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教 育 長 四 本 孝
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人事委員会事務局長 原 田 幸 二
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議 事 課 主 任 主 事 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、右

松隆央議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○右松隆央議員

ざいます。自由民主党の右松隆央でございま

す。

今月６日に発生した北海道胆振東部地震でお

亡くなりになりました41名の方々、そして、同

４日に発生した台風21号によりお亡くなりにな

りました13名の方々、さらには、７月の西日本

豪雨で広島県や岡山県など14府県においてお亡

くなりになりました221名の方々に、心から御冥

福をお祈りいたします。また、極めて広範囲に

わたって、負傷や家屋の損害など甚大な被害が

出ており、被災された方々に、心からお見舞い

を申し上げる次第であります。

近年の災害は、地震はもちろんのこと、台風

や集中豪雨など、かつてなく、未曽有で、極め

て甚大な爪跡を残すものが頻発しております。

我が国は、まさに文字どおり「災害列島」と言

わざるを得ないような、異常気象、天変地異に

見舞われております。

土木学会の検討委員会において、３つの災害

を「国難」と位置づけております。１つは、首

都直下型地震、そして２つ目が、三大都市圏の

巨大水害、そして３つ目が、本県にも甚大な被

害を与えることになる南海トラフ地震でありま

す。

土木学会では、この「国難」と位置づける３

つの災害において、阪神大震災等のデータか

ら、本格的な長期的推計では初めてとなる経済

被害額を６月に公表しております。東京周辺を

直撃する首都直下型地震では、20年間で778兆

円、大阪湾や伊勢湾の巨大高潮では、14カ月で

それぞれ121兆円と19兆円、それに対し、南海ト

ラフ地震が最も被害額が大きいとし、20年間に

わたる経済影響を、建物などが壊れる直接的な

被害も含めて1,410兆円としており、これは今年

度の国の一般会計予算の実に14年分にも当たる

額であります。

一方、学会では、南海トラフ地震において、

建物の耐震化や道路整備など、事前に対策を講

じれば、被害額を509兆円、約４割近くは減らせ

るとしております。

そこで知事に、南海トラフ地震への備えとし

て、本県における県土強靱化対策を、具体的に

どう計画しているのか伺いたいと思います。あ

とは質問者席にて質問を行わせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

本県では、南海トラフ地震等の発生により、

甚大な被害が発生すると想定されておりまし

て、このような災害から県民の生命、財産を守

り、社会機能を維持するための取り組みは、最

優先事項の一つであると考えております。

このため、現在、地震・津波などの大規模災

害による被害の軽減を目指し、「宮崎県国土強

靱化地域計画」や「新・宮崎県地震減災計画」

に基づき、さまざまな対策に取り組んでおりま

す。

具体的には、まずは、地震から命を守るため

の建物の耐震化や、津波からの避難施設の整備

に鋭意努力をしているところであります。

また、議員御指摘の土木学会の試算におい

平成30年９月18日(火)
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て、被害額の縮減効果が大きいとされる道路や

港湾の整備・耐震対策につきましても、緊急輸

送道路における橋梁の耐震化や、重要港湾にお

ける耐震岸壁の整備などを進めておりますが、

県土の強靱化に向けた社会資本整備はまだまだ

必要であると認識をしております。

今後とも、国や市町村と連携し、ハード・ソ

フト一体となった防災・減災対策に全力を尽く

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

県土強靱化となれば、当然、○右松隆央議員

県単独では無理でありますので、財源を国から

捻出する必要があります。そこで、国が、地方

公共団体が喫緊の課題である防災・減災対策に

取り組んでいけるように設けられた制度が、

「緊急防災・減災事業債」であります。この緊

防債は、東日本大震災に係る復興・創生期間で

ある平成32年度まで期間が延長されたところで

あります。

実は、その緊防債の、直近の昨年度における

都道府県別活用一覧表を拝見すると、本県は、

都道府県と市町村を合わせて６億8,500万円と

なっており、この額は全国で44位、同じ南海ト

ラフ地震で被害が大きいとされる高知県の10分

の１の額になっております。

そこで、危機管理統括監に、あと２年となる

緊防債をどのように活用していくのか、また、

今年度における県並びに市町村の具体的な取り

組みと起債額をお伺いします。

南海トラフ○危機管理統括監（田中保通君）

地震などによる被害を最小化するための防災関

係事業は、ソフト・ハード対策など多岐にわた

り、多額の費用を要することから、財政基盤の

弱い本県や県内市町村にとって、充当率100％、

―交付税措置率70％の緊急防災・減災事業債

略して緊防債と言っておりますが を活用す―

ることは、防災事業に迅速に取り組む上でも大

変有効であります。

緊防債の起債額は、各年度の事業費に応じて

変わりますが、今年度は、県分として、防災拠

点庁舎建設や防災行政無線設備の強化などに約

２億3,000万円、市町村分として、避難路や避難

階段、消防団の機能強化などに14市町が約８

億5,000万円、合計約10億8,000万円を予定して

いるところであります。

緊防債は平成32年度までの制度となっており

ますが、防災・減災対策を進めていくために

は、さらなる活用が必要であると認識しており

ますので、積極的な活用はもとより、継続的な

財源確保について、国に対し強く要望してまい

りたいと考えております。

昨年度より利用額がふえてい○右松隆央議員

ることは、一定の評価はさせていただきます

が、特に最大の国難に位置づけられている南海

トラフ地震がいつ発生するかわからない本県に

とっては、取りに行かなければならない国の補

助事業でありますので、さらなる活用をお願い

します。

先月の22日に総務政策常任委員会で、国の研

究機関である防災科学技術研究所を訪問しまし

た。偶然にも、その日に大きく報道されました

が、海底地震・津波観測網の空白域であった四

国と本県を含む九州沖で、南海トラフ巨大地震

に備え「Ｎ―ｎｅｔ」の設置に着手との記事が

出ました。設置されれば、津波の検知が最大

で20分程度早くなり、県民の避難確保に大きく

貢献することになります。

災害時のいち早い情報の共有・伝達は、県民

の命を守る上で極めて重要になります。７月２

日に本県が、この防災科研と災害情報システム
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の開発で協定を結んだことは、大変よい取り組

みだと高く評価をしております。

そこで、本県において、防災拠点庁舎の整備

に合わせて導入を予定している防災科研が開発

した防災情報共有システム「ＳＩＰ４Ｄ」のシ

ステムを、どのように利活用し、災害時にどう

生かしていくのか。そして、県内の全市町村が

このシステムを共有することで、業務の迅速化

と省力化、さらには経費削減にもつながるの

か、危機管理統括監にお伺いします。

県では、防○危機管理統括監（田中保通君）

災拠点庁舎の整備に合わせまして、今、議員か

らお話のありました国立研究開発法人防災科学

技術研究所が開発している災害情報利活用シス

テムをベースとしました、宮崎県防災情報共有

システムの導入を予定しております。

新たなシステムでは、国や県、市町村等のさ

まざまな情報を集約し、地図上に必要な情報を

重ねて表示すること等により、関係機関が情報

を共有できる環境を整備し、迅速かつ効果的な

災害対応の実現につなげていくこととしており

ます。

市町村においても、このシステムで提供され

る情報や機能を活用することによりまして、状

況の整理、分析が容易となり、避難判断や災害

発生時の応急対策業務等の迅速化、効率化を図

ることができるものと考えております。

また、市町村は、県のシステムに接続できる

パソコンを準備するだけで必要な情報を共有で

きるため、経費削減にもつながるものと考えて

おります。

ぜひ、この新システムの構築○右松隆央議員

が県内市町村への防災支援にもしっかりとつな

がることを、大いに期待しております。

引き続き、大規模災害の発生時に、住民避難

や救助、そして経済・物流の動脈となる緊急輸

送道路における危機管理についてであります。

本県においては、総延長1,822キロメートルが緊

急輸送道路になっております。国交省は、南海

トラフ地震などへの備えとして、５年前に耐震

改修促進法が改正されたことから、都道府県に

対し、沿道の建築物の耐震診断を義務化する路

線を指定できるようにしました。国の要請に対

し、高知県など15都府県が既に義務化してお

り、九州においても、佐賀県が先月から、主要

ルートを指定し、沿道の建物の倒壊により緊急

輸送道路を塞ぐことがないように、耐震診断を

所有者に義務づけることとしました。

そこで県土整備部長に、緊急輸送道路の沿道

において、耐震診断が義務化される「避難路沿

道建築物」の指定について、本県はどう取り組

まれるのかお伺いします。

議員御指摘○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

のとおり、耐震改修促進法では、緊急輸送道路

等のうち、沿道の建築物が倒壊した場合、通行

を妨げるおそれがあり、特に耐震化を促進する

ことが必要な区間を、県または市町村が指定す

る制度がございます。

この制度により、大規模地震時の緊急輸送道

路の機能を確保することは、住民避難はもとよ

り、迅速な救援活動や緊急物資の円滑な輸送を

支えるなど、被害を軽減する上で大変重要であ

ると考えております。

区間を指定すると、県や市町村は診断費用の

全額を負担することとなりますので、そのため

の予算が必要となり、所有者等においては、診

断結果が公表され、改修工事の費用負担が生じ

ることとなりますが、災害対策上、大変重要で

ありますので、県といたしましては、既に指定

をしている他県の事例を参考にするなど、市町
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村を交えて意見交換を行ってまいりたいと考え

ております。

災害対策上の重要性は論をま○右松隆央議員

ちませんので、取り組みをよろしくお願いしま

す。

同じく、緊急輸送道路における無電柱化の取

り組みについてであります。今月４日の台風21

号では609本、そして、北海道胆振東部地震で

は270本の電柱の倒壊が確認され、道路を塞ぐと

ともに、大規模な停電の発生により、ライフラ

インの寸断を余儀なくされております。

無電柱化については、本県も地道に取り組ん

でおりまして、整備距離における順位間に大き

な隔たりはありませんが、全国でも中位に位置

しております。本県は昨年６月に、県管理の緊

急輸送道路1,250キロメートルにおいて、電柱の

新設を禁止する措置も実施しております。

無電柱化の費用については、地中の共同溝は

国と地方公共団体で２分の１ずつ負担し、地上

の機器や電線は九電などの電線管理者負担と

なっており、現在の技術では１キロメートル当

たり３億5,000万円程度かかるとされる中、100

％無電柱化のロンドンやパリのように、直接埋

設の実証実験も含め、新たな低コスト工法も、

現在検討が進められております。また国交省

は、今年度から３カ年で、無電柱化を1,400キロ

メートル延ばすとの目標も設定しているところ

であります。

そこで、緊急輸送道路における無電柱化に今

後どのように取り組んでいかれる計画であるの

か、県土整備部長にお伺いします。

無電柱化に○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

つきましては、道路の防災性の向上を初め、安

全で快適な通行空間の確保、良好な景観形成の

観点からも大変重要な取り組みであります。

このようなことから、県内の緊急輸送道路で

整備済みである約36キロメートルに加え、現

在、県におきまして、国道222号の日南市春日地

区や国道218号の延岡市北小路地区など、４路線

４カ所、約４キロメートルの整備を進めている

ところであります。

さらに、近年、激甚化している災害等に対応

するため、国や関係市町村、電線管理者ととも

に、無電柱化の延長や整備手法等を定める「宮

崎県無電柱化推進計画」について、今年度中に

策定することとしております。

県としましては、南海トラフ巨大地震等の大

規模な災害に備えるためにも、今後とも、無電

柱化の推進にしっかり取り組んでまいりたいと

考えております。

電線管理者との合意形成も含○右松隆央議員

めて、国の制度を活用しながら、今後とも施工

を進めていただきますよう、お願いします。

次は、河川の水害対策であります。台風や大

雨などで河川内の土砂がふえれば、流下能力が

低下し、洪水の危険性が高まることから、今、

全国で砂利採取料を減免または免除し、公共事

業以外で民間の力を借りて河川掘削を実施する

自治体がふえております。

そこで、本県も、河川の水害リスクの軽減を

図るため、指定をした河川においては、砂利採

取料を減免することで、県負担を抑え、民間の

力を活用した効果的な水害対策を進められない

ものか、県土整備部長にお伺いします。

河川の堆積○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

土砂の除去につきましては、治水や利水、自然

環境の保全など、総合的に判断する必要がある

ことから、河川管理者がみずから対処すること

としております。

しかしながら、平成17年の台風14号による洪
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水により非常に多くの土砂が堆積したことか

ら、公募した民間の砂利採取業者に堆積土砂を

搬出させる取り組みを始め、これまでに県内10

河川で約61万立方メートルを除去するなど、水

害リスクの軽減を図っているところでありま

す。

今後の河川管理に民間の力を活用することは

非常に重要であり、議員お尋ねの砂利採取料を

減免し、さらなる活用を図ることは、コスト縮

減などの効果も考えられますことから、今後、

他県の状況や関係団体の御意見を踏まえ、より

効果的な水害対策について検討してまいりたい

と考えております。

本県においても、公募により○右松隆央議員

河川の堆積土砂の除去に取り組んでおられるこ

とを評価させていただくとともに、今後さらに

公募率を上げ、民間力の一層の活用に向け、砂

利採取料の減免など、御検討をよろしくお願い

します。

河川の水害対策で、もう一点、水門閉鎖の自

動化についてであります。宮城県では、東日本

大震災で、水門や防潮堤の出入り口である陸閘

の閉鎖作業に当たった11名の消防団員が犠牲に

なったことを教訓に、水門の閉鎖を遠隔地から

自動制御するシステムを導入し、来年度から順

次運用することとなりました。整備費用は14

億3,200万円で、通常の２分の１交付に加え、震

災復興特別交付税を合わせて、ほぼ全額国費と

なっております。

そこで、県土整備部長に、南海トラフ地震に

備え津波注意報・警報が発令された際に、水門

や陸閘の閉鎖信号を各施設に送り、自動制御す

るシステムの導入が検討できないものか、お伺

いします。

本県におき○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ましては、東日本大震災の教訓を踏まえ、水門

等の現場操作員の安全を確保するため、津波到

達までの時間的余裕がない場合は操作を行わ

ず、直ちに安全な場所へ緊急避難することなど

を示した「津波襲来時の河川・港湾等管理施設

の対応指針」を、平成23年６月に策定しており

ます。

あわせて、河川や港湾の比較的小規模な水門

等につきましては、津波襲来時に操作員が現場

に行かなくて済むよう、水圧により自動的に閉

鎖するゲートへの改良や、利用が少ない陸閘の

常時閉鎖などに、順次取り組んでいるところで

あります。

自動制御システムの導入につきましては、こ

れまでの取り組みに加え、非常に有効な手段の

一つでありますので、今後、議員のお話にあり

ました宮城県など先進地を訪問し、事例等を調

査してまいりたいと考えております。

水門閉鎖の自動化は、操作員○右松隆央議員

の安全の確保と、確実で迅速な開閉により地域

の水害リスクの軽減にもつながりますので、調

査を進めていただきますようお願いします。

次は、災害時の要支援者対策であります。西

日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県真備町に

おいて、亡くなった51人のうち、実に８割の42

名が、避難に困難が伴う高齢者や障がい者を市

がリスト化した「避難行動要支援者名簿」に掲

載された方々でありました。要支援者名簿は、

東日本大震災を教訓に、５年前の災害対策基本

法の改正で、市町村に作成が義務づけられてお

ります。加えて名簿は、掲載者の同意を得て、

各地域の民生委員などに提供するとともに、国

は、名簿に基づき要支援者１人に対して、でき

るだけ複数の住民を支援役、そして避難手段を

決めておくといった「個別計画」の策定を促し
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ております。残念ながら、真備町を含む倉敷市

では、「支援する地域住民らの負担が大きい」

として、個別計画は未策定でありました。当

然、個別計画がなければ、早期の避難誘導はほ

ぼ不可能であります。

一方で、宮崎市の木花にある島山地区のよう

に、過去に起きた殿所地震を教訓に、誰がこの

要支援者を誘導するのか、細かく決めている地

域もあります。

そこで、本県における災害時の避難行動要支

援者名簿に基づく個別計画の策定がどれほど進

捗しているのか、その実情を危機管理統括監に

お伺いします。

避難行動要○危機管理統括監（田中保通君）

支援者名簿につきましては、県内全ての市町村

で作成済みとなっております。また、避難行動

要支援者ごとに避難手段等を整理した個別計画

は、一部作成済みのところが、宮崎市、串間

市、諸塚村、椎葉村の２市２村、その他の市町

村では未策定となっております。

個別計画につきましては、国の指針におきま

しても、災害時の避難支援等を実効性のあるも

のとするため、平常時から個別計画の策定を進

めることが適切であるとされております。

県としましては、これまで、市町村の担当者

に対し、先進的な取り組み事例の紹介を含む研

修会の実施や、障がいのある方、高齢の方の避

難支援の参考としていただくため、マニュアル

の作成などの取り組みを行っております。

今後とも、市町村の個別計画策定を促進する

ため、積極的に支援を行ってまいりたいと考え

ております。

災害から犠牲者を１人でも少○右松隆央議員

なくしていくためには、避難行動要支援者を守

る個別計画は重要であります。自主防災組織と

も連携しながら、県としても積極的な支援を今

後もお願いします。

同じく、西日本豪雨では、特養や認知症グル

ープホームなど、高齢者施設で252もの施設が床

上浸水などの被害を受け、このうち30施設、644

人が、別の施設や病院で避難生活を余儀なくさ

れております。昨年６月施行の水防法と土砂災

害防止法の一部改正により、洪水や土砂災害の

リスクが高い区域にある高齢者施設や保育所な

ど要配慮者施設は、避難確保計画の策定が義務

づけられたところであります。

そこで、避難確保計画の策定が必須となる区

域に立地する要配慮者利用施設の直近の計画作

成率と、今後、全ての施設において作成できる

ように県としてどのような支援をしていかれる

のか、県土整備部長にお伺いします。

昨年度の水○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

防法等の改正に伴い避難確保計画の策定が義務

づけられた要配慮者利用施設は、平成29年度末

現在で536施設あり、そのうち86施設が計画を策

定し、その率は16％となっております。

計画を策定する際には、災害リスク情報を踏

まえた避難路の設定などが重要であり、市町村

等が、施設管理者に対して指導を行っておりま

す。

県では、これまで県内12地域に直接出向き、

全ての市町村に対し、計画策定に関する助言や

問題点の抽出を行ったところです。

さらに今年度、国と連携し、市町村が開催す

る施設管理者を対象とした講習会を支援するこ

ととしており、九州で初めてとなるモデル的な

取り組みであることから、その成果を広く普及

させたいと考えております。

災害から命を守ることは重要であり、全ての

対象施設で計画が策定できるよう、今後も、市
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町村に対して積極的に支援を行ってまいりたい

と考えております。

今後とも、リスクの高い区域○右松隆央議員

における避難確保計画の策定に向け、市町村に

積極的な支援をお願いします。

この項目最後の質問となります。災害時の学

校運営支援についてであります。２年前の４月

に発生した熊本地震の際に、避難所となった学

校で、教職員に避難所運営や学校再開の手順に

ついての経験がなく、戸惑ったケースが発端と

なり、熊本県教委が、大規模災害時に学校運営

を支援する教職員のチームを７月に発足させて

おります。

そのモデルとなったのが、兵庫県教委の震災

・学校支援チーム「ＥＡＲＴＨ」であります。

兵庫県教委が、阪神大震災を契機に、学校での

避難所運営や心のケアなどの研修を受けた教職

員で構成し、現在170名で活動しておられます。

災害時の学校の悩みは、教職員だからこそわ

かることは大きいわけでありまして、本県も大

いに参考にしたらよいのではと考えておりま

す。

そこで、各種研修等を受けた教職員で構成さ

れた、災害時の学校運営支援チームの設置の検

討について、教育長の御見解を伺います。

小中学校及び県立学○教育長（四本 孝君）

校におきましては、その多くが避難所に指定を

されておりまして、特に、小学校につきまして

は、現在、236校中194校が避難所となるなど、

災害時、学校は大きな役割を担うことになりま

す。

そのため、県教育委員会といたしましては、

県立高校の教職員や生徒を対象に、毎年、避難

所運営に関する研修会を実施しており、昨年

は、今、議員が御説明されました兵庫県震災・

学校支援チーム「ＥＡＲＴＨ」の隊員を本県も

招きまして、講話や避難所運営の演習を行うな

ど、避難所等で適切に対応できる人材の育成に

努めております。

今後も、各県立学校の防災士や学校安全推進

リーダーの養成に取り組むとともに、災害時に

おける被災地への対応や、御提案いただいた

「学校運営支援チーム」の設置につきまして調

査を行うなど、災害発生時に学校支援が的確に

できるよう、しっかりと取り組んでまいりま

す。

兵庫県のＥＡＲＴＨを本県に○右松隆央議員

も招いて研修を行い、人材育成に努めておられ

ることを評価させていただくとともに、本県に

おいても「学校運営支援チーム」の設置を、ぜ

ひ前向きに進めて、検討していただければと思

います。

今回、危機管理局や県土整備部、教育委員会

の職員との意見交換を通じて、南海トラフ地震

など大災害に対しての対策がしっかり進んでい

くという確かな手応えを感じた次第でありま

す。

災害対策を進めていくには、多額の予算が必

要になってまいります。自民党総裁選挙で安倍

総裁は、「防災、減災、国土強靱化の緊急対策

を、３年集中で講じ、強靱な日本をつくり上げ

る」と述べられております。会派におきまして

も、坂口顧問の提案により、国に対して、「国

土強靱化対策の推進に向けた予算の確保を求め

る意見書（案）」を、けさの議運で提出させて

いただきました。現在のＢバイＣ、コストパ

フォーマンスに基づく公共工事の考え方に偏ら

ず、国土強靱化事業の推進のための目的、必要

性、災害発生率における優先度など、新たな考

え方に基づく特別枠のような新しい仕組みに



- 231 -

平成30年９月18日(火)

よって、対策予算を大幅に増額するよう国に求

める内容であります。

県議会としましても、災害対策の予算確保に

向け、しっかりとメッセージを発して、県民の

生命と財産を守り抜く決意を抱いている次第で

あります。

それでは、２つ目の項目、本県の今日的教育

課題について伺ってまいります。

まずは、「学校における働き方改革につい

て」であります。昨年の12月に、中教審におい

て、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学

校指導・運営体制の構築のための学校における

働き方改革に関する総合的な方策」として、中

間まとめが公表されました。

学校における働き方改革の背景として、我が

国の学校・教師は、諸外国よりも広範な役割を

担っているが、学校が抱える課題はより複雑化

・困難化し、学校の役割は拡大せざるを得ない

状況にあること、そして教員勤務実態調査等の

集計においても、看過できない教師の勤務実態

が示されていること、また政府全体でも、働き

方改革や人生100年時代について取り組みが進め

られていることから、日本型学校教育を維持

し、新学習指導要領を着実に実施するには、教

師の業務負担の軽減が喫緊の課題として、現在

俎上にのっております。

そこで、１つ目として、学校及び教師が担う

業務の明確化、適正化について問うてまいりま

す。学校の業務は大きく分類すると、「学習指

導」「生徒指導・進路指導」「学級経営・学校

運営業務」があるわけでありますが、その関連

業務も範囲が曖昧なまま、教師が行っている実

態があります。

そこで教育長に、１つに、「基本的には、学

校以外が担うべき業務」、２つ目に、「学校の

業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業

務」、そして３つ目に、「教師の業務だが、負

担軽減が可能な業務」、これらを具体的にどの

ように整理しておられるのか、お伺いします。

学校における業務の○教育長（四本 孝君）

役割分担についてでありますが、まず、「基本

的には学校以外が担うべき業務」といたしまし

ては、登下校に関する対応や夜間における見回

りなど、家庭・地域が連携して取り組めるもの

などを考えております。

次に、「学校の業務だが、必ずしも教師が担

う必要のない業務」といたしましては、部活動

の指導など、専門的な知識・技能を有する人材

の配置などで対応できるもの、また、「教師の

業務だが、負担軽減が可能な業務」といたしま

しては、運動会などの学校行事や授業の準備と

いった教員の事務負担を軽減するスタッフの配

置により改善が可能なものと整理をしておりま

す。

県教育委員会といたしましては、学校や教師

が担う業務を明確にすることは、学校における

働き方改革を進める上で重要なことであると考

えておりますので、今後とも、業務の役割分担

の適正化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

今までは半ば慣例的に行われ○右松隆央議員

ていた業務など、学校単位でしっかりと見直し

を進めていただければと思います。

今、教育長が、「学校の業務だが、必ずしも

教師が担う必要のない業務」の一つに、部活動

を挙げられました。御承知のとおり、多くの教

師が顧問を担わざるを得ない部活動指導は、教

師の長時間勤務の主な要因とされており、その

実態を受け、文科省は教師の働き方改革の一環

として、来年度予算の概算要求で、全国の公立
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中学校に学校職員として部活動の実技指導を行

う部活動指導員を１万2,000人配置する経費とし

て、13億円盛り込む方針を決めたところであり

ます。今年度予算の５億円、4,500人から大幅増

を図ることになりました。

そこで教育長に、国の来年度予算も活用しな

がら、県立の公立中学校に外部人材を登用した

部活動指導員をどのように広げていかれるお考

えか、お伺いします。

本県では、県中学校○教育長（四本 孝君）

体育連盟に登録されております約440名の外部指

導者や、地域で協力をいただいている専門的な

外部指導者と学校の部顧問が連携して、部活動

の指導に当たる取り組みが推進をされておりま

す。

このような中、国におきましては、学校にお

ける働き方改革等の観点から、単独で部活動の

指導や引率ができる「部活動指導員」を制度化

し、今年度から予算措置をされたところであり

ます。

県教育委員会といたしましては、このような

状況を踏まえ、現在行っている外部指導者のさ

らなる活用や研修の充実に努めるとともに、今

後、市町村教育委員会と連携を図りながら、質

の高い「部活動指導員」の導入について、国の

予算確保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。

ぜひ、外部人材の登用を積極○右松隆央議員

的に進めていただくとともに、一方で、公立学

校の部活動指導でありますので、教育上の配慮

なども求められ、適切な人材の確保にも留意し

ていただければと思います。

また、人件費は国３分の１の補助を除き、設

置主体により、県または県と市町村が残りを負

担することになります。とりわけ、顧問の中に

は、経験がない競技を教えている先生もおられ

ますので、教師の負担軽減の上でも、県におけ

る予算確保も、総務部長にあわせてお願いした

いと思います。

続いて、学校における勤務時間に関する意識

改革と制度面の検討についてであります。各学

校において、勤務の長時間化の要因として、授

業や部活動に従事する時間の増加はもとより、

書類作成等への対応策が不十分であったり、ど

うしても「子供たちのために」という使命感や

責任感の余り、業務範囲が拡大することが挙げ

られます。勤務時間の管理は、労働法制上、校

長や服務監督権者である教育委員会等に求めら

れる責務でありまして、勤務時間の管理に当

たっては、極力、管理職や教職員に事務負担が

かからないように、自己申告方式ではなくＩＣ

Ｔの活用により、勤務時間を客観的に把握し、

集計するシステムを構築する必要があります。

そこで教育長に、県内の公立学校において、

ＩＣＴの活用によって教職員の勤務時間の管理

を行っている学校がどれぐらいあるのか、それ

を集計するシステム構築への取り組み状況、加

えて、年次有給休暇を確保できるように、長期

休業期間において学校閉庁日を設けている学校

がどれぐらいあるのか、お伺いします。

学校における勤務時○教育長（四本 孝君）

間管理の状況につきましては、市町村立学校、

県立学校ともに、そのほとんどが自己申告とし

てのパソコン入力により行っておりますが、こ

の２学期から、諸塚村と美郷町がＩＣカードシ

ステムを導入したところであります。

今後は、ＩＣＴの活用等による客観的な把握

と集計のシステムの構築についても、検討して

まいりたいと考えております。

学校閉庁日の取り組み状況につきましては、
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県立学校において42％に当たる21の学校が、ま

た、市町村立学校においては22の市町村で、夏

季休業中の３日間から７日間を学校閉庁として

おります。

長期休業期間において、教職員が年次有給休

暇をとりやすい環境をつくるため、今後とも、

学校閉庁日の設定を働きかけてまいりたいと考

えております。

ぜひ、勤務時間に関する意識○右松隆央議員

改革と、それを支える制度の構築に取り組んで

いただきますよう、お願いします。

「学校における働き方改革」をなぜ行うかと

いえば、教師が心身の健康を損なうことのない

よう、業務の質的転換を図り、限られた時間の

中で児童生徒に接する時間を十分に確保し、教

師の日々の生活の質や教職人生を豊かにするこ

とで、教師の人間性を高め、児童生徒に真に必

要な総合的な指導を持続的に行うことができる

ようにするためであります。

そこで、超勤４項目、すなわち、生徒の実習

に関する業務、学校行事に関する業務、教職員

会議に関する業務、そして災害等、やむを得な

い場合に必要な業務、これら以外の業務は、校

長は時間外勤務を命ずることはできないことに

なっており、これら正規の勤務時間の割り振り

を適正に行う等の措置を促すために、県教委で

はどのような評価システムや研修を行っている

のか、教育長にお伺いします。

学校における働き方○教育長（四本 孝君）

改革を進めていく上で、校長が超勤４項目以外

の時間外勤務を命ずることができないというこ

とを踏まえつつ、教職員の勤務時間の割り振り

の適正化を図ることは重要であると考えており

ます。

県教育委員会では、校長や教頭などの管理職

に対して、評価項目の中に、職場環境整備力を

設け、職員の勤務状況や心身の状況などに配慮

した働きやすい環境づくりに積極的に取り組む

よう位置づけております。

また、学校マネジメントフォーラムなどの研

修を実施し、教職員の組織管理や時間管理など

の意識の向上を図っているところです。

今後とも、働き方改革に関する管理職のマネ

ジメント能力の養成や、教職員の意識改革に努

めてまいりたいと考えております。

ぜひ、新しい時代の教育に向○右松隆央議員

けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のた

めに、四本教育長を筆頭に県教委全体で働き方

改革を進めていただきますよう、よろしくお願

いします。

引き続き、２巡目の宮崎国体を８年後に控え

た中で、本県の競技力向上に向けた取り組みの

現状を伺ってまいります。学校における働き方

改革の一環で、中学・高校の部活動を、平日と

土日それぞれで週２日以上休養日を設け、活動

時間も、平日２時間程度、土日も３時間程度に

設定する方針を来年度から導入すると伺ってお

ります。

一方で、２巡目国体では、都道府県別総合優

勝の天皇杯、皇后杯を目指すことになり、選手

や指導者など、現場が抱える不安と矛盾をどの

ように克服するかは、極めて重要な課題となっ

ております。

強化指定校などは、休養日を週１日以上とれ

ばよいといった例外を認めるとはいえ、県全体

として競技力の底上げを図っていかなければな

らないことは避けて通れず、県教委として「量

から質への転換」を掲げる中、そのためには必

ず乗り越えなければならない課題があります。

その一つは、優秀な指導者の確保でありま
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す。日本体育協会が公認するスポーツ指導者の

都道府県別登録者数を見ますと、本県は、競技

別指導者資格等４資格の合計が1,828人であり、

これは、全国や九州管内で比較をしても厳しい

数字になっています。

競技力の向上には、高度な専門的知識や技術

指導力を有する優秀な指導者は不可欠であり、

地道な取り組みではありますが、そういった指

導者を１人でも多く育てていかなければなりま

せん。

そこで、教育長に、８年後の２巡目国体に向

けて、公認スポーツ指導者や審判等の上級資格

保有者も含め、有資格指導者をどのようにふや

していくのか、指導体制の確立における県の計

画はどうなっているのかお伺いします。

２巡目国体に向け○教育長（四本 孝君）

て、公認スポーツ指導者などの優秀な指導者を

養成・確保することは、競技力向上を図る上で

極めて重要であると認識をしております。

現在、宮崎県体育協会と連携して、資格取得

に係る取り組みを行っているところであり、本

県の公認スポーツ指導者は年々増加してきてお

りますが、天皇杯獲得に向けては、さらにその

拡充を図っていく必要があると考えておりま

す。

そのため、本年７月に、８年後の宮崎国体を

見据えて策定した宮崎県競技力向上基本計画に

おいて、指導体制の充実・強化策の一つとし

て、指導者の養成を図る対策を講じることとし

たところであります。

今後は、この方針のもと、競技団体等と連携

し、指導者の資格別の登録状況などを分析しな

がら、公認スポーツ指導者の養成に計画的に努

めてまいりたいと考えております。

８年後の宮崎国体で天皇杯を○右松隆央議員

獲得することは、県民に大きな感動と活力を与

え、スポーツ振興の好循環を生み出すことにつ

ながります。ぜひ、有資格指導者の計画的な増

員を図られますよう、重点項目として県予算の

確保も改めてお願いする次第であります。

加えて、宮崎国体で天皇杯を獲得するために

は、スポーツ医・科学を活用した強化も不可欠

であります。選手が能力を最大限に発揮するた

めには、疲労回復やメンタル、食の専門家であ

るスポーツドクター、アスレチックトレーナ

ー、そしてスポーツ栄養士、実はこれらも本県

は公認指導者がまだ足りていない状況でありま

すので、今後、積極的な活用が行われるよう、

サポート体制を構築していかなければなりませ

ん。

そこで教育長に、科学的見地に基づき、効果

的・効率的に選手をサポートするため、スポー

ツ医・科学を担う組織の整備・充実、並びに強

化拠点の整備も含めて具体的にどう取り組んで

いかれるのか、お伺いします。

選手のパフォーマン○教育長（四本 孝君）

ス向上のためには、スポーツドクターやトレー

ナーなどを活用したサポート体制を強化するこ

とが、大変重要であります。

現在、県体育協会におきまして、大学や病院

等の専門機関と連携して、選手のメディカル

チェックや競技団体へのトレーナー派遣などの

サポートに取り組んでいるところであります。

天皇杯獲得に向けましては、さらなる支援体

制の充実が求められておりますことから、本年

７月に設立した宮崎県競技力向上対策本部の中

に、できるだけ早くスポーツ医・科学専門委員

会を立ち上げ、より効果的に、心身両面から選

手を支える体制づくりに努めてまいりたいと考

えております。
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教育長が答弁されましたよう○右松隆央議員

に、「量から質」を実現するためには、スポー

ツ医・科学は必ず強化しなければならない分野

であります。県を挙げてしっかりと進めていた

だきまして、８年後の宮崎国体での天皇杯へと

つながることを心から願っております。

この項目最後に、有望選手のＵターン支援に

ついて伺います。北陸の石川県では、国体に出

場できるレベルを持った県外で活躍する学生や

社会人に対して、企業のイメージ向上など、ス

ポーツに理解のある県内企業の情報を提供し、

Ｕターン就職を後押しする取り組みを行ってお

ります。県にとっては、競技力の向上につなが

り、また人手不足に悩む企業の人材確保にもつ

ながる取り組みであります。石川県で昨年３月

に開かれた就職フェアで、企業116社を対象にア

ンケートを行ったところ、約４割に当たる44社

が、アスリートの採用に関心があったとのこと

であります。

そこで教育長に、本県の競技力向上と、県内

企業の人材確保に効果がある、県外で活躍する

地元出身アスリートのＵターン就職へのマッチ

ング等の取り組みができないものか、お伺いし

ます。

県外にいる地元出身○教育長（四本 孝君）

の有望アスリートが県内で競技を継続できる環

境を整備することは、本県の競技力向上を図る

上において大変重要であると考えております。

そのため、現在、県体育協会内に担当者を配

置し、有望アスリートの県内への就職支援を

行っており、県外の大学に進学していた地元出

身のアスリートが、県内の企業等に就職し、例

えばカヌーなど、国体で活躍している状況があ

ります。

県といたしましては、今後、先ほどの競技力

向上対策本部におきまして、県内企業や競技団

体等と連携し、情報収集やアスリート雇用支援

のための仕組みを構築するなど、本県出身のア

スリートが県内で活躍できる環境づくりに努め

てまいりたいと考えております。

ぜひ、積極的に県外で活躍す○右松隆央議員

るアスリートの情報収集と、県内企業へのマッ

チングを図っていただきますよう、御尽力をお

願いします。

それでは、最後の項目、本県の福祉・医療政

策の中で、まずは、児童虐待防止への本県の取

り組みについて伺ってまいります。本年７月20

日に、目黒区の事案のような痛ましい事件が二

度と繰り返されることのないように、厚労省を

初め、関係閣僚会議が開かれ、「児童虐待防止

対策の強化に向けた緊急総合対策」がまとめら

れました。本対策では、各自治体で緊急に実施

すべき重点対策として、全ての子供を守るため

のルールの徹底、児童相談所や市町村の体制と

専門性の強化、そして情報共有など、総合的に

取り組むための道筋を示した内容となっており

ます。

その中で国は、2016年度から来年の2019年度

までを期間とする「児童相談所強化プラン」を

前倒しして見直すとともに、新たに市町村の体

制強化を盛り込んだ、2019年度から2022年度ま

でを期間とする「児童虐待防止対策体制総合強

化プラン」、いわゆる新プランを年内に策定す

るとしたところであります。

その年内に策定される新プランでは、盛り込

む事項の一つとして、増加する児童虐待への対

応に加え、市町村支援の充実のために、児童福

祉司、児童心理司等の専門職の職員体制・専門

性の強化、弁護士・医療職等の配置の促進な

ど、児相の体制強化策が挙げられております。
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そこで、来年度から実施する新プランの骨子

に、児童福祉司１人当たりの業務量を、児童虐

待相談及びそれ以外の相談を合わせて40ケース

となるよう設定するとともに、スーパーバイザ

ーも増員するとしておりますが、本県の現状と

今後の増員計画について、福祉保健部長にお伺

いします。

本県の児童○福祉保健部長（川野美奈子君）

福祉司の数は29名で、昨年度より１名増となっ

ております。また、昨年度１年間に担当した業

務量は、１人当たり平均、児童虐待相談が40

件、それ以外の相談が35件の計75件でありまし

た。

スーパーバイザーにつきましては、中央、都

城、延岡の各児童相談所にそれぞれ２名の計６

名を配置しております。

議員御指摘のとおり、今回の国の新プランで

は、児童福祉司１人当たりの業務量を見直し、

新たな児童福祉司の配置基準が設定されること

となっております。このことに加え、市町村や

里親の支援を専門に担当する児童福祉司を新た

に配置することとなっておりますことから、児

童福祉司等の大幅な増員が見込まれるところで

ございます。

年内に策定されます新プランの詳細が示され

ましたら、2019年度から2022年度までの児童相

談所の体制強化に向けた取り組みについて、い

ち早く検討していきたいと考えております。

年内に示される新プランの策○右松隆央議員

定内容に沿った児相の体制強化をしっかりと進

めていただきますよう、よろしくお願いしま

す。

引き続き、県と警察による児童虐待情報の共

有化であります。本県においても、児童虐待の

案件に対して、迅速かつ適切に対応されている

ところではありますが、県と県警の虐待情報の

全件共有が行われている高知、愛知、茨城で、

県が県警にメールや文書などで情報を提供する

方式に対して、埼玉県では、今月から、管轄す

る７つの児相や支所が把握した児童虐待の情報

を全てデータベース化し、県警と共有する運用

を新たに始めることとなりました。

児相への通告歴などが共有フォルダーで簡単

に照会できるため、警察は緊急時に情報をいち

早く把握して対応できるようになり、厚労省

も、情報把握の作業が短時間で済み児童への対

応が素早くできる有効な方策と評価していると

ころであります。

そこで福祉保健部長に、児童虐待の情報を県

警と、重大事案だけでなく全件共有するととも

に、県が虐待情報を入力・更新後すぐに県警が

確認できるようなデータベース化して共有する

ことができないものか、お伺いします。

児童虐待に○福祉保健部長（川野美奈子君）

関する警察との情報共有につきましては、今回

の緊急総合対策におきまして、情報共有すべき

事案の内容が明確化されましたことから、警察

との協議を行い、現在、迅速かつ確実な警察と

の情報共有に努めているところでございます。

議員御指摘の、児童虐待に関する情報を警察

と全件共有することにつきましては、警察が、

児童相談所の相談履歴等を即時に確認すること

ができるようになりますことから、警察による

児童の安全確認が、より迅速に行えるといった

効果も期待できるところでございます。

今後、他の自治体の状況も調査するととも

に、警察とも協議を進めながら、警察との情報

共有のあり方について、データベース化など、

その方法も含めて検討を行ってまいりたいと考

えております。
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今後も、県並びに児相と、県○右松隆央議員

警など関係機関とのいち早い情報共有を含めた

連携強化をよろしくお願いします。

最後の質問になります。特定行為に係る看護

師の研修制度の推進であります。今後、2025年

に向けて、在宅での医療・介護が推進される

中、在宅医の負担軽減、患者の重症化予防、そ

して救急搬送数の減少などに、特定看護師には

大きな期待が寄せられております。

国も、「特定行為に係る看護師の研修制度」

を３年前の平成27年10月から施行しており、看

護師が手順書により行う特定行為を標準化する

ことで、急性期医療から在宅医療を支えてもら

おうと、計画的に10万人以上の養成を目指して

おります。

そういった中で、本県は４名確認できるのみ

であり、その大きな理由として、指定研修機関

が本県は未設置であることが挙げられます。隣

県の大分県が21区分、鹿児島県が７区分もの特

定行為の研修が受けられることを鑑みれば、本

県の在宅医療・介護など、地域医療を支える認

定看護師の研修制度の整備は早急に進めるべき

ものと考えております。

そこで福祉保健部長に、2025年に向け、とり

わけ在宅医療分野での期待が大きい、特定行為

に係る看護師の養成のため、県内施設の研修機

関への指定をぜひお願いしたいと思いますが、

部長の見解をお伺いします。

2025年に向○福祉保健部長（川野美奈子君）

けたさらなる在宅医療等を推進するには、気管

チューブの位置やインスリン投与量の調整など

の特定行為につきまして、医師の判断を待たず

に、あらかじめ定められた手順書に基づき対応

できる看護師を県内で養成確保することが、非

常に重要であります。

この看護師は、必要な医療サービスを適切な

タイミングで届けることができますことから、

医療資源の限られる中山間地域など、地域医療

の充実を図る上でも大変有効であると考えま

す。

このため県では、国も交え、宮崎大学や各県

立病院、国立病院機構などと県内研修機関の指

定に向けた意見交換を行ったところでございま

す。この中で、講義や実習を行うための指導者

の養成・確保や備品整備など、国が研修機関と

して指定する条件を満たすための課題が明らか

になりました。

今後、医療機関等に対し、国の補助金制度の

活用を周知しながら、特定行為研修体制の一刻

も早い整備に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

ぜひ研修体制の一刻も早い整○右松隆央議員

備に向けた取り組みを進めていただきますよう

お願い申し上げまして、私の一般質問の全てを

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

次は、河野哲也議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○河野哲也議員

ざいます。通告に従い、順次質問を行ってまい

ります。

まず、知事の政治姿勢でお願いします。

先月８月12日は、「日中平和友好条約」締

結40周年、1978年からの節目の日でした。

今月８日が、公明党創立者である池田大作先

生による「日中国交正常化提言」から50周年の

日であることも、公明党として忘れることので

きない原点の日であります。

50年前、中国との国交正常化を主張すること

は極めて危険なことでした。しかし、池田先生

は、1968年のこの日に提言を世に問いました。
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具体的な国交正常化交渉の橋渡し役として公

明党は働いてきました。64年の結党以来、日中

友好を推進してきました。公明党として初めて

北京に足を踏み入れたのは71年。そして、72年

に日中の国交が回復し、その歩みは、先輩から

後輩へと受け継がれ、公明党の伝統となってお

ります。

今では中国の訪日観光客が年間で700万人を超

え、在日中国人労働者も30万人以上に上りま

す。この数は、国別ランキングで、それぞれ第

１位でございます。

たくさんの中国人が日常の日本に触れ、日本

への親近感を持って帰国していると聞いており

ます。両国の友好へ力を入れるべきは「人の交

流」であると考えます。

「日中平和友好条約」締結40周年を迎え、中

国との交流をどのようにお考えか、知事の所感

をお伺いします。

知事提案説明の中で、ラグビーワールドカッ

プ2019への日本代表の事前合宿の本県での実

施、東京オリンピック・パラリンピックへのト

ライアスロン・カナダの事前キャンプ等の締結

が、ドイツ陸連に続く２カ国目であるという報

告があり、スポーツランドみやざきのさらなる

飛躍につなげたいとおっしゃっていましたが、

各国代表チームの合宿受け入れが順調に進んで

いるようですが、今後の知事の意気込みをお伺

いします。

以上、２問壇上で、以下、質問者席で行いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、本県と中国との交流についてであり

ます。

日中平和友好条約の締結以来、両国の関係

は、双方の努力を通じて、これまで政治、経

済、文化等の幅広い分野において着実に進展し

ているものと認識をしております。

世界最大の人口を擁する巨大なマーケットで

あります。急速に今、発展している中で、本県

におきましては、平成14年に上海事務所を設置

し、輸出を初めとする交流の拡大に取り組んで

まいりました。

現在、中国は、本県の最大の貿易相手国とな

り、市町村や民間団体等において、多様な交流

が展開され、県内に所在する外国人住民の中

で、中国の方は1,400人余りと最も多くなるな

ど、中国との関係は深まってきております。

また、福岡で開催されます中国の国慶節レセ

プションには、副知事が毎年出席しますととも

に、私としましても、駐日大使を初めとする要

人が来県する機会を捉え、関係づくりに努めて

いるところであります。

昨今の中国の目覚ましい経済成長を踏まえま

すと、本県の将来にわたる発展にとりまして、

中国の活力を取り込むことが大変重要であると

考えております。今後とも、これまで築いてま

いりました現地ネットワーク等を活用し、関係

機関・団体等とも連携をしながら、中国とのさ

まざまな交流を進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、東京オリンピック・パラリンピック等

の合宿受け入れについてであります。

県議会を初め、多くの関係の皆様の御支援を

いただきながら、ラグビーワールドカップでは

イングランドと日本代表が、東京オリパラでは

ドイツの陸上とカナダのトライアスロン・パラ

トライアスロンの合宿受け入れが、それぞれ決

定をしたところであります。

また、国際大会前に本県で強化合宿をされた

イギリスのトライアスロンやパラトライアスロ
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ン、そしてドイツ柔道のほか、視察のため来県

されましたイタリアの野球・ソフトボール等の

関係者からも、本県の合宿環境を高く評価いた

だいており、さらなる受け入れの決定を大いに

期待しているところであります。

また、この週末、韓国で世界剣道選手権大会

が開催されましたが、その前にフランスの剣道

チームが本県で合宿をしております。今日はそ

の会長さんが報告にいらっしゃるということで

ありますが、さまざまな形で本県の合宿の受け

入れ、これからも取り組んでまいりたいと考え

ております。

「スポーツランドみやざき」の取り組みは、

観光の振興はもとより、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変意義あ

るものでありまして、今後とも、国内外代表チ

ーム等の合宿誘致・受け入れに取り組み、東京

オリパラ等を契機とした「国際水準のスポーツ

の聖地みやざき」への進化につなげてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

我が党の山口代表は「日中相○河野哲也議員

互の信頼関係を築くには、お互いのことを理解

することから始めなければならない。日中双方

の各界各層の交流を重ねることが大事です」と

しています。

知事の答弁で、「本県の将来にわたる発展に

とって、中国の活力を取り込むことが重要。今

後ともこれまで築いたネットワークを活用し関

係機関・団体と連携しながら中国とのさまざま

な交流を進める」とのお考え、支持をしたいと

思います。

合宿誘致の件でございます。宮崎の子供に

とって、一流のアスリートとの交流があるとい

うことは、どれだけの財産になるでしょうか。

はかり知れないものになると思います。

合宿を受け入れたチームと県民との交流にも

できる限り取り組んでほしいと思いますが、商

工観光労働部長のお考えをお伺いしたいと思い

ます。

海外の代○商工観光労働部長（井手義哉君）

表チームとの交流は、オリンピック等に参加す

るトップアスリートを身近に感じられる貴重な

機会でございまして、競技力の向上や応援の機

運醸成はもとより、国際理解の促進にもつなが

る大事な取り組みであると考えております。

このため、昨年８月にイングランドラグビー

協会が視察に来られた際には、エディー・ジョ

ーンズ氏らコーチ陣による中学生対象のラグビ

ー教室を実施したほか、先日のトライアスロン

・カナダとの協定締結の際にも、交流の実施を

確認し合ったところでございます。

今後、合宿を受け入れるチームのスケジュー

ルや練習内容等が固まってくる中で、各チーム

の理解をいただきながら、市町村や学校、競技

団体等と連携し、多くの県民の皆様の思い出に

残る交流の機会がつくれるよう、取り組んでま

いりたいと考えております。

ぜひ、積極的にお願いいたし○河野哲也議員

ます。告知については具体的に県民にお願いし

たいと思います。子供たちは待っています。

防災・減災について、危機管理統括監にお伺

いします。

６日の未明、北海道を襲った最大震度７の激

烈な地震で被災された方々にお見舞いを申し上

げます。また、被災地域に１日でも早い復旧・

復興をと尽力されている全ての方々へ、お礼を

申し上げます。

まずは、津波避難施設等の整備でございま

す。本県の南海トラフ巨大地震による大津波発
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生時の犠牲想定は３万5,000人を超えます。特

に、南海トラフ特措法に基づく「津波避難対策

特別強化地域」での早急な対策は不可欠でござ

います。想定犠牲者数をゼロにしなければなり

ません。

議連の高知県での調査で、本県との危機意識

に違いを感じました。詳細は、特別委員会での

議論となりますが、南海トラフ特措法に基づく

「津波避難対策特別強化地域」での、津波避難

施設や避難路などを整備する自治体の負担軽減

に向けた県の取り組みについて、お伺いいたし

ます。

南海トラフ○危機管理統括監（田中保通君）

地震の発生に備えた津波避難施設等の整備には

多額の費用を要することから、整備を促進する

ためには、少しでも地元の負担を軽減すること

が必要であると認識をしております。

このため、沿岸市町では、避難施設等の整備

に当たりまして、南海トラフ地震対策特別措置

法で、国が事業費の３分の２を負担することと

なっている交付金や交付税措置のある公共事業

等債、緊急防災・減災事業債などの有利な地方

債を活用しておます。また、県におきまして

も、大規模災害対策基金を活用した補助制度に

より、市や町のさらなる負担軽減を図っている

ところであります。

今後とも、避難施設等の整備促進を図るた

め、市・町の負担軽減に向けたさらなる財政支

援について、国に対して強く要望してまいりた

いと考えております。

「県もやっています」との答○河野哲也議員

弁だと思いますが、やはり、それ以上に設定し

ていただきたいと思います。被災された方は、

財産をなくしてしまいます。

登山家の野口健氏は、「震災が起きた後で死

なないために」の著書の中で、「日本の避難所

はアフリカのソマリア以下」とさまざまな専門

家が指摘していると語っています。

また、「国際基準であるスフィア基準に照ら

し合わせると、日本の避難所は失格だ」という

声もあったそうです。

日本では、「非常時なんだから、仕方がな

い」「こんなときだから、我慢するのは当たり

前」と、雑魚寝状態を仕方のないことだと思わ

れています。

我慢するのが当たり前から、避難所の良好な

生活環境を確保すべきと考えますが、県はどの

ような支援を行っているかお伺いします。

大規模災害○危機管理統括監（田中保通君）

時には、避難所が混雑し、不便な生活環境や避

難生活に対する不安から生じるストレスなど

で、肉体的にも精神的にも過度な疲労を抱える

方が多数いらっしゃいます。

避難生活のストレスを少しでも軽減するため

には、避難所における生活環境を改善する必要

があることから、仮設トイレやシャワー施設の

整備、バリアフリー化等、避難所の機能向上に

取り組む市町村に対して支援を行っているとこ

ろであります。

また、段ボールベッドや間仕切りのためのパ

ーティション、冷房等の空調機器の供給などに

ついても、民間の関係団体と協定を締結しまし

て、必要に応じて対応できる体制を整えており

ます。

今後とも、市町村等と連携し、避難所の生活

環境向上が図られるよう、必要な対策に取り組

んでまいります。

スフィア基準とは、1994年の○河野哲也議員

ルワンダ大虐殺で、難民問題に十分な対応がで

きなかった反省から、「人道的な支援」をする
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ために設けられた基準です。

例えば、避難所の１人当たりの居住空間の広

さ、トイレの設置基準や数です。１人当たりの

スペースは最低3.5平方メートル必要だとしてい

ます。家族が一緒に安心して住める空間とし

て、「家族テントやプレハブなど確立された避

難場所」が提供されるべきであるとか、トイレ

は男女比１対３で、トイレ１当たり最大20人と

しています。劣悪な環境で雑魚寝をしなくてい

いんです。「宮崎県の避難所は三流だ」と言わ

れないようにしたいものです。

次に、「災害モード」でございます。

まずは、自分の身は自分で守らなければなり

ません。

東日本大震災を風化させないように語り部活

動をされている宮城県名取市の桜井広行さん

は、30年以内に70％から80％の確率で発生する

と言われている南海トラフ巨大地震について、

「西日本の人が、当時の我々程度の心構えでい

たらどうなるか。断言してもよい、何十万人規

模で死ぬ。東日本大震災もひどかったが、それ

と比べようのない惨事になる」「防災の究極

は、「次世代の人を死なせない」ことを最重要

視しなければならない」と。

被災したときに何より大事なのは、生命の存

続です。生き残ること。まず逃げること。とに

かく危険な状態から逃げて命を守る。

災害の危険性が高まったときに、一人一人が

「災害モード」に意識を転換し、命を守る行動

をとる必要があると思いますが、県の取り組み

についてお伺いします。

近年、豪雨○危機管理統括監（田中保通君）

や地震等による大規模災害が続発しているにも

かかわらず、住民が避難行動をとらない理由の

一つとして、危険が迫っていても「自分は大丈

夫」「まだ大丈夫」などと考えてしまう正常性

バイアスが働くことがあると言われておりま

す。

このような事態を避け、適切な避難行動を

とっていただくためには、住民が防災情報を正

しく理解し、非常時にどう行動するか訓練して

おくことが重要であります。

このため県では、「自助」「共助」の大切さ

等について、年間を通した啓発に取り組むとと

もに、防災士を地域の防災訓練等へ派遣する防

災士出前講座等を通じて、県民の防災意識の向

上に努めているところであります。

今後とも、市町村や関係機関と連携しなが

ら、県民が自分の命は自分で守るための「自

助」に積極的に取り組んでいただけるよう、防

災啓発に努めてまいりたいと考えております。

防災士の役割を明確にしてい○河野哲也議員

ただきました。ありがとうございます。

「災害モード」に切りかえられるとは、具体

的に、「震度５強以上の地震が起きたときに

は、出社、登校など必要なし」「台風直撃が予

想されるときには休み」などと事前に決めてお

くことです。条例化をすべきであります。東京

都は、帰宅困難者対策条例ができています。

被災地でのＰＦＡ、心理的応急処置について

でございます。被災者と支援者がよりよい関係

になるための事前準備として、ＰＦＡがありま

す。ＰＦＡは、３つの活動原則「見る」「聞

く」「つなぐ」の大切さを教えています。

「見る」とは、被災地を注意深く観察し、ど

のような支援を求めているのかニーズを探るこ

と。「聞く」とは、傾聴のこと。最後に「つな

ぐ」とは、必要な情報を提供したり、公的機関

につないだりしていくことです。これをおざな

りにしていると、被災後の死者がふえていきま
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す。

災害時に支援に携わる機会の多い保健師につ

いては、積極的にＷＨＯ版ＰＦＡを身につけて

おくことが必要です。どのように取り組んでい

るか、福祉保健部長にお伺いします。

ＰＦＡでご○福祉保健部長（川野美奈子君）

ざいますが、災害などの危機的な出来事に見舞

われて苦しんでいる方々の心理的回復を支える

ため、どのように声をかけたり、何に気をつけ

て接したらよいかなどの基本的な対応法のこと

でございまして、被災者の心のケアとして効果

的な手法であると認識しております。

このため県では、国が開催しております精神

保健医療に関する各種研修に、平成24年度から

毎年、保健師を派遣し、ＰＦＡの習得を図って

いるところでございます。

今後とも、さまざまな機会をとらえて、より

多くの保健師がＰＦＡの知識や技術を習得でき

るよう努めてまいります。

財源がなかなかないかもしれ○河野哲也議員

ませんが、できる限り多くの人数の保健師さん

に研修をということで、よろしくお願いしま

す。学校の防災教育にも、このＰＦＡを鑑みた

「心のケア」の大切さを盛り込む取り組みも必

要だと思います。よろしくお願いします。

続きまして、森林・林業活性化について、環

境森林部長にお伺いします。

森林整備でございます。本県の森林は、県土

の76％を占め、林産物の供給や水資源の涵養、

山地災害の防止など、県民生活の安全、安心の

実現に大きな役割を果たしております。

また、27年連続杉素材生産量日本一を続ける

など、全国有数の国産材供給基地として存在し

ています。

しかし、本県では、全国に先駆けて人工林の

主伐が進み、誤伐・盗伐問題、所有者の高齢化

のため森林が放置され、管理が行われていない

森林がふえているなど、新たな課題がありま

す。

国において、適正な管理が困難な森林の経営

を市町村及び意欲と能力のある林業経営体で実

施するための「新たな森林管理システム」が成

立するなど、新しい展開が始まります。すき間

のないシステムが本県で動き出せば、林業の活

性化につながると考えます。

県では新たな森林管理システムをどのように

推進しているのか、お伺いします。

本県は、全国○環境森林部長（甲斐正文君）

に先駆けて森林の利用期を迎えており、現在、

伐採や再造林等の林業生産活動が全国トップク

ラスにあります。

このような中、来年度から、適正な森林管理

を行うことを目的として、管理されていない森

林を、市町村や意欲と能力のある林業経営者へ

集積・集約化する「新たな森林管理システム」

がスタートいたします。

本県においては、この新制度により、経営管

理されていない森林を、高い技術を有する林業

経営者に委ね、さらに林業生産のフィールドを

広げ、より生産力の高い森林経営を進めてまい

りたいと考えております。

また、新制度で大きな役割を担う市町村への

支援や、みやざき林業大学校における担い手の

育成にも取り組むこととしております。

林業先進県の本県としましては、森林の適正

管理を進め、他の地域に先駆けて、次世代の森

林を着実に造成するなど、林業の成長産業化と

資源循環型林業の全国モデルとなるよう、本制

度を推進してまいりたいと考えております。

「森林経営管理法」は、所有○河野哲也議員
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者不明の森林整備も含めた管理システム「森林

バンク」創設が柱になります。

所有者が高齢化などの理由で森林を管理でき

ない場合は、市町村が委託を受け、他の担い手

に再委託し、業者が管理する森林規模を拡大し

ます。市町村の管理費については、政府・与党

が創設を決めている森林環境税の一部を充てる

としています。

林業担い手についてでございます。意欲ある

能力のある林業経営者の選定が、このシステム

のポイントでございます。森林組合、素材生産

業者はもちろん、本県も自伐林家がふえていま

すが、市町村は森林管理を林業経営者に託すこ

とができることから、間伐、造林など広範にわ

たる事業を単独の事業者では行えない場合もあ

るので、複数が共同で応募するケースを認める

など、地域の事情に十分配慮した事業者選定を

していかなければなりません。

林業の担い手確保策について、労働環境の抜

本的な改善や、生産性向上のための機械化の促

進などを大きく進めていくべきです。

現場で仕事をする林業技能者が不足しては、

経営も成り立ちません。その課題を聞きたいと

思いますが、平成29年度の林業新規就業者と退

職者の数をお聞きします。

平成29年度の○環境森林部長（甲斐正文君）

新規林業就業者数は178人で、退職者数は145人

となっております。

その差33人ということで、若○河野哲也議員

年者とベテランがバランスよく就業されている

ことが、各経営体が安定して成り立つものだと

思います。林業技能者の不足をどのように解消

していくのか、県の取り組みをお伺いします。

林業の成長産○環境森林部長（甲斐正文君）

業化を実現するためには、効率的な林業生産活

動の推進や、それを支える現場技能者の確保・

育成が大変重要であります。

このため県では、高性能林業機械の導入や、

その活用に不可欠な道路整備に対する支援を行

うとともに、「みやざき林業青年アカデミー」

や、国が行います「緑の雇用」事業により、現

在までに661人の現場技能者を育成しており、こ

の方々は森林組合等の林業事業体で活躍されて

おります。

また、これらの取り組みに加え、来年度開講

予定の「みやざき林業大学校」では、高性能林

業機械の操作に必要な資格取得など、即戦力と

なる現場技能者の育成を図ることとしておりま

す。

さらに、伐採から造林までの一貫作業の推進

や下刈りの省力化、加えてＩＣＴ技術を活用し

た現場作業の抜本的な見直しに着手しておりま

す。これら労務負担の軽減を通じた生産性の高

い林業を目指し、若者にも魅力ある産業となる

よう、今後もさまざまな方策に取り組んでまい

りたいと考えております。

高性能林業機械のオペレータ○河野哲也議員

ーなどで、若年者は仕事を継続しているようで

ございます。高性能林業機械導入などへの支援

とともに、林業大学校で学ぶ経費に対して給付

金等、支援をしていただくとありがたいと思い

ます。

県産材利用についてでございます。県とし

て、県産材の需要拡大に向けてどのように取り

組んでいるか、お伺いします。

本県は、杉素○環境森林部長（甲斐正文君）

材生産量だけでなく、国産材製品出荷量につい

ても日本一でありますが、さらなる成長に向

け、県産材の需要拡大は重要な課題だと認識し

ております。
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このため、県内においては、地元工務店が県

産材をＰＲする際の活動費への助成を行うとと

もに、公共建築物等の木造化、木質化を推進す

るため、モデル的な建物の材料費への助成や、

木材利用技術センターによる技術指導などを

行っております。

また、東京や福岡などの大消費地におきまし

ては、県産材のプロモーション活動や、川崎市

との協定を契機とした都市部の企業との連携に

より、公共施設やオフィス等への県産材利用を

進めております。

さらに、海外においては、韓国や台湾におい

て、プレカットした木材と建築技術をパッケー

ジにした「材工一体」による製品の輸出を進め

るため、現地の建築士等を対象にした、木造建

築セミナーの開催や技術者の養成などに取り組

んでいるところであります。

オリンピック関連施設の情報○河野哲也議員

として、１棟全て同一産地の木材でつくる建物

は選手村に５棟整備され、木材提供には全国か

ら43件の応募があり、岐阜県、岩手県、山形

県、熊本県、そして宮崎県日南市の木材を使う

と聞いております。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会における県産材の利活用に向けた現在の取

り組みについて、お伺いいたします。

東京オリパラ○環境森林部長（甲斐正文君）

大会に向けた施設整備につきましては、新国立

競技場など各施設の整備が着々と進められてお

ります。

こうした中、県産材の活用については、大会

組織委員会や木材を扱う商社等を訪問し、木材

利用技術センターによる技術協力など、本県が

オリパラ関連施設に十分貢献できることを強く

アピールしてきたところであります。

この結果、新国立競技場や選手村ビレッジプ

ラザには県産材が使われ、また、その他の関連

施設についても使用が見込まれますことから、

現在、県内産地と一体となって、木材の加工や

供給に向けた取り組みを進めているところであ

ります。

本県としましては、今回のオリパラ競技大会

が県産材を全世界にアピールできる機会となり

ますよう、全力で取り組んでまいります。

オープンにできない情報もあ○河野哲也議員

ると聞いています。情報戦にはたけている宮崎

の材を何とか採用してもらう取り組みを、よろ

しくお願いします。

福祉行政について、福祉保健部長にお伺いし

ます。

旧優生保護法による不妊手術の被害者救済で

ございます。1948年に施行された旧優生保護法

は、知的障がいや精神疾患を理由に、本人の同

意がなくても不妊手術を認めていました。96年

に障がい者差別に該当する条文を削除して、母

体保護法に改正されました。

厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術

を受けた障がい者は約２万5,000人。このうち本

人の同意なしに不妊手術を施されたのは１

万6,475人と報告されています。

旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者の方

々の高齢化が進んでいることを考慮すると、早

急な救済措置を講ずるべきであります。

今月６日、自民、公明の与党両党の旧優生保

護法に関するワーキングチームは、同法のもと

で不妊手術が強制されていた問題をめぐり、個

人名が特定できるのは約3,000人にとどまるとの

調査結果について、厚生労働省から報告を受け

ました。

今回の調査で、同法のもとで不妊手術を受け
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た人は、統計上では約２万5,000人になります

が、８割以上は個人名が特定できなかったとさ

れています。本県の状況はどうなっているの

か、お聞きします。

県の「衛生○福祉保健部長（川野美奈子君）

統計年報」によりますと、本県では、昭和24年

から62年にかけて、本人の同意が不要な優生手

術が合計283件実施されております。

また、現時点で把握している状況で申し上げ

ますと、優生手術に関連する個人が特定できる

資料が、男性３人、女性47人の合計50人分が確

認されております。

このうち、本人の同意が不要な優生手術の実

施まで確認できる方は25人であり、手術当時の

年齢は14歳から42歳までで、当時の診断書に記

載された疾患名は、20人が遺伝性精神薄弱また

は遺伝性精神病となっております。

なお、現在、国の依頼による調査等を進めて

いるところでございます。

不適切な文書保管がありまし○河野哲也議員

たが、１人でも確認されたわけですので、協力

できる体制で臨んでいただきたいと思います。

旧優生保護法に基づき本人の同意なく不妊手

術を受けられた当事者からの相談を受ける体制

と相談状況について、お伺いします。

相談を受け○福祉保健部長（川野美奈子君）

る体制としましては、ことしの４月24日に健康

増進課内に相談窓口を設置し、各種媒体による

周知を行い、電話、電子メール、来所等による

相談を受け付けております。

相談状況としましては、９月14日現在まで

に、電話によるものが２件、来所によるものが

２件の合わせて４件の相談を受け付けておりま

す。相談者は、本人が１件、本人の御家族と名

乗られる方が１件、一般の方が２件となってお

ります。内容としましては、個人が特定できる

資料に本人や御家族の氏名が含まれているかど

うかの照会が２件、旧優生保護法に関する御意

見等が２件となっております。

今後、県広報紙等の活用により、引き続き相

談窓口の周知を図るとともに、できる限り相談

者に寄り添った対応を行うよう努めてまいりま

す。

本県としても、記録のない人○河野哲也議員

々を含め、可能な限り幅広く支援できるように

検討してもらいたいと思います。

ひきこもりについてでございます。最近、連

続して「ひきこもり」の相談を受けました。30

代、40代の方々の親からでございます。詳細は

報告できませんが、いずれも離職してのひきこ

もりでございます。家族も動転してしまっての

相談でございました。

丁寧にかかわりたいのですが、本県のひきこ

もりの状況はどうなっていますか。ひきこもり

地域支援センターの相談件数の推移についてお

伺いします。

県では、ひ○福祉保健部長（川野美奈子君）

きこもりに関する相談に対応するため、平成26

年７月に、電話やメールによる相談窓口となる

「ひきこもり相談センター」と、専門職による

面接相談や訪問支援等を担う「ひきこもり地域

支援センター」を設置いたしました。

両センターの延べ相談件数は、平成26年度

が827件、27年度が1,346件、28年度が1,916件と

なっております。

29年度からは、相談機関を「ひきこもり地域

支援センター」に一本化し、専門職を１名増員

しまして、電話相談から面接、訪問まで、一貫

して支援する体制に見直したところでございま

す。
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このため、29年度には848件、30年度８月末現

在は294件と、相談件数は減少しておりますが、

専門性の高い、きめ細かな支援を行っていると

ころでございます。

平成29年度から体制が変わっ○河野哲也議員

て減少していますが、28年度までは２倍３倍と

相談件数はふえています。

本県のひきこもり地域支援センターは、従来

の問題解決型の支援のほか、「つながり続け

る、孤立させない」という伴走型の支援も行わ

れているということです。専門性の高い、細や

かな支援になっているということだと思いま

す。

ひきこもり地域支援センターの活動状況につ

いてお伺いします。

県では、ひ○福祉保健部長（川野美奈子君）

きこもり地域支援センターを、精神保健福祉セ

ンター内に設置しておりまして、保健師や精神

保健福祉士等から成るひきこもりコーディネー

ターを配置しております。

このセンターでは、雇用、保健、医療など幅

広い分野と連携を図りながら、電話や面接、訪

問による相談を行うとともに、家族向けの研修

会の開催や、民間が実施する相談会等への支援

も行っているところでございます。

支援事例としましては、家族からの電話相談

がきっかけとなりまして、じっくりと時間をか

けて本人との面接につなげ、雇用に関する機関

と連携を図った結果、数年後には就労に至った

ケースもあるなど、ひきこもりの方が自立への

一歩を踏み出すための力になる活動を行ってい

るところでございます。

県内にはひきこもり地域支援○河野哲也議員

センターが１カ所しかありませんが、全ての利

用希望者に支援が行き渡っているでしょうか。

各保健所には、対応できる専門の方は配置でき

ているでしょうか。

ひきこもりの長期化、高齢化が進むにつれ

て、病気や介護など問題が複雑に絡み合い、親

子共倒れのリスクを抱える家族がふえてくると

思います。

さらなる関係機関のネットワーク構築及び家

族会の活用、継続的な支援体制づくり、訪問支

援の充実、支援拠点の充実を求めます。

教育現場からでございます。教育長にお尋ね

します。

ネット依存でございます。「インターネット

に夢中になり過ぎてやめられない」深刻化する

中学・高校生の「ネット依存」に的確な手だて

を打たねばなりません。先ほどのひきこもりの

原因にもなっております。

厚生労働省の研究班が、中高生の１割強が

ネット依存の疑いがあるとの衝撃的な調査結果

を発表いたしました。病的なネット依存が疑わ

れる中高生は、前回、2012年の調査に比べてほ

ぼ倍増し、93万人に達すると推計しています。

中高生がネットに依存すると、学校の遅刻や

睡眠不足、学力低下、ひきこもりなどを招き、

日常生活に支障を来すケースが少なくありませ

ん。

その実態を探るため、今回は17年12月からこ

とし２月までの間に調査を行い、全国の中高生

約６万4,000人から回答を得ました。この結果、

強い依存が疑われる「病的使用者」は、中学生

で12.4％、高校生で16％に上ることがわかりま

した。いずれも前回調査より急増しており、看

過できません。

県内公立学校の児童生徒の携帯電話、スマー

トフォン等の利用状況について、お伺いしま

す。
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県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

県内公立学校の児童生徒を対象に、２年に１回

アンケートを実施し、児童生徒の携帯電話・ス

マートフォン等の利用の実態を把握しておりま

す。

平成29年度の調査では、１日１時間以上利用

すると回答した児童生徒が44.7％おり、前回調

査よりも5.3％増加をしております。特に高校生

では、１日２時間以上利用すると回答した生徒

が30％を超えております。

携帯電話・スマートフォン等の使用目的とし

ては、インターネットを利用した音楽やゲー

ム、ＳＮＳ等が多くを占めており、インター

ネットの利用時間が長くなっている傾向がうか

がえるところであります。

背景には、スマートフォンの○河野哲也議員

急速な普及に加え、ＬＩＮＥなどのＳＮＳや

ネットを通じたゲームが広がっていることが大

きいと思います。急がれるのは、依存の予防や

治療に対応できる医療機関や相談窓口の充実で

ございます。

県教育委員会の取り組みについてお伺いしま

す。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

インターネットの適切な利用に関するリーフ

レットを作成し、全ての公立学校に配付して、

児童生徒や保護者への啓発を行っております。

また、県立学校等に「ＩＴアドバイザー」を

派遣し、学校や家庭だけでは対応が難しいＳＮ

Ｓ上でのトラブル等の問題について、教職員を

初め、児童生徒や保護者に対する研修の充実を

図っております。

さらに、県教育委員会の悩み相談窓口であり

ます「ふれあいコール」では、ネット依存が疑

われる相談があった場合、適切な利用方法や医

療機関等への相談について助言することとして

おります。

専門の医療機関がまだ少ない○河野哲也議員

というか、宮崎にあるのかという心配があるん

ですけど、予防・治療体制の強化も必要である

と思います。県は後押しをしていただく必要が

あると考えます。もちろん、ネットの適切な使

い方を家族で話し合うことは、何よりも重要で

ございます。

次に、エアコン設置についてただします。文

部科学省によると、各地での記録的な猛暑か

ら、学校にとってエアコンは必需品との考え方

のもと、各自治体から設置支援の要望が多く寄

せられているとのこと。

先月、公明党宮崎市議団や日向市議団、都城

市議団は、それぞれ市長と教育長に、市内小中

学校教室にエアコン設置に関する要望を行いま

した。それを受け、今回の市当局の動きに至っ

たと思います。

県内の市町村立小中学校における教室のエア

コン設置については、どのように受けとめて取

り組んでいくのか、お伺いします。

市町村立小中学校の○教育長（四本 孝君）

施設整備につきましては、耐震化や老朽化対策

など、児童生徒の安全性や財政状況等を勘案

し、優先度の高いものから、各市町村において

計画的に整備が図られているところでありま

す。

県教育委員会といたしましては、エアコンの

設置は教育環境の改善につながるものでありま

すので、市町村教育委員会に対して、研修会や

担当者会議などさまざまな機会を通じて、引き

続き、国の補助制度等の情報提供を行ってまい

りたいと考えております。

本県の公立小中学校普通教室○河野哲也議員
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のエアコンの設置率は、26.7％にとどまってい

ます。

エアコン設置の費用について、現状の負担枠

組みでは国庫が３分の１にとどまり、残りは地

方負担となります。設置促進へ市町の負担を軽

減する必要性を指摘して、リース方式の活用や

維持管理費の捻出のあり方も含め、国へ支援を

求めてもらいたいと思います。

交通安全についてでございます。警察本部長

にお伺いします。

皆さんからの相談に、信号機の設置がありま

すが、交通量等の状況から、なかなか実現には

至りません。

「本県29年度交通事故」によると、交差点で

の事故は2,805件、死者12名、負傷者3,154名で

ございます。交差点での事故で、信号機のない

横断歩道における交通事故についての分別はあ

りませんでしたが、高い確率で事故が発生して

いると考えます。道路交通法では、信号機のな

い横断歩道を渡ろうとする歩行者がいたら、車

は一時停止して歩行を妨げないようにと定めて

います。

本県の信号機のない横断歩道における交通事

故防止対策についてお伺いします。

先生御指摘のと○警察本部長（郷治知道君）

おり、横断歩道における歩行者の優先につきま

しては、道路交通法第38条に、進路前方の横断

歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、車両は

一時停止をして、歩行者の通行を妨げてはなら

ない旨、規定されております。

県警では、ドライバーにこのルールを遵守さ

せるため、運転免許証の更新時講習を初めとす

る交通安全教育や、テレビ・新聞等のマスコミ

を活用した広報啓発など、あらゆる機会を通じ

て、横断歩道における歩行者優先の周知を図っ

ております。

また、県内では、横断歩道での重大事故も発

生しておりますことから、横断歩行者妨害の取

り締まりも重点的に行っているところでありま

す。

今後とも、ドライバーの歩行者保護意識を高

める活動を推進して、交通事故防止を図ってま

いります。

一般社団法人日本自動車連盟○河野哲也議員

（ＪＡＦ）は、信号機がない横断歩道を歩行者

が渡ろうとしている際に、一時停止する車の割

合の全国調査結果を公表しました。

長野県が２年連続で全国１位となりました。

全国平均が8.5％だったのに対し、長野県は64.2

％、前年でも48.3％、大きく上回りました。

ＪＡＦは、都道府県別の結果を公表していま

せんが、０％から30％がほとんどだったそうで

す。長野県の高いこの率、本県もハード面の整

備が追いつかない状況であるならば、長野県を

モデルとして「歩行者ファースト」の交通事故

防止をぜひお願いしたいと思います。

時間が余りましたが、以上で私の質問を終わ

ります。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時42分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 原正三議長

ます。

次は、井本英雄議員。

〔登壇〕（拍手） 延岡の先輩○井本英雄議員

議員に山口議員という方がおったんですけど、

あの人が言うには、議員というのは選挙がない
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と謙虚にならない、質問がないと勉強しない

と、こういうことを言っておりました。私も本

来なら11月が議会だ、質問だと思っていたんで

す。そんなことで、今回は実はあんまり勉強し

ていない。そんなことで、本当は大トリと言い

たいところですけど、小トリぐらいかなと。そ

んなことで、よろしくお願いいたします。

最近、私個人の中で驚いたことが１つありま

す。それは「本当の憲法」という本に出会った

ことであります。

私は学生時代、一応、法律を少しばかり勉強

したものですから、憲法というのは国家権力を

制限するものだ、そもそも国民に対して悪さを

するから、それを制限するものが憲法だという

ふうに私もずっと理解してきたんです。

ところが、先々議会の渡辺創議員の質問に対

して知事は、「立憲主義とは、主権者たる国民

がその意思に基づき、憲法に国家権力の行使の

あり方について定め、これにより国民の基本的

人権を保障するという、近代憲法の基本的な考

え方である」と答えているんです。これは私が

考えていた立憲主義と同じものであります。

しかし、この本によると立憲主義には２つあ

ると書いてあるんです。１つは大陸法的なも

の、もう１つは英米法的なものだと。知事や私

が今まで理解していたものは大陸法的な立憲主

義であったと。

これに対して、英米法的な立憲主義があると

書いてあるんです。それはどういうことかとい

うと、「法の下にいかなる主権者もその権力は

制限される」、主権者が国家権力を制限すると

いうものではないというのが、英米法的立憲主

義。どこが違うかわかりますかね。例えば、こ

れをどちらかに考えることによって、集団的自

衛権なんかに対する考え方も全然変わるんで

す。これはどちらが正しいというわけではあり

ません。ただ、憲法草案をつくったのはマッカ

ーサーだ、マッカーサーはアメリカ人だと、だ

から、我が憲法は英米法的な立憲主義に立って

いるのではないかと、この方は言っておりま

す。これ以上議論はしませんが、知事もひと

つ、この本を読んでいただいて、立憲主義をも

う一度勉強していただきたいということであり

ます。

では、質問に入りたいと思います。

「日本でいちばん大切にしたい会社」という

本が出ております。今、５巻目が出ておるんで

すが。以前私が取り上げた伊那食品工業という

のもこの中に入っております。

この本で取り上げられている会社に共通して

いることは、「人が大切にされている」という

ことであります。ですから、ここで働く人たち

も人を大切にします。「情けは人の為ならず」

のような哲学をみんなで共有しているわけであ

ります。そして、一人一人が会社の経営を我が

事のように思って、主体的に生き生きと働いて

おります。そこには、やらされ感というのはな

いのであります。

これを我が宮崎県庁にも応用できないものか

なと思うわけであります。これができたら宮崎

県庁も大きく発展するのではないかと思うので

あります。

しかし、民間の会社と官庁とは成り立ちがそ

もそも違う。民間の会社では「利益」という目

に見えるバロメーターがあります。官庁では

はっきりしたものがありません。なかなか職員

をやる気にさせるというのは難しかろうなとい

う気がしております。そこで、知事はいかにし

て職員をやる気にさせておられるのか、そのよ

うなところをちょっとお聞かせ願いたいと思い
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ます。

壇上での質問はこれで終わります。ありがと

うございました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。職員の人材育成についてであります。

県庁にとって、職員こそが財産であり、職員

一人一人が、県政を担うという高いプロ意識を

持ちながら、その能力を最大限に発揮できるよ

う、人材の育成に取り組んでいくことが重要で

あると考えております。

そのため、現在、各所属においては、業務目

標の設定やその達成状況について上司と意見交

換をするほか、「かえるのたまご」という名前

で職員提案制度などを行っております。そうし

たものを通じて、職員の意欲の向上を図ってい

るところであります。また、働き方改革にも取

り組んでいるところであります。

私自身も、全ての職員が、私と思いを共有し

ながら、一丸となって県政の推進に邁進してほ

しいという強い思いから、折に触れて、全職員

向けにメッセージを発信をしておりますほか、

さまざまな会議や協議の場を初め、予算審査の

場など、機会あるごとに職員と直接意見を交わ

しております。また、「だれやみトーク」とい

う名前で焼酎を飲みながらの意見交換、そのよ

うな取り組みも行っております。私の思いを伝

え、職員に刺激を与え、そしてやる気を引き出

すよう心がけているところであります。

今後とも、職員の成長が県勢の発展につなが

るという認識のもとに、さまざまな工夫をしな

がら職員の士気高揚に努め、志高く、意欲あふ

れる職員の育成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〕

ありがとうございました。○井本英雄議員

私も、自治学院をちょっとのぞいてみまし

た。自治学院というから、よっぽど立派な建物

かと思って行ってみましたら、２部屋あるだけ

だったという。それはそれでいいんですけれど

も。もうちょっと、職員が行ってリフレッシュ

するような、そういう環境があってもいいん

じゃないかと思う。そんなことを聞いたら、今

度、防災庁舎の上の方に自治学院が行くんだと

いうことも聞きまして、だいぶ違うかなと今、

思っております。予算を調べると、他県とも大

体似たり寄ったりの予算であります。

問題は、自前で教育するか、それとも包括的

に専門機関に委託して教育するかということ

で、大きく分かれているようであります。宮崎

の場合は、自前で教育して、その講座の中に専

門家を呼ぶというようなやり方をしているよう

でありますが、場所によっては、全て専門家の

機関に包括的に委託するということをやってい

るところもあるようであります。どちらがいい

か、私もわかりません。問題はどちらが効果が

あるかということでありますが、やっぱり専門

機関の人たちは、全国的なそういう組織で、ま

た資料もしっかりしておる、ノウハウもしっか

りしておるということであろうから、一遍そう

いうものも検討してみたらどうかなという思い

がありますが、総務部長の御見解をお聞かせく

ださい。

自治学院研修につ○総務部長（畑山栄介君）

きましては、毎年度、県政の課題や職員のニー

ズに対応した効果的な研修カリキュラムを検討

するとともに、研修科目ごとに、実績のある民

間の外部講師などを活用しながら実施をしてい

るところでございます。

御提案のありました包括的な外部委託につき

ましては、民間の持つ専門的な知識を活用した

効果的・効率的な事業の実施が期待されるとこ
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ろではございますが、一方で、自治学院で実施

している研修内容は非常に多岐にわたっており

ますので、外部委託を導入した他県の事例等も

参考にしながら、本県の人材育成にとって最も

効果的な研修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。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、観光についてお聞きしたいと思いま

す。

今、インバウンドで外国人観光客がふえてい

る。しかしこれは、決して急にこの日本が観光

的に魅力が増したわけではないのであります。

なぜこんなにふえたかというと、一つは、ビザ

が簡単に発給できるようになった、これが大き

な原因。あとは円安でしょうね。しかし、今後

は、このインバウンドが、リピートするという

ことになると、違う発想が必要になると私は思

うんです。観光客が、もう一度あの場所を訪ね

たい、訪れたいというその動機は一体どこにあ

るのだろうかと思うんです。

私は学生時代、２年間世界を放浪して、60カ

国ばかりを回りましたけれども、もう一度あそ

こに行きたいなというところは、やっぱり現地

の人と触れ合ったあの優しさ、それを思い出す

んです。あそこにもう一度行きたいなというの

は、現地の人たちと交わった、いわゆるホスピ

タリティーというか、そういうものじゃないの

かなと私は思うわけであります。

かつて宮崎が観光宮崎と言われたころ、ある

県の人が 実は岡山県の人ですが 宮崎の― ―

観光を評して、「サービスもまた観光資源な

り」と言っておるんですね。

岩切章太郎は、「どうしたら宮崎県をより美

しくし得るかということであって、会社の利益

は二の次だ」と、そういうことを言っておりま

す。

今で言えば、いわゆるホスピタリティーを第

一優先だと、こう言っているわけです。それが

なぜか重視されなくなったところに、今の宮崎

県の観光の衰退があるのかもしれんなと思って

いるわけであります。

リピーターをふやし、本県観光を再生させる

ためには、このホスピタリティーあたりに対す

る視点というのも必要じゃないかなと思うわけ

でありますが、商工観光労働部長の御見解をお

聞かせください。

物消費か○商工観光労働部長（井手義哉君）

ら事消費へと旅行者のニーズが変化する中で、

心からのおもてなし、いわゆるホスピタリティ

ーの提供というものがますます重要になってく

ると、私も思っております。

民間の調査機関が実施した訪日外国人の満足

度調査でも、日本を旅行してよかった点とし

て、食やホスピタリティーが上位を占めており

ます。

議員のお話にありましたとおり、本県の観光

の父と称された岩切章太郎氏が取り組んだ数々

の功績の原点は、ホスピタリティーであったと

認識しております。最近の事例では、高千穂町

の観光ガイドの方が、旅行を終えてからも案内

した方々に地域の旬な話題を届けるなど、「お

もてなしの心」で交流を続けておられること

で、リピーターの確保につなげていらっしゃる

というお話を、承っております。

今後とも、体験型観光や農家民泊など、旅行

者が地元の方々と触れ合い、温かい県民性を肌

で感じてもらえるような機会を数多く提供し

て、リピーターの確保につなげてまいりたいと

考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員
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それでは、観光コンベンション協会の体制に

ついてお聞きします。みやざき観光コンベン

ション協会は、本県観光にとってのかなめの組

織だと思うわけであります。しかし、職員の半

分が外からの出向者で占められ、また、短期間

で交代してしまう。そのため、観光のためのノ

ウハウが蓄積されていないのではないかと思う

のであります。今後を見据え、エキスパートの

職員をしっかり育てていくなど、体制を強化す

る必要があるのではないかと思いますが、商工

観光労働部長の御見解を伺います。

インバウ○商工観光労働部長（井手義哉君）

ンドの増加や旅行者のニーズの多様化など、観

光を取り巻く環境が大きく変化している中、御

指摘にありましたように、これらの変化に十分

に対応できていない面もあり、みやざき観光コ

ンベンション協会においては、本県の観光地域

づくりのかじ取り役として、さらなる体制強化

が求められていると考えております。

このため協会では、大手旅行会社出身者を採

用し、その専門的なノウハウを生かしながら、

地域の魅力的な観光地づくりを支援しておりま

す。

さらに、県と協会が一緒になって、観光の未

来を担う官民の若手メンバーにも参加を呼びか

けまして、データ分析に基づく、より実践的な

マーケティングの勉強会を実施するなど、新た

な取り組みも行っているところです。

県といたしましては、協会がその役割を果た

していけるよう、専門的なノウハウの蓄積や人

材の育成など、事業推進体制の強化に向けて、

今後ともしっかりと連携してまいりたいと考え

ております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

それから、国民文化祭についてお聞きしま

す。２年後に宮崎県で国民文化祭が行われま

す。東京オリンピックの年であります。オリン

ピックの大きな勢いに飲み込まれてしまうので

はないかと心配しております。

この国文祭は、記紀編さん1300年記念事業の

集大成となるイベントであります。全国民が

あっと驚くような仕掛けはできないものか。

そして、一過性のものではなく、県民の中に

レガシーとして残るようなものにすべきである

と思いますが、知事の御見解をお聞かせくださ

い。

２年後の東京オリン○知事（河野俊嗣君）

ピック・パラリンピックには、日本、また日本

文化に世界の注目が集まる、そのような年にな

るわけであります。また、大会開催直後の高揚

感の中で国文祭・芸文祭を開催できることは、

本県にとって大きなチャンスだと捉えておりま

す。本県の魅力を国内外に積極的にアピールし

てまいりたい、そのように考えております。

大会テーマを、本県ならではの表現としまし

て、「山の幸 海の幸 いざ神話の源流へ」と

しまして、神話や神楽といった、本県の誇る文

化資源を積極的に取り入れていくこととしてお

ります。

また現在、東京オリンピックの開会式での神

話などの採用ということを働きかけておるとこ

ろでありまして、さまざまなプログラムでその

ようなものがクローズアップをされる、その勢

いに乗って、この国文祭等の開会式や閉会式な

どでもさまざまな舞台パフォーマンスを披露す

る予定ですが、「天岩戸開き」を初め、「天孫

降臨」や「海幸・山幸」などの日向神話の世界

もしっかりと組み入れるなど、記紀編さん1300

年記念事業の集大成にふさわしい、全国の注目

を集めるような内容にしてまいりたいと考えて
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おります。

この機会に、多くの県民がこの大会に参加を

しまして、地域の歴史や伝統、文化資源を改め

て認識しますとともに、文化の祭典をつくり上

げていく経緯、これがレガシー、いわば遺産と

なって、本県文化の活性化や継承・発展につな

がるものと期待しているところであります。

今、最もリピーターが多いこ○井本英雄議員

とで注目を集めているのが、香川県の瀬戸内国

際芸術祭であります。2016年３月から11月まで

の入場客数は104万人、リピーター客が全体

の40.9％、外国客も１割を超えているようであ

ります。

実は、日本各地で芸術祭はたくさん行われて

いるんです。しかし、成功しているところは余

りない。なぜ、この瀬戸内国際芸術祭が成功し

ているのか。

これは、主催者側のトップダウンの施策と生

活者起点のボトムアップの取り組みがうまくか

み合ったという報告があります。つまり、サポ

ーターと言われる人たちが、いろんな知恵を

使って盛り上げたのであります。49.2％の住民

が芸術家や来場者と交流があったというアンケ

ートの結果が出ております。これは、住民のホ

スピタリティーに旅行者が触れることができた

ということであります。これがこの芸術祭が成

功している原因ではないかと思っております。

私は、宮崎県人には先天的にホスピタリティ

ーがあると思っているんです。私が一遍、テレ

ビで、萩本欽一、欽ちゃんが日向市に来て、野

球のチームの合宿をやっているのを見たら、地

元の人たちと交流をしておりました。そうした

ら地元の人たちが、「いっちゃが、いっちゃ

が」と宮崎弁丸出しでやっておられるのを聞い

て、ああ宮崎県人はそのままつき合う、地を出

すだけでホスピタリティーがあるんじゃないか

と私は思っているわけであります。

そんなことで、今度の国文祭においても、宮

崎県、地元の人と旅行者がたくさん触れ合う、

そういう機会をできるだけたくさんつくってほ

しいと思うのでありますが、総合政策部長の御

見解をお聞かせください。

国文祭・芸文○総合政策部長（日隈俊郎君）

祭に参加された皆様が、さまざまなイベントに

足を運んでいただき、本県の観光資源やホスピ

タリティーあふれる県民性に触れていただくこ

とは、本県へのリピーターをふやすという意味

で大変重要であると考えております。

51日間の大会期間中には、開会式・閉会式等

の「総合フェスティバル」や県主催の文化事業

だけでなく、県内の全市町村において「分野別

フェスティバル」を開催することとしており、

現在、それぞれ特色を生かし、趣向を凝らした

事業を検討していただいているところでありま

す。

大会期間中は、神楽や祭りなども県内各地で

開催される時期でありますので、これらとうま

く融合させまして、宮崎にお越しの皆様が、各

地で実施される事業に興味を抱き、魅力を感じ

て地元の皆様方と触れ合っていただけるような

仕掛けづくりを、今後、市町村とも連携しなが

ら、検討してまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

私はかつて、「天皇家の“ふるさと”宮崎」

というのはどうかという質問をしたことがあり

ましたけれども、結局はそれは受け入れられな

くて今まで来ているわけですが、この言葉は、

学者の梅原猛さんの「天皇家の“ふるさと”日

向をゆく」という本からとったもので、何も私

の造語でもないわけであります。実際、古事記
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は日向三代として、神武天皇がこの宮崎から出

ているわけであります。

他県の人に聞いたらすぐわかると思うんです

けど、「宮崎県から神武天皇が出たのを知って

いますか」と聞いても誰も知らない、はっきり

言って。我々は当たり前だと思っている。それ

が他県の人は誰も知らないのです。私は、やっ

ぱりこの辺のところを、当たり前と思っている

ことをもっと宣伝してもいいんじゃないのかと

いう気がするのであります。

このことが観光にどのようにつながるか、私

も具体的にわからんけれども、しかし、やっぱ

り天皇家のふるさと、あるいは天皇家の出里で

もいいし、ともかく天皇家がここから出たんだ

ということを何らかの形でもっとアピールして

もいいんじゃないのかと私は思うのでありま

す。そして、今度の国文祭でもこれをもう

ちょっと打ち出してもいいんじゃないかと思う

んですが、知事のお考えをお聞かせください。

御指摘の梅原猛先生○知事（河野俊嗣君）

は、宮崎県内くまなく歩かれまして、本県に数

多く残っている神武天皇ゆかりの伝説・伝承を

発信していただいている、大変ありがたいもの

と考えております。

これらの伝説・伝承を最大限に活用し、宮崎

の魅力を発信しているところであります。た

だ、この「天皇家の“ふるさと”宮崎」という

表現を使うことについては、学術的な観点から

さまざまな議論もあり、なかなか難しいものと

考えております。

本県は、「天岩戸開き」を初め、「天孫降

臨」や「海幸・山幸」など数多くの神話の舞台

となっております。その神話というのが知られ

ていないという御指摘がありましたが、そもそ

も神話というものが学校現場でまた再び教えら

れるようになったのは、ここ数年のことであり

ます。これから、もっとそこをアピールしてい

く余地があると考えておりますし、また、梅原

先生と一緒に県内を回られたフランスの哲学者

のレヴィ＝ストロース氏が、まさに神話という

ものが生活の中に息づいている、そこを高く評

価されたというようなところがあります。こう

した、それらにまつわる観光地や神楽などを積

極的に取り入れていくことにより、本県の魅力

を国内外に積極的にアピールできるものと考え

ております。

なかなか難しいようですね。○井本英雄議員

私が知事だったらやるけどですね。しようがあ

りません。

地方創生についてお聞きします。

地方創生が始まって４年たちました。しか

し、東京一極集中はおさまらず、人口も減少し

続けております。私は、このあたりで今の地方

創生案を見直すべきではないか、時が来ている

のではないかと思っております。

そもそもなぜ、東京に人口が一極集中したの

でしょうか。これは、東京が地方との経済的な

地域間競争で勝ったからであります。

そして、今の地方創生案は何かというと、東

京に負けるな、国が少し加勢するから、もう一

回やってごらん、そういう案です。経済競争も

う一回やってごらん、やっぱり東京が強い。だ

から負けている。結局東京に人が集まってい

る。それだけのことですよ、今の地方創生案

は。私はそう思います。

私たち地方自治体は、この地方創生案が出る

前から同じことをずっとやってきたんです。そ

の延長線上にこの人口減少対策、東京一極集中

の解決案があるとは、私はとても考えられな

い。私ははっきり言って今の案は間違っている
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と思う。

東京は合計特殊出生率が最も低いところであ

ります。東京に限らず、都会化すれば出生率が

減少することはわかっております。地方との地

域間競争に勝って、地方から若者が都会に集

まっています。しかし、この若者たちはなぜか

子供をつくらないのです。なぜかわかりませ

ん。しかし、都会化すれば出生率が減るという

ことだけは、わかっている。それは間違いあり

ません。

今の地方創生案は、経済競争をさせてミニ東

京をつくることであります。都会化すれば、出

生率は減るのです。「まち・ひと・しごと」と

最初は言ったんです。ところが、「まち・ひ

と」がどこかに行ってしまった。つまり、経済

競争だけになっているわけであります。最初、

石破大臣が「地域間競争だ」と言ったのは、恐

らく経済競争だけを言ったのではなかったと思

うんです。ところが、いつの間にか地域間の経

済競争だけになってしまっている。そうすれば

東京が勝つのは当たり前です。だから人が集

まっているんですよ。人はふえないんですよ。

わかりきった議論です。知事はこれについてど

う思われますか。

東京一極集中には、こ○知事（河野俊嗣君）

れまでの歴史的な経緯、キャッチアップのため

の権限・財源の集中、いろんな国土の構造のあ

り方の影響が今に至っているわけであります

が、何とかしてこの低成長、人口減少、高齢化

の中で、東京一極集中の是正を図り、将来にわ

たって地域社会の活力維持を目指そうというこ

とで、この地方創生の取り組みが進められてい

るところであります。それぞれの地方では、総

合戦略を策定し、取り組みを進めた結果、農林

水産物の輸出額の増加や雇用環境の改善など、

一定の効果も見られていると思っております。

一方で、御指摘もありましたが、大きな目的

である東京圏への人口集中には歯どめがかから

ず、合計特殊出生率も伸び悩む中で、地方は深

刻な担い手不足に直面し、産業の成長や地域社

会の維持に大きな影響が生じることが懸念され

ている、そのような現状にあるわけでありま

す。

今後、地方創生の第２ラウンドに向けまして

は、さらに地域の強みや独自性を生かしてい

く、それが非常に重要だと考えておりまして、

地域や産業を支える人材の育成・確保や産業の

活性化、子育て環境の充実、女性・高齢者等の

活躍促進などを進めていく必要があると考えて

おります。引き続き国に対しましては、関連予

算の充実と弾力化を求めながら、真に地方が活

性化する地方創生の実現に向けて、取り組みを

進める必要があると考えております。

そもそも、なぜ東京に人口が○井本英雄議員

一極集中するようになったのか。それは権限が

東京に集中しているからであります。明治維新

のときに廃藩置県を行って、権力を全部東京に

集中した。それをそのまま、まだ引きずってい

るわけであります。

日本はいまだに中央集権国家であります。そ

の権限が東京にあるために、人口が集中するの

であります。

日本は今まで経済成長を中心に政治を進めて

まいりました。経済成長するためには、権限が

集中した東京に活動拠点があるのが望ましいの

であります。そのため人口が集中するのであり

ます。

私は、本当に東京一極集中をとめて人口増加

を目指すならば、国の持つ権限、財源を地方に

移譲すべきであると思います。これが最後の、
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この日本国がなすべき規制緩和であると私は思

います。知事のお考えをお聞かせください。

我が国は、平成27年の○知事（河野俊嗣君）

国勢調査において、調査開始以来、初めて人口

が減少に転じるなど、少子・高齢化の急速な進

展とともに、本格的な人口減少の局面に入って

いるところであります。

そのような状況の中で、これまでのような東

京一極集中を放置してはいけない、地方の活性

化、人口減少の克服を目的として、地方創生の

取り組みというのをさらに強力に進めていく、

そのような思いであります。

そのためには、今、御指摘にもありました、

それぞれの地方が抱える現状と課題をしっかり

と踏まえた上で、地域の実情に合った施策を展

開していくことが何よりも重要でありまして、

地方が求める権限の移譲や、十分かつ自由度の

高い財源の確保が必要であると考えておりま

す。

これまで、本県としての提案・要望や全国知

事会などの活動を通じまして、国に対し強く要

望を行っているところでありますが、真の地方

創生の実現に向けて、これからも積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次は、非認知能力についてお聞きいたしま

す。以前、「学力の経済学」で取り上げたこと

がありましたが、ＩＱなどではかれる能力を認

知能力、ＩＱなどでははかれない内面の力を非

認知能力と呼んでいます。

例えば、目標に向かって頑張る力、他の人と

うまくかかわる力、感情をコントロールする力

などであります。

ノーベル経済学者のヘックマンが研究した

「ペリー就学前プロジェクト」というものがあ

ります。経済的に余裕がなく、幼児教育を受け

ることができない貧困世帯の３～４歳の子供た

ち123人を対象に、半分を週３回、１日３時間、

プレスクールに２年間通ってもらいました。さ

らに週に一度、教師による家庭訪問を行いまし

た。そして、プレスクールに通ったグループと

通わなかったグループの追跡調査をしたのであ

ります。すると、40歳の時点で明らかな違いが

出たのであります。プレスクールに通ったグル

ープは、通わなかったグループに比べ、収入が

高い、持ち家率が高い、学歴が高いなどの差が

出たのであります。

この結果を、「教育を受けてＩＱが伸びたの

ではないか」と思うかもしれませんが、子供た

ちのＩＱを調べると、プレスクールに通ってい

る間は急激に伸びていましたが、９歳ごろにな

ると、ＩＱの差はほとんどなくなってしまうの

です。では、何がこのような結果をもたらした

のでしょうか。

そこでヘックマンは、プレスクールで認知的

な能力を伸ばしたのではなく、非認知能力を身

につけたことが大きな要因ではないかと考えた

のであります。

今、この非認知能力に対する注目が集まって

おります。学校教育においてどのように取り組

んでおられるのか、教育長にお聞きします。

「自制心」や「意○教育長（四本 孝君）

欲」「忍耐力」などのいわゆる非認知能力につ

きましては、近年、改めて注目を集めており、

非認知能力を身につけることが、社会で活躍す

るために重要であることを示す研究も多く見ら

れるところであります。

また、文部科学省の調査では、非認知能力を

高めることが、学力などの認知能力を一定程度

押し上げる可能性についても報告されたところ
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であり、子供たちが将来をよりよく生き抜くた

めに大切なことだと考えております。

学校におきましては、各教科の授業以外に

も、運動会などの学校行事や日々の清掃活動な

ど、教育活動全体を通して「自分で考えて行動

する」「粘り強く最後までやり抜く」「仲間と

協力して物事に取り組む」といった非認知能力

を高めることにもつながる取り組みを行ってい

るところであります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

この非認知能力を伸ばすには、幼児期が大切

であるそうですが、幼児教育においてどのよう

に取り組んでおられるのか、福祉保健部長にお

伺いします。

幼児教育○福祉保健部長（川野美奈子君）

は、子供たちの生涯にわたる人間形成の基礎を

培う役割を担っておりまして、この時期に非認

知能力を育てることは大変重要であると認識し

ております。

このような中、昨年度、保育所、幼稚園、幼

保連携型認定こども園の教育要領等が改訂され

まして、「幼児教育において育みたい資質・能

力」の中で、「学びに向かう力、人間性等」を

育むこととされたことから、県内全施設長を対

象に研修会を開催しまして、その周知を図った

ところでございます。

自立心、協同性などの非認知能力の向上は、

幼児教育の大きなテーマでございますので、引

き続き、子供たちがそれぞれの成長段階に応じ

て適切な教育が受けられますよう、職員向けの

研修会の開催等により支援してまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、医療行政についてお聞きします。

県立宮崎病院と日南病院が赤字になっている

原因について、病院局長にお聞きいたします。

県立病院事業の平○病院局長（桑山秀彦君）

成29年度決算につきましては、全体では３年連

続の黒字を達成したところでありますが、延岡

病院以外の２病院は、御指摘のとおり赤字と

なったところでございます。

宮崎病院の主な赤字の理由といたしまして

は、宮崎市内における民間医療機関の新設や医

師の異動などによりまして、患者数が減少した

こと、そして、元県立富養園の管理棟の解体を

行ったため、特別損失が生じたことなどによる

ものであります。

また、日南病院につきましては、厳しい経営

状況が続いております。これは、地域の中核病

院としての役割を担うために、医療スタッフや

設備等を確保する一定の経費が必要である一

方、近年は地域の人口減少などもあり、収益を

上げにくい経営環境にあることが要因であると

考えております。

２つの病院が赤字になってい○井本英雄議員

る状況を踏まえて、今後どのように取り組んで

いこうとされているのか、病院局長にお聞きし

ます。

県立病院事業で○病院局長（桑山秀彦君）

は、現在、「宮崎県病院事業経営計画2015」に

基づきまして、医療提供体制の充実強化と収支

改善に取り組んでいるところでありますが、今

後、地域医療構想の進展に伴う医療機関の役割

分担等に適切に対応しながら、さらなる機能強

化と経営改善の取り組みを行う必要があると認

識しております。

また、宮崎病院の再整備に伴う将来の費用負

担の増加にもしっかり備える必要がございま

す。

このため、地域のかかりつけ医などとの連携
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や救急医療機能の強化によりまして、受け入れ

患者の増加を図るなど、さらに収益の確保に努

めますとともに、医薬品や診療材料等につい

て、調達方法の改善や効率的な使用を推進する

など、徹底したコストの削減も行ってまいりま

す。

また、経営改善には職員一人一人の主体的な

取り組みが不可欠であります。改めまして、職

員の経営参画意識の徹底を図りながら、より一

層、安定的な経営基盤の確立に努めてまいりた

いと考えております。

延岡市と日南市の県病院は、○井本英雄議員

宮崎県がん診療指定病院となっています。それ

から宮崎市の県病院は、地域がん診療連携拠点

病院となっております。このように病院を分散

するのではなくて、１つの医療機関に集約すべ

きではないかというのが私の提案であります。

以前、東京のがん研有明病院を見学したこと

がありました。がん研有明病院には20もの手術

室があり、年間8,700件の手術が行われていま

す。当然たくさんの知見が蓄積されておりま

す。

脳とか心臓の病気であれば一刻一秒を争うこ

ともあって、近隣にそのための病院が必要です

が、がんはそうではありません。

私は、がん対策の病院を集約して、もっと専

門化すべきであると考えますが、知事のお考え

をお聞かせください。

これについてはいろん○知事（河野俊嗣君）

な考え方があるようでありまして、議員御指摘

のとおり、医療資源が限られる中、安心で質の

高い医療を効率的に提供するためには、集約化

を進めるべきという考え方があります。

ただ一方で、集約化を進めた場合、地域にお

住まいの方の利便性が失われたり、集約した医

療機関に患者が集中し、診断や治療を速やかに

受けられなくなるという懸念もございます。

また、県の方針のみで、熟練した医師を特定

の医療機関に集約化させることは容易でない

上、集約化によって県内の医師の地域的な偏在

に拍車がかかり、地域医療の崩壊につながる懸

念もありますことから、その是非につきまして

は、関係者の意見をよく聞きながら、慎重に検

討する必要があります。

昨年度、第７次宮崎県医療計画の策定に向

け、医療審議会等において、集約化の是非に関

する議論がなされたところであります。賛否両

論があり、結果として、引き続き、県北、県

央、県西、県南の４つのがん医療圏に配置され

た５つの拠点病院等を中心とした連携体制を維

持することとされたところであります。

県としましては、この計画に基づき、どの地

域にお住まいの方でも、安心して質の高いがん

医療が受けられるよう、医療機器の整備や医師

の養成などの取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次は、土木行政についてお聞きします。

まず、土砂災害警戒区域等の指定についてお

伺いします。土砂災害警戒区域等の指定に対し

て、不服申し立てをすることができるのか、県

土整備部長にお伺いします。

本県におき○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ましては、土砂災害警戒区域等の指定を行うに

当たりましては、地元の皆様への説明や市町村

長への意見聴取を行った後に、同意を得られた

ものから手続を進めているところであります。

この指定につきましては、土砂災害防止法に

基づき、そこに住んでいる方の生命や身体を守

ることを目的に、その土地が自然的に持ってい
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る危険性を明確にするものであり、行政不服審

査法に基づく審査請求の対象となる行政庁の処

分には当たらないと考えられております。

個別に不明な点や御意見等がある方につきま

しては、土砂災害警戒区域等の指定の前後にか

かわらず、その目的等を丁寧に説明させていた

だいております。

土砂災害警戒区域等に指定さ○井本英雄議員

れると土地価格が下がると言われております

が、これに対して何か救済措置があるのか、県

土整備部長にお伺いします。

土砂災害警○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

戒区域のうち特別警戒区域に指定された範囲

は、特定の開発行為に対する制限や、建築物の

構造規制等が発生いたします。

これらの区域指定による土地の利用制限等が

土地の価格に影響を与える場合には、宮崎市ほ

か12市町で、固定資産税の評価において補正を

行っております。

次に、橋梁やトンネルなどの○井本英雄議員

補修に関する技術力向上についてお伺いしま

す。近年、道路施設の老朽化問題が大きく取り

上げられております。先日、イタリアで橋が崩

落し、43名もの犠牲者が出たというショッキン

グなニュースが流れました。

また、日本においても、平成24年に中央自動

車道の笹子トンネルで天井板が落下し、多くの

方が犠牲になった事故も記憶に残るところです

が、これらの事故は、施設の老朽化も原因の一

つと考えられております。

日本では、高度経済成長期に建設された橋梁

やトンネルなどの老朽化が、今後急速に進むと

言われており、これらを適切に維持管理してい

くことが大変重要であります。

一方で、橋梁やトンネルの老朽化に関する点

検や設計、その後の工事についても、専門性が

高いことから、これらに県内業者が対応できる

のか、大変不安に感じているところでありま

す。

今後、老朽化が進む中で、施設の補修に関す

る仕事はますます増加していきます。これらを

県内の業者で処理していくためには、受注者だ

けではなく発注者も含めて、技術力の向上が欠

かせないものと思いますが、その取り組みにつ

いて県土整備部長にお伺いいたします。

橋梁やトン○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ネル等の補修に関する業務委託や工事におきま

しては、今後、老朽化の進行に伴い、事業量の

増加が見込まれますが、専門性や特殊性が高い

ことから、発注者、受注者双方の技術力向上が

重要な課題であります。

このため、市町村を含む行政職員や民間の県

内技術者を対象として、橋梁やトンネルの補修

に関する技術講習や現場研修等を、年に複数回

開催しているところであります。

また、県が発注する橋梁等の補修工事につき

ましては、現在、県内業者で実施できる状況で

ありますが、鋼橋、いわゆるメタル橋の補修工

事では受注可能な県内業者が少ないことから、

他の県内業者への技術移転の方策についても検

討してまいりたいと考えております。

今後とも、道路施設の補修に関する一連の業

務につきまして、技術力向上に向けた取り組み

を継続してまいりたいと考えております。

次に、延岡市における懸案事○井本英雄議員

項についてお伺いします。

延岡市の県道改良率は、宮崎市や都城市と比

較してどのような状況になっているのか、県土

整備部長にお伺いします。

延岡市の県○県土整備部長（瀬戸長秀美君）
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道改良率につきましては、平成29年４月現

在、41％となっており、宮崎市の79％や都城市

の84％に比べ、低い状況となっております。

延岡市の改良率の内訳を見ますと、主要地方

道の改良率は81％で、県平均の74％を上回って

いるのに対し、一般県道が25％と、県平均の49

％を大きく下回っている状況となっておりま

す。

これは、山間地を抱える市町村に共通して言

えることでありますが、延岡市でも、一般県道

の多くが急峻な山間地を通過しており、その改

良には多額の予算を要することから整備が進ま

ず、改良率が低くなっているものであります。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

一般県道の樫原細見線、板上曽木線、上祝子

綱の瀬線 これは北方のほうに、218号から―

入っている県道ですが の進捗状況につい―

て、県土整備部長にお伺いします。

お尋ねの県○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

道３路線につきましては、地域の皆様の重要な

生活道路でありますことから、地元の要望を踏

まえ、部分的な拡幅や待避所設置などの1.5車線

的道路整備に取り組んでいるところでありま

す。

まず、樫原細見線の進捗状況につきまして

は、黒仁田工区の約４キロメートル区間、22の

整備カ所のうち19カ所が完了しております。現

在、残る３カ所の工事を実施しており、今年度

で完了する予定であります。

次に上祝子綱の瀬線につきましては、菅原

（すげばる）工区の約５キロメートル区間、12

の整備箇所のうち９カ所が完了しており、今年

度は残る３カ所の工事を行い、早期の完成に向

け取り組んでまいります。

最後に、板上曽木線につきましては、平成28

年度に完成した藤の木工区に続く三椪（みは

え）工区、約3.5キロメートル区間について、今

年度から事業に着手しており、測量・設計を進

めていくこととしております。

県といたしましては、引き続き必要な道路整

備予算の確保に努め、早期整備に努めてまいり

たいと考えております。

ありがとうございます。北方○井本英雄議員

の人たちも本当に喜んでおります。

次に、祝子川における山月（やまつき）地区

などの河川改修事業の進捗状況について、県土

整備部長にお伺いします。

祝子川につ○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

きましては、平成９年、平成16年とたび重なる

浸水被害が発生しましたことから、祝子橋から

桑平地区までの約9.3キロメートル区間におきま

して、平成17年度に河川改修事業に着手したと

ころであります。

これまでに、浸水被害の大きかった佐野地区

や鹿狩瀬（かがせ）地区、桑平地区におきまし

て、堤防や護岸等の整備を行い、治水安全度の

向上を図ってきたところであり、今年度は、宇

和田地区の堤防補強工事や大野地区の樋門工事

に着手することとしております。

お尋ねの山月地区につきましては、現在、洪

水時の水の流れをよくするための堤防の設計を

進めておりまして、年内には、地区の皆様への

説明を行う予定としております。

今後とも、地元の皆様の御協力をいただきな

がら、早期整備に努めてまいりたいと考えてお

ります。

安賀多通線構口（かまえぐ○井本英雄議員

ち）工区の進捗状況について、県土整備部長に

お願いします。

安賀多通線○県土整備部長（瀬戸長秀美君）
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の構口工区は、渋滞対策や通学路の安全確保の

ために、延岡警察署前交差点から南延岡駅前交

差点付近までの約970メートル区間におきまし

て、平成27年度から都市計画事業により整備を

進めているところであります。

進捗状況につきましては、平成28年度までに

測量・設計を行い、平成29年度から用地買収に

着手し、現在までに約23％の契約をいただいて

おります。

当工区には、補償対象となる建物等が多くあ

り、多額の事業費を要することから、今後と

も、必要な予算の確保について、国に対し強く

働きかけるとともに、延岡市とも十分に連携

し、地元の皆様の御協力をいただきながら、事

業の進捗に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。○井本英雄議員

最後に、県庁舎の整備についてお伺いいたし

ます。

濵砂議員の代表質問で、県庁舎の全体構想に

ついてはお聞きしましたが、その中には議会棟

も入っているのかということであります。私も

全国津々浦々、議会棟、あるいは議事堂と言わ

れるものを見学してまいりましたけれども、

はっきり言って、こんな古い議会棟はありませ

ん。これは我々議員の課題でもあります。私

も70歳を過ぎました。いずれこの議会を去らな

ければならないときが来ます。しかし、このま

ま後輩に渡したんじゃ申しわけない。私は本当

にそう思っています。

議会棟を含む県庁舎の整備についてどのよう

に考えているのか、知事、お願いします。

議会棟を含む本庁域の○知事（河野俊嗣君）

庁舎につきましては、耐震補強や適切な維持管

理によりまして建物性能の維持を図っておりま

すことから、当分の間は、大切に使用していき

たいと考えております。

しかしながら、本庁域の庁舎が分散し十分な

執務スペースが確保できないとか、冒頭、議員

の御質問にもありました、縦割りを打破しなが

ら職員の意欲や能力を喚起する、そのための交

流スペースがあってもいい、さらには県民の皆

さんが交流できるような、そういう場所も必要

ではないかと、さまざまな議論があろうかと

思っておりまして、将来的には集約する必要が

あると認識をしております。

県としましては、本庁舎の建てかえについ

て、他県の建設事例の研究等に努めますととも

に、庁舎やスポーツ施設などの維持管理や更新

等に関します中長期的な方針を定めた「宮崎県

公共施設等総合管理計画」を2021年度に見直す

中で、位置づけてまいりたいと考えておりま

す。

もう一度聞きますけど、議会○井本英雄議員

棟もその中に入っているんですね。入っていま

すね。はい、よろしいです。

以上で質問を終わりたいと思います。ありが

とうございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○ 原正三議長

た。

次に、今回提案されました議○ 原正三議長

案第１号から第18号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第８号から第18号まで採決◎

まず、公安委員会委員、人事○ 原正三議長

委員会委員及び公害審査会委員の任命または選

任の同意についての議案第８号から第18号まで
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の各号議案について、お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第８号から第18号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

議案第１号から第７号まで及び請願◎

委員会付託

次に、議案第１号から第７号○ 原正三議長

までの各号議案及び新規請願は、お手元に配付

の付託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付

託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす19日から26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、27日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決まで及び決算議案の

上程であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時52分散会

平成30年９月18日(火)


