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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月１０日

自  午前１１時００分

至  午前１１時０５分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委 員 長 浦川 基継 君

副 委 員 長 中島 浩介 君

委 員 中山 功 君

〃 徳永 達也 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 麻生 隆 君

〃 山下 博史 君

〃 中村 泰輔 君

〃 千住 良治 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

― 午前 １１時００分 開会 ―

【浦川委員長】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、山田（朋）委員、千住委

員のご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和3年9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。

それでは、審査方法について、お諮りいたし

ます。

審査方法については、委員会を協議会に切り

替えて行いたいと思いますが、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。

― 午前 １１時０１分 休憩 ―

― 午前 １１時０４分 再開 ―

【浦川委員長】 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、理事者に正式に通知することといたし

ます。

ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の文教厚生委員会を終了いた

します。

大変お疲れさまでした。

― 午前 １１時０５分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月２７日

自  午前１０時００分

至  午後 １時５２分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 浦川 基継 君

副委員長（副会長） 中島 浩介 君

委   員 中山  功 君

〃 徳永 達也 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 麻生  隆 君

〃 山下 博史 君

〃 中村 泰輔 君

〃 千住 良治 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

総 務 部 長 大田  圭 君

学事 振興課 長 門池 好晃 君

教 育 長 平田 修三 君

政 策 監 島村 秀世 君

教 育 次 長 林田 和喜 君

総 務 課 長 桑宮 直彦 君

総 務 課
県立学校改革推進室長

松山 度良 君

福利 厚生室 長 吉田 和弘 君

教育環境整備課長 日高 真吾 君

教 職 員 課 長 上原 大善 君

義務 教育課 長 加藤 盛彦 君

義務教育課人事管理監 大場 祥一 君

高校 教育課 長 狩野 博臣 君

高校教育課人事管理監 田川耕太郎 君

高 校 教 育 課
ＩＣＴ教育推進室長

岩坪 正裕 君

特別支援教育課長 宮﨑 耕二 君

児童生徒支援課長 安永 光利 君

生涯 学習課 長 山﨑 由美 君

生涯学習課企画監 山﨑 賢一 君

学芸 文化課 長 草野 悦郎 君

体育 保健課 長 松﨑 耕士 君

体育保健課体育指導監 岩橋 英夫 君

教育センター所長 立木 貴文 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（文教厚生分科会）

第110号議案
令和3年度長崎県一般会計補正予算（第11
号）（関係分）

第124号議案
令和3年度長崎県一般会計補正予算（第13
号）（関係分）

報告第21号
令和3年度長崎県一般会計補正予算（第8号）
（関係分）

７、付託事件の件名

〇文教厚生委員会

（1）議 案
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第112号議案
長崎県安心こども基金条例の一部を改正す

る条例

第113号議案
長崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例

第120号議案
長崎県病院企業団の共同処理する事務の変

更及び規約変更に関する協議について

（2）請 願

なし

（3）陳 情

・要望書（大村市）

・要望書（平戸市）

・人道的見地から、沖縄防衛局による「沖縄本

島南部からの埋め立て用土砂採取計画」の断

念を国に要請すること

・「新型コロナウイルスワクチン接種の即時中

止を求めます」に関する陳情書

・別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整

備に関する陳情書

・児童相談所での児童の環境改善に関する陳情

書

・令和4年度 離島振興の推進に関する要望書
・要望書（島原市）

・令和3年度 長崎県の施策に関する要望・提案
書（南島原市）

・要望書（長与町）

・要望書（長崎市）

・要望書（西海市）

・身体障害者福祉の充実に関する要望書

・私学助成に関する意見書の提出について（要

望）

・県立松浦高等学校普通科改編に係る要望書

・接種済みワクチン再接種費用助成について

（重ねてのお願い）

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時００分 開会 ―

【浦川委員長】 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

112号議案「長崎県安心こども基金条例の一部
を改正する条例」ほか2件であります。
そのほか、陳情16件の送付を受けております。
なお、予算議案及び予算に係る報告議案につ

きましては、予算決算委員会に付託されました

予算及び報告議案の関係部分を、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110
号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第
11号）」のうち関係部分、ほか2件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

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、総務部、

教育委員会、こども政策局を含む福祉保健部の

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〕

【浦川委員長】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。

なお、議案外の取扱いにつきましては、事前

通告に基づき質問を行うこととなっており、各

委員の質問時間は、答弁時間を含めて20分以内
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とし、質問の回数は総務部、教育委員会、福祉

保健部、こども政策局の各審査につき1回まで
となっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

これより、総務部関係の審査を行います。

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、その後、

事前通告された「その他所管事項一般」につい

ての質問を行い、最後に意見書審査を行います。

総務部長より、所管事項説明をお願いいたし

ます。

【大田総務部長】総務部関係の議案外の主な所

管事項についてご説明申し上げます。

文教厚生委員会関係説明資料をお開き願いま

す。

今回ご報告いたしますのは、県立大学の県内

就職について、県立大学の大学院博士後期課程

の改編についてであります。

まず、県立大学の県内就職についてでありま

す。

去る令和3年7月28日に外部有識者の委員で
構成いたします長崎県公立大学法人評価委員会

を開催いたしまして、県立大学の県内就職率向

上についての課題や今後の取組の方向性などに

ついて集中的に審議をいただいたところであり

ます。

委員からは、「国際社会学科や情報セキュリ

ティ学科などにおいては、学生が学んだことを

生かせる就職先が県内にあるのかということも

大きな課題である」、「県内生の進学率が高い

看護学科において、少しずつ県内就職率が低下

していることは注視していく必要がある」、「県

内進学率が高く、貴重な医療人材である看護学

科の学生はできるだけ多く地元に残すべきであ

る」、「大学として、県内就職プロジェクトチ

ームを立ち上げ取り組んでいるが、さらに推進

していくためには、決定権のある責任者が自由

に動ける体制とすることが重要である」、「県

内企業の役員経験者を登用し、学生と県内企業

のマッチングを進めている大学もある」などの

意見がありました。

また、具体的な取組といたしましては、日頃

から学生と企業を繋げる機会を増やすため、大

学と県内経済団体が連携した取組の実施や、О
Ｂ・ＯＧとの交流の拡大など地元企業を知る機

会の充実が重要であるとの提案をいただきまし

た。

さらに、県内就職率向上には、県内就職率の

高い県内生を増やすことも一つの方法であり、

優秀な県内生の進学を促進する方策として、新

たな奨学金制度の検討が必要ではないかという

提案もございました。

今回、いただいた貴重な意見を参考にしなが

ら、県内就職率の向上に向けた新たな施策につ

いて検討を進めるなど、大学と一体となって県

内就職促進の取組を推進してまいります。

次に、県立大学の大学院博士後期課程の改編

についてであります。

長崎県立公立大学法人は、平成28年4月に学
部・学科を、令和2年4月に大学院（修士課程）
を再編し、博士後期課程についても、令和4年4
月を目途に栄養科学専攻を廃止し、地域創生専

攻の開設について検討を進めておりましたが、

去る3月18日に学校教育法第4条第1項及び学校
教育法施行令第23条第1項の規定に基づき、文
部科学大臣へ博士後期課程設置の申請を行い、

令和3年8月27日に認可をされました。
新たな博士後期課程となる地域創生専攻は、

「地域社会マネジメント分野」「情報工学分野」
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「栄養科学分野」の3分野から構成されており、
各分野において、日本及び長崎の発展のために

新たな先端社会の構築に貢献できるリーダーと

なる高いレベルの専門性を有した研究者・教育

者及び高度専門職業人を育成することとしてお

ります。

今回の博士後期課程の設置によりまして、修

士課程で培った専門知識と技術を一層高度化さ

せることで、実践的な問題を解決して地域で活

躍し得る高い研究能力を持った人材を育成する

など、大学法人とともにこれまで以上に県民に

求められる大学づくりに取り組んでまいりたい

と考えております。

以上をもちまして、総務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申し上

げます。

【浦川委員長】以上で説明が終わりましたので、

次に、陳情審査を行います。

事前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。

審査対象の陳情番号は、62となっております。
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〕

【浦川委員長】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、事前通告された「その他所管事項一般」

に対する質問を行うことといたします。

質問はございませんか。

【徳永委員】先ほど説明があった、県立大学の

県内就職について、特に看護学科の件について

ですけれども、貴重な医療人材である看護学科

の学生が、卒業後県外に行くというのはどうい

う理由なんですかね、大きな理由とすれば。い

ろいろあるでしょうけれども、特にどういった

理由が大きな要因になっているのか、お尋ねし

ます。

【門池学事振興課長】看護学科の学生が県外に

就職する要因といたしましては、比較的人気が

高い長崎大学病院の採用枠が、令和2年度は少
し縮小したというのがあって、その前の年は11
名程度行っていたんですけれども、それが4名
に減少したというのが大きな要因であります。

それから、その学生の中には、やっぱり県外

に一度出たいという希望を持っている学生が多

くて、福岡県に就職する学生が多かったという

こと。

それからあと、高度医療に携わりキャリアを

積みたいという学生もおりまして、県外の大学

病院等に就職した学生が多かった、こういった

ところが要因と考えております。

【徳永委員】 実は、県立高校の方で、今、県内

の、特に女子生徒については、看護大学を希望

している生徒が多いということを聞いておりま

す。

そういう中で、先ほど課長も言った、受入れ

る側の大学、これは長崎大学が非常に少ない。

それに、あとあるのが県立大学と活水大学です

かね。これが大体県内の受入れ大学と聞いてお

りますけれども、この3つを合わせても定数が
非常に少ないということで、これは、ちょっと

話は脱線するんですけれども、県内の大学に行

きたくてもいけない。だから、県外に行くとい

うのも、実は出ているんですよね。

そういう中で、このコロナも影響しています

けれども、非常に貴重な医療人材であるとまで

言われておる中で、しっかりと対応策をとらな

ければ、受入れも少ない、なおかつ、今度は、

少ない人材が県外に行く。その中で高度医療を
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学ぶために県外に行かなきゃならないと、こう

いったことが分かっておるのに、そのままやっ

ていくのか。

そうであれば、長崎大学、県立大学、特に、

今所管は県立大学ですので、もっと定数を増や

したり、中身も分けて、高度医療、段階がある

でしょうから、そういうものを今後対策をとら

なければ、そういう希望者が多いのに、定数を

そのままにしておく。

例えば岡山県なんかは、私が聞くところによ

れば、やっぱり増やして対策をとっているとい

うような県もあると聞いておりましたけれども、

今後、長崎県としてどう考えるのですか。

【門池学事振興課長】県立大学の看護学科の定

員増のお話なんですけれども、定員増に当たっ

ては教員の増員とか、あと、場合によっては施

設設備の拡充などが必要となりまして、財政負

担が大きいというところと、それから、教員の

増員も、全国的に看護系の大学というのが増え

てきたというのがありまして、人員の確保その

ものが結構難しいという状況もございます。

それから、あと、今、少子化ということにな

っておりますけれども、その流れの中で、純粋

に定員を増加させるというところも、文部科学

省の審査においては厳しく見られるところでは

ないかと考えておりますし、また、県内の私立

大学とか看護専門学校、こういったところに与

える影響というのも、一定考慮する必要がある

のかなと思っておりまして、現状としては結構

厳しいのではないかなと思っているところでご

ざいます。

しかしながら、今、徳永委員の方からいただ

いたお話については、県立大学の方とも共有し

たいと思っておりまして、今、県立大学は、県

内の高校を訪問して、県立大学の魅力とか、実

際に高校からどういう評価を得ているのかとか、

そういったのを聞いている取組はしているので、

その中で、実際に看護を志望されている生徒さ

んたちがどのようなお考えをお持ちなのか、や

っぱりどうしても県外に行きたいというお考え

をお持ちなのかというところを、もう一回よく

確認をいたしまして、実態を把握していきたい

と考えているところでございます。

それと、県外の大学に行って就職された看護

師さんについても、一定県内の出身の方であれ

ば、年間約200名ぐらいＵターンしているとい
うような状況もありますので、医療人材として

は、一定の確保も可能ではないかと考えている

ところでございます。

【徳永委員】いろいろそういった問題もあるこ

とは、私も認識はしていますけれども、学校の

方に聞けば、希望する学生が非常に多いと。た

だ、受け皿が少ないということで、これは家庭

の事情もやっぱりあるんですよ、行きたい大学

等ね。

だから、そういう中で、所管が県立大学です

ので、総務部長、ここは長崎大学、私立、また

専門校、そういうところとやはりしっかり連携

を取ってやるべきではないかと思います。そう

しないと、結局、頭から県外に行く。特に離島

なんかは、相当多いんですよね、福岡に直接行

くとか。だから、そういうところはやはり県全

体で考える必要があると思うんですけれども、

そういうところはどう考えますか。

【大田総務部長】委員ご指摘いただきました観

点は、医療人材の確保という意味で非常に有用

なことだと思っております。

先ほど課長も答弁いたしましたとおり、県内

大学という意味では、長大と、ご紹介いただき

ました県大、活水というところかと思いますけ
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れども、各種専門学校というのもあるというと

ころにおきまして、どの分野でどのところを、

学生さんを引き受けるといいますか、受入れら

れるかということを、全体を通して議論させて

いただきたいと思っております。

その中で県大が受入先としてやるべきだとい

うことになれば、先ほど申し上げた、県大との、

例えば定員増の交渉だとかということになって

くると思いますし、それ以外のところ、学生さ

んの希望も含めまして、受入先はどこにあるか

ということを、改めて、大学も含めまして議論

してみたいと思います。

【徳永委員】いろいろと問題もある。そしてま

た、現場の声もあると。これはやっぱり急にで

きるあれではないと思います。

ただ、しっかりとそういう生徒が、看護師に

なりたい、そしてまた、医療の方でも非常に看

護師不足、そしてまた、このコロナの中におい

ても看護師が非常に不足であり、また、人材を

確保したいという時代でありますがゆえに、い

ないのに無理して入ってくれではなくて、希望

している方がおるのになかなか受入れがないと

いうことが現状でありますから、ここはまた教

育委員会とも、そしてまた大学と、長大、また

私立大学、専門学校とも連携をしながらやって

もらいたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

【中山委員】大学の就職問題で、徳永委員に関

連して聞いてみたいと思います。

7月28日に長崎県公立大学法人評価委員会を
開催し、県内就職率の向上について課題や取組、

方向性について集中的に審議をしたということ

でありますが、これまでにこの評価委員会で就

職問題についてどのような取組をしてきたのか、

議論してきたのか。また、集中的審議に至った

経過、理由、まずこの点についてお尋ねしたい

と思います。

【門池学事振興課長】県内就職率の向上につき

ましては、大学の中期計画にも掲げておりまし

て、毎年度評価委員会において議論がなされて

いるところでございます。

これまでの主な議論でございますけれども、

県内就職率の向上については、まだ目標との差

が大きいと感じていると、1年ごとに達成目標
を決めて、最終的に目標がクリアできるように

取り組んでもらいたいとか、あと、県内就職に

関する一般的な啓発活動というのはもう何年も

やっていて出尽くしていると、それよりも、個

別に学生と企業をマッチングすることが必要で

はないかというような意見、あと、県内に定着

するためには、県内生を多く入学させることは

大事であるといったご意見、あと、看護の場合

は、一旦外に出て戻ってくるケースもあるので、

Ｕターンを促進することも重要ではないかとい

うご意見、それから、実際に県内に就職した学

生、ОＢ・ОＧとの交流、これは県内就職のメ

リットを共有する機会としては非常に重要なの

で、そういったところを今の現役の学生と持つ

ことは身近に感じるのではないかと、こういっ

たご意見が、今出されているところでございま

す。

それから、今回、集中審議をするようになっ

た経過ということでございますけれども、これ

は、昨年の10月の予算決算特別委員会の文教厚
生分科会において、第三者による検証・分析を

行う必要があるのではないかといったご意見を

いただいたというところも踏まえまして、毎年、

この評価委員会で議論しておりますけれども、

ここ数年、実績と目標の差が大きくて未達成に

なっているところがありますので、そういった
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ところから、外部の有識者で構成する評価委員

会で、県内就職について集中的に審議をするこ

ととしたということでございます。

【中山委員】評価委員会が、目標と実績と乖離

しているということを認識しているということ

については、一定分かりました。

そこで、集中審議した時に、委員は7名おる
と思いますけれども、欠席者はいなかったのか

という問題と、所要時間、それと、先ほど総務

部長が説明した以外にどのような意見が出てい

るのか、お尋ねしたいと思います。

【門池学事振興課長】 7月に県内就職を議論す
る機会がございましたけれども、そのときには、

委員の中では欠席者はいなかったということで

ございます。

それから、部長説明に書いている意見以外の

ご意見でございますけれども、大学の役割とか、

地域貢献という目標を踏まえて、県内就職を奨

励するミッションを教職員、それから学生、こ

れらを含む大学全体で共有することが大事なん

だというご意見、それからあと、情報セキュリ

ティ学科は県外生が多く入ってきているという

ところもあるので、学科の特徴や宣伝となる部

分でもあると、大学として一律に44％の目標と
いうのを目指すのではなくて、学科ごとに目標

を考えるべきであるといったご意見、それから

あと、魅力ある企業づくりと魅力ある県づくり

を同時並行でやっていくべきところでもあるの

で、大学独自の取組は、一定限界があるのでは

ないかといったご意見、それからあと、県議会

と連携した取組を進めているというところもあ

りますので、地元で何が起きているかというこ

とを学生が把握するということ、それについて

はいい取組ではないかというご意見、こういっ

たご意見があったところでございます。

【中山委員】その他の意見について、地域貢献

の問題とかありましたので、後で資料として提

出していただきたいと思います。

それと、課長、評議委員の欠席者はなかった

ということでありますけれども、私の資料では

2人欠席しているけれども、間違いないですか。
【門池学事振興課長】すみません、訂正いたし

ます。欠席された委員が2名いらっしゃいます。
それは間違いでございました。

ただ、欠席された委員につきましても、事前

に説明をする中で、これに対するご意見という

のを事前に伺って、それについて議論をしたと

ころでございます。

すみません。答弁が間違っておりましたので、

訂正いたします。

【中山委員】訂正いただいたので、理解します

けれども、集中的審議をするのに、7人おって2
人が欠席するということはいかがなものかとい

うことで考えておりますので、そういうことが

ないように、ひとつきちんと日程を調整してい

ただきたいということを要望しておきます。

次に、評価委員会の集中的審議に当たり、現

場の生の声というか、教職員とか学生とか保護

者等の意見を開襟するというか、参考人を招致

するとか、そういう意見を聞くような場面はな

かったのかどうか、あったのかどうか、教えて

いただきたいと思います。

【門池学事振興課長】現場の声についてでござ

いますけれども、企業の関係者については、こ

の評価委員会の委員に民間企業の経営者がいら

っしゃいまして、これまでの経験を踏まえてご

意見をいただいているところでございます。

それから、実際に大学で就職を担当する方も

会議には参加していただいて、意見交換を行っ

ているところでございます。
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それから、学生については、会議には参加さ

れてないんですけれども、毎年、県立大学にお

いては、就職が内定した学生に対してアンケー

トを実施しておりまして、そういった意見を把

握して、大学においては就職支援等に活用して

いるところで、そこの意見を踏まえたところで、

評価委員会の中で議論をしているところでござ

います。

それからあと、保護者ですけれども、保護者

については、毎年、後援会の総会というのを開

くようにしていたんですけれども、その中で就

職とか、県内企業の説明会も実施をしようと思

っていたんですけれども、今年度、昨年度はコ

ロナの影響で開催が中止となったというところ

で、保護者の意見については、今のところ把握

はしてないという状況でございます。

【中山委員】 反論するわけではないけれども、

欠席者の中に民間経営者が1人、大学経営者が1
人おりますよ。評価委員会としていろいろ議論

した中で、目標と実績が乖離があるということ

を認識した以上は、自分たちだけでやって解決

できないですよ。そういう集中審議をしたら、

自分たちの意見をどう拾い出すかということが

重要になってくると思うんですよ。参考までに、

今後やっていくと考えているので、教職員とか

学生とか保護者とか、意見を聞いてみるという

ことも必要ではないかと思いますので、ぜひそ

ういう方向でやっていただければということで、

これは要望しておきたいと思います。

次に、具体的にお聞きしたいなと思いますが、

「国際社会学科や情報セキュリティ学科などに

おいては、学生が学んだことが生かせる就職先

が県内にあるかということも大きな課題であ

る」ということで、こうされたもんだから、私

は遡って学科再編の狙いはどうだったのかとい

うことを確認してみたんですよ。そうしたら、

学部学科再編の狙いの中で、全部読みませんけ

れども、「18歳の人口減少が加速している一方
で、グローバル化、情報化の進展に伴い、産業

界から主体的に考え、課題を見つけ的確に対応

できる若い人材等々」と書いてあるわけね。こ

この中に県内就職とか、そういう意向というの

は全くこの再編に反映されていないのさ。この

文章からいけば、狙いからすれば。

そうなると、これは当然の成り行きであると

捉えないといけないと考えておりますが、そう

なると、これをこのまま放置するわけにはいか

ないわけであって、やはり県内に就職するため

には、県とか市町の職員として採用するとか、

何らかの形でこれを県内で解消するために、も

う少し抜本的な対策が必要ではないかと思って

いるんですよ。それで、その辺について、評価

委員会の意見も含めてどのように取り組もうと

しているのか、とりあえずその方向性を示して

いただければと思います。

【門池学事振興課長】学部学科再編によりまし

て、国際社会学科、国際経営学科、それから情

報セキュリティ学科、こういった特徴のある学

部学科を設置したということがございまして、

県内には、例えば国際系の学科であれば英語教

育に力を入れているところもございますので、

英語を生かせるような企業が、一般的には少な

いと思われているところもございます。それか

ら、情報セキュリティにつきましては、県内で

情報産業について、セキュリティの専門会社が

ないというところも事実としてはございます。

まず、英語の関係でございますけれども、県

内の企業の中にも、ある一定国際化、グローバ

ル化に展開しようとする企業もございます。そ

ういった企業の情報をきめ細かく、そういった
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学生に対しては伝達をして、マッチングを進め

ていきたいと考えております。

それから、情報セキュリティの関係でござい

ますけれども、学部学科再編後に、民間の企業

誘致の関係で、ＩＣＴ関連の企業というのが

続々と長崎県に進出をしてきているという現状

もございます。そういった中で、一定そこの就

職につなげられればと考えておりますし、今後

も、そういった流れというのは、まだ期待でき

るのではないかと考えているところでございま

す。

【中山委員】ぜひそういう形で進めていただき

たいと言うしか今はないわけですね。それでや

ってもらうしかないわけであって、ぜひやって

ほしいと思います。

ただ、学部学科再編の時に地元意識があれば、

経緯があれば、先ほど徳永委員から話があった

ように、看護学科あたりをもう少し増やしてよ

かったんだ。セキュリティ学科を80人から、幾
らかに増やしただろう。そうではなくて、逆に

言えば、看護学科あたりを、今60人いるところ
を100人にするとか、そういう方が地元の就職
率を上げていくという形になってくるので、や

はりそういう視点も今後必要ではないかという

ことを、ひとつ申し上げておきたいなと思いま

す。

それともう一つ、ちょっと心配なんですが、

「大学として、県内就職をさらに推進していく

ためには、決定権のある責任者が自由に動ける

体制とすることが重要である」ということは、

決定権のある責任者が自由に動けないというよ

うにとれるんですけれども、決定権のある責任

者とは誰なのか、こういう自由に動けない体制

というのは、なぜこのようになっているのか、

改善できないのか、これについてお尋ねしたい

と思います。

【門池学事振興課長】 まず、大学においては、

県内就職についての決定権を持っているのは、

大学の方に確認したところ、専務理事が決定権

を持っていると聞いております。もちろんその

上の学長であり、理事長でありというのがある

んですけれども、実務的には、そういう専務理

事が決定権を持っているというところでござい

ます。

そういったご意見をいただいた趣旨というの

は、各種取組を進める中で、それぞれの担当者

が、ある程度裁量権というか決定権というのを

持って臨機応変に対応できるような体制をとり

ながら、県内就職の促進に努めるべきだという

ご意見が、そのご意見の趣旨になっております

ので、そういったところをもう少し大学の方で

は強めていただくことを要望されたと考えてい

るところでございます。

【中山委員】この専務理事は、学事振興課長も

しとったし、非常に詳しいですよね、ものすご

くね。詳しいから、詳し過ぎて、ほかの理事と

か何かの意見を聞かないのかどうか、別だけれ

ども、ここを、私はフル回転してやってきたと

認識していたけれども、委員からそういう提案

があるならば、もう一回よく反省して、やはり

意見交換が十分でなかった部分もあろうし、こ

こがフル稼働で自由自在に動かないことには、

なかなか上がってこないと考えておりますので、

ぜひその辺の対策を講じてほしいということを

申し上げておきます。

最後に一つありますが、最終目標44％を達成

するために、一つの方法として、先ほど徳永委

員からもありましたけれども、看護栄養学科に

ついては年々減ってきているので、もともとシ

ーボルトで独立していたわけよね。そうなると、
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ここに対してある程度数値目標をきちんとはめ

させていく必要があると思うんです。このまま

では低下傾向であって、学科再編を見れば、学

長あたりは産業界の方に非常に目が向いていて、

医療人材の方については、どうも、どの文書を

見てもなかなか出てこないんですよ。そうなる

と、看護栄養学科の独立性も含めながら、ここ

に対して数値目標をきちんと押さえて、それを

もとに最終目標に到達させていくと、こういう

方法がいいのかなと私は感じたわけであります

けれども、私の提案に対してどうでしょうか。

今の考え方について、意見をいただきたいと思

います。

【門池学事振興課長】 委員おっしゃるとおり、

医療人材の確保という意味で、看護学科の県内

就職率を高めるというのは非常に重要なことだ

と思っておりまして、看護学科については、こ

こ10年程度は、正直言えば、大体50％前後ぐら
いで県内就職率というのが推移をしておりまし

て、平成28年とか29年あたりは、県内生の比率
が増えたというところもあって、60何％前後ぐ
らいに高まったというところもございますが、

ここ数年は、県内生の比率が高まりながらも、

なかなか県内就職率が上がらないといったよう

な現状がございます。

先ほど徳永委員にもお答えしたとおり、やっ

ぱりキャリアを積みたいという学生が一定いら

っしゃるというところがございまして、それに

ついては、県内の大きな病院の詳しい情報を学

生の方に紹介をしまして、どういったキャリア

が積めるのかとか、どういった仕事をするのか

といったところを詳しく説明するような取組を

昨年度から進めているところでございまして、

そういったところで、そういうキャリアを積み

たいという学生に対しては、県内就職につなげ

ていきたいと考えているところでございます。

【中山委員】具体的に答弁があったわけだけれ

ども、目標値をやはり60％なら60％に設定して、
一番の原因は、私の調査で原因は、一日インタ

ーンシップ、県外の大手の医療機関が一日だけ

インターンシップで生徒を連れてきて、交流し

ているんだよ。その辺をよくよく考えながら、

長崎でも一日インターンシップとか積極的にや

って、早く看護師にその状況を知ってもらうと、

人脈をつくってもらうということも大事だと考

えておりますので、ぜひ、一日インターンシッ

プの実施に向けて格段の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。

以上です。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【堀江委員】県立大学の大学院博士後期課程の

改編について、質問いたします。

県立大学が自主性に基づき学部学科を時代に

合わせて再編する、そのことについて意見を申

し上げるものではありません。今回、先ほど部

長説明があったように、大学院地域創生研究科

地域創生専攻を博士後期課程の設置をしたとい

うことについて、私自身がその内容を県民によ

く説明できないという素朴な疑問から質問させ

ていただきたいと思います。

この大学院地域創生研究科地域創生専攻は、

来年の4月から開設予定と事前の説明をいただ
きましたが、その際の希望する学生数というの

はどのように把握しておられるのか、まずここ

から教えてください。

【門池学事振興課長】博士課程の検討に当たっ

て、入学意向に関するアンケートというのを実

施しているんですけれども、入学意向があるか

という質問に対して、入学したいという人が17
名、それから、5年以内の入学を検討したいと



令和３年９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）（９月２７日）

- 13 -

いうのが20名、5年より後に入学したいという
のが3名いらっしゃいまして、定員3名に対して
は、一定の入学の意向があると考えております。

【堀江委員】 その方たちは、今回、博士後期と

いうことなので、前期に学んだことをさらに深

めるという、そういう感じに理解したらいいん

ですか。

【門池学事振興課長】博士課程については、修

士課程を修了した学生が入学するケースや、ま

たは、県立大学以外のところから入学するケー

スもございます。修士課程に在籍する学生から

も入学したいという意向は、一定いただいてい

るところでございます。

【堀江委員】 そこで、「地域創生専攻」という

言葉ですけれども、それぞれの全国の大学にも

ホームページなどで「地域創生専攻」、あるい

は「地域創生」という言葉が書かれているんで

すが、ある大学のホームページによりますと、

「地域創生専攻は、暮らしに身近な地域を丸ご

と研究し、そこから新たな地域の活性化の糸口

を、つまりまちづくりのきっかけをいろいろな

角度から考えていこうとする専攻です。具体的

には、地域における行政・経済活動を分析し、

地域の文化のありようを考え、人々に優しい福

祉のあり方を模索することなどを目指します」

ということで、そのための人材を育成するとい

うように書かれた大学もあります。

一方で、「地域」という言葉に関わっては、

地域創生専攻研究の地域とはどういうことか、

ある大学では、「地域とは、地理的、物理的意

味を単位とする特定の空間や範囲を示すもので

はない。問題意識に応じて設定されて、いわゆ

る具体的にはコミュニティレベルから都市や地

域、国土全体、そして国際的なレベルまでを創

生する」というように、地域創生という地域の

捉え方が、いわゆるコミュニティという、いわ

ば地域的には限定される部分から、いわゆるグ

ローバルというように世界を相手にして捉える

というように、地域創生一言をとりましても、

大学によっては様々な捉え方があるということ

を、改めて、県民からの質問を受けて私も思っ

たんですが、その中で、部長の説明の中では、

「日本及び長崎の発展のために」ということで

表現がされましたが、そうしますと、県立大学

の場合は日本及び長崎ということでは、長崎と

いう限定はしないんだけれども、グローバル、

国際的とまではいかないけれども、国土全体と

いうことで、例えば地域として捉えたら、そう

いう解釈でいいのかどうかということもこの機

会に教えてください。

【門池学事振興課長】県立大学においては、中

期目標、中期計画というのを定めておりまして、

その中で長崎県のそういう施策に貢献するとい

うようなこともうたっております。

そういう意味からすると、今回の「地域」と

いうところは、「長崎県」というのが一番の主

眼にあるというところもありまして、ひいては、

その他の地域、日本全体というふうな捉え方を

しているものと考えております。

【堀江委員】私は、大学は就職予備校ではない

と思う一面もありますし、同時に、県立という

ことであれば、県民に求められる大学づくりは、

それはある意味必要なことだと思っております。

いずれにしても、今回、新たに設置をすると

いうことですので、今回いただいた答弁を県民

の皆様にもお返ししていきたいと思っておりま

す。

終わります。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【麻生委員】 通告をしておりましたので、2つ
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やりたいんですけれども、その前に、今、県内

就職の問題だとか、県外からの学生の取扱いが

議論されておりましたので、まずここについて

1点、質問をしたいと思います。
今、来年の募集人員730人とありますけれど

も、シーボルト校と佐世保校の分担を含めて、

シーボルト校は何名ぐらい、佐世保校は何名ぐ

らい入っておられるのか。それとあと、全体の、

これは大体分かるんですが、新入生の県内、県

外の比率が分かれば教えていただきたいと思い

ます。

【門池学事振興課長】佐世保校とシーボルト校

の学生は、4年在籍で大体3,000名程度いるんで
すけれども、佐世保校が2,000名、シーボルト校
が約1,000名といったような割合になっており
ます。

それから、入学生に占める県内、県外の比率

でございますけれども、今年度の入学生の県内

の比率が、すみません、休憩してもらっていい

ですか。

【浦川委員長】 暫時休憩します。

― 午前１０時４３分 休憩 ―

― 午前１０時４３分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開いたします。

【麻生委員】 だから、45％程度は県外からと
いうことになると思いますけれど、大体大つか

みでいいんですよ。

【門池学事振興課長】 県内生の比率が、令和2
年度から50％を超えた状況になって、50.何％と
いう状況が続いて、令和3年度は令和2年度より
も若干高くなっているというところでございま

す。

【麻生委員】 一つは、毎年毎年、730名近い学
生が入ってくると。佐世保校みたいに2,000名近

い、その約4割とか5割が県外から来るというこ
とについての状況で見ると、私は一定のにぎわ

いが十分あろうかと思うんですよ。県外から来

てもらえば、それだけ下宿をしてもらいます。

いろいろな形で学生が地域に入ってくるわけで

すけれども、一つは、卒業した学生が県内に就

職しなくても、私は佐世保で4年間青春を過ご
してもらったということは大きな魅力だと思う

んですよ。そして、この子どもさんたちが県外

に出た時に、観光大使とか、佐世保の魅力を伝

えてくれる、そういう効果もあると思うんです

よ。だから、一概に、私は議論として、県内の

大学だから、県内の学生しかだめなんだとかと

いう論理では、ちょっと違うのではないかと。

そういった学生が、この地域で2,000名近くおる
わけですから、その効果というのは大きなもの

がある。毎年毎年、これがずっと続くわけです

よ、学生がね。下宿もある、飲食もしてくれる、

そういう地域貢献も十分あると思うんですよ。

これが県内だけ、地元だけとなると、そういう

経済の活動も少し半減とか、落ちてくるだろう

と思います。

だから、そういう意味では、地元の学生をも

っと増やせという論理もあるかもしれんけど、

私は逆に、そういう佐世保を知ってもらう、長

崎を知ってもらう学生を、青春時代ここで過ご

したんだという思いをしっかりやることも大き

な効果になるということも、皆さんに伝えたい

と思います。私自身も県外から来て、長崎に来

た時に、やっぱりそういう思いがありますよ。

だから、就職は長崎でしましたけれども、逆に

県外から来て、その喜び、また地域のよさ、そ

ういうこともあると思いますから、ぜひそうい

った観点からも、抜けているところもあると思

いますけれども、ぜひそういう思考もあるんだ
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ということをお願いしたいと思います。

それで、できたら、同窓会も充実していると

思いますけれども、しっかりと観光大使みたい

なものもつくってもらって、青春時代4年間や
ったことというのは、本当に大きな思い出です

よ。友達もいっぱいおる。そういったことも考

えていただきたいということを、冒頭述べたい

と思います。

それで質問についての話なんですけれども、

今、県立大学の地方創生への取組についてとい

うことで、これはＣＯＣとか、逆に言えば、国

が平成28年度ぐらいからやってまいりました。
この再編で、学部・学科を合わせて、今回の大

学院の構成もその延長かと思うんですけれども、

県立大学について、地方貢献といいますか、具

体的に、どういうコンセプトで取り組んでいく

のか。具体的に地方、ローカルのよさを生かし

ていこうという話なのか。もちろん離島もある

わけですから、長崎の特徴を含めてどういう形

で戦略的に県立大が取り組まれるのか、教えて

いただきたいと思います。

【門池学事振興課長】県立大学の中期目標につ

いては、地域貢献というのを重点的に取り組む

目標としておりまして、その実施計画である中

期計画においても、具体的に取組を定めており

まして、地域の政策課題に関する研究であった

り、産学官連携の共同研究であったり、生涯学

習の拠点といったところの取り組みを実施して

いるところでございます。

具体的に申し上げますと、昨年長与町と株式

会社ラックというところがございますけれども、

そこと連携協定を結びまして、河川監視のセン

サーを設置して、そういう各種のセンサーを設

置することでＩＣＴの情報機器、これの利活用

の検討であったり、あと、東彼杵町の「そのぎ

茶市」というのが開かれておりますけれども、

そこの活性化に向けて、例えば古民家の活用と

いった提案をし、あと、波佐見焼の技術とか文

化などを活用してクラフトツーリズムの推進を

さらに強化しようといったような取組をやって

いるところでございます。

それからあと、県の研究機関、試験場があり

ますけれども、そことか、あと、県内企業との

共同研究であったり、あと、県立大学の教授に

よります公開講座の開催であったり、あと、外

部の講師を招聘した学術講演会も開催して、広

く県民の方に聞いていただくような取組をやっ

ているところでございます。

【麻生委員】県立大学は地域の大学ということ

もあって、私は離島を含めて、もっと活躍の場

をお願いしたいなと。対馬市においては、一部、

立教大学とかと連携した案件も散見されるとこ

ろでありますけれども、要は、各しまにも振興

局があって職員がおるわけですよね。そういう

ネットワークをうまく生かして、課題は見えて

くるわけですから、本格的にはもっと戦略的に

取組を進めてもらいたいなと。

それと併せて、佐世保地域であれば、波佐見

の焼き物なんかは、今、インターネットで大き

く取り上げてもらっていますし、西海市も新た

にそういうインターネットを含めた取組をされ

ているということですよね、地方発の。そうい

った戦略が結構動いている中で、総務省から地

方創生の関係の予算もとれるでしょうから、ぜ

ひ戦略的にそういった大学の知のレベルを展開

するんだということで地方創生があるんでしょ

うから、そういったものをぜひお願いしたいな

ということで考えていますけれども、その点に

ついて、お考えはどうですか。

【門池学事振興課長】離島の活性化に関する取
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組なんですけれども、これにつきましては、県

立大学では「しまなび」プログラムというのを

実施しておりまして、1学年の全生徒が、それ
ぞれ壱岐、対馬、五島等の離島に行きまして、

地域の課題なんかを取り上げて、活性化に向け

た提案ですね、そういった取組をやっておりま

す。

それからあと、学長の裁量研究の中で離島に

関するテーマというのを設けておりまして、そ

れに関する研究等も実施をしております。

それからあと、看護の入試関係ですけれども、

「離島推薦枠」というのを設けまして、離島の

生徒を受け入れるような取組を実施していると

ころでございます。

【麻生委員】 今回、大学院が創設されて、そう

いう専門課程のレベルの高い研究者、ないしは

教育者を育成するわけでしょうから、できれば

研究テーマで離島だとか、長崎の持つ魅力をど

んどん発信するイベンターになる人は、発信の

コアのところにちゃんと絡むんだというぐらい

の思いをぜひお願いしたいなと、要望にしてお

きたいと思います。

今後新しい取組で、各大学の学生をいかにし

たら魅力的に引きつけられるかということの状

況になってくると思います。少子化の中で定員

を割ることが多々あるのではないかと思うんで

すよ。そういったときに、県外から多くの学生

も、やっぱり魅力的なものがあれば引っ張って

こられると思いますので、定員割れしないよう

な状況で定員化していただきたいというのをお

願いしたいと思います。具体的にまた期待した

いと思いますので、よろしくお願いします。

2点目に、県内の専門学校に対して、この前、
いろいろ要望がないかということでお邪魔した

時に、今回のコロナ関係で、外国人の留学生、

日本語コースとかということで、今、学生が入

ってきていない。そういったことについて、専

門学校の経営自体も大変厳しい状況にある。も

ちろん、一部介護だとか、県から委託の事業が

あるのはありますと、それは大変助かっていま

すということもありましたけれども、県内の専

門学校の所管について、どういう現状を認識さ

れているのか、お尋ねしたいと思います。

【門池学事振興課長】留学生の状況でございま

すけれども、現在、私どもの方で把握している

のは、留学生が比較的多い日本語学科の状況で

すけれども、定員が、県内の専修学校を合わせ

て640名なんですが、5月1日現在の在籍者で言
えば94名ということで、定員割れを大きく起こ
しているというところがあります。

ただ、一定、毎年定員割れというのはあって

おりますけれども、やっぱり今年度はコロナの

影響で入国がなかなかできないといったような

現状があるので、そういった意味では、専修学

校は非常に厳しいのではないかと考えていると

ころでございます。

【麻生委員】もちろん学校自体としても雇用調

整だとかされていると思いますけれども、ただ、

これが2年～3年続くと大変な状況だなと思っ
てるんですよ。長崎は特に専門学校が多いので、

そういった中で学生が来ないということで、経

営がなかなか厳しい状況が散見されるので、別

の項目でしっかり出してくださいというのはな

かなかないんでしょうけれども、介護の講習だ

とか、逆に言えば、県内でリカレントを含めて

新しいものがあれば、ぜひ文科省とか総務省あ

たりと連携を取って、そういった地元に落とせ

るようなメニューが何かないか、ぜひ検討して

もらいたいと思うんですよ。

現場は学生さんが、外国人が入ってこない。
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この前、外国語大学なんかのプラット入学は、

全部オンラインでやっていたという話をされて

いましたけれども、そういう制度がきちんとあ

るところはいいかもしれないけれども、学生を

しっかりと連れていかないとなかなか成り立っ

てはいかないという経済状況もあるでしょうか

ら、ぜひ取組を後押ししてもらいたいと思いま

すけれども、それについて何か、担当所管でで

きるような項目がないかどうかご検討は、即答

という意味ではありませんけれども、項目があ

るかどうか、教えてもらえませんか。

【門池学事振興課長】留学生がなかなか入学で

きないという現状があって、そこを多く受入れ

ているような学校は非常に厳しいと思うんです

けれども、そこで日本語学校の先生方がなかな

か仕事ができないというような状況もあると思

うんですが、そういったところに対して、国の

雇用調整助成金というのがございまして、年間

100日が限度になるんですけれども、一定そう
いった報酬の助成みたいなものがあるといった

ところ。それから、それに加えて県が雇用調整

助成金に上乗せをしておりますので、そこの制

度も一定活用していただきいなと考えていると

ころでございます。

それから、先ほど委員の方からもお話があり

ましたけれども、来日できない留学生に対して

は、オンラインとかで遠隔授業なんかをやるこ

とも検討していただいて、その機材の整備につ

いては、国の方が補助制度を設けておりますの

で、そういったところを活用しながら工夫をし

ていただきたいなと思っております。

それからあと、もう一つは、日本私立学校振

興・共済事業団というのがありますけれども、

そこで貸付金で教育環境充実資金というのを設

けておりまして、それがもう9月末までの利用

になるんですけれども、コロナ対策として新規

の留学生が、令和元年度に比べて10％以上減少
したところについては、そういった貸付金を受

ける際に、初回の利息ですね、半年分の利息に

ついては国が助成するといったような制度もご

ざいますので、そういったところも活用してい

ただきたいなと考えているところでございます。

【浦川委員長】 それでは、換気のため、11時
10分まで休憩したいと思います。

― 午前１０時５８分 休憩 ―

― 午前１１時１０分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕

【中山委員】先ほどの麻生委員の質問に対して

感じたものですから、県外出身者の生徒数とか

貢献度については何も否定するものではないで

すけれども、今回、質問通告制にしていますよ

ね。それで、徳永委員と私は県立大学の県内就

職の促進についてということで話をしたんです

よね。関連ということで、どっちかというと否

定的な意見だったかなと感じているんですよね。

そういう形で、関連で緊急性も何もないような

感じがしたんだけれども、そういう形で議論を

させてよかったのかなと思っているんですが、

いかがですかね。

【浦川委員長】委員の質問というのは制約して

いるわけではありませんので、ただ、地域貢献

に対して、県外から来られた方も地域に対して

貢献しているという部分での評価というか考え

方を述べられたのではないかなと私は理解して

おりますけれども。

【中山委員】そうだったかね。県立大学に関し

て、関連と言ったのではないかなと思ったけど
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ね。

【浦川委員長】 いや、関連というのは、私もよ

く確認はしてないんですけど、ただ質疑の中で

そういうご意見をされたと理解していますけど。

麻生委員、何かありますか。

【麻生委員】 私は、県外の関係の学生が、効果

的な状況があるなということもあったもんです

から、その観点からお話をさせていただきまし

た。

要は、もちろん県内就職をしてもらうという

ことについては否定するわけではありませんけ

れども、効果的な状況とか、学生に来てもらっ

て、それが逆に言えば、佐世保で青春時代を過

ごしたことが、大きく広がっていくのではない

かということもありましたので、効果という形

で話をさせていただいたところでございます。

【浦川委員長】県立大学の中での関連という部

分でよろしいでしょうかね。

【麻生委員】 そうです。だから、県立大学の学

生が県外から来られて、比率がどうだっていう

こともあったものですから、そういった観点か

ら、効果があるのではないかという話をしまし

た。

【浦川委員長】 よろしいですか。

【中山委員】今の意見を聞くと、了といたしま

すが、瞬間ね、徳永委員と関連してというよう

な話になって、県内就職についてはぼちぼちで

いいのではないかというような、そういう趣旨

の発言が、私には聞こえたものだから、いかが

なものかなということで申し上げたところでご

ざいますので、今、麻生委員に聞いた範囲の趣

旨であれば、委員長がそれでいいということで

あれば、ここでもうこれ以上は、おさめたいな

と思います。

【浦川委員長】すみません。よろしくご了承お

願いします。

【門池学事振興課長】先ほど麻生委員のご質問

に対して、データを正確に申し上げることがで

きなかったものがありましたので、もう一回こ

こでご答弁させていただきたいと思います。

佐世保校とシーボルト校の入学定員の区分な

んですけれども、佐世保校は入学定員が420名、
シーボルト校は入学定員が280名ということで、
4倍にすれば、大体2,000名と1,000名ぐらいに
なります。

それからあと、県内生の入学の割合ですけれ

ども、令和2年度が50.3％、令和3年度が50.8％
ということで、県内生の方が若干上回っている

ような状況になっています。

【浦川委員長】それでは、ほかに質問ございま

せんか。

【山田(朋)委員】 通告をしています、就活セク
ハラについて聞きたいと思います。

今、学生が就活をする中で、そういった不利

益を受けているということが社会問題となって

きているようでありますが、就活セクハラ自体

が、厚生労働省の調査で、男女25％が経験をし
ているというような数字が上がっているようで

あります。しかしながら、実際、就活セクハラ

で相談をした人は24％にしか過ぎていないよ
うであります。

どういったセクハラを受けたかというと、女

性はインターンシップの際、男性は企業説明会

やセミナーなどの時とかにあっているようであ

りますし、あとは、就活マッチングアプリの中

でＳＮＳ上でも被害に遭ったりとかしているよ

うであります。

内容の方は、性的な冗談やからかいが40.4％、
食事やデートへの執拗な誘いが27.5％など、性
的な言動に対して拒否・抵抗したことによる採
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用差別や内定取消しなど不利益な扱いが11％、
性的な関係の強要が9.4％されたケースがあっ
たと出ているようでありますが、この中で本県

において県立大学の学生が、このような不利益

が受けていないかどうか、また大学としてはど

ういった把握をした上でどういった対策を打っ

ているかをお聞きしたいと思います。

【門池学事振興課長】厚生労働省の調査があり

まして、4人に1人という話があるんですけれど
も、県立大学においては、実際に学生さんが大

学に相談したというケースは、今のところあっ

てない状況です。潜在的にいらっしゃるのかも

しれませんけれども、あってない状況です。

大学としては、就活セクハラについては、厚

生労働省が作成している、「働くことと労働法」

というテキストがあるんですけれども、それを

活用して、1年次から就職ガイダンスの折に、
そういったお話をさせていただきまして、就職

活動で困ったことがあったら就職課に相談する

ようにと周知はやっている状況でございます。

あと、就活時に学生さんに大学からメールを

送るんですけれども、企業からそういうハラス

メントを受けた場合には、まず就職課に相談す

るように周知を行っているところでございます。

【山田(朋)委員】 全国的に相談しない人が多い
内容になっているようでありますが、例えば学

生が大学に相談したからどうなるのかなという

のもあるし、かえって不利益になるのではない

かという心配もあるかもしれませんけれど、一

応、今、県立大学においては、そういった相談

実績はないようですが、もし相談があった場合

は、大学としてどのような対応を企業に対して

とるのかを教えていただけますか。

【門池学事振興課長】相談体制としては、保健

室に保健師がいたり、あと臨床心理士がいるの

で、そういった方に相談していただくことには

なると思うんですけれども、実際企業に対して

は、その内容というのを把握した上で、企業の

相談窓口というのもございますので、そこにつ

ないで解決を図るという方法が考えられるので

はないかと思っております。

【山田(朋)委員】 精神的なことの懸案に関して
はそういった形でいいかと思いますし、後段で

言われた企業の相談窓口とか、企業も大小様々

あると思うんですよね。大手企業ならそういっ

た相談窓口みたいなクレームの受け付けみたい

なところがあるかもしれませんけど、特に中小

零細とか、なかなかそこまで整ってないところ

もあるかもしれないので、大学として、難しい

かもしれません。学生の不利益にもならず、そ

の子の希望する、そういったことを断ったから

といって採用取消しされたりとか、そういう不

利益もないように、両立てでといったら難しい

かもしれませんけど、ぜひそういった対応をし

てほしいし、もっと学生には、どこかつくって

いる大学では配っていただいているみたいです。

よそのところでは、大学独自にそういったガイ

ドブックをつくっているところもあるようであ

りますので、特に今、パソコンとかネットです

ぐいろんなことが学生向けに配信できると思い

ますので、もうちょっと具体的な事例とか、こ

ういったことが予想されるし、こういったこと

が世の中で起きているようだけど該当しません

かとかもう少し、これは男女問わず受ける問題

でありますので、ぜひ学生たちにそういった発

信もしていただきながら、相談しやすい環境を

つくっていただきたいということを要望して終

わります。

【浦川委員長】 ほかにご意見ありませんか。

【中村(泰)委員】 お疲れさまです。
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私から3つの質問をさせていただきます。
まず、第5波での私立学校のオンライン授業

の実施状況と公立学校との連携です。

現在、収束傾向にあるものの、ちょうど1か
月前、夏休みの終わりには、若年層でも感染し

やすいデルタ株の蔓延により、小・中・高の公

立・私立学校でもオンライン授業に備えたと聞

いています。

そこで、夏休み明け、第5波の私立学校のオ
ンライン授業の実施状況について、まずご答弁

をお願いいたします。

【門池学事振興課長】 県内の私立の小・中・高

等学校に確認をしておりますが、まん延防止重

点措置の期間に、41校ございますけれども、そ
のうちの10校で何らかの形で遠隔による授業
等を実施しているという状況でございます。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。
41校中の10校ということですので、25％ぐらい
がオンライン授業を実施したということでござ

います。

私の感覚というか聞いているところからいく

と、正直、私立学校の方が公立学校よりオンラ

イン授業の実施率というのは高いと思います。

25％という数字を聞いて、では、公立学校が、
今回、第5波、9月前半にオンライン授業を行い
ますので、そこまでのデータは持ち合わせてお

りませんけれども、25％もきっとないのではな
いかと考えております。以前の委員会でも、私

立学校の方が進んでいるので、公立学校とより

連携を深めてほしいと、私立学校のノウハウを

公立学校に伝えてほしいということを求めてき

ましたが、現時点の連携につきまして、状況を

ご答弁いただけないでしょうか。

【門池学事振興課長】私立学校の取組の状況に

ついては、校長会とか教頭会とか、公立・私立

の先生方が集う機会とかがございますので、そ

ういった中で情報共有を図るように考えている

ところでございます。

【中村(泰)委員】 今回の第5波で学校側も相当
準備をされています。私立学校のこの25％とい
う数字ですね、この経験を、まず公立学校に展

開をぜひともしていただいて、そこからの経験

を公立学校もぜひとも、次、第6波、第7波で、
もし同じような状況に至った場合に生かせるよ

うな取組をお願いしたいと思います。

次の質問に移ります。

長大生事件を踏まえた県立大生の心理的ケア

の取組でございます。

先日、長崎大学の薬学部生が非常に痛ましい

事件を犯すということで、県内の大学生が事件

を起こしたということで、私自身も大変残念に

思っております。インターン生とか受入れてお

りますけれども、今、大学生から、すごく衝撃

でしたということを言われました。

また、今コロナ禍の中で、学生はオンライン

授業などが中心になって、非常にストレスがた

まる状態であると、学生からも聞いています。

昨年から、もう1年半ぐらいコロナ禍で、「今、
どう」と聞いても、「第5波でまたオンライン
になった」とか、そういった話を聞いています。

中には、県外の出身者もいたりして、「すごく

寂しい、つらいです」というようなことも聞き

ました。

そこで、この事件を踏まえて様々な視点にお

いて、私自身、県内の学生の今の心身の状態を

すごく心配したところでございますが、県立大

学生のこれまでの心身のケアにどのように取り

組まれてきたのか、ご答弁をお願いいたします。

【門池学事振興課長】 先ほど山田(朋)委員にも
ご答弁差し上げたんですけれども、県立大学に
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おいては、大学に保健師さん、臨床心理士さん、

それから学校医というのがおりまして、そこで

相談体制をとっているところでございます。

やり方としては対面であったり、あと、メー

ルであったり、そういうことで相談できるよう

になっておりまして、そこで一応対応をやって

いるところでございます。

相談件数なんですけれども、ここ数年増加傾

向にありまして、先ほど中村(泰)委員がご指摘
のとおり、コロナ禍で、今、ご相談が増えてい

るような状況でございます。

【中村(泰)委員】 ただいま相談件数については、
増えているというご報告でしたけれども、具体

的にもし数が分かれば、教えていただきたいん

ですが。

【門池学事振興課長】数については、相談件数

は、昨年が全体で1,187件ございまして、令和3
年度は、それをちょっと上回るようなペースで

進んでいると聞いているところです。

【中村(泰)委員】 令和2年で1,189件、これは県
立大学での数字だと思います。すごく多いなと

という認識ですが、要は、昨年同時期において

増えているということだと理解いたしまして、

なかなか数字が、今出せないということですけ

れども、昨年同時期の割合で結構ですので、ま

た追ってお示しいただければと思います。

やはりコロナ禍で学生の生活が変化をしたと。

この事件を踏まえてというのは、ちょっと適切

な部分ではないところも正直あるんですけれど

も、やはり大学生の状況が、過去とは違うとい

うことを、やはり私自身この事件ですごく感じ

ましたので、改めて学生のケアに努めていただ

ければと思います。

最後の質問に移ります。

県立大学と県とのオープンイノベーションに

ついてでございます。

今議会、一般質問において私自身、県と長崎

大学のオープンイノベーションの取組について

質問をいたしました。県と長大のオープンイノ

ベーションは、昨年の7月に公表をされて、今
も継続して取り組んでいます。

そこで同様に、県が設置者である県立大学と

のオープンイノベーションを対外的に宣言して、

今後取り組んでいく必要があると私は考えます

が、そのお考えも含めてご答弁をお願いいたし

ます。

【門池学事振興課長】県立大学の研究シーズに

ついては、ホームページで公表しているという

のもございますし、あと、地域連携センターと

いうのを大学内に設けておりまして、その中で

企業とか自治体といったところと大学の研究者

をつなぐ窓口として共同研究の推進を実施して

おります。

それからあと、イノベーションジャパンとい

う展示会が毎年あっているんですけれども、そ

の展示会に出展をして、県立大学のシーズを紹

介して、新たに連携をつなげるような取組を行

っております。

それからあと、県と産業振興財団が主催して

いる産学官金連携サロン、こういったものにも

参加をしておりまして、その中で共同研究につ

なげる取組もやっているところでございます。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。
今いただいた答弁は、今の取組状況で、決して

取組状況をお伺いしたわけではなくて、県と長

大がオープンイノベーションをやるということ

で宣言をされたんですね。そこで実際、その中

で取り組んでいることなので、そういうように

単発的に何か、これまで当然、企業との共同研

究というのは、どの大学でもやっていることな
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ので、単発的な動きではなくて、長大とオープ

ンイノベーションをやると宣言をして、今実施

をしているので、そういった取組をしてはどう

かということでお伺いをしたんですが、もう一

度ご答弁いただけないでしょうか。

【門池学事振興課長】県としましても、こうい

う中期目標で県立大学は地元貢献、地域貢献と

いうところを掲げておりまして、それについて

は非常に重要と考えております。

そういった大学の知見を産業振興等に役立て

ていただきたいと考えているところでございま

すけれども、今、情報セキュリティの産学共同

センターというのを建設しておりまして、その

中で共同ラボ等を活用して、企業と大学の研究

者や学生、そういったところの交流を行うよう

にしておりますので、そういったところで、情

報分野の産学官連携、イノベーションにつなが

るような取組ができるのではないかと考えてい

るところです。

【中村(泰)委員】 産業労働部と話をした時に、

県が長大と連携をしてオープンイノベーション

をやると宣言をしたと。では、それを今後は県

立大学であるとか、総科大学であるとか、そう

いったところと、また広げてやるといったよう

な話も聞いておりますので、産業労働部とそこ

は改めて連携をしていただいて、県立大学のい

ろんな、情報だけではなくて、文系の学部の者

もそうですけれども、連携をお願いしたいと思

います。

最後ですけれども、こちらは「研究シーズ集」

というのがございまして、県議会の方にもこれ

を配付いただいたところでございます。この「研

究シーズ集」を読んでいくと、すごくわかりや

すく、どういった先生がどういう学問をしてい

て、それがどのように世の中につながっていく

のかというのを示していただいておりますが、

しかしながら、議員に配付するのとともに、や

はり世の中の企業の皆さんにこれをお渡ししな

いといけないということを感じたところであり

ますが、その配付している状況と、今のこのシ

ーズ集がどのように生かされているのか、ご答

弁をいただけないでしょうか。

【門池学事振興課長】配付の状況については把

握しておりませんけれども、先ほどご答弁した

とおり、ホームページで公表しているというの

と、それから、地域連携センターでそういうＰ

Ｒをしているというところがございますので、

一定そういうところは、大学としても広げる取

組というのは実施をしているところでございま

す。

実際に、このシーズの中から実用化されたよ

うな取組というのが、例えばびわの葉とかツバ

キの葉を使った健康茶の開発であったり、あと、

コンブを使った健康食品であったり、あと、長

崎市の路面電車の低床車の運行情報の提供サー

ビス、「ドコネ」と言うんですけれども、そう

いったのが実用化された例としては挙げられる

と考えております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。もっ
とそれを広めていくためには、やはり産業労働

部との連携が必要だと思いますし、そのために

やはりオープンイノベーションをやるというこ

とを対外的に示して、企業の皆さんに、まずは

ホームページに掲載するところから始まるべき

ですし、これを県内の多くの企業の皆様が認知

していただいて手に取っていただいて、先生に

アクセスするような、そういった状況まで、ぜ

ひとも産業労働部と連携をしてつくっていただ

きたいと要望して、質問を終わります。

【浦川委員長】 ほかに質問はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】質問がないようですので、以上

で質問を終了いたします。

次に、「私学助成の充実強化等に関する意見

書（案）」提出の提案を受けておりますので、

事務局より文案の配付をお願いします。

〔意見書（案）配付〕

【浦川委員長】 それでは、私の方から意見書

（案）提出についての提案、趣旨説明をいたし

ます。

私学助成の充実強化等に関する意見書（案）。

私立学校は、時代や社会の要請に応じた特色

ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割

を果たしております。

少子高齢化が進行する中で、時代や社会の変

化に対応できる能力や問題解決を身に付けさせ

る必要があり、教育環境の整備が最重要課題と

なっております。

公教育の一翼を担う私立学校が、新しい教育、

特色ある教育を提供するためには、多大な予算

が必要となっており、少子化等による生徒数の

大幅な減少もあって、私立学校の経営は厳しい

状況であります。

若者の県外流出など人口減少に歯止めをかけ

ることは本県が抱える喫緊の課題でもあります。

県内就職割合が高い私立高校は、地域における

若者定着に大きな役割を果たしております。

私立学校が、将来を担う優れた人材を育成す

るためには、財政基盤の安定が必要不可欠であ

り、よって、政府及び国会におかれては、私立

学校教育の重要性を認識し、教育基本法第8条
の「私立学校教育の振興」を名実共に確立する

ため、現行の私学助成にかかる国庫補助制度を

堅持し一層の充実を図るとともに、公教育の新

たな基盤となるＩＣＴ環境の整備充実や学校施

設耐震化への補助拡充、私立学校の保護者の経

済的負担の軽減のため、私学支援制度の拡充強

化を図るよう要望する。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

それでは、ただいまご説明いたしました「私

学助成の充実強化等に関する意見書（案）」に

ついて、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】 それでは、意見書（案）の提出

について、採決を行います。

本提案のとおり、意見書（案）を提出するこ

とにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「私学助成の充実強化等に関する意

見書（案）」については、提出することに決定

されました。

なお、体裁の修正等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

以上で意見書の審査を終了いたします。

暫時休憩します。

― 午前１１時３７分 休憩 ―

― 午前１１時３７分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、次に、総務部関係の審査結果につ

いて整理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午前１１時３８分 休憩 ―
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― 午前１１時３８分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。

午後は、教育委員会の審査をいたします。

それでは、午前中の審査はこれにとどめ、し

ばらく休憩します。

午後は、1時半から委員会を再開します。

― 午前１１時３９分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【浦川委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

なお、ごう委員から、所用により本委員会へ

の出席が遅れる旨連絡があっておりますので、

ご了承お願いいたします。

これより、教育委員会関係の審査を行います。

【浦川分科会長】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します。

【平田教育長】教育委員会関係の議案について、

ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第110号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予
算（第11号）」のうち関係部分であります。
予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料 教育委員会をお開きください。

繰越明許費について、ご説明いたします。

島原高校ほか2校のエレベーター棟増築等工
事において、エレベーター取付技術者の確保の

見込みが立たず、年度内に適正な工期を確保す

ることが困難になったことから、校舎等整備費

1億8,502万3,000円について繰越明許費を設定

しようとするものであります。

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。

【浦川分科会長】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。

【堀江委員】これは必要な工事だと思っておる

んですが、繰越しとなった理由として、今、教

育長が述べられたところですけれども、一つは、

エレベーター取付技術者の確保、この確保につ

きましては、例えばこの確保がまずあるのかど

うかということと、それによって適正な工期に

なってくるわけですが、エレベーター取付技術

者の確保について、今、９月ですけれども、こ

の見通しについては、現状どうなんですか。

【日高教育環境整備課長】エレベーター取付技

術者につきましては、営繕課の方から確認して

もらっておりますけれども、この技術者は、西

日本エリアとか東日本エリアとかで、エリアを

中心に回っているという専門の技術者でござい

ます。ですから、今回年度末まで、３月末まで

の工事がそれぞれのメーカーが、技術者がもう

詰まってしまっているというような状況でござ

いますので、繰越しをいただいて、その後技術

者を確保したいと考えております。

【堀江委員】そうしますと、確保の見通しも、

来年の３月、年度内にできないということであ

れば、年度が変われば、まず、エレベーター取

付技術者の確保の見通しは立ちますか。

【日高教育環境整備課長】他のエレベーター工

事等が年度末、３月末までの工事が大変多いと

いうことで聞いております。４月以降について

は、技術者の方は融通というか、回すことがで
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きるということで伺っております。

【堀江委員】分かりました。以上です。

【浦川分科会長】ほかにありませんか。

【麻生委員】同じ趣旨かもしれませんけれども、

普通、繰越明許なんていうのは、大体12月とか
2月の議会なりに出るのが本当かなと思いまし
たけれども、9月に出てきているので、今内容
を聞きましたけれども、交渉がちょっとどうだ

ったのかなと思っているところなんですよ。

今、エレベーターメーカーも、東芝とか日立

とか数社ありますけど、こういうことで入札が

企業としてもあるんですけれども、全社そうい

う状況だったことであれだと思うんですけれど

も、実際、応札される企業は大体どのくらいあ

るのか、そして、今、各メーカーからヒアリン

グされている状況を教えてください。

【日高教育環境整備課長】実際に応札するのは、

県内の建設業者でございます。その建設業者が

それぞれのエレベーターメーカーと交渉して技

術者を派遣していただくことになると思ってお

ります。

【麻生委員】 県内の事業が結構、今、多くあっ

たりとかしているので、限られた成り手を含め

てあるのかなということでありますので、逆に

言えば、繰越明許されて、しっかりと状況の中

でやってもらうような形で展開してもらえれば

と。

現場としては、やっぱりバリアフリー関係に

ついて、障害者の関係もあるでしょうから、年

度初めから、やっぱり生徒が入ってくる話の中

で設定して上げられた話でしょうから、そこに

ついてはしっかりとまた、工期の確保をお願い

したいと思います。

以上です。

【浦川分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川分科会長】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〕

【浦川分科会長】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110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〕

【浦川分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第110号議案のうち関係部分につい
ては、原案のとおり可決すべきものと決定され

ました。

【浦川委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

教育委員会においては、今回、委員会付託議

案がないことから、教育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、その後、

事前通告された「その他所管事項一般」につい

ての質問を行い、最後に意見書審査を行います。

教育長より所管事項説明をお願いします。

【平田教育長】教育委員会関係の議案外の報告

事項について、ご説明いたします。

文教厚生委員会関係説明資料 教育委員会の

1ページをお開きください。
（契約の締結の一部変更について）

令和2年9月定例会で可決された「長崎県立長
崎図書館郷土資料センター」（仮称）新築工事

の契約の一部変更について、地方自治法第180
条の規定に基づく軽易な事項として専決処分さ
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せていただいたものであります。

内容は、仮設通路の整備の追加等により、請

負代金額を6億8,035万円から795万5,200円増
額し、6億8,830万5,200円に変更したものであ
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。

1ページ中段をご覧ください。
（障害者雇用について）

県教育委員会における障害者雇用率について

は、本年6月1日時点では2.12％となっており、
昨年の2.07％から0.05ポイント改善したものの、
法定雇用率2.5％を下回っております。
障害者雇用については、教職員の採用枠拡大

の見直しや、本庁及び特別支援学校において知

的障害のある方の雇用及び訓練を行う「ワーク

サポートオフィス」、「ワークサポートグルー

プ」の設置などの取組を行っておりますが、法

定雇用率達成に向けて、今後とも障害者雇用の

推進に積極的に取り組んでまいります。

（全国学力・学習状況調査の結果について）

本年5月27日に、小学校6年生、中学校3年生
を対象に、国語、算数・数学の全国学力・学習

状況調査が実施され、その結果が、去る8月31
日に文部科学省から公表されました。

本県の正答率は、全国平均と比べて、小学校

では国語、算数ともに2ポイント、中学校では
国語が2ポイント、数学が1ポイント下回りまし
た。

今回の調査結果で明らかになった内容として

は、問題を正しく読み取り、複数の情報から必

要な情報を選択したり関連づけたりすることや、

それらを基に自分の考えをまとめ表現すること

に課題が見られました。

また、児童生徒の生活の様子等に関する質問

紙調査からは、道徳性について継続的に高い傾

向が見られるとともに、社会への貢献や、地域

行事への参加に肯定的な回答をした児童生徒の

割合は、小・中学校ともに全国平均より高く、

地域や社会へ積極的に関わろうとする意識の高

さがうかがえます。

県教育委員会では、今回の結果を踏まえ、本

県児童生徒が自らの進路を実現するための学力

を身に付けることを目指して、教職員一人一人

の指導の改善等に役立てることができる研修の

実施や、学校の実態に応じた支援を行うための

学校訪問など、実効性のある学力向上対策を推

進してまいります。

（プログラミング教育の充実について）

高等学校では、令和4年度から実施される新
学習指導要領において、プログラミング教育を

含む「情報Ⅰ」が必履修科目となるなど、教科

「情報」を指導する教員の指導力向上と生徒の

情報活用能力の育成が求められております。

まず、教員の指導力向上につきましては、令

和2年度から科目「情報Ⅰ」の実施に向けた教
員研修を実施し、令和6年度までに教科「情報」
を担当する全ての教員が受講することとしてい

ます。また、今年度から長崎県立大学情報シス

テム学部と連携し、学校長の推薦を得た教員を

対象とした「情報エキスパート教員養成研修」

を実施し、今後教科「情報」の指導を中心的に

担う教員の育成を図っております。

生徒の情報活用能力の育成については、長崎

大学及び産業界と連携し、ＩＴ人材の育成を目

的としたプログラミング講座及びコンテストを

令和元年度から実施しており、今年度は、7月
27日から30日までの4日間、「バーチャル・リ
アリティコース」と、「ロボット制御コース」

の2つの講座を、公私立13校から30名の高校生
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が受講しました。また、8月6日にはコンテスト
を開催し、研究成果の発表及び表彰を行うとと

もに、情報関連学部を持つ県内大学による学部

説明及び長崎県情報産業協会による講話を実施

しました。

今後も、教員の資質向上と生徒の学びの場の

確保の両面から情報教育の充実を図ってまいり

ます。

4ページ中段をご覧ください。
（長崎県立長崎図書館郷土資料センターについ

て）

令和2年10月から工事を進めてまいりました
長崎県立長崎図書館郷土資料センターは、10月
5日に竣工を予定しており、竣工後は事務室等
の移転や資料の配架など開館に向けた作業を経

て、令和4年3月27日に開館することとしており
ます。また、開館前日の3月26日には、開館を
記念する式典を開催するほか、県民の皆様を対

象とした記念講演会などのイベントも実施する

予定です。

当センターが、郷土についての学びを深め、

故郷長崎への愛着と誇りを持っていただく図書

館として、より多くの県民の皆様にご利用いた

だけるよう、引き続き、準備に万全を期してま

いります。

（水中考古学体験講座の実施について）

県教育委員会では、今年度から「水中文化遺

産保存活用推進事業」として、県内に所在する

水中遺跡の分布調査と、水中遺跡保護に携わる

人材の育成を目指して、松浦市鷹島において、

全国の大学生や自治体職員を対象とした体験講

座に取り組んでおります。

今年の体験講座は、船上見学や保存処理施設

見学、陸上踏査のほか、専門家による講義を8
月23日から25日までの3日間の日程で開催する

予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、オンラインによる開催に変更し、

講義のみを実施いたしました。定員30名に対し、
37名が参加し、日本及び世界の水中考古学の現
状や、鷹島海底遺跡をはじめとする水中遺跡の

調査について理解を深めました。

実際に鷹島を訪れていただくことはできませ

んでしたが、水中考古学に対する関心度の高さ

がうかがえたほか、鷹島海底遺跡の知名度向上

に取り組むことができたと考えております。

今後は、引き続き、壱岐、対馬地区の水中遺

跡の分布調査に取り組んでまいります。

7ページ下段をご覧ください。
（教職員の不祥事について）

本年5月、顧問である野球部の部活動指導に
おいて、練習開始時間になっても練習に参加せ

ず、部室にとどまっていた生徒11名を、1時間
25分もの間、外から鍵をかけ部室内に閉じ込め
た行為を行った中学校教諭、及び6月に部活動
において生徒の顔を拳と平手で殴る体罰を行い、

生徒の保護者からの連絡で体罰が発覚した後、

生徒に対して不適切な発言を行った県立高等学

校職員に対して、7月29日付けで懲戒戒告処分
といたしました。

また、7月25日に佐賀県唐津市から壱岐市に
向かうフェリーの男子トイレ個室内で、県外の

男子中学生をスマートフォンで撮影しようとし

たとして、壱岐市内の小学校事務職員が長崎県

迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されまし

た。当該案件につきましては、今後、事実関係

を慎重に確認のうえ、厳正に対処してまいりま

す。

県内の教育関係者が総力を挙げて不祥事根絶

に向けて取り組んでいる最中、教職員によるこ

のような不祥事が発生したことは、県民の学校
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教育に対する信頼と期待を裏切るものであり、

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。

今後も、管理職員を含め、全ての教職員に対

して、児童生徒の教育に携わる職にあることの

自覚を厳しく促し、不祥事を我が身に置き換え

て考えさせ、使命感や倫理観の高揚、服務規律

の徹底を図るとともに、すべての教育関係者と

連携し、不祥事根絶と信頼回復に向けた実効あ

る取組の推進に全力を傾けてまいります。

文教厚生委員会関係説明資料追加1の1ペー
ジをお開きください。

（第二期長崎県特別支援教育推進基本計画の策

定について）

本県の障害のある子どもの教育のさらなる充

実に向けて、これまでの取組の成果と課題を検

証し、中・長期的な視点に立って計画的に特別

支援教育を推進していくため、令和4年度から
概ね10年間を計画期間とする「第二期長崎県特
別支援教育推進基本計画」を、このたび策定い

たしました。

本基本計画は、「特別支援学校の環境整備と

教育の充実」、「幼稚園等、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校における特別支援教育

の充実」、「特別支援教育に携わる教職員の専

門性の向上」、「関連する諸課題への対応」の

4項目について、県教育委員会としての基本方
針や施策の方向性を示しております。

今後、本基本計画に示した方向性を踏まえ、

令和4年度から取り組む具体的な施策を定めた
実施計画を策定し、特別支援教育の着実な推進

を図ってまいります。

そのほか、高校生の活躍について、「しま」

の未来を担う子どもの育成について、子どもた

ちの文化活動について、スポーツにおける活躍

についての内容については、文教厚生委員会関

係説明資料に記載しているとおりでございます。

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。

【浦川委員長】以上で説明が終わりましたので、

次に、陳情審査を行います。

事前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。

審査対象の陳情番号は、41、43、49、52、
53、56、58、60、61、63となっております。
陳情書について、何か質問はありませんか。

【麻生委員】要望関係について、お尋ねしたい

と思います。

南島原、島原もそうでしょうけれども、要は

校舎とか建物について、老朽化を含めた要望が

上がっているんですけれども、改めて県として

の補助金関係の申請については、聞いておいて

いただきたい話があるんですけれども、ぜひ教

育関係の改善をお願いしたいなと。

以前、木質化の関係で視察をした時があった

んですけれども、各市が独自に体育館の改修だ

とか、教室の改修を木質化を通してやっている

ところがあったんですけれども、既存の状況も

あるかもしれないけれども、いろいろな補助金

を使って改修ができないかなと、そういう取組

をしているところも先駆的にありますので、ぜ

ひ検討してもらえればなと思っているところで

あります。

学校施設環境改善交付金という形で出ていま

すけれども、各市町の取組で独自の取組ができ

ないか、ぜひ研究もしてもらいながらと思って

いるところでありますので、具体的に回答くだ
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さいということではなくて、ぜひ研究していた

だいて、いろいろ取組があれば、各市町に、検

討してもらった形を紹介してもらうということ

ができればありがたいなと思っておりますので、

この形について、また後で資料、私も準備でき

ると思いますので、紹介したいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。以上です。

何かその点についてありましたら。ないです

よね。（「はい」と呼ぶ者あり）いいです。

【浦川委員長】 ほかに、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】ほかに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。

暫時休憩します。

― 午後 １時４９分 休憩 ―

― 午後 １時５１分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日の委員会はこれまでにとどめ、

明日10時より委員会を再開したいと思います。
本日は、お疲れさまでした。

― 午後 １時５２分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月２８日

自  午前１０時００分

至  午後 ０時２６分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 浦川 基継 君

副委員長（副会長） 中島 浩介 君

委 員 中山  功 君

〃 徳永 達也 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 麻生  隆 君

〃 山下 博史 君

〃 中村 泰輔 君

〃 千住 良治 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

教 育 長 平田 修三 君

政 策 監 島村 秀世 君

教 育 次 長 林田 和喜 君

総 務 課 長 桑宮 直彦 君

総 務 課
県立学校改革推進室長

松山 度良 君

福利 厚生室 長 吉田 和弘 君

教育環境整備課長 日高 真吾 君

教 職 員 課 長 上原 大善 君

義務教育課長 加藤 盛彦 君

義務教育課 人事管理監 大場 祥一 君

高校教育課長 狩野 博臣 君

高校教育課 人事管理監 田川耕太郎 君

高 校 教 育 課
ＩＣＴ教育推進室長

岩坪 正裕 君

特別支援教育課長 宮﨑 耕二 君

児童生徒支援課長 安永 光利 君

生涯学習課長 山﨑 由美 君

生涯学習課企画監 山﨑 賢一 君

学芸文化課長 草野 悦郎 君

体育保健課長 松﨑 耕士 君

体育保健課 体育指導監 岩橋 英夫 君

教育センター所長 立木 貴文 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時００分 開議 ―

【浦川委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

昨日に引き続き、教育委員会関係の審査を行

います。

事前通告されたその他所管事項一般に対する

質問を行うことといたします。

質問はございませんか。

【中山委員】 9月16日、5工業高校による世界
一プロジェクトの工業高校の課題についてとの

質問をいたしましたが、その中で課題として県

内就職率の問題と、もう一つは、社会や産業の

構造が大きく変化している中にあって、産業界

とのつながりを持ちながら、さらに、教育内容

の転換を図っていくことが今後の課題であると

発言しておりまして、就職の件も産業界のこと
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に関連しますので、まず、産業界とのつながり

の現状と今後の取組をどのように考えているの

か、まずこの辺からお尋ねしたいと思います。

【狩野高校教育課長】工業高校と産業界のつな

がりですが、幾つかの形態がございます。

まず、工業高校と関係団体及び県が連携して

実施しているものとして、長崎県工業連合会の

会員企業などでのインターンシップ、また、こ

れは土木部の事業ですけれども、建設工事現場

の見学であるとか、本課の事業として産業エキ

スパートセミナー事業ということで、民間企業

から講師を招聘し、講義をいただいています。

また、5つの工業高校間での連携というのもご
ざいます。学校ごとに、例えば長崎工業と企業

との連携とか、造船所から技術者を招いて年間

30時間ほど授業していただけるという状況も
あります。

産業界との連携についての概要は以上でござ

います。

【中山委員】現状と課題ですから、それによっ

てどのように取り組んでいくのかということを

申し上げてもらわないことには話しにくいんで

すがね。

【狩野高校教育課長】これまでの産業界と学校

との連携は、出口、就職の支援という意味合い

が強かったんですけれども、今後は、大きく時

代は変化しているという意味もありまして、教

育の中身、開発とか、研究とか、技術とか、そ

ういった教育の中身の連携というのを進めてい

かなければいけないだろうと思っています。

また、今求められている人材というのも変わ

ってきているのではないかと思っています。産

業界が求めている人材と学校で育成しようとし

ている人材、この両者でよく協議をしながら今

後の人材育成に努めていかなければいけないと

いうことも課題だろうと認識をしております。

【中山委員】 その中で、今、工業連合会の会員

と、例えば長崎工業と単校で協定を結んでいる

という話がありました。

そこで、県内の5校の県内就職を見た時に、
結構ばらつきがあるんだろうと私は考えていま

す。そうすると、これをどう引き上げていくか

とした場合、やはり企業と単・単で結ぶのもい

いと思うけれども、長崎工業とか、長崎におる

人は非常に優位性が出てくるわけよね。しかし

ながら、島原工業とか、農業地帯というか、半

島地域というか、この辺についてはなかなか結

びにくいんですね。

そういうことで話をしたように、工業連合会

と、例えば単校で結ぶのではなくて、5校で連
携協定を結んで、5校と一緒に結ぶことによっ
て島原工業も使えるし、長崎工業も使えるし、

大村工業も使えるんですよね。そういう形で一

体的な形で協定を結んだ方がインターンシップ

をはじめ、幅広くやりやすいし、そのことが県

内就職に関わってくるんだろうと思います。そ

れについて何かご意見ございますか。

【狩野高校教育課長】これまでも長崎県の工業

連合会と学校が連携していろんな事業を展開し

てまいりましたけれども、委員のご指摘のとお

り、地域によっては他地域の就職の状況等がわ

からないというのが確かに課題でございました

ので、5つの工業高校と連合会が一体となって
就職支援を行うというのは一つの考え方だろう

と思っています。

連携というのは、一つは、お互いがウィン・

ウィンにならないといけないということもござ

いますし、また、双方が何のためにやるかとい

うこともきちんと目的を明確にした上で、今後、

5工業高校と連合会との連携については前向き
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に考えてまいりたいなと思っています。

【中山委員】 ぜひ5校と連合会と協定を結んで、
それを一つの弾みにしていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。

次に、「グローバル化等に対応する人材の育

成を図ってまいりたい」と、こういう答弁をし

ているんですよ。このグローバル化等に対応す

る人材の育成について、これまでどのような実

績があるのか。そして、今後、これに対してど

ういう取組をしようとしているのか、これにつ

いてお尋ねしたいと思います。

【狩野高校教育課長】これまで県の事業として

工業高校生がヨーロッパで研修したという例も

あります。また、2年ほどコロナでできていな
いんですけれども、長崎工業の生徒がベトナム

に行って研修をさせていただくということもや

っています。

グローバル人材というのは、いろんな定義が

あるだろうと思っています。今、ボーダレスな

時代になりまして、長崎の産業というのは、決

して長崎だけで完結するものではなくて、どこ

かでは世界とつながっているんだろうと思って

います。ですから、これからのグローバル人材

というのは、決して海外で働くということでは

なくて、どこに行って働くにしても、一定、グ

ローバル人材としての素養は必要だと考えてい

ます。

汎用的な素養としては、チャレンジ精神とか、

主体性とか、協調性とか、もしくは順応してい

く力とか、場合によっては語学力も必要な場合

があるだろうと思っています。何といっても、

グローバル化がもたらしたものの一つは多様性

だろうと私は考えております。異なる文化とか、

異なる価値観とか、自分とは違うものとか人を

受け入れていく柔軟性、そして、コミュニケー

ションを取る力というのもこれから求められて

いくのではないかと思っています。

もう一つ申し上げると、多様性のある社会に

おいては、何よりも、自分らしさとは何だろう

かという自己の確立、自己のアイデンティティ

ーの確立が必要だろうと思いますし、その自己

というのは、当然ふるさとに根差しているわけ

であって、長崎県人としてのアイデンティティ

ーを確立していくということも、また必要では

ないかなと思っております。

【中山委員】先ほど課長からお話がありました

ように、多様化する人材をどうつくっていくの

か。また、自己のアイデンティティーをどうす

るかという問題であれば、先般お話ししました

ふるさと教育をしっかりやっていくということ

も、これにつながっていくと考えておりますの

で、そういう人材を輩出してほしいなと考えて

おります。

そこで、長崎工業高校がヨーロッパとかベト

ナムでやっているということは聞きましたが、

私に対する教育長の答弁の中で、学校間の連携

はやってないというような話をされたと思いま

す。例えば、長崎工業とドイツの工業高校との

交流関係だと思いますが、今後、世界と結びつ

くためには、同じ年代の人が、どのような勉強

をしているのか、どういう活動をしているのか。

そうすると、工業高校同士の連携というものを

今後は考えていく必要があろうし、行かなくて

もオンラインでもやれるわけですね。ぜひそう

いう形に間口を広げてもらえばいいのではない

かと思いますが、いかがでございましょうか。

【狩野高校教育課長】今後、社会で生きていく

生徒は、国際的な感覚とか発想というのは、必

ず必要だろうと思っています。そういう意味で

は、委員からおっしゃっていただいたとおり、
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ハイスクールなのか、カレッジなのかというの

は、ちょっとわからないですけれども、海外と

の何らかの連携というのは、これから進めてい

かなければいけないところだろうと思っていま

す。

今、ＩＣＴの活用も進んでおりますので、現

地に行かなくてもできることはあるだろうと思

いますので、今後、工業高校の校長等とも話を

しながら、また検討してまいりたいと考えてお

ります。

【中山委員】ぜひ検討して実現するように要望

しておきたいと思います。

そこで、この前の答弁の中で、「教師自身が

世界の動きを捉えることが重要と考えている」

という教育長の発言があっています。これは、

まさにここが一つの肝だと思うんですよ。

それで、これに対する何か具体的な取組はあ

ってますか。

【狩野高校教育課長】 おっしゃるとおり、今、

社会、産業界が大きく変わっていますので、そ

の現状を生徒に伝えていくというのが教員の役

割として大きいだろうと思っております。

今後考えていますのは、以前、内地留学とい

う制度がございました。これは夏季休業等を利

用して、1週間程度、企業で研修する制度です
が、今、それがもうなくなっていますので、教

員が現地に出向いて研修をしていく機会をもう

一度設けていきたいということを考えておりま

す。

【中山委員】ぜひ国内、国外を含めて現地留学

ですね、これはすばらしいことだと思いますの

で、こういう活動を地道に積み上げていく必要

があるし、そこで体験したことを生徒に直接伝

えていくということは非常に効果が高いと思い

ますので、ぜひひとつそういう形で進めてほし

いと思います。

そこで、私はいろいろ尋ねましたけれども、

あと2点聞きたいんですが、一つは、グローバ
ル化等に対応するに当たって国際交流を含めて

やっていくためには、主管工業高校、5校の中
でリーダーをしている主管高校の校長の姿とい

うか、校長道というか、そしてまた、今後の取

組に当たっての資質、能力についてどのように

考えているのか、お尋ねしたいなと思います。

【狩野高校教育課長】部会長というのは、多く

の工業高校の教員を束ねていくという立場でご

ざいます。工業校長会を主催したり、工業高校

の諸課題に対して指針を示したり、また、いろ

んな意見を吸い上げて、その意思統一を図った

りという重要な立場でございます。

まず、どのような人材がふさわしいと考えて

いるかと申しますと、教諭としてのキャリア、

そしてまた、既に校長としてのキャリアを一定

積んで実績があって、そして誰もが納得するよ

うな教職員との信頼関係を築けるような人物が

適任かと思っています。また、組織をまとめて

いくリーダーシップも必要でしょうし、工業教

育の今後の指針を示さなければいけませんので、

大所高所から物事を考えて判断していく、また、

職員に伝えていく言葉を持っている人が適任か

と思っています。

また、委員からも冒頭話がありましたとおり、

産業界もしくは行政とか、高等教育機関とか、

これからは学校自前主義の教育というのは、も

うあり得ないだろうと思っておりますので、い

ろんなところと連携していけるようなマネジメ

ントができる人物というのが適任かと考えてお

ります。

【中山委員】 総論的な答弁でありましたので、

なかなかイメージが沸きにくいんですが、一つ
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の例として、今後、校長としてリーダーになる

ためには英語は最低話せる必要がある、英語力、

それと併せて民間人校長、民間人を再度登用し

て、工業高校の活性化を図る考え方はないか、

お尋ねしたいと思います。

【狩野高校教育課長】一つは、学校というのと、

また、職業訓練校というのは違うんだろうと思

っております。学校というのは、ただ、技術と

か知識を習得させるだけではなくて、工業教育

を通じて個々の生徒の資質、能力を伸ばしてい

く、個性を伸ばしていくというトータルの人間

教育を行っているところでございます。学校教

育というのは、学習指導要領という文科大臣が

告示しているものに従いながら教育を行ってお

ります。

ですから、学校教育というものに精通してい

る者が適任ではないかなと私は考えているとこ

ろでございます。

【中山委員】今、学校ほど社会から離れておる

という話があります。やはり社会とどうつなが

っていくかということが一番重要な問題で、そ

の点からすれば、民間人が社会情勢に対して非

常に詳しいわけです。

そこで、すぐに民間人というわけにはいかな

いと思うので、何といっても基本的には校長の

資質としては情熱ですよ。情熱を持って起業家

精神を発現できるような、そういう先生を目指

してほしいと思うし、ぜひそういうことを期待

しておきたいと思います。起業家精神をどう子

どもたちに植えつけていくか。ぜひそういう形

で人選されるようにお願いしておきたいと思い

ます。

もう一つ、5工業高校による連携協定を締結
し、世界一プロジェクトを発足したらどうかと

いう私の質問に対して、「これまで職員で構成

しています工業クラブ連盟、あるいは工業教育

研究会等の形で協議を通して学校間の連携を図

っている」ということでありましたから、これ

を正直に読むと、十分に連携を取っているので

協定まで必要ないと読めるんですけれども、そ

れはそれとして、これをさらに世界とつなげて

いくために強化していくことが大事だと考えて

いるわけであります。

その上で、現在、学校連絡協議会というのが

ありますね、校長先生が構成しているのが、年

に2～3回やっていると思います。これを発展的
に解消して、世界一プロジェクト協議会、こう

いう形で、要するに世界とつながるための人材

育成をどうしていくのか、こういう切り口で発

展的につくり上げたらどうかと考えております

が、いかがでございますか。

【狩野高校教育課長】現在、学校連絡協議会で

あるとか、もしくは工業教育研究会とか、工業

クラブ連盟とか、様々な組織があります。その

組織の中でいろんな活動をしているという実態

がございます。

今おっしゃったとおり、これからの人材の育

成というのは、当然、グローバルということを

抜きに語れないものがあります。そして、一高

校ではなくて、やっぱり5工業が連携しながら
というのも必要かと思っております。発展的解

消がどうかというのは、また工業高校の校長と

もよく話をしながら進めてまいりたいと思って

おります。実際、8月下旬には、平田教育長、
林田教育次長、私が入って工業の校長と意見交

換をいたしました。まだキックオフの会議でご

ざいまして、ブレインストーミング的なものだ

ったんですけれども、今年度もまたさらに1回
か2回、実施いたしますので、そういった中で
今後の工業教育の在り方、また、おっしゃった
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とおり研究会の在り方について協議をしてまい

りたいと考えております。

【中山委員】教育長も就任早々出向いて工業高

校の在り方を校長から聞くなり、そして、考え

方を述べ合ったということは、大変ありがたい

し、今後ともやるということでありましたから、

ぜひ実りあるものにしてもらいたいなと考えて

おります。

グローバル人材も大事ですけれども、私流に

言えば、グローカル人材がもっと長崎に必要で

はないかという気がしておるわけでございます。

私がここまで言うのは、高校生は金の卵とか

言われておりましたけれども、さらにこれをレ

ベルアップして、私に言わせればダイヤモンド

の卵が長崎には3,000人から4,000人近くいる
んだぞ、このようになってくると、やはり長崎

の弱点である製造業、世界で一流の製造業を長

崎に誘致することによって雇用が発生し、若者

の県内定着につながっていくのではないかと考

えておりますので、そういう意味からしまして、

長崎県の将来の在り方を含めて、ぜひとも世界

につながっていく工業生を育成していただきま

すように要望して、質問を終わります。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【堀江委員】私も通告に基づいて質問したいと

思います。

最初に、性別で分けない名簿について、公立

小学校、中学校について質問いたします。

6月定例会で、「本年度の性別で分けない名
簿の使用状況につきましては、7月に取りまと
めができないか」という答弁があったと記憶を

しております。今年度の使用状況がわかってお

りましたら答弁をお願いいたします。

【加藤義務教育課長】本年度の公立小中学校の

性別で分けない名簿の使用状況につきましては、

小学校が91.5％、中学校が88.7％となっており
ます。昨年度と比較いたしますと、小学校は約

12ポイント、中学校は約15ポイント増加した状
況でございます。

【堀江委員】 その中で小学校、中学校が100％
の自治体は、今年度はどれくらいと理解したら

いいですか。

【加藤義務教育課長】 小学校、中学校で100％
の学校が使用しております市町は、15市町とな
っております。昨年度から7市町増加という状
況でございます。

【堀江委員】そこでお尋ねいたしますが、この

性別で分けない名簿については、その根拠とな

るのは学校長の判断ということで理解をいたし

ます。これまでもこういうやり取りの中で、そ

れぞれの学校長が判断をして、これは運用する

ということになっているわけです。

そこで、6月定例会で県立高校が100％になり
ました。その時に、なぜ100％になったのかと、
その理由についてどう考えるかという私の質問

に狩野高校教育課長は、「学校というのは、こ

れからの未来とか社会をつくっていく生徒たち

を育てていく場所でありますので、学校は社会

から閉ざされた空間では決してあってはならな

いと思っています。学校こそ、時代の空気であ

るとか、社会の風を積極的に取り入れる開かれ

た場所でなければならないと思っています。性

別で分けない名簿の使用が100％になったとい
うことは、同じ思いを各校の校長と共有できて

いるのではないかと思っております」と、こう

いう答弁がありました。

もちろん、公立小学校、中学校は、何度も言

うように、学校長の判断なんですが、県立高校

が100％になった、校長先生たちとその思いを
共有できた。その共有するという、ここの部分
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がとりわけ問われているといいますか、無理に

学校長に押しつけるということはあってはなら

ないけれども、時代の流れの中で、学校という

ものはどういう場所かということを、また改め

て共有するということも、今、とわりけ必要で

はないかと私自身は思っているんですが、現在、

公立の小学校、中学校は100％になっていない。
そのことを受けて学校長の判断である、そのこ

とを尊重しながら、教育委員会としてはどのよ

うに考えているのかということの答弁を求めま

す。

【加藤義務教育課長】今回、性別で分けない名

簿の使用状況が大きく増加した背景といたしま

しては、県立学校は100％実施しているという
状況やその背景にある社会と学校とのつながり

などの理解が進んだことが要因だと考えており

ます。

性別で分けない名簿の使用は、学習指導要領

や国の通知等で定められたものではないことか

ら、これまでもその使用については、市町の教

育委員会や校長先生方と協議をしながら、使用

について検討を促してきたところでございます。

新しい学習指導要領が目指す教育の根底には、

「よりよい学校教育を通じて、よりよい社会を

創る」という理念がございます。未来の社会を

創っていく子どもたちが性別に関わらず、それ

ぞれの力を発揮できる社会を創っていくために、

今の学校の教育環境はいかにあるべきか、この

ような議論の中で、性別で分けない名簿の使用

についても、引き続き、市町の教育委員会や校

長会と協議を進めていきたいと考えております。

【堀江委員】 今の答弁の中の性別に関わらず、

子どもたちがそれぞれ持っている能力をいかに

発揮させるか、そのために教育というのは必要

だという趣旨の答弁は、私もそれを了としたい

と思います。

いずれにしても、学校長の判断であるという

ことは理解をした上で情報を共有するというこ

とを丁寧に行ってほしいということを改めて要

望したいと思います。

2つ目に、全国学力テストについて質問いた
します。

教育長の説明の中で、今年度の調査結果で明

らかになった内容としては、「問題を正しく読

み取り複数の情報から必要な情報を選択したり

関連づけたりすることや、それらを基に自分の

考えをまとめ、表現することに課題が見られた」

と報告がありました。

そこでお尋ねですが、全国学力テストは、小

学校6年生、中学校3年生で実施されます。4月
あるいは5月に実施して、結果の分析はいつで、
その後どのように活用されるのか、まずここか

ら教えてください。

【加藤義務教育課長】 今回、全国学力・学習状

況調査につきましては、5月に実施がなされ、
その結果が届いたのが8月末でございました。
この結果を受けて、各学校では直ちに改善を進

めていくということになっておりまして、私ど

もといたしましても、この9月の間に市町の教
育委員会に、今回の調査から見られた課題を共

有してきたところです。

また、今回市町の教育委員会に伝えたことに

関しましては、それぞれの指導主事が教科の課

題、成果等について動画にまとめたものを提供

し、それぞれの学校で改善に使っていただくよ

うに取組を進めているところでございます。

【堀江委員】 5月にテストを行って、8月末に
結果が届いて、今、9月末にこの結果について
改善、そのための課題について改善を共有する

という段階ですね。そうしますと、当の子ども
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たち、小学校6年生または中学校3年生は、2学
期が始まったばっかりですけど、2学期の後半、
そして3学期、3学期はある意味、授業でどうこ
うというのは難しいと思うんですが、この数カ

月でいわゆる課題を克服するというのが可能な

のかという疑問があります。

もともと学力テストが実施された時に大きな

課題の一つとして、学力テストを受けた生徒た

ちの課題を改善できないまま、次の学年がその

課題をいわば受けるということになるのではな

いかという危惧がこれまで指摘をされたことで

もあります。

分析結果が活用できないのではないかと私は

思うんですが、そのことについて見解を求めま

す。

【加藤義務教育課長】確かに、実施から調査結

果が示されるまでは数か月の時間がございます。

例年であれば4月に実施いたしまして、8月の頭
にその結果が示され、その結果が示された際に

は、それぞれの子どもたちの個人票というもの

が届きますので、その個人票を基に保護者との

面談を行うなどして、その後の改善につなげて

いるというのが例年の状況でございます。ただ

し、本年度は新型コロナの感染状況に伴い、1
か月、この実施が遅れているという状況はござ

います。

ただ、9月から3月にかけて、小学校6年生、
また中学校3年生が卒業するまでの間に、何と
かして学力の状況を改善していく、これが学力

調査の大きなねらいの一つだと考えております

ので、個々への働きかけは、もう実際に学校で

取組が進んでいるところだと考えております。

【堀江委員】 5月に試験を実施して、8月末で
結果が分析されて、9月から課題を共有してい
くと、これは無理なのではないかと私は思うん

ですが、そのことについては、いやいや、個人

票を基に、とにかくテストを受けた学年の皆さ

んが課題の改善ができるようつなげていきたい

という方向で頑張っているんだという答弁があ

りました。

そこで、学力テストの過去の結果の総括とい

うのを5年ぐらい遡っていただきました。その
中で私が思いましたのは、本年度については、

先ほど申し上げたとおり、「問題を正しく読み

取り複数の情報から必要な情報を選択したり関

連づけたりすること、また、それらを基に自分

の考えをまとめ、表現することに課題がある」

という表現でしたね。

令和2年はちょっとできませんでしたので、
平成31年でいいますと、「問題を正しく読み取
り、複数の情報から必要な情報を選択したり関

連づけたりすること。また、それらを基に自分

の考えをまとめ、表現することに課題がある」。

平成30年はどうか、「複数の情報を読み取り、
必要な情報を取り出したり整理すること。また、

それらを基に自分の考えをまとめ、表現するこ

とに課題がある」。平成29年はどうか、「複数
の情報を整理しながら理解したり、自分の考え

をまとめたりすることについては、継続的な課

題がある」。

私は何が言いたいかというと、今年度の調査

結果で明らかになった内容、「問題を正しく読

み取り複数の情報から必要な情報を選択したり

関連づけたりして、それらを基に自分の考えを

まとめ、表現することに課題がある」という、

この結果の総括ということは、過去5年間に遡
った時に、もちろん、1字1字、言葉の表現は違
っても、同じような分野で課題として挙げられ

ているのではないかということに疑問を持ちま

した。
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つまり、いやいや、その年にやった子どもた

ちの課題は、その年にやっているよと言いなが

らも、これは毎年同じ結果が出るということは、

その子どもたち、年度が違う子どもたちが同じ

ような問題を抱えているということなのか。そ

れとも学力テストそのもので課題を見つけて、

それを改善するということが、なかなかうまく

いっていないのではないかと取るのか。

いずれにしても、5年間の結果の総括を見た
ら同じような結果が出ているのではないのか、

これで改善していると言えているのかという私

の疑問について、見解を求めます。

【加藤義務教育課長】学力調査の結果につきま

しては、個々の課題については、それぞれの学

習の状況において課題が示されますので、その

改善を図っているという状況でございます。

今ご指摘があった、例えば、文章を正しく読

み取る、複数の情報から必要な情報を取り出す、

情報を基に自分の考えをまとめ表現する、この

ような内容につきましては、大きな総括的な課

題として示しているものでございます。

特に、この課題につきましては、平成29年度
に新しい学習指導要領が告示された時期から4
年間、同じような内容の指摘をさせていただい

ておるところでございます。

これは、大きな教育改革の方向性として、質

の高い学びが求められており、そのメッセージ

として、この調査の中で示されている内容だと

考えております。

各学校においては、この大きなテーマに向け

て、教員の授業の在り方や子どもたちの学び方

の改善を進めているという状況でございます。

表現としては、このような課題が継続されて

おりますが、中身につきましては、具体的な改

善も進んでいる状況がございます。

例えば、本年度の小学校の国語科においては、

条件に合わせて書くという、複数の情報を取り

出す象徴的な問題がございます。この同趣旨の

問題につきましては、これまでなかなか本県の

児童は、全国平均に届かない部分もあったので

すが、今回は全国平均を越えているような趣旨

の設問も出てきております。

また、今回大きな改善といたしましては、こ

のようにいわゆる発展的な問題に関わる調査で

ございます。小学校において無答率、いわゆる

白紙回答の割合が減っているという状況がござ

います。

【堀江委員】丁寧な答弁をいただいているんで

すけれども、私の持ち時間があと5分ぐらいし
かないので、ごめんなさいね。

この問題については、学力テストそのもの、

それから、課題が同じような状況をどう捉える

かということについては、後日また改めて質問

したいと思っております。ごめなさいね。

もう一つ、夜間中学の設置について質問いた

します。

長崎県としては、夜間中学に関するニーズ調

査を行っていると理解をし、これまでも実施の

方向に向けて検討しているという議会の答弁を

行っているわけですが、夜間中学の設置につい

て現状をお示しください。

【狩野高校教育課長】 昨年度、ニーズ調査を

10月中旬から11月にかけて行いました。本県で
も一定、夜間中学で学びたいというニーズがあ

ることは、確認できました。

その結果につきましては、文書にて各市町教

育委員会に送付いたしました。そしてまた、オ

ンラインでございますけれども、私の方から、

その結果につきましては口頭でも説明を行った

ところでございます。
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また、今年度に入りまして、特にニーズが多

かった市町の教育委員会等に対しましては、本

課の職員が直接出向いて、例えば、国の動向と

か国の支援事業等、私たちが知り得ている情報

をお伝えして共有させていただいたところでご

ざいます。

現段階では、まだ設置主体であるとか場所は

未定の状況ですけれども、引き続き、市町とも

協議を進めてまいりたいと考えております。

【堀江委員】そうしますと、これまでも一定の

ニーズがありましたということで、具体的に設

置の状況をどうするかということはあるんだけ

れども、県内の自治体の中でニーズが多かった

市町に県の教育委員会のスタッフ、メンバーが

具体的に話をしているということで、今の時点

でどの自治体とか、そういうことはもちろん言

えないと思うんですが、そうしますと、市町と

併せて、これは協議が進んでいるという理解で

いいんですか。

【狩野高校教育課長】市町教育委員会の夜間中

学の設置に関するお考えもあるだろうと思いま

すので、そこを含めたところで協議をしている

ところでございます。

【堀江委員】先日も新聞のニュースに、福岡に

市立夜間中学がというような報道も大きく取り

沙汰されていて、この間、全国で夜間中学を設

置するという動きが、もちろん、たくさんでは

ないんですけど、それぞれ動きがあっていると

いうことを私も承知をしておりますし、また、

県民の皆さんの中からも、長崎はどうなるのか

という声もいただいているところです。

そうしますと、例えば、令和3年度の予算で
158万円をかけて夜間中学校の設置研究事業を
やろうとしていると思うんですが、コロナ禍の

中で様々な動きがあるかとは思いますが、現状、

予算の執行状況等について答弁できることがあ

れば教えていただきたいと思います。

【狩野高校教育課長】 予算の執行については、

今後ということになるんですけれども、今後、

県として考えておりますことは、コロナの感染

状況を見ながらとなりますけど、まず、先進校

の視察であるとか、既に設置している、もしく

は準備をしている市教育委員会を訪問させてい

ただいて勉強する機会をつくりたいと思ってお

りますし、また、県民への夜間中学の理解を深

めていただくためにシンポジウムを計画してい

るところでございます。

【堀江委員】最後にいたしますが、そうします

と、長崎県としては、夜間中学について一定の

ニーズがあるということを前提として、設置の

方向でいわば調査研究をしているという姿勢で

あるということで認識していいですか。

【狩野高校教育課長】そのとおりでございます。

【浦川委員長】 ほかにございませんか。

【山下委員】 おはようございます。

平田教育長はじめ、教育委員会の幹部の皆さ

ん、それから、教育の現場で頑張っていただい

ている教職員の皆さん、コロナ禍の中でいろん

な対応に追われるところもあると思うんですけ

れども、本当に愛情を持って子どもたちの教育

に当たっていただいていることをこの場をお借

りして敬意を表したいと思います。ありがとう

ございます。

それでは、通告に従って質問させていただき

たいと思います。

私は、新規採用教職員の研鑽についてという

ことでお伺いしたいと思います。

最近、教職員の採用数も増えつつあるという

ことを聞いております。まず、直近の新規採用

になった教員の数と、そのうち新規学卒者の数
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を教えていただけませんでしょうか。

【田川高校教育課人事管理監】 今年度4月に新
規に採用されました教員数につきましては、

小・中・高、特別支援学校及び養護教諭を含め

まして425名となっており、そのうち新規学卒
者は198名で、新規採用者全体に占める割合は
46.6％となっております。
【山下委員】 ありがとうございます。46.6％、
198名の方が新卒者として採用されたというこ
とであります。

私も、小中学校に通う子どもを持つ親の一人

でありますけれども、私の周辺、同じ保護者の

お父さん、お母さんとお話をする機会も多々ご

ざいます。最近よく耳にして感じることであり

ますけれども、20代前半の教職員の先生方、本
当に熱心に現場で教育に当たっていただいて、

高い志を持って懸命に教育に当たっていただい

ているということは十分に理解しておりますけ

れども、一部、ちょっと聞こえてくるのが、若

い先生方の言葉遣いとか子どもへの接し方につ

いて、少しご意見をいただく機会が最近ちょっ

と多くなってきたなということがありましたも

のですから、少し気になっております。

そこで、お尋ねですが、採用1年目、特に1年
目がポイントだと思うんですけれども、やっぱ

り社会経験がなく採用されてきたというところ

もあるでしょう。これは仕方ない部分もあると

思うんですけれども、そういう先生方に対する

指導の在り方といいましょうか、どういう指導

をしていただいて現場に送っていただいている

のか、そのあたり教育センター所長からお答え

をいただければと思います。

【立木教育センター所長】 採用1年目の、新規
採用の先生方の研修についてお答えをさせてい

ただきたいと思います。

これからするお話は、いわゆる学卒1年目だ
けではなく、新たに教職員になった者という形

になるかと思いますけれども、新規採用の教職

員に対しては、教育公務員特例法で定められた

1年間の初任者研修が課せられております。長
崎県では、その初任者研修を教育センターを含

む校外での研修と、勤務校で行う校内での研修

の2つに分け行っております。
このうち教育センターで行う研修につきまし

ては、校内で行う研修、いわゆるＯＪＴとの連

携を意識しながらではありますけれども、まず、

教育公務員としての服務や倫理観、そして、教

員としての使命感や心構え、あるいは授業力を

中心とした実践指導力、あるいは学級経営や児

童生徒理解、特別支援教育などの実践力の育成、

こうしたものを内容とした研修を行っておりま

す。

研修の実施に当たっては、初任者が自分自身

の、つまり今、新規採用1年目としての自分自
身の今というものを見つめながら、初任者同士

で互いに意見を交わす機会を多く設けるなど、

単なる知識等の伝達ではなくて、そういった形

で受け身ではなくて、主体的に研修に臨むこと

ができるように努めているところです。

また、研修の内容や方法につきましては、こ

れまでも不断の改善を行ってきておりますけれ

ども、先ほど委員からもありましたとおり、新

規採用の中に社会人経験等の少ない学卒者等も

増えてきていたり、あるいは大量の新規採用の

状況も踏まえまして、例えば、児童生徒理解の

演習に、単なる意見交換だけではなくて、例え

ばロールプレーの手法を取り入れたりするなど、

これまで以上に具体的、そして実践的な研修と

なるように工夫を重ねているところであります。

教育センターでの研修についての概要は、以
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上になります。

【山下委員】教育センターの方ではそうだとい

うことで、今いいことをおっしゃったので、後

でペーパーか何かでいただけるとありがたいん

ですけれども。

あと、学校内において、いきなり1年目の4月
からぽんと担任を任されて、ぽんと教室に一人

で何とか頑張れよという形ではないと思うんで

すけれども、学校内での指導の中身とか、そう

いったことについてどなたかご答弁いただけま

すでしょうか。

【大場義務教育課人事管理監】小中学校におき

ましては、教職員の人材育成に向けて、「人を

生かし、人が生きる人事の実現」をキーワード

として、日常的に教育活動の中で初任者が育つ

体制づくりをするよう、校長に指導しておりま

す。

具体的には、新規採用教職員をベテランある

いはミドルリーダーと同学年にしたり、あるい

は同じ校務分掌に配置をしたりするなど、日々

の教育活動の中で教員が学校で育つ職場環境づ

くりをすることにより、先ほど申しました「人

を生かし、人が生きる人事」を目指すというも

のでございます。

報告としても、これらのことにより直接の対

話、あるいは後ろ姿で学びとっているというよ

うな教育効果を伺っているところです。

【山下委員】ありがとうございます。既に取り

組まれているということは、もちろん理解して

おりますが、198名の新しい方が頑張るという
ことでありますので、お一人お一人に寄り添っ

て、先輩方も寄り添って教えていただきながら、

特に私が感じるのは、先生の一言が子どもたち

の本当に励みになることもあるでしょうし、残

念ながら傷つくこともあるでしょうから、そう

いったところを少しでもケアというか、フォロ

ーアップしていただきながら、やっぱりしょう

がない部分はあると思うんですね、若い先生と

いうのはですね。そこを2年、3年と重ねていく
うちに、そういうこともまた学んでいただける

のではないかなと思いますし、引き続き、初任

者研修、そして学校内における研修に寄り添っ

ていただければなと思います。

最後になりますけれども、今年度の4月1日に
平田教育長が新規採用教職員の辞令交付式の中

で説辞を述べられております。私も読ませてい

ただきましたけれども、非常にいいことをおっ

しゃっているなと思ってます。

特に、1つだけご紹介させていただくと、先
生方に対して、「時には子どもへの指導等に悩

み苦難に遭遇することもあるでしょう。しかし、

決して諦めないでください。皆さんは一人では

ありません。周りには同じ志を抱く仲間や懸命

に努力を重ねてきた先輩方がいます。その人た

ちの力を借りることも教職員として重要な資質

です」と教育長はおっしゃっています。

このように、周りの教職員の皆さん、関係者

の皆さんが支え合って若い先生方、せっかく応

募していただいて先生になろうということで来

ていただいているわけですから、一緒になって

チームワークで頑張っていただきたいなと私は

応援をするつもりで今日は質問させていただい

ております。

最後に、教育長にそのあたりのご見解を、愛

情を持ったご所見を一言いただければと思いま

す。よろしくお願いします。

【平田教育長】若手の教職員が児童生徒はもと

より、保護者の皆さんや同僚、あるいは地域の

方々から信頼される教職員となっていくように

育成していくことは、非常に重要な課題だと思
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っております。

そのために教職員の皆さんに、日々、心にと

めてほしいというようなことについて、先ほど

ご紹介いただいた説辞の中でも書いているわけ

でございます。自ら学び続ける姿勢を持つこと、

あるいは社会人としての身の施し方や接遇を身

につけること、仕事に対して真摯に取り組むこ

と、そして、何よりも子どもに深い愛情を注ぐ

ことの大切さを伝えたところでございます。

また、それぞれの赴任地が教職員生活のふる

さとと捉えて、学校の外にも目を向けて信頼関

係を結ぶ、あるいは児童生徒の指導に悩む時に

は一人で抱え込むことなく、先輩教職員の力を

借りることというようなことも説諭をしたとこ

ろでございます。

一人で対応するのではなく、組織として、学

校として子どもたちを見守っていくという姿勢

が非常に重要だと思っておりますので、これは

教職員ひとりのみならず、学校全体として取り

組んでいくことだろうと考えております。

一方で、若手教職員の皆さんに期待すること

としては、現在、進行しております教育改革を

進めていくという上では、ある意味、大きな推

進力になるものだと考えています。例えば、Ｉ

ＣＴを活用した教育という面においては、高い

指導技術を持ったベテランと、ＩＣＴを上手に

活用できる若い世代が一緒に学び合うというこ

とで、お互いに学習の質を高めていく環境が整

うということも期待しているわけですから、そ

ういう意味での活躍というものも十分に期待し

たいと思っております。

今後も、本県で採用された若手の教職員が存

分に力を発揮して力量のある教職員に成長して

いくことができるような環境づくりに努めてま

いりたいと考えております。

【山下委員】最後になりますけど、私の末子も

来年、小学校に入学をさせていただきます。安

心してお預けをしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。

ありがとうございました。

【浦川委員長】 換気のため、暫時休憩します。

― 午前１０時５３分 休憩 ―

― 午前１１時 ４分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開いたします。

質問はありませんか。

【麻生委員】 皆さん、おはようございます。

通告をしておりましたので、4項目の質問を
させていただきたいと思います。

一つは、「ながさきスポーツビジョン2021～
2025」についてです。スポーツ振興の関係で本
当にしっかりまとめてもらっているなと思って

いるところであります。改めてこの中で何点か

質問したいと思っております。

一つは、競技力アップについてです。以前か

ら長崎の国体等における県全体の競技力という

のは、高校生の力が大きいんですけれども、若

干低迷しておりましたので、今年は三重国体と

いうことでなくなりましたけれども、今後、ど

うやってスポーツ力をアップしていくのか。そ

れぞれ先生たちにも頑張ってもらっていると思

いますけれども、他県に比べると、そういう意

味ではもっとしっかりと子どもたちの取組を支

援していくことができないのかなと思っており

ますので、これについて考えがありましたらご

回答願いたいと思います。

【岩橋体育保健課体育指導監】本県の選手たち

は、国体や、先日開催されました東京オリンピ

ック等での活躍におきましても、柔道の永瀬選

手、また、ソフトボール競技の藤田選手が金メ
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ダルを獲得するなど、県民に大きな感動、夢、

希望を与えてくれております。

このような選手の活躍は、明るく、活力に満

ちた長崎県づくりにつながると思っております

ので、今後も引き続き、世界の舞台で羽ばたく

選手を育成していきたいと考えております。

特に、委員がおっしゃられますように、次の

世代を担う小学生、中学生の選手の育成につき

ましては、重点的に取り組んでいくことが課題

ではないかと考えております。

「ながさきスポーツビジョン2021～2025」に
基づきまして、平成26年の「長崎がんばらんば
国体」で構築いたしました小学生から中学生、

高校生、そして大学生、社会人に至るまでの一

貫指導体制をさらに充実させて、計画的に優秀

な選手の発掘、育成、強化を図ってまいりたい

と思っております。

具体的には、小学生を対象としたながさきす

ぽーつ塾や、各競技団体におきましてジュニア

教室等を開催しておりますので、そういった中

で選手を発掘、育成いたしまして、その選手た

ちを中学生、そして高校生へとつなげていくこ

とを目的に、中学生アスリート強化事業や、中

学・高校生優秀選手強化事業等を推進している

ところです。

今後も引き続き、各競技団体や学校体育団体

等と連携を深め、次の世代を担う選手の育成に

重点的に努めてまいりたいと考えております。

【麻生委員】冒頭申し上げませんでしたけれど

も、オリンピック、パラリンピックでは、長崎

県の多くの選手が活躍して、特にパラリンピッ

クでは鳥海選手のバスケットで銀メダルという

ことで大変大きな感動を与えていただきました。

改めて、スポーツの持つ魅力と、そういう意味

では健康を含めて体力づくりの大きな基点にな

っていますし、これがひいては大人になってし

っかりした努力だとか忍耐だとかがスポーツに

は求められますから、そういったことは生きる

力という形で取り組んでいくことによって、つ

ながっていくのかなと思っております。

今、答弁がありましたけれども、子どもの発

掘ですね。子どものアスリートに対して競技力

をアップしていく中で適性の判断とか、小さい

時からスポーツクラブに行っている子はいいん

でしょうけれども、学校の中でやるとか、人材

発掘を支援するとか、そういうことについても

う一回確認させていただけますか、どういう取

組をやっていこうとされているのか。

【岩橋体育保健課体育指導監】委員がおっしゃ

られましたように、ジュニア選手の発掘、入口

のところは非常に重要と考えております。繰り

返しになりますが、先ほど申し上げましたよう

に、本課におきまして、ながさきすぽーつ塾と

いうところで、体験教室、もしくはある程度競

技力がある子たちには、県内、県外の交流試合

等もさせていく中で競技力を図っております。

また、幅広く競技の経験をさせたいというこ

とで、いろんな競技を体験させる意味でも、ス

ポーツ協会等と連携しながら、競技団体を主体

として事業を展開しているところです。

【麻生委員】わかりました。ぜひ競技力アップ

と国体順位のアップを目指してよろしくお願い

したいと思います。

次に、競技力を上げるためにはスポーツ指導

者の育成、併せてそのための資金の確保という

のが課題かなと思っております。特に、サッカ

ーの小嶺監督だとか、剣道でいえば渡邉監督と

か顕著に取り組んでいただいて、本当に大きく

影響力もあったと思います。それぞれ多くの指

導者がおられますけれども、こういう指導者の
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育成についてどうお考えなのか、お尋ねしたい

と思います。

【岩橋体育保健課体育指導監】競技力向上を図

る上で優秀な指導者の確保・育成は、今後も重

要な課題となっております。ただ、特効薬とい

うのはございませんので、一つ一つ、地道な活

動を積み上げていくしかないものと考えており

ます。

現在、全国の優秀指導者を本県に招聘して行

う講師招聘事業や、県内の優秀指導者を他県の

強豪チーム等に派遣する県外派遣事業で指導者

の育成に取り組んでおります。

また、学校の運動部活動の顧問や外部指導者

とかを対象に、学校運動部活動指導者研修講座

を開設いたしまして、コンディショニングや栄

養、メンタルトレーニング、運動部活動のマネ

ジメントといったところの研修を行い、資質向

上を図っております。

さらに、県のスポーツ協会におきましては、

日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者制度、

いわゆるライセンス制度がありますので、競技

団体と連携してライセンス制度に取り組んでお

ります。

引き続き、ながさきスポーツビジョンに基づ

いて予算の確保に努めてまいります。そして、

競技団体や県スポーツ協会と連携を図り、さら

なる指導者の資質向上と育成に取り組むととも

に、各競技の強化育成の拠点となる学校に継続

して優秀な指導者等の配置を行って競技力の向

上に努めてまいりたいと考えております。

【麻生委員】ありがとうございました。日々努

力されている姿を見て、この前、小嶺監督の記

事が長崎新聞に掲載されておりました。本当に

見えないところで努力されて、子どもたちに希

望を与えながら、そして、Ｖ・ファーレンでも、

サッカー界でも大きな流れをつくっていらっし

ゃるなと、影響力が大きいんだなということを

改めて思いました。そういう指導者が長崎から

生まれたということについても誇りを持てるな

と思ったところでした。

今後とも、指導者の皆さんは、環境だとか、

遠征の状況だとか、今はコロナでできませんけ

れども、そういう問題も含めてあろうかと思い

ますので、ぜひ指導者の皆さんに対しても、し

っかりとした温かいご支援をお願いしたいなと

思っています。

ところで、今回、剣道の渡邉先生が指導員と

いうことで来られておりますけれども、具体的

にどういう活動をやっていただいて、どのよう

に展開して競技力をアップしていこうとされて

いるのか、その点お尋ねしたいと思います。

【岩橋体育保健課体育指導監】全国レベルの競

技歴、指導歴を築いてこられた渡邉体育・スポ

ーツ総合アドバイザーにつきましては、今年4
月より本課の方で尽力いただいております。具

体的には、まず剣道競技の強化、そして中学生

等を対象とした講演会等にも足を運んでいただ

いております。

そういった中で、次世代の指導者に対して、

各競技団体や、現在の長崎県の競技力を担って

おられる指導者との情報交換を密にやっていた

だいて、本課の競技力向上の対策と結びつけて

取り組んでいただいているところです。

【麻生委員】わかりました。指導者の人脈とい

うのも大事な視点だと思いますので、ぜひ継承

していただいて、若い指導者にもつながってい

くようにお願いしたいなと思います。

あと、資金面については、強化校とかいろい

ろされていると思いますけど、ぜひしっかりと

結果を残せるような取組をお願いしたいと思い
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ます。

次に、3項目目でありますけれども、ＩＣＴ
化のハードとソフト面での長崎県の取組につい

てお尋ねしたいと思います。

「ＧＩＧＡスクール構想」を含めてＩＣＴ化

の状況については、現場では大変ご苦労されて

いると思います。今後は、全国版で見ますと、

ハードとソフトの状況が、長崎県は若干遅れて

いるという報告があっておりました。隣の佐賀

県については、いち早くＩＣＴ化を含めて取り

組まれたということであったんですけれども、

長崎県の状況と全国レベルでの位置がどういう

状況にあるのか、教えてもらうことができます

か。

【岩坪高校教育課ＩＣＴ教育推進室長】この国

の調査につきましては、昨年度行われたもので

ありまして、普通教室の無線LANの整備状況等、
環境面については整備が整ってきたところです。

教員の指導力については、生徒一人一台端末

も整いましたので、今後特に重要になってくる

と考えております。まずは教員が失敗を恐れず

に学習の様々な場面でＩＣＴを活用してみると

いうことが重要になってくると考えております。

県教育委員会といたしましては、まず、教員

研修を充実させるとともに、各種の活用マニュ

アルであるとか、研修資料の作成、それから、

今後、学校訪問を行って学校の活用状況の確認

をしてまいりたいと思っております。また、県

内外の先進的な事例を集約して、それを県全体

で共用しまして教員の指導力向上に努めていき

たいと考えております。

【麻生委員】現場では、やることも大変多くあ

ろうかと思います。その中で、今、タブレット

端末が一人一台持たされて、逆に言えば、みん

なが使いこなせればいいでしょうけれども、そ

ういった意味でスキルアップと、教える側の先

生たちのレベルアップ、先ほど教育長から話が

一部ありましたけれども、若い世代と退職前と

いいますか、そういう意味では年配の方たちの

教育の在り方についての取組が若干違うかもし

れませんけれども、そういったギャップについ

てどのような取組と指導をされているのか、わ

かれば教えていただけますか。

【岩坪高校教育課ＩＣＴ教育推進室長】一人一

台端末とＩＣＴの活用につきましては、校内で

研修を必ず行うことにしております。校内の研

修の中で、各学校にＩＣＴ推進教員を2名、指
名しておりますので、その教員が中心となって、

先ほど教育長からもありましたように、ベテラ

ン、若手、それぞれ持ち味、得意、不得意があ

ると思いますので、そのあたりをしっかりと融

合させながら、研修、それから指導力の向上に

努めてまいりたいと考えております。

【麻生委員】わかりました。これからの取組に

ぜひ期待したいと思います。動画だとか、人々

の理解力が上がればいいかなと思っております

ので、その点もよろしくお願いしたいと思いま

す。

最後に、全国学力テストの結果について。一

部、堀江委員からもお話がありましたので、若

干違った角度で質問したいと思います。

長崎の学力テストの全国順番ですけれども、

大変残念ながら、中から下の方といいますか、

小学校では36位とか、中学校では37位とか、そ
ういう意味では課題もあるのではないかなと。

理解力の問題もありますけれども、全体の底上

げが必要ではないかなと。全国では、石川県と

か秋田県とか、常連の上位県がございますね。

こういった中で長崎県は教育立県ということで

すけれども、これについてもっと抜本的に、ど
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ういう教育の在り方、それと読解力ですから本

を読んでもらうとか、読ませるとか、朝の読書

時間をつくっていると思いますけれども、そう

いった中でどういう形でやるのか。そういう底

上げを皆さんと共通認識を持ってやらないと、

なかなか上がっていかないのではないかと思っ

ているところでございます。

ただ、片一方では、時津町とか長与町とか、

一部の地域では県内でも差があるということは

あるんですけれども、そういったことを踏まえ

て教育庁としてはどういう形で展開されようと

しているのか、お尋ねしたいと思います。

【加藤義務教育課長】今回の結果を踏まえた分

析から見えてきたことを大きく2点、お伝えを
させていただきたいと思います。

1点目につきましては、本年度の調査は、さ
らに質の高い読み取り、読解の力が求められる

内容へと変更されておりました。改めて子ども

たちの読解力の育成を継続していく必要性を感

じております。

このような中、令和元年度と2年度、読解力
の育成を意識した授業づくりに先進的に取り組

んだ研究指定地域、また、研究校においては、

大きな改善が見られたという状況がございまし

た。この内容を県内に広げていきたいというこ

とが一つ大きな課題だと捉えております。

もう一つの課題といたしましては、質問調査

の中において、学校外で学習をする時間、特に

中学生の学校外での学習時間が低下している状

況であったということが課題として見えており

ます。この調査は、塾などでの学習も含む学校

外での学習時間でございます。長崎県の子ども

たちの通塾の状況というのは、全国的に見ると

低い状況にございます。

こういう状況でございますので、本県におい

ては、いかに家庭での学習の質を向上させるか、

また、家庭での学習時間をどう確保していくの

か。また、読書や新聞などの言葉に触れていく

ことも含めて、これは学校だけではなく、保護

者の方々、地域の方々と一緒になって取り組ん

でいく必要があるのではないかと考えておると

ころでございます。

【麻生委員】家庭の状況とか、塾に通っている

子どもたちの比率の話もありました。私は、今

回の全国学力テストについては、そういう要因

があるかもしれませんけれども、学校の先生た

ちが、自分たちが置かれている現状、全国レベ

ルの比較がどうという話はできませんけれども、

皆さん、しっかり指導してこられた方たちばか

りだと思いますので、やっぱり問題意識を持っ

てもらって、そして、しっかりと学力の向上に

向けて、どう取り組めばいいかということをも

う一回それぞれ話し合いながら、課題を共有す

ることが先決ではないかなと思うんですよ。そ

して、対策を取りながら一つ一つやっていく。

そして、先進事例の秋田県だとか石川県とか福

井県がどういう形でやっているのか。そういっ

た実態も調べていただきながら、来年は1点で
も2点でもアップさせようとか、そういう取組
が大事ではないかなと思っています。

それについて、先ほど、全体で取り組むとい

う話がありましたけれども、私がさっき言った

ようなことの考えはないでしょうか。

【加藤義務教育課長】大きく課題を共有してい

く、これは私どもも今考えておるところでござ

います。所管しておりますのは義務教育課では

ございますが、例えば、庁内の各課との連携を

取りながら、家庭に働きかけたり、地域に働き

かけたり、このような大きな見直しを図ってい

きたいと考えております。



令和３年９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）（９月２８日）

- 48 -

また、私どもだけではなく、市町の教育委員

会、校長会、県のＰＴＡ連合会、このようなと

ころと力を合わせて子どもたちの学力の改善と

いうものを進めていきたいと考えているところ

でございます。

【麻生委員】最後に、しっかりと取り組んでい

ただいて、何とか学力向上をお願いしたいと思

います。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【山田(朋)委員】 通告をしています3項目につ
いて質問させていただきたいと思います。

まず、生理の貧困への対応についてです。

一般質問とか委員会でも取り上げさせていた

だいておりましたが、社会的な問題となってい

る生理の貧困で、東京都や群馬県、ほかの県も、

あと市町の方で学校に生理用品の配布が始まっ

ております。女子のトイレだったり、ユニバー

サルトイレだったり、そういったところに置い

たりして配布しておりますが、県内でどのよう

な動きになっているのか。また、県立学校では、

この生理の貧困という社会問題を受けて、そう

いったことを考えてはいないのか、そのあたり

をお聞きしたいと思います。

【松﨑体育保健課長】まず、学校の現状につい

てお話をさせていただきますが、現在、学校に

おいては、緊急用として生理用品を保健室等に

常備しておりまして、例えば、養護教諭等が生

理用品を当該生徒に渡す際に生徒の様子を観察

するなど、場合によっては関係機関につなげて

いるというケースもあるということ、このこと

についてはこれまでも委員にお話をしてきたと

ころでございます。今、委員からお話がありま

した他県の状況、取組についても、我々、聞き

取りをして一定承知しております。

現在、貧困対策としての学校への生理用品の

配布については、県教育委員会としても、こど

も政策局と連携して協議を進めておりまして、

県立学校に配布することについては、生理用品

が本当に困っている子ども、経済的に困ってい

る生徒にどのような方法で届くのかということ

を踏まえながら、生徒の実情や学校のニーズを

把握するための調査の実施を現在検討している

ところであります。

【山田(朋)委員】 ニーズ調査の検討をいただい
ていることは非常にありがたく思っております。

当然、家庭がちゃんと用意してくれたりとか、

経済的に困ってない児童生徒もいると思います

が、非常に言いづらいデリケートな問題でもあ

るので、調査をいただいてきめ細かく対応いた

だきたいと思っております。

ご存じのとおり、子供の未来応援交付金とか

もございますので、こういったものを本当にこ

ども政策局と連携をしていただきながら、まず

は県立学校、できるところから始めていただい

て、市町にも進めていただきたいと思うんです

が、今、そちらで把握されている段階で市町へ

の学校への配布とかが始まった事例とかはご存

じですか。

【松﨑体育保健課長】まず、市町への対応です

けれども、これはこども政策局の方で市町の方

にどのように届くかということが検討されてお

ります。

現状どうなっているかということですけれど

も、小中学校については、市町に確認をしたと

ころ、2つの市町におきまして、生理用品に対
する予算をちょっと増やして保健室に常備した

というところがございました。あと、1市町に
おきましては、寄附を募って導入に向けて動い

ているということでございました。

【山田(朋)委員】 ぜひ県内の学校に通う子ども
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たちが不自由なく衛生面、女性の健康の面でも

非常に大事なものでありますので、全ての子ど

もたちの健康とか安心を考えた上で配布が早急

に進むように、ぜひ取組をお願いしたいと思い

ます。

次に、不登校児童生徒への対応ですが、改め

てお聞きをいたしますが、県内の不登校の児童

生徒の状況について教えてください。

【安永児童生徒支援課長】不登校児童生徒数に

つきましては、最も近い調査で令和元年度の

小・中・高合計2,163人であります。内訳は、小
学校が455人、中学校が1,335人、高校が373人
となっており、平成30年度と比べて250人増加
しております。現在、全国値と同様に過去最多

となっている状況です。

【山田(朋)委員】 プラス250人ということで、
全国と一緒で過去最多ということでありますが、

令和元年度の数字ということでありましたが、

今、令和3年10月になろうとしておりますが、
令和2年度の速報値は確認ができてないという
ことですか。

【安永児童生徒支援課長】 令和2年度の不登校
児童生徒数につきましては、例年、文科省の発

表が10月中旬以降となっておりますので、確定
値については、いましばらく待っていただけれ

ばと思いますが、暫定速報値としては、今年も

2,000人を超える数になるというところであり
ます。

【山田(朋)委員】 2,000人を超えるということ
で、昨年より増えているかどうかの回答までは

ございませんが、様々な理由で学校に通えない

児童生徒がいるということがはっきりとしてい

るかと思います。

そこで、例えば、不登校の子たちが、自宅学

習をする子だったり、自分の学校外の通級教室

に通ったり、フリースクールに通ったりする子

どもさんがいたりすると思いますが、今、そう

いった子どもたちの学習の保障をどのように行

っているのか、そのあたりをお聞きしたいと思

います。

【安永児童生徒支援課長】学校以外の不登校児

童生徒に対する支援機関や団体としましては、

大きく2つ。一つが、各市町が設置します教育
支援センター、いわゆる適応指導教室と言われ

る機関であります。もう一つは、フリースクー

ルなど民間団体が自主的に設置し、運営してい

る支援機関であります。

適応指導教室につきましては、市町が設置す

る不登校児童生徒を対象とする機関でありまし

て、専任の指導者が集団生活への適応指導だと

か、情緒の安定相談、基礎学力の補充指導、生

活習慣の改善、相談指導などによって社会的自

立を目指すことを目的として教育活動を行って

おります。

もう一つ、フリースクールにつきましては、

民間施設を一定定義づけるのは難しいんですが、

不登校児童生徒に対する相談指導等に関し、深

い理解と知識、また、経験を有した機関として、

県内約20団体、約30名ほどの児童生徒が通って
おり、これも学習活動とか教育相談とか体験活

動を行い、そのことを通して子どもを指導して

いるというところです。

【山田(朋)委員】 フリースクール、民間の20団
体に30人ということでありました。私が答弁を
聞き漏らしたのかもしれませんが、適応指導教

室には何人ぐらい通っているんでしょうか。

【安永児童生徒支援課長】県内の教育支援セン

ターの数につきましては、14市町と県と合わせ
て15機関あります。そこに通っている児童生徒
数は、約230名だと把握しております。
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【山田(朋)委員】 今教えていただいたことを足
すと、260人の児童生徒が何らかの形で家から
出て通っているということであります。令和元

年度の2,163人、学校に行けてない子どもたち、
その中の1割ぐらいの子が、10％ぐらいの子が
いる。あとの9割の子は自宅学習をしていて、
その支援というものは、今まさに一人一台パソ

コンとかもあるようになってきましたので、そ

ういったパソコンを使ったり、あとはプリント

を配付してフォローをしているのか、どういっ

た状況にあるのかを教えていただきたいと思い

ます。

【安永児童生徒支援課長】不登校児童生徒につ

きましては、本県の生徒指導上の重要課題とし

て位置づけて取り組んでおりますが、児童生徒

に対する心のケアはもとより、保護者への支援

だとか、家庭と連携した取組、具体的には家庭

訪問を繰り返し行って、その子に必要な支援は

何なのかというアセスの下、適切な支援機関と

連携して学校が対応していくというような、大

まかに言えば、そういうことで対応しておるわ

けですけれども、今後は学校だけではなく、民

間機関との連携も重要になってくると考えてお

ります。

【山田(朋)委員】 学校の先生方も訪問したりと
か、確実に置いてきぼりというか、フォローを

してないような児童生徒はいないという理解で

いいかと思っておりますが、今、課長が答弁さ

れたように、民間団体のいろんなもの、一緒に

なって子どもたちが、私は学習だけのことを言

っているわけではなくて、今まさに言っていた

だいたように、学習の前段階も非常にデリケー

トな、様々なケアとか必要と思っておりますの

で、引き続きお願いをしたいと思っております。

先ほど答弁の中で、教育の支援をする機関が

14市町と県が持っているから15機関と言われ
ましたが、21市町中14ということであれば、そ
こに通うための通学費とか、様々な活動費がか

かると思います。そういったものを栃木県では

最大1万円、月額補助をする制度があるようで
ありますが、本県においてはどのようになって

いるのか、お尋ねしたいと思います。

【安永児童生徒支援課長】現段階で資金的援助

は厳しく、行っていないというのが現状であり

ます。

ただ、学習支援、教育的支援として各市町で

民間施設と情報を共有しながら、教育委員会が

主体となって協議会を開いたり、校長会で情報

連携を強化したりする市町も確実に増えてきて

いると聞いておりますので、これらの取組を県

全体で共有しながら、今後、教育委員会として

も連携の在り方を検討して確かな取組を進めて

いきたいと考えております。

【山田(朋)委員】 栃木県は国の「いじめ対策・
不登校支援等推進事業」を活用しているという

ことであります。市町の就学援助等、出席認定

を受けている小中学生が対象となっているよう

でありますが、こういったものも調べていただ

いて本県でも適用できないかどうかをぜひ検討

いただきたいと思います。

最後に、もう一点出しておりました県立学校

ほかの災害リスクについてであります。

先頃、新聞報道があった中では、全国の公立

学校の3割に、設置されている場所に災害リス
クがあるということが報道されております。浸

水想定地域だったり、土砂災害区域に1万1,000
戸あるというような報道がされております。

本県においては、どのような状況にあるのか

をお尋ねをしたいと思います。

【日高教育環境整備課長】委員が言われました
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本年6月に文部科学省が、浸水想定区域並びに
土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査

結果を発表しております。

これは、昨年10月1日現在で公立の幼稚園、
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の

うち、浸水想定区域または土砂災害警戒区域に

立地し、かつ市町の地域防災計画で要配慮者利

用施設と位置づけられた学校について、その対

策状況について今回初めて調査が行われたもの

でございます。

県内には、先ほど申しました公立の幼稚園等

が594校ございました。そのうち浸水想定区域
に立地し、要配慮者利用施設となっているのは

23校でございます。内訳は、幼稚園が1校、小
学校が13校、中学校7校、高等学校1校、特別支
援学校1校の23校でございます。
また、土砂災害警戒区域に立地し、要配慮者

利用施設となっておりますのは69校ございま
す。幼稚園が1校、小学校が44校、中学校が23
校、高等学校1校、特別支援学校はございませ
んでした。

【山田(朋)委員】594校、そういった区域に学校
があるということでありましたが、これは先ほ

ど言われたように、要配慮者利用施設には義務

づけられた避難確保の計画と避難訓練をしない

といけないようになっておりますが、その実施

状況はどういう状況か、教えてください。

【安永児童生徒支援課長】まず、浸水想定区域

における避難確保計画を作成している学校は、

調査時点で23校中15校であります。
また、避難確保計画に基づく避難訓練を実施

した学校が15校という状況になっております。
もう一つ、土砂災害警戒区域において避難確

保計画を作成している学校は51校、計画に基づ
く訓練を実施している学校が50校という状況

でありました。

【山田(朋)委員】 今ご答弁いただきました。浸
水区域の方が23校中15校ということで、計画も
訓練も同じ数でした。土砂の方が69校中51校、
訓練は50校という数でした。
それで、浸水想定区域に特別支援学校が1つ

ありました。この特別支援学校においてはきち

んと、特にその中でも通常の学校に比べ、要支

援者の方、要配慮者の方がとても多く通ってい

る学校だと理解しております。こちらにおいて

も当然計画はできているという理解でよろしい

でしょうか。

【安永児童生徒支援課長】浸水想定区域及び土

砂災害警戒区域、この2つの地域について、特
別支援学校はもちろんですが、調査時点で作成

していない、訓練をしていない学校については、

本年6月時点で、全ての学校が避難確保計画を
作成し、作成中、あるいは訓練の実施というこ

とで確実な取組を進めているという報告を受け

ているところです。

【山田(朋)委員】 確実な報告を受けているとい
うことでありますので、万が一、本県において

災害が起きても、その学校に通っているからと

いって、災害リスクはあるかもしれませんが、

子どもたちの安全を確保できるということを私

は確認をして、この質問を終わりたいと思いま

す。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【千住委員】 4点通告しておりましたので質問
したいと思います。

まず、働き方改革における教員研修及び研究

事業の在り方についてですが、現在、働き方改

革が言われてきている中で、児童生徒に接する

時間の確保、あるいは保護者への対応、教材研

究、コロナ対策、あるいはタブレットの設定準
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備など、やることがたくさんある中で、先生方

からよくお聞きするのが、教員の研修について

も、やっている仕事量は減らないんですけど、

時間ばかりがかかって、なかなか教員の研修も

実際どうなのかというところもお話を聞きます。

教員の研修は、現在、どのような種類があっ

て、基本的に勤務時間でやっているのか、それ

とも勤務外にやるものなのか、あるいは開催時

期など教えていただけたらと思います。

【加藤義務教育課長】教員研修につきましては、

先ほどもお話があったのですが、例えば、初任

者、また若手、そして10年目の中堅などの経年
に応じた悉皆の研修が一つございます。そのほ

か、例えば「ＧＩＧＡスクール構想」の課題等、

その時期に応じた課題に対応する研修等がござ

います。また、教員が選択して希望して行う研

修等がございます。

実施の時期につきましては、多くは長期休業

中に実施することを基本としておりますが、そ

こだけではどうしてもできない部分もございま

すので、年間の先生方の忙しい期間を除いた範

囲で設定して研修を行っているという状況でご

ざいます。

【千住委員】ありがとうございます。先生方の

多忙期を外してというお話もあったんですが、

今回、ある研修が夏期休業中を外れた形で10月
に開催すると。それも発表が8月末か9月に入っ
てからということで、2学期は学校行事が大変
忙しいといった中で研修を行っていて、夏休み

になんでできなかったのかという声もありまし

たが、それはいかがでしょうか。

【加藤義務教育課長】県が実施しております研

修につきましては、基本的には年間の計画に基

づいた形で実施しております。

今、お話があった状況につきましては、例え

ば、もともと希望しておられた研修の決定通知

が9月に届いて、それが10月に実施されるとい
うような状況であったり、特に本年度につきま

しては、新型コロナの感染状況において、夏期

休業中に実施を予定していた研修を2学期に変
更したという状況もございました。ただし、そ

のような研修につきましては、オンラインで実

施したり、また、そのオンラインにつきまして

も、先生方が複数の日程の中から選べるような

形での研修を実施しているものです。

働き方改革につきましては、先生方の暮らし

を見直していくということが一つ。もう一つは、

先生方が子どもたちと向き合って授業の準備を

する時間を取っていく、授業力を高めていくと

いうことも大きなねらいとなっております。

そういった中で、研修というものが必要にな

ってまいりますが、その研修の在り方について

は、できるだけ簡素化、また、削減ができるよ

うな形で提供していきたいと考えているところ

でございます。

【千住委員】ありがとうございます。細かなと

ころはあるんですけれども、そのあたり、生徒

と向き合う時間が減らないような形で研修をぜ

ひ行っていただけたらと思います。

また、研究事業も非常に有意義なものだとは

思います。教員の指導力アップにもつながるの

ではないかと思っているんですが、中には人の

いい先生、あるいは頑張る先生、あるいは若い

先生や講師の先生方にしわ寄せが行っているの

ではないかという声もたくさんお聞きします。

中には校長先生の顔づくりではないかという話

まで出るぐらいなので、そういった研修の在り

方というのも、今まで公開授業とか結構あって

いたと思うんですけど、それもコロナでなかな

か難しくなってきているという中においては、
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今後、もうちょっと効率のいい研究授業が行わ

れてもいいのではないかなと思うのですが、そ

のあたりいかがでしょうか。

【加藤義務教育課長】研究授業につきましては、

教員が指導力を高めていくためには、やはり欠

かすことができないものと考えております。た

だし、これからの時代の研究授業の在り方とい

うのも考えていく必要があると考えております。

例えば、県の研究指定校におきましては、研

究の内容もそうですが、働き方改革を進める上

でどのような研究の進め方が必要になるのか。

それは資料を軽減したり、また、準備を簡素化

したり、このような取組も含めた形で他の学校

に示していただくということを考えております。

今後もそういう方向性で検討を進めていきた

いと考えております。

【千住委員】ありがとうございます。免許更新

制度も今後どうなっていくかというところもあ

ると思うんですけれども、それも踏まえてぜひ

研究授業の在り方も検討いただけたらというよ

うに思います。なかなか、指導計画に載ってい

るような時数で、研究授業がその時間だけとい

うわけにもいかず、指導計画のとおりにはなか

なかいかないクラスもたくさんあると思うので、

ちょっと余裕のある研究をしていただけたらと

思います。

それでは2つ目ですが、児童生徒の新型コロ
ナウイルス感染発覚時の対応についてです。

新学期に入って、個人的には、もっと多くの

感染が出てもおかしくなかったかなと思ってま

すが、現場の先生や社会の取組によってかなり

抑えられているのではないかなと思っています。

今後も感染者が出ることも予想されておりま

すが、感染防止の点で活動マニュアル、あるい

は感染者が出た場合の県としての取組といいま

すか、マニュアルがあるのかということと、ど

のように対応して、どのように発表するのかと

いうことを教えていただけたらと思います。

【狩野高校教育課長】県立学校の場合で申し上

げますと、文科省が示しているガイドラインに

沿いながら、学校で生徒もしくは教職員に陽性

者が出た場合には、学校、県教委、それから保

健所と情報を共有しながら対応しているところ

でございます。

具体的な流れを申しますと、学校から第一報

ということで体育保健課の方に入ります。その

情報を関係課で共有しております。保健所は学

校からの情報を基に濃厚接触者等を特定し、ま

た、臨時休業が必要かどうかということも保健

所としての見解を示されます。その保健所の見

解を踏まえて、県教委は最終的に臨時休業が必

要かどうか、その時期とか対象を決めていると

いうことでございます。

また、臨時休業が決まった場合には、学校が

保護者にメール等を使って連絡をしています。

また、学校の対応ですけれども、県が感染ス

テージを1から5まで決めておりますけれども、
その感染ステージを合わせまして、学校教育の

対策レベルも定めております。県の感染ステー

ジに応じて、授業とか、学校行事とか、部活動

などの感染防止対策のレベルを上げたり下げた

りということをして対応しているところでござ

います。

また、公表ですが、個別の保護者へというこ

とですと、先ほど申し上げたとおり、必要な情

報を保護者にメールもしくは電話等で情報を提

供しているということでございます。

【千住委員】ありがとうございます。保健所の

指導が一番大きい部分だと思うんですけれども、

私も一応保護者なんですけども、保護者から、
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もっと詳しい情報が欲しいというような声もた

くさん聞きます。それは保護者間のＳＮＳでの

情報のやり取りというのがすごく早くて、発表

よりも先に回ってしまって、不安な部分がすご

く大きくなっているところもあるのではないか

なと思います。早く欲しいというところで、不

安を少しでも減らしたいとか、あるいは安心を

得たいというところもあると思います。そうい

った情報の発信を学校から、できる範囲でもう

ちょっと安心を発信できるような情報にしてい

ただけないかなと。例えば、土日を挟むと、ど

うしても2日間空いてしまうということがあり
ますので、もしよければ情報の出し方を適宜早

めに行っていただけたらと思うんですが、いか

がでしょうか。

【狩野高校教育課長】学校で感染者が出ますと、

まず、生徒、保護者の不安が大きくなります。

その不安を払拭するには、正確な情報をいかに

随時流していくかということだろうと思ってい

ます。このことは県立学校長にはお願いをして

いるところであり、先ほど申し上げたとおり、

メール等を使いながら、随時、情報を提供する

ようにということでお願いをしています。

ただ、個人が特定されたりとか、個人情報の

保護というのは、注意をしないといけないと思

っております。保護者へは、もう少し詳しい情

報というお声もあるということは承知していま

すけれども、個人情報を守らなければいけない

という学校の義務もございますので、なかなか

求めに応じられてないというところがあるかと

思いますが、今後も個人情報の保護というのは

確保しながら、学校から正確な情報を随時提供

していけるようにしていきたいと思っておりま

す。

【千住委員】ありがとうございます。保健所か

らは関係者に連絡が行くと思うんですけど、関

係のない方には連絡は行ってない形なんですけ

ども、実際、感染された方に近い方、あるいは

友達の保護者とか、同じ部活動の中での保護者

というのが、例えば、仕事に行っていいのかと

か、あるいは仕事場から、ちょっと遠慮してほ

しいなというような声も挙がっているのは事実

なので、例えば、保健所から連絡がない方は可

能性はかなり低いですよというような発信をも

うちょっとしていただけないかなと思います。

それはぜひお願いしたいなと思いますが。

【狩野高校教育課長】現在も濃厚接触者等が特

定されましたら、保護者にもメールで特定され

たという旨は伝えております。次のメールまで

の期間、不安になられるだろうと思うんですけ

れども、次の局面というか、次の段階に行った

時には確実に学校から情報を提供しますので、

そこの情報がない時も安心していただけるよう

な情報発信の工夫をしていきたいと思っており

ます。

【千住委員】 ありがとうございます。

次に移ります。講師不足における対策につい

てということで、臨時の講師の先生が不足して

いると聞きますけれども、その原因と対策をお

聞きしたいんですが。

【大場義務教育課人事管理監】講師不足のこと

についてですけれども、小中学校においては、

教職員の大量退職に伴う大量採用が6年ほど続
いております。小学校で申し上げますと220名
程度、中学校においては90名程度を毎年採用し
ております。この大量採用に伴いまして、講師

として活躍してこられた方々が新規採用教職員

となられる方も出てきております。このことも

不足していることの一つの要因と捉えておりま

す。
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【千住委員】ありがとうございます。教員免許

状ですけれども、大学を出たところの教育委員

会が出しているというようなことで、県内にど

れぐらいおられるのかという把握は、なかなか

難しいと思うんですけれども、今、補うために

臨時免許状というのもお聞きしますけれども、

臨時免許状の発行の任命といいますか、権限と

いいますか、それはどこにあって、その免許状

の発行は緩和できないのかということをお聞き

したいんですが。

【上原教職員課長】臨時免許状の授与の件であ

ります。

県教育委員会で授与を行っております。本県

において、臨時免許状の授与に関しては、普通

免許状を有する者を採用することができない場

合に、採用所管課と協議をしながら、教員とし

ての資質、能力があると判断した場合において、

臨時免許状の授与を行っております。令和元年

度の発行件数としましては159件、令和2年度が
181件ということで、若干ですけれども、増加
傾向ということで、臨時免許状も活用を図られ

てきているのかなと考えております。

【千住委員】教科によっては、すごく足りない

教科もたくさんあると思います。特に、英語の

教員は、すごく足りないというようなお話も聞

きますので、臨時免許状を使って子どもが教育

を受けられる環境をぜひつくっていただけたら

と思います。

最後に移ります。中学校総合体育大会におけ

る外部指導者の取扱いについてです。

すごい細かいことですが、長年言われてきて

おりまして、中学校の総合体育大会においては、

1年間、指導されてきている外部の指導者が監
督として登録ができないというところがあって、

それを変えられないのかという声がたくさんあ

るんですけれども、最後の一番最大の目標であ

る中総体で外部の指導者が指導できないという

のは、ちょっとどうかと思うんですが、いかが

でしょうか。

【岩橋体育保健課体育指導監】まず、中学校の

中総体、大きな練習の発表の場になりますが、

そもそも部活動自体が学校教育活動の一環とし

て行うものになります。生徒の自主的・自発的

参加によるものでございまして、日頃の練習の

発表の場である大会についても、あくまでも生

徒が主体であり、特に、外部指導者、外部コー

チの方におかれましても、ある程度、役割とい

うのが制限されているのではないかなと思いま

す。

また、外部指導者が監督できないということ

につきましては、同じく学校教育活動の一環と

部活動はなりますので、練習や試合の場面だけ

ではなくて、教育活動全体に係る責任者として

教員が監督の職を担っているところであります。

引率業務を含め、マナー指導や保護者対応、学

校や他の教職員との連絡とか、事故対応、生徒

指導、年間計画の調整とか多岐にわたることに

係る責任者としての監督になりますので、校長

か教員、もしくは部活動指導員が監督になれる

という状況になっております。

【千住委員】 ありがとうございます。今後、地

域への移行が部活動について言われているので、

そのあたりも踏まえて今後さらにご検討いただ

けたらと思います。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【中村(泰)委員】 私からは3つの質問をさせて
いただきます。

まず、東京女児の端末チャットのいじめによ

る自殺を受けた対策です。

先日、東京都町田市で「ＧＩＧＡスクール構
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想」で配付された一人一台端末を使用したグル

ープチャットでのいじめにより、女子児童が自

殺に追い込まれるという痛ましい事件があった

ことが判明をいたしました。これまでチャット

をしたことがない児童たちが端末を手にして、

さらに、クラスの中でグループワークをするた

めに、自由度を持ってグループをつくれるよう

にしていたことが、かえっていじめを助長して

しまったことに大変衝撃を受けております。

本県も、配付された端末を使ったいじめのリ

スクは当初から懸念していたと思います。私の

地域では、10月以降、ＧＩＧＡスクールの推進
校として、小学校児童全員の端末の持ち帰りが

始まります。

今回の事件を受けて県としてどのように端末

を用いたこのようないじめに対応していくのか、

ご答弁をお願いいたします。

【岩坪高校教育課ＩＣＴ教育推進室長】県立高

校における場合ですけれども、県立高校で導入

しているパソコンについても、生徒同士がやり

取りができるというチャット機能が備わってお

ります。グループで共同学習を行うなど、主体

的な学びを実践していく上で有効なツールの一

つであると考えております。

生徒には、一人一つ、パソコンを活用する上

で必要なアカウントを配付しておりますが、こ

のアカウント名には生徒の氏名は入っておりま

せんので、氏名を基に、ある生徒がほかの生徒

のアカウントを検索して、例えば、他学年の生

徒であるとか、他校の生徒等にメッセージを送

るということは難しいのかなと考えております。

また、この事案で問題になっておりましたパ

スワードについてですけれども、県立高校につ

いては、全生徒が異なるパスワードを使ってお

りますので、なりすまし等もできない状況にな

っております。

【加藤義務教育課長】小中学校の状況について

ご説明をさせていただきます。

まず、パスワードの設定につきましては、各

市町に本事案を受けて確認をさせていただいた

ところです。一部の市町において、他の児童生

徒のパスワードを推測できるようなケースがあ

ったため、その改善を依頼したところでござい

ます。

また、チャットにつきましては、各市町の権

限でそれぞれ設定ができるようになっておりま

して、設定については、チャット自体の機能を

使っている自治体、また、使っていない自治体

それぞれという状況でございます。

このチャットにつきましては、一般のチャッ

トと異なりまして、管理者権限を持っておりま

す市町においては、その内容の確認ができるよ

うなものになっております。

今後、どのような設定、どのような環境の整

備が必要なのかということにつきましても、こ

の10月に市町との協議会を開催してまいりま
すので、その中でも取り上げながら、より安心

しながら、子どもたちが活用していけるような

状況を目指していきたいと思っております。

「ＧＩＧＡスクール構想」につきましては、

子どもたちの情報モラルを育てるということも

大きな目的でございますので、そういった取組

を進めていきたいと考えております。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。
県立高校においては、機能上というか、システ

ム上、こういったことが極めて起こりにくいと

いうことで理解をしたところです。

公立学校におきましては、21市町の状況それ
ぞれあって、チャット機能を使っているところ

もあれば、使ってなかったりとか、ただ、確認
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をしようとすれば、消したとしても確認ができ

るというところで、徹底的にやっていけば防げ

るというようなご答弁であったかとは思います

が、県として、現時点において、このチャット

の機能というのが、ただ先生次第、また、シス

テム次第においては、やはりこういったことが

起こってしまうような状況に今あるのではない

かなと私は感じています。

まず、今すぐできることとしては、このチャ

ット機能をまずは止めて本当にこういったこと

がないようなことが確かめられた上でチャット

を再開すべきと考えますが、ご見解をいただけ

ないでしょうか。

【加藤義務教育課長】チャットの機能は、教職

員の権限で立ち上げるような機能もございます。

このチャットにつきましては、子どもたちが

様々な意見交換をしていくという上では大変有

効な部分もあるのかと思っております。

私どもといたしましては、設置者ではござい

ませんので、それを突然ストップさせるという

ことはなかなか難しいものではございますが、

危険性については、市町に十分ご理解をいただ

きながら、よりよい展開をしていきたいと考え

ております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。チャ
ットの有効性というのは、当然そこは理解をし

ておるところです。

私としては、今すぐにチャットを止めて、絶

対、二度とこういったことが起きないんだとい

うことを確かめてから再開すべきだと考えてお

ります。改めて、21市町に対しては、こういっ
たリスクを県としても強く伝えていただいて、

共に対策を講じていただければと思います。

次の質問に移ります。不織布マスクの徹底指

導でございます。

科学的にも不織布マスクは感染対策予防にお

いて効果が高いということが明らかになってい

ます。若年層が感染しやすいデルタ株が蔓延し

た第5波以降において、県立高校や小中学校に
おいて、不織布マスクの徹底指導を図るべきと

考えます。不織布マスクを持たせている保護者

からは、周りの子たちが不織布マスクではない

といったことで、すごく不安だといった声も届

いております。そのことを踏まえて県のご見解

をいただけないでしょうか。

【松﨑体育保健課長】不織布マスクにつきまし

ては、今、委員から話がありましたように、布

マスク等に比較して効果が高いということは示

されております。しかしながら、着用の義務づ

けはされていないという状況にございます。

児童生徒に対する不織布マスクの着用の指導

についての考え方ですけれども、様々な家庭環

境がある中、不織布マスクを使うということは、

使用量が多くなっていきます。よって、家庭の

経済的負担が増加するということは、もう目に

見えているということがございます。また、ど

うしてもつけたいマスクがあるという児童生徒

の気持ち、これも配慮しなければいけないとい

うこともございます。

したがいまして、一律に不織布マスクを着用

するという指導はできないと考えております。

【中村(泰)委員】 経済的に厳しい家庭に対して
使い捨ての不織布マスクの購入を強いるのは大

変困難であるというのは十分に理解いたします。

ならば、例えば、要保護、また、準要保護世帯

の方に対しては、県が不織布マスクを大量に購

入してスケールメリットで安価で販売する、も

しくは配布するということを提案させていただ

きたいのですが、ご見解をいただけないでしょ

うか。
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【松﨑体育保健課長】不織布マスクの配布につ

いての考え方ですけれども、県として、いわゆ

る貧困対策として不織布マスクを配布すること

は考えておりません。

理由といたしましては、今申しましたように、

不織布マスクの着用は義務づけておりません。

それと、基本的にマスクは個人が準備するもの

と考えております。今、マスクが昨年度のよう

に需要と供給がアンバランスになったという状

況にもありませんので、そういった理由から考

えておりません。

ただ、これまでも不織布マスクの配布につい

ては、昨年度、マスク不足になった時に県とし

て設置者を超えて、県立のみならず、小・中・

高に備蓄用ということで不織布マスクを配った

ということはございます。

【中村(泰)委員】 配布となると、財政的な負担
というところもあると思います。ならば、県が

大量に購入してスケールメリットで一般的に買

うより安価で販売をするとか、こういったこと

もできるのではないかなと思いますので、今後、

どのように感染が広がっていくかわかりません

が、そういったこともぜひとも検討をお願いし

て、次の質問に移りたいと思います。

千々石ミゲル発掘調査に対する県の見解と保

存活用に向けた支援です。

天正遣欧使節として日本人で最初にローマ法

王に謁見した千々石ミゲルのご遺体の発掘調査

が諫早市多良見町で実施され、先日、9月16日
に報道陣等に公開されたところです。

実際に、千々石ミゲル本人と思われる白骨化

したご遺体が発掘されました。実際、そのご遺

体に対しては、仏教的な儀式をしておらず、隣

で数年前に発掘された女性のご遺体の近くにキ

リスト教のビーズであるとか、そういった副葬

品があったことから、今回発掘された遺体とと

もに、信仰形態を尊重していた可能性が高いと

いうような見方がされているようです。

ローマ法王に日本人で最初に謁見したにもか

かわらず、何かの理由で信仰を捨てたと言われ

ていた千々石ミゲルが、実は信仰を捨てずに守

り通していたという可能性があります。本県の

潜伏キリシタンの歴史において、今後の調査次

第では新たな視点が加わる可能性を今秘めてお

ります。

千々石ミゲルの子孫の浅田氏が、私財、また

クラウドファンディングが1,000万円以上を超
えて、そういったものを財源として今回発掘を

進めてきたようです。私も協力させていただき

ました。今後は、調査、そして保存活用という

ようなステージとなっていくようです。

こちらに県の文化財の保存活用大綱というの

がございますけれども、こちら拝見すると、保

存活用の措置については、行政が指導助言や財

政的な支援を行って文化財の保護を図っていく

というように記載がございます。

現在、発掘チームの皆様からは、調査までは

自分たちがしっかりやるけれども、今後の保存

活用においては、ぜひとも行政を巻き込んで、

県としても支援をしていただきたいというよう

なご要望もいただいております。

改めて、今回の調査の見解と今後の保存調査

に向けた支援について、ご答弁をお願いいただ

けないでしょうか。

【草野学芸文化課長】諫早市多良見町の千々石

ミゲルの墓所と思われるところの発掘調査は、

千々石ミゲルの子孫に当たられる方が学術調査

体制を組織し、クラウドファンディング等を活

用されて発掘調査を進めておられます。今回が

4回目の調査になります。8月から調査が始めら
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れまして、先般、9月18日には墓坑からご遺骨
が取り上げられたとお聞きしております。平成

29年の第3回調査でも木棺内からガラス玉など
が発掘されており、貴重な成果を挙げられたと

考えているところです。

今回の調査におきましても、県教育委員会と

しては、遺骨の取り上げが行われる際には、要

請を受けまして、県の埋蔵文化財センターの専

門職員を現地に派遣するなど、調査に協力もさ

せていただいております。

活用方法等につきましては、諫早市では5か
年計画で、市内のキリシタン関連遺跡の発掘調

査事業を予定されており、今回調査された墓坑

の周りも含めて発掘調査を実施する計画をお持

ちです。

こういった発掘調査が行われる中で、今回の

遺構にどういったものが埋まっているのかとい

う価値づけなどがなされていくと考えておりま

す。

今後、発掘調査で出てきました遺物の科学分

析や保存処理等についても、諫早市と連携を図

りながら、協力できるところは、協力していき

たいと考えております。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。
今後の調査結果次第というところであると思い

ます。しかしながら、今回のように民間の方が

中心になって動いて、諫早市もそこに触発され

て、また連携して調査範囲を広げていくんだと

いうようなことも言われています。ぜひとも諫

早市と連携して、県としても力強く支援いただ

ければと思います。

本当に調査結果次第になるとは思うんですけ

れども、私としては、やはりキリスト教関連遺

産ということで、数年前、本県の文化財が世界

遺産として認定されたところでございますが、

この内容もすごく潜伏キリシタンの歴史を変え

得るようなことだというように私は考えており

ます。世界遺産との今後の連携も含めて県のご

見解をいただければと思います。お願いいたし

ます。

【草野学芸文化課長】「長崎と天草地方の潜伏

キリシタン関連遺産」の構成資産は、潜伏キリ

シタンとして、密かにキリスト教の信仰を継続

して、厳しい生活条件の下で、現存社会、宗教

と共生しつつ、独特の文化的伝統を育んだこと

を物語る証拠となるものというのが構成資産と

なっております。例えば、南島原市の国史跡の

吉利支丹墓碑も、当初は構成資産の候補に含ま

れておりましたが、国際会議で議論がされてい

く中で、墓碑のみでは物証としては弱いと指摘

され、一代限りではなく、250年潜伏していた
こととのつながりを学術的に証明することが必

要だということで構成資産から外されておりま

す。

世界遺産登録には、全ての構成資産を含んで

ユネスコへの提案という形で認定されておりま

すので、新たに追加認定は難しいものと考えて

いるところです。

【中村(泰)委員】 なかなか追加認定というのは
難しいとは思うんですけれども、観光資源とし

ては、すごく有意義なものだと思いますので、

県としても、世界遺産と関連づけたような、こ

こは部署が違いますが、教育サイドとしても、

ぜひともそういった支援をお願いしたいと思い

ます。

【浦川委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】ほかに質問がないようですので、

以上で質問を終了いたします。

次に、「ゆたかな学びの実現・教職員定数改
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善をはかるための2022年度政府予算に係る意
見書（案）」提出の提案を受けておりますので、

事務局より文案の配付をお願いいたします。

〔文案配付〕

【浦川委員長】 それでは、私の方から、意見書

（案）提出についての提案、趣旨説明等をいた

します。

「ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をは

かるための2022年度政府予算に係る意見書
（案）」

改正義務標準法が成立し、小学校の学級編制

標準が学年進行により段階的に35人に引下げ
られている。今後、小学校だけに留まるのでは

なく、中学校での35人学級の早期実現が必要で
ある。

そのうえ、文科大臣も、改正義務標準法にか

かわる国会答弁の中で、30人学級や中・高にお
ける少人数学級の必要性についても言及してい

る。

学校現場では、新型コロナウイルス感染症対

策による教室の消毒作業等や貧困・いじめ・不

登校など解決すべき課題が山積しており、子ど

もたちのゆたかな学びを実現するための教材研

究や授業準備の時間を十分に確保することが困

難な状況となっていることは、十分認識してい

るが、子どもたちのゆたかな学びや学校の働き

方改革を実現するためには、加配の増員や少数

職種の配置増など教職員定数改善が不可欠であ

る。また、国の施策として定数改善にむけた財

源を確保し、子どもたちが全国のどこに住んで

いても、一定水準の教育を受けられることが重

要である。

よって、国会及び政府におかれては、地方教

育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が

計画的に教育行政を進めることができるように、

下記の措置を講じられるよう要請する。

記

1．中学校においても35人学級の実現に向け、
検討を進めること。

2．学校の働き方改革・長時間労働是正を実
現するため、加配の増員や少数職種の配置増な

ど教職員定数改善を推進すること。

3．自治体において、「学級編制基準の弾力
的運用」の実施ができるよう配慮すること。

4．教育の機会均等と水準の維持のため、地
方財政の確保と義務教育費国庫負担制度を維持

すること。

以上のようなことで意見書を受けております。

ただいま説明いたしました「ゆたかな学びの

実現・教職員定数改善をはかるための2022年度
政府予算に係る意見書（案）」について、質問

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】 それでは、意見書（案）の提出

について、採決を行います。

本提案のとおり、意見書（案）を提出するこ

とにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「ゆたかな学びの実現・教職員定数

改善をはかるための2022年度政府予算に係る
意見書（案）」については、提出することに決

定されました。

なお、体裁の修正等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

以上で意見書の審査を終了します。

次に、教育委員会関係の審査結果について整
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理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ０時２５分 休憩 ―

― 午後 ０時２５分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開します。

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。

明日は、午前10時より、こども政策局を含む
福祉保健部の審査を行うことといたしますので、

よろしくお願いします。

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 ０時２６分 散会 ―
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第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月２９日

自  午前１０時００分

至  午後 ４時 ６分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 浦川 基継 君

副委員長（副会長） 中島 浩介 君

委   員 中山  功 君

〃 徳永 達也 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 麻生  隆 君

〃 山下 博史 君

〃 中村 泰輔 君

〃 千住 良治 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 寺原 朋裕 君

福祉保健部次長 中村 浩二 君

福祉保健課長 中尾美恵子 君

福祉保健課企画監
(地域福祉・計画担当)

猿渡 圭子 君

監査 指導課 長 吉野 康弘 君

医療政策課長(参事監) 伊藤 幸繁 君

医療政策課企画監
(新型コロナワクチン接種担当)

林田 直浩 君

医療人材対策室長 加藤 一征 君

薬務 行政室 長 斉宮 広知 君

国保･健康増進課長 川内野寿美子 君

国保･健康増進課医療監
(健康づくり担当)

宗  陽子 君

長寿 社会課 長 尾﨑 正英 君

長寿社会課企画監
(地域包括ケア担当)

山口 香織 君

障害 福祉課 長 吉田  稔 君

原爆被爆者援護課長 山崎 敏朗 君

こども政策局長 田中紀久美 君

こども未来課長 德永 憲達 君

こども家庭課長 平川 顕作 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時００分 開議 ―

【浦川委員長】 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。

審査に入ります前に、寺原福祉保健部長が本

委員会への初出席となりますので、紹介を受け

ることといたします。

【寺原福祉保健部長】 おはようございます。

8月1日に着任いたしました寺原朋裕でござ
います。

約10年弱、臨床医として勤務をいたしまして、
その後、熱帯医学と公衆衛生を学び、厚生労働

省に入省をしております。入省後、幾つかの部

門を経まして、7月までは羽田空港で検疫所長
として、コロナ対策の水際対策の陣頭指揮を執

っておりました。地元は宮崎県なのですが、実
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は長崎県でも短い期間ですが、非常勤として病

院で勤務したこともございます。

しっかりと本県の皆さんの健康と生活を守る

ために尽力いたします。どうぞよろしくお願い

いたします。

【浦川委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【浦川分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。

福祉保健部長より、予算議案及び予算に係る

報告議案の説明をお願いいたします。

【寺原福祉保健部長】福祉保健部関係の議案に

ついてご説明いたします。

はじめに、予算決算委員会文教厚生分科会関

係議案説明資料（追加1）、福祉保健部の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110号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予
算（第11号）」のうち関係部分、第124号議案
「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第13
号）」のうち関係部分、報告第21号知事専決事
項報告「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第
8号）」のうち関係部分の3件でございます。
続きまして、予算決算委員会文教厚生分科会

関係議案説明資料、福祉保健部の1ページをご
覧ください。

第110号議案「令和3年度長崎県一般会計補正
予算（第11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、福祉保健部合計で127億3,199万
2,000円の増、歳出予算は福祉保健部合計で130
億9,687万4,000円の増となっております。
なお、各科目につましては、1ページに記載

のとおりであります。

2ページをお開きください。
補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

医療機関等への継続支援についてでございま

すが、新型コロナウイルス感染症の流行の長期

化を踏まえ、引き続き、医療提供体制の確保を

進めるため、医師が入院医療の必要がないと判

断した軽症者や無症状の方が療養を行う宿泊療

養施設の確保に要する経費として、13億3,407
万円の増、医療機関、高齢者施設、障害者施設

等でクラスターが発生した場合の施設への医療

支援チームの派遣体制を確保するために要する

経費として、3,050万円の増、新型コロナウイル
ス感染症患者の受入体制の強化のため、重点医

療機関等における感染症患者専用病床の確保に

要する経費として99億9,912万円の増を計上い
たしております。

このほか、2ページから3ページにかけての新
型コロナウイルス感染症スクリーニング事業、

生活福祉資金貸付金につきましては記載のとお

りであり、3ページ中段の高齢者施設等の施
設・設備整備費等につきましては、この後、長

寿社会課長より補足説明させていただきます。

続きまして、予算決算委員会文教厚生分科会

関係議案説明資料（追加1）、福祉保健部の1ペ
ージをご覧ください。

第124号議案「令和3年度長崎県一般会計補正
予算（第13号）」のうち関係部分についてご説
明いたします。

今回の補正予算は、令和3年8月11日からの大
雨による被害等への対応を図るとともに、新型

コロナウイルス感染症対策を緊急的に実施する

ため、必要な予算を追加しようとするものであ

ります。
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歳入予算、歳出予算ともに合計で2億8,491万
9,000円の増となっております。なお、各科目に
つきましては、1ページに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いてご説明いたします。

新型コロナウイルスワクチン接種の加速化に

ついて。

新型コロナウイルスワクチンの接種促進のた

め、県が設置するワクチン接種センターの設置

期間のさらなる延長に要する経費として、2億
6,340万2,000円の増を計上いたしております。
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事

業についてでございますが、国において、新型

コロナウイルスワクチン接種後の専門的相談窓

口の運営など、ワクチン接種の体制確保に係る

補助金の対象期間が延長されたことに伴う経費

として、2,151万7,000円の増を計上いたしてお
ります。

続きまして、予算決算委員会文教厚生分科会

関係議案説明資料、福祉保健部の3ページ下段
をご覧ください。

報告第21号「令和3年度長崎県一般会計補正
予算（第8号）」のうち関係部分についてご説
明いたします。

これは、新型コロナウイルス感染症への対策

を緊急に実施する必要が生じたため、所要の経

費につきまして、地方自治法第179条の規定に
基づき、令和3年8月3日付で専決処分させてい
ただいたもので、関係部分についてその概要を

ご説明いたします。

歳出予算は、福祉保健部合計で9,977万9,000
円の増となっております。

なお、科目につきましては3ページに記載の
とおりであります。

4ページをお開きください。
補正予算の内容についてご説明いたします。

ＰＣＲ検査等費用の支援についてでございま

すが、お盆の帰省など人の移動が増加する期間

において、やむを得ない理由で長崎県を訪れる

方が来県前に実施するＰＣＲ検査等への支援に

要する経費として、9,977万9,000円の増を計上
したものであります。

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。

【浦川分科会長】 次に、こども政策局長より、

予算議案の説明をお願いします。

【田中こども政策局長】こども政策局関係の議

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

資料のこども政策局の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110号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予
算（第11号）」のうち関係部分であります。
歳入予算、歳出予算ともに980万8,000円の増
となっております。各科目につきましては記載

のとおりであります。

歳出予算の内容につきましては、長崎県安心

こども基金事業費について、長崎県安心こども

基金を活用した保育所の設備整備に対する市町

への補助に要する経費として、980万8,000円の
増を計上しております。

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。

【浦川分科会長】次に、長寿社会課長より補足

説明をお願いします。
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【尾﨑長寿社会課長】 「令和3年度長崎県一般
会計補正予算（第11号）」のうち、長寿社会課
分につきまして、補足してご説明いたします。

右肩に「令和3年9月定例会補足説明資料 長

寿社会課」と書いております資料をご覧くださ

い。

高齢者施設が非常用自家発電設備、給水設備

及び換気設備を整備する支援といたしまして、

4,347万1,000円を計上しております。
事業概要といたしましては、国の地域・介護

福祉空間整備等施設整備交付金を活用いたしま

して、高齢者施設等におきまして、災害による

長期間の停電、断水時にも施設機能を維持する

とともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を防止するため、整備費用を補助するもので

あります。

補助率につきましては、非常用自家発電設備

及び給水設備の整備は、国2分の1、県4分の1と
なっており、事業者の負担が4分の1となります。
また、換気設備の整備は国10分の10でございま
すが、整備する面積1平米当たり4,000円が補助
の上限額となっております。

補助の予定数量は、③の補助予定数量に記載

しておりますが、まず、非常用自家発電設備に

つきましては、雲仙市の特別養護老人ホーム、

養護老人ホームと西海市の特別養護老人ホーム、

時津町の介護老人保健施設の4施設で整備し、
補助予定額は3,405万8,000円となっておりま
す。給水設備につきましては、新上五島町の介

護老人保健施設1施設で整備し、補助予定額は
624万4,000円、換気設備は諫早市の介護医療院
と新上五島町の特別養護老人ホームの2施設で
整備し、補助予定額は316万9,000円となります。
以上で補足説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたしま

す。

【浦川分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び予算に係る報告議案

に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 福祉保健部、第110号議案の横長
資料9ページ、予防費の新型コロナウイルス感
染症対策事業費の中のスクリーニング事業費、

これは院内感染防止のために入院前の患者に対

して実施するＰＣＲ検査等の費用を助成すると

説明が書いてあるんですが、県民の皆さんから

疑問というか要望をいただいたのは、入院前の

患者ということですけれども、有床診療所が対

象になっていないというご指摘を受けたんです

が、そういうことなのか。対象になっていない

となれば、その理由があるのか、説明を求めま

す。

【伊藤医療政策課長】このスクリーニング事業

につきましては、その対象を病院ということに

しております。有床診療所を含めまして診療所

については、この対象にしておりません。これ

は、検査機器等を配置しているのが、基本的に

検査の能力がある病院が多いということもござ

います。

かわりに、簡易検査キットを各診療所にお配

りをして、必要に応じて利用していただくこと

で対応をさせていただいているところでござい

ます。

【堀江委員】そうしますと、検査キットは診療

所が希望して入手するんですか。

同じように扱ってほしいと、有床診療所であ

っても院内感染防止ということでは同じなので。

これは県が補助をして、病院を対象に、入院

する患者さんに対しての費用を助成するという

ことですけれども、有床診療所にあっても同じ
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ように対応してほしいという要望につきまして

は、今の答弁ですと、検査キットを診療所が要

望すれば、これは費用の負担とかはどうなるん

ですか。そこも詳しく教えてください。

【伊藤医療政策課長】簡易検査キットの配布に

つきましては、事前に各診療所に必要量を調査

いたしまして、ご要望があった数量を配布して

いるところでございます。

【堀江委員】そうしますと、これは必要量を事

前に届ければ同じように対応してもらえるとい

うことになるんですか。

【伊藤医療政策課長】 これは、今回配布を6月
に行いまして、その際に調査を行ったものでご

ざいます。

今後また同様に配布するかどうかというとこ

ろにつきましては、今のところ予定はございま

せん。

【堀江委員】いずれにしても、事業費そのもの

はもちろん否定するものではありませんが、要

望として、有床診療所が対象にならないので、

やはり同じように扱ってほしいという要望をい

ただいておりますので、その点についても今後

検討していただきたいということを申し上げて

おきたいと思います。

【浦川分科会長】 ほかに何かありませんか。

【山田(朋)委員】 予算議案で、新型コロナウイ
ルスワクチン接種加速化のために2億6,340万
2,000円の増ということでありますが、この件に
関わって伺いたいと思っております。

現在、平日が14時から19時半、土日が10時か
ら15時30分ということで接種を行っていただ
いておりますが、都市部においては、若者とか

働く方々のために金曜日の夜遅く、12時ぐらい
まで接種を行っているようであります。本県に

おいてはそこまで遅くなくてもいいかもしれま

せんが、10時ぐらいとか。
若者の接種や、働く方々の副反応に対応する

ために土日に休めるために、そういった特別な

枠を検討しているのかどうかを伺いたいと思い

ます。

【林田医療政策課企画監】県で実施しておりま

すセンターにつきましては、今おっしゃったと

おり、平日につきましては午前中と午後、土日

につきましては午後と夕方7時半までの時間帯
でやっております。

それ以降の時間帯は、なかなか人数的にも見

込めないですし、実施体制としての医療従事者

の負担等を考えますと、今のところは考えてい

ないところでございます。

【山田(朋)委員】 もう既にいろいろご苦労いた
だいている方々にご負担をかけるということは

私も理解をするんですけれども、副反応があっ

ても土日にしっかり休めるということで、金曜

日に接種を希望する方が多くいらっしゃると思

います。働いている方々も、ちょっと遅い時間

だと受けやすい方も出てくると思うので、始ま

る時間を遅くするとか、少し柔軟な対応もぜひ

検討をいただきたいと思います。

相談窓口でも予算がついていますが、今、接

種後の専門的な相談窓口に対して、どのくらい

の相談があっているのかを教えていただきたい

と思います。

【林田医療政策課企画監】県で設置しておりま

す新型コロナウイルスワクチンのコールセンタ

ーについてでございます。

3月15日に開設をいたしまして以降、9月26
日までの相談実績が7,151件ございまして、1か
月平均で約1,200件程度の相談があっていると
ころでございます。

その主な内容としましては、接種後の副反応



令和３年９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）（９月２９日）

- 68 -

に関するもの、発熱や痛みがあるけれども大丈

夫か、みたいなご相談がおよそ5,000件程度。そ
れ以外ですと接種前の不安、アレルギーがある

けど大丈夫かとか、こういう薬を飲んでいるけ

ど大丈夫かとか、そのような不安に関するお問

い合わせが1,200件程度ございます。そのほかは、
ワクチンの成分に関するお問い合わせであると

か、あとは本来は市町で受けるべき予約や接種

券の発行などに関するお問い合わせも含まれて

いるところでございます。

【山田(朋)委員】 あと1点だけ伺います。
医療機関への継続支援ということで13億

3,407万円がついていますが、この件で、宿泊療
養所に関する経費として計上されている分に関

わって伺いたいと思います。

以前、宿泊療養所は病院とは違って空調設備

とか陰圧処理とかがないので、空気が蔓延をし

ているように感じていると、ちょっとそういっ

た話も聞いておりました。そこで働く方々は、

入所の際に面談をしたり、病院に移る時に同行

支援をしたりということで、感染をしている患

者さんとの接触があるけれども、医療機関に比

べると。

医療機関では、対応した後に全員シャワーを

して帰るように徹底をされていました。そこで、

シャワーの件は、別途、課長にお願いをして実

現するようになったということで、よかったと

思っているんですが。

今まさに医療従事者の方は、早目にワクチン

を接種しているがゆえに、少し抗体が切れてき

ているのではないかという不安がある中、ＰＣ

Ｒ検査を必要に応じて、病院ではもう本当に随

時やっているということでありました。

宿泊療養施設で従事される方々にもＰＣＲ検

査をする機会を設定いただきたいと思いますが、

その考え方について伺いたいと思います。

【伊藤医療政策課長】宿泊療養施設につきまし

て、まず施設の感染管理でございますが、専門

家の方にきちんと建物を調査していただきまし

て、レッドゾーン、グリーンゾーンを分けて、

入所者の方と施設で働く方の区域を分けており

ます。レッドゾーンに入る際にはどういう注意

をしないといけないのかというのは、事前に研

修を行った上で対応をしているところでござい

ます。

必要に応じて検査ができないかということで

ございますが、宿泊療養施設につきましては、

看護師だけではなくて、生活支援員ということ

で一般の県職員でも対応をしているところでご

ざいます。ワクチン接種につきましては、宿泊

療養施設に関わる職員については、医療従事者

の優先接種の時期と同じく早い段階で接種をさ

せていただいております。

検査についても、少しでも症状がある場合は

検査をするようにと考えておりますが、定期的

に検査をするところまでは、今のところは考え

ていないところでございます。

【山田(朋)委員】 症状が出てからでは遅いと思
っております。病院までは行かないにしても、

定期的に検査をすることによって、その方が自

宅に帰って、万が一拡げることの不安も感じて

いらっしゃるようでありますので、そのあたり

は従事されている方のお話も聞きながら、さら

に安全対策を進めていただきたいと思います。

以上です。

【浦川分科会長】 ほかにありませんか。

【宅島委員】関係議案説明資料には文言として

入っていないんですが、抗体カクテル療法につ

いての予算が一部どこかに入っているのかどう

か、教えていただけますか。
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【伊藤医療政策課長】抗体カクテル療法につき

ましては、医療機関であれば医療機関で対応し

ていただきます。

県で対応しているのは、宿泊療養施設に設置

いたしました臨時の医療施設で抗体カクテル療

法を行っているところでございますが、この経

費につきましては、その薬剤は県から申請する

ことで国から無償で提供されております。また、

必要な人材につきましては、実際に宿泊療養施

設にいる人材、あるいは医療機関からの医師の

応援等で対応しておりますので、予算的には計

上はいたしておりません。

【浦川分科会長】 ほかにありませんか。

【麻生委員】何点か教えていただきたいと思い

ます。

今回、重点医療機関等の専用病床確保関係に

ついては99億9,912万円、100億円近い予算が組
まれておりまして、これらの病床については県

内の医療機関に確保する、なおかつ空いてもそ

の分のベッドを保障しますよという予算だと思

います。これの金額がちょっと大きいというこ

とでありまして、医療圏が長崎、佐世保、県央

とか離島ということであるでしょうけれども、

そういう一覧表か何かあるんですか。出せと言

えば出るんでしょうけれども、そういうことが

わかれば、まず教えてもらいたいと。

そして、この予算がいつまで、第5波があり
ましたけれども、これの確保は年内で終わるの

か、それとも年が明けたら別の予算でまた措置

をするのか、まだ来ていませんのでね。いつま

でこの予算措置を考えておられるのか、その2
点をまず教えてください。

【伊藤医療政策課長】今回の予算でお願いして

いる額の算出につきましては、各医療機関の必

要な病床を積み上げたものではございません。

この算出につきましては、令和3年度当初の空
床補填の予算につきましては、昨年度の4月か
ら11月までの実績を基に、今年度、年間にかか
る経費の半年分を当初予算でお願いをしており

ました。

今回お願いをしておりますのは残り半年分を

要求しているものでございますが、単純に半年

分ということではなく、今回の積算に当たって

は、本年度の4月、5月の実績を踏まえて、年度
末まで必要な経費の予算をお願いしているとこ

ろでございます。

【麻生委員】年度末まで積み上げているという

ことでありました。わかりました。

2点目に、軽症者等の宿泊療養施設の確保、
当初は大分苦労されて、広がって、それについ

ては、皆さん大変ご尽力されたことについては

感謝を申し上げたいと思います。

今回、14施設646室を確保されるんですけれ
ども、第5波の状況でどのくらいの活用があっ
たのか、実態の状況をまず教えてもらえません

か。

【伊藤医療政策課長】 この第5波では、想定し
ていたよりも軽症者、無症状者の方が多かった

ということがございまして、入院をされる方が

想定よりも少なく、宿泊療養施設、自宅療養に

なる方が多い状況でございました。

地域的にも少し偏りがございまして、特に長

崎医療圏、佐世保県北医療圏につきましては、

宿泊療養施設での受入れが一時、困難になる状

況となりました。

全国的には、この宿泊療養施設、どうしても

消毒とか、入所者の入替えの時を考えますと、

稼働率が大体5割とか6割ということで考えて
おられますが、特に長崎医療圏の施設の場合は

一時8割を超える稼働率で運用をしておりまし
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た。

こういう状況を踏まえまして、長崎医療圏と

佐世保県北医療圏で新たに宿泊療養施設を確保

したいということで、今回予算要求をさせてい

ただいたところでございます。

【麻生委員】 わかりました。8割の充足率だっ
たということで、大変稼働率がよかったといい

ますか、それぞれ協力をいただいたんだなと思

います。

今回、14施設646室に上げられたということ
で、第5波から第6波にかけての対応だと思うん
ですけれども、今回の状況を見て、前回から約

200床、5割近くアップされているわけですけれ
ども、見込みとして第6波について、医療体系
と宿泊療養施設も含めて検討されたんでしょう

けど、その根拠を教えてもらえますか。

【伊藤医療政策課長】宿泊療養施設の確保に必

要な部屋数につきましては、病床確保計画を策

定しておりますが、昨年7月に策定いたしまし
て、今年5月にこの計画を改定しております。
その時の前提といたしましては、5月時点で、

それまで過去最大新規感染者数が何人か、その

2倍の新規感染者が発生した場合に必要となる
病床数、あるいは宿泊療養施設の確保を検討し

てきたところでございます。

5月時点で最大の新規感染者数が今年1月の
60名ということでございましたので、120名の
新規感染者が発生した場合に、必要となる病床

と宿泊療養施設の確保を行ってまいりました。

宿泊施設につきましては、120名の新規感染
者が発生した場合には現在確保している施設だ

けでは対応できない場合があるということで、

必要な室数を確保したいということでの予算要

求でございます。

【麻生委員】 今のワクチン接種の状況は、65

歳以上はもう85％近くなったと、県内の状況が
この前、速報が発表されました。5割を超えて6
割近い状況で、九州でも一番上がっている状況

ですね。

11月には約8割近い県民にワクチン接種をや
ろうとしていまして、重症化は避けられるだろ

うという話をされていますけれども、こういう

ワクチン接種と医療体制と軽症者の宿泊施設確

保、こういう相関関係についてはどうお考えで

すか。

【寺原福祉保健部長】病床確保計画については、

今、医療政策課長が申し上げたとおりが現状で

ございますが、実は近日中に厚生労働省から新

たに事務連絡が出る予定でございまして、さら

なる病床確保等に向けて、あるいは宿泊療養施

設の確保に向けて、推計の計算式も含めて出さ

れる予定になっております。

いろんな専門家の方に私もお話をお聞きしま

して、今後、ワクチンの接種率が8割近くに上
がりましても、軽症者を中心に感染者がまた拡

大する可能性は十分にあるだろうとお聞きして

おります。

第5波におきましても、第4波に比べまして無
症状あるいは軽症者の方が非常に多かった状況

でございますので、病床確保もそうですが、や

はり宿泊療養施設の確保と自宅療養の整備をし

っかり進めないといけないと思っています。

ワクチンの接種がどれぐらいになれば、どれ

ぐらいの宿泊療養施設を確保すればいいかとい

うような具体的な式といいますか、推計につい

ては非常に難しいかと思っていますが、ある程

度、余裕がある程度には確保すべきであろうと

思っております。

【麻生委員】私も、予算をつけてしっかり確保

してもらうことは大事だと思っています。片方
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ではワクチン接種が進んでいるので、国から予

算をもらってちゃんとしているから問題ないと

思うんですけれども、厳しい財源の中でやりく

りされている状況もあって、どこに重点を置い

ていくのかということもあろうかと思っており

まして、そこら辺のことはしっかりと連携して

やっていただきたいと。

あとは、第5波と違って第6波のデルタ株がど
ういうことになるのか、変異株を含めてあるで

しょうから、そういうことでの展開と、あとは

自宅療養の皆さんとの連携ですね、そういう医

療体制について、もうちょっとしっかりと、訪

問医療ができるような体制をお願いしたいと思

います。

あと1点、生活福祉資金について、ちょっと
お尋ねしたいと思います。前回も同じような予

算を組みました、13億円近くですね。また新た
に組んでいるところですけれども、これで原資

なのか、経費なのか、その中身を教えてもらえ

ますか。

【猿渡福祉保健課企画監】今回の補正予算につ

きましては、申請期限が8月末から11月末まで
に延長されたことで、それに伴います原資と事

務費について計上させていただいております。

事務費につきましては、償還が来年4月から本
格的に始まりますので、債権管理費も含めたと

ころで計上しております。

内訳ですが、11月末までトータルで必要にな
る見込み額から既定予算を差し引いたものが補

正額の13億円でございますが、これまでに今回
の補正予算を含めまして112億円計上させてい
ただいております。そのうち原資が100億円、
事務費が10年間の債権管理費を含めて12億円
という内訳になっています。

【麻生委員】生活福祉資金貸付資金ということ

で、緊急小口資金で大変助かっていると。この

前お尋ねしたら、長崎市あたりが結構多くて

6,000件、県内1万2,000件あるうちの半分が長
崎市と聞いておりまして、その中で、やっぱり

今後返さなくちゃいけない状況が発生してくる

と思います。

課題は、しっかりと継続した生活支援として、

受けつけた時の状況だとか、人々の生活を含め

て、ちゃんとアドバイスできるかどうかという

ことも窓口の担当は心配しておりました。社会

福祉協議会に聞くと、臨時雇用なんですと。だ

から、そういう人たちについては9月いっぱい
とか3月いっぱいで辞めてもらわなくちゃいけ
ないんですよという話が出ておりました。

ただ単に事務処理だけの問題なのか、そうい

った引継ぎをちゃんとやっていけるようなシス

テムまで展開してもらえるのかどうか、そうい

ったところについて、現場に対する指導とかア

ドバイス、予算の取り扱いの状況について、ど

うお考えですか。

【猿渡福祉保健課企画監】社会福祉協議会にお

いては、貸付の申請を受け付けていますが、別

の生活困窮者自立支援制度というのがございま

して、そちらの相談支援につきましても社会福

祉協議会等に委託をしております。相談支援に

つきましては、償還が始まった後もそちらで伴

走型の支援を行っていくことになります。その

予算につきましても、コロナ禍を踏まえたセー

フティネットに係る予算としてしっかり確保し

てまいりたいと考えております。

【麻生委員】私は、生活福祉資金は大変助かっ

ていると思っています。生活保護に陥らない。

ただ、今から返済が始まってくるので、本当に

それがやっていけるのかなと。非課税の人たち

については一部減免ということもあろうかと思
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いますけれども、減免になるかならないかとい

う境目の人たちが大変多いのではないかと思っ

ています。返さなければいけないということで、

いろんな形でまたほかに借金をされる方もある

でしょうから、しっかりとしたアドバイス、事

務処理の中で説明を尽くしてもらいたいと思っ

ているんですよ。

ですので、ぜひ、そういった県民に対しての

適切なアドバイスもちゃんとやるように、ガイ

ドラインも含め、そういう説明についての資料

を、ペーパーでもいいでしょうけれども、ぜひ

出していただいて、それぞれ不安がないように

お願いできればと。

コロナについて、ここ1年半ぐらい、長崎市
内でも飲食を含めて大変な方がおられますし、

その関係の人たちも多いと思います。景気的に

大変厳しい現状でしょうから、何とかみんなで

一緒になってコロナを乗り越えていって、そう

いった新しい生活ができるように、ぜひお願い

をしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

【浦川分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【ごう委員】 1点だけ確認をさせてください。
いただいている議案説明資料の3ページです。
高齢者施設等の施設・設備整備等についてとい

うことで補足説明資料もいただいております。

この中で、非常用の自家発電設備が4施設、
給水設備が1施設、換気設備が2施設と報告いた
だいておりますが、長崎県内の実情として、こ

れら非常用の自家発電等々が、どれくらいきち

んと整備をされているのか、その実績について、

まずお聞かせ願いたいと思います。

【尾﨑長寿社会課長】今回の補正予算で整備い

たします非常用自家発電設備につきましては、

通常、消火栓ポンプとかスプリンクラー設備と

か非常灯など防災用の非常用自家発電設備は、

消防法で備えることが義務付けされているとこ

ろでございまして、今回予算計上しているのは、

台風などで長時間停電が発生した場合に、保安

用として特別に自家発電設備として整備すると

いう事業でございます。

この事業の対象となります特別養護老人ホー

ム、介護老人保健施設、あるいは養護老人ホー

ムの県の所管の144事業所に調査いたしました
ところ、非常用自家発電設備につきましては36
事業所が未整備の状況でございます。こうした

施設につきましては、国の補助メニューを活用

して順次整備を図っていただくよう、今、お話

をしている状況でございます。

【ごう委員】 対象となる144の施設に確認をと
ったところ、現在のところ36施設が未設置とい
う報告をいただきました。

この36の施設につきまして、設置をしていな
い理由等々、今回も手を挙げなかった理由につ

いてはどのようにおっしゃっているんでしょう

か。

【尾﨑長寿社会課長】大型の発電機は設置費用

が高額であるということでございまして、やは

り資金面が非常にネックになっているというお

話を伺っているところでございます。

こちらの補助メニューにつきましては事業者

の負担が4分の1ということでございますので、
そのほかにも施設の改修とかやりたい中で、こ

の非常用の自家発電設備まで投資をするかとい

うところがネックになっているということでご

ざいます。

ただ、令和元年の台風15号で、千葉県では約
12日にも及ぶ停電が発生した状況がございま
して、例えば熱中症など、停電において利用者

の方の身体、生命に関わる危機につながる可能
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性もございますので、事業所に対しては、資金

計画なども考えて早期に整備をしていただきた

いと思っているところでございます。

【ごう委員】やはり補助率ですね。今おっしゃ

ったように設備自体が高額であるので、4分の1
が自己負担になることが大きな壁になっている

のではないかと思っております。

そうは言いましても、この36施設に設備がな
いことで様々な二次的な被害等々が考えられる

と思います。やはり命を守るためには、しっか

りと設備を整備していくことが必要と思います。

今回、地域介護・福祉空間整備等施設整備等

交付金を活用してということでありますが、こ

の交付金の中でどれぐらいがきちんと活用され

ている状況でしょうか。

【尾﨑長寿社会課長】国の地域介護・福祉空間

整備等施設整備交付金につきましては、国全体

で11億6,000万円ほどの今年度予算でございま
した。長崎県からも7,600万円ほどの要望を差し
上げていたんですけれども、内示があったのが

4,347万円という今回の予算でございまして、全
額採択とはならなかったところでございます。

今後も国等にも要望いたしまして、こういっ

た災害対策に関する予算につきましては、県の

長寿社会課としては予算の確保に努めてまいり

たいと考えております。

【ごう委員】 1点私が気になるのが、未設置の
36の施設が災害時に福祉避難所になる可能性
もあるのではないかと思っているんですが、そ

のあたりはどうでしょうか。

【尾﨑長寿社会課長】今回整備を予定しており

ます4施設は福祉避難所として指定されている
施設でございまして、実は国に未採択となった

2施設につきましては、福祉避難所としての指
定がございませんでした。

ご指摘のとおり、施設については地域の福祉

避難所として機能しているところが多いと思い

ますので、そういった視点からも、こうした補

助金の予算確保には努めてまいりたいと思いま

す。

【ごう委員】補助金の予算確保をしっかりと努

めていただきたい。それとともに、県の中で何

かほかの方法を模索できないかと思っておりま

すので、今後検討していただいて、早くこれが

整備されるように要望して、この質問を終わり

たいと思います。ありがとうございます。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【中村(泰)委員】 第110号議案で、ただいまの
高齢者施設等の施設・設備整備等につきまして、

先ほど自家発電設備について質疑がございまし

たけれども、換気設備も国が10分の10支援をす
るという中、今回は2施設だったということで
すが、現在の県下の介護施設の換気設備の整備

状況をまずはご答弁いただけますでしょうか。

【尾﨑長寿社会課長】換気設備に関する詳細な

調査は実施しておりませんので、県下の施設の

状況については、すみません、お答えできませ

んけれども、こちらの補助メニューにつきまし

ては、施設内で換気の悪い環境がある場合に、

特別に換気設備の更新の補助を行うということ

でございまして、基本的には居室などは窓がつ

いておりますし、主だった施設につきましては

特別に換気が悪い場所はあまりないのかなとは

思っておりますけれども、現時点におきまして、

すみません、現状については把握していない状

況でございます。

【中村(泰)委員】 とはいっても2施設だけとい
うのはすごく少ないかなと。10分の10の支援が
ある中で2施設と。
ちなみに、2施設だけが通ったというところ
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ですけれども、実際に応募としてはもっとあっ

たのかどうか、いかがでしょうか。

【尾﨑長寿社会課長】こちらの換気設備のご要

望については、この2施設だけでございました。
参考までに、昨年度も換気設備の助成を行っ

ておりまして、昨年度は8施設に助成を行った
実績がございます。

【中村(泰)委員】 コロナ感染において、今、エ
アロゾル感染とか、換気の重要性がすごく言わ

れていまして、特にこういった介護施設で換気

ができていない状況というのは非常にリスクが

あると思います。そちらの状況をなかなか把握

しにくいところも理解はするところですが、し

かしながら2施設だけしか応募がなかったとい
うのも、なかなかちょっと理解しがたい状況で

ございます。こういった介護施設に、この補助

メニューが十分に通っていたかどうかというの

がすごく気になるところです。

そのあたりに、こういった補助メニューがあ

ることをどのように通知なさったのか、ご答弁

いただけますでしょうか。

【尾﨑長寿社会課長】国の地域介護・福祉空間

整備等施設整備等交付金に関する事業につきま

しては、対象となっている全ての事業者に対し

て、文書等で周知をさせていただいている状況

でございます。

【中村(泰)委員】 わかりました。周知されて結
果的に2施設だけだったということですが、国
の10分の10という補助率であるので、ここは積
極的にぜひとも応募をいただいた方が良いと考

えられますので、次回こういったメニューがあ

った場合は、もっと積極的に周知をお願いでき

ればと思います。

続きまして、報告第21号です。ＰＣＲ検査費
用の支援について、お盆の帰省などでやむを得

ない場合に、来県前にＰＣＲ検査をされた方に

対して支援をすると、9,977万円の増ということ
ですが、これが実績値ということでよろしいで

しょうか。

【伊藤医療政策課長】 この9,977万9,000円は、
予算をお願いした額ということでございます。

【中村(泰)委員】 これは、大体何名を想定され
て出された予算でしょうか。

【伊藤医療政策課長】お盆の時期と通常の時期

と、県内に県外から来られた方の人数の差を算

出いたしまして、約1万7,000人と、この方々が
全員、この補助メニューを活用して検査をする

という前提での予算要求をさせていただいたと

ころでございます。

【中村(泰)委員】 一般質問でもこれは取り上げ
られたと思いますが、1万7,000人の中で実績値
として何名の方が申し込まれたのか、ご答弁い

ただけますでしょうか。

【伊藤医療政策課長】この事業につきましては

お盆の時期ということで、8月7日から23日まで
に県内にお越しいただいて、お越しいただく2
日前までに検査を受けていただくという条件が

ございました。

直前にこの制度を立ち上げたというところも

ございまして、実際に申請いただいた件数は

261件でございます。
【中村(泰)委員】 予想の大体100分の1、それに
近いような結果だったということが、ご答弁で

わかりました。

急に実施をしたというところで、なかなか周

知が難しかったのかなと思うんですけれども、

予想に対して100分の1くらいにとどまった原
因はどのようにお考えでしょうか。

【伊藤医療政策課長】主な原因といたしまして

は、この制度を立ち上げる前日に広報を始めた
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ところが一番大きなところかということでござ

います。

ホームページ等で周知をいたしまして、一般

質問いただいた際にもご答弁させていただきま

したが、実際に3万1,000件ほどのアクセスをい
ただいております。その中で申請件数が少なか

ったということでございますが、周知の問題と、

あとは直前に検査をされるということで、どう

しても必要な書類がそろわない、あるいは都市

部では検査費用そのものがかなり安価でできる

というところもあろうかと思います。

【中村(泰)委員】 わかりました。いろんな理由
があったかと思います。施策としては、これは

ぜひとも実施するべき施策だったと思います。

実施を決めたのが直前だったというのが、一

つ反省点としてあるのであれば、次にこういっ

たことをやる場合は前もって計画いただいて、

周知を図っていただければと思います。

【浦川分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川分科会長】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〕

【浦川分科会長】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。

予算議案及び予算に係る報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分、第124号議案の
うち関係部分及び報告第21号のうち関係部分
については、原案のとおり可決・承認すること

にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び予算に係る報告議案は、

原案のとおり、それぞれ可決・承認すべきもの

と決定されました。

【浦川委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

福祉保健部長より総括説明をお願いいたしま

す。

【寺原福祉保健部長】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いてご説明いたしま

す。

福祉保健部の文教厚生委員会関係議案説明資

料をお開きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、1
ページに記載の第120号議案「長崎県病院企業
団の共同処理する事務の変更及び規約の変更に

関する協議について」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120号議案「長崎県病院企業団の共同処理
する事務の変更及び規約の変更に関する協議に

ついて」につきましては、長崎県五島中央病院

付属診療所奈留医療センターの在宅介護支援セ

ンターを行っている居宅介護支援事業及び五島

市から運営委託している老人介護支援センター

事業が令和2年3月31日をもって廃止されたた
め、長崎県病院企業団で共同処理する事務の変

更及び規約の変更に関する協議について、議会

の議決を得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。

新型コロナウイルス感染症対策についてでご

ざいますが、本県における新型コロナウイルス

感染症につきましては、7月以降、データ株に
よるクラスターが複数確認されるなど、従来株
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よりも感染力が強いデルタ株への置き換わりが

急速に進行しており、さらなる感染拡大が懸念

されることから、引き続きスピード感と緊張感

をもって各種対策に全力で取り組む必要がある

ものと認識しております。

まず、検査体制につきましては、県下全域で

感染者が急増した場合であっても、感染が疑わ

れる方々や濃厚接触者等を迅速に検査できる体

制が不可欠となることから、医療機関や民間検

査機関等への検査機器の導入を継続的に促進し

ているところであり、ＰＣＲ等の一日当たりの

検査可能件数は6月末時点の約4,700件から7月
末時点の約5,300件へ拡充しており、今後は10
月末までに約5,400件まで拡充する予定であり
ます。

次に、医療提供体制につきましては、第4波
までの感染状況を踏まえ、去る7月8日に病床確
保計画におけるフェーズ移行基準及びフェーズ

ごとに必要な病床数を見直し、フェーズ4の最
大病床確保数を428床、緊急時に確保する病床
を532床に拡充するとともに、宿泊療養施設に
つきましても最大433室を確保し、緊急時には、
長崎地区及び佐世保地区の宿泊療養施設に臨時

の医療施設を開所するなど、体制を強化したと

ころであります。

感染者急増時には、限りある医療資源をより

効果的・効率的に運用する必要があることから、

引き続き、入院病床等の確保に取り組むととも

に、後方支援医療機関の拡充、転院・広域調整

の実施体制や宿泊施設等での療養体制の強化を

図りながら、感染者が安心して治療・療養がで

きる体制の整備・運用に努めてまいります。

また、新型コロナウイルスワクチン接種につ

ましては、市町において、接種を希望する高齢

者への優先接種が7月末までに概ね終了し、現

在、64歳未満の方を対象とした一般接種が進め
られております。

そのような中、県におきましては、市町の取

組を補完し、時速な接種を推進するため、6月
12日から8月6日までの間、長崎市と佐世保市吉
井町にそれぞれ県コロナワクチン接種センター

を設置しておりましたが、さらなる加速化を図

る必要があることから、センターの設置期間を

10月8日まで延長することとし、長崎市につい
ては引き続き県庁で、佐世保市については、会

場を市中心部に移転したうえで接種を継続して

いるところであります。

また、アストラゼネカ社ワクチンにつきまし

て、当該ワクチンの接種を希望される方の接種

機会を確保するため、長崎市の道ノ尾病院を接

種会場として設定いたしました。

今後とも、県医師会や長崎大学をはじめとす

る関係機関と積極的な連携を図り、引き続き検

査体制・医療提供体制の拡充・強化を図るとと

もに、円滑なワクチンの接種体制の構築に向け

注力してまいります。

長崎県循環器病対策推進計画についてでござ

いますが、健康寿命の延伸等を図るための脳卒

中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関す

る基本法に基づき、本県における循環器病対策

を総合的かつ計画的に推進する計画として、今

回、新たに策定するものであります。

当計画の素案につきまして、この後、医療政

策課長から補足説明をさせていただきます。

そのほかの所管事項につきましては、令和3
年8月11日からの大雨による災害について、長
崎県地方機関再編の基本方針に基づく振興局見

直し実施計画案について、及び、東京2020パラ
リンピックにおける活躍についてであり、その

内容につきましては記載のとおりであります。
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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。

【浦川委員長】次に、こども政策局長より説明

をお願いします。

【田中こども政策局】予算決算委員会分科会で

ご説明いたしました予算議案を除く、こども政

策局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、こども政

策局の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112号議案「長崎県安心こども基金条例の一
部を改正する条例」、第113号議案「長崎県児
童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例」の2件であります。
議案の内容についてご説明いたします。

第112号議案「長崎県安心こども基金条例の
一部を改正する条例」につきましては、国の子

育て支援対策臨時特例交付金に基づく基金の事

業実施期限を延長することに伴い、所要の改正

をしようとするものであります。

第113号議案「長崎県児童福祉施設の設備及
び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例」につましては、児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令の公布に

伴い、所要の改正を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。

お見合いシステムの改修について。

婚活サポートセンターで実施している、結婚

を希望する独身者の方々の出会いをサポートす

る「お見合いシステム」について、利便性向上

のための改修を行う、10月からリニューアルい

たします。

これまでは、顔写真を除くお相手のプロフィ

ール情報のみ、会員ご自身のスマートフォン等

から閲覧可能でしたが、今後は、自宅閲覧機能

の利用に同意された方については、顔写真を含

むプロフィール情報の閲覧からお引き合わせの

申込みまで、ご自宅で行っていただくことが可

能となります。

今回の改修により、窓口にお越しいただくの

は会員登録時のみで、登録後はご自宅からシス

テムの全機能をご利用いただけるようになり、

利便性が格段に向上いたします。

また、リニューアルに併せて、10月から新規
会員の登録料を半額にするキャンペーンを実施

することとしており、新聞、テレビ、雑誌など

のメディアとタイアップした広報により、お見

合いシステム登録者数2,500名を目指してまい
ります。

今後とも、独身の方が望む出会いを提供でき

る環境づくりに努めるとともに、社会全体で結

婚を応援する機運を醸成することにより、結婚

を希望する方が1人でも多く結婚の希望を叶え
られるよう、サポートしてまいります。

児童相談所における児童虐待相談対応件数に

ついて。

去る8月27日に、令和2年度の全国の児童相談
所における児童虐待対応件数が対前年度比

5.8％増の20万5,029件と過去最多を更新した
ことが公表されました。

本県の児童虐待相談対応件数は1,018件で、過
去最多となった前年度とほぼ横ばいで推移して

おります。

主な特徴としては、心理的虐待の増加が顕著

であることが挙げられますが、これは、身体的

虐待として通告された世帯の被虐待児童への虐
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待を目撃したきょうだいに関し、心理的虐待が

行われたものとして対応することが定着してき

たことが要因の一つであると考えられます。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化す

る中、児童虐待の発生リスクが高まることが懸

念されることから、今後とも地域の関係機関が

連携して、児童虐待の発生予防から早期発見、

早期対応、虐待を受けた子どもの自立支援に至

るまで、切れ目ない支援を実施してまいります。

その他の所管事項につきましては、子どもの

貧困対策について、保育の仕事合同面談会につ

いて、長崎県こども・若者応援団表彰について

で、内容は記載のとおりであります。

以上をもちまして、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。

【浦川委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 第120号議案について質問いたし
ます。

確認ですが、この議案は、過去に県議会に一

旦、提出をされて、その後、取り下げた議案と

理解していいですか。

【伊藤医療政策課長】 本議案は、昨年の6月定
例県議会に一旦上程をさせていただいておりま

したが、五島市議会で議案が否決されたという

ことがあり、病院企業団から取り下げの依頼が

ありまして、県議会にも取り下げということで

お願いをした案件でございます。

【堀江委員】その時には五島市議会で議案が否

決をされたので、その否決があったことで、議

案そのものを県議会では取り下げるという経緯

がありましたね。

今回、再度提案になったということは、五島

市議会で可決をされたということですか。再度

提出になった、その経緯について改めて教えて

ください。

【伊藤医療政策課長】昨年度、五島市議会で議

案が通らなかったことにつきましては、地元へ

の説明をもう少し丁寧にする必要があったとい

うことでございました。

その後、五島市と病院企業団で、地元の奈留

で住民説明会、あるいは町内会長への説明会等

を開催いたしまして、五島市におきましては、

この6月議会でこの議案を可決したということ
で、今回再度、病院企業団から県議会に対して

上程の依頼があったものでございます。

【堀江委員】先ほどの部長説明で、居宅介護支

援事業並びに老人介護支援センター事業が廃止

をされたという説明がありました。

要は、奈留医療センターにはケアマネージャ

ーがおられて、入院された島民の皆さんの在宅

に向けて様々な相談を受けていただいて、ある

いは五島市内、福江島の中のいろんな施設を紹

介、調整をしたりということで、在宅をするに

しても、施設に入所するにしても、ケアマネー

ジャーの方がおられて島民の皆さんの暮らしを

支えていたという部分があるんですが、廃止を

されたということは、そのケアマネージャーが

いなくなったということですか。

【伊藤医療政策課長】この事業を奈留医療セン

ターで実施していた期間においては、五島中央

病院の奈留医療センターでケアマネージャーを

1人採用いたしまして、この奈留医療センター
で居在宅介護支援センター業務を行っていたと

いうことでございます。

【堀江委員】その方が辞められた後、後任とい

いますか、探す努力はされたんでしょうか。
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【伊藤医療政策課長】 その後任につきまして、

公募を含めまして確保に努めましたけれども、

どうしても確保ができなかったということでご

ざいます。

【堀江委員】ケアマネージャーの方が辞められ

て、その後任が確保できなかった。

しかし、条例そのものを削除するということ

は、今後、未来永劫、奈留医療センターには、

これまでのようなケアマネージャーを置かない

という議案になりますよね。

確かに今現在は後任がいないかもしれないで

すが、この条例の条文を残すことによって、島

民の皆さんにとりましては、またケアマネージ

ャーの人が来てくれるという希望といいますか、

そういう思いを持つことができるんです。その

条例を削除するとまで判断しなければならなか

ったのかという疑問があるんですが、その点に

ついてはどのように考えたらいいですか。

【伊藤医療政策課長】奈留医療センターで実施

をしておりました居宅介護支援事業につきまし

ては、島内にあります奈留清和会に引継ぎをさ

せていただいております。五島市から運営委託

を受託しておりました老人介護支援センター事

業につきましても、社会福祉法人奈留共生会に

引継ぎをいたしております。

いずれも島内で対応できる体制を確保できた

ということで、奈留医療センターでは医療にさ

らに特化して、島民の方の支援をしてまいりた

いということでの今回の提案でございます。

【堀江委員】 もうちょっとお尋ねいたします。

今のご答弁ですと、これまでやったことは、ち

ゃんと別のところでやるので大丈夫ですよとい

うふうなお話ですが、同じ島内であっても、要

するに奈留医療センターに来て相談ができるの

と、同じ島内でもわざわざ別のところに行って、

そのことをまた相談するというのは違いますよ

ね。島民にとりましては、それは本当に遠くな

ります。こっちでやりますというのはあったと

しても、島民にとりましては、医療センターは

有床診療所ですから、相談をし、その後どうす

るかという時に、実際に医療センターの中にい

る時にさまざま相談して、在宅のこと、あるい

は施設入所のことを相談できたのと、一旦、在

宅なら在宅に帰ってから相談するのと、これは

全然違うといいますか。業務はほかのところで、

社協でやるからいいですよということは違うの

ではないかと私は理解するんですけれども、そ

ういうところはどのように島民の方に説明をさ

れたのか把握しておられますか。

【伊藤医療政策課長】島民の方々には住民説明

会で、昼間、夜間それぞれ時間を設けまして説

明をしたとお聞きしております。

この福祉サービスの事業につきましては、病

院企業団の中でも奈留だけで行っておりました

事業で、病院企業団の役割といたしましては、

最も必要な離島の方々に対する適切な医療の提

供というところに、より力を入れていかないと

いけないということもございますので、医療と

福祉の連携につきましては、ほかの地域と同じ

ように、各企業団病院が中心となって関係機関

と連携して実施をしていく体制を整えてまいり

たいと思っております。

【堀江委員】私は、今の課長の答弁はちょっと

納得いかない。どうしてかというと、奈留病院

を奈留診療所、医療センターにした時に、これ

までのサービスは下げないと。病院から診療所

にするんだけれども、下げないということが島

民の皆さんへの説明でした。

しかも、病院企業団の10年史の中にも、奈留
医療センターは在宅の医療、介護の手助けを行
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うため診療所内に在宅介護支援センターを併設

すると。

確かに奈留だけだったかもしれないけれども、

それが売りだったんですよ。それで始めたので

はないか、それが納得されていたのではないか

と思うので、ほかがやっていないから削るとい

う理由は納得いかないと思うんですけれども、

その点はどういう説明を受けていますか。

【伊藤医療政策課長】今回、奈留医療センター

で実施していた介護事業につきましては、もう

廃止をして1年を経過しているということでご
ざいますが、医療面につきましては、必要なリ

ハビリ体制を強化するとか、体制を整えている

ところでございます。

住民の方々には、地元の方で十分ご理解をい

ただいたうえで、今回上程をさせていただいた

ものと理解をしております。

【浦川委員長】 換気のため、11時20分まで休
憩したいと思います。

― 午前１１時 ９分 休憩 ―

― 午前１１時２０分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開します。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】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。

討論はございませんか。

【堀江委員】 第120号議案につきましては、反
対をいたします。

奈留医療センターにケアマネージャーがいて、

ケアプランを作成し、在宅サービスの事業所を

紹介したり、あるいは福祉サービスの紹介、連

絡、調整したりと、島民にとっては医療や介護

の暮らしを手助けする大きな役割を果たしてい

ました。またケアマネージャーが来てくれると

いうのが、奈留の皆さんの大きな希望だったと

聞いております。

今回、条文そのものを削除するということは、

結果として、そうした希望も摘み取ってしまう

ということになります。

住民説明会を行った、あるいは五島市議会で

可決をされた、一応の手続はとられたというこ

とですけれども、私のところには、奈留の皆さ

んから、せめて県議会では反対の声を上げてほ

しいという声が届いています。

奈留病院が医療センターになって、ケアマネ

ージャーもいなくなった。介護保険料を払って

いるのに、なぜこのように身近な介護の部分で

自分たちにとっては遠くなるのかと、そういう

声もいただいております。

そうした島民の皆さんの声を紹介して、反対

という立場をとらせていただきます。

【浦川委員長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】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。

まず、第120号議案について採決いたします。
第120号議案については、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を願います。

（賛成者起立）

【浦川委員長】 起立多数であります。

よって、第120号議案については、原案のと
おり可決すべきものと決定されました。

次に、第112号議案及び第113号議案について
は、原案のとおり可決することにご異議ありま

せんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第112号議案及び第113号議案につい
ては、原案のとおりそれぞれ可決すべきものと

決定されました。

次に、陳情審査を行います。

事前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。対象の陳情番号は41、44、46、47、
48、49、52、56、58、60、61、65となってお
ります。

陳情書について、何か質問はありませんか。

【山下委員】 陳情番号65番について、質問を
させていただきたいと思います。

接種済みワクチン再接種費用助成についてと

いうことで陳情書が出ております。

陳情書にもありますように、予防接種法とい

うものがありまして、通常、子どもたちは計画

的に各種予防接種、ワクチンを打つわけであり

ますが、骨髄移植など、そういう理由によって

従前に接種したワクチンの効果が失われて、免

疫不全となって再接種が必要となるケースがあ

るということであります。その再接種の費用は

全額自己負担になっていると聞いております。

数十万円になるケースもあるということで、患

者とその家族にとっては大きな負担になってい

るということでの陳情であります。

これはまさに制度のはざまにあるのかなと思

います。予防接種法であれば、予防接種法によ

って全額負担なりがあると思うんです。また、

保険診療であれば応分の負担をすることで支援

があるんですけれども、そのどちらにも当ては

まらないということで、大変ご苦労されている

のかなと思います。

全国的に見ると複数の都道府県等で公費助成

をやっていると聞いておりますが、まずは県内

における支援の状況について、お聞かせをいた

だければと思います。

【伊藤医療政策課長】骨髄移植により、移植前

に受けた予防接種による免疫機能が消失いたし

まして、再接種を行った場合に、その接種費用

が全額自己負担になると、それが大きな負担に

なっているということはお聞きをしております。

この対応につきましては、現在、国の厚生科

学審議会予防接種ワクチン部会において検討を

されているところでございます。全国的にも支

援を行っている自治体があるということは承知

をいたしております。

県内の状況につきまして、今年の7月に調査
をいたしました。その結果、県内におきまして

は、骨髄移植によるワクチンの再接種が必要と

なった方に対しまして、長崎市、長与町、時津

町、新上五島町の1市3町が補助制度を創設して
おります。またさらに、このほか2市が今後、
補助制度を創設する方向で検討をしていると承

知をいたしております。

【山下委員】 1市3町、ほかにも2自治体がその
ようなことで支援を考えていただいているとい

うことであります。

同じ長崎県内に住んでいる方なのに、住む場

所によってばらつきがあると。同じ境遇の患者、

もしくは家族にとっては、不平等感がものすご

くあるのではないかと思いますが。

お聞きするところによると、お隣の佐賀県で

も、県としての支援策があるそうです。

今後、県として、このような状況においてど

のように思って、どのように今後取り組んでい

こうと思われているのか、その辺をお聞かせい

ただきたいと思います。

【伊藤医療政策課長】ワクチンの再接種に係る
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課題につきましては、本来、国が統一的な方針

を示して、全国のどこにお住いの患者であって

も同様の支援を受けることができる体制を整備

していくことが最も好ましい状況かと考えてお

ります。

このため県といたしましては、全国衛生部長

会等を通じまして、国に対して、全国統一的な

対応となるように検討を要望するとともに、補

助制度の創設や予防接種法の特例措置を講じて

いただくよう求めているところでございます。

国におきましては、専門家などから構成され

る厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会で、

再接種のあり方について検討が進められている

ところでございますが、この分科会そのものが、

新型コロナウイルスワクチンの検討が最優先に

なっているということで、議論がなかなか進展

していない状況ということもお聞きしておりま

す。

このため、県といたしましては引き続き、ま

ずは国に対して早期の対応を要望していくとと

もに、予防接種の実施主体であります市町のご

意見をお伺いしながら、検討を進めてまいりた

いと考えております。

【山下委員】本当にこれは制度のはざまで、何

とか救ってあげられないのか。人数もそんなに

多くないと聞いているんです、患者の数もです

ね。また、難病治療が可能な病院が非常に遠方

にあったり、経済的にも非常にご負担になって

いるご家庭は多いと思うんです。

そういった中で、子どもの患者がほとんどだ

と思います。仮に難病治療が終わって学校に戻

れるようになった時に、いざ免疫力が落ちてい

るので予防接種をしないといけないと。早く学

校に戻って通常授業に、学校に行きたいという

子どものためにも、何か踏み込んだ支援策がな

いものかなと思っておりますので、部長、その

あたりはいかがでしょうか。国の方にももっと

声を上げていただいて、ぜひ国としてもですね。

予算的にもそんなにかかる支援策ではないと思

うんです。その辺、いかがでしょうか。

【寺原福祉保健部長】今、医療政策課長からも

申し上げたとおりでございますが、これまで国

の動きを見ていたところでございますが、今回

のコロナの関係もありまして、なかなかワクチ

ン部会等での議論も進んでいないこともあって、

県としては、全国衛生部会等を通じて要望はし

ているところでございますが、なかなか動きが

十分でないと感じております。

そのうえで、改めて市町の方からもヒアリン

グをしているところでございますから、その内

容も踏まえてしっかり検討してまいりたいと考

えております。

【山下委員】一人でも多くの子どもが、それに

よって少しでも頑張っていけるように、ぜひ支

援を期待して質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。

【浦川委員長】 ほかに質問はありませんか。

【ごう委員】今の山下委員の質問の関連になり

ますので、続けさせていただきます。

先ほどご答弁いただいた中で、長崎県の1市3
町でこの助成をやっているということでござい

ましたが、助成を行っている自治体でも骨髄移

植だけが対象となって、抗がん剤治療が対象か

ら外れている場合が多いと伺っております。

抗がん剤治療を受けた子どもたちは、実は治

療が終わった後にワクチン接種の抗体が残存し

ていた率が50％を切っているような状態にな
っています。そのような子どもたちが今、コロ

ナ禍で非常に大変な中にありますので、やはり

抗がん剤治療もこの補助の対象にしていただき
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たいと思っております。

今、1市3町がどのようになっているのかとい
うのを、まずお聞かせください。

【伊藤医療政策課長】今、その補助制度を設け

ております1市3町につきまして、その対象の詳
細についてはまだ把握をしておりません。今後、

詳細につきましても把握をしてまいりたいと思

っております。

【ごう委員】ぜひ、骨髄移植だけではなく抗が

ん剤治療も対象にしていただきたいと思います。

今、小児がんの患者が年間に全国で2,000人か
ら2,500人程度と言われておりまして、単純計算
で一つの自治体に1人か2人ではないかと言わ
れております。

長崎県内の対象者数は、今現在で把握されて

いますでしょうか。

【伊藤医療政策課長】その対象者数についても、

正確にどのくらいの方々が対象になるかという

のは、詳細には把握しておりませんけれども、

骨髄移植をされている人数は年間約10名とお
聞きしております。

【ごう委員】 年間約10名ということです。
先ほど山下委員も申し上げたように、そんな

に多い人数ではありませんので、やはりこのあ

たり、しっかりと県がリーダーシップをとって

市町と話し合いをして、全ての子どもたちがし

っかりと補助の対象になるような形をつくって

いただきたいと思っております。

ましてや、9月が実は小児がん啓発月間とな
っておりまして、そのようなこともなかなか県

民の皆様方には周知されておりませんので、そ

ういったことも併せてやっていただくと、小児

がんで闘っている子どもたち、そのご家族の皆

様方が、少し気持ちも楽になるのではないかと

思っております。金銭的にも気持的にも楽にな

るような対策というものを、ぜひ県がリーダー

シップをとっていただきたいと思っております

ので、要望して終わらせていただきます。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【千住委員】 私も、実は先日、諫早の方で、骨

髄移植によるワクチン再接種が必要になった方

と陳情に行ってまいりました。そこでお話しす

ると、できれば県内統一した形で何とか補助を

お願いできないかというようなお話もありまし

た。

実はその方が治療しているのは県外だったん

です。県外の病院で治療を受けるんですけれど

も、もしそこの住民だったら、県から補助が受

けられるんですよね。そうすると、長崎はなぜ

受けられないのかというような思いは強くある

と思うんです。

つらい治療を、学校に行きたいという希望を

もって頑張っている子どもたちが、帰ってきて

安心して学校に行けるような補助を、ぜひお願

いしたいと思っています。

実は私、2年間、教員をやったんですけれど
も、2年のうちに2人をがんで亡くしてしまいま
して、抗がん剤治療も見ていたんですけど、す

ごくつらそうでですね。ご家庭もなかなか大変

で、その後の金銭的なものまで余裕がないんで

すよね、普通はですね。

なので、そこを何も心配なく治療に専念でき

るような状態をつくっていただけないかなと思

います。何とか、国が動くまで県でフォローを、

ぜひお願いしたいと思います。以上です。

【伊藤医療政策課長】県といたしましても、国

における検討状況を注視しながら、検討が長期

化するようであれば、来年度以降、何らかの対

応ができないか、真剣に検討してまいりたいと

思っております。
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【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【徳永委員】 52番の島原病院の件ですけれど
も、小児科医の配置を時限的に令和3年までと、
その後はどのように考えられているのか、まず

お聞きをしたいと思います。

【伊藤医療政策課長】長崎県島原病院の小児科

につきましては、一時、小児科医が不在になっ

た状況がございました。今現在は、長崎大学病

院と長崎医療センターから1人ずつ、小児科医
に来ていただいて、2名体制で小児科を運営し
ているところでございます。

今、関係病院と一定の期間で調整をし、今年

度までこの体制で小児科の運営をしております

が、来年度の体制をどうしていくかというとこ

ろにつきましては、今現在、長崎大学病院、長

崎医療センターと県、病院企業団で調整を進め

ているところでございます。引き続き、同じよ

うな体制で運営できるような方向で考えてまい

りたいと思っております。

【徳永委員】小児科医は、これはもう全国的に

も少ないと、私もそれは理解をしております。

ただ、島原病院については、小児科医だけでは

なくて、例えば予防口腔外科とか脳神経外科、

ここは中核病院でありながら、そういった専門

的な医師が不足というか不在と、そういう意味

では苦労されております。

ただ、半島の中の総合病院という位置づけで

すので、そういう問題があるにしても、毎回毎

回こういった心配があれば、この島原病院のあ

り方というのはどうなのかと、地域でもそうい

う声があるわけなんです。

専門的な医師の不足というのは我々も理解を

しますけれども、こういった要望がずっと出る

というのは、我々議員にしても、地元から言わ

れて、すぐ即答ができないと。

なおかつ少子化の中で島原半島の子どもは今、

農業等で増えている中でのこういった現状はで

すね。不足というのは私も理解をしますけれど

も、それをそのまま、そうですよということで

はどうにもならないんですから、そこはしっか

りと将来のことも見据えて医師不足対策をやっ

ていただきたいと思いますけれども、その辺は

どうなんですか。

【伊藤医療政策課長】医師の確保につきまして

は、病院だけ、あるいは県だけでは、いかんと

もしがたいところがございます。関係機関へも

いろんなご要望等をしていく必要があると思っ

ております。

その際に、地元からこういうご要望があり、

こういう熱意があるというところを示していた

だくのは一定必要なことではないかなと思って

おります。

引き続き地元、病院企業団、県が連携して、

島原病院の体制を確保してまいりたいと思って

おります。

【徳永委員】部長、やっぱりこれは全国的にそ

ういった傾向なんですか。このままでは先が思

いやられるわけです。国も、特にこういった地

方の医師不足、そしてまた中核病院のこういう

状況というのはどのように考えて、今後どうい

う対策をとられるのか、その辺はどうなんです

か。

【寺原福祉保健部長】本県においても、圏域に

よっては医師が少ない少数医区域というところ

もございます。

その中で、まず国のレベルでいいますと、各

科ごとにシーリングを設けておりまして、どれ

くらいの人数まで将来的に確保するんだという

ような数字を設けているんですが、例えば離島

地域医師におきましては、そういったシーリン
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グの除外となりまして、ある程度考慮はされて

いるところでございます。

一方で、そういったシーリングの除外があっ

ても、本県にそういった医師が育つのか、ある

いは離れないで来ていただけるのかということ

も非常に大事になってくると思っています。

地域枠と自治医大生で、離島等においても、

あるいは医師少数区域においても、今、尽力い

ただいているところでございます。私も企業団

の先生や長崎大学の先生方と直接お話をしてお

りますが、地域枠等の方が義務年限を終わって

もしっかり残っていただけるような制度といい

ますか、モチベーションも含めてになりますが、

そういった体制が非常に大切であろうと思って

いますので、今後、しっかりと議論して進めて

いきたいと考えております。

【徳永委員】これは全国的な問題だと思ってお

ります。また、専門医の格差というのも当然あ

ると思いますので、今後、国においても、専門

医の平準化というかですね。特に小児科は少な

いと、麻酔科も少ないですね。今後はそういう

問題も出てくると思います。そのことを話せば

また長くなりますので。

とにかくこういう現状ということで、県にお

いてもしっかり取り組んでいただきたいと思っ

ております。以上です。

【浦川委員長】 ほかに質問はありませんか。

【麻生委員】 長崎県に対する要望ではなくて、

今回、全国離島振興協議会に対して出ている、

介護のあり方についてお尋ねしたいと思います。

49番の関係で出ておりますけれども、高齢者福
祉関係についてお尋ねしたいと思います。

先ほど、奈留の診療所の問題がありました。

要は、離島における介護のあり方。介護保険法

では同じような負担を求められておりますけど、

サービスが均等ではない状況はあろうかと思い

ます。ですので、国に対して、この格差の是正

を求めるということと思います。

県としてご意見を伺いたいのは、離島を抱え

ております。介護保険法で民間も結構やってお

りますけれども、なかなか採算がとれないとこ

ろが多くあろうかと思います。その分について

は公的機関でカバーをして、高齢者の介護を担

う一端があろうかと。しかし、なかなか事業者

としての展開ができない。赤字をどこが持つの

かということがあろうかと思いますので、大変

ギャップがあると思います。

県として、離島関係の介護の取り組み方、考

え方についてのご意見を伺いたいと思います。

【尾﨑長寿社会課長】離島地域における介護サ

ービスの提供体制については、委員がご指摘の

とおり、人材の確保等含めて大変厳しい状況で

あると認識しております。

基本的には、まず今いらっしゃる方々を定着

して、できるだけ介護サービスそのものを継続

していただけるところをまず支援していくこと

が必要かなというのが1点。
それから、新たな人材の確保につきましては

なかなか難しいんですけれども、日本人の人材

を補完するものとして、例えば外国人材の活用

みたいなものも行ってまいりたいと思っており

ます。

今般、新たな離島振興法に関する意見書とい

うことで、長崎県からも、離島における介護サ

ービスを維持するために必要となる介護人材の

確保について、新たな奨励金の支給制度の創設

なども国の方に要望しているところでございま

す。きちんとした介護サービスの提供が行える

ような人材の確保、定着、そういった対策を離

島地域についてはしっかりやっていく必要があ
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ると考えているところでございます。

【麻生委員】国境離島法関係で、いろいろな補

助メニューができました。しかし、残念ながら

介護について踏み込んだ補助メニューはありま

せんでした。

ここでお願いしたいのは、高齢化で介護が要

る状況になれば、どうしても住み慣れた地域を

離れなくてはならない。五島であれば福江の方

だとか、そういったところに渡って行かないと

いけないと。住み慣れたところを離れなくては

ならない、家族との別れとか、そういう状況が

あろうかと思います。ぜひ、住み慣れた地域で

介護を受けて、終の棲家としてもらう、同じよ

うな権利があると思いますので、ぜひですね。

介護保険法で、いろいろ減免はしてもらって

おりますけれども、同じような形で負担されて

いるわけですので、そういった目の届かないと

ころについても、県としても何らかの措置を、

ぜひ国に要望してもらいながら、しっかりと手

当てをしてもらいたいと。

福祉が充実することによって安心して、移住

者も増えたりとかすると思います。離島に住も

うという形になるのは、医療が充実しているか

どうか、子育てがちゃんとできるかどうか、そ

ういったことが大きな分岐点だと思っておりま

すので、ぜひ、離島における介護の状況が、1
カ所の問題ではなくてですね。人生100年時代
になってきましたから、安心して暮らせる、そ

して自分たちの地域をしまの誇りだと思っても

らえるような、そういうことについてもぜひご

検討いただきたいと思いますので、要望にかえ

ておきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【中村(泰)委員】 長崎市の58番の要望、重点要

望4、長崎県国民健康保険財政安定化基金によ
る柔軟な財源対応についてです。

要旨として、国において県の国民健康保険特

別会計に生じた剰余金を財政安定化基金に積み

立て、年度間の財政調整機能を可能とする法案

が先般、可決・成立しているようです。これに

より剰余金を納付金減額の調整財源として活用

できるようになったことから、長崎市としては、

今後の納付金の減額調整のための財源として基

金を活用し、柔軟な財源対応を行ってほしいと

いうことで要望をいただいておりますが、県の

見解をまずはご答弁願います。

【川内野国保・健康増進課長】県といたしまし

ても、国保財政の安定化のために、基金等を活

用しまして財政調整を行うことは必要であると

考えております。今後、具体的な活用方法につ

いては、市町と協議のうえ、対応してまいりた

いと考えております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。長崎
市から、これは強く要望をいただいております。

今、前向きに、市町と連携をとっていただける

というご答弁をいただきましたので、ぜひとも

よろしくお願いいたします。以上です。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】ほかに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

それでは、午前中の審査はこれにとどめ、午

後は1時半から継続して行いたいと思います。
しばらく休憩します。

― 午前１１時５０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開します。
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なお、堀江委員から、他の委員会での請願説

明のため、本委員会への出席が遅れる旨、連絡

があっておりますので、ご了承をお願いいたし

ます。

次に、議案外の所管事務に関する補足説明を

受けることといたします。

それでは、医療政策課長より補足説明をお願

いします。

【伊藤医療政策課長】新型コロナウイルス感染

症対策について、補足説明資料に沿ってご説明

をさせていただきます。

まず、1の相談体制につきましては、昨年11
月から「受診・相談センター」を開設し、県内

全域を対象に、土日・祝日を含む24時間体制で
相談を受け付けているところでございます。

昨年11月から9月12日までに受け付けた相談
件数は合計2万2,111件となっており、第5波の
ピークを迎えた8月は一日当たり100件を超え
る相談件数となっております。

2の診療・検査体制につきましては、専用の
診察室を設置するなど、感染防止対策を講じた

うえで、発熱患者等の診療・検査を行う地域の

医療機関を「診療・検査医療機関」として指定

しているところであり、9月10日までに離島を
含む県内全ての医療圏において373の医療機関
を指定しているところでございます。

続きまして、2ページの②一日当たりの検査
可能件数についてであります。

現在の検査体制につきましては、4月末まで
に離島を含む県内の66か所で1日3,772件の検
査を実施できる体制を整備し、7月末までには、
さらなる検査機器の整備を進め、県内の82か所
で1日5,308件の検査を実施できる体制を整備
施しております。

今後、さらに検査機器の導入を支援すること

で、10月末までに県内の85か所で1日5,436件の
検査を実施できる体制を構築する予定でござい

ます。

現在までの検査実施件数は、3ページに記載
のとおり、9月12日時点で16万7,246件の検査を
実施しており、このうち陽性者は5,779件を確認
していることから、陽性者率は3.46％となって
おります。

③の地域外来・検査センターでございますが、

ドライブスルー方式等で検体採取及び検査を集

中して実施する「地域外来・検査センター」に

つきましては、昨年4月から県内全ての医療圏
に設置しているところでございます。

次に、3の医療提供体制につきましては、感
染の拡大状況に応じて、フェーズごとに病床を

段階的に拡充する病床確保計画を策定し、感染

ピーク時に患者を受け入れる病床として、第4
波の5月時点で、フェーズ4を超える緊急時の対
応病床を新たに確保し、その時点で最大488床
に拡充したところでございます。

その後、さらなる感染拡大を想定し、県内の

感染症専門家や長崎大学、県医師会などの関係

団体、医療機関等からなる「長崎県新型インフ

ルエンザ等対策会議」の医療部会等において協

議、調整を行い、フェーズ4を超える緊急時の
対応病床として、現在は最大549床を確保して
いるところでございます。

4ページの下段をご覧ください。
宿泊療養施設についてでございます。

これまでに全ての医療圏に12施設、最大433
室を確保していたところでございますが、佐世

保地区に新たに1施設を確保し、現在は13施設、
最大535室まで拡充いたしました。現在、長崎
地区においても、さらなる施設の確保に向けて

調整を行っているところでございます。
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また、長崎地区及び佐世保地区の宿泊療養施

設には、施設内に臨時の医療施設を併設し、感

染拡大により病床逼迫時において、様態が悪化

した入所者の一時的な処置や軽症者への抗体カ

クテル療法ができる体制を整備しております。

なお、5ページに記載のとおり、自宅療養者
に対しましては、血中の酸素飽和度を測定する

パルスオキシメータを貸与し、保健所による健

康観察や健康相談を実施しており、必要に応じ

てサポート医による電話診療やオンライン診療

を実施し、薬剤の処方もできるよう体制を構築

しているところでございます。

続きまして、4の新型コロナウイルスワクチ
ン接種につきましては、①の医療従事者等の優

先接種は、今年2月22日から国主導で先行接種
を実施、3月8日からは県主導で優先接種を実施
し、7月中には接種を完了しております。
②の高齢者の優先接種につきましては、4月

12日から実施しており、早期の接種を希望する
方につきましては、7月末には概ね接種が完了
し、6ページに記載のとおり、9月5日時点の1回
目接種者は90.3％、2回目接種者は87.8％となっ
ております。

③の一般接種につきましては、高齢者の優先

接種に続き、64歳未満の方を対象として、現在、
市町、県のワクチン接種センター、あるいは職

域、大学等において接種が進められており、9
月5日時点の1回目接種者は60.5％、2回目接種
者は49.1％となっております。
④の県新型コロナワクチン接種センターでご

ざいますが、市町が交付した接種券をお持ちの

方を対象に、6月12日から長崎市内及び佐世保
市内において接種を開始しており、現在、さら

なる接種の加速化を図るため、設置期間の延長

を行い接種を進めているところでございます。

各会場の概要につきましては、資料に記載の

とおりとなっております。

以上、簡単ではございますが、新型コロナウ

イルス感染症対策についての補足説明を終わら

せていただきます。ご審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。

また引き続きまして、長崎県循環器病対策推

進計画の素案につきまして、補足説明資料に沿

ってご説明をさせていただきます。

まず、1の計画の目的でございますが、脳卒
中、心臓病その他の循環器病は、本県を含む我

が国の主要な死亡原因や要介護状態となる主要

な原因となっており、県民の命と健康に重大な

影響を及ぼす疾患であるとともに、社会生活に

も大きな影響を与える疾患となっております。

こうした状況を鑑み、国は、「健康寿命の延

伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環

器病に係る対策に関する基本法」を平成30年12
月に制定し、令和元年12月に施行されたところ
でございます。

この基本法では、循環器病対策の総合的な対

策を図るため、国は循環器病対策の推進に関す

る基本的な計画を策定するとともに、都道府県

は、この国の計画を踏まえ、都道府県における

循環器病対策の推進に関する計画を策定するよ

う定められております。

こうした状況を踏まえ、国の基本計画を踏ま

えつつ、本県の実情に応じた循環器病対策を総

合的かつ計画的に推進するため、長崎県循環器

病対策推進計画を策定することとしております。

次の2の計画の期間でございますが、今回策
定する計画につきましては、令和4年度か令和5
年度までの2年間としております。令和6年度以
降は、長崎県医療計画など他の計画との整合を

図るため6年間とし、少なくとも6年ごとに検討
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を加え、必要に応じて計画の見直しを行う予定

としております。

続きまして、3、計画策定の体制でございま
す。

循環器病分野の専門医のほか、患者や救急分

野、介護分野、リハビリテーション分野の関係

者等で構成する長崎県循環器病対策推進協議会

を設置し、本県の循環器病対策推進計画の検討、

協議を行っているところでございます。

次に、4の計画策定のスケジュールでござい
ます。

これまで、長崎県循環器病対策推進協議会を

2回開催のうえ、計画の素案を作成し、本委員
会に提出させていただいているところでござい

ます。今後、本委員会でのご意見を踏まえ、素

案を修正した後、パブリックコメントを実施し、

3回目となる同協議会を開催のうえ、計画案に
ついて引き続き協議を行っていく予定としてお

ります。

2月定例会には、最終的な計画案を提出させ
ていただき、年度内には計画を策定してまいり

たいと考えております。

最後に5、計画概要につきましては、別紙の
長崎県循環器病対策推進計画の概要（素案）の

とおりとなっておりますので、ご参照を願いま

す。

以上、簡単ではございますが、長崎県循環器

病対策推進計画素案について補足説明を終わら

せていただきます。ご審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。

【浦川委員長】以上で説明が終わりましたので、

事前通告された、議案外所管事項一般に対する

質問を行うことといたします。

最初に福祉保健部から質問を行いますので、

こども政策局の理事者の方々は退出いただいて

結構です。

理事者退出のため、しばらく休憩します。

― 午後 １時４１分 休憩 ―

― 午後 １時４２分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開します。

質問等はございませんか。

【徳永委員】 通告に従って、2項目質問させて
いただきます。これは同種の質問ですので、よ

ろしくお願いいたします。

コロナウイルス感染症対策の中で、障害者、

家族の感染における受入体制について、施設の

運営者の方から問題を提起されました。通所型

の方の家族が感染した場合に、施設として、こ

のことについて非常に危惧をしているというこ

とであります。

通所の障害者においては、家族の方が家では

いろいろと面倒を見ているということで、家族

が感染した場合に、陰性であっても濃厚接触者

という状況でありますので、施設としてもこれ

を受入れが困難になるわけです。

そういった場合に県としてどのような対策を

とっておられるのか、お伺いをいたします。

【吉田障害福祉課長】障害者の家族の方が感染

した場合の対応でございます。

まず、ご家族以外に知人であったり親族の方

がいる場合は、在宅または親族や知人宅で生活

していただきたいと考えておりますが、なかな

かこういう支援は望めないことが多いかと思わ

れます。

そのような場合には、短期入所サービスであ

ったり居宅介護サービスを利用しながら、在宅

等の生活を継続していただくことになるのでは

ないかと考えております。

このようなことも想定いたしまして、障害者
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の関係団体の皆様とも意見交換をさせていただ

いております。その中で、確かにハード面の課

題であったり、対象者を今まで受け入れたこと

がないのでなかなか状況がわからない等々の課

題もございます。

ただ、これらの課題につきましては、全て解

決しないと受け入れられないということではな

くて、団体としても協力していきたいというご

回答をいただいているところでございます。

実際、そういう施設で受け入れてくれるかど

うかというアンケートをさせていただいたとこ

ろ、短期入所につきましては16事業所、訪問介
護、重度訪問介護につきましては26事業所でご
協力いただけるというご回答をいただいている

ところでございます。

当然、受け入れに当たりましては団体とまた

協議を進めさせていただきながら、個別に対応

していきたいというご回答をいただいておりま

すので、このような事案が発生しましたら、市

町とも協議いたしまして対応させていただけれ

ばと思っております。

【徳永委員】そういう関係団体との協議はされ

ているとのことですが、実際、私が聞いたのは

そういう関係者なんですけれども、そういう団

体とちゃんと協議をされていますか。

【吉田障害福祉課長】 はい。身体障害者、精神

であったり知的であったり、そういう団体と意

見交換をさせていただいたところでございます。

団体の方からも、そういう場合は想定できるの

で、団体としても協力していきたいというご回

答をいただいているところでございます。

【徳永委員】 現実、まだ事例はないんですか。

【吉田障害福祉課長】今のところ、そういう事

例はございません。

【徳永委員】 私、この前の議会で、委員会で言

ったのかな、今、家族感染でも幼児、小さな子

どものことが家庭内感染で非常に問題になって

いるわけです、全国的にね。子ども、障害者の

方、それに高齢者と、この3つが家族感染の大
きな問題になっているわけですよね。

乳幼児についても以前は、これは東京都の事

例ですけれども、全く受け入れられるところが

ないと。身内であっても、濃厚接触者となった

場合に、例えば近くにいるおじいちゃん、おば

あちゃんでも引き取れなかったということなん

ですよ。

今はそういうことはなく、できるんですか。

【吉田障害福祉課長】まだ団体とも協議中では

ございますが、実際そういうケースが今後考え

られるとお話をさせていただいております。団

体とも一緒に、受け入れてもらえる施設がある

のかどうかということでアンケート調査をさせ

ていただいているところでございます。

実際、先ほど申し上げましたように、短期入

所であれば16事業所、訪問介護であれば26事業
所がご協力いただけるというご回答をいただい

ているところでございます。

【徳永委員】 私が6月定例会で聞いた乳幼児の
問題も、その当時はまだそんなになかったんだ

けれども、最近は大きな問題になっているんで

すよ。今は事例はないと言われましたけれども、

今後出てくると思いますので、しっかりやって

いただかないと、弱者ですので。健常者でも大

変な状況にあるわけですから、ひとつそこはお

願いします。

また同じく介護の方ですけれども、そこはど

うですか。

【尾﨑長寿社会課長】介護者が新型コロナウイ

ルスに感染したり濃厚接触者となった場合は、

ケアマネージャー等に相談いたしまして、在宅
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のサービスの継続などを行った事例があります。

しかしながら、介護者の状況等によりまして、

なかなか在宅でのサービス提供継続は難しい場

合もありますので、私どもも業界団体とお話を

させてもらいまして、老健施設に短期に受け入

れをしていただけないかということで、県内の

事業所にお話をしたところ、県内で9施設から
受け入れに協力いただけるという回答があって

おりまして、こうした短期入所の希望がある場

合は、市や町、あるいは保健所と連携して入所

をしていただくようなことを行おうとしており

ます。これまで短期入所の調整をした事例はご

ざいませんけれども、ご要望があった際には速

やかに対応していきたいと考えております。

また今後、さらに入所ができるように、特別

養護老人ホームについてもこうした短期入所が

できないかということを今、調査をしておりま

して、そういう施設による受入体制の整備を図

っていきたいと考えている次第でございます。

【徳永委員】これは大きな問題にならないうち

に、団体、行政としっかり連携をとっていただ

いて、障害者の方、そしてまた介護対象の方、

やってもらいたいというよりも、やらなければ

ならない、行政、自治体の責任だと思っており

ます。

最後に部長、問題が起きてしまえばですね。

そういう受入れは今からやっていきますという

ことですけれども、現実的にそうなった場合に、

今やっているんですけれどもということではだ

めなわけですよね。しっかりとここで、マニュ

アルとは言いませんけれども、しっかりとした

そういった場合の受入体制、対処の仕方を、あ

る意味マニュアルに近いようなものにするべき

だと私は思っておりますけれども、そこはどう

でしょうか。

【寺原福祉保健部長】障害者の方におかれまし

ても、また介護が必要な方におかれましても、

その家族の方等が感染した時には、当然ながら

これまで以上の支援がその方に必要だと思って

おります。

そういった中で、訪問介護で事足りない場合

は、今申し上げましたように各施設で受入体制

を進めたいと思いますので、引き続き、その取

組を進めたいと考えております。

【徳永委員】なかなか報道等には、障害者の方、

また介護の方が出てこないんです、いつもニュ

ースには。我々国民が、県民が知らないところ

で、こういった弱者の皆様方の問題があるとい

うことも、それは認識をされていると思います

けれども、さらに認識を深めていただいて、し

っかりとした対応をしていただきたいと思いま

す。以上です。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【中山委員】 職員スピリットの実践について、

お尋ねいたします。

9月16日に、長崎県行財政運営プラン2025の
中で、この問題を取り上げたわけでありますが、

総務部長より、職員への浸透が一定進んだと、

さらなる実践を進めるというような趣旨の答弁

がありましたので、ちょっと確認を兼ねてお尋

ねしたいと思います。

まず基本的なことですけれども、職員スピリ

ットの意義と、業務上の位置づけについてどの

ように考えているのか。

本来ならばここにいる課長全員にお聞きする

ところでございますけれども、時間の制約もあ

りますので、私としては、健康長寿日本一の長

崎県づくりに邁進している国保・健康増進課長

に、ひとつ代表してお答えいただければと考え

ているところでございます。
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【川内野国保・健康増進課長】職員スピリット

に関するご質問でございます。

国保・健康増進課では、国民健康保険制度の

運営、健康づくりの推進、難病対策などを所管

しておりますが、いずれの業務も大きな変革期

にありまして、前例にとらわれない考え方で取

り組むことが重要であると考えております。

こうした考え方のもと、職員に対しては、限

られた人的資源や財源を有効に活用していくた

め、業務の効率化やＩＣＴの活用などを積極的

に検討し、常にコスト意識をもって取り組むこ

とを期待しております。毎週1回朝礼をしまし
たり、班長とのミーティングなどを通して意識

の浸透を図っているところであります。

具体的な取組といたしましては、国保運営に

関しては、平成30年度の国保の都道府県化によ
り、県が財政運営の責任主体となり、国保運営

の中心的な役割を担うこととなりましたけれど

も、窓口業務等を担っている市町とは、年間10
回以上会議を開催するなど、現場の意見に耳を

傾け、合意形成を図りながら、安定的かつ効率

的な事業運営に努めているところです。

また、国保の都道府県化により県の役割とし

て加わったものの一つに、市町国保が保険者と

して行う予防健康づくりなどの保健事業に対す

る支援がありますけれども、大幅に拡充されま

した国の交付金を有効活用しまして、健康長寿

日本一の長崎県づくりの取組と一体的に事業を

進めております。

この事業では、新しいデータ分析技術などＩ

ＣＴを活用した特定健診受診勧奨、管理栄養士

や保健師の派遣など市町のマンパワー不足に対

応するための事業のほか、県全体や地域ごとの

健康課題を明らかにし、効果的な保健事業につ

なげるためのレセプトデータによる医療費分析

などに取り組んでおります。

難病対策におきましては、指定難病等の医療

費助成を受けておられる1万3,000人ほどの患
者の医療費受給者証の更新業務がありまして、

多くの時間を要しておりますことから、昨年度

から、電話応対業務や書類審査の一部を外部委

託することにより業務の効率化を図っており、

効率化により生み出された時間を難病相談支援

センターとの意見交換や難病医療提供体制整備

のための時間に充てることとしております。

今後とも、職員スピリットを意識して業務を

進めてまいりたいと考えております。

【中山委員】答弁が多岐にわたっておりました。

質問の最後まで一篇に答えていただきましたの

で、あとの質問がしにくくなったんですけれど

も、具体的にちょっと聞きたいと思います。

まず、職員スピリットの意義です。相撲でい

えば仕切りなんですよね。私は、スピリットの

意義について聞いたんですけれども、基本的に

はね、それに直接答弁はございませんでしたけ

れども。

私は、スピリットというのは、職員としての

使命感とかやる気を引き出す、その根源になる

ものと、こういう捉え方をしているわけです。

そういう答えをくれれば大変ありがたかったわ

けでございますけれども、そういう考え方を持

っています。

そのうえで、職員スピリットを川内野課長が

どのようにですね。週に1回の朝礼ということ
でありましたけれども、どのように個人として

実践しているのかということを聞きたいわけで

ありますが。

その前に、職員スピリットを1項目から5項目
を読み上げてくれませんか。覚えてますか。

【川内野国保・健康増進課長】スピリットを読
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み上げさせていただきます。

「地域経営の責任者としての自覚を持ち、具

体的な成果を県民に還元しよう。

県民の思い、期待、痛みを汲み取り、県民と

同じ目線で物事を考えよう。

社会情勢や県政を取り巻く環境変化を敏感に

とらえ、仕事の不断の見直しに取り組もう。

前例にとらわれず、新しい発想・実践を試み

よう。

常に現状に対する危機意識、業務に対するコ

スト意識を持とう」

以上です。

【中山委員】そのうえで、毎日どのような実践

をしているのか、そこの答弁がないんですが。

ちょっと説明が悪かったのかね。課長として、

個人として業務の中でどういう実践をやってい

るのかということを聞いているんですが。

【川内野国保・健康増進課長】 常に、このスピ

リットを意識しながら、部下からの相談事だと

か、県民の方からのご意見などに耳を傾けて実

践をしているところであります。

【中山委員】まあ、言葉としてはそうなんでし

ょうけれども、職員スピリットを、私が言うス

ピリットを体現しているような、それが完全に

消化できたような、そういう実感は残念ながら

私は受けないんですよね、まだ今の話ではね。

スピリットというのは限られた人がやるわけで

はなくて、課の全員が一丸となって実践励行し

ないことには、なかなか効果が発生しにくいと

考えているわけであって。

課内でのスピリットの実践状況について、課

長としてはどういう判断をされていますか。

【川内野国保・健康増進課長】最初に答弁いた

しました内容のとおり、職員からは新たな発想

をもっていろんな提案をしてもらったりだとか、

事業の進め方について実際に新たな提案をして

もらい、それを酌み取りながら、新しい事業の

構築などに取り組んでいるところです。

【中山委員】課長は、新たな発想でやるという

ことですから、それを私はどっちかというと推

進してほしいし、応援団のような気持ちで質問

しているんですよね。

それで、私がなぜこれを考えるか。県政の重

要課題、例えば健康長寿日本一もそうでしょう、

健康づくりもそうでしょう、なかなか重要課題

が解決しない、解決できない。その一つの大き

な問題として、この職員スピリットが完全に職

員に消化できていないと、そこに心配を思って

いるわけですよ。そういう意味でお聞きしたわ

けでありますので。

それでは、具体的に少しお尋ねします。職員

スピリットには、前例にとらわれず新しい発想

で実践を試みようというフレーズがありますね。

この前も総務部の職員といろいろ、この職員ス

ピリットはどういう力があるのかということに

ついて議論したわけでありますが、その職員に

言わせると、ゼロから1を生み出す力がこの職
員スピリットにはあるんだと、こういう話をし

てですね。若干、私の考え方と、ゼロという意

味がちょっと食い違う部分もあったんですけれ

ども、そのように答えたわけであります。

課長としては、職員スピリットの力、ゼロか

ら1を生み出す力があると言う職員もおるわけ
でありますが、これについてはどういう捉え方

ですか。それと同じような考え方ですか、どう

ですか。

【川内野国保・健康増進課長】 一人ひとり、そ

れぞれではなかなか力を発揮しないことでも、

チームになったりだとか、うちの職場はいろん

な他職種の職員がおりますので、いろんな現場
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での経験を積んできた職員もたくさんおります

ので、そういった総合力で取り組んでいってい

るところであります。

【中山委員】難しい問題もありますので、なか

なかかみ合いませんけど、私の考えをちょっと

述べたいと思います。

健康長寿日本一こそ、前例のない取組なんで

すよね。長崎県としては、現状は三十何位と低

迷しているわけだから、これを日本一にもって

いこうと。それで予算は1,600万円程度しか組ん
でいないでしょう。そういう中で、どういう形

で日本一にもっていくのかと、常々私なりに考

えているわけです。

それで、一つだけ、前例のないというのがあ

るんですがね。この川内野国保・健康増進課長、

宗医療監、総括、そして参事、全てこれは女性

で、管理職を女性で組んでいるんですよ。そう

いう形で、人事としては異例の異例というか、

前例のない形で異例の人事を組んで、その中で

限られた予算の中でこれを遂行していこうと、

そういう形を想定しているわけであって、そし

てその中で、この4人が力を合わせて、今まで
にないような新しい行政スタイルのモデルとい

うか、そういうのをつくることによって健康長

寿日本一が実現できるのではないかと、こうい

う考え方を持っているわけですよ。その辺は私

の考えなんですけれども、そういう考えに立て

ませんかね、課長。

【川内野国保・健康増進課長】 確かに、うちの

職場は管理職が全部女性ということで、ほかの

課にはない体制だと認識をしております。

女性だから、男性だからというわけではござ

いませんけれども、職員だけではもちろんでき

ない仕事でもありますし、市町とか民間の方な

ど多くの力を借りながら事業を進めていってい

るところですので、今後とも、そういったこと

で取り組んでいきたいと考えております。

【中山委員】ぜひ取り組んでほしいんです。そ

れは当然だと思います。

もう一つ、課長の考え方を聞きたいと思うの

は、中村知事は職員に対して、現場主義に徹し

て県民目線で考えようと、こう言っていますよ

ね。この辺を、職員スピリットと現場主義と、

これは融合しないといけないわけですね。

そうすると、現場主義について、県民目線を

とる、どういう形でこれを捉えているのか、こ

の辺について、課長の考え方があれば教えてく

れますか。

【川内野国保・健康増進課長】業務を進める上

では、市町の方々とは密に連携をとりながら、

会議などを開催して業務を進めているところで

あります。

実際、今はコロナ禍で、現地を訪問しての活

動は難しいんですけれども、オンラインでの会

議システムを積極的に活用しまして、現場の意

見を聞きながら事業を進めております。

また、健康長寿日本一の取組に関しましては、

やはり民間の企業の方々のご協力が欠かせませ

んので、そういった意味で企業訪問なども実際

やっていきたいところではあるんですけど、ち

ょっとなかなか難しいところではあるんですが、

健康経営などの取組を推進しながら、その辺は

企業の方とも、取組を後押しするような事業を

進めているところであります。

【中山委員】健康長寿日本一の事業については、

県民自らが主体的に、食、運動等の生活習慣の

改善、健診受診などを受けやすい環境をつくる

こと、それをどうつくっていくかということと

併せて、それをつくるために一大県民運動に仕

上げなければならないと考えているんです。
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そうなると、現場の捉え方がね。21市町とは
10回ぐらいやっているということだったけれ
ども、学校現場がありましょう、保育所の現場

がありましょう、そして企業、農村、漁村、い

ろいろ現場はあるでしょう。これらに課長自ら

足を運んで直接声を聞くとか、こういうものを

やってほしいという考え方を持っているんです

よ。そういうこともあって現場主義ということ

を質問したわけであります。

こういうことは、今までに実践されています

か。

【川内野国保・健康増進課長】県民会議という

ものを構成しておりまして、各団体の代表の方

にメンバーとして参加していただいております。

なかなか現場にまで足を運んでというのは難し

い状況ではあるんですけれども、そういった県

民会議としての活動、実績報告などをいただき

ながら、ヒアリングなどもしているところであ

ります。

今後も、県民会議の活動などを通して、現場

のそういった団体の方とも連携強化を図ってい

きたいと考えております。

【中山委員】そこではやっぱり弱いですよ、県

民会議を現場と捉えること自体がね。今までを

踏襲しているわけであってね。やはり直接ね。

健康と運動でしょうが、食生活を含めてね。

やはり直接声を聞くということが、現場主義で

あって現場の目線ですよ。県民会議なんて、全

部代表者ではないですか、それは県民かもしれ

ないけれども。できるだけ現場に出て行って、

現場の声を聞かないことには、県民運動なんか

できませんよ。

そして、予算も1,600万円程度でしょう。その
中で日本一を目指すなんていうのは、ばかげた

話だ、本来は。しかし、あなたたちはそれを掲

げて取り組んでいこうとしているわけでしょう。

そうなると、あなたたちが変わらなければいけ

ないですよ。そのために担当課で、課長をはじ

め4人の新しい女性が一つのチームの中にいる
ということは、県庁を探してもほとんどないの

ではないかと、そのくらい新しいいき方を実践

しているのではないかと思うんですよ。それを

やるのは、あなたたちからやらないといけない

わけです。そういうことを認識してね。そうし

ないと、健康長寿日本一なんていうのは取り下

げないといけないですよ、今のような答弁なら

ば。

これをやることによって、長崎県に莫大な貢

献をすると私は思うんですよ。健康長寿日本一

とする過程においても、いろんな面でいろいろ

含めてですね。これを徹底してやってもらうこ

とが、長崎の新しい魅力につながってくるし、

その魅力の推進力が、国保・健康増進課長なん

ですよ。現場のリーダー、あなたの手腕にこれ

はかかっていると言っても過言ではないと私は

思うんですよ。そういう認識をもって、これの

達成を目指してやっていく。

そのためには、やはり職員スピリットをもう

一回よくよくかみ砕いて、併せて現場主義も含

めてかみ砕いて、この辺を前例にとらわれずに

自分の発想を変えていって、そしてそれはあく

までも県民の幸せづくりであるし、県勢のため

に貢献することでありますので、ぜひひとつ取

り組んでいただきますように要望しておきたい

と思います。

最後になりましたけど、福祉保健部長に、大

変な仕事を請け負っているわけですから、ぜひ

サポートする体制をつくっていく必要があると

考えておりますので、最後に一言だけ答弁いた

だければと思っております。
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【寺原福祉保健部長】まず、長崎県職員スピリ

ットですが、ホームページのみならず長崎県職

員録、名簿にも掲げておりまして、私も着任早々

これを見まして、非常に重要なポイントを捉え

ていると感じております。

この5つの心構えを5つのＣという形で示し
ておりまして、チーフ、責任を持つ、キャッチ、

県民の方々と対話をする、チェンジ、チャレン

ジ、そしてコストというものがあります。

5点とも非常に大事だと思っていますが、私
としては特に大切なのはキャッチ、県民の皆さ

んと対話をするということ、そしてチャレンジ

をするということ、そしてコストでございます。

コストの方は財政の健全化のみではありません

で、業務の効率化という意味でのコストでもあ

ると捉えています。

福祉保健部の特徴としましては、保健所等で

の現場の経験をした者も多いというところが一

つの大きな特徴であろうと思っていますので、

委員おっしゃるとおり、より現場の意見をしっ

かり聞きたいと考えております。

ただ、今はコロナ禍でもありまして、かなり

業務が多岐にわたっていて、なかなか外に出る

余裕がないという状況でございますが、そこを

しっかりと業務の改善を図りまして、外に出ら

れるような体制をつくったうえで、しっかりと

県民の皆さんから直接、声をお聞きして、そし

てそれを施策に結びつけていきたいと考えてお

ります。

【中山委員】今の福祉保健部長の答弁を了とし

ますけれども、できるだけ課長は、机にいるの

ではなくて、庁内にいるのではなくて、やはり

現場に出ていって、現場の声を直接、生で聞い

て、それをかみ砕いて皆さんの意見を聞くと。

できるだけ現場の声を、自分が直接出向いて行

って聞くと。それ以外は、県政の重要課題を解

決する方法はないし、皆さん方は、情報さえ入

れば、それによって方向性ができるんですよ。

情報が、正確な情報というか生きた情報が入ら

ないから、なかなか適切な対応ができない、と

私は考えているわけであります。

ぜひ、福祉保健部を含めて業務の改善をしな

がら、できるだけ課長級は現場に出ていくこと

を奨励してもらえれば大変ありがたいと考えて

おりますので、よろしくお願いしておきます。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【山田(朋)委員】 通告に従い、4項目質問させ
ていただきたいと思います。

まず最初に、新型コロナウイルス感染者への

対応の中で、外国人に対する対応について伺い

たいと思います。

県内には在留外国人が令和2年度で9,955人
いますが、今回のワクチン接種に関し、特別な

情報発信や配慮を行った市町があるのか、及び

県の接種センターではどのような取組をしたの

かを伺いたいと思います。

【林田医療政策課企画監】外国人等に対する特

別な周知というのは、申し訳ございません、し

ておりません。

市町による取組というのも、特に、特別な取

組というのは承知しておりません。

【山田(朋)委員】 特別な取組はされていないと
いうことでありました。

今、皆様のお手元に配らせていただいており

ます、これは「三重県にお住いの皆様へ」とい

うことで、三重県知事が全県民に対して、ご近

所で困っている外国人の方がいるかもしれない

から、サポートをしてほしい旨、タウンプラス

で送られています。

三重県は愛知県の関係もあり外国人が非常に
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多い地域だと理解をいたしますが、本県でも1
万人近くの外国人がいらっしゃる中、長崎県国

際交流センターにおいて、ホームページで5言
語対応はいただいておりますが、5言語対応の
みという状況にあります。

私も、問診票とか、すごく数字が小さかった

りして、高齢者の方の分を代理で申請したりと

か、いっぱいしました。外国人の方はもっと、

こういうことで接種ができていない方がいるの

ではないかと思って、私はとても心配をしてい

ます。

そこで、これはお願いなんですけれども、各

市町でそれぞれ在留外国人の把握がされている

と思いますので、彼らがちゃんとワクチン接種

をできているかどうかを調査してほしいと思っ

ておりますが、このことに対して答弁を求めた

いと思います。

【林田医療政策課企画監】先ほど、市町の状況

把握はしておりませんとご答弁を差し上げまし

たが、まだ調査をしたわけではございませんの

で、調査をすると、何かしら対応しているとこ

ろもあるかもしれません。

委員ご提案の分につきましては、少し市町の

意見を聞きながら、可能かどうかも含めて対応

してまいりたいと思っております。

【山田(朋)委員】 ぜひお願いをしたいんですが。
また、各市町がワクチンの関係で相談窓口を

設置しています。ここも恐らく多言語対応がで

きているところはすごく少ないのではないかと

思いますが、ここも併せて確認いただきたい。

何より、外国人ということで、言葉の壁とかい

ろんなことで不自由をして接種ができていない

方がいないのかどうかをしっかり調査をいただ

きたいと思います。

次に、精神障害者への対応についてです。障

害者の新型コロナウイルス感染症の死亡率は、

健常者に比べ約2倍ほど高いという調査結果が
あり、沖縄では、精神科の病院で患者やスタッ

フなど約200人が感染をし、69人が亡くなった
事案が発生しました。また、全国では、その特

性により病院搬送を断られ死亡した事例なども

発生をしております。

県内ではどのように対応しているのかを伺い

ます。

【吉田障害福祉課長】まず、県内の精神科病院

でのコロナ患者の発生は、令和2年、令和3年、
それぞれ3件ずつございます。そのうち5件は1
名の感染者で収まっておりますが、1件のみク
ラスターという状況が発生しています。

クラスターが発生した医療機関への対応とい

たしまして、沖縄県の事例は、コロナ治療がで

きる医療機関への転院ができなかった、受け入

れができなかったとお聞きしております。本県

の対応といたしましては、精神科病院で1人患
者が発生すれば、クラスターのリスクがかなり

大きくございます。そのため長崎県の対応とし

ましては、発生した医療機関で患者は療養する、

見守るという対応をとっておりまして、今、県

内に37医療機関がございますが、そこの医療機
関につきましては、長崎大学病院感染制御教育

センターなり保健所、COVMAT、医療支援チ
ーム等にあらかじめ入っていただきまして、ゾ

ーニングであったりコホーティング等を実施し、

また、職員に対しての研修等を実施していると

ころでございます。

【山田(朋)委員】 長崎県では、他県のように搬
送を断ったりとかではなくて、精神科の病院内

できちんと、専門的な治療が必要な時はそうい

ったスタッフの派遣等もできる体制をとってい

るということで、安心していいという理解でよ
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ろしいですね。

【吉田障害福祉課長】当然、重症化された場合

は専門的な医療機関への搬送ということで、3
医療機関を確保しております。ただ、軽症の方

につきましては、やはり行動が激しい方とかい

らっしゃいますので、院内での療養体制を確保

するということで、その場合には外部から医師

の派遣等の対応も行っております。

【山田(朋)委員】 次に、保護者の感染に伴う子
どもへの対応についてです。

保護者が感染した場合は、子どもを見る人が

いない場合など、親子での入院や、一時的に養

護施設などで預かるとは聞いておりますが、実

例などあるのか、また、対応策について伺いた

いと思います。

【伊藤医療政策課長】保護者の方が感染した場

合、その濃厚接触者となりますお子さんは、ま

ずは検査を行っていただきます。そのお子さん

が陽性だった場合は保護者と一緒に入院、症状

によっては宿泊療養、あるいは自宅療養という

形になります。

保護者が感染して、お子さんが陰性だった場

合は、保護者の代わりに養育ができる親族など

の方がいらっしゃるかどうか、まずお探しして

いただくことになります。そういうこともござ

いますので、事前に、保護者が感染された場合

の対応についてはあらかじめ話し合っていただ

くことをお勧めしております。

また、親族などによる支援も困難な場合は、

保健所と児童相談所で調整をいたしまして、お

子さんを一時的な養育ができる児童養護施設で

お預かりすることも可能でございます。

ただ、濃厚接触者になりますので、お子さん

の感染も強く疑われ、お子さんの年齢、あるい

は生活状況などを考えた上で、親子を離さない

方がいいということであれば、その精神的な安

定も考えまして、両親と一緒に入院、宿泊療養

という対応もとらせていただいているというこ

とでございます。

【山田(朋)委員】 都市部では、お母さんが家庭
療養で、具合が悪くても子どもがいるからと、

すごく我慢をして重症化されたような事案も発

生しています。

まさに課長が言われたように、事前に親子と

か家族で話し合いをしておくということが第一

義的にありますし、いろんな意味での、先ほど

言われた精神的な部分も含めて万全のケアをし

ていただくことをお願いします。

次に、健康被害調査委員会についてです。予

防接種法による予防接種に起因した健康被害に

関し調査するために、各市町で被害者の申し出

により設置をされます。

3月8日から7月25日までの医療従事者向けの
接種での副反応が354人確認されておりますが、
一般接種の副反応は公表されておりません。県

内での被害状況はどのようになっているかを伺

いたいと思います。

【林田医療政策課企画監】医療従事者の副反応

疑いの報告は、委員おっしゃったとおりの数字

でございます。

その後の一般接種におきましては、これまで

129件の報告があっているところでございます。
【山田(朋)委員】 そのうち、健康被害調査委員
会を開くような事案は発生していないですか。

【林田医療政策課企画監】ワクチン接種に関す

る健康被害の給付請求につきましては、市町か

ら県を経由して厚生労働省へ進達をすることに

なっておりますが、現時点におきまして、コロ

ナワクチンの関係で国へ進達した件数は5件ご
ざいます。
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給付の請求を受理した市町におきましては、

市町村長が設置する予防接種健康被害調査委員

会において医学的な見地から調査をするという

ことになっておりますが、予防接種との因果関

係が比較的明らかなアナフィラキシー等の即時

型アレルギーにつきましては、医療機関から所

定の様式で症例概要というものが提出された場

合、調査委員会での審査を省略できることにな

っておりまして、今回進達があった5件につき
ましては、全てその要件に合致するということ

で、委員会自体は開催されていないのではない

かと承知をしております。

【山田(朋)委員】 今まさに答弁があったように、
医学的見地から調査をするということでありま

す。学識経験者とか医師会とか各保健所長や各

市町が入って、その内容に該当すれば設置をし

ないといけないとなると負担が大きくなると思

うんです。

そういったことを考え、鳥取県では、全国で

初めて、県でこの調査委員会を設置しているよ

うであります。

各市町によって、保健所を持っている長崎市

とか佐世保市とか、ある程度大きいところでは

できると思うんですけど、例えば小値賀町とか

小さな町の場合、県の保健所管内のところは県

でカバーするのかどうか私もわかりませんが、

そういったところは負担だと思うんですが、今

後、鳥取県のような考え方は持てないのかどう

か、お尋ねをしたいと思います。

【林田医療政策課企画監】新型コロナウイルス

ワクチンの接種に関する調査委員会につきまし

ては、市町村の委託を受けて、委員おっしゃる

とおり都道府県が設置をすることが可能となっ

ております。市町村の事務の負担軽減という観

点からの制度だと思いますが、本県におきまし

ては、現状で市町から県で代理の設置に関する

要望がございませんし、現時点の件数的にも業

務を圧迫するような状況にはないと考えており

ますので、今のところ県での設置は考えていな

いところでございます。

【山田(朋)委員】 先ほど申し上げたように、か
なりの構成メンバーとなってくるので、もし万

が一、小さな市町で発生して県に助けを求める

とかサポートの求めがあった場合には、協力を

いただきたいと思います。

次に、障害者への合理的配慮についてです。

長崎県では、バリアフリー法に基づいて、長崎

県福祉のまちづくり条例のもとに、自分たちの

お金で整備をしなさいというような、一切お金

は出ないけど整備をしなさいというようなもの

があります。

他県で宮城県は、合理的配慮をするために、

オストメイトのトイレの整備だったり、階段の

手すりや点字メニューの作成など、障害者の特

性に応じた配慮を学ぶ従業員への研修など、さ

まざまな費用を一財で負担をしております。

長崎県でも、議員提案条例をもう10年以上前
につくらせていただいております。実際、合理

的配慮というものが長崎県において進んでいる

のかどうか、非常に心配をしています。

私は、障害を持った方々が日常の生活ができ

やすい環境をつくるために、こういった取組が

必要だと思いますが、見解を求めます。

【吉田障害福祉課長】長崎県内でのバリアフリ

ー法、合理的配慮、環境整備に向けた取組でご

ざいますが、先ほど委員からお話がありました

とおり、一定規模以上の病院、商店等について

は、車いす対応のトイレなど、福祉のまちづく

り条例に定める基準を満たす整備がなされてい

るところでございます。
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これは国の機構になるんですが、独立行政法

人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害

者を従業員として雇用する際の話ではございま

すが、スロープやトイレ等の整備をする場合は、

障害特性に配慮した環境整備に対する助成を行

っているので、今、県ではそちらのご紹介をさ

せていただいているところです。

なお、宮城県の職員への、従業員への研修等

につきましては、本県でも出前講座という形で

させていただいておりまして、ご要望があれば

随時対応しているところでございます。

【山田(朋)委員】 福祉機構が雇用をする際の整
備の分は出すということはわかっているんです

けど、それ以外でも私は必要だと思うので、今

後、財政状況が厳しい中はわかりますが、合理

的配慮をより一層進めるためには、環境整備は

非常に重要だと思っておりますので、取り組ん

でいただきたいと要望申し上げ、次の質問をし

たいと思います。

次に、保健師、児童福祉司の人材確保につい

てです。児童相談所の児童福祉司については、

現状では人口4万人に1人の配置基準ですが、来
年度から3万人に1人の配置基準になります。現
在の児童福祉司の数は42人であり、3万人に1人
の基準を達するためには合計48名が必要で、あ
と6人増員しないといけないとお聞きしていま
す。

児童虐待の件数も増加をし、対応が複雑化す

る中、経験値の高い児童福祉司を確保すること

は大変重要であると考えていますが、来年度ま

でにこの基準を満たすのかどうか、そのあたり

をお聞きしたいと思います。

【中尾福祉保健課長】児童相談所の児童福祉司

の配置基準につきましては、委員ご指摘のとお

りでございます。令和4年度の人口3万人に1人

の配置について実現をできるように、これまで

も計画的に増員を行っておりまして、本年4月
は児童福祉司を6名増員しまして42名の配置と
したところでございます。

また、人材確保のために令和元年度から民間

経験者枠での社会福祉職の採用を始めるなど、

配置基準の実現と併せて優秀な人材の確保にも

努めているところでございます。

今年度についても、社会福祉職として13名の
採用枠で採用手続を現在進めているところであ

りまして、配置基準を実現できるように努めて

まいりたいと考えております。

【山田(朋)委員】 経験値の高い民間経験者の採
用も始まったようでありますので、ぜひ。

東京23区、墨田区以外、児童相談所をつくる
ので、今は人をいっぱい集めて、全国から人を

集めて殺到しているところで、残念ながら本県

からもちょっと流れたような話もあるようであ

ります。そういった中なので、計画的に積極的

に採っていただきたいとお願いを申し上げます。

次に、保健師の増員、確保について伺いたい

と思います。

新型コロナウイルス感染症の関係で保健師の

方々の業務量が大変多くなっていると思います

が、今、保健師の採用はどのような形で進めて

いるのか、伺いたいと思います。

【中尾福祉保健課長】積極的疫学調査等の中心

となって役割を担います保健師の採用につきま

しては、昨年度は中途採用を含めまして10名を
採用しまして、今年の4月時点で5名の増員をし
ているところでございます。

今年度においても7名を採用したいと考えて
おりまして、来年度は4名増員となる予定と考
えております。

【山田(朋)委員】今、課長が答弁されたように、
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保健所の一番中心的な立場でコロナの対応をし

ていただいていると思いますが、残業の状況と

か、わかれば教えていただきたいと思います。

【中尾福祉保健課長】保健所の時間外の状況で

ございますが、新型コロナの対応を行う地域保

健部門について申し上げますと、今年度8月ま
での状況で、一人当たり月平均で約19時間であ
ります。これは昨年度の年間平均の一月当たり

12時間と比較して増加をしている状況であり
ます。

また、一月当たり最も時間外が多かった職員

は、第5波に対応した8月に92時間の時間外勤務
があった職員がおりました。

【山田(朋)委員】 92時間と聞いて、ぞっとして
しまったんですけれども、また第6波のおそれ
もあるようでありますし、1人の方に集中しな
いようにいろんな配慮をいただいているでしょ

うし、本庁からも人が応援に行ったりしている

ようでありますが、しっかりサポートしていた

だきたいと思いますし、この重要となる保健師

の採用をしっかりと、計画的に進めていただき

たいことを申し上げて、質問を終わります。

【浦川委員長】 換気のため、2時45分まで休憩
したいと思います。

― 午後 ２時３２分 休憩 ―

― 午後 ２時４５分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【ごう委員】 通告に従いまして、3点質問させ
ていただきたいと思います。

まず、陳情要望の対応について、また今回も

佐世保市からの要望の中に上がっております、

佐世保市が運営する佐世保市子ども発達センタ

ーについてでございます。

佐世保市の子ども発達センターは、県北地域

の発達障害児支援の中核機関であります。利用

者の方々からは、こちらの施設もなかなか予約

がとれないなどのお声を聞いております。

まず確認をさせていただきたいんですが、こ

ちらは佐世保市が運営する施設ではありますけ

れども、県としては、このセンターに対してど

のような支援を行っているのか、お聞かせくだ

さい。

【吉田障害福祉課長】佐世保市の子ども発達支

援センターへのご質問でございますが、市が設

置、運営するセンターにつきましては、心身の

発達、不安、障害のある子どもや家族に対して

療育支援を行う施設でございまして、佐世保市

民のみならず、県北地域全体の拠点機関として

重要な役割を担っていただいているところでご

ざいます。

そのため県におきましても、平成26年度に現
在のセンターへの移転建替えの際、運営費の一

部を負担させていただくとともに、小児科、整

形外科の医師を月に1回派遣する専門外来を支
援させていただいているところでございます。

またこのほか、佐世保子ども発達センターで

人材育成のための研修会をされています。これ

につきまして、いろいろご意見、ご要望をお聞

きしながら、子ども医療福祉センターから講師

を派遣して、ご協力をさせていただいていると

ころでございます。

【ごう委員】建替えの際の支援があったという

こと、それから小児科医、整形外科医の月1回
の派遣、そして研修会の開催などで支援を行っ

ているということでございました。

このセンター、県の子ども医療福祉センター

をはじめ、県内の医療機関については、発達障

害の診療の待ち時間が長いという問題がずっと
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続いております。私が議員になって初めて質問

したのも、諫早の県立こども医療福祉センター

の外来が4か月待ち、6か月待ちという声がある
というようなことで質問させていただきました。

これがもう8年前のことなんです。
その状態から、こうやっていろんなところで、

地域で子どもたちを診ることができるようにと

いうことで、佐世保市の子ども発達センターで

も診療できるような形を整えてきたとは思うん

ですけれども、なかなかその改善にはつながっ

てはいないというお声が聞こえてきます。

今、療育部門の現状はどのようになっている

のか、利用者数がどのくらいで、待ち時間がど

れくらいあるのか、期間をどれくらい待たなけ

れば受診ができないのか。それから、その改善

に向けて県は、医師の研修等々を行って、発達

障害児を診られるような研修も行っております

が、その取組の現状と効果についてお聞かせく

ださい。

【吉田障害福祉課長】佐世保子ども発達センタ

ーをはじめ、子ども医療福祉センター、長崎市

ハートセンターにつきましては、年々受診者数

が増加しております。令和2年で合計3万1,000
人と増加しておりまして、これは発達障害とい

うことが認知されてきたことに伴って、疑いの

ある児童が増加して初診待ちが改善されていな

いという状況だと考えております。

県では、受診者の増加に対しまして、発達障

害を診断できる医師を育成するため、平成27年
度から、小児科医を対象に研修事業を行ってお

ります。長崎大学病院や民間の小児科医も対象

として、こども医療福祉センターで初診患者の

診察時、評価の指導を受ける際など、そういう

実践的な場面での研修を実施させていただいて

おります。

令和2年度までに研修を受講された医師、約
40名が受講されていますが、小児の神経分野を
専門とされた医師6名がいらっしゃいます。そ
れ以外の専門とされた小児科医師につきまして

も、地域の医療機関に派遣された際、公的医療

機関への派遣が多くなるかと思いますが、発達

障害の疑いのある子の発見であったり、専門医

療機関への紹介などに役立つものと考えており

ます。

研修を受けた医師からは、そういう発達障害

の臨床の場面に立ち会えたことにつきまして、

今後、小児診療においても大変役立つという高

い評価といいますか、ご意見をいただいている

ところでございます。

また、医師の育成と並行いたしまして、民間

での発達を診る医療機関等が少のうございます

ので、新たに発達外来やリハビリを開設される

医療機関に対する施設設備補助として、発達障

害者の医療体制の整備に現在努めているところ

でございます。

【ごう委員】取組としましては、研修等々を行

って、かなり多くの方々がその研修を受講され

て、実際にご自身の医療機関とかでも役に立つ

というようなお答えが返ってきているというこ

とでございました。

しかしながら、発達障害児につきましては、

5歳児検診とかをどんどん広めていこうという
ことで、早期発見、早期支援が必要だと言われ

ておりまして、そのような中、年々発見する子

どもたちの数がどんどん、どんどん増えている

と思うんです。それが追いついていない現状が

あるのかなと思います。

佐世保の発達センターに年間12回、ドクター
の派遣を行っているようですけれども、それで

は多分賄いきれないのではないかと思っており
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ます。

実際、求人も今されているようでございます

が、センターに正規に入ってくださるドクター

もなかなか見つからない現状がありますので、

何か違う手立てが必要なのではないかと思って

おります。

せっかく早期に発見しても、外来の受診につ

ながらず、療育につながらなければ、なかなか

正しい発達の支援ができないのではないかと思

っておりますので、今のいろんな研修制度に加

えて、また新たな視点が何か必要ではないかと

思っておりますので、その点を今後、お考えい

ただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いをいたします。

次にいきます。障害福祉医療費の現物支給に

ついて、こちらも陳情要望の対応の中にあるん

です。長崎県の町村会から要望が上がってきて

いることです。これも、なかなか財政が厳しい

長崎県におきましては難しい問題であるという

ことは十分承知をしております。

現在、長崎市は医療費補助の現物支給を行わ

れていますけれども、その他の市町では現物支

給の導入には至ってない現実があります。でも、

県内どこに住んでいても現物支給であることが、

利用者、患者の立場に立って見ると良いのでは

ないかと思っておりますが、現在の県のお考え

をお聞かせください。

【吉田障害福祉課長】福祉医療制度でございま

すが、障害者の方の医療費の負担を軽減する制

度として、1日800円、月額で1,600円を上限と
して、その残りの分について県と市町で2分の1
ずつ負担する制度でございます。

長崎市が導入されている現物給付の利便性に

ついては当然認識しているところでございます

が、福祉医療制度につきましては、県と市町で

構成します長崎県福祉医療制度検討協議会の中

で制度設計をさせていただいているところでご

ざいます。当然現物給付についても議論に上が

っておりますが、委員から先ほどご発言があり

ましたとおり、現物給付に踏み込むとなると、

かなりの財源負担が出てきます。これにつきま

して、県、市町の制度設計安定の委員会の中で

試算いたしまして、多額の財政負担が伴います

ので、引き続き継続で協議していくことにいた

しております。ですので、現段階では、市町の

合意が必要となりますので、現物給付の導入は

困難な状況でございます。

【ごう委員】財源が伴うことであるので、この

協議会の中で引き続き協議をしていくというお

答えでございました。

少し話がずれるかもしれませんが、人口流出

に歯止めをかけるためにも、子どもたちの医療

とか障害者の医療とかに少し手厚い支援をして

いるところは、求められる自治体になると思う

んです。そういうことも含めて、長崎県の人口

流出の課題を解決するにも、こういったところ

の支援が必要ではないかと思っております。

それと、私のところに以前寄せられたご相談

で、重度の障害児で長崎市にお住いなので、長

崎市では現物支給で対応していただいているん

ですが、脳の手術を受けるために大村市の医療

センターに入院、そして手術を行いました。そ

うなった時に、大村市は現物支給ではない、償

還払いなので、かなりの額を一旦支払わなけれ

ばならないという現実がありました。

その時に長崎県にご相談申し上げたところ、

福祉資金の貸付けを行って、それでまず払って

くださいと答えられたんです。それはもう多分

それしかないのかもしれないんですけれども、

重度の障害児の方が入院をされて、非常に大変
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な状況の中で、その手続等々をしていくのはも

のすごく負担があると思います。

私は思うんですけれども、全部の市町に導入

が難しいとしても、例えば、医療費が高額にな

るような特定の疾病とか疾患がある場合には、

入院とか手術でかなり高額だという場合には、

何か手立てができるのではないかと思っており

ますが、この件に関して長崎県としてはどのよ

うにお考えでしょうか。

【吉田障害福祉課長】医療費が高額になる場合

の対応ですが、先ほど申し上げましたように、

この制度につきましては県と市町で協議会を起

ち上げて実施しています。今ご要望があった件

につきましては、また協議会の中で協議をさせ

ていただきたいと思います。

この制度そのものは、全国的に全て自治体が

単独でやっております。同じような課題を抱え

ておりまして、国において、どこにいても同じ

ような制度が受けられるような制度にしていた

だくよう、国の制度として対応していただくよ

う要望させていただいております。また現物給

付の件につきましても、やはりそういう利便性

の面がございます。そういう要望もさせていた

だいておりますので、引き続き、協議会の方で

検討させていただければと思います。

【ごう委員】ぜひ、引き続き国に要望もしてい

ただきたいと思いますが、例えば宮崎県は、入

院の場合は現物支給で、外来は償還払いで、み

たいな住み分けを行っていましたので、こうし

た柔軟な対応も必要かと思いますので、ぜひ、

協議会の中でご検討いただければと思います。

続いてもう1点ですが、障害者雇用について
お尋ねをさせていただきます。

障害者雇用に関して、県庁の中では2019年度
からワークサポートオフィスを設置して障害者

雇用の促進を図っていると理解をしております。

構想の中では、非常勤の職員として数年間就業

し、スキルアップをした後に民間企業などへ就

業してもらうことを想定し、2019年末までに全
体で30人程度の雇用を目指したいとの考えだ
ったと思います。

そこで、今、ワークサポートオフィスを通し

た障害者雇用の現状がどのようになっているの

かをお聞かせください。

【吉田障害福祉課長】ワークサポートオフィス

の所管は人事課でございますが、現状といたし

まして、委員がおっしゃいましたように2019年
からワークサポートオフィスを設置しておりま

して、そこのオフィスの中で会計年度任用職員

として知的障害者の方を対象に4名雇用してお
ります。

あとは、その支援スタッフとして3名、この3
名の方につきましては、県職員の再任用の方、

福祉サービスの就労支援施設の勤務経験者、元

特別支援学校の校長で対応しておりまして、知

的障害者の4名の方を雇用いたしまして、庁内
各課から簡易な業務を集約いたしまして、その

業務を通じてスキルアップを図り、民間企業へ

の就業などのステップアップにつなげたいと聞

いております。

あとは、ワークサポートオフィスが、障害の

ある職員や各職場からの専用窓口として相談業

務を担っているという状況でございます。

【ごう委員】障害者活躍推進計画を県の人事委

員会で令和2年4月に策定されていまして、こう
した資料を読み込んでいきますと、庁内では環

境整備推進会議を開催するとか研修を行う、そ

れから推進員とかの研修をしっかりと行ってい

くというようなことが明記されております。

そういった障害者の推進計画に基づいた研修
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とかの実績は今、把握されていますでしょうか。

何人の方が研修を受けて、何人の推進員が誕生

しているとかということは。

【吉田障害福祉課長】 申しわけございません。

そこの研修の状況については把握しておりませ

ん。

【ごう委員】人事委員会が主管であるので、詳

細についてはおわかりにならないかもしれませ

んが、この件については障害者の方々の就労の

機会が増えていくすばらしい場だと思っており

ます。こうやってワークサポートオフィスを設

置して、しっかりとサポートスタッフを入れて

やっているということはすばらしいことだと思

いますし、当初の目的は、これを民間就労につ

なげていくという大きな目標を掲げられていま

したので、ぜひこのあたりをしっかりと、当初

の目標に掲げているような、ニュースになって

いたのは30名を目標にということでしたので、
そういったことでしっかりと民間との連携をと

っていただいて、県が率先して障害者の就労に

前向きに関わっていただくことが民間への波及

効果にもつながっていくと思いますので、ぜひ

このあたりをしっかりと把握していただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【山下委員】通告をさせていただいておりまし

た離島における介護職員等の確保について、お

尋ねをしたいと思います。午前中にも堀江委員、

麻生委員から、離島の介護サービスをどうやっ

て維持していくかというところのやり取りがあ

ったかと思います。

私の方にも、離島の特養事業所、介護事業所

から、介護職員はもちろんですけれども、看護、

厨房の職員、全職種で人手不足が慢性化してい

ると、採用に大変苦労されているというお話を

聞いております。特に、限られた島内で人材を

採用するのは本当に難しい、困難な状況だと切

実な思いが伝わってきているわけであります。

そのあたりをどう認識されているのか、お尋

ねいたします。

【尾﨑長寿社会課長】離島の介護事業所の人材

の状況でございますが、直近の本年7月の県内
全職業の有効求人倍率が1.07倍に対しまして、
介護サービスの職業は2.39倍と非常に高い状況
となっております。その中でも特に離島におき

ましては、対馬で2.95倍、五島で3.04倍と、さ
らに高い状況となっております。

私どもの方にも離島の事業者からは、介護職

員やその他の職種で求人を出してもなかなか採

用できず、また、二次離島などのさらに小さな

離島におきましては、島内に人材がいないとい

う話も聞いておりまして、島内での人材確保が

非常に難しい状況と認識しております。

【山下委員】まずもって、厳しい状況というの

がわかっているわけであります。これは、単な

る一事業所の問題とか、経営上の問題ではなく

て、特養というのは第一種の社会福祉事業であ

りまして、これを今後継続していけるのかどう

か、大きなテーマ、問題だと私は思うんです。

第一種の社会福祉事業というのは、利用者の

保護の必要性が高い事業であります。こうやっ

て位置づけを国、法律でもされているわけです

から、特に特養で、入所したいけれども、ベッ

ドは空いているけれども、人員配置基準を満た

さないので、残念ながら入所できない。こうい

う本当に切実な問題をどうやって解決していく

のかというのを、もっと真剣に考えなければい

けない時期が来ているのではないかと思うんで

す。一事業所に任せるとか、もっと頑張ってよ
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と言う、それを飛び越えた問題ではないかと私

は本当に思うわけであります。

今、具体的にどのような支援を県からされて

いるのか、お聞かせいただきたいと思います。

【尾﨑長寿社会課長】離島地域における介護人

材に関する取組でございますが、現在、離島地

域におきまして働いている職員の定着を図るこ

とが非常に重要であると考えておりまして、介

護現場の生産性向上や労働環境整備を図ってい

るところでございます。

生産性の向上につきましては、離島地区にお

いて、昨年度、モデル事業所2つを選定いたし
まして、業務改善の専門家である中小企業診断

士などを派遣し、具体的取組を支援したところ

でございます。

昨年度は、介護記録の見直しによる業務時間

の短縮や、加工食品の活用による調理業務の効

率化などの具体的な業務成果が出たところでご

ざいまして、今年度も引き続き、新たな離島の

モデル事業所2つを選定いたしまして、こうし
た生産性の向上の取組を続けていくこととして

おります。

また、労働環境の整備におきましては、近年、

非常に導入が進んでおります介護ロボット、こ

うしたものに対する補助事業を、昨年度確保し

た予算により進めているところでございまして、

離島地域におきましては16事業所に対しまし
て見守りセンサーなどの導入経費を支援したと

ころでございます。

さらに住環境の整備につきましては、昨年度

から介護職員用の宿舎整備費用に対する補助を

行っております。これまで離島地域の支援実績

はございませんが、今後、事業所の要望を踏ま

え対応していきたいと考えております。

また、日本人を補完するものとして期待され

ている外国人材については、事業所に対するセ

ミナーを開催して、受入れ促進を図っておりま

す。

特に本県では昨年度、ベトナムの看護系大学

と人材のマッチングについて推進をしていると

ころでございまして、本年度、オンラインによ

りまして、このベトナムの大学から推薦された

人材と本県事業所とのマッチングを推進したと

ころ、離島事業所と3名の人材とのマッチング
が成立し、来年4月から離島事業所で働いてい
ただくことになっているところでございます。

離島における介護職員の確保や定着に関しま

しては、様々なこうした取組を実施いたしまし

て取り組んでまいるとともに、さらに効果的な

取組が実施できないか検討してまいりたいと考

えております。

【山下委員】 ありがとうございます。恐らく、

今考えられる全ての手立てを実施していただい

ていると私も理解しております。

特に外国人材に期待しておりますけれども、

今、コロナ禍でなかなか予定どおり入ってきて

いただいていないこともありますし、このコロ

ナが明日明後日に収束するとわかっていれば、

またそちらに力を入れていけるんでしょうけど、

これがいつ収まるかもわからない状況でもあり

ますし、そういう意味では非常に外国人材につ

いても不透明なところがあります。

それから介護ロボットについても、恐らく夜

勤者の負担を少しでも減らすための部分でもあ

ると思うんですけど、恐らく一部だけ入れても、

全体が入ってこないと難しいところもあるでし

ょうから、介護ロボットも離島枠で思い切って

入れてあげるとか、そういった今の制度ででき

るだけのことをもうちょっと考えていただけれ

ば事業者も助かるのではないかと思いますので、
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ぜひ引き続き寄り添っていただいて、離島の介

護事業所を励ましつつ、こういうこともあるよ

と、こういうメニューもあるよということで、

どんどん、どんどん叱咤激励をいただければあ

りがたいと思っています。

最後になりますけど、寺原福祉保健部長は長

崎に赴任されてまだ間もないわけでありますけ

ど、離島のこういう介護事業所の独特の、特殊

な苦しみといいましょうか、陸続きであれば遠

くからでも、時間はかかるかもしれませんが、

来ていただくことはできるわけですが、離島の

場合はそれができないわけです。離島内で何と

か確保しなければいけないと、この切実な思い

をぜひ酌んでいただいて、最後に感想があれば

述べていただければと思います。お願いします。

【寺原福祉保健部長】介護サービスの提供の継

続のためには、当然ながら介護人材の確保と定

着が必要であると考えています。特に離島にお

きましては、委員がおっしゃるようにアクセス

の問題もありますし、本土以上に高齢化も進ん

でおります。

その中で、今課長からも申し上げたとおりで

ございますが、主に3点かと思っておりまして、
まず1点目が、しっかり魅力を伝えると。介護
の若手職員を中心に魅力を伝えるような取組を

進めておりますので、それがまず1点目でござ
います。2点目が、介護ロボット等を通じて業
務の効率化、生産性の向上と環境整備を整える

こと。3点目が、外国人材を含めた島外の方の
参入を進めること。そのような取組をしっかり

と、離島の各市町とも連携しながら進めていき

たいと考えております。

【山下委員】最後にしますけど、恐らく住環境

の整備も大変必要な、大事な要素になってくる

と思いますので、そのあたりも支援ができるこ

とがあれば、併せてお願いを申し上げまして質

問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【麻生委員】 2項目通告しておりましたので、
お尋ねをしたいと思います。

1つは、今回の新型コロナウイルス感染症で
公衆衛生のあり方が見直されているのではない

かと思っています。

今までは保健の対応が行革の対応になって、

人材が不足といいますかね。こういった大型の

パンデミックが起きて大変な状況になってきた

と思っていますので、県の今の保健所のあり方

とか配置の問題について、今回の対応について

どう認識されているのか、まずお尋ねしたいと

思います。

【中尾福祉保健課長】まず、保健所におきまし

ては、公衆衛生医師である保健所長を中心にし

まして、感染症などの健康危機管理にしっかり

対応できる体制をつくることが非常に重要であ

ると考えております。

現状、本年6月には、これまで兼務でありま
した対馬保健所にも専任の保健所長を配置しま

して、8か所あります保健所全てに専任の保健
所長を配置できたところでございます。

また、専門職であります保健師、臨床検査技

師等についても、昨年度、中途採用するなど増

員をして体制を強化しているところでございま

す。

こうした正規職員の体制強化に加えまして、

例えばクラスターが発生した時に、会計年度任

用職員として迅速に派遣できる体制を作ったり、

振興局の応援など県全庁的な応援体制をとって

いる状況でございます。

今後についても、第5波の感染者数や自宅療
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養者の状況などを検証しまして、また現場の意

見も踏まえまして、強化が必要なポイントにつ

いて整理をして対応してまいりたいと考えてお

ります。

【麻生委員】 先ほど、山田(朋)委員からも話が
あって、今回新たに補充するという話とか、今

回の第5波の対応で長時間の勤務があったとい
うことです。今までのこういう課題をどのよう

な体制で取り組んでいこうとされているのか。

先ほど、軽症者の対応だとか、医療の拡充だ

とか、ベッドの関係もありました。そういった

中での体制がとれているんですけれども、一部

マンパワーで対応されている状況もありますし、

こういった感染症対策、いつ起こるかわからな

い。そういうことで、今後、機動体制としてう

まく回るような仕組み、そして、民間的な要素

でいいますと、アメリカのＣＤＣではありませ

んけれども、そういった危機体制をとって、県

の中できちっと回るような仕組みを構築しなく

てはいけないのではないかと思っているんです

けれども、それについての何か考えがあれば、

部長が新しく来られましたので、もし流れがあ

るとしたら、この考え方があるんだったら、教

えてもらいたいと思います。

【寺原福祉保健部長】まず、このコロナ禍での

保健所の体制についてでありますが、8つの県
の広域保健所長と佐世保と長崎市の保健所長も

含めて会議を先月に開催しておりまして、私も

意見交換をしております。

今後、国の方も、政府も発言しているように、

第6波に向けた対策は当然大切なわけですが、
その中で保健所でできること、今やっているこ

とをもう少し、市町とか、あるいは医療関係者

の皆さんにご助力いただけないか議論もしてお

ります。

具体的に各市町とヒアリング等も行っており

まして、例えば生活支援といったことをお手伝

いいただけないかとか、あるいは医療機関に関

しては、今はサポート医で尽力いただいていま

すが、そういう体制をさらに強化いただけない

かと。そういった形で、保健所に限らず多くの

方々のご協力を得ながらでないと、このコロナ

禍は乗り切れないのではないかと考えています。

それから、今回のコロナに限らず、今後の感

染症対策を含めた保健所に対する考え方ですが、

保健所自体は全国的に数も減っておりますし、

特に20年ほど前から保健所の数はかなり減っ
てきております。その中で、業務は多岐にわた

ってきておりますので、いかに効率化するかと

いう視点も大事だと思っています。

日本版ＣＤＣといいますか、長崎県版ＣＤＣ

といいますか、それに関しては現在、コロナに

おいては新型コロナウイルスの感染症対策調整

本部という形で各専門家の先生方も入っていた

だいています。保健所や行政に限らず、様々な

大学等の専門家の方々のご意見も聞きながら、

迅速に動けるような体制を今後もつくり上げて

いきたいと考えています。

【麻生委員】長崎には長崎大学の熱帯医学研究

があって、全国でもネットワークを生かしても

らって連絡協議会もありますので、私としては、

長崎県がうまく活かしながら取り組んでいくこ

とが大事かなという思いがあるんです。

ただ、保健師の人たちをむやみに増やすと、

人件費の問題とかあるでしょうし、中核市であ

ります長崎、佐世保は独自で持っているんでし

ょうけど、県全体のカバーとして、いつ起きる

かわからない感染症対策についてしっかりと、

そういう保健師のスペシャリストを中心に、カ

バーし合えるような組織体制が大事ではないか
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という感じがしているところなんです。一部で

は、民間のＣＤＣみたいな形ができればという

話があるんですけれども、個人情報を扱ったり

とか、濃厚接触者に対してどう対応するかとか、

いろいろハードルが高いと思っているところで

す。

かといって、N-CHATなどを利用してやりな
さいと言っても、これもなかなか難しい面もあ

ろうかと思いますので、ぜひお願いしたいのは、

今回の第5波までの知見を生かしながら、現場
の課題は何なのかと、そしてどうネットワーク

を組んで、保健師を中心として課題を共有しな

がら人材を補完し合うと。ほかの部から、皆さ

ん忙しい中でしょうけれども、労働時間が90時
間以上残業というのはなかなか難しい状況もあ

ろうかと思います。そういったことについての

今後の取組が検討されることがあるのかどうか、

その点を教えてほしいと思います。

【中尾福祉保健課長】先ほど答弁申し上げまし

たとおり、コロナ対応では振興局からの応援や

本庁からの応援、各保健所間での応援を柔軟に

実施してきております。特にその中で保健師等

の専門職については、感染症対応のノウハウが

蓄積されてきていると考えております。今後の

コロナ対応に向けても、こうしたノウハウを継

続的に引き継いでいけるように、保健師の研修

は、県立保健所だけではなくて市の保健所の保

健師も一緒に行っております。そうした研修を

通しましても感染症対応のノウハウをきちんと

引き継いでいきたいと考えております。

現在、クラスター発生の際に会計年度任用職

員の保健師を派遣しておりますが、派遣の際に

は疫学調査対応が迅速にできるように、そうし

た業務従事に備えまして、研修等を定期的に実

施してきているところです。そういったところ

で、実際に派遣をして得た知見をしっかりと生

かしていけるように対応していきたいと考えて

おります。

【麻生委員】 わかりました。第6波の状況が最
低限で済むような形で。

今まで保健所のあり方がいろいろ議論されて

きまして、行革の一端で大分減らされてきたこ

とは事実であります。改めて大衆衛生、公衆衛

生をしっかりと確保しながら感染症を最小限に

抑えるというのは一番大事な視点だと思います

ので、取組をお願いしたいと。

あと1点は、先ほども申し上げました民間の
ＣＤＣの話も出ましたけれども、部長のもとに

いろいろ対策をとられると思いますが、財源と

か、いろいろな動きは知事のもとに展開されて

いると思います。もうちょっと機能的に、部長

間を越えた流れの中で誰がいいのかなと。副知

事にある話もありましたけれども、個人的には

統轄監あたりで部を横断して展開できればと思

っております。これは組織の問題もありますの

で、感染症対策についてはしっかりと取組をお

願いしたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

次に、難病関係についてお尋ねしたいと思い

ます。

今、感染症でなかなか難病関係の状況は話題

に上っていないんですけれども、県下で約1万
2,000人近くの難病患者がおられるということ
であります。この2割程度は潰瘍性大腸炎とク
ローン病の方たちと、これも若い方が罹患しや

すい状況でありますので、こういう人たちにつ

いて対策を図っていただきたいと思っておりま

すけれども、現状はどういうアプローチ。もち

ろん難病支援センターがありますから、そこで

独自な活動をされていると思うんですけれども、
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なかなか拡がりがないということも聞いている

ところです。

日和見的な病気でありますので、こういう若

い世代の人たちをカバーすることが大事と思っ

ておりますが、これについての対策、取組はど

うなっているのか、お尋ねしたいと思います。

【川内野国保・健康増進課長】 本県には、潰瘍

性大腸炎とかクローン病の患者の患者会、「長

崎ＩＢＤ友の会ユアジール」というものがあり

ます。この団体につきましては、代表の方が若

いこともありまして、県内のほかの疾病患者団

体よりも活発に活動されている団体とお聞きを

しております。

この患者会の活動内容としましては、潰瘍性

大腸炎、クローン病に対する情報提供とか交流

会、調理実習会、広報誌の配布、不定期でのイ

ベント開催などを実施されております。

このような患者さん同士のつながりを支援す

ることは、難病相談支援センターの重要な役割

と捉えておりまして、センターでは、個別の相

談への対応のほか患者会の運営支援を行ってお

ります。活動場所の提供としてセンター内の施

設利用許可を行うほか、医療講演会などイベン

トの際には、センター職員がスタッフとして参

加、協力をしております。

最近、県内ではコロナ禍で患者会の集まり自

体は難しい状況ではありますけれども、センタ

ーでオンライン会議システムなどを整備しまし

て、会場に集まらない方法での活動も可能とな

っているところであります。

現在、患者会の方から特に要望などはお聞き

しておりませんけれども、今後とも、県やセン

ターの方でできる限りの支援を行っていきたい

と考えております。

【麻生委員】 具体的には難病支援センターで、

長崎ＩＢＤ友の会の方たちにお任せという感じ

に今、聞こえたんですよね。

若い人たちが多くて、クローン病の方が1,200
人ほどおられまして、潰瘍性大腸炎も同じぐら

いおられるんです。

今、九州の中では熊本の、皆さんご存じだと

思いますけれども、大腸肛門病センターの高野

病院、これが中心になってネットワークを組ん

で展開されているんですよ。民間の活力を含め

て病院の先生が中心になって、熊本もクローン

病が結構多いのは事実でしょうけどね。こうい

う人たちを含めて、もっと支援の輪ができれば

と。

若い世代がなりやすい病気ですから、就労だ

とか、家に引きこもりにならないようにしっか

りやってもらいたいなと。そして、若い力で新

しい人生の活路を開いてもらう。それについて

は一人で悩むのではなくて、周りがいるんだよ

と、適切な病気に対する対処法、そして取組が

一番大事かなと。

一番悩んでいるのは、本人もそうでしょうけ

れども、家族がやっぱり大変だと思うんです。

食事療法から始まりますし、また、2か月か3か
月に1回の抗生物質を打つ話も出ていますので、
しっかりと支援しながら取組ができるようにで

すね。

今、コロナで、注目があまり集まっていませ

けれども、若い人たちがなりやすい病気ですか

ら、しっかりと支援して、家庭を持って就労し

てもらうと納税者になるわけです。難病で大変

苦しんでいる方が、また大きな新しい活路にな

ると思いますので、ぜひ、難病についてもぜひ

見ていただきながら、支援ができる部分につい

ては、任せるのではなくて、ある程度関与をお

願いできればと思いますので、これはそれぞれ
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状況があろうかと思いますけど、難病支援セン

ターの皆さんの支援と、そういった取組を要望

しておきたいと思います。よろしくお願いいた

します。以上です。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【千住委員】 通告を3つ出していたんですけれ
ども、3つ目の接種済みワクチン再接種費用助
成については、先ほど陳情の方でお話ししまし

たので、そこは割愛させていただきたいと思い

ます。

まず1つ目、新型コロナウイルス感染におけ
る濃厚接触者・接触者周辺の方への説明につい

てということです。

濃厚接触者、接触者へは保健所から連絡がい

って対応がなされているとお聞きしております。

ただ、近くで感染者が出た方の周辺の方は、自

分は大丈夫なのかと心配になる方がたくさんお

られて、また、その勤務先、学校でも心配され

ている方がたくさんおられます。

そこで、濃厚接触者の場合は連絡がいくとい

うことで、連絡がない方は感染の可能性が低い

という認識だと思うんです。そういう広報とい

いますか、連絡がない方は、比較的といったら

変ですけど、安全なんですよと、心配要りませ

んよというような広報をもうちょっとしてはど

うかと思うんですが、いかがでしょうか。

【伊藤医療政策課長】学校や事業所等で感染者

が発生した場合、保健所は、その学校や勤務先

にご協力をいただきながら濃厚接触者、あるい

は接触者の特定を進めてまいります。学校等と

連携をとりながら、その保護者、あるいは勤務

者の方への説明、周知を行っているところでご

ざいます。

具体的には、学校等で感染者が発生した場合、

保健所は学校等の責任者の方へ連絡をとり、登

校等の状況、あるいは校内、事業所内の活動状

況、感染防止対策の取組状況等のヒアリングを

行いまして、実際にＰＣＲ検査等の対象となり

ます濃厚接触者、あるいは接触者の範囲を特定

しているところでございます。

委員おっしゃるとおり、濃厚接触者や接触者

になる方につきましては、保健所から直接連絡

をとっております。そうではない周辺の方に対

しましては、各学校や事業所の方から、その感

染状況等の説明をしていただいているところで

ございます。

保健所といたしましては、学校等から情報伝

達を行っていただく際に、きちんとその問い合

わせや適切な対応がとれるような形で、実際の

濃厚接触者や接触者の範囲、あるいはその施設

での感染状況、今後の感染防止対策など正確な

情報を、個人情報の保護というところに配意を

していただきながらお伝えいただくようにお願

いをしているところでございます。

【千住委員】連絡がない方は大丈夫なんですよ

という認識が一般的に広がると、すごくいいの

かなと思います。認識としては、そういった認

識がないのかなというところ。

また、デルタ株は感染力が高いというところ

で、学校、会社からは最低限の情報しか出ませ

んので、心配になる、不安になるところもたく

さんあると思います。なので、一般的な世間常

識として、連絡がない方は普段の生活に支障は

ないという認知をもうちょっと広げていただけ

たらと思います。ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

2つ目ですけど、県立こども医療センターに
おける発達障害検査等についてということで、

先ほど、ごう委員からもお話がありましたとお

り、以前から発達障害に関する検査がなかなか
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進まないと、半年待たないといけないというよ

うな状況が長く続いているということがありま

す。学校、保育園の方からも、子どもが発達障

害の検査を受けるとなった中で、半年待ちとい

うところで。

受ける段階まで、ご家庭のハードルはすごく

高いんですけれども、そこをようやく受けると

決断ができた時に半年待ちとなると、その半年

がなかなか続かない、もういいやという状態に

戻るというようなところをお聞きしていますの

で、ぜひとも何とか解決できないかと思うんで

す。

現在の状況と、原因は医師不足というお話が

あったんですが、半年以上待たないと受けられ

ない中で、その家庭とか学校、あるいはその関

係のところにどうフォローしているのかをお聞

きします。

【吉田障害福祉課長】発達障害初診の長期間の

待機待ちということで、先ほども答弁いたしま

したように、県内の3拠点機関、子ども医療福
祉センター、長崎、佐世保の支援センターでは

いずれも今、6か月待ちの状態になっておりま
す。

それに対しまして県としては、平成25年度か
ら新規予約の受付対応を、看護師であったり保

健師の専門職が行っておりまして、受診までの

待機期間に保護者の困り感や対応であったり、

相談内容に対する助言、情報提供、保育所であ

ったり学校等への支援を実施しているところで

ございます。

また、予約の受付の時点で、困っていること、

気になっていること、家庭や保育所、幼稚園、

学校等での様子等を詳しく聞き取りをさせてい

ただきまして、その中で緊急性が高いと思われ

る児童には優先的に早目に受診ができるように

調整するなど対応をしているところでございま

す。

また、その際、近隣の発達障害の診療が可能

な医療機関の紹介であったり、市町の保健師へ

療育支援ということでつないだり、福祉サービ

スになりますが、相談支援事業所の紹介等を行

っているところでございます。

【千住委員】いろいろお話ししている中で、半

年待ちのご家庭には相談があればということだ

ったんですが、その相談って、実際にどれぐら

いあっているんですか。

年間の診療が1万7,000件ほどあるとお聞き
しております。新規の方が約750名おられると
お聞きしています。年間でそれだけおられると

いうことで、待っている方もかなりの数おられ

ると思うんですけれども、そうやって相談をさ

れている方の実績はどれぐらいあるんですか。

【吉田障害福祉課長】受診者数については、委

員がおっしゃいましたように1年間で約1万
6,700名、そのうち新患の方が744名とお聞きし
ているところでございます。

実際そういう相談があった件数につきまして

は、申し訳ございません、今、把握しておりま

せん。

【千住委員】先ほど、ごう委員からあったんで

すが、医師不足が解決できないということであ

れば、そのほかの解決策を考えないといけない

と思うんですよね。

半年待ちの状態の中で、学校でも対応はして

いると思うんですけど、学校と医療福祉センタ

ーはつながっていないわけですよね。個人情報

ということもあって連絡はいかないということ

であれば、この間をつなぐコーディネーター、

あるいは相談できる部門が一つ必要ではないか

なと。
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それがもしできないのであれば、初診が744
人、年間の診察が約1万7,000件ということであ
れば、通院されている方といいますか、再診が

ほかのところで受けられるような形で新規をも

うちょっと受け入れられる状態をつくるという

こと。

あるいは、先ほど言った、その半年間に常に

連絡が取れる機関が一つ必要ではないかと思う

んですけれども、いかがでしょぅか。

【吉田障害福祉課長】かなり待機が長期化して

いることに対しましては、医師の研修を実施し

ているところですけど、なかなか根本的な解決

には至っておりません。

今、委員がおっしゃいましたように再診の方

は、五島であったり上五島であったり、そこに

発達外来を設置いたしまして、そちらに医師を

派遣することによって、わざわざこども医療福

祉センターにおいでいただかなくていいような

対応をとっているところでございます。ほかの

地区につきましても同じような対応がとれない

か、今後検討を進めていきたいと思います。

患者によっては処方のみ、薬のみでいいとい

う患者もございます。そういう対応をいただけ

る医療機関を増やすことによって、わざわざ3
拠点の医療機関に来ずに、新患をその分受け入

れるという状況もあると思いますので、そちら

についても進めていければと思います。

学校との連携といいますか、発達障害児・者

の対応につきましては、発達障害児・者支援推

進会議という会議体がございまして、そこの中

に医療関係者、大学等の有識者、教育委員会、

障害福祉課、保育所等も入っております。そう

いう中で情報共有と意見交換等をさせていただ

いておりますけど、まだまだ不足する分がない

か、改めて再度、関係機関で検討させていただ

ければと思います。

【千住委員】その推進会議の中で、これは話題

に、議題に上がらないんですか、この半年待ち

というのは。

【吉田障害福祉課長】当然メインの話題として

上がっております。ただ、先ほどから答弁を繰

り返させていただいておりますけど、そこの医

師不足、発達外来の設置という部分につきまし

ては、なかなか根本的な解決を見出せていない

状況がございます。

繰り返しになりますけど、そういう再診のと

ころを増やしていったり、根本的な解決にはな

らないと思いますけど、そういう工夫といいま

すかアイデア等も検討しながら、少しでも待機

時間の解消に努めたいと思います。

【千住委員】診察を受けても、診断が出るか出

ないかによって学校の対応も変わってくるとこ

ろもありますので、ここはもう本当、課を超え

てではないですけれども。

実際に半年待つと、子どもたちは新しい学年

になって、新しいクラスに、新しい担任の先生

になるということで、ゼロからではないですけ

れども、またスタートになりますので、そこは

もうちょっと教育委員会とも連携をとりながら、

この半年間をどうにか。

ほったらかしではないですけれども、今、受

けないといけない教育を受けられないような状

態になっていますので、そこをもうちょっと、

課を超えて取組をお願いしたいと思いますけれ

ども、いかがでしょぅか。

【吉田障害福祉課長】繰り返しの答弁になりま

すけど、やはり我々も、発達障害児の方には早

期発見、早期療育が一番重要だと思っておりま

す。そこの医師不足の解消であったり、初診を

受けられない中でも療育に結びつけられるよう
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な取組を、今でもさせていただいておりますけ

ど、まだ足りない部分がないか、改めて関係課、

関係機関とも検討させていただければと思いま

す。

【千住委員】ぜひ、関係機関ともっと協議して

いただいて、一人でも、今受けられる教育を受

けられるような状況をつくっていただきたいと

思います。以上です。

【浦川委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堀江委員】 簡潔に質問したいと思います。

まず、政策等決定過程云々の提出資料の4ペ
ージ、医療政策課が、新型コロナウイルスワク

チン集団接種に係る会場設営及び運営等業務委

託、1億7,000万円余りをＪＴＢに随意契約して
おります。これは随意契約、どういうことかと

いう理由をお示しください。

【林田医療政策課企画監】県の接種センターの

会場設営、運営等業務委託につきましては、先

ほど委員からご指摘があった1番と7番、2か所
ございます。いずれも、会場の設営、運営に関

しまして十分なノウハウと知識を有する事業者

を選定するため、公募型プロポーザル方式で企

画提案を募りまして、最も優れた事業者から見

積書を徴取し、適正な価格であることを確認し

たうえで随意契約を締結したものでございます。

具体的には、1件目、6月2日契約分につきま
しては長崎会場、県庁になりますが、長崎会場

と県北会場、この時点ではサンパーク吉井の会

場分を一括で公募をいたしまして、2者の応募
があった中で、ＪＴＢ長崎支店が最優秀となり

契約をしたものでございます。

2点目、8月2日の契約分につきましては、佐
世保市の会場を市の中心部、レオプラザホテル

佐世保に移転したことに伴いまして、この会場

分に関する設置運営業務を公募し、2者の応募

があった中で、ＪＴＢ長崎支店が最優秀となっ

て契約をしたものでございます。

随意契約の経過としては以上でございますが、

提出しております1,000万円以上の契約状況一
覧表のうち、右端の契約方法につきまして、今

回、単に「随意契約」とだけ記載をしておりま

したが、他課の記載を見ますと、公募型プロポ

ーザルの場合はその旨がしっかり記載してあり

ます。整合性がとれていない部分がございまし

たので、以後、同様のケースの場合は、誤解を

招かないようにしっかり記載をしたいと思って

おります。

【堀江委員】今後の対策まで答えていただいた

んですが、公募型プロポーザルということで、

同じ福祉保健部の中でも、「随意契約」と書く

例と、「公募型プロポーザル」とちゃんと明記

しているところがあるので、今後の対応という

ことで理解をいたしましたが。

そうしますと、業務委託でワクチン接種の期

間がこの間、ずっと延びてきていますね。その

ことに伴っては、どのようにこれはなるんです

か。

【林田医療政策課企画監】期間の延長に伴うも

のにつきましては、継続性、効率性の面から、

変更契約ということで契約をいたしております。

【堀江委員】 2番目に「黒い雨」訴訟に係る長
崎県の対応について。

これは一言なんですが、8月2日に厚生労働省
に対し、長崎県、長崎県議会、長崎市、長崎市

議会の連名で要望をされて、その後の動きがあ

るのかということをお尋ねしたくて質問通告を

上げさせていただいております。状況はどうで

すか。

【山崎原爆被爆者援護課長】現在、厚生労働省

におきまして、被爆者援護法第1条3号に基づく
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指針の改定のための国と広島、長崎、4県市の
協議に先立ちまして、「黒い雨」訴訟の原告84
名の方の事情について判決等で整理し、広島

県・市にも事実確認をしているところというこ

とでございます。

今後の協議のスケジュールについて、今のと

ころ見えていない状況ですけれども、指針改定

に際しましては、長崎県、長崎市の状況も十分

反映していただく必要があることから、厚生労

働省、広島県・市に随時状況を確認しておりま

して、当初から長崎県、長崎市も協議に加えて

いただくよう、引き続き強く働きかけてまいり

たいと思っております。

【堀江委員】そうしますと、今現在も協議に加

えていただきたいとお願いしている段階で、協

議に加えるというところまで、まだいっていな

いということですか。

【山崎原爆被爆者援護課長】厚生労働省に確認

をしておりますのは、今現在、原告84名の事情
の聴取の進捗状況、それと併せて、長崎県・市

も最初から入りたいので、いつごろそういった

スケジュールが出されるのか、そこの中にどの

ようにして加えていただけるのか、そういった

ことを何回も国の方にお願い、確認をしている

ところでございます。

【堀江委員】いずれにしましても、この問題に

つきましては、ぜひ。時間がない被爆体験者に

とりましては、やはり被爆者として認めてほし

いという強い要望がありますので、随時、要望

された内容を実現していただくよう、今後も強

く求めていただきたいと思っております。

次に、振興局見直し実施計画案についてとい

うことですが、これは報告の中で、福祉保健部

関係の組織については、保健部門では長崎、島

原、県央の各地区に現在の保健所機能を継続配

置することとなっております。継続配置するこ

とは当然だと思っているんですが、方向性とし

て「当面」という言葉があるんですが、ちょっ

と私としては気になりまして、当面というのは

どのようにとったらいいのか、そこがちょっと

私としては疑問で、お尋ねをするところです。

この再編計画は基本計画からいろいろあって、

例えば2008年、平成20年、当時の金子知事に対
し長崎市長が、長崎県の地方機関の減案に対す

る意見についてということで要望した内容もご

ざいます。そういう長い計画の中で、長崎県の

地方機関の編成というか、これは進められてい

るんですけど、こうした要望はもう13年前の話
になるんですが。

そういう視点から見た時に、今回、福祉保健

部の「保健部門については当面」というこの当

面の期間がどれぐらいと見たらいいのかという

ことがちょっと私は気になりまして。というの

は、そのまま存置をしてほしいという思いがあ

って、この質問をするわけですけれども、見解

を求めます。

【中尾福祉保健課長】ご指摘の振興局再編計画

におきましては、行政サービス水準の維持のた

め、災害対応など緊急性が高い業務や窓口業務

など現場性が特に強い業務については、長崎地

区、島原地区にも必要な体制を配置することと

しておりまして、保健所はそれぞれの地区に現

在の機能を維持することとなっております。

一方で、保健所の体制等につきましては、今

後、県全体の医療保健体制を検討する中で改め

て検討していくこととなると考えておりまして、

今回の再編計画においては、そういう意味で当

面という表現をしたところでございます。

この検討に当たっては、新型コロナ対策にお

ける保健所の重要性、また人口減少に伴う広域
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での対応など様々な状況変化の中で慎重な検討

が必要であって、具体的な年数をお答えするの

は難しいところではございますが、例えば1～2
年といった短期間で議論ができるものではない

と考えております

【堀江委員】 そうしますと、1～2年という期
間ではないと、いわゆる期間が言えるものでは

ないということですが、認識として様々な計画

等は5年、10年の計画があるんですが、そうい
ったスパンで見ていいということですか。

要は存置、これはやはり私はそのままにして

ほしいという思いがありまして、この質問にち

ょっとこだわっているわけですけど、1～2年で
はないということしか言えないわけですね、今

の段階は。

【中尾福祉保健課長】保健所の立地、また機能

を見直すに当たっては相応の時間を要するもの

でありまして、これは先ほども申し上げました

とおり、短期間で見直しを行うというものでは

ないと考えております。今後の見直しに当たっ

ても、ご指摘の5年などのスパンで検討してい
く話であると認識をしております。

【堀江委員】最後の質問にいたします。今回出

された長崎県循環器病対策推進計画（素案）に

ついてです。

これは、都道府県が国の基本計画を踏まえて

計画を策定するよう定められている。要は法で、

計画をつくりなさいということになったから策

定すると理解をしますが、まず確認というか、

教えてほしいんですが、これは努力義務ですか。

それとも、いわゆる義務なのか、どう理解した

らいいですか。

【伊藤医療政策課長】長崎県循環器病対策推進

計画につきましては、先ほどご説明をさせてい

ただきました、健康寿命の延伸等を図るための

脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に

関する基本法の中で、その第11条に都道府県が
計画を策定する規定がございます。いわゆる努

力義務ではなくて、策定は義務と位置づけられ

ているものでございます。

【堀江委員】この問題につきましては、素人の

私がいろいろ言うことではなくて、循環器病対

策に関わる様々な分野の専門の皆さんが、これ

までもあらゆる形で努力をされてきたことだと

思っております。

私としては、こうした計画は随時、計画の検

討、どうやっているかというチェック機能とい

いますか、それがないと、計画をつくって終わ

りということではいけないと思っておりまして、

あえて質問させていただくんですが、計画策定

の体制の中に長崎県循環器病対策推進協議会を

つくるとあります。これは検討、協議と書かれ

ておりますが、例えばここでいわゆるチェック

機能といいますか、何年までにこうすると、そ

ういう進捗状況を確認することも含まれている

のか、そういう認識でいいんですか。

【伊藤医療政策課長】この循環器病対策推進計

画の策定に当たりまして、委員おっしゃるとお

り関係者の皆様で循環器病対策推進協議会を設

置し、この協議会の中で、その内容についてご

議論をいただいております。

今後、策定に当たっても、この協議会の中で

ご議論した内容を踏まえて策定していくことに

なるんですが、策定した後も、もともとこの計

画は来年度、再来年度、2か年の計画でござい
ますので、次の計画に向けて、すぐにその計画

の変更についても協議を進めていくことになり

ます。その際も、今回設置をいたしました県循

環器病対策推進協議会の中で議論、調整をして

まいりたいと思っております。
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【堀江委員】 最後にします。この素案の34ペ
ージに、取り組むべき施策の中で、例えば急性

心筋梗塞とか、様々なこうした病気に対する「専

門的医療が可能な医療機関の地理的な分布の適

正化に取り組みます」と。

離島を抱える長崎県の中で、緊急に対応でき

る、そして専門的に対応できる医療機関を適正

に、県民がどこに住んでもサービスが受けられ

るというか医療が受けられるように適正化する

というのは、これまでもすごく努力してきたこ

とだったと思うんですが、かといって、なかな

かこれができない分野だと思うんですけれども、

それをあえて今回、取り組むべき施策として「医

療機関の地理的な分布の適正化に取り組みま

す」と掲げているのは、これはもう当然ではあ

るんですが、このめどといいますか、方向性と

いいますか。これは方向性としてやりますとい

うことを掲げているのか、それとも。

これはもう、ここ書かれなくても、これまで

それぞれの分野で専門的に取り組んできて、か

といってできない部分でもあったと思うんです。

私はぜひ、この方向でやってほしいと思ってい

るので、この点についてはどのような見解をお

持ちですか。計画そのものは当然なんですけど、

「これがなかなかできてないよ」と思うのが率

直な計画を読んでの思いなんですが、どう理解

したらいいでしょうか。

【伊藤医療政策課長】これまでも県の医療計画

の中で医療提供体制については書かせていただ

いているところでございます。

ただ、それぞれの分野で、脳卒中と心血管疾

患ということで分けて記載をしているところで

ございますが、今回の計画は、それを合わせた

循環器病対策ということで、総合的な計画をつ

くろうとしているところでございます。

その総合的な計画をつくるに当たって、医療

機関、医療提供体制についての適正な配置につ

いては今後検討していくという方向性を示した

もので、今後、具体的にはそれぞれ、この循環

器病対策推進協議会のほかに、この34ページで
は急性心筋梗塞について記載をしておりますが、

この関係であれば県の心血管疾患検討委員会と

いう別の検討委員会がございます。関係者、医

療機関に集まっていただいてご議論する場がご

ざいますので、具体的な医療機関の適正配置、

あるいはできない場合はどういう形で対応して

いくのかも含めて具体的な議論は、この2つの
県心血管疾患検討委員会と県循環器病対策推進

協議会の中で、今後議論をしてまいりたいと思

っております。

【堀江委員】この素案につきましては、長崎県

医療計画第7次分と照らし合わせながら、私な
りに読ませていただきました。ぜひ、この循環

器病対策が予防から回復まで、各分野の連携を

とりながら、さらに強まっていくことを期待し

ておきたいと思います。ありがとうございまし

た。

【浦川委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中村(泰)委員】 私から3点の質問をさせてい
ただきます。

まずは、医療従事者や介護事業者の自費での

ＰＣＲ検査への支援です。

医療従事者や介護従事者のご家庭において、

出張等により家族が県外から戻ってきた場合、

職場での感染を防止するためにも、医療や介護

の職場からＰＣＲ検査を行うように求められる

ことが一般的なようです。

しかしながら、実際にその検査費用について

は自費負担となるケースが多いと聞いています。

複数の県民の皆様から、なぜ医療や介護従事者
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ばかりが負担を強いられるのかという悲痛なお

声をいただきました。

特に医療現場においては、過去にクラスター

が発生して多数の感染者を出したことから、依

然、緊張感が高い状態が続いています。さらに

感染対策のため、ご家族の出張が主な理由とは

いえ、日常の我慢に加えて自費でのＰＣＲ検査

を強いられるのは、正直、大変気の毒であると

思うところです。

県としての支援について、ご見解をお願いい

たします。

【伊藤医療政策課長】医療機関、あるいは医療

従事者の感染防止対策につきましては、院内感

染、院内クラスターの発生を防止する観点から、

必要な医療提供体制を確保するということもあ

り、医療機関へは、感染防止対策に対する経費

の補助、医療従事者に対してはワクチンの優先

接種などで対応してきているところでございま

す。

県内の感染拡大は、これまでも県外由来の感

染から拡大することが多いということもござい

まして、県内の感染状況に応じて、医療従事者

やご家族を含めて、県民の皆様に不要不急の県

外との往来自粛、感染拡大地域との往来自粛を

お願いしてきているところでございます。

医療機関だけではなく各施設、あるいは事業

所が、県外等との往来時に、その従事者やご家

族に対して検査を求めることがあるということ

は承知をしております。ただ、その検査に対し

まして、県行政が公費を用いて支援を行うこと

は、困難なことではないかと考えております。

県といたしましては、こういう社会経済活動、

あるいは不安解消のためにＰＣＲ検査を行う需

要、ニーズがあることは十分承知をしておりま

すので、各地域で自費による検査を受ける体制

の整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

【尾﨑長寿社会課長】介護施設、介護従事者の

感染防止対策につきましても、施設内クラスタ

ーの発生を防止し介護サービスの継続を図るた

め、これまで介護施設に対しまして感染防止対

策に要する経費の支援、介護従事者へのワクチ

ンの優先接種などの取組を行ったところでござ

います。

介護施設におきましても、県外等との往来時

に従事者やご家族に対して検査を求めることが

あることは承知しておりますが、その検査に対

する支援を行政が公費を用いて行うことまでは

困難と考えているところでございます。

県としましては、介護施設におけるサービス

の継続に向けまして、各事業所に対する感染防

止の徹底ということについて引き続き図ってい

きたいと考えているところでございます。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。
確かに本来であれば出張を命じた事業者側が、

その費用を負担できればよいのですが、民間に

一律にそのような対応を求めるのは非常に難し

いと思います。また、医療や介護機関が実際に

自分たちで負担をしているケースもあると聞い

ています。しかしながら、コロナ禍で経営が落

ち込んだ、特に医療機関であるとか、そういっ

たところは負担にならざるを得ません。

非常に難しいというご答弁をいただいたとこ

ろですけれども、例えば負担2分の1でも支援で
きれば、医療・介護従事者に寄り添った支援と

なりますので、私としては、今後の前向きな検

討を要望させていただいて、次の質問に移りま

す。

続きまして、救急車出動を回避するための24
時間電話相談体制です。本年2月定例会で、隣
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の山下委員が質問をされましたが、♯7119の救
急安心センターのような機能が本県でも必要だ

と考えます。

♯7119とは、急なけがや病気をした時、救急
車を呼んだ方がいいか、今すぐに病院に行った

方がいいかなど判断に迷う場合に専門家からア

ドバイスを受けることができる相談窓口です。

この相談窓口を利用することで、適切なアドバ

イスを提供できるとともに救急車出動を回避で

き、行政のコスト削減にもなると期待されてい

ます。

ちなみに♯7119は、全国限られた地域でしか
対応できておらず、九州では福岡県のみです。

小児救急相談♯8000は全国対応していますが、
それ以外の救急相談も、例えば成人者、大人の

救急相談も、本来は全国対応すべきだと考えま

す。

このような中、先日の長崎新聞に取り上げら

れました、本県のＮＰＯ法人で県立大学の立石

教授が代表理事をされる、救急医療など経験し

た看護師15名で構成される長崎ニューナース
ネットワーク、略して「Ｎ4」と呼ばれている
ようですけれども、こちらは、夜間、看護師が

不在の介護施設などに電話健康相談サービスを

提供して、メンバーが自宅で電話相談に応じて、

まさに♯7119の機能を担っていただいていま
す。

先日、立石教授をはじめＮ4の看護師の皆様
とズーム会議を行いました。Ｎ4は今後、行政
との連携を考え、希望しています。本県での♯

7119の実現のためにも、Ｎ4との連携をぜひと
もお願いしたいところですが、県のご見解をお

願いいたします。

【伊藤医療政策課長】今、委員からお話があり

ましたとおり、県では、小さなお子さんをお持

ちの保護者向けの電話相談窓口ということで、

小児救急電話相談センター♯8000を開設いた
しまして、これにつきましては毎年約1万件の
相談実績がございます。

子どもに限らず、病気やけがをした際に、救

急車を呼んだ方がいいのかどうか、そういうご

相談に対応する全国的な事業ということで救急

安心センター事業、♯7119の事業があるわけで
ございますが、本県では現在、救急搬送を所管

しております消防保安室におきまして、この♯

7119を今後の消防体制の維持・強化の有効な方
法の一つと位置づけているということで、現在、

市町などと意見交換等を実施しているとお聞き

をしております。

今ご紹介がございましたＮＰＯ法人の活動に

ついても、今後、お話をお聞きするということ

でございます。医療政策課といたしましても、

消防保安室と情報共有を図りながら、連携して

対応してまいりたいと考えております。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。
Ｎ4の皆さんとの前向きな検討というご答弁を
いただきました。

また、消防保安室が実際は所管と。山下委員

の時も消防保安室がこの件に答弁をされたとい

うことですけれども、中身は医療の話でござい

ますので、消防保安室との連携もまた深めてい

ただいて、Ｎ4との連携というより♯7119を本
県が実現できるよう、ぜひともそういった取組

をお願いいたします

最後の質問に移ります。こちらは要望だけに

とどめさせていただきます。発達障害児のケア

に関する支援員や医師のサポート体制拡充に向

けて。先ほど、ごう委員、千住委員の質問で、

こちらは十分議論がなされましたので、要望だ

け申し上げます。
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従来からの課題と県からも事前に伺っており

ます。半年を要するということで、ずっと言わ

れていますが、私の方も県民の方から、半年も

待っていますということで、何とかしてほしい

という要望をいただきました。

お子さんが検査対象となった時点で、ご家族、

また本人も相当不安です。検査が決まって、そ

こから半年待つというのは非常に酷だなと、要

望を聞きながら感じたところでございます。

本日、3名から同様の質問があったというこ
とで、やはり本県においても極めて重要な課題

で、近年、発達障害児が増加をしているんだな

ということを私、本日肌で感じたところでござ

います。

医師不足という非常に難しい根本的な課題に

対して、既に検討いただいておりますけれども、

改めて深刻な問題であるということを認識いた

だいて、改善をお願いして質問を終わります。

【浦川委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】ほかに質問がないようですので、

以上で質問を終了します。

本日の審査はこれにとどめ、明日は午前10時
より委員会を再開し、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査を行います。

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 ４時 ６分 散会 ―



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年９月３０日

自  午前１０時００分

至  午後１１時１５分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 浦川 基継 君

副委員長（副会長） 中島 浩介 君

委   員 中山  功 君

〃 徳永 達也 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 麻生  隆 君

〃 山下 博史 君

〃 中村 泰輔 君

〃 千住 良治 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

こども政策局長 田中紀久美 君

こども未来課長 德永 憲達 君

こども家庭課長 平川 顕作 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時００分 開議 ―

【浦川委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

こども政策局に対する質問を行います。

質問はありませんか。

【麻生委員】 おはようございます。

子どもの関係で質問させていただきたいと思

います。

私も孫が今10人おりまして、そういう意味で
は今後のこども政策は大事だと思っております

ので、その観点から質問を通告しておりました

のでしたいと思います。

子どもの貧困実態と対策についてということ

で、コロナの中で、より一層子どもを取り巻く

環境は厳しい状況となっていると思っておりま

す。この貧困状態を改めて議案外の中でうたっ

てありますけれども、具体的にどのような対策

を取られておられるのか、県の取組について再

度お尋ねしたいと思います。

【平川こども家庭課長】県の取組の状況でござ

いますけれども、県では令和2年10月に「子ど
もの貧困対策推進計画」を策定いたしまして、

各種施策に取り組んでいるところでございます

が、こども政策局におきましては、子どもの貧

困対策推進事業を実施しております。

令和2年度には、貧困に関する総合相談窓口
の設置でありますとか、支援者に向けた子ども

の貧困早期発見のためのチェックリスト、また、

県内全ての子育て世帯に各種支援施策をまとめ

たガイドブックを作成して配布したところでご

ざいます。

現在の取組といたしましては、市町での貧困

の子どもたち、または支援が必要な子どもたち、

こういったところを早期に発見して必要な支援

につなぐということを進めるために、子ども食

堂でありますとか、フードバンクなどの取組に
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精通した団体を貧困対策統括コーディネーター

として位置づけまして、県と一緒に市町を訪問

していただきまして、地域において子ども食堂

などの子どもの居場所づくりでありますとか、

支援が必要な子どもを早期に発見するとか、そ

ういったノウハウなども市町の方にお伝えしな

がら、見守り強化の体制をつくっていきたいと

いうところで取り組んでおります。

【麻生委員】ＮＰОだとか外部委託、山本倫子

さんだと思うんですけれども、ある県において

は、知事以下各部局が横断的に取組をしていこ

うというところも出てまいりました。

一部局だけではなくて、これは各市町が窓口

だと思いますけれども、しっかりと連携と情報

を共有して、もちろん貧困の状況で、学校教育

であれば学校との連携、幼稚園、保育園との連

携、そういったこと等も含めて、虐待の関係も

つながってくると思うんですけれども、しっか

り連携をとってやっていただくことが大事かな

と。一部局で抱えると、なかなか情報の収集量

も違ってくると思いますので、ぜひそういう観

点では、今対策をとられている状況も含めて展

開をお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。

次に、子ども食堂の話がありましたので、子

ども食堂のことについてお尋ねしたいと思いま

す。

私も子ども食堂については大変大事な状況か

なと思っておりまして、4年前には山田朋子議
員が佐世保で先進的なことをされておりました

ので視察をさせていただいて大変勉強になりま

した。地域の皆さんと連携してやることが大事

だなと。それと併せて、供給をしてもらう事業

主、そういう方々とも連携を取ってネットワー

クが大事だと思っているところです。

一方、フードバンクだとか、フードドライブ

とかいうことであるんですけれども、逆に言え

ば、なかなか資金がなくて、ボランティアだけ

では回っていかない。また貧困の世帯にそれぞ

れ供給しようとする人にとっても、なかなか

人・もの・金という状況が必要だということで

ありますけれども、こういうことについて、ま

ずは子ども食堂が今県内でどのくらい実施され

て、もちろん子ども食堂のネットワークという

ことで一部長崎市も動いているという話を聞い

ていますけれども、県内で子ども食堂が今どの

くらい立ち上がってきて、どういう形のネット

ワークが組まれているのか、その件について掌

握されておられればご答弁いただきたいと思い

ます。

【平川こども家庭課長】県内の子ども食堂でご

ざいますけれども、私どもが把握しているとこ

ろでは51か所でございます。ただ、この全てが
ネットワークに参加しているというものではな

いと伺っているところでございます。

【麻生委員】先ほど貧困対策をしっかりやりま

すよと、一方では子ども食堂も大事だと言いな

がら、掌握をしてないということでありました

ので、ぜひ各市町と連携してやっていただきた

いと思っております。

今、長崎市で私もお付き合いしているところ

がありまして、これは民間企業ですけれども、

とんぼという子ども食堂があって、そこをやっ

ている方と話をし状況を聞いたんですけれども、

大体月2回、やる時に50人から60人来るという
話をされていました。

ボランティアはどうしているんですかとお尋

ねすると、ボランティアは地域の人10人ぐらい、
自分の友人で、昔、料理人だった方が何人かお

るんだと、そういう方たちが集まってきてやる
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と。ボランティアで本当にやっていけるんです

かという話をしたら、いや、盆・暮れにそれぞ

れポケットマネーでやっているんだよという話

をされて、すごいなと思ったんですけれども。

やっぱりそういうネットワークをつくりながら、

しっかりとボランティアも継続してできるよう

に取り組むことは大事かなと思っているところ

であります。

ただ、課題は、食材がなかなか集まらないと

いうことも聞いているところです。そこのとん

ぼという子ども食堂は、自分の個人的な人脈も

あるんでしょう。結構食材は余るほどあるんだ

という話でありました。

一部国も備蓄米が余って、それぞれ支給する

という話も出ておりますけれども、その件につ

いて、先ほど申し上げました観点で食材の収集、

また補助面について、県として掌握されている

ことがありましたら、ご紹介いただきたいと思

います。

【平川こども家庭課長】子ども食堂における食

材の確保でございますけれども、今委員がおっ

しゃいましたような、政府の方からは備蓄米の

交付でありますとか、農産物等の理解促進を目

的とした食材、お米などの供給というのが行わ

れているところでございます。

また、それ以外にも、内閣府の「地域子供の

未来応援交付金」というのがあります。そちら

の事業の中で緊急支援事業というのが出ている

んですが、そちらでは食材の補助が対象となっ

ており、こういったことも市町の方にはお知ら

せしながら、この事業への取組についても促し

ている、お願いをしているところでございます。

【麻生委員】 食材関係の事業者でも、今、食品

の流通関係で3分の1ルールが2分の1ルールに
変わってきたということについてはご存じだと

思いますけれども、今まで賞味期限が迫ったも

のについては事業者が廃棄をすると。それが逆

に言えば、自分たちが廃棄する前に子ども食堂

とかに活用してもらえばいいというのが今主体

なんですけれども、一方では、事業者も損金処

理ができない。また、逆に言えば、子ども食堂

にやった人たちも、そこについても無料でやっ

ているかもしれないけど、本来は自分たちが処

理すると廃棄物処理の手数料が要るんですけど

ね、そういったものがかからないというメリッ

トがあろうかと思います。税制上の問題とか、

逆に言えば双方に何かうまくいくような仕組み

が、まだ県のレベルではないと思いますけれど

も、そういうことについて、何か子ども食堂を

やっているところ、または食材を供給している

ところの実態をぜひ調べてもらって、ネットワ

ークを組んでいただくようなことができないの

かと思っているんですけれども、さっきの食品

の2分の1ルールだとか、そういったことについ
ての現状を掌握されていることについて、県と

してのお考えはないのかどうかお尋ねしたいと

思います。言っていることはわかりますか。

【平川こども家庭課長】今、委員からお話がご

ざいました3分の1ルールですが、店頭から撤去
する時期というのが、いわゆる製造した日から

賞味期限までの期間の残り3分の1で引き上げ
るという慣習があるというのは私も伺ったとこ

ろでございます。その部分をなくしていこうと

いう動きがあるということは、私も少し承知は

しているところでございます。

また、フードバンク等に企業が寄附をされる

という場合におきます法人税上の取扱いも、少

し調べましたところ、その食材を提供する費用

については損金の額に算入してもいいという見

解も出ているというところをお聞きしたところ
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でございます。

私どもが直接何かやるというのは、なかなか

難しゅうございますけれども、こういった情報

もお知らせすることはできると思っております

ので、そのあたりは少し今後の進め方について

勉強させていただきたいと思います。

【麻生委員】ぜひ出す側についても出しやすい

ような環境、また逆に言えば、受け入れ側もし

っかりとネットワークで困窮者にも配布できた

り、子ども食堂についても食材になるように展

開をお願いしたいと思います。

3番目に、コロナ禍の中で、虐待だとか、ひ
きこもり関係もマスコミで報道されていますし、

今回の議案外の中でもうたわれておりますけれ

ども、現在、県として各市町と連携しながら、

どこまで掌握されているのか、その実態をお示

しいただきたいと思います。

【平川こども家庭課長】虐待の相談対応件数に

つきましては、委員会説明資料にも書かせてい

ただいておりますけれども、令和2年度は1,018
件ということで、過去最高となりました令和元

年度の1,053件から35件ほど減少しております
が、ただ、この虐待の件数が多いという状況は

変わっていないと思っております。

また、このコロナ禍が続く中で、児童虐待の

リスクが高まっているという認識は持っており

まして、そういった中で支援が必要な子どもを

早く発見するという取組、それから、その発見

した子どもを必要な支援につなぐという取組が

必要だと思っております。

そのための取組として、先ほど少し貧困の部

分でもお話をいたしましたけれども、支援が必

要な子どもを発見する場となります学習支援や

子ども食堂、こういった地域における子どもの

居場所づくりというものをまず進めていきたい

ということ、併せて、そうした活動を行う団体

の協力を得て、支援を必要とする子どもたちを

発見していくことで家庭を見守る、そういった

事業をやっていこうということで市町と協議を

しているところでございます。

【麻生委員】わかりました。コロナ禍で増えて

いる状況はわかりました。

この前、実は長崎大学の教授のコメントが載

っておりましたけれども、コロナ禍で子どもた

ちの自殺者が増えたという状況が言われていま

した。前年対比で100名以上超えていると。今
後、また学校の閉鎖だとか、オンラインだとか

でなかなか授業に行けない。また、ひきこもり

を含めて不登校も結構増えているという状況の

中で、自殺者が増えているという話がありまし

た。学校行事をしっかりやっていただくのは教

育委員会ですけれども、ぜひひきこもりの実態

を調べてもらいながら、孤立化させない、家庭・

地域・学校でしっかり見守っていくという取組

をお願いしたいなと。親の温かい目、また地域

の温かい目、そして、行政の温かい目で、将来

を担ってもらう子どもたちですので、ぜひ取組

をお願いしたいと思います。

最後に、「プレコンセプションケア」につい

てということでお尋ねしたいと思います。これ

は福岡市が取り組んでいるということでありま

して、若い女性の健康ということで、男女結婚

の話にもつながっておりましたけれども、これ

について今後、各市町が取り組むかどうかわか

りませんけれども、ワンコインで簡単に検査し

ていただきながら、自分たちの生活設計、将来

の家庭設計ということができるということも書

いてありました。

現状では、高齢出産というような形が多かっ

たりとか、障害者も2000年に比べると、今2020
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年で1,000人から2,000人近くなったという報
告がこの前されておりました。いろんな要因が

あろうかと思います。医療の発展で失われる命

が生き延びたということもあるかもしれません

けれども、若い体力、気力、またそういう状況

があればいいのではないかと思っていますけれ

ども、こういうプレコンセプションケアについ

て、ご見解をお尋ねしたいと思います。

【平川こども家庭課長】プレコンセプションケ

アについてのお尋ねでございます。

本年2月に、国において「成育医療等基本方
針」が決定されておりまして、この中に、男女

を問わず相談支援や健診等を通じて将来の妊娠

のための健康管理に関する情報提供を推進する

など、プレコンセプションケアに関する体制整

備を図るということが記載されておりまして、

現在、国において検討が進められているところ

でございます。

また、先ほどご紹介がありました福岡市で実

施されている検査費助成の事業につきましては、

女性が自身の健康づくりとライフプランを考え

るきっかけとしてもらうためのものであるとい

うことも伺っているところでございます。

本県といたしましては、男女ともに将来の結

婚や出産、子育てなどを含めた人生設計を考え

て、併せて自らの健康管理を行っていくことは

重要なことだと思っております。

そのために、まず、若いうちから自身の体や

健康について学ぶことが重要であると思ってお

りまして、県では、従来から、中学生や高校生

を対象とした健康教育授業を実施しているとこ

ろであります。

今後、国における検討結果なども踏まえまし

て、プレコンセプションケアを含めた健康管理

に関する情報提供等に努めていきたいと思って

おります。

【麻生委員】 ありがとうございました。

何としても少子高齢化に歯止めをかけながら、

生まれてきた子どもたちについては、本当に生

まれてきてよかったなという環境をつくってあ

げる、それが10年後、20年後、長崎のいい活力
になると思っておりますので、大変だと思いま

すけれども、将来の子どもたちを育むんだとい

う思いでしっかりと取り組んでいただきたいと

思いますし、さっきのプレコンセプションケア

については新しい取組だと思いますので、よく

理解してもらいながら、啓発活動を展開してい

ただくことを切にお願いして私の質問を終わり

たいと思います。

以上で終わります。

【浦川委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山下委員】 通告に従いまして、1点だけ質問
させていただきたいと思います。

幼稚園、保育園の送迎バスの運行指針につい

てということで質問させていただきますが、皆

さんご承知のとおり、7月29日に福岡県の中間
市の保育園で、5歳児が送迎バスに取り残され
て熱中症で亡くなってしまうという、本当にあ

ってはならない、大変痛ましい事故が発生した

わけであります。

そこで、まずお尋ねしたいのが、県内でバス

を運行している施設、幼稚園、保育園を含む施

設は、どれぐらいあるのかを教えていただけま

すでしょうか。

【德永こども未来課長】委員ご指摘のバスの運

行状況でございますが、今回の事件を受けまし

て県で独自に、改めて県内618施設に対して緊
急の調査を行ったところでございます。そのう

ち599施設から回答をいただいておりますが、
そのうちの約3割に当たる178施設でバスの運
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行を行っているという結果が出ております。施

設種別毎には、保育所が49施設、幼稚園が27施
設、認定こども園が102施設となっております。
【山下委員】 わかりました。トータルすると

178施設が運行を行っているということであり
ますけれども、今回、他県の事例ではあります

けれども、あの事件が起こった時に、本県では

どうなのかなと、どのような運行をしているの

かなという思いに至ったわけであります。

こういう痛ましい他県の事故を受けて、本県

では、その後どのような対応をされたんでしょ

うか。

【德永こども未来課長】 本県におきましては、

他県の事例ではございますが、やはり注意喚起

等必要だということで、事件の直後の8月上旬
に、各私立幼稚園及び保育所の実施主体である

市町に対しまして、「登園時等における園児の

出席確認及び園バス運行時の安全対策の徹底に

ついて」という文書等による注意喚起を行って

いるところでございます。

中間市の事案につきましては、もちろんバス

の運行というところが結構クローズアップされ

ておりますが、そのバスの運行に加えて、安全

管理の前提となる園児の出席確認や安否確認と

いう部分がなかなかなされていなかったという

ところもございますので、注意喚起につきまし

ても、その部分を特に強くお願いしているよう

な内容になっております。

また、8月25日には、国の方からも「安全管
理の徹底について」という通知がなされており

まして、この通知につきましても幼稚園及び市

町に対して周知をお願いしているところでござ

います。

【山下委員】今、こども未来課長がおっしゃっ

たように、バスの運行だけではなくて受け入れ、

確認、出欠の確認。私も、実は末の子どもが保

育園にお世話になっていまして、私も送迎する

ことがあるんですけれども、受け入れの時には

きちっと確認をしてお渡ししているわけであり

ます。やっぱり限られた人員配置の中で、なか

なかその業務が、人間誰しも思い込みというの

があるわけですよね、必ずですね。来ていたよ

ねとか、来ているはずだとか、そういうことで

の思い込みのミスというのが人間誰しもあると

思うので、ダブルチェックをするとか、やっぱ

りそういうことが徹底されないと、なかなかこ

ういう事故はなくならないのかなと思っていま

す。

特に、こういう痛ましい事件を教訓にして、

我が県でもこういう事故が絶対に起こらないよ

うにしていただきたいと思うんですが、今聞く

ところによると、福岡県では、独自の運行の指

針みたいなものを策定したやに聞いているんで

すが、長崎県では、そういう指針を策定するよ

うなことは検討されているんでしょうか。

【德永こども未来課長】今の委員のご指摘にご

ざいました指針の策定といったものに至るもの

ではないかもしれませんが、今、福岡県の監査

結果等が出ているところであり、そういったも

のも踏まえて、国の方で追加的な周知の必要が

ないか検討が行われている段階でございます。

私どもとして、まず1点目は、国の検討状況
をしっかり注視していきたいと思っているとこ

ろでございます。

もう一点は、これはこれからと思っておりま

すが、各施設に対しまして毎年、監査等でご訪

問させていただいているところでございます。

そういった機会に、まず園バスを運行している

施設に関しましては、運行マニュアルの策定状

況の聞き取り、あるいは徹底の確認をさせてい
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ただき、さらに全ての施設に対しては、安全管

理の基本である園児の出欠確認などの手順等、

そういった部分も改めて確認をさせていただく

などして、事故の防止に努めていきたいと考え

ております。

【山下委員】あらゆる機会を通じて、そういう

ことで徹底していただきたいと思います。特に、

監査で年1回なり行っていただく機会があると
思いますので、そこで必ず確認をしていただく

ように、ご担当の方にも申し送りしていただけ

ればと思います。

子どものこういう残念な事故というのは、大

人がきちんと守ってあげるしかないんです。そ

の子のバスの中での状況を考えると、本当に心

が痛みます。涙が出る思いであります。そうい

う意味で、きちっと大人が守ってあげられる体

制づくりをしなければいけないと私は思ってい

ます。

最後に、田中局長、この件で、ご決意があり

ましたら一言お願いいたします。

【田中こども政策局長】福岡県の保育所で発生

しました事案は、委員もおっしゃいましたとお

り、あってはならない、大変痛ましい事案であ

ったと思っておりますし、大変心が痛む事件で

ございました。

本県といたしましても、他県の事例を他山の

石といたしまして、安全対策につきましては、

当然事業主体等であります市町や、実際に実施

していただいている事業者の皆様、そういった

方々としっかり情報の共有を行いながら、子ど

もの命を守る取組というものをしっかりと進め

てまいりたいと考えております。

【山下委員】 ありがとうございました。

以上で終わります。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【山田(朋)委員】 通告に従い質問させていただ
きます。

まず、ヤングケアラーへの支援についてです。

現在、県内の小・中・高に通う児童生徒に対し

調査を行っていただき、回答期限が10月29日と
なっているとお聞きしています。現在の回収状

況について伺いたいと思います。

【平川こども家庭課長】現時点での状況でござ

いますけれども、対象となります小・中・高、

特別支援学校等合わせて609校の約1割から回
答をいただいている状況でございます。

【山田(朋)委員】 1割ということでありますが、
あと1か月ぐらいという状況になっているかと
思います。なかなか回収が進んでいないという

か、ちょっと遅れているというか、みんな期限

ぎりぎりに出すのが一般的ですか。どんな感じ

と思われていますか。

【平川こども家庭課長】個別の事情というのは

把握しておりませんけれども、もともとこの調

査をやるに当たりまして、それぞれ子どもさん

に調査をやる時期というのが学校によって違う

というのはお聞きしていたところでございます。

あと、確かに少し期限近くになって出される

というところもあろうかと思います。

【山田(朋)委員】 今、1割程度返ってきている
ということでありますが、609校中1割、60校ぐ
らい返ってきているということですか。私が以

前聞いた数から一気に増えたような気がしたの

で。

そうしたら、その1割の中のトレンドという
か、状況というのは、今話せる状況にあります

か。

【平川こども家庭課長】ヤングケアラーと思わ

れる子どもさんがいるという回答を得た学校が

9校ほどございました。
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【山田(朋)委員】 全部の調査が終わってから、

またいろいろ集計いただいてご報告いただける

ものと思いますが、実際9校にいたということ
でありますので、私は学校で完結するようなこ

となくお願いしたいなと思っていて、学校内で

もう解決しましたみたいな安易な形ではなく、

しっかり福祉とか、その支援につながるように、

これは教育委員会にも一度申し上げようと思っ

ていますが、何か学校で完結させようという思

いが強くあられるのかなというのを感じている

もので、できるだけしっかり支援を、子どもを

取り巻く様々な機関でしっかり支援をいただき

たいと思っております。

この回収後ですけれども、どのような体制で

支援をしていくかが重要であると考えています。

以前、一般質問などで児童虐待が増加している

中、要保護児童連絡協議会では対応が困難では

ないかと、別の協議体が必要ではないかとも提

案をしておりましたが、その後の検討状況と併

せて、また支援を行う関係機関の研修も必要だ

と提案しておりましたが、それもどのようにな

っているのか伺いたいと思います。

【平川こども家庭課長】ヤングケアラーに対す

る市町における支援の体制のお話でございます

けれども、各市町の要対協に対して、実際、今

どれぐらいのケースを対応しているかというよ

うなことを一応調べております。

今、9月の時点で、市町における要対協の方
でヤングケアラーであることが情報として登録

されているもの、これが11市町で44ケースとい
うことでございます。ただ、これはヤングケア

ラーであるから上がったというわけではなくて、

それ以外の問題があって上げられているという

ことでございます。

しかしながら、今後ヤングケアラーの認知度

が高まっていきますと、その対応件数の増加と

いうのも見込まれるかなと思っております。

それから、現時点での要対協における個別ケ

ースの検討会議を調査いたしました。確かに大

きい長崎市でありますとか、佐世保市におきま

すとその頻度というのは高うございまして、非

常に大変な状況があるところでございますが、

それ以外はそこまで頻回な開催が行われている

という状況ではないということは把握いたしま

した。

要対協というのは、ご存じのとおり守秘義務

が課されておりまして、そこのメンバーはそれ

ぞれが守秘義務を課せられるわけでございます

けれども、ヤングケアラーの問題に関して対応

していくうえでも、法的な守秘義務が必要では

ないかなとも考えております。そうしたことか

ら、要対協の枠の中で、例えば介護支援であり

ますとか、障害者支援の関係の方に入っていた

だいて、ヤングケアラーに特化した部会といっ

たものをつくるということも一つの考え方と思

っております。

ただ、現在、国において多機関連携のマニュ

アルをまとめるという予定もございまして、現

在、そのための調査も国の方で行われていると

ころでございます。

今後、国の検討状況、それから市町のご意向

も聞きながら、支援体制については検討してい

きたいと思っております。

もう一つ、支援する側の関係機関に対する研

修につきましては、市町や、児童相談所の職員

が受講します児童福祉司の任用前研修でありま

すとか、要対協の調整担当職員研修とか、こう

した研修の中でヤングケアラーの項目というも

のを設けて研修をいたします。

また、今後、介護支援専門員や、障害者の相
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談支援を担当していただいている職員向けの研

修についても、そういった項目を設けて実施す

ることを検討しております。

【山田(朋)委員】 要対協、佐世保と長崎はちょ
っと負担が大きいようですけれども、まさに課

長が言われたように、市町の状況をお尋ねしな

がら、先ほど言われたような部会というのが現

実的でとてもいいのかなと私も思いました。

それで、今の研修の件ですけれども、子ども

たちに一番関わる学校の教職員向けの研修とい

うのも考えていただいているという理解でよろ

しいですか。

【平川こども家庭課長】今、具体的にこの研修

の中にというものはございませんけれども、そ

の周知も含めたところは必要かと思っておりま

すので、何かしらの方法はやっていきたいと思

っております。

【山田(朋)委員】 教育委員会に以前この話をし
た時に、学校だけが研修するのではなくて、一

緒になって研修をしたいという意向は言われて

おりましたので、ぜひしっかり、まず一番関わ

る機会が多い方々の研修というのをすごく重視

していただきたいと思っております。

次に、今回、このような形で調査をしていた

だいて、しばらくすると結果が出ると思います。

そこで、子どもたちが相談する先というのは、

実は子どもたち、カードに10か所ぐらいあちこ
ち、ヤングテレホンなり、親子ホットラインな

り、いろんなものがありすぎてちょっとわから

ないぐらい、どこに相談したらいいかわからな

いような状況にあると私は思っています、現状

が。

そこで、このヤングケアラーの件を子どもた

ちが気軽に相談しやすい、例えばＬＩＮＥとか

を活用したものとか、専用の相談窓口とか必要

ではないかと思っているんですが、そのあたり

はどのように考えているか伺いたいと思います。

【平川こども家庭課長】ヤングケアラーに関す

る相談窓口でございますけれども、この相談窓

口を設置するに当たりまして、これは単純に電

話でお話を聞いてその場で助言するというもの

では、当然終わるものではないと思っています。

具体的には、やはり市町の方につないで、家庭

に必要な具体的なサービスにつないで、子ども

の状況が改善される仕組みもセットにして考え

る必要があると思っております。

そのためには、やはり市町において相談窓口

からの引き継ぎを受けて、子どもやその家庭の

置かれている状況を改善するまで、その相談者

とともに動いていただくような体制を持ってい

ただくということも必要ではないかなと思って

おります。ですので、新しく相談窓口を置くと

した場合には、今申し上げたようなところもセ

ットしてということができ上がったうえでとは

思っております。

ただ、今、児童相談所の方に相談窓口がござ

います。そういったところでもヤングケアラー

の相談は当然お受けするわけでございますけれ

ども、その相談窓口、例えばこども電話110番
とかございますけれども、そういった相談対象

にヤングケアラーも加えて、ネットでの検索な

ど行ったら引っかかるよう考えているところで

ございます。

【山田(朋)委員】 ネット等の検索でヒットする
ような形で誘導していただけることはありがた

いなと思ったんですけれども、何の相談もそう

ですが、初めの一歩というか、まず気軽に、電

話とかなかなかしづらい部分もあるので、気軽

に相談できる最初の一歩、そこでその子をキャ

ッチしてつないでいくということは大事だと思
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いますので、ちょっと検討をいただきたいと思

います。

それで、今回、この調査なんですけれども、

山梨県では、教職員、スクールソーシャルワー

カー、民生委員、こども食堂を応援する代表と

か、そういった福祉の関係者にも調査をしてい

ます。それは、恐らくですけれども、私も思っ

たんですが、小学校の低学年の子が理解して回

答ができるのかなという不安もあるし、ヤング

ケアラーの定義というものをしっかり子どもた

ちにアナウンスしたうえで調査をしていただい

ているのはわかっているんですけど、そういっ

た意味と、取り巻く大人たちにもしっかり併せ

て調査をいただきたいと思いますが、今回は子

ども達ですけれども、今後、第2弾みたいな形
でそういったことも検討できないか伺いたいと

思います。

【平川こども家庭課長】やはり子どもを取り巻

く県民の皆様のヤングケアラーに関する認知度

を上げる必要があると思っております。

そのために、国においては、来年度からの3
年間をヤングケアラーの認知度向上の集中取組

期間に位置づけて、様々な広報媒体によって周

知活動が行われると聞いております。

私どももそうした取組と併せて、まずは知っ

ていただくということで取組を進めていきたい

と思っております。

【山田(朋)委員】 集中的に取り組んでいただけ
るということはいいと思っていますし、まず、

周りの大人もそういった実態を知ることによっ

て子どもたちを見つけやすくなると思うんです

が、今後、機会を捉えて、ぜひ関係者にも調査

をいただきたいということを要望しておきます。

次に、生理の貧困への対応についてです。当

然ながら社会的な問題になっております生理の

貧困で、今、民間団体による学校での配布を一

部始めようと県内でもしています。

そういった中、「地域子供の未来応援交付金」

の窓口をしているこども政策局として、県内に

いるそういった困っている子どもたちのために、

どのようにして、まずは生理用品をお届けする

こと、そこからお困り事への支援につなぐとい

うことは大事だと思っていますが、どのように

考えているのか伺いたいと思います。

【平川こども家庭課長】生理の貧困に関する件

でございますけれども、これは前回の委員会で

もご答弁いたしましたけれども、県におきまし

ては、「地域子供の未来応援交付金」を活用し、

生理用品の配布もできるようになっております

ので、そういった取組を市町へお願いをしてい

るところでございます。

現在、取組が始まったというところは正直ご

ざいませんけれども、一つの市において検討を

していただいております。

私どもは、まず市町の方でそういった取組を

通じて支援の必要な子どもたち、世帯を拾って

いくということを考えておりますけれども、今

申し上げたように、なかなか事業としての取組

というのが進んでいないという状況がございま

す。そうしたことから、何とか生理用品等を集

められないかということを考えておりまして、

民間と協働して、生理用品だけではないんです

けれども、ひとり親世帯の支援のためにという

ことで、食材でありますとか、そういったもの

を含めて寄附をお願いしております。実は今日

の新聞なんですけれども、折り込みで「ココロ

ねっこ新聞」というのが入っており、その中で

寄附の募集を呼びかけております。広く県民の

皆様、また企業の皆様から寄附をぜひお願いし

たいなと思っているところでございます。



令和３年９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）（９月３０日）

- 131 -

【山田(朋)委員】 とてもいい取組、寄附を集め
ていただけるということは非常にありがたいな

と思っています。必要な方に必要なものが届く

ように、ぜひ支援をいただきたいと思います。

最後に、お見合いシステムについて伺いたい

と思います。

会員数が2,000人を超えたということであり
ます。私は、レクを受けるまで、少ないのかな

と思ったら、同規模人口の県の中では多い方と

お聞きをしております。

今回、今まではそこに行かないと写真の閲覧

ができなかったのが、写真まで見られるように

なったということで、最初の登録時に1回だけ
行けば、あとはもうそちらに行かなくてもいい

仕組みになっているとお聞きしておりますが、

私は、その1回も来所するということがなけれ
ば、もっと会員数が増えるのではないかと思っ

ていますが、そのあたり、もちろん独身証明書

とか、本人と面談しないとというセキュリティ

上の問題があることは理解をしますが、今、世

の中はZoomで会議をしたりとか、いろいろある
ので、Zoomを使って独身証明書は郵送してもら
うとか、しっかりやり取りができると思います

が、そのあたりの考え方をお聞かせください。

【德永こども未来課長】今ご指摘のございまし

たシステムの改修につきましては、明日10月1
日からシステムの運用が始まります。今までは、

お相手の方を探しに行くため、端末のあるセン

ターの本所や、各市町の窓口に行っていただく

という行為が必要でございました。

今回の改善により、今、委員からご指摘がご

ざいましたように閲覧、お相手に対する面会の

お申し込みといった部分がご自宅でできるよう

になりました。

最初の会員になるための登録がやはりセンタ

ーに行かないといけないということで、そこは

改善できないのかというご指摘だと思いますが、

そういった部分の議論も私たちの内部ではいろ

いろしているところでございます。まず一つは、

やはりどうしてもお見合いシステムは行政が運

営するシステムでございますので、安心感とい

った部分が一つの売りになります。そういった

意味では、独身証明書をもちろん持ってきてい

ただいて、本人の確認をするということで、セ

キュリティ上の安心感を担保するというのがあ

ります。

それと、システムをより良く使っていただく

うえで、やはり一度お会いして、例えば身だし

なみなどのアドバイスやコーチングの部分につ

いてもしっかりさせていただくことで、マッチ

ング率の向上につながりますので、一応今のと

ころは、初回については必ず来ていただくとい

う運用をしております。

オンラインの時代でございますので、こうい

ったシステムについても全国的に少しオンライ

ンの方に流れていくような傾向はございます。

例えば、他県でも、登録から来なくていいとい

うお話も聞いているんですけど、今のところ、

思ったほど利用が少ないといった状況も聞いて

います。

今回、閲覧やお申込みを自宅でできるように

するというのは、私どもとしてはかなり思い切

って展開をしたという部分もございますが、課

題もまた出てくると思います。そういった部分

も踏まえて、今後、ご指摘のあった部分につい

ても考えていければと思っているところでござ

います。

【浦川委員長】 ほかに何かありませんか。

【千住委員】 1点、コロナに関しては一人ひと
りの考え方とか、危機感が異なるので大変難し



令和３年９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）（９月３０日）

- 132 -

い点もたくさんあると思うんですが、事例で赤

ちゃんクラスの方でコロナが出たということが

ありまして、そこの関係者がコロナが出たとい

うことで、その赤ちゃんクラスの子が濃厚接触

者にはならなかったんですけれども、無症状の

子が小さい子は多いということもお聞きして、

大変不安になられた保護者さんもたくさんおら

れて、そういった中で、県で統一したマニュア

ルがあるのか。それとも各市町でそういったマ

ニュアルを作っているのかというところはどう

いった感じになっているのかなと思っての質問

です。

【德永こども未来課長】今、委員からご指摘が

ございましたのは、感染が発生した際に、保護

者への情報の伝達がどのような取り扱いになっ

ているのかというご質問かと思います。

まず、感染が保育所等で発生した場合につき

ましては、当然保健所の指導というのが基本に

ございまして、疫学調査も含めてなされること

になります。その際の情報の伝達の仕方とか、

対処の仕方なんですけれども、県下統一のマニ

ュアルを定めている部分と、あと市町毎に、初

動対応ということで、例えば臨時休園の期間を

どうするとか、そういった判断、しないといけ

ないことをまとめたようなフローを多くの市町

でそれぞれ定めて作っていただいているところ

でございます。

やり方としてはそういった状況で、各市町で

対応いただいているということでございます。

【千住委員】県で統一しているマニュアルもあ

るということなんですが、例えば、今はなかな

か聞きにくい、先生方のワクチンの接種の推奨

とか、あるいはウレタンマスクじゃなくて不織

布のマスクの推奨とかというのもそういったマ

ニュアルには入っているんですか。

【德永こども未来課長】まず、県で定めている

部分につきましては、基本的な感染予防対策で

すとか、あるいは発生時の判断のフローという

ことになります。市町で定めているのは、休園

をどうするかとか、どこに連絡して判断をしな

いといけないかというような、要は初動時に混

乱をしないようにというような部分でございま

す。

今言ったような不織布マスクとか、あるいは

ワクチン接種の推奨といった部分についてまで

は、もちろんマスクというのはありますけれど

も、例えば不織布マスクに特定しているという

ことはございません。

【千住委員】なかなかコロナに対しての危機感

というのは違う方もたくさんおられるので、で

きたら先生方の不織布マスクとかは勧めていた

だけたらと思っています。

安心して通園できるように、今後も尽力いた

だきたいと思います。

以上です。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。

【ごう委員】通告に従って質問したいと思いま

すが、子どもの貧困対策につきましては、先ほ

どの麻生委員の質問に対して大体お答えをいた

だきましたので、私の方からは割愛させていた

だいて、ひとり親家庭の医療費の現物支給につ

いて確認をさせていただきたいと思います。

現在、ひとり親家庭の医療費を現物支給にし

ているところは、長崎県内では長崎市だけだと

認識をしております。

今、なかなか財政が厳しいから現物支給には

できないということが繰り返し答弁されている

ところでありますが、現在、県の福祉医療費制

度検討協議会においてずっと検討を続けていら

っしゃるということでございますが、その中で



令和３年９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）（９月３０日）

- 133 -

はどのような意見が出ているのかということを

まずお聞かせ願いたいと思います。

【平川こども家庭課長】現在、ひとり親家庭の

福祉医療費については、委員ご指摘の県の福祉

医療制度検討協議会で協議、検討を続けている

ところでございます。意見というところでござ

いますが、確かに現物給付を要望される声もあ

ります。その一方で、このひとり親家庭福祉医

療費というのは、障害者の医療費と同一に進め

ていくということでその協議会の中では一応決

められているということがございまして、会議

の中の声としては、「障害者医療費拡大等の優

先順位について各市町での意思統一が必要であ

る」とか、「市の財政的な負担の増加がある」

というご意見もあっているところでございます。

【ごう委員】そうですね、やはり各市町の財政

負担が増加するということは、その各市町にと

っても非常に厳しい現実があるので、なかなか

その意思が統一できないということは一定理解

をするところでありますが、現在、長崎県内の

ひとり親の方々の所得はあまり高くもなく、そ

して正規雇用ではなく非正規で働いている方、

そして、ダブルワークなどをしている方が非常

に多いという現実もあります。そのような中、

償還払いでありますと、やはり一定の手続が必

要になりまして、その手続になかなか時間をか

けることができないご家庭もたくさんあろうか

と思っております。

そのような中で、現物給付にすると24％負担
額がアップするというようなデータもあるんで

すけれども、一定、今の長崎県の現状を見た中

では、やはり少し県の負担の比率、県と市町の

負担の比率というものがどうなのかということ

も考えていく必要があるのではないかと思って

いるんですが、その点について現在どのような

お考えをお持ちでしょうか。

【平川こども家庭課長】市と県の負担の比率に

ついてどう考えるかということでございますが、

そういった問題も確かにあろうかとは思うんで

すけれども、県として考えますのは、こうした

ひとり親の医療制度は全国の自治体で行われて

いるものでございまして、子どもの医療費と同

様にいろいろやり方が異なっているという現状

がございます。どこに住んでいても同じように

医療が受けられるということが必要だというこ

とを私どもは考えておりまして、国に対する要

望なども行っているところでございます。そう

いった考えを持っているというところでござい

ます。

【ごう委員】そうですね。国が本当はやるべき

ことだというのは大前提だと思います。どこに

住んでも同じように医療を受けられるというの

は、もう国がやるべきことだということは理解

もしますし、国へ毎年毎年、要望を上げている

ということも理解をしております。

しかしながら、例えばひとり親だけに限らず、

子ども医療費につきましては各市町が独自の努

力で年齢を上げたりしてきているわけでありま

すので、そういった各市町の対応の変化なども

考えると、少し県も柔軟な考え方が必要なので

はないかと私は思っておりますので、いま一度、

協議会等々でのご意見をきちんと精査していく

中で、現物給付による負担額の増の割合とか、

そういったものをいま一度見直していく時期で

はないのかなと思っておりますので、ぜひひと

り親の皆様方、長崎で子育てをする皆様方が少

しでも負担が減るような方向でご検討いただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

以上です。

【浦川委員長】 ほかにありませんか。
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【中村(泰)委員】 私からは2点質問させていた
だきます。

先ほど麻生委員のコロナ禍での児童虐待につ

いて質問がございましたけれども、私も関連で

質問させていただきます。

1年半、コロナ禍の生活をしていて、そして
経営的にも大変追い詰められた方々が多くいら

っしゃいます。貸し付けを受けながら必死にこ

らえて、ボディーブローのようにずっと苦しみ

を受け続けてきたと。

そして、この第5波がきて、私のところに、
もうだめだと、今が一番きついという本当に悲

痛な声を、知人や友人からいただいたところで

す。

そういった中で、経済的な面だけではなく、

ストレスがかかった、我慢を強いられた生活を

各ご家庭で強いられている中に、本当に家庭で

児童虐待が進んでいないかということを私自身

としてはすごく危惧したところです。

さらに、今回、第5波は夏休みと重なったと
ころもありまして、子どもたちが家庭にいる時

間が長くなればなるほど児童虐待のリスクはす

ごく高まったのではないかと思います。

先ほど、児童相談件数についてご答弁がござ

いましたけれども、もしおわかりになるなら、

この第5波、直近で何か大きな変化があったの
か、その児童相談件数につきまして、直近大き

な変化があったのか、ご答弁をお願いできない

でしょうか。

【平川こども家庭課長】 申し訳ございません。

今年度の直近の月のデータ等はまだ出ておりま

せん。

【中村(泰)委員】 調べていただいて、もし月別
であるとか、直近のトレンドがわかるような昨

年同月比とか、そういったものを出していただ

けるならばよろしくお願いいたします。

そこで、児童虐待相談件数の変化において、

いろんな要因が考えられると思うんですけれど

も、コロナ禍、そして第5波で、例えば先ほど
申し上げたような経済的なつらさとか、もうず

っとボディーブローのようにダメージを受け続

けて児童虐待につながったとか、そういったよ

うな分析がなされているのかどうか、ご答弁い

ただけないでしょうか。

【平川こども家庭課長】コロナ禍によるものと

いうようなことでの分析というのはないのでご

ざいますけれども、昨年度の発生状況を見ます

とコロナによる影響が関連しているというもの

が明確になっているということはございません。

わからない、明確ではないということでござい

ます。

【中村(泰)委員】 事前通告と少し違った形で質
問させていただいて、ちょっと恐縮しているん

ですけれども、明確ではないというのは、なか

なか原因を突き止めにくいという理解でよろし

いでしょうか。

【平川こども家庭課長】まず、対応する現象と

いいますか、どういった問題が起きたかという

ところが、例えば暴力でありますとか、ネグレ

クトでありますとか、そういったところで保護

等を行うわけですけれども、それがコロナによ

って例えば失業なさった、そういった経済的な

理由がストレスになって、それが暴力につなが

ったというところまでは、なかなか難しいので

はないかと思います。

【中村(泰)委員】 コロナで経済的なところ、も
しくは心理的なストレスとか、いろんな影響が

あると。今回、一般質問で自殺の要因について

も福祉保健部に質問をさせていただいて、なか

なか自殺の要因というところもコロナが直接な
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のか、コロナがどう関わってくるのかというと

ころはすごく難しいんだということでご答弁を

いただいたところです。

しかしながら、今後も、まだなかなか収束を

しないという状況でございます。1年半、コロ
ナ禍が続いている中、また第6波というリスク
もすごく控えていて、やはりもう心身的に疲弊

をしているというところも多くあろうかと思い

ますので、そういったところをまた引き続きア

ンテナを張っていただいて対応いただければと

思います。

では、次の質問に移ります。

学童で感染確認された場合の小学校や近隣学

童との連携についてでございます。

また、第5波のところでございますが、第5波
は若年層の感染もしやすいということで、特に

密になりやすい学童での感染について、多くの

方が心配をされたところです。本県も学童で感

染が発生をした事例があるというように聞いて

います。

そこで、私が関わったところでこのような事

例がありました。

学童で感染者が発生いたしました。そして、

その時は夏休みではあったんですけれども、学

童がその学童で発生したお子さん、当該児童が

通う小学校にもその情報は伝わりました。小学

校の方は、感染の経路を確認して、小学校は夏

休みだったというのもあって、それ以上の感染

はないという判断を小学校はしたと。一方で、

学童はやはり夏休みも開けていたので、いろい

ろ感染が確認された時点で多くの保護者の方に

そういった事例があったというのを伝えたと。

結果的に大きな感染の広がりは学童ではなかっ

たと。

ただ、学童としては、感染があったというこ

とを公表されました。一方、小学校の方は感染

が広がっていないという判断をしたので、その

小学校に通う児童は、要は小学校としては感染

をしたという事実は確認をされていないという

ような、保護者に対して感染に関してのコメン

トは小学校としてはしなかったと、そういうこ

とがありました。

そこで、学校が発信する情報と学童が発信す

る情報で、そこの地域においては違いが出てい

て、結局それが学校に対する不信のような形で、

その地域の保護者の中で広がってしまったとい

うことがございました。

感染経路の確認をする時点においては、小学

校と学童は連携を取っていたんですけれども、

最後の最後、発信をするというタイミングにお

いては、どのように発信をするのかということ

も連携ができてなくて、学校側としては、学童

が実は公表をしたんですということを伝えた時

に、いや、そうだったんですねということて、

すごく困惑をしたということがございました。

そこで、県下の市町において、そういった学

童で感染が発生した場合の当該地域の小学校と

の情報発信の連携について、県としてどのよう

な見解を持たれているのかご答弁をお願いいた

します。

【德永こども未来課長】今、委員の方からご指

摘のございました放課後児童クラブ、あるいは

学校ということになりますので、当然同時とい

うことになるんだと思うんですけれども、感染

者が発生した場合の情報の出し方、共有の部分

ということになるかと思います。

これについて、幾つかの市町に確認をさせて

いただいたんですが、これは施設同士というこ

とではなくて、行政の放課後児童クラブの担当

課と市教委ということになると思うので、クラ
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ブ、学校で発生があった場合は、基本的には情

報の共有はなされているということでございま

す。

当然保護者への周知でございますとか、公表

につきましては、例えば放課後児童クラブであ

れば放課後児童クラブの行政の担当のところと、

あと保健所の方と相談しながら、施設の責務で

周知をしていくということになると思います。

ただ、今委員のご指摘にもございましたよう

に、例えば、学校で仮に発生したとしても、そ

の生徒さんが放課後児童クラブに全く通ってな

い生徒さんであるとか、感染範囲と全く関係の

ない方であれば、基本的に共有する必要はない

ということでしてない事例もございますし、今

おっしゃったように、夏休み期間であれば、放

課後児童クラブには行っているけれども、学校

には全く行ってないという場合もあるかと思い

ます。

施設に対する連絡というのは、どうしても疫

学調査の部分があり、保健所中心になるので、

今あった事例については、どうしても情報の量

とか、タイムラグとか、そういった部分もある

と思います。

保育所や放課後児童クラブでも同じ話なんで

すけれども、当然感染者が発生した場合は、感

染の発生という情報とか、その後の初動対応、

感染の範囲、それから当然休園措置に発展いた

しますので、休園の期間とか、そういったもの

を時系列で追って発信をしていく必要があるた

め、取扱いに少し差が出たというところでの委

員の問題意識の中でのご発言と思います。そう

いった部分については問題提起をしていかない

といけないと思っているところでございます。

【中村(泰)委員】 端的に言うと、要は情報発信
のところというのは保護者にとってすごく影響

があります。そこにおいて、学童と小学校がち

ゃんと連携をして発信をして、双方の認識が一

致していないと、間違った情報を出すかもしれ

ないというリスクを今回すごく感じましたので、

要はそこの情報発信をするタイミングでの連携

をしておかないと、これは本当にまずいなと感

じたので、そこについてのご見解をいただきた

かったのですが、もうそこは大丈夫ですので、

改めてそこを各21市町に対して強く言ってい
ただいて、発信をする時にはどのように、いつ

発信をするのかということを双方で情報共有を

していただくことをお願いして、もう一つの質

問に移ります。

学童で感染が発生した場合に、Ａというとこ

ろで発生した場合は、そこがもう多分閉所にな

ると思います。ただ、そこに預けられている子

どもたちは、またどこかに預けなければ、その

保護者は仕事に行けないということが、今回他

県でも見られました。

他県の事例は、Ａの近くのＢというところで

子どもたちを預けるという方法をとったところ

もあったようです。本県も実際、あるところの

学童で感染者が発生した場合にＢというところ

で預けられるような仕組みが整っていたのか。

まずはその現状をお伝えいただけないでしょう

か。

【德永こども未来課長】今の委員のご指摘につ

きましては、保育なんかでよく代替保育をどう

するんだという議論はあると思うんですけれど

も、これは学童の代替措置というのがどうなん

だというご質問かと思います。

学童保育の方の代替措置につきましては、国

の方からは、どちらかというとファミリーサポ

ートセンター、あるいは、保育になりますが訪

問型のものが推奨されており、実は集団で受け
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入れる代替というのはあまり推奨の記載がない

というのが実情でございます。

県内の事例で申しますと、例えば放課後児童

クラブでも、運営母体が同じ社会福祉法人でＡ、

Ｂ、Ｃという放課後児童クラブを運営している

ところであれば、情報の共有というのが容易に

できますので、そういったところで受け入れが

行われている事例はございます。

ただ、大半、いろいろお話を市町の方に聞く

と、やはりシステマチックにそこを受け入れる

システムをつくるというのはなかなか難しいと

いうことで、基本的には保護者の方に利用を控

えていただくことをお願いするか、あとはどう

してもという方については個別でいろいろ事情

をお伺いして、その時その時で対応しているの

が実情だとお伺いしているところでございます。

【中村(泰)委員】 提案ですけれども、地域毎に
割り振っていただいて、近くの学童で、こうい

ったことがあった時には連携ができないかとい

うようなことをあらかじめ話しておけば、こう

いったことができてくる地域もあるのではない

かと思うので、何というか、確かに事業者が同

じ学童であれば、距離が離れていてもほかのと

ころに行けたりするんでしょうけれども、やっ

ぱり近いところがいいと思いますので、そうい

う地域割りをするなり、地域の学童同士で話し

ていただきながら、そういった連携も各市町に

対して進めていただくようなことも県として指

導いただければと思います。

以上です。

【浦川委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】ほかに質問がないようですので、

以上で質問を終了いたします。

それでは、次に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。

― 午前１１時１１分 休憩 ―

― 午前１１時１１分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開します。

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、委員間討議を行いますので、理事者

退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時１２分 休憩 ―

― 午前１１時１２分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開します。

これより、予算決算委員会文教厚生分科会の

決算審査の日程について協議を行います。

それでは、審査の方法等について、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〕

【浦川委員長】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。

― 午前１１時１３分 休憩 ―

― 午前１１時１４分 再開 ―

【浦川委員長】 委員会を再開いたします。

予算決算委員会文教厚生分科会の決算審査の

日程については、お手元に配付しております審

査日程案のとおりでよろしいでしょうか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【浦川委員長】ご異議ないようですので、その

ように決定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。

― 午前１１時１４分 休憩 ―

― 午前１１時１４分 再開 ―

【浦川委員長】 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〕

【浦川委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

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。

― 午前１１時１５分 閉会 ―
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