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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年１１月２７日 

自  午後１時  ０分 

至  午後１時１２分 

於  第1別館第3会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委 員 長 山本 由夫 君 

副 委 員 長 吉村 正寿 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   里脇 清隆 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、審査の経過次のとおり 

 

― 午後 １時 ０分 開会 ― 
 

【山本(由)委員長】 ただいまから、文教厚生委

員会を開会いたします。 

 これより議事に入ります。 

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 

会議録署名委員は、橋村委員、中村委員のご

両人にお願いいたします。 

本日の委員会は、平成29年11月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。 

 審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 １時０１分 休憩 ― 

― 午後 １時１１分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。 

ほかにご意見はございませんか。 

ほかにないようですので、これをもって本日

の文教厚生委員会を閉会いたします。 

大変お疲れ様でした。 
 

― 午後 １時１２分 散会 ― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１１月２７日） 

 - 2 - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 日 目 
 

 

 
 



平成２９年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月８日） 

- 3 - 

１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年１２月 ８日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時１０分 

於  第1別館第3会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 由夫 君 

副委員長(副会長) 吉村 正寿 君 

委    員 三好 德明 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   里脇 清隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

 堀江ひとみ 君 
 
 

５、県側出席者の氏名 

総 務 部 長 吉浜 隆雄 君 

総 務 部 次 長 神崎  治 君 

学 事 振 興 課 長 松尾 信哉 君 

 
 

こども未来課長 中野 嘉仁 君 

 
 

教育委員会教育長 池松 誠二 君 

政 策 監 島村 秀世 君 

教 育 次 長 本田 道明 君 

総務課長(参事監) 田渕 和也 君 

県立学校改革推進室長 草野 悦郎 君 

福 利 厚 生 室 長 前屋 信彦 君 

教育環境整備課長 野口 充徳 君 

教 職 員 課 長 柴田 昌造 君 

義 務 教 育 課 長 木村 国広 君 

義務教育課人事管理監 松田裕見子 君 

児童生徒支援室長 高鍋  洋 君 

高 校 教 育 課 長 林田 和喜 君 

高校教 育 課 人 事 管 理 監 鶴田 栄次 君 

特別支援教育室長 池田 孝之 君 

生 涯 学 習 課 長 原   洋 君 

新県立図書館整備室長 吉田 和弘 君 

学 芸 文 化 課 長 金子 眞二 君 

体 育 保 健 課 長  山本 忠敬 君 

体育保健課体育指導監  後藤 慶太 君 

教育センター所長 長谷川哲朗 君 

 
 

６、審査事件の件名 

〇予算決算委員会（文教厚生分科会） 

第83号議案 

 平成29年度長崎県一般会計補正予算（第4

号）（関係分） 

 
 

７、付託事件の件名 

〇文教厚生委員会 

 （1）議 案 

第86号議案 

 長崎県国民健康保険条例 

第100号議案 

 知事及び副知事に対する退職手当支給に関 

 する条例等の一部を改正する条例（関係分） 
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 （2）請 願 

・教育費負担の公私間格差をなくし、子どもた

ちにゆきとどいた教育を求める私学助成請願 

・ゆきとどいた教育を求める請願 

 （3）陳 情 

・要望書（特定有人国境離島地域社会維持推進

交付金（航路・航空路線運賃低廉化）の対象

者拡大について 外） 

・平成30年度離島・過疎地域の振興施策に対す

る要望書 

・要望書（道路の整備について 外） 

・要望書（半島振興対策の充実について 外） 

・陳情書（私立学校等に対する助成制度の充実

について） 

・要望書（保育施設及び幼稚園に係る施策の充

実について） 

・要望書（保育施設の要望について） 

・要望書（私立幼稚園教職員の人材確保のため

の処遇改善に係る運営費補助制度の拡充に

ついて） 

 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開会 ― 

 

【山本(由)委員長】 おはようございます。 

 ただいまから、文教厚生委員会及び予算決算

委員会文教厚生分科会を開会いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

86号議案「長崎県国民健康保険条例」ほか1件

であります。そのほか陳情8件の送付を受けて

おります。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を文

教厚生分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第83号議案「平成29年度長崎県一般会計

補正予算（第4号）」のうち関係部分でありま

す。 

 次に、審査方法についてお諮りします。 

 審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり、分科会

審査、委員会審査の順に行うことといたしたい

と存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 それでは、これより審査内容等について協議

いたします。 

 各委員からの自由なご意見を賜りたく、委員

会を協議会に切り替えて行うこととしたいと存

じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１０時 １分 休憩 ― 

― 午前１０時 ３分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 以上をもちまして、審査内容に関する協議を

終了します。 

 ほかに何かご意見等ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかにないようですので、

これをもちまして委員間討議を終了します。 
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 それでは、これより総務部関係の審査を行い

ます。 

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 総務部長より予算議案の説明をお願いします。 

【吉浜総務部長】 おはようございます。 

 それでは、総務部関係の議案につきまして、

ご説明をさせていただきます。 

 「予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説

明資料」の総務部をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第83号議案「平成29年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分でございます。 

 歳出予算は、大学費2万円の減、私立学校振

興費262万4,000円の減、合計264万4,000円の減

でございます。 

 補正予算の内容につきまして、ご説明をさせ

ていただきます。 

 これは、総務部職員の給与費につきまして、

関係既定予算の過不足の調整に要する経費でご

ざいます。 

 この結果、平成29年度の総務部所管の歳出予

算総額は、104億5,648万6,000円となります。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

らせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 質疑がないようですので、

質疑を終了します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第83号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。 

 総務部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、総務部長から所管事項について

の説明を受けた後、陳情審査を行い、最後に、

議案外所管事務一般についての審査を行うこと

といたします。 

 それでは、総務部長より所管事項説明をお願

いします。 

【吉浜総務部長】 それでは、総務部関係の議案

外の主な所管事項につきまして、ご説明をさせ

ていただきます。 

 「文教厚生委員会関係議案説明資料」の総務

部をお開き願います。 

 今回、ご報告いたしますのは、長崎県立大学

佐世保校の創立50周年について、「長崎県総合

計画チャレンジ2020」の数値目標の進捗状況に

ついて、事務事業評価の実施について、地方創

生の推進についてでございます。 

 「文教厚生委員会関係議案説明資料」の総務

部の1ページをご覧ください。 

 まず、長崎県立大学佐世保校の創立50周年に

ついてでございます。 

 昭和42年に開学した長崎県立大学佐世保校
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につきましては、今年、50周年を迎えたところ

であり、先月12日に大学と佐世保校同窓会「鵬

友会」の共催により、長崎県立大学佐世保校創

立50周年記念式典が開催されました。 

 当日は、本県選出国会議員をはじめ、県議会

議員、後援会、地域の関係者の皆様などのご出

席をいただき、記念式典等が盛大に実施された

ところです。 

 県立大学佐世保校は、開学以来、県北地域に

おける知の拠点としての役割を果たしながら、

新たな学科や研究科の設置や県立大学長崎シー

ボルト大学との統合による新長崎県立大学の設

立など、着実に発展を続けてまいりました。 

 さらに、昨年4月には大幅な学部学科再編を

行い、佐世保校に新たな経営学部、地域創造学

部を開設し、社会人としての基礎力や社会のグ

ローバル化に対応する能力を有する人材育成を

目指した実践的な教育が進められております。 

 また、校舎の老朽化が進んでいることから、

新たな機能を有する地域に開かれたキャンパス

を整備することとなっており、現在、設計業務

が実施されております。 

 県といたしましては、新たな50年に向け、引

き続き、大学と一体となって魅力ある県立大学

づくりを進めてまいります。 

 次に、2ページをご覧ください。「長崎県総

合計画チャレンジ2020」の数値目標の進捗状況

についてでありますが、平成28年度から平成32

年度の5年間を計画期間とする「長崎県総合計

画チャレンジ2020」に掲げる数値目標の平成28

年度末における進捗状況のうち、総務部関係分

につきましては、お配りしている資料のとおり

でございます。 

 引き続き、最終目標の達成に向けて取り組み、

総合計画の実現を図ってまいります。 

 次に、事務事業評価の実施についてでござい

ますが、本年度の事業評価において事務事業評

価を実施いたしました。 

 総務部関係分についてお配りしている資料の

とおりでございます。今後、県議会における議

論を踏まえながら、さらなる事業等の見直しな

どに取り組んでまいります。 

 次に、3ページをご覧ください。地方創生の

推進についてでありますが、総務部におきまし

ては、総合戦略に掲げる18の基本的方向のうち、

「「人財県長崎」の実現により「ひと」と「し

ごと」の好循環を生み出す」に取り組んでおり、

関連する事業について、評価・検証を実施いた

しました。 

 「人財県長崎」の実施につきましては、県立

大学において、平成28年4月に日本初の情報セ

キュリティ学科を設置し、情報セキュリティ技

術者の育成に向け、学内に設置した演習室など

を活用しながら実践的な教育を行っております。 

 今後の方向性といたしましては、情報関連企

業での長期インターンシップなどを推進し、情

報社会の安全に貢献する情報セキュリティ人材

を育成してまいります。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

らせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上

げます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。 

 お手元に配付いたしております「陳情書一覧

表」のとおり、陳情書の送付を受けております

ので、ご覧願います。陳情書の番号は47番です。 

 陳情書につきまして、何か質問はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 陳情書について質問がない
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ようですので、陳情につきましては、承ってお

くことといたします。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 議案外の所管事務一般につきまして、質問は

ございませんか。 

【中山委員】 今、総務部長から説明がありまし

たが、「人財県長崎」の中で、平成28年4月か

ら日本初情報セキュリティ学科ということであ

りますので、期待をするところでございます。

その中で情報セキュリティ技術者ということに

なっていますけれども、この辺について少しわ

かりやすく説明いただければと思います。 

【松尾学事振興課長】 近年、情報化が進む中で

サイバー攻撃に対する対策が非常に大切になっ

てきているという状況がございます。そういう

中で、全国的にそういったものに対応するセキ

ュリティの技術者が不足しているということが

1つございます。 

 それから、ＩｏＴ等、そういったものが進展

していく中で、全てがインターネットにつなが

るという中でセキュリティの技術者が製造業の

中でも求められてきているということがござい

ます。 

 そういった流れがある中で、長崎県としまし

ては、そういった技術者を育てて、人材育成の

拠点となろうということで、新たに平成28年4

月から情報セキュリティ技術者を育成する情報

セキュリティ学科を設けました。学科の人数と

しては40名でございます。現在、2年生と1年生

でございますが、平成32年3月にはじめての学

生を送り出すことになっております。 

 情報セキュリティといいますものは、ＩＴ全

般に通じるものがございますので、情報セキュ

リティだけではなくて、ＩＴ全般に通じた、な

おかつ、セキュリティにも精通した学生を育て

ていきたいと考えているところでございます。 

【中山委員】 日本初ということだから、イメー

ジ的に、言葉自体はそうだろうと思うんですけ

れども、技術者のイメージがしにくいという部

分があると思います。 

 それはさておいて、こういうセキュリティ技

術者を育てるということは非常に大切なことだ

と考えております。これをどういう形で本県の

産業界、また、行政機関の中で活用していくか

ということになっていくと思います。 

 その前段階として、「情報関連企業での長期

インターンシップ」とあります。これは長崎県

でやるのかどうか知りませんけど、長崎県にど

ういう情報関連企業があって、どの程度、どう

いう形でやろうとしているのか、この辺の実施

要綱というか、計画について少しお話ししてく

れませんか。 

【松尾学事振興課長】 選択必修という形で、長

期のインターンシップを実施することになって

おります。これは3年生でインターンシップを

することになっておりまして、現在、インター

ンシップ先について協議を進めているところで

ございます。首都圏の企業、あるいは県内の企

業、その両面で現在話を進めているところであ

ります。 

 長崎県内の企業につきましては、情報産業協

会というものがございまして、その加盟企業が

65社から70社ぐらいだったと思いますが、情報

関連の、その協会に加盟している企業を中心と

しまして、今、話を進めさせていただいている

ところでございます。基本的に3週間程度の長

期のインターンシップを考えております。 

【中山委員】 それは実施すべきだと思うんです

が、長崎でも情報産業協会があるということで

すね。既存の技術を学ばせていこうということ

であるわけですね。そうなると、日本で初めて
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というふうに書いているので、その辺に重きを

置いた時に、今のような形であれば、普通、ど

この学校でもある程度やれるんじゃないかとい

う気が私はしてならないんだけれども、なぜ日

本初で、こういう学科で取り組まなければいけ

ないのか、その辺について少し理解しにくいわ

けです。そういう形で何か長崎県内にセキュリ

ティに関するリスクがあるのかどうかわかりま

せんけれども、長崎県でなぜこれを育てなけれ

ばいけないのかについて、もう少し特徴という

かここだけしかないというような、教えている

ところがないとか、その辺は何かないんですか。

今の説明だけでは、普通、どこでもやれそうな

感じがします。質問の仕方が悪いかな。 

【松尾学事振興課長】 まず、新しい分野の領域

でございますので、長崎県の中で、現在、他県

よりもそういった産業が盛んになっているとい

う状況ではございませんが、知事も申しており

ますが、今後、ＡＩ、あるいはＩｏＴといった

ものが非常に広がっていく。そういう中で長崎

県としても、そういった産業の振興に取り組ま

ないといけないというような考え方がございま

す。 

 それから、金融バックオフィス構想というこ

とで、企業のＩＴ部門等を誘致したいといった

構想もございます。 

 そういった県の大きな考え方としてＩＴ部門、

あるいはＩｏＴ部門といったものについて産業

の振興を図っていこうということがございます。 

 そういったこともございまして、セキュリテ

ィ学科の人材、あるいは人材育成機能というも

のもそこに活用していきたいと考えております。 

【中山委員】 県立大学に特徴を出して優秀な学

生を迎え入れて、そして、その人たちを長崎県

に定着していこうということであります。 

 そうすると、40人の学科ですけれども、これ

がどれだけ長崎県に定着するのか。場合によっ

ては1割ぐらいしか定着しないのか。よくて半

分ぐらい定着してくれるかどうかわかりません

けど、40人について県内、県外、どのような状

況になっていますか。 

【松尾学事振興課長】 大まかでございますが、

半分が県内生、残りの半分が県外生でございま

す。 

【中山委員】 予想以上に県内からの学生が多い

ので期待するんだけれども、育てた後、県内に

どれだけ就職させるかということが基本になけ

れば、この発想自体が、「人財県長崎」にリタ

ーンできないわけです。そのために何か、県内

の企業とのインターンシップをやるということ

で関係性を満たすということもわかるけれども、

この人たちを長崎県内に定着させることを今後

やっていかなければいけないと思いますけど、

何かその辺考えていますか。 

【松尾学事振興課長】 まずは長期インターンシ

ップということで県内企業の良さといいますか、

そういったものをしっかり実感してもらうとい

うことが1つあるかと思います。 

 それから、できるだけ県内企業の方に、今、

セキュリティ学科については演習室がございま

す。これは大学としては非常に高い機能を持っ

たものがございますので、県内企業の方にもそ

こをできるだけ利用していただきながら、そこ

で学生も県内企業との交流をしていく、そうい

ったことをやりながら県内企業への指向を高め

ていくということもやっていきたいと考えてお

ります。 

【中山委員】 県内に少なくとも半数以上が就職

できるように工夫してほしいと思います。 

 あわせて、インターンシップをして県内の企

業と関係をつくることも大事だと思うけれども、

さっきの話でいけば、都市部との企業ともやる
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ということだから、逆に都市部の魅力を感じ過

ぎてもらい過ぎたら比較というものが出てくる

わけだから、育てることも大事だけれども、ぜ

ひ県内定着に向けての一つの努力も並行してや

っていただきますように要望しておきたいと思

います。 

【山本(由)委員長】 ほかに議案外の質疑はござ

いませんか。 

【橋村委員】 「日本初の情報セキュリティ学科

を設置し」と書いてあって、いかにもユニーク

な、また、時代を先取りしたような学科を設置

したというようなことでご説明があったかと思

います。 

 私、先般、ある人と会って、いろいろと大学

の話をしたんですよ。そういう中で、私の本会

議の議事録を確認しておいて、県立大学に対し

て質問しとったというような中にあって、それ

を土台として議論をしたわけです。 

 とにかく長崎県立大学は県立大学としての設

置意義、目的を十分持ち、それを果たしていか

なければならないということは言うまでもない

ことです。そういった中にあって、長崎県が置

かれたロケーション、外国との交流の歴史、そ

ういうことを踏まえて、国際的な、グローバル

な視点で学校が設置され、運営されなければい

けないというような思いで、こういう国際的な

情報セキュリティというような感じでやろうと

いう意気込みは非常に評価するんです。 

 ただ、そういう中にあって、あなたとの議論

の中でも、しばしば秋田県立大学の話をしたと

思うんです。ユニークさというのは、1つ県立

大学を挙げろと言われれば、恐らくあそこが想

像できるのではないかと思います。 

 そういう中にあって、先刻の話では、大学教

授との関係でしたけれども、我々の高校時代を

振り返ってみると、中学校、高校の英語の先生

が英語をしゃべると、「あの先生は英語をしゃ

べりきらすとばい」と。それぐらいに特別視し

てたんですよ。読み書きができるのは当たり前

のことだけれども、会話ができるというのは、

すばらしいスペシャリストだというイメージで

捉えていたんですね。ところが、今はしゃべれ

るのが当たり前、あるいは会社の従業員募集と

いう時に運転免許所持者ということがあったけ

れども、運転免許所持が要件なんて笑い話にな

るだろうと思うんです。 

 そういう意味からすると、こういう時期に外

国語を、バイリンガルというのは、もう当たり

前の常識の範囲になってくるんじゃないかと。

だから、大手企業とかいろんな中で、外国人と

のコンタクトがどんどん、どんどん。だから、

外国語が話せるというのは当たり前のことだと

いうような時代が到来していると思うんですよ。 

 社会が求めているのは、こういう情報処理と

か、よそに先駆けてというのも一つだけれども、

そのベースとなる会話力、語学力というものに

対する県としての、むろん大学が運営していく

んだから、設置者として、そういう要求をどこ

までリクエストしていくのかということになろ

うかと思いますけれども、そういう視点からあ

なたの県立大学に対する今後の期待というか、

そういうことについて少しお話を伺いたいと思

います。 

【松尾学事振興課長】 セキュリティ学科とあわ

せまして、平成28年4月に学部学科再編を行う

中で、佐世保校に国際経営学科、シーボルト校

には国際社会学科を設けました。 

 今、委員がおっしゃいましたように、まずは

英語をしっかり身につける。それは、社会に出

ていろんな仕事をしていく上でのツールとして

しっかりと身につけなければならない、基礎と

して身につけなければならないと考えておりま
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す。 

 従いまして、1年生、2年生の間に集中的に英

語を勉強するというものを取り入れました。そ

の結果、国際経営学科におきましては、進級要

件としてＴＯＥＩＣ600点を設けておりますが、

全員が合格しております。1年生も高い点数を

今とっているという状況です。 

 ただ、英語を身に付けるだけでは社会に出て

からは通用しないということもありますので、

国際経営学科であれば、実際に外国に行ってビ

ジネスの研修をするというものを設けておりま

す。それを今、試行でやっておりますが、来年

の4月からは必修化するということでございま

す。 

 2年生は、今回、必修ではなくて試行で、3カ

国、シンガポールとタイとベトナムに行ってお

ります。そこで3週間の研修をして、実際に職

場に出て働くという経験をしております。 

 それから、ベトナムのダナン市人民委員会外

務局と長崎県公立大学法人が協定を結びました。

そういった関係もありまして、ダナン市でＡＰ

ＥＣの首脳会議が開かれましたが、そちらのイ

ンターンシップにも3人が参加することができ

ました。 

 そういった貴重な体験をしながら、実際に外

国の職場で働くことによって、そこでしか得ら

れないものを身に付けていくということを考え

ております。 

 従いまして、今回の学部学科再編の考え方に

ついては、全てそういった考え方をしておりま

すので、3年生でそういった実践的な体験をす

るということを全ての学科に設けているところ

でございます。 

【橋村委員】 あなたとは過去にいろいろ議論し

たので、そういう方向でぜひ進んでいただきた

い。 

 ただ、この間の話の中で、はっとしたんです

が、我々長崎県みたいな地方に住んでおると気

づかないことがあるんですよ。指摘されてみて、

そうだった、それはもう当然のことだというよ

うな思いをしたわけなんです。 

 したがって、外国語が話せる、あるいはさっ

き言ったようにＴＯＥＩＣとかなんかで何百点

以上を目標に卒業までに云々と。まず、第一段

階のアプローチとしてそれは当然だと思う、あ

るいはそういうことを試みられたということは

高く評価したいと思うけれども、それはツール

としてのプロセスである。だから、まだ緒につ

いただけのことである。したがって、それを本

当に実り多い成果を得らせるためには、もっと

もっとそこに重点的に特化して、そして強力な

学力、あるいは語学力も身につけさせるような

ことを要望していくべきだと思っているわけで

す。 

 したがって、田舎にいる我々は、英語を話す

機会は1年に一度もないぐらい、外国に行った

時に日常会話をするぐらいなことで。だから、

それぐらいにローカルなロケーションで生活し

ている人間は、バイリンガルというのは、よそ

の世界というような感覚に陥るんだけれども、

東京あたりではポピュラーなんですね。地下鉄

に乗っても外国人との会話をどんどんされてい

る。そういうことが常識の社会なんだと。 

 だから、学生に一時留学みたいなことを勧め

ていくことは結構なことだと思うけれども、そ

れが特別なものではない、ポピュラーなものだ、

当たり前のことだというような、常識の範囲と

いう感覚で捉えてもらって、さらに強化をして

いただきたいと思うわけです。どこからも評価

の高い学校、そして、受験生が希望するような

学校、そして、社会が求める学校であってほし

いと思いますので、より一層の努力のほどを期
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待したいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに。 

【里脇委員】 そもそも論のところでお尋ねした

いんですけど、県立大学は総務部の担当になっ

ておりますので、大卒者の県内就職ということ

で。ちょっと見ておったら、県立大学は他県か

らも来ているんですけど、これは何％という数

値は、県立大学全体の中の県内就職者を出して

いるわけですね、県外から来た人とかですね。

県内の人たちの地元に残る率はどのくらいなの

かということ。 

 それと、どこで把握するんですか。例えば、

長崎県内の大学生の県内就職率を出す中で、県

外の人とか、県内の人というふうな割合、ある

いは逆に、県内の人が県外の大学に行った人が

長崎に戻ってくる、就職というか、そういった

データというのはとられているんでしょうか。 

【松尾学事振興課長】 まず、1点目のご質問で

すが、県内出身者の学生が県内にどれだけ残っ

ているか。これは平成28年度の実績、長崎県立

大学で申し上げますと、60.8％でございます。

これは平成26年度が58.2％、平成27年度が

58.6％ということで、比率としては徐々に上が

ってきている状況であります。 

 それから、県内生、県外生、県内就職、県外

就職の把握につきましては、各大学で把握して

おりまして、それを文部科学省等に報告をして

全国的な数値を国の方で集計されております。

その基礎になるのは各大学で把握しているとこ

ろでございます。 

 それから、県外の大学に進学をした方が長崎

県にどれだけ戻ってきているか、ということに

つきましては、私の方では把握しておりません。 

【里脇委員】 ほかの大学について国が把握して

いる分についての資料は、もちろんもらわれて

いるんですよね。 

 質問の趣旨は、大卒者の県内就職率というこ

とについて、県立大学だけじゃなくて、ほかの

大学も全部ひっくるめたところでデータの分析

をされているんでしょうか、ということです。

要するに、県内出身の子どもたちが長崎県内に

就職している率とか、そういったことについて

なんですけど。 

【松尾学事振興課長】 まず、県内の大学の学生

の県内就職率は、長崎県立大学以外も含めた全

体でございますが、これにつきましては平成29

年3月卒で43.2％です。これは県内、県外の学生

を全て入れたところの率です。 

 それから、県外へ出た学生が県内に戻ってき

ている数を把握しているということの確認は、

今まで聞いたことがございませんので、あるの

か、ないのか、恐らくそこまでは把握していな

いのではないかと推測しているところでありま

す。 

【里脇委員】 質問の趣旨は、要は、長崎県で生

まれ育って高校を出た者が、どのくらい、この

長崎に残っているのか、就職をしているのかと

いうことを数値として把握をされているのかと

いうことのお尋ねでしたが、そういう資料がな

ければないで結構です。 

【松尾学事振興課長】 申し訳ございません。今、

その資料は持ち合わせておりません。 

【山本(由)委員長】 ほかに議案外の質疑はござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、議案外所管事務一般についての質問を終

了いたします。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時３６分 休憩 ― 

― 午前１０時４７分 再開 ― 
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【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより、請願審査を行います。 

 関係理事者としてこども未来課長に出席いた

だいております。 

 従いまして、理事者の出席範囲として、お手

元に配付しております配席表のとおり決定した

いと存じますので、ご了承をお願いします。 

 第3号請願「教育費負担の公私間格差をなく

し、子どもたちに行き届いた教育を求める私学

助成請願」を議題といたします。 

 紹介議員から説明をお願いします。 

【堀江議員】 請願第3号の紹介議員の堀江ひと

みです。 

 本請願は、「長崎の私学助成をすすめる会」

より、8,209筆の署名を添えて提出されています。 

 申し上げるまでもなく、私学に学ぶ生徒保護

者は、従来から学費負担の大きな公私間格差に

悩まされ、高い学費負担に苦しんできました。

私立学校も公立学校も保護者の経済力に頼らな

いで済むよう、教育費無償化が求められていま

す。 

 本請願は、そうした保護者の切実な要望に基

づき、私立学校の経常費補助金を公立学校の教

育費の2分の1に近づけるよう拡充してくださ

いなど、3項目を要望いたしております。 

 この後、請願人も趣旨説明を希望しておりま

す。委員長、委員の皆様におかれましては、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 この際、お諮りいたします。 

 請願人から、趣旨説明を行いたい旨の申し出

があっておりますが、これを許可することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。 

 なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で簡明にお願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時５０分 休憩 ― 

― 午前１０時５６分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより、請願についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【浅田委員】 本日は、お越しいただきましてあ

りがとうございます。背中を向けた形になりま

すが、質問を進めさせていただきたいと思いま

す。 

 請願書に出されておりました1点目ですが、

今ほど請願者からもご説明がありました学費負

担を軽減するために実質無償化を実現した場合

の負担というのはいかほどになるのかを教えて

いただけますでしょうか。 

【松尾学事振興課長】 授業料、それから施設整

備費を含めまして全てを無償化するとしますと、

現在にプラスして16億円かかると試算してお

ります。 

【浅田委員】 試算で16億円、かなりな額にな

ろうかと思います。 

 あわせて請願書にありますとおり、経常費補

助金を公立学校教育費の2分の1に近づけるよ

うに拡充してほしいということも請願の中にあ

りますが、こちらの費用はいかがでしょうか。 

【松尾学事振興課長】 2分の1にしたとしまし

て試算しますと、42億円がかかると試算してお

ります。 

【浅田委員】 先ほどのものが16億円、そして

42億円、両方とも県の一般財源という形になろ

うかと思います。 

 あわせて、もう一つ出ております3項目の私

立高校を対象とした私学助成金の配分基準制度

に関して再検討を求められております。とりわ
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け、そこの中で定員充足率70％未満の高校に対

する補助金不交付基準は撤廃してくださいとあ

るんですが、この不交付の実績、実際にこれを

適用したところは、現在、どれくらい実績とし

てありますでしょうか。 

【松尾学事振興課長】 これまで適用した実績は

ございません。ゼロです。 

【浅田委員】 ゼロということですね。過去何年

間を振り返って、今年度だけではなくて、ずっ

とゼロということでありますね。わかりました。 

 質問は以上です。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

【浅田委員】 それでは、我々の会派の方から討

論をさせていただきたいと思います。 

 先ほど、私学助成に関する請願に対して3つ

ほど質問をさせていただきました。私たちの会

派としましても、長崎県に生まれ育った子ども

たちは、私学だろうが、公立だろうが、同じよ

うな思いでしっかりとした環境を与えてあげた

い、そういう気持ちは皆様と同じでございます。 

 そういう気持ちはありますけれども、現在の

長崎県の財政状況を鑑みたところで、反対の意

を述べさせていただければと思っております。 

 まず、なぜ反対かというところは、1項目、2

項目、16億円、42億円と、今、長崎県自体はさ

まざまな経済的な努力をさせていただいている

中で、これだけの負担を負うというのは、正直、

厳しい状況であるということをご理解いただき

たいということ。 

 そして、3番目の補助金交付基準は撤廃して

くださいというお願いがございますが、実質の

ところ、適用の実績がないということは、それ

までにしっかりと学校でも自助努力をしていた

だきたい。これは県立も一緒ですけれども、人

数的な適用のところを考えながらやらせていた

だいているということで、こういう状況を迎え

ているということでございます。 

 また、私ども自民党におきましては、国とも

今しっかりと協議をさせていただきながら、国

の判断としても、人づくりの改革の中で、しっ

かりと無償化の推進などを盛り込んで、政府与

党においては、私学が果たしてきた重要性に鑑

みて、私学の建学の精神を尊重しつつ、しっか

りと公私間の格差の解消を図っていきたいとい

うことで掲げております。 

 我々、自由民主党・県民会議におきましては、

この国の動向をしっかりと見極めながら、長崎

県に生まれ育った子どもたちに対しての環境整

備は整えさせていただきたい。その動向におい

て、しっかりと行動してまいりたいということ

を訴えておりますので、皆様方から上がってお

ります私学助成の請願に関しましては、反対の

意を述べさせていただきました。 

【山本(由)委員長】 ほかに。 

【中村委員】 同じ会派ですけれども、この私学

の支援については、もう随分前からいろんな方

たちから私たちもお聞きしているし、もちろん、

県の私学の協会、連合会、そういう方たちとの

話し合いもしております。また、毎年、年に1

回、私学の振興大会がありまして、私たちも参

加をさせていただきながら、要望を聞き、そし

てまた、決議をするということでやっておりま

す。 

 貴団体におかれましては、日頃から学校に行

って署名運動をしたり、そういうことをやって

おられるということは私たちも知っております

ので、十分活動していただいていることは非常
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に良いことだと思いますし、歓迎をするわけで

ございます。 

 ただ、この間、お会いした時にも私は言った

んですけれども、先ほど申しましたように、長

崎県には、たくさんの私学に関する協会、連合

会があります。皆さんたちが十分な活動をやっ

ておられるというのはわかるんですけれども、

可能であれば、県当局として認められている協

会、連合会と一緒になって活動をしていただき、

より一層、国に対する強い要望をやっていただ

くことが実際の姿じゃないのかな、と私は思う

わけです。どういう可能性があるのかわかりま

せんけれども、可能な限り、いろんな団体と共

同されて国に対し、また、県議会に対しても強

く申し述べていただきたいと思います。 

 今後、その協力体制がとれるのかというとこ

ろもお聞きしたいところであります。そういう

ことができれば、これからも、もっとこういう

請願に対しても理想的な形になっていくと思う

んですけれども、今の状態では、この間、確認

したところでは、そういう共同性も今のところ

ないようでございますので、残念ではございま

すけれども、今回の請願に対しては、私ども自

民党・県民会議としては、やむを得ず反対とい

うことでご理解いただければと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに討論はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに討論がないようです

ので、これをもって討論を終了いたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時 ４分 休憩 ― 

― 午前１１時 ４分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 第3号請願に対する質疑・討論が終了しまし

たので、採決を行います。 

 第3号請願「教育費負担の公私間格差をなく

し、子どもたちにゆきとどいた教育を求める私

学助成請願」を採択することに賛成の委員の起

立を願います。 

〔賛成者起立〕 

【山本(由)委員長】 起立少数。 

 よって、第3号請願は、不採択とすべきもの

と決定されました。 

 以上で請願の審査を終了いたします。 

 請願人におかれましては、大変お疲れさまで

ございました。本委員会を代表しましてお礼を

申し上げます。ありがとうございました。 

 請願人の方にはご退出をいただきたいと思い

ます。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時 ５分 休憩 ― 

― 午前１１時 ６分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 ほかに質問がないようですので、総務部関係

の審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時 ７分 休憩 ― 

― 午前１１時１２分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。 

 午後3時から教育委員会関係の審査を行いま

す。 

 休憩します。 
 

― 午前１１時１３分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ０分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 ただいまより、委員会及び
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分科会を再開いたします。 

 これより、教育委員会関係の審査を行います。 

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 教育長より予算議案の説明をお願いいたしま

す。 

【池松教育長】 教育委員会関係の議案について、

ご説明いたします。 

 「予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説

明資料」の教育委員会をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第83号議案「平成29年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であります。 

 これは、職員給与費既定予算の過不足調整及

び平成30年度から県立学校等で使用する電力

調達に入札を導入することに伴い、平成29年度

中に契約事務等を行う必要があるため、債務負

担行為を設定しようとするものであります。 

 教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。 

 この結果、平成29年度の教育委員会所管の予

算総額は、1,399億5,574万円となります。 

 次に、補正予算の内容について、ご説明いた

します。 

 職員給与費既定予算の過不足調整に要する経

費として7億5,318万円の減を計上しておりま

す。 

 また、債務負担行為は、教育施設運営費につ

いて定めようとするものであり、県立学校及び

長崎県教育センターの電気使用料のうち平成

30年度に要する経費として2億8,335万9,000円

を計上いたしております。 

 なお、詳細につきましては、この後、担当課

からご説明申し上げます。 

 以上で教育委員会関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、総務課長より補足説明を求めます。 

【田渕総務課長】 第83号議案「平成29年度長

崎県一般会計補正予算（第4号）」の関係部分

について、補足説明いたします。 

 お手元にお配りしております「予算決算委員

会文教厚生分科会説明資料」の8ページをご覧

ください。 

 これは、平成30年度から県立学校など教育施

設で使用する電力調達に入札を導入することに

伴い、平成29年度中に契約事務等を行う必要が

あるため、債務負担行為を設定するものでござ

います。 

 平成28年度から電力の全面自由化が図られ

まして、学校などの教育施設においても電力調

達に入札を導入することで電気使用料の節減を

図ろうとするものでございます。 

 入札の対象となる施設は、本土からの送電網

がなく、新電力会社が参入できない壱岐、対馬

に所在する県立学校を除いた高圧の受電設備を

有する県立学校64校と、長崎県教育センターを

予定しております。 

 今後、本議会でご承認をいただいた後、公告

し、平成30年2月に入札、3月から機器の取付作

業などの準備を行い、6月から新電力による供

給開始を予定しております。 

 平成30年度の経緯といたしまして、債務負担

行為限度額2億8,335万9,000円を計上しており

ます。 

 今後も、引き続き効率的な施設の運営に努め、

県の財政負担が軽減されるよう取り組んでまい

ります。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくご審議いただきますようお願いいた
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します。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【里脇委員】 2億8,300万円という金額ですね。

要するに、今から入札するわけですけれども、

これは今までの実績をもとにした基準というこ

とで考えてよろしいでしょうか。 

【野口教育環境整備課長】 おっしゃるとおり、

実績をもとにした基準でございます。ただし、

新年度、新電力での電力の調達というものを平

成30年6月から計画しておりますので、10カ月

分ということで上げさせていただいた金額でご

ざいます。 

【山本(由)分科会長】 ほかに質問はございませ

んか。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時 ４分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ８分 再開 ― 

 

【山本(由)分科会長】 委員会を再開します。 

 ほかに予算に関する質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第83号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時 ９分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ９分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 本日の審査は、これにてとどめ、12月11日は、

午前10時より教育委員会関係の請願審査から

始めたいと思います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時１０分 散会 ― 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 日 目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年１２月１１日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ４時１２分 

於  第1別館第3会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 由夫 君 

副委員長(副会長) 吉村 正寿 君 

委    員 三好 德明 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   里脇 清隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

 堀江ひとみ 君 
 
 

５、県側出席者の氏名 

学 事 振 興 課 長 松尾 信哉 君 
 
 

教育委員会教育長 池松 誠二 君 

政 策 監 島村 秀世 君 

教 育 次 長 本田 道明 君 

総務課長(参事監) 田渕 和也 君 

県立学校改革推進室長 草野 悦郎 君 

福 利 厚 生 室 長 前屋 信彦 君 

教育環境整備課長 野口 充徳 君 

教 職 員 課 長 柴田 昌造 君 

義 務 教 育 課 長 木村 国広 君 

義務教育課人事管理監 松田裕見子 君 

児童生徒支援室長 高鍋  洋 君 

高 校 教 育 課 長 林田 和喜 君 

高校教育課人事管理監 鶴田 栄次 君 

特別支援教育室長 池田 孝之 君 

生 涯 学 習 課 長 原   洋 君 

新県立図書館整備室長 吉田 和弘 君 

学 芸 文 化 課 長 金子 眞二 君 

体 育 保 健 課 長  山本 忠敬 君 

体育保健課体育指導監  後藤 慶太 君 

教育センター所長 長谷川哲朗 君 

 
 

福 祉 保 健 部 長 沢水 清明 君 

福祉保健部次長 園田 俊輔 君 

福 祉 保 健 課 長 上田 彰二 君 

福祉保健課企画監 
(福祉保健総合計画 
・企画予算担当) 

今富 洋祐 君 

監 査 指 導 課 長 磯本 憲壮 君 

医 療 政 策 課 長 村田  誠 君 

医療人材対策室長 太田 勝也 君 

薬 務 行 政 室 長 古賀 浩光 君 

国保・健康増進課長 小田口裕之 君 

長 寿 社 会 課 長 小村 利之 君 

障 害 福 祉 課 長 桑宮 直彦 君 

原爆被爆者援護課長 林  洋一 君 

 
 

こども政策局長 永松 和人 君 

こども未来課長 中野 嘉仁 君 

こども家庭課長 吉田 弘毅 君 

 

６、審査の経過次のとおり 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

 

【山本(由)委員長】 皆さん、おはようございま

す。 

 委員会を再開いたします。 

 これより請願審査を行います。 

 関係理事者として学事振興課長に出席をいた

だいております。 

 したがいまして、理事者の出席範囲としてお

手元に配付しております配席表のとおり決定し

たいと存じますので、ご了承をお願いします。 

 それでは、第4号請願「ゆきとどいた教育を

求める請願」を議題とします。 

 紹介議員から説明をお願いします。 

【堀江議員】 請願第4号「ゆきとどいた教育を

求める請願」の紹介議員の堀江ひとみです。 

 本請願は、「長崎のゆたかな高校教育をめざ

す会」より、5,041筆の署名を添えて提出されて

います。 

 一昨年、日本ＰＴＡ全国協議会が会長名で政

府に提出した「教職員定数の削減に反対する緊

急要望書」にあるとおり、父母、子ども、教職

員の願いは、教育条件の整備、改善を進めるこ

とにあります。 

 本請願は、国に要請してほしいということで、

1つは、国の責任で小学校、中学校、高等学校

の35人以下学級を一刻も早く実現すること。2

つに、特別支援学校の設置基準をつくり、特別

支援学校の課題、過密問題を解消すること。3

つ、高校無償化を復活し、学費の無償化を実現

すること。また、返済不要の給付制奨学金を整

備すること。そして、長崎県独自で実施してほ

しいこととして、小学校、中学校、高等学校の

35人以下学級を目指す計画を策定し、小学校、

中学校については、35人以下学級の学年を低学

年から順に増やすこと、高等学校については、

当面、生徒数が急減している地域の学校から35

人以下学級を実現することを要望いたしており

ます。 

 この後、請願人も趣旨説明を希望しておりま

す。委員長、副委員長、委員の皆様におかれま

しては、どうかよろしくお願いをいたします。 

【山本(由)委員長】 この際、お諮りいたします。 

 請願人から、趣旨説明を行いたい旨の申し出

があっておりますけれども、これを許可するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。 

 なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で簡明にお願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１０時 ２分 休憩 ― 

― 午前１０時 ８分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより請願についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【浅田委員】 請願人の方、お疲れさまです。背

中を向けて質問させていただくことをお許しく

ださい。 

 では、請願人から幾つか上がっております要

望について、少々中身を詰めてご答弁いただけ

ればと思います。 

 教育環境の充実、整備をすること、長崎に生

まれ育った子どもたちにしっかりとした教育を

与えていくということは、私たちも皆さんと同

じように考えているところでありますが、請願

の中にありました35人学級、昨年も、その前か

ら何度も何度もこうやってお越しをいただいて
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いるわけですけれども、昨年と比較して変わっ

た面ですとか現状、それから、今、35人学級の

要望を求められておりますけれども、状況とし

てどういう形になっているか、今年度の形を教

えていただけますでしょうか。 

【松田義務教育課人事管理監】 現在、長崎県で

は、小学校1年生で30人、それから、小学校2年

生、6年生、中学校1年生で35人学級編制を実施

しているところです。 

 本年度の35人以下学級の現状としては、小学

校が全体の93.4％、中学校が83.6％となってお

り、昨年度より割合は増加しています。小学校

で9割、中学校で8割を超える学級が既に35人以

下の学級になっています。 

【浅田委員】 93％という高い率で、これが可

能になっているということですけれども、まだ

できていないところの理由を詳しく教えていた

だけますか。 

【松田義務教育課人事管理監】 本県においては、

先ほど申し上げました学年で少人数学級編制を

実施しておりますので、小学校3年生、4年生、

5年生、中学校1年生、2年生においては、35人

以下学級を実施していない状況です。 

 また、35人以下学級を実施するための教員に

ついては、現在は国からの少人数加配529人を

少人数学級対応分171人と少人数指導対応分

358人に振り分けて全県的なバランスをとりな

がら配置しております。 

 少人数学級対応分を拡充すれば少人数指導対

応分が減少することになり、大規模、中規模校

が多くある都市部に加配が偏り、島部や半島部

の人口過疎地域の加配の配置に影響を及ぼすと

いうことから、現在の形で35人以下学級を実施

しているところです。 

【浅田委員】 我が県においては、離島部等が非

常に心配なわけですが、今のご答弁によります

と、離島とかに関しても、そのあたりのバラン

スをしっかり見て現状としてはやれているとい

うふうに判断してもよろしいでしょうか。 

【松田義務教育課人事管理監】 離島部やへき地

部の状況になりますが、現在、複式学級のある

小学校81校中、54校については複式支援等の非

常勤講師を配置しております。 

 また、中学校では、教科免許所有者がいない

ことによる免許外教科担任の数は、58校95人と

なっている現状ですので、今後も都市部や離島

部でも全県的にきめ細かな指導を推し進める上

で、少人数指導の充実についても、併せて慎重

に検討する必要があるのではないかと考えてお

ります。 

【浅田委員】 先ほど、請願人から、非正規の先

生方が増えていることも問題の一つとして挙げ

られていたかと思うんですけれども、現場の声

として、子どもたち、保護者の声として、現状

に対する対応のあり方についてのお声について

は、どのように分析なさっているんでしょうか。 

【松田義務教育課人事管理監】 現在、少人数学

級編制における効果については、十分認めてい

ただいているところです。複式や、免許外教科

担任の支援についても、さらなる充実の声が上

がっているところですので、両面から考えてい

くことが必要であると考えております。 

【浅田委員】 少人数学級に関しての声が、成果

が上がっているということが上がってきている

と思うんですけれども、先ほど請願者がおっし

ゃったように、非正規といいますか、そのあた

りのあり方、これは財源にもかかわってくる問

題だと思うんですけれども、そこをどう捉えて

是正するのか、考えがあれば教えていただけれ

ばと思います。 
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【木村義務教育課長】 本務者をできるだけ採用

するという方向が本県の考え方であります。 

 そのような中、義務教育の小中学校の教員定

数は、学級数で決まります。4月6日、8日の始

業式、入学式時の学級で決定するため、危険学

級といわれる学級数の増減に柔軟に対応する分

だけを、臨時的任用職員として採用しています。

よって、できるだけ少なく臨時的任用職員を採

用するという立場を考えております。 

 引き続き、本務者の採用に努めていくという

方向に変わりはなく、各市町や学校からも、喫

緊の課題としては指摘されていないものと思い

ます。 

【浅田委員】 わかりました。 

 もう1点。先ほど、請願者が、今までの県の

予算と同等であれば、こういう学級が可能であ

るみたいな趣旨のことをおっしゃっていたかと

思うんですけれども、実際のところ、請願人の

方がおっしゃるような形を県独自でやろうとす

るならば財源はどれぐらいかかると試算されて

いるんでしょうか。 

【柴田教職員課長】 県単独の場合の予算でござ

いますけれども、小中学校におきまして15億

7,000万円、高等学校が19億2,000万円、合わせ

まして34億9,000万円と試算いたしております。 

【浅田委員】 結構な額になると、わかりました。 

 もう1点お伺いいたします。先ほど特別支援

学校の設置基準というお話がありました。長崎

県においては、特別支援教育の推進基本計画に

のっとって、こういうことをしっかりやってい

るかと思うんですけれども、この設置基準とい

うことについてご説明いただけますでしょうか。 

【池田特別支援教育室長】 今質問がありました

特別支援学校の設置基準といいますのは、特別

支援教育推進基本計画に載っているところであ

ろうかと思います。 

 一つは、特別支援教育推進基本計画の中で特

別支援学校の適正配置について、障害種ごとの

適正配置を行っていくということで、全県的な

視点に立って障害種別、各学部のニーズ、地域

の特性、児童生徒の見込みなどを考慮し、総合

的に適正配置を検討していくというところだと

思います。 

 2点目に、しま地区等における分教室の設置

ということで、地域の実情を踏まえて分教室を

設置していきましょうということで、その計画

のもとに行っております。 

【浅田委員】 今おっしゃったように、先ほどと

同じで、離島部に関しても我々は非常に心配す

るわけですが、それとともに、さまざまな障害

を持っている方々、地域性、いろんなことが、

さっきおっしゃったように地域の特性がありま

す。逆に、基本を、設置基準というものをつく

ったがために難しいことになるというのか、そ

こに合わせられるものをそれぞれのニーズにの

っとって変えられるということを今は長崎県と

してはよさと捉えているというふうに認識して

もいいんでしょうか。 

【池田特別支援教育室長】 委員のおっしゃると

おりだと思っております。それは地域の実情に

応じて、例えば、少人数であっても、しま地区

等においては、これまで分教室を設置してまい

りました。 

 一方で、例えば、知的障害教育において今人

数が増えています。そういうことも現実的にあ

りますが、視覚障害教育、聴覚障害教育、その

部分については以前よりも減少しているという

状況もあります。そして、その施設をつくる際

には、聴覚障害教育においては文字掲示板が必

要であったりとか、肢体不自由教育においては
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スロープが必要であったりとか、その障害種ご

とのいろいろな状況、環境整備が必要となると

考えております。 

 そういう面で一律の全国的なものよりも、特

別支援学校の教育においては、長崎県のような

柔軟な部分が必要かなと考えております。 

【浅田委員】 かえって変に基準を設けるのでは

なくて、柔軟にすることによって、それぞれの

子どもたちについて環境に応じた対応ができて

いるということで今のご答弁を了とさせていた

だきます。 

 ほかにも質問がある方がいらっしゃると思い

ますので、一度終わります。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問ございませんか。 

【中村委員】 この35人学級に対しては、以前

からいろんな話があると思うし、私たちも本当

にこれがメリットがあるのか、また、デメリッ

トの方が多いのかという話もいろいろあると思

うんですけれども、これまで教育委員会とされ

ても、この35人学級に対してはいろいろな調査

もされていると思うのでちょっとお聞きをした

いんですけど、教育委員会の立場、教師の立場、

保護者の立場、生徒の立場、この各間で35人学

級にした方がいい、またはしない方がいいとい

ういろんな意見があると思うんですけれど、そ

の辺の集約はできているんですか。もしあれば

事例を示していただきたいと思います。 

【松田義務教育課人事管理監】 年度末に少人数

学級編制を実施している学校については、その

効果についてアンケート調査を実施しておりま

す。そのアンケート調査の結果によりますと、

教職員からは、「個々の児童生徒の実態の把握

と適時適切な指導ができた」ことが100％、「小

中学校への円滑な適応が図られた」ことが

100％でした。また、児童生徒からは、「授業

がよくわかるようになった」が、小学校6年生

が83％、中学校1年生が78％などのさまざまな

効果が報告されているところでございます。 

 しかしながら、先ほども申し上げましたよう

に、少人数生徒対応分を拡充するとなれば、国

の加配の少人数指導対応分から配分することに

なり、大規模、中規模校の多い都市部に加配が

偏り、島部や半島部の学校への加配の配置に影

響を及ぼすという点で、私どもは、都市部でも

島部でも全県的にきめ細かな指導を推し進める

上で、少人数学級の拡充については、慎重に検

討する必要があるのではないかと考えていると

ころです。 

【中村委員】 私が聞いたことにちょっと不足し

ている部分があると思うんだけれども、私が言

いたいのは、要するに、生徒たちが、この少人

数学級に対してどういうふうな思いを持ってい

るのか。あと、学校の先生たちが少人数にした

方がいいと思っているのか、それとも、そのま

までもいいと思っているのか。そしてまた、教

育委員会としては、本当にこの少人数学級をメ

リットが多いのでやりたいと思っているのか、

それとも費用対効果じゃないけれども、それだ

けの予算がかかる、それに対してのメリットが

そこまでないというような考えを持ってやって

いるのか、そこら辺を私は聞きたいんですよ。

率直な意見をお願いします。 

【木村義務教育課長】 まず、少人数学級につき

ましては、先ほど話がありましたように、小1、

小2、そして小6、中1の保護者、先生方、そし

て子どもたちのアンケート結果では、一定の評

価をいただいています。では、なぜ小3、小4、

小5、中2、中3は難しいのかという話でありま

す。 

 先ほどから話がありましたように、本県の特
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徴として、離島、また半島部、都市部で、児童

生徒の数に大きく違いがあります。35人以上学

級に課題があるように、実は小さな学校にも

様々な課題があります。小さな学校は複式学級

もあります。また、小さな学校だからといって

学習や生徒の指導が軽くなるのではなくて、そ

こはまた一人ひとりが見えてくれば新たな小さ

な学校なりの課題がございます。よって、その

どちらに重きを置くかということが重要になり

ます。 

 現在、少人数学級の約半数は、長崎市、佐世

保市に偏在しています。今の与えられた加配定

数、そして、与えられた長崎県の予算では、真

に必要とされる小1プロブレムや中1ギャップ

の対応をまず充実し、そして、都市部の大きな

ところにきちんと少人数指導、加配を打って、

学級ではありませんが、必ず2人体制で指導が

できる。なおかつ、離島・半島部の小さな学校

でもきめ細やかな指導をする。その成果が今の

本土部と離島部間の学力格差等がないことにつ

ながっており、これは費用対効果や現場の保護

者、生徒、先生方の声を聞いて総合的に判断し

たやり方と考えています。 

【中村委員】 これは単に35人学級に対しての

話だけれども、今言われたように、長崎県とい

うのは、離島が多くて小規模学校が非常に多い

ですよね。少ない生徒の中で頑張っている学校

もあるし、逆に言えば、少ない生徒しかいない

から、いろんな面で制約がかかってしまって、

いろんなことができないということもあるわけ

です。 

 だから、35人学級に対しても、例えば、今の

40人を30人に減らしたとしても、中には学力の

面でほとんど効果が見られなかったという研究

結果も出ていることもあるわけです。それとも

う一つは、昔は団塊の世代であって1クラスの

人数が非常に多かった、60人学級というものも

あった。そういう時代であっても今のような問

題はなかった。今は、いくら少人数の学級にし

たとしても、騒ぐ生徒がいたりして集中力がな

かなか伴わない、そういう問題も起きているわ

けです。 

 だから、学級の人数を何とかする前に、そも

そも先生の素質、そして生徒の素質を何とかし

て向上させなければならないのが実情だと私は

思っております。 

 だから、そういう意味も深めながら、この35

人学級については、今からも、教師の皆さんた

ちの意見、生徒の皆さんたちの意見、保護者の

皆さんたちの意見、いろんなものを集約してい

かなければならないし、もちろん、財政のこと

も考えなくてはいけないと思いますので、ぜひ

これからも学級の人数のことについては、担当

課としてもいろんな集約をしながらこれからも

研究をしていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

【浅田委員】 それでは、自由民主党・県民会議

からは、この件に関しましては、今もいろいろ

お話を伺ったところでございますが、県として

は、皆さん、「ゆきとどいた教育を求める請願」

に関して一つ一つご答弁をいただいたわけです

が、我が会派としても、先ほど来から言ってい

るように、長崎県に生まれ育った子どもたちに

は、行き届いた、きめ細やかな教育環境を与え
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ていくということが何よりも大切なことだと思

っております。 

 しかし、先ほどお話があったように、県独自

でこういったことをやるに関しましては、34億

円の財源がかかってしまうということ。そして、

小学校1年生とか、あるべきところにはしっか

りと先生方を配置し、行き届いた教育をやられ

ていると。そこに対しての文句といいましょう

か、大きな声というのは、今回、請願者から求

められたことはありますけれども、大きな問題

にはなってはいないのではないかということを

私的には1点思っております。 

 さまざまな状況の中で、この請願の中にもあ

った生徒数が急減している地域の学校あたりに

ついても、今、補助というか、学級体制を整え

られていると。71％以上が、そのような状況を

迎えているということで、請願人がおっしゃっ

ているようなマイナス点ばかりは見受けられな

いのではないかと考えております。 

 また、特別支援学校に関しましても、長崎県

が持つ離島とか半島とか、そういったさまざま

な地域を鑑みて、逆に柔軟な体制が今だからこ

そできているというような状況が整っていると

いうことで判断をさせていただいております。 

 そして、給付型の奨学金制度については、い

ろんな声が上がっておりますけれども、国にお

いてもしっかりとした措置が今なされている、

今後も声を上げている、拡充を検討していると

ころでありますので、財源もかなり要しますし、

我々としましては、こういった委員会ですとか

議会でもしっかりとした議論をもっともっとし

ながら、国の動向も注視していくことが必要な

のではないか。ここで早急に自分たちだけで財

政もかなりかかるような状況のことをそのまま

やり抜くのではなくて、ここは共々に考えなが

らやっていく必要性があるということを考えま

すと、今、請願人から出ておりますこれらの項

目を全て一緒にというわけにはまいりませんの

で、今回は反対をさせていただければと思って

おります。 

 しかしながら、子どもたちにはしっかりとし

た環境を与えていく、そのことを県の教育庁の

皆さん、そして、議員共々にしっかりとやって

いくということはお約束をさせていただきなが

らも、反対をさせていただきたいと思っており

ます。 

【山本(由)委員長】 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに討論がないようです

ので、これをもって討論を終了いたします。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１０時３１分 休憩 ― 

― 午前１０時３１分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 第4号請願に対する質疑・討論が終了しまし

たので、採決を行います。 

 第4号請願「ゆきとどいた教育を求める請願」

を採択することに賛成の委員の起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

【山本(由)委員長】 起立なし。 

 よって、第4号請願は、不採択とすべきもの

と決定されました。 

 以上で請願の審査を終了します。 

 請願人におかれましては、大変お疲れさまで

ございました。本委員会を代表しましてお礼を

申し上げます。ありがとうございました。 

 請願人には、ご退出いただきたいと思います。 

 理事者の入れかえをしますので、しばらく休

憩いたします。 
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― 午前１０時３２分 休憩 ― 

― 午前１０時３６分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 次に、委員会による審査を行います。 

 本日は、教育長から総括説明を受けた後、提

出資料について説明を受け、その後、陳情審査

を行い、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」についての質問、最後に、議

案外所管事務一般についての質問を行うことと

いたします。 

 なお、議案外所管事務一般についての質問の

最初に教職員の不祥事防止対策についての審査

を行いますので、ご協力をお願いいたします。 

 まず、議案を議題といたします。 

 教育長より総括説明をお願いします。 

【池松教育長】 教育委員会関係の議案について、

ご説明いたします。 

 「文教厚生委員会関係議案説明資料（追加1）」

の教育委員会の1ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第100号議案「知事及び副知事に対する退職手

当支給に関する条例等の一部を改正する条例

の」のうち関係部分であります。 

 この条例につきましては、国家公務員退職手

当法の改正により、国の特別職の退職手当の支

給水準が見直されることを踏まえ、国に準じ、

教育長の退職手当を4％、引き下げようとする

ものであります。 

 続きまして、議案外の主な所管事項について、

ご説明いたします。 

 「文教厚生委員会関係議案説明資料」の教育

委員会の1ページをお開きください。 

 第三期長崎県教育振興基本計画の策定につい

て。 

 教育基本法に基づき、平成25年度に策定した

第二期長崎県教育振興基本計画の計画期間が平

成30年度をもって終了するため、平成31年度か

ら平成35年度までの5カ年の次期計画を策定す

ることとしております。 

 次期計画は、今年度に策定が予定されている

国の第三期教育振興基本計画の動向も踏まえ、

平成31年度からの本県教育の方向性を明示す

る具体的なアクションプランとなるよう策定し

てまいりたいと考えております。 

 今後、県民や各界各層の方々で構成する第五

期長崎県教育振興懇話会や県議会でご審議をい

ただきながら、来年6月頃を目途に素案を作成

した上でパブリックコメント等を実施し、懇話

会からの最終報告を経て、来年11月定例会への

上程を目指してまいります。 

 県立ろう学校の移転改築について。 

 九州新幹線西九州ルート開業に向けた新大村

駅周辺整備に伴い、大村市内で移転改築を進め

ております県立ろう学校につきましては、校舎

等の建築工事を12月中旬までに、グラウンド工

事を平成30年3月までに終える予定としており

ます。 

 施設につきましては、2階建ての管理棟、教

室棟、特別教室棟、寄宿舎棟と体育館の5つの

棟で構成されており、管理棟、教室棟、寄宿舎

棟は、主に木造とし、自然環境に配慮した温か

みのある教育環境としております。 

 また、地震等の災害情報や不審者の情報等を

モニターに表示する文字情報システムを導入す

るなど、子どもたちの障害の特性を踏まえた設

備等の整備を行い、平成30年4月の開校に向け

て、安全で快適な施設となるよう、引き続き整

備を進めてまいります。 

 なお、現施設の移転補償費につきましては、
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大村市における物件調査後、県、市の双方で点

検・確認を終えており、平成30年1月の契約締

結に向けて大村市と協議を進めているところで

す。 

 2ページをご覧ください。 

 財産の処分について。 

 平成19年3月31日に廃校した旧有馬商業高等

学校の跡地につきましては、これまで南島原市

と活用策について協議してまいりましたが、こ

の10月に南島原市から多目的に活用できる運

動広場として活用する旨の譲与申請が行われま

した。 

 南島原市が当該跡地を運動広場として活用す

ることは、公共用に供するものであり、県とい

たしましても、未利用地の有効活用が図られる

とともに、本県の地域振興に寄与することや、

南島原市による建物解体により県の負担が不要

となることから、「長崎県県有財産の交換、譲

与等に関する条例」第3条第1項第1号の規定に

より、南島原市へ譲与するものであります。 

 なお、今後の予定といたしましては、南島原

市において議会の承認がなされ次第、譲与契約

を締結し、譲与することとしております。 

 平成30年3月高等学校卒業予定者の就職内定

状況について。 

 本県の公立高等学校における新規高等学校卒

業者の就職内定率は、高校教育課の独自調査で

は、10月末現在で78.4％と、前年同期を2.8ポイ

ント上回っております。また、就職内定者のう

ち県内就職割合は57.8％と、前年同期55.2％を

2.6ポイント上回っております。高校生を取り巻

く雇用情勢は、昨年度に引き続き改善傾向にあ

り、また、県内就職割合も前年度同期と比較す

ると増えておりますが、就職未内定者が628人

おり、楽観できない状況です。 

 県教育委員会では、これまで関係機関と連携

し、県内企業に対して採用枠拡大と早期求人を

要請するとともに、キャリアサポートスタッフ

や進路指導職員を中心に、学校と一体となって

就職支援に取り組んでまいりました。また、各

地域で地元企業の職場見学会や企業説明会など

を開催し、高校生に県内企業をもっとよく知っ

てもらう取組も行っております。 

 引き続き、関係機関とのさらなる連携強化を

図り、就職を希望する高校生全てが就職できる

よう支援に努めてまいります。 

 文教厚生委員会関係議案説明資料の教育委員

会の8ページ及び同資料追加1の教育委員会の1

ページをお開きください。 

 教職員の不祥事について。 

 本年8月、沖縄県内のビーチにおいて、水着

姿の女子児童を後ろからひそかにデジタルカメ

ラで動画撮影し、沖縄県迷惑行為防止条例違反

（卑わいな行為）の疑いで逮捕され、平成27年

3月にも県内において、18歳未満の女性の着替

える姿をひそかにデジタルカメラで動画撮影し、

記録したとして、児童ポルノ禁止法違反（製造）

の疑いで再逮捕された平戸市内の小学校教諭に

対して、10月6日付で懲戒免職処分といたしま

した。 

 また、本年8月、豊玉高等学校事務室におい

て、同僚職員のバッグの中にあった財布から現

金2万円を盗んだ同校主事を、同じく10月6日付

で懲戒免職処分としました。 

 さらには、平成23年9月頃、諫早市内の女性

教職員に対して、セクシャル・ハラスメントに

当たる行為を行った諫早市内の中学校教頭に対

して、同じく10月6日付で停職6月の懲戒処分と

し、あわせて教諭への降任といたしました。 

 なお、長崎市内の小学校教諭が校内で指導中
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にタブレット端末を使って女子児童のスカート

の中を盗撮していたことが明らかとなった事案

につきましては、長崎市教育委員会の報告を受

け、事実関係を慎重に確認の上、厳正に対処し

てまいります。 

 不祥事根絶に向けては、機会あるごとに教職

員一人ひとりの自覚の喚起を促している中、管

理職員を含む教職員が、再びこのような使命感

や倫理観、責任感の欠如した行為を発生させた

ことは、学校教育に対する信頼を失墜させ、県

民に失望と不信感を与えるものであり、県議会

をはじめ、県民の皆様に対し、深くお詫び申し

上げます。 

 10月に行われました県内各市町教育長との

スクラムミーティング及び公立学校事務長会に

おいて、課題の共有や根絶対策等について協議

等を行ったところであり、引き続き、あらゆる

機会を捉え、教職員一人ひとりの心に刻まれる

実効性の高い取組を進め、教職員の不祥事根絶

と信頼回復に向けて全力を傾けてまいります。 

 そのほか、退職手当支給制限処分取消請求に

かかる訴訟の判決確定について、公立学校児童

生徒の問題行動・不登校等調査について、「学

校・家庭・地域の連携推進フォーラム」につい

て、子ども読書活動の推進について、子どもた

ちの文化活動の推進について、文化財の保存・

活用について、スポーツの振興について、長崎

県総合計画チャレンジ2020の数値目標の進捗

状況について、事務事業評価の実施についての

内容と、所管事項の詳細については、文教厚生

委員会関係議案説明資料に記載させていただい

ております。 

 以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、まず、これ

より議案に対する質疑を行います。 

 議案に対する質疑はありませんか。第100号

議案に関する質疑です。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 質疑がないようですので、

質疑を終了します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了します。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第100号議案のうち関係部分は、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

 次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。 

【田渕総務課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づいて、本委員会に提出いたし

ました資料について、ご説明をいたします。 

 対象期間は、平成29年9月から10月までであ

ります。 

 まず、1ページから3ページでございます。こ

れは県が箇所づけを行って実施しております市

町等に対し、内示を行った補助金についての実

績であります。直接補助金は、長崎県放課後子
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ども教室推進事業費補助金など計38件となっ

ております。 

 次に、4ページから5ページであります。これ

は1,000万円以上の契約案件についての実績で

ありまして、計8件となっております。そのう

ち競争入札の結果については、6ページから13

ページに記載のとおりであります。 

 次に、14ページから22ページでございます。

これは知事及び部局長等に対する陳情、要望の

うち、県議会議長宛てにも同様の要望がなされ

たもので、内容は、長崎市の県に対する要望な

ど計7件となっております。 

 次に、23ページから24ページであります。こ

れは、附属機関等の会議結果を記載しておりま

して、長崎県教育振興会議1件の会議結果を記

載しております。 

 以上で説明を終わります。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。 

 お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。 

 審査対象は、35番、38番、42番でございます。 

 陳情書について、何か質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 陳情については、質問がな

いようですので、これにつきましては承ってお

くことといたします。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、先ほど説明がありました「政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料」につ

いて、質問はありませんか。 

【中村委員】 資料の8ページ、入札結果の一覧

表ですけど、これは落札はできてますけれども、

超過の数が非常に多いですね。この超過をされ

ている業者の見積もり、教育委員会も恐らくや

っていると思うんですけれども、査定と予定価

格の格差が結構あると思うんだけれども、予定

価格については適正に判断できているのかな。

余りにも超過が多過ぎると思うんだけれども、

どうですか。 

【野口教育環境整備課長】 予定価格につきまし

ては、参考見積もりを数者からとった上で決定

しておりますので、この決定の仕方については、

特に問題はなかったのかなというふうには思っ

ております。 

【中村委員】 あなたたちは問題はないと思って

いると思うんだけれども、今、日本国中、いろ

んなものが物価的に上がっていますよね。建築

に関しても、土木に関しても、全てが、資材が

上がっているものだから、超過も含めて失格が

多いんですよ。適正な予定価格をあらかじめ操

作をしながらやっていかないと、こういう結果

になると思います。 

 教育委員会の入札だから、このぐらいでいい

かなという妥協もあるけれども、しかし、これ

だけ超過が多いということは、何らかのミスが

あったんじゃないかとしか見れないわけだよね。

そういったこともあるから、予定価格について

は十分な調査をしてからやってもらわないと、

結果がこういう結果ではどうしようもないから、

よろしくお願いしておきます。 

【野口教育環境整備課長】 委員おっしゃるとお

りだと思います。私どもとしては、今後もさら

に調査をしっかりとした上で予定価格を適正に

立てていきたいと考えております。 

【山本(由)委員長】 ほかに政策等決定過程に関

する質疑はありませんか。 
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【浅田委員】 10ページ、小型実習船「すいら

ん」のことですが、先ほど中村委員もおっしゃ

ったように超過とか、今回の場合、辞退が多い

んですけど、この辞退の理由、分析というか、

状況を教えていただけますか。 

【野口教育環境整備課長】 今回、11者の業者

の入札でありました。その時の工事の入り具合

もあって入札に、参加できなかったということ

ではなかったかと考えております。 

【浅田委員】 その会社の時期的な問題等、こち

ら側があけてほしい時期に、あかない状況とい

うような問題ということですね。わかりました。 

【山本(由)委員長】 ほかにこの件につきまして

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、「政策等決定過

程の透明性等の確保などに関する資料」につい

ての質疑を終了いたします。 

 次に、議案外所管事務一般の審査に入ります。 

 まず、ご案内しておりましたとおり、教職員

の不祥事防止対策についてまとめて質疑を行い

たいと思います。 

 教職員の不祥事防止対策について、説明をお

願いします。 

【松田義務教育課人事管理監】 教職員の不祥事

防止対策について、説明させていただきます。 

 はじめに、お手元の資料1、平成29年度の処

分状況等についてでございます。 

 今年度に入って5件の懲戒処分を行いました。

そこに校種、職名、性別、年齢、処分内容、処

分事由の順で示しております。 

 1件目は、小学校、教頭、男性、57歳、停職2

月、教頭から教諭への降任、セクシャル・ハラ

スメント。 

 2件目は、小学校、教頭、男性、59歳、免職、

横領・窃盗。 

 3件目は、小学校、教諭、男性、47歳、免職、

盗撮及び児童ポルノ禁止法違反。 

 4件目は、中学校、教頭、男性、47歳、停職6

月、教頭から教諭への降任、セクシャル・ハラ

スメント。 

 5件目は、県立学校、主事、男性、24歳、免

職、窃盗でございます。 

 「※印」で示しておりますように、平成29年

11月には小学校、再任用教諭、男性、61歳が学

校内でタブレット端末を使用して児童を盗撮し

た事案が発生しております。 

 次に、2、不祥事防止対策について、説明い

たします。 

 まず、（1）の継続的な取組についてです。 

 基本的なものとして、年度始めや長期休業日

前、また、不祥事発生後など、綱紀の厳正を指

導するための通知の適宜発出及び管理職員研修

会や教職員の経験年数に応じて行っている経年

研修など、各種研修会等において指導を行って

おります。 

 次に、教職員が常にコンプライアンス意識や

危機管理意識を保つことを目的とした取組とし

ては、各市町教育委員会及び各県立学校への毎

月のコンプライアンス通信の発行や不祥事防止

に向けた心構えやチェックリスト、懲戒処分例

や懲戒処分基準例等をまとめた「教職員のため

のコンプライアンスハンドブック」の県内全教

職員への配布を行っております。 

 それらに加えて、教職員一人ひとりが不祥事

を我が身に引き寄せて考え、自分や職場にかか

わる問題として捉えられるよう、不祥事の種別

ごとに、これまでに起こった幾つかの事例を一

般化し、不祥事に至った原因や背景、また、当

事者の心理状況等をできるだけ事例に即して掲
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載した「不祥事根絶のための研修資料」を更新

し、各市町教育委員会、各学校へ配布すること

で、各市町や各学校における取組を支援してお

ります。 

 また、県内全ての学校に不祥事防止の中心組

織として服務規律委員会を設置し、各学校にお

ける自発的な取組の推進や、県内全体として年

3回の服務規律強化月間を実施するとともに、

関係機関等との協議を行う長崎県公立学校教職

員コンプライアンス対策本部会議を毎年開催し、

不祥事防止対策の強化を図ってまいりました。 

 次に、（2）平成29年度の新たな取組につい

てです。 

 体罰防止に向けては、昨年度、体罰を行った

者等を対象とした体罰の再発防止のための指導

力向上研修を実施し、アンガーマネジメント等

についての指導を行いました。 

 また、8月から9月にかけては、義務教育課長

等が県内21市町に出向き、管理職員としての職

責の重さややりがい、不祥事防止に向けての職

員指導のあり方や、働きやすい職場環境づくり

等について直接指導を行っております。 

 さらに、10月には、「第2回県・市町教育委

員会教育長スクラムミーティング」を開催し、

本年度発生した不祥事の特徴やその防止に向け、

県全体で取り組んでいく対策について協議し、

特に、セクハラ行為については、ハラスメント

に対する意識改革を図ることが重要であり、常

に目にすることで日々意識化を図ることができ

るよう、不祥事撲滅カードを作成し、全教職員

へ配布することや、各学校及び各市町教育委員

会に設置している相談窓口を明確にするなどに

ついて確認をしたところでございます。 

 飲酒運転や体罰については、根絶までは至っ

ていないものの、減少傾向にあり、飲酒運転防

止に向けた具体的な方策の提示や体罰によらな

い指導のための研修等、防止対策が有効に機能

していると思われます。 

 一方、そのような中で、わいせつ行為につい

ては、依然、発生している現状から、わいせつ

等の防止に係るさらなる取組として、例えば、

経年研修や管理職員研修等でわいせつ等に特化

した研修内容を実施したり、教職員が性犯罪に

対する自らの傾向を自己分析できるためのチェ

ックシート導入について研究したりするなど、

不祥事根絶の取組をさらに進めてまいりたいと

考えております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 このことにつきまして委員の皆様からご質問

はありませんか。 

【中山委員】 不祥事の根絶は、県教育委員会の

大きな課題の一つであろうと思います。先ほど、

教育長から「深く反省する」という発言もあっ

たようであります。人事管理監から、それぞれ

の不祥事の対策とか、新たな取組とか、さらな

る取組とかありまして、それぞれよく考えてお

られると思います。ただ、人は、やはり過ちを

犯すものと言われておりますし、教員だって過

ちを犯すわけでありますので、この対策の中で

何かが足らないんだろうと思います。何かが足

らない分について私の主観を交えながら少し質

問をさせていただきたいと思います。 

 まず、第1番目の平成29年度の処分状況でご

ざいますが、今、6点、事例を挙げていただき

ましたけれども、このうちの4件、小学校の教

頭、小学校の教頭、中学校の教頭、そして、再

任用の教諭も教頭をやっておったということで

ありますけれども、なぜ今の時期になって管理
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職といいますか、教頭がかくも多数、当事者に

なるのか。この辺の背景とか原因について、ま

ずもってお聞きしたいと思います。 

【松田義務教育課人事管理監】 所属職員を指導

する立場にある管理職員による不祥事は、県民

に失望と強い不信感を与えるなど、教職員に対

する信頼を著しく失墜させるとともに、県内全

ての学校の総力を挙げたこれまでの不祥事根絶

を目指す取組をも裏切るものでございます。 

 特に、管理職員は一番自らを律しなければい

けない立場にありながら、今年度におきまして

は、3件の懲戒処分をしております。大変遺憾

なことであり、心からお詫びを申し上げたいと

思います。 

 管理職員へ県教委が直接指導する機会として

は、具体的には長崎県下の全校長が参加する県

校長研究大会での教育長や課長からの指導、ま

た、21市町ごとに開催される各地区での校長会

研修会へ5月から6月に出向いての指導、さらに

は、管理職員を対象にした研修会等において、

不祥事防止に向けたさまざまな指導を行ってき

たところでございます。 

 しかしながら、管理職員の不祥事に伴い、先

ほど申し上げましたとおり、21市町へ義務教育

課長が出向き、直接、指導をし、県内全教育長

によるスクラムミーティング等を開催しながら、

その対策を講じているところでございます。 

 これは、一人ひとりの教職員に、教育に携わ

る職に対する使命感や矜持をさらに高めてもら

うということが重要かと思います。併せて、そ

れぞれの職場内において、職員同士で不祥事は

しない、させない同僚性、何でも相談できる、

互いに話しかけることができる職場環境づくり

どを構築していくことを今後も力強く指導して

まいりたいと思います。 

【中山委員】 義務教育課長が直接指導したり、

スクラムミーティングで指導したりした中での

発生ですよね。そうすると、今、管理職という

か、教頭先生が置かれている立場、朝は一番早

く来て、最後に退校するとか、超多忙の中、そ

して、まさに今、例えば授業にしても、昔は、

教え、覚えさせる授業から、主体的に、対話的

に、深い学びのある授業への転換とか、改革の

真っ最中なんですよね。そうすると、もう少し

その辺の分析を具体化するとともに、これまで

に管理職に対して指導、支援策について、どの

ような方策をやってきたのか、もう少しその辺

を詳しく話していただけませんか。 

【松田義務教育課人事管理監】 今、委員ご指摘

のとおり、教育改革が加速度を増していく中、

教頭を含む教職員の超過勤務が増加している状

況は把握しております。例えば、仕事と生活の

両立や健康維持、校務能率の向上などの点から

も超過勤務の解消は重要な問題と考えておりま

す。 

 本県は、これまでも、定時退校日やノー部活

動デーの設定、校務の情報化による事務の負担

軽減や出退勤時刻の把握による勤務実態に応じ

た指導や業務分担の見直し、各学校が実情に応

じて独自に取り組むプラスワン運動の推進等、

業務の改善等に努めてきたところであります。 

 今年度からは、さらに一歩踏み込んだ対策と

して21市町、教育委員会が連携して取り組む超

勤改善等対策会議を設置し、教頭を含めた教職

員全てが子どもたちの指導に専念できる環境を

整備し、健康で充実して働き続けることができ

るよう、勤務環境改善を推進しているところで

ございます。 

【中山委員】 勤務の環境状況を改善していると

いうことでありますが、もう少し具体的に取り

組んで、組織的に改革の期間は集中的に管理職

に対するサポート体制が必要だと思います。 
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 なぜならば、全ての改革というか、校長先生、

管理職のリーダーシップがほかの教諭に対して

非常に影響を与えるわけでありますから、ここ

はしっかりしないことには次の段階の先生方の

コミュニケーションを含めた学校力がなかなか

うまいこといかんわけですから、実質的にこれ

だけ、4件も出ているわけですから、ぜひこれ

を機にサポート体制について知恵を出していた

だいて具体的に取り組んでいただくことを要望

しておきたいと思います。 

 次に、今年11月に小学校教諭（再任用）、61

歳の先生が、学校内でタブレット端末を使用し

て児童を盗撮した事案が発生しておりますが、

この盗撮教諭は、再任用されていますよね。一

旦退職しておりますが、再任用手続は、どうい

う手続を実施しておるのか、その辺を少し教え

てくれませんか。 

【松田義務教育課人事管理監】 今回、長崎市で

発生いたしました不祥事につきましては、60歳

で定年を迎え、再任用教諭として再任用されて

おります。 

 再任用にあたっては、希望をする者について

は、勤務校の勤務状況、そして、健康状態、さ

らに、面接等に基づき県教委が選考により任用

をしております。 

 新規に希望している教職員一人ひとりの面接

を行い、その中で教育への情熱や使命感、仕事

でのやりがいなどについて聴取するとともに、

職務内容や勤務形態、健康状態、交通手段等の

確認を行っているところです。 

 また、勤務状況によっては、実際に学校を訪

問し、現任校での勤務の状況等を見たり、管理

職員との面談も実施して任用しているところで

ございます。 

【中山委員】 県教委が希望者を面接等をしてい

るということでありました。当該の盗撮した教

諭がまことに遺憾なのは、学校の教室の中で子

どもを盗撮する、背信行為ですよ、これは。断

じて許しちゃいかん、こういうことはね。これ

は再任用してから、まだ長くならんのですよ、

1年契約ですからね。面接において、どういう

やりとりをしたのか。例えば、盗撮とか、こう

いう問題についても面接の中で、今後の勤務に

当たっては、こういう問題を解決しなさいとか、

そういう具体的な指導はされておりますか。 

【松田義務教育課人事管理監】 実際に再任用を

する前は現職の教諭でありますので、それぞれ

の学校で校長のもとにしっかり指導がなされて

いると認識しております。 

 再任用するに当たりましては、教育への使命

感、仕事へのやりがい等について話を聞くとい

う内容を入れておりますので、その中で十分判

断をさせていただいているところです。 

【中山委員】 多くの方は判断して、うまいこと

いっているんですよ。それを否定するわけじゃ

ないんですよ。今回の事件を受けて、再任用の

あり方についても見直す必要があろうと私は思

いますけれども、その辺についてどういうふう

に考えていますか。 

【松田義務教育課人事管理監】 今回のような不

祥事が起きたことにあわせまして、再任用につ

きましては、さらなる検討を重ねて進めていき

たいと思います。 

【中山委員】 検討されるということであります

ので、少し時間をやりますので、具体的に項目

を設けてきちんとやっていただくことを要望し

ておきます。 

 次に、県の迷惑行為等防止条例によると、今

回の盗撮場所が学校教室ということで対象外と

いうことでありますけれども、県警は、この条

例の強化を実施すると思われますが、県警とど

のような協議をされておるのか。また、実施時
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期についてどのように考えているのか、お尋ね

したいと思います。 

【木村義務教育課長】 県の迷惑防止条例に当て

はまらなかったということにつきましては、長

崎市教育委員会が事案発覚と同時に警察に相談

する過程で、私どももその報告を受けたという

ことで認識しております。また、その条例の改

正に向けて県警が動いているということも認識

しております。 

 今、委員からご指摘があったような、お互い

に協議をしているかということについては、ま

だそこまでの話には至っておりませんが、必要

があれば教育委員会も協力してまいりたいと思

っております。 

【中山委員】 その辺の取り組む真剣度を私は少

し心配しますよ。学校内でこういう事件があっ

たわけだから、県警が既に、これは他の都道府

県でもやっておるし、東京都なんかも来年4月

からやろうとしておりまして、全国的な動きで

すよ。そういうことを受けて、市の教育委員会

等に任せるということではなくて、県教育委員

会として、これは全体の問題ですよ。県警と話

をしていって、立場を示しながら、どう条例を

実施していくか、この辺について1回も協議を

していないということについては、いささか不

本意なんですよ。 

今からでもいいから、人事権を持っている以

上は、そして、市町に対して服務監督権もある

わけですから、その辺を少し突っ込んでいただ

いて、これは先生だけを処分すればいいという

問題じゃないんですよ。 

今後、どうですか、この問題については県教

育として全然タッチしないんですか。体制につ

いてどう考えておりますか。 

【木村義務教育課長】 委員から先ほどお話があ

った学校の中で最も許されるべきではない、本

当に重大な事案が今回発生したと思っています。

このことについては委員と同様の認識をさせて

いただいております。 

 また、今回、条例において刑事罰を受けるよ

うな状況にないということについても、私ども

もいかがなものかというふうに、委員と同じよ

うな思いを持っております。手続につきまして

は、今ご指摘があったようなことについて十分

配慮させていただきます。 

 思いにつきましては、委員と全く同じである

ということは、先ほど、私は言葉が足りません

でしたが、ここはぜひご理解していただきたい

と思います。許されるべきことではない。また、

それに対してはきちんとした対応がされなけれ

ばならないということは、当然、私どもも同様

に思っております。 

【中山委員】 ぜひ報道で県警も県迷惑行為防止

条例の規制強化、学校の教師等も含めてやると

いうことで出ていますので、ここで教育委員会

が何もものを言わんということについては問題

があると思いますので、ぜひ協議をして、やは

り自分たちの思いもちゃんと県警に伝えて、い

い条例をつくっていただきたいということを要

望しておきます。 

 次に、2番目、不祥事防止対策、「不祥事根

絶のための研修資料 5訂版」についてお尋ねし

ます。 

 飲酒運転、体罰、わいせつ行為、セクハラ・

パワハラ、情報管理、その他の6分類20の事例

を挙げるとともに、不祥事の原因、背景は何か。

また、当事者にはどういう判断や感情があった

のかなどについて具体的に例示していますね。 

例えば、飲酒運転の事例1、Ａ教諭は、学校

行事の反省会において、午後7時から午前1時頃

まで飲酒し、代行運転で帰宅するつもりだった

が、代行運転の到着を待つ時間に面倒を覚え、
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自車を運転し帰宅途中、前方の車に追突し、酒

気帯び運転の現行犯で逮捕された。 

問題点の整理、（1）不祥事の原因・背景は

何か。飲酒をしているにも関わらず、車の運転

ができるという考えの甘さから生じたものだっ

た。 

（2）当事者にはどういう判断や感情があっ

たか。代行運転で帰る旨を告げ同僚と別れたも

のの、代行運転を頼んで待っている時間が面倒

になった。 

こういうことで具体的に例示してよくできて

いると思うんですよ。そこで、お聞きしたいん

だけれども、この作成に当たって当事者から直

接聞き取りをしたのか、それとも市町教育委員

会等から報告を受けて作成したのか。また、そ

れ以外にあるのか。それについてお尋ねしたい

と思います。 

【松田義務教育課人事管理監】 不祥事防止対策

のための研修資料における原因や背景、判断や

感情等につきましては、不祥事を起こした該当

教職員が書いた供述書によって内容等を確認を

して、この資料に活用しています。 

【中山委員】 供述書を参考にしたということで

ありましたけれども、個人の情報の保護という

こともあるけれども、直接、聞き取りをして、

協力を得た人についてはやるべきだと思います。 

 確かに、供述書はある程度事実を書いている

と思うんですよ。私に言わせれば、例えば、野

球を観戦するのに球場で野球の音とか雰囲気と

か、こういうものを見るのか、極端に言えば、

テレビ観戦では状況はよく把握できるけれども、

実感が伴わない、そういう感じがしてならない

わけです。 

 そういう意味で、これをつくる人が当事者か

ら直接聞くことによって、その感じ方が違うと

私は思うんです。そして、供述書に書かなかっ

たことについても、ひょっとしたら当人が話を

するかもしれません。ぜひ資料をつくる時には

当事者にできる限り協力いただいて作成すると

いうことも必要だろうと私は思います。今後の

こともありますが、どうですか。 

【松田義務教育課人事管理監】 本日、ご説明さ

せていただきましたさらなる取組の中にも、自

己分析チェックシートの導入についての研究等

を進めてまいりますので、その内容の中で当事

者にどのような感情等があったかなどの意見を

聴取することなども含めて、今後さらなる検討

を加えていく必要があるのではないかと考えて

おります。 

【中山委員】 今、当事者からも聞き取る。まさ

にそこからスタートですよ。 

 それと、この資料に足りない部分が1つある

と私は感じました。懲戒処分を受けた当事者の

その後の生活環境の変化の事例報告がありませ

ん。辞めた後、辞めるということ自体が社会的

制裁ですけれども、その後、どういう人生を歩

いたのか、そういうことを具体的に、個人情報

は保護しながら、それがこういう資料にないと

いうこと自体が突っ込みが少し足りないのでは

ないかと思うわけですけれども、今回、そうい

う事例を載せていない理由と、そして、今後ど

う取り組んでいこうとしているのか、それにつ

いてお尋ねしたいと思います。 

【木村義務教育課長】 事案に対して、先ほど、

お話があったように、発生した状況とか、背景

とか、感情をまとめ、防止策、そして、自らの

チェックリストなどを総合的に載せたものとい

うことであります。 

 ただ、指導の際に、各校長等に対し、事案後

の一人ひとりの、例えば、家族関係とか、その

後の生活設計がどうなったかについて、具体的

に話し、指導しているところであります。 
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 今後、資料としてどう整えることができるか

について検討させていただきます。 

【中山委員】 聞き取り調査してでも、供述書を

使うとか、結果の後の問題についても漠然と触

れたような感じがしておるけれども、具体的に

は書けない。ここに大きな問題があると私は思

っているんですよ、この隙間に、後で質問しま

すけれども。やはりそこをどう考えるかという

ことだと私は思うんですよ。今後は、事件を起

こして退職した後については何らかの形で調査

をして、事例をちゃんと載せていく、そのくら

いの意気込みを持って取り組んでいかないこと

には、この根絶というのはなかなか難しいなと

考えておりますし、県教委の取組は限度がある

のかなと、そういうふうに考えざるを得ないよ

うに感じるんですよ。それでは困るわけです、

はっきり言って。それを打開するためにどうし

ていくかということですから。 

 時間がきたということでありますので、一旦

質問を終わって、後で再度質問します。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はございません

か。 

【中村委員】 今、中山委員から随分追求された

と思うんですけれども、私は、教育長に聞きた

い。そもそも、この教師の不祥事というのは、

どういうことが原因で起こると思われています

か。 

【池松教育長】 原因については、科学的にどう

だということは私もよくわかりません。 

 一つ、私が考えているのは、多数いる教員の

中で、平成29年度、これだけの懲戒処分を行い

ましたが、ほとんどの先生方は苛酷な勤務状況

の中でも一生懸命頑張っていただいています。 

 例えば、民間企業のような組織的な不祥事で

はないというふうに私は考えておりますので、

何が原因かと言われると、それは個人の責任だ

と思っております。 

 ですから、先ほど申し上げた、さらなる取組

の中の自己分析のチェックシートを作成するこ

と等、各個人の自覚を促すしかないのではない

か。その中で、組織として個人の自覚を促すた

めの取組が、学校単位だったり、市教委単位だ

ったり、県教委単位でやるべきことはあります。

同僚性を高めることによって、仲間意識の醸成

が大事なのではないかと思っております。個人

の責任で、どうしてそういうふうになってしま

うのかというのは、正直言ってよくわかりませ

ん。科学的な証明も、理論的なこともありませ

んので、私としては、よくわからない中で、や

はり職員個人個人の自覚を、教師としてのプラ

イドを持ってもらうための取組をしていかなけ

ればいけないと考えております。 

【中村委員】 今、教育長から、教育長がどのよ

うに考えているかということをお聞きしたんで

すけれども、実際、教員の不祥事というのは以

前からずっとあっていたわけでございまして、

これがたまたま、ここ近年になってから表沙汰

になるようになったということだと私は思って

いるんです。発生件数に関しては、ほとんど変

わっていないと私は思う。これがいかに表に出

てくるようになってしまったか。それで、今回、

こういうふうな不祥事の件数がどんどん増えて

いった、実際はそうだと私は思うんです。以前

から不祥事はあっていたと思う。ただ、それが

表沙汰になってなかった。そういうことも一つ

考えられるわけです。 

 先ほど、教育長が言ったように、自分もその

発生の原因はわからないと、それは間違いない

と思います。わからないと思うんです、個人的

な問題ですから。 

 ただしかし、私が思うには、今回のこの説明
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資料にもあるように、そしてまた、ここ数年の

実績からいって、管理職の人が多くなってきて

いる、これが私は一番悲しい。校長先生、教頭

先生というのは、ほかの先生の見本であるべき

人であって、指導するべき人でしょう。その方

たちが真っ先に不祥事を起こす。これをまず根

絶しなければ、恐らく一般の教員の方たちの不

祥事をなくすことはできないと私は思う。 

 いろいろ調べさせていただきました。教頭、

校長は、必ず昇進試験があると思うんです。い

ろんな部分があると思うんです。その中で調べ

させてもらった時に、例えば、推薦という項目

があります。この推薦は誰がしているのか、教

育長と各学校の校長先生たちだと思っています。

それでいいんですかね。 

 私は、その学校全ての教師の皆さんたちの推

薦を得るべきじゃないかなと思います。それだ

け望まれる人物でなければ教頭、校長にはなれ

ないと思うんです。ここをまず訂正しなければ

ならない。 

 それともう1点、勤務状態を問い合わせる、

これも必要という件数と不問の件数を見たら、

不問の件数が多いんですよ。だから、勤務状態

も実際にどういう勤務状態だったのか。過去に

も長期間休暇した者がいたかもしれない、いろ

んな精神的な問題を持っていたかもしれない。

そういうところを確実に調査していないと私は

思う。 

 やっぱりそういう少しの手落ちの部分があっ

て、その方たちが管理職になった以上は、こう

いう不祥事はまずなくならないよ。私は、そこ

ら辺は訂正すべきだと思う。そして、ちゃんと

した教頭と校長がいれば、普通の一般の教員は

十分なる指導ができると私は思います。今日、

大学生の方が見えてます。この中にも、これか

ら教師になろうと思っている方たちもたくさん

いると思うんです。そしたら、その教師になろ

うと思っている方たちが、これだけの不祥事が

表に出てきた時に、どういう考えを持ちますか。

自分たちは、そういう教師にはなりたくないと

思っていると思うんですよ。 

 しかし、見本を示す教頭、校長、指導する教

頭、校長が、こういう状態だったらどうしよう

もないじゃないですか。せっかく志願をしてい

る子どもたちにとって教師の理想がなくなると

私は思う。その辺についてどうですか。 

【木村義務教育課長】 管理職員が起した不祥事

に対する思いについて、認識は、同様の認識を

させていただいております。 

 多くの管理職員は、学校のために、子どもの

ために、職員のために頑張っているというのは

間違いありません。ただし、その職責が大きい

からこそ、重たいからこそ、不祥事をした時の

反動が当然のことながら大きい。つまり、一切

許されない立場にいるのが管理職員であります。 

 任用につきましては、いただいたご意見を十

分考え、適切に選考ができるように、ぜひ検討

させていただきたい。 

 一方で、今年起きた管理職事案の中に2件、

セクシャルハラスメントがあっております。先

ほど、委員から、不祥事、今まで隠れていた部

分が出てきたんじゃないかという話がありまし

たが、このセクハラにつきましても、教育界だ

からこそ、絶対になくさなければならないこと

であり、管理職員の職員とのコミュニケーショ

ンのあり方、指導のあり方等について、ぜひ改

めて指導を重ねてまいりたいと思っております。 

【中村委員】 私も、学校の先生たちが生徒のた

めに一生懸命頑張っている姿も見てきたし、実

態も把握してますよ。ただしかし、一部の管理
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職の方たちがこういう不祥事を起こせば、全て

の管理職の方たちが一緒に見られるわけですよ。

そこが一番大事なところなんです。 

 だから、今、課長が言われたように、普段の

職務の状態を見ている一般の教師の先生たちの

推薦、また、一般の教師の人たちが教頭になろ

う、校長になろうという先生をどういうふうに

見ているか、それは非常に大事だと私は思うん

です。 

 皆さん、一つの会社を考えてみてくださいよ。

社長がいますよ。社長を大事に思う社員がたく

さんおれば、その会社は成り立っていくわけで

す。でも、その社長についていく社員がいなけ

れば、その会社はつぶれるわけですよ。同じで

すよ。 

 だから、その辺を、管理職につかせる時には、

それだけの実績、そして、それだけの面接もや

っているんだろうから、その面接の中でもちゃ

んとしたことを聞き、そしてまた、過去の実態

調査をちゃんとして管理職につかせるべきだと

思うんです。 

 今、これからやっていきますと言われたけれ

ども、管理職の採用に当たっての試験、内容に

ついては、ぜひ早急に見直していただいて、全

ての教員の人たちを指導できるような管理職、

校長、教頭をつくっていただきたいと思います

が、教育長、どうですか。 

【池松教育長】 まず、管理職の登用につきまし

ては、県教委が行っておりますので、先ほど申

し上げた、いわゆる教職員のリーダーとなるべ

き人間がこのような不祥事を起したことについ

ては、私も大変残念に思い、県民の皆様方、子

どもたちに申し訳ないと思っております。 

 教頭になるためには、本人が教頭になりたい

という意欲を持って管理職試験を受けます。現

状として、教頭は非常に厳しい勤務条件ですが、

それをわかった上で、なおかつ、自分の教育理

念を実現したいということで教頭に手を挙げる

わけです。そういう人物の数には限りがありま

すから、その中で優秀な方を教頭に任用してい

くわけです。 

 先ほど、中村委員から、部下である一般職員

からの評価を受けるべきではないかという意見

については、もっともな部分もありますが、教

頭になる前には、例えば教務主任なり学年主任

なりミドルリーダーとして、一般職員と教頭、

校長をつなぐ役割をしていますので、そういう

教務主任なり学年主任が務まっているかどうか

勤務状況を見ることによって、一般職員との関

係やコミュニケーション、一般教員の指導も含

めて、そういうミドルリーダーとして役割を果

たしているかということによって一般職員から

の評価を推測できるのではないかと思っており

ます。そういった意味で、主任としてどうだっ

たかというのは、学校長や市の学校教育課長、

教育長からの評価の中に表れてくるのではない

かと思っております。 

 今後、選考試験をどう改善していくべき点が

あるかということについては、本日いただいた

意見も踏まえて検討させていただきます。 

 それと、組織的な何か瑕疵があって、こうい

う不祥事が生じているのであれば、組織として

我々もそこの改善をやっていかなければいけな

いということについてもしっかり検証していか

なければいけないと思っております。 

 また、ご意見がいろいろあると思いますが、

それを参考にさせていただいて不祥事防止に努

めていきたいと考えております。 

【浅田委員】 先ほどの流れでお伺いをしたいん

ですが、不祥事根絶の研修資料の中で「処分の
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量定」というのがありました。これは事案ごと

に過失の度合いがあって、総合的に考慮して判

断するというふうにされているんですが、1、

飲酒運転は免職、2、体罰は勧告・減給、3、わ

いせつ行為が免職、4、セクハラ・パワハラが

停職、管理職員は教諭への降任、5、情報処理

が戒告または減給、そのほか、窃盗・横領が免

職、住居侵入が停職、管理職員は教諭への降任

というのがありました。 

 正直、これを見て、なんで、例えばセクハラ

が停職で、今、管理職は非常に大変な役割だと

言われながらも、管理職の場合は教諭におりて、

また普通に教壇に立つことができるわけです。

住居侵入においてもそういうことがなされると

いうことに非常に驚いてしまったわけですが、

この状況ということが軽いのかなと。セクハラ

だったら許されるのかなとか、住居侵入は停職

で済むのかとか、そういうふうなことにつなが

りはしないのかと思うことがあったんですが、

そのあたりはいかがでしょうか。 

【木村義務教育課長】 掲載事案の処分がどうだ

ったかということですが、例えば、1ページ目

の事例1、事例2、事例3、これは一般化してい

ます。その参考となった事例が3つとも免職だ

ったというようなことです。 

【浅田委員】 では、セクハラがその事案におい

ては停職でとどまるということをどのように判

断したのか。住居侵入って、すごい大変なこと

だなと思ったんですが、それが停職で、管理職

は教諭への降任で済んだということをどのよう

に捉えているんでしょうか。今後、同じような

ことが起こらないために聞かせていただきたい

と思います。 

【松田義務教育人事管理監】 まず、懲戒処分の

種類としては、戒告、減給、停職、免職があり

ますが、処分を行うに当たっては、県教育委員

会が行為の内容、過去の処分事例、普段の勤務

状況等を総合的に勘案して処分の程度を決定し

ております。 

 皆様にお配りしております「コンプライアン

スハンドブック」の28ページに本県の懲戒処分

基準を載せておりますが、この懲戒処分基準は、

平成19年8月に人事院が定めた処分基準の例を

参考に教職員における長崎県の懲戒処分基準を

制定し、これに沿って公表しております。 

【浅田委員】 則ってというところなのかもしれ

ませんが、どうなのかなと。私は、学校の先生

のほとんどの方は現場で非常に頑張っておられ、

さまざまなことに対応いただき、時間を割いて

長崎県に生まれ育った子どものために頑張って

いただいているものと思っております。そうい

う学校の先生たちを普段は非常に応援している

立場であります。 

 しかしながら、最近、余りにも不祥事が多い

ということ。これは子どもたちにも大きな負の

トラウマになるような事案もあるわけです。児

童ポルノ、学校の先生がこういうことをやって

しまう。保護者にとっても、子どもたちを預け

た学校現場で、自分の子どもたちが、そういう

ことをされるんじゃないだろうかというような

余計な心配が増えるからこそ、言葉は悪いです

けど、過度に反応したりというようなことで、

そこまでというようなところでも往々にしてや

って来られるモンスターペアレンツという方が

いらっしゃったり、すごく連鎖関係がよろしく

ないのではないかと思っているんですね。 

 先ほどから、学校教育への信頼を高めるため

にということでのコンプライアンスのリストが

ありますが、これも、もちろん個人個人がチェ

ックする必要性はあると思うんですが、例えば、
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教職員としての倫理観が14項目あります。非常

に当たり前のことです。わいせつ・セクハラに

ついても12項目あります。これは社会人として、

学校の先生だけではなくて、当然やってなけれ

ばならないことであろうと思うんですね。それ

を日々、自分たちがチェックするだけで果たし

ていいのかどうか。 

 平成23年にこのハンドブックができている

わけですけれども、それから減っているのか、

問題が大きくなっているのかを含めて、いま一

度見直す必要性があるのではないかと思ってい

るんですが、いかがでしょうか。 

【池松教育長】 まず、誤解のないように申し上

げたいのは、あくまでも量定の標準例があり、

そこから非違行為の度合いによって量定を加算

していきます。 

 先生というのは、今ご指摘があったように、

子どもたちを目の前にして教壇に立って指導し

ていく立場なので、一般行政職員よりも、同じ

非違行為であっても重い処分を受けるべきだと

私は考えております。それはやはり公務員とし

ての仕事の役割が全然違うという意味です。 

 それで、委員お尋ねの甘過ぎるのではないか

というご指摘であれば、それは懲戒として処分

を行う以上、適切な量定というのがあります。

処分が甘いから不祥事が起こるんだという認識

は我々は持っておりません。 

 例えば、飲酒運転、これは事故を起こしてな

くても検問で捕まったり、駐車場を出たところ

で捕まったりしても、長崎県の場合は一発で免

職です。各県で処分している中で、裁判の中で

それが重過ぎるということで県側が負けている

事例もあります。 

 そこは、社会的な均衡、それから国との、人

事院が処分例を定めておりますが、そういう均

衡も考慮しないと、結果としては任命権者の恣

意的な処分という判断を受けることになります

ので、我々としては、甘くするつもりはありま

せんし、先ほど申し上げたとおり、教員という

のは同じ公務員の中でも人一倍、倫理感、使命

感を持って職務に対応すべきです。 

 ですから、不祥事を起した時には、県教委と

しては厳正に処分を行っているということであ

ります。 

【浅田委員】 今、教育長から「厳正に」という

答弁がありました。ご記憶にあるかもしれませ

んが、私は、10年前に議員になってはじめて一

般質問に立たせていただいた時に、学校の先生

の不祥事について取り上げさせていただきまし

た。その時の内容というのは、小学校の校長先

生が子どもたちの給食費を横領し、辞めました。

しかしながら、2,000万円以上の退職金が払われ

た。これは裁判になりました。裁判の事例も全

て読ませていただきました。それはいまだに私

は納得のいかないことなんですね。確かに、先

ほど中山委員から言われましたが、人だから過

ちがあって、それを正すということもあるかも

しれません。校長先生たちがそう。たしか、今

も学校の先生を辞めさせられた方が、退職金が

出た金額が不服であるということで裁判をして

いるというような事案もあります。 

 そういうことにおいては、子どもの給食費を

横領するということは非常に大きな問題だと思

うんですけれども、どこかで、ちゃんと退職金

がもらえたりとか普通ではあり得ないことがあ

るというところが、どこか、何かあるんじゃな

いかということを危惧しているわけです。 

 セクハラにしても何にしても、やってはなら

ないことです。これが大人同士だったからお互

いの認識がいろいろ、とりようによってはとい
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うことがあるかもしれないので免職まではなら

なかったのかもしれません。人によって、その

思いとか、それがその後、もしかしてやられた

側の先生にとっては、それがまたトラウマにな

って続けられなくなるような人が出てくるかも

しれない。いろんなことを考えなければならな

いと思うんですね。 

 そういう意味においては、このハンドブック

の中身をそれぞれの先生がチェックするにして

も、例えば、セクハラに関しては、普段から周

りの方が何となく気づくような状況があるので

はないかとか、日々一緒にいる中で、ちょっと

大丈夫かなと思う時に、大人同士なので注意し

づらいということもあるのかもしれませんけれ

ども、こういう事件になるんだということをや

っぱり考えて、そこに指導していくという強さ、

管理職の方がやらなければならない。ただし、

管理職の方がこういう事件を起こしているとい

うようなこともありますので、もっともっとこ

こは認識を、お一人おひとりの先生方に、やっ

てしまったらどういうことになるんだというこ

とを少しお伝えをいただきたい。 

 そして、1つお伺いをしたいのが、セクハラ

におきまして被害者は女性だけですか、加害者

は男性だけですか。本来、私は、職業に関して

女だから、男だからというのは好きではないん

ですが、事案の状況としてお伺いしたいと思い

ます。 

【松田義務教育人事管理監】 今回ここに上げて

おります事案につきましては、今、委員ご指摘

のとおりでございます。 

【浅田委員】 これに関しては、先ほどの校長先

生の問題は別として、セクハラに関しては、男

性が加害者で女性が被害者だと。そういうこと

において女性教諭の声とか、それを日常の活動

の中でどのように受けとめて、それをどのよう

に男性教諭に発信しているのかとか、日々の活

動を教えていただけますか。 

【木村義務教育課長】 まず、先ほど、浅田委員

から同僚性の話が出ました。教育長も申し上げ

ましたが、一つは自分自身を管理する能力と、

もう一つは同僚として、体罰やハラスメント行

為に対しておかしいのではないか。また、もっ

とこうすべきではないかということをお互い注

意し合えるような、指摘し合えるような職場が、

働きやすい職場環境の一つだと私は思いますの

で、これについては推し進めております。 

 併せて、ハラスメント等が起きた場合に誰に

相談すればいいのか、これも各学校で窓口をつ

くっております。 

 さらに、今、市町の教育委員会に特にお願い

しているのは、管理職からのハラスメントにつ

いては、職場内でもなかなか相談しにくいだろ

うということで、市町教育委員会に窓口をつく

って、それを広報し、相談できるようにしてほ

しい。そして、相談内容についてはそれぞれの

学校で、また、市町教育委員会も一緒になって

指導していただくようにという体制をさらに強

化しようとしております。 

 指導については、ハラスメントの事案が起き

たからだけではなくて、未然防止についても話

をさせていただいているところであります。 

【浅田委員】 さまざまな事案に関して真摯に受

け止めて取り組んでいただいているものと信じ

ておりますが、なくなっていないこの現状。10

年前から校長先生のことを私は追及し、もっと

さまざまな環境をしっかりやるべきじゃないか

ということを訴えてきた流れにおいても、変わ

らないということは非常に残念であります。 

 ハラスメントについてですが、その窓口とい
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うのは、女性の方が窓口にいらっしゃるんでし

ょうか。学校の中においては、学校はどうして

も管理職の方は男性が多いですよね。ハラスメ

ント、セクハラを受けている女性の場合に関し

て言うと、男性には相談しづらいこともあろう

と思うんです。そのあたりの細やかさというこ

とにおいて、どの程度やっているか、教えてく

ださい。 

【木村義務教育課長】 ハラスメントの窓口をつ

くる時に、男性か、女性かというような指導は

しておりませんが、一般的には養護教諭等がな

っている場合が多いです。 

 もう一つは、今年度、スクラムミーティング

でお願いしたのは、ぜひ相談できる職員を複数

置いてほしいというお願いをしています。これ

は今、委員がおっしゃったとおり、男性でも女

性でも相談できるような体制をつくるという中

の一つの方策であります。 

【浅田委員】 減っていない状況でありますので、

もっともっと声を拾っていただいて分析をして、

このチェックリストがどうだったかということ

を話し合える状況、相談し合える状況、つくっ

て配って本人が、では済まない部分もあるかと

思いますので、そのあたりをしっかりやってい

ただければと思います。 

 ほかの質問は後に回します。 

【山本(由)委員長】  しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時５５分 休憩 ― 

― 午前１１時５５分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 午前中の審議は、これにてとどめ、午後は1

時30分より再開いたします。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時５６分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 引き続き、教職員の不祥事防止対策に対する

質疑を行います。 

【里脇委員】 すみません、私の情報不足なのか、

平成29年11月の盗撮の教諭は、現在どうしてお

られるんでしょうか。 

【松田義務教育課人事管理監】 本事案が発覚し

た翌日から自宅にて謹慎をしている状況で、現

在勤務はしておりません。 

【里脇委員】 全体的に飲酒運転だとかセクシャ

ル・ハラスメントだとか事例が挙げられている

んですが、ハンドブックを見ても、ここまで掘

り下げて具体的にやらないとわからないのかと

いう、教員としてというか、人間として、人と

して、当たり前のことを指導しないといけない

というのが非常に悲しい思いがあります。 

 実際、保護者にしてみれば、例えば、今回、

謹慎されている人についても、結局は見つかっ

たら罪ばいねとか、違反ばいねとか、そういう

ふうな感覚で、ああ、見つかってしもうたとい

う、根本的にそういった部分、自分はもともと、

飲酒にしてもそうですね。交通違反じゃないで

すけど、捕まったら違反ばいと。いやいや、そ

の段階で、飲酒運転している段階から既に違反

よという、その認識が人として欠けているんじ

ゃないかなという思いがあります。 

 特に、過失ではなくて悪質な部分で自分がど

う対処しなければいけないかということが抜け

落ちている、その辺が非常に残念なところで、

子どもたちにしても、保護者にしても納得いか

ない部分があるんじゃないかなと思います。そ

ういった部分を、1万人を超す教員の中では数
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少ないこういったことかもしれないんですけれ

ども、そのことを全体に指導していかんといか

んという部分が非常に寂しいんですけれども、

まず、この教諭の自らといいますか、自分とし

ては、どういうふうにしたいとか、そういった

ことについて自分からの意思表示というものは

あってないんですか。ただ、謹慎していて処分

を待つだけというふうな状態なのか、自分から

身を挺してといいますか、自分を自分でどう判

断するということは何もあってないんですか。 

【松田義務教育課人事管理監】 本人からも退職

届が出されておりまして、一時預かりという形

で、今、預からせていただいているところでご

ざいます。 

 今後、県教育委員会といたしましては、長崎

市教育委員会より処分内申を受けましたので、

厳正に対処してまいります。 

【里脇委員】 わかりました。 

 それと、事例の中でよく出てくるのは、特に

飲酒運転の部分なんかよく見ると、学校行事に

関連してお酒を飲んで帰ったとか学校関連のこ

とが多いんですけれども、そういうふうなこと

の中で不祥事根絶のための研修資料の中に、1

つ、「うん？」と思うのは、飲酒運転防止に対

してですけれども、「やむを得ず車で通勤して

いる場合は、飲酒後は正常な判断ができないも

のと認識し、車の鍵を管理職員が預かるか、ま

た、飲酒させないなど」というふうになってい

ます。要するに、飲み会がある時は鍵を預かる

というのは根本的なところで未然に防ぐという

部分では正解かもしれないんですけど、実際の

あり方としては、それは根本的な指導といいま

すか、その部分においては、これはおかしいと

思うんですよ。あくまでも大人としてといいま

すか、教員だけじゃなくて、社会人としての判

断ですから、このことはどうなのかなという思

いが私はあるんですけれども、これについて何

か説明がありますか。未然に防ぐという部分で

はわかりますよ。 

【木村義務教育課長】 先ほど、里脇委員がおっ

しゃったように、教職員である前に人でありま

す。人として善悪の判断、やっていけないこと

は、もちろんやってはいけないということを、

まずもっては植えつけることが大切だと思いま

す。 

 加えて言えば、必ずその先生の後ろには教え

子がおります。保護者、地域の方がおります。

よって、私どもとしては、大前提としては、人

としての善悪の判断をしっかりし、自らの行動

をきちんと自分で戒めることができる人間を育

てていますが、一方で、先ほど言ったように子

どもが必ずいますので、絶対に起こさせてはい

けないということと、両方思っています。起こ

させないためには、車で帰るような機会・原因

を芽から摘むという考え方であります。 

 この頃の事案を見てみると、セクハラにして

も、住居侵入にしても、飲酒後であります。飲

酒については、人が間違えることもあるという

大前提のもとで、不祥事を発生させないという

思いでやっているところでございます。 

【山本(由)委員長】 ほかに不祥事の関係で質疑

はございませんか。 

【久野委員】 いろんな意見がありましたけれど

も、私が思うのは、教育をやっていく先生たち

が、しかも、校長、あるいはまた教頭先生あた

りが、いわゆる学校の先生の管理監督をする立

場にある人たちが、こういうふうな不祥事を起

している。私の考えでは、不祥事が余りにも多

過ぎるんじゃないかと思うんですね。そういっ

た中で、結局は、教頭先生が不祥事を起こして
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教諭に降任をするというようなことになってい

るんですけれども、果たして、そのような状況

の中で、そういう不祥事を起した先生が生徒の

前で教壇に立てるのかなということを感じるわ

けであります。 

 そういった中で、本当にこういう事件を起こ

さないために、もう少し厳しい態度で臨む姿勢

が必要じゃないかと思います。事件を起こした

から降任をしますというようなことで教壇に立

てるのかということが私は非常に心配ですけれ

ども、そういった意味で一から勉強する生徒た

ちの指導をする先生が、そういう状況でどうな

のかと思います。今から先生が子どもたちから

信用されないような状況になるんじゃないか、

そういう心配をします。 

 こういう事件を起こさないためには、もう少

し厳しい態度で臨む必要があるんじゃないかと

思いますが、そこあたりについて、降任になっ

て、また教壇に立つということ自体どうなのか、

お聞きしたいと思います。 

【木村義務教育課長】 処分量定につきましては、

本日午前中も話題になりましたが、その事実に

対して適切な処分をするということで、責任を

持って進めさせていただいているところであり

ます。 

 今、お聞きになられた処分、降任後の話であ

りますが、まず、降任後に復帰する場合には、

復帰させようとする学校の教育活動、学校経営

等に支障はないかということについて、十分に

市町教育委員会と協議をさせていただいており

ます。当然、そういう支障が考えられる場合に

は、いずれかの機関で、研修を一定期間してい

く中で復帰が可能ということであれば、その時

点で適切に判断していくものと思っております。 

 なお、昨年度から今年度にかけて降任した者

で停職が明けた者については、退職をしており

ます。 

【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 

【中山委員】 それでは、午前中に引き続き質問

させていただきます。 

 中村委員の質問に対して教育長は、問題につ

いては、個人の自覚を促す、それと仲間意識の

醸成が必須だということでありました。まさに、

そのとおりだと思います。これをどうやるかの

問題。そうなると、考えられることの一つは、

校内研修をどう活性化させていくかということ

が非常に重要ではないかと思います。そういう

中で、これについて今から何点か質問いたしま

す。 

最初に、説明資料の中に、不祥事根絶のため

の研修資料に基づいて各学校は服務規律委員会

によるボトムアップ型の取組を実施している、

こういうふうに書いていますね。そうすると、

小学校、中学校、高校とありますが、これをど

のように把握して、その結果をどう分析してい

るのか、基本的なことをまず教えてください。 

【松田義務教育課人事管理監】 ボトムアップ型

の研修につきましては、まず、1点目としては、

先ほど、委員ご指摘のとおり、校内研修の充実

という点で取組が進められています。不祥事根

絶を図るためには、まず、職員全体で取組を進

めていくことが重要という認識がそれぞれの学

校にあるものと認識しております。 

 周囲の教職員が予兆を敏感に察知し、本人へ

の声かけや、同僚・管理職員としての連携等を

通して、全教職員で不祥事を防ぐ体制づくりが

求められており、その一つの方策が校内研修の

充実だと考えます。 

 本日、説明させていただきました不祥事根絶

のための研修資料を各学校に配布しております。
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それぞれ服務規律委員会での取組の中でも、こ

の資料等を活用しながら、不祥事の原因や背景、

または児童、生徒、保護者、学校、地域や家庭

への影響、問われる責任、自分の職場から不祥

事を出さないためにどのような職場づくりを進

めればよいかなど、事例に即して全教職員で自

由に意見交換し、自校の教職員を全職員で守っ

ていく、不祥事を防ぐ体制を自ら考えながらつ

くっていくための資料として活用がなされてい

るものと認識しております。 

 それぞれの状況等については、年に1回、年

度末に服務規律委員会、または服務強調月間等

の取組を県に報告しているところでございます。 

【中山委員】 この目的はすばらしいことだから、

どう徹底したか。そして、その後の、実施して、

どういうふうに分析しているのかということを

聞いているわけであって、やり方について聞い

ているわけじゃないんですよ。それはいいんじ

ゃないかと、それを徹底するためにどうするの

か、そのために、そういうことを把握している

ということとあわせて、それじゃ少し具体的に

聞きます。 

 各学校の服務規律委員会によるボトムアップ

型の取組の考え方自体はすばらしいと思います。

小学校、中学校、高校それぞれの実施回数、参

加職員数、協議内容、そして、その成果等につ

いてどのように検証していますか。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 １時４６分 休憩 ― 

― 午後 １時４６分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【本田教育次長】 このボトムアップ型の研修と

申しますのは、平成23年度に「学校のチーム力

を高めるために」という冊子を発刊しておりま

す。これをもとにしながら、私が実際に高等学

校の校長としてやってまいりましたのが、年に

3回、学期ごとに実施しておりました。参加人

数については、全職員でございます。その中に

服務規律委員会がございますが、県立学校の場

合には、外部の方、いわゆる有識者的な方、学

校評議員さんですとか、弁護士が入っている学

校もございます。そういう方を交えた中での研

修会を実施しているところでございます。それ

をもとに年度末に総務課で報告書を回収して、

その状況を分析しているところであります。 

ただ、6年間実施しまして、その様子につい

ては十分にされたものと考えていたところであ

りますが、この不祥事の件数等を考えました時

に、もう一度見直していく必要性があると考え

ております。 

【田渕総務課長】 先ほど次長がご説明いたしま

したけれども、服務規律委員会の実施状況報告

書については、総務課の方に全学校から取り寄

せております。 

 平成28年度におきましては、報告書について

改正いたしました。これまでの、ただもらうだ

けの報告ではなかなか伝わらないので、その報

告項目の中に、服務規律委員会の活動を活性化

し、強調月間の取組状況を常に点検、改善しな

がら実施する意識を高めるために、その取組状

況について必ずチェックして、どういうふうに

やったか、その結果についても報告を求めるよ

うにしております。 

 その学校の取組状況について、私どもとして、

いいことをやっているなと思ったものについて

は、各学校に配布しております。例えば、ワー

クショップ型研修会の実施、あるいは外部専門

家、これは弁護士とかカウンセラー、警察を呼

んだ研修会、あるいは県視聴覚ライブラリー、
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ＤＶＤを用いた研修、飲酒運転根絶への取組な

ど、非常にいいものについては各学校に配布し

て取組を進めるように促しているところでござ

います。 

【中山委員】 小学校、中学校、高校は500校以

上ありますが、学校別に具体的に全部調査して

いるんですか、持っているんですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）それを資料として出してくださ

いよ。 

 それと、全職員参加となっておりまして、大

変いいことだけれども、自主的に参加してます

か、全員、それは把握しておりますか。 

【本田教育次長】 全職員、必ず参加をしなけれ

ばいけない時間として設定して実施しておりま

す。 

【中山委員】 実施じゃないんだ。実施している

ということを言っているから、それは了ですよ

と。確認しましたかと、全員参加しましたかと

いうことについて、参加していると言うから、

3回とも全職員が出席したかについて確認した

のかと言っているんです。 

【本田教育次長】 再度、確認をして、またご報

告申し上げたいと思います。 

【中山委員】 それは徹底してやらんばいかんで

すよ、やるならば。方向性はいいんだから、そ

れを徹底していないということについて若干問

題を感じているんです、私は。それを今一つず

つ質問しているんですよ。 

 次に、研修の工夫等について、運営の工夫、

具体的な事例紹介等いろいろあって、その中に

チェックリストの作成ということがあります。 

 ここでお尋ねしますけれども、平成23年3月

に作成した「学校のチーム力を高めるために」

ということで、不祥事の根絶と学校の教育の向

上を目指してということで、校内研修の工夫の

中で、各学校独自のチェックリストを作成して

自己点検を行うとあります。これは小学校、中

学校、高校の全学校でやっていますか。 

【松田義務教育課人事管理監】 研修資料の中に

は、そのような取組を推奨しておりますが、実

際に全ての学校で行われているかどうかの確認

は、今のところ、とれておりません。 

【中山委員】 これはぜひ確認してくださいよ。 

 次の項目に、これはすばらしいなと思うんで

すよ。全教職員連名で決意表明文書を作成し、

保護者、地域等に発信するとあるんですよ。こ

れについてどういうふうに確認してますか。 

【松田義務教育課人事管理監】 県教育委員会に

上がってくる報告書の中には、そのような取組

をしている学校も多数ありますが、全ての学校

で行われているかどうかということにつきまし

ては、確認がまだできていないところでござい

ます。 

【中山委員】 それでは、できている学校の小学

校、中学校、高校の数字を出してくださいよ、

把握しているなら。 

【田渕総務課長】 整理してご報告いたします。

取組状況について、どのくらいしているかとい

うことは把握しておりませんので、整理して報

告いたします。 

【中山委員】 恐らく把握してないと私も思って

いたんですよね。やっているところもあるし、

やっていないところもありますと、そういう答

弁というのは失礼ですよ。きちんと項目を上げ

て集中的に審議をしているわけですから、それ

は具体的に答弁できるようにしなければいかん

し、できていないなら、できていないというこ

とを言わなければおかしくなってくるよ。 

 こういうことを受けて、校内研修について皆

さん方はいろいろ工夫してつくっているけれど
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も、徹底されていない。そして、報告を受けて

も、その分析ができていない。ここに一つの問

題点があると私は認識しました。 

 そこで、提案を1つしたいと思います。今、

服務規律強化月間を1年に3回やっているとい

うことで、これは評価しているんですよ。これ

を一歩踏み出して、仮称、服務規律向上推進の

モデル校を小学校、中学校、高校にそれぞれ5

校前後指定して、ここに先導的な役割を担って

もらうとか、皆さん方が得意な、モデル校を指

定して、ここで徹底して取り組んでほしいなと

思いますけれども、どうですか。 

【本田教育次長】 そのように検討してモデル校

で検証を進めていきたいと考えております。 

【中山委員】 市町教育委員会とか校長先生等の

意見を聞かなければいけないと思うから、いつ

までもというのはいかんですよ。どの時期をめ

どにやっていきますか。 

【木村義務教育課長】 今、議論になっている部

分につきまして、その徹底については、そのと

おりだと思いますので、進めてまいりたいと思

っています。 

 モデル校につきましては、今、次長から話が

ありましたように、十分考えていきたいと思い

ます。 

 ただ、ご承知のとおり、全ての学校で進めな

いといけないことでありますので、いつという

ことではなくて、その中身をしっかり検討させ

ていただきたいと思っております。 

【中山委員】 中身を検討して、やり方としては、

不祥事件の飲酒運転、体罰、わいせつ行為、セ

クハラ・パワハラ、情報管理、その他とあるか

ら、それぞれの学校に自由に選択してもらって、

全部一緒にやれというと大変ですよ。モデル校

に1つなら1つ選択してもらって、それを徹底し

てたたけばいいんですよ。そういう形でやって

もらうことが、先ほど教育長が言ったように、

教職員の自覚とか、校内でコミュニケーション

を図ってお互い信頼関係を高めることによって、

ひいてはそれが学校のチーム力に貢献できるん

ですよ。 

 ですから、いろいろ方法もあると思うけれど

も、やるなら徹底してやる。そして、それを検

証、分析して、その関係を徹底することが防止

策の一つになるし、そのことが校長先生を中心

とした学校のチーム力になると私は思っている

んですよ。ぜひ徹底方をよろしくお願い申し上

げたいと思います。 

 最後になりますけれども、県立高等学校を除

いて、教職員採用の人事権は県教育委員会に、

服務監督権は市町教育委員会にあると。現在ま

でこういうスタンスでやってきたわけでありま

すけれども、この手法のいい点をどう評価して

いるのか、お答えいただけますか。 

【木村義務教育課長】 まず、県は、人事権を持

っております。県内市町に格差が生まれないよ

う、全県的な立場に立って採用し、人事異動を

行い、教職員を配置しています。なおかつ、服

務監督権を持っている市町教育委員会で事案が

起きた場合、県教育委員会はこれを客観的に処

分等を行うということで、全県的な立場で、そ

の役目を十分果たさなければならないものだと

思っています。 

 一方、市町教育委員会は、各市町ごとに各教

職員の服務について責任を持っております。各

市町はそれぞれの実情に応じて、各学校への細

やかな指導を展開しております。それぞれに責

任・役割があるからこそ、長崎県の教育全体が

推進されているものと認識しております。 

【中山委員】 それぞれ言い分はあると思います。
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ただ、市町からすれば、人事権と服務監督権は

一緒になった方がやりやすいと私は思っており

ます。そこが今言ったように、人事権は県教育

委員会、そして、服務監督権は市町教育委員会

と。採用した、そして先生を送り出した、そし

て問題があったら校長先生をはじめ現場が悪い

んですよ、問題は市町の教育委員会にあるんで

すよと、こうなるわけね。 

そうなると、私が最初に言ったように、いろ

いろな問題をつくる時に現場の声を聞こうとし

ないというか、当事者の声を聞こうとしない。

この問題点がどうしても拭い去れないんですよ、

私は。現在の形でやらなければいけないなら、

その辺をもう一回考えんばいかんし、先ほど教

育長は、これは個人の問題であって、組織の問

題じゃないと言われました。まさにそうだと思

うんだけれども、市町教育委員会が県立高等学

校のような形で人事権と服務権を持った方が、

服務規律についてはうまいこといくんじゃない

かなと、そういう考え方を私は持っているんで

す。それがやれないのであれば、皆さん方はも

う一歩踏み込んでやっていく以外にないわけで

す。 

 そうなると、次の段階として、服務規律違反

をした当事者に対して、本人が悪いんだから本

人が罰を受けるのは当然だけれども、人事権の

ある県の責任とまでは言いませんけれども、何

がしかの責任があるんだろうと思います。この

辺については県教育委員会としてはどういうふ

うに考えておられますか。 

【木村義務教育課長】 教職員について採用する

のは県であります。また、管理職選考試験で昇

任を認めるのも県でありますので、任命権者と

しての責任は十分に感じております。だからこ

そ、さまざまな施策を打ちますし、市町教育委

員会から声を聞いて自分たちなりに取り組み、

また、我々が思っていることを市町教育委員会、

また、学校に浸透させようとしております。 

 服務監督権者と任命権者、組織的には、そう

いう言い方をすれば、違いがありますが、義務

教育全体でみれば、服務監督権者と任命権者が

重層的に人事に当たり、指導に当たり、学習活

動等を充実させているわけであり、決して別々

に活動しているわけではありません。 

 よって、当然のことながら、我々も市町に、

現場に行って聞くこともありますし、現認する

こともあります。一方で服務監督権者としての

役割というのも当然あるわけですから、そこか

ら報告いただく分もあります。 

 引き続き、不祥事防止については、それぞれ

の立場で、それぞれの役割、責任がありますの

で、県教育委員会と市町教育委員会が協力し、

重層的にそれぞれの役割を果たすことで、不祥

事防止対策に努めていきたいと思っております。 

【中山委員】 実質的には今言われたように、市

教委と県教委とは重層的に取り組んでおられる

と思います、基本的にはね。ところが、お互い

に遠慮し合うところがあるのではないかという

気がしているわけです、はっきり言えばね。そ

の辺を重層的に取り組んでいくなら、もっと親

密にやった方がいいと思いますよ。 

 例えば、学校で盗撮がありました件では保護

者会議が開かれていますよ。市教委は出席して

ますよ、県教委は出席してないですよ。こうい

うところに出向いて行って一緒に聞いて雰囲気

を感じるぐらいの積極性がなければいかんとで

すよ。 

 その辺まで踏み込んで市教委との関係につい

てもう一回しっくりというか、もっとかみ合わ

せた形でどうするか。言いたいのは、県教委が
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現場の声をどれだけ吸い上げるか。そのことに

ついてもう少し工夫が要るし、一緒にやること

が大事かと思うんですよ。ぜひそういうことで

もう一歩踏み込んでやっていただく。そうする

と、この関係がもっとよくなると思いますので、

ぜひそのことを含めて現場の声を直接聞くんだ

という強い姿勢をこの機会に出していただくこ

とを要望したいと思いますので、その決意をお

願いしたいと思います。 

【木村義務教育課長】 県教育委員会と市町教育

委員会の役割については、先ほど説明したとお

りであります。委員ご指摘のとおり、重層的に

指導していくことは当然であります。 

 もう一つ、不祥事防止についての取組であり

ますが、既に各学校でそれぞれいい事案もあり

ますので、そこもしっかり拾い上げていきなが

ら全体に広げ、市町教育委員会と一緒に積極的

に現場の声を聞きながら実効性のある取組を進

めていきたい。これは一層決意を強くしており

ます。 

【山本(由)委員長】 教職員の不祥事防止対策に

ついての質疑は、ほかにありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、議案外の中で特

出しをしました教職員の不祥事防止対策につい

ての質疑は、これで終わらせていただきたいと

思います。 

 その他、議案外所管事務一般についての質疑

を受け付けます。 

 質疑はございませんか。 

【久野委員】 先ほどから学校の先生の不祥事の

問題等が発生したということで多くの意見が出

ました。それとは逆に、一生懸命、自分の時間

を費やしながらでも生徒の指導に当たるという

ようなことで、いわゆる時間外活動というか、

こういうことが非常に多い状況であるというこ

とです。今から先、こういうところの働き方の

改革をやっていかなければいけないだろうとい

うことで今一生懸命やられています。 

 そこで、先日、ある新聞に熊本県教育委員会

の記事が載っていました。今から先生たちの時

間の管理をきちんとしていこうということで、

タイムカードを活用して先生の時間の管理をし

ていくという記事でした。これは福岡県におい

ては、ＩＣカード等で時間を管理されていると

いうことも既に出ておりますが、我が長崎県の

教育委員会で、こういう働き方改革というよう

なことですから、やっぱり管理をきちんとして

いかなければいけないだろうと思います。 

 前回もこの点については、時間オーバーとい

うようなことで意見を申し上げましたけれども、

こういうことでの時間管理、熊本県がやってい

るタイムカードを我が長崎県としても活用して

先生たちの時間の管理をしていこうという気持

ちがあるのかないのか、そこあたりをもしよけ

れば聞かせていただきたいと思います。 

【鶴田高校教育課人事管理監】 熊本県の事例、

タイムカードの活用について、新聞記事に載っ

ておりまして私も承知しているところでござい

ます。 

 本県の県立高校の現状でございますけれども、

出退勤記録というものを月末にそれぞれの教職

員が出して管理職がまとめているという状況で

自己申告制でございます。 

 8月に中教審の緊急提言も出ました。勤務時

間の把握については、ぜひやることという提言

もあります。それを受けて熊本県もタイムカー

ドということになっていると思います。 

 本県におきましても、厳しい財政状況の中で

ありますけれども、今のやり方に加えて、何か
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できないか検討しているところでございます。

職員の負担にならないように的確に勤務時間の

把握ができるよう、今、検討しているところで

ございます。 

【久野委員】 今、自己申告ということを言われ

ましたが、これで本当にきちんとした管理がで

きるのかなと思いますが、できますか。 

【鶴田高校教育課人事管理監】 学校の場合、特

に土曜日、日曜日の部活動等は教室外、学校外

であったりしますので、そういった時間も含め

まして、それぞれの教員の自己申告に頼らざる

を得ない状況でございます。 

 先ほどもございましたけれども、緊急提言も

ございましたので、そういったことに頼らない

方法がないかどうかを含めて現在検討している

ところでございます。 

【久野委員】 教員の皆さん方の調整額というか、

残業しようが、すまいが、4％ということが決

まっているわけですね。今の自己申告の中でも、

例えば、残業オーバーみたいな申告が出た場合

には残業代が出るのかどうか。これはあくまで

も4％ですか。 

【鶴田高校教育課人事管理監】 先ほど申し上げ

た部活動の場合は特殊勤務手当等もございます

ので、そういったもので手当てをしている状況

でございます。 

【久野委員】 給与特例法というのは、これは国

の問題でしょうから、なかなか規定を崩すとい

うわけにはいかんでしょうし。今から先、例え

ば、熊本県のようにタイムカードを利用した時

にどうなのかなということが私は気になります。

熊本県としては、時間外がオーバーですよと。

その時に熊本県としては残業代が出るのかどう

か、私も気になります。 

 長崎県の場合、本当にこの4％のほかはない

というような状況の中で、前回も話しましたけ

れども、学校内での勤務時間、それから、持ち

帰りの時間帯、また、逆に考えれば部活の時間

帯、ものすごい時間で、これが過労死の問題等

がある中で皆さん頑張っておるわけですよ。先

ほどの不祥事の事件とは全く逆に一生懸命頑張

っている先生だっておるわけですから、そうい

う先生たちのためにも、この4％というのは考

えていく必要があるんじゃないか。一生懸命す

る人には、それなりのあれは出してやらなけれ

ばいかんのかなと思うんですけれども、なかな

か財政の問題ということがあるんですけど、そ

こあたり、今から先、少し考える必要があるん

じゃないかと思うんですが、そのあたり、少し

聞かせていただければと思います。 

【柴田教職員課長】 先ほど出ました給特法で

4％相当額が教職調整額として措置されており

ます。そういう部分の基本的な考え方というの

は、先ほど委員がおっしゃられたとおり、法の

中で決められておりますので、その部分につい

ては、なかなか独自にということは非常に難し

いと考えております。 

 ただ、勤務時間のしっかりとした把握という

ものをやった上で、現状、過労死につながらな

いように、その辺のところを雇用者側としてし

っかりと把握をするということは必要なことで

あると思っております。 

【久野委員】 できるだけのことは何とかしてや

らなければいけないなと、私はいつもそういう

ことを思っております。この点については改革

をきちんとやりながらしていかないと、逆に言

えば、教員の免許、資格を取った人たちが、教

員になることを希望しない学生が今かなりおる

ということも聞くわけです。ですから、せっか

く教員の資格、免許を取った以上は教員になっ

てもらう、それなりの報酬等もきちんとしてや
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らなければいけないんじゃないかと思います。

教員の資格を持ったら教員になることを目指し

ながら頑張るんだという方向性を今後ぜひ我が

長崎県教育委員会としてつくっていただきたい

ということを要望しておきたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに議案外の質疑はござ

いませんか。 

【里脇委員】 まず、県立ろう学校の移転の問題

です。 

 県立ろう学校跡地の、平成30年1月に契約締

結ということですが、平成30年1月の契約締結

に向けて大村市と協議を進めているんですね。

この今後の流れはどういうふうになっていくの

か。最終的に解体、それから譲渡、市のものに

なるという手続上の流れ。 

【野口教育環境整備課長】 平成30年1月の契約

と申しますのは、現在ある建物の移転補償につ

いての契約でございます。委員がおっしゃる跡

地につきましては、移転をした後、平成30年度

に建物の解体をいたしまして、その後、土地の

鑑定評価をした上で、今のところの計画としま

しては、平成31年度に大村市と売買の契約を結

び、売却をしたいと考えておりますが、その詳

細なスケジュールにつきましては、現在、大村

市と協議をしているところでございます。 

【里脇委員】 平成30年1月に今ある建物、校舎

等ですね、その分の移転補償費、要するに解体

費とかその辺のところになるんですか、それと

も県で解体して引き渡すわけでしょうか。その

辺、もう少し詳しく、すみません。 

【野口教育環境整備課長】 移転補償費につきま

しては、解体まで含めたところの金額設定で、

移転をするに当たってどれだけ必要かというこ

とでの契約となってまいります。 

【里脇委員】 そしたら、解体費も移転補償費の

中に含まれるということなんですね。要するに、

市が負担をするということになるわけですね、

解体費用まで。 

【野口教育環境整備課長】 はい、そのとおりで

ございます。 

【里脇委員】 解体はしないで、そのまま市にや

って、市の方で有効活用するなり、解体をする

なりというふうなことはできないんですか。 

【野口教育環境整備課長】 そのことにつきまし

ては、非常に基本的なことでありましたので、

あらかじめ県と市との間で、解体については県

の方で行い、解体後の土地については大村市の

方で一括して土地を買い上げるというところで

の話をあらかじめ詰めていたところでございま

す。 

【里脇委員】 その後、市長もかわられました。

多分、市長がかわる前の話だと思いますが、今

の市長ですか。解体費用を大村市が負担して、

そして県発注で解体工事をやると。すみません、

私は大村市出身ですから、大村市の事業を増や

すためにどう考えるかということですけど、大

村市が、解体は自分のところでしますから、そ

のままそっくり売ってくださいと。県は移転補

償費の中から解体費は差し引くわけですよね。

意味わかりますか。解体費用に1億円かかりま

す、それで移転補償費が例えば20億円だったら、

大村市が解体してしまった更地を20億円で買

い取るわけです。その中には1億円という解体

費用が含まれているわけです。であるならば、

1億円引いて19億円で大村市に譲ってください

と。そうすると、1億円分の工事発注は大村市

内の業者にできますからというふうな考え方も

できるんですけど、その辺については市との協

議の中で、もうそっくり県に補償費ぶっ込みの

中でやってください、それで更地にしてくださ

いと。それは大村市と県との協議でそういうふ

うになっているということですけど、普通、例



平成２９年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１１日） 

- 50 - 

えば土地開発公社とかが買い取る場合は更地じ

ゃないと買い取らない。だから、地主さんの方

で解体をしてくださいねという規定がいろいろ

あるんですけど、そういうことが条例とか規程

にあるんですか。あくまでも、もともとの所有

者で、要するに、県で更地にしてやらんばいか

んというふうなこと。あくまでも今回の件は、

県と市との協議によってそういうふうなことに

なっているということですか。 

【野口教育環境整備課長】 何らかの決まりごと

があってそのようなことにしたということでは

ございません。県と市との協議の中で、そのよ

うに決めたということでございます。 

【里脇委員】 これは、県と市との協議の場です

ので、皆さんには申し訳ないけれども、大村市

の事業を確保するという意味では、大村市はそ

のままで引き取った方が大村市内の業者に発注

ができるということと、もう一つは、県として

は要らぬ作業が省けるな、県は、それこそ解体

やなんだという発注業務をしないといけないの

で、その部分が省けるなという2つのことがあ

ったんですけど、これは今さら変更はできない

んですか。 

【野口教育環境整備課長】 確かに、委員の考え

方もあろうかと思いますが、現在、建物が9棟

あり、その9棟分の解体について解体設計を既

に行っておりまして、今年度中でその設計を終

わる予定でございますので、今、変更するとい

うことは不可能かと思っております。 

【里脇委員】 あとは市と県との話なので、市は、

それでいいということですから。もったいない

なと、市長さん、何しとっとかなという思いが

あって。この問題は終わります、了解しました。 

 次に、旧有馬商業高校の跡地の件ですが、今

度は解体を南島原市がやるので、その分の費用

負担が県としてはかからないので無償で譲渡し

ますと。この10年間、県が廃校になったものを

そのまま置いて有効策を考えながら地元と協議

されたと思います。 

 さっきの話とは違ってくるんですが、ぱっと

見ると、解体費を出さんで済むけんが、ただで

やろうというふうに簡単に考えるんですが、解

体費用は幾らかかるので、この土地の時価が幾

らぐらいかかるので、だからペイしますとか、

そういった部分の資料といいますか、根拠が何

もないんですよ。極端な話をしますと、土地だ

けだったら10億円、解体費用は1億円、それを

ただでやったらどうなのかということ。 

 その辺の資料が、根拠となる分、それは県と

して土地を荒らしたままにしておくわけにはい

きませんし、それは当然、県と市との協議の中

で地元のためにもいいものをつくろうというこ

とでは理解できます。ただ、そこの費用の根拠

となるものが何もなくて、ただこれだけ書いて

あったら、じゃ、どうなのかという部分も単純

に考えて、地元としてはそれでいいですけど、

県も金がないので、県も金をつくり出さんばと、

財源を確保せんばという時に、1億円で解体し

て、民間に例えば10億円で売れたと、そういう

可能性だって。今、私は勝手に言っているんで

す。勝手に言っているのはなぜか。この部分に

対しての根拠となる数字がないものですから勝

手に言わせていただいているんですが、そのこ

とについて根拠となるものといいますか、ある

程度の資料が欲しいなと思いまして質問しまし

た。 

【野口教育環境整備課長】 土地の鑑定評価をし

た結果、土地代が約1億5,000万円でございます。

対しまして、解体費用としては、土木部の建築

課に見積もってもらった結果ですが、1億6,800

万円というようなことが出ております。 

【里脇委員】 土地の評価が1億5,000万円、広
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さとかなんかですね。解体費が1億6,800万円と

いうことですね。わかりました。その辺のとこ

ろの説明を受けてなかったので、そういうこと

で県としては費用負担はあるけれども、南島原

市に有効活用していただくということで無償で

やるということですね。了解しました。 

【野口教育環境整備課長】 繰り返しになりまし

て大変申し訳ないですが、土地代は1億5,000万

円、解体費用が1億6,800万円とありますが、こ

の解体費用については、入札等によってどのよ

うに動くかということは結果が出てみないとわ

からない話なんですが、いずれにしましても、

県にとっても、市にとっても、解体費用と、土

地代を相殺するというような考え方に立ってい

るところであります。 

【里脇委員】 相殺ですね、チャラになるという

ことですね。了解しました。 

 次に、新図書館の件ですが、今後のことにな

りますけれども、今回、図書館資料ＩＣタグ貼

付業務委託の契約が出ていますが、今後の図書

の購入についてどういう方向でいくのかという

ことが、今までも委員会とか一般質問でも要望

が結構出ているんですけど、その方向性につい

て協議を進められているのか。また、進められ

ているのであればどういう方向でいくのかとい

うことをお聞かせください。 

【吉田新県立図書館整備室長】 大村市に建設中

の新図書館は、平成31年1月に完成するため、

図書の購入については、その後の平成31年度か

らの予算に関わってくるかと思っております。 

 執行方法に関しましては、現在、大村市と協

議中でございます。 

【里脇委員】 大村市も費用を負担するんですけ

ど、大村市は大村市の分を買うということでは

なくて、費用負担をして、一括して、一つのも

のとして購入をしていくという形になるんです

ね。 

 要するに、私どもは、できるだけ県内企業の

育成といいますか、地場企業の育成を含めて、

少なくとも県内の企業を育成したいという思い

があるものですから、できるだけ県内でやれる

ものは県内で発注していただきたいという方向

が大きな柱にあります。その方向性について、

できるだけそういう方向でいくのかどうかとい

うことが心配でお尋ねをしているところですけ

ど。 

【吉田新県立図書館整備室長】 図書の購入に関

しましては、県立、大村市立、それぞれの図書

というのは財産になりますので、基本的な執行

は、県立の図書は県立、市立の図書は市立で購

入することになると思っています。執行方法等

につきましては、それぞれの県立、市立で一定

協議をさせていただいているところでございま

す。 

 図書の購入に際しましては、どういう本を買

うかという選書ということがございます。その

あたりに関しましては、県立、市立が一体とな

って選書していくことになっております。そう

いった執行に関しましては、県立の場合は県内

業者への配慮ということを前提に検討してまい

りたいと考えております。 

【里脇委員】 ただいまの答弁の最後のところが、

県内業者が入るというのか、配慮というのか、

どっちだったですか。 

【吉田新県立図書館整備室長】 原則、県内業者

ということで考えております。 

【里脇委員】 ぜひとも大村市とも協議を、大村

市が、「県の方が、県の方が」とすぐ逃げるも

のですから、県の方で主導的にやっていただい

て、県内で発注をするようにお願いしたい。 

 県内にも配慮してということですが、県内も

入れました、大手が落ちましたとか、そういう
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ことがないように、県内でできるんだったら、

県内で何とかしていただきたいということをお

願いしておきます。 

 もう1点、新しい建物がどんと建ちます。そ

の維持管理についてですけど、一つが清掃業務

に関連して、その他維持管理もありますが、県

庁舎の清掃委託業務の発注があっています。私

も資料をいただいたんです。そしたら、これは

業務委託なので予定価格も公表されていません

し、最低制限価格もありません。そういう中で、

大体の業者が7,000万円から8,000万円、一番高

いところで9,400万円ぐらいです。落札したのが

3,800万円でしたか、3,200万円でしたか、半分

の7掛けなんですよ。俗に言う半分7掛けという

言葉どおり。 

 それで、建物とかのハード面だったら検査し

て、ちゃんとこの材料を使って、こうしている

かということを検査できますが、清掃業務とい

うのは、仕様書がアバウトで、誰が点検をする

のか、チェックするのか。例えば、ワンフロア

をするのに20人かかると普通言われているの

が、そしたら絶対この金額では合わないんです

よねということを何社からか聞きました。そし

たら絶対合わない金額でとっていくんですよ。 

 私が心配しているのは、新しい建物ですから

最初はわかりません。これは大村でも私が市議

会議員をしている時にもあったことです、事例

として。やっぱり新しい建物について、たたき

合ってとったんですよ。ところが、何年かごと

に委託先がかわりますが、次にとったところが、

ひどいですよと。要するに、ワックスをかける

にしても、一回ワックスをはがさんとだめです

よというぐらいひどい。 

 だから要は、仕様書というのが非常にアバウ

トなものですから、発注の段階できちっと、要

するに、清掃業務に関してもいろんな資格があ

ると思いますが、誰がチェックをするのか、毎

日どのぐらいの人が入って、自分たちが望む清

掃をやっているのかということをきちっと見れ

ないといけない。逆にいうと、例えば、民間の

検査機関じゃないですけど、同じところが見る

ぐらいの、なってないよねということ。新品で

すからきれいですから、毎週とか、毎日やらな

ければいけないところを一日置きでもわからん

さという部分も出てきますので、そういったと

ころをしっかりやっていただきたい。 

 それと、清掃だけじゃなくて、建物全体の維

持管理についても、もうちょっと検討をしてい

ただきたい。その辺について市の方と話をどの

ように、今からぼちぼちそういう話も出てくる

と思うんですよ。そういったところをきちっと

やっていただかないと、後々が大変なことにな

るんじゃないかなという思いです。 

 だから、安く発注できたからよかったという

ことではなくて、やっぱりいい仕事をしていた

だかないと長もちはしないですよということも

あって、その辺についての見解といいますか、

今後の考え方についてお尋ねをいたします。 

【吉田新県立図書館整備室長】 今後の施設の維

持管理につきましては、委員がご指摘のような

ことも参考にしながら、また、仕様をどの程度

にしないといけないかということにつきまして

は、建築の専門家等にも話を聞きながら仕様等

を決めていきたいと思っております。 

【山本(由)委員長】 ほかに委員の方から議案外

の質問はございませんか。 

【中村委員】 今回、教育振興計画が改定の時期

に来てますよね。この改定について、これまで

の計画も十分検討した中で実践も含めて頑張っ

てこられたと思うんだけれども、今回の改定に

ついては、どの辺に力を入れて新たな計画をつ

くろうとされているのか、お尋ねいたします。 
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【田渕総務課長】 この教育振興基本計画は、教

育基本法に基づいてつくっております。第一期、

第二期に続く第三期を来年度つくり上げる予定

でございます。 

 これをつくり上げるに当たりましては、国の

振興計画を参酌しながらつくっていくというこ

とでございます。これまでの、第二期の課題を

検証、整理いたしますとともに、「長崎県総合

計画チャレンジ2020」とあわせまして、あと、

国の計画がまだ出ておりませんので、国の計画

を見ながらつくっていくんですけれども、国の

審議経過報告が出ておりますので、それをちょ

っと申し上げますと、「2030年以降の社会を展

望した教育政策の重点事項」ということで国か

ら出されております。その中には、人生百年時

代を生きるためには若年期における教育に加え、

生涯にわたる学習や能力向上が必要ということ。

あと、ＩＣＴを主体的に使いこなすとともに、

人間ならではの感性や創造性を伸ばす。それと、

幾つになっても学び直し、新しいことにチャレ

ンジできる環境をつくるということ。もう一つ

は、教育を通じた一人一人の可能性とチャンス

の最大化を今後の教育政策の中心課題に据えて

取り組むということで、国の中間報告的なもの

が出ておりますので、こういうものを参考にし

ながらつくっていきたいと考えております。 

【中村委員】 予算の関係もあるから国の基本計

画にのっとってつくらなくちゃいけないという

ことは私たちもわかります。今日ずっと意味を

深めてのいろんな問題が提示されながらやって

きたから、もちろん、国の基本計画に基づいて

やるということはわかるけれども、この時期に

来たら長崎県としても何らかの形で長崎県独自

のものを盛り込んでいってもいいんじゃないか

という気持ちもするんだけれども、その辺どう

ですか。 

【池松教育長】 ただいま総務課長から、社会の

大きな流れを踏まえた部分も反映させるという

ことで国の中間答申を例にしてお話しいたしま

したが、私が考えております、今後、細かい意

見を聞いていくことになりますけど、長崎県独

自では基本的に離島を抱えております。そして、

少子化が進んでいるということで、例えば、県

立高校につきましても学級減が進んでいく状況。

小中学校も統廃合が進むという中で、教育の確

保、質も含めて確保をどうするかということに

ついて地域ごとの課題があるのではないかと思

っています。同じ少子化といいながら、国が日

本国全体を見るのと、さっき言ったように、我々

が島ということも含めて見るのでは、問題を身

近に感じるかどうかみたいなことがありますの

で、そこが1つ。 

 それと、英語は全国全てですが、小学校から

英語教育が始まるという新学習指導要領の中で、

英語についてのみあえて申し上げれば、経済格

差、地域格差が生じないように行政としてでき

るだけの支援をやっていかなければいけないと

思っています。 

 それと、ＡＩのことが言われていますけれど

も、今の子どもたちが社会人として中堅となる

頃には、ＡＩが発達して、よく言われるように、

2049年頃には今の労働力の半分がＡＩに置き

換わるだろうと言われるような未来予測があり

ますので、そういう時代にもしっかり対応でき

るような人材をつくっていかなければいけない

と思っています。 

 具体的な中身については、今委員会、県議会

の意見を聞きながら、また、先ほど申し上げた

民間懇話会の方々の意見を聞きながら策定して

いくことになると思いますが、私としては、問

題意識としては、今の3点が主な問題と考えて

いるところでございます。 



平成２９年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１１日） 

- 54 - 

【中村委員】 少し安心しました。ただ、私たち

長崎県というのは、先ほど教育長が言ったよう

に、島が多い、子どもたちも減っている。島と

いうのは、特に子どもたちの数が減っていくと

思う。そういう中で学校の存続という問題も出

てくると思います。学校によって成り立ってい

る地域がたくさんあるわけでありまして、その

学校をなくした場合には、その地域が完全に閉

鎖してしまう地域もあるわけですから、そうい

うところも吟味しなければならない。 

 また、現在の小中学校においては、市町が優

先的にやっているわけだけれども、問題は、高

校になった場合には公立と私立の問題が出てく

ると思うんです。場所によっては私学の数が非

常に多い地域もあるし、少ないところもある。

そういうことになった時に公私間の生徒の奪い

合いも含めて、学級数、そしてまた生徒の数、

そういうところにいろんな格差が出てくると思

うんですよ。だから、その辺を含めながら新た

な計画に取り組んでいただきたいと私は思うと

ころがあります。 

 今日、教師の問題もあって、皆さんたちが言

っているように、先生たちの負担が非常に大き

くなって苦労しているということは私たちもわ

かるわけです。だから、何とかして先生たちの

負担を減らしてやりたい、もちろん事務負担で

す。事務負担を減らしてやれば、もう少し子ど

もたちにかかわれる時間がとれる。そういうこ

とを考えた時に、何らかの形で事務の負担を減

らしていただきたい。これは全ての教育にわた

ってだと思うんです。保育から高校まで、大学

まで、全ての資格を持っている先生たちのため

に、それをどこかで省いてやらんというと、現

状ではなかなかおさまらないというのが本来の

姿だと思います。 

 その辺も含めながら、長崎県独自とまでは言

わないけれども、国の計画にのっとりながら、

可能な限り、県内の先生たち、そしてまた生徒、

保護者たちが納得できるような形の基本計画を

つくっていただきたいと思います。よろしくお

願い申し上げます。 

 もう1点聞きたいんですけど、先ほど、里脇

委員から校舎の問題等がいろいろ出ていました。

最近ずっと見た時に、県内の学校の、教育委員

会ですから高校になってくると思うんですけど、

小・中・高を含めながら、電灯のＬＥＤ化がど

こまで進んでいるのかなと。予算に電気代とい

うのが入っていたから、その辺も聞きたかった

んですけれども、問題が広いかなということで

やめたんだけれども、今、議案外ですから、そ

の辺で県内の各学校のＬＥＤ化はどのぐらい進

んでいるんですか。わかりますか。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時４２分 休憩 ― 

― 午後 ２時４３分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【野口教育環境整備課長】 県立学校については、

一定把握をしておりますが、小中学校について

は、申し訳ありません、把握をしておりません。 

 県立学校につきましては、学校数73校のうち、

ＬＥＤ照明を設置している学校数としては53

校ございます。 

【中村委員】 予算案の中に教育センターの電気

使用料というのが入っていたものですから、ど

のくらいになっているのかなと、大分改善した

のかなと思ったものですから。ここしばらく、

あちこちの学校を見たんだけれども、まだ変わ

っていないところが結構あるなという予測をし

ていたんですよ。 

 もちろん、ＬＥＤ化にするには高額な費用が

かかるということはわかるんだけれども、ただ、
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全体的に考えた時に、一つの蛍光灯が普通の蛍

光灯とＬＥＤの電気料は65％の格差があるん

ですよね。それを考えた時に、何年後に、全て

ＬＥＤにかえたら、どれだけのものが変わるか

ということを考えた時に、なるべく早くやった

方がいいんだろうなと。また、交換期間が最長

で15年間ぐらいの期間を見ていますから、そう

した時に、校舎内だけじゃなくて体育館とか、

そういう大容量の電光を使うところを早めに交

換した方がいいんじゃないかなと私は思ったも

のだから。それで、県の教育委員会だから、小

中学校ぐらいはしとかんといかん、どのくらい

やれているかの情報ぐらいは持っとかんといか

ん。そこら辺の情報の収集をよろしくお願いし

ておきます。 

 やっぱりＬＥＤ化というのは、一刻も早くや

った方が将来的なことのためにはいいと私は思

うものだから、その辺についてはぜひ率先して

やっていただきたいと思います。今後、どうい

う感じで取り組んでいかれますか。 

【野口教育環境整備課長】 現在の整備の方法と

しましては、委員おっしゃられた、例えば体育

館とか武道場あたり、天井材、非構造部材の耐

震化というのがございまして、その辺の工事を

やった時に、それとあわせてＬＥＤ化したとい

うケースが何校もございます。 

 現在の進め方としましては、県立学校につき

ましては、廊下とかトイレのダウンライトであ

りますとか、街灯等について比較的交換がしや

すいところについては順次進めております。た

だ、省エネ型の蛍光灯などと比べても、今のと

ころ、まだイニシャルコストが高いということ

から、どんどん進めていくところまでには至っ

ていないところであります。 

 ただ、改築でありますとか改修に合わせて施

設本体の耐用年数等を考慮しながら少しずつで

はありますが、整備を進めているところであり

ます。 

 今後も、なるべく早くその整備が進むように

やっていきたいという考えがございます。 

【中村委員】 確かに、一つひとつのＬＥＤの単

価というのは高いんですよ。今言われたように、

耐震化とか、そういう機会にやっているという

ことは私も十分知っています。しかし、最終的

に残るところがあると思います。校舎は新しい

けれども、器具は古いところがあると思います。

そういうところは最終的には一括発注して、購

入価格をかなり下げさせての交換ということも

考えなくちゃいけない時期が来ると思うので、

その辺については耐震化の心配がない。例えば、

校舎が老朽化していないところはなかなか進ま

ないわけでしょう。そういうところを急いでや

りなさいと私は言っている。そういうところを

含めながら、できるだけ早めにＬＥＤ化して省

電力化、そして、電気料金の低料金化をぜひと

も実践していただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

【野口教育環境整備課長】 おっしゃるとおり、

イニシャルコスト、ランニングコスト等ござい

ますが、トータルコストのことも十分考えなが

ら今後も取り組んでいきたいと考えております。 

【山本(由)委員長】 ほかに。 

【浅田委員】 2点ほどお伺いしたいと思います。 

 主権者教育について。 

 先日、衆議院議員選挙があって、高校生の投

票率は、皆さんのご努力もあって、期日前投票

とかいろいろできて、前回の参議院議員の選挙

よりもアップした。ただ、19歳になると、それ

が継続できなくて下がってしまうというような

現状がありました。また、来年に至っては知事

選挙を控えたり、県内各地でもいろんな選挙が

これから始まっていきます。 
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 今後の主権者教育をどういうふうに行おうと

しているのか。さらに強化する点とか、前回の

選挙を受けての反省点などを踏まえてお願いし

ます。 

【林田高校教育課長】 委員ご指摘のとおり、昨

年度の参議院の通常選挙は、18歳が44.2％、今

年の衆議院議員の総選挙が18歳で53％という

ことで、幾らかは改善しております。 

 ただ、実際、パーセントを比較してといいま

しょうか、総合的に見ますと、まだまだ低い数

字ではないかと思っているところです。 

 それと、ご指摘があったように、19歳に至っ

ては、全国との差は少し改善されたものの、19

歳の投票率が29.1％という結果でございます。

非常に厳しいなと思っているところです。 

 主権者教育に関しては、あらゆる手を使って

やっていかなければならないと思っておりまし

て、最も有効だと考えておりますのは、政治に

ついて考える機会を学校の教育の中で持つこと

ではないかと考えております。 

 そういう意味で、今、離島を中心に、各学校

では地域の課題を探究していく学習に着手しつ

つあります。これが全県的に広がっていかない

かなという思いでおりまして、できるだけ推奨

するような方向で、この主権者教育を新たな方

向に導いていきたいと思っています。 

 もう一つは、19歳に関して言うと、住民票を

異動せずにそのまま就職したり進学している子

どもたちの数が多いのではないかということも

懸念されますので、この辺についての周知を図

る方法も考えていきたいと思っております。 

【浅田委員】 今おっしゃったように、離島とか、

そういうところを含めてやっていると。しかし、

今回の結果を見ると離島の投票率が低いですよ

ね。離島が30％台で、五島とか対馬とか、離島

の18歳、19歳の合計率が低くなっている現状が

あります。学生が一番多い長崎市も高くないと

いう現状で、そこをもう少し強化していかない

と、これからどんどんつなげていかないといけ

ないと思うんですね。それは高校だけではなく

て、小学校、中学校、あとは家庭環境、ずっと

申し上げておりますが、そのあたりを、いきな

り高校にきてやるというのが、私も2回連続で

学生と主権者教育についての勉強会をしたり、

シンポジウムを開いたりしたんですけど、意外

と今の大学生ですね、20歳ぐらいの子たちは、

急に18歳になって言われた気がすると。 

 これは前々から質問しているんですけど、教

科書には載っているんですが、なかなか浸透し

ないんです。皆さんにとっては急にという状況、

ここをやっぱり打破しないと、なかなか難しい

のかなと。確かに、小学校のうちから興味を持

たせること、中学生のうちから選挙だというこ

とは難しい。児童会の選挙もなくなったとか、

いろいろそういう状況がある中では難しいかと

思うんですけれども、もう少し学年を下におろ

してやっていかないと、学校教育の中でもなか

なか難しいのかなと私は思っているんですが、

いかがでしょうか。 

【木村義務教育課長】 児童会選挙、生徒会選挙

の話題が出ましたけれども、主権者教育の重要

性というのは、今回、学習指導要領にも反映さ

れております。ご指摘のあったとおり、小学校

では、原則として児童会選挙は行なわないとし

ています。新しい学習指導要領においても全て

の児童が積極的に児童会活動に参画することが

大切であり、児童会活動については互選によっ

て組織することが望ましい旨がはじめて明記さ

れました。 

 一方、中学校では原則生徒自らが選挙管理規
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則に従って役員選挙等を運営することにより、

生徒会活動が自主的な活動であることを一層自

覚していくことが大切であり、それぞれ特質に

応じた児童会、生徒会活動を行うこととなって

います。 

 また、学習に当たっても、単に政治の仕組み

について必要な知識を習得させるにとどまらず、

子どもの発達段階に応じて、学校が地方公共団

体の関係部署と連携を図るなども新たな工夫の

方向として打ち出されています。 

 県及び市町選管と協力して行っている模擬選

挙等もその一つの仕組みであります。県でもで

きる範囲の中での支援、指導等をしていきたい

と思います。 

【浅田委員】 小学校は、やっぱりいろんな問題

がある、人気投票になっていろんなこともあっ

て、もっと幅広くやりたいということを前々か

らお伺いしていたのでわかりますが、中学校の

中で意味合いをどう落とし込んでいくかとか、

より高校生にと。 

 そんな中でご質問したいんですが、私は、大

学生のインターン生を議員になってからずっと

受けているんですが、今、全国的な組織である

「ドットジェイピー」というところが高校生か

ら、2年前から議員のインターンシップ派遣だ

ったり、県の選管だったりということがあるん

ですね。それを今度から長崎県でもやろうとし

ていると。 

 そんな中で、長崎県の場合は県立高校は補習

があったりとか、いろんな流れの中で難しい、

私立もというような状況があると聞いているん

ですが、そのようなことについて県の選管と教

育委員会で話の連携はできていますでしょうか。 

【林田高校教育課長】 今年度、8月19日に新興

善メモリアルホールで行われたイベントの情報

に関しては選管からもいただいておりますし、

私どもも、「いい試みですね」ということで、

高校にどうやって伝えるかということで急遽、

多分、期日がなかったものですから急いで対応

したんじゃないかと思っております。 

【浅田委員】 すみません、言葉が足りなかった

かもしれません。そのイベントではなくて、今

までは大学生がインターンシップ制度に参加し

てたんです。それが高校生が参加して、より主

権者教育をしようということで全国組織の「ド

ットジェイピー」の中でも、全国で既に高校生

のインターン生を引き受けている議員がいて、

そのシステムを長崎でやり出すと。それを県の

選管には話をしているという話を聞いたんです

が、実際問題、高校生の場合、学校の許可とか

いろいろあるものですから、県の教育委員会と

の連携がより必要だと思うんですね。そのあた

りを選管から既に話がいっているのかどうか、

まず教えてください。 

【林田高校教育課長】 今、言われたようなご提

案そのものは、まだいただいてないと思ってお

ります。ただ、いろんなイベントや考え方につ

いては、随時、提供いただいておりますので、

そういう意味では連携は少しずつはとれている

と考えております。 

【浅田委員】 今度新しくその仕組みができるそ

うです。来年2月、3月の受け入れ体制のところ

で、今、高校にもお願いに行こうとしていると

いうことで、県の選管には既に話をしたと聞い

ております。 

 主権者教育をやる、2月、3月、知事選等もあ

って、それこそ高校生に目覚めさせていく機会

になっておりますので、ぜひとも教育委員会と

選管がもっと密に意見交換をしていただいて、

現場の高校生とかをいかにその場に触れさせる
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かということは重要なことだと思います。議員

にだけ触れさせることではなくて、ほかにも県

の選管と教育委員会が率先してそういうことを

もっとやっていただきたいと思います。来年、

再来年、いろんな形で数値として子どもたちの

投票率というのは明確になる部分ですので非常

にわかりやすいところだと思いますので、その

歩みをぜひとも数字できっちりと増加するよう

に見せていただければなと思います。 

 もう1点だけお伺いします。集約させていた

だきますが、今回、いろいろ資料をいただいた

中で、「長崎県総合計画 チャレンジ2020」の

平成28年度の数値目標の進捗状況、そして、平

成29年度の事務事業の評価結果が出てまいり

ました。そんな中で遅れをとっていて改善が非

常に必要な項目が何項目かありました。私も気

になる項目が幾つかありました。 

 今回の委員会が私たちにとって最後の委員会

になりますので、ぜひとも教育長にお伺いした

いんですけれども、これとこれは来年度、もっ

と重点的に、何がなんでも教育庁が一丸となっ

て改善に向かいたいと、確実に数字を上げてい

きたいというものがおありかどうか。当然おあ

りだと思うんですけれども、項目的に何かあれ

ば教えていただければと思います。 

【池松教育長】 いろいろあるんですけれども、

小中学校で申し上げますと、基礎的な学力は全

国に伍して負けないようにしっかり身につけさ

せていきたいと考えております。 

 なぜなら、先ほど申し上げたとおり、今後の

世の中の流れの中で、ただの知識だけではなく、

その知識をどう活用していくかということ、そ

の能力が非常に重要になります。そういう意味

では、ベースとなる技能、知識をしっかり身に

つけさせて、高校教育、大学教育の中で活用力

をつけていくというようなステップを踏んでい

く必要があると思います。1つ挙げるとすれば、

基礎的な学力をしっかり身につけさせたいと考

えております。 

【浅田委員】 ありがたいです。私もそれが第一

優先だなと思っていまして、これが全て、いろ

んなところに波及していくであろうと思ってお

ります。もちろん、これは教職員の先生たちの

ご努力、いろんことが全部連鎖して起こるわけ

ですけれども、全国学力テストは、全教科全国

平均を下回ってしまったというような状況があ

ります。皆さんが努力をしている中でも、全国

的平均を超えることができなかったものですと

か、県学力テストを見ても、6割以上の正解率

が40％台で目標を達成していないわけですね。

これは非常に大きいことだと思っているんです

けれども、これを今、教育長は第一に考えたい

と言っていただきました。 

 担当部署としては、具体的に、よりどうして

いくお考えなのか、決意があればぜひお伺いさ

せていただければと思います。 

【木村義務教育課長】 教育長も申し上げました

が、学力の保障というのは、子どもたちの将来

の進路を保障すること、また、長崎県全体を活

性化していく上でとても重要なものの一つだと

思っています。 

 これまでも粘り強く取り組んでまいりました

が、そこに効果がしっかり上がっているところ、

まだまだ改善をしなければならないところ、そ

れぞれあるわけです。効果が上がっているとこ

ろは、どこがいいのか。そこをきちんと県内に

広めていくことが大切であるということ。また、

逆に言えば、なかなか改善できないところは、

どこを改善していけば立ち上がることができる

のか。これはこれまでの実績に重ねていきなが
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ら、細やかにやっていきたいと思います。 

 学力向上ということを一番の課題の一つとし

て全県的に捉え、それに向かっていけるような

長崎県教育界をつくりたいと思っています。 

【浅田委員】 ここが基本のところでもあります

し、これも数字的しっかりと出てくる問題でご

ざいます。さまざま子どもたちに与える環境が、

これから先の幅を広げてあげることにもなりま

す。もちろん、頭のよさだけで生きていくこと

はできないということは十分承知の上で、ただ

やっぱり基礎学力等々をつけるということは非

常に大事だと思っています。 

 それプラス、長崎の子どもたちは体力的にも、

ここもまた改善の余地があると出ておりますが、

ここはいかがでしょうか。 

【後藤体育保健課体育指導監】 本県の体力テス

トでは、小学校5年生、中学校2年生で全国と比

べているわけですけれども、総合的に見ると全

国とほぼ同等でございます。ただ、個別の項目

では柔軟性が低いという課題が過去から続いて

おり、これを全国以上にもっていきたいと考え

ております。総合的には全国と同じですけれど

も、項目に課題がございます。 

【浅田委員】 皆さんが日ごろから頑張っていら

っしゃる、現場の先生たちが頑張っていらっし

ゃることは、今日も不祥事の問題がありました

が、総体的にはさまざまな施策をもって子ども

たちに日々取り組んでいただいていることは十

分に理解していますが、ご自身たちで持った目

標であり、その評価結果でありますので、これ

をもっともっとご改善いただいて、長崎の未来

をつくる子どもたちにかかわっているお仕事で

ございますので、そのあたりをもっともっとや

っていただけることを願いまして質問を終わら

せていただきます。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ２分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 しばらく休憩します。 

 午後3時15分から再開します。 
 

― 午後 ３時 ３分 休憩 ― 

― 午後 ３時１５分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

【橋村委員】 2～3、確認の意味で質問してお

きたいと思います。 

 先ほど、里脇委員から質問があったんですけ

れど、旧有馬商業高等学校の払い下げについて

です。これを読んでいて、今後の予定といたし

まして、「南島原市において議会の承認がなさ

れ次第、譲与契約を締結し、譲与することとし

ております」ということであるわけです。これ

についてなぜ南島原市の議会の承認が必要なの

かということでお尋ねしたところ、負担付寄附

ということで、であれば議会の議決も必要かと

思ったわけです。そこら辺のことがわからなく

て。 

 ただ、譲与することについて公共用地として、

さらに地域振興のために役立ててもらうという

ことであれば、有償、無償、いずれにせよ、譲

渡することに異議はなかったわけです。 

 また、さっき質問の中で解体費用と譲渡の予

定価格がニアリーイコールということでありま

した。それはどうでもいいんです、私にとって。

この高等学校設立に向けては地元の町、あるい

は関係市町の協力のもとに開校されてきたんだ

ろうと思うので、恐らくそういういきさつを拝

察するにつけては地域振興に役立ててほしいと

いう思いです。 
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 ただしかし、無償譲渡ということで、譲渡を

受けられた後に、負担付譲渡だから、ある程度

経費が伴うから事前に議会の了承をいただこう

ということはよくわかるんです。とんでもない

負担を伴うようなことがあってはならんという

ことで。 

 それはそれとしてですけれど、ある分校跡地

を町に払い下げた経緯があったんですね。その

譲渡された土地を、企業誘致が盛んな折に、進

出しようとしたある企業が、ぜひ払い下げをし

てほしいというような話があって、それを企業

誘致推進ということで県の担当部局で、早く、

無償でもいいじゃないですかというような話が

あったんです。私は、事は慎重に対処すべきと

いうことで当時の地元の首長も慎重に対処され

たことによって、その払い下げはなされずに、

現在、有効活用されておるということでありま

す。 

 払い下げられた土地が、その時の目的以外で、

もし転売でもされたらという思いがあるので、

そこら辺に対する認識というか、あるいは譲渡

に対しての県の見解をお伺いしておきたいと思

います。 

【野口教育環境整備課長】 本件の譲与について

は、説明にもありましたとおり、南島原市にお

いて議会の承認がなされ次第、契約を締結する

ということで、予定としましては、年内には譲

与の契約を締結しようと考えております。その

契約の中で「南島原市は、多目的に活用できる

運動広場の用途に自ら供さなければならない」

ということをまずうたっております。原則的な

考え方といたしまして、そういった義務が履行

されない時には、県はこの契約を解除すること

ができます。解除した場合には、譲与物件につ

いて現状に回復した上で返還をしてもらうとい

うところまで契約にうたい込みます。 

 そのような考え方をしておりますので、南島

原市とは、そういったしっかりした考え方のも

とで契約を結ぶということであります。 

【橋村委員】 国有財産の払い下げに私は携わっ

たことがあるんですよ。その折にも町が払い下

げ申請しているんだから、できるだけ便宜を図

っていただきたいというような話をしてやりと

りをした折に、なるほどなと、まだ町長になり

たての頃だから私も勉強不足でしたけれども、

国民の財産、国有財産だから、それは正当に払

い下げなきゃならんと、我々は公的管理をしな

ければならないという立場ですから、特定の利

便性を図るわけにもいきませんという型どおり

の返事であったわけです。それはそれとして、

今日、いろんな問題が、トラブった問題が発生

しておりますけれども、なるほどなと、当時も

理解をしたわけです。 

 それはそれとして結構なことだけれども、こ

の県有地の払い下げ、県有財産、行政財産を払

い下げることについては、やはりそれなりの理

由づけというのが必要だろうと思うので、そう

でなければ競争入札に付するというようなやり

方をせにゃならんと思うわけですけれども、そ

うじゃなくて、先ほど紹介がありましたような

条件付きということであればということなので、

その譲渡することに対して全く異議はないわけ

です。また、適切なる対応をされたということ

で安堵しているわけです。この件については、

これで終わらせていただきたいと思います。 

 先ほどのやりとりの中でもありました大村市

に建設されつつある大村市立図書館と県立図書

館でありますけれども、当時も、人口急増の時

に高等学校をどんどん増設していたことがあっ

たわけですね。そういう折にも、北陽台高等学

校、あの時は何と言っていたのか、建設委員長

かなんかそういうふうな感じ、諫早東高等学校
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の時も、仮称でしたけれども、建設委員会の委

員長と、その方が校長見込みで委員長をやって

おられて、事前の準備に入っておられたわけで

すね。それが当然だと思うんです。 

 そういうことを含めて、今度、図書館を建設

されるにつけては、今度は、県立図書館と市立

図書館と2つの権利者が合同でこれを設置し、

運営を果たそうというわけですね。そうすれば、

県立学校の運営とは違った形で、それぞれの代

表者がおるわけですから、これはややもすると、

とんでもない、2頭立てでうまくいかんという

ケースもなきにしもあらずだと。 

 だから、そういうことを回避するためには、

事前によく検討、協議をして、しかるべき方法

で立ち上げ、そして運営をやっていくというこ

とが一番大事なことだと思っております。建設

されてから、運営はその時期が到来した時にや

るさではなく、もうスタートの時点からきちっ

と、つくるのは簡単だと私は思うんですよ、立

派な施設は、金さえあれば、いい設計屋を選定

さえすれば。しかし、それが設置されて今まで

にない、高知県ぐらいでというような例がある

やに聞いておりますけれども、まさにユニーク

な、県立と市立と一緒にやって相乗効果を発揮

させた、どこにもないようなすばらしい図書館

として県民、市民に利活用してもらうという趣

旨で建設計画がなされていると思うんです。 

 そういうことで、今が一番大事な時期だとい

う私なりの認識なんですよ。だから、一刻も早

く準備に取りかかる必要があるのではないかと

いう思いですので、ぜひとも教育長の思いを、

具体的にどうだこうだというところまでは私は

求めません。ただ、大事な、ユニークな、県立

図書館、市立図書館、何型というかはそれぞれ

のネーミングでいいんですけれども、そういう

図書館をつくるにつけての教育長の思いと考え

をお尋ねしておきたいと思います。 

【池松教育長】 県立図書館と市立図書館の一体

型というのは、今、委員からもご紹介がありま

したが、高知県が先行して高知県立図書館と高

知市立図書館を合体した一体型の図書館を今建

設中で、長崎県よりも先に進んでいます。 

 私が1つ今思っているのは、ただの建物の合

築ではなくて、機能としても、それぞれ県立の

役割、市立の役割がありますけれども、1足す1

が3になるような一体型の図書館にしていかな

ければいけないと思っております。 

 ハードにつきましては、基本構想等の設定の

時に民間の専門家の意見も聞いていますので、

一定、先進的な図書館ができ上がるものと確信

しておりますけれども、その運用に当たっては、

まさに日々、動きますし、今度は県民、市民の

方々がどのようにすれば利用しやすいか。もっ

と言えば、子どもたちに読書の興味をどう持た

せるかというような個別の課題が生じてくると

思いますので、そういった課題にも適用できる

ような組織体制、また、その組織体制から生じ

るソフトというものを大事にしていかなければ

いけないと思っていますので、大村市ともよく

協議をしながら、全く新しい形の一体型図書館

と言われるものに、産みの苦しみはあろうかと

思いますが、そういう図書館に、先進的な、日

本一の図書館をつくっていきたいと考えている

ところでございます。 

【橋村委員】 かねがね担当職員と意見交換の折

にはそういうふうなことで、ハードな施設をつ

くることは簡単だけれども、どうやってランニ

ングされるか。そしてまた、質の高い運用がで

きていく、そしてまた、利用者のニーズに的確

に応えられるかどうかということであって、比

喩は悪いんだけれども、コンビニエンスストア

とは違うんだと。物を売り買い、提供して適切
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な金額をということではなくて、目に見えない

附帯的なノウハウ、知的なものはそういうもの

だと思うんです。だから、単に図書の貸し借り

ではなくて、どういう傾向に利用者が興味を持

っておられるのか、そういうことを適切に判断

して、そして、そういうリクエスト傾向をも分

析して、今度は新たな図書を提案するとか、こ

ういう新書が出てますよという、そこまでやれ

る、それこそが本来の図書館であるし、図書館

機能を十分果たすために、だからゆえに司書と

いうスペシャリストを養成しておかなければい

けない。単に探してきて渡すだけではなく、も

っと付加価値の高いものを、目に見えないもの

を、また来たい、また訪ねてみたい、ぜひ図書

館に頻繁に行ってみて、そして、それ以上のも

のが、前回よりは今回、さらにステップアップ

した、そういうものを、無形のものを提供でき

るような図書館であってほしい。 

 したがって、図書館建設の関係職員とのやり

とりの中で、あるいは2～3、私なりに県立の図

書館の状況、どういう人事配置をされておるの

か、どういうランニングをされておるのかとい

うことも調査した経緯があるわけですけれど、

今から残された時間はわずかですから、そこに

総力を挙げて、そしてまた、代表者について具

体的になれば、県立だ、市立だと、そこに二人

の代表者を置くのではなくて、ニュートラルな

立場で、高い立場で全体を見渡し、そして、そ

れぞれが力を合わせて盛り上げていってリクエ

ストに応えるというような運営をぜひやってほ

しい。 

 私も、今度、図書館をつくられるに当たって

は、場所の問題についていろいろ議論もあった

わけですけれど、祈るような気持ちで、思い上

がりと言われればそうですけれど、図書館とい

うのはそういうものだと。県民の皆さんたちに

満足してもらい、そしてまた、利用度も果てし

なく向上していく。それこそが今回の図書館の

設置目的だということで、その設置目的を職員

と共有しながら、そして、運営が図れるように

という思いですので、こういう提言をさせてい

ただきました。 

 どうか総力を挙げて、教育長のみならず、図

書館設立のメンバーのみならず、皆さんたちの

総力で学校の図書館の機能をも融合したような

形で相乗効果を発揮できるようにという期待、

願いを申し上げておきたいと思います。 

 次に、先ほど教育長の答弁の中にもありまし

たけれども、今度、英語教育が授業化されてい

くということですけれど、これはもう当然の流

れだろうと思うんですね。我々、どこかでも言

ったんですけれど、もう50年も前の話ですから、

中学校の先生というのは、ただ読み書きができ

れば先生と。「あの先生は英語ばしゃべりよら

したばい」というような感じで、しゃべる先生

が珍しかったんですよ。今は、しゃべるのは当

たり前の、自動車が普及し出した時に女性が自

動車を運転しよるということでびっくりした思

いがあるわけですけれど、今やもう、東京あた

りに行くと、地下鉄に行っても、どこへ行って

も、もうぼんぼん外国語で会話をしている。そ

れがもう当たり前の生活なんですよね。我々、

こういうローカルなところで生活していると、

なかなか外人と接触する機会が少ないんですけ

れども、それがもうバイリンガルが当たり前の

時代になってきている。だから、時代の要請と

して英語の授業化に取り組まれたという思いで

す。 

 ここからです。今までの授業のコマ数という

か、45分の授業時間で。だから、土曜授業をと

いう提言を私はしてきました。その件について

も見解を確認しておきたいと思いますけれど、
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いずれにしても、新たな授業を織り込んで、6

年生、5年生、4年生まででも、やがては授業の

中に織り込もうという流れがあろうかと思いま

す。そういう中に何か帳面消しみたいにして15

分か5分、1週間のうち45分間を消化さえすれば

いいなんて、そういうでたらめな教育に取り組

んでもらっては困ると。もっと真剣に位置づけ

をして、そして取り組んでほしいという思いで

す。 

 したがって、先ほど英語授業の大事さという

ことにも教育長はちょっと触れておられました

が、まず、義務教育課長に現場としてどう取り

組もうとしておられるのか、そこら辺の考えを

お尋ねしておきたいと思います。 

【木村義務教育課長】 英語教育につきましては、

その充実に向けて取り組んでいるところであり、

冒頭お話があった教職員の資質向上につきまし

ては、研修会を進めると同時に、国が求めてい

る、教員の英語力として英検の準1級程度以上

の者を増やそうという取組をしております。実

際に、去年、今年とＴＯＥＩＣの受験機会を提

供しているところであります。 

 一方、お話がありましたように、学習指導要

領が変わり、来年度から小学校の英語教育の早

期化、これは3、4年生に外国語活動、そして、

英語教育の教科化が小学校5、6年生で始まりま

す。中学校は英語教育の高度化となっておりま

す。少なくとも来年度、15時間以上の授業を実

施するようにということで進められているとこ

ろです。授業のやり方については、さまざまな

選択肢はあるのですが、英語の授業や、外国語

活動の目的が果たされるように各学校で確実に

授業実数を確保し、展開するように、引き続き

指導をしてまいります。その一つの方法として

土曜授業がある、これもずっと話をしていると

ころであります。 

 ぜひ、来年度、移行期ではありますが、充実

した英語教育活動が展開されるように引き続き

頑張ってまいります。 

【橋村委員】 20年ぐらい遡りますけれど、ゆ

とり教育というのがアピールされてきたわけで

す。教育は、ゆとりがあるはずがないんだと。

詰め込みを反省して、ゆとりという言い方をし

てきたんだけれども、やはりプレッシャーを与

える必要がある、それを解決しながらステップ

アップしていく。だから、ゆとりを持たせる教

育というのは、本来、存在しなんだと、これが

私の持論、考えでした。 

 そしたら、そういう話をして、ゆとり教育に

対して県教委としても受け売りの発言をして、

どんどん答弁をやってきたことがあるんですよ。

だから、今さらながら、そのやりとりを見られ

た時に、20年前に答弁した当事者の皆さんたち

は、どういう思いだろうかなという思いがする

んです。 

 今までの地方教育審議会の中でも、知的な詰

め込みをどんどん、どんどんやって、行き過ぎ

たら今度はまた戻してというようなサイクリッ

クにやって、反復をやってきた経緯を踏んだ時

にですね。だから、教育とはなんぞやというと、

不易流行と、流行という言葉に馴染むのかなと。

私は、哲学みたいな感じで、そんな時代の風潮

に合わせるような教育方針というのが、それは

英語教育のニーズが高くなれば、そういうもの

にも合わせにゃいかんと。しかし、哲学的な真

理そのものは流行ではないんだという思いです。

これは勝手な私の思いだから、そういうふうに

理解していただいて結構だと思う。真理は一つ

だと思うんですよ。そういう中でどうやってい

くのかということを実践していただきたい。 

 先ほどからもいろんな議論がありました、あ

るいは現場サイドで不祥事があってみたりと。
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これは人間の社会だから、どうしようもないん

じゃないかなという思いもありますけれども、

それを少しでも減らしていくというのが教育現

場の責務だと思っております。 

 したがって、本日の発言の大事さを振り返り

ながら、ぜひ皆さんたちは、答弁が終わったら

終わりではなく、答弁が終わってからがスター

トだという思いで絶えず自己の発言を検証しな

がら今後に向かっていただきたいという思いで

す。 

 私は、文教厚生委員会は今年で最後だという

思いで、皆さん方にまだまだ期待を申し上げた

いんですけれども、2年連続すると3年目はどこ

かに飛ばされることになりますので、大いに皆

さん方に期待をしつつ、思いを皆さん方と共通

しながら、教育に当たるのはあなたたちしかお

らんわけですから。いろいろ表論的なことを言

う人間はおったとしても、現実にやれるのはあ

なたたちなんですよ。 

 そういうことで、今、木村課長にも話しまし

たけれども、高等学校教育もしかりと思ってお

りますので、高校教育の今後のありよう、もっ

と言えば、大学だってもう英語の授業が当たり

前というようなことになってきているわけです

ね。だから、学校でも英語でどんどん話させる

ような実践校をつくるなんて、さっき、モデル

という話もありましたけれども、そういうこと

を実践していってユニークな学校づくりという

のもあってしかりだと思っておりますので、そ

ういうことも含めて教育次長の考えをお尋ねし

ておきたいと思います。 

【本田教育次長】 私は、県立高校の立場でござ

いますので、今の委員のお話は十分身にしみて

感じております。 

 高等学校におきましても、聞く、話す、読む、

書く、この4技能については、当然必須でござ

います。なおさら、今から高大接続ということ

で大学入試の変革の時期を迎えております。本

県においても、それに取り組むための施策とい

うことで、現在、高校教育課のほうで進めてお

るところであります。 

 先ほどおっしゃいました授業を英語でという

こと、今、一定行える学校が出てきております。

例えば、生物の授業を英語でやるという学校、

あるいはＳＧＨ、いわゆる国際科を持っており

ます長崎東高校になりますと、一定の授業を英

語で行う、これをまた普及させていきながら子

どもたちのその4技能を高める指導をしていき

たいと思います。また、教員の資質、能力とい

うものも高めていかなければならない喫緊の課

題でございますので、あわせて取り組んでいき

たいと思っております。 

【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 

 委員長を交代します。 

【吉村(正)副委員長】 委員長、発言をどうぞ。 

【山本(由)委員長】 手短に2点だけ質問させて

ください。 

 1点目がちょっと懸念なんですけれども、追

加2の方ですけれども、懲戒免職の退職手当の

関係ですけれども、今回、ゼロ支給でやったら

不服申し立てがあって裁判をして、裁判で、最

高裁でゼロはだめだということで3割支給した

ということに対して、それを不服として提訴さ

れて、今回は棄却をされているということです

けれども、この3割ということにされた根拠を

教えていただけますか。 

【柴田教職員課長】 今回、このケースで3割を

支給した根拠でございますけれども、民間の裁

判例、それから、他県の飲酒運転関係でござい

ますけれども、3割を支給したという事例、そ

ういうことを参考にいたしまして、県の顧問弁

護士と協議をし、3割を支給したということで
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ございます。 

【山本(由)委員長】 懲戒免職の場合には、以前

は全部を支給しないということで、それが法改

正ですかね、全部または一部を支給しないこと

ができるとなっています。「または一部」とい

うところをどういうふうに捉えるかという話に

なってくると思うんですけれども、県としては、

懲戒免職に関しては、あくまでもゼロなんだと

いう姿勢を続けられるのか、そこの考え方をお

聞きいたします。 

【柴田教職員課長】 懲戒免職処分の職員に対し

ます退職手当の支給につきましては、退職手当

の支給の規定がございまして、その中で、もと

もと非違行為を防ぐという意味合いがございま

すので、原則、全額不支給とするという基本的

な考え方、これが人事委員会の方から取扱要領

として出されております。 

 ただ、個別に非違行為の内容でありますとか、

当事者の言動でありますとか、そういった中身

をしっかりと見ながら検討してまいりたいと考

えておりますが、全額不支給を原則とするとい

う規定がございますので、そういうことで個別

に検討しながらやってまいりたいと考えており

ます。 

【山本(由)委員長】 何だったら1割、何だった

ら3割で、5割でとかという基準は、なかなかま

だできない。ただ、実際、判例で負けるケース

が出てきている。特に、今回、盗撮ということ

が、先ほどの話でもありましたけれども、その

類いが増えてきている中で、ゼロは最高裁で認

められないから幾らかもらえるよみたいな話が、

今回、私も多少調べる中で、そちら側サイドの

ネット情報が、ゼロじゃないんだよみたいな感

じのものが、こういう風潮が出るのは非常によ

くないと思っておりますので、私は、ゼロなら

ゼロで通していただいていいと思うんです。 

 その場合に、実際、もう判例が出ているわけ

ですから、今後も多分、盗撮に関してゼロとい

うことだったらまた訴えられて3割というよう

な話が出てくるんだろうと。そうした時に、結

局、裁判費用もかかりますよと。それから、負

けた時には遅延損害金といいますか、延滞料も

かかってしまいますよと、こういう無駄な費用

がかかってしまうということをどうするかとい

うのは、私も回答を持ってないんですけれども、

こういったものがかかるということで何らかの

方法が、こういう無駄な費用というか、そうい

うものがかからないような方法、供託をすれば

いいのかどうかちょっとわかりませんけど、例

えば、そういうやり方も含めてぜひ考えていた

だきたいということを、ここでは要望だけにし

ますけれども、ぜひ。 

 この事例は今後増えてはいかんのですけれど

も、多分増えるだろうと残念ながら思っており

ますので、こういったことに対応できる方法を

少し考えていただきたいということが1点です。 

 それから、もう1点が、総合計画の達成状況

の中の、先ほどから出ている学力の話で、県学

力調査で6割以上理解している児童生徒の割合、

これは決算の時にも申し上げたんですけれども、

平成28年度は45.2％だと。これは平成29年度の

数字というのは、もう既に出ているのかどうか、

まずお聞きします。 

【木村義務教育課長】 平成29年度は56.2％で

あります。 

【山本(由)委員長】 もう1点は、6ページが国語

と算数、数学ですけれども、10ページに英語が

出ています。英語が平成28年度が56.4％ですが、

平成29年度の数字はもう出ていますでしょう

か。 

【木村義務教育課長】 正確な数字は言えません

が、本年度の平均正答率は40％前半だったと思
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います。今年から県学力調査の問題を大きく変

えました。先ほど、英語の話題で橋村委員や、

次長からもありましたが、読む、書く、聞く、

話すの4つの技能を取り入れて、できるだけ児

童生徒がコミュニケーションをするような問題

設定、例えば、今までのヒアリング、聞き取り

問題だったら2回繰り返していたのを1回にす

るとか、日本語の問題を英語で答えるというこ

とが多かったんですが、英語で聞いて英語で答

える問題等に変更しました。つまり、本年度大

きく改定して、この問題で6割とれれば、県の

中学校卒業程度で英検3級程度の力があるとい

うようなものに変えていこうと思っています。 

 ですから、難易度が大きく変わりましたので、

なかなか数字というのは前年度と比べにくいと

思います。 

【山本(由)委員長】 すみません、平成29年度の

ことは考えてなかったんですけれども、平成28

年度の数字で私が申し上げたかったのは、英語

が56.4％で、国語、数学、算数が45.2％。もち

ろん、英語は小学校は、最近はやっていますけ

れども、以前は英語としてはやってなかったと

いうことで差はあるんですけれども、どちらも

達成してなくて、しかも、10％差があるという

ことが何なのかと。英語だったら6割ぐらいい

ったけれども、それ以外は5割いっていないと

いう、この差についてもぜひ分析をしていただ

きたいということ。 

 今回、国語と算数に関しては56.2％というこ

とで10％以上上がっているんですけれども、去

年達成していない状況の中で、ずっと5％ずつ、

平成30年度まで目標を上げてこられていると

いうことであれば、かなりハードルが高くなっ

ているというふうに感じておりますので、先ほ

ど来、お話があっているんですけれども、うま

くいっているケースをモデルケースにして、ほ

かの学校に広げるということも大事なんですけ

れども、考え方を抜本的に変えた方がいいので

はないか、新しいものを取り入れるということ

も含めて、かなりハードルが高くなっているん

じゃないか、実現に向けてハードルが高くなっ

ているんじゃないかなと感じましたので、そう

いったところを、この間、一般質問でも民間と

いうことを言いましたけれども、そういったも

のも参考にしながら進めていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

【木村義務教育課長】 英語ですが、昨年度まで

は平均点という言い方で、例えば、設問ごとに

1点の問題があったり、2点の問題があったり、

3点の問題があったりして100点としておりま

した。本年度から国語と算数、数学と同じよう

に、平均正答率、つまり問題全体の中で、何％

が正解かという仕方に変えております。この点

からも、平成28年度と平成29年度のパーセント

をそのまま直接比較することは難しい状況にあ

ります。 

【吉村(正)副委員長】 委員長を交代いたします。 

【山本(由)委員長】 ほかに議案外について質疑

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質問もないようです

ので、教育委員会関係の審査結果について整理

したいと思います。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時５１分 休憩 ― 

― 午後 ３時５１分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、教育委員会関係の審査を

終了いたします。 

 次に、こども政策局を含む福祉保健部関係の

審査を行いたいと思います。 
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 準備のため、しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時５２分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ４分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 それでは、委員会及び分科

会を再開いたします。 

 これより、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査を行います。 

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 福祉保健部長より予算議案の説明をお願いし

ます。 

【沢水福祉保健部長】 福祉保健部関係の議案に

ついて、ご説明いたします。 

 「予算決算委員会文教厚生委員会分科会関係

議案説明資料」の福祉保健部をお開きください。 

 1ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第83号議案「平成29年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であります。 

 歳入予算は、福祉保健部合計で476万5,000円

の減、歳出予算は、福祉保健部合計で7,315万

4,000円の減となっております。 

 なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。 

 2ページをお開きください。 

 補正予算の内容につきましては、職員給与費

について。 

 福祉保健部職員の給与費について、関係既定

予算の過不足調整により7,315万4,000円の減

を計上いたしております。 

 次に、債務負担行為について。 

 健康診断費につきましては、平成30年4月1日

から実施が必要な被爆者の健康診断委託業務の

契約準備期間を確保するため、平成30年度の債

務負担行為として1億2,115万6,000円、長崎被

爆体験者支援事業につきましては、平成30年4

月1日から実施が必要な長崎被爆体験者の精神

疾患及び合併症に関する診断委託等の契約準備

期間を確保するため、平成30年度の債務負担行

為として859万3,000円をそれぞれ計上いたし

ております。 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)分科会長】 次に、こども政策局長よ

り予算議案の説明をお願いいたします。 

【永松こども政策局長】 続きまして、こども政

策局関係の議案について、ご説明をいたします。 

 同じ資料でございます。こども政策局をお開

きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第83号議案「平成29年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分の1件であります。 

 第83号議案「平成29年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分について、ご

説明いたします。 

 歳入予算は、こども政策局合計で100万7,000

円の増、歳出予算は、こども政策局合計で816

万2,000円の減となっております。各科目につき

ましては、記載のとおりでございます。 

 2ページをお開きください。 

 補正予算の内容につきましては、児童措置費

について、児童養護施設等の入所者で措置解除

後も支援が必要な場合に、原則、22歳の年度末

までの支援に要する経費として201万4,000円

の増を計上いたしております。このほか職員給

与費、債務負担行為4本で記載のとおりでござ

います。 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明
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を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

 分科会長を交代します。 

【吉村(正)副会長】 分科会長、発言をお願いし

ます。 

【山本(由)分科会長】児童措置費のことでお伺

いしたいんですけれども、201万4,000円の増で

すけれども、これは今年4月施行の児童福祉法

改正によるものかと思われますけれども、これ

は本県では初めてなのかということが1点目。 

 それから、この人数は何人を対象に、どうい

う内容であるのかということをまずお伺いしま

す。 

【吉田こども家庭課長】 今回の補正の内容につ

きましては、児童福祉法の改正そのものではあ

りませんで、それに準じた対応のものでござい

ます。 

 児童養護施設や里親等で、家庭で養育できな

い児童につきましては、児童養護施設等で、原

則、児童福祉法に基づきまして18歳になるまで

で、20歳になるまで措置延長が可能となってお

ります。今回、国の新規事業、新しい補助事業

で今年度から22歳になるまで、基本は大学を卒

業するという前提の年齢だと思いますけれども、

22歳になる年の年度末まで引き続き20歳を超

えても支援をするという制度を新しく厚生労働

省がつくりまして、今回、補正を行うこととし

ております。 

 これにつきましては新規事業ですので、当然、

今年度からですけれども、国が予算を計上する

に当たって必要な交付要綱が9月になって厚生

労働省から示されたものですから、それを踏ま

えて、再度、各施設に対象児童がいるかどうか

という確認をいたしまして、今回、2名が対象

になる可能性があるということで、そういった

報告を受けて、今回、2名分で1月から3カ月分

ということで、今回、補正予算を計上させてい

ただいているものでございます。 

【吉村(正)副会長】 分科会長を交代いたします。 

【山本(由)分科会長】 ほかにこの予算について

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第83号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時１１分 休憩 ― 

― 午後 ４時１１分 再開 ― 

 

【山本(由)分科会長】 委員会を再開いたします。 

 本日の審査は、これにてとどめ、明日は、午

前10時より委員会から続行いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
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― 午後 ４時１２分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年１２月１２日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時２２分 

於  第1別館第3会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長（分科会長） 山本 由夫 君 

副委員長（副会長） 吉村 正寿 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   里脇 清隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

福 祉 保 健 部 長 沢水 清明 君 

福祉保健部次長 園田 俊輔 君  

福 祉 保 健 課 長 上田 彰二 君 

福祉保健課企画監 
（福祉保健総合計画 
・企画予算担当） 

今冨 洋祐 君 

監 査 指 導 課 長 磯本 憲壮 君 

医 療 政 策 課 長 村田  誠 君 

医療人材対策室長 太田 勝也 君 

薬 務 行 政 室 長 古賀 浩光 君 

国保・健康増進課長 小田口裕之 君 

長 寿 社 会 課 長 小村 利之 君 

障 害 福 祉 課 長 桑宮 直彦 君 

原爆被爆者援護課長 林  洋一 君 

 
 

こども政策局長 永松 和人 君 

こども未来課長 中野 嘉仁 君 

こども家庭課長 吉田 弘毅 君 

 
 

教育委員会教育長 池松 誠二 君 

 
 

総 務 部 長 吉浜 隆雄 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【山本(由)委員長】 おはようございます。 

 委員会による審査を行います。 

 議案を議題といたします。 

 それでは、福祉保健部長より、総括説明をお

願いいたします。 

【沢水福祉保健部長】 おはようございます。 

 予算決算委員会・分科会でご説明いたしまし

た予算議案の部分を除く福祉保健部関係の議案

につきましてご説明いたします。 

 文教厚生委員会関係議案説明資料の福祉保健

部をお開きください。 

 1ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

86号議案「長崎県国民健康保険条例」の1件で

あります。 

 議案の内容につきましてご説明いたします。 

 第86号議案「長崎県国民健康保険条例」につ
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いては、持続可能な医療保険制度の構築を目的

とする国民健康保険法等の一部を改正する法律

の平成30年4月1日からの施行に伴い県も国民

健康保険の保険者となり、国保運営の中心的な

役割を担うこととなるため、国民健康保険運営

協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び

国民健康保険事業費納付金に関し必要な事項を

規定しようとするものであります。 

 次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。 

（福祉保健部関係各種計画の策定について） 

 福祉保健部では、現在8つの計画について策

定作業を進めており、先の6月定例県議会文教

厚生委員会において概略を説明したところです。 

 長崎県医療計画については、これまで、保健

医療対策協議会企画調整部会で策定方針や骨子

を協議し、同協議会の各専門部会等において具

体的な課題や施策の方向性などについて協議を

重ねてきました。 

 長崎県がん対策推進計画については、これま

で、がん診療連携拠点病院のワーキンググルー

プや、教育庁、労働局等の関係機関との意見交

換を行いながら、保健医療対策協議会がん対策

部会を中心に検討を進めてまいりました。 

 長崎県健康増進計画「健康ながさき21（第2

次）」の中間評価・見直しについては、これま

で、健康ながさき21推進会議小委員会及び栄

養・食生活や身体活動・運動などの分野ごとの

専門部会において検討を進めてまいりました。 

 次期歯科保健計画「歯なまるスマイルプラン

Ⅱ」については、これまで、保健医療対策協議

会歯科保健医療部会歯科保健専門委員会におい

て協議を行い、同歯科保健医療部会においてご

意見をいただくなど検討を進めてまいりました。 

 次期「長崎県医療費適正化計画」については、

これまで、医療費あり方検討部会及び長崎県保

険者協議会において検討を進めてまいりました。 

 次期「長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険

事業支援計画」については、これまで、市町や

関係団体からご意見をいただきながら、専門委

員からなる長崎県福祉保健審議会高齢者専門分

科会において計画内容について検討を進めてま

いりました。 

 「第5期長崎県障害福祉計画」については、

国の示した基本指針に基づき、市町や関係団体

等からのご意見を踏まえて検討を行い、児童福

祉法の改正により新たに策定が義務づけられた

障害児福祉計画については、ライフステージに

あわせた多様なニーズに対応する切れ目のない

障害児者へのサービス提供体制を整えていくと

いう観点から、「第1期長崎県障害児福祉計画」

として「第5期長崎県障害福祉計画」と一体的

に策定することとしております。 

 「第3期長崎県自殺総合対策5カ年計画」につ

いては、第2期計画における成果や国の自殺総

合対策大綱等を勘案し、今後5年間の取組を整

理・集約したうえで関係機関、団体等からのご

意見を踏まえて検討を進めてまいりました。 

 今後、これらの各種計画の素案については、

県議会からのご意見を踏まえ、パブリックコメ

ントや関係団体等からの意見聴取を行い、本年

度中に全ての計画を策定することとしておりま

す。 

 続きまして、3ページをご覧ください。 

（長崎県国民健康保険運営方針について） 

 国保運営方針は、平成30年度からの新たな国

保制度において、都道府県とその県内の市町村

が一体となって保険者の事務を共通認識のもと

で実施するとともに、各市町村が事業の広域化

や効率化を推進できるよう、都道府県が国民健
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康保険法の定めに基づき策定するものでありま

す。 

 長崎県国民健康保険運営方針については、こ

れまで、県市町国保連携会議や長崎県国民健康

保険運営協議会において検討を行い、素案につ

いてのご意見をいただいたところです。 

 今後は、県議会からのご意見も踏まえ、パブ

リックコメントや長崎県国民健康保険運営協議

会に対する諮問・答申などを引き続き行い、来

年1月末を目途に策定することとしております。 

 その他の所管事項につきましては、3ページ

以降に記載の長崎県大麻取扱者免許申請審査基

準の策定について、高齢者等見守り活動に関す

る民間事業者との協定締結について、障害者ス

ポーツ・芸術文化活動の振興について、長崎県

総合計画チャレンジ2020の数値目標の進捗状

況について、事務事業評価の実施について、地

方創生の推進についてで、内容は記載のとおり

であります。 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、こども政策局長より、所管事項説明を

お願いいたします。 

【永松こども政策局長】 おはようございます。 

 引き続きまして、同じ資料のこども政策局を

お開きください。 

 予算以外の議案はございません。 

 議案外の主な所管事項についてご説明をいた

します。 

（児童虐待防止と家庭的養護の推進について） 

 児童相談所における児童虐待相談対応件数は

年々増加しており、児童虐待は大きな社会問題

となっております。 

 そのような中、11月の「児童虐待防止推進月

間」において、児童虐待防止や児童相談所全国

共通ダイヤル「1 8 9
いちはやく

」について、新聞や広報誌

等への掲載のほか、県内商業施設へのポスタ

ー・リーフレットの設置、大学生と協働した浜

町アーケードでの街頭キャンペーン、また、小

中高校への啓発ポスターの掲示など市町や関係

機関と連携した広報・啓発活動に取り組んだと

ころです。 

 また、児童虐待等により社会的養育が必要な

児童に対し、できる限り家庭と同様の環境で養

育できるよう里親への委託を推進していること

から、里親制度の広報・啓発活動の一環として

10月の「里親を求める運動月間」には、10月4

日の「里親の日」に合せて里親育成機関や里親

会と合同で街頭キャンペーンなどを実施いたし

ました。 

 今後とも、児童虐待や家庭的養護問題に対す

る県民の理解をより一層深めていくような様々

な機会を通じて広報・啓発を行い、児童虐待の

防止や新規里親の確保等に努めてまいります。 

（ココロねっこパレードについて） 

 内閣府が、11月を「子供・若者育成支援強調

月間」として、子ども・若者の健やかな育成、

子ども・若者が社会生活を円滑に営むことがで

きるための支援や取組への理解及び参加促進を

求めていることに併せて、本県でも同月をココ

ロねっこ運動強調月間と定め、「ココロねっこ

運動」の広報・啓発活動や子ども・若者育成支

援のための取組などを集中的に実施し、その効

果の徹底を図っているところです。 

 去る11月5日には、県民総ぐるみで青少年の

非行・被害防止と健全育成意識の高揚を図るこ

とを目的として、33の関係機関・団体、約400
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人の参加のもと、浜町アーケードにおいて「コ

コロねっこパレード」を実施いたしました。 

 今後とも、子どもたちの心の根っこを育てる

ために、大人のあり方を見直し、みんなで子ど

もを育てる県民運動である「ココロねっこ運動」

を推進し、県民総ぐるみの子育て支援に取り組

んでまいります。 

 その他の所管事項につきましては、長崎県総

合計画チャレンジ2020の数値目標の進捗状況

について、事務事業評価の実施について、地方

創生の推進についてで、内容は記載のとおりで

ございます。 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより第

86号議案「長崎県国民健康保険条例」に対する

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【中山委員】 第 86 号議案「長崎県国民健康保

険条例」、県が保険者となって国保運営の中心的

役割を担うということでありますけれども、こ

れによって、どういうメリットがあるのか、そ

れと課題はないのか、これについてお尋ねした

いと思います。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回の都道府県

化によるメリットでありますけれども、まず財

政運営主体が県となりますので、今まで市町村

単位で財政運営を行っておりましたものが、都

道府県単位ということで大きくなるというスケ

ールメリットによりまして、財政基盤が安定化

するということがあります。 

 課題についてでありますけれども、例えば、

今までは、市町が健康増進等の保健事業とか、

保険料徴収について、それぞれ取組を行ってき

ているわけでありますけれども、これが都道府

県化を行った後も、それぞれその取組を引き続

き行っていただくということが一つの課題と考

えられます。また、将来的には、保険料水準の

統一に向けて、市町の医療費や保険料収納率の

格差をどうやって縮小していくかというような

ことがあります。 

【中山委員】 財政基盤が安定するということで

安心感が出てくると思いますが、そういう形で

安定してくると心配になってくるのは収納率。

できればこれを押し上げていただければ一番い

いんだけれども、心配するのは、これが低下す

る可能性がどうしてもあるんじゃないかと思う

のですが、それについて何か対策というか、あ

れば教えてください。 

【小田口国保・健康増進課長】 収納率の問題に

つきましては、市町で、今よりもそれぞれ頑張

って収納率を高めていこうという取組を引き続

き行うこととしております。県も今回、都道府

県化で運営の一翼を担いますので、今までも市

町の徴収職員向けの研修等は行っていたんです

けれども、今後、より一層、市町の収納率向上

対策については一緒に取り組んでいきたいと思

っております。 

【中山委員】 ぜひ市町の主体性を持ちながら、

県と一緒になって収納率の向上にひとつ努力し

ていただくことを要望して、終わります。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【吉村(正)副会長】 おはようございます。 

 国保が気になって、お伺いしたいと思うんで

すけれども、国民健康保険はもしかすると今の

時代に合っていないんじゃないかと。幾ら規模

を大きくしたからといって、今までカバーでき
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ていなかったところを、どこまでカバーできる

のかというような不安も出てくるんです。 

 その中で、これは国の政策で進められている

わけですけれども、県としては、県全体で保険

者を一体化することによって財政的な基盤がき

ちんとなるんだというようなことは今、ご説明

を受けたのですが、一体化することによって、

財政だけではなくて、被保険者に対して、被保

険者のサービス向上とか、これだけ大きなメリ

ットがあるんですよというようなところを今示

せるようなところがありましたら、ぜひ教えて

いただきたいと思います。 

【小田口国保・健康増進課長】 例えば、医療費

の窓口負担が一定の金額になれば、所得に応じ

て自己負担を一定額までで済む高額療養費制度

が現在もございますが、これが 1 年間のうちに

例えば 4 回以上該当した場合については限度額

が低くなるという制度がございます。これは今

までは市町単位でしたので、その市町だけでし

かカウントできなかったんですけれども、今回

都道府県化になりまして、同一県内で、たとえ

市町を引っ越した場合においても、この多数回

の該当が引き続きカウントされるというような

ことで、被保険者に対するメリットとしまして

は、高額療養費の多数回該当の制度における県

内市町で引っ越した場合も引き続き通算される

というようなものがございます。あと、間接的

ではございますけれども、被保険者証が県内で

様式が統一されるというようなことがございま

すが、主に、被保険者の現在のところのメリッ

トとしましては、高額療養費の多数回該当にお

ける取扱いがあります。 

【吉村(正)副会長】 今おっしゃったことが、果

たして被保険者のメリットになるのかどうかと

いうのは、もうちょっとよく見てみないとわか

らないと思います。 

 例えば、せっかく長崎県全体が保険が一緒に

なるのだったら、県としては、ご説明では、保

険者へのサービスを統一していこうと。例えば、

保険料率を長崎県内どこでも一緒にしていきま

しょうというようなお話があったと思うんです。

それはいいと思うんですけれども、保険料率が

一緒になったということは、もしその保険者が

病気になった時には、そのサービスも同一化さ

れていかなければ不公平感が出てくると思うん

です。例を挙げて悪いですが、長崎市、たくさ

んの大きな病院もあります。医療器具もそろっ

ています。先進医療に対応できますよね。それ

と比べて、五島列島とか壱岐、対馬に行った時

に、長崎の人たちと同じような医療サービスを

受けられるかというと、必ずしもそうではない

ですよね。問題は命にかかわってきますよね。

そういったところで県は、被保険者に対するサ

ービスの県下の一元化について、今の中で結構

ですから、こういうことが考えられるというよ

うなことがあれば教えてください。 

 また、逆に、そういった大きな設計図も何も

ないような中で、一元化だけを進めていこうと

いうのは本末転倒かなと私は思っています。 

【小田口国保・健康増進課長】 保険料につきま

しては、将来的には一本化の方向ということが

法律等で予定しているところでありますけれど

も、今回の平成 30 年 4 月からの制度開始に当

たりましては、市町間で医療費水準に差がある

ことなどから、現在の市町における医療費水準

の差というのを完全に反映させるということに

なりますので、そういう意味では、医療水準は

現在に応じた納付金とか標準保険料率というこ

とになります。 

 将来的な統一の話なんですけれども、先ほど、
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都道府県化の課題のところでもご説明しました

が、各種保健サービス等について、今後、市町

と協議をしていきたいと考えておりますので、

現在のところ、何か統一したものがあるかとい

うことについては、今、市町と協議をしており

ますということになります。 

【吉村(正)副会長】 厚生労働省は今度の国民健

康保険の一元化について、この方法でやれとい

うふうな上からのお達しといいますか、そうい

ったものがあるんですか。ほかにも、それぞれ

の自治体で、もし可能なことがあれば、そちら

のほうをやってもいいよというようなこともあ

るのか、附則とかがついているのか、そこのあ

たりはいかがでしょうか。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回の都道府県

化は平成 27 年の国の医療制度改革法に基づき

まして行うものであります。既に国民健康保険

法等が改正されておりまして、来年 4 月からは

都道府県が市町村とともに国保の運営を担うと

いうことが法改正が行われておりますので、そ

ういう意味では、この方向で行くしかないとい

うところであります。 

【吉村(正)副会長】 方法はどうあれ、県が市町

村と一緒に担えばいいわけですよね。そうした

ら、やり方は幾つかあると思うんです。例えば、

今回のように、財政を県で見るためにも県に一

本化するというのは、これも一つの方法だと思

うんです。もう一つは、お金の面だけを県が責

任持ちましょうと。そのかわり、それぞれの国

保については県もチェックしていきますよと。

どうぞそれぞれの市町で保険者として国保をや

ってくださいよと。そうしたら、収納率を高め

るのにも努力するでしょうし、いろんな努力は

それぞれの市町がすると思うんですよ。自分の

ところの国保の財政がよくなればいい話ですか

らね。最終的に県が一緒に入って、県のスケー

ルメリットの中での財政の支援というものを仰

ぎながら、支援があるかどうかわかりませんが、

財政の中で、そういうメリットを仰ぎながら、

それぞれの地域でも努力をしていくと。そうし

たら、地域間で競争も出てきますよね。そうし

たら、被保険者にとっても、「あそこの国保はよ

かばい」と。例えば、私が長崎市北部の長与町

とか時津町との町境あたりに住んでおったとし

ます。その時に、見比べますよ。長崎市の保険

がいいだろうか、時津がいいだろうか、長与が

いいだろうか。「ああ、長与が一番安い」と。長

崎に比べたら長与が安いし、かといってサービ

スも別途変わらない、近くには大きな病院もあ

る、長大病院も目の前にあると。そうしたら、

保険料の一番安い長与町の国保に入っておこう

かなと、住民はそれこそ足で選ぶわけですよね。

また、選ばれようと長崎市は努力をして、より

いい保険の制度、住民に対してサービスをする

と思うんです。そういう競争の原理もある程度、

町とか市の間で国民健康保険をどんどん、どん

どん磨かせたらいいじゃないですか。そういう

ふうな方向に県の指導で持っていくということ

も十分可能だと思うんです。そのあたりはいか

がでしょうか。 

 私は、最終的に言いたいのは何かというと、

国の方法だけで「これをやるんだ」というので

はなくて、皆さん、もうちょっと脳みそに汗か

いて、もっと何かいい方法はないかというよう

なところをぜひ見つけ出してほしいと思うし、

国保とかに関しては、西沢先生がすばらしいご

本をお書きになっています。ですから、そうい

うふうなものも参考にしながら、ぜひ長崎版の

国民健康保険というものをつくり出していただ

いて、これがもしかしたら全国標準になれる、
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おもしろいじゃないですか。と思いませんか、

皆さん。いかがでしょうか。 

【小田口国保・健康増進課長】 都道府県化後に

おきましても、市町におけるそれぞれ収納率と

か、保健事業の取組というのは引き続きそれぞ

れで行ってもらうということになっておりまし

て、と申しますのは、例えば、保険者努力支援

制度というものがありまして、これは各市町が、

例えば、特定健診の受診率とか、収納率、糖尿

病の重症化予防の実施数とか、そういう取組に

応じて、その取組を評価して交付金を増やすと

いう制度は都道府県化後も引き続きあります。

都道府県化をしたからといって、全てそういう

ものがなくなるのではなくて、逆に、各市町に

おいては、今まで以上にそういう取組を行って

ほしいという制度になっております。 

 また、県としましては、財政運営以外の部分

におきましても、共通認識を持って、それぞれ

取り組んでいく方策とか、目標、方向性につい

ては、今、市町と引き続き協議をしているとこ

ろであります。 

【吉村(正)副会長】 最後にします。内容を見て

みると、私が心配するのは、今も既にそれぞれ

の市町は国保の制度をやっているわけですよね。

それは行政も入ったところで国民健康保険運営

協議会というものを開催して、その中で利用料

を決めたり、そういったことをなさっているわ

けです。その国民健康保険運営協議会中には、

行政の代表も入りますが、医師、歯科医師です

とか、そういった医療者も入ったり、あと協会

けんぽも国民健康保険にお金を出していますか

ら、そういう意味では協会けんぽのほうからも

入ったり、あと共済の代表の方も入ったりして

運営協議会を開いて決めているわけですよね。

県でもどうもその国民健康保険運営協議会でま

たやるというふうなことになっていますよね。

だから、何か屋上屋を架すような制度になって

いるんじゃないかと思うわけです。 

 県の一体化になったならなったで、県の一体

化になったメリットを最大限出して、なおかつ

シンプルな制度になるように皆さんにはご努力

いただきたいと思うんですが、それに対しては、

いかがでしょうか。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回の条例の中

にも規定しておりますが、県においても国民健

康保険運営協議会を設置いたします。これは現

在もその準備のために、経過措置に基づきまし

て、既に県のほうでも運営協議会を置いており

まして、審議をしているところであるのですが、

市町におきましても、引き続き、運営協議会と

いうものはあります。 

 県の運営協議会が市町の運営協議会とどう違

うのかということなんでありますけれども、県

の運営協議会におきましては、国保の運営方針

といって、各市町、県が共通認識で各事務を行

うために、いろんなことを規定するんですけれ

ども、この運営方針について、県全体での取組

方法等についてご審議をいただくという点と、

あとこの条例にもありますとおり、納付金とか

交付金などのように大きな財政運営の仕組みに

ついてご審議をいただくということになってお

ります。市町の運営協議会においては、引き続

き、実際の保険料率の決定等について審議をし

ていただくということで、県におきます運営協

議会と市町におきます運営協議会は、その目的

とか内容が違いますので、そういう意味で、ご

理解いただきたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

 委員長を交代します。 

【吉村(正)副委員長】 山本(由)委員長、発言を
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どうぞ。 

【山本(由)委員長】 今回の改定で、県の財政へ

の影響。今まで市町がやっていた部分を安定化

させるということは、県が引き受けるというこ

とになる。そうすると、当初、国からの交付金

等はあるみたいですけれども、県の財政に悪影

響を与えるおそれはないのかという点について、

お尋ねをいたします。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回の都道府県

化におきまして、県が財政運営の責任者となり

ますけれども、必要な費用は国からの公費及び

市町からの納付金で賄います。という意味にお

きまして、県におけるそういう影響というもの

はございません。 

 あと、今回の都道府県化におきまして、平成

30 年度から、国のほうから財政支援の追加が合

わせて 3,400 億円入ることになりますけれども、

これは今後とも続くものと考えております。 

【山本(由)委員長】 それから、徴収の関係なん

ですけれども、今まで、21 市町の中で 19 は保

険税という形で集めていた、あとの 2 が保険料

という形だったと思うんですけれども、今度の

場合は保険料なんですか、保険税なんですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 ご指摘のとおり、

現在、21 市町のうち 19 団体が保険税で、2 団

体が保険料となっております。今回の都道府県

化に当たりまして、現在、市町と協議をしてお

りますのは、その部分については将来的に今後

協議していくということになりますけれども、

現在のところ、料、税どちらかということにつ

いては、まだ結論等は出ておりません。 

【山本(由)委員長】 保険税ということと保険料

ということで、結局、徴収に対するやり方であ

ったり、それから被保険者の納めなければいけ

ないプレッシャーというんですか、その辺の影

響は、税が料になることによって、ちょっと緩

むんじゃないかという懸念をしておりますので、

そういうことがないようにお願いをしたいとい

うことと、今、市町によって徴収率が 7.8 ポイ

ントぐらい差があるということで、今回の各市

町に請求するにおいては、標準徴収率でやると

いうふうになっているんですけれども、各市町

によって、その標準徴収率も達成できなかった

時のリスクというのは、市町が負うのか、県が

負うのかということです。 

【小田口国保・健康増進課長】 納付金の算定に

当たりまして、標準的な収納率というものを設

定しております。これは納付金を計算するに当

たり、割り戻しをするための率なんですけれど

も、規模別に 4 段階設定しておりますが、過去

の実績から言っても、それをなかなか割り込む

ということはない安全なところで設定している

ところであるんですけれども、仮にそれを達成

できなかった場合のリスクというのは、納付金

は市町が県に支払っていただかなければいけな

いものですので、市町が負うということになり

ます。その場合は、県に財政安定化基金を設置

しますので、こちらのほうから市町に貸し付け

を行うという形を考えております。 

【吉村(正)副委員長】 委員長を交代いたします。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【里脇委員】 確認だけなんですけれども、新し

い保険証といいますか、カードが来るわけです

ね。例えば、今、市外の病院にかかったら、手

続か何かしないと、一旦全額払って、後から 1

カ月遅れでその病院代が返ってくる、それが県

内だったら全て社会保険とかと同じみたいで、

どこにかかっても手続しなくても、要するに、

3 割負担でかかれるとか、そういうふうな仕組

みになるということですか。 
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【小田口国保・健康増進課長】 現在におきまし

ても、保険証を提示すれば、保険医の指定を受

けているところにおいては、窓口負担は 3 割等

でできると思います。 

【里脇委員】 要するに、県がまとめてやるとい

うだけで、運営自体はほとんど今までとしばら

くは変わらないやり方なんでしょうが、各市町

はたしかそれぞれ基金を持っておられると思う

んです。その分については、その市町で持って

おって構わない、吐き出さなくていいというこ

とですか。今まで、例えば、大村でインフルエ

ンザがはやったりして、お金がかかる時に、基

金を取り崩して使ったりしていたんですけれど

も、そういったことは基金は使わずに、例えば、

大村で医療費が上がった場合は、また別にその

分は市が後から県に負担をしていくという形、

お金の流れはどういうふうな形になるのですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 例えば、年度の

途中でインフルエンザの大流行等により医療費

が増えた場合におきましても、今回都道府県化

においては、一旦、計算された納付金を市町か

ら納めていただければ、医療費は県から交付金

として市町にお支払いしますので、そういう意

味での市町の備えというものは必要なくなるの

でありますが、ただ現在市町が持っている基金

については、これは引き続き設置することは可

能であります。例えば、収納対策にどんどん取

り組まれて、予定以上に収納率が上がったよう

な時は、今までどおり基金に積んで、将来、保

険料等に活用するということは、今後とも引き

続き可能であります。 

【里脇委員】 要するに、基金としては、その市

町で管理していいというふうなことですね。極

端な言い方すると、今の話で、徴収をきちんと

できていれば、基金はもう要らないんだという

考え方でいいのですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 要らないという

わけじゃなくて、引き続き設置して、現在、基

金があるところについては、その分があります

し、今後とも、手法としましては、繰越で持つ

とか、いろいろ方法があるんですけれども、基

金は引き続き市町に設置しておいていただいた

ほうがいいのかなと考えております。 

【里脇委員】 前も聞いたかと思うんです、すみ

ません、要するに、病院代です。委任払い、償

還払い、現物支給と、市町でたしか違っている

ところがあって、現物支給のペナルティー、要

するに、国からの交付金かなにかがカットされ

るとかという話もずっと聞いていたんです。そ

の辺のところの差はどういうふうになるのです

か。 

【小田口国保・健康増進課長】 地方単独事業と

私たちは呼んでおりますけれども、そういう制

度により、本来、償還払いのものを窓口の自己

負担にとどめた場合の国の負担金等の減額とい

うものは、引き続き制度は残っております。で

すので、平成 30 年 4 月からの都道府県化にお

きましては、医療水準を当然反映させますし、

そういう市町の独自の状況というのは、それぞ

れ勘案して納付金等を算定しますので、影響は

ないのでありますけれども、将来的に、保険料

の一本化の方向になる場合には、それが各市町

で扱いが異なる場合というのは、十分市町と協

議をしていく必要がある問題だと考えておりま

す。 

【吉田こども家庭課長】 今、恐らく、乳幼児医

療のお話だと思います。現物給付と、大村市は

今、委任払いをされていますので、ペナルティ

ーはございません。ただ、今後、現物給付をさ

れる場合は、乳幼児、就学前であれば、国のほ
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うも平成 30 年度からペナルティーはしないと

いうことになっておりますので、就学後につい

て現物給付を導入する際は、まだ引き続きペナ

ルティーが残るということで、これについては

県のほうでも、そのペナルティーの廃止を国に

対して申し入れを行っているというところでご

ざいます。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【吉村(正)副委員長】 先ほどは最後と言ってお

きながら、すみません、もう一度。 

 今、いろんなお話をお伺いする中で、結構メ

リットを強調されていると思うんですが、皆さ

ん方が考えるところのデメリットも当然あると

思うんです。そのデメリットはどういうことが

あって、そのデメリットをカバーするために、

こういう方策で取り組みます、というようなこ

とがあれば教えてください。 

【小田口国保・健康増進課長】 都道府県化にお

きまして、県、各市町が財政運営をはじめ、今

後、保健事業とか、収納率対策を共通認識のも

とで取り組んでいくことになりますけれども、

そこにおきまして、現在、各市町がそれぞれず

っと歴史ある中で個別に行ってきた取組、保健

事業とか収納率対策について、都道府県化をし

ましても、これを引き続き各市町が、いかに個々

の取組を維持した上で、それを一つの方向に収

れんさせていくかというところが課題だと考え

ております。 

【吉村(正)副委員長】 どうぞよろしくお願いい

たします、としか今のところ言いようがないと

いうか。 

 それで、今回のような大きな国保の一元化で

はないのですが、長崎県の中には市町村合併を

進めた市町がありますよね。例えば、ご当地で

あれば長崎市、近頃であれば佐世保市、周りの

町や市と一緒に合併していますよね。この時、

当然国保も一緒になっているはずなんですよ。

例えば、三和町とか野母崎町は長崎市になりま

したよね。外海町でも長崎市になりました。こ

の時、それぞれの市町で国保を持っておったと

ころが長崎市の国民健康保険に変わっているは

ずなんです。今回の場合とは違うんですが、た

だ、国保を一体化するということにおいては、

法律上は違うとはいっても、事象においては同

じですよね。であるならば、それぞれ長崎市に

しても、佐世保市にしても、保険者がそういう

ことをもう経験されているわけです。経験され

ている保険者に、メリットは何だったか、デメ

リットは何だったか、どういう問題があったか

というのは、市とか県とか関係なく、同じ県内

ですから聞いていいと思うんですよ。そういっ

た取材行動といいますか、そういうことをとら

れたのかどうか、その中から浮かび上がってき

た問題点とか、あとメリットとかがあれば、十

分に研究して、今度の県が進めようとしておら

れることに活かしていただきたいと思うんです

けれども、いかがでしょうか。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回の都道府県

化に当たりまして、市町とは、例えば、担当課

長を集めての会議については、平成 27 年度は 2

回、平成 28 年度は 4 回、平成 29 年度は現在ま

で 5 回行っており、また担当の班長等をメンバ

ーとする作業部会というものもありまして、こ

れにおきましても平成 28 年度は 11 回、今年度

は 17回と、そういう情報の提供も含めまして、

市町とは十分に協議を行って、今、都道府県化

についてのいろんな詳細について決めていると

ころであります。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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【山本(由)委員長】 ほかに、質疑がないようで

すので、これをもちまして質疑を終了いたしま

す。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第86号議案は、原案のとおり、可決すること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。 

 次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。 

【上田福祉保健課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして本委員会に提出

いたしました福祉保健部関係の資料について、

ご説明をいたします。 

 文教厚生委員会提出資料、福祉保健部の1ペ

ージをご覧ください。 

 補助金内示一覧表でございます。県が箇所付

けを行って実施する個別事業に関し、市町並び

に直接、間接の補助事業者に対し内示を行った

補助金について、本年9月から10月分の実績を

記載することとなっておりますが、前回9月の

定例県議会で報告をしておりませんでした7月

分の内示2件についてもあわせて記載をいたし

ております。直接補助金については、資料1ペ

ージから15ページに記載のとおりで合計103件、

間接補助金については、今回、該当ございませ

ん。 

 次に、16ページをご覧ください。 

 知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

本年9月から10月までに県議会議長宛てにも同

様の要望が行われたものは、長崎市、対馬市な

ど計4件となっており、それに対する県の取り

扱いは、16ページから41ページまでに記載のと

おりでございます。 

 次に、42ページをお開きください。 

 附属機関等会議結果について、本年9月から

10月分の実績は、長崎県福祉保健審議会高齢者

専門分科会など計24件となっており、その内容

につきましては、資料44ページから67ページに

記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。 

【中野こども未来課長】 引き続きまして、「政

策等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議

員との協議等の拡充に関する決議」に基づきま

して本委員会に提出いたしました福祉保健部こ

ども政策局関係の資料について、ご説明をいた

します。 

 1ページをお開きください。 

 補助金内示一覧表でございますが、県が箇所

付けを行って実施する個別事業に関し、内示を

行った補助金について記載しております。本年

9月から10月分の実績は、間接補助金1件であり、

内容は、記載のとおりでございます。 

 次に、2ページをお開きください。 

 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年9月から10月までに県議会議長宛てにも同

様の要望が行われたものは、長崎市、長崎県離

島振興協議会、対馬市からの要望書の合計3件

となっております。 

 これに対する県の取扱いは、2ページから13
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ページまでに記載のとおりとなっております。 

 以上で報告を終わります。 

【山本(由)委員長】 次に、医療政策課長より補

足説明を求めます。 

【村田医療政策課長】 「第7次長崎県医療計画

（素案）」につきまして、補足してご説明をさ

せていただきます。 

 表に「第7次長崎県医療計画（素案）」、そ

れと「第3期長崎県がん対策推進計画（素案）」、

「医療政策課」と書いた水色の紙ファイルでご

ざいます。 

 表紙をおめくりいただきまして、「第7次医

療計画」とラベルのついたページ、Ａ4、2枚に

なりますけれども、お願いいたします。 

 医療計画は、医療法に基づきまして県が定め

る県の医療政策推進に当たっての基本方針とな

るものでございます。 

 2の計画の趣旨に記載してしておりますけれ

ども、現行の計画と同様に、患者数の多いがん

や精神疾患等の5つの疾病と、政策的に推進す

ることが必要な離島へき地、救急、小児周産期

等の5つの事業、それと在宅医療を計画の中心

といたしまして、医療連携体制の構築をはじめ

とする課題や施策の方向性を記載しております。 

 また、昨年11月に策定をいたしました団塊の

世代が全て75歳以上となります2025年に向け

まして、医療機能の分化・連携を推進する「地

域医療構想」を計画に取り込みまして、その実

現に向けた取組をさらに進めることにより、限

られた資源の効果的かつ効率的な活用を図ろう

とするものでございます。 

 3の計画の期間につきましては、これまでの5

年間から、平成35年度までの6年間としまして、

中間年において見直しを行うことといたしてお

ります。 

 次に、計画の主なポイントですけれども、ペ

ージがついておりませんけれども、Ａ4横の図

で、表題に「第7次医療計画について（ポイン

ト）」と記載した2枚目をご覧ください。 

 1点目といたしまして、①介護保険事業計画

との整合性の確保でございます。地域医療構想

では、入院医療から在宅医療等への移行を進め

ることとしておりますので、地域において医療

と介護が一体となって対応する必要があります

ことから、市町が策定する介護保険事業計画と

の連携・調整を行い策定することにしておりま

す。 

 2点目は、地域医療構想に基づく改革の推進

で、回復期機能や在宅医療等の体制整備を図り

ますほか、がんや循環器疾患等における拠点病

院を中心とした連携体制の構築や「地域完結型」

の医療提供体制を推進するものでございます。 

 3点目は、計画の中心となります5疾病5事業

及び在宅医療に係る医療連携体制の強化で、主

なものとして、脳卒中の急性期医療機関の明確

化、また精神障害にも対応する地域包括ケアシ

ステムの構築、遠隔画像診断支援システムの機

能向上、高度救命救急センター、総合周産期母

子医療センターなど高度医療機能の整備と人材

の確保、在宅医療への円滑な移行に向けた取組

などでございます。 

 4点目が、医師、看護職員等の効率的な確保

で、医師の本県への定着や偏在解消に向けた取

組、質の高い看護師の確保等のほか、歯科医師、

薬剤師をはじめ、地域での「かかりつけ」機能

強化による連携体制の構築について、記載をい

たしております。 

 このほか、認知症をはじめとする高齢化によ

り増加する疾患への対応、在宅医療等での多職

種による連携の強化に加えまして、7点目の二
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次医療圏ごとに関係者による協議を行いながら、

地域の実情に応じた取組をしっかりと進めるこ

とといたしております。 

 また、それぞれの施策につきましては、指標

を設定いたしまして、目標を可能な限り具体的

な数値でお示しをすることで、ＰＤＣＡサイク

ルに基づく取組を進めてまいります。 

 最後に、策定の体制とスケジュールにつきま

してですが、戻っていただいて、1枚目の裏面

でございます。 

 6のところで、計画の策定体制では、最終的

には、長崎県医療審議会に諮問をしまして、答

申をいただくことになりますけれども、これま

で長崎県保健医療対策協議会の各専門部会等で、

疾患、事業ごとの意見をいただいてまいりまし

た。各地域の保健医療対策協議会におきまして

も、二次医療圏ごとの実情を踏まえた課題や施

策の方向性等についてご協議をいただき、本計

画の素案を策定したところでございます。 

 今後のスケジュールにつきましては、本議会

のご意見を踏まえた修正を行った上で、来年の

1月にパブリックコメントを予定いたしており

ます。また、3月には、定例県議会に改めてご

説明を行い、医療審議会への諮問・答申を受け

て、計画を策定することといたしております。 

 以上、簡単でございますが、「第7次長崎県

医療計画」に関する補足説明を終わらせていた

だきます。 

 続けて、「第3期長崎県がん対策推進計画」

につきまして、説明をさせていただきます。 

 「がん対策推進計画」のラベルが後ろのほう

についておりますので、お願いをいたします。 

 「がん対策推進計画」は、がん対策基本法に

基づきまして、国の計画をもとに、県が策定す

ることとなっております。長崎県がん対策推進

条例に沿った施策を総合的に実施するための計

画となります。 

 2の計画の目的でございますけれども、昭和

54年から本県では死因の第1位ががんというこ

とでありますことから、「がんによる死亡者の

減少」、「科学的根拠に基づくがん予防・がん

検診の充実」、「患者本位のがん医療の実現」、

「離島地域におけるがん診療の質の向上」、「尊

厳を持って安心して暮らせる社会の構築」の5

つの全体目標を掲げ、その実現に向けまして取

り組むことといたしております。 

 3の計画策定の体制につきましては、学識経

験者や関係団体からなる保健医療対策協議会の

がん対策部会等での協議に加えまして、がん診

療連携拠点病院などで構成される、がん診療連

携協議会、あるいは教育庁、労働局も参加する

がん対策連絡調整会議等でも協議を行いながら、

素案を取りまとめてまいりました。 

 4の計画の期間といたしましては、これまで

の5年間から、国の基本計画に合わせまして平

成35年までの6年間の計画としております。 

 計画の体系につきましては、5の（1）から（9）

のとおり、予防から、がんとの共生、教育まで

継続して取り組むこれまでの施策に加えまして、

（3）では、ＤＮＡに含まれる遺伝情報に基づ

き、個々人に最適な医療を提供するゲノム医療、

また（6）の思春期及び若年成人のがん対策な

どの新たな課題も加えまして、これを分野別に

施策として整理することとしております。 

 概要の裏面になりますけれども、今後の策定

スケジュールといたしましては、本議会のご意

見などを踏まえた修正を行いまして、パブリッ

クコメント、保健医療対策協議会がん対策部会

での協議を経まして、来年3月に、改めて定例

県議会においてご説明して、策定することとい
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たしております。 

 以上、簡単でございますが、「長崎県がん対

策推進計画」に関する補足説明を終わらせてい

ただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 次に、国保・健康増進課長

より補足説明を求めます。 

【小田口国保・健康増進課長】 国保・健康増進

課関係の3つの計画につきまして説明いたしま

す。 

 灰色のファイルになります。インデックスを

つけておりますので、インデックスをつけた概

要資料に基づきまして、それぞれ説明をいたし

ます。 

 まず、「健康ながさき」というインデックス

を張っている分でありますが、「健康ながさき

21（第2次）」中間見直し版の策定につきまし

て、説明させていただきます。 

 1、計画の性格でありますけれども、本計画

は、健康増進法に基づき県が策定するものであ

り、2の目的にありますように、県民の健康増

進の推進に関する施策についての基本的な計画

との位置付けであります。 

 3、計画の期間でございますが、平成25年度

から平成34年度までの10年間の計画として策

定しており、本年度が中間見直しの年となって

おります。 

 4、計画策定の体制でありますが、学識経験

者や関係団体からなる「健康ながさき21推進会

議」において協議することとしており、具体的

検討に当たっては、その下に設置している小委

員会や部会において素案を取りまとめてまいり

ました。 

 5、計画の基本的な方向性と数値目標につい

ては、概要に記載のとおり、5つの方向性に沿

って、58項目、114の指標を設定しております。 

 6、中間見直し版の特徴でありますが、現行

計画は、国の計画である「健康日本21（第2次）」

の構成をベースに、平成34年度までの10年計画

として策定していることから、今回の見直しで

は、骨格である章立ては変更しておりませんが、

資料の裏側をお願いいたします。各論部分に当

たる第3章（健康づくり対策）は、「現状と課

題」、「目標」、「施策の方向性」の3部構成

に変更し、図表を用いたり、指標の中間値や取

組の実施機関を追加するなど、わかりやすさに

工夫を講じております。 

 また、個別の主な変更点は、概要に記載のと

おり、健康寿命の目標修正や健康経営に取り組

む事業所数の目標追加、食生活や運動面におけ

る具体的取組の追加などとなっております。 

 7、計画策定スケジュールとしましては、本

議会のご意見などを踏まえた修正を行い、パブ

リックコメントにかけ、健康ながさき21推進会

議での協議を経た上で、来年3月に、改めて県

議会においてご説明することを予定しておりま

す。 

 以上、簡単ですが、「健康ながさき21」の中

間見直しについて、説明を終わらせていただき

ます。 

 引き続きまして、「歯なまるスマイルプラン

Ⅱ」の策定につきまして、ご説明をいたします。 

 「歯なまる」というインデックスが張ってあ

に概要資料をお開きください。 

 1、計画の性格でありますけれども、「歯な

まるスマイルプランⅡ」は、長崎県歯・口腔の

健康づくり推進条例第8条に基づく2期目の歯

科保健計画であるとともに、「歯科口腔保健の

推進に関する法律」第13条の規定に基づく都道

府県計画であります。県内においては、条例第
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9条に基づく市町が策定する「歯・口腔の健康

づくり推進計画」の指針としての性格も有して

おります。 

 2、本計画の目的でありますが、歯科保健に

関係する機関や団体と連携し、県民の生涯にわ

たる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための基本的な計画と

しております。 

 3、計画の期間としましては、平成30年度か

ら平成34年度までの5年間となっております。 

 4、計画策定の体制につきましては、学識経

験者や関係団体からなる保健医療対策協議会歯

科保健医療部会での協議に加え、県庁関係課も

参画する歯科保健専門委員会での実務検討、市

町や長崎県後期高齢者医療広域連合等の関係団

体からの意見徴取を踏まえ、素案として取りま

とめております。 

 5、計画の特徴としまして、まず（1）核とな

る取組についてでありますけれども、現行計画

から継続した取組として、①むし歯予防対策が

あります。現行計画から取組を強化するものと

しまして、2番の歯周病対策や、新たな取組と

しまして、3番目のその他予防対策としての歯

列咬合不正予防対策等を推進することとしてお

ります。 

 裏面をご覧ください。 

 計画の体系としまして、現行計画では、子ど

ものむし歯予防対策が重点的に推進され、特に、

フッ化物洗口によるむし歯予防対策の充実が図

られたため、2期目では、現行計画のフッ化物

によるむし歯予防対策を引き続き行うとともに、

歯周病予防対策として、成人期の歯科保健対策

の充実に重点を置くこととしております。 

 6、今後の策定スケジュールでありますけれ

ども、本議会のご意見などを踏まえた修正を行

い、パブリックコメントにかけ、保健医療対策

協議会歯科保健医療部会等での協議を経た上で、

来年3月に改めて県議会において説明すると予

定しております。 

 以上、「歯なまるスマイルプランⅡ」に対す

る説明を終わらせていただきます。 

 次に、インデックスの最後、「医療費適正化

計画」のところをお開きください。 

 「長崎県医療費適正化計画（第三期）」の策

定について、ご説明いたします。 

 まず、1、計画の性格でございますが、本計

画は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づ

き策定するものであり、「長崎県医療計画」や

「健康ながさき21」などの計画と調和を保ちな

がら策定する計画であります。 

 2の計画の目的でありますけれども、本計画

は、誰もが安心して医療を受けることができる

国民皆保険制度を堅持していくために、県民の

生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医

療費が過度に増大しないようにしていくととも

に、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体

制の確保を図ることとしております。 

 3の計画期間でございますが、現行の第二期

計画までは5年間でありましたが、次の第三期

計画より、平成30年度から平成35年度までの6

年間の計画となります。 

 4の計画策定の体制でございますが、（1）医

療費あり方検討部会での協議に加え、（2）長

崎県保険者協議会での協議を踏まえながら計画

の策定に向けて取り組んでいくこととしており

ます。 

 5の計画の基本理念でございますが、列挙し

ております4件の内容は、現行の第二期計画か

ら引き続き掲げていくこととしております。 

 6、計画に掲げる目標でございますが、（1）
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住民の健康の保持の推進で、裏面になりますけ

れども、（2）医療の効率的な提供の推進を主

たる柱として目標を設定し、医療費適正化に向

けた取組を進めていくこととしております。 

 7の計画のポイントとしましては、1点目でご

ざいますが、計画に掲げる目標の達成を通じて、

医療費の伸びの適正化を図ることを目指してい

きます。 

 2点目でございますが、国が配布した推計ツ

ールを用いまして、医療費適正化の取組を行う

前の自然体の医療費と、計画に掲げる目標を達

成した場合の医療費の見通しを推計しておりま

す。 

 最後に、8の計画策定スケジュールでござい

ますが、本議会等のご意見を踏まえた修正を行

い、来年の1月にパブリックコメントを予定し

ております。2月に、再度、医療費あり方検討

部会や長崎県保険者協議会の協議を行い、3月

に、改めて県議会へご説明をいたしまして、計

画を策定することとしております。 

 以上、簡単ではございますが、「医療費適正

化計画」の説明を終わらせていただきます。 

 国保・健康増進課の説明は以上です。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、長寿社会課長より補足説明を求めます。 

【小村長寿社会課長】 私のほうからは、「第7

期長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支

援計画」について、ご説明をさせていただきま

す。 

 青いファイルに、「長崎県老人福祉計画・長

崎県介護保険事業支援計画（平成30年度～32年

度）」と記載したものでございます。 

 それでは、1枚目の概要資料をご覧ください。 

 まず、1、計画の性格でございますが、この

計画は、老人福祉法及び介護保険法に基づき3

年ごとに策定する計画で、内容は、「長崎県福

祉保健総合計画」や「長崎県医療計画」との調

和が保たれた計画となっております。 

 次に、2、計画の目的でございますが、「老

人福祉計画」につきましては、介護保険事業支

援計画を包含する計画で、高齢者に関する施策

全般にわたる実務計画として策定するものであ

り、「介護保険事業支援計画」につきましては、

保険者である各市町が推進する要介護・要支援

者のための介護サービス基盤の整備に対して広

域的な調整を行い、介護保険事業の円滑な実施

を支援するために策定する計画であり、両計画

は一体として策定することとなっております。 

 3、計画策定の体制につきましては、医療、

福祉、介護の関係団体や保険者である市町の代

表等で構成する長崎県福祉保健審議会高齢者専

門分科会におきまして、前計画の検証、評価を

行っていただくとともに、新計画案の内容につ

いて検討を行っていただいております。 

 4、計画期間につきましては、平成30年度か

ら平成32年度の3年間となっております。 

 5の計画の基本理念といたしましては、「高

齢者がいきいきと輝く元気な長崎県づくり」、

政策目標として、「『地域包括ケアシステム』

の推進・深化」を掲げております。 

 6、計画の特徴といたしまして、喫緊の課題

に対応するため、元気高齢者の活躍促進をはじ

めとした5つのプロジェクトにより、計画を強

力に推進していくことといたしております。 

 5つのプロジェクトの設定の考え方につきま

しては、裏の2ページ冒頭の四角囲みの中をご

覧ください。 

 また、次期計画の体系といたしましては、第

6期計画で整理した高齢者の状況に応じた3つ

のステージごとの施策展開という考え方を継承
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しながら、地域包括ケアシステムの5つの要素

に対応した施策体系のもと、政策目標の実現に

向けた取組を推進してまいります。 

 次に、7、介護保険施設整備につきましては、

特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症グ

ループホーム等の整備につきまして、地域の実

情や市町の意向を十分に尊重した計画定員とす

る予定でございます。 

 介護保険料につきましては、各保険者である

市町におきまして、平成30年度から平成32年度

までの介護サービスの総費用の見込み量と現在

国が検討を行っております各介護サービスの報

酬単価により決定される予定でございます。 

 最後に、9、計画策定スケジュールにつきま

しては、本委員会でのご意見や今後の国の動き

などを踏まえ、必要な修正を行い、来年1月か

らの実施を予定いたしておりますパブリックコ

メントを経まして、平成30年3月末に計画策定、

公表を予定いたしております。 

 説明は以上でございます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、障害福祉課長より補足説明を求めます。 

【桑宮障害福祉課長】 私からは、「第5期長崎

県障害福祉計画・第1期長崎県障害児福祉計画

（素案）」及び「第3期長崎県自殺総合対策5カ

年計画（素案）」の概要につきまして、お手元

にお配りしました青いファイルのインデックス

をつけた概要補足説明資料について、それぞれ

ご説明いたします。 

 まず、「障害福祉計画」について、説明いた

します。 

 1、計画の性格でございますが、この計画は、

障害者総合支援法に基づき国が示した基本指針

に即し、障害福祉サービスの提供体制の確保等

のために、県、市町が3年ごとにそれぞれ策定

するものです。また、児童福祉法が改正され、

新たに障害児福祉計画の策定が義務付けられた

ことから、障害児者への切れ目ないサービス体

制を整備するため、今回、障害福祉計画と障害

児福祉計画を一体的に策定することとしており

ます。 

 2、計画期間は、平成30年度から平成32年度

までの3年間としております。 

 3、計画策定の体制としては、計画全体の検

討を障害者基本法に基づき設置している長崎県

障害者施策推進協議会において行い、地域課題

等の個別課題については、圏域単位での市町、

事業所との意見交換や種別の関係団体との意見

交換等を重ねながら検討してまいりました。 

 4、次期計画のポイントといたしましては、

まず障害福祉圏域を地域の実情にあわせ、きめ

細かい施策の展開を図るため、8圏域から10圏

域に増やすこととしております。 

 このほか、精神障害者が地域の一員として安

心して生活できる「精神障害にも対応した地域

包括ケアシステム」の構築や就労定着支援サー

ビスの創設を踏まえ職場定着率の増加、さらに

は障害児支援の提供体制の整備等に関する事項

を計画に盛り込み、資料の裏面になりますが、

5、計画の体系に記載しております5つの成果目

標の達成に向けた取組の実施とあわせて障害福

祉計画の提供体制を確保していくこととしてお

ります。 

 最後に、6、策定スケジュールにつきまして

は、今後実施を予定しておりますパブリックコ

メントや長崎県障害者施策推進協議会での検討

を経て、平成30年3月までに計画を策定し、公

表を行ってまいります。 

 次に、「第3期長崎県自殺総合対策5カ年計画

（素案）」につきまして、お手元に配付してお
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ります概要説明資料のインデックスのところを

用いまして、素案の概要についてご説明いたし

ます。 

 まず、1、計画の性格でございますが、この

計画は、自殺対策基本法及び国が推進すべき自

殺対策の指針であります自殺総合対策大綱を踏

まえ、保健・医療・福祉・教育・労働・警察・

民間団体等のさまざまな分野の機関や団体がそ

れぞれに役割を担い、連携して取り組んでいく

ための計画であり、そのため、長崎県の自殺対

策の基本方針を掲げ、各関係機関等の自殺対策

についての具体的な取組を整理・集約したもの

となっております。 

 次に、2、計画策定の趣旨でございますが、

本県の自殺者数は平成15年の449人をピークに

年々減少し、平成28年には202人まで減少いた

しました。これは経済情勢等の影響もあると思

われますが、各関係機関・団体等がそれぞれの

役割を担い、連携協力して自殺対策を着実に実

施したことが最も大きな要因であると考えてお

ります。しかし、自殺者の中で中高年の自殺が

引き続き大きな割合を占めているとともに、若

年層の自殺者も横ばいという状況であり、依然

として深刻な状態が続いております。このため、

自殺対策基本法や自殺総合対策大綱の見直しな

ど国の動向や第2期計画までの取組の成果など

を踏まえ、「誰も自殺に追い込まれることのな

い社会」の実現を目指して自殺対策をさらに推

進するため、総合的な自殺対策の計画を策定す

るものであります。 

 3、計画の期間につきましては、平成29年度

から平成33年度の5年間となっております。 

 4、計画策定の体制につきましては、医療、

福祉、保健、教育、商工労働、相談機関、警察

関係者や学識経験者、民間団体、報道関係者等

に委員にご就任いただいております長崎県自殺

対策連絡協議会及び長崎県自殺対策専門委員会

において計画案の内容について検討を行ってい

ただいております。 

 5、第3期計画のポイントにつきましては、記

載しております12の基本的施策に沿って、各機

関・団体等が自殺対策に取り組んでまいります。 

 このうち、「（1）地域レベルの実践的な取

組への支援を強化する。」は、今回の計画で新

たに基本的施策として掲げるものであり、

「（11）子ども・若者の自殺対策を更に推進す

る。」、及び「（12）勤務問題による自殺対策

を更に推進する。」は、第2期計画にも盛り込

まれていましたが、自殺対策における重要な課

題であることから、項目出しをしたものであり

ます。なお、他の項目は、第2期計画から継続

しております。 

 資料の裏面をご覧ください。 

 6、計画の体系につきましては、自殺対策の

基本的な方針を踏まえ、各機関・団体等が第3

期計画のポイントで説明いたしました12の基

本的施策に基づき、取り組んでまいります。 

 7、数値目標につきましては、最終的に県内

の自殺者数を「0」とすることを目標として対

策に取り組んでまいりますが、平成33年までに

180人以下に減少させることを当面の目標とい

たします。 

 最後に、8、計画策定スケジュールにつきま

しては、12月中旬から1月にかけて実施を予定

しておりますパブリックコメントを経まして、

長崎県自殺対策連絡協議会及び長崎県自殺対策

専門委員会における協議を行った上で、平成30

年3月に計画策定、公表を予定いたしておりま

す。 

 説明は以上でございます。 
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【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、薬務行政室長より補足説明を求めます。 

【古賀薬務行政室長】 私のほうから、お手元に

お配りしております3枚つづりの「長崎県大麻

取扱者免許申請審査基準の策定について」とい

う資料に基づきまして、補足して説明をさせて

いただきます。 

 まず、資料の最初のページでございます。 

 1番の免許の審査の現状というところで、大

麻取締法に基づく大麻取扱者につきましては、

大麻栽培者と大麻研究者と2つの免許がござい

ます。どちらも都道府県知事が免許を与えるも

のとされております。これらの免許の申請に当

たりましては、大麻が濫用薬物であるという特

性から、大麻の栽培等を必要とする十分な合理

性があるかどうかを慎重に行う必要がございま

す。現在は、法律及び国の通知に基づいて厳正

に審査を行っており、これまで大きな問題は発

生しておりません。しかし、最近、他県で大麻

解放論者による新たな免許申請が散見され、県

が不許可とした一部の事例では、それを不服と

して行政訴訟となるケースも見受けられており

ます。 

 このようなケースを受けまして、厚生労働省

から都道府県宛てに、審査を厳格化するよう要

請があっております。本県といたしましても、

将来的な不正事案の発生の予防を見越した対応

をとるため、新たに、本審査基準を策定するこ

とといたしました。 

 下の3番の審査基準の主な内容でございます。 

審査基準は、法に規定されている大麻取扱者に

ついて、法の趣旨に照らし、その免許を付与す

るか否かを判断するために必要な基準を定める

ものでございます。 

 栽培者につきましては、大麻の栽培を必要と

する合理性がない申請相談を事前に排除できる

よう11項目を明文化しており、また研究者につ

きましては9項目の基準を満たすこととしてお

ります。 

 策定に当たりましては、行政手続法及び長崎

県政策県民参加制度実施要綱に基づきまして、

県議会及び県民の皆様のご意見を広く取り入れ

まして、そのご意見を踏まえた上で策定したい

と考えております。 

 お手元の資料の3ページ以降の素案につきま

して、資料2ページ、今後のスケジュールにご

ざいますように、本委員会でのご意見をいただ

いた後、今月後半から来年1月にかけましてパ

ブリックコメントを実施いたしまして、3月議

会において最終案を説明させていただいた上で、

次年度からの施行を予定しております。 

 以上で、長崎県大麻取扱者免許申請審査基準

の策定について、補足説明を終わらせていただ

きます 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、国保・健康増進課長より補足説明を求

めます。 

【小田口国保・健康増進課長】 私のほうから、

「長崎県国民健康保険運営方針（素案）」につ

いてご説明いたします。 

 お手元にお配りしております概要資料に基づ

きましてご説明いたします。 

 まず、1ページでありますけれども、1、性格

ですが、国民健康保険運営方針は、法令に基づ

き都道府県が策定するものであり、本県の国保

の統一的な運営に関する方針となります。 

 2、趣旨としまして、財政運営や資格管理、

保険給付などの国保事務について、県と市町が

共通認識のもと、効率化していくことなどを記
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載しております。 

 3、対象期間でございますが、平成30年度か

ら平成32年度の3年間になります。 

 5の記載事項についてでありますが、法令に

定めがございます。法令には必須事項と任意事

項とがあり、その項目は、それぞれ資料にあり

ますとおり、（1）から（8）に記載しておりま

す8項目になります。本県の場合は、必須項目

と任意事項ともに全ての項目を記載することと

しております。 

 裏面、2ページをご覧ください。 

 運営方針策定のポイントについて、（1）か

ら（5）の5点挙げております。1つ目の（1）は、

運営方針に市町の保険料の標準的な算定方法を

定める必要があるというもので、この点につき

ましては、市町と協議の上、本県では、保険料

の集め方としまして、所得に応じて集める所得

割と被保険者1人当たりで集める均等割、世帯

当たりで集める平等割を組み合わせて集める3

方式等を保険料の標準的な算定方法として記載

しております。 

 そのほか、（2）保険料の収納対策や、（3）

保険給付の適正化、（4）医療費適正化の取組

について記載しており、県全体で取組を強化し

ていくことや、（5）事務の共通化や共同実施

などで効率化を図る取組として、被保険者証の

統一や一括発行、療養費の審査や算定の共同実

施を進めていくことなどを記載することにして

おります。 

 最後に、策定スケジュールについてでありま

すけれども、これまでに市町との協議を平成27

年8月から国保連携会議等で進めております。

また、本年度、県に新たに設置した県の運営協

議会における審議を6月、10月、11月に実施し

ております。今後は、12月中に市町への意見徴

取、パブリックコメントを予定しており、来年

1月に、県運営協議会による運営方針の諮問・

答申を経て、2月には、最終的な運営方針の策

定、公表を行う予定で進めてまいります。 

 長崎県国民健康保険運営方針（素案）に係る

説明は以上でございます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、まず陳情審

査を行います。 

 お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。審査対象は、38、40、47、50、

51、52番です。 

 陳情書について、何か質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。 

【中山委員】 先ほど「第3期長崎県自殺総合対

策5カ年計画」の素案が示されましたけれども、

この中で、平成15年をピークに年々減少してい

るというような状況がございましたが、その中

で、第3期計画のポイントで、11番「子ども・

若者の自殺対策を更に推進する。」とか、12番

「勤務問題による自殺対策を更に推進する。」

ということについては評価したいと思いますが、
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その中で、自殺の原因動機・男女別状況という

のが6ページにあります。この中で、県内の原

因動機・男女別自殺者数（Ｈ28年）というのが

ありまして、家庭問題、健康問題、経済・生活

問題、勤務問題、男女問題、学校問題、その他、

不詳、238とありますけれども、この内訳をま

ずもってお聞きしたいと思います。 

【桑宮障害福祉課長】 計画の6ページをご覧い

ただきたいと思います。委員からご質問があり

ました自殺の原因動機・男女別の状況でござい

ます。そこの図表6にデータを記載しておりま

すが、男性の場合は、健康問題が一番多く、続

いて経済・生活問題、勤務問題という順番にな

っております。健康問題につきましては、男性

の中では32％を占めているという状況でござ

います。女性につきましては、男性と少し傾向

が異なっておりまして、健康問題が42人という

ことで全体の約5割程度を占めております。次

に多いのが家庭問題ということで、健康問題が

全体の半分ぐらい、かなり多くの部分を占めて

いるというのが特徴的な部分ではないかと考え

ております。 

【中山委員】 ちょっと疑問に感じたのは、この

数字でいくと、勤務問題、男性21人、女性1人

で22名おりますよね。それで、家庭問題、男性

21人、女性8人で29名おりますよね。そうする

と、最近、家庭問題で、離婚に絡むとか、いろ

んな問題で自殺する人が結構目立つんです。そ

れとか、殺人事件とか、いろいろ言っても、こ

の辺の問題が非常に絡んできているんですよね。

特に、離婚については、男性のほうが諦め切ら

ない部分があるのかどうか知りませんけれども、

夫が妻に危害を加える、それがかなわぬ場合は

自殺するとか、こういうケースは結構テレビと

かマスコミで見聞きするんですが、そうなると、

私が言いたいのは、12番に「勤務問題による自

殺対策を更に推進する。」ということで、ここ

に項目を設けているので、これであるならば、

単純に考えれば、ここに「家庭問題による自殺

対策を更に推進する。」ということも1項入れ

ても何もおかしくないんじゃないかという気が

しておったもので、その辺を入れていない理由

について、お聞きしたいと思います。 

【桑宮障害福祉課長】 計画の15ページ、16ペ

ージ、17ページをご覧いただきたいと思います。

これが委員からお話がありましたアクションプ

ランの体系に掲げております基本的施策の12

の施策を掲げたものであります。17ページの11

番、12番については、子ども・若者の自殺対策、

それと勤務問題による自殺対策ということで、

昨今の県外の事例でも、子どもの自殺ですとか、

あと長時間勤務による自殺問題があったことを

受けて、国のほうの自殺総合対策大綱で、この

12の項目を示しているところを踏まえ、県の計

画も同じような柱立てにしたものでございます。 

 ご意見がありました家族問題による自殺につ

いても、項目立てはしておりませんが、12の体

系のそれぞれにかかわってくる部分もあろうか

と思いますので、形としては12の柱にはなって

おりませんが、取組としては、それぞれ12の中

で、家族問題に対する自殺対策についても、し

っかり実施してまいりたいと考えております。 

【中山委員】 家庭問題についても、当然何らか

の形で、勤務状況とか、いろいろ制度が関わっ

てくるんだと考えますけれども、国がこういう

方向を示したから、それに乗ってやるんだとい

うことは、当然そういうことも考えられるけれ

ども、しかしながら、長崎県の現状を見た時に、

職場よりは、家庭問題のほうが自殺者が多いと

いう現実がある時に、これも特出しで考えても
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何もおかしい問題ではないのではないかと思い

ますし、12項目の中から家庭問題を引き出して、

新しく加えてこれを特出しでやっていくという

ことについても、何らおかしくないんじゃない

かと思っているんです。この13項目めに「家庭

問題による自殺対策を更に推進する。」という

項目を設けてもおかしくないのではないかと思

いますが、再度、そういうことは考えられない

のか、明記できないのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

【桑宮障害福祉課長】 説明の繰り返しになりま

すが、アクションプラン体系というのは、国の

自殺総合対策大綱に掲げております12の柱に

基づいて策定をしております。県の計画につい

ても、国の大綱に則って12の柱を今回素案とし

て入れているものでございます。 

 ご意見がありました家族問題に対する対策と

いうのが柱立てをどうしていくかという形につ

きましては、まだ素案の段階でありますので、

自殺対策の協議会等の委員の方のご意見も個別

に伺った上で、柱立てのところは見直す部分が

あれば、見直せるのかどうかというのは検討し

てまいりたいと思います。 

【中山委員】 今後検討できるようであれば、ひ

とつ検討してほしいと思いますし、家庭という

問題が、離婚の問題であるとか、それが子ども

にどういう影響を与えるのか、離婚率も結構高

くなってきているので、家庭をきちんと守って

いく、それをサポートしていくというか、家庭

の大事さをどう包み込んでいくとか、いろいろ

家庭に視点を当てて取り組む時期でもあるんじ

ゃないかと思います。ぜひひとつ検討方を要望

しておきたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。 

【浅田委員】 まず、3ページの、前々から質問

をしております婚活サポートセンターについて

なんですが、目標達成に至りませんでしたとい

うことがあるんですが、それに伴って、この間、

記事では、大分登録は伸びている状況であると

いうことなんですが、そのあたりで企業コーデ

ィネーターを配置する等々ありますが、そこの

中身を詳しく教えていただけますでしょうか。 

【中野こども未来課長】 ご指摘のございました

3ページの婚活サポートセンターの実施が目標

を達成していないということで、これは平成28

年度の取組の評価になりますが、この40組とい

うのが、まず1つが、イベント等で引き合わせ

をする、めぐり会い事業というものがございま

す。こういったところの目標数値が達成できて

いなかったということと、もう一つは、縁結び

隊というサポーターの人たちの目標数値が達成

できていなかったという状況がございます。そ

ういったことで、40組に対して23組ということ

になっているところでございます。 

 これをどうやって目標に達成するような施策

があるのかということで、委員からもお話がご

ざいましたが、ここにも書いておりますけれど

も、1つは、企業サポーター、企業のコーディ

ネーターを配置するということで、要するに、

県の施策とか、イベントだけではなくて、未婚

者がいっぱい働いていて、めぐり会いの場とい

うのは意外と職場にもあるかなということでご

ざいますので、企業コーディネーターを平成29

年度から、これは夏ぐらいから配置したもので

ございまして、今のところ、119社ほどを訪問

していただいているというところがございます。

その中で、いろんなイベントとか、もう一つは、

今年1月から始めておりますデータマッチング

システム、お見合いシステムの登録とか、そう
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いった働きかけをさせていただいているという

ところでございます。そういった取組もござい

まして、今のところ、355社のホームページ、

ツイッターとかに、そういう施策の周知をして

いただいているような状況がございます。 

 あと、いろんな団体、経済団体等々にも働き

かけをさせていただいて、1,200団体等に、いろ

いろなファクス、メール等で、県、市町が行っ

ている婚活イベントについての告知とかをさせ

ていただいているという状況でございます。 

 平成28年度につきましては、めぐりあい事業

と、サポーターによる目標設定は達成できませ

んでしたが、今申しましたとおり、企業にも働

きかけるということと、あとデータマッチング

システムを導入させていただいたことによりま

して、平成29年度につきましては、目標達成を

目指して今、取り組んでいるところでございま

す。 

【浅田委員】 めぐりあい事業は目標には達して

いないけれども、データマッチングは、かなり

伸びているんですよね。新聞記事で見ると1,500

人ぐらいいるということだったんですけれども、

男女比はどんな感じでしょうか。 

【中野こども未来課長】 累計では1,500名以上

の方が登録されているのですが、脱会者がおり

ますので、10月末の数字で1,487名の方が登録

されております。男女比でございますが、男性

が44％、女性が56％という比率になっておりま

す。 

【浅田委員】 この1,487名、実際マッチングと

しては、実績としては、どれぐらいあるのでし

ょうか。 

【中野こども未来課長】 今のところ、630組が

お見合いをされたということになります。それ

で、その中からお付き合いが始まったというの

が、256組ということでございます。それで、

既に結婚をされたご報告があったのが1組ござ

いまして、今現在、あと2組ぐらいが式場を探

しているとか、親御さんと引き合わせをしてい

るとか、そういうことがあるというのを報告さ

れております。 

【浅田委員】 今年の1月からとしたら、お見合

いの回数も多いですし、お付き合いが256組、

500名、この中の3分の1の方がそういうふうに

結びついたと考えていいということですよね。

お付き合いのところまでは行っていらっしゃる

方がいると。そんな悪い確率ではないのかなと

私は感じているんですけれども、課としての目

標値としてはどうなのかという点と、ごめんな

さい、聞き逃したかもしれないんですけれども、

企業コーディネーターという方々が今、何名い

て、この方たちはどういう経歴というか、どの

ような実績のある方たちが企業コーディネータ

ーになっているのか教えてください。 

【中野こども未来課長】 まず、1点目の現状を

どう評価しているのかというお尋ねだったかと

思います。今年の1月から始めたということで、

まだ1年たっていないという状況でございます。

先進的にやられている県の動き等をお聞きする

と、お付き合いしてすぐ結婚というふうにはな

かなかならない、通常は4年ぐらいかかるとい

うことを聞いていますが、こういった意識があ

る方々がお付き合いするので2年ぐらいはかか

るということで、先進県でも、このシステムを

導入した県では、2年ぐらいたつと、わりと成

婚まで数十組ぐらいくるような状況がございま

す。そこら辺がありますので、まだ我々は1年

たっていませんので、もう少し時間がかかるの

かなということで、数的には、最終的には、こ

のシステムで年間60組成婚までいくというこ
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とを我々は目標にしておりますので、その点か

らすると、まだ物足りないという状況がござい

ます。 

 あとコーディネーターにつきましては、今年、

長崎市にある本所に、企業に対する知識があら

れる方を1名配置して、動いていただいている

という状況になっています。 

【浅田委員】 そのコーディネーターの方は、今

までも、そういうご経験があった方ですか。企

業回りをしていて、単純に、こういう事業を長

崎県でやっています、ということで回っていら

っしゃる方ですか。 

【中野こども未来課長】 前職は、ブライダル系

についての職歴はございません。 

【浅田委員】 どういう方か存じ上げませんけれ

ども、せっかくこういうコーディネーターの方

をわざわざ配置するということは、その成果を

上げるためということで、やっぱりさまざまな

知識とか経験があるのかなと思ったものですか

ら、どういう基準でこういう方を募集して、お

選びになったのかというのがわかりづらいなと。

せっかく成婚率に向けて、婚活という絞られた

ターゲットの中で、どういうことなんだろうな

というのが疑問なんですけれども。 

【中野こども未来課長】 先ほども申しましたと

おり、婚活について携わったことはないという

のはお聞きしております。ただ、いろんなコン

サルタントについての経験はあるということを

お聞きしておりますので、そういった方を募集

した上で、企業回りをしていただくということ

で成果を上げていきたいということで、配置を

している状況でございます。 

【浅田委員】 一生懸命頑張っていただいている

ので、355社回っていただいて、こういうもの

を告知していただいている現状だと思うんです

けれども、今おっしゃった、確かに今年の1月

から始まり、夏からこういう方を置かれて、今、

種まきをした感じで、来年以降が、どういう形

で成果が数字として出てくるかというのが、今

というよりも、さらに次の年にどうなのかとい

うところが問われるかと思いますので、この掲

げている目標には、まだまだ厳しい部分もあろ

うかと思います。私は、あそこの場所がどうな

のかというところから始まったという部分もあ

って、まだまだやっぱり相談しづらいんじゃな

いのかなというような思いもありますので、そ

ういう全体的なこと、庁舎も移ったりとかいろ

いろある中で、どういうふうな状況でやってい

くのかというのは、いま一度、ご検討をしてい

ただく必要性もあるのかなと感じています。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午前１１時５２分 休憩 ― 

― 午前１１時５２分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【浅田委員】 がんのことでお伺いをしたいと思

います。がん対策で、第3期推進計画が今後掲

げられていくかと思うんですが、私たち県議会

も、最初は女性4人で、がん条例をつくるとい

うことで随分前にやらせていただいて、今も、

議会中にいろんなところにチラシを配らせてい

ただいたり、そういう活動をやっております。 

 しかしながら、特に、乳がんにおいても全国

ワースト4位というような結果が出ておりまし

て、やっぱり早期に向けた検査とかがまだまだ

少ないのではないかという気がしておりますが、

そのあたりをどのように捉えられているのか、

教えていただけますか。 

【村田医療政策課長】 本県におけるがん対策に

つきましては、委員からご紹介ありましたとお
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り、平成20年に、全国で5番目だと記憶してお

りますけれども、がん対策推進条例を早い段階

で制定していただきまして、県を挙げて、予防

の重要性を県民に周知をするという取組を進め

てきております。 

 先ほどお配りをしました、がん対策推進計画

の素案ですけれども、この33ページに、各市町

の五大がんの種別ごとの検診の受診率をお示し

しておりますけれども、市町によって受診率に

差があるということでございまして、この辺は

市町にも、こういう状況というのをお知らせし

ながら、一緒になって取り組むことにしており

ますけれども、特に、9月には、がんの征圧月

間ということで、市町と県も一緒になって、啓

発に向けたさまざまな取組を行っているところ

でございます。 

 この受診率につきましては、次の計画におき

ましても、数値目標として引き続き掲げて、そ

の達成に向けて取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。 

【浅田委員】 いろいろとご努力もしていただい

ているんだと思いますし、私たち議会のほうで

も、これを掲げてやっている、議員の方で、が

んで亡くなった方もいらっしゃったということ

も踏まえて、私の周りにも、乳がんになる人が

余りにも多くて、30歳とかで、まさか、まさか

という声ばかりで、なかなか検診が、一生懸命

いろんなことで手を尽くされていると思うんで

すけれども、実際できていないと。例えば、先

ほど婚活の時も、企業回りコーディネーターじ

ゃないですけれども、企業とかに対しての検診

促進ということは、どういう感じでやられてい

るのでしょうか。 

【村田医療政策課長】 私どものほうから直接企

業に対しての働きかけというのは今のところ行

っておりませんけれども、特に、生命保険会社

とか損保会社等を中心に、がんの啓発に協力を

いただく企業ということで、30社弱だったと思

いますけれども、協定を結びまして、そこの職

員の研修をやっていただいて、その方たちが外

交、営業活動等で県民の皆様と接する機会等に

おいて、検診の重要性、がんに対する知識等に

ついて啓発をいただくというような取組を一緒

になって取り組んでいるところでございます。 

【浅田委員】 働いていて忙しくてなかなか検診

に行けない。保険の方がやられているというの

はありましたけれども、企業等々に、もう少し

検診促進あたりも、これまで以上に、特に、女

性はなかなか行かない方のほうが多かったり、

最近、非正規の問題等々もあろうかと思うんで

すけれども、そういう方たちに対して受けてい

ただく。長崎県は医療費も高いほうの県にも入

っておりますし、その辺を踏まえると、せっか

くこうやっていろんな計画、医療計画、がん対

策の計画等々ありますけれども、これはがん対

策に限らず、もう少し踏み込んだ形でやってい

く必要性があるのではないかと思っているんで

すけれども、いかがでしょうか。 

【沢水福祉保健部長】 がん対策につきましては、

ただいま医療政策課長からも説明ありましたけ

れども、県議会のほうでも昼休みに、がん対策

についての周知啓発を行っていただいておりま

して、先ほども申しましたけれども、県医師会

あるいは保険会社、そういう関係者と、がん検

診の推進に関する協定を締結して、周知活動を

行っているんですけれども、一方で、がんだけ

ではなくて、ほかの健康に関する部分というこ

とで、健康経営という取組をやっております。

企業を募集して、健康経営に取り組む企業を表

彰するところまで持っていこうかということで



平成２９年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日） 

- 96 - 

今、取り組んでおりますけれども、健康経営に

取り組む企業、そういう中で、がん対策の部分

についても周知をできるようなことで検討をし

てまいりたいと思っておりますので、まずは、

県民一人ひとりも含めて、次は、今後やろうと

しているのは、会社、企業ぐるみでやっていこ

うというような視点でも取り組んでおりますの

で、そういうところでも、この周知啓発を含め

て取り組んでまいりたいと考えております。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時５８分 休憩 ― 

― 午前１１時５８分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 午前中の審査はこれにてとどめ、午後は、1

時30分より再開いたします。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時５９分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 引き続き、議案外所管事務一般について質疑

を行います。 

 質問はありませんか。 

【橋村委員】 さっきの国保の話ですが、私は認

識不足で、どこの保険者も国保税として徴収し

ているものだと思っておりました。俗に国保料

金とか、国保税とか言ったりしますけれども、

徴収の制度としては、国保税という形で徴収し

ているものだと思っておりましたけれども、そ

れがそれぞれに税と料金で徴収していたという

ことで、それはそれとしてだけれども、今度県

で一元化していくということになってくると、

その基礎的な構成団体が料金と税ということで

徴収をしていくということになると、その制度

が基本が一律化していないんですよね。だから、

そこになってくると税と料金という基本的な徴

税あるいは徴収方法に対して不均衡があるとい

うことになってくるので、そこら辺については、

将来はどういう方向に持っていくように指導が

なされているのか、なされていないのか、そこ

ら辺のところの考え方を尋ねておきたいと思い

ます。 

【小田口国保・健康増進課長】 ご指摘のとおり、

現在、21 市町のうち 2 団体が保険料で、残りは

保険税となっております。料とするか税とする

かによりまして、例えば、消滅時効の年数とか、

賦課できる年数とかが違ってまいります。将来

的に保険料を一本化ということになれば、当然、

この料と税の問題というのは、どちらかに解決

をしなければいけない問題だと思いますけれど

も、現在、市町とは協議を始めておりますが、

これは将来的な問題として、今後引き続き検討

していくというところでありますので、どちら

かということについて、まだ具体的なところま

では至っておりません。 

【橋村委員】 いずれにしても、不均衡であると

いうのは著しく平等性に欠けると思うんです。

だから、国としても、本来、そこら辺を認識し

ているならば、どういう方向性というのは当然

検討し、あるいは方向性を団体の一元化に向か

っては指導方針として指導をしておくべきだと

いう思いがあるものだから、確認をしたいと思

っているんです。 

【小田口国保・健康増進課長】 答弁が漏れて申

しわけありませんでした。国のほうからは過去

に、健康保険としての性格から、料のほうが本

来原則なのではないかという見解が出ておりま

すが、全国的に見ましても、どちらが多いかと

いう話になりますと、税のほうが多いというと
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ころがあります。ただ、被保険者数で見ますと、

都市部が料が多いものですから逆転しているこ

ともありまして、大きな問題だと思いますので、

県内でどうするかということにつきましては、

国や他県等の動向も見ながら、今後とも慎重に

協議を続けていきたいと思っております。 

【橋村委員】 これは厳格な運営をやっていかな

ければいけない、収納率も高めていかなければ

いけないと。したがって、私としては、税とし

て、きちっとした形で厳格な徴収制度で運用し

ていくべきだと思うんです。都市の場合には、

いろんな考え方の方々がおられて、余りにも税

で締めつけるな、料金でいいではないかという

ような思想的な背景もあって、そういうふうな

料金体系の制度を導入しているということが推

測されるわけですけれども、そこら辺のところ

は微妙なところで、しかし、こういう制度改正

をやっていくと、本来、そういうランダムな形

ではなくて、厳格にやっていくべきだ、その制

度を堅持すべきだというふうなことを考えなが

ら、さらに将来的に堅実に国保が運営されるよ

うにということで、小規模団体ではなくて統一

していこう、不均衡さを是正していこうという

ような理想を求めたこの制度改革だから、そこ

ら辺の不利な点については、十分厳格な運営が

やれるようにということで、構成団体について

も指導徹底、理論を徹底しておくべきだと思っ

ております。 

 そういうことで、また国の方針としても、さ

らにそういう方向性を打ち出してくるのではな

いだろうかと思っておりますけれども、ローカ

ルな地域での国保運営をやる、あるいは長崎県

の中では 19 と 2、だから圧倒的に税というのが

そうだからだけれども、あとの 2 団体の料金と

して徴収しているところについては、やはり足

並みをそろえてもらうというような理解をして

いただくような働きかけも必要じゃないかとい

う思いですので、それ以上の答弁は不要としま

す。 

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。 

【中山委員】 ココロねっこパレードについてと

いうことで、これは内閣府が11月に「子供・若

者育成支援強化月間」を設けたことによって本

県でもということで、ココロねっこ運動強化月

間ができたことは一定評価したいと思いますが、

この説明によると、パレードがあったというこ

とで、33団体で400人程度ということでありま

したけれども、青少年というのは、どの程度参

加されたのかということと、月間によって、こ

れ以外に広報、啓発とかいろいろやっていると

思いますけれども、具体的に内容を教えていた

だきたいと思います。 

【中野こども未来課長】 まず、このパレードに

どのくらいの青少年がということなんですが、

もともと「ココロねっこ運動」というのは、大

人のあり方を見直して、子供のココロのねっこ

を何とかしましょうということで、参加は大体

大人の方ばかりになっておりまして、警察本部

とか、青少年センター補導員の方々の連絡協議

会とか、ＰＴＡの方、校長会。女子商業のブラ

スバンドの方々、バトントワラーとか、そうい

った方々は青少年の部に入るかと思いますが、

そういう方々が50～60名参加をしていただい

ているということが1つございます。 

 あと、月間で具体的に何をやっているのかと

いうことですが、先ほど言いましたパレード自

体も、長崎市だけではなくて、例えば、あと5

地区でパレードをやり、そのほかはスポーツ大

会とか、いわゆる啓発の講演会などをこの月間
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に合わせて各市町でもやっていただいていると

いう状況になっております。 

【中山委員】 大人のあり方を見直してというこ

とであります。しかしながら、大人と一緒にパ

レードをするというか、大人の姿を見ながらや

ることも子どもに影響を与えるわけであります

から、大人も当然でございますけれども、あわ

せて青少年をできるだけ参加させるということ

も必要ではないかということを、まずもって申

し上げておきたいと思います。 

 長崎のパレード以外に5地区でパレードをし

たという話もありました。そうすると、その参

加人数はどういうふうになっているかというこ

とと、講演会を開いたということでありました

けれども、講演会の開催場所と、それに対する

参加者というのはどの程度なのか、わかれば教

えてください。 

【中野こども未来課長】 すみません、実際にパ

レードに何名かとかいうのは私は把握していな

い状況でございます。 

【中山委員】 月間を設けて、11月で、もう済

んでいるわけですから、その辺は報告をきちん

と受けて、正確な数字を把握しておくことは必

要だと思いますので、ぜひそういうふうに努め

てほしいということを申し上げておきたいと思

います。 

 そこで、「ココロねっこ運動」というのは県

民総ぐるみということをよく言われているんで

すけれども、当初は、長崎独自のもので、すば

らしい取組だということで、かなり勢いがあっ

たような感じがするんです。最近、「ココロね

っこ運動」の声も余り聞かないようですし、予

算的にもどうかわかりませんけれども、恐らく、

予算も少しずつ減ってきているような感じがす

るんですけれども、予算の推移と、この事業が

始まった時から含めて、どういう成果が上がっ

ているのか。例えば、青少年の非行防止、被害

防止とかいうことを掲げていますよね。それを

含めて、これまでの「ココロねっこ運動」の成

果と、そしてその予算の流れ、当初、5,000万円

ぐらいあったと思いますけれども、最近、かな

り少なくなっているんじゃないかと思います。

その辺の予算の大まかな推移はどうなっている

のかを含めて教えてくれませんか。 

【中野こども未来課長】 今手元にあるのが、平

成28年度が1,100万円、平成29年度は1,700万円

ということで、600万円程度増やさせていただ

いているという状況がございます。増えた中身

としましては、青少年育成県民会議の活動をよ

り活発化させたいということで、県民会議の事

務局の人員の強化とか、そういったものも含め

まして事業を展開させていただいているという

ことがございます。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 １時４５分 休憩 ― 

― 午後 １時４６分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【中野こども未来課長】 もともとの経緯としま

しては、平成 13 年に、まず青少年健全育成有

害環境対策キャンペーンとしてスタートをして

いるということでございます。平成 14 年度か

ら、子どもの健やかな成長のために大人の社会

を見直して、「できることは大人から」を合い言

葉に、県民運動として本格的に始動したという

状況がございます。 

 成果ですけれども、少年犯罪の発生率が、統

計がある戦後からなんですけれども、それから

しますと昨年度は検挙率といいますか、最低に

なっているという状況がございます。「ココロね
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っこ運動」だけの成果とは申しませんが、そう

いったことが出ておりますし、この運動に参加

される方、個人ではなくて団体でございますの

で、これも年々増えておりまして、今のところ、

5,657 団体、学校、また会社も含めまして、い

わゆる大人ということで、そういった方々がこ

ういう運動を活発にやっていただいて、これも

一つの成果ではなかろうかと、広がりを見てい

るということでございます。 

【中山委員】 青少年の非行については最低にな

ったということで、数字的には、結果的には影

響をしているかもしれませんけれども、「ココロ

ねっこ運動」というのは、もう 15 年ぐらいに

なりますけれども、確かに参加団体は数的には

増えているような感じがするんですけれども、

これを県民運動として盛り上げていくためには、

私は若干予算が気になっているんです。平成 28

年度が 1,100 万円ということは、県民が 130 万

人いるでしょう。そうすると、1 人当たり 10

円にもならないです。やっていくならば、予算

についても、ある程度、確保してやっていく必

要があるのだろうと思うし、そして何を目指す

とか、「ココロねっこ運動」のきちんとした目標

がありましたか。漠然と県民総参加ということ

はよく聞くけれども、具体的な「ココロねっこ

運動」の目標というのがあるのかどうか、あれ

ばそれを教えてくれませんか。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 １時４９分 休憩 ― 

― 午後 １時５０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【中野こども未来課長】 これは数字ではござい

ませんが、県内に子どもの笑顔があふれまして、

地域にしっかりとしたきずなの中で子どもを育

んでいくよう県民総ぐるみでということで、こ

れを目標に運動を展開しているということでご

ざいます。 

 具体的な数値目標としては、資料でもお示し

していますように、例えば、家庭の日の県民の

認知度とか、有害環境から子どもを守るという

意味合いで、携帯電話で児童・生徒のフィルタ

リングの利用率とか、こういったものについて

は数字を持たせまして、向上に努めているとい

う状況でございます。 

【中山委員】 それなら、今言ったように、数字

を決めている「ココロねっこ運動」の県民の認

知度とか、家庭の日の認知度、数字はどういう

ふうになっておりますか。 

【中野こども未来課長】 平成 32年度の目標は、

70％を最終目標とさせていただいています。基

準となっているのは平成 26年度ございまして、

これが 30％、これを 70％まで家庭の日の認知

度を上げていくということで、平成 28 年度は

40％ということになっております。平成 28 年

度の単年度の目標は 40％ですので、100％達成

しているということです。 

 あと携帯電話所持の児童・生徒のフィルタリ

ング率でございますけれども、平成 26 年度は

70％でございまして、これを平成 32 年度まで

に 80％まで上げていこうという考えを持って

いるところでございます。単年度目標が 74％で、

実績は 69％ということで、これは 100％に達し

ていない、93％ぐらいの達成率であるという状

況でございます。 

【中山委員】 家庭の日の認知度を平成 32 年度

に 70％ということでありましたけれども、これ

は「ココロねっこ運動」の開始からすれば、も

う 15 年やっているわけです。そうすると、は

っきり言って、この数字が低過ぎますよ。家庭
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の日の認知度ぐらい、今言ったように、やって

きているのは 40％。これは達成しているからい

いじゃないかということにはならないですよ。

県民運動であるならば、やはり少なくとも 80％、

90％ぐらいまではすぐに持っていかなければ。 

 そしてあわせて、今度、ノー部活デーも家庭

の日と抱き合わせて実施するような動きもある

し、それからすると、「ココロねっこ運動」をや

るならば、月間もつくってやるということにな

ると、もう少し予算を決めて、家庭の日なんか

は 100％目標にやるべきですよ。平成 32 年度

で 100％目標にやっていかないことには、これ

はそういう意味で、何のための県民総ぐるみの

「ココロねっこ運動」かという感じがしますの

で、15 年になるので、課題があった部分もあれ

ば、いい部分もあったろうし、一回この辺で見

直しをして、次の 5 年、10 年に向けてどう持っ

ていくのか、この辺をきちんと予算組みを含め

て、一回ぜひここで立ち止まって見直していた

だいて、より魅力的な「ココロねっこ運動」を

展開していただければ大変ありがたいと考えて

おりますが、それについて何か考え方はありま

すか。 

【中野こども未来課長】 委員が今おっしゃった

ところは、私どもも常々課題として、大きな動

きをしなければいけないということで、昨年度

も検討させていただいております。1 つは、先

ほど予算の話でさせていただきましたけれども、

「ココロねっこ運動」の推進母体として、知事

部局ではなくて、青少年育成県民会議がありま

して、そこには市町ごとに下部の会議がござい

ます。また、推進協というものもあって、そこ

の方々の動きというのがこの普及に大変貢献し

ていただいているという状況がございましたの

で、昨年度、青少年育成県民会議事業そのもの

のあり方検討をさせていただいて、そういうこ

とで予算的にも、この県民会議を強化しなけれ

ばならないということで、600 万円ほど乗せさ

せていただいているという状況があります。そ

れと、いろんな県下直営でやっているような青

少年健全育成事業も、この県民会議のほうでや

っていただいて、その組織力とか、波及力とい

うのを十分発揮していただく形で、この運動を

今以上に浸透させていくという考えを持ってい

るということでございます。 

 「ココロねっこ運動」自体の認知度というの

は、先ほど申しました家庭の日よりもはるかに

大きいというのは我々も認識しています。これ

は 50％以上超えているということになります。

それが低いのではないかという話でございまし

ょうが、我々もそれは考えていますので、我々

が直営でやっていく部分も当然力を入れていき

ますが、もっと効率的に、そして波及性のある

ような団体に支援をして、この運動に深みを持

たせていきたいという考えは持っています。委

員のご指摘は、私も常々思っているところでご

ざいます。 

【中山委員】 今、こども未来課長から、私と同

じ気持ちだということでありますので了といた

しますけれども、「ココロねっこ運動」について、

今 50％程度は認知度があるだろうという話だ

ったけれども、そういうぼやっと言わずに、本

来は、100％ですよと言うぐらいなければいけ

ないと思いますよ。というのは、これはもう 15

年やっているんですよ。15 年やって 50％ちょ

っと上がったぐらいですよということでは、余

りにもこれは意識が低いのではないかと思いま

す。私と共有していると言うならば、少なくと

も「ココロねっこ運動」の強化月間もしたわけ

だから、平成 32 年度までに、まず「ココロね
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っこ運動」の認知度を 100％に持ってくるとか、

もう少しその辺を前向きにしておって、その中

で県民会議を活用するのも結構でしょうし、全

体的な問題として、そのためにはやっぱり予算

も要りますよ。その辺を含めて、ぜひ「ココロ

ねっこ運動」認知度、平成 32 年度までに 100％

に持っていけるような努力をしていただくこと

を要望しておきたいと思います。どうですか。 

【中野こども未来課長】 100％というのは前向

きに答弁させていただいて、実現に向けて取組

させていただきます。50％というのは、私、7

割、8 割は認知しているというデータもあった

かと思い出しました。先ほど言いました家庭の

日は、子育て条例に載せていますが、なかなか

低いということで、これもあわせて頑張ってい

こうということで、先ほどおっしゃられたよう

に、部活動のいわゆる休養日というのを教育委

員会にもお話をさせていただいて、第 3 日曜日

の家庭の日は部活もやめていただくということ

で、もともとあったんですけれども、なかなか

それが実際やられていなかった状況がありまし

たので、そこのところはいろんな市町民会議

等々からも、これはちゃんとやってほしいと、

せめて月 1 回は家庭の中で子どもさんと親が対

面してお話をするような時間を持たせてほしい

ということは言われていますので、そういった

ところは普及に関しても、家庭の日の定着を教

育委員会とも手を携えて進めていきたいと考え

ております。 

【中山委員】 家庭の日を定着させるということ

は大変重要な問題でありますから、ぜひ、まず

「ココロねっこ運動」の認知度 100％を目標に、

ひとつ早急に期限を切って取り組んでいただく

ことと、あわせて平成 32 年度とは言わず、早

く 70％を達成できるように、ひとつ広報活動を

含めて取り組んでいただきますように、これは

強く要望しておきたいと思います。 

【中村委員】 今、中山委員から、ココロねっこ

運動でありましたけれども、私が県議になって

今 10 年なんですけれども、その 10 年前を考え

たら、今の時点でいったら、ココロねっこ運動

というのは、かなり機会が減ってきたのかなと

いう考えも私も持っています。 

 1 つだけ聞きたいんですけれども、ココロね

っこ運動を始めた当初の予算と今の予算と、ど

のぐらいの差があるんですか。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時 １分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ２分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【中村委員】 あくまでも私たちの記憶の中の範

囲だけれども、当初、恐らく 4～5 倍あったと

思うんですよ。それだけの予算を持って皆さん

が活動していって、やっとココロねっこという

ものが長崎県内に広がったわけです。ココロね

っこ運動というのは長崎県独自のものであって、

私たちもあちこち視察とか、全国各地に行きま

すけれども、その子どもの関係者の方たちから

聞く声というのは、長崎県はいいですねと、コ

コロねっこ運動があって、非常にいい運動が続

けられていますねということをよく聞いていま

した。ところが、今は、どこでも同じようなこ

とをやるような中身になってきたので、長崎県

独自というのがなかなかできないと思うんです

けれども、先ほど中山委員も言われたように、

せっかく長崎県独自のココロねっこ運動という

ものを立ち上げて、やっとこれだけの知名度が

上がってきたのだから、せっかくここまで来た

のであれば、ココロねっこ運動というものを今
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の時代の流れに沿ったような中身に変えながら、

子どもと保護者が一緒になって活動をしていっ

て、子どもたちの育つ環境づくりというのをち

ゃんとしたものにしていくという必要があると

思うので、こども政策局長、予算の確保はなか

なか難しいと思うけれども、せっかく独自のや

りかけたことだから、途中で投げ捨てないよう

なものに持っていって、最終的に「よかったね」

というようなところまで持っていけるような予

算の確保をして続けていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。どうですか。 

【永松こども政策局長】 今、両委員からご指摘

あったように、私も、大分取組が鈍ってきたな

という意識はあります。ポスターそのものも、

内村航平さんを使ったり、白鵬を使ったりして

いるんですけれども、あのポスターも全然更新

をしていないので、実は、課長の努力で近々ま

た新たなポスターをつくるので、もう写真もい

ただいているんですが、リニューアルしようと

いうふうに考えております。 

 予算につきましても、本当に厳しいのですが、

さっきこども未来課長からもありましたように、

県民会議のほうに何とかやっていただこうとい

うことで、昨年度工夫して、今年の予算からや

っております。 

 いずれにしても、取組が見えない。この間、

「少年の主張」をココロねっこ運動の一環とし

てやっているのですが、私も見に行ったのです

が、参加者が少なくて、ただ中身として、子ど

もたちの発表が非常によくて、会場にいた地域

の老人の方だと思いますけれども、「何で人の来

んとね」と一言言われたところもあります。一

緒にエレベーターに乗り込んだんですけれども、

2～3 人の老人の方々が、「こげんよか取組ばし

とっとに、いっちょんあいたちゃ来んな」と。

その「あいたちゃ」というのは行政マンだと思

います。ＰＲが足りんと言われているのは、私

が当事者だと知らずにエレベーターの中で話し

ていたのを聞きまして、確かにそうだなと。会

場はちょっと余っていましたので、そういう取

組をして、本当にいいことをやっているのです

が、時間もたってきて勢いがなくなってきたの

かもしれませんので、もう一回、啓発とかも考

えて、いい取組をやっていますので、そういう

ものに参加していただければ、よくやっている

ということは理解いただけると思いますので、

そこら辺、努力をしていきたいと思います。 

【中村委員】 今、こども政策局長からございま

したように、ぜひ頑張ってやっていただきたい。

以前は私たちも、ココロねっこ運動というのは、

いろんな行事に招待されていました。ところが

最近は、行って、活動をやられているけれども、

そこでも何のあれもないということもあります

ので、私たちの立場というのも有効に活用して

いただいて、もっともっとココロねっこ運動と

いうものを、長崎県独自のものだというものも

含めながら、率先して活用していただきながら

拡大をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 最後ですから、保育園の問題をお聞きしたい

と思うんですけれども、現在、全国的に少子化

というのは伴っていて、常識な世界なんですけ

れども、ただ、何で少子化なのに保育園の待機

児童が多いのかなというところを最近ふと考え

るところがよくあるんです。現在の長崎県内の

保育園で子どもを預けている保護者の方たちが

働いているから子どもを保育している方、働い

てなくて子どもを保育園に預けている方、そこ

ら辺の比率というのは、どういうふうな関係に

なっていますか。 
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【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時 ８分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ８分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【中村委員】 私が思うのは、恐らく、以前は、

働いてなければ保育園に預けられなかったとい

うのが実情だったんです。今も当然それが本来

の姿だと思うんですけれども、ただしかし、何

で急激に待機児童が増えてきたのかなと。もち

ろん専業主婦がいなくなって、働きながら子育

てをやっている方、共働きの家庭が増えたのも

一つの理由なんじゃないかとは思っているんだ

けれども、県内で待機児童が多いところはどこ

ですか。 

【中野こども未来課長】 平成 29 年 4 月でござ

いますが、全体が 190 名ということになってお

ります。それで、一番多いのは大村市、99 名で、

長崎市が 76 名ということで、あとは対馬、壱

岐、五島ということで 1 桁、長与が 1 桁となっ

ております。 

 女性の労働参加率という観点からしますと、

いわゆる働きに出ている、そういったところが

待機児童の増え方に大きく影響しているという

のはお聞きしておりまして、近年、60％台だっ

たものが、今は国全体で 72％台までなっている、

そしてそれが今後 8 割ぐらいまで、スウェーデ

ン並みにいくんじゃなかろうかということで、

今、国のほうでも待機児童対策、新たな子育て

安心プランというものをつくられているという

状況です。 

【中村委員】 以前は、私たちも長崎市が当然待

機児童が一番多い、長崎市内を何とかしなけれ

ばならないということを随分対策をやったと思

うんです。ただしかし、最近よく耳にするのが、

先ほどこども未来課長が言われた大村市なんで

す。もちろん地元の里脇県議がいらっしゃいま

すけれども、大村市の方からよく相談を受けて、

「私、来年から働きたいと思っているんですけ

れども、大村市だからだめなんですよ」と言わ

れる。何で大村市だめなのかといったら、保育

園が足りないんです。要するに、県内で唯一、

人口が増えているような都市でもあるし、そう

いうところも関係あるのかなと思うんだけれど

も、現状でいった時に、認可保育園と無認可保

育園の関係は大村市はどうなっていますか。足

りるような保育園の数があるんですか。子ども

の数に対する定員数というのは、どんなキャパ

になっているのですか。 

【中野こども未来課長】 今年の 4 月時点で定

員が 2,715 人分、昨年よりは 17 人分増やした

のですが、ただ入園の申し込みが 3,041 名で、

入所定員数が足りないという状況でございます。 

【中村委員】 やっぱりそれだけ定員に対してキ

ャパがオーバーしているということは、間違い

なく待機児童ということになるわけですよね。

この辺の対策については、今回 17 人分増やし

たと言われたけれども、今後、そういうところ

はどういうふうな体制に持っていこうと思って

いますか。 

【中野こども未来課長】 まず、新規の施設整備

を予定されているというのをお聞きしておりま

す。あと、それに伴う市独自の保育士確保対策

も考えられているということでございます。具

体的な数で申しますと、まず保育所を新規で 2

カ所、認定こども園を 1 カ所、小規模な保育と

いうことで、定員数が 19 人未満の小規模保育

所が 4 カ所を今から予定しておりまして、これ

が新設されますと、定員設定としましては、120

名から最大315名分の定員が増えるという状況
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がございます。 

【中村委員】 さっき 3,041 名、入園を希望され

ている書類が提出されたと言ったけれども、恐

らく、さっき私が言っているように、大村市だ

から到底私の子どもは保育園にやることはでき

ないという頭の理念を持っている人がいるんで

すよ。だから、これ以上にいると思う。問題は

そこなんですよ。だから、皆さんたちが把握を

していただいて、確かに努力はされていると思

う、今回、三百何名分を補充できるような保育

園をつくりたいという考えを持っていると思う

んだけれども、ただしかし、保育園をつくろう

と思ったとしても、保育士がいないんじゃない

ですか。潜在保育士も皆さん頑張って探してや

っているようだけれども、保育園を増やそうと

思っても保育士が足りないのが現状じゃないで

すか。その辺はどうなんですか。 

【中野こども未来課長】 我々としては、新規そ

して潜在、両面で確保していくという対策をと

っているところでございます。基本的に、新規

の保育士さんが県内で新卒で400名ぐらい出ま

す。県外に行かれている方で戻ってくる方もお

られますが、そういったところを含めて、今年

の夏に、平成 29 年 4 月 1 日現在でどのくらい

足りていないかという調査をさせていただいた

ところでございます。8 割方回答してきている

わけですが、保育所、認定こども園合わせて 4

月 1 日に欲しいと思っている数に対して、とれ

た数を引いた、いわゆる不足していると思って

いるのが369名が県全体、だから400名近くが、

とりたかったんだけれども、とれていない状況

があるということでございます。 

【中村委員】 皆さんたちが十分頑張っていると

いうのは私たちも知っているんです。私たちも、

保育園を経営されている方たちを含めていろん

な話をするんだけれども、臨時的な先生の確保

も難しいし、先々どうなるのかなということを

心配している方が非常に多い。 

 私が言いたいのは、現在休職をされている保

育士の資格を持っている先生たちを、いかにし

てもう一回職場に戻すかというのを検討しなけ

ればいけない。そのためには、何らかの得策を

つくってやらないとなかなか難しい。いつも私

は言いますけれども、自分の子どもを産んでも、

今の状況でいったら産休も 1 年とれない。そう

したら、みんなやめるんですよ。自分のことだ

け 1 年できれば、保護者として非常に喜ばしい

ことなんだけれども、自分の産んだ子どもを半

年ぐらいしか自分で見れない、あとはまた保育

園に戻らなければいけない。そうしなければ保

育士が足りないんですよ。そういう現状が非常

に多い。だから、そういうところを私は何とか

してやりたいと思う。 

 例えば、ノルウェーは、育児休暇をとりやす

くするために、ゼロ歳児の保育をしないんです

よ。そういうシステムを持っているところもあ

る。いかにして勤めているところに 1 年間の育

児休暇をとらせるかということを考えたら、ゼ

ロ歳児を保育園に預からないとか、私たちから

考えたら、とてつもなく、考えつくようなこと

じゃないんだけれども、それを実践している国

もあるわけです。 

 だから、そういうところも含めながら、何と

か今のうちに手早く対策を打たないと、本当に

待機児童じゃなくて、自分たちの身の回りのた

くさんの子どもたちが保育園に行けないような

状況がもっと強くなるんじゃないかと思ってい

るんだけれども、その辺を、保育士に対する優

遇じゃないけれども、保育士の先生たちが自分

の子どもを持ったとしても、いかなる家庭の状
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況が変化があったとしても、何とかして保育園

で勤めていただきたいということをするために

は、やっぱり保育士に対する支援が必要だと思

う。今の保育の先生たちは、給料は上がっても

やめますと言う者が多いんですよ。給料じゃな

いんです。 

 一つの要因は、保育園と小学校ぐらいで形成

されている地域が多いんです。そうした時に、

例えば、敬老会、いろんな行事があるじゃない

ですか。必ずその地域で保育園か小学生かがそ

んなイベントに行くわけです。そうしたら、保

育の先生も必ずついていかなければいけない。

そうしたら、日曜日がなくなるわけです。行事

が固まっている時には、月に 2 回も 3 回もある

わけです。だから、そういうところの境遇も何

とかしなければいけない。ただしかし、頼まれ

れば、やっぱり保育園としては断れないという

ようなところがあるものだから、これは誰でも

一緒だと思うんですけれども、1 週間に必ず 1

日ぐらい休みたいという気持ちはみんなありま

すよね。職員さんたちも一緒だと思うんだけれ

ども、だから、まずそういうところの普通の仕

事をしている中での環境づくりを何とかうまい

ぐあいシステム化していかないと、これは今か

ら先、逆にだんだん、だんだん減っていくと思

う。幾ら職員を増やそうと思ったとしても、そ

ういういろんな悪条件が重なり重なりずっとく

るものだから、なかなか難しいんですよ。 

 それは介護士についても何にしても一緒だと

思うんだけれども、だから何とかして保育士さ

んに対する境遇を皆さんたち、いろんなアイデ

アを出しながら支援をしていただきたいと思う

んですけれども、今後、保育士に対する支援策

として、担当課として、どのようなことを検討

されていこうという考えを持っておられるのか。

よろしくお願いいたします。 

【中野こども未来課長】 先ほどノルウェーのお

話がありました。これは保育行政だけではなく

て、いわゆる働き方とか、両立支援の話も密接

に絡むところでございます。ですので、そうい

ったところの環境整備がこの日本でどこまでで

きるかというところにかかっているところでご

ざいます。 

 そうしたら、具体的に何がやれるのかという

ことでございますが、委員が前もおっしゃった

かと思うんですけれども、例えば、保育士さん

のお子さんを優先的に預けられるような優先入

所の制度とか、いろいろ調べてみますけれども、

そういうところをやらないという市町もまだあ

るようでございますので、そういったところに

ついては、なるべく希望をかなえてほしい、優

先度を上げてほしいという話もさせていただき

たいと思っています。あと、働く環境を整える

べきだというお話もあったかと思います。そう

いったところにつきましても、物理的といいま

すか、保育だけではなくて、片づけとか、いろ

んな雑務をされている、そういったところにつ

いての補助員を宛てがえるような補助制度とか

も充実させていきたいと思っているところであ

ります。 

 あと、先ほど言いましたように、働き方とい

いますか、フランスなどは、例えば、入学式、

運動会、卒業式とかを学校でもやらないそうで

す。保育の段階でもやらないと。つまり、保育

とか学習とかに専念すると、そういうお国柄も

あるわけでございます。つまり、はっきり言っ

て保育とかと違うところの、例えば、衣装を保

育士さんが残業してつくる、家でつくるとか、

そういったことも強いているわけでございまし

て、だから働き方についても、これは経営者の
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問題にもなりますので、単に賃金だけではなく

て、環境、なおかつ今までやっておったからこ

れをさせなければいけないという話なのかなと。

これはやらなくてもいいんじゃないですかとか、

そういったお話を経営者ともしていくようなこ

とがあるべきかなと、そういう考えを持ってお

ります。 

【中村委員】 言われたように、私が言ったこと

も含めて、賃金だけじゃなくて、いろんな条件

が重なってしまって、今、結局、保育の仕事を

やめなければならないというような環境になっ

てしまっているから、そういうところを何とか

して改善しなければならないというところもあ

るものですから、保育園の経営はゼロ歳児がた

くさんいなければ成り立たないというのは当然

のことなんですけれども、ただしかし、さっき

言ったように、ゼロ歳児を預からないで何とか

やろうという考えも新たな展開とすれば考えら

れるわけでございまして、できるだけ保育士さ

んの給料を上げてやるためには、保育園が経営

的になかなか厳しいだろうけれども、全ての自

分たちの収益を保育士さんたちの給与に回す、

そういう考えも必要になってくるんです。これ

は長崎県の給与と福岡県の給与が 10 万円近く

差がある。だから、そうなった時には、やっぱ

りみんな長崎県に勤務しないで福岡県に行くわ

けですよ。だから、長崎県になかなか保育士が

入ってこない、そういう現状もあるものですか

ら、それを考えた時には、保育園の経営という

のもなかなか難しいと思うんだけれども、ただ、

資格に見合った賃金は必ず払うべきだと思うの

で、逆にいえば、その資格に見合った賃金を払

っていない保育園には補助金が今までどおりに

はいきませんよとか、そういうシステムも私は

最終的には必要になってくるのかなと考えてい

ます。まじめにやっている保育園、ただしかし、

ある程度、収益があっても、それだけの給与を

出していない保育園というのがあるんです。だ

から、そういうところもぜひ吟味していただい

て、私は、せっかく誕生した子どもたちだから、

恵まれた環境で大きく育ててやりたいと思って

いますから、そういうところも含めて、ぜひい

ろんな意味で今から支障を少しでも軽くしてい

く。 

 ＩＴ化も随分進んではきますけれども、ＩＴ

化したために、逆に労務の負担が増えたという

ところもあるんですよ。私は以前から言ってい

るように、ＩＴ化については、ぜひ県で補助を

していただきたい。安いＩＴ化をしたら、余計

仕事が増えるんですよ。だから、県から幾らか

でも補助を出していただいて、もっと進んだＩ

Ｔを利用できるようなシステムにしていただき

たいと私は思うんです。国からのＩＴ化も予算

的になかなか厳しいものになってきたし、今回

もなったものですから、そういうところも含め

て、ぜひ少しでも保育士さんの労力が軽減でき

るような努力も含めてやっていただきたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げておきま

す。 

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。 

しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時２７分 休憩 ― 

― 午後 ２時２８分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【浅田委員】 午前中に、がんの話をさせていた

だいておりました。途中だったんですけれども、

あの時に、福祉保健部長から、これからもとい

うことだったので、そこはしっかりやっていた
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だければと思います。 

 続いて、今、長崎県も健康寿命を延ばす、こ

れからもっともっと100年みたいな形になって

いる中で、高齢者のドライバーが増えている中

で、認知症の問題とかがずっと出ていたと思い

ます。認知症のおそれがある方々で返還をして

いないというような状況がまだまだ続いている

かと思うんですが、今、長崎県の中でどのよう

な状況か教えていただけますか。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時２９分 休憩 ― 

― 午後 ２時２９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【小村長寿社会課長】 県内の認知症の方につい

てのご質問でございますけれども、県内の認知

症の方は、平成24年が約5万7,000人で、平成27

年で6万4,000人と推定されておりますけれど

も、平成37年、2025年には大体8万4,000人にな

るのではないかと見込まれているところでござ

います。 

【浅田委員】 高齢者ドライバーについてから最

初説明させていただいたのですが、長崎県内で

も認知症の方がどんどん、どんどん増えている

状況の中で、認知症の予防だったり、私も認知

症サポーター講座とかも受けさせていただきま

したが、地域でフォローしていくということが

非常に必要な中で、ドライバーが免許を返納し

た、それは警察の問題かもしれない。しかし、

やっぱり福祉保健部の中でも、高齢者の方々が

どれだけ免許を返納して、返納したことによっ

て地域での個人の足がなくなるわけですから、

それをどうフォローしていくかとか、その連携

がすごく必要だと思うんですけれども、それは

部署がどこです、ここです。認知症の方が増え

ました、ドライバー返納しました、生活が不便

になります、そういったところを長寿社会にお

ける生活フォローするのがここのお役目だと思

いますが、いかがでしょうか。 

【小村長寿社会課長】 お話がありましたように、

今年度の道路改正法によりまして、高齢者の認

知機能の検査が強化されたところでございます。

これを踏まえまして、現在、私どもの課と県警

本部のほうで打ち合わせをやっておりまして、

検査の結果、疑いがあると思われる方について

は、県警本部のほうから、本人もしくは家族の

同意を得た上で、市町あるいは市町の地域包括

支援センターに情報を提供して、市町の地域包

括支援センターで、生活支援含めて後フォロー

する、そういった仕組みづくりはできないかと

いうことで、作業を進めているところでござい

ます。 

【浅田委員】 そう言っていただければ非常にわ

かりやすいのですが、やっぱり連携が必要で、

中には、おそれみたいなところで止まっていて、

ご本人が認めたくなくて返納していないという

ようなお話も家族のほうで聞いたり、長崎の場

合は、どうしても生活がすごく難しくなる地域

が特に多いので、さまざまな交通形態とか、い

ろんなところでもっともっと連携を密にしてい

ただかないと、長崎は非常に高齢化になってお

りますし、私の地域も、すごく山合いなもので

すから、車がないと非常に大変で、お買い物に

も行きづらいという方々が多いんです。そうい

うところもしっかり見守りながらやっていただ

きたいと思っています。 

 なぜそういう質問をさせていただいたかとい

うと、今、チャレンジ2020とか、それぞれ平成

28年度の数値目標の進捗状況等々が出ていて、

皆様方がそれぞれにどういうふうに思っている
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か、達成状況がどうなのかと、いろんな状況が

ある中で、連携ができていないものがあって、

これは遅れになっているのかなと思うことがあ

りました。時間がないので、その詳細に関して

は今回はしょりたいと思いますが、福祉保健部

においても、遅れと思われているものが18％、

こども政策局においては39％、項目がそれぞれ

あるんです。今回最後の委員会でありますので、

その遅れているという部分に対して、今後、そ

れぞれの局長、部長なりが、一番何を改善し、

しっかりと優先順位を上げて次年度、取り組ん

でいこうとしているのかというのを改めてお伺

いできますでしょうか。 

【沢水福祉保健部長】 医療、福祉、保健などの、

県民の基礎的部分を担うのが福祉保健部の施策

だと思っておりまして、それを総体的にやって

いきたいと思っております。ただ、先ほど言わ

れましたように、遅れの部分とかが当然ござい

ます。先ほどから委員からもありましたけれど

も、本県は高齢化が全国に比べて10年程度早く

進んでおりますので、今後、高齢化社会に向け

た対応というのが非常に問題になってくるだろ

うと思っております。 

 そういう中で、戦略3に「互いに支えあい見

守る社会をつくる」という戦略、あるいは戦略

4で「生きがいを持って活躍できる社会をつく

る」という、ここの部分には力を入れていきた

いと思っております。 

 特に遅れているという話があれば、その例と

しては、山本(由)委員長からも一般質問で質問

がございましたけれども、地域包括ケアシステ

ム、団塊の世代の方が全て75歳以上になる2025

年を目指して地域包括ケアシステムを構築して

いくということで、今、100ちょっとの圏域の

中で、できているという評価があったところが

佐々町の1圏域というようなことでございます。

こういうところを見据えまして、地域包括ケア

システムをしっかり構築していくということで、

加速化事業という中で県内全体の評価指標もつ

くっておりますし、そこはしっかりやっていき

たいと思っております。 

 また、もう一つは、高齢者の方が元気で活躍

していただくということで、高齢者の社会参加

と活躍促進、この部分については、特に取り組

んでいきたいと思っています。 

 この2点が大きく、例として挙げれば、そう

いうところだと思っております。 

【永松こども政策局長】 幾つか遅れておりまし

て、ひとり親家庭への支援でありますとか、児

童養護施設に入所している子どもの進学率、単

年度の目標を達成できておりませんので、貧困

問題というのは取り組まなければいけない問題

の一つであると思っております。あと午前中質

問がありました婚活サポートの件も、結婚の数

はなかなか増えておりませんので、これも取組

を頑張らなければいけないと思っております。 

 ただ、一番これということであれば、今まさ

に中村委員から議論がありました待機児童対策

だろうと思っております。これをやらないと結

婚して子どもを産もうという気にもならないか

もしれませんので、待機児童対策をぜひ進めて、

目標ゼロなんです。これは何年も前からゼロと

掲げているのですが、全然進んでおりませんの

で、平成32年度にゼロとかということではなく

て、とにかく近い将来にゼロにしたいと思って

おりますので、まずは待機児童対策を一番力を

入れてやりたい、そういうふうに思っておりま

す。 

【浅田委員】 しっかり待機児童にまずは取り組

んでいただくと。確かにそれが女性として、そ
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のあたりはどうなのかなと不安があると、なか

なかに一歩進めないというのが現実だと思いま

す。私も経験がある1人としては、この後どう

なるんだろうという不安を抱えているうちに年

をとってしまうというのが実は実情だったりし

ます。女性の中で、一生懸命仕事に向けてとな

っていると、そういうふうなこともあろうと思

うんです。 

 そんな中で、福祉保健部長にお伺いする前に

もう1点だけ、前、不妊治療の質問をこども政

策局にさせていただいた時に、年齢とかいろん

なことがあるけれども、不妊治療ができるんだ

という周知とかがなかなかできていなくて、そ

ういった広報をしていかなければならない、み

たいなお話を委員会でもさせていただいたつも

りです。その後、どういうふうな形で不妊治療

のあり方とか、周知、広報をなさっているか、

また変化が見られたりしたのならば、すみませ

ん、話が途中になるんですけれども、教えてい

ただけますか。 

【吉田こども家庭課長】 不妊治療につきまして

は、できるだけ若いうちに治療を行わないと、

年齢が高くなるにつれて出産まで至る確率が落

ちるということで、できるだけ早いうちから、

そういった周知をしなければいけないと思って

います。一方で、なかなかデリケートな問題で、

多分、若いうちから皆さん、そういうふうな状

況になるということをなかなか認識していただ

くというのも難しい話だろうと思っています。 

 我々だけでは、どういった形で周知を図って

いくかというのは難しいと思っておりまして、

今、県の産科医のドクターにも、どういった形

で周知活動をやったほうがいいのかということ

も含めてご相談をさせていただいておりますの

で、不妊治療につきましては、我々は特定不妊

治療の補助事業をやらせてもらっておりますけ

れども、先ほど言いましたように、治療が必要

な方については、できるだけ早く治療していた

だけるような形で周知を行うためにも、そうい

った専門の方のお知恵もおかりして広報活動に

取り組んでいきたいと考えておりまして、まだ

今の時点で、どういった形での広報を打ったほ

うがいいのかというところの結論までは至って

おりませんが、引き続き、相談をした上で取り

組んでまいりたいと考えております。 

【浅田委員】 この間、ブライダルコーディネー

ターの方と話をしていた時に、当然、結婚して

から不妊治療はあって、さっきの話と一緒なん

ですけれども、仕事をしているうちに、気づく

と年をとっていたということになって、都会で

は、不妊治療しようと思うのは多分30代後半と

か、ややもすると40代というのが非常に多いん

です。それよりも前に、もちろん皆さんが皆さ

ん不妊で悩むかどうかは別としても、女性が目

にする、結婚を目指している人たちの情報誌と

か、フリーペーパー誌は長崎とかにもたくさん

あったりして、そこは女性とか、これから結婚

に向けている人が見る雑誌なので、かたい情報

誌とか、県の情報誌とかに限らず、そういうも

のを活用するのも一案なのではないか、これは

女性目線の流れの中で、そういう意見も出てい

たので、産婦人科に行くという手前の部分で、

産婦人科に行くというのは、ここは男性ばかり

なのでわかりづらいんですけれども、非常にそ

こからがハードルが上がってしまうところが実

はあって、病院に行くことのほうが上がってい

るところがあるので、もっとその手前からのフ

ォローをしてあげることのほうが、そういうと

ころからが結婚を目指していたり、仕事を目指

したり、待機児童じゃないですけれども、いろ
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んなことが女性の生活の中で連携するんだとい

うことを考えて、さまざまな施策をもっともっ

とこれからは構築していただければと思います。 

 話は戻りますが、福祉保健部長からも、見守

る社会というものをしっかりとつくっていきた

いという流れの中で、先週お話をしていたのが

民生委員のことです。過去にもこの委員会でも

何度も民生委員の問題については質疑が行われ

てきているかと思います。実際民生委員をなさ

っている方に話を聞くと、一度足を突っ込むと、

最後まで抜けられないのが民生委員なんですと。

気づくと、私たちのほうがどんどん、どんどん、

本当は見守ってほしいのに、見守るのをなかな

か放置できない状況で、それがあるがゆえに、

長崎県もかなりの不足で、多分100人単位以上

で人員が足りないような状況になっていると。

ちょっと受けてもいいかなと思う人も、一度受

けると抜けられないとか、そういう感じの状況

が多々あるような流れなんです。そういったと

ころをどう広報して、告知して増やしていって、

ご協力をいただくかという社会を、さっきの遅

れを得ているという地域包括ケアシステムもそ

うなんですけれども、やっぱりそれぞれの地域

で見守ってくださる民生委員の方々のあり方、

もう100年以上がたっているので、その制度設

計自体がどうなのかというのはもちろんあろう

かと思うんですけれども、そのあたりも、地域

包括ケアシステムとあわせ持って、しっかり取

り組んでいただきたいと思っていますし、逆に、

今取り組もうとしているものがあれば、ご答弁

いただければと思います。 

【上田福祉保健課長】 民生委員の話でございま

すが、前回の決算特別委員会で、105名の欠員

という話をしましたが、11月1日現在でいきま

すと、91名まで欠員の数が減っております。な

かなか探すことが難しいというのはございます

けれども、粘り強く、いろいろな方に当たって

お願いしようと思っております。浅田委員がお

っしゃったように、中には、一回入るとなかな

か抜けられないということで、民生委員につい

ては一応75歳というのが基準になっておりま

すけれども、それを超えても頑張ってる方もい

らっしゃいますので、そこはぜひ若い方を入れ

て新陳代謝を図って、地域の見守り体制を強化

していきたいと思っております。 

【浅田委員】 現役世代がどんどん、どんどん上

がってきている現状で、まだまだ70代過ぎても

働いている方が多い中で、それは長崎県だけの

問題じゃないのかもしれないんですけれども、

75歳定年とか、いろんなものがどんどん、どん

どん変わらなきゃいけないような時期に来てい

るということも考えた上で、そういったところ

もあわせてまたいろいろ制度とか、長崎ならで

はのシステムというのを構築していただいて、

先ほど福祉保健部長がおっしゃったように、長

崎の中での福祉がしっかりしているというとこ

ろをまた目指していただければと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。 

【瀬川委員】 自殺総合対策5カ年計画の数値目

標なんですけれども、最終的には「0」、平成

33年に180人と。私はこの考え方がちょっとわ

からんのですけれども、教えていただけますか。 

【桑宮障害福祉課長】 先ほど、自殺総合対策5

カ年計画の検討体制の中で、長崎県自殺対策連

絡協議会というところで議論をいたしますとい

う話を申し上げたかと思います。昨年度のこの

協議会の議論の中で、今の第2期の計画にも同

様に数値目標を掲げておったのですが、自殺者

の数に対して目標を定めるのはどうかと、やは



平成２９年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日） 

- 111 - 

りゼロを目指すべきではないかというご意見を

いただいたところであります。 

 今回の第3期計画の策定に当たっては、確か

に協議会の委員が言われるように、究極的には

ゼロに、自殺がない社会を目指さなければいけ

ないんですけれども、5年間の計画を評価する

に当たって、一定の目標が必要ではないかとい

う議論を協議会の中でもいたしまして、その中

で、国が設定している削減率等も参考にさせて

いただきまして、180人というのを5年間の計画

の中で目指そうという議論になった次第です。 

【瀬川委員】 私、そこがわからんのです。機械

的に考えればそうなるでしょう。しかし、逆に

いったら、180人を許すことを認めて計画をつ

くるということになる。それが県の行政や県議

会がオーケーですよということにつながってし

まう、その考え方がどうなのか。数値目標自体

も私は、これはなしですよ。自殺者なし、と私

は思いますよ。私の考えがおかしいのかどうな

のか悩んで質問しているんですけれども、これ

は限りなくなしでしょう。平成33年まで180人

というのは、どう考えても私はおかしいと思い

ます。 

【桑宮障害福祉課長】 あくまでもやはり取組と

して目指すものはゼロになると考えております。

5年間の計画で、5年間の取組を評価するに当た

って一定のライン、180人を下回れば（「180

人を許すということと一緒」と呼ぶ者あり）許

しているわけではなくてですね。 

【瀬川委員】 それなら書かないほうが。それは

おかしい。 

【桑宮障害福祉課長】 目標としているところは

そういうことで、自殺者のない社会というのを

目標に取り組んでいく、これは交通安全の計画

のほうでも同様の考え方を持って、交通事故死

者数というところの目標設定を定めているよう

に記憶しております。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時４８分 休憩 ― 

― 午後 ２時４９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

 ほかに、質問はありませんか。 

 委員長を交代します。 

【吉村(正)副委員長】 山本(由)委員長、発言を

どうぞ。 

【山本(由)委員長】 2点だけ。 

 老人福祉計画のところと「健康ながさき21」

のところで、この資料の中で、例えば、老人福

祉計画だと10ページで、「健康ながさき21」の

ほうでも12ページ、ここの平均寿命の数値が平

成22年のまま紹介をされているようですので、

これは直近で平成27年も出ているかと思いま

すので、この数値は平成27年の数値を出したほ

うがいいのではないかと思いますが、いかがで

すか。 

【吉村(正)副委員長】 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ２時５０分 休憩 ― 

― 午後 ２時５１分 再開 ― 
 

【吉村(正)副委員長】 委員会を再開します。 

【小田口国保・健康増進課長】 平均寿命につき

ましては、現在、平成 22 年のものを載せてお

りますけれども、5 年置きに出ておりますので、

これは調べてから最新のデータを記載したいと

思います。 

【山本(由)委員長】 結局、来年 4 月からの計画

になりますから、もう平成 27 年の数字が出て

いますので、平成 22 年の平均寿命はどうのこ

うのとか、こっちにも「平成 22 年の」という
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のが前文になっていますので、現状のところで

すので、ここは確認をして、新しいデータに更

新をしてください。 

 それからもう一点が健康寿命の話なんですけ

れども、私は以前から、平均寿命が男性が 80

歳で女性が 86 歳と、長崎県は若干違いますけ

れども、それで健康寿命が 72 年とか 74 年とか

というのがずっと国の数値として出ているんで

す。ただ、その差が 8 年とか 12 年とかと、こ

の期間を短くするという言い方はするんですけ

れども、実際にその期間、介護が必要かという

と、そんなに長くないわけですよね。だから、

この健康寿命という捉え方がちょっとおかしい

んじゃないかと以前から私は思っておりまして、

これ自体が国民生活基礎調査データでアンケー

トをして、あなたは健康ですか、困っていませ

んかといって、困っていると言った人の割合を

もとに出しているような非常に曖昧な数字だと

理解をしているんです。この「健康ながさき 21」

にも書いてあるんですけれども、健康寿命の算

定方法としては、今言った国民生活基礎調査の

データの日常生活に制限のない人とか、自分が

健康であると自覚している人の割合、そういう

ふうな形で出しているんです。ただ一方で、こ

こに載せてもらっているのは、介護保険情報に

よって算定した「日常生活動作が自立している

期間の平均」ということで、平均自立期間とい

うのが出ています。これが例えば長崎県の場合

は、平成 27 年で、平均寿命が 80.47 歳に対し

て、平均自立期間が 78.98 年で、女性が、86.92

歳の平均寿命に対して、平均自立期間が 83.79

年ということで、これが女性で 3 年弱、男性で

1 年半ぐらいなんです。だから、私は、どうも

これが実態に近いんじゃないかと思うんです。 

 本定例会の冒頭、知事が健康寿命を延ばすと

いうようなお話をされた。だけれども、今の国

が使っている健康寿命というデータが、先ほど

言ったような国民生活基礎調査だから、多分毎

年ではなくて、データが古いんだろうと思うん

です。ですから、この平均自立期間のほうを、

「健康寿命」というのは言葉として使えないか

もしれないけれども、例えば、長崎県版の健康

寿命の定義みたいな形で考えていただいて、こ

ちらだったら多分、介護保険の関係なので、あ

る程度、毎年データがとれるんじゃないかと思

うんです。だから、健康寿命の考え方をこちら

にシフトできないかということを検討していた

だけないかと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

【小田口国保・健康増進課長】 委員長のご指摘

のとおり、現在、健康寿命の算定方法としては

3 つありまして、国のほうが健康寿命として都

道府県別で出しておりますのは、国民生活基礎

調査におきます、「あなたは現在、健康上の問題

で日常生活に何か影響がありますか」という質

問に対して「ない」と回答したデータ等をもと

に出しております。これは市町別には出ないも

のですので、私どもは、「健康ながさき 21」に

おいては、市町別の指標としまして、介護保険

に出てきます平均自立期間も今、あわせて出し

ているところであります。 

 委員長ご指摘のとおり、健康寿命について、

さまざまなご意見というのは前からあるんです

けれども、私どもとしましては、要は、平均寿

命と健康寿命の差を短くしていこうとか、平均

寿命の延び以上に健康寿命を延ばそうというこ

とで取組を行っているんですけれども、この時

に健康寿命として捉える指標としては、やはり

国が出しているこの国民生活基礎調査のデータ

というのが一定意義があるものと思っておりま
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して、これをもとに行っているところでありま

すし、国の計画においても、当然この健康寿命

を使っておりますし、他県におきましても、こ

の健康寿命の考え方に基づいているところが多

数でありますが、ただ、今ご指摘の点は、確か

に市町別の数字とかは出ないものですので、今

後検討していきたいと思います。 

【山本(由)委員長】 それに向けて健康寿命を延

ばしていきましょうというものに取り組んでい

った時に、今の健康寿命というのが何年かに 1

回しか出ないと。今、たしか平成 25 年ぐらい

の数字をまだ使っているんじゃないかと思うん

です。だから、やっても、まだ来年はわからな

い、5 年ぐらいたってからわかるというふうな

形であるならば、この平均自立期間というのを

どう改善させていくのかというのもあわせてと

いうんですか、そちらのほうを目標にしていく

というのも一つのやり方だろうな、そっちのほ

うが効果が見えるんじゃないかと思いますので、

ご検討をよろしくお願いします。 

【小田口国保・健康増進課長】 そういう意味合

いで、市町別のデータ等の関係もありますので、

そういう観点からも検討していきますが、ただ、

全国、他県と比べて本県の状況はどうであるか

という場合には、やはりこの国の国民生活基礎

調査に基づきますデータ、指標というのは大事

なものだと考えております。現在の私どもの「健

康ながさき 21」におきましても、全体目標が健

康寿命の延伸であるんですけれども、それを全

国トップクラスに引き上げたいということを設

定しておりまして、これはやはり国民生活基礎

調査のデータに基づく各県の指標をもとに設定

しているところがありますので、そういう面で

いけば、やはり国民生活基礎調査のデータ、こ

の算定方法がやはりメインになるのかなと思い

ますけれども、あわせて補足的な意味合いも含

めまして、平均自立期間のほうも検討していき

たいと思います。 

【吉村(正)副委員長】 委員長を交代いたします。 

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 次に、自由民主党・県民会

議より、「国民に必要な医療・介護を提供する

ための適切な財源確保等に関する意見書」提出

の提案を受けております。 

 中村委員から、意見書提出についての提案、

趣旨説明をお願いします。 

【中村委員】 それでは、「国民に必要な医療・

介護を提供するための適切な財源確保等に関す

る意見書」について、ご説明を申し上げます。 

 私どもの日本の国では、国民皆保険制度とい

うものがございまして、これは「誰でも」、「い

つでも」、「どこでも」保険医療を受けること

ができるシステムでございまして、世界に誇れ

るシステムでございます。 

 ただ、このシステムについて、これまでもい

ろんな問題点が国のほうからも提議されまして、

システムの内容が何回となく改定をされまして、

現在、いろんな意味で、医療・介護についての

支障が出ているところでございまして、医療機

関を経営されている方たちにいろんな支障が生

じているところでございます。 

 このままいけば、国民皆保険制度というのが

最終的に、このまま全国民の方たちが授かれる

優良な保険制度として継続できるのかというの

が非常に心配になっているところでございまし

て、ご存じのとおり、現在の医療費については、

消費税がかかる部分、かからない部分というの

が区分けをされておりまして、消費税がかから
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ない部分については、国民の皆さんたちにとっ

ては非常に有利なところなのでございますけれ

ども、そのかからない部分というのが医療機関

にとりましては非常に負担がかかる部分でござ

いまして、国民にはかからない消費税の部分を

医療機関が負担をしているということを医療機

関の方たちから私たちも聞きまして、これは何

と不公平のあるような制度だなと、今後、8％

の消費税が10％に格上げされた時には、かなり

の負担が増えてくるんじゃなかろうかというこ

とも懸念をしたところでございます。 

 国に関しましては、消費税の10％の格上げに

伴い、医療に関する予算をぜひこれまで以上に

確保をしていただいて、全ての国民の方たちに

平等で医療・介護を提供できるために、1番に、

国民が将来にわたり必要な医療・介護を安心し

て充分に受けられるための適切な財源の確保、

2番に、国民と医療機関等に不合理な負担を生

じさせている医療等に係る消費税問題の抜本的

な解決ということを2つ意見書として提出して

いただきました。 

 ぜひ皆さんたちのご理解を得ながら、この意

見書を提出したいと思いますので、よろしくご

審議をお願いいたします。 

 そして、同様に、この内容と同じような国民

が将来にわたり必要な医療・介護を安心して充

分に受けられるための適切な財源の確保、国民

と医療機関等に不具合な負担を強いている医療

等に係る消費税問題の抜本的な解決ということ

を長崎県の地域医療推進協議会からも決議文と

していただいておりますので、その内容も加味

していただいて、意見書として提出したいと思

っております。 

 よろしくお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 ただいま、中村委員から説

明がありました意見書（案）について、ご質問

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、意見書の提出に

ついて採決を行います。 

 本提案のとおり、意見書を提出することに、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「国民に必要な医療・介護を提供す

るための適切な財源確保等に関する意見書」に

ついては、提出することに決定されました。 

 なお、文案の作成等については、いかがいた

しましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。 

 それでは、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時 ３分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ３分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査を終了いたします。 

 この後、分科会長報告及び委員長報告の取り

まとめなどの委員間討議を行います。 

 理事者退室のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時 ４分 休憩 ― 

― 午後 ３時１４分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 今定例会で審査いたしました内容について、

12月18日の予算決算委員会における文教厚生
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分科会長報告及び12月20日の本会議における

文教厚生委員長報告の内容について協議を行い

ます。 

 それでは、審査の方法についてお諮りします。 

 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時１５分 休憩 ― 

― 午後 ３時１５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 文教厚生分科会長報告及び文教厚生委員長報

告については、協議会における委員の皆様のご

意見を踏まえ、報告させていただきます。 

 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時１６分 休憩 ― 

― 午後 ３時１６分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願いたいと存じます。 

 委員改選前の定例会における委員会は、本日

が最後となりますので、閉会に当たり理事者の

出席を求めております。 

 委員改選前の定例会における委員会は、これ

が最後となりますので、閉会に当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 平成29年の長崎県議会の定例会における最

後の委員会でありますので、閉会に当たり、一

言ご挨拶を申し上げます。 

 本年2月の定例県議会で委員長に選任をいた

だき、定例県議会、決算審査、現地調査を務め

させていただきました。 

 この間、吉村(正)副委員長をはじめ、委員の

皆様にはご助言、ご協力を賜り、また理事者の

皆様にも誠意あるご対応をいただき、ありがと

うございました。 

 この1年間を振り返りますと、総務部関係で

は、長崎県公立大学法人の中期目標を作成し、

県立大学において、学生に対しては、アクティ

ブラーニングや、対馬に学ぶ教育などを実施す

るとともに、教員に対しては、学内での研修や

公開授業などを通して意識改革を図りながら、

教育・研究機関の向上や施設設備の充実などに

取り組まれております。長崎県立の大学として、

地域に貴重な財産として人材の育成に引き続き

努めていただきたいと思います。また、県内就

職率の向上にも、引き続きご尽力をいただきた

いと思います。 

 それから、私立学校につきましても、耐震化

等が遅れているところもございますので、そう

いった面の支援を含めて、引き続きご支援をお

願いいたします。 

 次に、教育委員会関係につきましては、本年

7月の長崎県いじめ防止基本方針を改定され、

いじめの防止早期発見体制の対策を総合的・効

果的に今、実施をされているところであります。

今後も、いじめ問題の根絶に努めていただきた

い。あわせて、今回非常に大きな問題になりま

した教員の不祥事についても、根絶に向けて取
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組を強化していただくように、それから学力向

上に向けた取組も引き続き取り組んでいただき

たいと思います。 

 それから、福祉保健部におきましては、今日

審議をいただきました国民健康保険事業の都道

府県化に向けて、運営方針策定等の準備がなさ

れていますけれども、市町の協議、いろんな今

日もご指摘のあった問題等を十分協議を行いな

がら着実に進めていただきたい。あわせて、地

域包括ケアシステムの早期構築に向けて、足ら

ざるところのフォローを引き続きお願いいたし

ます。 

 最後に、こども政策局におきましては、子ど

もや子育て家庭への支援、安全で安心な子育て

環境づくりのための施策の充実に、こちらも引

き続き努めていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、県政の今後ますますのご

発展と委員の皆様、理事者の皆様のご検証、ご

多幸をお祈り申し上げまして、ご挨拶とさせて

いただきます。 

 1年間、どうもありがとうございました。（拍

手） 

 次に、理事者側を代表して、教育長からご挨

拶を受けることといたします。 

【池松教育長】 理事者を代表いたしまして、閉

会に当たり、お礼のご挨拶を申し上げます。 

 山本(由)委員長、吉村(正)副委員長をはじめ、

文教厚生委員の皆様方におかれましては、委員

ご就任以来、文教厚生全般にわたりまして終始

熱心にご審議をいただき、貴重なご意見、ご提

言を賜りましたことに、心よりお礼を申し上げ

ます。 

 総務部関係では、県立大学や県立高校の卒業

に係る県内就職促進の取組や長崎県公立大学法

人の第3期中期目標などについて熱心にご議論

いただきました。今後とも、県立大学の教育・

研究の充実及び私立学校の振興に向け、教育環

境の改善を図ってまいります。 

 次に、福祉保健部関係では、障害者福祉の充

実や国民健康保険事業の都道府県化、看護人材

の育成・確保など、福祉保健行政の諸課題につ

きまして熱心にご議論いただきました。今後も、

県民一人ひとりの尊厳が保たれ、ともに支え合

い、誰もが安心して健やかで生きがいのある生

活を送ることができる地域をつくるため、県民

一人ひとりを支える医療・介護・福祉施策の充

実を図ってまいります。 

 また、こども政策局関係では、婚活などの少

子化対策をはじめ、保育士の人材確保や処遇改

善など、各種施策につきまして熱心にご議論を

いただきました。今後も、安心して子どもを産

み、育てることができる社会を実現するため、

市町や関係機関と連携しながら、結婚、妊娠、

出産から育児までの一貫した切れ目のない支援

を推進するとともに、きめ細かな対応が必要な

子どもや家庭に対する支援の充実を図ってまい

ります。 

 最後に、教育委員会関係では、本県の公立高

校卒業生に係る県内就職支援の取組やいじめ防

止対策、新県立図書館整備、教職員の不祥事防

止など、教育行政に係る諸課題につきまして、

終始熱心にご審議いただきました。今後も、第

2期長崎県教育振興基本計画に掲げる「長崎の

明日を拓く人・学校・地域づくり」を目指し、

未来を担う人材の育成に努めてまいります。 

 以上、委員の皆様方より賜りました貴重なご

意見・ご提言を踏まえながら、今後とも、本県

教育、子育て、福祉保健の発展のため全力で取

り組んでまいりたいと考えておりますので、引
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き続き、ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。 

 最後になりますが、委員の皆様方がご健勝に

て本県発展のために今後なお一層ご活躍されま

すことを祈念いたしまして、簡単ではございま

すが、お礼のご挨拶とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。（拍手） 

【山本(由)委員長】 どうもありがとうございま

した。 

 これをもちまして文教厚生委員会及び予算決

算委員会文教厚生分科会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時２２分 閉会 ― 
 

 

 



文教厚生委員会委員長　　山本　由夫

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

長崎県国民健康保険条例 原案可決

知事及び副知事に対する退職手当支給に関する条例等の
一部を改正する条例（関係分）

原案可決

計　２件（原案可決　２件）

２　請　　願

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 3 号
教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆき
とどいた教育を求める私学助成請願

不 採 択

第 4 号 ゆきとどいた教育を求める請願 不 採 択

計　２件（不採択　２ 件）

番　　号 

番　　　号 

記

文 教 厚 生 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成２９年１２月１２日

　　　　議長　　八江　利春　　様

第 86 号 議 案

第 100 号 議 案
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