開催の愛媛県では、以前から国体

時に、世代の有力選手、いわゆるターゲットエ

イジ選手の確保・定着、そして競技ごとのゾー

ニングにも取り組まれています。本県は今ま

で、大会で優秀な成績をおさめたチームや選手

を強化指定してきましたが、分散整備に合わせ

て、拠点施設の地域ごとに競技をある程度選定

し、計画的に選手及び指導者の招聘をして育成

強化していくことが、２巡目国体及び全国障害

者スポーツ大会での好成績につながるというこ

とは間違いないと考えます。このターゲットエ

イジに対する政策について、教育長、御答弁を

お願いします。

９年後の２巡目国体○教育長（四本 孝君）

における主力選手は、少年種別におきましては

現在の小学校３年生までが、成年種別におきま

しては現在の小学校４年生以上がターゲットエ

イジとなります。２巡目国体で天皇杯を獲得す

るためには、現在取り組んでおります宮崎ワー

ルドアスリート発掘・育成プロジェクトや、競

技力強化推進校・育成校の指定といった育成・

強化策を充実させるとともに、計画的な取り組

みを実施していく必要があると認識しておりま

す。また、全国障害者スポーツ大会に向けまし

ても、関係団体と連携し、学校の枠を超えた記

録会等を実施するなど、選手の発掘・育成に努

めてまいりたいと考えております。

各競技団体及び指導者、さら○図師博規議員

には競技者、その目線、立場に立った支援策が

今後講じられることを切望いたしまして、次の

質問に移ります。

３年に一度改正が行われます介護保険制度で

ありますが、2014年に行われた改正は、介護保

険発足後、最大の改正となりました。2000年に

導入された介護保険は、それまでの施設依存型

の高齢者福祉サービスから、在宅中心型の福祉

サービスへの転換と、明確なビジョンが示され

た制度でした。しかし、15年たって、現行の介

護保険制度は、大改革されたというよりは、大

複雑化された制度となってしまいました。我々

行政関係者の中で、現行の介護保険の制度設計

を理解できる者がどれほどいるでしょう。私も

含めてまだまだ不勉強です。

今回の改正内容の主なものを挙げますと、要

支援１・２の給付の一部を市町村事業とするこ

と、介護予防・日常生活支援総合事業の市町村

実施、認知症対策の新事業を全て市町村で実施

すること、特別養護老人ホームの入所条件設

定、一定以上の所得者の負担割合増加、介護従

事者に係る資格や処遇改善を求めるなどなど、

一つ一つの改正内容も複雑多岐にわたり、これ

だけの内容が各市町村や福祉の現場に落とし込

まれていく、反映されていくには、どれだけの

時間、そして労力、さらには能力が必要となる

のか。考えるだけでも想像を絶するほどの量、

時間となることは間違いありません。国は、介

護保険を含む社会保障費抑制ありきで改正を行

い、その運用に当たる市町村や現場職員が振り
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回され、疲弊しているのが現実です。今回の改

正では、特に市町村が担わなければならない事

業が増大し、自治体によっては現行制度の運用

が精いっぱいで、新たな事業展開がおくれてい

るところが多数あります。このままでは、同じ

高齢者、同じ要介護者、同じ要支援者でも、住

む自治体によって受けられる高齢者福祉サービ

スの格差がどんどん大きくなってくることは間

違いありません。そこでまず、2014年介護保険

制度の改正内容を県はどのように捉えていらっ

しゃるのか、福祉保健部長にお伺いします。

） 2014年の介護○福祉保健部長（畑山栄介君

保険法改正につきましては、議員から御説明の

あった内容も含めてでございますけれども、特

別養護老人ホームの入所基準を、原則、要介護

３以上としたことや、一定以上の所得がある方

を２割負担としたことのほか、在宅医療・介護

連携の推進や生活支援サービスの充実等とあわ

せ、全国一律の予防給付のうち、訪問介護と通

所介護、これらを市町村が取り組む介護予防・

日常生活支援総合事業へ移行させ、民間のＮＰ

Ｏ等も実施主体として参画できるよう、サービ

スの多様化を図ったことなどが主な改正内容と

して挙げられます。これらの改正は、持続可能

な制度の確立を図り、地域の実情に応じた地域

包括ケアシステムの構築を目指すという観点か

らなされたものと考えております。

今の答弁にもありましたが、○図師博規議員

介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新

しい総合事業と言われるものでありますが、そ

の対象となっているのは、要支援１・２の方々

です。改正前は、要支援者は、介護保険の事業

の対象外に外されるのではないかという危惧も

ありましたが、今回、それは回避されました。

では、その新しい総合事業を市町村が実施する

場合、どのような取り組みとなるのか、具体例

も含め、再度、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

総合事業○福祉保健部長（畑山栄介君）

は、2014年改正のポイントの一つであり、65歳

以上の全ての方を対象とする一般介護予防事業

と、県内に約１万3,000人おられる要支援者など

に訪問型サービス、通所型サービス等を提供す

る介護予防・生活支援サービス事業とで構成さ

れております。このうち、一般介護予防事業

は、介護予防活動の普及・啓発のほか、高齢者

が生きがいを感じながら活動できる住民主体の

通いの場づくりなど、高齢者がいつまでも健康

に暮らし続けることのできるための事業となっ

ております。また、介護予防・生活支援サービ

ス事業は、要支援者等の多様な生活支援のニー

ズに対応するため、市町村が独自にサービス内

容や単価を設定できることとされており、介護

事業者による従来どおりの訪問介護、通所介護

サービスに加えまして、地域の実情に応じて、

ＮＰＯや住民ボランティアなど、地域の多様な

主体を活用した柔軟な取り組みにより、効果的

・効率的にサービスを提供できることとなって

おります。

その新しい総合事業は、こと○図師博規議員

しの４月から全ての市町村で実施されることが

義務づけられております。今、答弁にもありま

したが、この総合事業は、サービス提供時に介

護報酬を各市町村が独自に設定することとなっ

ています。いまだサービスごとの介護報酬の設

定ができていない市町村はあるのでしょうか。

現在の市町村の取り組み状況について、福祉保

健部長にお伺いします。

この総合事業○福祉保健部長（畑山栄介君）

につきましては、ことし４月までに、県内全て
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の市町村が移行したところでございますが、現

在のところ、これまでの訪問介護、通所介護と

同様のサービス提供が中心であり、新たなサー

ビス提供に取り組めていない市町村もありま

す。一方、市町村の中には、新たな取り組みと

して、資格要件を緩和して単価を下げ、買い物

や掃除といった比較的専門性の少ないサービス

を提供したり、要支援者等の機能改善を目指

し、短期集中的にリハビリテーションサービス

を提供しているところもあります。少しずつで

はありますが、地域の実情に対応した地域包括

ケアの仕組みづくりが進みつつあるという状況

でございます。

私が調べるに、市町村独自の○図師博規議員

単価設定ができているところはほとんどないで

す。もちろんモデル的に取り組まれているとこ

ろもありますが、まだまだ現場は混乱をきわめ

ております。また、この新しい取り組み、今、

部長が言われました、買い物や掃除といった比

較的専門性の少ない介護につきましては、ボラ

ンティアや民間活力を活用して新たなサービス

導入ができるわけなんですが、それを利用する

人がふえるということは、今まで行っていた事

業所の要支援１・２の方々がそちらに流れてく

る。つまり民業圧迫にもつながってしまうとい

う弊害が出てくるのも現実であります。それら

をうまくバランスをとるのが、市町村または県

の役割だと私は考えます。

先日、木城町の地域ふれあい館「輝らら」の

開所式典に行ってまいりました。木城町では、

この新しい総合事業を前向きに捉えまして、温

泉に隣接する形で拠点の施設を整備され、約５

億円かけて、その施設に、理学療法士、看護

師、栄養士も配置され、積極的にサービス展開

される体制を整えられました。答弁にもありま

したが、このように、ハード面やソフト面で介

護保険改正に即応できている自治体は少ないの

が現実であります。介護保険制度は、国が策定

し、改正を繰り返します。その実施主体は市町

村です。県は、その介護保険料の一部を補塡す

る、補助する、支援する、その役割だけでよろ

しいのでしょうか。いや、私はまだ、積極的に

市町村を支援するサービス内容はあろうかと思

います。今後、市町村間でサービスの格差が生

じないためにも、県が、市町村を支援するモデ

ル地域の取り組みを積極的に各市町村に伝えて

いく、また、そこに入って指導するような取り

組みが必要かと思いますが、福祉保健部長のお

考えをお伺いします。

総合事業につ○福祉保健部長（畑山栄介君）

きましては、市町村の裁量により、地域の実情

に応じたサービス提供が可能となるという一方

で、受け皿の確保が困難といった理由により、

サービスのつくり方、単価設定などに苦慮して

いる市町村もございます。このような状況も踏

まえまして、県としては、市町村が円滑に総合

事業を実施できるよう、きめ細かな相談対応や

人材育成等の支援を行う必要があると考えてお

ります。このため、総合事業に関して先進的な

取り組みを行っている自治体から、直接市町村

への現地支援に入っていただくなど、情報交換

等の機会を設けたほか、ＮＰＯやボランティア

の育成に関して多くの実績のある団体等を招い

て研修会を開催しているところでございます。

引き続き、市町村の総合事業への支援を、県と

してもしっかり行っていきたいと考えておりま

す。

ぜひ、県内全域の底上げ、高○図師博規議員

齢者福祉の底上げに尽力していただきたいと思

います。
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では、次の質問にまいります。

平成25年２月議会の一般質問で、私は、私の

自宅近くに住む85歳のおばあちゃんが自殺を

図ったときの行政対応について取り上げまし

た。そのとき、おばあちゃんは、配偶者も子供

もいないひとり暮らしで、親戚とも疎遠となっ

ており、かろうじて地区の方々とのつながりが

ある方でした。

ある日、買い物に行かれたときに駐車場で車

にひかれ、大腿骨を骨折、約４カ月間の入院を

余儀なくされました。退院はできたものの体に

は障がいが残り、つえ歩行で自宅に帰ると、唯

一家族同然だった飼い猫が死んでいるのを発見

されます。これ以上ない孤独感を味わったとい

うことです。生きる気力を失ったその方は、自

宅に火をつけられ、自殺を図りました。私は、

消防団として現場に駆けつけ、放水をしなが

ら、その方を救えなかったことを心からわびま

した。すると、幸いにもその方は、火が回る前

に近所の人に救出されており、一命は取りとめ

られていました。私は、消火活動を終え、救出

してくださった方のところにお見舞いに行く

と、既に警察が保護していただいた後でありま

した。てっきり医療機関につないでくれたもの

だと思っていましたが、次の日の新聞を見て驚

きました。「85歳女性、放火で逮捕」とありま

した。身内も身元引受人もいない方でしたの

で、私が、留置されている警察署へ面会に行

き、裁判では証人として、孤独で精神的に落ち

込んでいたことを説明し、その後、送致された

刑務所にも何度か面会に行きました。面会に行

くたびに、そのおばあちゃんは小さくなられ、

身体障がいの程度も重症化し、生きる気力が削

られていくのがありありと伝わってきました。

かける言葉もなく、「生きていくことができま

すか。生き続けることができるんですか。また

自殺をしないでくださいね」と、そういうよう

な話をした記憶があります。何とか出所にはた

どり着くことはできましたが、もちろん帰る場

所はありません。少ない年金でも受け入れてく

れる施設を探し、ようやく生き続けることので

きる場所を見つけることができました。

前置きが長くなりました。逮捕・拘留される

被疑者の中には、生活困窮や劣悪な家庭環境の

中での生活苦や精神的苦悩から、やむにやまれ

ず罪を犯してしまう社会的弱者が多数いらっ

しゃいます。この質問の本質に入る前に、ま

ず、警察において、過去３年間の刑法犯の検挙

件数の推移と、そのうち、高齢者及び少年、い

わゆる社会的に弱い立場に置かれている方がど

れほどいらっしゃるか、主な犯罪種別もあわせ

てお答えください。警察本部長、お願いしま

す。

宮崎県の刑法犯○警察本部長（郷治知道君）

認知件数は、近年、減少を続けておりまして、

それに伴い、刑法犯検挙者数も減少傾向にあ

り、３年前の平成26年に1,854人であったもの

が、平成28年には1,642人と減少しております。

そのうち、高齢者の検挙者数と全体に占める割

合は、平成26年に375人の20.2％であったもの

が、平成27年に若干減少するものの、平成28年

には400人の24.4％と増加しております。また、

少年の検挙者数と全体に占める割合は、平成26

年に376人と20.3％であったものが、平成27年に

一旦増加した後、平成28年には253人の15.4％と

減少しております。さらに、平成28年の刑法犯

検挙における罪種につきまして、高齢者は窃盗

が74.3％と最も多く、また、少年についても窃

盗が56.5％と大半を占めている状況にありま

す。
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刑法犯の検挙総数は減少して○図師博規議員

いるものの、高齢者の占める割合は増加してい

るという状況が示されました。

では、続けて。自分を傷つけ、他人に害を及

ぼす危険がある、いわゆる自傷他害行為の通報

を受け、現場で保護した者の数及び、そのうち

精神錯乱状態で保護した者の数の過去３年分の

推移をお答えください、警察本部長。

） 警察官職務執行○警察本部長（郷治知道君

法等に基づきまして保護した人数は、平成26年

が432人、平成27年が394人、平成28年が416人

で、例年400人前後で推移しております。そのう

ち、警察官職務執行法第３条に基づきまして、

自己または他人の生命、身体または財産に危害

を及ぼすおそれがあり、かつ、応急の救護を要

する精神錯乱者として保護した人数は、平成26

年が136人、平成27年が113人、平成28年が129人

でありまして、例年保護した総数の約３割程度

が精神錯乱者となっております。この精神錯乱

者に、精神障がいのため自傷他害のおそれがあ

る者を発見したとき、警察としましては、精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条に

基づきまして、最寄りの保健所長を経て宮崎県

知事に通報することになります。

今の御答弁にありましたとお○図師博規議員

り、このように、昨年だけでも、高齢者、少

年、そして精神障がいが疑われる方々の総数を

見ますと、保護、逮捕・拘留される者のう

ち、750人以上が福祉的な支援が対象ではないか

と思われる方々であります。では、高齢者及び

少年の刑法犯のうち、再犯・累犯者の方々の割

合はどれほどになっておりますでしょうか、警

察本部長。

平成28年におけ○警察本部長（郷治知道君）

る高齢者の刑法犯検挙者数400人のうち、再犯者

の占める割合は、180人の45％となっておりま

す。また、少年の刑法犯検挙者数253人のうち、

再非行の割合は96人の37.9％となっておりま

す。

御答弁にありました、高齢者○図師博規議員

の約半数、45％が再犯に至っているという現実

が示されました。罪を犯した高齢者や障がい

者、そして少年、この方々の早期の福祉的支援

があることにより、安定した生活環境と精神状

態を得られ、再犯率、累犯率が減少することは

明らかであります。それでは、それらの罪を犯

した社会的弱者に対し、どのような取り組みが

されているのか、今度は福祉保健部長に伺いま

す。

県におきまし○福祉保健部長（畑山栄介君）

ては、国庫補助事業である地域生活定着促進事

業によりまして、矯正施設や保護観察所等と協

働し、高齢者や障がい者などの福祉的支援を要

する方に対して、矯正施設の入所中から面接等

を行い、本人の意向を確認しながら、住居の確

保や福祉サービスの利用、就業先の調整などを

行うほか、退所後の家庭訪問等のフォローアッ

プにも取り組んでおります。この事業は平成22

年度から実施しておりますが、平成28年度につ

いては７名、事業開始からの通算では、86名の

地域定着の支援に取り組んできたところでござ

います。

対象者が750人以上いると思わ○図師博規議員

れる中で、昨年は７名しかその事業対象となっ

ていない、わずか一握りであるということが知

らされました。さらに、答弁にあった取り組み

は、いわゆる福祉的支援が必要な方々の中で

も、出口支援を行っているということに当たり

ます。支援を行うには信頼関係が必要であり、

人間不信の塊となっている方々にとっては、刑
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務所などの矯正施設出所前後からのかかわりだ

けでは、関係形成は簡単にはいきません。

長崎県では、地域生活定着支援センターと弁

護士会や社会福祉士会といった民間団体とが連

携し、福祉支援が必要と思われる被疑者・被告

人に関し、保護、逮捕・拘留、裁判の場合でも

支援が受けられる体制が整備されています。具

体的には、社会的弱者が加害者になってしまっ

たケースについて、弁護士からの依頼に基づ

き、福祉専門職による留置所及び拘置所での面

会、更生支援計画の作成、裁判での証言などが

行われています。これを出口支援に対しての入

り口支援と言います。この入り口支援から出口

支援までの更生支援コーディネートの実践は広

がりを見せており、東京都、大阪府、石川県、

愛知県、山口県、兵庫県などでも、行政と民間

団体が連携し、支援を行っています。本県で

も、弱者の犯罪者数、再犯数から鑑みて同様な

取り組みが必要と考えますが、福祉保健部長の

お考えをお聞かせください。

逮捕・拘留中○福祉保健部長（畑山栄介君）

や公判の段階から、被疑者・被告人となった高

齢者または障がい者等に対して、司法と福祉が

連携して取り組む、いわゆる入り口支援につき

ましては、再犯防止につながる支援の一つであ

ると認識しており、県内にも関心を持っている

民間団体があると伺っております。この入り口

支援につきましては、刑事司法手続との関係か

ら、支援を要する方の情報の把握が困難なこと

などから、本県では現在取り組んでおりません

が、現在、国においては、刑事司法手続のあら

ゆる段階における切れ目のない支援の実施と

いった方向性を掲げて、再犯防止推進法に基づ

く再犯防止推進計画を検討しており、この計画

の中で、地方公共団体の果たすべき役割につい

ても位置づけられると伺っております。県とし

ましては、今後とも、国の動向を注視しなが

ら、民間団体との情報交換を行うなど、適切に

対応してまいりたいと考えております。

ぜひ、その切れ目のない福祉○図師博規議員

的支援というものを実現されるように、他県の

例も参考にされて、取り組みを早く始めていた

だければと思います。

続きまして、次の質問にまいります。

時間の都合上、行政手続に対する不服申し立

ての件につきましては、割愛をさせていただき

ます。

教育の学力向上についての質問に入らせてい

ただきます。

先日、常任委員会で、学力向上の取り組みの

先進地である秋田県に行き、レクチャーを受け

てきました。秋田県では、学校教育だけではな

く、「オール秋田で目指す 教育立県秋田」を

前面に打ち出され、家庭での生活習慣から学習

習慣、そして運動習慣に至るまで、全県挙げて

意識の醸成を図り、どの項目においても全国平

均値を大きく上回っており、その相乗効果によ

り、日本トップレベルの学力を維持されていま

した。

特に私が注目したのが、県独自で取り組まれ

ている学習状況調査事業です。この事業は、毎

年４月に実施される全国学力・学習状況調査の

前の12月に、県内４年生から６年生と中学校１

・２年生を対象に、ペーパーテストと学習意欲

調査を行い、学校ごとに入力されたデータを県

が集積し、12月に実施したテストの結果を、翌

１月には各学校にフィードバックしています。

さらに、教育指導に卓越した教育専門監、いわ

ゆるスーパーティーチャーが複数の学校に派遣

され、各学校の弱点の克服に当たり、そして、
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４月の全国学力・学習状況調査に臨んでいるの

です。県独自の学力・学習チェックをし、全国

学力・学習状況調査を活用し、ダブルチェック

することにより学力を伸ばし、高校入試にも生

かされているということでした。

これにより、秋田県では、小中学生が塾に通

う割合、いわゆる通塾率がかなり低くなってい

るとのことで、これは最高の学校教育への信頼

のあらわれだと思います。その秋田県に倣い、

本県も学力調査の集計システムの運用に今年度

から取り組まれているようですが、どのような

内容になっているのか、教育長に伺います。

本県の新しい集計シ○教育長（四本 孝君）

ステムでございますが、各学校において、全国

調査や本県独自の調査の結果を入力することに

より、いち早く子供の学力の状況を把握できる

ものとなっておりまして、本年４月より運用を

始めているところでございます。具体的には、

子供たちの正答あるいは誤答を１問ごとに入力

すると、個人の結果はもとより、学級や学校の

分布状況が即座に出力され、早い段階で課題を

把握することができるようになっております。

また、子供たちが次の学年に進級しても、昨年

度の結果と本年度の結果を結びつけ、経年で学

力の変化を捉えることも可能となっておりま

す。このように、各学校が、子供一人一人の学

力の状況を、分布や経年変化で迅速かつ正確に

把握した上で、授業改善に取り組むことができ

る集計システムとなっているところでありま

す。

内容は、非常に秋田のシステ○図師博規議員

ムと似ているものがあろうかと思いますが、そ

れを集計しただけでは学力向上にはつながりま

せん。その集計システムで明らかとなった学力

の状況に対して、どのような取り組みで学力向

上につなげていかれるお考えなのか、再度、教

育長に伺います。

県教育委員会の取り○教育長（四本 孝君）

組みといたしましては、新しい集計システムを

活用することによって、県内の子供たちが苦手

としている問題の傾向を詳細に分析し、その対

応に向けた授業づくりの研修会を実施しており

ます。また、分析により明らかになりました課

題の解決に向けて、県の学校政策課、教育事務

所、教育研修センターと市町村教育委員会が一

体となった支援チームを組織して、学校訪問を

行っております。その中で、教師一人一人の授

業を参観し、授業力向上のためのマンツーマン

による教師への指導を行っているところであり

ます。今後とも、集計システムを活用し、さま

ざまな課題を明らかにしながら、各学校の実態

に応じた授業改善を支援し、学力向上に努めて

まいりたいと考えております。

今、御答弁にもありました、○図師博規議員

市町村の教育委員会なりと連携し、支援チーム

が各学校に出向いて弱点克服に当たられている

と。秋田と同様な取り組みとも映りますが、い

いと思います。どんどんまねしていいと思いま

す。それによって県の学力が上がってくれば、

それはもう万々歳です。

秋田県の学習状況調査による集計システムと

教育専門監の派遣が今、功を奏しているという

お話でしたが、さらに、先日、徳重議員も取り

上げておられた少人数学習推進事業、これは秋

田でも成果を上げられています。その取り組み

は、小中学校にとどまらず、高等学校へも連動

するものとなっています。少人数の学級をあえ

てつくっていく。そこに加配の先生を多く配置

していく。そのことによって秋田は成功してお

るわけなんですが、それを小中だけではなくて
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高校まで連動されているということです。私

は、常任委員会で秋田を訪問した後も、レク

チャーいただいた秋田県学力向上班の三浦副主

幹と連絡を取り合い、秋田の県立高等学校の学

校再編などについての情報交換も行っておりま

す。その中で、秋田は、高等学校においても、

各学年においてきめ細やかな指導を行うため、

少人数学習推進が図られており、生徒数の数合

わせだけの再編を進めることはなく、学力向上

と地域活力の拠点となる学校を守ることが、

しっかりと両輪となっているとのことです。こ

の後ろ盾となっているのが、佐竹敬久秋田県知

事が発せられる「ふるさと秋田元気創造プラ

ン」、いわゆる知事プランの中にその方針が明

確に示されているからだとおっしゃっていまし

た。さらに三浦副主幹は、「私たちは、知事か

ら、「道路は多少悪くとも、教育にはしっかり

予算をつけなさい」と指示を受けている」と語

られていました。国の示す１学級40名、１学年

４～８クラスの適正規模を下回ったとしても、

それを教育力、競争力、または教育の機会の低

下へつながる言いわけをしないだけの学校政策

があれば、秋田のように少人数学級や小規模校

の存続は可能になります。そのためにも、河野

知事の地域における学校の役割の認識と、その

認識に基づく明確な指示が求められているとこ

ろです。そこでまず、知事が、地域における学

校の役割をどう捉えていらっしゃるか、お伺い

いたします。

学校というものは、子○知事（河野俊嗣君）

供たちの豊かな学びと成長を保障する場であり

まして、地域への愛着や誇りを育みながら、将

来を担う子供たちを育成するといった、大変重

要な役割があると考えております。また、先ほ

ど、小さな拠点の議論の中でもありましたが、

地域コミュニティーの拠点の一つとして、地域

振興を担う人材の育成や、ふるさとの活性化等

に貢献するといった、大変重要な役割も担って

いるものと考えております。

今の御答弁、実は私が２月に○図師博規議員

同じ小規模校の存続についての質問をしたとき

の知事の御答弁と、ほぼ同じです。つまり、知

事は、お考えはぶれていらっしゃらない、その

ことはよくよく伝わりました。

それでは、今の、地域における学校の役割、

また人材創出の拠点であるというお言葉、その

お言葉を踏まえ、小規模学級の推進と小規模校

の存続について、知事がどのようなお考えを持

たれているのか、お答えください。

少人数学級の推進につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、子供たちの学びを充実させるため

に効果的であると考えておりますが、多額の財

源措置が必要であり、県独自の取り組みは困難

な状況にあるため、私みずから教育長とともに

文部科学省を訪問し、少人数学級の拡大につい

て要望を行っているところであります。小規模

校の存続につきましては、公立小中学校では、

設置者であるそれぞれの市町村において、地域

の実態や、保護者及び地域住民の方々の意見な

どを十分に踏まえて、子供たちによりよい教育

環境を提供するという視点に立って判断される

ものと考えております。高校では、現在、県教

育委員会におきまして、高等学校教育整備後期

計画の策定に向けまして、適正規模のあり方な

どについて、有識者による議論を行っていると

聞いておりますので、今後、その動向を見守っ

てまいりたいと考えております。

もちろん教育委員会の方針も○図師博規議員

尊重されるべきだと思いますが、秋田のような

強い知事のリーダーシップこそが、学力向上、
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または地域の活力源である学校を守ることにつ

ながることも申し述べさせていただきまして、

私の一般質問を全て終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○横田照夫副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会


