
９月20日（水）
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議員発議案送付の通知◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、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が、お手

元に配付のとおり、委員会から議案の送付を受

けましたので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成29年９月20日

宮崎県議会議長 原 正三 殿

提出者 議会運営委員長 松村 悟郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

北朝鮮による弾道ミサイル発射及び核実験

等に抗議する意見書

議案発議案第１号追加上程、採決◎

ただいま朗読いたしました議○ 原正三議長

員発議案第１号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、説明を省略して直ちに審議すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、本案は原案のとおり可決されました。

一般質問◎

ただいまから一般質問に入り○ 原正三議長

ます。まず、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○重松幸次郎議員

ございます。公明党宮崎県議団の重松幸次郎で

す。通告に従い順次質問をさせていただきます

ので、知事を初め、関係部長、教育長、警察本

部長の明快な御答弁をお願いいたします。

初めに、知事の政治姿勢についてお伺いいた

します。

核兵器禁止条約（核禁条約）が、ことしの７

月に国連本部で開催された条約交渉会議で採択

されました。核兵器を違法化する初めての規範

であり、「核兵器のない世界」への大きな一歩

となることは間違いありません。

この核禁条約とは、核兵器の使用、開発、実

験、製造、保有、移譲（他国に渡すこと）など

を幅広く禁止する初めての条約であります。広

島、長崎の被爆者が長年、壮絶な被爆体験を語

りながら核廃絶を求めてきたことを踏まえ、

「ヒバクシャの受け入れがたい苦しみに留意す

る」と前文で明記したことも画期的でありま

す。

核禁条約の成立を強く推進してきた国の一つ

平成29年９月20日(水)



- 223 -

平成29年９月20日(水)

であるマレーシア国連政府代表部のイクラム大

使が指摘しているように、「絶対悪の烙印を押

す」ことで核兵器を違法化し、こうした考えを

色濃く反映しているのが、核兵器を使うぞと威

嚇することも禁じた条文であります。これによ

り、核兵器を明確に否定し、いかなる場合でも

核兵器を必要とする考え方を認めない姿勢が鮮

明になっております。

一方で北朝鮮は、核実験と核兵器の運搬手段

となる弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、今

やアメリカ本土の全域を射程に入れる大陸間弾

道ミサイル（ＩＣＢＭ）の発射実験にも成功し

たとされ、世界中に脅威を与えております。

核保有５カ国のうち、米英仏３カ国は共同声

明で、「安全保障環境の現実を無視している」

「条約は北朝鮮の重大な脅威に対する解決策を

提供せず、抑止力を必要とするほかの安全保障

上の課題にも対処していない」とし、よって核

保有５カ国は核禁条約の交渉会議へ参加せず、

アメリカの同盟国であり、「核の傘」で守られ

ている日本や韓国を初め、カナダやドイツなど

の北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国も不参

加。オランダはＮＡＴＯ加盟国ですが、会議に

は参加し、反対票を投じました。

禁止先行となったこの核禁条約の採択をめ

ぐって、核兵器の非人道性を訴えて条約を推進

した国々と、核兵器によって戦争を防ぐという

核抑止論を主張する核保有国との溝は深まりま

した。しかし、現実の国際政治の中で核が存在

していることは事実であり、核保有国を抜きに

しては核廃絶を実現することはできません。条

約の採択を推進してきた被爆者団体や反核ＮＧ

Ｏ（非政府組織）も、条約の採択が到達点でな

いとしており、ここからが核廃絶の正念場で

す。

核軍縮については、日本政府も、核保有国、

非保有国も、2020年ＮＰＴ（核拡散防止条約）

運用検討会議の成功に向けて、ＮＰＴ体制の維

持・強化が必要であるとの認識は共有していま

す。まずは、核保有国と非保有国の溝を埋める

対話が不可欠です。「核兵器のない世界」の実

現には、核禁条約の採択をめぐって深まった核

兵器保有国と非保有国の亀裂の橋渡しが求めら

れており、これこそ唯一の戦争被爆国である日

本の責務であります。

このため、日本政府はことし５月、双方の有

識者による賢人会議の設立を表明。我が党も開

催を強力に推進し、本年11月27、28の両日に、

被爆地の広島市で初会合を開催することが決定

しました。メンバーは、座長を務める白石隆前

政策研究大学院大学長を含む日本人６名と、核

保有国、非保有国、核兵器禁止条約賛成国の外

国人有識者10人で構成され、「核軍縮の実質的

な進展」のための提言をまとめ、来年４月に開

催されるＮＰＴ（核拡散防止条約）の準備会合

に提出される予定です。

公明党は、核禁条約を高く評価しており、同

条約の規範のもとで核廃絶への具体的な歩みを

進めていきますが、双方の溝が深まり、核軍縮

を着実に進めるための現実的な対話がなされ

ず、核軍縮ができない状況をつくってはならな

いとの立場です。それだけに、賢人会議の開催

は、各国が「被爆の実相」を共有して実効性の

ある提言をまとめることは意義のあることと考

えますが、知事は、「核軍縮の実質的な進展の

ための賢人会議」が日本政府の主導で開催され

ることについてどうお考えか、御所見をお伺い

します。

以上を壇上の質問とし、以下は質問者席から

お伺いいたします。（拍手）〔降壇〕
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〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

賢人会議につきましては、核軍縮の進め方を

めぐる核兵器国及び非核兵器国間での意見の対

立が顕在化している現状を踏まえ、日本政府が

イニシアチブをとって設立されたものと伺って

おります。これは、核兵器国と非核兵器国の協

力が重要であり、唯一の被爆国として、我が国

が両者の橋渡しを担うという考え方に基づくも

のと認識をしております。

また、今回、賢人会議の初会合が被爆地広島

において開催されるということは、大変意義深

いものであると考えております。核兵器を廃絶

し、戦争のない社会、平和で安心して暮らせる

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ります。北朝鮮

による核実験や弾道ミサイル開発が、我が国の

安全に対する大きな脅威となっている中で、こ

の賢人会議が、「核兵器のない世界の実現」に

向けて実りある会合となることを期待している

ところであります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

広島県御出身の河野知事におかれましては、日

本が核禁条約に署名しなかったことは、複雑な

思いだったのではないかと推察いたします。た

だ、今の御答弁を聞いて、政府と我が党の立場

を御理解いただいたものと解しました。賢人会

議の開催で、「真の橋渡し」のスタートとなる

ことを期待し、核軍縮を着実に進めることに、

我が党も進んでまいりたいと、このように考え

ております。

さて、次の質問に入ります。本年８月に、公

明党宮崎県本部は、宮崎商工会議所などの23団

体を迎えて、政策要望懇談会を開催いたしまし

た。九州選出の国会議員と県議３名、そして各

地の議員も参加して、各団体の方から、今置か

れている現状と課題をお聞きし、国や県に対す

る御要望を伺うことができました。本日は、私

が担当させていただいた８団体の中、今回は半

分の４団体の中から、県に対する要望を質問さ

せていただきます。

初めに、宮崎県助産師会様からのお話です。

ことしの７月末で、小林市、えびの市の西諸県

地区では産科施設がなくなり、小林市民病院で

は週２回の健診のみになります。そのため、出

産には都城市か人吉市などに行かなくてはなら

ず、深刻な状況が起きていることから、遠いと

ころへの受診出産においては、妊婦の負担や早

産のリスクが高まるなど、そのリスクを軽減

し、産婦の安心・安全な出産につなげるため、

助産師の活用はますます重要になってまいりま

す。

産科医師の問題は県の医師会にお任せいたし

ますが、助産師は、妊娠・出産だけでなく、女

性と母子の全てのステージにおいて、生活と健

康のために寄り添い、元気なお母さんを守るの

が役目です。そこで、西諸県地区で当面、分娩

を取り扱う施設がなくなるなど、妊娠・出産・

子育てに対して不安に思う妊産婦がふえてくる

と思いますが、24時間対応のできる相談窓口の

開設に関する県の考えを、福祉保健部長にお伺

いいたします。

妊娠・出産・○福祉保健部長（畑山栄介君）

子育てに関する相談業務につきましては、母子

保健法等に基づきまして、各市町村の保健セン

ターなどにおいて、身近な窓口として対応が行

われているところであります。また、県におき

ましても、全ての世代の女性の健康相談に対応

するため、中央保健所に女性専門相談センター

を設置しており、妊娠・出産に不安を持つ方か
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らの相談も含め、平日の日中に対応を行ってお

ります。

妊娠・出産に関し緊急性を要する相談につき

ましては、通常は、かかりつけの医療機関に相

談する事例が多いとは考えられますが、県とし

ましては、今後、市町村の意見等も伺いなが

ら、24時間対応できる相談窓口設置のニーズの

把握に努めてまいりたいと考えております。

助産師会もそのヘルプライ○重松幸次郎議員

ン体制のために、既に３人の助産師の賛同をい

ただいているとのことです。よろしくお願いい

たします。

昔はお産といえば、母方の実家に戻り、産後

１カ月を実家で過ごし、また自宅に戻るのが一

般的でありましたけれども、最近は実家に帰ら

ず、夫婦２人で乗り切る、または祖父母に手伝

いに来てもらうマイタウン出産を選ぶ夫婦もふ

えているようです。

現在、宮崎市では、国のモデル事業として産

後デイケアを行っているが、この事業を都城

市、西諸県地区、東諸県地区、延岡市でも行え

るようにしてほしい、また、産後ステイ（宿

泊）を希望している産婦もふえているが、費用

負担の補助を各市町村にお願いしたい、さらに

は、市によっては産後健診の補助があるが、医

師のところでしか使えないので、助産院でも使

えるようにしてほしいとのお話がございまし

た。このように、市町村が取り組む妊娠・出産

・子育て事業において、さまざまな助産師の活

用が考えられるが、今後の助産師の活用に関す

る県の考えを、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

議員御紹介の○福祉保健部長（畑山栄介君）

宮崎市の産後ケア事業でございますが、助産師

を母子保健コーディネーターとして配置し、心

身ともに不安定になりやすい産後の母親に対す

る授乳指導や育児指導などの支援を行う産後デ

イサービスに取り組んでおり、利用者の不安の

軽減など、健やかな育児に向けた効果が得られ

ていると伺っております。

このように、市町村が実施する母子保健事業

において、妊娠から出産前後の妊産婦への支援

に、専門性を有する助産師を活用することは、

質の高い支援を提供するための一つの方法であ

ると考えられます。県としましては、母子保健

に係る担当者会議などさまざまな機会を捉えま

して、市町村に対し、助産師の効果的な活用事

例を紹介することで、母子保健事業の多様な展

開を促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。昨○重松幸次郎議員

日、右松議員の質問で、子育て世代包括支援セ

ンターの拡充がございましたが、ぜひ進めてい

ただきたいと思います。また、その事業の延長

に、産後デイ、産後ステイも併設できるとお聞

きいたしました。行く行くは、産婦人科病院が

少なくなる中、安心して入院できる「産前産後

ケアセンター」を助産師会で設立したいとの思

いでありました。「子供子育ての第一歩は、安

心して妊娠・出産することです。子供の生まれ

ないところに発展はない」と会長はおっしゃっ

ておりました。助産師会への県からの支援サポ

ートをよろしくお願いいたします。

次は、宮崎県ビルメンテナンス協会の会長様

より、お話を３点お伺いいたしました。

１つは、県有施設（庁舎）の清掃業務に係る

競争入札参加資格審査の見直しについてであり

ます。昭和54年の県入札審査要綱では、いまだ

に売り上げ重視（契約実績）での評価が約65％

を占めており、協会としては、技術職員数（ビ

ルクリーニング技能士やビル設備管理技能士な
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ど）の評価、また障がい者雇用数や研修会参加

実績、そしてＩＳＯの取得などなど、少しは改

善が見られるものの、審査評価をさらに上げて

ほしいとのことでした。そこで、県庁舎の清掃

業務委託について、業務の品質確保の観点か

ら、入札参加資格の条件を見直す考えはない

か、総務部長にお伺いいたします。

県庁舎の清掃業務○総務部長（桑山秀彦君）

委託に係る入札参加資格につきましては、現在

「建築物における衛生的環境の確保に関する法

律」に基づきます知事登録業者であることを前

提に、経営状況や技術力、障がい者の雇用状況

など、13の項目について審査を行っておりま

す。

この審査の内容につきましては、業界からの

要望なども踏まえながら、必要な見直しを行っ

てきておりまして、平成26年度には、技術力の

評価につきまして、技術職員が有する専門資格

の項目を追加するなどの見直しを行ったところ

であります。今後とも、多くの県民の方々に利

用いただきます庁舎の衛生環境を適切に維持管

理していくために、業務の品質確保を念頭に置

きながら、必要な見直しを行っていきたいと考

えております。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。

最低制限価格の底上げや、指名競争入札の参

加枠も要望したいとのことでした。さらに、作

業品質を確保するためには、委託された清掃作

業が確実に、適正に履行されているかを点検す

ることも重要とのことです。そこで、以前にも

要望いたしておりましたが、協会認定のインス

ペクター（建築物清掃管理評価資格者）の導入

を望むとのことです。既に他県は入札要件に

入っておりますが、清掃業務の品質向上を図る

ため、業務完了後の履行検査等にインスペクタ

ーを導入してはどうか、総務部長にお伺いいた

します。

お尋ねのインスペ○総務部長（桑山秀彦君）

クター、これは建築物清掃管理評価資格者と言

うそうでありまして、清掃業務の結果を評価

し、改善するための民間の認定資格者であると

伺っております。このインスペクターを活用し

た検査を実施する場合には、清掃業務の委託と

は別に、検査を行う相手方と新たに契約を結ぶ

必要があろうかと思います。この検査を導入し

ている都道府県は、いまだ少数でありますが、

費用対効果の観点から、また県内におけるイン

スペクターの普及状況でありますとか、他県で

の取り組み状況等も勘案しながら、導入の可否

について検討する必要があるというふうに思っ

ております。

発注者に業務の結果が資格○重松幸次郎議員

を持ったインスペクターによって報告されるこ

とは、品質確保、ひいては資産の長期的な維持

管理に重要だと考えますので、ぜひとも御検討

をお願いいたします。

３点目、厚生労働省が平成27年６月に通達し

た「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務

の運用に関するガイドライン」には、「災害発

生時に、例えば避難所になるような施設におい

て、応急的な消毒・清掃業務などの迅速な着手

が可能となるよう、平時より災害時の業務実施

体制を有するビルメンテナンス業者と災害協定

を締結することにより」云々とありました。そ

こで、災害時において、避難所などの応急的な

消毒や清掃業務を迅速に行うため、ビルメンテ

ナンス協会と災害時応援協定を締結してはどう

かと思いますが、危機管理統括監にお伺いいた

します。
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避難所に○危機管理統括監（田中保通君）

は、幼児から高齢者まで、年代や性別に関係な

く多くの人が集まることから、避難者の健康を

守る上で、衛生的な環境を維持することは大変

重要であると考えております。

避難所として活用される施設の清掃等につき

ましては、管理者によって実施形態や頻度が異

なりますが、災害時においては、必要に応じて

迅速に対応できる人員や機器の確保が求められ

ております。ビルメンテナンス協会には、多く

の事業者が加盟され、災害時においても迅速な

対応がいただけるのではないかと考えておりま

すので、今後、ビルメンテナンス協会との間

で、対象とする施設や支援内容等につきまして

協議してまいりたいと考えております。

災害時の避難所等が衛生的○重松幸次郎議員

に運営管理されることは、防災の面でも、また

復旧項目においても大変重要なことだと思いま

すので、ぜひとも御検討をお願いしたいと思い

ます。

続きまして、宮崎県社会保険労務士会（政治

連盟）様からのお話です。言うまでもなく、社

会保険労務士会の皆さんは、労働・社会保障及

び人事・労務管理の国家資格者で、働き方改革

を支援していただくエキスパートであります。

県に対して２点お話をいただきました。

１つは、宮崎県の指定管理者の選定や中間監

査において、労働基準法を初め、雇用関係、労

使関係等の法規について、適正になされている

かを審査するために、社会保険労務士会を登用

していただきたいとのことでございました。ま

ず、その前提としまして、本県における指定管

理者制度の導入状況等について、総務部長にお

伺いいたします。

指定管理者制度○総務部長（桑山秀彦君）

は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつ

つ、住民サービスの向上や経費の節減等を図る

ことを目的としておりまして、本県におきまし

ては、平成18年度から導入しております。制度

を導入した各施設におきましては、施設の開館

日の拡大や利用時間の延長、あるいは自主企画

事業の充実など、利用者のサービス向上につな

がるようなさまざまな取り組みが図られている

ところであります。

平成28年度の実績で申し上げますと、県立芸

術劇場や県営住宅など143の施設で制度を導入し

ておりまして、これらの施設を管理する指定管

理者として18団体を指定しております。また、

年間の指定管理料は総額で約20億円となってお

ります。

では、本題の要望につい○重松幸次郎議員

て。つまり、ここでもインスペクト（評価監

査）をすることは、指定管理者のもとで働く方

々の雇用・労働条件を守るために大変重要だと

考えます。指定管理者における適正な労働環境

を確保する観点から、中間監査（モニタリン

グ）への労働条件審査に社労士会の導入を検討

できないか、再度、総務部長にお伺いいたしま

す。

県におきまして○総務部長（桑山秀彦君）

は、これまでも指定管理者の公募の際に、労働

関係を初め、遵守すべき法令を募集要領に提示

いたしますとともに、候補者の選定に当たって

は、業務執行体制や人件費の経費積算を含めた

事業計画の確認を行っているところでありま

す。また、指定後の管理状況の実地調査、いわ

ゆるモニタリングにおきましては、労働関係法

令等の遵守状況を所管課の職員が直接確認する

など、適正な労働環境確保のための取り組みを

行っているところであります。
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御提案の件につきましては、そうしたモニタ

リングの専門性を高める上で一定の効果がある

ものというふうに思っております。県といたし

ましては、今後とも職員によるモニタリングの

一層の充実に努めますとともに、社会保険労務

士による労働条件審査の導入については、他県

の情報収集なども図りながら、引き続き検討を

行ってまいりたいと考えております。

続きまして、労働条件（就○重松幸次郎議員

業規則とか賃金規定）や社会保障等の基礎知識

を、社会に出る前に学校教育の中で学ぶこと

は、安心して働くことができるセーフティー

ネットになります。未来を担う若者の就労支援

に大事だと思いますが、高校生が社会に出るに

当たって、事前に労働法規等の基礎知識を身に

つけておく必要があると思いますが、取り組み

状況について教育長にお伺いいたします。

将来、職業につき、○教育長（四本 孝君）

社会の一員として、より充実した職業生活を送

るために、労働法規等の基礎知識を身につける

ことは、非常に大切なことであると考えてお

り、高校では、公民科の授業において、基礎的

な知識について学んでおります。

さらに、県教育委員会では、宮崎労働局の協

力を得て、労働局職員を講師とする「労働法に

関する講習会」を、平成27年度から全ての県立

高等学校において計画的に実施しているところ

であります。講習会では、時間外労働や給与な

どの労働条件に関するトラブルなどを取り上

げ、労働者の権利や相談方法などについて学ん

でおります。今後とも、生徒が将来にわたり安

心して働くことができるよう、労働法規等の基

礎知識の習得を図ってまいりたいと考えており

ます。

社会保険労務士会の会員の○重松幸次郎議員

皆さんは、現在でも、大学、短大、そして高校

への出前講座を行っているようです。今後も社

会保険労務士の登用、御検討をよろしくお願い

いたします。

政策要望懇談会の最後に、宮崎県商工会連合

会様からのお話です。御存じのとおり、商工会

は、県内の特に町村の事業者の発展、地域の発

展のために、総合的に支援をされている団体で

あります。毎年、国と県に対して、地域経済を

支える中小企業支援、産業活性化と地方創生の

推進、そして社会資本整備等の要望をされてお

ります。その中から、産業支援について３点、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

まず、県内企業の99.8％は中小企業（小規模

企業）であり、地域産業を支えていただいてい

ることから、本県における小規模企業支援と商

工会等の経営支援機能強化の取り組みについて

お伺いいたします。

小規模企○商工観光労働部長（中田哲朗君）

業は、県内企業の約９割を占め、地域経済や雇

用を支える大変重要な存在でありますことか

ら、県の「みやざき産業振興戦略」の大きな柱

の一つとして、その支援に取り組んでいるとこ

ろであります。具体的には、小規模企業の経営

支援機関であります商工会等を通して、企業の

強みを生かした経営の促進や新商品の開発、販

路開拓など、専門的で多岐にわたる支援を行っ

ているところであります。

また、商工会等の経営支援機能の強化を図る

ため、経営指導員等について、中小企業診断士

の資格取得促進や県内外のレベルの高い支援機

関への派遣研修など、資質の向上に取り組んで

いるところであります。今後とも、商工会等の

機能が十分に発揮され、小規模企業がその強み

を生かして成長していけるよう、支援に努めて
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まいりたいと考えております。

少子高齢化が進む中である○重松幸次郎議員

からこそ、地域の事業所を守り、それを支える

商工会指導員の育成もよろしくお願いいたしま

す。

地元企業による地域内経済の循環と外貨を稼

ぐ新たな創業に力を入れることが重要と考えま

すが、本県の創業支援の取り組みについて、同

じく部長にお伺いいたします。

創業支援○商工観光労働部長（中田哲朗君）

につきましては、現在、商工会等を通して、創

業の際の資金調達や事業計画策定等の相談に応

じますとともに、オフィスの貸し出しなどを

行っているところであります。

また、国内外から外貨を獲得できるような将

来性のあるベンチャー企業の発掘、育成を図る

ため、宮崎商工会議所に「みやざきスタート

アップセンター」を設置いたしまして、民間の

創業支援団体と連携して、ビジネスプランコン

テストの開催や商談会への出展支援など、商品

・サービスの磨き上げから販路開拓まで、一貫

した支援を行っているところであります。創業

は、雇用の創出や地域経済の活性化に大きく寄

与しますことから、今後とも、商工会等と連携

を図りながら、しっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。

せっかく守り続けてきた特○重松幸次郎議員

色ある地域の産業も、後継者が育たなければ廃

業し、事業税も、また雇用も、金融においては

顧客もなくなっていくわけでございます。そこ

で、事業承継を円滑に進めるために、県はどの

ように取り組んでいるのか、再度、部長にお伺

いいたします。

企業経営○商工観光労働部長（中田哲朗君）

者の高齢化が進行する中で、適切に次の世代に

事業を引き継いでいくことは、本県経済の持続

的な発展や雇用の確保を図る上で非常に重要で

あると認識しております。

このため、県におきましては、ことし５月

に、国を初め、商工団体、金融機関等から成る

事業承継支援に係る関係機関連絡会議を開催い

たしまして、その支援のあり方などの意見交換

を行い、今後、関係機関が情報を共有しなが

ら、宮崎商工会議所に設置しております「宮崎

県事業引継ぎ支援センター」を中心として、事

業承継への積極的な支援を行っていくことを確

認したところでございます。県としましては、

引き続き、国を初め、商工団体、金融機関等の

関係機関としっかりと連携・協力し、円滑な事

業承継の推進に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

そのためには、本当に人手○重松幸次郎議員

を確保することが重要かと思います。移住・定

住の成果があらわれてきておると聞きました。

平成28年度の移住実績と、その移住者の年代、

移住前の居住地、移住先について、総合政策部

長にお伺いいたします。

移住実績につ○総合政策部長（日隈俊郎君）

いてでありますが、県及び市町村の移住相談窓

口など、公的な支援を活用して移住された方々

の世帯数で申し上げますと、平成28年度は、388

世帯と前年度比で約1.9倍となっております。

次に、移住世帯の内訳についてでございます

が、世帯代表者の年代別では、30代が35.6％で

最も多く、次いで20代が30.7％となっておりま

して、若い世代が６割を超える状況となってい

るところでございます。

また、移住前の居住地につきましては、関東

が33.8％で最も多く、次いで九州・沖縄が32.0

％となっておりまして、移住先につきまして
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は、県央地域が47.9％と最も多く、次いで県西

地域が22.7％、県南地域が15.7％、県北地域

が13.4％となっております。

388世帯、また1.9倍、約２○重松幸次郎議員

倍ですね。実績、手応えを感じるわけでありま

す。環境のよさ、住みやすさが徐々にアピール

されているのではないかと、うれしく思いま

す。

昨日、東京からの帰りに、ソラシドエアの機

内誌「ソラタネ９月号」で、こんな記事を見つ

けました。タイトルは「自分の畑をつくりた

い」。「延岡市に住む北浦小学校５年生の松原

広明くんは、小学３年生からトラクターを１人

で乗りこなす。「特にターンをする時が面白

い」と言い、ハンドルさばきも見事なものだ。

松原家では『働いて社会とつながる』という方

針のもと、子どもたちが自分の力でお小遣いを

稼ぐ。今年、広明くんに与えられたのは５アー

ルの田んぼ。「もち米は値段が高いから楽し

み」と話しながら、草取りに余念がない。（中

略）広明くんは小学校からは徒歩１時間かかる

が、早く帰れる日は走って帰宅し畑へ直行す

る。小麦でパンを作り、白菜や大根は売るのだ

という」という記事、それとトラクターに乗っ

ている笑顔の広明君の写真に癒やされたもので

す。

この松原家族は、５年前に福岡県から父・学

さんのふるさとへ帰ってこられたようです。広

明君と弟の慧君（８歳）、正周君（３歳）の３

兄弟が、今は、まき割りや風呂たき、出荷用の

鶏の卵集めといった仕事を担当しているとい

う、ほほ笑ましい内容でありました。このよう

な形でＵＩＪターンの家族の成功例が続くとい

いと思いました。そこで、今後の移住政策の取

り組みについて、同じく総合政策部長にお伺い

いたします。

県では、平○総合政策部長（日隈俊郎君）

成27年度に、東京と宮崎に「宮崎ひなた暮らし

ＵＩＪターンセンター」を開設しまして、情報

発信や相談体制を強化するとともに、市町村が

実施します空き家バンク制度やお試し滞在の実

施等に対する支援を行うなど、さまざまな移住

施策に取り組んでいるところでございます。

今年度から、本県出身者に焦点を当てまし

て、Ｕターンの働きかけを強化することとしま

して、大都市での同窓会等の若者が集まる場や

移住希望者登録制度「宮崎ひなた移住倶楽部」

などを活用して、移住希望者の掘り起こしや効

果的な情報発信にさらに努めていきたいと考え

ております。本県にとりまして、人口問題は大

きな課題でありますので、今後とも、市町村や

関係団体と一体となって、移住・ＵＩＪターン

の推進に積極的に取り組み、地域の担い手確保

や活力の維持・増進等につなげてまいりたいと

考えております。

さらなる移住促進で、官民○重松幸次郎議員

一緒になって、地域の産業、暮らし、またにぎ

わいを創出していただきたいと思います。

商工会連合会様の要望は多岐多様にわたりま

したが、最後に、何よりも交通インフラの整

備、とりわけ東九州自動車道の県南区間と九州

中央自動車道と主要国県道路の整備促進です。

それは、地域の産業・経済・観光、そして県民

福祉の向上には欠かせない、最も実効性のある

事業であることに意見が集約されました。そこ

で、要望の最後に、東九州自動車道の県南区間

と九州中央自動車道の早期整備に向けて、知事

の意気込みをお伺いしたいと思います。

東九州道の整備が進む○知事（河野俊嗣君）

ことによって、最近では、企業の新規立地が進
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むなど、インフラ整備とそういう地域振興の好

循環、チャンスの風が吹いているのではないか

と受けとめております。この風を捉え、さらな

る飛躍を図るためには、人や物の交流により、

本県経済の活性化はもとより、九州の一体的な

浮揚にもつながる東九州自動車道及び九州中央

自動車道の整備が大変重要であると考えており

ます。

このため、私はこれまでも、ミッシングリン

クを抱える県の知事として、また、この２つの

路線の建設促進協議会の会長として、関係各県

や市町村、経済団体等と一体となって、先頭に

立って早期整備の必要性を強く訴えているとこ

ろであります。高速道路はつながってこそ、そ

の真価が最大限発揮できるものでありますの

で、今後とも、東九州自動車道及び九州中央自

動車道の一日も早い全線開通に向けて、全力で

取り組んでまいります。

自動車専用道路がリンクす○重松幸次郎議員

ることで、一般道の渋滞も緩和され、互いの時

間短縮につながり、その結果、営業や乗客輸送

車両ドライバーのシフトが改善されます。私た

ち県議団も、昨年12月に直接、石井国交大臣に

要望書を渡してまいりました。一日も早い整備

促進に、ともに頑張っていきたいと思います。

次の項目に移ります。自殺対策についてお伺

いいたします。

９月10日は「世界自殺予防デー」であり、10

日から16日は自殺予防週間でございました。代

表質問でも松村議員が質問され、また14日付の

宮崎日日新聞の社説にもございましたが、私

も、子供と若者の自殺対策についてお尋ねいた

します。

昨年、本県の自殺者は前年比50人減の205名、

ピークの平成19年からは半減しました。ま

た、10万人当たりの自殺死亡率は18.8人で、過

去20年で最少になり、２年連続の全国ワースト

３位から11位に改善されました。これは、平

成20年度に宮崎県自殺対策行動計画を策定以

来、県、市町村、関係機関・団体と連携し、総

合的に自殺対策に取り組んでこられ、減少傾向

につながったものと評価いたします。

しかしながら、全国でも本県でも、15歳か

ら39歳の死因の第１位が自殺であり、先ほど申

し上げた人口10万人当たりの自殺死亡率は、先

進国の中でも最も高く、政府が７月に閣議決定

した自殺総合対策大綱では、この現状を非常事

態と指摘し、新たな重点施策に「子ども・若者

の対策」を掲げました。そこで、今後の取り組

みを２点お伺いいたしますが、初めに、子供・

若者への自殺予防の取り組みについて、福祉保

健部長にお伺いいたします。

県において○福祉保健部長（畑山栄介君）

は、子供・若者への自殺予防の取り組みといた

しまして、この世代が、情報収集の手段として

インターネットを活用することから、自殺予防

ポータルサイト「ひなたのおせっかい」を開設

し、相談機関などの情報提供を行っておりま

す。また、グーグル、ヤフーの検索サイトで、

例えば「疲れた」「つらい」などの言葉を入力

した場合、自殺予防ポータルサイトの広告が表

示される検索連動型広告を導入し、相談機関に

つながりやすい環境を整備しているところであ

ります。

さらに、子供や若者がＥメールで相談するこ

とができる「宮崎こころの保健室」を運営して

いるほか、メンタルヘルスの啓発や相談機関の

周知のため、中高生や大学生向けの出前講座を

実施しております。今後とも、これらの取り組

みを推進するとともに、教育機関や民間団体等
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との連携を強化しながら、子供・若者への自殺

予防に一層努めてまいりたいと考えておりま

す。

県の資料には、「こころの○重松幸次郎議員

悩みを相談したいと思ったとき、相談先の情報

をどのように得るか」というアンケートに、世

代全体では「家族や友人、同僚など身近な人」

が多いのですが、若者世代は「インターネッ

ト」が最も多いようです。若者対策には、この

ようなインターネットや、入り口件数の多いメ

ールでの相談や、多職種の連携で個々の状況に

合わせた相談窓口を充実させていただきたいと

思います。

次に、教育長にお伺いします。児童生徒の自

殺予防のために、県教育委員会ではどのような

取り組みを行っているのか、お伺いいたしま

す。

児童生徒の自殺予防○教育長（四本 孝君）

を図るためには、生命の大切さや人生のかけが

えのなさを実感させる教育を進めることが、極

めて重要であると考えております。本県では、

各学校における道徳の時間や学校生活のさまざ

まな場面を通して、自分や他人の命や思いやり

を大切にする心の育成に取り組んでおります。

また、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーを公立学校に配置・派遣し、悩

みを抱えた児童生徒へのカウンセリングや教職

員の対応についてアドバイスを行うなど、学校

の教育相談体制の充実を図っているところであ

ります。

さらに、学校以外にも悩みを相談できるよ

う、県教育研修センター内の「ふれあいコー

ル」などの相談窓口を掲載したカードを作成

し、児童生徒に配付をしております。今後と

も、かけがえのない命を大切にする教育を推進

するとともに、児童生徒の悩みや苦しみを受け

とめる相談体制を充実させることで、自殺予防

に努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。子供の早い段階での命を大切にする教育、

とても重要だと考えます。先ほどの自殺総合対

策大綱では、「地域レベルの実践的な支援強

化」や「生徒が発するＳＯＳのサインの出し方

教育」の推進が盛り込まれております。若い世

代の自殺対策の取り組みをお願いいたします。

次に、警察行政について、警察本部長にお伺

いいたします。

テロの脅威が連続的かつ、その手法も深刻化

を増しております。ことし４件のヨーロッパで

のテロ事件を近い順にまとめてみますと、９

月15日、頻発しているロンドンで、今度は地下

鉄車内で爆破装置を使ったテロと見られる事件

が発生。30名以上の乗客が、手や顔にやけどな

どの負傷をしました。16日の朝に、事件に関与

した疑いで18歳の少年が拘束されました。

８月18日、スペイン、バルセロナの人気観光

スポット、カタルーニャ広場の通りで、暴走車

が群衆に突入。14名の死者と100人にも及ぶ重軽

傷者が出ます。

翌日の８月19日、フィンランド南西部トゥル

クで、通行人を無差別に刃物で切りつける事件

が発生。２名が死亡し、８名が負傷した。当初

は殺人事件として捜査していたが、テロを目的

としているという情報が入り、現在捜査中。

７月28日に、ドイツ北部のハンブルクのスー

パーマーケットで、男が刃物を持って買い物客

などを無差別に襲撃する事件が起きた。１名が

死亡。テロ目的であったようだとあり、枚挙に

いとまがありません。

このように、決して許すことのできない凶行
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が続いており、テロが相次ぐヨーロッパでは、

各国が銃器や爆発物に対する取り締まりを強め

ています。しかし、ＩＳはそれを逆手にとり、

「爆弾がなければ車でひき殺せ」と、ネット上

で呼びかけているのです。実際、昨年以降、欧

州で多発しているテロは、刃物や車を用いたも

のであると解説しております。

我が党の機関紙にも次のような記事がありま

した。「過激派組織「イスラム国」（ＩＳ）

が2014年６月29日に「国家の樹立」を宣言して

から３年が過ぎた。イラクとシリア両国にまた

がる広大な地域を支配していたが、米軍主導の

有志連合などの激しい攻撃を受け、その大半を

失いつつある。ＩＳの弱体化は進んでいるが、

その脅威が今後、東南アジアで広がろうとして

おり、警戒が必要だ。衝撃的なのは、フィリピ

ン南部ミンダナオ島のマラウィ市を占拠した、

ＩＳに忠誠を誓う武装勢力とフィリピン軍との

戦闘が５月から勃発したことだ。戦闘は続いて

いる」という内容であります。

ヨーロッパもさることながら、徐々に脅威は

アジアにも押し寄せているのが現状ではないで

しょうか。県警察本部では、テロやサイバー攻

撃に対処するため、外事課を設置したと知りま

した。そこで、外事課設置の経緯と業務の概要

について、警察本部長にお伺いいたします。

東京オリンピッ○警察本部長（郷治知道君）

ク開催を控えた日本において、テロへの脅威が

増大する中、本県におきましても、港や空港か

らのテロリストの入県や拠点化、さらには、爆

弾テロ等も懸念されるところであります。本県

では、過去に北朝鮮工作員による密入出国や拉

致事件も発生しておりまして、さらには、近

年、国内外において続発しておりますサイバー

攻撃への対応も求められております。

こうした現状を踏まえまして、県民の安全を

守る的確な治安対策を推進する観点から、警備

部内に外事課を設置して体制強化を図ったとこ

ろであります。外事課の業務につきましては、

北朝鮮等による対日有害活動や不正輸出対策、

国際テロ対策、サイバー攻撃対策などを所掌し

ております。

本当に大事な取り組みであ○重松幸次郎議員

ると思います。それでは、具体的に、初めにテ

ロ対策についてであります。県警として、国際

テロ対策にどのように取り組んでいくのか、同

じく警察本部長にお伺いいたします。

県警では、国際○警察本部長（郷治知道君）

テロを未然に防止するため、入国管理局、税関

等関係機関と連携しまして、外国クルーズ船へ

の対応も含めた港や空港における水際対策を実

施しております。また、関係機関と連携した居

住外国人の実態把握及び違法行為に関する情報

も収集しております。

さらに、警察と民間事業者や地域住民等が一

体となって推進する日本型テロ対策として、爆

発物原材料販売業者及びテロリストの利用が懸

念されるホテル等の宿泊施設、インターネット

カフェ、レンタカー事業者等との連携に取り組

んでおります。本年２月には、官民一体となっ

たテロ対策を推進するため、テロ対策宮崎パー

トナーシップ推進会議を設立して連携強化を

図っているところであります。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。冒頭、例を申し上げましたとおり、刃物や

車だけでテロ行為を企てる昨今であります。国

内に侵入するだけで犯行は容易に強行できると

いうふうに考えます。未然防止の対策を関係機

関と連携して、よろしくお願いいたします。

次に、サイバー攻撃への対策についてお伺い
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します。サイバー攻撃とは、コンピューター

ネットワークを利用して不正侵入し、データを

盗む、もしくは改ざん、破壊するといった行為

です。中でも、影響が甚大で深刻なものや、政

治的・社会的混乱を目的に行われるものは、サ

イバーテロと呼ばれております。

サイバー攻撃で狙われるのは、私用のパソコ

ンに保存されている個人情報や、政府や企業が

管理している機密情報だけでなく、生活の基盤

となるインフラ 社会資本、例えば海外では―

発電所や運輸機関など に対するサイバー攻―

撃も多発しており、対策が急がれております。

そこで、県警の外事課が取り組んでいるサイバ

ー攻撃対策について、警察本部長に再度お伺い

いたします。

議員からお話が○警察本部長（郷治知道君）

ありましたように、外事課が所掌しております

サイバー攻撃は、重要インフラの基幹システム

を機能不全に陥れ、社会の機能を麻痺させてし

まうサイバーテロや、情報通信技術を用いた諜

報活動であるサイバーインテリジェンスがあり

ます。

サイバー攻撃対策の要諦は、ライフラインや

金融など重要インフラ事業者等との連携による

被害の未然防止・拡大防止にあります。県警で

は、重要インフラ事業者に対するサイバー攻撃

の脅威等に関する情報提供や共同対処訓練など

を通じて、緊急対処能力の向上を図っておりま

す。サイバー攻撃事案を認知した際には、サイ

バー犯罪対策課及び情報技術解析課と連携し

て、情報収集や所要の捜査を実施して、被害の

拡大防止に努めているところでございます。

大変巧妙なコンピューター○重松幸次郎議員

相手の犯罪になりますので、本当に、研修また

そういう教育等をよろしくお願いしたいと思い

ます。先ほどのテロ対策とあわせて、サイバー

攻撃への対策もよろしくお願いしたいと思いま

す。

質問の最後になりました。防災・減災につい

ては１点だけお伺いいたします。

ＮＰＯ法人宮崎県防災士ネットワーク宮崎支

部が、宮崎北警察署、宮崎南警察署、高岡警察

署と、防災対策に関して、相互協力協定を本年

８月22日に締結され、ニュースでも大きく報じ

られました。その協定の概要は、地域防災力向

上のため、災害危険区域情報の共有や各種防災

訓練、そして防災士のスキルアップなどを図る

ためということだそうです。

これまで何度も議論がありましたが、大規模

災害への備え、発災時の対応、そして復興支援

には、官民一体となり、また地域自治会の共

助、各家庭や個人の自助がなくてはなりませ

ん。特に地域（自治会）の取り組みが大事であ

ります。そのために、県が積極的に防災士養成

に取り組んでこられましたが、改めまして、地

域防災力の向上のためには、防災士の力を積極

的に活用していくべきと思いますが、県の考え

を危機管理統括監にお伺いいたします。

本県では、○危機管理統括監（田中保通君）

平成17年の台風14号を教訓に、地域防災力の向

上を目指して、防災士の養成に取り組んできた

ところでありまして、県内の防災士の数は、本

年４月現在、3,710名で、10万人当たりの数で

は、全国５番目となっております。

防災士は、地域や企業、学校、団体等におい

て、防災リーダーとして活躍いただいておりま

すが、県でも、防災士の専門的な知識・技術・

技能を、より多くの地域の自主防災活動に生か

していただくため、宮崎県防災士ネットワーク

と連携しながら、地域や企業、団体に防災士を
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派遣し、出前講座の開催や防災訓練等の支援に

取り組んでいるところであります。

防災士は、地域防災のかなめでありますの

で、引き続き、より多くの防災士を養成すると

ともに、スキルアップ研修等の実施により、防

災士のレベルアップを図り、地域防災力の向上

に努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。先ほどの警察各３署との協定も本当にあり

がとうございました。また今後とも、推進のほ

どよろしくお願いしたいと思います。

危機管理統括監からお話しいただきまし

た、3,700名を超える陣容になりましたのも、宮

崎県が養成のための講座受講を主催され、その

費用を担われてきたことが大きな要因だという

ふうに思います。あえて参考までに申し上げま

すが、防災士になるには、通常は、先ほどの講

座受講料を含み、６万円以上かかると言われて

おりますが、本県では、資格取得試験受講料と

認証登録申請手続料のみの8,000円で取得できま

す。これまでの県の取り組みに感謝申し上げ、

またさらに防災士の陣容を広げて、地域に根差

す防災・減災の活動が広がっていただきたいと

願うものであります。

以上で私の質問を終わります。大変ありがと

うございました。（拍手）

次は、中野一則議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） お疲れさま○中野一則議員

です。今議会の質問も、きょうが最終日です。

代表質問、一般質問、自民党の最後の質問者で

すので、自民党らしい質問をしていくように心

がけていきたいと思います。

一事だけは願いが必ずかなうという大変評判

の高い、えびの市加久藤地区栗下の金松法然様

への県道からの入り口近くに、天台宗の古刹が

あります。お寺の名前を三徳院と言います。三

徳院は盲僧寺であります。現在は住職はおられ

ませんので、日南市の長久寺の御住職が代務を

されております。本日は、えびの市から、三徳

院盲僧の子孫の方が傍聴をされております。

この三徳院が所蔵しているのが、大変貴重

な、私に言わせれば国宝級のものと思っており

ますが、それが盲僧琵琶であります。盲僧琵琶

は、九州を中心に盲僧が使用した琵琶ですの

で、その地域名をとって便宜的に区分されてお

ります。三徳院が所有しているのは、薩摩盲僧

琵琶の分類に入ります。この三徳院の盲僧琵琶

は、現在、東京の国立劇場伝統芸能情報館で、

ほかの日本伝統音楽の古典音楽と一緒に展示公

開されています。展示期間は先月５日から10

月27日までであります。この展示を監修された

のが、武蔵野音楽大学教授の薦田治子先生で

す。薦田先生は琵琶研究の権威で、平家琵琶を

九州地方の盲僧が改造したのが三徳院などの盲

僧琵琶で、そこから生まれたのが近代の薩摩琵

琶や筑前琵琶であると説かれております。そし

て、先生は、文化的価値の極めて高い、また希

少価値の高い盲僧琵琶を、長く大切に保存して

ほしいとも言われております。それで、日本の

伝統音楽の楽器の一つとして国立劇場に展示さ

れている三徳院所蔵の盲僧琵琶が、盲僧琵琶の

代表格でありますので、県の文化財にぜひぜひ

指定されることを衷心から願うものでありま

す。教育長の熱意のある前進的な御答弁を期待

いたします。

以下の質問は、質問者席から行います。(拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（四本 孝君）

します。

三徳院所蔵の盲僧琵琶についてであります。
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三徳院の盲僧琵琶につきましては、３面現存し

ており、通常はえびの市歴史資料館に展示され

ているところであります。日本の伝統楽器でも

ある琵琶は、奈良時代以前に日本に伝来し、江

戸時代に九州地方でその形状が独自の変化を遂

げており、その変遷をたどる上で、えびの市の

盲僧琵琶は貴重な資料であると認識しておりま

す。

県の文化財指定につきましては、まずは、地

元のえびの市の文化財指定が前提となりますこ

とから、県といたしましては、えびの市と協力

しながら引き続き調査を進めまして、その由来

や製作年代などについて専門家の意見も参考に

しながら価値評価を行い、今後、指定について

検討してまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

三徳院そのものは市の文化財○中野一則議員

ということで指定されております。ただ、この

盲僧琵琶がその中に入っているか否かは、

ちょっとわかりません。入っていないと見たほ

うがいいと思います。えびの市にもよく指導し

ていただいて、一日も早く県の指定にして、そ

して、将来は国宝にまで持っていってほしいと

思っております。それだけの価値のある琵琶で

すので、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

記紀編さん1300年記念事業について質問して

いきたいと思います。

この編さん事業は、平成24年からことしまで

６年間ずっと事業を進めておりますが、日向神

話を中心とした神話や神楽、大学の先生たちの

講話等がずっと行われてきました。大変成果が

ありましたし、私も評価したいと思うんです。

ところで、記紀というのは、古事記と日本書

紀のことであります。古事記は上中下の３巻

あって、上巻が神代の話、ここの中に日向神話

が入っている。それから中巻、下巻というの

は、初代の神武天皇から33代の推古天皇までの

治世、系譜とか出来事がずっと書いてある歴史

書であります。また、日本書紀でありますが、

これは30巻あります。巻の第１・第２が神代の

話、そして巻の第３から巻の第30まで、初代神

武天皇から、今度は41代の持統天皇までのこと

がずっと書かれておるんです。古事記、日本書

紀は、神武天皇の前までを神代の世界、そし

て、神武天皇からは実在した天皇の歴史書とし

て書かれているわけであります。私は、記紀編

さん1300年ですから、この記紀の、いわゆる古

事記、日本書紀の中身のほとんどは天皇のこと

が書いてあるわけですから、天皇のことを題材

にした事業を本格的に大特集を打ってすべきだ

と思っているんです。

神武天皇は、高原町で生まれて、15歳で皇太

子に即位され、45歳のときに美々津から東征を

された。いわゆる神武東征ですね。そして橿原

の地で初代の天皇に即位された。また、神武天

皇には、みんな考え方はいろいろあると思うん

ですが、実在しているんです。だからそのこと

を踏まえて、ひとつ天皇を中心に、神武天皇を

中心にした記紀編さん1300年の事業にぜひ取り

組んでほしい。もう残りは３年しかありませ

ん。実質的にはあと２年だと思うんです。来年

か再来年にはこういう取り組みをぜひ行ってい

ただくように、知事にお願いを申し上げたい。

知事の御答弁をお伺いしたいと思います。

本県は、古事記や日本○知事（河野俊嗣君）

書紀に描かれた日本神話の舞台でありまして、

初代天皇であります神武天皇の誕生から東征す

るまでの物語を初め、日本発祥にまつわる多く

の神話や伝承が県内各地に残されております。
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こうした地域に残る神話や伝承などを県民の方

々により深く知ってもらうため、今御指摘のあ

りました神武天皇もテーマの一つとして取り上

げて、県内外の大学と連携し、さまざまな講師

陣による連続講座や講演会、小・中・高への出

前授業で構成します「神話のふるさと県民大

学」を開催しているところであります。今後

も、このような取り組みを進めながら、「神話

の源流みやざき」のブランドの定着に努めてま

いりたいと考えております。

点々と取り上げてあるんです○中野一則議員

けれども、ばらばらですね。だから集中して

やってほしい。神武天皇は神話じゃないです

よ、歴史上の実在の人物ですから。そう考えな

いと古事記、日本書紀を理解することはできま

せん。古事記、日本書紀をないがしろにしたこ

とになります。そんなふうに書かれているんで

すから、よく読んでみてください。お願いして

おきます。

次に、ＮＨＫ大河ドラマの「西郷どん」につ

いて質問していきたいと思います。

来年の大河ドラマは、今言った「西郷どん」

になるわけですが、５月からもう既に撮影が

あって、８月23日から今月の初めまで鹿児島で

ロケがありました。宮崎でもロケをするという

話を耳にしております。それで、大河ドラマは

大体50回シリーズなんですね。そのうちのどの

くらいが宮崎県が舞台になるのか。そして、そ

の中身はどういう内容になるのか。ＮＨＫに要

望された知事ですので、知事に質問したいと思

います。

来年の大河ドラマの○知事（河野俊嗣君）

「西郷どん」につきましては、ドラマの原作と

なります林真理子さんの小説の連載がこのたび

終了し、その最終回で、薩軍の宿陣となりまし

た延岡の俵野の児玉邸において、西郷隆盛が最

後の軍議を開いたことや、陸軍大将の軍服を焼

いたことなどのエピソードが掲載されていると

ころであります。また、脚本家の中園ミホさん

も、ドラマの制作スタッフとともに、西郷隆盛

宿陣跡などに事前取材に訪れておられるという

ことを考えますと、ドラマのクライマックスシ

ーンで本県を舞台にしたエピソードを取り上げ

ていただけるものと、大いに期待をしていると

ころであります。

ぜひ、50回のうちのかなりの○中野一則議員

ところを宮崎県を舞台にしたドラマにしてほし

いと思うんです。聞いたら、まだ今からいくら

でもどうにでもなるんだそうですね。後々のこ

とは、まだ具体的に決まっていないんです。だ

から一つでも多く。西郷さんのおられたときに

は、宮崎県の諸県地方を中心に、半分ぐらいは

旧の薩摩藩だったし、西南戦争のときは、ここ

も鹿児島県でしたから、西郷さんあるいは西南

戦争にまつわることがたくさん市町村にあるん

ですよ。そういうことを含めると、ぜひ大河ド

ラマの中に大いに取り込んでほしいし、また、

ドラマの最後にいつも 今は直虎ですから―

「直虎紀行」とありますよね。恐らく「西郷ど

ん紀行」というふうになると思うんです。あそ

こでは頻繁に県内が出てくるように 鹿児島―

県知事も何回も陳情されているそうですから。

知事も１回しか、あれ以来行っていらっしゃい

ませんよね。行ってその辺のことも要望してく

ださい。お願いしておきたいと思います。

大河ドラマをすると、経済効果がいつも話題

になります。日銀の鹿児島支店が、この「西郷

どん」について既に経済効果を出しておりま

す。ちなみに、10年前にやった「篤姫」のとき

が296億円。これを上回る試算がしてあるんで
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す。307億円です。そして、観光客の増が163万

人見込まれると。だから、さっき言ったよう

に、宮崎県がほとんどこの戦争の舞台にもなっ

たし、旧鹿児島県でもあったし、大半が薩摩藩

でもあった宮崎県ですから、そのあたりを考え

た場合に、宮崎県としてのこれにまつわる経済

効果をぜひいろいろと仕組んで取り組んでほし

いと思うんです。そのあたりのことを商工観光

労働部長にお尋ねします。

大河ドラ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

マ「西郷どん」の放映が始まりますと、ドラマ

ゆかりの地に関する知名度や関心が高まり、観

光客の増加が期待されるところでございます。

このため、先般、鹿児島県や熊本県と連携いた

しまして、大手旅行会社に対し、各県に残る西

郷にまつわるストーリーの紹介や、ゆかりの地

をめぐる視察ツアーを実施し、ドラマ放映に合

わせた周遊旅行商品の造成を働きかけたところ

でございます。今後とも、関係市町村はもとよ

り、隣県とも連携しながら、ドラマの放映効果

を最大限に生かした観光誘客を図り、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。

「西郷どん」が終われば、す○中野一則議員

ぐ鹿児島県は次作に対していろいろと取り組ん

でいくと思うんです。「篤姫」が終わって、す

ぐ翌年から取り組んだのが、この西郷隆盛だっ

たんです。それで、鹿児島県はそうするんだと

思う。宮崎県の人物が大河ドラマになったこと

は１回もありませんから、ひとつ今度こそは、

宮崎県の人物が主人公になる大河ドラマを、人

物を選定して取り組んでほしいと思います。大

河ドラマは脚色できる人物でないといかんそう

です。それから、現在の傾向は、恋愛とか家族

愛とか、それが大きくクローズアップされたド

ラマになっているそうですから、そういうのに

ふさわしい人をひとつ選んで、早急に取り組ん

でいただきたいと思っております。

次に、知事の政治姿勢と危機管理についてお

尋ねしていきたいと思います。

まず、今月中に衆議院が解散されて、来月に

は選挙になるようであります。今回の衆議院選

挙は、どうも憲法改正が争点になると思うんで

す。中でも、９条を改正するか否かということ

になると思うんです。それで、知事に、９条改

正に賛成か反対か、率直にお答え願いたいと思

います。

憲法は、国のあり方に○知事（河野俊嗣君）

かかわる最高法規、その根幹をなすものであり

ます。制定されてから70年が経過し、我が国を

取り巻く安全保障環境の変化など、国内外の情

勢が大きく変化している中で、憲法改正をめぐ

る議論というものが大変活発化しております。

私は、議論することは大変重要であるというふ

うに考えております。特にこの９条の改正につ

きましては、賛成・反対の立場からさまざまな

意見が表明されており、私もいろんな論点があ

ると考えております。この憲法改正につきまし

ては、基本的に、国会や主権者たる国民の間で

幅広い視点からの十分な議論が尽くされるべき

ものというのが基本的な考え方でありますし、

その根幹たる最高法規の憲法のさらにその三大

原則の一つ、平和主義にかかわる９条の改正に

つきましては、非常に慎重な国民的な議論が必

要なものというふうに考えております。

国民投票になれば、知事も一○中野一則議員

票を投じられるわけですから、よろしくお願い

しておきます。

それで、ことしの５月３日でしたが、安倍自

民党総裁がビデオメッセージで、９条の１項、
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２項は残して、自衛隊を明文で書き込むという

考え方を発表されました。このことについて知

事はどのように評価されるか、賛否を含めて御

答弁を願いたいと思います。

まず、自衛隊につきま○知事（河野俊嗣君）

して、我が国の平和と独立を守るという大変重

要な使命を担いますとともに、大規模災害での

救援活動におきましても、大きな役割を担って

いただいている。私も、本県での口蹄疫や高病

原性鳥インフルエンザ発生時の支援などを通じ

て、大変頼もしく感じておりますし、多くの国

民の支持や信頼を得ているものと、そういうふ

うに認識しております。

この自衛隊につきまして、憲法の中に位置づ

けるということに関しては、これもさまざまな

論点があろうかと思います。あえて２点挙げる

としますれば、この３項なり追加することによ

り、平和主義の根幹たる１項、２項、戦争放

棄、戦力の不保持というものが、そのコントロ

ールが及ばないものになりかねない。条文の書

き方にもよると思いますが、そういう意味では

非常に慎重に考えていく必要があろうかと考え

ております。

もう１つは、さまざまな行為でありますとか

判断というものは、これまでの歴史やそのとき

の時代情勢というものから逃れることはできな

いということでございます。この70年間積み重

ねられてきたさまざまな議論、運用、その歴史

というものを踏まえて、これまで政府解釈の上

では合憲とされてきたものを、あえて条文に書

くことの意味をどう考えるのか。しかも、こ

の70年間改正されていなかった憲法、その中で

もいろんな議論のある９条を議論することが、

国内外にどのようなメッセージを発するのかと

いうような論点もございます。

さらに、北朝鮮による、たび重なる挑発が行

われている。そういう状況における議論を喚起

するということがどのようなメッセージを起こ

すのか。

そういうふうな大局的な観点から、総理はい

ろんな御判断の上で提案をされたものというふ

うに考えておりますが、これは非常に慎重な議

論が必要ではないかというのが私の考えであり

ます。

選挙でいろいろ論議されます○中野一則議員

から、１カ月内外でいろいろと取り組まれるだ

ろうと思います。私個人としては、９条の第２

項の戦力の不保持ということをやはり改正すべ

きだと思うんですが、なかなかそれは難しい面

もあるからということで、総裁もさっき言った

ようなことを書き込むということになったんだ

ろうと、こう思っております。

なお、私個人としては、自衛隊は国民の90％

が信頼しているという内閣府の調査がありま

す。しかし、27年の７月でしたか、朝日新聞が

アンケートをした憲法学者の63％が「自衛隊は

違憲」だという回答です。専門の憲法学者がそ

う言っているんです。それでは、自衛隊員に誇

りとか名誉を持たせて、日本国をあるいは日本

国民を守らせるというのは非常に忍びないなと

いう気がしてなりません。せめて自衛隊が明記

されることを願ってやまないものであります。

次に、獣医師の確保の必要性についてです

が、まず、なぜ獣医師が必要かというと、これ

は畜産の振興が第一だと。畜産県の宮崎県であ

ればなおさらのことであります。それから、家

畜伝染病への備え、対応。宮崎県は、残念なが

ら、92年ぶりということで平成12年に口蹄疫が

発生しました。そしてまた、その10年後の22年

に発生して、29万頭に及ぶ牛・豚が殺処分され
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た。また、鳥インフルエンザも毎年のように発

生しているし、ＰＥＤとかＢＳＥとかいろんな

ことが発生してきました。

そういう必要性の中で、県内の獣医師の現状

というのは、県庁の獣医師、これはきのうも答

弁がありました。毎年計画的に採用されて、平

成22年163人であったのが、現在は176人の獣医

師がいるということです。しかし、産業獣医師

の中心である農済、県下に４つ共済組合があり

ますが、必要人員の確保に苦慮されておりま

す。毎年、新人の獣医師を採用できないと。そ

れで中途採用でＯＢたちを中心に補充している

というのが現実。そしてまた、来年度採用の試

験がもう既にあったんですが、６人募集したけ

れども、１人しか応募しなかったと。こういう

現実があるんです。それで、県庁は事足りてい

るんですが、県全体は不足しているという認識

ですけれども、知事として、県内の獣医師が不

足しているのか否かということの認識をお尋ね

したいと思います。

まず、本県の県職員の○知事（河野俊嗣君）

公務員獣医師につきましては、家畜防疫対策や

食品の安全性確保など、担うべき役割の重要性

がますます高まってきておりますことから、県

ではさまざまな確保対策に取り組んできた結

果、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、徐々にその成果が見ら

れているところであります。しかしながら、全

国的に見れば、本年度の都道府県の募集人数の

合計は約460名となる一方で、昨年度の就業人数

は100名程度にとどまっております。公務員獣医

師の確保は大変厳しい状況にあるものと認識し

ております。

また、一方、県内の産業動物診療獣医師につ

きましては、農業共済組合等の診療所や個人診

療施設において、約200名が産業動物の診療に当

たっております。本県では、家畜伝染病の発生

防止や、万一の際の迅速な防疫対策に鋭意取り

組んでいるところでありまして、関係機関と連

携しながら、県全体の獣医師確保にこれからも

努めてまいりたいと考えております。

再度お尋ねしますが、県内の○中野一則議員

大動物の獣医師は不足しているんですか。その

あたりのことの御認識を。全国的なことは聞き

ましたが、不足云々という言葉はなかったよう

ですので、もう一度御答弁ください。

最後に申し上げました○知事（河野俊嗣君）

ように、家畜伝染病の発生防止、また迅速な防

疫対策というものを徹底する上では、産業動物

にかかわる獣医師というのはもっと確保してい

く必要があると、そのような認識で取り組んで

おるところであります。

もっと確保ということは、不○中野一則議員

足しているから確保せざるを得ないと。そうい

うことで、不足しているという御答弁だったと

いうふうに思います。

次に、きのうの日本農業新聞の１ページに、

農水省が、産業動物獣医師が不足している現状

で、修学資金を増額するという記事が載ってお

りました。これは概算要求をしたという記事で

したが、修学資金は、現在、国公立が月額10万

円、私立大学が12万円。国公立大学はそのまま

置いて、私立大学を18万円にするという記事で

ありました。その財源は、国が２分の１で自治

体が２分の１と書いてありましたが、きのう聞

いてみたら、自治体の２分の１で対応している

のは、県庁の獣医師のみに対応しているという

ことでしたから、農済なんかは不足しているわ

けですので、農済の採用のためにも、ぜひ修学

資金が貸与できないものかどうか。県が出さな
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いと国も出さんわけですので、自前でせんない

かんということになります。ぜひそのあたりの

ことをやってほしいと思っておるわけでありま

す。知事の御答弁をお願いいたします。

実態として、県内では○知事（河野俊嗣君）

農業共済組合の診療所に約110名、産業動物の診

療を行っていただいているところでありまし

て、この人数は20年ほど安定的に推移している

ところでありますが、将来にわたってこの水準

を維持していく必要がある、そういう認識であ

ります。御指摘がありました国の修学資金につ

きましては、農業共済組合においても半額を負

担した上で、獣医師確保に向けて取り組みがで

きる、そのような制度になっております。実

際、本県ではこれを活用した事例もありますの

で、今後とも、農業共済組合等、関係団体と連

携を図りながら、学生に対する本制度の周知に

努めてまいりたいと考えております。

現時点では、農済組合はこの○中野一則議員

恩恵に浴しておられないそうです。だから、ぜ

ひ県でよく協議をしてもらって、支援する形を

とってほしいと、このように思います。お願い

しておきます。

次に、南海トラフ地震等についてですが、マ

グニチュード９クラスを想定した南海トラフ地

震が発生すると。いろいろ被害が出るので、そ

のために県も減災計画を立てて今日に来まし

た。当初、国の人的被害想定、これは平成24年

８月でしたが、県内で４万2,000人死亡するとい

う内容でした。翌年の10月に県が発表したので

は、３万5,000人から２万8,000人。それで減災

目標を立てて、本当はゼロを目指したいんだけ

れども、8,600人に軽減していきたいと、こうい

う計画を立てているわけであります。

それで、東日本大震災が起こってから６年６

カ月が経過したし、減災計画を立ててもう４年

が経過したんです。今日、想定されるような地

震が発生した場合に、何人の犠牲者が出ること

になるのか、危機管理統括監にお尋ねします。

これまでの○危機管理統括監（田中保通君）

取り組みにより、人的被害がどの程度まで軽減

されているのかにつきましては、現時点での試

算が困難なため、明らかではありませんけれど

も、住宅の耐震化率が、計画策定時は72％だっ

たものが、平成26年度末で77％に向上してきて

いることや、沿岸市町で津波避難タワー等が13

基完成し、約6,400人程度の収容が可能となった

こと、さらに、津波避難ビル651カ所が確保さ

れ、これらの施設を利用した津波避難訓練が各

地域で活発に行われていることなどから、人的

被害の軽減対策は着実に進んでいるものと考え

ております。

はっきり数字は出ないが着実○中野一則議員

に進んでいるという話でありましたが、年次計

画を立て、それだけお金もつぎ込んでやってい

るし、避難訓練もするし、あるいは建物耐震化

率も77％で、最終的には90％を目指したいと

か、早期避難を70％にまで引き上げるとか、い

ろいろやっているわけですので、何人救えるか

ということを具体的に示して取り組んでほしい

と思うんです。では、8,600人を達成するのは平

成何年になるわけですか。

新・宮崎県○危機管理統括監（田中保通君）

地震減災計画では、おっしゃったとおり、建物

の耐震化率を90％に高めること、あるいは早期

避難率を70％に高めることによりまして、人的

被害を約３万5,000人から約8,600人に減少させ

るとともに、さまざまなソフト・ハード対策を

講じることにより、さらに被害を軽減していく

ことを目標としております。このうち、死者数
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の低減の前提となります、例えば耐震化率、こ

れは平成32年度末を目標にしております。それ

から、津波避難タワー等の整備は、平成31年度

末を目標としております。

被害軽減のための対策は、このように迅速に

取り組むべきものや、一方で長期間を要するも

のもありまして、この減災計画では、５年程度

の短期、10年程度の中期、20年から30年程度の

長期の３つの区分に分けて、計画的に取り組ん

でいるところであります。また、新たに対応す

べき課題が発生することも考えられることか

ら、この計画は毎年度見直しを行っているとこ

ろでありまして、計画の終期についていつと明

示することは、なかなか難しいところでござい

ます。

毎年見直しをされるのであれ○中野一則議員

ば、そのとき何人が犠牲になるということぐら

いは立てて、そして、目標をきちんと立てて、

やってほしいと思うんです。これは予算を伴う

話ですから、大変難しいことだと思いますが、

計画は計画できちんと立てておってほしいと思

います。

それから、災害時の支援協定、民間と何回と

なく締結されておりますが、これの締結件数な

り、支援内容の管理状態をどう把握している

か。また、締結して久しくなるのもありますか

ら、締結者との連携状況、そういうものについ

て危機管理統括監にお尋ねします。

災害時に民○危機管理統括監（田中保通君）

間団体等から協力をいただくため、県で締結し

ています災害時応援協定は、91件となっており

ます。協定締結につきましては、応援内容に応

じまして、関係部局が窓口となって締結してい

るところでありまして、危機管理局において、

全庁的な締結状況を把握しているところでござ

います。また、協定締結しました団体との連携

につきましては、県総合防災訓練への参加ある

いは定期的な連絡先等の確認によりまして、実

効性の確保に努めているところでございます。

今後とも、迅速に災害対応が実施できるよう、

団体との協定締結の推進、連携確保に努めてま

いりたいと考えております。

次に、北朝鮮の弾道ミサイル○中野一則議員

への対応等について質問していきたいと思いま

す。来月、住民避難訓練を新富町で行うという

文書をいただきました。できたら、一日も早く

全市町村でこの訓練計画をしてほしいと思いま

すので、そのような訓練計画があるかないかと

いうことをお尋ねしたいと思います。

先月29日の弾道ミサイル、あのときに北海道

上空を飛びましたが、その日にちょうど北海道

に行きました。翌日の新聞では、いろんなうま

くいかなかったことが全ての新聞に載っており

ました。また、秋田県では、既に３月17日に男

鹿市でこの訓練をしています。今月27日には由

利本荘市でされるんです。その辺のことも調査

しながら、県下全てで実施していただきたいと

思います。そのような計画についてお尋ねしま

す。統括監、お願いします。

ミサイルの○危機管理統括監（田中保通君）

発射への対応の訓練でありますけれども、現

在、10月を目途に、新富町において避難訓練を

行う予定としております。他の市町村につきま

しても、訓練の実施を依頼しているところでご

ざいまして、このような訓練を通じまして、身

の安全を守る方法について、県民の理解を深め

てまいりたいと考えております。

市町村からの依頼じゃなく○中野一則議員

て、県が計画的にやってほしい。県から言った

から向こうから依頼した形になっているのかど



- 243 -

平成29年９月20日(水)

うかわかりませんが、ひとつ計画的に。やっぱ

り訓練しておかんといかんと思うんです。よろ

しくお願いします。

Ｊアラートの避難の呼びかけで、これも曖昧

な話で、当初は、「頑丈な建物か地下」にすぐ

逃げなさいと言う。途中で、頑丈な建物ではい

ろいろあったんでしょうね、「建物の中か地

下」にという話です。こういうところが県下に

どのようにあるんですかね。それを市町村が、

あるいは県がちゃんと、こことここですよとい

うことを把握されているのかということ。今

度、防災拠点庁舎をつくろうとして、今、工事

が始まったようでありますが、この庁舎が弾道

ミサイルに耐え得る建物かどうか。地下をつく

るなら、その地下は逃げ込める地下になってい

るのかどうかをお尋ねします。

議員おっ○危機管理統括監（田中保通君）

しゃるとおり、国のＪアラートの文言は今回変

更になりまして、「頑丈な建物や地下」から、

「頑丈」というのを取って「建物」というふう

に変わったところでございます。これは、住民

の方々が、屋内にいたにもかかわらず、わざわ

ざ頑丈な建物を求めてあえて外に出るというこ

ともありましたので、「頑丈」というのを取っ

たということでございます。基本は、屋内に退

避していただいて、できるだけ窓がない部屋で

すとか、窓から離れて身を守るということが求

められているところでございます。

防災拠点庁舎につきましては、総務部長のほ

うから答えさせていただきます。

国におきまして○総務部長（桑山秀彦君）

は、着弾時の爆風や破片などによる被害を避け

るということで、頑丈な建物へということが言

われておったわけでございますが、その「頑丈

な建物」についての定義はございません。そう

した中でありますけれども、防災拠点庁舎に関

して申し上げますと、その性格上、高い耐震性

能を有していることなどから、頑丈な建物に含

まれるような建物であろうと思っております。

また、防災拠点庁舎には地下がございまして、

そこは外来者用の駐車場に充てることとなって

おりますので、ミサイル落下時のような有事の

際には、来庁者等が避難することは可能でござ

います。

できたら、頑丈な建物は県下○中野一則議員

のどこにどういうのがあるとか、地下はどこに

あるとか、早くその辺を示すようにしてほしい

と、要望しておきたいと思います。

私は、ここに来て、やはり核シェルターの整

備というものを急がないかんと思うんです。外

国はどんどん進んでいる。日本だけです、して

いないのは。全国に先駆けて宮崎県が取り組ん

でほしい、こう思うんです。スイス、イスラエ

ルは100％という話も聞いておりますので、よろ

しくお願いいたします。こういう取り組みにつ

いて、危機管理統括監にお尋ねします。

ミサイル落○危機管理統括監（田中保通君）

下に備えました避難用のシェルターの整備につ

きましては、全国的な課題ではないかと考えて

おります。まずは国において検討されるべきも

のと考えておりますので、その状況を見ながら

適切に対応してまいりたいと考えております。

核シェルターについては、宮○中野一則議員

崎モデルと言われるぐらいの取り組みをよろし

くお願いいたします。

次に、硫黄山の規制解除についてですが、４

回目の規制が始まってもう既に４カ月が経過し

ました。えびの高原の観光への影響等を初め、

周辺にいろいろと影響が出ておりますので、こ

れが一日も早い解除をお願いするものです。１
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回目のときが26年10月24日ですが、６カ月間規

制がありました。２回目、３回目はちょうど１

カ月でありました。今回は４カ月を超えている

という状況ですので、いろいろとバス会社との

トラブル等も発生しておりますから、この規制

解除の見通しを、危機管理統括監にお尋ねいた

します。

硫黄山の噴○危機管理統括監（田中保通君）

火警戒レベルでありますけれども、ことし５月

９日に噴火警戒レベル２に引き上げられたとこ

ろでございます。その後、傾斜変動が継続して

いたわけなんですけれども、８月中旬ごろから

停滞する傾向が見られておりましたが、９月５

日に、現地（えびの高原）で、体に感じる地震

を含む64回の火山性地震と、再度、傾斜変動が

観測されたところでございます。気象台と今、

いろいろと協議をしておりますけれども、今回

の地震が硫黄山付近のごく浅いところで発生し

まして、傾斜変動が見られたことから、これま

での活動経過の考察・解析を進めているところ

でございまして、今後の活動の推移も含め、一

定の検討期間が必要であるというふうに伺って

おります。このため、レベル引き下げにつきま

しては、現時点ではまだ見通しが立てられない

状況でございます。

解除されても、また次、次、○中野一則議員

次と、今度で４回目ですからね、あると思うん

ですよ。そのためには、残った道路をぴしっと

整備しておくことだと思うんです。えびの高原

小田線、栗野停車場えびの高原線、このあたり

の整備を急がれることを、県土整備部長に要望

しておきます。よろしくお願いいたします。

次に、消防団員の確保でありますが、現在確

保されている市町村は４町村だそうです。22の

市町村が確保されていないということで、その

合計が1,189名。これは恒常的になっているとい

うことでありました。消防団員には出動手当が

出ているわけですが、これが市町村でかなりの

ばらつきがあります。2,000円から5,000円の範

囲内であります。地方交付税の算定基礎は7,000

円だということを聞きました。隣の鹿児島県湧

水町は8,000円出ている。これも町に確認した

ら、前の町長の思いがあってやられたという回

答でありました。この辺の金額の調整をしなが

ら、ひとつ引き上げをして消防団員をいろいろ

と処遇していただきたいなと。消防団員は単な

るボランティアではないですからね。家庭を、

仕事を犠牲にしてやっていることですし、東日

本大震災でもかなりの人が亡くなったそういう

危険な仕事を、ボランティアとしてやっている

わけですので、この辺の取り組みをぜひよろし

くお願いいたします。危機管理統括監の御答弁

をお願いいたします。

消防団員の○危機管理統括監（田中保通君）

出動手当ですけれども、団員数ですとか年間の

出動件数など、地域の実情を踏まえた上で､各市

町村がそれぞれの条例で定めているところでご

ざいまして、県としての直接的な関与はなかな

か難しいと考えております。しかしながら、出

動手当を含めました消防団員の処遇改善は、団

員確保の点からも極めて重要であると考えてお

りますので、今後とも国に対し、市町村への一

層の財政支援を行うよう要望いたしますととも

に、市町村に対しては、消防団に関する適切な

情報提供あるいは助言を行ってまいりたいと考

えております。

次に、人口減少あるいは雇用○中野一則議員

問題について質問していきたいと思います。

まず、人口減少でありますが、27年に総合計

画の見直しをしました。そのときの推計値は、

平成29年９月20日(水)
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２年後の国勢調査で明らかになったんですが、

ケース１、ケース２とも、6,000人、7,000人と

かなり減っておりました。それを見通していく

と、総合計画目標、いわゆる平成42年です

が、100万人以上をキープするというのが大前提

なんです。私の単純な計算でいきますと、パタ

ーン２の日本創成会議が推計した数字よりも低

く、100万を割ってしまう。97万2,000人という

数字が出ました。これは大変なことでありま

す。また、総合戦略目標である平成72年、43年

後でありますが、これも80万2,000人をキープす

るということになっているんですが、どうも55

万いかんようになるんじゃないかと、こういう

数字が出ました。また、合計特殊出生率は、当

初1.72を出しておりましたが、これも0.01下

がって1.71でした。2.07にはほど遠い話であり

ます。しかし、人口が減る、どこかで食いとめ

んないかん。100万人以上というのは守り切らな

いかん。そのためには、県の総合計画を、この

前見直したばかりでありますけれども、もう一

度見直して、所期の目的が達成されるようにし

ていってほしいと思うんです。そのあたりのこ

とを総合政策部長にお尋ねします。

議員のお話に○総合政策部長（日隈俊郎君）

ありましたように、本県の人口動向を分析して

みますと、死亡数が出生数を上回る自然減と、

転出者が転入者を上回る社会減が同時進行して

おりまして、この人口問題を考える上では、こ

れから親となる若者世代の県内定着を図ること

が最大の課題であると認識しているところでご

ざいます。そのためには、成長産業の育成加速

化などによります良質な雇用の場、若者にとっ

て魅力のある雇用の場を確保すること、そし

て、高校生や大学生、さらにはその保護者、そ

のほか、本県へのＵＩＪターン希望者に県内の

企業についてよく知ってもらうこと、さらに

は、小学生の早い段階からキャリア教育を行

い、県内で働き、暮らす具体的なイメージを

持ってもらうことなどが重要であると考えてお

ります。来年度は、現行の総合計画アクション

プランの最終年度であります。新たなプランの

検討を行うこととしておりますので、本県の恵

まれた子育て環境を生かし、若者が県内で生き

生きと働き、子育ての希望をかなえていけるよ

う、未来のために今何をなすべきか、そういう

観点で再度検討いたしまして、施策を構築して

まいりたいと考えております。

人口減少は、ケースが２つ、○中野一則議員

パターンが２つの、４つのシミュレーションが

あるんです。日本創成会議の推計が一番厳しい

んですが、それよりも悪い数字で推移している

というのが実態であります。これは焦眉の急と

いうか緊急事態ですので、全力で打ち込んでほ

しいと。人口が100万人を割れば大変なショック

ですよ。えびの市が２万人を割ったときは本当

にショックで、責任を感じました。宮崎市も40

万以下になったときに、あそこの幹部の人が、

こんなショックなことはないと私に言われまし

た。ですから、100万人を割るとすれば本当に大

ショックですから、そうならないような計画を

よろしくお願いいたします。

次に、最低賃金のことについてですが、国の

目安金額にプラス１円したおかげで、九州では

福岡を除く県と同じ金額になりました。これは

県のいろいろな環境整備があったんだというふ

うに思います。そのことには深く敬意を表した

いと思っておるところであります。それでも全

国最下位ですから、これから脱却するために

は、やはり引き続き環境整備をしてもらってや

らないかん。九州の中で少しでも順位を上げて
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ほしいと思うんです。そのあたりの取り組みを

知事にお尋ねいたします。

まず、最低賃金の制度○知事（河野俊嗣君）

でありますが、最低賃金法に基づきまして、厚

生労働省の中央最低賃金審議会が、経済実態に

応じて全都道府県を４ランクに分けて示した引

き上げ額の目安を参考に、各地方最低賃金審議

会において議論され、その答申を受けて各地の

労働局長が決定する、そのような仕組みになっ

ております。

御指摘がありましたように、本県では、今年

度、中央審議会が示した目安額に１円上乗せし

た額で宮崎地方審議会から答申がなされ、昨年

度より23円高い737円と決定されたところであり

ます。若者の県内就職を促進するために、県と

してもさまざまな取り組みを進めているところ

でありますが、産業界におきましても、給与面

を含めた働きやすい職場環境づくりなどについ

て議論していただくことは、非常に大事なこと

だと考えております。引き続き、雇用政策懇談

会などさまざまな機会を通して、そのような機

運の醸成を県としても図ってまいりたいと考え

ております。

最低賃金ですから、これが全○中野一則議員

国最下位ということは、日本一給料の安いとこ

ろというイメージがあるから、高校生の就職の

ことやいろんなことで影響があると思うんで

す。福岡を除く九州・沖縄は今一律になったん

です。こういうところは、ほかの地域からする

と九州だけで、四国も各県ばらつきがあるし、

中国地方もあるし、東北だってかなりのばらつ

きがあるんです。今後は、九州もばらつきが出

てくると思うんです。だから、繰り返しになり

ますが、ひとつ環境整備をしていただいて、こ

の目安にプラスアルファということを取り組ん

で、九州で最下位に、日本で最下位にならない

ような工夫をぜひお願いしたいと思います。こ

れは真剣に取り組んでください。よろしくお願

いします。

次に、雇用の現実というか、対策について質

問していきたいと思うんですが、今、大企業な

り、かなり有力な企業の誘致がありました。そ

こらあたりの雇用の確保というのはスムーズに

行って、必ず500名なら500名できると思うんで

す。ところが、中小企業はなかなかそうはいか

ない。有効求人倍率も、いつもあの数字が高い

ということは、それだけ確保できないという証

拠ですから、非常に経営者が難儀、苦労されて

いるのが現実であります。特に中小企業の中の

零細企業、これも雇用の確保に難儀をされてお

ります。小売業、飲食業、そして農業も建設業

もです。募集するけれどもなかなか集まらない

というのが現実であります。時間短縮をした

り、もう廃業に追い込まれると、そういうこと

を言われる経営者の方もおられます。そのあた

りの対策について、商工観光労働部長にお尋ね

いたします。

県内の労○商工観光労働部長（中田哲朗君）

働力不足の実態を把握するために、本年７月に

県が実施したアンケート調査によりますと、従

業員１人から９人までの小規模な企業におきま

しては、56.9％の企業が不足を感じていると回

答しているところであります。小規模企業にお

ける就業状況を見てみますと、復職後の女性や

高年齢者の割合が高い傾向にございますので、

こうした方々と企業とのマッチングを行う県の

取り組みを、小規模企業にもしっかりと周知

し、活用を働きかけてまいりたいと考えており

ます。また、アンケート調査におきましては、

人材不足への対応として、業務の効率化や従業
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員の能力向上を掲げる企業が多くなっておりま

すので、引き続き、小規模企業への経営支援を

行う商工会等を通しまして、労働生産性の向上

や経営・金融等の相談に取り組んでまいりたい

と考えております。今後とも、市町村はもとよ

り、商工会等の関係機関と十分連携を図りなが

ら、小規模企業支援にしっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

以上で質問を終わります。○中野一則議員

（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44分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 原正三議長

ます。

次は、来住一人議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に基づ○来住一人議員

いて、まず、カジノ解禁の問題と知事の政治姿

勢について質問してまいります。

政府は、カジノを中心とする統合型リゾート

施設整備推進法、いわゆるカジノ解禁法をもと

に、現在、その実施法案の準備を急いでおりま

す。カジノ解禁法は、昨年12月の臨時国会にお

いて、全会一致が原則であるはずの議員提出議

案でありましたが、自民、維新、公明の一部

が、数に物を言わせて強行したものでありま

す。この法案の委員会審議が始まった段階で、

マスコミ各社は厳しい目を向けて社説を出しま

した。「人の不幸を踏み台にするのか」読売、

「危うい賭博への暴走」朝日、「唐突な採決に

反対する」毎日、「拙速なカジノ解禁は問題多

い」日経などなどです。カジノ解禁法成立直後

に共同通信が世論調査を行っておりますが、カ

ジノ解禁に69％が反対、自民党支持者の60.5

％、公明党支持者の79.7％がそれぞれ反対をい

たしています。こうした状況は今日さらに発展

しており、多くは申し上げませんが、日弁連や

全国市民オンブズマン連合会を初め、多くの団

体、個人が反対の運動を展開いたしておりま

す。県弁護士会は、政府の有識者会議がこの７

月まとめた運営ルールについての報告書に、反

対する意見書を決議いたしております。

知事は、平成25年９月議会において、マカ

オ、シンガポールを訪問したことを踏まえ、カ

ジノについて、要約すると、「その集客力、経

済効果を実感した。大きなお金、人の流れがあ

るのをみすみす指をくわえて見ているのはいか

がなものか」と発言されて、事実上、カジノ誘

致に前のめりの態度を表明されております。カ

ジノに対する姿勢は現在も変わらないのであり

ましょうか、知事の答弁を求めたいと思いま

す。

後の質問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。

私は従来より、ＩＲにつきましては、経済の

活性化や観光浮揚につながると期待する一方

で、ギャンブル依存症や青少年への影響などに

対する対策の必要性についても認識をしている

ところです。こうしたことから、現在、国にお

いて検討されておりますＩＲ実施法案におきま

して、カジノが抱える課題に対する制度上の措

置が十分になされるのか、また、国が想定する

ＩＲの規模等が地方の実態に即したものになる

かなど、引き続き情報収集に努め、中長期的な

視点も持ちながら検討してまいりたいと考えて
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おります。以上であります。〔降壇〕

知事の今の答弁を聞きまし○来住一人議員

て、この答弁から推測するには、公金を投入し

て、組織的な体制をとってカジノを誘致する事

業を推進する、そういう考えには至っていない

のかなと、このように私自身は今推測したんで

すけど、これについていかがでしょうか。

今お答えをしましたと○知事（河野俊嗣君）

おり、国で検討されておりますＩＲ実施法案に

つきまして、引き続き情報収集に努め、中長期

的な視点も持ちながら検討してまいりたい、そ

のように考えております。

県警本部長にお尋ねしたいと○来住一人議員

思います。賭博をした者、また賭博場を開いた

者は、刑法で厳しく処罰をされます。賭博を厳

しく禁じるのはなぜか、その禁じる理由につい

て述べていただきたいと思います。

一般的に賭博に○警察本部長（郷治知道君）

関する罪の処罰理由は、国民の健全な経済観念

または勤労観念、ないし公の秩序や善良な風俗

を保護するものと解されていると承知しており

ます。

賭博を禁止する理由は、今、○来住一人議員

本部長が述べられたとおりでございます。つけ

加えますと、昭和25年11月22日の最高裁判決が

その理由を明確に述べております。判決文を読

み上げることはいたしませんけど、これは人間

の長い社会的営みを通じて生み出された法の秩

序だと思います。これが乱される、つまり公序

良俗が壊されるなら、人間社会の土台が揺らぐ

重大なことになるために、刑法で厳しく禁じて

いるものと思います。

知事に改めてまた伺いますが、最高裁判決に

よって、賭博は社会的悪と断じております。し

かし、政府が許可した施設において賭博を行っ

ても刑法が及ばないということは、私は法の体

系としても成り立たないというふうに思います

けど、知事の所見を伺いたいと思います。

今、県警本部長が答弁○知事（河野俊嗣君）

しました、刑法上の違法性が阻却される、つま

り違法ではないと正当化されるには、特別法の

制定が必要となります。カジノ設置に当たりま

しては、現在、国において検討されております

ＩＲ実施法案において、当該特別法としての必

要な整備がなされるものと考えております。

今のことについては、また後○来住一人議員

ほど述べたいと思います。

賭博を行う場所、方法を幾ら変えても、社会

的悪ということは全く変わらないと思います。

「競輪、競馬などが既にあるではないか」とい

う意見があると思います。特別法をつくって公

営ギャンブルを認め、また、事実上ギャンブル

であるパチンコを認めているために、日本は世

界に類のないギャンブル大国となり、ギャンブ

ル依存症の国となっております。

資料はちょっと古いですけど、2011年、世界

で稼働しているギャンブルマシンは701万台で

す。このうち日本は421万台、６割を占めて断ト

ツでございます。ギャンブル場の粗利、客が負

けた額でありますけど、カジノの世界一はマカ

オで２兆6,800億円です。日本のパチンコは３

兆9,000億円です。これに競輪などを加えます

と、日本人は１年間に５兆5,500億円、賭博で負

けて金を失っているということになります。厚

労省が推計しているギャンブル依存症は、御承

知のとおり536万人と言われており、成人全体

の4.8％であります。アメリカは1.4％、カナ

ダ1.3％、イギリス0.8％で、ほぼ１％台である

のに、日本はこれも断トツです。依存症は、本

人の意思の問題ではなく、精神的病でありま
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す。一度罹患すると完治することはないと言わ

れます。依存症から発生する否定的影響は、離

婚、破産、窃盗、傷害、殺人、自殺など深刻で

す。患者１人に３人の家族がいたとするな

ら1,600万人が影響を受けており、また、社会的

コストも本当に大きなものがあると思います。

ギャンブル依存症は自己責任とされ、政府も自

治体もその対策は皆無に等しいと思います。本

部長にお聞きいたします。県内のパチンコ・ス

ロットの店舗数とマシン台数は幾らか。また、

所管ではないと思いますけど、競馬、競輪等の

場外投票券発売所は何カ所あるのか、報告を求

めたいと思います。

平成28年12月末○警察本部長（郷治知道君）

における県内のパチンコ店の数は139店舗で、遊

技機の台数は、パチンコ遊技機が４万3,715台、

回胴式遊技機、いわゆるスロットが２万1,491台

の合計６万5,206台であります。また、県内の公

営競技の場外投票券発売所数等は、競輪が３カ

所、競馬が１カ所、モーターボート競争、いわ

ゆる競艇が４カ所、小型自動車競争、いわゆる

オートレースが２カ所の合計10カ所と承知して

おります。

私の調べで、20歳から79歳ま○来住一人議員

での1,000人当たりのマシン台数は、宮崎県

は80.7台で全国１位であります。警察庁のまと

めによると、平成28年に摘発された刑法犯のう

ち、パチンコに使う資金調達が犯行の動機で

あったものが1,329件、他のギャンブル目的

が999件でありました。県内の実態はどうであっ

たのでしょうか、お知らせいただきたいと思い

ます。

平成28年中、県○警察本部長（郷治知道君）

内において、パチンコに使う資金を得ることが

犯行動機となる犯罪の検挙は１件、その他の

ギャンブルに使う資金を得ることが犯行動機と

なる犯罪の検挙は４件であります。

改めて知事にお伺いいたしま○来住一人議員

す。カジノを誘致することは、刑法に反するこ

とを政府や県が奨励することとなります。本当

に称賛に値するものだと、このように思われる

のでしょうか、改めてお聞きしたいと思うんで

す。

刑法との観点の御指摘○知事（河野俊嗣君）

でありますが、今後、ＩＲ実施法が刑法の特別

法として制定をされれば、カジノ設置の違法性

は阻却されるものと考えております。

よく今、特区だとかいうのが○来住一人議員

あると思います。特別法をつくって、例えば手

続を省略する。この法律によって手続を簡略化

してやるとかいうのがありますけど、私は、刑

法の及ばないところをつくるというのは、全く

国民的な同意は得られないし、この議会でもよ

く道徳の問題が話題になりましたけど、とても

子供たちに対する道徳としても出すことはでき

ないと思います。

カジノを解禁し誘致するなら、依存症患者が

さらにふえることは必定であります。患者とそ

の家族がふえ続け、苦しみが大きくなればなる

ほど、カジノの胴元のもうけはふえるというも

のであります。カジノによって新たな価値が生

まれるものではありません。胴元がテラ銭を

取って、残りのお金が敗者から勝者に移動する

だけのことです。これによって地域の活性化を

図るとか、経済振興を図るなどというのは、政

治的・経済的堕落である、真っ当な道ではな

い、このように思いますけど、知事の所見を伺

いたいと思います。

今回のＩＲ法の議論を○知事（河野俊嗣君）

めぐって、改めてギャンブル依存症や青少年の
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影響などに対する議論が喚起をされ、それに対

して必要な対策が講じられるということになっ

ているのは、前向きに受けとめる必要があろう

かと考えております。ＩＲにつきましては、冒

頭答弁申し上げましたように、投資や雇用、観

光誘客、税収など、地域経済にもたらす効果が

期待されているところでありますが、さまざま

な懸念される問題に対しても必要な対策が講じ

られる、そのことが前提になろうかと考えてお

ります。

カジノと観光を絡めた議論が○来住一人議員

よくあると思います。私は、日本は、額に汗し

てこつこつと働く勤勉な国民性に支えられて、

現在の経済水準を獲得していると思います。多

くの人々の努力によって築き上げられた、世界

に誇れる景観、文化遺産、社会の安全、ここに

観光の未来があると思います。健康で文化的な

社会の基盤をなす勤労の美風を壊し、怠惰浪費

の弊風を生じさせるカジノは、宮崎県はもちろ

ん、日本のどこにも誘致しないことを強く求め

るものであります。また、依存症の最大の対策

は、カジノを解禁しないことであります。

次に、私はことし２月の議会において、オス

プレイの小林市上空での被雷事故の件を一般質

問で取り上げました。米海兵隊のオスプレイ

は、その後も事故は相次いでおり、８月にはオ

ーストラリア沖で墜落いたしております。最近

では、８月29日、大分空港に緊急着陸をいたし

ました。これは、エンジンナセルを回転させる

プロペラの方向を変える油圧系統から漏れたオ

イルによって、白煙や炎が上がったものです。

この種の事故は米本土でも５回発生してお

り、11名が犠牲になっております。大分に着陸

したオスプレイは、前日にも岩国基地で白煙を

上げるのが目撃されております。しかも、同じ

型のオスプレイは、ことし６月に沖縄県伊江島

に緊急着陸をしていることが判明いたしまし

た。オスプレイの最大の特徴は、プロペラの方

向を変えることにあります。その油圧系統に欠

陥があるとなれば、主要構造に深刻な欠陥があ

るということになります。こうした危険なオス

プレイを我が物顔で飛行させ、さらに、小林市

上空での被雷は、「普天間基地に駐機している

ときに被雷した」と、うその報告を当初は行っ

ておりました。こうした米軍の態度について、

知事の所見を求めたいと思います。

オスプレイの訓練、配○知事（河野俊嗣君）

備等につきましては、国の責任におきまして、

米国と協議をし適切に対応すべきであるものと

考えておりまして、日米合同委員会において、

安全確保等に関する合意がなされているところ

であります。本県では、県民の安全・安心を確

保する観点から、この日米合同委員会で合意を

されました安全確保策の遵守等について、これ

までも国に求めてきたところであります。小林

市上空のオスプレイ被雷事案を受け、今月１日

にも、改めて国に対し、合意内容の遵守が徹底

されるよう、政府として米国に働きかけを行う

ことなどを求める申し入れを行ったところであ

ります。国においては、本県の申し入れ事項に

対して真摯に対応いただきたいと考えておりま

す。

共産党「赤旗」の調査によれ○来住一人議員

ば、岩国基地には、修理のために格納庫に駐機

しているオスプレイがもう１機あります。危険

きわまりないオスプレイについては、この前、

３項目を改めて申し入れされておりますけど、

私はその上に、宮崎県上空を飛行しないように

申し入れるべきだと考えておりますので、知事

の所見を伺っておきたいと思います。
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オスプレイの運用につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、先ほど答弁しましたように、日米

合同委員会におきまして、移動の際には可能な

限り水上を飛行するなどとした、安全確保等に

関する合意がなされております。その遵守等に

ついて、国に申し入れを行ったところでありま

す。今後も、日米合同委員会で合意された内容

に沿って適切に運用されるよう、状況を注視し

ますとともに、国に対し、適時的確な情報提供

などについて、必要な働きかけを行ってまいり

たいと考えております。

オスプレイに関連した問題で○来住一人議員

すけど、延岡市上空を低空飛行する正体不明機

の情報が、延岡市役所を通じて寄せられている

と思います。平成28年より問い合わせのあった

件数と、判明した飛行物体は何件で、その飛行

機は何だったのか、報告を求めたいと思いま

す。

航空機の低○危機管理統括監（田中保通君）

空飛行につきまして、住民から目撃情報が寄せ

られた場合は、県へ情報提供を行うよう、各市

町村に依頼しているところでございます。寄せ

られた情報につきましては、国を通じて、米軍

機か、あるいは自衛隊機によるものか確認を

行っており、国では、米軍機である場合、米国

に対し、住民から苦情が出ていることを伝達し

ていると伺っております。延岡市上空での低空

飛行につきましては、平成28年度以降では14件

の情報提供がありまして、国を通じて照会しま

した結果、現在照会中の１件を除き、１件が米

軍機、それ以外は、自衛隊機、米軍機いずれで

もないとの回答でございました。

延べ13件のうち、判明したの○来住一人議員

はわずか１件だけで、残りの12件は米軍機でも

自衛隊機でもないということであります。情報

は、日時、場所、ジェット機かプロペラ機か、

実に具体的だと思います。これがわからないと

いうことは、本来、絶対あり得ないことです。

わからないということは、じゃ中国の飛行機

か、外国の飛行機が飛んできているのか。民間

機は全部届け出がされているわけですから。で

すから、私は米軍並びに防衛省が情報を隠して

いることは間違いないと思います。低空飛行で

ありますから、重大事故に発展する可能性も

あって、県民の生命と平穏な暮らしを守る上で

絶対に看過できないことだと思います。今後ど

うする考えか、答弁を求めたいと思います。

県におきま○危機管理統括監（田中保通君）

しては、今月１日に行った国への申し入れで、

オスプレイを含む米軍機の飛行に際しては、安

全面に最大限配慮するとともに、地域住民に与

える影響を最小限にとどめるよう、政府として

米国に働きかけることも求めたところでありま

す。今後も、県内における低空飛行について情

報収集を行い、その状況を注視しながら、国に

対して必要な働きかけを行ってまいりたいと考

えております。

県北はオスプレイのイエロー○来住一人議員

ルートに組み込まれております。こうした事案

に毅然たる態度をとらなければ、米軍はさらに

傍若無人ぶりを発揮するようになると思いま

す。しっかり対応していただきたい、このよう

にお願いをしておきたいと思います。

次に、教育行政について質問いたします。

文科省が2016年に、公立小中学校の教職員の

勤務実態調査を実施いたしておりますが、調査

によると、中学校教諭の約６割、小学校教諭の

約３割が週60時間以上勤務し、厚労省が過労死

ラインとする月80時間以上の超過勤務をいたし

ております。延岡市においても独自に調査が行
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われておりまして、中学校だけ述べますが、週

に59時間50分勤務しており、これは、１日４時

間、月88時間の超過勤務をしていることになり

ます。ところが、平成27年12月に県教委が行っ

た調査によりますと、同じく中学校で、超過勤

務は１日２時間27分、１カ月約54時間です。し

かも、この時間は学校内外で行った業務であり

ます。なぜこのように大きな開きがあるのか、

わかっていれば教えていただきたい、このよう

に思います。

県教育委員会の調査○教育長（四本 孝君）

は、平成27年２月に、県内の小中学校から抽出

した約３割の教職員と県立学校の全教職員、合

わせて約5,800名を対象として、「教職員の働き

やすい環境づくりのためのアンケート」として

実施をしたものであります。また、延岡市教育

委員会の調査は、平成29年５月に、市内の小中

学校６校を抽出して103名の教職員を対象に行わ

れたものと聞いております。これら調査の結果

につきましては、調査年度や実施時期が異なる

ことに加えて、県では、勤務時間外に行った業

務時間を積み上げたものを超過勤務時間として

捉えている一方で、延岡市では、在勤時間から

正規の勤務時間を差し引いたものとしておりま

すことから、単純に比較をすることはできない

ものと考えております。

私は、県教委が行った調査に○来住一人議員

眉唾をするとか、そういう気持ちは全くありま

せん。調査した相手だとか時期だとか方法も違

いますから。ただ、私の連れ合いも教員をして

いたものですから、ちょっと聞いてみたんで

す。「多分」という話なんですけど、「県教委

が行った調査には、勤務は朝８時からだけど、

実際は多くの先生が７時とか早く行って校門に

立っていらっしゃる、そういうのが入っていな

いんじゃないのかな」とか言っていました。い

ずれにしても、私が教育長にお願いしたいの

は、延岡の調査も、やはり眉唾で見たらだめだ

と思います。これはこれで事実でありますか

ら、しっかり捉えていただきたいと思います。

県教委が行った調査によると、忙しいと感じ

る要因として、１つ、授業や生徒と接すること

以外の事務作業が多い、２つ、本来家庭ですべ

きと思われるような教育内容まで求められる、

３つ、教育課程にゆとりがない、この３点が最

も多いようであります。この要因を取り除くこ

とを第一にやるべきだと思いますけど、そうい

う点から、教職員の多忙化の改善について、県

が推進してきた施策、またはこれから行おうと

している施策について述べていただきたい、こ

のように思います。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

平成24年７月に「教職員の働きやすい環境づく

りプログラム」を策定して、各種取り組みを進

めてまいりましたが、先ほど答弁いたしました

アンケート結果を踏まえて、昨年３月にプログ

ラムの改定を行いました。現在、このプログラ

ムに基づき、調査・提出書類の削減やスクール

ソーシャルワーカーの増員などにより、教職員

の負担軽減を図っているところであります。ま

た、学校では、管理職のリーダーシップのも

と、学校全体で取り組む「ワン・アクション運

動」や、教職員一人一人が取り組む「ワン・ト

ライ運動」を進め、業務の効率化を図っている

ところであります。

この問題では、県教委が行う○来住一人議員

べき施策というんですか、例えば、学校に対し

ていろいろな調査をかける。ちょっと見たので

は、20％減らすとかいう目標も持っていらっ

しゃるようですから、そういうものも今後また
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検証させていただきたいと思います。

多忙化の改善の上で、部活動の改善は大きな

ものがあると思います。その対策はどうされて

いるのか。また、その効果はいかがなものか、

報告を求めたいと思います。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

教員の多忙化解消や生徒の負担軽減などを図る

ために、昨年度から、週１回及び第３日曜日の

「家庭の日」は部活動を休みにする取り組みを

進めております。また、本年度は、その取り組

みをさらに推進するために、週１回の休養日を

土曜日、日曜日のいずれかに設定するよう、私

みずから、県公立校長会やＰＴＡの会合等を通

じて周知を図ったところであります。その結果

として、一部の市町村におきましては、そう

いった取り組みを進めていただいているものと

考えております。

効果は今からだというふうに○来住一人議員

思います。これは、父母の皆さん方の御協力だ

とか、外部からの指導者を入れるとかというの

もありますが、それについてもいろいろ意見が

あるようです。教育上どうなのか。そういう意

味で、ぜひ県民的な議論を起こしていただきた

いと思います。

学校の先生ですけど、現在、病気休職者が25

名、うち精神疾患が19名であります。全てが多

忙に原因があるとは思いませんけど、過労死ラ

インを超える超過勤務が大きく左右しているこ

とは間違いない、このように思います。臨時教

員、いわゆる非正規が900名で、14.78％を占め

ておりまして、全国トップクラスにありますけ

ど、その要因は何なのか、その改善についての

方針があるのか、答弁を求めたいと思います。

臨時的教員につきま○教育長（四本 孝君）

しては、育児休業や傷病休暇等を取得している

職員の補充や、新年度における児童生徒の転出

入による学級数の増減、児童生徒数の減少に伴

う学校の統廃合等に対応するため、必要な人員

を臨時的に任用しているものであります。ま

た、国からの加配定数につきましては、年度ご

とに配分されますため、臨時的教員を充てざる

を得ず、本県ではこの加配定数の占める割合が

高いことが、他県と比べ臨時的教員の割合が高

い要因となっております。一方で、特に小学校

においては、近年、特別支援学級数の増加等に

よって欠員が多く生じていることから、これら

の要因を的確に採用計画に反映させることによ

り、計画的、段階的に正規教員の確保を図って

まいりたいと考えております。

理由は述べられましたけど、○来住一人議員

東京はゼロだったと思います。全国で10数位、

とにかく高い。いろいろ理由はあると思います

けど、これほどの非正規を抱えないとできない

のかというと、非常に疑問に思います。やはり

非正規を抱えることによって、１年たったらい

つでも雇いどめをすることができる。財政上非

常に都合のいい雇用形態になっていると思いま

すから、やっぱり教育現場でありますので、ぜ

ひそこは計画的に解消を図っていくように、強

く求めておきたいと思います。

最後に、福祉行政、生活保護と車の保有につ

いて質問いたします。

私が最近、生活保護申請に携わった経験をも

とに質問をいたします。今回申請をした方は、

小学校６年、２年、年長組の園児の３人の子供

を抱える母子家庭です。本人は15キロ離れた都

城市内のデパートの売り子として勤めておりま

して、月収約９万円であります。児童扶養手当

などを合計しても生活保護基準に達しないため

に、申請することにしたものです。元夫は再婚
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して子供がいらっしゃいまして、養育費を払う

能力は事実上ありません。

申請者は、通勤用に軽自動車を所有いたして

おります。失礼ですけど、処分しても２～３万

円にしかならないような軽自動車であります。

申請書を提出する前に、まず最初に相談に行き

ました。このときも私はついて行きました。そ

れから、申請書を提出するときにも一緒につい

て行きました。その申請書を提出する際に窓口

で一番問題になったのが、車のことです。かな

り長い時間をとって議論となりました。行政側

の主張は、車の保有は認められない、そして資

産活用として売却してもらう。僕は「２万円ぐ

らいにしかならないよ」と言ったけど、「い

や、それでも、資産ですから活用してもらう。

それから、通勤は125cc以下のバイクは認めるの

で、バイクで通勤してもらう」。申請者にして

みれば、バスや電車の運行数、また子供の保育

所への送迎などから、車なしの生活は考えられ

ないわけです。保護申請を諦める選択しかない

わけです。もちろん、御承知のように、車を保

有しているからといって申請を受理しないとい

うことはできませんので、当然、そのときに申

請をしました。私は、その申請をしたときに、

申請はしたものの、結局、この人は責められ

て、車の売却を悩むことになるだろうなという

ことを直感しましたけど、とにかく国民の権利

ですから申請をしました。それで、部長にお聞

きしたいと思うんですけど、生活保護世帯が車

を保有できる基準はどのようなものか、教えて

いただきたいと思います。

生活保護の受○福祉保健部長（畑山栄介君）

給に際しては、土地や家屋、預貯金、自動車な

ど、保有する資産は生活のために処分するなど

して、最低限度の生活を維持するために活用す

ることが要件とされております。このため、原

則として自動車の保有はできませんが、公共交

通機関の利用が著しく困難な地域に居住する方

の通勤や、障がい者の通勤や通学、通院などに

おいては例外的に認められるとの基準が、国か

ら示されているところであります。

時間がありませんから細かく○来住一人議員

は申し上げませんけど、東京都福祉保健局がま

とめた運用事例集があります。この運用事例集

によりますと、通勤用で認める要件が３つあっ

て、それを判断する基準が５つあるようです。

もちろん部長はもう何回も見ていらっしゃると

思うんですけど。東京は、そういう点から見た

ら、かなり広く扱っているなと思いました。少

なくとも、私がこの前申請したそのときとは全

然違うなと思います。

日本国憲法第25条に規定する理念に基づい

て、国が、生活に困窮する全ての国民に対し、

その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その

最低限度の生活を保障するとともに、その自立

を助長することを、生活保護は目的といたして

おります。この目的をもとに、車の保有につい

て、私見ですけど、率直に述べます。路線バス

が運行されていても、１日３便とか４便、ま

た、そのバス停まで数キロ離れている地域にお

いては、移動手段として車は絶対必要です。ま

た、車の保有は、今やぜいたく品ではなくて、

成人の県民のほぼ全員が所有していると言って

もいいと思います。売却価格が数万円の軽自動

車なら、なおさら特異なものではないと思いま

す。したがって、価格が数万円しかない車につ

いては保有を認めるべきだ、このように思いま

す。そうしてこそ、生活保護法の目的を達成で

きると思います。こういう時期は必ず来る、ま

た、そうしなければならないと思います。御承
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知のとおり、かなり前はエアコンも認められて

いない時期がございました。しかし、もう今は

エアコンは認められております。私は、数万円

程度の軽自動車は当然認められる。また、認め

なければ、生活保護法第１条の立場に立てな

い。それはできないと思います。

今回申請をいたしました母親は、まだ若い

し、仕事に意欲を持っております。彼女にとっ

て車は、収入を得る重要な手段です。将来の生

活設計を描く上でも欠かすことのできないもの

です。自立することを目標に頑張ろうとする就

労者、またはその意志を持っている者について

は、車の所有について特別配慮する必要がある

と思いますけど、部長の見解をお聞きしたいと

思います。

まず、就業し○福祉保健部長（畑山栄介君）

ている生活保護受給者の方が自動車の保有を認

められる基準につきましては、先ほど答弁申し

上げたところであります。また、生活保護申請

時に失業等により就労を中断している場合、国

の基準により、おおむね６カ月以内に就労によ

り生活保護から脱却することが確実に見込まれ

る者であって、保有する自動車の処分価値が小

さいと判断される場合には、自動車の処分指導

を行わないものとして差し支えないとされてお

りまして、一定の配慮がなされているところで

あります。

生活困窮者が生活保護を求め○来住一人議員

る上で最も大事なのは、最初に訪ねる窓口だと

思います。その窓口で、車の保有は認めないこ

とを強く印象づけられる。それでは、申請する

ことさえ諦めなければならないということにな

ります。少なくとも、私と一緒に行った彼女

は、１人でもし申請に行っていたんだったら諦

めたでしょうね。私が一緒だったから、「い

や、申請できるんだよ。車を持っていても申請

できるから」ということで申請をしたわけです

けど。非常に大事だと思います。私は、今回の

ようなことは、対応した職員の資質の問題では

なくて、行政側の対応、つまり、保護相談に対

する基本的姿勢がそうさせているんじゃないか

と思うんです。申請するかしないかは本人が決

めることでありますが、いずれにせよ、本人が

納得していただくこと、窓口に行って、帰ると

きには、その職員に「ありがとうございまし

た」とお礼を言われるような状態にならなけれ

ばだめだと思います。保護法には限界がありま

すけど、相談者に希望を与えるような窓口でな

ければならないと思います。このことについ

て、最後に部長に見解を聞いておきたいと思い

ます。

福祉事務所に○福祉保健部長（畑山栄介君）

おける生活保護の相談、申請の窓口において

は、法の趣旨や制度の概要などを丁寧に説明す

ることが必要であろうと考えております。こう

したことから、県におきましても、毎年度、各

市及び郡部福祉事務所に対して実施する生活保

護法の施行事務監査などを通じて、窓口におけ

るきめ細かな対応を含め、生活保護行政を適切

に運営するよう指導を行っているところであり

ます。

ありがとうございました。○来住一人議員

（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○ 原正三議長

た。

次に、今回提案されました議○ 原正三議長

案第１号から第９号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。
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議案第９号採決◎

まず、人事委員会委員の選任○ 原正三議長

の同意についての議案第９号について、お諮り

いたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第９号についてお諮りいたします。

本案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、本案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第８号まで及び請願◎

委員会付託

次に、議案第１号から第８号○ 原正三議長

までの各号議案及び新規請願は、お手元に配付

の付託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付

託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす21日から27日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、28日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決まで及び決算議案の

上程であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時45分散会


