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平 成 3 0 年 ３ 月 ６ 日 （ 火 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）37
（ ）1番 武 田 浩 一 自由 民 主 党 く し ま

（ ）2番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）3番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）4番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）5番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）6番 岩 切 達 哉 同

（ ）7番 後 藤 哲 朗 宮崎県議会自由民主党

（ ）8番 右 松 隆 央 同

（ ）9番 二 見 康 之 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 西 村 賢 自由民主党 青の国

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 髙 橋 透 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 徳 重 忠 夫 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 丸 山 裕次郎 同

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 松 村 悟 郎 同

（ ）24番 外 山 衛 同

（ ）25番 濵 砂 守 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 黒 木 正 一 同

（ ）34番 井 本 英 雄 同

（ ）35番 山 下 博 三 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）39番 横 田 照 夫 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 畑 山 栄 介

環 境 森 林 部 長 川 野 美奈子

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 大 坪 篤 史

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

選 挙 管 理 委 員 長 吉 瀬 和 明

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 原 田 幸 二

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 谷 口 浩太郎

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

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。

ただいまから一般質問に入ります。まず、右

松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の右松隆央でございま

す。

きょうは、県立高校の入学試験日でありま

す。この日のために勉強を積み重ねてきた多く

の受験生にエールを送るとともに、今まさに試

験中であります我が娘にも、親として頑張って

もらいたいと、心から願っているところであり

ます。

全国学力・学習状況調査の結果表をもとに、

学校と家庭が一体となって、子供の確かな学力

の定着を目指し、本県においてつくられた指標

が、「宮崎の子どもの学力を伸ばす“ひむか３

か条”」であります。ひむかの「ひ」は、人と

つながるコミュニケーション、自分の考えをよ

く話す子供ほど学力が高い。「む」は、夢中に

なる読書、読書好きの子供ほど学力が高い。そ

して「か」は、確実な振り返り、授業の復習を

する子供ほど学力が高い。この３か条を掲げ、

本県は、学力を伸ばす取り組みを、家庭と学校

現場において進めております。その中で、語彙

力や読解力、想像力を育む読書について、本県

はまさに、知事みずから「日本一の読書県」を

提唱しておられます。ある人は、読書につい

て、海面に浮かぶ氷に例え、表にあらわれる４

分の１ほどの姿が学力で、海中に見えない４分

の３の学力のベースになっているのが読書だと

言われる方もおられます。「日本一の読書県」

を目指して、本県は目標値も掲げております。

県内の児童生徒で「読書が好き」と答える子供

が、現況の小学校で74.6％、中学校で66.7％

を、平成32年度に80％に高めるとあります。各

学校において具体的な取り組みとして、例え

ば、読み聞かせや朝の読書に毎日取り組む学校

や、小中学校で連携して、読書通帳というもの

をつくり取り組む学校もあります。このよう

に、本県において積極的に読書活動を推進して

いることは、大変評価をさせていただいており

ます。そこで知事に、「日本一の読書県」を提

唱される中、その手応えをどのように捉えてお

られるのか、あわせて、県の果たすべき役割も

含めて、今後どのように推進していかれるのか

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〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

「日本一の読書県」についてであります。読

書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高

め、人生を豊かに生きていく上で欠くことので

きないものであります。とりわけ子供にとりま

して、読書は知的探求心を育むなど、学力の向

上にもつながるものと考えております。そこで

本県では、「子どもから大人まで、生涯にわ

たって読書に親しむみやざき県民」を目指し、

「日本一の読書県」づくりに向けたさまざまな

取り組みを進めているところであります。特に

子供たちには、学ぶ意欲を持たせ、読書の楽し

さを感じさせることが大切でありますので、小

中学校においては、一斉読書のほか、ＰＴＡや

地域と連携した読み聞かせや家庭読書の取り組

みなどが行われており、子供たちの読書に親し

平成30年３月６日(火）



- 215 -

平成30年３月６日(火）

む環境づくりが、県下全域で徐々に進んできて

いると感じております。また、県立図書館で

は、配送システムを向上させたことにより貸し

出し冊数がふえるなど、県民の読書に対する機

運の醸成が図られつつあると認識しているとこ

ろであります。今後も、学校を初め、家庭や地

域での読書活動推進のために、県の役割や方向

性を明確にし、市町村、関係機関等と連携し

て、「日本一の読書県」を目指した取り組み

―これは息の長い取り組みとなってまいりま

す―をしっかりと進めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○右松隆央議員 子供から大人まで、生涯にわ

たって読書に親しむ環境づくりに、今後とも尽

力していただければと思います。

おおむね５年に一度策定される「第三次子ど

もの読書活動の推進に関する基本的な計画」の

中で、課題に挙げられる３点として、１つは、

学校段階が進むにつれて読書離れが進む傾向で

あること。２つ目に、地域における取り組みの

差が顕著になってきていること。そして３つ目

に、学校図書館資料の整備が不十分であること

が挙げられております。また、学校図書館を活

用した学習活動や、日々の読書指導の充実を

図っていくためには、司書教諭や学校図書館担

当職員、いわゆる学校司書のみならず、全ての

教職員が連携し、学校全体で児童生徒の学習・

読書活動を推進していく体制を整備することが

重要であります。そこで教育長に、学校図書館

の機能強化において、県内の公立小中学校にお

ける学校図書館図書標準の達成状況はどうなっ

ているのか、そして、司書教諭並びに学校司書

の配置状況はどうなっているかお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 国が行いました、平

成28年度「学校図書館の現状に関する調査」に

よりますと、本県の公立小中学校における学校

図書館図書標準の達成率は、小学校66.5％、中

学校50.4％となっておりまして、８年前の調査

結果と比べると、小学校36.5％、中学校17.4％

の伸びが見られるところであります。また、司

書教諭の配置率は、学校図書館法に定められま

した12学級以上の学校におきましては、100％で

あります。さらに、市町村が配置する学校司書

の配置率は、小学校55.9％、中学校45％となっ

ております。議員御指摘のとおり、学校の日々

の読書活動の充実を図っていくためには、司書

教諭や学校司書等の専門的な知識を持つ人材の

配置や、学校図書館の整備充実を図るととも

に、学校全体で読書活動を推進していく体制づ

くりを進めていくことが大切であると考えてお

ります。今後も引き続き、市町村教育委員会と

連携しながら、学校における積極的な読書の推

進に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 本県も学校図書館の充実に鋭

意取り組んでおられますけれども、中学校にお

いては、図書標準達成率、学校司書の配置率と

もに全国平均より少し低目になっておりますの

で、今後も引き続き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。

続いて、児童生徒の体力向上への取り組みに

ついて伺ってまいります。スポーツ庁から、今

年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査

結果」が公表されました。小学５年生、中学２

年生の男女とも全国平均を上回っており、九州

管内では、中学女子が１位、小学男女は２位、

中学男子が３位となっております。福井県を初

め、全国のトップクラスと比較をすれば、さら

なる努力が必要になってまいりますが、結果は

おおむね良好ではないかと感じております。そ

の上で、さらなる体力向上を図っていくため
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に、他県の取り組み事例も参照すべきものがあ

ろうかと思います。例えば広島県では、６つの

取り組みが功を奏して、全国でもトップクラス

の結果を出すまでになりました。本県の取り組

みとの違いだけを抽出しますと、公立学校の全

児童生徒への県独自の体力調査を実施する際

に、体力づくり改善計画作成のための集計ソフ

ト及び計画様式を各学校に配付しており、その

集計ソフトに児童生徒の調査結果を入力する

と、前年度の県平均値や全国平均値との比較な

ど、改善計画の作成に必要なデータが算出され

る仕組みになっていること。そして、教職員の

指導力を高めるために、大学教授やスポーツト

レーナーなどによる講義や実技の研修会を年

間15講座開設していることなどが、参考点とし

て挙げられるところであります。そこで教育長

に、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査結

果」で成果を上げてきている本県の現状と、ス

ポーツ推進県として今後さらに成果を上げてい

くために、どのような取り組みを進めていかれ

るかお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 本県では、平成20年

度から国が実施しております「全国体力・運動

能力、運動習慣等調査」に先駆け、平成16年度

から、公立の全児童生徒を対象に独自の体力・

運動能力調査を実施しております。各学校で

は、その結果の分析をもとに、具体的な数値目

標や目標達成のための取り組みを盛り込んだ体

力向上プランを作成し、体育活動に加え、姿勢

を正す立腰指導や食育指導など、さまざまな取

り組みを実践しております。また、県教育委員

会では、保健体育教諭や養護教諭などで構成す

る体力向上推進委員会を設置し、全国平均を下

回る項目への対応策や、生活習慣に係る情報な

どを取りまとめ、各学校へ提供しております。

あわせて、中学・高校の保健体育教諭等の小学

校派遣を通じ、小学生の体力の向上を図ってい

るところであり、これらの取り組みが成果につ

ながっているものと考えております。県教育委

員会といたしましては、小学校における体育活

動の充実のため、昨年度から３校に配置をして

いる小学校体育専科教員の活用方法の拡充や、

学校体育に係る講習会などにおける研修講師の

選定を工夫するなど、体力向上に向けたさらな

る取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○右松隆央議員 今、本県が進めております３

校、小学校体育専科教員の派遣の取り組みに

は、期待をしてまいりたいと思っております。

引き続き、学校教育の根幹となる学習指導要

領について伺っていきます。各学校は、学校の

教育目標を決めるに当たって、国の定める教育

基本法や学校教育法、学習指導要領、そして各

教育委員会が定める規則などに従って掲げてま

いります。そして教師は、その教育目標を達成

するために、児童生徒に日々教育活動を展開し

ていくことになります。どのような教育内容を

与えていくか、これを教育課程の編成といい、

各教科全ての領域にわたって、例えば、第１学

年、何月何日、国語はこんな学習をする等々、

きめ細かく編成されるわけでありますが、その

指針となるのが学習指導要領になります。この

学習指導要領は、おおむね10年に一度のサイク

ルで改訂になり、このたび新学習指導要領が、

中央教育審議会の検討を経て、28年度に答申、

改訂となり、今年度の周知徹底期間を経て、こ

としの４月から、幼稚園を皮切りに全面実施と

なります。小学校は、来年度の教科書検定とと

もに先行実施され、32年度より全面実施。そし

て中学校は、31年度に教科書検定があり、33年
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度から全面実施となります。この学習指導要領

の改訂の趣旨、方向性やポイントを学校現場が

しっかりと押さえ、教育課程の編成がなされる

ことが、宮崎の教育力の向上、そして人づくり

につながっていくものと認識しております。そ

こで、今回の学習指導要領改訂の基本的な方向

性でありますが、2030年、12年後の変化の激し

い社会のあり方を見据えながら、学校教育を通

じて育てたい子供の姿として、「生きる力」の

理念をより具体化し、確実に育むことが求めら

れております。そこで、本県はこれまでも生き

る力の育成に取り組んできたわけであります

が、これまでの取り組みを踏まえて、あすを担

う本県の子供たちに、学校教育を通じて育てた

い姿をどのように描いておられるか、教育長に

お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 今お話のありました

ように、今回の学習指導要領の改訂におきまし

ては、従来から取り組んでおります子供たちの

「生きる力」の理念をより具体化し、生きる力

というものをしっかり育むことが重要視されて

おります。このような状況を踏まえまして、学

校教育を通じて子供たちにこのように育っても

らいたい姿として、次の３つを考えておりま

す。まず、社会的、職業的に自立した人間とし

て、高い志や意欲を持って主体的に学びに向か

い、個性や能力を伸ばし、人生を切り開いてい

こうとする姿。次に、対話や議論を通じて他者

の考えを理解し、自分の考えを広げ深めたり、

多様な人々と協働したりしていこうとする姿。

最後に、変化の激しい社会の中でも、よりよい

人生や社会のあり方を考え、試行錯誤しながら

も問題を発見・解決し、新たな価値を創造して

いこうとする姿であります。これらの３つの姿

を目指した取り組みは、新しい時代に必要とな

る資質・能力の育成につながるものと考えてお

ります。今後も、新しい学習指導要領を踏まえ

つつ、子供たちの生きる力を育むことができる

よう、学校の支援に努めてまいりたいと考えて

おります。

○右松隆央議員 四本教育長が答弁された、ま

さに生きる力、３つの子供の姿が、県内各学校

の教育目標と連動していくことを願っておりま

す。

学校教育を通じて、「生きる力」の理念をよ

り具体化し、確実に育むことが学校現場に求め

られる中で、教員がどのように子供たちを指導

していくかが大変重要になってまいります。そ

こで教育長に、本県の子供たちの現状や課題を

踏まえつつ、新しい学習指導要領に則して、学

校現場でこれまで以上にどのような指導を求め

ていかれるか、お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 今回の改訂におきま

しては、「生きる力」を具体化するために、

「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力」

「学びに向かう力、人間性」等という資質・能

力を総合的に育んでいくことが求められており

ます。これらの資質・能力を育むために、各学

校におきましては、まずは子供たちの実態を適

切に把握するとともに、教育活動を通して子供

たちが身につけなければならない力を明確に

し、教科横断的な視点に立った教育課程を編成

する必要があります。また、日々の授業におき

ましては、単元などの内容のまとまりごとに、

子供たちに、何のために学ぶのか、何ができる

ようになるかという学習の本質的な意義を押さ

えた授業づくりを進めるとともに、これまでの

教育実践の蓄積を生かして、主体的、対話的で

深い学びの視点から、授業改善に取り組む必要

があると考えております。今後も、県教育委員



- 218 -

平成30年３月６日(火）

会といたしましては、教師一人一人が、今回の

改訂の趣旨等を十分に理解し、日々の教育活動

を展開できるよう、研修の充実に努めてまいり

ます。

○右松隆央議員 ぜひ、県内の先生方に、今回

の改訂の基本的な考え方、特筆事項を吟味して

いただいて、これからも絶え間ない授業改善が

なされ、本県からすばらしい教員が数多く輩出

されますことを、心から願っております。

今回の学習指導要領の主な改訂事項に、外国

語教育の充実が挙げられております。グローバ

ル化に対応した英語教育改革実施計画で

は、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クを見据え、小・中・高等学校を通じた英語教

育全体で抜本的充実を図るとされ、新たな英語

教育のあり方と、その実現のための体制整備が

細かく項目立てられております。その中で、小

学校中学年では、活動型で、週１～２こま程度

で学級担任を中心に指導するとされ、小学校高

学年では、教科型で、週３こま程度、英語指導

力を備えた学級担任に加え、専科教員を積極的

に活用するとされております。そこで、新学習

指導要領で小学校における外国語教育が充実さ

れる中、中学年、高学年ともに年間35時間も授

業時数がふえることになるわけでありますが、

授業時数の確保をどのように図っていかれる

か、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 国は、グローバル化

に対応した教育環境づくりを進めるため、小学

校における英語教育を拡充し強化することな

ど、小・中・高等学校を通じた英語教育全体の

抜本的充実を目指しております。このことに伴

い、平成32年度から、小学校中学年における外

国語活動の実施や、高学年での外国語教育の教

科化が打ち出されており、小学校においては、

中・高学年で年間35時間の授業時数増への対応

が求められているところであります。この年間

の授業時数の増加に対応するためには、週当た

りの授業時数の増加や、通常45分の授業を、15

分の３回に分けて、朝自習の時間などで実施す

る短時間学習の活用等が考えられるところであ

ります。県教育委員会といたしましては、これ

らの幾つかのモデルを市町村教育委員会に具体

的に示しながら、各地域の実態に応じて適切な

対応が図られるよう、支援を行っているところ

であります。

○右松隆央議員 ぜひ、短時間学習や各地域の

実態に応じて、しっかりと進めていただきます

ことをお願いいたします。

引き続き、小学校の英語教育における指導体

制の強化について伺ってまいります。さきの英

語教育改革実施計画においては、小学校英語教

育推進リーダーの加配配置や、外国語指導助

手、いわゆるＡＬＴに過度に依存することな

く、学級担任、そして専科教員の指導力向上も

強力に推進していくこととなっております。そ

こで、２年後の32年度から全面実施される小学

校の次期学習指導要領で英語が教科化されるに

当たり、指導体制の強化にどのように取り組ん

でいかれるか、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 小学校における外国

語教育を充実させるためには、学級担任の指導

力の向上が不可欠であります。また、英語指導

力を備えた人材の活用等に取り組むことも必要

だと考えております。県教育委員会といたしま

しては、学級担任の指導力を高めるために、今

年度より、研究校として宮崎市３校、延岡市１

校、日向市１校、三股町１校の計６校を指定

し、指導方法等の研究を先行的に実施いたして

おります。この研究校の成果をもとに、平成30
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年度からの３年間で、全ての学校の教員に対し

て研修を行い、自信を持って外国語教育に取り

組んでいけるように努めてまいります。

また、専門的な指導力を有した人材を活用す

るという観点から、小学校英語枠採用教員の計

画的な採用、配置を行いますとともに、宮崎大

学と連携し、小学校の教員に中学校英語の二種

免許を取得させるための認定講習を実施し、専

門的な知識及び技能を持った人材の育成を図る

などしながら、指導体制の強化に取り組んでま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、今年度からの研究校６

校の成果をもとに、指導体制の強化をよろしく

お願いいたします。

この項目最後に、スクールソーシャルワー

カーの処遇や人員について伺ってまいります。

スクールソーシャルワーカーについては、今か

ら２年半前の一般質問で、子供の貧困対策の中

で問わせていただきました。その際に、特別委

員会で宮崎市内の小学校を訪問し、スクール

ソーシャルワーカーの方との意見交換を通し

て、改めて、その重要性と、一人一人の職務の

負担が大きくなっている実態も述べさせていた

だいたところであります。また、教育と福祉の

パイプ役として、貧困はもちろんのこと、不登

校やいじめ、虐待などの問題に、家庭や学校と

連携して対処する、極めて重要な役割を担うこ

とから、その増員も強く要望させていただきま

した。その後、人員が、当時の８名から現在

は12名にふえていることは、とても評価をさせ

ていただいております。しかし、九州各県との

比較をしても、県内の相談件数の推移からも、

まだまだ足りない状況であることは、教育長と

も共有している認識であると考えております。

そこで教育長に、スクールソーシャルワーカー

の待遇改善とともに、さらなる増員ができない

ものか、お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） スクールソーシャル

ワーカーへの期待は年々高まっておりまして、

各学校からの派遣要請も増加する中、本県にお

きましては、昨年度、配置人数を４名増員した

ところでございます。しかしながら、議員が

おっしゃいますように、現在のスクールソー

シャルワーカーの待遇あるいは適正配置数は、

検討していくべき課題であると認識をしており

ます。今後は、社会福祉士会、精神保健福祉士

会等と連絡を密にとり合い、スクールソーシャ

ルワーカーの人材発掘につながるような情報を

収集したり、各関係機関の研修会に出向いて、

本県の現状等を伝えていく取り組みを行ったり

するなど、これまで以上に連携を強化すること

で、人材確保につなげてまいりたいと考えてお

ります。

また、スクールソーシャルワーカーの活用

は、教職員の負担軽減、働き方改革にもつなが

りますことから、国庫負担の割合を引き上げる

よう、国への要望を継続していくとともに、ス

クールソーシャルワーカーの待遇改善や配置数

増加に向けて、引き続き、さまざまな工夫や努

力を重ねてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ関係機関との連携を強化

していただき、また、今年度から時給も少し上

げておられるようですので、処遇改善と、さら

なる増員に向けて力を尽くしていただきますこ

とをお願いいたします。

２つ目の項目、本県の医療・福祉政策につい

て伺ってまいります。

まずは、医師の地域偏在を是正する取り組み

についてであります。厚生労働省は、昨年10月

に開かれた医師需給分科会におきまして、都道
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府県における医師確保対策の方針などを定める

医師確保計画を、今後、医療計画に記載するよ

う義務づける方向性を示したところでありま

す。現行の医療計画にある「医療従事者の確

保」に関する事項では、都道府県の策定内容に

量、質ともばらつきがあり、不十分な県も多

く、医師偏在の解消には結びついていないとの

指摘から、医師の地域偏在の状況を可視化し、

医師不足地域への医師の派遣や、地域定着策な

どの施策の実効性を高める狙いがあるとされて

おります。国の医師偏在対策のポイントとして

は、都市部などに集中する偏在を解消するため

に、地域ごとの医師の過不足を指標化したり、

医師不足地域で勤務した経験を重視し、一部の

病院で、院長ら管理職になる際の評価項目に加

えたり、そうした地域で勤務した医師を認定す

る制度も設け、認定医師であることを広告でき

るようにしたり、またさらには、医師不足の地

域で勤務した医師や、派遣した医療機関への優

遇措置も盛り込んでいると伺っております。そ

こで、国が昨年12月に取りまとめた医師偏在対

策において、都道府県が策定することとされた

医師確保計画の内容と、本県としてはぜひ、本

省出身であります部長のもとで、厚労省の方向

性を先取りして取り組んでいただきたいと考え

るわけでありますが、どのように進めていかれ

るか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 今回の中間取

りまとめでは、具体的な医師偏在対策の一つと

して、都道府県が医師確保計画を策定すること

が示されております。その内容としては、医師

数や医療施設の現状、人口や医療ニーズの変化

等の分析を踏まえ、医師の確保方針を定めるこ

と。そして、その方針に基づき、国が定める医

師偏在の度合いを示す指標を踏まえ、確保すべ

き医師数の目標を設定すること。目標を達成す

るため、医師養成過程を通じた医師の地域定着

策等の対策を定めることとされております。ま

た、医師確保計画には、医師が少ない地域での

勤務を促す優遇措置等を盛り込むことになると

も考えております。今後、関係法令の改正とと

もに、医師の偏在の度合いを示す指標等が国か

ら示される予定となっておりますが、県としま

しては、大学、医師会、臨床研修病院等の実務

者レベルのワーキンググループをできるだけ早

期に立ち上げ、国が今年度作成する予定の、医

師の勤務先、専門医資格、出身大学等の情報を

取りまとめたデータベースを活用し、医師配置

の現状を分析するなど、医師確保計画の策定に

向けた準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○右松隆央議員 ぜひとも、早期の対応をよろ

しくお願いいたします。

医師の地域偏在対策においては、キャリア形

成プログラムの策定も極めて重要になります。

今後、宮崎県医師修学資金の貸与を受ける地域

特別枠での、宮崎大学医学部の入学者が順次卒

業し、初期臨床研修期間を終え地域医療に従事

する医師の増加に伴い、派遣調整の対象となる

医師のキャリア形成上の不安解消に努めること

が、地域偏在を是正していく有効な手だてに

なってまいります。貸与期間が６年の場合は、

初期研修の２年を経た後、12年間のうちに義務

履行をしていく必要があります。義務履行の指

定医療機関は、県立の３病院や市立田野病院等

も含まれる中で、西臼杵や美郷、高原などの国

保病院や串間市民病院、えびの市立病院などの

僻地での義務履行がどれほど進むかは、宮崎大

学と連携し、派遣医師の就業モデルを示した

キャリア形成プログラムの今後の策定内容に大
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きくかかってまいります。そこで、本県におけ

る地域特別枠医師数の今後の推移と、キャリア

形成プログラムをどのように策定していくの

か、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 宮崎大学医学

部では、医師修学資金の貸与を受ける推薦入試

枠として、地域特別枠定員10名が設置され、平

成21年度の制度開始から29年度までの間に77名

が入学をしております。このうち、既に卒業し

臨床研修や後期研修中の医師が18名、在学中の

学生が58名となっており、今後、地域特別枠医

師が毎年10名程度ずつふえることとなってまい

ります。これらの地域特別枠医師が、専門医等

のキャリアアップや出産・育児等のライフイベ

ントについて不安を感じることなく、医師が少

ない地域や診療科において勤務できるようにす

るには、キャリア形成プログラムの策定が大変

重要でございます。このため県では、現在、宮

崎大学と地域特別枠医師の派遣方針について調

整を進めておりまして、今後、大学、医師会、

医療機関等で構成する県地域医療対策協議会に

おいて、派遣方針を決定し、これに基づいて診

療科ごとのキャリア形成プログラムを策定して

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 県の修学資金貸与者が義務履

行の間に、医師として力をつけてくる10年目

や13年目において、１年でも２年でも僻地医療

に携わり、しかもキャリアアップにつながるよ

うなプログラムの策定を、ぜひ要望させていた

だきます。

続いて、在宅医療の体制整備について伺って

まいります。まずは、在宅医療を推進するに当

たっての実施体制の課題と強化についてであり

ます。地域医療構想で病床数の削減が進められ

る中、病院中心のみとり傾向が続けば、いずれ

は医療機関で対応ができなくなることは自明で

あります。また、多くの人は、自分に死期が

迫っても、できるだけ長く自宅で暮らしたいと

考えるわけでありますが、症状急変時の不安

や、家族への負担を考えて、自宅で最期を迎え

ることは困難と考えるわけであります。自宅で

の死亡率は、都道府県でも大きな開きがあるの

が実態で、本県は下位に位置しております。在

宅医療体制の充実においては、24時間体制で在

宅医療を実施する在宅療養支援診療所が、利用

者にとっては心強いわけでありますが、医師

や、特に看護職員の配置が難しく、届け出がで

きない医療機関が多いのも実態であります。し

かし、在宅療養支援診療所が少ないにもかかわ

らず在宅死亡率が高い、例えば岐阜県の調査に

よれば、24時間対応をうたわないものの、実は

在宅医療に取り組んでいる身近な医療機関の存

在が大きいということがわかっております。そ

こで、本県で在宅医療を進めるにおいて、まず

は県内の実態として、二次医療圏ごとの在宅死

亡率、また、在宅死亡率と在宅療養支援療養所

数との相関関係、さらには、自力で24時間対応

が困難なため、あえて届け出はしないものの、

みとりを行う在宅医療機関の施設などの把握を

しておられるのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 平成28年の人

口動態調査によりますと、自宅での死亡率でご

ざいますが、全国平均の13.0％に対して本県

は8.6％と下回っており、医療圏別では、宮崎・

東諸県圏域の9.8％が最も高く、日南・串間圏域

の7.2％が最も低くなっております。また、昨

年12月時点の本県の在宅療養支援診療所数は111

であり、二次医療圏ごとに比較をしたところ、

在宅療養支援診療所の数が在宅死亡率に影響し
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ている状況は見られませんでした。しかしなが

ら、在宅療養支援診療所を含め、身近な医療機

関によって、在宅でのみとりが支えられている

と考えておりますので、今後、情報収集をして

いく中で、みとりを行う医療機関の実態の把握

に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 24時間対応にこだわらず、み

とりを行う在宅医療機関をふやすこと、そし

て、本県が今、鋭意取り組みを進めている入退

院時の情報を共有するルールづくりで、患者の

支援が充実している病院をふやすことが、みと

り普及の鍵とも言われております。そこで、今

後、24時間にこだわらず、みとり対応ができる

身近な在宅医療機関をふやしていくために、ど

のような取り組みを進めていかれるか、福祉保

健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 今後、在宅医

療に積極的に取り組み、みとりの対応まででき

る医療機関をふやすためには、在宅での緩和ケ

アに取り組む医師による研修等により、在宅医

療を担う医師の確保・育成を図るとともに、24

時間対応といった医師への過重な負担を軽減し

ていくことが重要であると考えております。こ

のため県では、医師を中心に、訪問看護や訪問

介護など多職種連携により、在宅での療養生活

を支援する体制づくりを推進するため、県医師

会や郡市医師会等と協力し、人材育成や参加促

進のための研修会や情報交換会に取り組んでい

るところでございます。また、一部の郡市医師

会においては、在宅医療に取り組む医師をネッ

トワーク化し、相互に補完し合う仕組みも生ま

れてきておりますので、これらの取り組みを参

考としながら、市町村とも緊密に連携して、み

とりも含め、実効性のある在宅医療体制の推進

に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ医師会とも連携し、みと

り対応ができる身近な在宅医療機関をふやす取

り組みを進めていただければと思います。

在宅医療の推進には、訪問看護体制の確保も

極めて重要であります。日本医師会総合政策研

究機構によれば、診療所の在宅患者数と、それ

に対する医療スタッフの必要数は、例えば、診

療所の在宅患者数が10人の場合は、医師、看護

師とも１人で診られるところが、患者数が140人

になった場合は、医師３名に対して、看護師は

５倍近い14名の確保が必要になってまいりま

す。さきの在宅療養支援診療所の届け出をしな

い理由は、24時間訪問看護の体制を確保できな

いのが一番の理由になっております。また、訪

問看護を利用する高齢者が多い都道府県では、

自宅で死亡する割合が高いという傾向も出てお

り、利用者数の一番多い長野県に対して、本県

は、在宅死亡率と同様に訪問看護の利用者数は

３分の１ほどで、全国でも下位に位置しており

ます。そこで、本県における訪問看護ステー

ションの事業所数と高齢者の訪問看護利用者

数、並びに在宅死亡率との関係をどのように分

析しておられるか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県の訪問看

護ステーション数でございますが、平成28年度

末が108事業所で、26年度末より28事業所ふえて

おり、介護保険における訪問看護利用者数は、

平成28年度の月平均の実績が2,413人で、26年度

より357人ふえているところであります。また、

みとりの対応が可能なターミナル体制加算の届

け出事業所数は、平成28年度末が89事業所

で、26年度末より35事業所ふえているところで

あります。そのような中で、本県の訪問看護ス

テーションの約65％が、看護職員が５人以下の
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小規模な事業所であり、また、全国の訪問看護

の利用率が約10％であるのに対して、本県では

約４％となっており、全国よりも利用割合が低

い状況にあります。国の統計によりますと、高

齢者の訪問看護利用者数が多い都道府県では、

在宅死亡率が高い傾向があるということが示さ

れておりますことから、今後も引き続き訪問看

護の体制づくりを進め、訪問看護を利用しやす

い環境の整備を図っていくことが必要であると

考えております。

○右松隆央議員 日本看護協会が作成した「訪

問看護アクションプラン2025」では、2025年に

向けて、在宅死亡率を、宮崎県は8.6％でありま

すが、全国平均の13％を、さらに、長野県の23

％やフランス、オランダ並みの30％に引き上げ

るには、訪問看護に携わる人が今の３倍の15万

人が必要とも明記されております。そこで、県

として今後、訪問看護師を養成していく取り組

みをどう進めていくのか、そして、在宅医療を

支える訪問看護ステーションの経営基盤の強

化、訪問看護師が在宅医療に専念できる経営環

境の整備をどのように進めていかれるか、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 訪問看護師の

養成・確保につきましては、活躍する訪問看護

師を対象としたスキルアップ研修や管理者向け

研修を行うとともに、訪問看護師を目指す看護

学生への修学資金貸与や、新卒の訪問看護師の

養成支援、潜在看護師などの訪問看護未経験者

に対する体験研修などに取り組んでおり、平

成28年末現在、訪問看護師の数は549名となって

おりますが、在宅医療の推進を見据え、引き続

き確保・充実を図ってまいりたいと考えており

ます。

次に、訪問看護ステーションにつきまして

は、今後、24時間対応やターミナルケア等の体

制を強化するため、来年度から、訪問看護ス

テーション基盤強化事業に取り組む予定として

おり、既存の事業所を対象に、職員の新規雇用

や育成等に要する経費を初め、記録作成等の事

務負担軽減や情報共有を図るため、タブレット

等のＩＣＴ機器の整備への支援を行うこととし

ております。事業費は総額1,800万円、１事業所

に対して最大150万円から200万円を予定してお

り、訪問看護師が業務に専念できる環境の整備

を進めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 県におかれましては、ぜひ、

在宅医療に不可欠となる訪問看護の体制整備

に、より一層力を尽くしていただきますよう、

強く要望させていただきます。

在宅医療の最後に、知事にお伺いしますが、

自宅でみとりを希望しながら、医療機関で最期

を迎える人が多いというギャップ、そして、地

域医療構想で病床数の削減が進められる中、県

としても在宅医療を推進していく必要がありま

すが、今後、県民に対して在宅医療の普及啓発

をどのように図っていく考えか、お伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 国民の多くが、人生の

最終段階においても、可能な限り自宅での療養

を望んでいるという調査結果がある中で、本県

の在宅死亡率は全国平均を下回っている状況に

ありまして、今後、在宅で人生の最終段階を迎

えることを可能とする医療体制の整備が、大変

重要であると考えております。一方で、在宅で

のみとりは、人の尊厳にかかわり、繊細な配慮

や慎重な対応が求められますことから、県民一

人一人が在宅でのみとりに関する理解を深める

とともに、家族や医師との話し合いなど、事前

の準備を整えることも必要となってまいりま
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す。昨今、人生の終わりのための活動というこ

とで、終活ということが大変注目されるように

なっておりますが、在宅でのみとり、医療分野

における終活という見方もできようかと思いま

す。県といたしましては、在宅でのみとりを体

験された家族や、医療・介護従事者の体験を広

く知っていただくための取り組みを進めますほ

か、日ごろから県民の相談に応じ、人生の最終

段階に寄り添う「かかりつけ医」や「訪問看

護」の重要性につきまして、県医師会や県看護

協会等関係団体と連携をしながら、普及啓発に

努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 在宅でのみとりは、決して簡

単なことではないのですが、実際にかかわった

人の満足度や看護エピソードなどの体験談集を

作成するなどして、県民への普及啓発に努めて

いただきたく思います。

次に、農福連携について伺ってまいります。

農業分野に障がい者が就労する農福連携が、本

県でも広がりつつあります。働く場所の拡大と

収入の向上を求める障がい者側と、高齢者や担

い手不足に悩む農業側の双方のニーズが合わさ

る形となり、今後もさらに期待できる取り組み

だと考えております。自治体が積極的に後押し

を始めるところも出てきておりまして、昨年７

月には都道府県によるネットワークが発足し、

地域の課題が解決する新たな政策の柱にも位置

づけされたところであります。農福連携が政策

の柱として今後確立していくには、障がい者が

加わることで、分業や生産性が上がり、今より

強い農業をつくり出すことができるか。そし

て、農業者、企業、福祉関係者が、それぞれの

強みを生かして密に連携をとることができるか

が重要になってまいります。そのための自治体

による支援スキームとして、先進県が取り組ん

でいる例としては、農家が直接障がい者を雇う

ことはハードルが高いため、福祉部門が就労支

援センター等と連携し、また、農政部門がＪＡ

等と連携することで、情報を共有し、農家の作

業依頼をＪＡや農業法人等が取りまとめ、福祉

部門の窓口となっている障がい者就労支援セン

ターに依頼し、就労支援センターが福祉事業所

とのマッチングや契約を振り分けていくとい

う、県レベル、現場レベル双方で、農業と福祉

サイドが連携する形をつくっている県もありま

す。そこで、本県における農業活動に取り組む

就労継続支援事業所の割合はどれぐらいあるの

か。そして、農福連携の推進には、それぞれ窓

口を設置してマッチング機能を充実させること

が必要と考えるわけでありますが、今後、県と

して農福連携の支援スキームにどのように取り

組んでいかれるか、農政水産部長と福祉保健部

長に、それぞれお伺いします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農業分野で

は、担い手の減少や高齢化が急速に進行してお

りますことから、今後の強い農業づくりに向け

ましては、障がいのある方など多様な人材の確

保や活用を図る、農福連携の取り組みを進めて

いくことが急務であると考えております。この

ため、来年度の新規事業としまして、「農福連

携発！農林水産業ユニバーサル化促進事業」を

本議会に御提案しているところでございます。

この事業では、地域ごとに、農業や福祉に関係

する皆様方で構成する「農福連携推進会議」を

設置し、農作業の細分化や効率化に向けた具体

的な検討を行いますとともに、作業の見学会や

体験会なども実施することとしております。今

後、生産現場の課題やニーズ等を取りまとめ、

福祉サイドへの橋渡しを行う窓口として、ＪＡ

や農業法人等にも御協力をいただいて組織づく
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りを進めるなど、農福連携のマッチング機能の

充実に積極的に取り組んでまいりたいと存じま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 農業に取り組

む就労継続支援事業所につきましては、平成24

年６月時点で40事業所、平成29年４月時点で

は74事業所と増加しており、全体の約４割と

なっております。農福連携は、障がい者が農業

に取り組むことで、就業機会の拡大が図られる

とともに、社会参加と工賃等の向上につながる

取り組みでありますので、この拡大に向けて、

農業者と福祉事業所のマッチングの充実が重要

であると考えております。このため現在、就労

継続支援Ｂ型事業所の生産活動を紹介するウエ

ブサイトを構築し、企業等の発注者と福祉事業

所の受注者を結びつける取り組みを行っている

ところであります。今後は、この取り組みによ

る成果も見ながら、福祉サイドの受注窓口の設

置も含め、マッチング機能の充実について検討

するなど、障がい者の就業機会のさらなる拡大

に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 非常に可能性が広がる答弁だ

と思います。ぜひ、強い農業と障がい者の充実

感、農福双方にメリットが出てくるすばらしい

農福連携のモデルを、本県から構築していただ

ければと願っております。

この項目最後に、子ども食堂のネットワーク

化の推進について問わせていただきます。本県

では、子供の貧困対策に尽力される方々が各界

各層におられ、その取り組みに心から敬意を表

する次第であります。県議会としてできるこ

と、県行政としてできること、そして実際に現

場で取り組まれている民間団体と、それぞれが

連携し合う形で取り組みを進めていくことが、

対策への大きな推進力になります。県議会とし

ては、一昨年に、「宮崎県家庭教育支援条例」

を制定させていただきました。第13条に「多様

な家庭環境に配慮した支援及び関係者間の連携

強化」とあります。障がいのある子供を抱える

家庭や、経済的な不安を抱える家庭など、配慮

を必要とする家庭に対し、ＮＰＯ法人や社会教

育関係団体など、県民みんなで支え合う環境づ

くりを促進する旨について規定しており、その

運用が図られるよう要望し、県行政におかれま

しては、取り組みをしっかりと進めていただい

ております。

委員会では、県内外の子ども食堂を視察する

機会もあり、子供たちの居場所として機能して

いる現場をかいま見て、その意義と必要性を強

く感じたところであります。また、子ども食堂

を開設して長続きさせるためには、人、物、情

報等をマネジメントする力も必要でしょうし、

経営という観点に立てば、運営上の御苦労もあ

ろうかと感じております。そのような中、行政

支援として、子ども食堂のネットワーク化を推

進し、食材の供給や寄附などにおいてスケール

メリットを生かしたり、さまざまな情報提供を

行政が担うケースも出てきております。そこ

で、県内の子ども食堂における現状と、ネット

ワーク化の一層の支援にどのように取り組んで

いかれるか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県内では現

在、子ども食堂の取り組みが広がってきており

ますが、食材や資金、人材の確保といった運営

面での課題や、子供への支援のあり方に悩みを

抱える団体もあると認識しております。こうし

た中、昨年11月には、県内の運営団体が「みや

ざき子ども未来ネットワーク」を設立し、広く

つながることにより課題を解決していこうとい

う動きが出てきております。県としましては、
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このような取り組みを支援するため、食材など

の提供を希望する企業や、食品ロス削減に取り

組む企業等とのマッチング、さらには、子供へ

の支援を行う担い手の育成などに取り組んでい

るところであります。また、中高生向けに進学

や就職などのさまざまな支援制度をまとめた

「桜さく成長応援ガイド」に、今年度、新たに

県内の子ども食堂の取り組みを掲載し、周知を

図っております。今後は、これらの取り組みを

強化するとともに、県内の子ども食堂の活動に

関する積極的な情報発信、民生委員を初めとす

る地域福祉の関係者や学校等との連携強化、さ

らには、スケールメリットを生かした食材の供

給体制の充実などに取り組み、ネットワーク化

の一層の促進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 今週には、みやざき子ども未

来ネットワークにおいて、「子ども食堂部会」

が立ち上がると伺っております。ぜひ県とし

て、子ども食堂のネットワークの推進に大きな

力をかしていただきますよう、よろしくお願い

いたします。

それでは、最後の項目、本県の産業振興・経

済政策について伺ってまいります。

県として経済の発展を図っていくためには、

戦略や計画を策定していくことになります。策

定する際に、その土台となるのが県民経済計算

や、産業活動にあるような経済指標になってま

いります。人口減少、少子高齢化、地方創生時

代において、いやが上にもまだまだ地域間競争

を展開していかなければなりません。都道府県

の経済力、産業力が顕著にあらわれる、さまざ

まな経済統計や産業統計の数値をいかに引き上

げていくか。県として、戦略や計画を策定する

意義は、自治体間の競争に勝ち抜いて、宮崎県

の価値を高めていくことに尽きると、私は認識

いたしております。また、県内の各地域におい

て、民間企業を初め、経済活動を行っている県

民の誰が見ても、本県経済の将来像と目標値を

共有し、自分たちの経済活動そのものが各種経

済指標を動かしているという自覚と意欲の持て

る計画を策定していくことが、重要な視点だと

考えております。そこで、本県の産業、経済の

底上げを図るために、経済に関連する重要な指

標の引き上げにつながるような、産業ごとに見

える化した振興計画、そして県内地域ごとに振

興ビジョンを策定していくことが必要だと考え

るわけでありますが、総合政策部長の御見解を

お伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県では、総

合計画アクションプランの重点施策として、

フードビジネスの振興、農林水産業の成長産業

化、企業のグローバル展開支援などを盛り込ん

だ「産業成長プログラム」などを掲げ、地域経

済を牽引する産業づくりに取り組んでいるとこ

ろであります。しかしながら、本県産業・経済

の振興を図るためには、議員からお話がありま

したが、県民経済計算にあるような重要な経済

指標の引き上げを数値目標とするなど、見える

化を図るとともに、県内各地の資源や特性を生

かした地域ごとの振興の方向性を明らかにし、

具体的な施策を官民一体となって展開していく

方策も、大変よい取り組みであると考えており

ます。来年度は総合計画アクションプランの見

直しの年に当たりますので、議員御指摘の視点

も認識しながら、地域の資源と特性を生かし、

これまでのよい流れを軌道に乗せられるよう取

り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひよろしくお願いします。

引き続き、産業競争力の強化に向けた高度専
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門人材の確保について伺ってまいります。地方

創生時代において、移住政策と同様に、強固な

産業基盤の構築に不可欠となる高度専門人材の

確保においても、地域間競争が一層激しくなっ

ております。本県も、高度専門人材の確保に向

けて、例えば宮崎県プロフェッショナル人材戦

略拠点など、取り組みを進めていることは評価

をさせていただきます。一方で、他県の取り組

み事例も当然参照していかなければなりませ

ん。石川県では、県外の大企業で専門的なキャ

リアを積んだ高度専門人材を採用し移住につな

げた企業に対し、県が国の制度を活用し、人件

費に係る経費の80％、上限で300万円を助成する

新制度の活用が功を奏し、今年度４月からの運

用で、既に40名を超える高度専門人材の確保と

移住につなげております。そこで本県も、移住

者獲得とともに、企業の競争力向上に直結する

高度専門人材の県外からの獲得につなげた企業

に対し、国の制度も活用した助成支援制度な

ど、さまざまな施策を検討すべきだと考えてお

りますが、商工観光労働部長に御見解を伺いま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 競争力の

ある企業を育成するために、販路開拓や生産性

向上など豊富な経験を有する高度専門人材の活

用は、大変重要であると考えております。この

ため県におきましては、平成28年１月にプロ

フェッショナル人材戦略拠点を設置し、県内企

業の人材ニーズの把握に努めながら、都市部の

高度専門人材とのマッチングを支援していると

ころでございます。この取り組みによりまし

て、２年間で11名の採用につながり、そのうち

９名が県外から本県に移住し、現在県内企業で

活躍されております。県といたしましては、今

後、ＵＩＪターンによる高度専門人材の活用を

さらに推進していく必要があると考えておりま

すので、国の制度の活用などを含め、企業支援

の方策について、さまざまな観点から検討して

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ今後とも、国の制度も大

いに活用していただいて、産業人材の確保に力

を尽くしていただきますよう、お願いいたしま

す。

最後の質問になります。今年度の地方創生、

地域経済活性化において、キーワードの一つが

「地域商社」になります。地域商社のビジョン

として最も重視するのは、生産者、事業者を支

援すること、すなわち所得の向上につなげてい

くことにあります。特産品など商材はもとよ

り、観光資源なども含めて、域外や海外市場と

いう国内外への地産外商によって、域内に利益

をもたらしていくという役割を地域商社が担う

ことになります。運営は、山口県など県レベル

の地方自治体から民間事業者まで、さまざまな

形態がとられております。地域産業の再生・発

展には、首都圏や海外などの大市場への進出が

不可欠となってくるわけでありますが、中小零

細、ましてや個人事業主や生産者個々では、と

ても対応できるものではありません。例えば、

販路を開拓する営業機能、最新の市場動向の調

査、集荷在庫や物流機能、金融決済機能など、

これらを担っていくことが地域商社に求められ

ております。地域商社を長期的な成功へと結び

つけるためには、まずは第１段階で、官民の資

金で設立し、経営責任者には経験豊富な民間人

を登用し、第２段階で、民間資本に切りかえ、

純民間企業として確立していく手法もあろうか

と考えております。加えて、成果をしっかりと

生み出すためには、スケールメリットを出して

いくことが極めて重要であります。そこで、宮
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崎県と銀行や経済連、さらには県内各分野の有

力企業などオールみやざきの体制で、外貨のさ

らなる獲得に向けて、「地域商社みやざき」の

ような生産者や事業者を県レベルで支援する体

制が必要だと考えるわけでありますが、商工観

光労働部長に見解をお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 生産者や

事業者が外貨を獲得し発展していくためには、

商品開発力や営業力を初め、さまざまな能力が

求められますが、個別の取り組みでは限界があ

るため、県レベルでの地域商社的な機能を有す

る体制を構築していくことは、重要であると認

識しております。このため県では、県内全域の

物産振興を担う宮崎県物産貿易振興センターに

経験豊富な専門人材を配置し、バイヤー等への

営業代行や商品改良の助言などのほか、セン

ターの口座を使った代金決済など、事業者等へ

の支援に取り組んでおります。しかしながら、

スケールメリットを生かした、より効果的な支

援を行うためには、幅広い連携体制が必要と考

えておりますので、まずはセンターを中心に、

各種関係団体や金融機関等との連携を広げ、そ

れぞれが持つ機能やノウハウ、ネットワークを

活用したオールみやざきでの支援体制の構築に

努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ取り組みを進めていただ

きますようお願い申し上げまして、私の一般質

問の全てを終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。 原議長の後輩、県民連合宮崎、満行潤一

です。

平昌オリンピックパシュートで、宮崎で合宿

をしていた日本女子チームが、金メダルを獲得

しました。翌日の、開会初日の議会運営委員会

で 原議長が、「パシュートとは追撃という意

味であるが、我々議会もパシュートで頑張ろ

う」と挨拶をされたとのことです。確かに、決

勝相手のオランダはメンバー全員がメダリスト

であり、個人個人のタイム合計では絶対勝てな

いはずの日本が、お家芸のチームワークで勝て

たのです。チームワークがいかに大事かを物

語っています。頑張ろう日本、頑張ろう宮崎、

頑張ろう県議会という思いです。

若者の地元定着、ＵＩＪターンの取り組みに

ついてお尋ねいたします。

私は、生まれてこの方60年、一回も都城を転

出、離れたことがありません。当時、40年前、

私が在籍した都城高専では、その卒業生のほと

んどが都会の大企業に就職する時代でした。し

かし、私は地元に残りました。なぜかという

と、18歳のときに、母が妙に改まって「おまえ

には地元に残ってほしい」と懇願したからであ

ります。長男の私が地元を離れることが、母に

とってはとても寂しかったのでしょうか。ま

た、こんな私でも、母は私のことを信頼してく

れるのだと、子供ながらに感じ入りました。こ

の言葉がなければ、私は、二十で都城高専を卒

業して、今ごろ都会の電気会社で働き、来年は

定年を迎えていたはずであります。都城を離れ

なかったことに後悔はしていません。都城に住

んでよかったと感謝しています。昨日の部長答

弁で、若者が県外に流出する理由として、「親

元を離れたい」「都会に住んでみたい」とのア

ンケート結果報告もありましたが、私は、都城

に残り、母に親孝行ができたことにも感謝して

います。だから、私は、若者が地元に定着で

き、そして親孝行できる環境づくりをしていき

たいと切に思っています。また、 原先輩も、
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都城高専を卒業後、県外の大企業に就職し、そ

の将来を嘱望されながらも、そのキャリアを捨

て、地元発展に尽力するために地元にＵターン

をされた方であります。

さて、２月24日土曜日に、有楽町にある、ふ

るさと回帰支援センターを訪問し、運営するＮ

ＰＯ法人の担当者と、現状について意見交換を

してまいりました。ふるさと回帰支援センター

への問い合わせ、来訪者は年々急増しておりま

す。センター利用者の年代推移を見ると、20

代、30代が年々増加、直近の数字では46％にな

ります。また、相談者のＵＩＪターン別の分類

では、Ｕターン希望が大きく増加している。要

するに、20代、30代のＵターン希望が大きく伸

びているということであります。県内ではいま

だに、周りがみんな都会に出るので自分もと、

安易に流されている若者が多いのではないかと

思われます。昨年卒業した本県高校生の県内就

職率は55.8％。企業説明会など実施されていま

すが、県内就職・地元定着を進めるためには、

高校では遅過ぎると思います。小学校、中学校

から、教育委員会と協力をして、保護者参加型

の地元企業訪問、企業体験などを通して、宮崎

の魅力をアピールすることが、より重要ではな

いかと思います。知事に伺います。

防災対策についてです。

日本は地震から逃れられません。「地震が来

るかもしれない」ではなく、「地震は必ず来

る」。南海トラフを境に、北にユーラシアプ

レート、南にはフィリピン海プレートが、その

横には太平洋プレートがあり、太平洋プレート

は年８センチ、フィリピン海プレートは年３セ

ンチから５センチ、日本列島の下に潜ってきて

います。南海トラフ巨大地震の発生確率が年々

上がるのは理の当然です。先人は、「災害は忘

れたころにやってくる」と教えています。「備

えあれば憂いなし」、災害対策における基本姿

勢を示す名言です。必ずやってくる災害の減災

対策、防災対策を急ぎ、１人でも多くの命を守

る。待ったなしの状況にある災害対策について

伺います。

災害時の通信網の確保にアマチュア無線Ｄ－

ＳＴＡＲを活用いただきたい。防災拠点庁舎に

Ｄ－ＳＴＡＲ中継器設置スペースを確保いただ

きたいとの提案です。無線通信の特徴は、電話

と違い一斉連絡が可能という点でありま

す。1995年の阪神・淡路大震災のとき、ほとん

どの通信手段が途絶えた中、アマチュア無線家

たちの連絡網が、情報伝達や人命の救助に貢献

しました。過去にも多くの災害時に、アマチュ

ア無線は活躍し、ボランティア活動としての存

在意義も大きく、注目を集めています。また、

東日本大震災では、有線電話、携帯電話各社の

設備が被災し、復旧までは通信が途絶える地域

がありました。携帯電話は、被害がなくても通

信がふくそうして、数日は一般の利用が困難と

なり、各地のアマチュア無線家が情報の孤立地

域の支援を実施、無線機メーカーは支援物資と

してアマチュア無線機を提供、総務省は特別措

置として、緊急にアマチュア無線局の免許を発

行、そういう動きがありました。内閣官房・政

策課題・国土強靱化のホームページに、山口県

のアマチュア無線ボランティアネットワークの

活動事例が紹介されています。国の中央防災会

議の防災基本計画が昨年４月に修正され、「携

帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移動

通信、業務用移動通信、アマチュア無線等によ

る移動通信系の活用体制について整備しておく

こと。なお、アマチュア無線の活用は、ボラン

ティアという性格に配慮すること。被災現場の
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状況を（中略）収集し、迅速かつ的確に災害対

策本部等に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること」と明記されました。

さて、Ｄ－ＳＴＡＲは、ＪＡＲＬ（日本アマ

チュア無線連盟）が当時の郵政省の委託によっ

て開発した、アマチュア無線のデジタル機器で

す。阪神・淡路大震災での非常通信の経験と知

恵を絞り込んで開発したアマチュア無線のデジ

タル方式なので、通常の交信を楽しめるだけで

はなく、非常通信に適した仕様になっていま

す。日本赤十字社や自治体などを中心に、防災

バックアップインフラとして導入が進んでいま

す。Ｄ－ＳＴＡＲは、東日本大震災を契機に、

さらに画像伝送アプリが開発されました。現

在、Ａｎｄｒｏｉｄスマートフォンと連携し、

撮った画像や位置情報を送受信できるアプリは

１万人以上に愛用され、アマチュア無線が参加

する各地の防災訓練などでも、被災地の状況を

手早く伝送する情報ツールとして使われていま

す。宮崎県防災士ネットワークにもアマチュア

無線部会が発足いたしました。危機管理統括監

の見解をお尋ねします。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

若者の県内定着についてであります。高校生

の県内就職を促進するためには、高校生はもと

より、保護者や教員等に対し、県内企業の魅力

や宮崎の暮らしやすさをしっかり伝えていくこ

とが、大変重要であると考えております。この

ため現在、県内企業と高校の接点づくりに努め

るとともに、企業ガイダンスや企業見学会など

を開催し、県内企業の魅力に直接触れる機会の

拡大を図っており、このような取り組みによっ

て一定の成果が出てきているものと考えており

ます。また、「ゆたかさ指標」を策定しまし

て、経済的側面だけで捉えることのできない、

宮崎の暮らしの豊かさを伝える、そのような取

り組みも進めているところであります。現在、

依然として多くの若者が県外に就職している状

況にありますので、今後とも、これらの取り組

みをさらに強化しつつ継続していくとともに、

小中学校の早いうちから、地域に視点を置いた

キャリア教育の充実にも努めながら、若者の県

内定着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〕

○危機管理統括監（田中保通君）〔登壇〕 お

答えします。

アマチュア無線を活用した情報伝達体制につ

いてであります。救命・救助を初め被災者支援

など、防災対応を適切に実施するためには、防

災関係機関の間だけでなく、市町村と住民・避

難所等との情報伝達手段の確保が大変重要とな

ります。このため市町村では、防災行政無線の

整備や戸別受信機、衛星携帯電話の配備などに

取り組んでいるところであります。しかしなが

ら、議員からもありましたように、過去の大規

模災害においては、防災行政無線や携帯電話等

が使用不能となり、被災者支援に支障を来した

事例があります。また、東日本大震災において

は、市町村と避難所等との情報伝達に、タク

シー会社やアマチュア無線団体の協力を得て、

無線を活用した事例もあると伺っております。

県としましては、非常時の情報伝達手段の確保

について、今後、市町村やアマチュア無線団体

等と意見交換してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○満行潤一議員 ありがとうございます。

ふるさと回帰支援センター移住希望地域ラン
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キングでは、相変わらず山梨県、長野県、静岡

県が上位ですが、宮崎県もここ近年、10位、10

位、９位と健闘しています。アバウトに九州を

移住希望地としている来場者も多く、福岡県や

大分県とのセットでのアピールが有効ではない

かと思います。今後の取り組みに期待をしてお

ります。要望としておきます。

次に、宮崎空港にＵＩＪターン関連の情報発

信コーナーの設置はできないか、お尋ねいたし

ます。宮崎空港の年間搭乗者数は300万人、全国

で堂々の11番目に位置します。本県での県内就

職はもとより、Ｕターンにしろ移住にしろ、い

ずれにしても若者に焦点を当てた取り組みが重

要になりますが、そのためには若者に魅力ある

職場がないといけないと思います。昨日の高校

生へのアンケートでは、県外を希望する２番目

の理由には「親元を離れたい」、３番目は「一

度は都会に出たい」、４番目は「賃金が高い」

でありました。しかし、北陸の石川、福井、富

山は県内就職率は90％以上です。同じ若者でな

ぜこう違うのか、入念な分析が必要です。さき

の11月議会の部長答弁で、宮崎日機装の新卒者

採用29名中、本県出身者28名、中途採用者の３

割はＵターン者との報告もありました。県内企

業に頑張ってもらって、他県の企業と遜色のな

い賃金・労働条件の職場をふやす、何よりもそ

のことが急がれると思いますが、知事の見解を

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本格的な人口減少社会

が到来する中、地域や本県産業の振興を図るた

めには、若者の県内定着を促進し、産業人材の

育成・確保を図ることが重要であります。この

ため、産学金労官が連携して進めていく取り組

みを体系的に取りまとめました、「産業人財育

成・確保のための取組指針」を昨年末に策定

し、給与水準の改善を含む「働く場所の魅力向

上」を、取り組みの大きな柱の一つに位置づけ

たところであります。先月には、産業人材の育

成・確保について話し合う会議を開催し、その

中で私から、経済団体や業界団体のトップの

方々に対し、指針を踏まえた取り組みへの御協

力をお願いし、とりわけ、初任給を含む処遇面

の改善についても要請を行ったところでありま

す。県内企業が厳しい経営環境にあることは十

分に認識をしておりますが、引き続き県内産業

の活性化を図りながら、関係機関との連携のも

と、若者にとって魅力ある労働環境の整備促進

に取り組んでまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 私の言い方がおかしかったん

ですけれども、部長に、宮崎空港にＵＩＪター

ン関連の情報発信コーナーの設置はできない

か、お尋ねします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎空港は、

多くの観光客などが訪れる本県の空の玄関口で

ありますので、移住・ＵＩＪターンのＰＲを行

う場所としては、非常に有効であると認識して

おります。県では現在、宮崎空港ビルの御協力

を得て、総合案内所横の観光情報コーナーに、

移住に関するリーフレットやチラシ等を置いて

いるところでありますが、多くの方の関心を引

きつける方法等についてさらに工夫するなど、

より効果的な情報発信に努めてまいりたいと考

えております。

○満行潤一議員 次に、防災対策に移ります。

県内の避難タワーの設置状況はどうなのか、危

機管理統括監にお尋ねいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 津波避難タ

ワー等につきましては、県、市町合わせて、平

成31年度末までに26基を設置することとしてお

りまして、今年度末までに15基が完成または完
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成予定となっております。

○満行潤一議員 その避難タワーの名称はどの

ようになっているのか、お尋ねします。

○危機管理統括監（田中保通君） 津波避難タ

ワー等の名称は、建設した自治体において定め

ておりますが、例えば、延岡市の長浜地区避難

タワーのように、設置場所の地区名をつけた名

称となっております。

○満行潤一議員 そこで、共通の通し番号を付

与してはどうかという提案です。日本語の通じ

ない外国人、地域名称の読めない日本人にも大

変有効だろうと思います。これは避難所にも同

様な通し番号が有効ではないかと思います。発

想は、2016年４月にＪＲ東日本・東京モノレー

ルが始めた駅ナンバリング、共通の通し番号で

す。「ＪＹ01」は「ＪＲ山手線東京駅」という

意味です。ぜひこういった番号の付与は検討で

きないか、お尋ねします。

○危機管理統括監（田中保通君） 津波避難タ

ワー等の表示につきましては、地域住民にわか

りやすいように、地区名をつけた名称をタワー

の見やすい位置に掲示しているほか、全国的に

統一運用されています、避難場所等をあらわす

ピクトグラム、マークを活用して、地域外から

の来訪者でも迷わずに避難タワーにたどり着け

るように誘導を行っております。津波避難タ

ワーへ通し番号をつける御提案につきまして

は、迅速な災害対応に有用な面もあると思いま

すので、わかりやすい表示のあり方について、

関係市町と意見交換を行ってまいりたいと考え

ております。

○満行潤一議員 ぜひお願いいたします。

避難所の問題ですが、これは今も出ています

けれども、避難所の整備が大変おくれている。

私は、間借りの状態から、避難所が主で、ふだ

んは多目的に使う、そういう整備が急がれるの

ではないかと思っています。学校、社会教育施

設の多くが避難所として市町村から指定をされ

ています。しかし、学校のトイレや冷暖房設備

の整備はおくれています。避難所では、特に高

齢者に配慮したトイレの確保が重要です。太陽

光発電と蓄電池整備による非常電源の確保など

も喫緊の課題です。知事部局、市町村危機管理

部局の主体的な避難所設置が必要と考えます

が、いかがでしょうか。

○危機管理統括監（田中保通君） 避難所は、

国の基準に適合します公共及び民間の施設を市

町村が指定することとなっておりまして、学校

施設のほか、コミュニティセンター、福祉セン

ター、営農研修センターなど多様な施設が指定

をされております。県では、熊本地震の教訓を

踏まえまして、公立学校を含む全ての避難所を

対象として、マンホールトイレや施設のバリア

フリー化などに取り組む市町村に対して支援を

行い、避難所機能の強化に努めているところで

あります。学校以外の避難所を新たに整備する

ことにつきましては、費用などの面で課題があ

りますことから、既存の避難所の機能強化がよ

り早く進むよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 いずれにしろ、知事部局の主

体的な整備を、ぜひお願いしたいと思います。

次に、災害時の医薬品の備蓄状況について、

担当部長にお聞きします。宮崎県災害医療活動

マニュアルでは、「県災害対策本部（医療薬務

班）は、市町村災害対策本部、薬剤師会、医薬

品卸業協会等からの医薬品等の需給状況を把握

する」となっていますが、現状はどうなってい

るのかお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 大規模災害時
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の医薬品等については、九州・山口９県災害時

応援協定に基づく広域応援体制を整備しており

まして、医療救護所で使用される医薬品等を、

平成９年度から九州各県及び山口県で備蓄して

おります。備蓄量については、阪神・淡路大震

災の負傷者の割合である人口の0.95％をもと

に、人口の最も多い福岡県が被災した際の想定

負傷者数の５万7,000人分としております。本県

では、九州及び山口県の人口に占める本県の人

口割合に基づき、3,000人分を備蓄しているとこ

ろでございます。備蓄場所については、宮崎、

都城、延岡の薬剤師会に1,000人分ずつ配置し、

県薬剤師会に委託を行い、管理を行っていると

ころでございます。

○満行潤一議員 ぜひ、関連団体と十分協議の

上、頑張っていただきたいと思います。

次に、ワイドＦＭの利用の周知についてお尋

ねします。中波ＡＭ放送のＦＭ補完中継局、通

称「ワイドＦＭ」でありますが、超短波のＦＭ

放送でＡＭ放送を聞くことができる。まだ御存

じない方も多いのが実態です。災害や電波障害

に強い超短波の特性を生かしたワイドＦＭな

ら、ＡＭ放送が聞き取りにくい山間部、聞こえ

づらかったビルやマンションでも、ＡＭ放送と

同じラジオの番組内容を聞くことがきます。災

害時には有力な情報源になると思います。ワイ

ドＦＭの周知が必要と考えますが、いかがで

しょうか。

○危機管理統括監（田中保通君） ＡＭやＦＭ

のラジオ放送は、災害時における情報収集手段

として大変有効であると考えており、県民に対

し、非常持ち出し品の一つとして、携帯ラジオ

の備えをお願いしているところであります。議

員からお話のありましたワイドＦＭは、ＡＭ放

送をＦＭラジオで聞くことができる放送サービ

スであり、平成27年以降に国内出荷されたラジ

オ機器のほとんどで受信でき、また、スマート

フォンでも聞ける機種やアプリがあります。Ｆ

Ｍ放送は、電波が届きやすく、また送信アンテ

ナが高い場所にあり、災害に強いという特徴が

ありますので、今後、ワイドＦＭとその受信が

可能なラジオ機器等の備えについて、周知・啓

発を行ってまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、健康長寿日本一の取り組みについてで

す。「〔大分県ＶＳ宮崎県〕先に、健康寿命日

本一になるのは、どっち⁉」、こういうタイトル

を大分県のホームページで見つけました。両県

が切磋琢磨して健康づくりを進められるよう、

宮崎県がコラボレーション・ポスターを作成、

宮崎県では、野菜摂取量の増加に向けて、野菜

を積極的に食べる活動「ベジ活」を推進、大分

県では、減塩マイナス３グラムを達成するため

に、「美味しい」塩分控え目の食事「うま塩レ

シピ」を家庭及び外食・中食へ普及していきま

す。シリーズで続いていまして、「『歩数』が

多いのは、どっち？」「『食塩摂取量』が少な

いのは、どっち？」「『野菜摂取量』が多いの

は、どっち？」、ずっと続いているユニークな

取り組みです。隣県とのコラボで、大変おもし

ろい、県民の関心を引く取り組みではないかと

思いますが、この取り組み状況とその効果につ

いて、部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県ではこれま

でも、県民の健康寿命の延伸を図るために、さ

まざまな啓発を行ってまいりましたが、健康を

損なって初めて、その大切さに気づく方もおら

れるなど、啓発の難しさを感じていたところで

ございます。そこで、より多くの方に関心を

平成30年３月６日(火）



- 234 -

持っていただくため、本県同様、健康寿命日本

一を目指す大分県とどちらが先に日本一になれ

るか競い合う演出を提案し、ポスターを作成す

るなど、両県が連携したＰＲ活動に取り組んで

いるところでございます。この取り組みについ

ては、地元の新聞やテレビに取り上げていただ

くなどの反響もあり、健康づくりの機運の醸成

に一定の効果を上げているものと考えておりま

す。今後とも、工夫を凝らした啓発に努めるな

ど、本県の目指す健康寿命日本一の実現を図っ

てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、ＪＲ九州のダイヤ改

正、ワンマン化についてです。吉都線の減便は

３往復６便、最終列車は復活をしましたが、土

日はありません。しかし、土日も部活帰りな

ど、利用者が多いと思います。車を持てない生

活保護世帯や、低所得世帯の負担増になるのは

確実です。この対応についてお尋ねいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 今回のダイヤ

改正については、沿線自治体や九州各県とも連

携し、ＪＲ九州に強く見直しを要請してまいり

ましたが、あわせて県独自で減便の影響を調査

し、定時制高校の通学、高校生の部活動などの

実情についても、ＪＲ九州に訴えてまいりまし

た。その結果、九州で唯一、都城発の吉都線最

終便について、平日のみの臨時便として運行さ

れることとなったところでありますが、その他

の減便の見直しは行われなかったところであり

ます。このため県としましては、３月のダイヤ

改正以降も、沿線自治体等の協力を得ながら利

用者への影響を調査しつつ、今後のダイヤ改正

も見据えて、引き続き、ＪＲ九州にしっかりと

地元の声を届けてまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 さらなる利用促進が不可欠だ

なと思います。乗って残すローカル線。「環霧

島周遊観光列車」、これもぜひやっていただき

たい。提案ですけれども、「本格焼酎合戦、宮

崎ＶＳ鹿児島」、こういうのはどうかな、福祉

保健部から怒られそうですけれども。滋賀県の

彦根市では、地酒電車が期間限定で走っていま

す。純米酒電車3,900円、大吟醸電車5,500円。

全国に誇る地域資源を活用して、隣県鹿児島県

とのコラボなど、多彩な取り組みによる利用促

進が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 吉都線の利用

促進につきましては、これまで、小中学校の遠

足や課外授業での団体利用補助など、地域内の

利用をふやす取り組みを支援してまいりました

が、人口が減少している沿線の状況を踏まえる

と、今後は地域外からの利用もふやしていく必

要があるものと考えております。そこで、お話

にもありましたが、肉や焼酎といった地元なら

ではの食の魅力を生かしたレストラン列車や、

縁起のよい路線名を生かしたラッピング列車を

官民一体となって企画するほか、吉都線を利用

して霧島山麓にある神社などの観光スポットを

めぐるツアーの企画など、地域の資源を活用し

た取り組みについて、新規事業として今議会に

お願いしているところであります。これらの取

り組みを通じて、地域外にも広く吉都線の魅力

を伝え、利用促進を図ってまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 沿線自治体とＪＲとの協議の

場の確保も必要だろうと思います。県当局も定

期的にＪＲ九州との協議の場、意見交換の場を

持っていたと思いますが、突然の今回の動きで

す。沿線自治体からすれば、寝耳に水の状態だ

ろうと思います。ふだんからの沿線自治体とＪ
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Ｒとの協議の場の確保は重要だと思いますが、

部長いかがでしょうか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 昨年７月の輸

送密度の公表や、今回のダイヤ改正による減便

等を受け、吉都線の維持に向けて、沿線自治体

とＪＲ九州とが日ごろから協議することは極め

て重要であると、改めて認識したところであり

ます。そこで、ＪＲ九州に対して協議の場を要

請するとともに、沿線自治体とＪＲ九州のほか

有識者などを交えて、より効果的な利用促進策

等を検討する場について、先ほど答弁しました

が、利用促進に関する新規事業の中に盛り込ん

で、今議会にお願いしているところでありま

す。県としましては、利用促進の取り組み強化

に加え、このような将来を見据えた取り組みに

より、ＪＲ九州や沿線自治体とも一体となっ

て、吉都線の維持に努めてまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 次に、貨客混載の今後の取り

組みについてお伺いいたします。まず、年々増

加しています運転免許自主返納の現状と、返納

者に対する取り組みについて、警察本部長にお

伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 昨年の運転免許

の自主返納者数は、過去最高の3,958人に上り、

そのうち65歳以上の方が3,870人で、全体の98％

を占めております。これは５年前の約３倍と

なっており、本年は昨年をさらに上回るペース

で返納がなされております。その要因は、高齢

運転者の重大事故の多発や、昨年の道路交通法

の改正による認知機能検査の強化などにより、

返納に対する意識が高まったものと考えており

ます。警察では、自治体や事業者と連携して、

バスやタクシー料金の割引など、免許を返納さ

れた方のメリットの拡充を図ってまいりまし

た。また、本年２月１日から、免許返納者や家

族の同意のもとで、返納者の情報を希望する市

町村に提供する情報連絡同意書制度を開始して

おります。今後とも、免許を返納された方々に

対する支援の充実に向けて、関係機関・団体と

の連携を進めてまいります。

○満行潤一議員 規制緩和による新たな貨客混

載への期待は大きいと思います。中山間地の移

動手段の確保につながればいいなと思っていま

す。今ありましたように、高齢になって運転が

不安だし、自家用車の維持管理費も大変だが、

運転免許がないと、日々の買い物、通院などに

も支障を来し、死活問題だという人たちの返納

促進にもつながると思います。地域交通網維持

のためにも、今後どう展開していくのか、県民

の関心も高い貨客混載ですが、県の今後の取り

組みについてお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 路線バスを初

めとする地域公共交通は、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

果たしておりますが、急速な人口減少や少子化

等によりまして輸送人員が減少しており、交通

事業者の努力だけでは、その維持・確保が困難

となってきております。このような中で昨年９

月に、過疎地域において旅客運送と貨物運送の

事業をかけ持ちできる貨客混載の規制緩和が行

われ、タクシー等での貨物輸送が可能となった

ところであります。県では、こうした国の規制

緩和を活用して、交通事業者等が取り組む貨客

混載の実証実験などを内容とする新規事業を、

今議会にお願いしているところであります。こ

のような取り組みを通じて、幹線以外の末端輸

送を担う事業者の収益確保に努め、地域公共交

通の維持・確保を図ってまいりたいと考えてお

ります。
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○満行潤一議員 次に、民間施設へのＷｉ－Ｆ

ｉ設置助成についてであります。観光みやざき

未来創造基金「外国人にもやさしい快適な国際

観光」とあります。日本人も外国人も、鮮度の

高いインスタ映えする情報発信をしているとこ

ろに行きたがる。万国共通だと思います。さら

なる外国人受け入れ環境をつくるためにも、民

間施設がフリーＷｉ－Ｆｉを設置する際の助成

はできないものかと考えます。部長お願いいた

します。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県におき

ましては、平成27年度に、市町村や民間等も利

用できるＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－

Ｆｉの基盤を構築し、その普及に努めていると

ころであります。その結果、今年度末までに

は、導入市町村が15市町村に拡大する予定であ

り、宮崎駅や宮崎空港、飲食店等の民間施設も

合わせますと、県全体で約500のアクセスポイン

トでの利用が可能となる見込みであります。県

では現在、フリーＷｉ－Ｆｉの設置に対する助

成は行っておりませんが、外国人観光客にとっ

て快適な通信環境の整備は重要であると考えて

おりますので、今後、市町村や関係団体等と協

議しながら、役割分担を含め、どのような対応

ができるか検討してまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 ぜひ、関係団体と協議の上、

推進していただきたいなと思っています。

次に、働き方改革に移ります。東京では混迷

をしておるようですが、ぜひ、働き方改革、時

間外労働の短縮につながる取り組みになってほ

しいなと、切に願うところであります。

それにしても、行政の長時間労働、時間外労

働の多さには、これを早く対策せないかんなと

思います。本当に労働基準法を遵守する意思が

あるのか、土曜日も日曜日もなく、自主的に長

時間になっている一人一人に問いかけたいと思

います。人事院の勧告、県人事委員会の中に

も、リーダーが先頭に立ち、この縮減に取り組

む、そのようにうたってはあります。都城市役

所では、毎週水曜日、ノー残業デーに庁舎内を

見回りし、真に必要な残業だけを認める、そう

いう体制が労使で確立しているとお伺いしまし

た。法律違反だということを、当事者がまずは

認識することだろうと思います。知事部局の時

間外労働の削減に向けた取り組み状況につい

て、お伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 時間外勤務の縮減

は、職員の健康の確保はもとより、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進、あるいは公務能率の向

上などの行財政改革の観点からも、大変重要な

課題であると認識しております。このため知事

部局におきましては、従来から、定時退庁日の

設定、朝型勤務の拡大や、時間外勤務の事前命

令の徹底などに取り組んできているところであ

ります。また、今年度設置しました「働き方改

革」推進会議におきましても、「公務能率の向

上・長時間勤務の是正」を、改革の大きな柱の

一つとして位置づけております。今後、そうし

た働き方改革に取り組む中で、職員の勤務時間

の適正な把握のための具体的な手法等について

も検討してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 教育委員会にもお尋ねしたい

と思います。教育委員会と意見交換すると、

「教職員には時間外という概念がない」、その

ようにおっしゃる担当なんですけれども、それ

じゃいかんのじゃないかなと。当然、手当は出

ないのかもしれませんけれども、労働基準法が

適用されている職種だということは認識をする

べきだと思います。教育委員会として、教職員
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の長時間勤務の改善についてどう取り組んでお

られるのか、お尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

「教職員の働きやすい環境づくりプログラム」

に基づきまして、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。一方で、学校現場における負担軽減を図る

ためには、管理職の強いリーダーシップが不可

欠でありますことから、先月、公立学校の全て

の副校長、教頭を対象に開催いたしました「み

やざき学校マネジメントフォーラム」におきま

して、職場環境改善のための研究発表や専門家

の講演により、意識啓発を図ったところであり

ます。今後とも、昨年12月に文部科学省が取り

まとめた「学校における働き方改革に関する緊

急対策」も踏まえながら、教職員が児童生徒に

向き合い、本来の教育活動に専念できる環境づ

くりに、引き続き全力を挙げて取り組んでまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 教育委員会、一生懸命頑張っ

ていただいていると思うんですが、実態はなか

なか改善をされていないだろうと思います。

現在の学校の部活動のあり方が問題視されて

いる。名古屋市は、小学校の全部、261校あるそ

うですが、部活動を廃止する方針を決定したと

報道もされています。学校の部活動にしっかり

休養日を設けようと、改善案を文科省が2016年

６月に発表しています。既に20年前の1997年

に、同じ問題で、当時の文部省の有識者会議

で、中学校の運動部活動では週に２日以上の休

養日、平日の練習は２～３時間という答申が出

されています。しかし、その後も全く改善され

ていない状況で、今回も、スポーツ庁の「運動

部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

作成検討会議」が発足とかならざるを得ない状

況だと思います。どう実態把握されているの

か。教職員一人一人の部活動を含めた勤務時間

の把握はどうなっているのか。教育長、再度お

尋ねいたします。

○教育長（四本 孝君） 御指摘のとおり、部

活動を含めた教職員の長時間勤務の是正に取り

組むためには、まずは出退勤時刻を正確に把握

することが必要であります。このため昨年の９

月から、全ての県立学校において、職員が部活

動の時間も含めた毎日の出退勤時刻をパソコン

に入力し、管理職がそれを把握する取り組みを

開始したところであり、市町村教育委員会にお

いても、同様の取り組みが広がってきていると

ころであります。

○満行潤一議員 広がっていると。もっと急い

でいただきたいと切に願うわけです。多くの教

職員がおられる。一人一人の勤務時間の把握

は、当然、管理職がその責務を負うんでしょう

けれども、厳しいとは思いますが、ぜひ実効あ

る時間外の勤務時間の削減をしていただきたい

と思っています。

会計年度任用職員制度が発足します。地方公

務員法の一部改正により、一般職非常勤職員制

度の新たな仕組みが整備をされ、民間の労働者

や国家公務員との制度的な均衡を図る観点か

ら、一般職非常勤職員の給与水準を継続的に改

善しようとするものです。時間外勤務手当、通

勤手当、退職手当、さらに期末手当について

は、相当期間にわたって勤務する者に対して支

給する、そういう内容になっています。ブラッ

ク企業の本丸、官製ワーキングプアとまでやゆ

される自治体でも、多くの臨時・非常勤職員が

低賃金労働条件で働いています。その改善は長

年の課題であり、早急に改善すべきものであり
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ます。しかし、国主導の行財政改革により、正

規職員は減少の一途をたどり、自治体によって

は、職員の３分の１が非正規職員となっていま

す。ここまでふえた非常勤職員の責任の一端は

―いや、大半は国の責任と言っても過言では

ありません。会計年度任用職員制度導入に伴う

新たな財源の確保が必要になります。その財源

を今の人件費枠内で手当てするとなれば、さら

に職員の削減につながります。本末転倒であり

ます。その財源は国に強く要望すべきと思いま

すが、部長いかがでしょうか。

○総務部長（桑山秀彦君） 知事部局におきま

す臨時・非常勤職員につきましては、年度に

よって人数の増減は見られますが、緊急時にお

ける対応や、専門性のある特定の業務の遂行な

どを目的として、職務内容あるいは任用期間等

を総合的に勘案しながら配置を行っているとこ

ろであります。こうした中で、平成32年度から

導入される会計年度任用職員制度につきまして

は、臨時・非常勤職員の任用・勤務条件を明確

化する観点から、新たに創設されたものであり

まして、御質問にありましたように、期末手当

の支給なども可能となります。国においては、

今後、制度導入による影響額調査を行い、地方

財政措置について適切に検討を進めていく予定

としております。県といたしましても、そうし

たことから、国に対して十分な財源の確保がな

されるよう要望してまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 ぜひ要望いただきたいと思い

ます。

次に、再生可能エネルギー推進という立場

で、小水力発電、農業用水を活用した取り組み

についてお尋ねしたいと思います。

９月議会でも質問しましたが、本県の再生可

能エネルギーは、全国と遜色ないレベルにあり

ます。ただ、なぜか小水力発電だけが少ない。

全国一になれないのは、小水力発電を伸ばせば

見えてくる、そのように考えております。今

回、農業用水を活用した小水力発電普及の提案

であります。日之影町の小水力発電所が国、県

の支援によって完成したと報道もされていま

す。その利益は、用水路の維持経費や公民館活

動に活用されるとのことであります。農業用水

の副次的利活用によって、売電収入という副収

入がある。本県の取り組み状況について、農政

水産部長、よろしくお願いします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農業用水を活

用した小水力発電は、安定した売電収入が得ら

れ、土地改良区の運営基盤の強化や地域の活性

化等に貢献するものであります。このため農政

水産部では、企業局とも連携をしまして、小水

力発電施設の整備を推進してきているところで

あります。昨年11月に完成しました日之影町の

大日止昴（おおひとすばる）小水力発電施設を

含め、これまでに９カ所の施設整備を支援して

まいりました。また、土地改良区や市町村に対

し、研修会等を通じて施設整備に係る助成制度

や先進事例の情報共有を図るなど、小水力発電

の推進に向けた関係者の意識啓発に取り組んで

いるところであります。今後とも、土地改良区

や市町村等と連携をしまして、導入促進に努め

てまいります。

○満行潤一議員 たくさん適地はあると思うん

です。ただ、水利組合、土地改良区とかはノウ

ハウを持たない。新たな事業展開ということ

で、尻込みをしているんだろうと思います。県

企業局も一生懸命支援をいただいて、今日があ

ると思うんですけれども、これは農業用水に限

らず、県内の小水力発電の普及を、ぜひ関係部
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局協力いただいて、実績を伸ばしていただきた

い。お願いしておきたいと思います。

警察庁舎の改築計画であります。毎年１回は

質問させていただいておりますが、今回、えび

の署の新庁舎が完成いたしました。歴史的建造

物である都城警察署の具体的な改築計画を、再

度お尋ねいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 都城警察署の建

てかえにつきましては、現在のところ具体的な

計画はございません。警察署の建てかえにつき

ましては、厳しい財政状況でございますが、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するという観点から、機

能に支障のある警察署を最優先として、順次整

備をしていきたいという方針であります。私

も、昨年９月議会で御質問いただいた後、都城

警察署を訪ねて現状を把握したところでありま

す。御指摘のとおり、築後60年が経過しており

ます同署は、老朽化が進んでいる状況にはあり

ますが、ふぐあいに関しては都度修繕等を行

い、警察署としての機能に支障がないよう必要

な措置をとらせていただいておりますので、ど

うぞ御理解をお願いいたします。

○満行潤一議員 本部長の話を聞くと、改築し

たいのはやまやまだと、でも、お金がないから

という答えですよね。本当に申しわけないんで

すけど、警察には金がないんですよね。知事が

ゴーと言ってもらえば、来年の庁舎建設の計画

に都城署はしっかりのると思うんです。本部長

も都城署に行っていただいたみたいですけど、

ぜひ知事も大局的な視点で、都城署の一日も早

い改築に向けて努力いただきたい。知事が「予

算つけろ」と言ったら、すぐ「はい」となりま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

次に、警察音楽隊についてお尋ねいたしま

す。全国で２番目に結成されました警察音楽隊

は、ことしで創立70周年になります。ことしの

定期演奏会には、残念ながら行けませんでした

が、これまでの活動の歩みについてお伺いいた

します。

○警察本部長（郷治知道君） 宮崎県警察音楽

隊は、御指摘のとおり昭和22年８月に発足し、

本年度創設70年を迎え、大阪府に次いで全国で

２番目に古い警察音楽隊です。同隊は、演奏を

通じて、県民の皆様に警察の活動について効果

的に御理解いただくという役割を担っておりま

す。隊員は、兼務する他の業務の合間に時間を

確保して訓練を行うとともに、県内各地におけ

る公的行事、小中学校等の音楽鑑賞教室、福祉

施設の慰問などで、年間約40回、交通事故防止

や地域安全などの啓発を織りまぜた演奏活動を

行っております。

○満行潤一議員 本当にすばらしい実績を残し

ている本県の音楽隊だと思います。仕事をしな

がら兼務隊として頑張っていただいている。ぜ

ひ、みんなで応援しないといけないんだろうと

思うんです。創立70周年という節目なんですけ

ど、70周年記念事業はさきの定期演奏会だった

という話も聞いたんですが、それ以外に70周年

というイベントをできないものか。本部長、も

う一回お願いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 本年度は、創

設70周年という節目でありますので、大分県警

察音楽隊に賛助出演を依頼して、定期演奏会を

本年１月20日、メディキット県民文化センター

において、これまでより大きな編成で開催いた

しました。演奏の合間に、高齢者の交通事故防

止及びうそ電話詐欺の被害防止に関する講話を

実施し、また、今回は特に、会場に制服の試着
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等の警察官採用募集コーナーを設けたり、白バ

イ、災害警備装備品等の展示を行いました。

約1,700名の来場がありまして、会場で記入いた

だいたアンケートで、「演奏がすばらしかっ

た」「交通事故、うそ電話詐欺について、身近

な問題として勉強になった」などの感想をいた

だいております。

○満行潤一議員 参加できなかったのは非常に

残念なんですけど、今後とも、みんなで警察音

楽隊を応援していきたいと思っていますので、

ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。

最後になりますが、株主の配当、優待の状況

についてお伺いいたします。お聞きするとこ

ろ、知事部局の所有する株券は13種類あるよう

です。そのうち総合政策部が所管する放送局等

のメディア、航空関連７社について、配当及び

株主優待の現状、活用状況をお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 御質問にあり

ましたが、総合政策部で所管しております株式

は８社でございます。その平成29年度の配当額

は、民放テレビ局２社から400万5,000円、ケー

ブルテレビ３社から235万円、航空関連２社か

ら219万3,000円となっております。このうち航

空関連のＡＮＡホールディングスからは、国内

線が片道普通運賃の50％割引で利用できる株主

優待券が配付されておりまして、これは職員の

県外出張の際に旅費の一部に充てるなど、有効

利用しているところであります。

○満行潤一議員 総合政策部、主管しか聞きま

せんでしたけれども、ぜひ有効な利活用をいた

だきたいなと思っております。

大分早口で質問させていただいて、時間が少

し残りましたけれども、全ての質問を終わらせ

ていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

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

○ 原正三議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

午後の１番バッターとして登壇させていただき

ます。県議会自由民主党の徳重でございます。

通告に従いまして、順次質問を行ってまいりま

す。

まず初めに、知事の政治姿勢について伺いま

す。

知事は、ことしが自身にとって２期目の仕上

げの年であるとして、本会議冒頭、今後の県政

運営に向けた所信を述べられました。任期中の

さまざまな成果を取り上げるとともに、県政に

明るい話題が相次ぐ中、このようなよい流れに

さらに弾みをつけ、築いてきた成果を今後の発

展に生かすため、平成30年度重点施策を掲げら

れたとのことであります。一定の成果が上がっ

ていることは事実でありますし、考え方も理解

できるものであります。

しかしながら、今議会の冒頭で挙げられまし

た、口蹄疫など未曾有の災害からの復興・再生

や、先人の努力の上に立った交通インフラの充

実などについては、もちろん知事の御尽力も

あっての成果ではありますが、県民誰もが、

真っ先に取り組むべきだと考える課題ではない

でしょうか。河野知事が特に注力した政策は何

かといった声も聞かれるところでもあります。
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そこで知事に、これまでの２期の実績について

改めてお伺いしておきたいと思います。

以上、壇上からの質問は終わりまして、後の

質問は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私はこれまで、口蹄疫などさまざまな災害か

らの再生・復興を図るとともに、交通インフラ

の整備の進展も追い風としながら、フードビジ

ネスなどの成長産業や県内企業の育成など、本

県発展の礎づくりに邁進をしてまいりました。

その結果、食品製造業出荷額や農業産出額、食

料品等の輸出額は、順調に伸びてきているとこ

ろであります。

また、今後のさらなる飛躍に向けましては、

本県が全国に誇る自然や文化、スポーツ環境と

いった資源を最大限に生かしていくことが重要

であると考え、ユネスコエコパークなどの世界

ブランドへの登録や、ナショナルチームの合宿

受け入れなど、スポーツランドみやざきのブラ

ンド向上にも努めてきたところであります。

このような一定の手応えを踏まえながら、今

後も、産業成長を揺るぎないものにしていくと

ともに、ラグビーのワールドカップであります

とか、2020年東京オリンピック・パラリンピッ

クなどのゴールデン・スポーツイヤーズを生か

す取り組みなどにも注力をしてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 おっしゃるような成果の一方

で、本県は本格的な人口減少社会を迎え、取り

組むべき課題は山積しております。知事が就任

された年の10月１日時点での県の推計人口は113

万人余りでありましたが、昨年10月には109万人

足らずと、６年間で４万人以上も減少しており

ます。これは九州各県を見ても、離島の多い長

崎県、鹿児島県に次ぐ減少率であります。私

は、この人口減少問題は、本県の社会経済の活

力を低下させる非常に大きな問題であると考え

ております。知事は、本県の人口減少問題をど

のように捉え、今後、どのように取り組んでい

こうと考えておられるのか、お伺いしておきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の人口減少は、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

ます。今後の人口減少対策を考える上では、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をしております。こ

のような中、「産業人財育成・確保のための取

組指針」を定め、高校生などの県内就職やＵＩ

Ｊターンの促進、成長産業の育成加速化などに

よる良質な雇用の場の確保、さらには、働き方

改革や子育て環境の整備などに積極的に取り組

んでいくこととしております。

企業や若者の意識を変え、若者が地元に定着

できる仕組みを構築していくことは、なかなか

一朝一夕にできることではない、簡単ではない

というふうに考えておりますが、引き続きこの

ような取り組みを、市町村を初め産学金労官で

十分に連携を図りながら粘り強く進め、人口減

少のスピードにブレーキをかけつつ、県民一人

一人が将来に明るい希望が持てる社会を築いて

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 宮崎県の人口は、平成27年に

は１万706人、28年には8,206人、29年は7,819人

減少しております。過去６年間で４万2,868人減

少となっております。県内市町村の人口の推移

を見てみますと、人口減少が少ない市町村は、

木城町が、平成23年と29年の比較ということで
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しょうか、７年間でわずか５人しか人口が減少

しておりません。都農町では、23年から26年ま

で、毎年、平均で173人減少していましたが、27

年から29年までの３年間では、64人しか減少し

ておりません。100人以上も減少が減っておりま

す。このことを考えますときに、行政のきめ細

かな政策が、人口減少を最小限に食いとめる方

策ではないかと、私は考えております。ぜひと

も人口減少対策は、知事を先頭に一丸となって

取り組んでいただきますように、強く要望をし

ておきたいと存じます。

続いて、県民一人一人の経済的な豊かさも大

変重要であると考えておりまして、知事が就任

されました平成22年度の１人当たりの県民所得

は、222万6,000円で全国順位46位でありました

が、最近のデータである26年度では、23 8

万1,000円、全国順位44位となっております。わ

ずかながら上昇はしております。知事は県民所

得の向上にこれまでどのように取り組んでこら

れたのか、考え方を伺っておきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 県民所得の問題であり

ますが、本県の企業というものが、全国と比べ

て中小企業、とりわけ零細企業の割合が高いこ

とから、県民所得の構成要素である企業所得が

低くなっております。近年改善傾向にあるもの

の、今御指摘がありましたとおり、１人当たり

県民所得、全国順位44位となっております。

本県の課題は、企業の稼ぐ力を高めて、労働

者への配分をふやしていくことでありますの

で、これまで、本県の強みを生かしたフードビ

ジネスなどの成長産業や中核企業の育成などに

よります地域経済の推進力強化、また、企業の

成長を支える産業人材の育成などに官民一体と

なって取り組んできたところであります。今後

とも、こうした取り組みを積み重ねながら、農

林水産物を中心とした輸出の拡大や、増加する

インバウンド需要の積極的な取り込みにも努め

ることによりまして、さらに県民所得の向上を

図ってまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ努力いただきますように

お願い申し上げておきたいと思います。

次に、健康寿命日本一の取り組みについて

伺ってみたいと思います。

我が国は急速に高齢化が進行しております。

平成37年、2025年には、総人口に占める65歳以

上の高齢者の割合が30％に達し、国民の３人に

１人が65歳以上の高齢者となることが見込まれ

ております。これに伴い、医療・介護・福祉

サービスの整備や、増大する社会保障費への対

応など、さまざまな問題が指摘されておりま

す。これがいわゆる2025年問題であります。こ

のような課題に対応するため、現在、高齢者が

自立して生き生きと生活できるための健康寿命

の延伸に向けた取り組みが、全国的に進められ

ております。特に宮崎県では、全国平均より約

５年早く高齢化が進展していることから、課題

への対応が急がれるところでもあります。

私は、2025年問題対策特別委員会の委員とし

て、昨年10月に長野県を視察いたしましたが、

長野県は、世界一の健康長寿を目指すプロジェ

クトを県民運動として展開しております。市町

村や地域と連携する体制を構築しながら、熱心

に取り組んでいるという印象を特に受けたとこ

ろでもあります。このような中、本県において

も、未来みやざき創造プランにおいて、「健康

寿命男女とも日本一」との目標を立てておられ

ますが、まずは、本県の健康寿命日本一に向け

た取り組みの状況について、福祉保健部長にお

尋ねしておきたいと思います。
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○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、「健

康寿命男女とも日本一」の目標を掲げ、市町村

や団体、企業等から成る「宮崎県健康長寿社会

づくり推進会議」を設置し、庁内各部局で連携

を図りながら、健康長寿社会づくりを全県的に

推進しているところでございます。

具体的な取り組みといたしましては、野菜摂

取量の増加や運動習慣の定着等について、テレ

ビＣＭやポスターの掲示等により啓発を図り、

県民一人一人の生活習慣の改善を促す取り組み

を行っております。また、健康によい生活習慣

を選択できる社会環境を実現する観点から、経

営戦略として従業員の健康の保持増進に取り組

む、いわゆる健康経営を実践する企業や、地域

の健康づくりに貢献する団体を表彰するなど、

職場や地域において、健康に配慮した環境づく

りを促す取り組みを行っているところでありま

す。

○徳重忠夫議員 次にお尋ねしてみたいと思い

ますこと、特定健診について伺っておきます。

県民が、自覚症状が出てから病院に行き、治療

を受けるということは、病気が既に重症化して

しまっている例も多く、健康寿命は短くなると

思いますし、また、そのことが、医療費の増加

にもつながるのではないかと考えております。

このため、健康状態を客観的に指標で確認で

き、病気の早期発見につながる特定健診の受

診、そして、その後の特定保健指導の実施が重

要となります。そこで、特定健診と特定保健指

導の実施率の現状と課題について、福祉保健部

長にお尋ねしてみたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県の平成27

年度の特定健診実施率は44.6％で、全国では41

番目、特定保健指導の実施率は24.5％で、全国

で10番目となっておりまして、特定健診の実施

率向上が課題となっております。

保険者ごとに特定健診の実施率を見ますと、

市町村国保が34.3％、中小企業の従業員が加入

する協会けんぽが46.9％、大企業の従業員が加

入する健康保険組合と公務員が加入する共済組

合を合わせて65.5％となっており、特に、対象

者を最も多く抱える市町村国保の実施率が低く

なっております。市町村国保においては、40

代、50代の働く世代の実施率が低いこと、また

通院中であることを理由に健診を受けない方が

多いことなどが課題であると考えております。

○徳重忠夫議員 特定健診等の実施率は余り高

くないということでありますが、私は、県民が

特定健診の大切さを認識し、もっと多くの方が

定期的に受診していくための取り組みが必要で

はないかと考えておるところであります。健康

寿命の延伸を図るためには、特定健診等の実施

率の向上が重要であると考えますが、今後どの

ように取り組んでいくのか、福祉保健部長にお

尋ねしておきたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 市町村におき

ましては、休日や夜間の集団健診の実施や、が

ん検診との同時実施などの取り組みにより、受

診機会の拡大に努めております。また、医療機

関と連携し、かかりつけ医からも特定健診の受

診を勧めてもらうとともに、診療に係る検査

データを特定健診のデータとして活用するなど

の新しい取り組みも行っております。県としま

しても、こうした市町村の取り組みを支援する

とともに、市町村や協会けんぽ等、県内全ての

医療保険者で構成する保険者協議会を通じて、

生活習慣病のリスクや特定健診の重要性を県民

に広く啓発しております。

平成30年度からの第３期医療費適正化計画に

おきましては、平成35年度の特定健診実施率目
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標を70％、特定保健指導実施率目標を45％と定

めることとしておりますので、今後とも、受診

機会のさらなる拡大や、県医師会を初め医療機

関等との連携強化を図ることにより、目標値を

達成できるよう努めてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 いろいろと努力いただいてい

ること、大変ありがたく思っています。健康寿

命日本一に向けて、県ではさまざまな事業を実

施しておりますが、私は、その中で、柱となる

ような取り組みを明確に県民に示すことが重要

であると、このように考えています。そのよう

な意味で、特定健診等の実施率の向上は非常に

効果的な取り組みであると思いますので、今

後、市町村とも十分に連携しながら、しっかり

と取り組んでいただきたいということをお願い

しておきたいと思います。

続きまして、林業大学校に関連して伺ってま

いります。

まず、林業就業者の推移についてであります

が、現在、本県では、全国に先駆けて森林資源

の充実が進み、大型製材工場や木質バイオマス

発電施設の稼働等に伴い、伐採や再造林の生産

活動が拡大をしております。また、南九州地域

は、全国的に見ても林業が盛んな地域でありま

すが、伐採後の再造林など適切な森林整備を

行っていくためには、林業担い手の確保・育成

がとても重要であります。そこで、本県及び隣

接県の鹿児島県、大分県、熊本県における林業

就業者の推移について、環境森林部長にお尋ね

してみたいと思います。

○環境森林部長（川野美奈子君） 本県の林業

就業者数は、国勢調査の結果によりますと、北

海道に次いで全国２位でございますが、平成22

年2,690人から平成27年2,222人と、前回調査に

比べ17％減少しているところでございます。ま

た、隣接県における林業就業者数は、熊本県

が1,927人から1,690人と12％の減少、大分県

が1,381人から1,208人と13％の減少、鹿児島県

が1,458人から1,307人と10％の減少をしてお

り、いずれも減少傾向となっているところでご

ざいます。

○徳重忠夫議員 ところで、平成31年度に開講

します林業大学校には、大いに期待をいたして

いるところでございます。先ほど、環境森林部

長から、林業就業者の推移について御答弁をい

ただきました。林業就業者が減少している状況

下にあって、適切な森林管理を行うためには、

林業の生産性を上げていく必要があると考えま

す。そのために、機械化や新たな技術の導入等

によって、林業の生産性を向上させていく人材

が求められていると、このように思っていま

す。そこで、林業大学校における林業の生産性

を向上させるための人材育成にどのように取り

組まれるのか、お伺いしてみたいと思います。

○環境森林部長（川野美奈子君） 議員御指摘

のとおり、資源循環型林業を確立するために

は、林業関係者が総力を挙げて生産性を高める

必要がございまして、そのためには、意欲と能

力のある人材を育成していくことが極めて重要

でございます。このため、林業大学校では、高

性能林業機械の操作や、森林作業道の開設技術

に加えまして、新たに、伐採から植栽まで一体

的に行う一貫作業システムやＩＣＴ等最新技術

の研修などにも取り組むこととしております。

また、森林施業の集約化や経営改善など、経

営管理能力の向上を図るための研修も実施し、

技術力と経営力の両面から受講生のキャリア

アップに取り組むこととしております。これら

の研修を通じまして、高度な知識や技術を有
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し、全国屈指の生産性の高い林業を実践する人

材の育成に鋭意努めてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。た

だいま御答弁いただきましたＩＣＴ等最新技術

の研修など、生産性を向上させるために積極的

に取り組んでいこうとされている姿、本当にあ

りがたいことだと思っています。高度な知識や

技術力を有する人材育成にしっかりと取り組ん

でいただきたいとお願いしておきたいと思いま

す。

続きまして、観光行政についてお尋ねいたし

ます。観光みやざき未来創造基金について伺い

ます。

昨年の訪日外国人の旅行者数は、2,870万人と

過去最多となり、一昨年比で約２割増という高

い伸びを見せております。今後、ラグビーワー

ルドカップや東京オリンピック・パラリンピッ

クなどの開催が予定されており、国におきまし

ては、2020年に4,000万人とする数値目標を掲

げ、さまざまな施策を展開しております。

こういった中、本県におきましても、この好

機を捉え、本県の強みを生かした誘客等によ

り、世界から選ばれる「観光みやざき」を実現

するため、今回、平成30年度当初予算案におき

まして、「観光みやざき未来創造基金」の設置

が提案されております。私としましても、ぜひ

ともこのチャンスを逃すことなく、これまで以

上に外国人観光客の誘致に取り組んでいただき

たいと思っております。

一方で、私は、外国人観光客の受け入れ対策

も同様に重要だと考えております。今後、外国

人観光客がふえていく中、この流れを一過性の

ものにしないためにも、例えば、施設や標識等

の多言語化や、インターネット環境の整備と

いった利便性の向上にも取り組むことで、お客

様に「また宮崎に来たい」と思っていただくこ

とも大事だと思います。今回設置される基金で

も、受け入れ対策に取り組む予定であると伺っ

ておりますが、今後、外国人観光客に対し、ど

のような受け入れ対策を行っていくのか、商工

観光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県ではこ

れまで、観光案内板の多言語化や、市町村等と

連携したフリーＷｉ―Ｆｉ環境の整備などに取

り組みますとともに、バス事業者による路線バ

スの乗り放題パスや車内の多言語放送の導入を

支援するなど、外国人観光客の利便性向上に努

めてきたところであります。今後さらに外国人

観光客の満足度を高め、リピーターをふやして

いくためにも、今回新たに設置する基金などを

有効に活用し、観光地や宿泊施設等における多

言語対応やガイド等人材の育成、情報通信環境

の充実など、さらなる受け入れ対策にしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひとも今後、インバウンド

の受け入れ対策を推し進めていただきたいと思

いますが、１点だけ気になることがございま

す。実は、先月行われました読売巨人軍の宮崎

キャンプ60周年を記念したジャイアンツ対ホー

クスのＯＢ戦の際には、都城市のビジネスホテ

ルまで満室であったとお聞きし、大変驚いたと

ころであります。ＯＢ戦が開催されるだけでも

ホテルがいっぱいになるわけですから、今回新

たに基金を設置し、これまで以上のインバウン

ド対策に取り組んだ結果、本県にも外国人観光

客が大勢訪れるようになったとしても、肝心の

宿泊施設が受け入れられるのかと心配になった

ところであります。そこで、県内の宿泊施設の

稼働率について、商工観光労働部長にお尋ねし
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ておきたいと思います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 国の宿泊

旅行統計調査によりますと、平成29年の平均客

室稼働率は、全国が60.8％に対し、本県は53.0

％となっております。その中で、本県では、多

くのスポーツキャンプが実施される２月の客室

稼働率が最も高く、65.2％となっており、ゴル

フトーナメントなどが開催される11月とともに

全国平均を上回っておりますが、そういう中で

も、週末以外はまだまだ十分受け入れ可能な状

況にあると伺っております。

○徳重忠夫議員 現時点においては、宿泊施設

のキャパシティーとしては、まだ余裕があるよ

うでありますが、今後、大勢の外国人の観光客

が訪れると、もしかしたら不足する事態も生ず

るかもしれません。ただ、普通に考えれば、宿

泊施設が不足するほどの需要が生じれば、恐ら

く民間企業が投資し、宿泊施設も整備されてく

ると思われます。そのような民間が投資する状

況に持っていかせるためにも、この基金を活用

した取り組みやその効果が一過性のものになら

ないよう、基金の設置期間である５年後のこと

も見据えて、インバウンド対策にしっかりと取

り組んでいただくようにお願いしておきたいと

思います。

次に、宮崎牛の海外輸出の取り組みについて

お伺いいたします。

まず、宮崎牛の海外輸出と農家所得について

でありますが、今年２月に農林水産省が発表し

た2017年の農林水産物・食品の輸出額を見てみ

ますと、速報値ではありますが、前年比7.6％増

の8,073億円となっております。この中で、牛肉

の輸出量については、世界的な和牛ブームに

乗って、前年比で41.8％増加し、2,707トンとの

ことでした。宮崎牛においても、知事みずから

海外でのトップセールス等を実施するなど、米

国や東アジアに向けた海外輸出に積極的に取り

組まれ、海外での宮崎牛のブランド力も高ま

り、販路を拡大していると聞いております。

一方、国内では、子牛価格の高騰や飼料価格

の高どまりにより、宮崎牛を生産する和牛肥育

経営にとっては、大変厳しい経営環境が続いて

おります。そこで、宮崎牛の海外輸出への取り

組みは、和牛肥育農家の所得確保にどのように

つながっているのか、農政水産部長に伺ってお

きたいと思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県産牛肉の海

外輸出量は、昨年度、過去最高となる280トンを

記録したところですが、本年度は１月末時点で

既に317トンとなるなど、順調に推移していると

ころであります。輸出に取り組むことには、人

口減少により、将来的に国内市場が縮小すると

予想される中、マーケットを海外に求めること

で、販売価格の安定や向上が図られるという効

果が期待されます。

さらに、米国向けの日本産牛肉輸出量のう

ち、本県産が約４割を占めるようになったこと

や、台湾への日本産牛肉輸出の第１号となって

大きな反響を呼んだことなど、海外での高い評

価が宮崎牛の国内外のブランド力向上に貢献

し、その結果、さらなる需要増になることも期

待されます。今後とも、輸出拡大に向けた取り

組みを推進することによりまして、宮崎牛の安

定的な購買や取引量の増加を図り、農家所得の

確保につなげてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 次に、宮崎牛の国内販売対策

について伺っておきます。昨年９月に開催され

ました第11回全国和牛能力共進会において、３

大会連続の内閣総理大臣賞を受賞し、宮崎牛は

国内で確固たる地位を築いたものと考えており
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ます。宮崎牛は、生産基盤や飼養管理技術は全

国トップクラスだと思いますが、一方で、国内

の消費者に対して認知度が低いのではないかと

考えております。国内消費者への認知度もさら

に高めていく必要があると私は思っています。

より良き宮崎牛づくり対策協議会が、宮崎牛

を取り扱うレストランや販売店を宮崎牛指定店

として指定しておりますが、平成29年12月時点

で国内に477店舗が指定されております。私は、

この店舗数はまだまだふやしていく余地がある

のではないかと感じておるところであります。

そのために、全共で３大会連続内閣総理大臣賞

を獲得した今こそ絶好のチャンスであり、自信

と誇りを持って宮崎牛の国内販売を強力に進め

ていくべきだと考えております。そこで、宮崎

牛は国内での販売も重要だと考えますが、国内

販売戦略について、農政水産部長にお尋ねして

おきたいと思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 宮崎牛につき

ましては、昨年の全共で獲得した「肉牛日本

一」というアピールポイントを前面に打ち出し

ながら、認知度の向上や販路拡大などに取り組

んでおります。具体的には、関東、関西、福岡

などの大都市圏での宮崎牛指定店を核とした販

売力の強化や、有名百貨店、レストラン、ホテ

ル等での宮崎牛フェアなど、ＰＲイベントの開

催、さらには、食肉取扱業者への営業活動を通

じた新規顧客の開拓などを進めているところで

あります。県としましては、全共の成果をフル

に活用しまして、今後とも、関係機関と連携を

しながら、宮崎牛のさらなるブランド力向上と

販路拡大に取り組んでまいります。

○徳重忠夫議員 次に、宮崎牛の海外輸出の取

り組みについてお伺いしておきます。先月参加

しました九州各県議会議員交流セミナーにおき

まして、九州の農林水産物の海外輸出に関し

て、講師である日本貿易振興機構（ジェトロ）

の理事さんから、「海外輸出において、特に和

牛肉は伸びている品目であるが、和牛は九州が

産地であり、和牛肉の輸出を伸ばすことは九州

の地方再生につながる。そのためには、九州一

円の農畜産物の安全性を各県が連携して確保

し、九州各県が統一的な取り組みを行う必要が

ある」という提言がありました。

現在、九州各県が取り組む和牛肉の海外輸出

においては、各県における輸出認定工場での食

肉処理がなされ、産地維持と商品の安定供給の

ための生産基盤対策が取り組まれております。

また、輸出に向けたＰＲやフェア等の販売促進

においても、各県それぞれのブランド牛が競い

合うように活動しております。今後は、和牛肉

輸出への取り組みを各県ごとに進められるので

はなく、九州各県が連携した取り組みを行うこ

とで、効率的な輸出を進めることも必要ではな

いかと考えております。そこで、宮崎牛の海外

輸出における九州各県との連携について、どう

考えられるのか、知事にお尋ねしておきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県ではこれまで、生

産者や関係団体、県が連携をしまして、30年以

上の長い年月をかけて宮崎牛ブランドを確立し

てまいりました。そのような中、全国第２位の

飼養頭数を誇る和牛の一大産地となり、全共に

おいては、史上初の３大会連続で内閣総理大臣

賞を受賞し、さらに、全国に先駆けて平成２年

から対米輸出に取り組み、現在では、14の国と

地域に対し、過去最高の300トンを超える輸出を

行うまでとなりました。

また、全国和牛能力共進会がここまで注目を

高め、非常に熱い戦いが展開しますのも、本県
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が鳥取大会、長崎大会で大きく飛躍をした、そ

のことが全体のレベルアップにも貢献している

のではないかと自負をしておるところでありま

す。私はこれらの成果を踏まえ、今後も全国の

和牛生産をリードするという気概を持って、国

内外へ向けた宮崎牛のさらなるブランド力強化

に取り組んでいくことが重要であると考えてお

ります。

また一方で、議員の御指摘がありますよう

に、海外における和牛の状況というのは、オー

ストラリア産和牛などが市場を席巻している状

況もございます。日本産和牛を売っていくため

には、和牛そのものの認知度向上や販路拡大に

オールジャパンで取り組んでいくことも極めて

重要であろうかと考えております。農水省にお

きましても、日本産和牛の統一ブランドマーク

を定め、連携をして取り組んでいく、そのよう

な体制が今築かれているところでありまして、

和牛のすばらしさを海外でＰＲする活動など、

全国や九州で共同で取り組む機会があれば、本

県としても積極的に対応してまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 前向きな御答弁、ありがとう

ございます。私は、今後の本県農業の状況に鑑

み、肉用牛農家戸数の減少による和牛肉生産量

の低下も危惧され、安定的な海外輸出取引が継

続していけるのか、大変不安を感じているとこ

ろでもあります。そのため、今後の和牛肉の輸

出については、各県ごとの取り組みだけではな

く、「和牛産地の九州」として九州各県が連携

することで、和牛肉の輸出量を確保し、統一し

たブランドによる輸出展開にも取り組む必要が

あると、このように思っておるところでござい

まして、前向きな取り組みをよろしくお願い申

し上げます。

それでは、次は、教育長にお尋ねしてまいり

ます。教員の採用試験について伺います。

教員採用選考試験において、現役の教育学部

の学生はなかなか合格できず、卒業後に臨時講

師を続けながら何回も受験しないと採用になら

ないとの声を聞いております。そこで、過去３

年間の教員採用選考試験の採用者の平均年齢と

新卒者の割合について、教育長にお尋ねしてお

きます。

○教育長（四本 孝君） 本県の過去３年間の

教員採用者の平均年齢は、平成28年度採用者

が28.1歳、平成29年度が28.2歳、平成30年度

が27.3歳であります。また、採用者に占める新

卒者の割合は、平成28年度採用が13.1％、平

成29年度が16.2％、平成30年度が23.4％となっ

ておりまして、年々その割合が高くなってきて

いるところであります。

○徳重忠夫議員 平均年齢が28歳ということ

は、単純計算で大学卒業後６年経過しているわ

けでありまして、採用されるまでに５～６回の

受験をしているということになります。また、

採用者に占める新卒者の割合は、２割前後とい

うことでありますが、これは民間企業と比べる

と、かなり低い割合ではないでしょうか。

今回、県教育委員会では、来年度の教員採用

試験から、受験年齢をこれまでの41歳未満か

ら60歳未満に引き上げ、事実上、年齢制限を撤

廃することとされました。そこで、教員採用選

考試験の受験年齢の見直しについて、その狙い

を教育長にお伺いしておきたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 今後、教員の定年退

職者の増加に伴いまして、採用者数の増加が見

込まれます中、教員採用選考試験の競争倍率も

低下傾向にあり、優秀な人材の確保が課題と

なっているところであります。このため、県教
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育委員会では、来年度実施の試験から、受験年

齢をこれまでの満41歳未満から満60歳未満に変

更し、現在、学校現場で活躍している臨時講師

を初め、幅広い年齢層からの応募を可能とした

ところでございます。

○徳重忠夫議員 このことによりまして、ます

ます新卒者が採用されにくくなるのではないか

と危惧をいたしております。学校には、中堅や

ベテランの先生も必要だと考えますが、私は、

若い先生をもっと採用すべきだと考えておりま

す。そこで、若い人材の確保のために、どのよ

うな取り組みを行っていこうとされているの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

採用後に即戦力となる人材を育成するため、本

県の教員を志望する学生に対して、教員の職務

を体験する「スクールトライアル事業」や、教

員としての実践力を高める「宮崎教師道場」を

開催しております。また、県内及び九州各県の

大学を直接訪問して、教員採用選考試験の案内

を行い、受験者の確保にも努めているところで

あります。

さらに、来年度からの教員採用選考試験の見

直しの中で、若く優秀な人材を確保するため

に、他県の現職教員及び本県の元教員等を対象

とした特別選考試験の出願資格となる勤務年数

を５年以上から３年以上に短縮するとともに、

宮崎大学教職大学院修了予定者を対象とした新

たな特別選考試験を実施することといたしまし

た。これらの取り組みにより、新卒者を初め幅

広い年齢層から、人間性にあふれ、専門性にす

ぐれた人材の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。今

後、教員の定年退職者が一層増加することに伴

いまして、全国で自治体間の教員の獲得競争が

激化してくるとの報道もよく耳にするところで

もあります。県教育委員会におかれましては、

引き続き優秀な教員の確保に全力で取り組んで

いただくように、強くお願い申し上げておきた

いと思います。

次に、警察本部長にお尋ねいたします。シー

トベルトの着用について伺います。

全席シートベルトの着用が義務化されて10年

近く経過しておりますが、いまだ守られておら

ず、特に一般道路では、後部座席のシートベル

ト未着用の車をよく見かけます。そこでまず、

本県の一般道路におけるシートベルト着用率に

ついて、県警本部長にお尋ねいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 本県の一般道路

におけるシートベルトの着用率につきまして

は、昨年10月の調査結果によりますと、運転席

が99.4％、助手席が93.7％、後部座席が35.8％

で、特に後部座席は、全国平均36.4％を0.6ポイ

ント下回る、全国26位となっております。

なお、過去２年の本県の後部座席での着用率

を見ますと、平成27年が20.3％で全国46位、平

成28年が32.7％で全国30位と、年々上昇しては

おります。

○徳重忠夫議員 後部座席の着用率は、まだま

だ30％前後ということで、大変低調であること

がわかりました。このような中、大型クルーズ

船の寄港による外国人観光客の来県など、本県

を訪れる観光客のさらなる増加が見込まれ、そ

れに伴って、レンタカーや大型観光バスの利用

者がふえていくものと考えますが、一昨年、長

野県において多数の死傷者が出たツアーバス転

落事故のような大きな事故がいつ本県で起きな

いとも限りません。私は、事故の被害を最小限

に抑えるのはシートベルトだと考えておりま
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す。そこで、後部座席や観光バスの乗客のシー

トベルト着用徹底のための取り組みについて、

警察本部長にお伺いしておきたいと思います。

○警察本部長（郷治知道君） 議員御指摘のと

おり、シートベルトの着用は、交通事故が発生

した場合における、乗員の保護と負傷程度の軽

減等に大変効果的であります。警察の取り組み

としましては、高速道路に限らず、一般道路に

おきましても、全ての座席での着用が義務化さ

れていること、交通事故発生時において、被害

軽減につながることを中心に、メディアへの発

信、ポスター、チラシ等を活用した広報啓発

や、各種講習の場におきまして着用指導等を

行っております。

また、毎月10日と30日を全席シートベルト・

チャイルドシート着用推進の日に指定し、その

周知を図るとともに、街頭指導を強化しており

ます。さらに、これまで、バス協会等を通じ、

県下のバス事業者に対しまして、観光バス乗客

のシートベルト着用徹底についてお願いをして

おりますが、今後も所管の九州運輸局宮崎運輸

支局等の関係機関・団体と連携して、着用徹底

に努めてまいります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。大変

努力いただいていることはよくわかりました。

シートベルトの全席着用は、法律で定められた

決まりでもあります。命を守る大切なものでも

あります。警察として取り組む姿勢は評価しま

すが、シートベルト着用率日本一を目指して、

バスの運転手が出発前にシートベルト着用を

しっかりと確認するなど、警察からも徹底した

指導がされるよう強くお願いしておきたいと、

このように思っております。

それでは次に、選挙管理委員長にお尋ねして

まいります。選挙の投票率について伺ってまい

ります。

私の住んでいる都城市では、１月に市議会議

員選挙が行われ、その投票率は43.46％と過去最

も低い結果でした。住民に最も身近な市議会議

員を選ぶ選挙であったにもかかわらず、投票率

が50％を下回っており、半数以上の有権者が投

票に行っていないということになります。この

都城市議会議員選挙に限らず、最近、選挙の投

票率が全般的に低迷しております。民主主義の

根幹を揺るがしかねない事態ではないかと危惧

しておるところであります。

選挙の時期になりますと、選挙を執行する選

挙管理委員会では、多くの方々に投票に行って

もらうように、いろんな啓発活動に取り組んで

おられますが、なかなか投票率の向上にはつな

がっていないように見受けられます。そこで、

選挙啓発に取り組んでいるにもかかわらず、投

票率が低迷している原因をどう捉えているの

か、選挙管理委員長に伺っておきたいと思いま

す。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙の投票

率につきましては、天候やその時々の政治情勢

など、さまざまな要因に左右されます。しか

し、「選挙に余り関心がない」あるいは「選挙

によって政治はよくならないと思う」といった

選挙への関心低下や政治離れによる投票棄権も

多いのではないかと思われます。

選挙の際におきましては、選挙管理委員会で

は、さまざまな媒体を活用した広報や街頭啓発

などを通じて、投票日の周知や投票の呼びかけ

を行っていますが、選挙や政治に関心のない有

権者に対しましては、なかなか投票行動に結び

つけることができず、投票率が低迷しているの

ではないかと考えております。そのため、従来

の啓発活動に加え、政治と生活の結びつきにつ
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いての理解を深め、選挙や政治への関心を高め

ることが重要だと考えております。

○徳重忠夫議員 なかなか投票率が上がらない

中、公職選挙法改正によりまして、平成28年か

ら選挙権年齢が18歳以上へと引き下げられ、高

校生を含む18歳、19歳の若い方々が、新しく有

権者となったところであります。この法改正が

行われた後、既に参議院議員通常選挙や衆議院

議員総選挙が行われたところでありますが、選

挙権年齢引き下げにより有権者となった18

歳、19歳の投票率はどうなっているのか、選挙

管理委員長にお伺いしておきたいと思います。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 18歳選挙権

が初めて国政選挙で導入されました一昨年の参

議院議員通常選挙における本県の投票率は、18

歳が38.54％、19歳が28.07％となりまして、18

歳、19歳を合わせて33.61％と、いずれも県全体

の49.76％を下回りました。昨年の衆議院議員総

選挙におきましても、18歳が45.27％、19歳

が22.49％となりまして、18歳、19歳を合わせ

て34.33％と、いずれも県全体の50.48％を下回

りました。

なお、18歳のうち、高校３年生に相当する有

権者の投票率は、衆議院選挙で53.67％と、県全

体投票率を３ポイント以上、上回っているとこ

ろでございます。

○徳重忠夫議員 大変低い状態になっておるよ

うでございます。

ところで、若い世代の投票率は、他の世代と

比べ低い傾向にあることから、18歳選挙権の導

入に際しては、選挙管理委員会では、危機感を

持って、これまで以上に啓発に取り組んでおら

れると思いますが、18歳、19歳の有権者に投票

してもらうために、どのような取り組みをされ

てきたのかお伺いしておきたいと思います。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙管理委

員会といたしましては、選挙権年齢引き下げを

受けまして、平成27年度に、県教育委員会や私

学振興会などと、主権者教育や啓発を連携・協

力して推進するための協定などを取り交わしま

した。これを機に、当委員会の啓発事業の対象

者を、従来の大学生や社会人だけでなく、高校

生以上が参加できる形に見直して実施してまい

りましたことに加え、学校や市町村選挙管理委

員会等と連携しまして、選挙出前授業などに積

極的に取り組んだところでございます。

また、平成28年度からは、実際の選挙を題材

とした模擬選挙を学校で実施するためのマニュ

アルを作成しまして、各高校等で実施を直接呼

びかけているところでございます。今後も、18

歳、19歳を初めとします若者の選挙や政治に対

する関心を高めるための取り組みに努めてまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 選挙管理委員会の取り組みを

受けて、高等学校でも主権者教育が進められて

おりますが、小中学校においても、この主権者

教育に取り組んでいることと思います。

先日、２月17日にこの議場におきまして、若

者が政治や選挙について意見を発表する「わけ

もんの主張」の新聞記事を目にいたしました。

その記事には、最優秀賞に選ばれた専門学校生

のコメントが載っていましたが、「「小中学校

でもっと選挙について学ぶ必要がある。政治が

自分自身の生活にいかに影響しているかという

ことを学校生活などを通じて教えていくべき

だ」と強調した」という受賞者のコメントを見

て、私も、主権者教育というものは、高校生に

なって行うものではなく、義務教育の段階から

充実させる必要があるのではないかと思ったと

ころであります。主権者教育に関して、小中学
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校ではどのような取り組みがなされているの

か、教育長にお伺いしておきたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 小中学校での主権者

教育は、小学校６年の社会科におきまして、

「政治は国民生活の安定と向上を図るために大

きな働きをしていること」を考えさせたり、中

学校３年の社会科におきましては、「選挙は、

議会制民主主義を支えるものであること」を理

解させたりするなど、学習指導要領に基づき、

政治や選挙等に関する学習を行っているところ

であります。

また、県内各地の小中学校では、例えば、地

域の課題について実際の議場で話し合う「子ど

も議会」や、生徒会選挙の際に、本物の投票箱

や仕切りのある記載台を使った「模擬投票」を

行うなど、将来、選挙権を持つことになる子供

たちに対して、さまざまな体験を通しながら選

挙に対する関心を高める取り組みを行っている

ところでございます。

○徳重忠夫議員 それぞれに努力いただいてお

るところでございますが、私の考えを述べさせ

ていただきます。小中学校の段階においても主

権者教育を行っていることは理解できました

が、先ほど述べましたとおり、現在の投票率が

低いという現状について、我々を含め、みんな

で真剣に考えていかなければいけないと思って

おります。現在の２人に１人が選挙を棄権して

いるような状況が続けば、選挙結果を本当の意

味での民意と呼べなくなる日が来てしまうかも

しれません。これは民主主義の危機と言っても

よいでしょう。

現在の投票率を上昇させるために、選挙管理

委員会でもさまざまな取り組みを行っているよ

うでありますが、私は、投票率を上げるために

は、子供たちにも一役買ってもらうことが大変

有効な手段ではないかと考えておるところであ

ります。例えば、学校で学んだ選挙の大切さや

重要さを家庭で話題にしたり、子供たちの口か

ら両親に対して、「選挙には行かないかんとや

ろ」「お父さん、お母さん、選挙に行ってくだ

さい」と呼びかけたりするなど、家庭でも親子

で語り合えるようになれば投票率は上がってく

ると、このように思っております。

学校や家庭、地域で、大人と子供が一緒に、

日本の将来、宮崎の将来を語り合うようになれ

ば、投票率の上昇にもつながっていくのではな

いかと考えております。県教育委員会で進めら

れている取り組みを今後とも積極的に進めてい

ただき、主権者教育がより充実したものになる

ようにお願いして、私の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）

○ 原正三議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 初めてしん

がりを務めます。一般質問を行います。

｢命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ

人は仕末に困るもの也｣、これは、私淑する庄内

藩の人たちに西郷隆盛が言った有名な言葉であ

ります。そして、この後、こう続きます。「此

の仕末に困る人ならでは、艱難を共にして国家

の大業は成し得られぬなり」。つまり、命も名

誉も投げ捨てなければ、リーダーとして国家の

大業を成し遂げられるところには至らないと、

西郷は言っております。明治維新から150年の節

目となる本年、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」

がスタートしましたが、西郷隆盛の人気は、鹿

児島にとどまらず、全国に大きく高まるものと

思います。

さて、その西郷隆盛は、「江戸の功臣、明治

の賊臣」と言われておりますが、西郷自決の報
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を受けた明治天皇は、西郷の死を知って以降、

「西郷を殺せとは言わなかった」と言って、幾

度も無念の涙を流したとの話もまた伝わってお

ります。西南戦争から12年後となる明治22年の

「大日本帝国憲法」発布の際に、西郷を西南戦

争以前の「正三位」に復位させ、賊臣の汚名を

解き放っている歴史からも、それを察するのは

容易であります。

西郷に会った人は、敵も味方も皆、その人と

しての器量の大きさに引かれ、たちどころに西

郷ファンになったと言われ、かの坂本龍馬は、

勝海舟の紹介で初めて西郷に会ったときの感想

を、「西郷というやつはわからぬやつだ。少し

くたたけば少しく響き、大きくたたけば大きく

響く。もしばかであるなら大きなばかで、利口

であるなら大きな利口だろう」と言ったそうで

あります。「おてんとうさまに見られても、決

して恥じることのない生き方をしなさい。どん

な人間にも愛を持ち徳を持って接しなさい」、

まさしく「敬天愛人」であります。政治家とし

て心がけるべき、そして、あるべき姿と深く感

じ入っております。

さて、知事は、さきの11月定例県議会におき

まして、次期知事選への出馬意向を示されまし

た。地方の中でも特に所得の低さや高齢化、さ

らには人口減少の急激な進行などと、幾つもの

深刻な課題を抱える本県の知事として、２期８

年の県政運営に、さらに１期を重ねたいという

意欲を示されたのであります。そして、その

際、宮崎県を愛する気持ちは、本県出身の誰よ

りも強いのだとの頼もしい表明もなされまし

た。極めて厳しい状況下の本県において、知事

としての責務を３期務めんとされるのでありま

すから、まさしく西郷の遺訓のごとく、県民の

ためなら命を賭すくらいの決意で、ある意味、

蛮勇とも言われるがまでもの積極的な姿勢を、

私は、あなたに期すのであります。

出馬意向表明の後、いよいよ２期目最後の本

格予算を組み終えられた知事に、次の期に向

け、何をなそうと考えておられるのか、そのた

めに何をどうしようと考えておられるのかお尋

ねし、後は自席より伺ってまいります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私は、これまでの２期７年、宮崎の発展のた

め、まずは口蹄疫等の災害からの復興、そし

て、「復興から新たな成長へ」を最大の使命と

考え、フードビジネスやグローバルな市場開

拓、地域経済を牽引する中核的企業の育成、農

林水産業の成長産業化などに全力で取り組んで

まいりました。その結果、農業産出額や食料品

出荷額、輸出額なども順調に伸びてきており、

今後は、この成長の流れをしっかりと軌道に乗

せていく必要があると考えております。また、

陸海空の交通インフラの維持・充実、中山間地

域対策、医療・福祉の充実、さまざまな危機事

象への対応など、引き続きしっかりと腰を据え

て取り組んでいかなければならない課題も山積

をしております。さらに、今後のラグビーワー

ルドカップやオリンピック・パラリンピック、

国民文化祭などの開催を好機と捉え、地域づく

りや文化の振興、観光・交流の拡大に着実につ

なげていかなければならないと考えておりま

す。

そのような中で、平成27年の国勢調査結果で

は、人口が10％以上も減少した市町村も出てき

ており、この深刻な人口減少問題への対応が喫

緊の課題になっております。若者を中心とする

社会減の解消、合計特殊出生率2.07の実現に道

平成30年３月６日(火）



- 254 -

筋をつけることは容易ではありませんが、早急

にこの問題に対応しなければ、ますます人口の

減少が進み、本県の活力は失われてしまう。今

まさに、本県の将来にとって極めて重要な局面

を迎えていると考えております。

私は、県民の皆様に次期県政を負託していた

だけるのであれば、宮崎県知事としてこうした

さまざまな課題に果敢に挑み、しっかりと結果

を出していく。そして、県民の皆様が真の豊か

さを実感できる「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」の実現を目指して、全身全霊を傾けて取り

組んでまいりたい、そのように強く決意してい

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

○坂口博美議員 今お答えいただきましたよう

に、大変厳しい数字とか示されたわけでありま

すが、そんな中で、豊かさ日本一を目指してお

られるわけですから、ぜひとも全力で頑張って

いただきたいと思います。

そしてまた、災害への対応についてでありま

すが、引き続いて伺ってまいります。

今回、約110億円の巨費を投じて整備される県

防災拠点庁舎につきましては、既に工事が始ま

りまして、平成31年度末には供用がなされるこ

とになっております。そして、本庁舎につきま

しては、免震構造はもとより、大規模地震時に

おきましても、防災拠点としての機能を十分に

確保できる構造とされており、県民の生命、財

産の守護役として大きく貢献をなすものと信じ

ております。しかしながら、いかに立派な拠点

施設が整いましても、これが自然災害の発生あ

るいは威力そのものを制御できるはずはなく、

また発生そのもの、つまり、発生したその時点

での県民の生命を守れるという機能を有するわ

けでもありません。当然ながら、発生の瞬間に

おいては、自分の命は自分で守るしかなく、そ

の機能は、あくまでも発生後における人的・経

済的被害をより小さく抑えるがための役割に限

られるのであります。それがために県では、平

常時における避難訓練が肝要であるとして、そ

の推進に取り組まれておりますが、具体的に

は、どのような災害を想定し、どのような訓練

がなされているのか、また、県が行う訓練のほ

かにはどのような訓練がなされているのか、参

加者の状況及び評価などについて、知事に伺い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 県では、毎年、総合防

災訓練を実施しておりまして、開催地域におけ

る災害の特性に応じて、地震や津波、風水害、

火山噴火などを想定しながら、地元自治体と連

携した住民参加型の避難訓練にも取り組んでい

るところであります。また、２年続けて国との

合同での津波避難訓練も行っております。より

多くの県民が防災訓練に参加できますよう、都

合のよい場所・日時に自主的に取り組むことの

できる訓練として、毎年11月には、県民一斉防

災行動訓練「みやざきシェイクアウト」を実施

しておりますが、平成27年度の開始以来、県

民、事業者などの参加者が増加し、今年度は７

万人を超える参加がありました。このほか、市

町村や自主防災組織、学校などにおいても、地

域の特性に応じた自然災害を想定し、避難所ま

での安全な移動や避難所運営などの訓練等を

行っているところであります。しかしながら、

訓練内容がマンネリ化したり、住民参加が少数

になっている状況もありますので、今後、市町

村と連携しながら、防災意識の啓発に取り組み

ますとともに、より多くの方に参加していただ

けるよう、訓練内容の充実、参加機会の拡大に

努めてまいりたいと考えております。
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○坂口博美議員 シェイクアウト、７万人の参

加ということであったわけでありますが、具体

的には、県民はどういった形でそこに参加し

て、そして、その数についてはどういったカウ

ントをされているのか。また、想定されている

自然災害をいろいろ今並べられたわけでありま

すが、それらを対象とする自分の身の守り方に

つきましても、例えば津波や集中豪雨による土

砂崩れなどのように、あらかじめ勧告や指示な

どを受けて、心して身を守る行動がとれる場合

もあれば、地震や噴火、あるいは山津波などの

ように、予想しない中での危機事象発生の瞬間

をどうやって生き延びて、その後始まる指示な

り救助なりをどう待つか。しかもその対象者

は、いつも定点に生活しているという状況には

ないわけでありますが、それらを織り込んでの

訓練なのか、再度、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） このシェイクアウト訓

練は、地震が発生した際に身を守る行動をとる

ための訓練であります。まずは身を低くして頭

をカバーし、じっとしているということであり

まして、一定の時刻を定めて一斉に行うもので

ありますが、参加者の都合に応じて、別の日時

に取り組んでもらうこともできるようにしてお

ります。この訓練には、県民に自主的な参加を

呼びかけておりまして、自治会や学校・福祉施

設、企業・団体などが、自発的に参加を決め、

あらかじめ参加人数や訓練内容等について登録

し、実施していただいております。今後、さら

に多くの県民に参加いただき、実践をしていた

だきたいと考えております。

また、各地域で実施している避難訓練は日中

に行うことが多く、訓練内容が毎回類似してい

るなどの課題も見受けられるところであります

が、地域によっては、夜間に津波避難訓練を実

施するなど、工夫した取り組みを行っている地

域もあります。

災害がいつ、どこで、どのような規模で起き

るのか、予測することは困難でありますので、

災害が発生した場合、県民が適切な避難行動を

とることができるよう、市町村と連携しなが

ら、訓練の改善・充実を図ってまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 そしてもう一つ、訓練につい

てでありますけれども、国や県などでは、異常

気象や地震などに関し、予報や予測を公表して

おりますが、そういった中で、例えば台風につ

きましては、到達時間、気圧などについて大変

高い精度で予報がなされるだけではなく、その

到達に続いて起きる風の強さ、雨の量、高潮の

高さなどについてまで詳しく予測し、周知がな

されます。しかしながら、例えば草津市の本白

根山での噴火のように、発生の後、初めてその

事実が発表されるような大災害もあるわけであ

ります。その発表予測がなされるか否かという

のは、当然でありますが、自分で自分の命を守

り抜くことの確実性、これを大きく左右するも

のであります。今、県民が予測し覚悟しておく

べき深刻な自然災害についてはどういったもの

があるのか。また、訓練のあり方についてはど

うあるべきだと考えておられるのか。再度、知

事の考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県に深刻な影響を与

える自然災害としましては、地震や火山の噴

火、台風や集中豪雨等による風水害などがあり

ます。最近では、霧島山の火山活動が活発化し

ており、新燃岳が再び噴火するとともに、御

鉢、硫黄山でも小規模な噴火のおそれがあるな

ど、霧島山全体で警戒が必要な状況となってお

るところであります。今この瞬間も、非常に活
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発な活動が展開されておりまして、現地の状況

を注視しますとともに、地元自治体との連携を

深めているところであります。

近年、自然災害は激甚化しており、東日本大

震災や草津白根山の噴火、九州北部豪雨など、

想定を超える規模や想定していなかった場所で

発生しており、正確な予測は困難であると受け

とめる必要があろうかと思います。災害による

被害を最小限に抑えるためには、予想を超える

災害の発生があるんだ、あり得るんだというこ

とを県民一人一人が認識し、災害が発生した場

合、直ちに、自分自身の命を守る行動がとれる

よう、さまざまな災害、時間、場所を想定した

避難訓練に積極的に取り組んでいただき、まず

は自助の力を高めることが大変重要であると考

えております。

県としましては、県民が「常在危機」の意識

を持ち、ふだんから命を守る行動について考え

ていただけるよう、啓発に一層取り組むととも

に、市町村と連携して、さまざまな場面を想定

した実効性のある避難訓練に取り組んでまいり

たいと考えております。

○坂口博美議員 今、災害に係る質問をしてい

るのは、あと５日で東日本大震災から丸７年

目、そういうタイミングがあって、それを思い

浮かべましてやっているわけなんですけれど

も。先ほど、災害の発生に関しては、正確な予

測は困難なんだというのが知事の答弁にありま

したが、南海トラフを震源域とするマグニチ

ュード８～９の地震、これについて、今後30年

以内に発生する確率を70％ないし80％と見直さ

れたのは、実際は予測困難なのに、あえてその

ような数字を公表したということになるのであ

りましょうか。この地震については、つい先日

までは発生確率70％とされていたわけでありま

す。つまり、今回、上方への幅を10％持たせた

わけでありますが、この見直しについては、こ

の変化は看過できないと専門家が判断して公表

した。すなわち、専門家が、これは公表するに

値するだけの精度があると判断した数字だと私

は受けとめておるんですが、80％という確率に

ついてはどのようにして決めているのか、危機

管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 南海トラフ

地震の発生確率は、国の地震調査研究推進本部

において、毎年１月１日を基準日として公表さ

れております。その計算方法ですが、南海トラ

フ沿いでは、過去の地震の発生状況を踏まえま

して、「同じ場所で同じような地震がほぼ周期

的に繰り返す」という仮定のもと、次の地震ま

での発生間隔は、前回の地震の規模に応じて変

化するという時間予測モデルにより求められて

います。このモデルによりまして、前回の昭和

東南海・南海地震から次に起きる地震までの平

均発生間隔は、88.2年と推計されておりまし

て、本年１月１日時点では72年が経過している

ため、今後30年以内の発生確率は、70％から80

％程度となっているところであります。

○坂口博美議員 この地球が誕生してからの歴

史の長さ、そのスパンに比べると、ほんの

ちょっとしたそのリズムでというのもいかがか

なとも思うんですけれども、東日本大震災の発

生、先ほど申し上げましたように、2011年の３

月11日でありました。では、その発生の前日、

つまり同年の３月10日、この日に、今、統括監

が答弁された手法で、翌日、３月11日の巨大地

震発生確率を予測したとしたら何％という数字

が出るのでありましょうか。

○危機管理統括監（田中保通君） 東日本大震

災発生前日における翌日の地震発生確率につき

平成30年３月６日(火）



- 257 -

ましては、推計は行われておりませんでしたけ

れども、地震発生後に国の地震調査研究推進本

部で発生直前の確率を推計しましたところ、10

年以内の地震発生確率は４％から６％程度と算

出されたところであります。

○坂口博美議員 10年で４～６％というと、数

字の上では、１日以内ということになると千分

の何％という確率しかありません。しかし、答

えは100％だったわけであります。今申し上げま

したように、地震あるいは噴火などに係る発生

予測については、その正解確率というのは極め

て低くて、受けとめようでは、行政の言うこと

はあんまり当てにならんということにつなが

り、危機意識が低下するなどして、住民に対し

ての避難への呼びかけや住民の避難の実行など

についても、期待する効果が逆になるのではな

いかとも思っております。

さて、本県は、地理的・自然的条件から、さ

まざまな自然災害をこうむりやすく、特に台風

や豪雨などについてはその最たるものであり、

過去に幾度もその猛威に苦しめられてきており

ます。例えば、平成17年の14号台風では、13名

ものとうとい命が奪われ、五ヶ瀬川にかかる２

つの鉄橋の崩落は、高千穂鉄道を廃線にまで追

い込みました。実はこのときは、いわゆる郵政

解散による総選挙のさなかでありましたが、県

内で4,363戸もの建物が浸水するなどしまして、

大混乱を招いたときでありました。今思います

に、災害に係る現在の知見などをもってすれ

ば、これらの被害の中には、対応のいかんでは

軽減できたものもあるのではないかと思うとこ

ろであります。このときの台風情報に係る気象

庁や県の対応などについてはどのような評価を

なされているのか、そのときの検証などについ

て、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 当時の災害

対応につきましては、気象情報や防災情報が広

域的なものだったため、市町村が十分活用でき

なかったことや避難勧告等の発令が遅かったこ

と、また、屋外スピーカー等からの避難の呼び

かけが、激しい風雨により、屋内の住民へ伝わ

りにくかったことなどの指摘がありました。こ

のようなことから、気象台や県では、土砂災害

警戒情報の運用を始めるなど、降雨、水位状況

の把握・伝達体制の強化や、避難勧告等の防災

情報を県民に発信するメールサービスを始めた

ところであります。また、記録的な豪雨により

河川水位が上昇し、山地の崩壊等で発生した流

木などが相まって、高千穂鉄道の鉄橋流失と

いった施設被害が生じましたが、この被災状況

を踏まえ、森林保全や河川改修等に取り組んで

いるところであります。さらに、議員発議によ

る「宮崎県防災対策推進条例」が制定されまし

て、県民、事業者、行政など、県民総力戦で本

県の防災力強化に取り組む契機になったものと

考えております。

○坂口博美議員 そういうこともありまして、

山の大切さというのをとみに訴えているわけな

んです。対応もやっているんですが、昨年の18

号台風―これは環境森林部長もですけれども

―たくさんの流木が大変な被害をもたらした

わけです。依然、なかなか難しく、積み残した

課題として残っているわけですが、昨年の九州

北部豪雨では41名の方が犠牲となっておられま

す。そして、その中の32名、約８割の方は家の

中で被災されております。そしてまた、先ほど

申し上げました平成17年の14号台風、このとき

の13名の犠牲の中の11名、これがやはり家の中

でありまして、８割になります。

ところで、静岡大学の防災総合センターが公
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表している「近年の土砂災害による犠牲者の特

徴」によりますと、2004年から2009年までの土

砂災害や洪水災害、あるいは河川災害など、豪

雨を原因とする災害での犠牲者368名を対象とし

た集計では、避難場所については、犠牲者数の

うち、屋外が64.4％、屋内が35.6％であるのに

対し、土砂災害では、屋外24.2％、屋内75.8％

となっております。このように、土砂災害では

屋内での犠牲者が際立っていることに対して、

危機管理統括監は何を思われるか、お伺いいた

します。

○危機管理統括監（田中保通君） 平成17年の

台風14号、犠牲になられた13名のうち11名が、

崖崩れ等の土砂災害により屋内で亡くなられま

した。11名の方が屋内にとどまった明確な理由

は不明でありますけれども、当時の激しい風雨

により、避難の呼びかけが住民に届きにくかっ

たことや、市町村が発令する避難勧告・避難指

示のおくれ、雨量予測などの防災関係情報の活

用不足などにより、住民の早期避難が十分に図

れなかったのではないかと、大変残念に思って

いるところであります。このため、市町村長と

のホットラインの開設など、避難勧告等の発令

についてちゅうちょなく適切に判断できるよう

支援したり、インターネット・携帯端末を活用

して防災関係情報を配信するなど、住民が早目

に避難することができるよう取り組んでいると

ころであります。今後とも、市町村との連携体

制を強化するとともに、県民の防災意識の向上

に取り組み、住民の早期避難を図ってまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 過ぎた時間に、もしというの

はないんですけれども、屋内で亡くなった人た

ちが、もし早く家の外へ避難していたらどう

だったかなという複雑な気持ちが湧くわけであ

ります。

さて、気象庁は、全国51カ所の観測地点にお

ける１日降雨量100ミリメートル以上の年間日数

について、20世紀初頭の30年間平均値と最近30

年間の平均値が、１地点当たり0.84から1.00へ

の約1.2倍に増加したとしております。そしてま

た、１日の降雨量だけでなく、ゲリラ豪雨のよ

うな短時間強雨の発生回数も、同様に増加傾向

にあるとしております。

ところで、九州北部豪雨についてであります

が、そのとき、福岡県朝倉市では、短時間雨量

や日雨量などの全てが、それまでの観測記録を

更新し、例えば１時間雨量が129.5ミリ、24時間

雨量は545.5ミリなどに及んだとの報道がなされ

ました。ところで、この時間に朝倉市では、観

測地点以外での解析雨量、つまり、雨量計と

レーダーの観測の長所を組み合わせ補正した雨

量でありますけれども、これが1,000ミリメート

ルにも達した場所もありました。このような現

象は、地球温暖化も大きく影響していると言わ

れており、今後さらにその傾向は続くものと思

われます。

また、近年は、マグマ活動の活発化への懸念

も言われるなど、自然災害に係る周辺環境は大

きく変わり、その危機が私どもに迫りきている

ことに県民がさらに敏感になり、災害発生時に

おける身の処し方に、危機に対する緊迫感を強

く実感させ、訓練への参加、避難呼びかけへの

反応、これらを促すような情報の伝え方ができ

ないものなのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 風水害等によります人

的被害を最小限に抑えるためには、住民みずか

らが早期に避難することが重要でありますが、

避難勧告等が発令されても避難しない住民も多

く、指揮をとる市町村長も苦慮されていると
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伺っております。住民が避難しない理由の一つ

に、過去の経験をもとに現状を過小評価した

り、自分は大丈夫であると思い込んでしまう

「正常性バイアス」が働くことで、避難行動が

おくれてしまうことがあると言われておりま

す。このようなことから、被害に遭う前に、住

民みずから迅速に避難していただくためには、

正確な情報とともに、危機が身近に迫っている

ことを実感できるように伝えることが大変重要

だと認識しております。

東日本大震災の３月11日を前にしてのこの御

質問でございますが、この２月に鹿児島で開催

されました防災シンポジウムの様子をツイッ

ターで拝見しましたが、東日本大震災で親族を

亡くされたある女性が、できることであれば地

震発生の３日前に戻りたいというようなことを

言っておられました。そして、今、全国各地で

被害が発生していない地域は、自分が帰りたい

と思っている３日前の状況にあるんだというよ

うな形で警鐘を鳴らしておられました。そうい

う過去の教訓をしっかりと私どもも受けとめる

必要があろうかと考えております。

近年、雨量や河川水位等の観測網の整備や気

象予測技術の発達により、いつ、どこで、どの

ような風水害が起きる危険性が高まっているの

かがわかる仕組みが整えられてきておりますの

で、これらの情報をもとに、いかに効果的に避

難を促すことができるか、関係機関等と問題意

識を共有して努力を重ねてまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 今、正常性バイアスがかかる

んじゃないかと言われましたけれども、避難を

して、何でもなかったというときに、また空振

りだったという感覚で受けとめるのではなく

て、自分自身のためにこれだけ大がかりな避難

訓練をやってくれたんだ、実態に物すごく近い

訓練を自分が主人公としてやってもらったんだ

というような感覚で受けとめるように、それは

私も含めてなんですけれども、そういう機運を

醸成していただきたいということをぜひ期待し

ております。

いずれにしましても、自然災害の発生を抑制

するということは、今日の科学や技術をもって

してもかなわぬことであります。そういった

中、我が国ではこれまで、土砂崩れや火山の噴

火、あるいは水害や地震等々、数々の被害を受

けてきました。そして、多くのとうとい命が犠

牲となるなどの結果、例えばハード面では、一

定の構造基準を限度としての防災・減災対策が

行われ、そしてまた、それが被災し、壊れたら

また長い時間と巨費を費やして復旧・復興を図

るということがなされてきたわけであります。

つまり、大規模な被害や犠牲に甘んじた後に防

災基準などをまた見直し、そして事後対策をや

るという繰り返しの歴史でありました。これら

の反省から、とにかく守れる命は一つでも守

り、経済社会への被害が致命的になることは断

じて回避し、被災時には迅速なる回復が確保で

きる国をつくる。つまり、大規模災害等に備え

た国全体にわたっての強靱な国づくりとして、

国土強靱化政策の推進を決めたわけでありま

す。

ところで、この政策では、国の示す基本方針

に基づいて地域計画をつくるようにということ

を国は地方に求めておりましたが、本計画策定

に際しての基本的考え方はどういうものであっ

たのか、計画の概要とあわせ、危機管理統括監

にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 本県の国土

強靱化地域計画は、いかなる災害等が発生しよ
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うとも、人命の保護、県及び社会の重要な機能

の維持、県民の財産及び公共施設等の被害の最

小化、迅速な復旧・復興が図られることを基本

目標としまして、「強さ」と「しなやかさ」を

持った安全・安心な県土・地域・経済社会の構

築に向けた地域強靱化を推進することを基本的

な考え方としております。

また、計画は、南海トラフ地震等の大規模自

然災害に対する脆弱性を評価し、その結果を踏

まえまして、起きてはならない最悪の事態を回

避するために必要な施策を、産業、交通・物

流、国土保全など、13の分野ごとにまとめたも

のとなっており、また、この地域計画に基づい

て実施されます取り組みについては、国が交付

金や補助金を一定程度配慮し、地方自治体の取

り組みを支援することとされております。

○坂口博美議員 その財源、国が一定程度配慮

するとしているハード事業に要する経費につい

てでありますが、これにつきましても、通常の

公共事業同様に、一般会計の中での予算づけと

なるわけであります。そういった中での予算獲

得のあり方でありますが、これまでに進められ

てきた社会資本整備に対する投資効果などの事

業評価、そして、国土強靱化のための施設とし

て整備することとなる社会資本に対しての予算

配分の考え方、これの間にはおのずと異なるも

のがあろうかと存じます。そうなりますと、社

会資本整備のための一般会計予算の枠の中で、

それぞれ異なった角度からの評価結果をもって

国への予算要求をすることになるわけでありま

すが、本県分のこれまでのような、生活の利便

性の向上等に資するため等の視点から整備する

社会資本、そして、国土強靱化のための施設と

して整備することとなる資本整備、それぞれの

予算の確保についてどう考えておられるのか、

知事に御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 道路や河川等の社会資

本整備の推進は、地方創生や生活の利便性向

上、さらには国土強靱化など、あらゆる施策の

基盤となるものであり、極めて重要であると認

識しております。このため、私自身が、あらゆ

る機会を捉えて、国に対しまして、地域経済の

発展につながります高速道路などの交通ネット

ワークの整備、また、防災・減災対策としての

河川などの整備につきまして、国の公共事業予

算の確保や、本県への重点配分などを要望して

きたところであります。さらに、切迫する南海

トラフ地震や激甚化する豪雨など、大規模自然

災害から県民の生命を最大限守るため、国土強

靱化を加速して進めることができるよう、全国

知事会等とも連携を図りながら、新たな予算枠

の創設についても繰り返し要望しているところ

であります。今後とも、県議会や市町村、経済

団体等と一緒になりまして、必要な公共事業予

算の確保に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 今、新たな予算枠の創設につ

いて国に求めていると言われましたけれども、

具体的にはどのようなことを求めておられるの

か、再度お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国土強靱化に資する社

会資本整備には、多額な予算が必要となってま

いります。既存の予算の枠内での配分となりま

すと、生活の利便性向上等の事業進捗にも大き

く影響することが懸念されるわけであります。

このため、国土強靱化に資する緊急性の高い対

策を加速して進めることができるよう、例え

ば、東日本大震災を教訓に、緊急性が高く、即

効性が高い防災・減災対策を全国的に実施する

ために創設され、平成27年度に廃止されたわけ
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でありますが、全国防災対策費のような、新た

な財政支援制度の創設を要望しているところで

あります。

○坂口博美議員 どういった費目であるにせ

よ、今の日本の財政状況のもとでは、一般会計

からの歳出というのは、どこかをふやせばどこ

かを減らさなければならないという限界が、ま

ずあると思います。私は、国土強靱化のための

財源は、この際、会計的に独立させた形、今お

答えがありましたように、全国防災対策費のよ

うに別会計というものを考えるべきではない

か、そして歳入についても、その目的税という

ものを創設して確保がなされるべきで、森林税

というのが今度始まりますけれども、それも国

土保全、国土強靱化の中の一つの項目だと思う

んです。ですから、それらをくるめた中から森

林税にかわるものを森林行政に出していくとい

うような、もっと壮大な国土強靱化、その財

源、これらのあり方について、国に検討させる

べき、そして実現を求めるべきではないかと

思っております。

それから、そういったことで国土強靱化、公

共事業を進めるには、その担い手である建設業

の存在というのは不可欠であるわけであります

が、その建設業においては、我が党の黒木議員

の代表質問にもありましたように、周辺の環境

は大変厳しく、県としても同じ認識を持ってお

り、建設業の経営基盤の強化を図っていくとい

う考え方を示されたわけであります。そして、

そのために、まず、安定的事業量を確保すべく

全力で努力するとのことでありましたが、安定

的な事業量とは具体的にはどのようなことなの

か。また、国に対し、本県への予算の重点配分

を求めていくとも答えられたわけであります

が、その際、何をもって本県への予算配分の重

点化を達成しようとされているのか、知事にお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 安定的な事業量の確保

とは、建設投資がピーク時から大きく減少する

中で、高速道路を初めとする交通ネットワーク

の整備や、防災・減災対策などの社会資本整備

を計画的に進めるために必要な予算を持続的に

確保することでありまして、このことが、円滑

な社会資本整備を担う建設産業の経営基盤の安

定につながるものと考えております。

予算の重点配分につきましては、これまで

も、私が先頭に立って要望してきたところであ

りまして、今年度は、国土交通省から県及び市

町村事業に対して、全国の伸び率を上回る当初

予算の配分がなされたところであります。さら

に、今回の補正予算におきましても、全国で12

番目に多い予算額の内示をいただいたところで

あります。今後とも、国に対しまして―現

在、本県におきましては、新たな企業の立地な

ど、社会資本整備のストック効果が目に見えて

あらわれてきております。こういう今だからこ

そ、社会資本整備がおくれた本県にも重点投資

すべきであると強くアピールしますとともに、

切迫する南海トラフ地震や激甚化する豪雨対策

など、国土強靱化に向けた取り組みの必要性を

強く訴えて、必要な予算の確保に努めてまいり

たいと考えております。

○坂口博美議員 重点配分への理屈づけ、これ

はどこも同じだと思うんです。ですから、いか

に足しげく、そして、県の置かれている状況あ

るいは考え方を理解していただけるか。それは

やはり頻繁に出向くことかなと思っております

ので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

そしてまた、同様に若手技術者の育成につい

ても、黒木議員の質問に述べられたわけであり
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ますが、若手技術者、新規就業者、そして中途

離職者等の近年の動きはどうなっているのか、

それについての御所見とあわせ、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 平成27年の

国勢調査によりますと、県内の建設業就業者の

うち、29歳以下の若年者は全体の１割程度と

なっており、平成12年以降、年々減少している

状況にあります。この中で、昨年３月に県内の

高校を卒業し、県内の建設業に就職した人数

は136人でありますが、近年、この数も減少傾向

にあります。また、宮崎労働局によりますと、

平成26年３月に県内の高校を卒業し、県内の建

設業に就職した者の３年以内の離職率は、５割

を超えており、その前年、前々年の就職者も同

様であります。このような中でも、先月、産業

開発青年隊の修了式が行われ、35名が県内の建

設業関係に就職いたしましたが、将来の担い手

として、その成長を期待しているところであり

ます。しかしながら、建設産業の担い手を確保

し、その定着を図ることは極めて厳しいものが

あると認識しており、今後とも、危機感を持っ

て取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 そしてまた、働き方改革の実

現のために、週休２日の確立を進めるとも言わ

れました。建設業においては、現場で直接工事

に携わる人、本社や支店において社業にかかわ

る人など、さまざまでありますが、どういった

人たちを対象として週休２日制を図られるの

か、お伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 建設業は、

他産業と比較して労働時間が長く、休日が少な

いことが課題となっており、労働者の健康確保

やワーク・ライフ・バランスの改善等、より働

きやすい職場環境づくりが必要となっておりま

す。このような中、昨年３月に国が策定した

「働き方改革実行計画」に基づき、国土交通省

においては、週休２日の推進などの各種の取り

組みが行われているところであります。このた

め、県においても、昨年度から、建設工事にお

ける週休２日の確保や、女性を含め、誰もが働

きやすい現場環境の整備に取り組んでいるとこ

ろであります。議員御質問の、県が試行してお

ります週休２日工事につきましては、国の取り

組みを踏まえ、建設現場で実際の施工に携わる

労働者を対象に実施するものでありますが、今

後は、建設業に従事する全ての方々に週休２日

を初めとする働き方改革が広がることを期待し

ているところであります。

○坂口博美議員 週休２日となると、当然、工

事に要する期間というのは長くなるわけであり

ます。そうなると、それに伴って、会社として

は負担がふえることになりますが、これを改善

しなければ、その実現には無理が伴うわけであ

ります。それに係る考え方を県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県では、現

在、週休２日工事の試行を行っているところで

ありますが、実施に伴う建設業者の負担を軽減

することが大変重要であると考えております。

このため、週休２日の実施による安全施設や現

場事務所等の経費の増加対策として、本年２月

から、国の取り組みを踏まえ、週休２日を達成

した場合には、共通仮設費と現場管理費の割り

増しを行うこととしたところです。さらに、週

休２日工事の試行の拡大を図るため、受注者が

希望すれば対象工事とする方式を、新たに追加

したところであります。なお、週休２日の実施

においては、工程調整の難しさや日給制の労働
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者等の処遇などの課題もあることから、引き続

き、建設業団体等とも連携を図りながら、週休

２日工事の促進にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○坂口博美議員 日給制労働者の処遇が課題と

して残るということでありました。共通仮設費

と現場管理費の割り増しだけでは、この方たち

の経費は直接工事費に計上されるわけでありま

すから、割り増しの影響はここには及ばないわ

けであります。それどころか、この人たちは現

場に出て初めて所得できるわけですから、例え

ば週休１日が週休２日になると、仮にそれまで

１カ月に25日働いていたとすると、今度は１カ

月に４日休みがふえて21日分の賃金しか収入で

きなくなる。仮に１日１万円なら、月25万円か

ら21万円への減収であります。ただでさえ人手

不足の建設業の中でも、特に不足が著しい現場

でありますから、これを引き金にさらに離職者

がふえてしまう。この方たちが自分の意に添わ

ず休まざるを得なくなる１カ月の中の４日は、

積算の中に労務費の割り増しなど計上する必要

があると考えますが、再度伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 週休２日を

初めとする働き方改革の推進につきましては、

国が開催するさまざまな会議において、議論が

行われているところであります。私自身も昨

年、九州ブロック部長会議に出席し、その際、

日給制労働者などの賃金確保について課題提起

したところであり、他県からも同様の意見が出

されるなど、重要な課題として認識されている

と考えております。このような中、国におい

て、週休２日工事における労務費の積算のあり

方について、さらなる検討が進められていると

伺っております。今後とも、国の動向を注視す

るとともに、建設業団体等の意見も伺いなが

ら、職場環境の改善に取り組んでまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 よろしくお願いします。

この際、もう一点伺います。例えば４週８休

を目指すも、結果として７休あるいは５休など

となってしまったような場合、さらには、外的

な要因によって、施工計画上４週８休に限界が

あったなどの場合、その対価となる割り増し補

正はどうなるのか、お伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 現在、県が

実施している週休２日工事については、国の取

り組みを参考に、４週８休の実現を目指し、試

行しているものであります。今回の現場管理費

等の割り増し補正の取り扱いについては、国に

準じて、実際に４週８休を達成したことを実施

工程表等で確認した場合に適用することとして

おります。なお、試行における休日について

は、例えば、当日が休日予定の日に、発注者が

災害等の緊急時に作業を要請した場合、休日と

して取り扱うほか、受注者・発注者間の協議に

より、受注者の責によらないと判断できる場合

についても、休日として取り扱うこととしてお

ります。県としましては、試行を始めたところ

であり、御質問にありますようなさまざまな課

題があると十分認識しており、引き続き、週休

２日工事の適切な運用に努めてまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いをしてお

きます。

次に、ＪＲ九州の問題について伺います。

旧国鉄が分割民営化された折に、ＪＲ九州に

は、輸送部門における将来の経営赤字分を補塡

し、路線を維持させるためとして、経営安定基

金3,877億円が渡されております。平成27年５月

の衆議院国土交通委員会において太田大臣は、
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この基金はＪＲ固有の資金である旨説明してい

ますが、知事はこの基金の帰属をどこだと考え

ておられるか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＪＲ九州など３社に設

置されました経営安定基金につきましては、昭

和61年の日本国有鉄道改革に関する特別委員会

において、当時の運輸大臣が、「新会社の発足

に当たって、三島会社に対して固有の資産とし

て一定の基金を設定する特別の措置」と述べて

おりまして、固有の資産であったと認識してお

ります。

○坂口博美議員 当時は、後に総理大臣になる

橋本運輸大臣だったわけでありますが、ＪＲ九

州は、債務については、これを承継せずに国鉄

に残したまま、基金だけを受け取って会社をス

タートさせたわけであります。ですから、当

時、この基金のことを手切れ金とやゆする人た

ちもありました。当時の国鉄により、これだけ

の大きな基金がどのように設置されたのか、知

事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 経営安定基金は、ＪＲ

九州など営業赤字が見込まれる３社が、国鉄か

ら引き継ぐ鉄道事業を経営するのに必要な資産

であることから、日本国有鉄道改革法第12条に

基づき、国鉄が必要な資金を債務として負担す

ることにより、設置されたものであります。具

体的には、国鉄から長期債務等を引き継いだ国

鉄清算事業団が、土地やＪＲ株式の売却収入を

財源として造成されたものであります。

○坂口博美議員 その基金が設置された折、国

鉄は巨額な債務を抱え、既に破綻状態にありま

した。そのような状況下で、今の答弁のよう

に、その国鉄が、全く別の法人であるＪＲ九州

の固有の資産となる基金に対し、債務の責を負

う。すなわち、その原資は国鉄が支払うなどと

いうことがなぜ可能であったのか、全く理解に

苦しみます。ある意味、これは詐害行為にも当

たるのではないかとすら思いますが、このよう

なことがなぜ認められたのか、知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） ＪＲ九州、ＪＲ北海道

及びＪＲ四国が国鉄から引き継ぐ鉄道事業等に

つきましては、国鉄から長期債務を承継せず金

利負担を負わないこととしても、なお損失が生

じることが予想されたところであります。この

ため、これらの３社に基金を置き、その運用収

益を事業の運営に必要な費用に充てることがで

きるように措置することにより、健全な事業運

営を確保し、公共交通ネットワークの維持を図

るために認められた特別の措置であると考えて

おります。

○坂口博美議員 このときの３社分の基金を合

わせると、１兆3,000億円にもなるわけでありま

すが、解体が目前に決まっている破綻状態にあ

る法人に、重ねて債務を負わすべく国鉄法の一

部改正をやり、これを実行したわけでありま

す。ところで、その後に公布されるＪＲ会社法

では、この基金について幾つかの制約を課して

おりますが、その一つに、今、答弁のありまし

た公共交通ネットワークの維持があります。果

たしてその認識をＪＲ九州は持っているのか、

疑問に感ずるのでありますが、知事はどう思っ

ておられるか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＪＲ九州の完全民営化

に当たりましては、経営安定基金の公的な機能

・目的を実質的に確保する観点から、将来の鉄

道ネットワークの維持・向上に必要な鉄道資産

への投資などに充当することとされたところで

あります。完全民営化に向けた法改正の国会審

議の場におきまして、国土交通大臣は、「国鉄
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改革において、ＪＲ九州は、経営安定基金に

よって不採算路線を含めた鉄道ネットワークを

維持していくよう制度設計がなされている。そ

れは民営化後も変わらない」と述べておりま

す。また、同じ場でＪＲ九州の青柳社長は、

「九州のネットワークの維持は、鉄道事業を中

核とする当社にとって重要な役割である。今後

とも、ネットワークの維持、活性化に努める」

と答弁されておりますので、ＪＲ九州もそのよ

うに認識されているものと考えております。

○坂口博美議員 確かに青柳社長は、そのよう

な発言を国会の場において幾度も繰り返してお

るわけであります。加えて、その際に、「通勤

・通学については、利便性の向上に努める」と

まで明言しておるわけであります。大変立派な

心がけと敬意を表するわけであります。しか

し、その後がよろしくありません。今度はいき

なり、減便やワンマン運転の拡大を行うとの考

えを一方的に示したわけであります。これに対

する知事の考え方についてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の減便等の発表や

特急ワンマン運転の拡大につきましては、県議

会を初め、沿線自治体や九州各県とも連携し、

直ちにＪＲ九州に強く見直しを要請しますとと

もに、県独自でも減便等の影響を調査しまし

て、県民の生活の実態、また県民の声というも

のを伝えてまいりました。その結果、吉都線の

最終便への対応はなされた。これは九州で唯

一、このような対応がなされたところでありま

すが、減便など全体の見直しは実施されなかっ

たところであります。県としましては、今後の

ダイヤ改正も見据えながら、引き続き、ＪＲ九

州に地元の声を届けるとともに、特急のワンマ

ン運転についても問題が生じないかを注視し、

検証についても求めていきたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 九州で宮崎だけが１便もとに

戻せたというのは、これは評価したいと思いま

す。今回のＪＲ九州の行為というのは、乗客数

の減等による輸送部門の経営に係る判断からの

ものであると伺っております。果たして、今回

の減便や特急のワンマン化などでいかほどの経

営への貢献があるのでありましょうか。ＪＲ九

州では、鉄道事業部分でどの程度の赤字を生

じ、今回行おうとしている減便等により、その

改善にいかほどの貢献をなすとしているのか。

会社側の説明について、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） ＪＲ九州からは、2017

年３月期の鉄道事業の収支は、実質的に87億円

の赤字と伺っております。また、今回の減便な

どによります路線別の経営改善効果についてＪ

Ｒ九州に改めて確認したところ、「調べていな

い」との回答でありました。

○坂口博美議員 減便あるいはワンマン化で節

減できる金額では、今言われた87億円もの赤字

には、いささかの効果もないことは明白であり

ます。恐らく会社側は、さらなる減便はもちろ

ん、今後、地方路線の廃止まで考えているので

はないかとも思いますが、これについては、会

社には公共交通機関としての重い使命があるの

だということをしっかりと自覚、認識すべく、

今回の問題を白紙へ戻すこととあわせ、強く訴

えていくべきと思いますが、知事の考えをお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私は、ＪＲ九州は、完

全民営化後も、公共交通機関として路線の維持

に重大な使命を負っているものと考えておりま

す。今回、一方的な減便などの通告を受け、九

州各県、沿線自治体とも改めて強い危機感を共
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有したところであります。このため、九州各県

などとも今後一層力を合わせて、ＪＲ九州に私

が直接、地域の実情を訴え、地域住民の立場に

立って路線の維持や利便性の確保を図っていた

だく。そのような努力を重ねてまいりたいと考

えておりますし、地域の公共交通機関としての

責務を今後とも果たしていくよう、強く求めて

まいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひ、主張すべきはしっかり

主張していく必要があると思います。

今回の問題には、民営化に際し、まるでウル

トラＣとも言えそうな手法で造成された基金、

これによって地方路線を維持させるという、極

めて政治的な判断があったと考えるべきで、実

質上の破綻法人の債務による基金設置がありま

した。そうであれば、これを認めた国にも、Ｊ

Ｒ九州と同様に、その責任を果たさせることを

求める必要があると考えます。あの基金を含

め、清算事業団が負うこととした長期債務37

兆1,000億円、この中の24兆2,000億円分は、そ

の後、平成10年には国へと承継されているので

あります。つまり、国民の負担へと迂回してき

たのであります。なぜこのようなことが認めら

れるのか。それは、鉄道事業の極めて高い公益

性によるのだと思います。

知事は、当初この問題が浮上した折、マスコ

ミ取材に対して、まだ正式発表ではないのでコ

メントはない旨の発言をされております。本当

なら、そのとき知事は、そのような事態に至れ

ば、いかに宮崎へのダメージが大きいかを感じ

て、顔色を変え、この勝負は正式発表前につけ

なくては、決定してからでは遅い、今、唯一の

機会くらいの危機感と憤りとを持つようでなけ

れば、11月議会での発言、「宮崎県出身のどな

たよりも宮崎を思う気持ちは強い」の言葉も、

ただ私には空しく聞こえるわけであります。そ

してまた、青柳社長にも、公益性の何たるかを

よく理解させ、そして、ＪＲ九州を支える株主

に対しても、極めて重大な公益性を有する企業

の株主であることへの理解を得る努力を、社長

の責任においてしっかりと果たしていただくべ

く申し入れるべきであると思います。

私どもが決して忘れることのできない口蹄疫

での悲しい思い。あのときには、いかなる法律

をもってしても殺すことはできなかったはずの

おびただしい数の健康な家畜までをも犠牲とし

ました。法律ではできなかったわけです、殺す

ことは。あのときに、法律を超えての殺処分と

いう行為が許されたのは、それに優先すべく公

共の利益があったからであります。日本の家畜

が全滅することを防ぐという極めて大きな公益

性、日本から畜産という産業が消えていく、こ

れを防ぐという極めて大きな公益性があったか

らであります。あのときの畜産農家の気持ち、

県民の気持ち、国に、青柳氏に、そして株主に

は、ここに学んでいただく必要があると思いま

す。

壇上から申し上げましたように、「宮崎を思

う心は、宮崎県出身の人以上のものを持ってい

る」旨の発言を知事はなされております。しか

しながら、再度申し上げますが、今回のＪＲ問

題に係る知事のコメントなどを聞くとき、果た

してそうかな、あなた以上の宮崎思いは県民の

中に少なくはないやも知れぬとも思いました。

耳痛く、また、心外な思いもあるやもしれませ

んが、「西郷どん」が始まったこの時期に、宮

崎の大業を命にかえてでもなし得るリーダーで

あってほしいと願い、そしてまた、次期も間近

に迫っておるということをあわせ考えながら、

あえてこのことを知事にくどくどと申し上げま
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した。ぜひとも県民の代表として命をかけてい

ただきたい、筋を通していただきたいというこ

とを申し上げまして、質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第54号及び第84号採決

○ 原正三議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第84号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。

まず、教育委員会委員及び公害審査会委員の

任命の同意についての議案第54号及び第84号に

ついて、お諮りいたします。

両案については、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〕

○ 原正三議長 御異議ありませんので、その

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54号及び第84号について一括お諮りい

たします。

両案については、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〕

○ 原正三議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両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53号まで及び第55号

から第83号まで並びに請願委員会付託

○ 原正三議長 次に、議案第１号から第53号

まで及び第55号から第83号までの各号議案並び

に新規請願は、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７日及び８日は、常任委員会のため、本

会議を休会いたします。

次の本会議は、９日午前10時から、平成29年

度補正予算関係議案についての常任委員長の審

査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会
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