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○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

議事に先立ちまして一言申し上げます。

昨日の大阪府を震源とする地震によりまし

て、多くの方々が被害に遭われました。また、

複数の方がとうとい命を落とされました。本県

議会は、この地震災害によりまして亡くなられ

た方々に対し、謹んで哀悼の意を表するととも

に、被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げ

ます。

◎ 一般質問

○ 原正三議長 それでは、本日の日程は一般

質問及び議案・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、西

村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。本日は、足元の悪い中、傍聴に来て

いただきまして、ありがとうございます。

そして今、議長から御挨拶がありましたとお

り、昨日の大阪府で起こった地震に対して、私

からもお見舞いを申し上げます。

1995年の阪神・淡路大震災を思い出しまし

た。非常に多くの被災者を生んだわけですけれ

ども、それから20数年がたち、その教訓が生か

されていたのかと思いますが、昨日の被害を見

ますと、その教訓も多少は生かされていたので

はないかなと思ったところであります。

私も、非常食であったり、また、地震対策と

いうものを改めて見直さなくてはならないと

思ったところでありました。

さて、これまで多くの質問が出ました。重複

する質問を避け、また通告しておりましたワク

モ対策は割愛し、委員会等にて質問することと

いたします。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

県の許認可について伺いますが、本県の経済

活性化のため、県はさまざまな経済対策を打ち

出し、農林水産業、商工業、観光業など、産業

活性化策を、知事を先頭に推し進めています。

経済活性化を考えるときに、公共事業による

インフラ整備や補助金等による産業活性化策な

どもありますが、近年は、国や地方の厳しい財

政状況から、公共投資の伸びはほとんど期待で

きない状況にあります。また、本県や市町村の

経済対策の多くは、企業誘致、観光客誘致、ス

ポーツ大会誘致、移住政策などを積極的に行っ

ております。その効果を全て否定するわけでは

ありませんが、ほとんどが呼び水の政策であ

り、県外資本や県外の人など、他力本願の部分

も大きく、情報発信やニュース性はあるもの

の、他県との競争も厳しく、現実的には地域経

済への波及効果として、大きな伸び代は期待で

きないと考えます。

地域経済活性化には、家屋建設や店舗開設な

どの個人投資、企業の設備投資や工場立地など

の企業投資が大きく影響します。県内でも日

々、個人や企業により事業計画がなされてお

り、それらの事業実施に際しては、県による許

認可が伴うものがほとんどであり、多くの県職

員が、それら民間投資を前提とした「許認可の

相談」を毎日のように受けています。

建設や開発に関する許認可の採択は、公害や

乱開発を防ぐなどの観点から、法令や規則に従

うべきであることは当然でありますが、人口減

少など社会情勢の変化、県民ニーズの変化にも

対応していくべきと考えます。職員みずからが

相談を受けている案件によって、地域の発展に

どれほど寄与するのか、どれほどの雇用が発生

平成30年６月19日(火)
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するのか、県職員が意識することで、結果は大

きく変わると思います。

私は県民から、「行政の許可の判断が出るの

が遅い」「紙での提出書類など手続が煩雑」

「相談しても担当者がよくわかっていない」

「どうして同様のケースで許可がおりないの

か」などの相談を受けることがあります。県民

から見て行政の許認可権限というものは大きな

壁でもありますし、またそこに県民感覚とのず

れも感じます。

そこで、まず知事に、県の許認可が本県経済

に与える影響力についてどのように考えている

かを伺います。

以降、質問者席にて質問を行います。（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。

行政上の許認可制度は、県民の権利保護や生

活上の安全の確保といった観点などから設けら

れており、法令による申請等の所定の手続を要

するものであります。

このことにより、例えば乱開発や公害の発生

など、重大な社会的・経済的な損失を防止する

意義があるものと考えておりますが、一方で、

申請者におかれましては、事業計画の変更を要

したり、許認可を受けるまでその目的を遂行で

きないなど、経済的影響を含む一定の制約が生

じることもあります。

このため、許認可事務の運用に当たりまして

は、そのような影響があることも認識をしなが

ら、法令等の範囲内で、丁寧かつ的確に手続を

進めることが肝要であると考えております。以

上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 関連して質問を進めます。

次に、職員の人材育成、研修について伺いま

す。先ほどの許認可業務を扱う県職員の意識と

ともに、許認可の可否を判断するスキルは当然

求められます。また、許認可業務経験者と、新

たに新規でその仕事につく担当者などのレベル

に合わせた研修も必要となると思います。

許認可を求める民間企業や県民は、対応した

職員を「プロ」として見るために、時には民間

のスピード感覚や経営状況から厳しい注文をつ

けることもあると思います。許認可を行う部署

に経験のない職員を配置した場合に、その職員

自身にも大きな負担と重圧がかかり、メンタル

ダウンなどにつながりかねません。

過去を振り返ると2006年４月に、県現業職が

任用がえで、一般職と同じ仕事をすることにな

りました。多くの現業職が土木事務所の管理部

門に異動になり、それまでの現業職員がすぐに

職務に対応することには、大きな困難があった

と思います。それから10数年がたちましたが、

それらの経験をもとに人事課サイドは研修等に

も努力してきたと思います。許認可業務に携わ

る職員については、県民サービスの向上を意識

した積極的な対応が必要とされますが、人材育

成の取り組みについて、総務部長に伺います。

○総務部長（畑山栄介君） 県職員の人材育成

につきましては、職員一人一人が意欲を持って

業務に取り組み、個々の能力を最大限に発揮で

きることが重要であるという考えのもと、「人

材育成基本方針」を定めまして、自治学院研修

や自己啓発の推進、人事評価制度を活用したＯ

ＪＴなどにより、意欲と能力を持った職員の育

成に取り組んでいるところでございます。

御質問にありましたように、社会構造や経済

情勢が変化する中で、それぞれの許認可制度の

趣旨を踏まえつつ、県民の利便性向上や事業活

動の活性化を図るためには、業務に携わる職員
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の意識が重要であると考えております。

今後とも、業務遂行能力にすぐれた、プロ意

識の高い職員の育成に努めてまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 すばらしい答弁だと思いま

す。そのとおりになるようにしていただきたい

と思います。

若手職員が出先の事務所等で経験を積むこと

は、本県にとっても非常に有益なことでありま

すが、県民はあくまで職員をプロとして相談し

ていることを忘れてはいけないと思います。

一方で、それぞれの職員みずからが担当する

仕事が、いかに経済活動につながり、雇用確保

や地域活性化など社会に貢献しているのか、職

員の「やりがい」につながる研修がなされてい

るのか、まだ疑問も残ります。職員が「やりが

い」がある仕事だと考えれば、相談者に対して

もポジティブに対応できるのではないか。前例

踏襲で「だめだ」というよりも、「どうにかし

てできないか」と思うポジティブな考え方に職

員がなってほしいと思います。

次に、許認可の中で、最も地域経済や人口流

出に影響するのが、調整区域撤廃や農地転用で

あると考えます。

私はこれまでも、過疎地の人口流出に歯どめ

をかけるために、農地や調整区域の住宅地など

への転用を進めるべきと訴えてきました。もち

ろん優良農地をあげるわけではなく、今行政が

動けばなんとかその地域が立ち直るかもしれな

いという地域を指しております。また、南海ト

ラフ地震対策として、県民個々人が高台への住

居移転を行っています。沿岸部では住宅地の不

足は現実にあります。

昭和63年に都城市が線引きを廃止した前例を

見てみました。未線引き都市では通常3,000平方

メートル未満の開発建築行為については許可不

要でありますが、乱開発防止のために規定

を1,000平方メートル以下に厳しく規制するなど

して、線引き撤廃を行いました。少し古いです

が、そのことを研究した宮崎大学の研究論文に

よりますと、「旧調整区域の人口減少の緩和が

見られ、過疎化問題は一応の成果を上げた。そ

の分、中心市街地の再立地が停滞気味」とまと

めています。しかし、これこそ、より環境のよ

く地価の安い郊外を求めた結果であるとも言え

ますし、現在の都城市・三股町地域の人口減少

が少ないことで、対策に大きな効果が出ている

とも言えます。

当時の都城市や県などでも多くの賛否や議論

があったと思いますが、過疎地域を初めとする

県下多くの集落で、人口減少や人口流出、地域

の経済活性化が課題となっている今こそ、具体

的かつ現実的な課題解決に乗り出すべきであ

り、まだこの許認可で対応が間に合う地域であ

れば、地域経済を活性化させ、人口流出に歯ど

めをかけられると思います。

農地転用の許可要件についてはさまざまな法

律条件があると思いますが、農地転用について

どのように考えるか、農政水産部長に伺いま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農地法は、農

業生産の基盤であります農地を確保することを

目的としておりますが、土地の効率的な利用を

図るために、一定の条件のもとで農地転用の許

可ができるようになっております。

農地転用の許可に当たりましては、農地の広

がりや営農条件など優良農地として保全すべき

か否かを基本に、事業計画の妥当性や周辺農地

の営農への影響の有無など、農地法で定める基

準により審査し、判断することとなっておりま
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す。

なお、農畜産物処理加工施設などの農業の振

興に資する施設につきましては、優良農地にお

いても転用可能でありますが、一般住宅や店舗

などにつきましては、先ほど申し上げました農

地法で定める基準に基づき、個別に判断するこ

とになります。

○西村 賢議員 この法律も当然、農業の発展

のためには必要な法律であると思います。逆に

一方で言えば、人口流出が著しい農村部に対し

ては、重い規制であることを忘れてはならない

と思います。また、都市部に近いところでも、

この規制があるためになかなか住宅立地が進ま

ない。ましてや農家の息子さん、跡取りが必ず

しも農家を続ける時代でもなくなりました。そ

ういった場合には、農地に住居を建てるという

ことが非常に困難である現実があることを、執

行部はしっかりと認識をしていただきたいと思

います。

次に、市街化調整区域における開発行為等の

許可要件や、社会情勢等の変化を踏まえた今後

の対応について、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 市街化調整

区域は、都市計画法により、市街化を抑制すべ

き区域とされており、開発行為等により無秩序

な市街地化の拡大につながらないよう、法第34

条第１号から第14号まで許可要件が定められて

おります。例えば、市街化調整区域に住みたい

方が、土地を取得して住宅を建てるためには、

その土地が、市街化調整区域に指定された際、

地目が宅地であり、かつ、一定の集落内にある

こと、または、法第34条第11号に基づく条例で

指定した区域内にあることなどが要件となりま

す。しかしながら、市街化調整区域の土地利用

につきましては、人口減少など、社会経済状況

の変化を踏まえて対応する必要があるため、法

の趣旨は踏まえながら、許可要件の緩和につい

て、関係市町との勉強会を開催するなど、検討

を進めているところであります。

○西村 賢議員 この質問は、ほかの議員の方

からも出ておりますし、また、しっかりと前向

きに考えていただきたいことであります。先ほ

ど言ったように、乱開発を進めろというわけで

はないんですけれども、実際の県民のニーズと

いうこともしっかりと把握していただきなが

ら、考えていただきたいと思っております。

関係市町村との勉強会というものも、中身の

濃いものにしていって、しっかりとこの地域を

開発してやっていけるということがあれば、規

制を撤廃していくことも重要だと思いますし、

先ほど申し上げた都城市の例もございます。非

常に当時は重い決断だったと思います。しか

し、結果的に私ども日向市とか延岡市の調整区

域が多く残っている地域に比べて、非常に人口

が残っているわけです。そういういい前例も出

してあるわけですから、しっかりと、そこも参

考にしていただきたいと思っております。

今のやりとりを踏まえて、また再度、知事に

質問をいたします。本県の地域経済の活性化、

人口減少の課題については、全庁を挙げて取り

組んでいると思いますが、これまでのやりとり

を見ても、社会情勢の変化に対応が追いついて

いるとは思えません。今回の指摘について知事

はどのように考えるか伺います。

○知事（河野俊嗣君） 農地転用や開発行為等

の許認可につきましては、先ほどそれぞれの所

管部長がお答えしましたとおり、関係法令に

のっとり、地域の実情を踏まえながら、丁寧か

つ的確に運用していくことが求められておりま

す。御質問にありましたように、社会構造や経
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済情勢が大きく変化する中で、行政ニーズや県

政の課題もますます多様化・複雑化しておりま

す。

私は日ごろから、職員に対し、許認可行政も

含めて、実務を行う上では、現場の声によく耳

を傾けるとともに、視野を広く持って、県の活

性化に向けてなすべきことを組織全体で考えて

いくよう求めているところであります。今後と

も、プロ意識の高い職員の育成に努め、県庁全

体の総合力を高めていきますとともに、県民の

皆さんと向き合い、人口減少問題を初めとする

困難な課題にしっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 今、知事が職員の方々にその

ように訴えていただいているのは非常にありが

たいことであります。それがしっかりと浸透し

ていくように―特に人口減少対策、地域経済

活性化というのは、一番重い２つのテーマだと

思います。しっかりとした、現実的な、具体的

な策を―県の許認可ですから、県が動けば、

県がやろうとすればできることであります。他

力本願ではなくて、宮崎県が行政としてできる

ことも踏まえてしっかりとやっていただきたい

と要望しておきます。

次に、鉄道の利用促進について、質問を続け

ます。

５月30日、ＪＲ九州は、九州７県が３月のダ

イヤ改正で削減された便の復活などを求めて提

出した特別要望書について、６月中旬までに各

県や関係市町村へ回答する方針を明らかにしま

した。本県は日豊線、吉都線、日南線の３路線

で運行区間の復活や車両編成の維持を求めてお

りますが、ＪＲ九州からの回答があったのかと

いうことと、この件に関しての知事の所感を伺

います。

○知事（河野俊嗣君） 先月、九州各県ととも

に行ったダイヤ改正の見直しの要望に対しまし

て、正式な回答はまだありませんが、ＪＲ九州

は昨日、７月14日からのダイヤ改正を発表し、

県内の路線では、車両数の削減で一時、混雑、

遅延が発生しておりました吉都線や日豊本線の

一部につきまして、２車両編成を継続すること

が示されたところであります。

また、ＪＲ九州から、ことしの秋以降、吉都

線や日豊本線の一部で、学校の試験期間などに

おける臨時便の運行について、検討していきた

いとの意向が示されたところであります。

しかしながら、九州各県とともに要望してま

いりました、削減された便の復活について、今

回のダイヤ改正で対応していただけなかったこ

とは、大変残念に思っております。

県としましては、利用者の利便性が改善され

ますよう、ＪＲ九州に対し、今後とも地元の声

を届け、減便の見直しを求めてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 鉄道の利用促進を考える上で

は、少子化が進み、高速道路の整備が進む本県

にとっては、具体的な利用客拡大というのは難

しいかと思います。しかし、先ほどオープンし

た延岡駅のエンクロスや宮崎駅前の再整備、小

林駅周辺整備もですが、明るい材料がないわけ

ではありません。

鉄道に乗るだけではなく、駅の商業施設等の

利用を推し進めていくことも、一つの活性化策

であります。そのためにも、都市部では当たり

前になった、ＳＵＧＯＣＡなどのＩＣカードの

普及も必要だと思いますが、現在、県内では佐

土原―田野、宮崎―宮崎空港間でしか利用がで

きません。今後の利用可能エリア拡大につい

て、総合政策部長に伺います。

平成30年６月19日(火)
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○総合政策部長（日隈俊郎君） お尋ねのＪＲ

九州の交通系ＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ」につ

いてでありますが、これは、平成27年度に宮崎

駅を中心とする12駅に導入されまして、県民は

もとより、県外からの観光客、ビジネス客など

の利便性の向上が図られたところであります。

しかしながら、利用可能エリアが宮崎地区の

みであるため、その導入効果は限定的なものに

とどまっているものと認識しております。

このため、利用エリア拡大につきまして、要

望を続けているところでありますが、昨年10月

には、郡司副知事とともにＪＲ九州本社を訪問

いたしまして、「宮崎県鉄道整備促進期成同盟

会」からの要望として、直接お願いをいたした

ところであります。

県としましては、今後とも沿線自治体等と連

携しながら、ＪＲ九州に対し、引き続き、粘り

強く要望を行ってまいりますとともに、ＪＲ九

州の投資意欲を喚起することも重要であります

ので、県内鉄道の利用促進にも一層取り組んで

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 まだ私の地元日向市駅でも使

うことができないんですが、逆に、地域外から

来た方には「使えないの？」と、物すごく驚か

れますし、宮崎空港であったり、宮崎駅であっ

たり、ＩＣカードを使って入られた方が、その

後、駅員の方といろんなやりとりするのを聞く

ときも、時々あります。そういうのを見ると、

非常に寂しい思いもいたしますし、また、利用

拡大のためにも、これじゃ進まないなという思

いもあります。日向市駅にも１つ２つ、ＩＣカ

ードを使える自動販売機があるんですけれど

も、なかなか使っている光景が見られないの

も、残念なところであります。ぜひ、このＩＣ

カードの普及が進みますように、できるだけ早

く県内一円に広がるように、要望したいと思い

ます。

次に、新幹線整備と鉄道高速化について質問

予定でしたが、田口県議の質問と重複しますの

で、割愛をいたします。一言だけ。本県も東九

州新幹線や、鉄道高速化の夢を絶やすわけには

いきません。次の世代にしっかりと引き継いで

いくためにも、国やＪＲへの要望だけではな

く、知事を先頭にしっかりと行動を起こして、

続けていただきたいと思います。

次に、株式取得について質問いたします。県

内の電車の減便やダイヤ改正などさまざまな合

理化は、ＪＲ九州が民営化したことにより、よ

り株主への配慮や、営利を目的にした運行管理

が行われることは、これまでのやりとりを見て

いても現実的にあります。ＪＲ九州自体の事業

別売上等を見ても、鉄道などの運輸サービスに

よる売上は全体の４割強と、流通外食や不動産

事業など６割弱が既に鉄道以外の売上となって

おり、今後は本県の鉄道事業に対してどれほど

ウエートをかけてくれるのか不安な部分もあり

ます。本県の鉄道の利便性を維持していく上

で、今後は、ＪＲ九州への要望を含め、沿線自

治体との協力体制や県民への利用促進策なども

ＪＲと協力して行っていく必要があります。本

県がＪＲ九州との関係性を築いていく中で、Ｊ

Ｒ九州の株式取得を考えてはどうか、河野知事

に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の鉄道を取り巻く

状況が厳しい中で、その維持・充実を図ってい

くためには、ＪＲ九州と密接な関係を築くこと

が重要でありまして、今後ともしっかりと意思

疎通を図り連携を深める、そのような取り組み

をしてまいりたいと考えております。

御指摘がありましたような、県内の幾つかの
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自治体のように、ＪＲ九州との関係性を築くた

め、株式を取得することも一つの手法ではあり

ますが、株主として一定の権限を行使するため

には、相当数の株式を取得する必要がありま

す。また、仮に相当数に満たない株式を取得し

たとしても、株主平等原則により特別な扱いは

期待できないため、現時点では、県として株式

取得は考えていないところであります。

今後も引き続き、沿線自治体と一体となっ

て、利用促進の取り組みを推進するとともに、

ＪＲ九州としっかり連携してまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 株式取得に対しては、非常に

消極的であると思いますけれども、相手も民間

企業でありますし、株主の言い分を聞かなくて

はいけない株式会社でありますから、そのこと

を含めて、関係性をより密にするという手法の

一つとして申し上げたところであります。ほか

で株式を取得している自治体もあるということ

でありましたので、そういうところの経過も見

ながら、今後も検討を続けていただきたいと思

います。

次に、アユの資源管理について質問いたしま

す。

五ヶ瀬川水系のアユの資源管理で、五ヶ瀬川

水系のアユを守ることが、環境保護や観光産業

への影響も含めて大きな課題であることは言う

までもありません。五ヶ瀬川のアユが激減し、

県は平成28年度から、「五ヶ瀬川水系のアユ資

源回復に向けた取組方針」に基づき、内水面漁

協や海産稚アユ採捕業者など、関係者による総

合的な取り組みを行ってまいりました。平成29

年の２月からは延岡湾への採捕停止に踏み切

り、アユの資源回復の状況が目標値にいまだ及

ばないことから、来年からは門川、日向の漁協

も海産稚アユの採捕停止の方針を示されており

ます。県は対応策などを提示しておりますが、

当該漁協の方々が非常に強い憤りを持っておら

れることは、これまで議会において質問が出さ

れてきましたので、御承知のことと思います。

県は毎年５月と10月に調査を行っております

が、先月の調査結果とその結果による見通しは

どうであったのか、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 五ヶ瀬川水系

のアユ資源回復に向けた取り組みにつきまして

は、ただいまお話がありましたとおり、平成28

年に策定いたしました方針に基づき、毎年、ア

ユの生息数を調査し、資源の状況を確認しなが

ら管理を進めることといたしております。毎年

５月に実施する調査は、海で育ち、川に上って

きた若アユの数を漁解禁前に把握し、その年の

アユの資源状況を判断するために行っているも

のであります。今年度の調査は、アユ調査の専

門家に委託して、５月21日から25日までの５日

間で実施したところでございますが、現在、そ

の結果の取りまとめを行っている状況にござい

ます。

○西村 賢議員 アユの資源回復のため、五ヶ

瀬川では種苗放流を行っており、５〜10トン程

度の放流を行っているとのことです。100万

〜200万尾に相当するそうです。しかし、この放

流量と資源の回復量には相関関係が認められま

せん。漁業者には、「五ヶ瀬川は以前ほどのア

ユが生息できる環境にない」と指摘する人もい

ます。私もその考えは否めないと感じていま

す。アユが生息していくには、餌であるコケの

育成状況や、カワウなどの外敵、産卵場所や水

位減少による育成密度、水質など多くの要因が

関係してきます。

先日、広島県の栽培漁業センターを訪問し、
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関係者からアユについてのレクチャーを受けて

きました。ここでは、放流用に230万尾のアユを

育て、４つの漁協の中間育成施設に卸していま

す。人工的に育てられたアユは自然環境に弱い

のかと伺ったところ、「冷水病」という感染症

によって死滅してしまうので、その耐性がある

強いアユを品種改良してつくっているとのこと

でした。その研究も顕著であり、広島県灰塚ダ

ムの陸封アユと宮崎県産アユのかけ合わせが、

現段階で最もその細菌に強いということで、冷

水病でほぼ全滅するところが８割程度残ったケ

ースもあるということで、驚きました。アユの

生存率を大きく左右する冷水病に関して、本県

の検査体制と、本県の河川環境に向くアユの品

種改良の取り組みについて伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県におきま

しては、これまでアユの冷水病による大きな被

害は出ていないことから、品種改良による対策

は行っていないところであります。しかしなが

ら、冷水病が一たび蔓延すれば甚大な被害が生

じますことから、県内各河川に放流するアユ稚

魚につきましては、水産試験場において検査を

行い、冷水病でないことを確認の上、放流する

など、河川に病気を持ち込まない対策を講じて

いるところでございます。

○西村 賢議員 冷水病の被害はそこまでない

ということですが、そうであればなおさら、な

ぜアユがすめないのか疑問も残ります。さまざ

まな観点から研究がなされていると思います

が、その一つの要因であるカワウについて伺い

ます。五ヶ瀬川水系にはダムなどの魚道が多く

あり、カワウがそこを狙ってくるとも、関係者

の話で聞きました。本県のみならず多くの河川

で、カワウによるアユへの被害があり、各県も

対応に苦慮しているとのことです。自然の摂理

ではありますが、カワウの捕獲にはさまざまな

条件があると思います。五ヶ瀬川の現状と対策

について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 延岡市により

ますと、五ヶ瀬川水系における平成28年度のカ

ワウによる被害額は2,400万円と試算されており

まして、アユを初めとする水産資源に被害が出

ている状況にあります。このため県におきまし

ては、延岡市や内水面漁協が取り組みますカワ

ウの生息調査や駆除活動、また、アユの遡上期

及び産卵期の被害防止活動に対しまして、支援

を行っているところであります。

今後とも、地元関係者と連携を図りながら、

カワウ対策に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 非常に多くの被害が出ており

ますし、カワウの対策というのは、内水面漁協

の方もいろいろ頑張っていただいておるんです

けれども、なかなか難しいということも聞いて

おります。それでも諦めるわけにはいかないと

思いますし、自然環境が相手ですから、なかな

か厳しいとは思いますが、さらなる取り組み

と、いろんな協力をよろしくお願いしたいと思

います。

話をもとのアユの資源管理に戻します。アユ

の資源保護も重要な問題ですが、今回関係する

漁師の方々は、県の方針に対して納得いかない

面もあります。県は別の漁業への転換等対策も

示されているようですが、ただでさえ後継者や

事業継続に悩む漁業者もいることでありますか

ら、容易ではないと思います。

来年まで猶予もありませんが、これまで事業

実施から２年が経過し、蓄積されたデータ等か

ら検証が必要ではないかと思いますが、農政水

産部長に伺います。
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○農政水産部長（中田哲朗君） 平成28年に策

定いたしました取り組み方針に基づき、延岡湾

での海産稚アユの採捕停止や、五ヶ瀬川におけ

る瀬がけ漁の自主的な期間短縮などの取り組み

を開始してから２年が経過したところでありま

す。この間、五ヶ瀬川水系で生まれた稚アユ

や、海で育って川に上っていく若アユの生息数

などを調査してきたところであり、これらのデ

ータが蓄積されているところであります。

取り組み方針におきましては、資源が回復す

るまでの間、アユの採捕を段階的に制限するこ

ととしておりますので、今後、ことしのデータ

も含めてしっかりと検証し、取り組みの効果や

資源の回復状況を確認していく必要があると考

えております。

○西村 賢議員 今回のアユの問題でも、アユ

の産卵時期に、いろんな自然環境であったり、

そのときの水の流れであったり、大きなことが

影響することはわかっております。１年１年の

データだけで、その河川のアユが生息するため

の環境というのははかり切れないかもしれませ

んけれども、漁業者の方々も必死でありますの

で、しっかりと話をしながら、今後の対策も検

討していき、漁業者も納得する対策をとってい

ただきたいと要望しておきます。

次に、種子法廃止による本県の状況と対策に

ついて伺います。

今回、髙橋議員の質問にもありましたので、

条例化等については私からも要望しておきます

が、現在、書籍やインターネット上では種子法

廃止に対する賛否も飛び交い、県民や農業関係

者への不安をあおるところも見受けられます。

いまだに県民の中には、米・麦・大豆以外にも

該当する作物がふえるのではないか、種子の価

格が上昇するのではないか、食品の安全性、外

国産農産物の輸入拡大など、不安の声もありま

す。こればかり聞くと、なかなかメリットのほ

うが見えにくい種子法廃止ですが、農水省の説

明によりますと、「戦略物資である種子・種苗

については、国は国家戦略・知財戦略として、

民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を

確立する。そうした体制整備に資するため、地

方公共団体中心のシステムで、民間の品種開発

意欲を阻害している」とのことであります。

本県が民間活力による種子の生産を阻害して

きた可能性があるのか、また現在、本県内で種

子の品種開発を行う企業があるのか、本県の農

業への影響はどうなのか、問題意識を持ってい

るところでありますが、これまでの県における

水稲の民間育種の導入状況と現在の動き、並び

に主要作物の種子法廃止の及ぼす影響につい

て、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県におきまし

ては、各地域で栽培する水稲について、収量や

品質、種子コスト等を調査・比較し、そのすぐ

れたものを「奨励品種」として普及していると

ころであります。平成元年以降、奨励品種の調

査において、民間が育成した11品種の普及の可

能性を検討いたしましたが、採用したものはご

ざいません。また、最近の民間の動きといたし

ましては、昨年度から、県内での品種導入に向

けて、粘りが強い特性を持つ品種の試験栽培が

行われていると伺っているところであります。

なお、主要農作物種子法廃止後におきまして

も、県の要綱に基づき、これまでどおり、奨励

品種の調査を検討・実施した上で、採用の可否

について判断していくこととなります。

○西村 賢議員 結果を見ますと、県の研究機

関等が開発したものに関して、民間による開発

がまだ及んでいないという状況かなと思いまし
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たが、これからは民間企業と協同して研究を

やっていくとか、いろんなプラスに考えられる

部分もあるかもしれません。

全てをマイナスに捉えてもいけないのかなと

は思いますが、このままでは農家も消費者も納

得いかない部分も多くあると思いますので、今

後も注視していただくようにお願い申し上げま

す。

次に、観光産業について伺います。

今年度、県議会では観光振興対策特別委員会

が設置され、第１回目の委員会では、本県観光

の現状や課題など、担当課から説明があったと

ころであります。課題を冷静に分析している点

は非常に評価できますが、委員一同、本県の観

光をめぐる状況には歯がゆさを感じたところで

あり、さまざまなデータから、「観光立県」は

もはや幻想であると感じています。本県観光の

立て直しを、県や市町村、関係団体とともに取

り組んでいかなければならないと思った次第で

す。

今、年間2,860万を超える外国人観光客を初

め、観光需要の高まりは、地域によって明暗が

分かれています。国は、今後もふえる観光客の

ホテル不足対策として、一般住宅に宿泊を認め

る民泊を認め、今月15日に「住宅宿泊事業法」

いわゆる民泊新法が施行されました。これによ

り、全国的に民泊施設がふえるであろうと考え

ます。

先日、広島県廿日市市にある外国人向けゲス

トハウスを視察いたしました。ここは、バック

パッカーなど宿泊者の７割が外国人という簡易

宿所でありましたが、外国人の中には、安い宿

泊料金と地域の方々との交流を楽しみに、あえ

てホテルや旅館ではないところに好んで宿泊す

る方々も少なくありません。もちろん、日本人

にもそのような方はいるとは思いますが、この

ゲストハウスでも、交流によりリピーターや延

泊につながっているとのことでした。

このような流れの中で、本県もおくれること

なく民泊等観光事業に取り組んでほしいと思い

ますが、民泊新法による営業がふえると、既存

のホテルや旅館業への影響が出てくることも考

えられます。また、報道されているような近隣

トラブル等も考えられ、近隣トラブル対策のた

め、マンションなどの集合住宅では、民泊に利

用できないようにする規約改正などの動きもあ

ります。今後も、その管理体制に問題が出てく

ることも考えられますが、本県において、これ

まで民泊施設として届けられた件数、これまで

近隣住民トラブルはないのかを、福祉保健部長

に伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 住宅宿泊事

業法に基づく届け出につきましては、本年３

月15日から全国で受け付けが既に開始されてお

りまして、本県では６月15日現在、６件の届け

出となっております。また、報道されているよ

うな、騒音やごみ出しに係る苦情など、近隣住

民とのトラブル事例につきましては、これま

で、県民からの情報提供や関係機関からの報告

は受けておりません。

○西村 賢議員 今、この民泊のニュースが割

と、ワイドショー等でも毎日のように報道され

ておりまして、非常に関心が高まっているとこ

ろであります。プラスで見る動きも非常にある

んですが、旅館や民宿の少ない中山間地などで

は、これまで農家民宿の形態で県内でも普及が

進んでまいりましたが、この民泊新法により、

より届け出が容易にできるようになり、宿泊料

も取ることができます。住宅の空き室や空き家

の活用も期待され、高齢者でも行える仕事もあ
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るなど、ある意味ではチャンスでもあります。

中山間地の観光や宿泊等、この民泊は観光誘客

につなげられる可能性があると考えますが、商

工観光労働部長に考えを伺います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） お話にあ

りましたように、宿泊できる施設の少ない中山

間地域において、住宅宿泊事業法、いわゆる民

泊新法に基づく健全な民泊サービスの普及は、

空き家の有効活用だけではなく、その地域なら

ではの生活体験などと組み合わせることにより

まして、国内外からの観光誘客につながるもの

と考えております。

特に、これまでも県内各地で取り組まれてお

ります農泊につきましては、今回の民泊新法に

より、宿泊施設としての開業が容易になります

ことから、地域の複合的なビジネスとして、さ

らに発展していくことが期待されております。

民泊新法は、６月15日に施行されたところで

ありますので、まずは適正な制度の運用に努め

てまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 最後に、日向市内の道路につ

いて質問いたします。

現在、日向市財光寺地区では、国道10号の門

川日向拡幅工事が行われております。４車線化

になれば、東九州道日向インターへのアクセス

向上や渋滞緩和など、期待がかかりますし、昭

和45年の事業化から約半世紀と、長きにわたり

待った市民にとっては悲願でもあります。

早期整備を市民は期待するところではありま

すが、ここまできて用地取得が進まない部分も

あり、周辺住民や沿線の事業所の方々の不安が

あります。今後の整備の進捗について、県土整

備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国道10号の

門川日向拡幅につきましては、交通混雑の緩和

や交通安全の確保を目的として、門川町加草か

ら日向市平岩間において、国の直轄事業として

整備が進められており、順次、４車線で供用が

図られております。現在、日向市財光寺地区の

長江交差点から木原交差点間の約1.2キロメート

ルにおいて整備が進められており、ことし３月

までに約94％の用地を取得されております。

今年度は、本格的な改良工事に着手されると

ともに、残る用地の取得を行っていくと伺って

おります。

○西村 賢議員 改良工事がスムーズに進むよ

うに、県もまたバックアップをよろしくお願い

します。

さて、地元の話題でありますが、５月に日向

市役所がリニューアルオープンしました。とて

も立派な市役所ができました。地元の木材等も

ふんだんに使っておりますので、近くにお越し

の際にはぜひお立ち寄りいただき、ごらんいた

だきたいと思います。

さて、その日向市中心部には、南北に県道土

々呂日向線が走っており、東九州道日向インタ

ーからおりてすぐ、この道路につながります。

この道路はかつての国道で、その両脇には商店

や民家が軒を連ねておりましたが、とても狭

く、現在は財光寺地区と中心市街地の土地区画

整理事業等で、道路拡幅工事が進捗しておりま

す。

日向インターからおりて左折し、この道路を

北上していくと、日向市中心部に入ろうとする

手前、塩見橋北交差点から日向市駅西口交差点

までの約900メートルが大型車通行禁止となって

おります。そのため、現在はバスなどの通行が

できません。ここは日向市の中心市街地であり

ますが、大型車が迂回する必要があります。道

路整備が完成した後には、大型車の通行は可能
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となるのか、警察本部長に伺います。

○警察本部長（郷治知道君） 県道土々呂日向

線の日向市駅西口交差点から塩見橋北交差点ま

での約900メートルの区間につきましては、商業

地域内を通る幅員の狭い道路でありますことか

ら、交通事故の防止や渋滞等の緩和を図るため

に、大型車の通行を現在禁止しております。

大型車通行禁止の解除につきましては、道路

整備完了に合わせて見直した場合の影響などを

十分に見きわめるとともに、関係行政機関や地

域住民等の意見を聞きながら、検討してまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 スムーズな通行であったり、

もちろん安全管理というのも非常に大事だと思

いますけれども、前向きに検討していただきた

いと思います。

昨日、私も誕生日を迎えまして、重松議員と

同じく年を１つ重ねました。またことし１年間

も頑張ってまいりたいと思います。そして、

きょうは武田議員の誕生日ということで、おめ

でとうございます。エールを送りまして、私の

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 次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の渡辺創です。７月８日（日曜日）は、宮崎

市消防団の操法大会が県消防学校で開催されま

す。操法大会というのは、設置された防火水槽

から給水し、火災現場を意識した火点と呼ばれ

る的に目がけて放水し、撤収するまでの一連の

手順の速さと正確さを競うものです。防火水槽

や火点の位置、せりふ、動きがあらかじめ決め

られており、全国規模で大会が行われていま

す。この議場にも同じ宮崎市消防団の現役の日

髙陽一議員や右松議員、ＯＢの横田議員、有岡

議員を初め、消防団関係がたくさんいらっしゃ

いますので、そんな皆様にはなじみのことかと

思います。

実は私も入団７年目、ことし初めて操法大会

に指揮者として出場する機会を得ました。その

ため、５月の連休明けから毎晩大きな声で指示

を出し、筒先を背負い、重たいホースを担いで

走り、放水して火点を倒すという訓練に明け暮

れているところです。そろそろ体中に疲労が蓄

積してきましたが、指導に当たってくださる先

輩方やみずからの時間を犠牲にして訓練をサポ

ートしてくれる仲間とともに、もうしばらく頑

張りたいと思うところです。どうぞ７月８日は

宮崎市選出議員の皆さん、県消防学校に激励に

駆けつけていただきたいと願います。ちなみに

私の出番は、小型ポンプ積載車操法部門に出場

する16部のうち12番目ですので、よろしくお願

いいたします。

さて、なぜ冒頭でこんな話をしたかといいま

すと、今、訓練を受けながら、これまで意識す

ることがなかった一つ一つの動作にもきちんと

道理があるということを実感しているからで

す。なぜホースをできるだけきれいに伸ばす必

要があるのか。なぜ指示は決まった方法で伝え

る必要があるのか。それは、火事の現場で誤り

や誤解がないように、一つ一つの行動の「道

理」を大切にするということなのだと実感をし

ています。

さて県政は、今年末には河野知事が３選を目

指す知事選が予定され、来春には県議会も改選

期を迎えます。今回の質問では、宮崎県政が道

理、つまり物事がそうあるべき道筋にあるかと

いうことをきちんと見直しながら進みたいと思

います。

まず、知事の政治姿勢について伺います。
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昨年11月議会で河野知事は、３期目への意欲

を示しました。１期目は各政党に推薦を求め

ず、２期目は幅広く推薦を求め、「オール宮

崎」の体制を意識されました。いずれも一党派

だけに偏らず、バランスをとった政治的位置を

維持する意思表示というふうに理解をしてきま

した。ただ今回は、報道等によりますと、現時

点で、一部政党や一部経済団体を中心とした政

治団体のみに推薦願をお出しになっているよう

ですが、これまでの基本姿勢に変化があったと

理解をすればよろしいでしょうか。知事にお伺

いします。

壇上からの質問は以上とし、残余の質問は自

席から行います。知事を初め答弁者の皆様に

は、どうか道理にかなった御答弁、方向性をお

示しいただきますようお願いいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私は、政治姿勢の基本として「対話と協同」

を掲げておりまして、県民の皆様、市町村、経

済団体などとさまざまな形で連携を図って進め

てまいりたいと考えております。このため、２

期目の選挙に際しましては、各政党や団体に幅

広く推薦をお願いしたところでありますが、現

在もその姿勢なり考え方に変わりはございませ

ん。次期選挙におきましても、宮崎の県政に対

する姿勢、私の考え方に賛同いただければ、幅

広い支援をお願いしたいと考えているところで

あります。以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。基

本姿勢、確認できたと思っております。

次に、ＬＧＢＴなど、性的少数者をめぐる環

境について質問いたします。

ことし２月議会の一般質問の中で、知事に当

事者の皆さんとの意見交換の必要性、また交流

の必要性というところを提起させていただきま

した。その結果、すぐに知事のほうでもお答え

を実行に移していただくということでありまし

た。迅速な対応に心から感謝をいたしたいと思

います。さて、その３月29日に県電ホールで開

催された意見交換ですが、率直に知事はどのよ

うな御感想をお持ちになったでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました講

座、本年３月に、県職員向けの研修会としまし

て、「性的指向と性自認に関する人権講座」を

実施しました。４名のＬＧＢＴ当事者の方から

直接、宮崎における実態や課題、今後のあり方

などについて、さまざまな御意見を伺ったとこ

ろであります。

この意見交換を通じて、性的少数者の方々

が、周囲の無理解や誤解、偏見などにより「生

きづらさ」を感じている現状につきまして、改

めて生の声から理解をすることができたと感じ

ております。また同時に、社会全体が性の多様

性をしっかり理解し、そっと温かく受けとめら

れる社会を築いていくことが重要であると強く

感じたところでありまして、そのような宮崎の

実現に向けて、これからもしっかり取り組んで

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 知事が直接お会いになったと

いうことの意義は、大変大きいと思っておりま

す。県にとっても前進を明確に示す一歩になっ

たのではないかと思います。そこで、今回の意

見交換を受け、県は今年度どのような取り組み

を進めているのか、総合政策部長と教育長にお

伺いをいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 性の多様性を

正しく理解し、誰もが自分らしく生きられる社

会を築いていくためには、さまざまな機会を通
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じた啓発の取り組みが重要であると考えており

ます。このため、今年度は、宮崎県人権啓発推

進協議会の研修会や、西都市で開催します県民

人権講座において、性的少数者の方を講師に招

いての講演会を計画したところであります。ま

た、企業や団体等の研修担当者向けの講座にお

いて、今年度は、ＬＧＢＴをテーマとした職場

研修プログラムを取り入れ、企業等での研修を

支援しております。さらに、民間団体と協働し

て行います啓発事業においても、３団体におい

て、性的少数者の問題をテーマに取り組むこと

としているところであります。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会におき

ましては、本年８月に、市町村の教育長及び県

教育委員会の各課室長等の幹部職員を対象とし

て、ＬＧＢＴ等性的マイノリティーについての

研修を実施することとしております。また、こ

のほか、教職員を対象とした各種の研修会にお

きましても、性的マイノリティーや性に対する

多様なあり方についての理解・啓発を図ってい

るところであります。今後とも、あらゆる研修

の機会を通して、教職員のＬＧＢＴ等、性的マ

イノリティーに係る理解をさらに深めていくと

ともに、これらの児童生徒に配慮したきめ細か

な対応に努めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。今

の御答弁からも、県が当事者の皆さんに寄り添

おうという姿勢を示しつつあるというのは十分

に理解できたのでありますが、先日、ちょっと

目を疑う報道がありました。６月10日の宮崎日

日新聞の紙面で、ＬＧＢＴに関する県内首長ア

ンケートでの県の回答の一部です。５ページに

記載されていた質問の６問目「住民に支援や啓

発を「宣言」する考えはあるか？」という問い

に、県は14市町村が「○」ないし「△」と回答

する中で、「×」との回答でした。正式な問い

の文言は紙面だけではわかりませんし、さら

に、「宣言」というのをどう捉えるのかという

ニュアンスの難しさはあるのですが、「×」

（ない）というのは、これまで数回にわたって

本会議で答弁を得てきたニュアンスとは少し離

れているのかなという印象でした。この回答に

ついて、補足説明を総合政策部長に求めたいと

思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県では、平

成17年１月に、「宮崎県人権教育・啓発推進方

針」を策定しまして、性的少数者に関する問題

を重要課題の一つとして位置づけまして、教育

・啓発活動の積極的な推進を図るとともに、そ

の策定とあわせて、その時点で「「宮崎県人権

教育・啓発推進方針」推進宣言」を行ったとこ

ろであります。これは、性的少数者の問題も含

めたさまざまな人権課題について、積極的に取

り組むという、県の姿勢を明確に示したもので

ありまして、今後とも、この推進宣言にのっと

り、あらゆる人権問題について教育・啓発活動

の推進を図ってまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 平成17年の「「宮崎県人権教

育・啓発推進方針」推進宣言」で、人権問題の

解決に向けた包括的な宣言を既にしているのだ

と、そういう意味だったと理解をしますが、回

答内容がどういうふうに受けとめられるかとい

うところも少し意識して、今後の発信はあった

方がいいのかなという気もします。ただ、これ

までの答弁等で、県が性的少数者の抱える「生

きづらさ」に寄り添おうという姿勢を次第に強

くしていっているというのはよく認識をしてい

ますので、質問を先に進めたいと思います。

そこで、県の姿勢を当事者または県民に、よ

り明確に示すために、来年度予算の中で、事業
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名にしっかりと「性的少数者」「ＬＧＢＴ」な

どと銘打った事業を組んでみてはいかがかと考

えます。決して、特別に予算をふやすとか極端

なことを申し上げているのではなくて、例え

ば、既にある啓発事業等を組み立て直して、し

ばらく性的少数者に関することを特出しするよ

うな形で、県の課題認識であったり姿勢を明確

に示してみる。また、性に関する相談窓口を明

確にしてみるというような工夫の余地があるの

ではないかと考えているところですが、総合政

策部長の考えをお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県ではこれま

で、さまざまな人権課題に対する啓発に取り組

んでおりまして、性的少数者の問題につきまし

ても、県民の理解促進に努めてきたところであ

ります。しかしながら、当事者の方々のお話を

お伺いいたしますと、社会的に十分な理解がま

だ得られていない状況にあるのかなと認識して

いるところでございます。

したがいまして、まずは、性の多様性につい

て県民に広く理解していただけるよう、今年度

の啓発事業にしっかり取り組みますとともに、

来年度以降の事業展開につきましては、御指摘

の点も含め、今後考えてまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 今、御答弁にありましたよう

に、県としては平成17年から人権問題全般のた

めの啓発の宣言もして取り組んでいる。しか

し、答弁にもあったように、「社会的に十分な

理解が得られていない状況」というふうに認識

をされているわけですので、少し視点を変えた

方法論も必要なのではないかと思うところで

す。ぜひ十分に検討いただきたいというふうに

改めて提起をさせていただいて、次のテーマに

移りたいと思います。

次に、公立学校の教職員をめぐる課題につい

てお伺いをしたいと思います。

教育現場において、正規の教員以外に、「臨

時的任用講師」という立場で教壇に立つ先生方

がいらっしゃいます。この「臨時的任用講師」

とは、そもそもどのような位置づけのものであ

るのか。また、県内における任用状況とその傾

向を、教育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 臨時的任用講師と

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、臨時的に児童生徒への授業を受け

持つ職員のことでございます。平成29年５月現

在の臨時的任用講師の割合は、小学校12.2％、

中学校13.1％、高等学校13.3％であります。臨

時的任用講師等の任用状況の推移につきまして

は、小中学校全体での状況ではありますが、デ

ータが残っている平成20年度からの推移で見ま

すと、増加傾向にございます。平成20年度は9.0

％でありましたものが、平成29年度は13.7％と

なっているところであります。

○渡辺 創議員 学校種別に若干の違いはあり

ますが、おおむね先生方の13％程度が臨時的任

用講師ということで、しかも学校内でのその比

率は、今ありましたように10年間で約５ポイン

トほどふえてきているということがわかりまし

た。この数字を見ていると、手続上は年度ごと

の臨時的任用かもしれませんが、学校全体を俯

瞰してみれば、恒常的に臨時的任用の先生方が

いらっしゃる。その先生方がいらっしゃらない

と、学校の運営はままならないと言わざるを得

ない状況かと思います。

そこで、話をわかりやすくするために、県内

で461人が臨時的任用講師として働いている小学

校について、限定して考えてみたいと思いま

す。小学校において恒常的に、臨時的任用講師
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の方々が学級担任をしているという実態がある

ように見受けられますが、その状況を教育委員

会としてどのように考えているのか、教育長に

お伺いをいたします。

○教育長（四本 孝君） 学級担任は、教科指

導のみならず、児童理解や保護者対応など、総

合的な指導力が求められますことから、正規職

員での対応が望ましいと考えております。

しかしながら、小学校におきましては、学級

数の増減や育児休業など、複数年にわたっての

配置を必要とする場合もありますため、結果的

に、臨時的任用講師を学級担任として配置せざ

るを得ない状況もあるところであります。

○渡辺 創議員 それでは、その臨時的任用講

師の方々が学級担任をしている割合、全学級数

を母数にした上で、臨時的任用講師が担任をし

ている割合はどのくらいになるのでしょうか。

教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 全県下の状況につき

ましては、把握をしていないところであります

が、宮崎市内の学級数の多い小学校、10校程度

を対象に調査いたしましたところ、学級担任に

占める臨時的任用講師の割合は、およそ16％で

ございました。

○渡辺 創議員 16％ということは、６クラス

に１クラスということですので、学校によって

も事情は当然異なるでしょうが、数字だけを見

れば、小学校で６年間過ごせば、そのうち一度

は臨時的任用講師の方が学級の担任の先生にな

られるということになるかと思います。今の御

説明では、宮崎市内の大規模校での実態を調べ

ていただいたということで御答弁をいただいた

わけですが、今までの答弁の中でも、「本来、

学級担任は正規職員での対応が望ましいとしな

がらも、臨時的任用講師を配置せざるを得な

い」という認識を教育委員会としてはお示しに

なっているわけですので、正直に言えば、県下

全域の実態把握ができていないという状況が、

余り望ましい状況ではないのではないかとも考

えます。ぜひこのあたり、今後も御検討をいた

だきたいと思います。

さて、臨時的任用講師の方々が実質的に学校

現場で重要な役割を担っているということが、

よくわかりました。そこで、先生方の研修のあ

りよう、あり方について確認をしておきたいと

思います。まず、教員が正規採用された場合、

最後の義務研修が行われる11年目までに、どの

ような研修を定めているのか。総時間数まで具

体的にお伺いをいたします。教育長に伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 正規採用された教員

に対し、国は、１年目に「初任者研修」を、お

おむね10年を経過した教員に対し「中堅教諭等

資質向上研修」を実施するよう定めておりま

す。具体的には、「初任者研修」では、校内で

約120時間、研修センター等校外での研修を15日

間、「中堅教諭等資質向上研修」では、校内外

での研修を15日間行っております。また、この

ほか、本県独自に５年を経過した教員に対し、

研修センターで３日間の研修を実施していると

ころでございます。

○渡辺 創議員 それでは、同じように教壇に

立つ臨時的任用講師の方はどのような研修を義

務づけられているのでしょうか。教育長にお伺

いします。

○教育長（四本 孝君） 臨時的任用講師に対

して行われる研修といたしましては、本県独自

に「臨時的任用講師基本研修」を設定してお

り、県立学校は教育研修センターで、小中学校

は各教育事務所で、それぞれ１日行われており
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ます。なお、この基本研修以外にも、ニーズに

応じて、課題への対応力を身につけるための

「課題別研修」や、職務に応じた専門性を身に

つけることができる「職能研修」にも参加する

ことが可能となっております。

○渡辺 創議員 正規職員の方は、１年目だけ

で校内外合わせて、日にちに換算をすれば約30

日。片や臨時的任用講師は１日だけ。しかも聞

くところによると、この臨時的任用講師の基本

研修というのは、継続的に先生を務めていらっ

しゃる場合には、一度受ければ次の年は受けな

くてもいいということのようです。幾つか指摘

したいことはありますが、後段に回すことにし

て質問を続けます。

教育委員会では、今年度の教員採用試験から

宮崎県では受験資格の大幅な見直しなどの新た

な試みを行われております。重立ったところで

は、今まで「満41歳未満」だった年齢要件を

「満60歳未満」に変更して、事実上撤廃をして

います。他県教職からの転職の要件も緩和をさ

れました。既に今年度の採用選考がスタートし

ているところですが、年齢制限の撤廃により今

年度から受験資格を得た層、つまり、これまで

受験できなかった「41歳から59歳」の志願者

は、それぞれどの程度になっているのでしょう

か。教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 本年度の教員採用選

考試験志願者のうち、一般選考試験の受験年齢

制限を実質的に撤廃したことにより、新たに受

験資格を満たした者は、志願者1,524名中、小学

校41名、中学校37名、高等学校20名、特別支援

学校26名、養護教諭８名、合計132名となってお

ります。

○渡辺 創議員 次に、昨年度の採用試験の際

に、１次試験の一部が免除された臨時的任用講

師経験者の方。これは、直近の５年間の中で24

カ月以上臨時的任用講師の立場にあった方々が

対象ということになるわけですので、継続的に

臨時的任用講師をしながら正規の採用試験を受

けている方と理解をすることができるかと思い

ますが、その実数と割合を、それぞれ各校種別

にお伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 臨時的任用講師等の

経験があることによって、１次試験において、

一部試験免除の対象となった志願者につきまし

ては、小学校31％136名、中学校38％168名、高

等学校34％154名、特別支援学校50％58名、養護

教諭13％15名となっております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。今

の答弁をもとに、仮に小学校の採用試験で推論

を立ててみると、直近２カ年のデータをもとに

しますので厳格な数字にはなりませんが、今年

度採用試験の小学校応募者総数は423人です。こ

のうち他県で正規教員の経験がある特別選考

の61名を差し引くと、実質的には362名。先ほど

御答弁にあったように、今年度、年齢制限が撤

廃されたことによって新たに採用試験にチャレ

ンジすることができた方が41名いて、さらに直

近である昨年度のデータをもとにして、継続的

に臨時的任用講師を続けている受験者数を推計

すると、136人ですから、合わせて177人。つま

り362人中の180人程度、総受験者数の約半数が

臨時的任用教員を一定程度、恒常的に務めなが

ら採用試験を受けているということになるわけ

です。約半数ということですので、これは他の

採用試験、例えば県庁の一般職の方々の採用試

験で考えれば、ちょっと想像ができないとい

う、なかなか衝撃的な実態ということになるか

と思います。

このことからも、正規教員となることを目指
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しながらも、長期にわたって臨時的任用講師を

続けざるを得ないという先生方がかなりいると

いう実態がわかってくるわけですが、このこと

は、決して臨時的任用講師の先生方の資質や能

力の問題ではなくて、構造的に採用数に大きな

偏りがあったことが原因だと思われます。

教育委員会にデータを開示いただいて調べま

したが、例えば小学校教員の採用数、平成17年

に80人だったものが、翌18年には50人にな

り、19年は最低水準で30人となります。そこか

ら９年間、平成27年まで30人台、40人台の低位

で推移をしていきます。ようやくこれが28年か

ら75人、29年が111人、今年度採用が143人と回

復基調となり、そして来春の採用予定数、今試

験を行っている方々は、何と223人が採用予定と

なります。12年前に30人の採用で、競争率

が15.3倍だった採用が、今年度の試験では採用

数223人、競争率1.9倍ということになっていま

す。

実は、受験者の総数は平成19年が459人、今年

度の試験が427人とそう変わっていません。ひと

えに採用数の大きな違いが競争倍率に影響して

きているということがわかるわけです。

つまり、バランスのとれた採用ができていれ

ば、これだけ長期にわたって臨時的任用講師を

続けざるを得ないという先生方は出なかったと

考えることができるのではないかと思うところ

です。もちろん、教員の定数管理は国の方針に

よるところが大きいわけですので、いたし方な

いという面もあると思いますが、このような実

態を教育長はどのように受けとめていらっしゃ

いますでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 教員の採用につきま

しては、将来的な退職者数や児童生徒数の推移

などを考慮して、必要な人数の採用を計画的に

行っているところであります。議員御指摘の、

平成20年代前半から中盤にかけましては、児童

生徒数の減少に伴う学校の統廃合が特に進んだ

時期であり、それまでと比べまして、学級数の

減少の幅が大きくなったことや、少子化による

学級数のさらなる減少が見込まれたため、その

後の大量退職は予測をされたものの、採用者数

を抑えざるを得ない状況であったところであり

ます。

○渡辺 創議員 先ほど来、述べてきた実態を

踏まえたときに、現場で一定の経験を有した臨

時的任用講師の先生方というのは、これから教

員採用が難しくなっていく中で、宮崎県にとっ

ての「資源」だと考えます。現場での経験を一

定程度評価する採用の仕組みを考える必要があ

るのではないかと思いますが、教育長の見解を

お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 教員採用につきまし

ては、臨時的任用講師のほかに、新規学卒者や

他県の現職教員など、さまざまな経歴の受験者

がおり、試験におきましては、公平性、公正

性、透明性を図りながら、優秀な人材を確保す

る必要がございます。

受験年齢制限の撤廃や、臨時的任用講師等経

験者の１次試験の一部免除など、受験者のこれ

までの経験等を生かせるような受験資格や受験

内容の見直しにより、今回の採用試験において

も、優秀な人材を確保できるものと期待をして

おります。

○渡辺 創議員 このテーマ最後の質問としま

すが、前段のほうでお話をしましたように、正

規の教員の方と臨時的任用講師の方々の研修に

大変大きな違いがあります。生徒児童にとって

みれば、担任の先生が正規採用の先生か、臨時

的任用講師かというのは全く関係がありませ
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ん。教育という子供たちにとってとてもかけが

えのない内容を提供する教師という仕事のとう

とさを考え、さらに臨時的任用講師の多くが将

来的に正規の職員になっていくことも考えれ

ば、研修の充実が必要ではないかと思うところ

ですが、教育長のお考えをお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 臨時的任用講師は、

学校を支える貴重な人材として、本県教育の一

翼を担っていただいている存在であり、その研

修を充実させることは、非常に重要であると考

えております。臨時的任用講師に対する研修の

現状につきましては、先ほど述べたとおりであ

りますが、本人の課題に応じた研修を受講でき

るように門戸を広げるなど、改善を図ってきた

ところでございます。

県教育委員会では、現在、研修計画の見直し

を行っているところでありますが、臨時的任用

講師の研修につきましても、より一層の充実を

図ってまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 教育長、大変たくさんの御答

弁をありがとうございました。ことしのような

大量採用があと数年は続く状況にあるというふ

うに、教育委員会の皆さんと議論する中で聞い

ております。臨時的任用講師を長く続けている

先生方のモチベーションを維持するのは、御本

人たちも非常に大変だと思いますし、そういう

先生方の人生設計もなかなかままならないとい

う状況もあるのではないかと感じます。公務員

採用の公平性を担保する観点から、さまざまな

課題があるというのはわかりますが、ぜひ、こ

の10数年間の不均衡な採用の影響を強く受けて

きた世代の先生方の環境がきちんと整うという

ことを願いながら、このテーマを終わりたいと

思います。

次に、県のアンテナショップ「新宿みやざき

館ＫＯＮＮＥ」についてお伺いしますが、４

月28日にリニューアルオープンをいたしまし

た。オープンから１カ月半がたちましたが、新

装開店１カ月間の実績とその実績に対する評価

を、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） ４月28日

のリニューアルオープン後、５月末日までの約

１カ月間の実績といたしましては、全体の売上

額が約3,379万円、レジ通過者数が約２万5,800

人となっておりまして、前年同時期と比べます

と、売上額が約1.5倍、レジ通過者数が約1.1倍

の伸びとなっております。これは、店内が明る

く入りやすい雰囲気に変わったことに加えまし

て、店頭でのソフトクリームなどの販売や、市

町村や団体等による物販・観光のＰＲイベント

などにより、店舗前を往来する若い女性を初め

とする多くの通行者の方々の取り込みにつな

がったのではないかと考えております。

さらに、全国放送のテレビ番組など多くのメ

ディアに取り上げられることで効果的な情報発

信が図られており、おおむね順調なスタートを

切ることができたのではないかと考えておりま

す。今後とも、集客力の高いイベントを実施す

ることなどによりまして、この勢いを持続させ

てまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 前年同時期と比べて1.5倍の売

り上げというのは、まずまずのスタートという

ことかと思います。実は私も先日上京した際に

行ってまいりましたが、非常に洗練された雰囲

気を漂わせながらも、宮崎らしい「ぬくもり」

を感じられるアンテナショップに仕上がってい

ると感じました。

そんな中で、今回の整備の目玉の一つが大型

のデジタルサイネージの導入であったと思いま

す。実際に見ましたが、非常に目立っておりま
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して、情報発信のツールとしては大変有益だと

いう印象を持ちました。そのデジタルサイネー

ジに関して、先日フェイスブックで、民間事業

者がＫＯＮＮＥのデジタルサイネージで出す広

告の募集をしているというのを目にしました。

昨年度、担当委員会での議論にかかわる立場に

ありましたが、民間の広告をＫＯＮＮＥのデジ

タルサイネージで扱うという認識はなかったの

ですが、デジタルサイネージの運用のルール、

また活用はどのような仕組みになっているの

か、この機会に商工観光労働部長にお伺いした

いと思います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） デジタル

サイネージの運用についてでございます。新宿

みやざき館ＫＯＮＮＥは、県物産貿易振興セン

ターに施設管理を委託しております。その一部

であるデジタルサイネージでございますが、こ

の運用につきましては、通信回線を使用した遠

隔操作や映像の加工・編集など技術を要する業

務でありますことから、専門の事業者に再委託

されております。その利用に当たりましては、

宮崎の認知度向上や総合的なイメージアップに

資するといった放映方針や一定の基準に基づき

まして、民間企業等にも広告料を負担の上、活

用していただくこととしております。

４月の運用開始以降、県の観光や農畜産物等

のＰＲに加えまして、日南市はジャカランダイ

ベントの告知を、さらに、民間企業は県産品広

告などの活用実績がございます。

○渡辺 創議員 わかりました。ただ、県のＰ

Ｒが最大の目的ですので、その点が薄れること

のないようにしながら、市町村や民間との協力

など、引き続き工夫を施していただきたいと思

います。

訪問した際に、２階に新設されたレストラン

で昼食をとりました。大変おいしくいただき、

さらに従業員の方が料理と県産品の関係などを

丁寧に説明されていたのも非常に印象的だった

ところです。ただ心残りが一つありました。お

茶が出ません。お茶どころでもある宮崎県の物

産館で、しかも、折しも１階のレジの前、つま

りレストランへの導線になっているところで、

宮崎県産茶のキャンペーンを展開しているにも

かかわらず、２階のレストランではお茶が飲め

ないという状況になっていました。ランチ1,000

数百円というところでしたが、東京とはいえど

も、ちょっと高めのお値段に設定をされており

ますし、メニューも限定的という状況ですの

で、ぜひ１階でやっていることと２階のお店の

ことがリンクできるようなキャンペーンを考え

ていただければ、来場者の満足度も増すのでは

ないかと感じましたので、これは何らかの機会

に事業者の方にお伝えいただければと思うとこ

ろです。

次にテーマを変えまして、冒頭発言とも関係

しますが、県内消防団の現状についてお伺いを

します。

先日、文教警察企業常任委員会の県北調査

で、日向警察署で意見交換を行いました。その

場に地域防災の関係で日向市消防団の副分団長

にも御出席をいただいていたのですが、その場

で、団員の高齢化と新たな団員確保が困難をき

わめているという問題提起がありました。委員

会としては所管外ですが、出席していた委員の

多くも同じ認識を共有した空気感が広がったと

ころでした。そこで、県内消防団の現状をどの

ように認識しているのか、危機管理統括監にお

伺いします。

○危機管理統括監（田中保通君） 県内の消防

団の状況ですが、平成29年４月１日現在、定数
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１万5,877名に対し、実員数１万4,688名であ

り、充足率は92.5％となっております。実員数

は、県内及び全国ともに、近年、減少傾向が続

いております。平均年齢につきましては、平

成24年４月１日現在では36.9歳でしたが、平

成29年４月１日現在では38.2歳となっており、

５年間で1.3歳上昇しております。このような状

況から、今後、消防団の組織力を維持していく

ためには、若い世代の消防団員の加入促進が重

要な課題であると認識しております。消防団

は、地域防災のかなめであり、今後とも市町村

と連携して、消防団員の確保対策を進めてまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 平均38.2歳ということでした

が、私が所属しています宮崎市消防団大宮分団

１部でも、20名の団員のうち、私はことし41歳

ですが上からちょうど10番目で、50代も５名い

るという状況ですので、宮崎市の比較的中心部

に近い地域ではもう少し平均年齢が高いのかな

という肌感覚があります。先ほど申し上げまし

た意見交換の際に副分団長さんからは、特に20

代の入団が難しくて、その年齢層を考えると、

例えば子供の保育所入園に関するインセンティ

ブなどがあると、人材確保につながるのではな

いかという指摘もありました。制度的な難しさ

はわかっているつもりですが、そのあたりにつ

いて具体的な方策はありますでしょうか。危機

管理統括監にお伺いします。

○危機管理統括監（田中保通君） 消防団員

は、非常勤特別職の地方公務員であり、報酬や

出動手当の給付を受けていることなどから、消

防団員個人に対して直接的なメリットを付与す

るようなインセンティブ制度の導入は、難しい

と考えております。また、消防庁からも、その

ような制度を導入した自治体は把握していない

と伺っているところであります。消防団員の確

保は重要な課題であり、現在県では、市町村と

連携しまして、学生消防団活動認証制度による

就職活動支援や、割引等が受けられます消防団

応援の店といった取り組みを進めております

が、今後とも、新たな消防団員の確保対策につ

いて、有効な手段がないか、国や他県の動きを

注視しつつ、検討を続けてまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 なかなか厳しいなと思うとこ

ろです。厳しいといえば、自治会活動の維持も

さまざまな課題を抱えています。まず、数年前

に防災の特別委員会でやりとりがあった記憶が

あるんですけれども、県職員の自治会等への加

入率をお伺いしたいと思います。県内では、公

民館制をとっている地域もあると思いますが、

そこは特に区別をする必要はありませんので、

総務部長の答弁をお伺いします。

○総務部長（畑山栄介君） 把握しているデー

タは、少々古いデータでございますが、平成23

年度に知事部局の職員を対象として行ったアン

ケート調査結果によりますと、自治会等への加

入率は70.0％となっております。

○渡辺 創議員 ７年前の調査結果ということ

です。しかもその後、県は、職員の皆さんに自

治会等、地域活動への参加を積極的に推し進め

るということで対応をしてきたと思います。そ

ろそろ職員の皆さんの自治会加入状況等を改め

て点検する時期にあるのではないかと思います

ので、ぜひその対応を願いたいと思います。ち

なみに、宮崎市の自治会加入率は平成29年度、

市内全体で56％。私の暮らしている東大宮地域

自治区は62.1％で、市内平均より６ポイント高

い。そして、県職員の皆さんは70％となってい

る。宮崎市職員の皆さんの自治会加入率は、昨
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年２月の調査で79.0％ということになっていま

す。宮崎市では平成28年６月に「きずな社会づ

くり条例」というのを施行して、積極的な自治

会加入を呼びかけているところです。

地域自治の基本単位である自治会との関係

は、もちろん県よりも基礎自治体の方が深いの

は当然ですが、そのあたりの意識が職員の皆さ

んの加入率にもあらわれているのかもしれませ

ん。けれども、地域コミュニティーが果たす役

割は県にとっても重要なわけです。そこで、県

は自治会など地域組織の役割とあり方について

どのように考えているのか、総務部長に認識を

伺います。

○総務部長（畑山栄介君） 自治会や公民館な

どの自治組織でございますが、地域の活性化や

防犯・防災対策、子育て支援や高齢者の見守り

など、地域コミュニティーが果たしてきた機能

を維持していく上で、重要な役割を担っている

ものと考えております。また、さまざまな地域

課題をみずからの問題として受けとめ、住民が

その意思と責任とで取り組んでいく「住民自

治」の観点からも、その役割は重要であると考

えております。自治組織につきましては、住民

に身近な基礎自治体である市町村が主体的にか

かわっていくものではありますけれども、県と

しましても、県総合計画「未来みやざき創造プ

ラン」において、ＮＰＯやボランティア団体な

どとともに、自治組織を地域社会の重要な担い

手と位置づけているところであり、今後とも、

地域が抱えるさまざまな行政課題に応じて、市

町村とともに連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 ちなみに、総務部長は自治会

に入っていらっしゃると思いますけれども、次

に進みます。その自治会ですけれども、実は来

年度、全国自治会連合会の全国大会がこの宮崎

市で開催される予定です。県連合会をサポート

する立場にある県にとっても大きな行事だと思

いますが、この全国大会、どのように支援を

行っていくつもりか、総務部長にお伺いいたし

ます。

○総務部長（畑山栄介君） 来年度に全国自治

会連合会の全国大会が本県で開催されますこと

は、地域づくりに向けた全国の自治組織の取り

組みや課題を共有化するとともに、県内の自治

組織の連携を深めることにもつながる大変意義

深いものと認識をしております。また、全国各

地から多くの参加者が訪れるこの大会は、本県

の魅力を知っていただく貴重な機会にもなると

考えております。県としましては、本大会の事

務局や宮崎市とも連携を図りながら、今後どの

ような支援ができるか、他県の事例も参考とし

て検討してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

それでは次に、旧優生保護法についてお伺い

します。

1996年まで約半世紀にわたって続いた旧優生

保護法は、さまざまな課題を残し、著しい人権

侵害を伴っていたことは、多くの方が御承知お

きのことだと思います。詳細については説明を

避けますが、同法に基づく不妊手術は全国で２

万5,000件に及び、その中でも本人同意のない強

制的な手術が１万6,500件あったとされていま

す。しかも、その被害救済もなされてきません

でした。今、全国各地で、当事者の皆さんらが

実態の解明と被害回復を求める声を上げていま

すが、同法に基づき宮崎県内で行われた強制手

術の件数を、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） 旧優生保護

法に基づき強制的に行われた不妊手術の件数
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は、県の「衛生統計年報」によりますと、法が

制定された昭和23年から改正された平成８年ま

での約50年間における総数でございますが、283

件となっております。件数の多い年は、昭和28

年が最も多く82件、続いて42年の44件、30年

と46年の14件となっております。また、本県に

おいて最後に手術が実施されたのは、昭和62年

の１件となっております。

○渡辺 創議員 数字は理解をいたしました。

さらに当時の具体的な状況がわかる資料を、県

は把握しているでしょうか。また当時、不妊手

術を受けた当事者、家族等から県への問い合わ

せなど、県内での実態を少しでも理解するため

の情報を、県としては得ていますでしょうか。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 当時の具体

的な状況や個人名の特定される資料等は、担当

課において調査を行ったところ、現時点では確

認されておりません。なお、現在、国から依頼

を受けまして、保健所、福祉事務所、児童相談

所等に対して、関連資料の有無についての調査

を実施しているところでございます。また、こ

れまでのところ、不妊手術を受けられた御本人

や御家族からの県への問い合わせ等はございま

せん。

○渡辺 創議員 国への調査報告は６月29日が

期限と聞いております。大きな誤りを含んでい

た法律によって行政の取り組みがあって、著し

く人権を侵害された方々がいるわけですから、

県内でもし何らかの事実が判明したり、当事者

からの申し出があった場合には、できるだけそ

の方々にきちんと寄り添った対応を考えていた

だきたいと思います。

次に移ります。警察本部長にお伺いをいたし

ますが、ことし５月に神奈川県茅ヶ崎市の交差

点で90歳の女性が４人をはねた事故など、高齢

者による交通事故が後を絶ちません。認知症や

身体機能が低下した高齢者の場合、少しでも不

安があれば運転をしないことが最大の事故抑止

策であり、運転をしないためには免許証を返納

するというのが心理的にも最も有効という話も

よく耳にするわけですが、免許証の自主返納は

県内では年間どのくらいに及ぶのか。またその

理由を、警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 本県の運転免許

の自主返納者数は、ここ10年増加傾向にありま

して、平成29年は3,958人と、過去最高となって

います。また、運転免許を返納された方に返納

の理由を伺ったところ、最も多かったのが、

「身体機能の低下を自覚した」というもので、

返納者全体の約40％を占める1,583人でした。こ

のほかの理由として、「運転の必要がない」と

いうものが約35％の1,367人、「家族等から勧め

を受けた」が約16％の639人などとなっておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

昨年、道路交通法が改正されて、75歳以上の

ドライバーには免許更新時に認知機能検査を受

けることが義務づけられるなど、認知症の疑い

がある運転者への対応が強化をされています。

このシステムは、75歳以上の免許証更新をしよ

うとする方全員が検査を受けた上で、リスクの

ある方は何段階にもわたってチェックをしてい

くという仕組みで、リスクのある方は本当に免

許を保有するのが難しくなるという観点では、

なかなかよくできた仕組みであると思います。

そこで、改正法の施行後、この１年間に、宮

崎県内では免許証更新時の新しいシステムの中

でどのくらいの方が免許証を自主返納したの

か。また、認知症の疑いを持たれて、診断書の

提出を命じられた運転者の総数と、最終的に免
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許証取り消し、停止などの処分を受けた人数

を、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 平成29年３月12

日の改正道路交通法施行から平成30年３月31日

までの間に、宮崎県内で認知機能検査を受検し

た75歳以上の高齢運転者数は２万8,157人で、そ

のうち運転免許を自主返納された方が、全体の

約13％に当たる3,583人であります。

認知機能検査を受検しまして、認知症のおそ

れがあるとして診断書の提出を命じられた方

は376人で、そのうち、運転免許の取り消し処分

となった方が７人、停止処分となった方が２人

であります。残りの方は、運転免許を自主返納

された方が182人、運転免許を失効された方が38

人などとなっております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

要約をすると、改正道路交通法の施行によっ

て、この１年間で宮崎県内では、認知症のリス

クが認定された高齢ドライバーと、みずから認

知症による運転のリスクを感じた高齢ドライバ

ーが3,600人強に及んでおり、その方々が運転を

しなくなったということだと理解をしました。

今回の改正道路交通法施行から１年の状況と

いうのは、全国で210万5,000人ほどが認知機能

検査を受けて、２万2,000人近くが運転すること

をやめることになったという内容が、警察庁か

ら発表をされております。ただ、県内分は発表

をされていないという状況にあるかと思いま

す。高齢者の運転について考える上で非常にリ

アルでかつ身近な情報かと思いますので、こう

いう情報を積極的に発信していくのも、県警察

行政に県民の関心を向け、高齢者の運転のあり

方を考えるという意味でも、いいきっかけにな

ると思いますので、ぜひ今後御検討いただきた

いと思います。

このテーマ最後にしたいと思いますが、今、

やりとりの中でも明らかになった改正道路交通

法施行後１年の状況を踏まえて、県警察として

どのように高齢運転者対策に取り組むのか、警

察本部長のお考えをお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 県警では、平

成28年４月１日から看護師を宮崎、都城、延岡

の各免許センターに計４人配置しまして、運転

に不安を抱えている高齢者やその家族等に、よ

りきめ細やかな運転適正相談を実施して、専門

的な視点からの医療機関への受診や免許返納に

係るアドバイス等を行って、相談者の立場に

立った懇切丁寧な対応と相談者の不安の解消を

図っております。また、高齢運転者やその家族

に対する広報啓発にも力を入れて、交通事故状

況や先述の看護師による運転適正相談、自治体

が行うコミュニティーバスのサービス拡充な

ど、各種施策に関する情報を伝えるよう努めて

おりまして、今後とも、各種高齢運転者の事故

抑止対策を推進してまいりたいと思います。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

それでは、最後の質問にしたいと思います

が、遷延性意識障がいについてお伺いをいたし

ます。

遷延性意識障がい、実はこの議場で２回、こ

れまでにも質問をしてきておりますが、特定の

原因による疾患ではなくて、脳梗塞であるとか

交通事故とか、さまざまな原因によって、昔の

言い方をすれば植物人間と言われるような状態

に近いところに陥った方々の状況であります。

原因がさまざまだということもあって、その状

態を捉えての対処というのがなかなか充実して

いっていないという面があるかと思っていると

ころです。県のほうでも、今まで議会での指摘

もあって、実態調査をしていただいて、その調



- 260 -

平成30年６月19日(火)

査結果の報告まで伺っているところですが、そ

れでは実態調査後、県としてどのような対応を

とられてきたのかということを、福祉保健部長

に確認したいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県では、昨

年２月に実施しました実態調査を踏まえ、家族

会や現場での支援を行う方々との意見交換を随

時、実施しているところであります。

その中で、遷延性意識障がいのある方々は、

高齢化や医療的ケアへの対応などさまざまな問

題を抱えておられるとともに、特に、在宅で日

々見守っておられる御家族の介護負担は、はか

り知れないものがあることを改めて認識したと

ころでございます。このため、まずは御家族の

方の御負担を軽減するための取り組みとしまし

て、医療的ケアを要する方の受け入れが可能な

短期入所事業者等の名簿を作成し、家族会等へ

の情報提供を行ってまいりたいと考えておりま

す。今後とも、家族会や施設の方々と十分に連

携・意見交換を行いながら、個別のニーズに応

じた福祉サービスの提供につながるよう、丁寧

に一つ一つ課題解決に向けた取り組みに努めて

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 いろいろとお話ししたいこと

はありますけれども、具体的な指摘は次回の質

問とさせていただきたいと思います。患者の皆

さんを支える家族会の皆様も、大変厳しい環境

の中で一生懸命に活動をされていらっしゃいま

すので、ぜひ寄り添う姿勢を明確に示していた

だければと思います。

これで私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○ 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41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、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 昨日の地震

により犠牲となられた方々に、心からお悔やみ

を申し上げますとともに、被災された皆様に、

心からお見舞いを申し上げたいと思います。

それでは、一般質問を行います。

知事は、本年12月に行われる宮崎県知事選挙

に出馬する意志を固められ、それを公にされま

した。予想以上に深刻な人口減少時代を迎え、

ますます厳しくなる県政のかじ取り役をみずか

ら三たび目指されるわけであります。地方創生

を見据えての産業振興や社会資本の整備、さら

には少子高齢社会への対応を初めとするもろも

ろの課題などを数多く抱えた本県の知事を引き

続き目指さんとされたのであります。首長職の

３期目は、ある意味、総仕上げの期とも言われ

ております。そこへ挑まんとされる河野知事に

は、政治家として、本県知事として、さらに強

力な指導力を持たれることを、そしてまた、よ

り多くの県民からより大きく慕われるような奥

深い人間味を持たれることを、そして同時に、

宮崎県に対するますます強力な情熱を持たれる

ことを、ただただ願うところであります。

次期知事を目指されるに際して知事は、政治

家河野俊嗣として今後どのような姿勢で県政に

臨んでいかれるのか、その姿勢についてお伺い

をいたします。ところで、本県では長きにわ

たって、国や他の地方自治体、あるいは民間な

どとの人事交流を行ってきております。特に河

野知事は、就任後に副知事２人制を導入され、
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うち１人を国に派遣要請して迎えられ、行政推

進に当たっておられますが、これら交流人事に

係る目的や効果等その考え方について、知事の

御所見をお伺いし、以下、自席から伺ってまい

ります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、政治家としての姿勢についてでありま

す。私の宮崎での生活もことしで14年目になり

ますが、これまで仕事で、あるいはプライベー

トで県内各地を訪問し、多くの県民の皆様と出

会い、地域の現状にも触れてきたところであり

ます。

特に知事としての７年半にわたる期間の中で

は、第２のふるさとになった宮崎について、そ

の来し方を振り返り、先人の努力に敬意を払い

ながら、その行く末について、また未来につい

て、私なりに懸命に考えながら県政運営に邁進

してまいりました。

今後、本県は少子高齢化、人口減少が急速に

進む中で、地方創生を初め、産業の振興や中山

間地域対策、医療福祉の充実など、これまで以

上に困難な課題に対応していかなければなりま

せん。私に次期県政を担わせていただけるので

あれば、県民の皆様に寄り添い、その声にしっ

かり耳を傾けながら、これまで積み重ねてきた

経験や成果をフルに活用して、さまざまな社会

経済情勢の変化に対応できる政策を推進してい

きたいと考えております。そして、将来にわ

たってこの宮崎が発展をし、県民の皆様が郷土

宮崎に対する愛着や誇りを胸に、明るい希望を

持ちながら、心豊かに暮らしていける、そのよ

うな宮崎づくりを県民の皆様とともに実現して

いくために、熱い思いと力強いリーダーシップ

を持って、全身全霊で努力してまいりたいと考

えております。

次に、人事交流の考え方についてでありま

す。

国や県内市町村、民間企業等との人事交流に

つきましては、県政の重要課題に的確に対応

し、将来を見据えた施策を推進する上で、相互

理解の促進や若手・中堅職員の人材育成等が必

要であるとの考え方から、これまで積極的に

行ってきたところであります。

その効果といたしましては、交流先との連携

の強化や、人的ネットワークの形成による情報

の共有のほか、柔軟で広い視野を持った人材の

育成が図られるなど、県政の課題解決や県民サ

ービスのさらなる向上にもつながっているもの

と考えております。

今後とも、本県を取り巻く諸情勢や課題を踏

まえ、必要な見直しも検討しながら、より効果

的な人事交流を行ってまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 「何としても宮崎をよくする

ぞ」という強い、熱い思いを持って、ぜひとも

頑張っていただきたいと思います。そしてま

た、人事交流についても伺いましたが、このこ

とについては、後ほどまたお尋ねさせていただ

くこととしまして、ここではインフラ整備の問

題について伺いたいと思います。

本年６月４日の経済財政諮問会議において、

「経済財政運営と改革の基本方針」いわゆる

「骨太の方針」の来年度骨子案が示されまし

た。これによると、来年10月に予定している消

費税引き上げに伴う需要変動に対応するための

措置として、来年度及び再来年度の当初予算に

臨時的特別措置なる別枠予算を計上する方向で

検討を進めるとされております。

ところで、この会議に先立って５月23日に行
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われた財政制度等審議会では、プライマリーバ

ランス黒字を安定的に確保しておくことの必要

性など、プライマリーバランス黒字の先送りが

なされたことに対する新たな財政健全化計画に

ついての考え方が示されており、その中で、消

費増税については約束通りの実行が大前提であ

るとして、税収が想定を下回ることの可能性を

踏まえ、補正予算の安易な編成などについて

は、厳にこれを慎むべきであると指摘しており

ます。

しかし同時に、それにもかかわらず、どうし

てもそれに頼らざるを得ぬときは、財政健全化

目標に及ぼす影響を考慮した上で財政規律を堅

持するようにとも書いております。そしてまた

同審議会では、社会資本整備の取り組み方針に

関する考え方のベースとして、我が国の公共投

資の規模をあらわす「一般政府総固定資本形成

対ＧＤＰ比」が、欧米諸国と比べ依然として高

い水準にあることや、我が国のインフラは概成

しつつあり、今後は量から質への転換が必要で

ある旨の提言も行っております。財政制度等審

議会の言うこの一般政府総固定資本形成対ＧＤ

Ｐ比やインフラ概成発言に対する知事の御所見

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この審議会の指摘は、

社会資本整備のおくれている本県にとりまし

て、大変危惧すべきことと考えております。

まず、ＧＤＰに対する一般政府総固定資本形

成につきましては、欧米諸国と比べまして、国

土や自然条件、ＧＤＰの伸びなどにより、社会

資本の使われ方や必要となる施設の質と量が異

なっておりますので、必ずしも日本の水準は高

いとは言えないものと考えております。

また、「日本の社会インフラは概成しつつあ

る」、おおむね完成しつつある、そういう指摘

につきましては、先月の29日、全国の首長や国

会議員などが集まる高速道路建設協議会の総会

の場におきまして、私みずから強く異を唱え、

高速道路のミッシングリンクの早期解消や南海

トラフ地震による津波対策など、おくれている

本県の実情を訴えてきたところであります。今

後とも、社会資本整備の充実や地域間格差の早

期是正などに向けて、全力で取り組んでまいり

ます。

○坂口博美議員 全くそのとおりだと思いま

す。極めて遺憾なコメントであります。例えば

分母と分子の考え方として、国民は分子が小さ

いぞと言っているのに、財務省は、いやこれを

計算すると、約６％にもなり、これは他の国々

と比べて大きいですよと言っているのでありま

す。それは数学の世界の話であります。そうで

はなくて、分母を大きくすれば比率は小さくで

きると考え、その実現に向けて力する。そし

て、さらなる投資を可能にする。これが政治学

の世界であります。そしてまた、我が国のＧＤ

Ｐでありますが、世界第３位と、確かに高い位

置にあります。しかし、これを国民１人当たり

で見ますと、昨年は世界第25位、米国の1.54分

の１でしかありません。仮に、国民が米国並み

の生産性を上げるなら、６％の率はたちどころ

に４％を切るのであります。

これまで私は、日本は技術大国であると信じ

ておりました。しかしながら、我が国の国民１

人当たりの生産性の低さを知り、それが間違い

であったことを今回知りました。さらにまた、

輸出に関してでありますが、確かに輸出額につ

いては世界第４位にあります。しかし、これに

ついても国民１人当たりで見ますと、世界で44

位と先進国では最下位。貿易立国を名乗るに

は、これまた余りにもおこがましいのでありま
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す。

しかしながら、この現実は、捉えようではま

だまだＧＤＰを伸ばす伸び代があるということ

でもあります。そのためには、中長期的には我

が国も技術先進国並みに技術力を高め、輸出を

ふやしていきながら、急激な人口減少による経

済の低迷、あるいは働き方改革で残業時間が減

り、そのために支払われなくなる賃金が最大で

８兆5,000億円にもなると言われるなど、今また

デフレの懸念が指摘され始めました。これに対

応するために、財政の出動を行い、経済を支

え、そして高めていく、そうすることで、先ほ

ど申し上げました形成比率を小さくしていく。

このような考え方を持てるのが、経済学者や数

学者ならぬ政治家であろうかと思います。

ところで、「経済財政運営と改革の基本方

針2018」、いわゆることしの「骨太の方針」を

見てみますと、地方財政の項目に、「地方交付

税について改革努力等に応じた配分の強化につ

いて検討する」と書かれております。これにつ

いては、過去にも指摘しましたように、地方交

付税は補助金にはあらず、一般財源でありま

す。国や総務省の指導を聞かなければ地方交付

税を減らすぞと言わんばかりの、威圧的ともと

れるような書き方でありますが、知事はこの方

針をどう評価し、また総務省に対してどのよう

な行動をなされるおつもりか、お考えをお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどの公共事業予算

につきましても、地方交付税につきましても、

常に財政削減の圧力にさらされ、その議論の対

象にされているところでありますが、この地方

交付税制度の目的は、地方団体の自主性を損な

うことなく、財源の均衡を図ること、交付基準

の設定を通じて、地方行政の計画的な運営を保

障すること、そして、これらにより、地方団体

の独立性を強化することでありまして、地方交

付税は、地方固有の財源であります。このた

め、算定方法を検討するに当たりましては、条

件不利地域や財政力の弱い団体に特に配慮され

る必要があります。「骨太の方針」に示されて

おります、地方交付税の配分における「成果主

義の強化」につきましては、制度の趣旨を損な

うものになりはしないかと懸念をしておるとこ

ろであります。

このため先般、総務省に対しまして、私がみ

ずから出向き、地方交付税の有する機能の充実

・強化等につきまして要望を行ったところであ

りますが、引き続き、知事会、また６団体、あ

らゆる機会を捉えまして、強く訴えてまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 そしてまた、この項目には、

市町村の戸籍業務等を想定した窓口業務の委託

について、「トップランナー方式の2019年度の

導入を視野に入れて検討する」ともうたってお

ります。もちろん、各自治体がみずからの意思

で住民サービスの維持・向上を図りながら、歳

出削減に向けた取り組みを行っていくことは当

然であり、これを否定するものではありませ

ん。しかしながら、そもそもトップランナー方

式は、一般的な規模の団体であれば、委託が可

能であるものを対象としなければ、単なる地方

交付税カットのための便法としか思えません。

国が目指そうとしているのは、地方交付税の単

なる削減であり、地方交付税制度の趣旨を損な

うことにほかならないのであります。

現在の県内市町村の窓口業務委託の実態と、

トップランナー方式の導入に対する県の考え方

について、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の市町村におきま
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す窓口業務の民間委託につきましては、ことし

４月現在で、都城市と日南市において実施され

ております。その内容は、狂犬病予防注射済票

の交付業務や、住民票・戸籍等に関する窓口業

務となっております。窓口業務の委託は、住民

サービスの向上や業務の効率化など一定のメ

リットも期待をされる一方で、規模の小さい市

町村では委託先がないなど、考慮すべき事情も

あります。

このため、県といたしましては、トラップラ

ンナー方式を含め、地方の歳入歳出の効率化を

議論する場合には、条件不利地域等、地方の実

情に配慮すること、また、地方交付税は一般財

源であって、「地方の固有財源」でありますの

で、地方団体の行財政改革により生み出された

財源は、必ず地方に還元することなどにつきま

して、全国知事会を通じて国に要望していると

ころであります。

○坂口博美議員 そしてまた、今回の「骨太の

方針」の案ですけれども、これには来年度そし

て再来年度の当初予算に、特別枠として景気対

策費を計上することが盛り込まれております

が、一般会計の当初予算としての計上であるの

に、なぜ別枠とされるのか、そしてその内容に

ついてはどのようなものが盛り込まれるのか、

知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「骨太の方針」におき

ましては、消費税率引き上げに伴う需要変動に

対して、機動的な対応を図る観点から、臨時・

特別の措置を2019年度及び2020年度当初予算に

おいて講じ、その具体的な内容につきまして

は、各年度の予算編成過程において検討するこ

ととされております。前回の消費税率引き上げ

に際しては、公共事業や駆け込み需要と反動減

の緩和策などの経済対策が講じられております

ので、今後、予算獲得に向け、鋭意、情報収集

に努めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 次に、この用地の取得、ス

トックについて伺います。これまでになされて

きた経済対策補正予算の公共事業費獲得のあり

方については、いつの場合も用地や設計書のス

トックなどの問題から、箇所づけされた予算を

工種別に見ますと、河川改良や港湾工事などで

は比率が高いものの、道路改良では比率が低い

など、用地先行取得等の必要性が指摘されてき

ておりました。「骨太の方針」で示された特別

枠の予算を十分に確保していくためには、まず

は用地の確保が重要と考えます。そこで、本年

度初めにおける用地ストックの状況及び特別枠

や補正予算への対応のための用地取得の考え方

について、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 事業用地の

安定的な確保は、社会資本整備を計画的に推進

していくために大変重要であると考えておりま

す。お尋ねの本年４月１日現在における道路、

河川事業等の用地ストックにつきましては、補

正予算等が編成された場合に対応できる用地と

して、今年度当初予算で施行する工事に必要な

面積の約半分に相当する面積を確保していると

ころでございます。今年度当初の所属長会議に

おきまして、私の方から、補正予算等にも対応

できるよう、用地ストックのさらなる確保を指

示したところであり、今後とも、積極的な用地

取得に努めてまいります。

○坂口博美議員 特にこの補正予算の獲得は１

円でも余計にもらうんだという思いを持って臨

んでいただきたいと思います。こういった経済

対策としてなされる補正予算の場合には、その

県費負担分については起債が可能となります。

そして、これには交付税措置がなされるわけで
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あります。ぜひ準備には万全を期してくださる

ことを求め、次に事業消化について伺います。

経験的な面からも、あるいは技術的にも、さ

らには資金繰りなどを含めて経営の面からも、

企業としては責任を持って工事を完成させ切る

体力は有するものの、現場へ配置すべく有資格

者や作業員など人材確保の問題から受注を断念

せざるを得ないという業者が、時期によると少

なくないとも聞きますが、仮に大型補正がなさ

れた際などには、不調・不落などの懸念はない

のか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 建設工事に

おける入札の不調・不落は、手持ち工事の多く

なる時期に、主に小規模工事や災害復旧工事、

山間部などの現場条件の厳しい工事で発生をし

ております。景気対策予算により工事発注量が

増加し、特定の時期に工事が集中しますと、採

算性を考慮した応札の選択や、有資格者等の確

保の問題から不調・不落の発生が懸念されると

ころであります。これまでも、現場条件を考慮

したきめ細かな積算や、ゼロ県債などを活用し

た発注時期の平準化に取り組んできたところで

あり、今後とも、こうした取り組みをより一

層、進めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 引き続いて部長に伺いますけ

ど、基本方針では、公共投資における徹底した

効率化と担い手確保の観点から、「年度を通じ

た平準化の取り組み推進に向け、数値目標の設

定等を促し、こうした取り組みによって、人材

の確保、稼働率の改善を推進する」との方向性

を示しております。平準化発注に向けての決意

を、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 公共工事の

平準化の取り組みは、品質の確保はもとより、

労働者の処遇改善や企業の経営基盤の強化など

を図る上で大変重要であると認識しており、県

としましても、ゼロ県債の活用や、余裕期間を

設定した工事の発注などにより、取り組みを推

進しているところです。また、ことし２月に

は、国・県などで構成される九州ブロック発注

者協議会において、市町村も含めた施工時期な

どの平準化に関する数値目標を設定し、その達

成に向けて取り組むことを確認したところであ

ります。これを受けて先月には、県内10地区に

おきまして、品確法に基づく会議を開催し、全

市町村に対しても、平準化の取り組みを推進す

るよう要請したところです。公共工事の平準化

につきましては、国・県・市町村が一体となっ

て推進する必要があることから、今後ともしっ

かりと連携を図りながら取り組んでまいりま

す。

○坂口博美議員 平準化の取り組みは、労働者

の処遇改善の上からも大変重要であるという認

識を示されました。処遇改善の目玉の一つに

は、建設業における働き方改革、つまり週休２

日制の導入があろうかと思います。そして、こ

の問題につきましては、先日、我が会派の後藤

議員の質問に対し、週休２日制の推進のために

国が行った間接経費の割り増し、労務費や機械

経費等についての見直し、これを準用するため

の作業を早急に進めているところだと答えられ

ましたが、具体的には何をどう見直されるおつ

もりか、お聞かせください。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 週休２日工

事の試行につきましては、ことし４月に国にお

いて取り組みを推進するため、最新の施工実態

等を踏まえて、工事費の補正に関する大幅な見

直しが行われたところであり、県においても、

早期の適用に向け、必要な作業を進めていると

ころであります。具体的には、４週８休以上を
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達成した場合、新たに労務費の割り増し率

を1.05、機械経費の割り増し率を1.04として補

正するほか、これまでの共通仮設費率の割り増

しを、1.02から1.04へ、現場管理費率の割り増

しを、1.04から1.05に引き上げることとしてお

ります。さらに、４週６休、７休を達成した場

合にも、割り増し率は異なりますが、同様に工

事費の補正を行うことといたします。県としま

しては、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、週

休２日制の定着に向けて、積極的に取り組んで

まいります。

○坂口博美議員 今答弁された国の補正率の改

定については、ある工事の設計書を参考にしま

して、補正率の見直し前と見直し後との率を用

いて２通りの積算をしてみました。具体的に

は、直接工事費が2,500万円程度で２万立米ほど

の土を掘削して盛土をしていくという工事。工

期が196日の道路改良でありますが、この現場を

月４休から月８休へと見直し、休みとしてふえ

ることになる４日分を有給扱いで施工していき

ますと、運転手及び作業員合計で延べ56日分の

手当が新たに発生します。これを今の労務単価

で積算すると約100万円になります。

そしてまた、この設計書を見直し後の経費率

で計算しましたら、労務費の合計額は、見直し

前の設計書にあった数字よりも約112万円の増と

なりました。つまり、計算の上では、会社側は

週休２日制に伴い、新たにふえることとなる休

暇分については、経営の面からも有給扱いが可

能となります。そしてまた国は、一般管理費に

ついても研究開発費用等の本社経費を実態に合

わせるとして、増額の見直しを行っておりま

す。

今回、これほどまでの見直しを行ったという

ことは、実に画期的なことでありまして、大い

に評価するところでありますが、ただ同時に大

きな不安も持ったところであります。それは、

先ほど申し上げました「骨太の方針」案の中

に、公共投資における徹底した効率化を図るた

め、平準化を進め、コスト低下の実態を反映さ

せることや、研究開発を進めつつ新技術を活用

することで、公共事業のコストを削減すると書

かれているからであります。

つまり、これらを総じますと、今回の経費率

の見直しは大変ありがたいことではあります

が、これは将来単価を下げて、歩掛かりを大き

くしていくための一つの通過点ではないかとの

不安があるのであります。県としては、業界に

対し、それに備えるための研究やＩＣＴなど技

術革新の必要性を説き、育成していくことが求

められると思いますので、ぜひ県の的確な対応

を求めておきます。

さて、今回の「骨太の方針」案では、国土強

靭化や防災・減災等の分野で重点的に取り組む

プロジェクトを明確化するとも言っておりま

す。具体的に国は何を目指そうとしているの

か、また、これは本県にとってどう評価すべき

ことなのか、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国土交通省が経済財政

諮問会議に提出した資料によりますと、これか

らの社会資本整備は、未来の社会を支えるた

め、中長期的な視点に立ち、経済成長や豊かな

暮らしの礎となる政策やプロジェクトを、全国

各地域で戦略的に展開していくこととされてお

ります。具体的には、持続的な経済成長を支え

る高速道路の整備や、未来にわたり、安全・安

心を確保するための防災・減災対策及びインフ

ラの老朽化対策等を推進することとされており

まして、本県が重点的に推進しております県土
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の強靭化に向けた取り組みを後押ししているも

のと認識しております。本県は、全国に比べ社

会資本整備がおくれているわけでありまして、

より一層、取り組みを加速化させる必要があり

ますことから、今後とも、さらなる公共事業予

算の確保につきまして、県議会や市町村、経済

団体等とも連携をしながら、国に強く働きかけ

てまいります。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

そして、これは鎌原副知事にも聞いていただ

きたいんですけど、今の知事の答弁、県土強靭

化に向けての取り組みを後押ししてくれるとい

う認識でありました。そして、本県の強靭化に

要する経費というのは、河川・海岸施設だけで

も1,000億円以上を要するとの試算もあるわけで

ありますが、そんな中、先日、日本土木学会の

大石久和会長は、南海トラフ巨大地震が発生す

れば、その後20年間の経済損失が1,410兆円にも

及ぶとの専門家による試算を公表されました。

このことを先ほど申し上げました財務省の社

会インフラ概成論などとあわせて考えますとき

に、今後は、利便性や経済発展的視点からのイ

ンフラへの投資から、防災・減災的視点からの

国土強靭化のための投資へとシフトしていき、

優先順位についても、財源が今の公共事業費の

中から持ち出されるとなりますと、ここがやら

れたら日本はどうなるんだという視点からの判

断、その影響力の大きさ、つまり人口規模から

実施箇所が決定づけられまして、人口の少な

い、そして重要施設の規模が小さい本県など

は、また待つだけ待たされる、そういうことに

なるのではないかと危惧をしております。

国土強靭化につきましては、まずその発生確

率や時間的な余裕により優先性を決めるべきで

あります。費用対効果についても、対策を打つ

ことでの損失軽減効果を勘案しての判断である

べきと考えます。そのようなことから、この事

業については、今までにはなかった観点からの

投資のあり方であり、かつ財政法第４条に沿う

ものでもありますので、国債発行などへの柔軟

性を持った特別会計を創設すべきだと考えます

が、知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回大阪で発生しまし

た地震を見てもそうでありますが、本県が直面

しております、切迫する南海トラフ地震や激甚

化する豪雨などの大規模自然災害から、県民の

生命を最大限に守るため、県土の強靭化に向け

た取り組みの推進は喫緊の課題であると考えて

おります。ただ、現在の国の予算枠内での配分

では、事業を加速して進めることが困難である

ため、さらなる予算の確保が大変重要であると

考えております。

このため、先月、財務省や国土交通省などの

関係省庁を訪れ、既存の予算枠とは別に、新た

な財政措置の仕組みづくりを図ることなどを強

く要望・提案をしたところであります。さら

に、南海トラフ地震対策につきましては、政策

提言を行う関係の10県の知事会議におきまして

も、国に対し、繰り返し要望を行っているとこ

ろであります。

今後とも、県土の強靭化に向けた社会資本の

整備が着実に推進できるよう、私が先頭に立っ

て、さらなる公共事業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 先ほどの壇上からの人事交流

に関連して伺いますけど、若手の技術系職員の

技術力向上についてであります。これについて

は、最近の若手職員は現場がわかっていない者

が多く、工事を進めていく上で問題があるなど

の不満を耳にすることも少なくありません。そ
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して同時に、採用後の一定期間を民間企業に派

遣するなどして、現場を経験させることを行っ

てはどうかなどの提言を受けたりもいたしま

す。若手職員の技術力向上に係る考え方を、県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 県土整備部

におきましては、「土木技術職員の人材育成に

関する基本方針」に基づき、ベテラン職員が現

場立ち会いに同行して、アドバイスを行う技術

指導や、技術的に高度で専門性の高い施工現場

を紹介する事例発表会など、技術力を高めるさ

まざまな取り組みを行っているところです。し

かしながら、若手職員から、現場における技術

力に不安を持っているという声も聞いておりま

して、民間企業への派遣も含め、土木職員の技

術力向上を図ることは大変重要であります。

そこでまずは、県と建設業者の若手職員が、

合同で現場研修を行うなど、情報を共有し、互

いに研さんする場の拡充について検討したいと

考えております。今後とも、関係団体や企業か

らの現場の声に真摯に耳を傾けながら、土木職

員の技術力向上にしっかりと取り組んでまいり

ます。

○坂口博美議員 それでは次に、今回の不当表

示―と言っていいんでしょうか―に関して

伺います。去る５月22日のことでありました。

商工建設常任委員会の県内調査の途中に、県の

担当職員が合流しまして、取り急ぎ報告したい

事案がある旨の申し入れがありました。一体い

かなる一大事ぞと思いその報告を受けたのであ

りますが、報告内容は、本県内にも複数の店舗

を有する株式会社エー・ピーカンパニーに対し

て、優良誤認表示を行ったとして景品表示法に

基づく措置命令を消費者庁が行ったという内容

のものでありました。

御案内のように当社につきましては、新宿み

やざき館ＫＯＮＮＥの飲食店運営事業者とし

て、公募により昨年度選定された会社でありま

す。その対象施設である新宿みやざき館ＫＯＮ

ＮＥについては、昨年度、県議会において、建

設費が余りにも割高であるとして厳しく審査を

行った経緯があり、今回の報告を聞き、改めて

そのときのことを思い起こしたところでありま

す。

ところで、今回の措置命令に係る県の報告

は、当社のグループ店が平成28年９月から平

成29年９月にかけて行った商品の表示について

のものであるとするものでありましたが、なぜ

その行為が行われた期間からこれだけの時間が

経過した時点での議会への報告となったのか、

知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の措置命令につき

ましては、消費者の信頼を損なうものであり、

大変遺憾であると考えております。

今回の事案に関しましては、担当部局から私

は昨年８月25日に報告を受けております。その

内容としましては、エー・ピーカンパニーのメ

ニュー表示の方法が景品表示法に違反している

のではないかと、県外の方から情報提供があっ

たということ、この情報を消費者庁に速やかに

伝え、消費者庁が調査の権限を有するというこ

とを確認したこと、そして、情報提供者に対し

まして、消費者庁が調査の権限を有し、本県で

は違法・適法の判断は行わないものであること

を連絡し、その旨了解をいただいたと、そうい

う報告を受けたところであります。

今となりましては、大いに反省すべき点では

ありますが、新宿ＫＯＮＮＥのリニューアルを

進めている時期であったわけでありますが、私

としましては、この報告の時点では、特段の対
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応が必要となる大きな事案であるとの認識には

至っておりませんでした。その後、本年５月、

消費者庁から景品表示法に基づく措置命令が出

されたことから、これを重く受けとめ、急ぎ関

係議員へ御説明をしたところであります。

○坂口博美議員 その時点では大きな事案では

ないと判断したということでありましたが、ま

ずその判断に至ることについて、ちょっと深く

聞きたいと思います。県外の消費者とのやりと

りについてはどういうことがあったのか、お尋

ねをいたします。そしてまた、このことに関

し、知事にはいつどのような形で報告をしたの

か。そして知事の判断も、大した事案でないと

判断したということでありましたが、そのこと

に関し、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 今回の事

案に関しましては、県に対し、昨年の８月17日

に、県外の方から、エー・ピーカンパニーが運

営する塚田農場で提供されていた鶏料理につい

てのメニュー表示が、景品表示法に違反してい

ると思われるため、調査をお願いしたい旨の問

い合わせが、電話及びメールで寄せられまし

た。そのため、総合政策部において、この件が

消費者庁の所管案件であることを確認し、８

月21日に、この情報提供者の方に対して、消費

者庁が調査等の権限を持つことを連絡し、その

旨を了解いただいております。

次に、知事への報告についてであります。知

事へは８月25日に、景品表示法の件につきまし

て、県外の方から情報提供があったこと、情報

を消費者庁に速やかに伝えるとともに、消費者

庁が調査の権限を有することを確認したこと、

情報提供者の方に対して、消費者庁が権限を有

するため、県では適法・違法の判断は行わない

ものであること、このことについて報告をいた

しました。その際、当部としましては、レスト

ラン運営業務の委託候補者としてエー・ピーカ

ンパニーが適当か否かについて、知事への協議

は行っていないところであります。

○坂口博美議員 当然でありますけど、県は消

費者からの通報があった旨をエー・ピーカンパ

ニーに伝えたと思います。そして、当社からも

説明を受けたと思います。そして、これは当然

ですが、県へ問い合わせをしたその消費者は、

大きな問題だと判断したから県へ連絡をしたわ

けであります。しかもこの方は株主でありま

す、当社の。そうなると、県が大した事案では

ないと判断するに至った根拠は、エー・ピーカ

ンパニー社側の説明に基づくものだということ

になると思われますが、会社はどのような説明

を県に行ったのか、県は会社とどういうやりと

りを行ったのか、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 当事案に

つきましては、先ほど申し上げましたとおり、

昨年８月17日に県外の方からの問い合わせがあ

りまして、これを受けまして、エー・ピーカン

パニーのほうにメニュー冊子の内容等を確認す

るために、翌18日、お電話をしました。その

際、同社からは、お客様から同様の問い合わせ

を受けているということでありました。ただ、

このお客様が県の方に申し立てをされた方かど

うかは確認はできないということでございまし

て、そういう、お客様からの同様の問い合わせ

を受けて、早急にメニューの表示を見直す予定

であるという旨の返答を受けました。県といた

しましては、８月22日に、同社から見直し予定

のメニューの原稿が届きまして、ここで、チキ

ン南蛮に対して「若鶏」が使用されていること
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がわかるように表示が改められていることを確

認いたしました。以上でございます。

○坂口博美議員 まず、同一人物かどうかがわ

からないというのは、会社に聞けば名前も言い

ますよ。どこの店で何を指摘されたということ

も。そんなのが一致すれば同じ方でしょう。

違っていれば別の方ということになります。そ

れでは、どこの所管になるかわからんから尋ね

ますけど、「消費者庁ですよ、この所管は」と

指導されたわけでしょう。僕は今までは県の所

管だと思っていたんですよ。なぜ消費者庁に照

会されたんですか。これは担当の方―まず知

事に伺いますけど、補佐される方が答えてもい

いです。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ただいまあり

ました、８月17日に情報提供があった件につき

ましては、２つ以上の都道府県の区域において

そういう行為が行われたというような内容であ

りましたので、消費者庁の方から所管は消費者

庁である―要するに単独の県だけであれば県

の方にあるわけなんですけれども、複数県にま

たがる場合は所管は消費者庁であるということ

を確認いたしまして、その内容を、その情報提

供者のほうにおつなぎし、情報提供者のほうは

御理解いただいたところであります。

○坂口博美議員 じゃ、その方が複数の県でこ

ういうことをやっているよと申し出られたわけ

ですか。これは自然に考えれば、こういうこと

がありましたよということをまずおっしゃるは

ずですよ。そうしたら、その自治体に言ってく

ださいと言うはずですよ。これとこれとこれ、

そりゃ旅行者なら別ですよ。東京でも買いまし

た、京都でも買いました、北海道でも。それだ

と「あ、複数だな」とわかるけど、県がなぜ消

費者庁だと判断できたか。今、商工観光労働部

長の話では、どこのどなたかわからないけど、

こういう指摘があったということだったんです

よ。そこらの矛盾点、これもただしていない、

調べていないといったら、これは余りにも県は

いい加減ですよ。宮崎県のシンボル、看板を新

宿で背負わせる会社ですよ、これは。もう一度

答えてください。なぜ消費者庁だと判断できた

か。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 総合政策

部長がお答えした中にありましたように、複数

の都道府県にかかわる案件ということでござい

ますが、当該エー・ピーカンパニーの店舗が複

数の都道府県で開業されており、同一のメニュ

ーが使われているというようなお話を消費者庁

の方に差し上げたところ、複数県にまたがる案

件ということで消費者庁の所管だという旨の返

答を受けたところであります。

○坂口博美議員 それでは今、県にこういった

事案が何名から何件申し出があっていますか。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 詳しく申

し上げますと、当該案件については８月17日に

申し出がありました当事者の方から、それ以前

に１件、エー・ピーカンパニーのメニューにつ

いての疑義のある案件がある旨の情報をいただ

いております。加えて、インターネット上での

お話になりますけれども、同じような件につい

てのインターネット上の書き込みが見られてい

るところでございます。

○坂口博美議員 それを今度は古い順に、いつ

ごろこのことを知ったんだ、いつごろ知ったん

だ、いつごろ知ったんだというのを、詳しくお

答えください。最初に知ったやつだけでいいで

す。何年何月にどこでどういうことがあったと

いうことを、どういう手段あるいはどういう言

葉で県が把握したんだということでいいです。
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○商工観光労働部長（井手義哉君） ８月17日

に、当該の方からの申し出がありましたことが

まず１件。その８月17日の申し出の中に、同じ

く29年４月の時点でそういうメニューについて

の疑義のある案件が他の都道府県でもあってい

るという旨の情報をいただいたところが、もう

１件でございます。そして、それ以降、インタ

ーネット等でのやりとりにつきましては、10月

の時点でもう一度確認したことがございます。

○坂口博美議員 ちょっとわかりづらいんだけ

ど、僕は手持ちの時間があるからですね。お互

いの疑問点をただすわけですから、的確に答え

てほしいけど、一番最初にはいつ知ったんです

かということです、県は。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 29年８

月17日の当該の方の申し出で最初に知りまし

た。

○坂口博美議員 じゃ、農政水産部長、これは

ブランドの問題でもありますよね。そして、限

られた農家しか養えないとも言っていますよ

ね。農政水産部としては、これに対しての問い

合わせとか、あるいは場合によっては指摘、こ

ういったものは来なかったんですか。

○農政水産部長（中田哲朗君） 先ほど商工観

光労働部長が申し上げましたけれども、平成29

年４月に農業連携推進課のほうに、エー・ピー

カンパニー職員の対応が非常に悪かったと。こ

れは要するに、本県の地頭鶏を扱っているお店

として、宮崎県の信用を下げるのではないかと

いうお話が、４月にございました。それを受け

て、エー・ピーカンパニーのほうには、その旨

御連絡をして、指導の徹底をお願いしたところ

でございます。

○坂口博美議員 名前は避けますけど、滋賀県

の方とか、東京の方とかが、宮崎に接触してき

てはおりませんか。もっと古い時間に。もっと

以前に。早い時間に。

○農政水産部長（中田哲朗君） 私が承知して

いる限りでは、平成29年の４月に、先ほど申し

ましたような苦情といいますか、お話があった

ということでございます。

○坂口博美議員 いや、個人の話じゃなくて、

知事をトップにした宮崎県という、この県庁と

いう組織に聞いているんです。私じゃないんで

す。それは引き継ぎもあるでしょうし、メモも

あるでしょうし。そこのところですよ、責任を

持って答えていただきたい。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農政水産部の

ほうにお話があったのが、29年４月というふう

に聞いております。

○坂口博美議員 じゃ、29年８月17日より早い

じゃないですか。これはどういうことですか、

商工観光労働部長。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 申しわけ

ありません。商工観光労働部として知ったのは

平成29年８月17日でございました。県としまし

ての認知の日付につきましては訂正をさせてい

ただきます。失礼します。

○坂口博美議員 知事、知事、今の聞かれまし

たか。そのころはちょうど我々、ＫＯＮＮＥの

経費節減、そのことでかんかんがくがくやって

いた時期ですよ。そのときに既にもう耳に入っ

ていたのを情報共有していないということです

よ。これは県庁は組織としてなってない。これ

はひとり知事の責任ですよ、このことは。先ほ

ど熱い思いを語られたけど、実態が違う。それ

を一つ強く申し上げておきます。うちには議選

の監査委員もいるんですよ。そういったメモを

やろうと思えばですね。しかし、ぶち崩そうと

して私は質問していない。問題点を洗い出し
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て、よりよく宮崎を成長させていきたい、繁栄

させていきたい、その思いでいろんなことを聞

いていますよ。だから、だめな点はだめでいい

んですよ、今後改めれば。

しかしながら、余りにも無責任です。しかも

各分野での県で最高のトップの何もかもわから

なきゃいけない商工観光労働、あるいは農政水

産行政、最高にわかっていなきゃいけない人た

ちですよ。情報を横つなぎにやらなくてどうな

りますか。しかも、郡司さんは農政の出です

よ。そこにも報告が来ていなかったといった

ら、その報告というのは誰が受けてどこでとめ

たんですか。わかればどなたでもいい、答えて

ください。

○ 原正三議長 どなたがお答えになります

か。まず知事。

○知事（河野俊嗣君） 一連の御指摘、真摯に

受けとめているところであります。今、御指摘

がありましたように、全体的にこの新宿ＫＯＮ

ＮＥに向けてのさまざまな動きがある中で、我

々はさまざまな情報に向けてアンテナを張りめ

ぐらし、そして問題があればそれを情報共有す

る、そして県庁一丸となって問題に対応してい

く、そういう姿勢が必要であったと今、反省を

しておるところでございます。今後とも、全庁

の中でしっかりと情報を共有し、さまざまな事

象に対応していくような体制について、改めて

構築をし、県民の皆様に御迷惑をかけないよう

な、そういう県政を運営してまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 何度も言いますけど、これは

宮崎県の農畜水産物どころか宮崎県という信用

をかけて、あれだけの巨費を投じて、看板を掲

げていただく会社ですよ。どこで何をやってい

るかもわからない、でも誓いの言葉を述べまし

た、だからもう大丈夫なんだと、余りにも甘過

ぎると思う。その会社が悪いとは言っていない

んですよ。そういったことをもうちょっと根拠

に基づいて客観的に判断しないと、将来、間

違ったら取り返しがつかないぞということを一

つは言っております。ですから、消費者庁と連

携をとって、まず今までそこが何をどうやっ

て、何をやってきた会社なのかということ、こ

れをしっかり把握されること。

そして、僕が不思議なのは、そんなに前から

把握していた人が、なぜその時期になって怒っ

て「宮崎県さんやこういうことだぞ」と、タイ

ムラグがあるのか。ここでその人は、やっぱり

自分の憤りというか心外というか、そういうこ

とがあったから来たんだと思うんです。だって

株主でしょう。その会社を資金を出してまで支

えようとする人たちが、この会社はこんなこと

をやってるぞと言うのは、そこまで至るまでに

何かあった、何で怒らせたんだろうかというこ

と。やっぱり県はそこを調べるべきですよ。そ

うでないと、これは解決につながらないです

よ。

それからもう一つ。さっき言いましたよう

に、このＫＯＮＮＥについては、金がかかりす

ぎる、高過ぎるということで、経費削減をず

うっとやってきた担当者は相当苦労したと思う

んですよ。結果的には3,000万ぐらい節約してく

れた。ただ不思議なのは、その過程で、これ以

上はなかなかきついから、エー・ピーカンパニ

ーが後はうちが資金を出して改装をやりますと

言ったと、そういう説明があったんですよ。こ

れが果たして自治法、会計法、あるいは宮崎県

の将来に向けての損得。具体的には、そういう

お金を出させておれば、どうぞ出てください、

立ち退いてくださいということがやれることに
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なるのかどうなのか。民間の貸し家だったら荷

物１つだけでも置かせてそれを了解したら、そ

こと合意ができるまでその部屋は使えないです

よ、ほかの人は。そういうことにはどう懸命に

なって研究されて、しっかりした根拠を持って

そういう行為をなされたのかどうか。そこ

で2,000～3,000万節約したって、あそこが拘束

されれば何にもならないですよ。これはやっぱ

り莫大な投資ですよ、あそこは。しかも借り家

ですよ。自前の土地でもない家でもない。余り

にも甘過ぎると思うんですね。ですから、よほ

ど知事も手綱を締めて、３期目をやるならやる

で、しっかりこれを検証しながら、二度とやら

ないと腹決めをしていただきたいと思います。

時間は残っているんですけど、同じことをく

どくど言うのも余り好きじゃないから、以上を

もって、私の一般質問を終わります。（拍手）

○ 原正三議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 緊迫感が走

りましたが、私のワールドでやらせていただき

ます。

まず冒頭に、昨日の大阪北部の震災で、お亡

くなりになられた方、被災された方に、心より

お悔やみ申し上げます。

さて、私ごとではありますが、私は車の運転

が大変苦手であります。15年前、私が議員に

なったとき、最初の県議会に一度だけ自分の車

を運転してきたことがあります。大変疲れ果

て、うんざりし、以来、私はもう車には乗ら

ず、県議会に来るときは必ずＪＲの列車のみを

利用してきました。ですから調べてみると、私

がこの15年間でＪＲに投入してきた鉄道利用料

金は800万円近くになると思います。

それほど私は、ＪＲの公共交通機関としての

安全性に揺るぎない全幅の信頼を置いてきたわ

けであります。その思いは、高齢者や障がい

者、学生さんなど、車を持たない、車に乗れな

い、交通弱者と言われる人たちの気持ちと同じ

かもしれません。

ですから、今回実施されたワンマン化や減便

を含む不都合なダイヤ改正には、何でこんなこ

とをするのだろうと憤りを覚えます。その憤り

をどう表現すべきか、適切な言葉が見つかりま

せん。このような状況を前にして、車に乗れな

い私は、どうしたものかと考えました。そして

考えつきました。そうだ、私は車はなくても口

車がある―私の口車は乗っても安全です。車

輪がありません―この口車を転がして、世の

中に警鐘を鳴らしていく使命が私にはある、そ

う思いました。

そこで質問です。ＪＲのダイヤ改正等が発表

されて以来、２月県議会では、「ＪＲ九州の鉄

道路線の維持及び利便性の確保を求める意見

書」も採択され、また一般質問で登壇された先

ほどの坂口議員の質問は、圧巻で大変記憶に残

りました。さらにその後の動きとして、九州知

事会、九州議長会での知事、議長の対応には心

から感謝を申し上げます。地方では、地方創生

に必死で頑張っているにもかかわらず、今回の

ダイヤ改正は、地方創生とは逆行する水を差す

ような結果をもたらしていると思います。ダイ

ヤ改正による減便など、地方創生とは逆行した

ＪＲ九州の動きに対して、これまでの県の取り

組みと、今後に向けた知事の決意を伺います。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

県では、ＪＲ九州のダイヤ改正後に実施しま

した減便等の影響調査の結果を踏まえ、先月末
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には、沿線自治体の首長らとともに、ダイヤ改

正の見直し等について要請を行いましたほか、

九州各県と連携して要望も行ったところであり

ます。

こうした中、昨日発表されたダイヤ改正で

は、吉都線などの一部で２両編成の継続が示さ

れ、またＪＲ九州から、ことしの秋以降、吉都

線などで、学校の試験期間などにおける臨時便

の運行について検討していきたいとの意向が示

されたものの、今回のダイヤ改正で削減された

便の復活などの見直しはなく、大変残念に思っ

ております。

県としましては、利用者の利便性が改善され

るよう、今後も減便の見直しを求めていきます

とともに、ＪＲ九州においては、完全民間化後

も路線の適切な維持や利用者の利便性を確保す

るという重要な役割を担っていることを改めて

認識し、地域の公共交通機関としての責務を果

たしていただきたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○太田清海議員 今定例議会で二見議員が質問

した中で、鉄道応援団を行政のほうでもつくる

ということで、やっぱり乗って残そうというよ

うなことをやっていかないといけないと思いま

す。

実は延岡でも、北川から支援学校に訓練のた

めに８時・９時台で来ていた子供さんが、結局

減便されたということで乗れないという不都合

も起きています。それから今度は、高校生が帰

るときの便がどうも北川に帰るのに不都合だ、

ないということで、とうとうその家庭は延岡市

内に転入したそうです。だから北川としては、

このことによって１名減ということも起こって

いるものですから、その辺も頭に入れて、ひと

つ今後の対応をお願いしたいと思っています。

それからワンマン化の問題についても、もち

ろん意見書の中には述べられていましたが、あ

るお母さんからこんな投書をもらいました。そ

のまま読みますと、

「娘と二人で宮崎へ、「ひつじのショーン

展」を見に電車で行きました。帰りは２両編成

の鈍行に乗り、出発してしばらくすると、一人

の男性が２両を頻繁に行き来し始めました。そ

の男性は体格がよくて、オレンジのウインドブ

レイカーに、素足でスリッパの身なりでした。

私は不審に思い、動向を見ていましたが、１時

間ほど過ぎて、２両を行き来していた男性が来

なくなったので、ふと後ろを振り返ると、斜め

後ろの寝ている女性の横に座り、太ももをさ

わっていました。私は驚き、隣に座っている娘

に伝えました。娘は動画を撮るつもりでスマホ

を用意していたのですが、なかなかうまくいか

ず、男性は眠っている女性に、太ももをさわっ

たり、顔を近づけたりしていました。私は大き

なせき払いをしては、その行為をやめさせよう

としましたが、やめようとはしませんでした。

そのとき、私の後ろの列の男性の方が、「お知

り合いですか」と、さわっていた男性に問いか

けると、男性はその場を立ち去りました。その

男性は日向でおり、さわられていた女性は門川

でおりましたが、その女性は気づいていない様

子でした。私たちは延岡でおり、ＪＲの窓口で

そのことを伝えましたが、その男性がどうなっ

たかはわかりません。でも私は、その男性の顔

が忘れられずにいます。もし子供が一人で乗っ

たときのことを考えると、ぞっとします」

という手紙をいただいたわけです。

これは鈍行ですから、２両編成で運転手もい

るんだけど、そういうような状況もある。本当

は窓をあけて逃げることもできる鈍行ではあ
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る。しかし、特急のワンマンは密室ですから、

そこで車掌がいないというのは、何が起きるか

わかりません。新幹線の悲惨な事件もありまし

たけれども、あれは車掌さんが防衛しています

よね。そういうことを考えると、もう一度そん

なところも、いろんなことが起こっているんだ

よということをぜひ知ってもらいたいと思って

います。

次の質問に行きます。実は私もＪＲばかり

乗っていたらいかんかなと思って、延岡―宮崎

間を往復する高速バス「ひむか」に乗ってみま

した。乗ってみて、なかなかいいなと思いまし

た。というのは、高速道路を通るからほとんど

揺れないんです。だから勉強もできる、本も読

める、それから料金も1,000円なんです。それに

乗っていたら、利用者から言われました。延岡

から乗せて、高速に乗っていくんですが、日向

でも乗る方がいらっしゃいます。西都でも乗る

と思います。15人ぐらいは乗っているかなと。

そして、宮崎駅でおりて、県庁で私をおろし

て、あと宮交シティとか、最終は空港に行くわ

けです。

それを利用していた目の不自由な方が、「で

きたら、私たちにとっては、宮交シティからバ

スを乗りかえて宮崎大学附属病院のほうに行く

よりか、そのまま直通にしてくれんかな。空港

に行く人は少ないごとあるがね」ということで

ありました。これは宮交の運行上の問題もある

かもしれませんが、そういう高速バス「ひむ

か」の宮崎空港行きを、宮崎大学医学部附属病

院行きに変更することで利用を促進できると考

えますが、これについて総合政策部長にお尋ね

いたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 高速バス「ひ

むか」でございますが、東九州自動車道宮崎―

延岡間の開通を契機に運行を開始したものであ

りますが、運行区間の重複が生じないよう、高

速バスは都市間を、市街地から先は路線バスが

旅客輸送を担うという役割分担がなされている

ところであります。

そのため、まずは、宮交シティで高速バスを

おり、宮崎大学附属病院行きの路線バスをご利

用いただくことが、既存の公共交通網を維持し

ていく上でも重要でありますので、御理解いた

だきたいと考えております。

一方で、高速バス「ひむか」は、他の公共交

通機関との競合等から利用者数が低迷してお

り、利用促進が課題となっております。このた

め、交通事業者においては、学生を対象に割引

料金を導入するなど、当該高速バスの利用促進

に取り組まれておりますので、県といたしまし

ては、今後とも、事業者と連携してＰＲに努め

てまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。実は、私が乗

るときには大体15～16人乗っているかなという

感じですね。聞いてみると、20名以上になった

らうまくいくんだがということでありました。

ある日は30名近く乗ったこともあります。です

から、ぜひ乗って支えていきたいなと思うんで

すが、乗っているお客さんには、実は延岡から

宮崎駅でおりる人もいるんです。旅行バッグや

ら持っているから、もしかしたら宮崎駅からＪ

Ｒですぱっと空港まで行っているのかもしれま

せんね。そういう安い料金で行けるというの

で、時間を考えてやっている人もいるかもしれ

ません。私は一応ＪＲに乗らなきゃいけません

ので乗りますけど、今のところ行きはバス、帰

りはＪＲに乗ることにしています。切符は南延

岡駅で買います。本当は帰るわけだから宮崎駅

で買うのが一番楽なんですけど、おりたときに
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買うんです。なぜかというと、南延岡駅の収入

になるから。あそこ、どうも聞くところによる

と無人化されるとか、そんな感じの動きもある

ものですから、あそこの収益も上げてやらない

かんと思って、そういう努力をしております。

次の質問に移ります。福祉施設の後援会費寄

附事案に関してであります。

私の質問項目の中に、福祉施設での後援会費

給与天引き事件に関連してとありますが、正確

には社会福祉施設での後援会費強制寄附に関連

してと表現するのが正しいようですので、訂正

いたします。これは長崎での事件のことです

が、議員を務める理事長から後援会費を賃金か

ら強制的に寄附させられたということで、そこ

で働く従業員は職を失うのが怖くて断れなかっ

たと証言しています。それでなくても低賃金で

働いている人の意に反して強制的に寄附を集め

ることは、雇われている側の弱い立場を利用し

たものであり、批判もあってその寄附は取りや

めたようです。

実は私も、このような給与天引きというか、

賃金から強制的に物品購入代の支払いに関する

相談を受けたことがあります。社長と交友関係

にある方の商品を、自分の会社の従業員に給与

天引きというか、意に反して賃金から購入させ

られる、そんな事例の相談でした。このよう

に、立場を利用した強制的な行為が蔓延してい

るとするならば、このような風潮も一掃するこ

とが、働き方改革の視点からも大事であると思

います。そこで、商工観光労働部長に、賃金の

支払い方法に関する法律上の定めについてお伺

いしたいと思います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 賃金の支

払いにつきましては、労働基準法において、賃

金支払いの原則が定められております。賃金

は、通貨で、全額を、毎月１回以上、一定の期

日を定めて、労働者に直接支払わなければなら

ないこととされております。

ただし、この原則につきましては例外があり

まして、例えば、通貨払いにつきましては、労

働協約等に別段の定めがある場合には現物給付

も認められており、また、労働者の同意を得た

場合は、その労働者の指定する本人の預金口座

に払い込むことなども可能となっております。

また、全額払いの例外といたしまして、税金や

社会保険料など法令で定められているもの及び

書面による労使協約があるものについては、賃

金から控除することができます。

○太田清海議員 賃金というのは、基本的な原

則として全額本人に渡すことというようないろ

んなものがありますけど、やはりそれにひっか

かるようなやり方、それから強制というのは改

めていただきたいと思うんですが、労使間のト

ラブルを未然に防ぐため、基本的なルール等に

ついて、社会への周知・広報に取り組むべきと

思うが、商工観光労働部長にお聞きいたしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 労使間の

トラブルを未然に防ぎ、安心して働くことがで

きる労働条件や環境を整備することは、労使双

方にとって大変重要であると考えております。

県といたしましては、これまで、年に４回発

行する広報紙「労働みやざき」、またホームペ

ージなどに、労働相談事例の紹介や、事例を踏

まえた一問一答、労働関係法令の解説などを掲

載し、労使間のルールの周知に努めてきたとこ

ろであります。今後とも、宮崎労働局とも連携

しながら、さまざまな機会を捉えて、周知・啓

発に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。広報に努めて
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いるということであります。ぜひトラブルが起

こらないように、事前の広報をお願いしておき

たいと思います。

次に、選挙管理委員会委員長にお聞きいたし

ます。

郵便等投票の枠の拡大と福祉施設等での投票

のあり方についてということで、公職選挙法で

郵便等投票の対象者を介護保険上の、要介護５

から―今まで要介護５であったわけですが

―要介護３以上に拡大する動きがあるようで

すが、これをどう考えておられますか。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 投票の意思

がありましても、歩行が困難で投票所に行くこ

とができない在宅高齢者等に対しまして、投票

しやすい環境を整備することは重要なことと認

識しておるところでございます。

現在、要介護５の方などに認められています

郵便等投票などによります不在者投票につきま

して、要介護の状況を踏まえますと、寝たきり

やそれに近い方が相当の割合に及びます要介護

４及び３の方を新たに対象とすることは、「投

票機会の確保」という観点からも好ましいもの

と考えております。

一方で、郵便等投票対象者の拡大が実施され

る場合、高齢者本人やその家族、介護福祉関係

者等に対しまして、本人の意思に基づく投票が

確実に行われる必要があることや、不正な投票

には罰則があることなども含めまして、福祉関

係部局や市町村と連携しながら、十分に周知

し、「選挙の公正の確保」をより一層図る必要

があると考えております。

○太田清海議員 有権者の投票の率を高める、

拡大するということでは、私はいい制度だと思

います。ただ、歴史的にもこれまでにいろんな

不正も絡んで起こっているものですから、それ

をきちっとしていただくということで。

それで、今まで病院や福祉施設等に入院・入

所している人がその施設内で投票する、不在者

投票制度の仕組みについてお尋ねしたいと思い

ます。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 指定施設に

おきます不在者投票制度は、正当な理由により

投票日当日に投票所で投票することができない

選挙人のために、施設長など不在者投票管理者

の管理する場所において、投票日の前に投票で

きる例外的な制度でございます。

県選挙管理委員会では、病院、老人ホーム、

介護老人保健施設等から申請があった場合に、

現地調査等の審査を行いまして、公正な実施や

投票の秘密保持が確保できる体制を有している

など一定の要件を満たしたものを、不在者投票

ができる施設として指定しております。現在、

県内に284の指定施設がございます。

さらに、施設における不在者投票は、特に公

正かつ的確な事務処理が求められるため、市町

村選挙管理委員会が選定しました施設関係者以

外の外部立会人の立ち会い等により、公正性の

確保を図るとともに、指定施設を対象とした手

引書の発行や、施設関係者に対する説明会の定

期的な開催によりまして、的確な事務処理の確

保に努めているところでございます。

○太田清海議員 ぜひ不正が起こらない、そう

いうことに努めていただきたいと思っておりま

す。こういうことでまたいろいろ問題があっ

て、不幸なことが起こらないようにという意味

で、伝えたいと思います。

次に、教育長に混合名簿についてお尋ねした

いと思います。

これまでずっと質問がありました。こんなに

混合名簿が導入されたということについては、
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非常に評価をしております。私も地元の小学校

に入学式で行ったら、入れかわり立ちかわり男

の子女の子が入ってきて、「これ混合名簿だ」

と思って、終わって校長先生に「混合名簿、導

入されたんですね。何か問題はなかったです

か」と聞いたら、「いや、私は日向でもう経験

しておりますので、全然問題ありませんでし

た」と言っておられました。本当に問題はない

んだろうなと思う。

それから、前屋敷議員の質問の中でも、県立

高校までの実態が明らかにされました。意外に

も高校は非常に導入率が高かったんだなと思っ

て。いわゆる性徴、性の違いというか、そんな

のが違ってくる中で、これまでも取り組まれて

いたんだなと思って、びっくりしました。それ

で今年度、男女混合名簿を使用している県立高

校がふえているが、その使用に当たって問題は

なかったのかということをお伺いしたいと思い

ます。

○教育長（四本 孝君） 平成30年度の県立高

校等における男女混合名簿、いわゆる性で分け

ない名簿の使用状況でございますが、39校中24

校となっております。また、今年度から使用し

ている県立高校等７校に対して聞き取りを行い

ましたところ、使用に関して、特に問題があっ

たという学校はございませんでした。なお、現

在導入されていない県立高校におきましても、

次年度以降の導入に向けた検討が進められてい

ると聞いているところでございます。

○太田清海議員 基本的なことでありますけ

ど、男女混合名簿を使用する意義について、確

認の意味でお伺いいたしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 性で分けない名簿を

使用するということは、男女平等の意識を高め

たり、性的マイノリティーの児童生徒に配慮し

たりする手だての一つであると認識しており、

これらの意義について、児童生徒や保護者及び

教職員が十分に理解を深めた上で、活用される

ことが大切であると考えております。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

性で分けない名簿を使用することについて、繰

り返し啓発に努め、あらゆる場面で一人一人の

個性が尊重されるよう、人権教育を推進してま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 ありがとうございました。こ

ういったＬＧＢＴの問題については、私自身も

知らなかったことがいっぱいあって、間違った

考え方もありました。そういう意味では、今か

らも社会的に、こういう考え方でいこうねとい

うのも、過渡的、試行錯誤をしながら社会が進

んでいくことになるんだろうなと思います。

前屋敷議員の質問にもありましたように、高

校生の制服の問題とかトイレの問題とか、そう

いったものをぜひ、その当事者の意向を十分聞

きながら、聞いて聞いて、そして政策に打ち出

していただきたいと思うんです。失敗もあるか

もしれません。しかし、それは直していけばい

いわけですから。いい政策だなと思っていたの

が、もしかしたらここ問題があるかもしれんね

ということだってあると思います。公文書、申

請書に男女名を書かないということも、できる

ならばやってほしいなと思うけれども、そうい

う政策を、試行錯誤であっても自信を持って打

ち出していただきたいなと思っております。よ

ろしくお願いいたします。

次に、学校でのスポーツのあり方、部活につ

いて伺いたいと思います。

まず、学校の教員が忙しいと感じている要因

をどのように捉えているのか、教育長にもう一

度お願いいたします。
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○教育長（四本 孝君） 県教育委員会が実施

いたしました「教職員の働きやすい環境づくり

のアンケート」によりますと、教員が忙しいと

感じている要因につきましては、「授業や児童

生徒と接すること以外の事務作業が多い」「本

来、家庭ですべきであると思われるような教育

内容まで学校に求められる」と答えた割合が高

いという結果でございました。

私は、子供たちには、未来を担う宝として、

心豊かでたくましく育ってほしいと願っており

ます。そのためには、教職員がしっかりと児童

生徒に向き合って、教育活動に専念できる環境

をつくることが重要でありますので、学校にお

ける業務改善や家庭への啓発など、今後とも、

教職員の働きやすい環境づくりに努めてまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。事務作業が多

くなった、家庭でのことが学校に持ち込まれる

というようなこととか。私の経験では、中学生

のころは、部活をしながら先生と日曜日、一生

懸命打ち合った経緯があって、先生とともに部

活で学んだというような。国語の先生も来る、

英語の先生も来る、そんなゆとりのある時代だ

けれども、何でこんなに忙しくなったのかなと

いうのは、保護者側というか、そういったとこ

ろにも少し配慮していただきたいなという問題

もあるのかもしれません。

あと３点、ここについては、いろいろ議論し

てみたいというか、述べたいものですから、淡

々と聞かせていただきますが、学校教育の一環

としての運動部活動のあるべき姿について、教

育長の考えをお伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 学校教育の一環とし

て行われます運動部活動は、スポーツの技能等

の向上のみならず、生徒の生きる力の育成や豊

かな学校生活の実現のために大変意義のある活

動であると認識しております。

大会で勝利を目指すことは自然なことであり

ますが、勝つことのみを重視するのではなく

て、スポーツの楽しさや喜びを味わいながら、

生徒みずからが自己研さんし、友達と切磋琢磨

する中で、人間的な成長を図ることができる大

切な活動であると考えております。このため、

このような運動部活動での経験が、社会生活で

生かされるものでありますことから、例えば就

職試験等においても重要視されているものと

伺っているところであります。

○太田清海議員 次に、運動部活動の遠征にお

いて、保護者の負担にならないような配慮が必

要だと思いますが、教育長の考えをお伺いした

いと思います。

○教育長（四本 孝君） 御指摘のとおり、運

動部活動は、学校教育の一環として行われるも

のでありますため、保護者の負担にならないよ

うに配慮するということは大切だと考えており

ます。そのため、県教育委員会では、運動部活

動顧問や外部指導者を対象とした研修会等を通

して、遠征や対外試合等については、生徒の実

態に応じた無理のない活動計画となるよう、指

導しているところでございます。今後とも、生

徒や教員はもとより、保護者からも理解を得ら

れるような適切な運動部活動の運営が図られま

すよう、指導してまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 この項の最後になりますが、

部活動に関する生徒や教員の負担感の解消に向

けて、どのように取り組んでいるのかお伺いし

たいと思います。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

部活動に関する生徒や教員の負担感の解消に向
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けまして、昨年度まで、週１回及び第３日曜日

の「家庭の日」は部活動を休みにする取り組み

を推進してまいりました。

このような中で、国がことし３月に公表いた

しました「運動部活動の在り方に関する総合的

なガイドライン」におきまして、新たな基準が

示されましたことから、本年度は、さらに負担

感の解消を図るため、「週２回以上の休養日の

設定」と「家庭の日の部活動の中止」を記載し

たリーフレットを作成し、全ての公立学校及び

市町村教育委員会に配付いたしますとともに、

校長会等においても周知をしたところでござい

ます。

今後とも、負担感の解消のため、各学校にお

いて、休養日が適切に設定されますよう努めて

まいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。実は６月２日

に県民体育大会が行われましたが、私は延岡代

表でソフトテニスで参加しました。１勝３敗で

負けてしまいましたけど。実は私、67歳であり

ます。67歳になってもスポーツができること

は、本当にありがたいと思っております。これ

は、やはり自分が中学校高校と部活をやってき

て、いい指導者や監督に会えたということでも

ありますが、私がスポーツというものを考えた

ときに、先ほど答弁の中にありましたように、

勝利だけを求めちゃいかんよというところあた

りの問題ですよね。

私は１年生のとにきに、北郷村の宇納間、本

当に田舎でありますが、部活の数も少ない中

で、テニス部に入って、初めて相手とテニスボ

ールを打ったときに、ボールが横にそれたりす

るわけですよね。それをできるだけ相手の打ち

やすいところに「ほい」と打ってあげる。お互

いが打ち合う。ゆっくり「ほら」といって打っ

てあげる。その打ち合ってる姿が、私にとって

は会話をしているような感じがして、こんな面

白いスポーツがあるんだろうか、スポーツは楽

しいものだということを頭の中にたたき込まれ

た記憶があります。テニスって楽しいんです

よ。

これは一回言ったことがありますけれども、

そういうことをしながら高校に入ったときに、

自分のボールがネットにかかって相手のコート

にぴしっと巻き込んで入る、これは絶対とれな

いからこっちの勝ちなんですよね。１年生のと

きにそれで勝ったら、先輩のキャプテンが私を

呼んで、「お前そんげな勝ち方したときには、

そのときに帽子を脱いで相手の選手に「すいま

せんでした」って何で謝らんかったんか」と怒

られたんですよ。それで、高校生というのは中

学生と違って大人だなと思って、それ以来、私

も社会に入ろうとしたときにひきょうなことは

しないということは、その部活の中で学んだこ

とでもあります。

もう一つだけちょっと言わせてもらうと、30

歳のころに、２面しかないテニスコートで私た

ち大人が練習していたら、笠智衆という映画俳

優がおりますよね、「男はつらいよ」に出てく

る坊さんみたいな人、ああいう人が高校生を10

人ばかり連れてきて、私たちに「済みませんが

教えてください」と言って連れてきたんです

よ。恐らく、延岡で大会があるから連れてきた

のかなと思います。やらせてみたら、笠智衆み

たいな監督も下手くそで、だから生徒も下手く

そなんです。だから、かわいそうだなと思っ

て、自分たちの練習をやめて、一生懸命練習さ

せて、そして日が暮れてきて生徒たちが帰ろう

としたんですね。そうしたら、「おい、お世話

になったんだからお礼ぐらいして帰らにゃ」
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と、その笠智衆みたいな監督が言ったわけで

す。そうしたら生徒がばらばらに来て、「あり

がとうございました」と、みんながそれぞれの

言葉で私たちに感謝されるんですよ。私はそれ

がいいんですよ。

今、スポーツでは、監督が、「おら、お前、

挨拶せんかみんなで」と言って怒るでしょう。

笠智衆たる監督は、「ほら、挨拶せんかあ」と

優しく言う。それに高校生が応えて、一人一人

がばらばらに来て。普通だったら帽子を脱い

で、「ありがとうございました」とか統一的な

挨拶をするんですよ。それがばらばらに来てや

るものだから、こっちとしてはその心が伝わっ

て、「ああ、これでいいんだ」と。下手くそで

もいいの、マナーとか挨拶とか先輩を大事にす

ることとか、そんなことを学べばいいのよと私

は思って、どこの高校かわかりませんが、物す

ごく印象に残っております。30年前のことです

けれども、恐らくその子たちも、礼儀、マナー

を学んで、静かに社会の中に入っていってくれ

ているだろうと思います。

アメリカンフットボール事件もありましたけ

れど、22歳の学生の子もかわいそうだと私は思

いました。その子の言葉として、高校時代は競

技を楽しんでいた彼が、大学では全く楽しめな

くなったというコメントを残していますけど、

私からすればスポーツというものは楽しいもの

だから、それを何で大学でそういう楽しいスポ

ーツとして教えなかったのかなという意味で

は、かわいそうだと思います。

教育長も今答弁の中で、勝利を求めちゃいか

んとか、人間性の成長ということを言われまし

た。その言葉はどうしても答弁上は型どおりに

なっちゃうからしようがないんですけど、思い

としては私と一緒ですよね。そんなことで解釈

をしておきたいと思います。

次に移りますが、雇用のあり方について質問

いたします。

公務員職場では、会計年度任用職員というの

が、2020年４月１日から制度施行されます。と

いうことは、あと１年ちょっとですから、2019

年３月議会までに条例化を図るべきだろうと思

います。これまでの地方公務員法では、臨時職

員の採用とか労働条件が明確にされていなかっ

たわけで、今回フルタイムとか、県庁におられ

る臨時職員の人たちには、期末手当が将来支払

われる、それから手当が出される、整備される

という意味では、非常に大きな改革だと思いま

す。そこを頭に入れながら、ただ、やり方に

よってはちょっと問題が出てくる可能性もある

ものですから、確認の意味で質問させていただ

きます。

総務部長にお伺いいたします。会計年度任用

職員の導入に向けて実施した臨時・非常勤職員

の任用状況調査の結果を、お伺いしたいと思い

ます。

○総務部長（畑山栄介君） 会計年度任用職員

制度につきましては、臨時的任用職員及び非常

勤職員の任用・勤務条件を明確化する目的で、

平成32年度から導入されるものでありまして、

その採用や服務規律などについては、基本的に

は常勤職員と同様の取り扱いとされ、さらに給

与面では、お話がありましたように期末手当の

支給も可能となるものであります。

御質問の任用状況調査につきましては、新制

度の円滑な導入を図るため、現在の臨時・非常

勤職員の任用根拠・勤務実態等を把握する目的

で、昨年11月に実施したものであります。任用

数につきましては、調査時点での見込みとなっ

ておりますが、知事部局における平成29年度の
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臨時的任用職員は506人、非常勤職員は2,447人

であり、これらの人数には、任用期間が１年間

の職員だけでなく、１日ですとか３カ月未満と

いった嘱託医や統計調査員など、さまざまな任

用形態の職員が含まれております。

○太田清海議員 私がここに問題があるかなと

思えるのは、臨時・非常勤職員をそのまま会計

年度任用職員に移行するのではなく、正規職員

が担うべき業務については、正規職員を配置す

べきではないかと思っております。現在の検討

状況も含めお伺いしたいと思います。総務部長

にお願いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 多様化する住民ニ

ーズに対応するためには、組織として最適と考

える任用・勤務形態による職員構成を実現する

ことが求められております。

このため、会計年度任用職員制度の導入に当

たりましては、業務改革を進めながら、現在の

臨時・非常勤の職の全てについて個別に検証を

行いまして、業務内容、勤務形態等に応じて

「常勤職員」または「臨時・非常勤職員」の任

用など、どのような対応が適当かを検討するこ

ととしております。

現在、職の必要性や任用根拠の整理を行い、

会計年度任用職員として担うべき職務の内容等

について、検討を進めているところでございま

す。円滑な導入を図るためにも、本年度中に

は、採用の方法や勤務時間、給与などの勤務条

件についても整理し、来年度、採用に向けた募

集等の手続を行いたいと考えております。

○太田清海議員 ぜひ、正規職員が基本である

ということは押さえていただきたいなと思いま

す。それで、これにはお金がかかると思うんで

すね。会計年度任用職員制度の導入に伴う財源

の確保、これをきちっと国に要求すべきだろう

と思っております。総務部長のお考えをお聞き

したいと思います。

○総務部長（畑山栄介君） 会計年度任用職員

制度の導入に当たりましては、国において、制

度改正による影響額調査を行い、地方財政措置

についても適切に検討を進めていく予定である

とされております。今後、会計年度任用職員の

職を定め、勤務条件などの制度面の整理を進め

てまいりますが、必要な財源が確保されるよ

う、国に対して要望してまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 頑張っていただきたいと思い

ます。それから、県がいろんなプラン等をつく

る場合に、私が読ませていただいて、何か心に

落ちない面があった。それを、ある資料を見つ

けて、実は、労働政策研究・研修機構が、古い

ですけど2009年に調査した中に、就労形態別配

偶者のいる割合というのがありました。これ

は、例えば正規職員の場合、30歳のときには、

もう既に57.1％は配偶者がいらっしゃる。とこ

ろが、非正規の人たちは、30歳になったときに

は24％、４分の１しか結婚できていないという

ような状況。この歴然とした資料が出されて、

最新のものはないかと調べてみるんですけれど

も、これしかないようであります。ただ、この

グラフは、派遣労働者が製造業まで派遣できる

ということを決めたのが2004年ですから、それ

以降の2009年のデータであって、やっぱりこの

辺が、問題が色濃く出ているんじゃないかと思

います。

それで、県において少子化対策を進めるに当

たっては、非正規雇用の是正という視点も入れ

ていただきたい、雇用の観点も必要であると考

えるが、いかがでしょうか。総合政策部長にお

伺いしたいと思います。
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○総合政策部長（日隈俊郎君） 非正規雇用労

働者は、一般的には賃金水準が低く、雇用も不

安定であるなど、正規雇用に比べて待遇面で大

きな差があります。議員御指摘のとおり、その

ような状況が将来不安につながり、結婚や子供

を持つことをちゅうちょする要因となることも

考えられますことから、少子化対策を進める上

では、このような不安を払拭していくことも重

要であると考えております。現在、県では国と

連携を図りながら、正規雇用への転換を初め、

労働者の処遇改善に向けた支援に取り組んでい

るところでありまして、今後とも、安定的な雇

用の場の確保や所得の向上、誰もが働きやすい

職場づくりなど、良質な雇用を創出する観点も

交えながら、結婚や出産の希望がかなう環境づ

くりに、総合的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 県の「みやざきの提案・要

望」というのがありますが、これを読んでみる

と、派遣労働やめようとか、そういう言い方は

できないにしても、そういうところを変えても

らわないと、地方では少子化がどんどん進んで

いくよという、そんな要望書もあってもいいの

ではないかと思ってですね。ぜひそういう表現

等も入れていただきたいと思っています。

次に、消費税の問題について病院局長にお尋

ねします。

平成28年度の県立病院事業会計における控除

対象外消費税、いわゆる損金の金額をお伺いし

たいと思います。

○病院局長（桑山秀彦君） 平成28年度の県立

病院事業会計におきます控除対象外消費税の金

額は、８億8,599万円余となっております。

○太田清海議員 それが結局、一生懸命働いて

も、８億は戻ってこないわけですね、損金とい

うことになって。これを改めないと大変だと思

いますよ、今度10％に上がるということになる

と。私も見せていただいたら、宮崎医師会関係

のほうも、抜本的な改革をしてほしいという決

議を上げております。「抜本的な解決とはどん

なことでしょうか」と意向を聞いたところ、自

分たちがとられている損金の分を還付させなさ

いという要望のようです。私は、県は宮崎医師

会等とも連携して、要望の中にそういったもの

も入れ込まれてもいいのではないかなと思いま

す。そういうやり方をしないと、漠然とした、

「診療報酬で戻します」では、最終的には国民

負担を強いていることになりますから、問題で

あろうと思っております。

次に、森林環境税の動向についてお伺いした

いと思います。

国の森林環境税及び森林環境譲与税の動向に

ついてお伺いしたいと思います。環境森林部

長、お願いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 国の森林環境

税及び森林環境譲与税は、昨年12月の平成30年

度税制改正大綱におきまして、平成31年度税制

改正での創設が明記されたところであります。

導入時期につきましては、森林環境税が平

成36年度から課税されることになっております

が、これに先立ちまして、森林環境譲与税は平

成31年度から、新たな森林経営管理制度の施行

とあわせ、市町村及び都道府県に譲与されるこ

ととなっております。

なお、税の使途につきましては、市町村が行

う間伐や人材育成・担い手の確保など、また都

道府県が行う市町村への支援などに充てなけれ

ばならないとされております。

この２つの税の関連法案につきましては、来

年１月開会の通常国会で審議される予定と伺っ



- 284 -

平成30年６月19日(火)

ております。

○太田清海議員 国の動向はわかりました。そ

れで、この国の森林環境税及び森林環境譲与税

の導入に伴い、県の森林環境税との関係をどの

ように整理していくのか伺いたいと思います。

これは私たち林活議連のほうでも、森林環境税

等との関係を整理してほしいとの意見書を上げ

ておりますけれども、その辺をお伺いしたいと

思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 来年度から譲

与される国の森林環境譲与税は、自然的条件が

悪く、採算ベースに乗らない森林を対象に、市

町村が行う森林整備に加えまして、人材育成・

担い手の確保や木材利用の促進、普及啓発等に

充てられることになりますが、当面は、市町村

が行う森林所有者への意向調査や、森林の境界

画定作業などに充当されるものと考えておりま

す。

一方、県の森林環境税は、県民参加による森

林（もり）づくりや水源地域での広葉樹の植栽

など、県が主体となって行う事業に充てている

ところでありますが、これまでに国から示され

た情報では、公益上重要な森林の間伐や、市町

村による公有林化への支援など、部分的に国の

森林環境譲与税の使途と重複する可能性があり

ます。

しかしながら、森林環境譲与税は、県の喫緊

の課題であります再造林対策などには対応でき

ないおそれがあります。このため引き続き、国

などから積極的に情報収集を行い、両税の役割

を整理したいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。整理をしたい

ということであります。県民の十分な理解が必

要ですので、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。福

祉施設のスプリンクラー設置についてでありま

す。

小規模な福祉施設にもスプリンクラーの設置

が義務づけられましたが、本県には未設置の高

齢者施設及び障がい者施設がどれくらいあるの

か、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 平成30年４

月１日現在で、県が所管します高齢者施設は446

施設、障がい者施設は122施設であります。この

うち、スプリンクラーが設置されていない高齢

者施設は15施設であり、障がい者施設につきま

しては、平成27年度調査時に未設置であった施

設について解消されたことを確認しておりま

す。なお、障がい者施設では、入所者の障がい

の程度に応じて、新たに設置義務が課せられる

場合もありますことから、再度、現時点の状況

について確認しているところでありますので、

確認の上、高齢者施設とあわせて未設置施設の

解消に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。

未設置の施設に対し、県はどのように対応す

るのか、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 高齢者や障

がい者など、自力での避難が困難な方が入所・

入居する施設におきまして、その生命や財産、

安全・安心な暮らしを守るためには、スプリン

クラーを初めとする消防用設備を設置し、初期

消火による延焼防止を図ることが極めて重要で

あると考えております。このため、県におきま

しては、定期的な実地指導・監査はもとより、

施設の管理者を対象とした研修会において、消

防局に防火対策に関する講習をしていただくな

ど、あらゆる機会を通じて指導するとともに、

市町村と連携し、国庫補助制度を活用したスプ
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リンクラー等の設置を促しているところであり

ます。県としましては、引き続き、消防局など

関係機関と密に情報共有・連携を図りながら、

未設置の早期解消を強く働きかけてまいりたい

と考えております。

○太田清海議員 高齢者施設においては、446施

設あるうち、あと15施設ということで、もう

ちょっとでありますけれども、頑張っていただ

きたいと思います。恐らく自己資金がないとか

いうところもあるのかなという思いでもありま

すが、わかりました。

次に、「子どもシェルター」についてお伺い

します。全国的に、民間による子どもシェルタ

ー設置の動きが見られますが、県としての見解

を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 貧困や虐

待、非行などの理由により、家族のもとで生活

できない10代後半の子供の避難先として、ＮＰ

Ｏ法人等による設置の動きが全国的に見られて

いる、いわゆる「子どもシェルター」につきま

しては、県内においても、設置に向けて取り組

んでいる団体があると承知しております。多様

な主体が、それぞれの強みとネットワークを生

かして、子どもシェルターを運営していくこと

は、さまざまな事情により援助を必要としてい

る子供にとって、支援を受ける機会や選択の幅

が広がるものであると考えております。

○太田清海議員 選択の幅が広がるということ

ですが、年齢的に法の谷間にいらっしゃるお子

さん、そういったところかなと思いますけど、

今の世相の中で、ぜひこういったものが広がっ

ていくことを期待したいと思います。

県内で子どもシェルターが設置された場合

に、県としてどのような支援が可能かというこ

とをお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 子どもシェ

ルターにつきましては、明確な法律上の位置づ

けがないことから、その設置や運営についての

支援措置は、基本的にはございません。

そのような中、他県では、児童福祉法上の

「自立援助ホーム」としての基準を満たした

「子どもシェルター」につきまして、事務費等

の支給を受けていると聞いております。本県に

おきましても、子どもシェルターの設置に関す

る相談を受けているところでありまして、設置

主体の意向を確認しながら、必要に応じた助言

等の支援を行っているところであります。

○太田清海議員 必要な助言等の支援というこ

とでありますが、こういう今の世相の中で、緊

迫した子供さんたちがいらっしゃると思うんで

すね。ぜひ何か工夫した助成といいますか、そ

ういったものをお願いしたいと思います。

最後の質問になりますけど、海岸の侵食問題

についてであります。

長浜・方財海岸の現状と県の取り組み状況に

ついてお伺いしたいと思います。県土整備部

長、お願いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 長浜・方財

海岸につきましては、これまでも、海岸の状況

を把握するために、定期的な測量を行ってきて

おり、ことしは８カ所で実施をしております。

加えて、方財海岸につきましては、平成28年度

からドローンを用いた観測も開始し、平成29年

度は、ことしの２月までに４回実施をしており

ます。これまでの観測結果から判断しますと、

現在の状況につきましては、季節的な変動はあ

るものの、比較的安定していると認識をしてお

ります。今後とも引き続き、観測データの蓄積

及び分析を行い、国や関係者の皆様方と十分連

携を図りながら、海岸の保全に努めてまいりま
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す。

○太田清海議員 安定をしているという表現で

ありました。安定していれば本当にいいと思う

んですが、これは日高博之議員の質問にもあり

ましたが、日向の平岩港でも同じような近辺で

の侵食があるということで、それを循環的に戻

していくんだということを言われました。

それで、延岡新港でしゅんせつし、養浜のた

め長浜海岸等に砂を戻した昨年度の県の経費は

幾らか、お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 延岡新港に

おいてしゅんせつした砂については、長浜海岸

等に養浜をしておりますが、昨年度の県の経費

は約1,200万円となっております。

○太田清海議員 1,200万円という費用を投入し

ながら、毎年毎年、恐らく1,000万円を超える経

費を投入しながら、浜を養っていかないかん、

この循環をせざるを得ないということですよ

ね。日向の方でもそういうことで、循環させて

いかざるを得ないということであります。

私も、長浜海岸等の問題については、そうい

うやり方しかやむを得ないんじゃないかと。侵

食されていろんな被害を受けるか、それしかな

いと。しかし、私も政策提言はしましたけど、

やっぱり心の痛みとして、できるだけ経費がか

からないように、ある程度の永久構築物を入れ

て遮断をしていくということで、この1,200万な

りの金額を下げていくことだって考えていくべ

きではないかなというのは、提言したほうとし

ては感じます。

ぜひ、そういった政策提言もしながら、何か

いい方向に向かうように、今後も県土整備部の

ほうとしても検討していただきたいと思ってお

ります。

以上で私の質問を終わります。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。

○ 原正三議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第15号まで及び報告第１号の各号

議案を、一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

◎ 議案第１号から第15号まで及び

報告第１号並びに請願委員会付託

○ 原正三議長 ここで、議案第１号から第15

号まで及び報告第１号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20日から25日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、26日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後2時46分散会


