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第 2 回定例会一般質問 

２０１６・６・２１ 

（堤 県議） 

一般質問に入る前に、熊本県・大分県で被災をされた方々には心からお見舞い申し上げるととも

に、これから一日も早く復旧・復興ができるように日本共産党としても全力を尽くしていく決意を

述べて質問に入ります。 

まず安保法制について、昨年９月１９日多くの国民の反対を押し切って、安倍自公政権は「安保法

制」いわゆる戦争法を強行採決しました。戦争法には、「戦闘地域」における米軍等への後方支援

の拡大、戦乱が続いている地域での治安活動、地球のどこでも米軍を守るための武器使用、そして

集団的自衛権の行使など自衛隊の海外での武力行使を可能にする四つの仕組みが盛り込まれてい

ます。そのどれもが、憲法９条を乱暴にじゅうりんするものであり、ただちに廃止することを強く

求めるものです。 

 私は、昨年の第２回定例会において、知事に対し「戦争法（案）について憲法違反という認識は

あるか」と質問し、知事は「広く国民の理解や国際理解が得られるよう、より丁寧な説明を行い、

拙速とならないよう国政の場でしっかり議論する事が大切と考えている」。と答弁しています。し

かし昨年の９月１９日国会を多くの市民が取り囲み反対の声を上げている中、強行採決をしました。

この事は知事が表明したことと全く逆行していると考えますが、知事の答弁を求めます。 

 また、県内でも自衛隊の基地等が存在し、後方支援や駆けつけ警護任務など今後どう事態が動く

か分かりません。今回の安保法制について、憲法を守り県民の安全を守る立場にある知事として、

国に廃止を求めるべきと考えますが答弁を求めます。 

 自民党等は、「東日本大震災の被害が拡大した原因は憲法にある」とし、「緊急事態条項」などを

盛り込んだ憲法改定を検討しています。「緊急事態条項」とは事実上の「戒厳令」に道を開くこと

であり、「公益及び公の秩序」の名で基本的人権を制約するものとなっています。災害に名を借り

た憲法改定は許せることではありません。 

４月３０日の毎日新聞には、「東日本大震災で被災した岩手・宮城・福島３県の４２自治体に、

初動対応について「条項が必要か」と聞いたところ、回答した３７自治体のうち「必要と感じた」

と回答したのはわずか１自治体だけだった」いう記事が出ていました。知事は、今回の地震でも、

また今後発生する危険性の高い南海トラフ地震でも、憲法を改定して「緊急事態条項」を設けなけ

れば対処できないと考えているのでしょうか、答弁を求めます。  

 

（知事） 

日本国憲法第９条は、戦後７０年にわたり、我が国が、世界に誇れる平和国家として繁栄してき

た歩みの中で、その根幹となる大きな役割を果たしてきました。 

 この憲法９条の解釈に大きく関わる集団的自衛権の行使について、我が国の存立が脅かされる

明白な危険があることなど、新たな三要件を満たす場合に限定しているとはいえ、これを含む安

全保障関連法が、昨年９月に成立し、本年３月に施行されました。 

 この新たな法制度をめぐる議論は、我が国の安全保障政策の転換となるだけでなく、これから

の我が国のあり方に関わる極めて重要なことであります。 
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 国において、広く国民の理解や国際理解が得られるよう、丁寧な説明を行うとともに、拙速と

ならないように国政の場でしっかりと議論することが大切であると申し上げてきたところです。 

 残された論点も多く、議論が尽くされたと言えない面もありますが、関連法の成立により、こ

れで一つの結論が示されたものと受け止めています。 

 今後は、新たな安全保障法制が、憲法の定めるところにより、我が国の平和と安全を守るため

に適切に運用されるよう、しっかり見守っていく必要があると考えています。 

 我が国を取り巻く国際情勢が一層厳しさを増す中、安全保障をめぐる議論は、今後も避けて通

れない問題でありますが、その議論にあたっては、現行憲法のもとに育くみ、醸成されてきた平和

主義の理念を最大限尊重し、今後も受け継いでいかなければならないと考えています。 

 県民の安全・安心の確保は、県としての重要な責務でありますが、国の外交・防衛政策、ある

いは、国のあり方そのものに関わる安全保障関連法の議論については、主権者たる国民の声に耳

を傾けながら、これからも、国政の場において、しっかりと行われるべきものと考えています。

次に緊急事態の対応に関連して憲法改定がいるかどうかという質問ですが、 自民党の憲法改正草

案では、武力攻撃や社会秩序の混乱、大規模な自然災害等において緊急事態宣言を発し、国や公

の機関の応急対策をスムーズに実施する緊急事態条項が示されていますが、それに対する慎重論

があることも承知しています。 

 議員お尋ねの、「緊急事態条項」を設けなければ対処できないかということについては、今回の

地震対応でいえば、大分県の場合、甚大な被害がなかったこともあり、現行制度で十分に対処で

きました。 

 しかしながら、今後５０年以内に９０％程度の高い確率で南海トラフ巨大地震が発生すると予

測されており、実際に発災した場合に備えて、あらゆる事態を想定しておく必要があります。 

 このため、緊急事態条項の議論についても、注視していきたいと考えています。 

 

（堤 県議） 

1 つは世論調査の中でも安保法制を評価するしないという結果が出ていましたが、その中でも評価

するというのが 37 ポイント、評価しないというのが 42 ポイント、私はこれが国民の世論だと思

います。そういう点では、今回の安保法制についてはやはり、憲法をじゅうりんするという、先ほ

ど述べたとおりの中身です。知事として県民の安全また、自衛隊の基地等もあるので、そういう立

場からも安保法制に反対の立場を明確にして頂きたいと思う。併せて緊急事態条項も、新聞の中身

で見れば憲法改正について、反対が 44、賛成が 36 という具合に反対が上回っている。南海トラフ

巨大地震であったとしても、災害対策であれば法律できちんと対応するということができる。そう

いう点では、憲法を変えて緊急事態を作る必要がないと思うのですが、再度その問題を問います。 

 

（知事） 

議員ご指摘の通り県としては、県民の安全安心の確保の責任を負っている訳です。そしてまたその

1 つとして自衛隊の基地を持っている。そんな立場からもちろん、この問題について注視をしてい

く必要があると思っている。安全安心を確保することが、安保法制に反対することかと、よくよく

考えてみないといけない課題ではないかと思っている。そこの所は良く申し上げておきたい。それ

から、緊急事態対応について、憲法改正に要らないんじゃないかということですが、よく議論をし

て何が困るのかとしっかり議論していかなければならない。私も議員と同じような立場じゃないか
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と思う。憲法をもう少し議論を深めるのが、大事だと思っている。これについても、色んな事態が

想定される。その事についてどう対応すべきかについて、憲法上の理論もタブー視する必要はない

と思っている。 

 

（堤 県議） 

安保法制については、昨年も質問しております。今回もよくよく考えていく必要があると、いつま

で考えるのでしょうか。 

 

（知事） 

戦後新しい憲法ができて、日本の戦争放棄という条項があったが、そういう中で国民の安全を守る

ためにはという事で、その憲法の中で自衛隊が誕生したわけです。自衛隊をどういうふうに活用す

べきかについて、議論が今でも続いている。それと同じようにこの問題についてもしっかりと議論

をしておくという事が、賛成の立場でも反対の立場でも大変大事なこと。そういう議論の中で 1

番良い条項の活用の仕方が出てくると思っている。 

 

（堤 議員） 

次にアベノミクスの３本の矢が放たれてから、３年半がたちますが、多くの県民はその恩恵があっ

たとは感じていません。年金は実質的なマイナス、一人あたりの実質賃金も５年連続のマイナスで

５％も目減りしています。県民の暮らしでは、生活保護受給世帯が平成２２年度の１４，５５９世

帯から平成２６年度では１５，９４４世帯へ、この間１３８５世帯も増え、受給人員も１，１４４

人増えています。国保の滞納世帯は平成２７年６月１日で加入世帯の１３．６％の２４，３６７世

帯が滞納し、短期保険証や資格証明書などが１４，８８４世帯に発行されています。ここからも暮

らしの厳しさがみてとれます。 

 このような状況の中、安倍自公政権は、来年４月に予定されていた消費税１０％への増税を、２

年半延期すると表明しました。これはアベノミクスでも一向に景気が良くならず、消費税８％へ引

き上げた事で、消費の落ち込みが予想以上に続いているからにほかなりません。 

 知事は、アベノミクスは失政であると認め、消費税増税が景気悪化の要因であると認識している

のでしょうか。答弁を求めます。 

 

（知事） 

アベノミクスについてです。 

 国は、経済の好循環を生み出すため、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する

成長戦略という３本の矢による経済政策を進めてきました。その結果、名目ＧＤＰは５００兆円を

超え、雇用については、直近の有効求人倍率が１．３４となるなど高水準の状況が続いています。

また、平成２６年４月には、消費税率８％への引き上げも行われましたが、その増収分は、全て社

会保障の充実・安定化に向けられています。 

 県内においては、県が毎年春と秋に実施している５００社企業訪問によると、企業の景況感は、

近年緩やかな改善傾向が続いてきたものと認識しております。また、４月の有効求人倍率は１．１

２と、全国同様の高水準で推移しているほか、企業の賃上げ率も３年連続で上昇する見込みとなっ

ています。 
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 他方で、実質賃金は思ったほど上昇していないため、個人消費は力強さに欠けているという面も

あります。 

 アベノミクスについては、様々な評価もあると思いますが、その取組は道半ばであり、これから

もいろいろと対策をうちながら加速していくことを期待しています。 

  少なくとも、これまで誰もが悩み、手をつけられなかった課題に取り組んできているという点で

は評価をしています。 

 県としても、地域経済の好循環を生み出すための産業政策、中小企業政策に引き続き注力してい

く必要があります。 

 具体的には、企業誘致のさらなる推進、中小企業の振興、次代を担う産業の育成等を図り、中小

企業の活躍の場を広げていきます。また、ＩＣＴの急速な進展といった変化をとらえ、チャレンジ

する中小企業への支援を強化するとともに、ＵＩＪターンの促進や女性、高齢者の就業支援により、

誰もがいきいきと働ける社会づくりにも努めていきます。 

 

（堤 議員） 

好循環と言いますが、実質的には有効求人倍率でも自分に合う仕事がないので求人活動をしないと

いう方々が増えているのも実態。だから求人が上がってくるのは当然。併せて賃金が増えたと言い

ますが、物価の変動の影響を除いたら実質可処分所得というのがあるのですが、12 年の月 426,610

円から 15 年は 408,649 円。処分する所得は 17,961 円も減っている。併せてＧＤＰの 6 割を占め

ている個人消費についても、14 年・15 年 2 年間マイナスという状況で、世論調査の中で 62％の

方がアベノミクスの恩恵を全く受けてないと感じている。それでも知事は恩恵があるんだと、数値

を見ても言われるのでしょいうか。再度答弁を求めます。 

 

（知事） 

経済、それは生き物です。ある時にはある問題があって、それを解決すると次の新たな問題が出て

くる。そうやりながら国民の暮らしが豊かになっていくと、経済政策の大事な所じゃないかと思っ

ている。いわゆるアベノミクスというのが始まった時点では、長い間の不況のトンネルがあった。

一方では円高が続き、他方ではデフレが長い間続く。そういった中でいわゆるアベノミクス 3 本の

矢が効いてきたという面があるのではないか。それからまた今度は、所得の格差だとか分配問題に

取り組んでいくということでやっていくと、私はアベノミクスというのは、まだまだこれから色ん

な手を打っていくプロセスにあると考えている。今これが成功だとか、失敗だとかいうふうに決め

つけるよりも、むしろこれまでの事をどう評価し、それぞれに対して足りないところをどう補って

いくかという事が、これからの大事なポイントになるんじゃないかと思う。 

 

（堤 議員） 

失敗というのは認めることによって新たな政策というのが出てくると思う。特に社会保障では消費

税で使われたと言いましたが、実質的には年金はマイナス。おまけに病院食も 260 円から 360 円

に上がっているし、介護保険についても値上げされ、要介護 1 と 2 は将来的に給付から外すとか

色んな問題がある。社会保障を使ってるなら良くなるのが当たり前、良くなったと思うのが当たり

前。6 割以上の方は思っていない。だからアベノミクスというのは今現状 3 年半たってもマイナス

な訳ですからその失敗を認めることによって、県経済をどうやっていくのか方向を考えていくべき
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だと思います。 

それを求めて次の質問に入ります。 

 熊本・大分地震について 

被災者支援について私はこれまで、地方議員団や国会議員団と共に被災地を視察し、被災者とお会

いする中で、様々なご要望を伺いました。お手元の写真の右の上、湯布院の中小業者は、「旅館を

しているが、建物の基礎や柱・壁などが損壊し、今後営業を続けられない。従業員が２０人いるが

解雇せざるをえない」「被害はあまりなかったが、商品を卸す旅館やホテルが被災して納入するこ

とができなくなった。経営が大変厳しい」と不安を語っていました。 

 写真下の右端の別府市の石垣の崩壊ですが「80 歳になるが、家の基礎が壊れてしまい、怖くて

眠るとき睡眠薬を飲んで寝ている。屋根や基礎を修理するのに 400 万から 500 万円かかると言わ

れた」。また「擁壁を修理したが 255 万円かかった。老後破産をしそうだ」と 85 歳の高齢者がた

め息交じりに語っていました。 

 写真下の左 2 枚の別の方からは「地震で大きく家が揺れ、基礎部分や壁、瓦が大きく損壊し、家

の中でも大きな亀裂や隙間が生じている。しかし罹災証明では一部損壊となっている。家にはもう

住めないのに一部損壊とはおかしい。建て替えするにもお金がかかる。何とかしてほしい」と切実

な声も聞かれました。 

 このような被害の拡大と被災者の不安な声が広がっている中、知事は災害救助法を適用しません

でした。全壊・半壊の戸数に基づく１号や２号の適用ではなく、多数の者が生命又は身体に危害を

受け、又は受けるおそれが生じており継続的に救助を必要としている場合による 4 号適用はできた

のではないでしょうか。なぜしなかったのか知事の答弁を求めます。 

 また、大分県災害被災者住宅再建支援制度では、支援金の対象が床上浸水となっていますが、今

回の地震による一部損壊も多数に上っており、支援の対象にすべきだと考えますが、答弁を求めま

す。 

 

（知事） 

今度の地震に際しまして、確かに外見上はさほど被害がなかったんじゃないかと安心する場面もあ

りましたが、中に入ってみると本当にめちゃくちゃになっているというケースもあったということ

で、よくよく個々に判断していかないといけないと思う。 

災害救助法の適用について、4 月 16 日未明に県内で震度６弱を記録した本震発生後、直ちに災害

対策本部を設置し、市町村や関係機関を通じて被害状況の迅速な把握に努めた結果、16 日昼の時

点において、県内では幸いにも死者、行方不明者ともなく、多数の人命に関わる家屋の倒壊なども

確認されませんでした。 

災害救助法が適用されると、救助の実施主体が市町村から県に移管されますが、私は今回の被害状

況と当面の見通しを踏まえ、被災者への支援や救助は、むしろ市町村が主体となって直接実施した

方が、迅速かつ効果的であると判断いたしました。 

もとより県としては、関係機関との総合調整を行いあらゆる支援を尽くしました。 

今回、情報収集において反省点はあるものの、全市町村に情報連絡員を、別府市、由布市には災害

時緊急支援隊を派遣し直接、市町村の要請を汲み上げ、速やかに毛布、食料、飲料水等の救援物資

を送るとともに、避難所に保健師を派遣するなど、被災者支援に総力を注ぎました。こうした対応

により、被災された方々に対し、市町村としっかりと連携した救助活動ができたものと思っていま
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す。 

 

（生活環境部長） 

災害被災者住宅再建支援制度について、国の生活再建支援制度は大規模半壊以上を対象としてい

るが、本県では半壊以上を対象としており、同様の制度を有している他県と比べても充実した内容

となっている。 

制度の趣旨は、家屋の損害を補償するものではなく、被災した住民の生活再建を支援するという

もので、国と同様の取扱としているところ。 

床上浸水の場合、被災した部分で生活することができず、一時的であれ、転居や避難生活を余儀

なくされることから、本県では制度の対象としている。 

 

（堤 議員） 

震度 5 弱が 4 月 16 日、18 日、29 日と 3 日続いてきた。4 月 29 日に住宅の全壊・半壊・一部損

壊が 961 が昨日の資料を見ると、4126 と 4.3 倍になっている。非住家でも 3.5 倍の 522 家屋が、

全壊・半壊・一部損壊しているわけです。このような状況の中でやはり救助法の申請をきちんとす

る、そうすれば様々な法律に基づいた対応が可能なわけです。私は初動でそんなに被害が大きくな

いという知事の判断は、ミスがあったんじゃないかと考えますが、再度答弁を求めます。 

それから生環部長に聞きますが、一部損壊でも該当するという意味で言いましたか。聞き取れな

かったので再度答弁を求めます。 

 

（知事） 

災害救助法の適用について、判断の誤りがあったんじゃないかというご質問ですが、全く誤りは

なかったと今でも思っています。あの時の災害の被害状況から見て、市町村で直接対応した方が効

果的に対応ができるという事、その市町村も機能しているかどうか、というところも充分に判断の

材料になるが、充分に機能しているという事で、これは原則通り市町村で対応してもらう。県は市

町村をバックアップしながら、市民の為にしっかりと救援活動をやっているというこのやり方が、

一番良かったと思っている。 

 

（生活環境部長） 

一部損壊は、やはり対象としていません。 

 

（堤 議員） 

国の制度をそういった生活再建で作ってしまう。その隙間を埋めるように県がしている。大分県

被災者住宅再建支援制度でしょ。この中には床上浸水もある。地震による被害もあると要項に書か

れている。なぜ今回一部損壊は対象にならないのか。要項を解釈すれば床上浸水も当然、家が流さ

れ掃除をするとか色んな問題が出てくるが、一部損壊も同じようなものじゃないですか。同じ被災

者です。なぜそこで県として住宅再建なのに、区別をするような事をするのですか。再度答弁を求

めます。 
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（生活環境部長） 

先ほども申しました様に、基本的には生活再建を支援するということです。それから今、一部損

壊の認定について、市町村の方で不服を頂いているという声もかなり出ている。一次の認定に続い

て二次の認定について、再度調査を依頼するという件数が増えてきている状況です。二次の対応を

しっかりして、再度調査をすると、市町村と共に取り組んでいます。 

 

（堤 議員） 

義援金が一部損壊で 5 万円でる補正がありますよね。しかし先ほども言いましたが、85 歳の高

齢者が石垣が壊れて 250 万と、老後破産しそうだと言っています。こういう方々に対して県は何

もしないのですか。こういう制度がありますか。住宅再建ですよ。生活再建と言葉を変えるんです

か。住宅再建でしょ。一部損壊でも該当で当たり前です。知事どう思われますか。 

 

（知事） 

県の制度がいかにも不足みたいな話ですが、実は国の方は全壊と半壊、それも厳しい半壊それだ

けを応援しましょうということになっています。しかもそれについては、市でどれくらいの全壊が

あったというような、市全体の数まで限定しながら対応している。それでは県民の安全安心が守れ

ないじゃないかという事で、すでに新しい制度を作って、毎年当初予算で予算計上している。しか

もその県の対応では、全壊・半壊もかなり国の半壊よりも半壊の程度に幅がある。という事で工夫

している。今の県の力で出来る範囲で出来るだけ皆さんの応援をしようとしている。もう一つそれ

だけでは中々足りない。しかし今回の震災に対し義援金というのも寄せられていますから、それも

住宅の再建等々に使ってもらえるように、できるだけ配分の時に配慮しようと考えている。今、県

としてやれることを、着実かつ迅速にやるということで対応しているので、是非ご理解を頂きたい。 

 

（堤 県議） 

県の制度を否定している訳ではありません。九州北部の時にあって助かった方が沢山いた訳です

から。ただ今回新たな状況になってるわけですから、その点では一部損壊も含めて、これの中に加

えるべきではないか、検討すべきだというふうに思います。一刀両断に入らないという事ではなく

て、今後こういう事態が起きてくる可能性も多々あるので、そういう点で再度検討して頂きたいが

どうですか。 

 

（知事） 

よく災害に見舞われる県ですから、こういう制度を予め作っている訳です。こういう制度を作る

時には、よく議論をして幅広く救済できるようにしておくということが、勿論気持ちとしてあるが、

しかしある程度歯止めをかけておかないと、財政上大変厳しい事になるという事もあるので、どこ

で歯止めをかけるという事で、全壊と半壊という事にしているわけですが、半壊の認定を考えて貰

ったらいい。ちょっと幅があるということを理解してもらいたい。 

 

（堤 議員） 

今回、全壊・半壊・一部損壊含めて 4000 件ですから。一部損壊の方に対して支援が、義援金し

かないのはおかしい。そういう点で制度の拡充を是非検討して頂きたい。強く要望しておきます。 
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続いて、被災企業の支援について、今回の地震では宿泊業や小売業・製造業と様々な産業で被害が

生じています。今回の補正予算では「企業グループによる復興事業計画を策定したところには、施

設・設備の復旧費用の助成」が計上されています。 

 全産業において早期に災害復旧を完了し、産業を活性化することは急務ですが、そのグループに

入れない小規模事業者や、ホテル等へ納品する業者の損失、他産業の被災事業者への救済策はどう

するのでしょうか、答弁を求めます。 

避難所運営について、今回の避難については、指定避難所だけではなく、車やテントに避難した

方もたくさんいましたが、飲食料など必要物資が充分に行き届いていなかったことも明らかとなり

ました。平成２５年に「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」が策定されまし

たが、今回の地震で「指針」に基づいた取組はできたのでしょうか。今後各自治体においてこの指

針が徹底されるために県はどのように取り組むのか、答弁を求めます。 

 また高齢者や障がい者等については、避難所の段差解消やベッドの確保などが必要です。今後ど

のように対応するのか。併せて答弁を求めます。 

 

（商工労働部長） 

被災企業の支援について、中小企業等グループ補助金は、宿泊業のみならず、ホテル等へ納品する

卸売業者や小売業、製造業など基本的にすべての業種が対象となる。 

施設・設備が被災した中小企業・小規模事業者がいずれかのグループに参加できるよう、市町村や

商工会、商工会議所等支援機関を通じて、グループ形成の支援を行う。・そのため、まず、６月８

日に支援機関向け の説明会を開催し、１３日には由布市で、１４日には別府市で事業者向けの説

明会も開催したところ。 

昨日から計画の公募を開始しており、一日も早い復旧・復興につなげてまいりたい。 

 

（福祉保健部長） 

避難所について、指針では、避難所以外に滞在する被災者や高齢者、障害者に対する配慮も定めて

いる。 

県では、これまで、避難所を運営する市町村に対して、大分県防災対策推進委員会等で説明したう

え、避難所開設・運営の実務研修等を実施し、指針に基づいた避難所の運営ができるよう支援して

きた。 

しかし、余震の長期化により、車等で夜を過ごす住民も多く、市町村が避難所以外の被災者の状況

を把握できなかったという問題も顕在化した。 

高齢者や障害者への配慮の在り方も含め、避難者への対応をしっかりと検証し、必要に応じて地域

防災計画等の見直しを行う。 

 

（堤 県議） 

企業グループの補助金の問題ですが、確かに全業種を対象にしています。ただそれにのらない方、

商工会議所に入ってない方、1 人でされてる方、そういった方が沢山おられる。そういう方に対し

てこれをどういうふうに使うという話しを、どういった形でするのか再度お伺いします。 

生環部長さん、避難所運営とか物資の運搬とか様々な課題が今回出てきたという話しがありました。

今回地震を受けて、地域防災計画が色々あると思いますが、具体的な見直しをされていくのか再度
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お伺いいたします。 

 

（商工労働部長） 

商工会・商工会議所に入っていらっしゃらない事業者に対する支援ですが、当然こういう非会員事

業者も対象になります。その為に、市町村を通じて、こういう事業者の方々にも積極的に支援内容

をお伝えしていくとともに、市町村や産業創造支援機構等々は積極的に、グループ形成を支援して

いきたいと考えています。 

 

（生活環境部長） 

防災計画の見直しについて、現在市町村、それから今回の防災に携わった関係機関等から、様々な

課題、それに対する対応案について集約をしている状況です。これに基づいて各層の会議を開催し、

それを踏まえ計画の見直しに検討を進めてまいりたいと思う。 

 

（堤 県議） 

周知徹底をするという事は大事だと思う。それと併せて今回補正には、旅行クーポンに 61 億の補

正予算が組まれているのですが、旅行会社とか大きなホテルだけに利益が行かないか心配。別府・

湯布院には小さな旅館がいっぱいある。そういう方々にそのクーポンがどう活用されるのかどうで

すか。 

 

（企画振興部長） 

今回の旅行割引について、インターネット予約、それから旅行会社窓口での販売。それと同時に今

議員が言われた様に、そういう所とあまり取り引きのない小規模な旅館等につきましても、旅行割

引・宿泊割引が使えるような方法で今、詳細を詰めています。検討しています。 

 

（堤 県議） 

是非、そういう所に行き渡るようにして頂きたい。 

続いて原発の問題です。先日、「政府の地震調査委員会は、今後３０年間に震度６弱以上の揺れに

見舞われる大分市の確率についても５４％から５５％へ上方修正した。」と報道されています。大

地震と大津波の危険性が、ますます高まったと思います。四国沖には中央構造線断層帯があり、巨

大地震が起きれば、すぐそばの伊方原発で重大な事故が発生する危険性があります。今回の地震で

は、被災者の方から「伊方原発は大丈夫か」「原発は停止させるべきだ」という心配の声が上がり

ました。 

 原発については「ここまで対策をとったから大丈夫」という新たな安全神話を信じることなく、

川内原発の停止と伊方原発の再稼動中止を求めるべきと考えますが答弁を求めます。 

 

（商工労働部長） 

原子力発電所の再稼働について、再稼働については、国や電力会社において、徹底的に安全性を検

証し、安全対策を強化することが何よりも大事だと考えている。 

その上で、国や電力会社は、地域住民はもとより、国民全体に明確かつ責任のある説明を行い、理

解を得た上で、国が責任をもって判断すべきもの。 
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原発の再稼働については、福島第１原発事故の経験を踏まえた新規制基準の下、地震や津波対策、

電源確保対策など、徹底的に安全性が強化・検証されるものと認識。 

本県としては、国や電力会社に、引き続き原子力発電所の安全対策や、地域への情報提供をしっか

り進めていただきたいと考えている。 

 

（堤 県議） 

商工労働部長に再質問です。先日マスコミの中で、豊後大野市の組長さんの話を聞いたと思うが、

伊方原発再稼働についてはするべきではないのではないかと言っていました。僕はそういう立場が

本来執行部としての役割ではないかと記事を読みながら思ったがそれについてどんな感想がある

のか。 

四国電力との安全協定について、県内の国東市をはじめとする５市の議会で「再稼働反対などの意

見書」が採択されています。また運転差し止め訴訟も全国で起きており、再稼働は認めないとする

世論も高まっています。再稼動中止・廃炉が原則ですが、当面災害時の即時連絡や損害賠償などを

盛り込んだ安全協定を四国電力と締結する必要があると思いますが、答弁を求めます。 

 

 

（商工労働部長） 

ご指摘のような話を伺いましたが、先ほど申し上げましたとおり原子力発電所の再稼働につきまし

ては、電力会社がしっかりと住民の方々、国民全体に説明責任を負っています。その上で国が最終

的に安全性を検証した上で判断するとなっているので、そういった事を前提に私ども県としても国

や電力会社に安全対策・地域への情報提供を求めていきたいと考えています。 

 

（生活環境部長） 

四国電力との安全協定について 

万一の事故の際には、いかに速く正確な情報を得るかが重要。 

錯綜する状況下で、四国電力への問合せが可能な自治体は、防災基本計画により、愛媛県、伊方町

及び 30 ㎞圏内の山口県のみ。 

一方、愛媛県からは、発電所の事故情報に加え、国の指示事項や愛媛県の防護対策等、本県にとっ

て重要な情報を入手できる。 

こうしたことから、愛媛県から情報を得ることが、最善の方法と考えられ、今後とも、愛媛県との

連携を一層強化する。 

また、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合、法律に基づき、当該原子力事業者が賠償責

任を負うことになっている。 

 

（堤 県議） 

安全協定は別に 30 ㎞圏内外だからしなくていいじゃない。国としても考えてそれぞれやりなさい

という方向ですから是非それは検討して頂きたい。併せて、大分県は伊方原発から 45K しか離れ

ておらず、漁業権の範囲でいえばもっと近くになります。しかし今回の地震では、愛媛県や九電・

規制庁から、発災後わずかな時間で異常なしと連絡がきています。複雑な配管や電線等様々な設備

がありますが、全ての設備を点検してからの報告じゃなくモニターを見て異常がないから安全だと
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いう報告です。それでは状況的に本当に安全か分からない。地震が起きた今、四国電力に直接話が

できる様な態勢を県としても考えるべきだと思う。連絡体制もいいがそれプラスそういう電力会社

との直接の話し合いをすべきだと思うが答弁を求めます。 

 

（生活環境部長） 

先ほど申しました様な状況で、伊方の発電所の異常なしという報告は、直ちに届いています。結局

情報というのは正確さと迅速さ両方が必要だと考えており、愛媛県から情報を得るということで、

その方が効果が高いと考えている状況。 

 

（堤 県議） 

愛媛県の方が充分情報がいい。四国電力と直接話をするよりいい。という答弁で良いですか。 

 

（生活環境部長） 

現在伊方の原子力発電所に、直接私どもが照会できる状況にないという事です。確認できないとい

うことです。 

 

（堤 県議） 

そういう事も今からは必要と思う。南海トラフがくれば、そういう状況も考えなければいけない時

期です。是非検討して頂きたい。 

続いて複合災害時の対策について、県は「原子力災害対策実施要領」を今年３月に見直し、複合災

害に対する避難等の対応を、第７章として起こしています。他県への支援要請が多い内容に驚きま

す。複合災害が発生した場合、他県も津波や原発の被害を受けていたり、交通手段が寸断されてい

る可能性もあります。このような中、高台への避難誘導や屋内退避指示、安定ヨウ素剤の配布や住

民への情報伝達などの行動について、どのようにして実効あるものにするのでしょうか。答弁を求

めます。 

 

（生活環境部長） 

複合災害対策について、自然災害と原発事故が重複して発生する複合災害に備え、住民自らが迅速

かつ適切な避難行動が取れるよう実施要領を見直した。 

まず地震による津波が想定される場合、住民は、地震の揺れが収まったことを確認後、津波避難行

動計画に基づいて高台等の緊急避難場所に避難する。 

次に身の安全を確保した後は、防災行政無線等により情報収集に努め、万が一、本県にも放射性物

質の影響が及ぶ可能性のある場合は、屋内退避の可能な避難場所へ移動する。 

このような避難行動が取れるように、行政は平時から住民に丁寧に説明し、訓練を繰り返すことで

実効性を高めていく。 

 

（堤 県議） 

要領では、南海トラフ地震での「原子力災害の発生はほとんどないと思われる」「放射性プルー

ムが到達しても、即時避難が必要となる高い放射線量に至ることは考えにくい」「直ちに健康被害

に及ぶことはない」など、危険性をかなり過小評価する文章が目立ちます。 
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しかし、福島原発事故から汚染水もいまだに漏れている。教訓が生かされたものになっていないと

言わざるを得ません。 

このような安全認識で、複合災害に対する対応ができると考えているのか。再度答弁を求めます。 

先日「経済産業省資源エネルギー庁が原子力政策に関する説明会を開催し県も出席した」と報道さ

れました。高レベル放射性廃棄物は核のごみであり、最終処分地に選定されることは決して許せま

せん。国は化学的有望地を年内に示すとしています。本県を最終処分地にはさせないという意志を

明確に示すことが重要と考えますが、答弁を求めます。 

 

 

（生活環境部長） 

地震発生後に、原発事故が発生した場合、実効性のある屋内避難という事を考えないといけない。

そうなると津波避難行動計画に基づき、まずは避難行動を住民自らがとって頂くということ、その

上でこの原子力災害に備えるということ。まずは通常の津波避難行動計画、それと原子力への対応

は、これはこれできちっとした物があるわけですから、それを時間差がある状況で避難をして頂く、

ということが大事だと思う。 

 

 

（商工労働部長） 

高レベル放射線廃棄物について、国では平成１２年に高レベル放射性廃棄物の、地層処分における

基本方針や、処分地選定のプロセスを法律で決定している。 

プロセスには、文献調査・概要調査・精密調査の３段階があり、段階毎に地元自治体の意見を聞き、

これを十分に尊重することとなっている。 

この３つのプロセスの前段階として、科学的有望地の選定を国が検討している。 

こうした一連のプロセスについての自治体向け説明会等が、熊本、福島を除く４５都道府県で実施

された。 

現在、有望地のマップは示されておらず、県としては、国の動きを引き続き注視していく。 

 

（堤 県議） 

生活環境部長、過小評価の問題・放射能というのは非常に危険度が高いものです。それを文書の   

中でこのように過小評価する言葉が目立つ。そういう評価が安全神話に繋がってくる。大分県とし 

ここら辺の文書の内容について科学的な地検も含めて精査する必要があるんではないかと思うの 

で再度答弁を求めます。 

廃棄物については、大分県がＯＫと言わなければ来ないわけですが、そういう立場に立って頂きた

い。 

 

（生活環境部長） 

科学的な評価をきちんとした上でという話しですが、現在の所まず大分県では、最短で 45 ㎞離れ 

ている。なお、緊急時の防護処置準備をする区域については、30 ㎞という状況です。プルームが 

どのように拡散シュミレーションで拡散するかということについても、22 ㎞というシュミレーシ

ョンがある。その上で大分県は、45 ㎞なんだけどそれに対して対応しようということ、そういう
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事実がある。 

 

（堤 県議） 

放射性プルームの問題についても様々な問題があるが、そのような事ではなく過小評価の様なこと 

を文書の中でするとどのように県民が感じるか。放射能はそんな大したことはない、事故があった 

としても大したことないんじゃないかと思う。そういうふうな事は文書の中で書くべきじゃないの 

かという事を言っている。それは検討して頂きたい。 

次に教員の労働環境について、日本共産党として、教員に対して多忙化等に関するアンケートを実

施しました。 

多忙化の問題で小学校や高校の教師は「提出書類を減らすと言っていたが、一向に減らずむしろ増

えている」。高校の教師は「隔週２回の土曜講座や平日０時限の授業など、高校が大学の予備校化

しており、教員の負担も大変」など、その多忙化を語っています。 

また「授業が終わり一息ついた後、不登校対策委員会、運営委員会、学年部会、生活指導、家庭訪

問、分掌事務のチェックなどがあり、帰るのは１９時や２０時になる時もある」。等が出されてい

ました。 

 また「大分県の教育について」では、「何事にも短時間で結果を求められることが多くなった。

今年度○％向上などの数値化は教育的にはほぼ意味がない。教員評価システムの導入で教員同士が

競わされ、評価されることで、正しいことや言うべき事を言わなくなるのではないか」。といった

内容が寄せられ、学校現場の状況がリアルに映し出されました。 

 教員たちのこのような実態を、どう解消するのでしょうか。またそれを解決するためにも「少人

数学級の拡大」と「正規教職員定数の拡大」が必要と考えますが、併せて答弁を求めます。 

 

（教育長） 

教員の労働環境について、これまでも、現場教職員との意見交換や時間外勤務状況調査等による実

態把握を踏まえ、学校現場の負担軽減に向けたハンドブックを作成し、研修・会議等の精選・縮減

やＩＣＴ機器の活用による業務の簡素・効率化などを進めてきた。 

教職員が各自の役割に応じて資質能力を十分に発揮し、学校が組織として機能するため、「芯の通

った学校組織」の取組を推進する中で、引き続き、教職員の労働環境の整備を進めていく。 

また、少人数学級や教職員定数の拡大については、国に対して、法律改正による教職員定数の改善

を要望している。 

 

（堤 議員） 

労働環境の整備をするのは当然の事だと思う。先ほどの生の声が出ている訳ですからそういう事に

対しては、真摯に耳を傾けることは大事だと思う。先日文教警察委員会の視察でも少人数で授業を

しているところを見ましたが、教室に余裕ができ、グループ学習や子どもたちのそばで指導したり、

子どもの変化にもすぐ気がつくこともできると感じました。 

この利点を生かすためにも、3 年生以降も拡充すべきだと思います。県としてそういう立場に立

って貰いたいと思いますが答弁を求めます。併せていじめや不登校などのアンケートについては、

根本的な問題、貧困とか様々な課題を解決することが大切です。それをアンケートや報告書、追跡

調査など、常に求めることは、現場の過重負担につながる。教員の多忙化解消のために、出張・提
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出書類を削減することも必要と考えますが答弁を求めます。 

 

（教育長） 

まず少人数学級の問題です。これまでも 30 人学級を進めてきたところもある。ただ県内の学級

数の状況を見ますと、7 割近くが小学校・中学校 10 学級以下という状況もある。そういった中で

更に今後、この少人数学級を進めていくという事には大変な人数もいるという状況ですので、今の

所この状況を、極めて少人数学級が多いという状況をふまえながら見守っていきたい。 

それから調査等が多いという事ですが、この点は我々もできる限り改善する。まとめられる所は

まとめる、という対応をとっています。平常時ではなくて色々な事態・事故・事件等が起こればそ

れに対して調査等していくという状況が出てくるのは、やむを得ない場合もある。その場合にも出

来るだけ負担の軽い形を、絶えず考えながらやっているので了解いただきたい。 

 

（堤 県議） 

大分市内とか 1 クラス人数が多い所がある。少人数学級の利点等があるので、拡大していくのは

必要だと思う。7 割だからい良いという感覚はおかしいと思う。書類等も現場の声がそういうふう

になっている。当然、教育長も現場の皆さんの声を聞いていると思うが、創意工夫することによっ

て無くなってくると思うので、是非その点を強めて頂きたいがどうでしょう。 

 

（教育長） 

先ほどお答えしました様に少人数学級、これについては人がいるという事に繋がりますので、こ

の拡大については、国に対して多忙化の解消と、いろんな場所で要請をしてきている。今後も引き

続きやっていきたいと思っている。 

それから、多忙化の解消ということ、現場の状況もできるだけ良くしようと出向いたりして詰め

ていますが、調査そのものは必要な部分もある。今言いました様に負担の軽い方向でやっていく。

また長時間勤務の問題もあるので、それについても先ほど申しました様に、定数の改善というのが

一番大きな改善に繋がるので、これについても国の方に要望していきたいと思っています。 

 

 

（堤 県議） 

確かに国に要請するということは、大事なことだと思う。併せて県としても積極的に検討もして

頂きたい。 

続いて、ある高校の非常勤講師は、授業時間が週 14 時間以下に抑えられ、時間給により支給され

る月給額は、140,400 円です。このためアルバイトなどで生計を補てんしている実態があり、生活

が極めて不安定となります。さらに社会保険は適用されないので国民健康保険と、国民年金に入ら

ざるをえません。また雇用も１年更新で、翌年の雇用がどうなるのかもわからず、生活が極めて不

安定という声を聞いている。これでは、教員をめざす人たちが、希望をもって、安心して教員生活

を送れる状況ではないと思います。 

 希望するものには週 15 時間以上の授業数を確保して、常勤講師として雇用し、社会保険等への

加入など労働条件を、改善することが必要と考えますが、答弁を求めます。 

また小さな子どもを抱える女性教員は「大分市から他市へ転勤となり、朝子どもを勤務先の地域の
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保育園に預け、終業後自宅に連れて帰るが、疲れるし危険である」と言っていました。長距離通勤

や、不慣れな地域での生活による強いストレスにさいなまれ、１０年間で３地域の広域転勤をやめ

ることが、多忙化解消の一助になると考えますが、答弁を求めます。 

 

（教育長） 

2点についてお答えします。まず高校非常勤講師の待遇について、高校における授業時間数は、学

校ごとの教育課程、学級数などにより決まり、正規教員と常勤の臨時講師で対応できない時間数に

ついて非常勤講師を配置している。 

非常勤講師の報酬などの勤務労働条件は、常勤の臨時講師と同様に、正規教員の給与改定に準じて

改善を図っている。 

広域人事異動について、全県的な教育水準の維持向上と教職員の資質能力向上を図るために実施し

ている。 

採用後は、教員としての幅広い視野と能力の伸張を図るため、早い時期に異なる環境で多様な経験

を積むことが人材育成に資すると考えている。 

なお、出産・育児・介護等の職員個々の事情について状況を把握しながら、これまでも人事異動に

おいて配慮しているところである。 

 

（堤 県議） 

当然非常勤講師の方々であったとしても、学校の先生という自覚の元で仕事をされている訳です。

そういう方々はコマ数によって給料が決められているので少ない。生活そのものが出来なくなって

しまう。高校の先生であったとしてもワーキングプアという方々が沢山いる。そこにメスを入れる

べきだと思うのですが、そういう対応というのは教育長として考えはないのですか。どうすればこ

ういう方々が暮らしていけるのか、非常勤講師になった方々の後に続く若い方々のためにも、県と

して考えるべきだと思うのですが、再度答弁を求めます。 

 

（教育長） 

今申し上げました様に、高校における授業時間数というのがベースにあります。それをどうカバー

していくか、子どもの授業の為にどういうふうな配置をするか、というのがベースです。その上に

立って非常勤講師も配置している訳ですが、先ほども申し上げましたように、正規教員の給与改定

に準じて、色んな形で改善を行っている。また時間単位の給与についても、九州各県に比較してみ

ますと、大分県は非常に良い状況を作っています。工夫できる所は工夫しているという事で理解頂

きたい。 

 

（堤 議員） 

是非そういう方々の不安な声が出ないように改善をして頂きたいし、一番の解決策は、少人数学級

の拡大と、正規の教職員を増やすという事、これが求められていると思います。そういう事を求め

て最後の質問にはいります。 

住宅リフォーム助成制度の創設及び被災建築物等の支援について 

 住宅リフォーム助成制度は、全国で住宅では 603、店舗でも 55 の自治体で実施されています。

山形県では県がリフォーム助成制度を創設したことで全市町村が実施しています。山形県の試算で
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は、この 3 年間で県が投資した事業費は 28 億円ですが、工事総額 583 億円、波及効果 194 億円、

計 777 億円の経済効果を生んでいると試算されています。本県においてもこの制度を創設させる

べきだと考えますが、答弁を求めます。 

また、今回の熊本地震でも一部損壊や店舗に対する支援として、県の「木造住宅耐震化促進事業」

や「子育て高齢者世帯リフォーム支援事業」を、復旧のために活用できるよう制度変更することや、

どのようなリフォームも対象となる住宅や店舗用リフォーム助成制度を創設し、今回の地震による

一部損壊などの修繕とリフォームを同時にすれば、補助金の対象にすることができるようにすべき

と考えますが、併せて答弁を求めます。 

 

（土木建築部長） 

住宅リフォーム助成制度について、本県における住宅リフォーム助成制度については、生活の安全

を確保することを目的とした木造住宅の耐震化や高齢者、子育て世帯が安心して暮らせる住宅のリ

フォーム支援を最優先に取り組んでいる。 

さらに本年度からは、安心して子どもを育てられる環境整備を推進するため、新たに 3 世代が暮ら

すためのリフォームに対して助成制度の拡充を図ったところ。 

今回の熊本地震により、耐震化に対するニーズも高くなっていることから、まずは、現行制度の利

用について市町村と連携し、より一層の推進に努めていく。 

次に被災建築物に対する支援について今回の熊本地震により、県内では屋根瓦が被災した建築物が

多く見られるが、昭和 56 年 5 月以前に建築された耐震性の低い木造住宅であれば、屋根の葺き替

えによる軽量化工事などが木造住宅耐震化促進事業の補助対象となる。 

また、被災した店舗付き住宅でも、この事業のほか、子育て高齢者リフォーム支援事業を利用でき

る場合がある。 

このように現行制度でも被災建築物の復旧に活用できることから、被災者に対する周知をしっかり

と行っていく。 

 

（堤 県議） 

確かに耐震化の問題についても、政策的目的と以前から言っています。今回耐震化がなかなか進ま

ない要因の 1 つが、高齢化と経済的な問題がある。そういう方々に対して 56 年以降じゃなくて、

一般的なものに拡大することが、政策的目的プラス経済的な目的も含めて、これは創設を考えない

といけない時期じゃないかと思う。これについて再度答弁を求めます。併せて 2 つの耐震化と子ど

もリフォームは適応ができるということだが、一般的なリフォーム助成制度を創設させて、その中

に被害についてのリフォーム、修繕プラスリフォームするということになれば、もっと対象者が増

えて修繕に対する恩恵を受ける方も増えてくる。そういう所を是非検討して頂きたい。その 2 点を

お願いします。 

 

（土木建築部長） 

まず耐震化促進に対することですが、今回も新たに創設した事業につきましては、56 年以前の耐

震化のとるものについては、義務付けという形で事業の促進を考えている所です。加えて高齢者バ

リアフリー・子育て安心制度についても、しっかりアドバイザーを利用するという形で、耐震化を

進めるという仕組みも加えている。何よりしっかりと耐震化に対する必要性について、各市町村と
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一緒になってやっていきたい。それから一般化住宅リフォームですが、現行の制度の中にも特に高

齢者・子育てについては予算上しっかり充分なニーズがあり、これまでにも予算を使い切っている

状況。しかしながらこの予算枠について、状況的には厳しい所があって、しっかりとアピールをし

ながら進めていきたい。 

 

（堤 県議） 

今回の地震によって自宅とか店舗とか被災をしました。当然新築の家でも被災をされた所もある。

おまけに石垣等が壊れたりとか様々な問題がある。そういう点でリフォーム助成制度を創成するこ

とによって、大分県の住宅再建の問題と一緒で被災者に寄り添った制度を作っていく、拡充をさせ

ていくという姿勢が必要だと思う。この問題については以前から言っていますが、既存の制度その

ものを拡充させるという答弁が多い。この問題については、本格的に今回の地震の後検討すべきだ

と思う。それを再度お伺いします。 

災害関連の急傾斜崩壊対策事業だとか市町村の事業である防災がけ崩れ対策事業について、今回要

件が緩和されて「宅地よう壁も対象とする」と 6 月になっている。この制度の収支と現状の活用が

わかれば教えて下さい。 

 

（土木建築部長） 

今回の地震の後を受けて、特に由布市・別府市等におきまして、多大なる家屋の損害が出ています。

こうしたことで、耐震化に対するニーズ・姿勢が高くなっていると認識しています。その中で耐震

化については、あくまでも 56 年 5 月以前というものの、推計家屋数が有るということからまずそ

こを最優先で、この制度で取り組んでいきたいと考えています。現行制度のしっかりとした執行に

努めてまいりたい。もう 1 つの災害関連緊急事業等の関係ですが、6 月 13 日に国土交通省から通

知を頂きました。この特例の処置ですが、特に今回の熊本地震による激甚な被害に鑑みて、被害が

発生した箇所でこのまま放置すれば、第 3 者に被害が及ぶ、あるいは各所の公共施設に多大な被害

を及ぼすという恐れがある箇所に、全体的に認められたものです。現状これまで被災を受けた箇所

等総ざらいしてみたところ、県の事業の対象になるような大規模な人口斜面、この人口斜面が緩和

措置になったわけですが、人口斜面の被災個所は県として現在把握している限りではありません。

また市町村の事業となります、「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」につきましては現在市町村

の方で調査中ということです。 

 

（堤 県議） 

国の災害を受けて普通民地の用壁等については、今までなく、新たに作ったという事は、それだけ

大変な被害だという事な訳ですから、ぜひ県としても該当しないじゃなく、どうすれば該当するよ

うな地域ができるのか、市町村もどうどうすれば該当するような地域ができるのか、というような

立場に立って取り組んで頂きたい。 

以上で質問を終わります。 
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