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平 成 3 0 年 ６ 月 1 5 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37名）

（ ）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

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 後 藤 哲 朗 同

（ ）８番 二 見 康 之 同

（ ）９番 日 高 博 之 同

（ ）10番 野 﨑 幸 士 同

（ ）11番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）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 横 田 照 夫 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 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 右 松 隆 央 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 濵 砂 守 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 外 山 衛 同

地方自治法第121条による出席者

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 畑 山 栄 介

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

環 境 森 林 部 長 甲 斐 正 文

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 中 田 哲 朗

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 吉 村 達 也

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

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 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

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 川 野 有里子

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、後

藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の後藤哲朗でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

先月末、商工建設常任委員会の県南調査で道

の駅えびのを、硫黄山噴火の観光への影響につ

いての調査で訪問してまいりました。道の駅関

係者の、風評被害に何するものぞという、はつ

らつとした働きぶりが印象に残りました。以前

訪れたときは、ちょうどＪＡの職員さんたち

が、特Ａを獲得したえびの米のキャンペーンを

されておりましたので、感慨深いものもありま

した。一日も早い復興を御祈念申し上げます。

さて、県内では、スポーツキャンプ等に関し

てビッグニュースが続いています。ラグビー日

本代表の強化試合に向けた直前合宿を、先月

の28日から今月の１日まで、宮崎市で行いまし

た。また、平昌五輪で活躍したスピードスケー

トのナショナルチームも、強化合宿のため先月

の27日に本県入りしました。同五輪で金、銀、

銅メダルを獲得した高木美帆選手ら22人が、Ｋ

ＩＲＩＳＨＩＭＡヤマザクラ県総合運動公園

で、今月の7日まで練習に励みました。さらに

は、ラグビーイングランド代表の公認チームキ

ャンプ地の内定であります。

ところで、スポーツ庁の第２期（2017年４月

から2022年３月）までのスポーツ基本計画

は、2020年東京大会の先を含む５年間の国のス

ポーツの重要な指針であります。この計画の骨

子である４つの指針は、国民がスポーツで「人

生」が変わる、「社会」を変える、「世界」と

つながる、「未来」を創るであります。これ

は、関係者が一体となってスポーツ立国実現を

目指し、スポーツをする、見る、支えるといっ

た参画人口の拡大を目指すものであります。そ

こで知事に、スポーツランドみやざきに取り組

む思いについてお伺いいたします。

引き続き、知事にお尋ねいたします。政府

は、今月の５日、経済財政諮問会議を開き、経

済財政運営の「骨太方針」案を示しまし

た。2019年10月の消費税増税や2020年の東京五

輪・パラリンピック後に景気を失速させないよ

う財政出動の余地を確保。消費税増税時の家計

負担軽減に予算、税制両面で万全の策を講じる

としています。また、経済成長を実現するには

人手不足の克服が課題とし、人工知能（ＡＩ）

などの活用で生産性を高めるとしています。

ところで、日本経済団体連合会、通称経団連

の新会長に中西宏明日立製作所会長が就任さ

れ、新体制の経団連が直面する主な課題と取り

組みが発表されました。それは、人工知能（Ａ

Ｉ）やロボット技術の普及等の成長戦略の具体

化、消費増税、社会保障給付の効率化を政府に

要望、生産性の向上、働き方改革の推進等の人

口減社会への対応、民間経済外交を通じて発信

力を強化等の自由貿易の推進などです。そこ

で、企業の生産性の向上について、知事の認識

をお伺いいたします。

引き続き、知事にお尋ねいたします。私が考

えます現場主義とは、百聞は一見にしかず、何

事も何度も聞くより、一度でもみずからの目で

確かめることが大切だということ。百見は一考

にしかず、100回見ても、考えなければならな

平成30年６月15日(金)
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い。百考は一行にしかず、100回考えても、行動

を起こさなければならない。百行は一果にしか

ず、行動したら成果を残さなければならない。

要するに、成果・結果が大事だと思います。そ

こで、アクションプラン、知事の２期目の任期

が終盤に差しかかるに当たりまして、現場主義

の徹底、対話と協働の推進についての知事の認

識やこれまでの取り組みについて、お伺いいた

します。

引き続き、アクションプランの最終年度に当

たり、知事にお尋ねいたします。「宮崎県国土

強靭化地域計画」の着実な推進には、このたび

の「みやざきの提案・要望」にありますよう

に、防災・減災対策に必要な予算の総額確保を

図ることや、全国防災事業にかわる事業の創設

など、新たな財政措置の仕組みづくりを図らな

いといけないと考えます。しかしながら、地域

の安全・安心を実現するための、ハード・ソフ

トを総動員した「宮崎県国土強靭化地域計画」

の推進は、今も着実に取り組まなければなりま

せん。そこで、安全で安心な県土づくりに資す

る、社会資本整備についてのこれまでの取り組

みと成果について、御所見をお伺いいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わりまして、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〕 おはようござ

います。お答えします。

まず、スポーツランドみやざきに取り組む思

いであります。本県では、スポーツ合宿の受け

入れやスポーツ大会等の実施など、官民一体で

スポーツランドみやざきを推進しております。

この春のキャンプでは、延べ参加人数が過去最

高、経済波及効果も約130億円を記録したほか、

プロ野球等の様子が全国に発信されるなど、観

光誘客にも大きな成果を上げてきております。

こうしたスポーツランドみやざきの取り組み

は、観光振興はもとより、本県のイメージアッ

プ、地域の活力づくりの観点からも、大いに効

果を上げているところでありまして、その効果

を県下全域に広げられるよう、全県化・通年化

・多種目化を推進しているところであります。

またあわせて、本県におけるスポーツの競技

力の向上、これも大変重要な課題であります。

昨日、宮崎産業経営大学、残念ながらベスト４

には進出できませんでしたが、すばらしい活躍

を見せていただきましたし、44年ぶりの入幕が

期待される琴恵光の活躍、さらにはゴルフでは

大山志保選手、永峰選手優勝など、本県スポー

ツ選手の躍動も見られるところであります。い

よいよラグビーワールドカップ、東京オリン

ピック・パラリンピックなど、ゴールデン・ス

ポーツイヤーズと言われる大きなスポーツ大

会、本県にとりましてさらなる飛躍のチャンス

が近づいてまいりました。

私も先頭に立ちまして、スポーツキャンプの

聖地みやざきのブランド力の向上と情報発信、

そしてさまざまな効果の発現に取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、企業の生産性向上についてでありま

す。近年、人口減少や少子高齢化が急激に進む

中で、地域の活力を維持し、県内産業の活性化

を図っていくためには、若年者の県内定着率の

向上や女性・高齢者の就労支援など、産業人材

の確保を図るとともに、これまで以上に企業の

生産性を向上させていくことが何よりも重要で

あると認識をしております。

このため、県内の産学金労官が一体となり、

フードビジネスや医療機器など本県の強みを生
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かした付加価値の高い成長産業の振興や、地域

経済を牽引する中核企業の育成などに取り組ん

でいるところであります。

国におきましても、2020年までを「生産性革

命・集中投資期間」と位置づけ、減税措置や補

助金の新設・拡充など、さまざまな生産性向上

の取り組みを進めております。

県といたしましては、こうした国の取り組み

等も活用しながら、生産性の高い設備の導入や

ＡＩ・ＩｏＴ等の社会実装など、企業の生産性

の向上のための取り組みを一層推進してまいり

たいと考えております。

次に、現場主義の徹底、対話と協働の推進に

ついてであります。私は、県政の主役は県民で

あると考えておりまして、県総合計画アクショ

ンプランの推進に当たりましても、基本姿勢の

一つとして、「現場主義の徹底」や「対話と協

働の推進」を掲げております。

これまでも、地域のさまざまな御意見やニー

ズを把握し、可能な限り施策に反映させたいと

いう思いから、県内各地域に出向きまして、住

民の皆さんとの対話を行う「知事とのふれあい

フォーラム」を初め、市町村職員との意見交

換、「くるまｔｈｅ談義」という名前で行って

おりますが、そういった意見交換にも努めてき

たところであります。

また、プライベートでも可能な限り地域に足

を運ぼうという思いで、今月３日も、おととい

も議論がございましたが、えびのに妻と二人で

参りまして、クルソン峡、狗留孫大橋、めがね

橋、陣の池などを回りまして、改めて魅力ある

資源があるということを確認したところであり

ます。また、議員からも御指摘がありました道

の駅も、私も参りましたが、多くのお客様でに

ぎわっている状況を感じたところであります。

現在、地域課題が多様化・複雑化する人口減

少社会、また宮崎がさまざまな地域資源が限ら

れているということで、行政のみならず、多様

な主体が協働することは大変重要であると考え

ておりまして、ＮＰＯ、企業、団体との協働、

オールみやざきの体制づくりにこれまでも努め

てきたところであります。

今後とも、さまざまな声に真摯に耳を傾け、

地域の実情を肌で感じながら、県民本位の県政

運営を、県民の皆様とともに進めてまいりたい

と考えております。

最後に、安全で安心な県土づくりについてで

あります。県土の強靭化に向けましては、南海

トラフ巨大地震や風水害、土砂災害の対策な

ど、効率的・効果的な社会資本整備を進めてい

るところであります。

このような中、東九州自動車道を初めとする

広域交通ネットワークの整備により、熊本地震

被災時には、九州縦貫自動車道の代替路として

の機能を発揮したところであります。また、

五ヶ瀬川や耳川などにおいては、延岡市川水流

地区の堤防や、諸塚村中心部のかさ上げを初め

とする整備を進めた結果、治水の安全性が大幅

に向上するなど、河川整備の効果も見られてい

るところであります。このほか、細島港などの

重要港湾の耐震岸壁の整備が進み、防災拠点と

しての機能が確保されるなど、県内全域で取り

組みの成果が徐々にあらわれてきているところ

であります。

しかしながら、本県の社会資本整備はまだま

だ不十分なことから、今後とも、国に対して整

備の必要性を強く訴え、必要な予算の確保な

ど、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 それぞれにありがとうござい
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ました。安全で安心な県土づくり、質問でも述

べましたように、予算の確保、引き続き、国に

強く要望していただきたい、そのように思いま

す。

現場主義の徹底と対話と協働の推進でござい

ますが、これも答弁にありましたように、地域

の実情というのを肌で感じていただきまして、

県民本位の県政運営をよろしくお願いいたしま

す。

それでは続きまして、スポーツの振興につい

てお尋ねいたします。

健康意識を高め、健康政策に財源を投入する

には、エビデンスが不可欠であると私は考えま

す。そのような中、「第２期スポーツ基本計

画」、スポーツで「社会」を変えるという項目

ですが、これは社会が抱えている課題の解決

に、スポーツはもっともっと貢献できるし、貢

献していこうという考えです。この項目の中で

紹介されている一つのことが、次の内容です。

「新潟県見附市である実験を行いました。市

民にスポーツを推奨する活動を、運動プログラ

ムなどもつくって３年間継続したのです。健康

管理システムもフル活用しました。その後、ス

ポーツ実施者と非実施者の医療費を比較したと

ころ、スポーツを実施している人は、年間で

約10万円も医療費を抑えられる結果となりまし

た。」

この見附市では、健康であることは、個人、

家族、地域、さらには行政にとってもプラスに

なるということで、健康政策が認知されるよう

になったそうです。

ところで、健康みやざき行動計画21、本年度

中間見直し、分野別目標の身体活動・運動の課

題で、運動習慣をあらわす項目である週１回以

上運動習慣のある人の割合が、20歳から64歳ま

での男女で減少しています。そこで、身体活動

の増加と運動習慣の定着を図るために、県では

どのような取り組みを行っておられるのか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県では、経

営者を対象とした健康経営セミナーの開催や、

従業員の健康づくりに取り組む企業の表彰を行

うとともに、企業や事業所の従業員を対象とし

た出前運動講座を実施することにより、働く世

代の運動習慣の定着を図っているところでござ

います。さらに、県のスマホ用歩数計測アプリ

「ＳＡＬＫＯ」の活用などにより、楽しみなが

ら運動を始めるきっかけづくりにも取り組んで

おります。今後とも、健康みやざき行動計画21

が掲げる目標の実現に向けて、県民の運動習慣

の定着に向けて積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○後藤哲朗議員 次に、スポーツランドみやざ

きについてお尋ねいたします。アクションプラ

ンでは、重点項目として、スポーツの聖地とし

てのスポーツランドみやざきの構築を掲げ、取

り組みとして、スポーツキャンプ・合宿等の受

け入れ体制の整備を挙げ、実施内容は、市町村

と連携した予約確認窓口の一元化や、既存施設

の整備・充実、地域のスポーツ文化や季節の特

性に応じた受け入れ体制の構築等により、スポ

ーツキャンプ・合宿の全県化・通年化・多種目

化を進めますとあります。そこで、スポーツキ

ャンプ・合宿の全県化・通年化・多種目化の取

り組み状況について、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

市町村やみやざき観光コンベンション協会等と

連携し、スポーツ合宿の全県化・通年化・多種

目化に向け、さまざまな取り組みを行っており
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ます。

具体的には、新たな競技の誘致につなげられ

るよう、市町村が行う練習環境等の整備に対し

助成を行っているほか、受け入れ実績の少ない

市町村にも対応できるよう、学生・社会人への

誘致セールス等も積極的に行っております。そ

の結果、県外からスポーツ合宿を受け入れた市

町村の数は、前年度より１つふえ、22市町村に

なったところであります。

さらに、今議会におきまして、国の補助事業

を活用したガイドブックの作成や市町村との合

同誘致セミナーなどの補正予算をお願いしてい

るところであります。今後とも、先月末の日本

代表スケートチームのような冬季スポーツや、

韓国・台湾等のインバウンドなど、新たな分野

も視野に入れながら、全県化・通年化・多種目

化に努めてまいります。

○後藤哲朗議員 引き続きお尋ねいたします。

スポーツの全県化では、都城市への県立陸上競

技場、延岡市への県立体育館整備で拍車がかか

るような気がいたします。

さて、県内では特色あるスポーツイベントが

開催されております。「九州玉入れ選手権大会i

nもろつか」「霧島登山マラソン」、自転車競技

の「ヒルクライム高千穂天岩戸大会」、「綾・

照葉樹林マラソン」「ゴールデンゲームズinの

べおか」等々であります。来月には、県民・市

民がトップアスリートと触れ合いながらビーチ

スポーツを体験するイベント「日向ビーチスポ

ーツフェス」が、初めて開催されます。オリン

ピックイヤーには、宮崎―延岡間、100キロウォ

ークも、開催に向けて準備がスタートいたして

おります。スポーツランドみやざき、スポーツ

の全県化が一歩一歩と進んでいくような気がし

て、大変ありがたく、そして心強く思っている

ところです。

そこで、スポーツランドみやざき、その効果

を広げていくために、地域の特性を生かしたス

ポーツイベントへの支援について、商工観光労

働部長に御所見をお伺いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 地域の特

性を生かしたスポーツイベントといたしまして

は、お話にもありましたが、「ゴールデンゲー

ムズinのべおか」や「ヒルクライム高千穂」、

また「霧島・えびの高原エクストリームトレイ

ル」「なんごうシーカヤックマラソン」を初

め、各海岸で開催されるサーフィン大会など、

県下全域で多種多様なスポーツイベントが行わ

れております。

こうしたイベントは、直接的な経済効果はも

とより、魅力の発信や地域の活力づくりに寄与

するものでありまして、県といたしましては、

観光情報サイトや、ＳＮＳ等を通じたＰＲを行

うとともに、参加者等の延べ宿泊者数に応じた

助成を行うなど、開催の後押しをしているとこ

ろであります。今後とも、このような地域の特

性を生かしたスポーツイベントに対して、引き

続き積極的に支援を行ってまいりたいと考えて

おります。

○後藤哲朗議員 引き続きお尋ねいたします。

今月の１日に、「東京2020に向けた応援プロ

ジェクトinスポーツランドみやざき」のスポー

ツフォーラム2018「スポーツが拓く地域の未

来」のセミナーが開催されました。基調講演の

テーマは、「地域とつくる東京2020」。パネル

ディスカッションでは、「東京2020とスポーツ

ランドみやざき」として開催され、パネリスト

として、知事も登壇されています。

ところで、「スポーツが拓く地域の未来」

は、「スポーツランドみやざき」を標榜してい
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る本県にとりまして、重要かつ大きな政策テー

マであります。そこで、2020年の東京オリン

ピックは、地方の活性化にもつながる一大スポ

ーツイベントでありますが、その効果の取り込

みに向けてどう取り組まれるのか、知事の考え

をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 昨日よりロシアでサッ

カーのワールドカップが開催され、テレビ視聴

率でありますとか経済効果が、オリンピックを

上回るのではないかというような言われ方をし

ておりますが、それでもオリンピックというも

のが、参加国また競技の数、そして来場者が東

京大会であれば1,000万人、また、経済効果が20

兆円と言われております世界最大のスポーツの

祭典であり、日本への注目というものが世界か

ら集まる絶好の機会であろうと考えておりま

す。そのような機会に、これを東京での大会に

とどめることなく、その効果を地方にも及ぼす

ということが、大変重要であると考えておると

ころであります。また、さまざまな地域の魅力

・資源を見詰め直すこと、そして、これまで十

分行き届いていなかった部分の課題解決の機会

にもしていく。そのような思いで取り組むこと

も必要であろうと考えております。

本県では今、官民が連携して取り組みます

「おもてなしプロジェクト」を進めておるとこ

ろであります。「スポーツランドみやざき」を

掲げる本県としまして、もちろん事前キャンプ

の受け入れでありますとか、外国人観光客の誘

客などを積極的に進めるとともに、本大会での

県産食材の供給に向けました「ＧＡＰ制度」の

推進や、選手村で使用される杉材の提供、さら

には、開会式のセレモニーで天岩戸開きを初め

とする神話、神楽などの採用も働きかけている

ところであります。

今回のオリンピックを、このようなさまざま

な本県の飛躍の好機と捉えまして、食や文化、

観光といった本県の魅力を積極的に国内外に発

信してまいりたいと考えておりますし、今後、

本県で予定されております国民文化祭、さらに

は２巡目国体などの成功にもつなげてまいりた

い、そのように考えております。

○後藤哲朗議員 スポーツランドみやざき関連

でしたが、スポーツをする、見る、支える、特

にスポーツランド推進室の皆さんにおかれまし

ては、たくさんのチームへの空港での送迎、歓

迎やレセプション、県産品の贈呈など、本当に

支えてもらっているなという感じがいたしま

す。本当にお疲れさまでございます。

次に、地域福祉の推進についてお尋ねいたし

ます。

国は、これまで高齢者・障がい者・子供と

いった対象者ごとに、専門的なサービスが提供

できるように、各種の制度を充実・発展させて

きました。

しかしながら、その一方で、家族・地域社会

の変容などにより、制度が対象としないような

生活課題や複合的な課題を抱える世帯への対応

など、これまでの制度では対応できない新たな

課題が生じております。また、少子高齢化の進

行や本格的な人口減少社会の到来により、福祉

の担い手の確保が喫緊の課題となっています。

こうした中、国は、地域のあらゆる住民が支

え合いながら、自分らしく活躍できる、「我が

事・丸ごと」の地域社会づくり、いわゆる地域

共生社会づくりを進めることとしています。そ

こで、県としての地域共生社会の実現に向けた

現在の取り組みについて、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 地域共生社
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会を実現するためには、住民の皆様が主体的に

地域の課題を把握し、支え合いながら、みずか

らの解決に取り組むための体制づくりが重要で

あると考えております。このため県では、「宮

崎県地域福祉支援計画」に掲げております、

「地域福祉を担う人づくり」と「地域福祉サー

ビスの基盤づくり」「みんなで支え合う地域づ

くり」の３つの基本目標に基づきまして、民生

委員・児童委員等の人材の育成や確保、身近な

相談支援体制の整備、地域で支え合い、見守っ

ていく体制づくりの充実等に取り組んでいると

ころでございます。

○後藤哲朗議員 引き続きお尋ねいたします。

地域共生社会におきましては、住民が主体的に

支え合うとともに、公的機関等と協働しなが

ら、課題の解決に取り組んでいくことが重要と

考えます。

こうした中、昨年、これまで長く地域福祉を

支えてきた民生委員制度が100周年を迎えまし

た。今後、民生委員の活動はますます重要に

なってくるものと思いますが、一方で課題もあ

るものと考えます。そこで、地域共生社会にお

ける民生委員の課題と今後の取り組みについ

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 民生委員に

つきましては、同じ地域で生活する一員として

住民や地域の課題を把握し、受けとめるととも

に、関係機関への「つなぎ役」として、重要な

役割を担っていただいております。しかしなが

ら、高齢化や人口減少などにより、なり手が不

足しているとともに、人間関係の希薄化などに

よる住民の民生委員への理解が不足しているこ

となど、大きな課題があると認識しておりま

す。

このため、県としましては、今後とも市町村

や民生委員児童委員協議会と連携して、若い世

代を初めとする県民の皆様の民生委員に対する

理解の促進や、民生委員の確保、活動しやすい

環境づくりに、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○後藤哲朗議員 引き続きお尋ねいたします。

民生委員さんは、地域において大変重要な役割

を担っておりますが、現在の複雑化する地域の

課題に対応していくためには、民生委員と一緒

に活動したり、さまざまな形でみずから課題解

決に取り組むような、地域福祉を担う方々をふ

やしていくことが大切だと考えます。そこで、

地域福祉の担い手確保のための県の取り組みと

その成果について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県では、地

域福祉の担い手として、地域福祉コーディネー

ターの養成を進めておりまして、これまでに県

内全域で645名の方が研修を修了され、それぞれ

の地域で、民生委員や関係機関と連携しながら

高齢者の見守りや居場所づくりなどに取り組ん

でいただいております。また、民間事業者と協

定を結び、「みやざき地域見守り応援隊」とし

て、現在、18の事業者に御協力をいただいてい

るところでございます。その活動によりまし

て、自宅で転倒して動けなくなった高齢者を発

見し、市町村等に通報したり、振り込め詐欺を

未然に防止したといった成果を上げていると

伺っております。

○後藤哲朗議員 今、御答弁がありました地域

福祉コーディネーターの養成につきましては、

県内全域で645名とのことでした。着実に増加し

ていることに感謝を申し上げます。32年度の目

標が760名ですので、引き続き御努力をよろしく

お願いいたします。
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地域福祉推進のテーマ、最後にお尋ねいたし

ます。少子高齢化や社会の変化に伴い、地域に

おいては、高齢者の介護や子供の貧困、ひきこ

もりといった福祉的な問題から、買い物やごみ

出しといった日常生活上の困り事まで、さまざ

まな課題が出てきております。このため、こう

した課題に包括的に対応し、住民の福祉の向上

を図っていく地域福祉の推進がますます重要に

なるものと思います。そこで、今後、地域福祉

の推進に向け、県としてどのように取り組んで

いかれるのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 誰もが住み

なれた地域の中で、自分らしく安心して暮らし

ていくためには、自治会や企業、社会福祉法人

などを含めた全ての住民が、地域福祉に参加し

やすい仕組みをつくっていくことが重要である

と考えております。このため、県としまして

は、市町村等とも連携しながら、これまでの取

り組みに加えまして、次代を担う人材を育成す

るための福祉教育の強化や、子供の貧困対策に

取り組む民間団体のサポート、社会福祉法人等

のネットワーク化による地域貢献の促進などに

取り組んでまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 やはり、地域経済の活性化と

いうのが県民所得の向上。地域福祉の推進とい

うのが県民福祉の向上。引き続き、地域福祉の

推進に御尽力のほど、よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、医療的ケアを要する重症心身障

がい児・者への支援対策について、お尋ねいた

します。

医療技術の進歩等により、吸引・経管栄養・

導尿の３行為に加え、酸素吸入や人工呼吸器の

管理等の医療行為が必要な児童生徒がふえてい

ると伺っています。

そのような中、特別支援学校におきまして

は、常時医療的ケアを必要とする児童生徒が安

全で安心な学校生活を送るとともに、保護者の

負担軽減を図るため、看護師を配置するなど

の、特別支援学校医療的ケア実施事業に取り組

んでいます。そこで、今年度、特別支援学校に

おいて医療的ケアを受けている児童生徒数や看

護師配置数など、現状について教育長にお伺い

いたします。

○教育長（四本 孝君） 医療的ケアの現状と

いたしましては、特別支援学校８校に、医療的

ケアを受けている児童生徒が50名在籍してお

り、安全・安心に学校生活を送ることができま

すように、看護師を25名配置しているところで

あります。また、看護師や教員のための研修会

や、関係機関との連携を深める医療的ケア連絡

協議会を年２回開催し、特別支援学校における

医療的ケアの充実に努めているところでござい

ます。

○後藤哲朗議員 引き続きお尋ねいたします。

特別支援教育課では、昨年度から、文科省の委

託事業「学校における医療的ケア実施体制充実

事業」に取り組んでいただいています。この事

業は、人工呼吸器の管理等を必要とする児童生

徒が、より一層、安全で安心な学生生活を送る

ため、学校、医療、福祉等が連携して医療的ケ

ア実施体制のあり方を研究し、高度な医療的ケ

アに対応できる実施体制の充実を図るもので

す。そこで、昨年度から実施している「学校に

おける医療的ケア実施体制充実事業」の取り組

み状況について、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 本事業におきまして

は、医療・福祉や学校の関係者、保護者を委員

とします医療的ケア運営協議会を年５回開催

し、専門的な意見を伺いながら、緊急時に対応
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するためのフローチャートや、人工呼吸器に特

化したガイドラインの作成など、より高度な医

療的ケアの体制の強化を図ってきたところでご

ざいます。また、今年度から、医療・福祉や学

校の関係者を委員とする医療的ケアガイドライ

ン作成委員会を開催し、医療的ケアの全般的な

ガイドラインについても、検討を進めていると

ころであります。今後とも、医療、福祉との連

携によりまして、学校における医療的ケア実施

体制の充実を図ってまいります。

○後藤哲朗議員 引き続きお尋ねいたします。

２問について、特別支援学校における医療的ケ

アの取り組みについて伺いました。学校と医

療、福祉との緊密な連携のもと、支援体制の構

築、充実を改めて教育長にお願いいたします。

さて、学校外でも、重症心身障がい児の放課

後等デイサービスや重症心身障がい者の生活介

護、医療的ケア児・者のショートステイ等、重

症心身障がい児・者への支援についてのニーズ

が高いものがございます。特に、医療的ケアを

要する重症心身障がい児・者への医療型短期入

所施設の設置であります。そこで、医療型短期

入所施設の充実のための、これまでの県の取り

組みと整備状況について、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県では、医

療型短期入所施設の充実のため、平成27年度か

ら、新規開設や受け入れを拡大する医療機関等

に対し、必要な施設や設備の整備費を補助する

とともに、看護師等の育成のための研修を実施

しているところでございます。これらの事業を

活用して、平成28年には、宮崎市に定員19人の

医療型短期入所施設「はながしま診療所」が開

設しているところでございます。このほか、既

存の施設についても、機能の充実を図ったとこ

ろでありまして、現在の整備状況は、宮崎市の

こども療育センター、日南市の愛泉会日南病

院、川南町の国立病院機構宮崎病院と合わせま

して、県内４施設、定員37人となっているとこ

ろでございます。

○後藤哲朗議員 引き続き、福祉保健部長にお

尋ねいたしますが、ここで、重症心身障がい児

・者に関するある調査結果について、御紹介い

たします。

この調査は、昨年の７月から８月にかけて、

延岡市の職員が、重症心身障がい児・者を在宅

にて介護されている御家族を対象に行ったもの

で、対象者113名のうち回答があったのは70名、

回答率は約60％であります。

この調査結果によりますと、重症心身障がい

児・者の約半数は、寝たきりもしくは動くこと

ができても座位保持までという状態であり、80

％以上の御家族が、「体位変換から移動、食事

等の日常生活に何らかの支援が必要」と回答さ

れています。さらに、重症心身障がい児・者の

うち36％は、「気管切開等により、痰の吸引や

体温調節などの医療的ケアが必要」との回答

で、日常的に、介護者である御家族に大きな負

担がかかっている状況がうかがえます。また、

ほとんどの方が定期通院されており、通院先は

多い方で16カ所にも上るほか、通院に係る時間

も、長い方で片道５時間の方がおられるなど、

通院においても御家族に大きな負担がかかって

いることがわかります。一方で、施設入所等に

つきましては、66％の方が、「申し込みをして

いない」「考えていない」と回答されるととも

に、「申し込みを考えている」という方も、今

すぐではなく、将来的に考えていらっしゃるよ

うで、多くの御家族が、我が子とともに住みな

れた地域で暮らしたいという御希望をお持ちだ
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ということがわかります。そして、このような

願いをかなえるためにも、必要な福祉サービス

として、御家族の負担を和らげる医療的ショー

トステイを求める声が多くございました。

また、この調査とは別ですが、五ヶ瀬町にお

住まいの重症心身障がい者の方は、ショートス

テイのため、御家族が約３時間もかけて川南町

の国立病院機構宮崎病院に送迎されているとの

話も伺っております。

先ほどの答弁にありましたように、二次医療

圏域及び障がい保健福祉圏域に該当する県北地

区には、医療的ケア児・者を受け入れている医

療型短期入所施設・病院がなく、川南町の国立

病院機構宮崎病院や、宮崎市清武町にある県立

こども療育センターまで通院しなければならな

いのが現状であります。そこで、県北における

医療型短期入所施設の開設に向けた県の取り組

みについて、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県としまし

ても、県北障がい保健福祉圏域に医療型短期入

所施設がないことは十分認識しておるところで

ございまして、延岡市や日向市とも協議しなが

ら、県北地域の医療機関等と、開設の可能性な

どについて継続的に意見交換を重ねてきている

ところでございます。その中では、高度な医療

的ケアに対応するためには、医師・看護師など

の確保、安全な受け入れのための施設改築や事

業収支の均衡などが課題として挙げられている

ところでございます。

今後、地元市町村、医師会及び関係団体とさ

らに連携を密にして、課題解決に向けた検討を

進めるとともに、まずは、開設に向けて取り組

んでいただける医療機関等について、掘り起こ

しや働きかけに努めてまいりたいと考えており

ます。

○後藤哲朗議員 知事におかれましては、現場

主義の徹底、対話と協働の推進を掲げられてお

ります。教育長、福祉保健部と連携を図ってい

ただき、県北における医療型短期入所施設の開

設を検討課題として取り組んでいただくよう要

望いたします。

また、病院局長には、県病院の空きベッドを

活用されているケースも全国に数件ありますの

で、研究課題として取り組んでいただくとあり

がたく思います。

続きまして、林業の振興についてお尋ねいた

します。

昨年来、県内では誤伐・盗伐の事案が発生

し、国会でも取り上げられました。先般、素材

生産を行う企業と意見交換する機会があり、

「県内の素材生産に携わる多くの企業はまじめ

な企業で、ごく一部の悪質な素材生産業者や仲

介業者の行為によって、業界全体が悪い印象で

見られ迷惑をしている」との声が聞かれまし

た。

そのような中、先ごろ、今後の林業行政の大

きな転換点となる森林経営管理法案が成立しま

したが、参議院農林水産委員会の同法案審議

で、３人の林業専門家が参考人として招致され

ました。そのうちの一人は、本県「ＮＰＯ法人

ひむか維森の会」代表の松岡氏でありました。

ネットで同会の取り組みを見ますと、会みずか

ら環境保全に配慮した森林伐採などの作業マ

ニュアルを作成し、そうした行動規範に基づい

た事業者を「責任ある伐採事業者」として、ひ

むか維森の会が認証するシステムにも取り組ん

でいます。このような取り組みから、県内の森

林組合や伐採事業者の多くはまじめな事業者と

考えます。そこで、環境保全や再造林に配慮し

た責任ある素材生産に取り組む林業事業体の育
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成について、県の考えを環境森林部長にお伺い

いたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 林業事業体が

資源循環型林業の確立に向け積極的な役割を果

たしていくことは、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、林業事

業体に対し、境界の確認、環境に配慮した適切

な伐採・搬出や再造林の推進について、あらゆ

る機会を捉え周知に努めているところでありま

す。

また、林業事業体の有志によって構成される

「ＮＰＯ法人ひむか維森の会」では、伐採搬出

作業時の環境配慮や再造林支援について、「伐

採搬出ガイドライン」を定め、その実践に取り

組む事業者を、学識経験者とともに認証してお

り、その取り組みは、ことしの森林・林業白書

でも紹介されたところであります。

県においては、「伐採搬出ガイドライン」が

林業事業体全般に広がるよう、今年度から研修

会の開催などについて支援することとしており

ます。今後とも、環境保全や再造林に配慮した

責任ある林業事業体の育成に努めてまいりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いいたします。

続きまして、産業の振興についてお尋ねいた

します。

ＩＣＴにおいては今、これまで主流だった業

務の効率化やコスト削減などのための投資か

ら、「デジタルトランスフォーメーション」に

代表される、新しい技術を活用して新ビジネス

を創出する「攻めのＩＣＴ投資」へと変わりつ

つあります。

また、国内で推し進められている働き方改革

においても、ＩＣＴは重要な役割を果たしてお

り、時間や場所を選ばない柔軟で多様な働き方

を可能とするとともに、ＩＣＴでできる仕事は

任せ、人はより生産性の高い仕事へシフトする

こともできるようになりました。そこで、ＩＣ

Ｔ産業の振興について、県としてどのように取

り組まれているのか、商工観光労働部長にお伺

いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

「みやざき産業振興戦略」において、ＩＣＴ産

業を重点分野の一つに掲げ、戦略的な企業誘致

に加えまして、急速に進展するＩＣＴ技術に対

応するための研修会や、県外企業との商談会な

どに取り組んでいるところであります。また、

ＩＣＴ産業や製造業の技術者、大学の研究者な

どが参加する「新産業創出研究会ＩＣＴ利活用

促進分科会」において、ネットワークの形成や

先端技術等の情報共有を図ることによりまし

て、企業の新たな事業展開に向けた取り組みを

支援しております。

○後藤哲朗議員 引き続きお尋ねいたします

が、今、答弁にありました新産業創出研究会Ｉ

ＣＴ利活用促進分科会で実施している、新たな

事業展開に向けた取り組みとは、具体的にどの

ような取り組みなのか、商工観光労働部長にお

伺いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 分科会で

は、新たな事業展開につながるものとして、農

業や介護福祉などさまざまな産業分野へのＩＣ

Ｔ技術の導入・活用を促すセミナーの開催や、

ＩＣＴ化を進めたい企業とのマッチング支援な

どを行っております。また、分科会の会員であ

ります電気通信事業者を中心に、企業や大学な

どが連携して、現在でありますと、低コスト省

電力の新たな通信ネットワークを活用した、

「棚田での稲作環境のデータ収集」「高齢者の
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見守りサービス」「バスの運行状況サービス」

「チョウザメ養殖場の管理サービス」といっ

た、４つのＩｏＴ関連の実証実験を進めている

ところであります。県といたしましては、今後

とも、ビジネス機会の創出や拡大を図り、ＩＣ

Ｔ産業の一層の振興につなげてまいりたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 よろしくお願いします。

続きまして、水産業の振興についてお尋ねい

たします。

本県は、養殖生産量が全国で、ブリ４位、カ

ンパチ５位となるなど、養殖業が盛んでありま

す。人口減少や魚離れなどにより、国内での魚

の消費量が減少する一方、世界銀行が、2030年

に世界で生産される魚介類の３分の２近くが養

殖となる見通しを示すなど、海外での養殖魚の

需要が高まっています。そこで、県内で養殖に

より生産されるブリ等の水産物について、生産

量をふやし、海外に販路を拡大させることが、

養殖業の振興、さらには漁村地域の活性化につ

ながるものと考えますが、県としてはどのよう

に取り組んでいかれるのか、農政水産部長にお

伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） ブリなどの海

面養殖業につきましては、消波堤の整備による

養殖場造成や経営支援等によりまして、その振

興を図ってきたところであり、生産額は約80億

円と、本県水産業の約４分の１を占める重要な

基幹産業となっております。

このような中、議員からお話がありましたよ

うに、近年、世界的な養殖生産量の増加によ

り、餌の原料となる魚粉価格が高騰し、経営に

悪影響を及ぼしていることから、生産性の向上

が課題となっております。このため現在、「宮

崎県海面養殖振興方針」の策定を進めていると

ころであり、この中で、養殖業の成長産業化を

図るため、沖合養殖への展開や、ＩＣＴを活用

した養殖技術の開発等を進め、輸出拡大や低コ

スト養殖の実現に取り組んでいくことといたし

ております。

○後藤哲朗議員 続きまして、世界農業遺産に

ついてお尋ねいたします。

今月は、県内のほとんどの河川で、今季のア

ユ漁が解禁されます。全国屈指のポイントとし

て知られる西米良村村所の一ツ瀬川や、五ヶ瀬

川上流の日之影町などでは、県内外からの釣り

客が訪れます。

ところで、先日、岐阜県の世界農業遺産「清

流長良川の鮎」について、現地に行き調査をし

てまいりました。岐阜県では、「清流の国ぎ

ふ」を打ち出しており、今回、アユにスポット

を当て、恵みの逸品制度という産地ブランド化

事業等を進めるとともに、市や団体などと連携

して、観光活用などでも積極的に発展につなげ

ていきたいと思っているとのことでした。

そこで、「高千穂郷・椎葉山地域」の世界農

業遺産認定の効果を上げるためには、一般の方

への周知が重要と考えますが、これまで認知度

向上をどのように図ってこられたのか、農政水

産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 世界農業遺産

の認知度向上を図っていくことは、交流人口の

拡大や地域住民の自信と誇りにつながる、大変

重要な取り組みであると考えております。この

ため、県や地元自治体・関係団体から成る「高

千穂郷・椎葉山地域活性化協議会」を中心に、

案内板やＰＲ動画、ホームページ等による積極

的な情報発信、世界農業遺産の意義や魅力を

知っていただくためのフォーラムの開催、さら

に、ほかの国内認定地域との共同ＰＲイベント
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の実施や、東京ビッグサイトで行われたツーリ

ズムエキスポへの出展など、県内外でさまざま

なＰＲ活動を実施し、認知度向上に努めている

ところでございます。

○後藤哲朗議員 引き続き、世界農業遺産につ

いてお尋ねいたします。世界農業遺産登録をい

かに地域活性化につなげるか、これまでの取り

組み状況と今後の取り組みについて、農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 世界農業遺産

の認定を地域活性化につなげるために、人材の

育成や、文化の継承、さらには産業の振興にも

積極的に取り組んでいるところであります。具

体的には、高千穂高校生を対象とした教育プロ

グラムの実施や、神楽等伝統文化の継承に対す

る支援、特産品である米、茶、乾シイタケの統

一パッケージによる試験販売、農作業体験など

地域の特徴を生かした観光ツアーの造成などの

取り組みを行っております。今年度は、これら

に加え、教育プログラムの拡充や、農林産物の

付加価値向上を目的とした認証制度の創設、世

界農業遺産ツアーガイドの育成などに取り組ん

でいくことといたしております。

○後藤哲朗議員 世界農業遺産、最後のお尋ね

です。さまざまな取り組みを行う上で、国内外

の認定地域とのさらなる連携が重要と考えます

が、今後どのように進めていかれるのか、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） ほかの認定地

域と連携した取り組みといたしましては、ま

ず、国内の認定地域が共同で、それぞれの地域

の伝統文化や特産品等をＰＲするイベントを、

毎年、大都市圏を中心に実施いたしておりま

す。

また、九州の認定３地域が連携して取り組ん

でおります「中学生サミット」が、本年１月に

高千穂町で開催され、各地域の中学生の代表

が、地元の魅力や将来像について、熱心に調

査、発表する姿は、今後に大きな期待を抱かせ

るものであり、心強く感じているところでござ

います。

さらに、海外との連携につきましては、東ア

ジア農業遺産学会が毎年開催されております

が、ことしは我が国の和歌山県で開催される予

定で、本県からも多くの関係者が参加し、各国

の認定地域と交流を深めることといたしており

ます。

今後とも、国内外の認定地域との連携を深め

ていくことで、世界農業遺産の認定効果を高め

ていきたいと考えております。

○後藤哲朗議員 実は、岐阜県の世界農業遺産

担当者の方も、認知度向上に大変苦慮されてい

るとのことでした。どうしても世界文化遺産、

あるいは世界自然遺産は非常に認知度があるけ

れども、世界農業遺産についてはなかなか厳し

いということでございました。

ただ、世界ブランドをどう生かしていくか、

これも課題でありますが、地域の資源というよ

りも、県の貴重なブランド資源ですので、引き

続き御尽力のほどよろしくお願いいたします。

最後に、建設業の働き方改革についてお尋ね

いたします。

国が昨年とりまとめました「建設産業政

策2017＋10」では、10年後を見据えて、建設産

業にかかわる各種の制度インフラを再構築し、

働き方改革や生産性向上等の取り組みを通じ

て、建設産業の好循環を実現していくための方

向性や政策が示されているところです。

また、ことし３月、国土交通省は、建設業に

おける週休２日の確保を初めとした働き方改革
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をさらに加速させるため、長時間労働の是正、

給与・社会保険、生産性向上の３つの分野にお

ける新たな施策をパッケージとしてとりまとめ

た、「建設業働き方改革加速化プログラム」を

策定したところです。

そこで、本県でも、建設産業における長時間

労働の是正のために、週休２日の確保が重要と

考えますが、県は具体的にどう取り組んでおら

れるのか、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 県では、平

成28年度から週休２日工事の試行を行ってお

り、ことし２月からは、実施に伴う建設業者の

負担を軽減するために、共通仮設費と現場管理

費の間接費を割り増しし、また、その対象工事

を拡大するなどの見直しを行ったところであり

ます。

さらに、４月には、国において週休２日制を

推進するため、間接費のさらなる割り増しや、

新たに労務費や機械経費等についても補正する

などの大幅な見直しが行われたところであり、

県におきましても、早期の適用に向け、必要な

作業を進めているところでございます。

県としましては、週休２日制の推進は、担い

手確保を図る上でも大変重要な課題であると考

えておりますので、今後とも国の取り組み状況

を踏まえ、建設業団体等とも十分に連携を図り

ながら、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○後藤哲朗議員 それぞれの質問に御答弁いた

だきまして、ありがとうございました。

時間が若干ございますので、１点だけ御案内

をさせていただきます。

スポーツランドみやざき、スポーツをする、

見る、支える。見るといえばスポーツ観戦。８

月28日、本県10年ぶりとなりますプロ野球パ・

リーグ公式戦。セ・リーグは４年ですけれど

も、パ・リーグでは10年ぶりだということで、

オリックス・日本ハム戦があります。

オリックスといえば、キャンプで宮崎市清武

町、福良監督が延岡市、西村ヘッドコーチが串

間市であります。山本投手が都城高校、金田投

手が都城商業高校出身であります。

以上、御案内とさせていただきます。終わり

ます。（拍手）

○ 原正三議長 次は、野﨑幸士議員。

○野﨑幸士議員〔登壇〕（拍手） 皆さんこん

にちは。宮崎県議会自由民主党の野﨑幸士で

す。６月定例議会に当たり、議長のお許しをい

ただきましたので、質問通告書に従いまして質

問を進めてまいります。

４月19日、午後３時39分ごろ、宮崎、鹿児島

県境にある霧島連山のえびの高原・硫黄山が噴

火しました。硫黄山の噴火は、1768年以来

で、250年ぶりだそうですが、既に詳しく御案内

のとおり、噴火の影響で、えびの市を流れる長

江川の水が白濁し、環境基準値を超えるヒ素な

どの有害物質が検出されたことを受け、一時

は、市内の最大約650戸の農家の水稲の作付に影

響が出ることになりました。この問題について

は、一昨日、昨日と地元の中野一則議員を初

め、数人の議員の方々も質問されていますが、

本県の重要な問題だと思いますので、重なると

ころもあると思いますが、質問させていただき

ます。

御案内のとおり、えびの市は、「日本の米づ

くり100選」に選ばれ、昔から島津の殿様も食べ

ていたという「うまい米どころ」です。霧島連

山の豊かな湧き水を集めた川内川が盆地の水田

を潤し、恵まれた肥沃な土壌が稲を育て、日本

穀物検定協会が実施している「平成27年産米の
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食味ランキング」において、霧島地区「ヒノヒ

カリ」が、最高評価である「特Ａ」を宮崎県で

初めて獲得しました。５月の委員会調査におい

てえびの市にお伺いし、村岡市長みずから現状

と対策、そして懸念される問題等々お聞きし、

現場確認を行いました。河川の白濁は大分薄

まってきているように感じましたが、まだま

だ、さまざまな問題が山積しているのは必至で

す。まず、この問題に対しての知事の所感をお

伺いし、以下の質問は、質問者席からお伺いい

たします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

硫黄山の噴火に伴う河川の白濁につきまして

は、全国的に見てもこれまでに例のない災害で

ありまして、発災直後から国や関係機関と連携

して対応を図ってまいりました。水質につきま

しては、発生当初からは改善しているものの、

依然として、回復までの先行きが見通せず、水

稲の作付ができないなど、地域に深刻な影響が

生じるとともに、観光や農産物への風評被害、

消費の落ち込みも懸念されるところでありま

す。

このため県では、霧島山火山活動対策本部及

びえびの市や国の関係機関、宮崎大学等で構成

します硫黄山・河川白濁対策協議会を設置し、

情報の共有や対策の検討を行うとともに、必要

な支援策について関係省庁に要望してきたとこ

ろであります。

今議会において補正予算をお願いしておりま

すが、今後は、当面の応急対策を進め、地元自

治体や国、関係機関等とも連携を図りながら、

水質の改善や安心して営農できる環境づくり、

地域経済の回復に取り組んでまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○野﨑幸士議員 答弁にもありましたように、

観光や農産物への風評被害が心配になるところ

ですが、ことし３月に７年ぶりに爆発的な噴火

をした新燃岳の際には、農畜産の被害を中心

に、観光の面でも火口から約20キロメートル離

れた京町温泉街と吉田温泉では、計400件以上の

宿泊キャンセルがあったように、その風評被害

はえびの市全体に広がりました。

今回の硫黄山の噴火においても、えびの市ま

たその周辺に影響が広がることが懸念されま

す。えびの市は、先ほど述べたように農業が盛

んな地域であることから、特に農畜産物に対す

る風評被害対策が重要と考えますが、その対策

をどのようにとられていくのか,お伺いいたしま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 長江川の白濁

や、その水質検査の結果が報道されました５月

上旬以降、えびの市やＪＡ等には、取引先や消

費者から、農産物の安全についての問い合わせ

があると聞いております。現在のところ、取引

を中止するといった具体的な事例は聞いており

ませんけれども、今後も,えびの市のみならず県

産農畜産物全体の取引に影響が出ないように取

り組んでいく必要があると考えております。こ

のため、今回の追加補正予算で関連経費をお願

いしておりますけれども、大手量販店等の取引

先や消費者に対する本県農畜産物のＰＲや、西

諸県地域での食のイベントを通じた地域経済の

活性化と産地応援などに取り組むことといたし

ております。

○野﨑幸士議員 やはり、消費者からの心配の

声があると思いますので、その声が広がらない

ように、しっかりと対策を進めていただくこと

を要望いたします。

えびの市の農業においては、耕種農業が22.1
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％、畜産農業が77.9％、畜産農業の農業産出額

を見ますと、宮崎県では４位、全国では27位

と、えびの市の農業の中心は畜産農業になって

います。話を聞いてみますと、長江川の白濁の

影響は畜産用の水にも及んでおり、畜産用水を

湧水等で運んで使用している農家が、現在でも

数軒残っていると聞いておりますが、畜産用水

の確保についてどのような対策が行われてきた

のか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 畜産用水につ

きましては、長江川水系の白濁が確認された日

に、えびの市から、対象地区の畜産農家に対し

まして、長江川水系の水を利用している場合

は、井戸水や水道水に切りかえることや、その

際の、水道料金の増額分を減免する旨の通知が

なされたところであります。

その後、県がえびの市とともに水の確保状況

について調査を行ったところ、11戸の畜産農家

が長江川水系の水を利用しており、このうち９

戸につきましては、市の水道水へ切りかえてお

りましたが、残り２戸につきましては、水道水

利用が困難であるため、えびの市が設置した給

水ポイントの水を利用しております。

県としましては、畜産用水の安定確保につい

て、引き続き、えびの市と連携して取り組んで

まいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 水道水の利用が困難な残り２

戸の畜産農家につきましても、給水ポイントま

で１日何往復もすることは大変だと思いますの

で、ぜひ対策をとっていただきたいと思いま

す。

冒頭に申したように、今回の硫黄山の噴火で

は、多くの稲作農家に影響が出ることになり、

ことしは稲作ができない地域がありましたが、

来年に向けた農業用水の確保対策をどのように

考えておられるのか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 来年に向けた

農業用水の確保につきましては、湧水やため池

等の水を有効活用するため、複数ある用水路ご

との水量や地形などの調査を実施し、その結果

を踏まえながら、地元農家の意向をしっかりと

把握した上で、用水路つけかえや既設水路の改

修などの工事を行うことといたしております。

今後とも、えびの市や土地改良区などの関係機

関と連携し、農家の方々が安心して営農を継続

できるよう、農業用水の確保に取り組んでまい

りたいと考えております。

○野﨑幸士議員 来年は、全ての農家の方々が

自分の水田で安心して稲作ができるように、

しっかり取り組んでいただくことを要望いたし

ます。

本県においては、平成22年に発生した口蹄

疫、知事におかれましては、１期目の就任時に

鳥インフルエンザの発生、数日後に新燃岳の噴

火等々、立て続けに大変大きな災害に見舞われ

てきましたが、その都度その都度、迅速にしっ

かりと対策がとられ、復興を果たしてきた経緯

があります。今回のこの硫黄山噴火に伴うさま

ざまな問題におきましても、全国でも本当にま

れな問題と聞いておりますが、国・県・市・各

関係機関が迅速に対応されているようです。知

事の答弁にもありましたように、今６月定例議

会においても、その対応としての補正予算が計

上してありますので、しっかりと取り組んでい

ただき、一刻も早く、えびの市を中心とする地

域の方々の安心を取り戻していただき、守って

いただくことを強く要望いたします。

このような問題を見ますと、本当に農業に

とって「水」は命です。先ほどの長江川問題と

は事例が異なりますが、2016年の台風16号で崩
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落した田野町の「河鹿大橋」。この災害時に

は、農業用パイプラインが破断し、３地区で183

ヘクタールの農地への農業用水が断水となりま

した。緊急的に仮設給水スタンドを４カ所設置

するなどの対策が講じられました。このとき、

被害を受けた古城地域においては、地元のため

池を必死につないで、この水問題を乗り切った

わけですが、日ごろから地元の方々がため池を

しっかり管理していたことが、地元の農業を守

る命の水となったわけです。

農業用ため池については、ため池施設の老朽

化で、堤体の侵食や漏水、ヘドロ堆積による貯

水量の減少等々、さまざまな問題を抱えている

のも事実です。農業用ため池の改修について、

どのように考えておられるのか、お伺いをいた

します。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県内には、農

業用ため池が699カ所あり、農業用水を確保する

ための重要な役割を果たしておりますが、中に

は老朽化が進み、改修が必要なため池もござい

ます。このため、県では特に、ため池の下流に

人家等があり、被害を及ぼすおそれのある134カ

所を「防災重点ため池」と位置づけ、優先的に

改修を進めておりますが、これ以外のため池に

つきましても、関係市町や土地改良区等と連携

し、必要な改修に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○野﨑幸士議員 ため池には、かんがい機能を

初め、さまざまな機能がありますが、特に農業

用の水資源として見ますと、その中には、ため

池の水を田畑に引く労力が大変な負担になると

して、農業用水としてほとんど利用されていな

いため池もあるようです。例えば、ため池の水

をパイプラインでつなぎ、バルブをひねればた

め池の水が容易に利用できるような整備を行え

ば、ため池の水の利用もふえ、災害や渇水期な

どで水の心配をしなくてよくなります。このよ

うな田畑の環境整備が、農業従事者、担い手、

新規就農者等の就農意欲につながると思います

ので、市町村・各団体と連携・協議を行ってい

ただき、よりよい農業環境の整備に努めていた

だくことを要望いたします。

次に、大規模自然災害時のごみの問題につい

て質問いたします。

平成23年３月11日に発生した東日本大震災、

平成28年４月14日に発生した熊本地震、両者と

もその人的被害、物的被害等々その災害の状況

は、報道等で御案内のとおりです。我が県も、

南海トラフ巨大地震を初めとする大規模な自然

災害に備え、被害を最小限に抑えるために、ソ

フト・ハード両面からの防災・減災対策が強化

されています。もちろん、県民の生命と財産を

守ることが最重要ですが、今回は大規模自然災

害時に発生する災害廃棄物について質問をさせ

ていただきます。

災害廃棄物とは御存じのとおり、地震や津

波、洪水などの災害に伴って発生する倒壊・破

損した建物などの瓦れきや木くず、コンクリー

ト塊、金属くずなどの廃棄物のことです。調べ

たところ、平成７年に発生した阪神・淡路大震

災では、1,450万トンを超える災害廃棄物が、平

成19年能登半島地震の際には、約43万トン、平

成23年３月に発生した東日本大震災では、膨大

な量の災害廃棄物が発生し、その量は、東日本

の太平洋沿岸部を中心に、13道県にわたり

約2,000万トン、津波堆積物約1,100万トン、平

成28年４月14日に発生した熊本地震では、約316

万トンの災害廃棄物が発生しています。海岸線

の総延長が402.4キロメートルの我が県におきま

しては、大規模災害において発生する災害廃棄
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物の処理が懸念されますが、その災害廃棄物量

を県北・県央・県南とどのように試算されてい

るのか、お伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 南海トラフ地

震などの大規模な自然災害に伴い発生する災害

廃棄物を円滑・迅速に処理するため、県では平

成27年度に、宮崎県災害廃棄物処理計画を策定

しております。本計画では、さまざまな災害を

想定しておりますが、最も被害の大きい南海ト

ラフ地震における災害廃棄物発生量は、本県全

体で年間の一般廃棄物発生量の約40年分に相当

する1,600万トンと推計しております。地域ごと

の推計量の内訳は、県北部が666万トン、県央部

が739万トン、県南部が195万トンであります。

○野﨑幸士議員 本県の１年間の一般廃棄物発

生量の約40年分1,600万トンですから、本当に想

像もつかない量ですが、この災害廃棄物の処理

の流れをお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 災害廃棄物処

理計画においては、まず、当該市町村におい

て、災害廃棄物を集積・保管する仮置き場を設

置し、生活環境から廃棄物を早期に分離させる

こととしております。また、災害廃棄物は、家

屋倒壊に伴う瓦れき類や家電品、家財道具と

いった多様なごみが、混合した状態で大量に発

生する特徴がありますことから、仮置き場で選

別や中間処理を行うことにより、可能な限りリ

サイクルによる再資源化を行い、焼却処理量や

最終処分量を減らした上で、県内の処理施設で

処理を行うという流れを想定しております。

○野﨑幸士議員 答弁にもありましたが、災害

廃棄物を一時的に保管する仮置き場の確保につ

いて、どのように進められているのかお伺いい

たします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 仮置き場につ

いては、初期分別や保管を行う１次仮置き場

と、中間処理機能も備える大規模な２次仮置き

場の２種類を想定しております。１次仮置き場

については、各市町村が、面積規模や人家との

距離など、適地が限定される状況にあります

が、鋭意、候補地の選定を進めているところで

あります。また、２次仮置き場については、県

による設置を想定しているものでありますが、

災害規模等によって、必要とされる機能等が異

なることから、その状況にも対応できるよう、

検討を進めているところであります。

災害廃棄物処理において、仮置き場の確保は

大変重要でありますことから、今後とも、市町

村に確保を促すとともに、適地の情報収集など

を行い、必要面積の確保に努めてまいりたいと

考えております。

○野﨑幸士議員 大規模自然災害時に発生する

災害廃棄物処理においては、まずその災害廃棄

物をどこに集めるかが、答弁のとおり大事にな

ると思います。我が県では、先ほどあったよう

に、1,600万トンもの膨大な災害廃棄物が発生す

ると試算されていることからも、１次・２次仮

置き場の選定は、発生した災害廃棄物処理をス

ムーズにするかなめだと思いますので、しっか

りと進めていただくことを要望いたします。

次に、こういった災害廃棄物の取り扱いは、

既存の廃棄物処分施設で処理されると思います

が、その処分場は、県北・県央・県南と足りて

いるのか、その現状をお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 議員御指摘の

とおり、地域によって、現在の廃棄物処理施設

の能力や、稼働状況による将来的な寿命などに

も差がある状況であります。南海トラフ地震発

災時においては、県央部では、焼却施設が１カ

所であるため、焼却処理に長期間を要すること
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や、県北部では、最終処分場の容量が不足する

ことが想定されております。こうした状況に対

処するため、災害廃棄物処理計画では、地域間

で連携し、オール宮崎で処理することにより、

目標期間であります３年以内で処理を完了する

こととしております。

県としましては、市町村や関係する民間団体

で構成される災害廃棄物処理ネットワーク会議

を設置するなど、県全体での処理体制の構築に

努めておりますが、廃棄物処理施設そのものの

被災なども想定されますことから、民間処理施

設の活用や、県境を越えた連携など、より実効

性ある災害廃棄物処理対策を行ってまいりたい

と考えております。

○野﨑幸士議員 先ほど述べたように、熊本地

震では、約316万トンの災害廃棄物が発生してい

ますが、これは、熊本県で１年間に発生する一

般廃棄物の5.6年分に相当するそうです。我が県

の場合では、先ほどの答弁にありましたよう

に、約40年間分の一般廃棄物の発生量と試算さ

れています。熊本地震では津波の堆積物は含ま

れていませんが、我が県では含まれています。

また、熊本地震の際には、ごみ焼却施設25施

設のうち５施設、ごみ固形燃料（ＲＤＦ）化施

設２施設のうち１施設、し尿処理施設21施設の

うち４施設が地震により被害に遭い、災害廃棄

物処理、生活ごみ等への対応が大きな問題に

なったようですが、我が県も同様のことが懸念

されます。

また、県北で最終処分場の容量不足が想定さ

れるとのことでしたが、県北で発生した災害廃

棄物を県央や県南にわざわざ運搬して処理する

のか、そのとき県央、県南は運搬できる状況な

のか、そのときの手間、費用等々、もちろんオ

ール宮崎で取り組むことですが、さまざまな状

況を想定すると不安な点が多々あると思いま

す。

我が県の災害廃棄物処理計画によりますと、

県内処理の優先が基本方針に盛り込まれていま

す。熊本地震では、約２年かかっている災害廃

棄物処理を、本県の計画では３年以内で処理を

完了することを目標としていますので、各市町

村との連携の構築はもちろんですが、仮置き場

・処理場の不足等を鑑みますと、民間事業者と

の連携体制の構築も進めていく必要があると思

います。いつ起きるかわからない大規模自然災

害だからこそ、過去の大規模災害の教訓を生か

しながら、あらゆる問題を想定して、その備え

を細かく構築していただくことを強く要望いた

します。

質問の内容が変わりますが、次にモバイル

ファーマシーについて質問いたします。

モバイルファーマシーとは、キャンピングカ

ーを改造して調剤室を備えた医師の処方薬を提

供できる車両です。医薬品の供給体制が滞るよ

うな大規模災害に見舞われた被災地でも、素早

く駆けつけ、現地の医師や薬剤師の方々と連携

しながら、医療救護所や避難所等で医薬品を必

要とする被災者の方々に、医薬品を自立的に調

剤して提供することができます。

東日本大震災では、被災地での医薬品供給体

制がほぼ壊滅するという事態となり、特に発災

直後は、薬剤師や医薬品は全国からの支援等で

何とか確保できたものの、調剤設備が確保でき

ず、これらの人員や医薬品を十分に活用できな

いというような問題が各地で発生したようで

す。このような事態を実際に体験した宮城県薬

剤師会が、被災地で自立的に医療用医薬品の調

剤と供給を行うことができる薬局機能を有する

車両の開発に取り組み、平成24年９月に全国に
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先駆けて第１号のモバイルファーマシーが導入

された経緯があります。

この東日本大震災を教訓に宮城、和歌山、広

島、鳥取、大分、千葉、三重、岐阜、静岡、熊

本の10県が導入しています。そういった災害へ

の備えが功を奏して、被災地では初めて、熊本

地震において大分、広島、和歌山の各県の車両

が約１カ月半活動し、その後、熊本県も導入し

ております。

今後、本県においても大規模な自然災害が想

定される中、東日本大震災での教訓や、それが

生かされた熊本地震での利用状況を見たとき、

被災への新たな備えとして、モバイルファーマ

シーが必要ではないかと考えますが、見解をお

伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） モバイル

ファーマシーは、ライフライン喪失下の被災地

において、自立した支援活動として調剤作業と

医薬品の交付を迅速に行うことができますこと

から、大規模な災害時における避難所等での医

薬品の供給方法の一つとして、有効であると考

えております。その一方で、法令上、平常時に

移動薬局としては使用できないことや、使用頻

度等の課題もありますことから、既に導入して

いる他県の状況を踏まえますとともに、薬剤師

会などの関係団体等の意見をお伺いしながら、

その必要性や効果等について検討してまいりた

いと考えております。

○野﨑幸士議員 東日本大震災の教訓から生ま

れたモバイルファーマシーですから、大規模自

然災害の際には本当に必要なものだと私は思い

ます。しかし一方では、いつ起こるかわからな

い大規模自然災害のために随時管理をしておか

なければならないという課題もありますので、

モバイルファーマシーを導入している、先ほど

の10県の状況を調査していただき、薬剤師会を

初めとする関係団体と前向きに協議していただ

くことを要望いたします。

次に、ＵＩＪターンの取り組みについて質問

いたします。

御案内のとおり、我が国は少子高齢化の急速

な進展や本格化する人口減少の局面に入ってお

りまして、本県は、その喫緊の課題であります

人口減少対策の一つに、ＵＩＪターンの促進を

重点施策に掲げ進めていますが、その政策の手

法も多岐にわたっているようです。もちろん、

あらゆる角度からＵＩＪターンの促進を進める

ためだと思いますが、まず、本県へのＵＩＪタ

ーンを検討する方に向けた移住ポータルサイト

「あったか宮崎ひなた暮らし」の、過去３年間

のアクセス数についてお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県では、移住

に関する情報を総合的に提供します、ポータル

サイト「あったか宮崎ひなた暮らし」を開設し

まして、仕事や暮らし、市町村や各種イベント

等の情報発信を行っているところであります。

移住ポータルサイトへのアクセス数についてで

ございますが、平成27年度が３万5,295件、平

成28年度が８万3,13 6件、平成29年度が12

万7,617件となっております。

○野﨑幸士議員 ３年間でアクセス数が約3.6倍

にふえていますので、宮崎を移住先として考え

ている人、または、関心のある方がふえている

動向のあらわれだと思います。

次に、本県へのＵＩＪターン就職を促進する

ために運営している「ふるさと宮崎人材バン

ク」に登録してある、求職者と企業の数につい

て、過去３年間の推移をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ふるさと

宮崎人材バンクは、県内へのＵＩＪターン希望
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者と人材を求めている企業とのマッチングを行

うため、県が運営しているものであります。ま

ず、人材バンクに登録された求職者につきまし

ては、平成27年度末時点で398人、平成28年度末

で394人、平成29年度末では425人となっており

ます。また、企業につきましては、平成27年度

末時点で436社、平成28年度末で449社、平成29

年度末では495社となっております。

○野﨑幸士議員 次に、県が運営する移住希望

者登録制度「宮崎ひなた移住倶楽部」の会員数

をお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎ひなた移

住倶楽部は、効果的に移住希望者を把握し、移

住を後押しするために、平成29年２月からスタ

ートさせた移住希望者登録制度でございます。

この制度では、本県への移住に関心がある方に

登録を呼びかけまして、会員となっていただい

た方には、移住に関する情報提供を行うととも

に、県内企業の協力を得て、引っ越しやレンタ

カー料金の割引など、移住に役立つ特典を多数

提供しているところでございます。平成30年３

月末の会員数は708名となっております。

○野﨑幸士議員 次に、都市部で開催している

移住や就職に関する説明会の実施状況をお伺い

いたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県では、移住

・ＵＩＪターンに関する相談対応等を強化する

ため、東京や大阪などの都市部におきまして、

移住相談会や就職説明会を開催しております。

平成29年度の実施状況についてでございますけ

れども、市町村等が暮らしの相談に応じる移住

相談会を東京と大阪で１回ずつ、また、県内企

業と就職希望者のマッチングを図る就職説明会

を東京、大阪、福岡で計５回開催いたしまし

て、来場者数は、合計で408名となっておりま

す。今後とも、都市部における効果的な情報発

信や、相談対応に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○野﨑幸士議員 次に、平成27年４月から宮崎

・東京に開設した「宮崎ひなた暮らしＵＩＪタ

ーンセンター」、移住・就職相談員の方が、お

一人お一人に親身になって相談を受けながら運

営されていると思いますが、開設から３年、そ

の相談件数をお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎ひなた暮

らしＵＩＪターンセンターの関係でございます

が、平成27年度の開設以降の相談件数について

申し上げますと、東京と宮崎のセンターに寄せ

られた、移住相談と就職相談の合計で、平成27

年度が837件、平成28年度が1,180件、そして平

成29年度が1,643件となっております。

○野﨑幸士議員 相談件数も年々ふえているよ

うですけれども、本県のＵＩＪターンのさまざ

まな取り組みは、そのほとんどが平成27年度以

降からスタートしているようですが、平成27年

度以降、実際に移住につながった件数をお伺い

いたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 移住実績につ

きましては、県の関係部署や市町村が、移住施

策等を通じて把握しております移住世帯数を集

計しておりますが、平成27年度が202世帯、平

成28年度が388世帯、平成29年度が506世帯と、

年々増加しているところでございます。今後と

も、市町村や関係機関と十分連携を図りなが

ら、人口減少対策の柱として、ＵＩＪターンの

促進に、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○野﨑幸士議員 ここまで質問してきました、

おのおののＵＩＪターンの取り組みは、おのお

のにそのアクセス数、また人数とも増加傾向に
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あり、成果を出していると思います。ただ、移

住してきた方々がどの取り組みを利用して移住

に至ったのか、その決め手は何かが、選択肢が

多くて若干複雑に感じます。

もちろん、お一人の方が複数の取り組みに関

心を持ってアクセスしたり、登録したりして移

住に至った方もいらっしゃると思いますが、取

り組みによって担当課も異なりますし、統計

上、移住の決め手はどの取り組みなのかがわか

れば、その取り組みに重点を置けると思います

ので、スリム化できるところはスリム化して、

その成果の流れがわかりやすくなるように努め

ていただくことを要望いたします。

本県は、御承知のとおり、平成27年と28年３

月の高校卒業者の県内就職率が２年連続で全国

最下位となりました。平成29年３月卒業者の県

内就職率は、１％増の55.8％となり、全国最下

位からは脱しましたが、全国平均の81.2％を大

きく下回っています。また、大学進学者のうち

約７割が県外の大学へ進学するなど、若者の進

学・就職時の県外流出が続いており、県内企業

にとって若者の人材の確保が最重要課題となっ

ています。こういったことから、県外の大学と

の連携を図り、ＵＩＪターン就職支援に関する

協定を結び、ＵＩＪターンのさらなる促進に向

けた取り組みが進められているようですが、そ

の現状をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 若者の県

外流出や県内企業の人手不足が大きな問題と

なっている中、県といたしましては、本県出身

の学生などのＵＩＪターンをさらに促進するた

め、昨年度から、県外大学との就職支援協定の

締結に取り組んでいるところであります。

協定の締結につきましては、協定をより効果

的なものとするため、まずは、本県出身の学生

が多く在籍している大学を中心に行うこととし

ております。昨年度は、専修大学、福岡大学、

西南学院大学、久留米大学との間で協定を締結

し、今年度は、５月８日に立命館大学と協定を

締結したところであります。これまで５つの大

学との間で協定を締結しております。

○野﨑幸士議員 ５つの大学と協定を結んだと

のことでしたが、このＵＩＪターン就職支援協

定に基づく具体的な取り組み内容についてお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ＵＩＪタ

ーン就職支援協定につきましては、県と大学と

が、学生の宮崎県内へのＵＩＪターン就職活動

を相互に支援することとしております。

その具体的な内容といたしまして、県内企業

の情報や就職説明会、奨学金返還支援事業等に

ついて、大学のキャリアセンターを通じた情報

提供を行うほか、大学が主催する企業説明会な

どの就職関連イベントや保護者向け懇談会に職

員を派遣し、学生や保護者に直接説明するな

ど、各大学と連携してさまざまな取り組みを

行っております。

県といたしましては、このような取り組みを

通じて、本県出身の学生はもとより、他県出身

の学生も含めた多くの方々に、県内企業の魅力

や宮崎の暮らしやすさをしっかりと発信し、Ｕ

ＩＪターンの促進に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○野﨑幸士議員 本県のさまざまなＵＩＪター

ンの取り組みを質問させていただきましたが、

やはり、移住される方は、他の地域に移住され

ると勇気が要ると思うんですね。例えば、私も

他の地域に住もうと思うと、やっぱり勇気が要

るものですから、移住される方の気持ちになっ

て、親身にＵＩＪターンの取り組みを進めてい



- 146 -

平成30年６月15日(金)

ただきたいと思っております。

先日、平成29年次における新規就農者が平成

以降、過去最高の406名になり、そのうちＵＩＪ

ターン者が94名といううれしい報告を受けまし

た。さまざまな取り組みの成果だと思っており

ます。これからも、さらにＵＩＪターンの促進

に頑張っていただきたいと思っております。

次に、子供の安全対策について質問いたしま

す。

この質問は、昨年の６月定例議会で、記憶に

あると思いますが、ベトナム国籍の千葉県松戸

市在住だった小学３年生の女の子が、本人が通

う小学校の保護者会会長に殺害された事件を取

り上げ質問させていただき、警察、学校、そし

て地域としっかりと連携し、将来を担う、大事

な子供たちを安全・安心に、また健全に育成し

ていただくことを要望したところでありました

が、また先月、新潟市西区のＪＲ越後線で列車

にひかれた状態で亡くなった小学校２年生の女

児が、殺人・死体遺棄の被害者と判明した事件

が起こり、日本中を揺るがせました。

犯人は、女児の首を絞めるなどして殺害後、

線路に置き去りにしたと見られ、近くに住む23

歳の会社員の男が逮捕されましたが、このよう

な幼い女児が被害者となる凄惨な事件に対し

て、県警としてどのように受けとめているの

か、お伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 新潟市内におけ

る小学生女児が殺害される、まことに痛ましい

事件につきましては、報道等により承知してお

ります。警察としましては、関係機関・団体等

と連携し、子供たちを犯罪から守るための対策

に、一層取り組んでいく所存でございます。

○野﨑幸士議員 逮捕された男は、４月にも別

の女児に対する青少年保護育成条例違反などで

書類送検されたとの報道もありました。

再犯率は、窃盗や薬物犯罪などに比べて低い

とされている性犯罪ですが、被害者またその家

族、地域、社会への影響は非常に大きいものが

あります。

この事件の報道を見ていたところ、インタ

ビューを受けた方が、「過去このような性犯罪

を犯した方が近くに住んでいることがわかって

いれば、それなりに気にして、注意して生活す

るのに」と答えていたのが強く印象に残りまし

た。

そういった情報が共有されることは、保護者

や住民にとっては安心な材料の一つになると考

えますが、一方では、犯罪を犯した方のプライ

バシー侵害、個人情報公開につながることも

あって、非常に悩ましい問題です。我が国にお

きましては、過去に犯罪を犯した方の情報につ

いては公開しない方針ですが、後を絶たない、

こういった子供が巻き込まれる事件に対して、

どのような子供の安全対策をとられているの

か、お伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 警察が実施して

いる子供の安全対策につきましては、子供に対

する声かけ事案や、不審者に関する情報があっ

た場合には、子供や保護者、学校関係者等から

寄せられた当該情報に基づき、発生予想箇所に

おける警戒活動を行ったり、行為者を割り出し

て指導・警告、犯罪に当たるときは検挙をして

おります。

また、県警ホームページや防犯メール、チラ

シ等を活用しまして、発生事案の情報や被害防

止に資する情報を積極的に発信し、地域住民に

対して注意を喚起する活動も行っております。

さらに、学校関係者、関係機関・団体、地域

住民等と連携したパトロールや、子供や保護者
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に対する被害防止教育に取り組んでおります。

今後も引き続き、これらの対策を推進し、子供

が被害者となる犯罪の未然防止に努めてまいり

ます。

○野﨑幸士議員 アメリカでは、1994年にニュ

ージャージー州で成立した性犯罪者情報公開法

ミーガン法という法律があります。被害者女児

の名が由来となっています。性犯罪者と呼ばれ

る人々をさまざまなメディア、場合によっては

インターネット上に公開して、身元を特定する

ことを司法権力に要求するもので、この被害者

ミーガンの母親は、「娘を殺害した犯人につい

ては何も知らなかった。もしも犯人の前科につ

いて知っていたならば、娘に、彼に近づかない

よう警告していたのに」と主張したとありま

す。

この法律については、賛否を含めたさまざま

な意見はありますが、基本的な意図は、保護者

に近隣に性犯罪者がいることを知らせること

で、子供たちを守れるようにすることにありま

す。日本でも後を絶たない、こういった少女が

巻き込まれる犯罪。本当に難しい問題ではあり

ますが、犯罪者とそれを受け入れる社会との関

係、あり方が今後、問われてくると思います。

先ほど答弁にありましたように、警察もあり

とあらゆる細かい対策をとりながら、学校、地

域との連携もしっかりとっていることは十分理

解しています。しかし、先ほどのような問題も

社会全体で考えながら、過去のこういった犯罪

の教訓を生かし、子供たちの安全対策を社会全

体でしっかり進めていくことが重要だと思いま

す。

次に空き家対策について質問いたします。

総務省が５年に一度行う「住宅・土地統計調

査（平成25年度）」の結果を見ますと、総住宅

数約6,060万戸に占める空き家の数は約820万

戸、約13.5％もあり、８軒に１軒以上が空き家

ということになります。空き家問題の大きな原

因は、高齢化・人口減少とされていますが、雇

用が都市部に集中していることや、長寿命化に

よる介護施設の利用増加等々、さまざまな要因

があります。

空き家には幾つか種類がありますが、「用途

がなく使われていないか分類不能：例えば介護

施設への入所で空き家になる場合や、所有者が

亡くなって空き家になる場合など」（その他の

住宅）に分類される空き家が問題となっていま

す。冒頭の平成25年度「住宅・土地統計調査」

によりますと、全国で約318万戸がそれに当たり

ます。そこで、先ほどの５年に一度行われる

「住宅・土地統計調査」をもとに、本県におけ

る「その他の住宅」に分類される空き家につい

て、平成15年以降の状況をお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 議員お尋ね

の「住宅・土地統計調査」は、５年に一度、10

月１日時点で国が実施するものでありますが、

その結果によりますと、本県の「その他の住

宅」に分類される空き家数につきましては、平

成15年では２万5,90 0戸、平成20年では３

万2,100戸、平成25年では４万3,600戸と推計さ

れており、平成20年から25年の５年間で、１

万1,500戸、率にして約35.8％の増となっており

ます。

○野﨑幸士議員 やはり年々ふえているようで

すが、冒頭に申したように、空き家問題の原因

は、高齢化・人口減少が背景にありますが、空

き家問題のベースになるのが、住宅数と世帯数

のバランスです。住宅数が世帯数を上回れば、

当然、空き家がふえる要因になります。全国で

は、この逆転現象が昭和40年代後半に始まって
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いるようです。そこで、本県の住宅数と同時点

での世帯数について、平成15年以降の状況をお

伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 本県の住宅

総数につきましては、「住宅・土地統計調査」

によりますと、平成15年が49万400戸、平成20年

が50万9,600戸、平成25年が53万3,900戸と推計

されており、平成20年から25年の５年間で２

万4,300戸、率にして約4.8％の増となっており

ます。一方、本県の世帯数につきましては、

「宮崎県現住人口調査」によりますと、各調査

年の10月１日時点で、平成15年が45万3,349世

帯、平成20年が46万3,111世帯、平成25年が46

万9,386世帯と推計されており、平成20年から25

年の５年間で6,275世帯、率にして約1.4％の増

となっております。

○野﨑幸士議員 本県の高齢世帯数の推移を見

ますと、世帯主の年齢が65歳以上の高齢世帯の

数は、平成27年では18万3,338世帯であり、一般

世帯数に占める割合は39.7％となっています。

また、その高齢世帯の家族類型別の推移を見ま

すと、高齢世帯のうち、夫婦のみの世帯数は昭

和60年から平成27年には2.8倍に、また、単独世

帯は昭和60年から平成27年には3.4倍に増加して

おり、この傾向は今後も続くものと見込まれま

す。

こういった数字を見ますと、我が県にとって

も、「空き家問題」は大変深刻な問題になって

くることは予想できます。また、空き家がふえ

ている理由の一つに、固定資産税の優遇制度が

あります。建物を解体して更地にするより、建

物を残して空き家にしておくほうが、固定資産

税が６分の１になり、優遇されます。この優遇

制度があるため、あえて建物を解体せず、空き

家にしている所有者も多いのが現状でございま

す。

全国的に空き家の増加が指摘される中、平

成27年５月に「空家等対策の推進に関する特別

措置法」（空家法）が施行されました。この空

家法は、しっかり管理されている空き家はこの

法律の対象外となり、「特定空家」に指定され

た空き家が、措置の対象となります。空家法に

よって「特定空家」に指定された場合は、先ほ

どの固定資産税が６分の１になる優遇対象から

外れ、建物を残しておいても、更地と同様、今

までの６倍の固定資産税が発生することになり

ます。また、強制撤去が行われた場合、解体費

用が建物の所有者に請求されることになり、こ

れによって、誰も住んでいない空き家を建てて

おくメリットがなくなり、空き家の数を減らす

ことができると見込まれています。

「特定空家」に指定される条件は、そのまま

放置すれば倒壊が著しく、保安上のおそれのあ

る状態のもの、そのまま放置すれば著しく衛生

上有害となるおそれのある状態のもの等、周囲

に危険、迷惑をかけている空き家、かけそうな

空き家が対象になります。「特定空家」の指定

は、空き家を管轄する自治体が行う調査から始

まり、この調査は正当な理由がないと拒むこと

は難しく、所有者への通知が困難だと判断され

た場合、所有者の立ち会いがなくても、調査が

行われます。そして調査の結果、先ほどの条件

に該当した場合は「特定空家」に指定されるこ

とになりますが、空家法の施行後、県としては

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。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 「空家等対

策の推進に関する特別措置法」では、住民に最

も身近な行政主体である市町村が対策を実施

し、県は、市町村に対する助言やその他必要な
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援助を行うこととされております。

このため、県といたしましては、新たな制度

や全国での先進的な取り組み事例に関する情報

提供、また、市町村相互間の情報共有を目的と

した「市町村空き家連絡調整会議」の開催など

により、市町村の空き家対策の取り組みを支援

しているところであります。

また、市町村が行う空き家調査のための「空

家等実態調査マニュアル」や、所有者や周辺住

民などからの相談に対応するための「空家等相

談マニュアル」を作成し、市町村に提供してい

るところであります。今後とも、市町村が行う

空き家対策が円滑に進むよう、必要な援助を

行ってまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 国において、平成28年度か

ら29年度にかけて取り組まれた、「先駆的空き

家対策モデル事業」、市区町村や民間団体事業

者が連携して、空家法に基づいて行う先駆的な

取り組みについて国が支援し、その成果を全国

に展開する事業です。本事業で全国に展開され

ている空き家対策の先駆的な取り組みの成果

が、本県でも、今後、市町村が取り組む空き家

対策の参考になると思いますので、この事業に

取り組んだ各市町村・団体の成果を検証しなが

ら、しっかりと空き家対策に取り組んでいただ

くことを要望いたしまして、私の全ての質問と

します。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42分休憩

午後１時０分開議

○外山 衛副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。きょうは地元のほうから、この県議

会の傍聴に多数の方にお越しいただきました。

本当にありがとうございます。地元と県とをつ

なぐ距離感というものを大きな課題としても感

じているわけなんですが、ここで感じたことを

ぜひ地元の皆様にもお話しいただければ幸いで

ございます。また、やはり来年の改選が近づき

ますと、開会前に地元の皆さんの話も大変盛り

上がりまして、これも活性化につながっていく

のじゃないかと思いますと、大変うれしく思っ

ているところでございます。

私も結構老けて見られるんですけれども、こ

う見えてもこの県議会の中で一番若い議員にな

りまして、そのプレッシャーも負いながら、こ

れからも県政の発展に努めていきたいと思って

おります。

そこで、まず初めに、高齢者福祉について質

問していきたいと思います。我々も地元、地域

に育った一人として、これからの将来を案ずる

ところでありますけれども、皆様御存じのとお

り、我が国の少子高齢化に伴う地域社会の機能

や世帯構造が大きく変化する中で、高齢者介護

・福祉のあり方が大きな課題となっておりま

す。

高齢者福祉は、長年にわたって社会の進展に

寄与し、豊富な知識と経験を有している高齢者

が敬愛され、生きがいを持って健康で安心した

生活を送ることができるよう、社会全体で支え

ていくことを目的に、「老人福祉法」に基づい

て発展してきました。

現在、高齢者に対するホームヘルプサービス

や福祉施設の利用等、具体的なサービスの多く

は、2000年に導入された介護保険制度のもとで
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実施され、この制度も国民生活への定着が進

み、高齢期の生活を支えるためにはなくてはな

らないサービスとなっております。利用者の数

も増加し、今後も国民の医療・介護の需用が増

加することが見込まれる中、このために国で

は、団塊の世代が75歳以上となる2025年をめど

に、「地域包括ケアシステム」の構築を目指し

て各種施策を推進されております。

重度な要介護状態になっても、住みなれた地

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける

ことができるよう、住まい、医療、介護・予防

・生活支援が一体的に提供されるという仕組み

が地域包括ケアシステムです。地域の高齢化の

状況は、都市部や町村部などでさまざまであり

ます。よって、市町村や都道府県が、地域の自

主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてつ

くり上げていくことが求められています。

しかし、高齢者の丸ごとの生活を支えるため

には、このような公的なサービスだけでなく、

地域社会全体の見守りを初めとする「支え合

い」や「助け合い」、インフォーマルなサービ

スの充実が大変重要になっています。介護保険

制度においても、保険者である市町村が主体と

なって、多様な担い手による介護予防・生活支

援サービスの充実を図りつつ、支え合い・助け

合う地域社会づくりを目指して取り組みが進め

られております。

また、国は現在、福祉分野において「子供・

高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮ら

し、生きがいをともにつくり、高め合うことが

できる社会」つまり「地域共生社会」を掲げ、

その実現に向けて検討を始めております。

このような国や市町村の動き・取り組みとと

もに、本県もよりよい社会を築いていくために

努めなければならないと思いますが、県は、高

齢者福祉の向上にどのように取り組んでいかれ

るのか、知事に伺いますが、傍聴にお越しいた

だいた皆様が安心してお帰りいただけるような

御答弁をお願いいたします。以下の質問は質問

者席より行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本県におきましては、全国を上回るスピード

で高齢化が進んでおります。高齢者の全人口に

占める割合もどんどんふえていくわけでありま

して、議員御指摘のように、これまでの社会を

築いてくださった高齢者の皆さんが安心して暮

らし続けられる環境を整えていくことが、大変

重要であると考えております。

このため、県では本年３月に策定をしました

高齢者保健福祉計画に基づき、「地域包括ケア

システム」の構築や、それを支える医療・介護

基盤の整備、人材の確保などに引き続き積極的

に取り組むこととしております。

また、健康長寿社会づくりの推進等といった

観点から、担い手としての高齢者の社会参加

や、高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取

り組みについても加速化させていく必要がある

と考えております。

また、ねんりんピックなどに参加しておりま

しても、元気な高齢者が本当にふえておられる

なと大変手応えを感じるところであります。宮

崎のそういう環境も生かしながら、スポーツ、

また健康づくりにもしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

本県の高齢者福祉を取り巻く状況は、さまざ

まな課題がございますが、今後とも県内市町村

はもとより、関係機関や団体の皆様方との連携

を深め、そして県民一人一人の御協力もいただ

きながら、高齢者福祉の向上に、より一層努め
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てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○二見康之議員 ことし４月に都城市におい

て、社会福祉法人観音の里が経営される特別養

護老人ホーム高城園が主催されました、「日中

おむつゼロ達成報告会」並びに国際医療福祉大

学大学院教授で介護力向上講習会主任講師の竹

内孝仁氏の講演会が開かれました。「日中おむ

つゼロ」とは、入居者の方をトイレ案内し、お

むつはつけないで日中はパンツで過ごすという

取り組みです。この施設では、平成24年から竹

内教授の理論のもと、自立支援介護に取り組ん

でこられ、達成施設の設定を受けたのは、都城

市では高城園が初の施設となります。

具体的にどのようなことに取り組んでおられ

るかといいますと、起床時に冷たいお水を飲

み、１日に食事以外に1.5リットルの水分をと

り、理学療法士や機能訓練指導員により、起立

訓練や歩行訓練に取り組みます。また、歯科医

師・歯科衛生士・管理栄養士等と連携し、口腔

衛生を保ち、食事内容をミキサー食や刻み食で

はなく、普通の食事・常食に変え、医師や看護

師と連携し、下剤の使用を廃止、そして日中ト

イレの案内をするということです。

その結果、皆さん元気になられまして、外出

機会の増加や要介護度の低下、また元気になら

れたので家族の面会回数もふえたり、内服薬の

減少、認知症症状の軽減、またそういうことに

より文化的な楽しみのある食事ができる、これ

が自立支援介護という取り組みだそうですが、

このような日中おむつゼロの取り組みについ

て、まずどのような見解を持っておられるのか

伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 特別養護老

人ホームには、主に寝たきりや認知症などによ

り、常時介護が必要な方が入所されておりま

す。このような中、「おむつゼロ」の取り組み

は、入所者それぞれの心身の状態に合わせ、介

護職員や看護職員、栄養士などさまざまな職種

が連携し、トイレでの自然な排便を目指すもの

で、県内でも数年前から実施している施設があ

ると伺っております。このような取り組みによ

りまして、入所者自身が自立に向けた励みや喜

びを感じられるとともに、おむつが外れること

で精神的負担の軽減にもつながることから、高

齢者の尊厳を支えるケアの実現という観点から

も、大変意義深いものであると考えておりま

す。

○二見康之議員 おっしゃるとおりだと思いま

す。私も先日、施設を視察させていただきまし

たが、通路には、皆さんがつくられた絵や書道

など、そういった作品が飾られていました。ま

た、よくベッドで寝ていらっしゃる方が多いん

ですけれども、そこでは、部屋にはほとんどお

りませんでした。皆さん、通路に置いてあるソ

ファーとか、椅子に座られたり、車椅子で起き

ておられたり、またテーブルを囲んでお茶を飲

みながら、音楽を聞いたり、お話をされたり、

そういう状況でありました。一人だけ、ベッド

に座っていらっしゃる方がいたんですけれど

も、この方、座ってはおりましたが、行って

「こんにちは」と声をかけますと、「あら、あ

んたどっから来たんね。遠いところから来て御

苦労さんね。ここの施設の職員の方が本当によ

くしてくれて、本当に私たち幸せやよ」とおっ

しゃっておりました。この方、104歳だったんで

すけれども、そのときはたまたまベッドにおら

れましたが、ふだんは同じ100歳代のお友達お二

人と合わせて三人で、お茶を飲みながらお話を

されるというのが楽しみらしいです。
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こういう自立支援介護報告会で発表された利

用者の方の例を挙げてみますと、77歳・要介護

度４の男性、この方、御夫婦で生活されていた

そうですが、色素網膜症・脳梗塞を発症され

て、徐々に視力が低下し両眼失明状態となりま

す。体力の低下と歩行が困難になったことによ

り、入所されたそうです。御本人の希望として

は、「目が見えないけれども、できることは自

分でしていきたい」「寝たきりにならないよう

に気をつけて、また、歩けるようになりたい」

というもので、支援内容の目標は、「身体機能

の改善を図り、できるだけ自立した生活が送れ

ることで、生活意欲の向上を図る」とし、「水

分量の増加、歩行器での歩行、トイレでの排

便」に取り組まれたそうです。１日平均1,900cc

程度を飲まれ、スタッフ付き添いで１日200メー

トル程度歩かれ、すると、２日に１回くらい、

トイレで排便できるようになったそうです。御

本人の感想としては、「また、自分の足で歩く

ことができるようになってうれしい。近くにい

る人と会話ができるようになってよかった。食

事を自分の力で食べられるようになってよかっ

た」ということです。

また、別の例で、94歳・要介護度５の女性の

方は、夜だけでなく昼間もベッドで過ごされ、

笑顔が少なく表情が乏しかったそうです。便秘

気味で下剤を使用し、マイナスな発言が多いと

いう状況で入所されました。それから食事・水

分・排泄・運動に取り組まれ、飲み物は本人が

好きなもので水分を確保し―ゼリーとかも

使ったりするんですね、こういうときには―

ベッド上で過ごしていたところから、昼間はリ

クライニングの車椅子、なれてきたところでス

タンダード、普通の車椅子へ移行されました。

歩行器を使って歩行訓練を行い、職員２人の介

助が必要だったトイレが、１カ月後には職員１

人の介助で座れるようになり、下剤も使用しな

くてよくなったそうです。食事も介助が必要

だったのが自分で食べられるようになり、正月

には御自宅に帰って泊まられて、家族一緒にご

ちそうを食べたり、親戚の方と会われたり、そ

うして新年を過ごされたそうです。日中の過ご

し方も、終日ベッド上だったのが車椅子に座

り、他の利用者の方々とおしゃべりをされた

り、食事も普通の御飯・おかずを自分で箸を

使ってとられ、トイレにも自分が行きたいとき

に行けるようになられ、そして何より、笑顔が

多く見られるようになったということでした。

そのような利用者の方々のうれしい声だけで

なくて、おむつ交換などの介護職員の重労働の

負担も減り、またオムツ代自体も使わなくなれ

ば減っていきます。これまでの介護現場のイメ

ージを180度変えるようなものだと思いますけれ

ども、このような「日中おむつゼロ」のような

取り組みを、県としても広めていくべきではな

いかと思いますが、いかがお考えでしょうか。

○福祉保健部長（川野美奈子君） おむつゼロ

のような自立支援・重度化防止に向けた取り組

みにつきましては、県内の関係団体等におきま

しても、取り組み事例の発表や先進事例の視察

などを通して、研さんに努めておられます。県

としましても、介護に関するテレビ番組等の広

報媒体の活用や、研修会などのさまざまな機会

を捉え、周知に努めますとともに、他の介護施

設等においてもこのような取り組みが広がるよ

う、その手法等について、関係団体と協議して

まいりたいと考えております。

○二見康之議員 ぜひよろしくお願いします。

論語の言葉に、「政を為すは人にあり」という

言葉があります。政治を行うには、やはり人だ
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と。経営でもやはり人だと思うのですが、高城

園の場合は、経営者の方の決意があって、そこ

から取り組みが始まったそうです。それから、

職員の方々、利用者の家族の方々に理解を求め

る努力をして、それから関係者一体となっての

自立支援介護の実践、その結果、利用者の方々

の喜びの声が出て、とてもすばらしい取り組み

だと思います。

しかしながら、取り組むに当たっては、やは

り職員の研修費がかかったりします。最初は東

京だったらしいんですけれども、今は福岡に

行って受けたりするようになっているようです

し、また、要介護度が下がると今度は介護報酬

が下がってしまうと。せっかく努力して頑張っ

た結果よくなったのに、報酬が下がるというの

は何か矛盾する課題だと思うのです。「政治の

目的は善が為し易く、悪の為し難い社会をつく

ることにあり」とは、イギリスの政治家・グ

ラッドストーンの言葉なんですけれども、福祉

向上に努力した結果、収入が下がる、そのよう

なことがないように図るのが政治の本質である

と思います。そのことを基本において取り組ん

でいただきたいと思いますし、介護保険を制度

設計される国の方にも働きかけてまいりたいと

思います。

次に、子育て支援、育児休業について伺いた

いと思います。

厚生労働省は先日、「平成29年度雇用均等基

本調査（速報版）」の結果を公表されました。

男性の育児休業取得率は、前年度比1.98ポイン

ト増の5.14％と、５年連続で上昇し、過去最高

となったそうです。女性の育児休業取得率は、

前年度比1.4ポイント増の83.2％とのことでし

た。ほかの項目を加えた確報版は７月末ごろに

発表ということです。

育児休業者率を事業所における育児休業制度

規定の有無で比較すると、制度規定がある事業

所は女性が85.1％、男性が5.31％、制度規定が

ない事業所は女性が49.5％、男性が2.15％と、

顕著な差があります。やはり事業所において制

度規定をしっかり設けていただくことがまず大

事だと思いますが、近年では、育児休業、いろ

いろと制度も充実してきております。ですが、

まだまだ社会へ浸透しているとは言いがたいと

ころです。特に、男性の育児休業取得率が過去

最高でありながら、まだ５％台であることは、

さらなる取り組みが必要であると感じます。

北欧の国々を見てみますと、90年代よりパパ

・クオータ制を導入し、父親の育休取得を促し

てこられております。このパパ・クオータ制と

いうのは、育児休業の一定期間を父親に割り当

てる制度で、1993年に導入したノルウェーでは

４％だった取得率がわずか数年で７割を超

え、2003年には父親の９割が利用するようにな

り、あわせて合計特殊出生率も増加した模様で

す。またスウェーデンにおいても同様の制度

が95年に導入され、父親の利用率は約８割に

なったということです。

このように、父親の育児参加・育児休業の取

得を促進するためには、「パパ・クオータ制」

の導入が有効と考えますが、県の考えをお伺い

いたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 父親が当事

者意識を持って家事・育児に参加することは、

少子化対策や女性活躍といった観点にとどまら

ず、幸福感を高め、家族とのきずなを深めると

いう点から、何よりも父親自身にとってプラス

になるものであると認識しております。

本県においても、「パパのイクメン手帳」の

配付や、父親と子供が一緒に参加する講座の開
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催などに取り組んでいるところであります。

「パパ・クオータ制」につきましては、父親

の育児参加を促進するために有効でありますこ

とから、現在、全国知事会において、国に導入

の検討を提言しておりまして、昨年、育児・介

護休業法が改正された際の附帯決議において

も、「パパ・クオータ制の導入に向けて検討す

る」とされたところでありますが、今後とも、

さまざまな場面において国に働きかけてまいり

たいと考えております。

○二見康之議員 全国知事会において、その提

言もされているということなんですけれども、

河野知事は、育児に対しては非常に理解がある

と思いますけれども、今後の積極的な発言を期

待する意味も込めまして、知事自身のこれまで

の家事・育児経験を踏まえた、父親の家事・育

児参加に対するお考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） これまで３人の子供の

父親ということで育児に関わってまいりました

が、つらつら考えまして、父親が家事・育児に

参加するということは、もちろん子育ての取り

組みの充実というところもありますが、今、部

長の答弁にもありましたが、父親であったり、

そこに参画する母親も含めて、その人生が豊か

になる、またそこに学びがあるということを感

じるところであります。

これまで、子供のスポーツの大会などで一緒

に時間を過ごす、その中で、家事育児もしっか

りと母親の手伝いをするということも行ってい

ましたし、一緒の時間を過ごすことで、喜びも

悲しみも実感をし、共有することができます

し、また子供のそういう活動を通じて、またＰ

ＴＡなどを通じて、肩書きとは違う中での知り

合いというものが広がってくる。

また、育児をすることでの学びというものを

ですね。私も子供がサッカーをやっておりまし

て、部活がサッカーだったものですから、いつ

も「あれやれ、これやれ」というのをずっと

ピッチのそばで言っておりましたが、褒めて育

てる、そっと見守ることの大切さというのも学

んだように思います。ぜひとも父親・母親がと

もに家事育児を進める、そのような宮崎づくり

を、自分の経験も踏まえながら、ぜひ広めてま

いりたい、そのような思いがしております。

○二見康之議員 よろしくお願いいたします。

私も今３人の子供がいますけれども、子供の成

長というのは本当に早いなと思いますし、また

親をよく見ているなと。親の姿がおそらく子に

移ってくるんだろうと思います。きょう、実は

父も来ているものですから、どういうふうに見

えているか分かりませんけれども、父親の背中

を見て育っているというのは自分でも実感して

いるなと思いますので、子供に対してもそうい

う思いで接していきたいなと思うところです。

次に、幼児教育について伺いたいと思いま

す。

来年10月より幼児教育の無償化が導入される

方向性が示されました。そもそも、この幼児教

育の必要性・重要性というものを考えてみます

と、よく言われる小１プロブレム、小学校１年

生、入学したばかりのときに、集団行動がとれ

ないとか、授業中に座っていられない、先生の

話を聞かないなど、学校生活になじめない状態

が続くという問題です。その改善の一助にもつ

ながるのではないかと思います。これは家庭の

しつけが十分でないことも押さえないといけな

いと思うんです。また、自分をコントロールす

る力が身についていないことなどが主な原因と

されておりますが、幼児期においてしかるべき

教育を受けることによって、集団行動や話を聞
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く姿勢、きちんと座ることなど、しっかりと身

につけることができるようになります。

これは、幼稚園等の入園式とかに行くと、よ

くわかると思います。年少、年中、年長関係な

く、初めて園に入る子供たちは、泣いたり、わ

めいたり、母親のところから離れなかったりす

るわけなんですが、それよりか小さい子たち、

１年間その園に通っていた子たちは、ちゃんと

座って話を聞くことができるんですね。

「性相近し、習い相遠し」とも言いますけれ

ども、小さいころの学びで大きく変わってくる

というのが見えるところなんですが、施設側の

話では、幼稚園というのも、体系的に年齢の成

長に合わせて指導していくというところがあり

ますので、できれば３カ年保育教育をしてあげ

たいという声があります。これは、子供の発達

段階において、それぞれ身につけていくこと、

学べることがあるので、体系的に教育を行うた

めには、できれば年少児、保育園では満３歳

児、そこから預かりたいということです。

これから施設に預けるかどうかという判断

は、それぞれ親の判断によるものと思います

が、幼児教育の重要性や子供の健全発達・健全

育成のためにも、検討の必要があると思いま

す。そこで、県内の就学前児童の年齢ごとの幼

稚園等への入園状況は今どのようになっている

のか。それと、幼児教育の重要性を踏まえ、県

はどのように取り組んでいかれるのかお伺いし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 平成29年４

月１日現在の県内就学前児童数でございます

が、５万7,230人で、このうち幼稚園や保育所等

への入園率は、おおむねゼロ歳児で22％、１〜

２歳児では66％、３歳児が90％、４〜５歳児で

は94％となっております。

幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培

うとともに、小学校入学後の生活や学習へつな

がる極めて大切な時期でありますことから、幼

児教育は大変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、ニーズに応じ

た受け皿の確保を図るとともに、職員の経験年

数に応じた研修等を実施し、教育の質と専門性

の向上に努めてきたところであります。

また、本年３月には、新たに「宮崎県幼保小

接続カリキュラム作成のためのてびき」を、県

内全ての教育・保育施設、小学校等に配付し、

幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図ってい

るところでございます。

○二見康之議員 おおむね３歳児で県内約1,000

人ぐらい、４歳児・５歳児でも約500人ぐらいず

つまだ幼児教育を受けていないというのが現状

のようですが、これには認可外施設が含まれて

いないとのことですので、もうちょっと精査が

必要かもしれません。

先ほど言われた、県と県教育委員会でつくら

れた、この「てびき」、その中にも載せてあり

ます「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

というのに挙げられていますように、自立心や

協同性、道徳性・規範意識、社会生活とのかか

わり、思考力、言葉、豊かな感性と表現など、

こういったものは一朝一夕に育むことができる

ものではなくて、日々の生活を通じて少しずつ

学び育てるものだと思います。そのためにも、

このたびの幼児教育の無償化を機に、幼児教育

をしっかり受けられるように、その重要性を県

民に対してしっかり啓発していくべきと思いま

すが、県の考えを伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 幼児教育・

保育の無償化につきましては、来年10月から実

施の方針が示されたところでございます。この
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うち３歳から５歳児は、所得にかかわらず、全

世帯が無償化の対象になるとされておりますこ

とから、幼稚園等への関心がさらに高まること

が予想されます。

現在、幼稚園等におきましては、未就園児や

その保護者を対象に、体験入園や行事への参

加、育児相談、園庭開放などを実施しておりま

して、これらの取り組みは、幼児教育について

の理解を深める大変よい機会となっておりま

す。

県といたしましては、今後とも、これらの取

り組みに支援を行うことなどにより、幼児教育

の重要性の啓発に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○二見康之議員 そういうところで啓発するの

も大事だと思うんですけれども、そもそも、そ

ういうところに来ない方たちに理解してもらえ

る努力が必要だと思いますので、そこへのアプ

ローチを忘れないで取り組んでいただきたいと

思います。

次に、教育行政について伺いますが、教育委

員会におかれましては、教職員の大量退職並び

に試験倍率の低下に伴う対応として、ことしか

ら、職員の採用年齢を60歳まで引き上げられた

と聞いております。

受験年齢制限は緩和されましたが、これまで

も正規職員採用を目指して頑張っている臨時的

任用講師等の方々もいらっしゃると思います。

またその中には、ことしも勉強して受験するけ

れども、もし採用にならなかった場合、次年度

以降も臨時で採用してもらわなければ生活が困

るので、採用権限のある学校長の評価をよくし

ておくために、ほかの先生が敬遠しそうな部活

動の顧問や担任などを受けられ、またそれに

よって採用試験勉強の時間がなかなか確保でき

ないという声も聞いたことがあります。

そこで、現在、学校において、臨時的任用講

師等の非正規職員の業務はどのように割り振ら

れているのか、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 学校におきまして臨

時的任用講師等を配置する状況は、学級数の増

減への対応や、育児休業等の代替職員としての

任用など、さまざまでございます。任用の際に

は、校長が面接等におきまして、本人の希望や

経験等を把握した上で、学校の実情や任用の時

期などを総合的に判断して、業務の割り振りを

行っているところであります。今後、学校にお

ける働き方改革を進めていきます上でも、臨時

的任用講師を初め、特定の職員に過度の負担を

強いることがないよう、適切に業務の割り振り

を行うことが重要であると考えております。

○二見康之議員 そうなんですね、学校長が大

体判断されるので、「総合的に判断していま

す」と言われても、中身がよくわからないんで

す。実際どうやって対応されているのか、わか

らないことが多過ぎて、どのようになっている

のか、その辺の解明。恐らく、大体いいように

されているところがほとんどだとも思います。

ただ、もしそういう場合があったときにどう

チェックするのかという課題が残ると思うの

で、この辺の取り組みを今後お願いしたいと思

います。

次に、全日制の高校入試について伺います。

高校入試は、義務教育を終えた生徒たちが、

それぞれの将来の目標に向かって新たな高等教

育を受けるために、ほかのライバルたちとの競

争に勝ち抜くことが試されるという意味合いも

あるかと思います。

ただ、半数以上の高校で定員割れが生じてい

る現在、この意味合いはちょっと薄いのかなと
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も思うんですが、実際に平成30年度宮崎県立高

等学校入学者選抜の一般入学者選抜において、

受験者数が14校では定員を満たしたそうです

が、18校で受験者の定員割れ、３校では合格者

が定員割れになったようです。よって、２次募

集を実施した高校は21校になりますが、その２

次募集では、受験者数188人に対し、合格者数

が144人だったそうです。一般入学者選抜学力検

査の全体状況を見てみますと、５教科総合得点

が100点に届かなくても合格するというような状

況です。高校入試には、先に述べた競争性のほ

かにも、義務教育における学びの評価を受ける

もの、どれだけちゃんと習熟したかというとこ

ろを見られるのも、この高校入試の意味がある

のかと思いますが、県教育委員会は、この高校

入試を行う目的をどのようにお考えなのか伺い

ます。

○教育長（四本 孝君） 本県におきます県立

高等学校の入学者の選抜は、学力検査及び作

文、面接、調査書等により、各高等学校の学科

やコースの特性に配慮しつつ、その教育を受け

るにふさわしい力が身についているかどうか

を、総合的に判定することを目的に行っており

ます。なお、学力検査では、中学校までの基礎

学力の定着や、当該高等学校における学習への

適応力を見ることとしておりますが、それだけ

ではなく、作文、面接、調査書等で、生徒の能

力や適性等を多面的に評価することとしており

ます。

○二見康之議員 中には、点数が高い人が落ち

て、点数は低くても通ることもある。この辺の

基準というものがよくわからないなと。中学校

までにおいて、教育委員会でも学力向上に取り

組まなければならないと言っているわけですよ

ね。その辺も含めて、学力向上に取り組まなけ

ればならない。やっぱりこの試験というものは

一つの通過点であるし、ハードルだと思いま

す。そこを乗り越えるようなたくましさを求め

たいとも思うわけなんですが、現状として、逆

に、そういう学力もない中でも合格するという

ことがあるわけなんですけれども。入学した後

は、実際そこでの授業についていかなければな

らないわけですね。そういったときに、授業に

ついていけない場合というのがあると思うんで

すが、そのような生徒に対する学力向上の対策

をどのように考えておられるのか、教育長に伺

います。

○教育長（四本 孝君） 学習面での手助けが

特に必要な生徒につきましては、学習に対する

不安を解消し、学びの意欲を高めることが、大

変重要であると考えております。このため、各

学校におきましては、生徒の実態に応じて、中

学校までの内容についての学び直しや、放課後

等を活用した個別指導に取り組みますととも

に、必要に応じて、学級担任と教科担任などが

連携して、情報共有を図りながら支援を行って

おります。県教育委員会としましては、今後と

も基礎学力の定着を含めた高校生の学力向上に

向けて、積極的に取り組んでまいります。

○二見康之議員 考えようによっては、できる

だけ受け入れて、しっかり教育できる体制があ

るのであれば、そういうことも望ましいのかな

とも思うわけなんですけど、ここのバランス、

どうやっているのかが我々にはわからないんで

すね。各学校でのそれぞれの判断となっており

ますと。

やっぱり中学校・小学校の学校教育現場で、

子供たちを励ましながら、目標設定させて、そ

こに向かって取り組むようにするためには、あ

る一定の基準というか、そういったものをちゃ
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んと決めるべきなのかなという感じもします。

次に、インターハイについて伺いたいんです

が、本県でもこの５月下旬から６月上旬に、高

校総体が開催されました。それぞれの競技にお

いて、さまざまなドラマや感動が生まれたこと

と思います。

ことしのインターハイは、「2018 彩る感動

東海総体」が、三重・岐阜・静岡・愛知・和

歌山５県で開催されるそうですが、本県の代表

として、その活躍が期待される生徒たちですけ

れども、出場するに当たっては、遠征費など相

当の負担もかかると思います。そこで伺いたい

のですが、現在、県は全国高校総体に出場する

選手に対してどのような支援をしているのか。

教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 全国高等学校総合体

育大会は、高校生スポーツ最大の祭典でござい

まして、県大会や九州大会で代表権を獲得した

選手が出場するという大会でございます。そこ

で、出場する選手への支援といたしまして、現

在、県高等学校体育連盟に対し、一定額の大会

派遣費の補助を行っているところであります。

○二見康之議員 一定額の派遣費の補助を行っ

ているということですけれども、今回は東海地

域なんですが、全国持ち回りですので、九州の

近場であったり、また東北とか遠いときもある

わけなので、その年その年で遠征費用は異なる

かと思うんです。県からの支援を、一定額では

なくて開催場所に応じた支援ができないのか、

同じく教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 全国高校総体は、全

国９つの地域の持ち回りで、年ごとに場所を変

えて開催されております。大会派遣の支援につ

きましては、高校体育・スポーツの振興策の一

つとして取り組んでいるものでございまして、

選手の競技力向上や、本県で開催する大会の運

営等に対するさまざまな取り組みとあわせて、

限られた予算の中で最大限の効果が上げられる

ように努めているところでございます。今後と

も、効果的な支援のあり方について、総合的な

観点から研究をしてまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 次に本県開催予定の国民文化

祭・全国障害者芸術文化祭、以下は国文祭と略

しますが、これについて伺います。

本県での開催予定が決まってから、実行委員

会の立ち上げや企画委員会設置など、平成32年

の開催に向けて準備を進めてこられていると思

いますが、現段階はどのような準備状況になっ

ているのか。開催まで残り２年余りとなりまし

たが、現在の準備状況についてお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 国民文化祭・

全国障害者芸術文化祭、略称で国文祭・芸文祭

と申し上げますけれども、この県主催事業につ

きましては、先般の県実行委員会において、開

会式、閉会式等の総合フェスティバルの日程、

場所が決定したところでありまして、その具体

的内容については、専門の事業者から提案を受

けた上で、今年度中に計画を策定することとし

ております。

また、大会ロゴマークを決定するとともに、

公式フェイスブックとツイッターを開設しまし

て、周知・広報にも努めているところでありま

す。

さらに、市町村と文化団体が主体的に行う事

業であります分野別フェスティバルにつきまし

ては、市町村実行委員会設立の動きが進むとと

もに、文化団体への個別相談会の開催等により

まして、団体から市町村への事業提案もふえて
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いるところであります。今後とも、市町村や文

化団体と十分に連携を図るとともに、有識者で

構成します企画会議等の意見も参考にしなが

ら、着実に準備を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○二見康之議員 また知事も、これまでいろん

なところで、国文祭開催に当たっては開催後の

本県文化芸術の振興につなげていくことが重要

であるとお話しされておりますが、この国文祭

開催後、どのように本県の文化振興を図ってい

かれるのかお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この国民文化祭は、文

化における国体というような表現もされている

ところですが、国体というものが本大会開催に

向けて施設を整備していく、またスポーツの競

技力を高めていく、そのことが後々のスポーツ

の振興に結びついていくように、国民文化祭、

それから全国障害者芸術文化祭に向けてさまざ

まな準備をすることによりまして、文化団体の

さまざまな活動を活性化させる、そしてさらな

るレベルアップを図っていく、そして全国から

集う同じ仲間と文化というものを共有してい

く、また披露し合う、そのことにより文化芸術

のすばらしさや地域の文化資源に対する認識を

一層深め、県民の文化活動がより活発化する、

そのような契機になるものと考えております。

県としましては、文化団体のさまざまな取り

組み等を支援しますとともに、国文祭、芸文祭

の開催後も見据えまして、文化活動へのアドバ

イスや、効果的な情報発信、人材育成等を一元

的に行うプラットフォーム、そういった仕組み

づくりを進めていこうとしているところであり

ます。

国文祭、芸文祭に向けてはもちろんのこと、

その開催後も引き続き機運を継続させ、県民の

生きがいづくりや地域の活性化につなげるため

に文化振興を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 県内における芸術文化活動、

分野ごとの団体、並びに各市町村の芸術文化協

会を取りまとめる役割を担うのが公益財団法人

宮崎県芸術文化協会であると思うわけなんです

が、本県の文化活動の充実・発展のためには、

この協会との連携が重要であると思いますし、

また現在も、県からも補助金等を支出している

と思います。

では、県は宮崎県芸術文化協会に対して、文

化活動の充実・発展のためにどのような活動を

期待しているのか、お伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎県芸術文

化協会は、本県の芸術文化の振興を図ることを

目的に、全県的に活動する音楽や美術などの文

化団体と、市町村単位の総合的な文化団体で組

織された、県内で唯一の文化に関する統括的な

団体でございます。

同協会におきましては、これまでも県と連携

しまして、「みやざき文学賞」や「県民芸術

祭」の開催に取り組んでおられます。また、昨

年度からは新たに、東京オリパラ文化プログラ

ムや国民文化祭に向け、創造性やチャレンジ性

のある公演・取り組みを支援する「チャレンジ

文化活動事業」を実施し、文化団体の主体的な

活動の促進とレベルアップに取り組んでいると

ころであります。

今後ますます、文化活動の県全体への広がり

が重要となってまいりますので、宮崎県芸術文

化協会には、引き続き、文化団体の活性化や団

体相互の連携強化が図られるよう、県内文化活

動の中核的な役割を果たしていただきたいと期

待しているところでございます。
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○二見康之議員 はい、わかりました。

次に、交通政策について伺います。

総合交通課は、「総合交通対策の企画及び総

合調整に関すること。基幹輸送体系の整備促進

に関すること。」が分掌事務とされておりま

す。本県の陸海空のそれぞれ交通輸送体系の現

状をしっかり把握して、そこから将来の本県の

輸送体系を描いていくことが求められているの

ではないかなと思うのです。昨年11月の議会で

も自動運転に関する質問をしたんですけれど

も、その後、いろいろお話を伺っていると、あ

のときに御答弁いただいた内容よりも大分スピ

ード感が変わってきているんじゃないかなと感

じます。本県の交通体系を検討するのは、導入

が始まってからでは遅いと思いますので、まず

はお伺いします。この自動運転技術、トラック

の隊列走行等、技術が実用化に向けてどの程度

進んでいるのかお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） お話にありま

した自動運転技術につきましては、国におい

て、2020年までにドライバー監視下での自動運

転、さらに将来の完全自動運転の実現に向けま

して、内閣府を中心に各省庁で横断的に取り組

まれております。

その中で、ドライバー不足等の物流の問題の

解決に資するトラックの隊列走行につきまして

は、今年度、先頭車両以外のトラックを無人化

することを想定した隊列システムの実証実験が

行われる予定でありまして、これらの実験を踏

まえ、2020年度には新東名高速道路での後続無

人隊列走行の実現、2022年度以降には東京―大

阪間の高速道路での事業化を目指していると聞

いております。

今後、自動運転技術が進展することで、物流

・交通等の諸問題の解決に大きな効果が期待さ

れることから、県といたしましても、引き続き

動向を注視してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 恐らくほかの国に比べると、

日本の目標設定というのはきちっきちっと進め

ていくみたいですので、今伺った、2020年度に

東名、東京―名古屋間が自動化になれば、これ

また大きな物流が変わってくるんじゃないかな

と思います。トラックのドライバー不足とかの

改善につながるいい技術開発だと思いますの

で、今後のその動向もしっかり注視していかな

ければならないんですが。

それと同様に、今度は鉄道なんですけれど

も、昨年も同じように11月議会で質問しまし

た、宮崎に子供が通う保護者の方だったんです

けれども、西都城駅に朝６時半ごろ行って、そ

こからバスに乗って学校に行くという話だった

んですね。実際に通っている子供と話す機会が

ありまして、伺ってみるとやっぱり同じような

流れでした。

都城からも結構、宮崎に流れているんだなと

思うんですけれども、今、実際このスクールバ

スの運行状況がどのようになっているのか、総

合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） お話にありま

したとおり、県内のほとんどの私立学校で、生

徒の通学の利便性を図るため、それぞれ１路線

から10路線のスクールバスを運行されておりま

す。特に、ＪＲ駅から離れている学校では、多

くの運行路線を設けているようであります。

各私立学校で状況は異なりますけれども、宮

崎市内の路線数の多い学校を例に申し上げます

と、最寄りのＪＲ駅から学校までのシャトルバ

スのほか、スクールバスとして、北は日向、木

城、西都などからの３路線、西は小林、都城、

綾・国富などからの３路線、宮崎市郊外からの
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４路線の計10路線を運行されているところもご

ざいまして、各路線を20名から40名程度の生徒

さんが利用されているという状況にあるようで

ございます。

○二見康之議員 バスも半年で大体６万円ぐら

いの利用料を取られるそうなんですね。ＪＲの

方もネットで調べたら、通学定期で大体６万ぐ

らい。ＪＲの方が高いかなと思ったけど、通学

の場合はそっちの方が安そうなんですね、どう

見ても。その子供の話によると、「別に電車で

行ってもいい」と言うわけなんです。「えっ」

と思いましたけれども。ただ、「電車で行くと

みんながたくさん乗っていて座れないんだ。座

れないからバスの方がいい」と言うわけなんで

すね。

都会の方では、通勤時間は女性専用の車両を

設けたりするわけなんですけれども、学生専用

の車両を設けるとか、こういう新たな取り組み

を考えていかなければ、実際、電車は行く、バ

スは行く、これはある意味、環境への二重の負

荷でもあると思うんですよね。こういう無駄を

なくすような取り組みというものを構築してい

く必要もあると思います。

これからの利用者増を見込むための対策が必

要なんですが、これまでのＪＲ九州の減便等を

受けて、改めて県内鉄道の利用促進に取り組む

必要があると思いますが、いかがお考えでしょ

うか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ＪＲ九州のダ

イヤ改正による減便等で、県内鉄道を取り巻く

状況がますます厳しくなる中、路線の維持のた

めには、一層の危機感を持って利用促進に取り

組んでいく必要があるものと考えております。

このため県では、特に利用が減少しておりま

す吉都線や日南線について、今年度から、沿線

自治体と一体となりまして、地元の食材・グル

メや地域の観光資源を活用したツアーなど、地

域外からの需要喚起を図る取り組みを強化する

ほか、今月末に、有識者や地元関係者、沿線自

治体のほか、ＪＲ九州も交えたメンバーで構成

します「みやざき地域鉄道応援団」を立ち上げ

まして、より効果的な利用促進のあり方などを

検討することとしております。

県としましては、今後とも、沿線自治体やＪ

Ｒ九州ともしっかりと連携しながら、さまざま

な角度から利用促進策について検討を重ね、可

能な限り輸送密度の維持・増加を図ることによ

り、県内鉄道路線の維持に努めてまいりたいと

考えております。

○二見康之議員 新たな需要を掘り起こすのも

いいとは思います。ただ、県内に住んでいる住

民の利便性の向上を考えていただきたいなと。

実際、県の職員の方も、北諸県農林振興局とか

に行かれる方は電車通勤の方が多いと思います

けれども、僕も何度か乗ったことがあります

が、やっぱり座れない、ほぼ満員に近いような

状態なんですね。そういったところの利便性の

向上を図れば、もっと県内にある地元のニーズ

を掘り起こすことができると思うんです。

まずはそのためには、いろんな情報収集をし

なければならないし、体系的に構築していく、

計画も立てなければならない。それを考えると

きに、今の県の総合交通課の体制では、人数等

も含めて、とてもではないけれども、陸・海・

空、鉄道・バス・船・飛行機のそれぞれに対応

していくのはかなり難しいのかなと思うのです

が、これらの本県の交通を取り巻く環境の変化

に対応するためには、さらなる体制の充実を

図って、総合交通対策を充実する必要があると

思いますけれども、知事にお伺いいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 人口減少・高齢化が進

む中で、本県におきましては、バスやＪＲの利

用者が減少する、何とか地域の県民の交通手

段、その足を守っていく必要がある一方で、大

消費地から遠い本県にとりましては、県産品を

国内外の消費地にどのように届けていくか、ま

た国内外からどのように観光誘客を図っていく

か、そういうことを考えますと、交通ネットワ

ークの充実は、本県の持続的な発展のために大

変重要な課題であると考えております。

今、御指摘がありましたように、自動運転が

視野に入ってきた中で、ＩＣＴ技術の進歩によ

りまして、交通や物流を取り巻く環境は大きく

変化する状況がございます。本県におきまして

も、客貨混載など全国に先駆けた取り組みなど

を進めておるところでありますが、変化に的確

に対応し、公共交通機関の利用促進や路線の維

持・充実等を図っていくため、時代の要請を踏

まえながら、スピード感を持ってさまざま交通

施策を進めていく必要があろうかと考えており

ます。

公共交通網の維持・充実は、本県が地方創生

を実現する上での基盤であると考えております

ので、私としましても、陸・海・空の総合交通

体制のさらなる充実に向けて、なお一層努めて

まいりたいと考えております。

○二見康之議員 ＪＲより早い対応をぜひお願

いしたいと思います。

次に、許認可事務の処理体制についてお伺い

したいんですが、行政手続法第５条によります

と、行政庁は許認可等の性質に照らし、できる

限り具体的な審査基準を定め、また、特別の支

障がない限り、それを適当な方法により公にす

るものとされています。

また、同法第６条によりますと、行政庁は標

準処理期間を定めるよう努め、これを定めたと

きは適当な方法により公にするものとされてい

ます。

平成26年に宮城県監査委員がこれら許認可等

に係る行政監査を行われたところ、審査基準・

標準処理期間の設定・公表及び表示、受付窓口

の体制、新任担当職員・実務担当職員の研修、

審査の進行管理体制や処理期間の状況、申請手

続の簡素化・効率化などについて、改善・見直

しなどの必要性が浮き彫りになったそうです。

これらの審査基準や標準処理期間が明確にな

り、適切な手段で公表され、県民の許認可の仕

組みについての理解が深まれば、県民並びに行

政担当職員の負担軽減にもつながるものではな

いかと思います。

そこで、本県におきましても、このような許

認可事務に係る「審査基準」及び「標準処理期

間」の遵守状況等について改善点がないか、行

政監査を行った方がよいのではないかと思いま

すが、いかがお考えでしょうか。

○代表監査委員（高橋 博君） 行政監査につ

きましては、これまでの財務監査とは別に、平

成３年の地方自治法の改正により、平成４年度

から実施をしているところでございます。

対象とする事務事業につきましては、その重

要性等を勘案し、監査委員の協議により選定し

ており、許認可事務につきましても、平成８年

度と14年度の２回取り上げております。

許認可事務は、県民の生活や社会経済活動に

密接に関わる重要な手続であり、法令等の遵守

はもとより、透明性や迅速な処理が求められま

すので、今後の行政監査のテーマの一つとして

検討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 あと、空き家対策なんですけ

れども、午前中の野﨑議員の質問の続きではな
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いんですが、県内市町村における空き家対策計

画の策定状況が今どのようになっているのか、

お伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 市町村は、

空き家等対策に関する基本的な方針のほか、空

き家等の調査や、所有者等による適切な管理の

促進など、９つの事項から成る「空家等対策計

画」を定めることができるとされております。

県内市町村における計画の策定状況でありま

すが、平成30年５月末現在で、７市町村におい

て計画が策定されております。このほか、４市

町村において現在策定中であり、また３市町に

おいて策定予定と伺っておりますので、今年度

中に、合わせて14市町村が策定見込みとなって

おります。

○二見康之議員 空き家対策を速やかに進める

ためにも、県内すべての市町村が空き家対策計

画を策定して、計画に基づく対策を推進するこ

とが重要と考えますが、本県の今の取り組み状

況をお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 「空家等対

策の推進に関する特別措置法」におきまして

は、市町村が、空家等対策計画の策定、及びこ

れに基づく空き家等に関する対策の実施、その

他必要な措置を適切に講ずるよう努めるものと

されております。

この計画は、空き家等対策を進める上で大変

重要でありますことから、県では、その前提と

なる実態調査のためのマニュアルを作成し、市

町村に提供したほか、「市町村空家連絡調整会

議」等を通じて、機会あるごとに策定について

要請してきたところであります。今後とも、全

ての市町村において空家等対策計画の策定が進

むよう、市町村へ足を運び、引き続き強く働き

かけ、必要に応じて策定事務の支援を行うとと

もに、市町村が行う空き家対策が円滑に進むよ

う、必要な援助を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○二見康之議員 ありがとうございました。

以上で私の一般質問の全てを終わります。

（拍手）

○外山 衛副議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 異質なもの

が排除され、分断が拡大する今の時代、企業理

念にダイバーシティーを基本にするところがに

わかにふえてきています。

ダイバーシティーとは、「多様性」を意味す

る英語です。最近、経済活動で多く使わている

言葉で、国籍、性別、年齢を問わずに人材を活

用することで、ビジネス環境の変化に柔軟、迅

速に対応できると考えられています。自由に物

が言えて、それぞれの意見をくみ上げること

で、職場が生き生きと活躍できる環境になりま

す。全ての障壁にとらわれることのない職場環

境、働きやすさが求められています。これらの

考え方を県の施策に生かしていくべきだと思い

ますが、知事の見解を伺います。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本格的な少子高齢・人口減少社会の中、今後

も本県の活力維持や経済活性化を図っていくた

めには、若者、女性、高齢者、障がい者、外国

人など、あらゆる県民が個性と能力を十分に発

揮して、生き生きと活躍できる社会の実現が求

められております。

こうした中で、個性や違いを受容するダイバ

ーシティー、多様性というものは、女性や高齢

者の活躍促進、開かれた教育や就労機会の創

出、障がい者の自立支援やまちづくりなど、誰
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もが社会参加できる環境づくりに向けて、さま

ざまな施策を展開する際の、とても重要な概念

であると考えております。今後とも、この点を

意識しながら施策立案に当たり、豊かな地域社

会の形成、多様な人材の確保、魅力ある産業の

創出につなげ、一人一人が尊重され、誰もが将

来に夢と明るい希望が持てる県づくりを進めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○髙橋 透議員 多種多様な個性とか、価値観

を尊重して理解し合う、生かしていくというこ

とは、口で言うほど簡単なものではないと思い

ますが、施策立案に当たって、職員の個々の能

力を引き出すことができる職場づくり、本当に

重要だと思います。管理職の職場コーディネー

ト力、仕事力が問われると私は思います。その

ことについて、各部局長、教育長、警察本部長

に問いたいところですが、時間がございません

ので、知事に代表して答弁をいただきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 県庁組織全体として県

民の期待にしっかりと応えていくためには、個

々の職員が持つ知識や経験等を引き出し、これ

を最大限に活用していくことが大変重要である

と考えております。

意欲ある職員の能力を十分に生かすため、所

属長等が、みずからリーダーシップを発揮し、

コミュニケーションが活発で、風通しのよい職

場づくりを進めていく必要があると考えており

まして、各所属におきましては、上司と意見交

換しながら業務の目標を定めておりますほか、

職員の提案制度である「かえるのたまご」の実

施などを通じて、しっかりとやる気の向上を

図っているところであります。

また私自身も、職員の声に耳を傾けることを

大事にしたいという思いから、各種会議や協議

の場を初め、チャレンジ枠予算の審査の場な

ど、機会あるごとに、職員と直接、意見を交わ

しているところであります。今後とも、自由で

活発な意見交換を通じて、職員一人一人の能力

を最大限に発揮できる職場づくりに取り組むこ

とで、県政の課題にしっかりと対応してまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 引き続きよろしくお願いいた

します。

次に、もう一問お尋ねしますが、「経済財政

運営と改革の基本方針2018」いわゆる骨太の方

針原案が先般発表されたところであります。こ

の骨太の方針における、地方一般財源の取り扱

いについて、知事の所感を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 先般発表されました、

いわゆる骨太の方針案におきましては、社会保

障関係費の急増等を見据え、来年度からの３カ

年を、持続可能な経済財政の基盤固めを行いま

す「基盤強化期間」―これは仮称であります

が―と位置づけられ、当該期間における地方

一般財源総額につきましては、地方の安定的な

財政運営のため、本年度と同水準を確保すると

されておりまして、この点につきましては、地

方の声が反映されたものと評価をしているとこ

ろであります。

一方で、地方交付税の改革実績による配分の

強化や、地方法人課税における税源の偏在是正

等につきましては、今後の検討に委ねられてお

りますことから、地方行政の安定的・計画的な

運営に支障を生じないよう、その動向を注視し

ていく必要があると考えております。

社会保障関係費が年々増加する中、防災・減

災対策、公共施設の老朽化対策、地方創生の実

現等に積極的に取り組むためには、地方税財源
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の確保・充実が不可欠であると考えております

ので、引き続き、あらゆる機会を捉え、国に対

し本県の実情というものをしっかり訴えてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 地方一般財源総額が来年度か

ら３カ年保証された、確保されたということは

ありがたいことでありまして、全国知事会等の

粘り強い要望のおかげだと思っております。一

方で、今ありましたように、地方交付税の改革

実績による配分の強化ということを言われまし

たが、具体的にどのようなことが考えられるの

か、総務部長に答弁を求めます。

○総務部長（畑山栄介君） 骨太の方針案にお

きましては、例えば、頑張る地方の取り組みを

支援する仕組みの強化の観点から、「まち・ひ

と・しごと創生事業費」について、地方創生の

取り組みの成果の実現ぐあいに応じた算定への

シフトを進めるとされております。

具体的には、「まち・ひと・しごと創生事業

費」について、現在は、本県のような財政力の

弱い団体に対し、一定の配慮をした上で、人口

増減率や出生率、若年者就業率などの指標ごと

に、各団体の状況を全国の状況等と比較した

「取り組みの必要度」に応じた算定と、各団体

自身の過去の状況と比較した「取り組みの成

果」に応じた算定が行われております。今後

は、この「取り組みの成果」に、さらにシフト

した算定が検討されるのではないかと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 本県の人口減少対策の目標

値、いわゆる若年層のところが下振れした結果

が出ていますよね。これを非常に心配するわけ

ですが、今まさに説明があった交付税算定の対

象になって、減額になる可能性が高いと受けと

めざるを得ないわけです。その配分強化の仕組

みをもう少し緩めていただく、そういう要望も

地方自治体はするべきじゃないかと思っていま

すし、いずれにしても、今取り組んでいる「ま

ち・ひと・しごと地方創生事業」、これにしっ

かり取り組んで、県だけじゃなくて26市町村、

チーム宮崎として取り組んで成果を出す。人口

減少目標値に近づける取り組みをしていくこと

が大事だということを申し上げておきたいと

思っております。

次に移ります。環境施策についてお尋ねして

まいります。

「宮崎県新エネルギービジョン」の中間見直

しを行うということでありますが、その方向性

とスケジュール及び数値目標の設定をどのよう

に考えているのか、お伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 県の新エネル

ギービジョンは、本県が太陽光や降水量、さら

には木質バイオマス資源等に恵まれている環境

を生かし、新エネルギーの導入を積極的に推進

するため、導入の目標数値を設定するなど、そ

の具体的な計画を定めているものであります。

現在のビジョンは、今月から中間年の見直し

を行う予定でありまして、今後、県民や事業者

へのアンケート調査や県議会への報告などを経

て、来年６月までに新たな計画を策定したいと

考えております。

なお、数値目標の設定に当たりましては、よ

り一層の新エネルギーの導入を図る方針であり

ますが、国のエネルギー基本計画や、再生可能

エネルギー固定価格買取制度改定後の影響など

を考慮する必要がありますので、再生可能エネ

ルギーの専門家など、外部有識者等からの意見

聴取も行いながら、具体的な検討を進めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 具体的な数値目標を今、示さ
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れなかったわけですけど、審議会の事務局とし

て、素案には示されるはずだと思うんです。

ちなみに、現在の再生可能エネルギーの比率

あるいは電力自給率、もし、お手元に持ってい

らっしゃれば教えてください。

○環境森林部長（甲斐正文君） 平成28年度に

おける県内の電力消費量は、約953万8,000キロ

ワットアワーであるのに対しまして、新エネル

ギーによる発電量は、約159万7,000キロワット

アワーでありますので、新エネルギーによる電

力自給力は約17％であります。新エネルギービ

ジョンの見直しにおける目標数値の設定につき

ましては、諸般の状況を考慮する必要がありま

すが、一層の新エネルギーの導入が図られるも

のにしたいと考えております。

○髙橋 透議員 新エネルギーの定義には、い

わゆる大規模の再生可能エネルギーは多分含ま

れていないんじゃないかと思うんですが、そこ

を確認します。

○環境森林部長（甲斐正文君） 新エネルギー

以外、いわゆる再生可能エネルギーという大き

な枠の中で言いますと、そこから大規模水力発

電、地熱発電等を除いた太陽光発電であります

とか、風力発電、バイオマス発電、小水力発電

等を、熱利用も含めてですけれども、新エネル

ギーと定義しております。

○髙橋 透議員 本県は企業局が全国第３位の

発電量を持っていますから、それなりに再生可

能エネルギーの比率は高いはずなんですよ。

残念なことに、国が５月に示した基本計画で

は、再生エネルギーの比率は据え置いたんです

よね。ここで数字の細かな突き合わせはしませ

んけど、本県は、一定の数字の素案というの

は、先ほど言いましたように出されるわけだか

ら、今よりも高めの数値の設定を追求すべきだ

ということを申し上げておきたいと思います。

１月末に、我が会派で再生可能エネルギーの

取り組み状況について、群馬県にお伺いしたと

ころであります。群馬県では、小水力発電の導

入を推進するために、民間企業による事業化検

討の一助となるよう、群馬県内に多数ある砂防

堰堤の落差を利用した小水力発電の可能性調査

を行っておりました。

導入可能性のある地点として13地点を選定し

て、「再生可能エネルギーの固定価格買取制

度」による価格・期間で売電した場合の概算収

支を試算して、期間内、いわゆる20年で投資回

収が見込まれる地点が５地点あったそうです。

これをひっくるめて13地点をホームページで公

表しているわけです。そこで、小水力発電につ

いて、県が有望地点調査を行う必要があると思

いますが、本県の考えを伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 県では、小水

力発電等の再生可能エネルギーの導入促進を図

るため、市町村等が実施する可能性調査や計画

策定に対する支援を行っており、この事業等を

活用して、平成29年11月に日之影町の大人（お

おひと）地区において、小水力発電所が稼働し

たところであります。

小水力発電は、水利権の調整や日常的な維持

管理など、より地域の理解や協力が求められま

すことから、地元との連携が非常に重要であり

ます。このため、県といたしましては、今後と

も市町村等と連携を図りつつ、地域の導入意向

等について把握するとともに、企業局など庁内

関係部局が保有する小水力発電の可能性等に関

する情報を活用することによって、より一層の

導入促進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 答弁にもありましたように、
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これまで同様の、市町村に補助金を流して市町

村にその調整を委ねるという手法なのかなとい

うことで理解をせざるを得ないわけですが、そ

れでは、やっぱり可能性調査は進まないんじゃ

ないかと思うんです。

ちなみに、群馬県に行ったときに、沼田市の

赤城沢小水力発電所を見に行きました。雪の中

をかき分けかき分け、我が会派の議員と行った

わけですが、昨年１月に１億円の事業費を投資

して稼働しておりました。そこで説明を受けた

ときに、宮崎県内にも２カ所以上、可能性、い

わゆる採算がとれるところがあれば行きますよ

とおっしゃるわけですよ。調査費に金はかかり

ますけど、事業費は会社が出すんです。ちなみ

に20年後は、当該自治体に寄付をしますという

ことまでおっしゃっていました。東京に本社が

ある「アドバンス」という会社でありますが、

紹介をしておきます。ぜひ可能性調査、県で責

任持ってやっていただきたいなと思っていま

す。よろしくお願いします。

次に、食品ロス削減対策について質問してま

いります。１年前も私は、この食品ロス削減対

策の質問をしております。

御存じのように、毎日、国民１人茶わん１杯

分の食べ物を廃棄している、そのくらいの量が

捨てられているということなんですよね。その

量は621万トン。国際機関が開発途上国に食糧を

援助していますけど、何と、この２倍の数字ら

しいんですね。このことを消費者庁が国民に調

査しましたら、65％がこの実態を知っていると

答えているんですよ。その割には、食品ロス削

減、なかなか進んでいないというのが実情であ

ります。そこで、この間取り組まれてきました

食品ロス削減運動推進事業、その成果と課題に

ついてお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 食品ロス削減

運動推進事業につきましては、食料生産者や食

品を扱う事業者、消費者団体、福祉団体等で構

成される「宮崎県食品ロス削減対策協議会」

を、昨年８月に立ち上げるとともに、著名人に

よる講演会などを行った「食べきり宣言フォー

ラム」や、啓発ＣＭの放送など、県民向けの情

報発信を行ったところであります。

議員御指摘の啓発効果の広がりにつきまして

は、食べきり協力店に、昨年度末で137店舗の登

録があったり、フォーラムにも400名を超える方

々に御来場いただくなど、徐々に浸透している

ものと考えております。

しかしながら、食品ロス対策は、取り組みを

始めて日が浅いこともあり、県民が積極的な行

動を起こす状況にはまだまだ至っていないた

め、啓発効果の拡大や、事業系の食品ロスの削

減を引き続き課題と位置づけまして、今後と

も、県民に対する情報発信を継続し、食品ロス

対策の浸透を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 事業系はそれなりの法律が

あって、対策が割としやすいんですけど、問題

は家庭から出る食品ロスですよね。一生懸命取

り組まれてきたと思いますけれども、いま一

つ、県民運動として盛り上がっていない感があ

ると思うんですよ。社会教育団体等々、こう

いったところに、もっともっと働きかけて広げ

ていただく。私だけかもしれませんけど、ス

テッカー・ポスター、余り見かけないような気

がするものですから、もうちょっと何か啓発運

動を考えることはできないかなと思って……。

公共交通機関、バスのラッピング、これも私は

効果があるんじゃないかなと思います。県民運

動として盛り上がりを図るための工夫した仕掛
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けが必要と思われます。県の考えを伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 食品ロス削減

を県民運動として推進するためには、多くの企

業や団体に参加していただくことや、啓発効果

が広く県民に波及していくことが重要でありま

す。

このため、昨年から食べきり宣言プロジェク

トとして、婦人会や業界団体が参加する食品ロ

ス削減対策協議会の設置や、さまざまな啓発事

業に取り組んでいるところであり、今年度はさ

らに、イベント等を利用した簡易的なフードバ

ンクにも試験的に取り組む予定であります。

今後とも、フォーラムの開催や啓発ＣＭの放

送など、現在の取り組みを推進するとともに、

県民が参加しやすい仕組みづくりを行い、県民

運動としての食品ロス削減を目指してまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 しっかり取り組んでいただき

たいと思います。国は2030年度までに、2000年

度比で食品ロスを半減する、こういった目標を

「循環型社会形成推進基本計画」に盛り込むこ

とを決定されるようですけれども、県として目

標数値を定めることはしないのか、お尋ねいた

します。

○環境森林部長（甲斐正文君） 食品ロス削減

量の数値目標については、国において策定作業

が進められている第４次循環型社会形成推進基

本計画には、家庭から排出される食品ロスの削

減目標が盛り込まれると聞いております。現時

点では、国の基本計画によって展開される施策

や、国が設定する指標の詳細が示されていない

ことから、情報収集に努めているところであり

ます。

県としましては、国の動向を注視しながら、

食品ロスの削減目標の設定について検討してま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 それでは次に、医師確保対策

に移りたいと思います。

宮崎大学医学部の地域枠、地域特別枠推薦入

試の状況と、定員充足に向けた県の取り組みに

ついては既に質問がありましたが、ことしは地

域枠定員10名に対して、６名の入学者数であり

ました。地域特別枠と同様に、研修後、本県に

残る可能性が極めて高い方々なわけで、この地

域枠を定員いっぱい埋めることが先決だと思っ

ております。

そこで、定員充足に向けての工夫が求められ

ていると思うんですが、例えば、より優秀な生

徒を学校側に推薦してもらうために、推薦入試

の要件を高くするとか、あるいは返済不要の奨

学金を支給するとかのインセンティブを与える

ことはできないものか。あるいは、推薦入試制

度の名称変更を検討することも必要ではないか

と思います。県の考え方を伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 地域枠推薦

入試は、本県の医師不足を解消するために、県

の要望に基づき、平成18年度から設けられ、定

員は現在10名となっております。

しかしながら、その入学者数は、平成28年度

７名、平成29年度５名、平成30年度６名と、近

年、定員を満たさない状況にあり、医師の安定

的な確保が困難になるおそれが生じておりま

す。

今後、地域枠の入学者数減少の要因の分析に

取り組み、必要に応じて、大学、県教育委員会

等と、推薦入試制度のあり方についても協議し

てまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ３年連続で定員を下回ったこ

とは重く受けとめるべきで、「地域枠」を選択

するメリットがあるかどうかというのが一つの



- 169 -

平成30年６月15日(金)

ポイントだと思うんです。「地域特別枠」とい

うのは奨学金がありますね。「地域枠」は、私

は思いませんけど、入りやすいという間違った

メッセージを送っている、そういうことを聞く

こともあります。地域枠は、センター入試で２

次試験は免除ですけれども、自動車学校に早く

行けてバイトもできるくらいのことですから、

そんなところでは魅力は感じないわけで、何ら

かのインセンティブを与えることはできないの

か。

名前が変わってどうかというのはありますけ

れども、例えば「希望枠」とか、「地域創生

枠」とか、あるいは「ひなた枠」とか、わくわ

くするような名称にできないものか、ぜひ御一

考いただきたいと思っています。

次に、地域枠を創設した目的、これは医師確

保ですよね。この入り口対策、ここをしっかり

確保した上で、卒業後、研修医を経て県内医療

機関に従事してもらう出口対策が重要なわけで

す。地域枠で入学した医学生の県内定着率はど

うなっているのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 平成18年度

から平成29年度までで、地域枠で入学した医学

生は110名でございまして、医学生が57名、医師

が50名、その他３名となっております。医師50

名のうち、県内で勤務する医師は36名、県外で

勤務する医師は14名となっておりまして、県内

定着率は72％となっております。

○髙橋 透議員 その他３名はもうお聞きしま

せんけれども、72％とおっしゃいました。ただ

し、地域枠推薦入試要件に次の文章が明記して

あります。「卒業後は、県内で臨床研修を受

け、研修終了後も引き続き宮崎の医療に従事す

ることを約束できるもの」。ですから、100％

じゃないといけないわけですよね。約束違反で

すよ。引き続き100％県内定着を目指し、取り組

みをお願いしたいと思います。

次に移ります。観光立県の取り組みについ

て。

まず、宮崎ＭＩＣＥの取り組みについてお尋

ねしてまいります。ＭＩＣＥ、Meeting・Incent

ive・Convention・Exhibitionの総称なんです

が、このＭＩＣＥ、私は昨年、沖縄県への観光

客数が初めてハワイを上回ったという記事を見

て本当にびっくりしたんですが、那覇空港は御

存知のように、アジア諸国を中心に週200便以上

の国際直行便が就航しております。また、人

口20億人以上の市場を擁する、成長著しい東ア

ジアの巨大なマーケットに囲まれています。こ

うした地理的特性を生かして、沖縄県はＭＩＣ

Ｅを成長のインフラとして戦略的に位置づけて

おります。実際に、沖縄本島東海岸の中城湾港

マリンタウン地区に大型ＭＩＣＥ施設を建設予

定であります。隣県の鹿児島県もしかりで、大

規模収容施設があります。

本県においても、大規模ＭＩＣＥを誘致して

いくことはもちろんですが、交通インフラとか

施設面でライバル県よりハンディがあります。

よって、本県のＭＩＣＥ誘致戦略として、小規

模ＭＩＣＥを県内全域へ地道に誘致する必要が

あると思いますが、県の考えを伺います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県内で開

催されるＭＩＣＥの多くは、宮崎市で開催され

ており、宮崎市以外での開催は少ない状況にご

ざいます。このことから、県といたしまして

は、ＭＩＣＥの効果を県内各地に広く波及させ

るために、主催者に対しまして、県内のさまざ

まな観光地などを組み込んだアフターＭＩＣＥ

メニューの提案を行っております。また、ＭＩ

ＣＥが、お話にありましたように県内各地で開
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催されますよう、一定の要件を満たした延べ宿

泊者数が50人以上100人泊未満の小規模なＭＩＣ

Ｅに対しても支援を行うこととしております。

ＭＩＣＥの誘致に当たりましては、交通アク

セスや受け入れ施設の状況など、踏まえるべき

ポイントもありまして、主催者側のニーズと受

け入れ側の情報をうまくマッチングさせること

が重要であると考えております。

○髙橋 透議員 今まで100人以上じゃないと補

助が出せなかったわけで、それが50人以上でも

出しますよということで改善されて、本当にあ

りがたいことだと思いますから、日南市も頑張

りたいと思います。

次に、ＭＩＣＥのさらなる誘致に必要なの

は、アピール力、営業力があると思います。誘

致に向けた組織のあり方だと思いますが、誘致

体制を強化すべきと思います。県の考えをお伺

いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ＭＩＣＥ

の誘致につきましては、県とみやざき観光コン

ベンション協会が連携して誘致活動に取り組ん

できたところでありますが、平成27年度に、市

町村など官民で構成する「みやざきＭＩＣＥ推

進協議会」を設置いたしました。また、平成28

年度にはＭＩＣＥ誘致のキーパーソンとなる学

識経験者等を宮崎県ＭＩＣＥアンバサダーに任

命し、そのネットワークを活用しながら、誘致

活動に取り組んでいるところであります。

こうした取り組みにより、今年度は、日本内

分泌学会学術総会や、アジアで初めての開催と

なりましたＬＲＥＣ2018など、大規模な国内外

のＭＩＣＥが開催されたところであります。

今後とも、市町村等と十分に連携し、効果的

なＭＩＣＥ誘致に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いします。

次に、クルーズ船誘客対策についてお尋ねし

てまいります。16万トン級クルーズ船の寄港地

がふえました。クルーズ船誘致合戦が激化して

いると思います。油津港は本県におけるクルー

ズ船の拠点港だと私は思いますが、本県への誘

致見通しについてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） クルーズ

船の誘致につきましては、今お話にありました

とおり、ことしから佐世保港や鹿児島港で16万

トン級の受け入れが開始されるなど、他県の港

との競争が激化しているところであります。そ

うした影響もありまして、油津港の平成30年の

予約状況は、現時点で、国内、海外合わせて13

回となっており、今後、変動する可能性はあり

ますが、昨年の26回を下回る見込みでありま

す。

○髙橋 透議員 ２月議会でも外山議員が質問

されていまして、そのときは20回ぐらいとおっ

しゃったような気がするんですが、この前日南

市に聞きましたら、16回と言っていたんです

よ。きょうはもう13回ですか。じゃ、来週はま

だ減っていますね。それだけ今、激化していま

して、私は危機感を持っているから、今回この

クルーズ船対策を質問に取り上げたわけです。

九州の主な寄港地の中で、ファーストポート

化になっていないのは油津港と別府港だけです

よね。台風など天気が荒れると、ファーストポ

ートじゃないから油津港には寄れません。そし

て今、４泊・５泊の、ショートのクルーズの需

要がふえているらしいですが、そうなると日本

へは２カ所だから、ファーストポートともう一

カ所だから、油津港は外されるんですよね。

ですから私は、このファーストポート化を急

がないと、13回が来週・来月には減っている、
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そういう危機感を持っています。ファーストポ

ート化の取り組み、努力されていると思います

が、どこまで進んでいるのかお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 検疫港として

指定されていない油津港に、外航クルーズ船が

ファーストポートとして寄港するためには、国

から特例的な取り扱いとして、国にかわって地

元自治体等が検疫業務の一定の役割を担う体制

を整えることが条件である旨の方針が示されて

おりますので、その要件を満たす必要があるも

のと考えております。

具体的には、感染症の疑いのある患者が発生

した場合の搬送方法や、定期的に蚊やネズミの

病原体検査等を行う港湾衛生業務など、さまざ

まな技術的な課題があります。

このため、今後、県内の体制を整えた上で、

検疫所や関係機関と協議を行い、油津港のファ

ーストポート化の実現に向けて、関係部局連携

して、課題の解決に向け取り組んでまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 引き続き努力をお願いいたし

ます。10市町で協議会を組織してクルーズ船客

の受け入れを工夫されているようですが、た

だ、ライバル港と同様の受け入れではリピータ

ーはふえないと思うんです。また訪れたいとい

う仕掛けが求められていると思うんです。その

ためには独創性のある体験型観光の掘り起こし

が大事です。県の取り組みをお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 地域の資

源を生かした体験型観光の実施は、クルーズ客

の新たな消費を喚起するとともに、本県の魅力

をより深く知ってもらうことで、リピーターの

確保にもつながるものであり、大変重要な視点

であると考えております。

こうしたことから、県では、地元自治体等と

連携しまして、和太鼓体験やトレッキングな

ど、新たな体験型メニューの掘り起こしに取り

組むとともに、ツアー商品に取り入れてもらう

よう、クルーズ船社や旅行会社に働きかけを

行っているところであります。

これらの取り組みによりまして、今年４月に

は、油津港に寄港した台湾からのクルーズ客を

対象としたサイクリングツアーが実現したとこ

ろであります。今後とも、関係者と連携し、本

県ならではのメニューづくりに努めながら、他

県の港との差別化が図られるよう、取り組んで

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 申し上げてきましたように、

他県では港湾の改良を進めて、クルーズ船誘致

に成功しております。油津港も22万トン級の受

け入れ整備が完了したことで、感謝を申し上げ

ておきたいと思います。ただ、クルーズ船専用

岸壁がないわけですよね。私は必要じゃないか

と思うんです。クルーズ船が寄港するたびに、

シャシー移動とかを王子製紙などの会社に協力

いただいているわけです。熊本県の八代港で

は、専用岸壁を今、改修中と聞くじゃありませ

んか。現状では、油津港の機能に限界があると

思うんです。競争が激化したことで、さらに寄

港数が減る心配をしています。何らかの新たな

仕掛けが必要だと思いますが、知事の意気込み

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県では、東アジア地域

からの旺盛なインバウンド需要を取り込むため

に、地元や関係機関等と連携しながら、クルー

ズ船の誘致に取り組んできたところでありま

す。

いっときの「爆買い」というものは今、鎮静
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化している状況でありますが、それでも何千人

の方が訪れることによる経済効果、そして、そ

の方々に、宮崎のことを知っていただける情報

発信効果、大変大きなものがあろうかと考えて

おります。

他県の港との競争が激化している今、御指摘

がありましたように、専用岸壁がない、ファー

ストポートでないというハンディを背負ってい

る中で、危機感を感じているところでありま

す。

一方で、油津港は、島々の眺望のすばらし

さ、港に出入りする際のこの眺望、大変評価を

いただいておりますし、鵜戸神宮、飫肥城下町

など主要観光地へのアクセスのよさ、それか

ら、東アジア地域から太平洋側を周遊するルー

トにおいて好位置にあるということで、クルー

ズ船社から高い評価を受けているところであり

ます。

また、先日は、なんごうシーカヤックマラソ

ンが10周年を迎えましたが、シーカヤック、サ

ーフィン、フィッシング、そういったマリンス

ポーツなどのアクティビティーの魅力を訴える

ということも、これからもっと必要になってく

るのではないかと考えております。

県では、地元自治体等と連携をしながら、食

や自然、スポーツ、アクティビティー、本県の

強みを生かしたさらなる魅力づくりに努め、他

県の港との差別化を図りながら、引き続き、ク

ルーズ船の誘致に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 知事、ハード面には一言も触

れていただけませんでしたが、私はこの専用岸

壁建設は極めてハードルが高いということは認

識した上で申し上げたわけです。もっと申し上

げるなら、専用岸壁を建設されるとすれば南

側、今、漁協がある側につくられるだろうと思

いますが、その背後には日南線が通っているん

です。であるならば、クルーズ船が寄港したと

きに、臨時駅を設けて、そこに海幸山幸、臨時

列車を走らせることもアイデアじゃないかと。

ＪＲ日南線も活性化します。そんな大胆な発想

までしながら、危機感を持って、知事、このク

ルーズ対策をお願いしたいと思います。

外国人観光客は右肩上がりで、今日まで伸び

てきましたけれども、減ることも予想されるわ

けです。何千人という単位で来る船が１隻２隻

と減っていくわけですから、そのこともしっか

りと念頭に置いていただきたい。岩切章太郎さ

んが「大地に絵を描く」とおっしゃっていまし

たが、知事、油津港に一度絵を描いてみてくだ

さい。お願いしたいと思います。

次に、観光立県の最後になりますが、亜熱帯

作物支場と南郷道の駅の連携についてお尋ねい

たします。今、道の駅なんごうは、ジャカラン

ダまつりでにぎわっています。次の日曜日で終

わりますが、関係者によりますと、ことしは大

型観光バスが減ったと言われるんです。なぜか

というと、やっぱり新燃岳なんです。この噴火

によって、やっぱりつながっているんですね。

宮崎県観光は一体だなということを感じた次第

であります。

行かれた方はおわかりだと思うんですが、亜

熱帯作物支場は小高い山で斜面です。ここに最

近行ってみましたら、頂上付近に駐車場が幾つ

かあって、孟宗竹があるわけですよ。ところど

ころに杉も木立があるんですね。これはもった

いないなと。もし必要じゃなければ、そこを伐

採してジャカランダを植えるべきです。そう

いったことが可能なのか、関係部長、答弁をお

願いします。
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○農政水産部長（中田哲朗君） 亜熱帯作物支

場は、御案内のとおりでございますけれども、

マンゴーやライチといった温暖化に適応する亜

熱帯性の果樹や花木の新品目の導入や生産技術

の確立などに取り組む試験研究機関でございま

す。

一方、敷地内の有用植物園では、美しい景観

を生かし、日南市が道の駅を整備するととも

に、５月、６月にかけては、地元の皆さんの御

尽力によりまして、ジャガランダまつりが開催

されるなど、県南の主要な観光施設として、県

内外の多くの皆様に親しまれております。

御指摘の孟宗竹や杉につきましては、その状

況を調査しているところでございますけれど

も、伐採による土砂の流出などの影響や、費用

等も考慮しながら、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。

○髙橋 透議員 ぜひ検討いただいて、もし了

という結果が出れば、伐採いただきたいと思い

ます。その後は任せてください。ジャカランダ

のまちづくりの団体がいらっしゃるんですよ。

その方々が植栽をして、管理までしていただけ

るんですよね。何なら私も加勢に行きますよ。

ぜひ検討を急いで、結果を出していただきたい

と思います。

そして、県有地の管理規則があると思うんで

すが、例えばジャカランダ祭りの期間だけでも

―先ほど言いましたように小高い斜面があっ

て、そこを市道がぐるっと迂回しているわけで

すね。頂上には何もないんですよ。都会から来

た人は結構歩くそうです。だから、下で飲み物

を買って行かれるわけですね。できれば、この

期間限定でもいいですから、飲食物が提供でき

る仮設のお店、許可できないものか、答弁を求

めます。

○農政水産部長（中田哲朗君） 支場内におけ

る、ジャカランダ祭り期間中の飲食物の販売に

ついてでございますけれども、今後、地元の活

性化に取り組む皆様からの、場所や時間等の具

体的な提案が出てきましたら、その提案を踏ま

え、試験研究業務への支障の有無や、県内の主

要な観光施設となっている点なども考慮し、検

討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 もう認めていただけるような

答弁だったと思います。早速、私、帰って関係

者と協議をしたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

次に移ります。農業振興施策についてであり

ますが、１年前のこの６月議会で申し上げてお

ります、種子法廃止に伴う影響と課題について

であります。

そのときの答弁で郡司副知事、思い出してい

ただきたいと思います。「種子を制するものが

農業を制する」と言われました。「優良種子の

安定供給に不安が生じる事態は、何としてでも

回避しなければならない。国に対し、必要な予

算の確保等を要望していきたい」と答弁をされ

ております。

その後、種子法廃止に対する意見書が、主に

東日本の方ですけれども、61の県、市町村議会

から国へ提出されております。そして、危機感

を持った米どころの県ですけれども、安定的な

供給の責任を持つ条例を制定しております。新

潟県、兵庫県、埼玉県です。北海道や長野県で

も条例制定の動きがあると聞いております。ま

た、野党６党による復活法案も衆議院に提出さ

れております。

主要農作物種子法が廃止されましたが、中山

間地域を多く抱える本県の稲作を守っていくた

めにも、本県独自の条例を制定すべきと考えま

平成30年６月15日(金)
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すが、答弁をお願いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 水稲は県内一

円で作付され、特に、中山間地域では、地域農

業を支える大きな柱となっておりますことか

ら、県が主体となって、県内各地の気象条件に

適した水稲品種を選定するとともに、良質な種

子を安価で安定的に供給することは、大変重要

であると考えております。このため、県としま

しては、主要農作物種子法廃止後も、引き続き

県が主体となって、現在の種子供給体制を堅持

することとしているところであり、御提案のあ

りました条例制定につきましては、今後、全国

の状況も調査しながら、その必要性を含め、検

討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ＴＰＰ発効後に本県の安価な

種子を守ることはできなくなると、私は思いま

す。外資による種子支配を政策的に規制できる

かは極めて疑問なんです。ＴＰＰには、ＩＳＤ

Ｓ条項があります。御存じだと思います。これ

は外国の企業が、投資を受け入れ、国の措置に

よって損害をこうむった場合に、損害賠償や原

状回復等の救済を求めて申し立てる解決手続で

あります。この条項は２階建てになっているよ

うです。

ちょっと調べてきました。１階部分が、投資

受け入れ国が外国企業の財産を差別的に取り扱

うなど保護しない場合、２階部分が、受け入れ

国が外国企業と取り交わした合意や許可をほご

にした場合に、ＩＳＤＳ条項に基づき国際的な

紛争解決を行うこととなっております。今、米

国が離脱しておりますから、２階部分は凍結に

なっているようです。ただし、私は、米国は復

帰する可能性が高いと見た方がいいと思うんで

す。これは不幸中の幸いですから、少なくとも

米国がＴＰＰに復帰するまでには、条例を制定

しておくべきじゃないかと思っております。

知事、問題意識とスピード感を持って取り組

んでいただきたいと思うんです。今、ＪＡグル

ープとか、県農民連盟、農業会議から県議会に

も知事にも、条例をつくってほしいという要望

書が出ているはずです。私は、ＪＡはまゆうの

正組合員で、かつ農民連盟の一員でもあります

が、宮崎県の農業者を代表して、条例制定に向

けての知事の決意を求めたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この種子の供給体制、

大変重要な課題であります。水稲が、本県農業

の基幹品目の一つでありますことから、その優

良な種子を、安価で安定的に生産者に供給する

ことは、極めて重要な課題であります。先ほど

の農政水産部長の答弁でもありましたとおり、

主要農作物種子法廃止後も引き続き、県が主体

となって、従来の種子供給体制を堅持していく

こととしております。御提案のありました条例

の制定につきましては、その必要性も含め、検

討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。中山間地域を多く抱えている本県で

は、多様な気候に応じた品種の改良なり栽培が

行われてきているわけですが、近年では高温障

害に適応した品種「夏の笑み」、多収量で倒伏

に強い品種ですよね。本当に農業技術者のおか

げだと思っています。安価で地域に適した種子

を、安定供給してきた、そういう歴史があるわ

けですよ。何はともあれ、農業技術者の方々に

は、農業者の不安の解消、そして、安全・安心

で良質な農産物供給を図ってきたという自負と

誇りがあるわけですよ。ぜひ知事、答弁にあり

ましたように、スピード感を持って手続を進め

ていただきたいと思います。

次に移ります。土砂災害対策について。
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土砂災害の危険性が高まる時期となったわけ

ですが、これまでの危険地区の調査につきまし

ては、地形図とか航空写真で実施をしてきたら

しいですが、近年の調査は、レーザー測量によ

るデジタルデータで危険箇所の調査が可能に

なったと伺っております。昨年度行われました

調査の結果についてお尋ねいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 近年、集中豪

雨等による大規模な山地災害が発生し、国民の

生命等に甚大な被害を与えていることから、林

野庁では、山地災害危険地区の精度向上を図る

ため、平成28年度に調査要領の改正が行われま

した。

このため、本県においても、新たな調査要領

に基づき、地形や地質等の自然条件を再調査す

るとともに、航空レーザー測量のデータを新た

に活用し、危険地区の見直しを行なったところ

であります。

その結果、これまで地形図等では読み取れな

かった、山腹崩壊の発生源となる水が集まりや

すいくぼんだ地形など、微細な地形も判別でき

たことなどから、山地災害危険地区は、これま

での4,440カ所から5,390カ所に増加したところ

であります。

○髙橋 透議員 約1000箇所ふえたわけです

が、今回のこの調査結果を受けて、今後どのよ

うな対策を講じていかれるのか伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 山地災害につ

きましては、治山事業により、速やかに復旧を

図っておりますが、近年、九州北部豪雨など、

大きな災害が連続して発生しており、災害を未

然に防止する観点から、予防的な治山事業な

ど、事前防災や減災に取り組んでいるところで

あります。

このようなことから、今回の調査結果を、市

町村や関係機関とも情報共有を行い、治山事業

を初めとする事前防災等の関連事業に活用する

とともに、国に対しては、十分な予算の確保を

要望してまいりたいと考えております。

さらには、ハード面の整備だけでは、全ての

災害の防止は困難でありますので、今回の結果

を県庁ホームページに掲載するとともに、市町

村に対して地域防災計画への反映を要請するな

ど、広く県民に周知を図り、防災意識の高揚を

図ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 スピード感を持って取り組ん

でいただきたいと思います。

最後の質問になります。教育問題でありま

す。

本県の教職員組合が、昨年、時間外勤務の実

態調査を行っております。１カ月の時間外勤務

時間が過労死ライン（80時間）を超える割合

が、小学校55.3％、中学校73.6％、中には240時

間を超える人もいたようです。同様の調査は文

科省も行っており、教職員の長時間労働が社会

問題化していることが浮き彫りにされておりま

す。そこで、教職員の勤務状況について、どの

ように把握し、対策をとっているのか、教育長

に伺います。

○教育長（四本 孝君） 教職員の勤務状況に

つきましては、全ての県立学校で、出退勤時刻

をパソコン入力することにより、把握をしてお

ります。また、市町村立学校におきましても、

多くの学校で同様の把握が進んできておりま

す。

長時間勤務に関する対策につきましては、

「働きやすい環境づくりプログラム」を改定い

たしまして、学校全体で取り組む「ワン・アク

ション運動」、あるいは教職員一人一人が取り

組む「ワン・トライ運動」を推進いたしますと
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ともに、部活動の休養日や、週１回、定時退庁

を促すリフレッシュデイを設定するなど、働き

やすい職場環境づくりの支援等にも取り組んで

いるところでございます。今後とも、教職員の

勤務状況をしっかりと把握し、長時間勤務の縮

減に向けた効果的な対策のあり方について検討

してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 県立高校は勤務実態の把握を

されているように理解したんですけれども、い

ま一度確認しますけど、小中学校では学校長が

しっかりと教職員の超過勤務を把握しているの

か、再度お尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 市町村立学校の勤務

状況の把握につきましては、服務監督権者であ

る市町村教育委員会が行うということになって

いるわけですが、県教育委員会の調査によりま

すと、多くの市町村で、勤務状況の把握が進ん

でいる状況にございます。県教育委員会といた

しましても、今後、学校長が所属職員の勤務状

況を正確に把握できるように、さらに市町村教

育委員会との連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 全国の事例を見てみますと、

過労死として公務災害認定された方もいらっ

しゃるわけですよね。本県においても長期療養

中の人がふえている実態が、これまでこの県議

会でも報告されてきました。

まずは勤務実態を把握することだと思ってお

ります。昨年、私は、大人のひきこもりについ

て実態調査を行う必要があるんじゃないかとい

うことを質問しましたが、実態が把握できなけ

れば、その対策はとれないんですよ。教職員

だって同じだと思っています。

例えば、タイムカードなどの導入とか考えら

れないのですか。教育長にお尋ねいたします。

○教育長（四本 孝君） 現在のところ、県立

学校では、各教員がパソコンに勤務時間を入力

するという方法でやっております。また、市町

村におきましても、同様の方法をとっていると

ころが多いというふうに認識をしております。

昨年度の９月から、これを始めたわけでござ

いまして、今後これがいい方法であるのか、そ

れで的確に勤務時間の把握ができるのかどうか

ということを検証して、お話がありましたよう

なタイムカード等の活用ということも、今後検

討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 タイムカードは１台２～３万

円ですか。中学校を入れて300校ぐらいあるんで

すか。ちょっと私の数がアバウトで申しわけな

いんですが、600万とか700万の世界なんだと思

いますが、要は勤務実態の把握をしっかりと

やっていただきたいと思います。

次に、小学校の外国語教育に伴う教職員の負

担ついてお尋ねします。2020年度から、小学校

では外国語教育が本格的に導入されますが、教

員の不安感や負担感を解消するために、教育委

員会としてどのような取り組みを進めているの

か、お尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 議員御指摘のとお

り、小学校における外国語教育の早期化・教科

科に伴いまして、教員が、授業の進め方や指導

方法に不安を感じているということは、認識を

しております。

そのため、県教育委員会といたしましては、

昨年度から、県内８校のモデル校において研究

を実施いたしまして、その成果や課題をもと

に、何をどのように教えればよいかということ

について、全ての小学校の教員に対して研修を

行うなど、不安感の解消に努めているところで

ございます。
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また、授業時間数の増加に伴う負担感を減ら

すために、会議の効率化や報告書の簡略化な

ど、授業以外の業務の軽減にも努めているとこ

ろでございます。

○髙橋 透議員 今度の指導要領の改訂でびっ

くりしたのは、子供たちが習得する総語彙数、

単語の数が物すごくふえていますよね、中学

校、高校までひっくるめて。それで、子供の負

担もありますが、授業時間数の増加によって、

教員の負担がまた増しました。この軽減を図る

ために、加配教員をふやす必要があると思いま

すが、県教育委員会の取り組み状況を伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 現在、本県では、国

からの加配措置によりまして、英語を専門的に

指導する「専科教員」を９名配置いたしまし

て、18校で指導を行っております。しかしなが

ら、この数の配置では、教員の負担軽減を図る

上で十分とは言えず、本県独自で「専科教員」

を配置するにも、多額の財政措置が必要であり

まして、厳しい状況にございます。

このため、国に対し、全国都道府県教育長協

議会を通じまして、「専科教員」の増員につい

て要望いたしますとともに、ことし５月には、

私も知事とともに文部科学省に行きまして、直

接お願いをしてきたところでございます。今後

とも、引き続き国へ強く要望し、本県教員が自

信を持って指導に当たることができるように、

環境整備に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 専科教員が９名とおっしゃい

ましたよね。確か全国で1,000名の配置がされた

と聞いているんですが、ということは0.9％です

よ。これ、いつもの配分じゃないですかね。全

人口に対する宮崎県の割合が0.9ですよ。本当に

これは話にならないわけですよね。

そして、しかも18校ですか、近隣の担当を入

れて。237校あると聞きました。１割にも満たな

いですよ。これじゃ、先ほどから申し上げてい

る、教職員への負担、対策をとっても、また新

たな課題が出てきたじゃないですか。本当に大

変な問題だと思っています。

知事と直接、文科省へも行かれたようです

が、引き続き、知事会、全国教育長会一体と

なって専科教員の配置について要望を強めてい

ただきたいと思っています。

今回の質問は、英語で始まり、英語で終わり

ましたけれども、冒頭のダイバーシティー、最

初見たときに、「潜り」「海女ちゃんのまちづ

くり」かなと思ったぐらいなんですよね。先ほ

どの指導要領改訂で英語の総語彙数が、小学校

から高校卒業までで4,000語から5,000語ぐらい

になりました。私たちのときは、中学・高校合

わせて3,000語ぐらいだったと聞きますので、私

は高校でまじめに勉強した記憶もありません

が、それでも私はふだんの生活に不都合を感じ

たことはないわけですよ。今の子供たちは、い

ろんな面で、窮屈で、追い込まれているなとい

うことを申し上げておきたいと思います。

そして、幼い子供の命が奪われております。

「ゆるしてください」「おねがいします」。お

なかをすかして、寒さに凍えて死んでいった５

歳の女の子。本当に胸が痛みます。子供の命、

人権が危機にさらされています。今の時代、教

育のありようも含めて、社会全体で子供の人権

をしっかりと守る仕組みをつくらなければとい

う思いを申し上げて、質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○外山 衛副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。
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次の本会議は、18日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時54分散会
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