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１、開催年月日時刻及び場所

令和４年６月６日

自  午前１１時１８分

至  午前１１時２２分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委 員 長 下条 博文 君

副 委 員 長 山口 経正 君

委   員 外間 雅広 君

〃 前田 哲也 君

〃 松本 洋介 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 庭 敦子 君

〃 久保田将誠 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

な  し

６、審査の経過次のとおり

― 午前１１時１８分 開会 ―

【下条委員長】 おはようございます。

ただ今から、文教厚生委員会を開会いたしま

す。

まず、ご案内のとおり、5月26日をもちまして、

山本啓介議員が辞職となりましたので、委員席

につきましては、配布しております配席表のと

おり決定したいと存じますので、ご了承をお願

いいたします。

それでは、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、松本委員、坂本委員のご

両人にお願いいたします。

本日の委員会は、令和4年6月定例会における
本委員会の審査内容等を決定するための委員間

討議であります。

審査の方法についてお諮りいたします。

審査の方法は、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。    

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】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、ただ今から、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１９分 休憩 ―

― 午前１１時２１分 再開 ―

【下条委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者へ正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

ほかにないようですので、これをもちまして

本日の文教厚生委員会を終了いたします。お疲

れ様でした。

― 午前１１時２２分 散会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

令和４年６月２０日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時５４分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 下条 博文 君

副委員長（副会長） 山口 経正 君

委   員 外間 雅広 君

〃 前田 哲也 君

〃 松本 洋介 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 庭 敦子 君

〃 久保田将誠 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 中﨑 謙司 君

政 策 監 島村 秀世 君

教 育 次 長 狩野 博臣 君

総 務 課 長 桑宮 直彦 君

総 務 課
県立学校改革推進室長

竹之内 覚 君

福利 厚生室 長 市瀬加緒理 君

教育環境整備課長 山﨑 賢一 君

教 職 員 課 長 高稲 稔也 君

義務 教育課 長 加藤 盛彦 君

義務教育課人事管理監 谷口 昭文 君

高校 教育課 長 田川耕太郎 君

高校教育課人事管理監 初村 一郎 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 分藤 賢之 君

児童生徒支援課長 大川 周一 君

生涯 学習課 長 山﨑 由美 君

生涯学習課企画監 三好 素子 君

学芸 文化課 長 日高 真吾 君

体育 保健課 長 松山 度良 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69号議案
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第3
号）（関係分）

第71号議案
令和4年度長崎県国民健康保険特別会計補正
予算（第1号）
第85号議案
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）（関係分）

７、付託事件の件名

〇文教厚生委員会

（1）議 案

第4号議案
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令和3年度長崎県一般会計補正予算（第23
号）（関係分）

第5号議案
令和3年度長崎県母子父子寡婦福祉資金特別
会計補正予算（第1号）

第16号議案
令和3年度長崎県国民健康保険特別会計補正
予算（第2号）

第86号議案
職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例（関係分）

（2）請 願

   な  し

（3）陳 情

・こども家庭庁発足に関する陳情書

・山口県岩国児童相談所の不作為による要保

護児童の自殺に関する陳情書

・要望書

・令和5年度県の施策等に関する重点要望事項
・要望書

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【下条委員長】 おはようございます。

ただいまから、文教厚生委員会及び予算決算

委員会文教厚生分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

86号議案「職員の育児休業等に関する条例の一
部を改正する条例」のうち関係部分1件でござ
います。

そのほか、陳情5件の送付を受けております。
なお、予算及び予算にかかる報告議案につき

ましては、予算決算委員会に付託されました予

算議案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

69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算
（第3号）」のうち関係部分、ほか5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行いたいと

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〕

【下条委員長】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。

これより、総務部関係の審査を行います。

【下条分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算及び報告議案を議題といたします。

総務部長より、予算及び報告議案の説明を求

めます。

【大田総務部長】総務部関係の議案についてご

説明いたします。

総務部の予算決算委員会文教厚生分科会関係

説明資料及び追加1をお開き願います。
今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算
（第3号）」のうち関係部分、第85号議案「令和
4年度長崎県一般会計補正予算（第5号）」のう
ち関係部分、報告第4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23号）」の
うち関係部分であります。

はじめに、第69号議案「令和4年度長崎県一般
会計補正予算（第3号）」のうち関係部分につい
て、ご説明いたします。
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令和4年度当初予算は、知事選挙の関係もあ
り、骨格予算でありましたので、今回の補正に

おいて、「新しい長崎県づくり」の実現に向け

て、必要な予算を計上するものでございます。

歳入予算は、合計で3億8,191万2,000円の増、
歳出予算は、合計で25億7,410万円の増を計上
しております。

この歳出予算の内容について、ご説明いたし

ます。

県立大学に県内就職支援員を新たに配置し、

企業への働きかけ等を通じた採用枠の開拓や学

生と企業の接点を強化することにより、県内就

職を促進する経費といたしまして、490万円の
増、私立学校に対する経常的経費に対する支援

及び県内専門学校への入学を促進するため、長

崎県専修学校各種学校連合会が取り組む県内高

校生へ向けたＰＲ活動に対する支援に要する経

費として、25億6,920万円の増を計上しており
ます

次に、予算決算委員会文教厚生分科会関係説

明資料追加1の1ページ目をお開き願います。
第85号議案「令和4年度長崎県一般会計補正

予算（第5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、国において決定された「コ

ロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急

対策」等に適切に対処するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。

歳出予算は、合計で1億473万3,000円の増を
計上しております。

この歳出予算の内容は、コロナ禍における物

価高騰等の影響を受けた低所得者世帯への負担

軽減を図るため、経済的に困窮している学生に

対して県立大学を運営する長崎県公立大学法人、

私立高等学校及び私立専修学校を運営する学校

法人等が行う独自の授業料減免に対し追加で支

援を行うものであり、県立大学に対する経費と

して、2,071万8,000円の増、私立高等学校及び
専修学校に対する経費として、4,152万3,000円
の増を計上しております。

なお、この件につきましては、後ほど学事振

興課長から補足説明をさせていただきたいと存

じます。

また、物価高騰の影響を受ける子育て世帯の

負担軽減を図るため、私立学校の給食費及び寄

宿舎運営を助成する経費として、4,249万2,000
円の増を計上しております。

恐れ入りますが、元の予算決算委員会文教厚

生分科会関係説明資料の3ページをお開きくだ
さい。

最後に、報告第4号「令和3年度長崎県一般会
計補正予算（第23号）」のうち、関係部分につ
いてご説明いたします。

さきの3月定例県議会の予算決算委員会にお
いて、専決処分により措置することをあらかじ

めご了承いただいておりました、令和3年度予
算の補正を、令和4年3月31日付けで専決処分さ
せていただきましたので、その概要をご報告い

たします。

これらは、年間執行額が確定したことなどに

伴うものであり、歳入予算は1,476万8,000円の
減、歳出予算は1億726万2,000円の減となって
おります。

この歳出予算の補正の主なものといたしまし

ては、県立大学佐世保校建設整備事業費の減、

高等学校私立学校助成費の減でございます。

以上をもちまして、総務部関係のご説明を終

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。
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【下条分科会長】次に、学事振興課長より補足

説明を求めます。

【門池学事振興課長】令和4年度6月補正（追加）
予算のうち、授業料減免関係について、補足し

て説明いたします。

補足説明資料の1ページをご覧ください。
物価高騰の影響を受ける低所得者世帯の負担

軽減を図るため、経済的に困窮している学生に

対して、県立大学が行う授業料減免を支援する

経費として2,071万8,000円を計上しておりま
す。

学部生については、修学支援新制度の適用を

受けるもので、授業料が全額免除となっていな

い、収入が約270万円から約380万円未満世帯の
学生に対し、県立大学の授業料年額の6分の1で
ある8万9,300円を、令和4年度当初予算分に上
乗せして免除することとしております。

これにより、修学支援新制度と合わせると、

収入が約270万円から約300万円未満の世帯の
学生については、授業料の全額53万5,800円が、
収入が約300万円から約380万円未満の世帯の
学生は、3分の2である35万7,200円が減免され
ることとなります。

なお、大学院生については、修学支援新制度

の対象外であるため、年収約380万円未満の学
生を対象に、授業料の年額の6分の1である8万
9,300円を令和4年度当初予算分に上乗せして
免除することとしております。

補足説明資料の2ページをご覧ください。
物価高騰の影響を受ける低所得世帯の負担軽

減を図るため、経済的に困窮している学生に対

して、私立専修学校が独自に行う授業料減免の

一部を支援する経費として918万4,000円を計
上しております。

まず、修学支援新制度の適用を受ける学校の

専門学校生に対し、授業料が全額免除となって

いない、収入が約270万円から約380万円未満の
世帯の学生に対し、設置者が修学支援新制度の

基準額59万円の6分の1である9万8,400円を上
限に減免する場合に、その3分の2に相当する額
である6万5,600円を上限に、令和4年度当初予
算分に上乗せして支援します。

これにより、修学支援新制度と合わせると、

年収が約270万円から約300万円未満の世帯の
学生については、修学支援新制度の基準額であ

る59万円、収入が約300万円から約380万円未満
の世帯の学生は、3分の2である39万3,000円を
上限に減免されることとなります。

また、修学支援新制度の適用を受けない学校

の専修学校生については、年収約380万円未満
の学生を対象に、設置者が基準額の6分の1であ
る9万8,400円を上限に減免する場合、その3分
の2の額である6万5,600円を令和4年度当初予
算分に上乗せして支援します。

なお、専修学校設置者が財務諸表や授業計画

等の情報を公開していることを補助の条件とし

ております。

補足説明資料の3ページをご覧ください。
物価高騰の影響を受ける低所得世帯の負担軽

減を図るため、経済的に困窮している生徒に対

して私立高等学校が独自に行う授業料減免の一

部を支援する経費として、3,233万9,000円を計
上しております。

まず、全日制においては、世帯収入が約380万
円未満の生徒のうち、就学支援金等の対象者で

あり、授業料が全額減免とならない者に対して、

設置者が授業料の自己負担分を減免する場合、

同額を支援することとしております。

4ページの通信制高校においても、同様の支
援を行うようにしております。
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5ページをご覧ください。
高等学校専攻科においては、年収世帯が約

380万円未満の生徒のうち、授業料軽減補助金
の対象者であり、授業料が全額減免とならない

者に対して、世帯年収約280万円未満の世帯は、
月額4万9,166円を上限として、世帯年収約380
万円未満の世帯は、月額3万2,775円を上限とし
て、設置者が授業料の自己負担分を減免する場

合に、同額を支援することとしております。

説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【下条分科会員】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算及び報告議案に対する質疑を

行います。

質疑はありませんか。

【松本委員】 それでは、説明資料の2ページの
ところの就職支援員を増員する経費490万円に
ついて、質問をいたします。

今回は、県内就職支援員ということで、新た

な取組としてというふうに説明がなされていま

す。逆に心配したのは、公立高校や私立高校で

は、就職支援員というのはもう既に配置をされ

ていて、今回初めて、新たな試みとして就職支

援員を配置するということを受けて、では、逆

に、今まで就職課という部署があって、県内就

職を推進しているのに、就職課は何をしていた

のかというところで、これまでの取組というこ

とについて、お尋ねいたします。

【門池学事振興課長】県立大学におきましては、

実務的には就職課や学生支援課が中心となって、

学生の就職の支援を実施しておりますけれども、

学生の相談業務というのは行っておりましたが、

エントリーシートの記載方法とか、あと、面談

対策、こういったものが主な内容となっており

まして、個別の学生の働きかけまではなかなか

できてなかったというのが実情でございます。

【松本委員】事務的なエントリーシートの書き

方や相談を受けるということで、結局言われな

いと、数も多いから動けないところはあったん

でしょうが、じゃ、この490万円で何名を採用し
て、この就職支援員という方はどういう経験の

ある方で、どういうことをするのか、具体的な

内容をもう一度お尋ねいたします。

【門池学事振興課長】県内就職支援員について

は1名採用することとしております。
業務の内容につきましては、これまでは学生

全体に広く呼びかけとか、県内企業の情報など

を提供していたんですけれども、なかなか成果

に結びついていないという状況がございます。

県内就職を推進するためには、個々の学生へ

の働きかけというのが大変重要だというふうに

考えております。今回、県内支援員を配置する

ことで、今まで十分にできていなかった個別の

学生への働きかけを行うということと、それか

ら、企業への働きかけとしましては、企業の採

用枠とか、インターンシップ企業との接点の強

化など、働きかけを行っていくように考えてお

ります。

学生への働きかけについては、低学年のとき

から学生の職業観や希望する職種などを面談に

より把握をしまして、個々の学生にマッチした

県内企業の情報を提供するというふうに考えて

おります。

どういった方がこういう県内就職支援員に適

合するのかというところでございますけれども、

先ほど申し上げた業務の内容から、学生との相

談をやるということで、学生に対して距離感な

く接することができる人、それからあと、企業

の情報を提供するということがございますので、
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県内の企業に詳しい方が適任だというふうに考

えております。

【松本委員】 その1名、これから面談をして採
用にいくと、予算が通過すればなると思います

から、その1名の方の責任というのは大きいと
思うんですね。学生の数もかなりの数がいます

し、その中で学生と企業のパイプを一人でやっ

ていくとなると、求められることも大きくなる

と思うし、やはり未経験者ではなかなか難しい

のかなというふうに思います。

既に高校や私立も含めて就職支援員はもうい

らっしゃって、そういったところの実績はある

と思いますから、少なくともそういった経験が

ある方、そして、やはり企業との人脈がある方

がならないと、即結果が求められる業務だと思

いますので、その辺はしっかり審査というか面

接をして、そして、この490万円が有効に生かせ
るように取り組んでいただくことを要望します。

【下条分科会員】 ほかに質疑はありませんか。

【坂本(浩)委員】 おはようございます。
関連して質問なんですけれども、県立大に就

職支援員を配置するということで、これはこれ

で県内就職の向上に向けて、ぜひ、今やり取り

がありましたけれども、頑張っていただきたい

と思うんですが、就職支援員の方の位置づけと

いうのが、先ほどの課長の説明とか、今のやり

取りでもいまいちわからないことがあります。

二つお尋ねしたいんですけど、一つは、県立

大学の令和2年度の事業報告書というのがあり
まして、それを見ていたら、学生の県内定着を

推進するための取組ということで、例えばその

中に、県内企業の100社訪問の実施だとか、ある
いは合同企業説明会の開催、それから、県のキ

ャリアコーディネーターによる就職相談、そう

いうことをやりながら、あと、県内企業に就職

したＯＢ、ＯＧとの交流とか、学内の企業セミ

ナーだとか、結構いろいろやられているなとい

うのがありまして、そこに就職支援員の方とい

うのがどういうふうな位置づけになっているの

かというのが、いまいちわからないなというの

がありますので、そこら辺との関連をひとつ説

明をしていただきたいと思います。

【門池学事振興課長】 これまで県立大学では、

県内就職の取組として、委員が今お話しされた

ように、合同企業の説明会とか、セミナーとか、

ＯＢ、ＯＧとの交流会とか、こういうのを実施

しておりますけれども、このあたりというのが、

個別の学生というよりも、広く学生に対して呼

びかけを行ったり、そういう交流を図ったりし

ているところでございまして、今回の県内就職

支援員というのは、個々の学生に対する働きか

けというのをやるようにしておりますので、そ

のあたりの役割分担というのは、一定できてい

るのかなというふうに思っております。

それから、100社の訪問については、これまで
顧問を中心に実施をしていただいていたんです

けれども、今年度から、顧問の方が企業訪問と

いうのをもうされないということになりました

ので、そこを県内就職支援員が、今度、県内の

企業を訪問して、新たな採用の開拓といったこ

とを実施するようにしております。

それからあと、キャリアコーディネーターと

の役割分担につきましては、キャリアコーディ

ネーターは、4年生の就職活動に入った学生を
対象に支援をしているんですけれども、この県

内就職支援員は、そこまでのつなぎということ

で、低学年の頃から3年の途中ぐらいまでの学
生に対して面談を行って、そういう学生の個々

の志向とか、希望する職種などを把握して、県

内にこういった企業があるよとか、そういった
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ところを紹介していくように考えているところ

でございます。

【坂本(浩)委員】 すみません。今ちょっと聞き
取りにくくて、顧問と言われましたかね。

【門池学事振興課長】今まで県内の企業の訪問

については、県立大学の顧問の方が実施をされ

ておりました。

【坂本(浩)委員】 わかりました。この事業報告
書でも、今、私が言ったような、課長から答弁

があったようなことについては、低学年のうち

から提供しているというふうなことなんですけ

ど、それはあくまでも広く提供しているという

ことだというふうに理解をいたしました。就職

支援員の方が個別に、プッシュ型と言うんです

かね、そういう形で個別の学生にいろいろ相談

に乗ったりとか取り組んでいくというふうなこ

と、そういうことで理解してよろしいでしょう

かね。

二つ目は、県内就職率なんですけれども、多

分、県立大学の方が、目標が44％というふうに
設定していると思います。昨年度は、1月時点で、
多分、30.6％で、令和2年度が、この事業報告書
によると29.7％というふうなことで、評価委員
会の評価結果でも、目標と大きな乖離があると

いうふうな指摘をしていて、これをどう埋めて

いくかということにも、この支援員の方の果た

す役割というのは非常に大きいんじゃないかと

思うんですけれども、令和3年度、昨年度の分は
もう集計できているんですかね。私が聞いたの

は1月時点だったもので、その数を教えていた
だきたいのと、じゃ、その就職支援員の方を配

置して、今年度の目標というのかな、トータル

的には44％なんでしょうけど、これを昨年度か
らプラスどれぐらいするとか、そういう目標と

いうのは掲げているんですか。

【門池学事振興課長】 令和3年度の県立大学の
県内就職率につきましては、大学全体に対して

33.2％ということで、昨年度より3.5ポイント上
昇はしているところでございます。

ただ、委員が言われるように、目標の44％ま
でにはまだ遠いというところがございまして、

今後の県内就職の取組としては、県内生をたく

さん入学させるというところと、それからもう

一つ、県内生の県内就職率をアップするという

この2つの項目が重要というふうに考えており
まして、県内就職支援員につきましては、今、

県内生の県内就職率が約60％程度になってい
るんですけれども、それを70％まで引き上げる
というところが目標になってくるのではないか

と考えているところでございます。

【坂本(浩)委員】 ありがとうございました。
ちなみに、今言われた県内出身学生の就職率

というのは、昨年度はどれぐらいだったんです

か。

【門池学事振興課長】 令和2年度におきまして
は、県内生の県内就職率は57.1％となっており
ました。（「令和3年度は」と呼ぶ者あり）
令和3年度につきましては、ちょうど60％と

いうふうになっております。

【坂本(浩)委員】 はい、了解しました。そうし
たら、特に県内出身の学生の就職率が、昨年度

60％ということで、これを何とか70％、プラス
10％を持っていくというふうなことですね。
じゃ、頑張ってください。よろしくお願いい

たします。

【下条分科会員】ほかに質疑はございませんか。

【宮本委員】 おはようございます。

私の方からも、2～3、質問させていただきま
す。

まず、説明資料の2ページになります。先ほど
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からもあっています大学法人費について、就職

支援員の方についてお尋ねをします。

先ほど松本委員からもあったとおり、私も今

頃かという気持ちがあって、今までいなかった

のが不思議でならんとですが、しかも1名とい
うことで、もう少し増やされたらなという気も

しますが、今年度1名ということで理解いたし
ました。

企業への働きかけ等を通じた採用枠の開拓と

か、学生と企業の接点を強化するということで

あります。この前の委員会でもちょっと確認し

ましたが、例えば看護学部とか、情報セキュリ

ティは100％に近い数で就職なされています。
この就職支援員の方々は、前も言いましたけれ

ども、国際社会学部とか、非常に県内就職が低

いところをターゲットにしてされるものなのか、

どこの学部学科を中心にされるのか、全体的に

されるものなのか、弱い部分をされるものなの

かを教えていただけますか。

【門池学事振興課長】県内就職支援員の対象と

する学部学科につきましては、基本的には文系

学部がある佐世保校を中心に支援をするように

考えております。

【宮本委員】ありがとうございます。そうする

ならば、就職支援員というのは佐世保校に配置

をして、シーボルト校にないところを強化する

ということなので、県立大学生には英語に優れ

た方がいらっしゃって、例えばそういう企業が

県内にはまだ少ない、県立大学生で英語を学ん

だ方々は、県外に結構多く就職しているという

現状をこの前確認しましたが、そういったとこ

ろに力を入れるというイメージでもいいんです

か。

【門池学事振興課長】 英語の能力が向上して、

英語が生かせる職場を求めて、国際経営学科で

あったり、国際社会学科というのは、県外に流

出しているという傾向がございます。

県内企業につきましても、以前お話しさせて

いただいたとおり、英語を活用するような企業

というのも、企業訪問する中で情報を把握した

りすることができますので、そういったところ

を県内就職支援員が企業を訪問する中で、そう

いった情報を新たに取得しまして、そういった

学生に対して働きかけを行うように考えている

ところでございます。

【宮本委員】 ありがとうございます。

もう一点だけ、この就職支援員の方、お一人

ですが、もちろんでしょうけど、県内の方です

よね。長崎県の人でないと長崎県の企業の詳細

はわからないと思いますから、もう決まってい

るのか、今からなのかわかりませんが、長崎県

内の方を想定されているということでよろしい

ですか、確認させてください。

【門池学事振興課長】予算の執行が、議決をい

ただいてからということになっておりますので、

まだ決まってはおりませんけれども、県内の方

を想定しているところでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。県内就

職率が弱い学部、学生をターゲットに、この就

職支援員の方と一緒になって、もっともっと優

秀な人材が県内に残るような仕組みづくりを、

今年度からまた新たに取組をしていただきたい

ということを、改めて要望させていただきます。

もう一点だけ、いいですか。追加資料、課長

補足説明資料になりますが、2ページ、3ページ、
4ページ、5ページになります。これは初歩的な
質問で申し訳ないんですけど、教えていただけ

ますか。

2ページになりますけど、私立専門学校生へ
の経済的支援事業費、私立専修学校が行う授業
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料減免を支援とありまして、下に学校の要件と

あるんですね。県内で私立の専門学校及び私立

の専修学校はどれくらいあるのか。そして、そ

もそも学校の要件として、財務諸表だとか公表

しているというふうにありますけれども、そも

そもこれを公表すべきものなのか、これを要件

とした理由というものを、再度確認の意味で教

えてください。

【門池学事振興課長】私立の専修学校につきま

しては、今、休校を除きまして25校ございます。
財務諸表の公表とか授業計画の公表とか、こ

ういったところにつきましては、国の修学支援

の申請で、高等教育の無償化ということで、給

付型奨学金とか授業料の減免とかやっています

けれども、それに準じた形で、一定要件を設け

させていただいているところでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。わかり

ました。

それともう一点、これも初歩的で大変申し訳

ありません。3ページとか、2ページもそうなん
ですが、設置者が基準額の6分の1を上限に減免
する場合とか、例えば3ページで言いますなら
ば、設置者が授業料の自己負担分を減免する場

合とあるんですけど、これは、ほとんど設置者

は自己負担分の減免はされるんでしょう、恐ら

く。されない私立学校だとか、私立専門学校と

いうのはあるんですかね。それも併せて確認を

させてください。

【門池学事振興課長】私立の高校の関係は、学

校の負担というのがございませんので、ほとん

どの学校で実施をされると考えております。

私立の専門学校につきましては、自己負担と

いうのが3分の1程度生じますので、そのあたり
で経営判断された上で考えられているのではな

いかというふうに思っております。

【宮本委員】 ありがとうございました。

ともかく今回、コロナ禍において物価高の影

響を受けていらっしゃる方々への支援というこ

とですので、できる限り対象となる方々の学生

さんが受けられるように取組をしていただきた

いと考えております。よろしくお願いいたしま

す。

【下条分科会員】ほかに質疑はございませんか。

【外間委員】 県内の就職率向上対策に向けて、

今、各委員からのご質問に対しての答弁を聞く

ことによって、大体理解ができたんですが、一

つだけ、課長の答弁の中で、県内の子どもの入

学率を高めるというふうな答弁があって、要は、

受験のときから、例えば県立大学にしましょう

か、県立大学に対する受験で県内の受験者数、

県外の子どもの受験者数の割合を考えての受験

の何かお話ということになると、大学の合格者

数を、県内の子どもの就職率を高めていくため

に、学生が大学に合格しやすいような、要する

に偏差値等も検討した上でのやり方になるのか、

その辺をちょっとお尋ねいたします。

【門池学事振興課長】県内生の入学を促進する

ということでお話をさせていただいたと思うん

ですけれども、県立大学の県内生の割合は、昨

年とその前の年、初めて50％を超えたという状
況がありました。ただ、今年度、また50％を下
回るというふうな状況もございます。

県内生の入学を促進するというところで、今、

大学の方では、県内の高校に対して学部学科再

編の成果とか、就職実績ですね、こういったと

ころをＰＲして高校を訪問しているというとこ

ろもございます。

それからあと、オープンキャンパスとか、長

崎新聞とのコラボ企画というところで、県立大

学のＰＲなんかを実施しておりますので、そう
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いった中で佐世保校の建替えの進捗であったり、

今年度できる情報セキュリティセンターをＰＲ

しながら、県内生を獲得するようにＰＲをして

いきたいと思っているところでございます。

【外間委員】 割合が50％を切ったということ
でありますので、オープンキャンパスとＰＲの

実施に力を入れるということは、一定それは了

といたします。

やはり県内の人材に一定投資をして、やっぱ

り県外に就職をするというと、やはり何として

も少しでも県内の就職を高めていくための割合

というのは非常に大事なことなんでしょうけれ

ども、ただ一方で、大学の学部学科編成によっ

て、非常に高度な専門学科が出来上がって、優

秀な人材が長崎から、佐世保からどんどん出て

いくこと、それが県内にとどまるのか、県外に

出ていくのか、そこのところについてのさじ加

減は非常に難しいところだと思います。

一方で、情報セキュリティ学科のような、こ

れからの時代の大切な人材を育てるような特殊

な、全国でもまれな専門の大学として注目をさ

れている。そこに人材が、県内の就職先に、ち

ょっと聞いたところ、福砂屋さんをはじめ新し

い企業が就職先に選ばれていくような情報を広

げるために、そういう専門性を持った指導員が

入ってきて調整を図るということは非常に大事

なところだろうというふうに理解しております

が、ただ、ちょっと心配なのは、偏差値の調整

によって、県内の生徒をたくさん入れるがゆえ

に、一方では、非常に専門性の高い、偏差値の

高い大学になって優秀な人材が世界に向けて育

っていくようなところのさじ加減について、課

長としてその辺をどうとらまえておられるのか、

総務部長、よろしかったらご答弁をいただけま

せんか。

【大田総務部長】委員ご指摘の点、本当に悩ま

しいところだと思っております。私も3年目や
らせていただいておりますけれども、ずっとそ

このジレンマを、大学の関係者とも共有しなが

らやっているところであります。

理想を言えば、優秀な学生さん、県内の学生

さんが入ってきていただいて、優秀な形で県内

に残っていただくというのが理想ではあるんで

すけれども、現実を見たときに、なかなかそう

もいかないという中で、一歩一歩の取組という

ことになるんですけれども、先ほどの県内生の

入学率を高める取組というところでは、お話を

聞いていますと、やはり保護者の方々のイメー

ジが、県立大学は従来から決して高いものでは

なかったという嘆きの声も聞こえてきます。

そこは一歩一歩、それも平成28年に学科再編
をやらせていただいていますけれども、そこの

成果がそろそろ出始めるところでありますので、

そこの成果をしっかりとＰＲするだとか、ある

いは対外的に見やすい卒業要件という形で、こ

の大学は非常に優秀な方々が育っているんだと

いうＰＲをするということを、親御さんの方々

にもお届けできるような形で、県内高校などへ

ＰＲをしているという状況にございます。

こういった方々が少しずつ増えていきまして、

その方々が、まさに受け皿としての企業の開拓

をすることによりまして、県内に残っていただ

くということをやっていく必要があると思って

おりまして、その中で、さっきおっしゃってい

ただいた専門性の高いところはどうしても県外

に行きがちだというところを、何とか県内にと

どまっていただけるような工夫を少しずつして

いくということで、全体としての県内就職率を

高めていきたいというふうに考えております。

【外間委員】ありがとうございました。総務部
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長の答弁を了とさせていただきます。

優秀な大学が出来上がりつつあり、保護者を

通してそのように、非常にイメージの高い、い

い大学になってきている。そこから育つ就職先

をさらに併せ持って世話をしていくようなこと

で、一定そのジレンマ解決のために、ぜひとも、

今後とも、今おっしゃったような県内就職率向

上対策に向けてのバランスのとれた対応をぜひ

ともお願いをいたします。以上です。

【下条分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条分科会長】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〕

【下条分科会長】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。

予算及び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69号議案のうち関係部分、第85号議案のう
ち関係部分及び報告第4号のうち関係部分は、
原案のとおり、それぞれ可決、承認することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【下条分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は、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。

【下条委員】次に、委員会による審査を行いま

す。

総務部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、総務部長より所管事項について

の説明を受けた後、提出資料についての説明を

受け、陳情審査、議案外所管事務一般について

の質問を行うことといたします。

それでは、総務部長より所管事項説明を求め

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、ご説明いたします。

総務の文教厚生委員会関係説明資料をお開き

願います。

今回、ご説明いたしますのは、私立高校の就

職状況について、県立大学の就職状況について、

体罰に係る実態調査について、県立大学の令和

4年度一般選抜試験（前期試験）における合否判
定ミスについてでございます。

まず、私立高校の就職状況についてでありま

すが、今春卒業生の就職率は、令和4年3月末現
在で96.9％と前年度と比べ0.7ポイントの減と
なっており、就職した生徒の中での県内就職者

の割合は78.1％と前年度比2.3ポイント増加を
しております。

県内就職割合が増加した要因といたしましと

ては、工業科・商業科において、コロナ禍によ

り県内就職希望者の割合が増加したことが、全

体の県内就職率を押し上げたものと考えており

ます。

県といたしましては、引き続き、多くの若者

に地元長崎の魅力や暮らしやすさを知っていた

だけるよう情報発信に努めるとともに、県内企

業へのインターンシップや県内企業説明会・見

学会など、県内企業の情報を生徒や保護者に知

ってもらう機会を増やす等、県内就職の促進に

取り組んでまいります。

次に、県立大学就職状況についてであります

が、今春卒業生の就職率は、令和4年4月末現在
で98.4％と前年度に比べ0.4ポイントの増とな
っており、学部別では、経営学部が97.6％、地
域創造学部が98.1％、国際社会学部が100％、情
報システム学部が98.4％、看護栄養学部が
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100％となっております。
また、就職者のうち県内就職者の割合は、先

ほどご紹介しました33.2％で、前年度比3.5ポイ
ント増加しております。

県立大学おいては、県派遣キャリアコーディ

ネーターの活用やWebを活用した県内企業情
報の提供、県内企業説明会など県内就職に向け

た取組を積極的に実施しており、情報システム

学部や看護学科において県内企業への就職者が

増加したことから、前年度を上回る県内就職率

となっております。

情報システム学部では、近年、本県に進出し

ている誘致企業の採用情報を積極的に学生に提

供するほか、こうした企業に加え県内企業の情

報も個別に学生に紹介するなど、きめ細かな就

職支援の結果、県内就職率の向上につながって

おります。

また、看護学科では、コロナ禍により直接病

院を訪問する機会が減少し、学生が十分に情報

収集できない状況の中、就職情報サイトの運営

会社と連携し県内病院のＰＲ動画を作成・配信

したことにより、学生の県内病院への理解が深

まり、より多くの県内就職に結びついたものと

考えております。

県といたしましては、個別の学生に対する働

きかけを強化し、学生と県内企業との交流の機

会をさらに増やしていくとともに、引き続き、

県内就職率の高い県内生の進学を促進するなど、

県立大学と一体となって引き続き県内就職率の

向上への取組を推進してまいります。

次に、体罰に係る実態調査についてでありま

すが、体罰の実態を把握し、その根絶を図るた

め、令和3年度における私立学校の教職員、児
童・生徒及び保護者を対象に調査を実施いたし

ました。その調査結果では、体罰と認知された

件数は7件、体罰を行った教職員数は7人、体罰
を受けた児童・生徒数は12人で、体罰と認知さ
れた件数、体罰を行った教員数は、いずれも前

年度と同数、体罰を受けた児童・生徒数は前年

度より5名増加しております。
県といたしましては、今後とも、体罰根絶に

向け、校長会・教頭会や各種研修会等のあらゆ

る機会を捉え、私立学校教職員の体罰防止に係

る意識の徹底を図ってまいります。

最後に、県立大学の令和4年度一般選抜試験
(前期試験)における合否判定ミスについてであ

りますが、去る2月に実施した令和4年度一般選
抜（前期日程）における地域創造学部の合否判

定ミスに関して、入試試験の公平性・公正性の

根幹を揺るがすミスであったことを重く受け止

め、令和4年5月27日付けで関係職員に対しての
懲戒処分を行いました。

合否判定ミス発覚後、学外者を含めた調査委

員会を立ち上げ、事実確認、原因究明を行った

結果、今回の合否判定ミスは、採点担当の教員

及び集計を行う事務局職員に対して、採点後の

換算の必要性が、事前に伝えられていなかった

ことが最大の要因であると判明したため、情報

共有の徹底・明確化及び業務連携できる体制を

整えるべき責任者であった、入試担当の副学長

及び入試担当課を監督する学生支援部長を長崎

県公立大学法人職員就業規則に基づき、訓告の

懲戒処分といたしました。

また、包括的な入試業務の責任者である学長

及び事務の責任者である事務局長は、法人の役

員であり、職員就業規則が適用されませんが、

今回のミスにおける責任を重く受け止め、学長

は、報酬月額の10分の1を3か月、専務理事であ
る事務局長は、報酬月額の10分の1を1か月、自
主的に返納することとしております。
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なお、今回追加合格者となった15名に対して
は、個別に高校または自宅等を訪問し、お詫び

とミスの原因等について説明のうえ、全員に慰

謝料をお支払いするとともに、県立大学への入

学者には、他大学等の入学試験検定料やその後

の受験に要した交通費等の追加経費を補償して

おります。

今後、県立大学が取り組む入試業務体制の明

確化、手順書等の再整備など再発防止策の実施

状況を県としても確認しながら、必要な支援を

行うなど、大学と一体となって、学生並びに保

護者、県民の皆様の信頼回復に努めてまいりま

す。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

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。

【下条委員】 次に、提出のあった「政府施策に

関する提案・要望」について説明を求めます。

【門池学事振興課長】 去る6月上旬に実施いた
しました、令和5年度政府施策に関する提案・要
望について、総務部関係の要望結果をご説明い

たします。

総務部関係におきましては、新型コロナウイ

ルス感染症対策について、私学及び県立大学に

対する財政支援の充実強化について、私立学校・

幼稚園施設の耐震化に係る財源の拡充について

の3項目の重点項目について、要望を行いまし
た。

要望実績といたしましては、要望先が総務省、

文部科学省であり、末松文部科学大臣ほか23名
に対して要望書の配布を実施いたしました。

これに加え、7月下旬に上京しての要望活動
を予定しております。

現時点においては、新型コロナウイルス感染

症の影響が不透明ですが、今回の政府施策に関

する提案・要望の実現に向けて、引き続き取組

を行ってまいります。

以上で報告を終わります。

【下条委員】 以上で説明が終わりました。

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19となっております。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】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、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政府施策に関する提案・要望」につ

いて、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありせ

んか。

【庭委員】おはようございます。議案外につ
いて質問をさせていただきたいと思います。

今ご説明いただきました2ページ目の体罰に
係る実態調査についてのところでご質問をさせ

ていただきたいと思います。

体罰は、やはりあってはならないものだとい

うふうに思っております。その中で、今回、教

員数は同じだけれども、生徒数が5名増加して
いるというところでは、同じ教員の方がいろん

な生徒さんに体罰をされたのか、そういう実際

の状況を教えてください。

【門池学事振興課長】 7名いるうちに、1名の先
生が5人に対して体罰を行ったというのが実情
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でございます。

【庭委員】そんな中で、再発防止には取り組
んできたけれどもということかと思うんですけ

れども、この再発防止で具体的にどのようなこ

とに取り組んで、お一人の方が5人に体罰をし
てしまったというようなところでは、どういう

状況がそうなるのか。何人なんですかね、一人

目でとどめられなかったのかというようなとこ

ろも教えてください。

【門池学事振興課長】体罰の再発防止策につき

ましては、県においては、毎年3回、校長会とか
教頭会で体罰の厳守について指導を重ねてきた

ところでありますので、今後についても、この

指導を強化したいというふうに考えております。

それから、昨年、体罰が行われた学校につき

ましては、私立学校の教頭とか副校長を対象に

面談を実施しておりまして、その中でこういっ

たところの改善についても助言を行っていきた

いというふうに考えております。

それから、こういった調査をすることが、一

つの抑止効果につながるというふうに考えてい

ますので、こういった調査も継続していきたい

と考えております。

【庭委員】おっしゃるように、調査によって
の抑止効果はあろうかと思います。校長、教頭

への研修はもちろんだと思うんですけれども、

ご本人に対しては、県としては指導とか個別の

分というのは行わないのか、お伺いします。

【門池学事振興課長】県としましては、監督責

任、管理職事務の資格というか、管理職である

教頭先生との面談を通して、その教頭が、また

直接先生の方には指導されるものというふうに

考えております。

【庭委員】管理責任が教頭にあるということ
ではございますけれども、なかなか体罰がゼロ

にならないという点では、県としてももうちょ

っと強化した方がいいのかなというふうに思っ

ているところです。

もう一点だけ確認で、わからないので教えて

いただきたいんですが、体罰を行った先生方は、

繰り返し行われた方がいらっしゃるのか、今回、

指導することによって、次には体罰になってい

ないのか、その点を確認させてください。

【門池学事振興課長】 昨年、7名の方が体罰を
行っているんですけれども、その方が繰り返し

行ったかどうかというところの状況までは、県

の方としては把握はしてないところです。

【庭委員】そのあたりもやっぱり把握してい
ただいて、繰り返し行う方は、本当に教職員と

してそれはいいのかというようなところも指導

していくことが必要になってくるかと思います。

やはり体罰を受けた子どもさんは、この体罰

によってトラウマみたいになったりもしますし、

学校にも行けないとかという状況にもなろうか

と思いますので、ぜひ、私立高校においても体

罰がゼロになるようにしていただきたいと思い

ます。

以上で終わります。

【下条委員】 質問の途中ですけれども、約1時
間になりましたので、ここで休憩をしたいと思

います。

再開は、11時5分からお願いいたします。

― 午前１０時５５分 休憩 ―

― 午前１１時 ３分 再開 ―

【下条委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

引き続き、議案外所管事務一般について、ご

質問はありませんか。

【松本委員】県内就職率について、質問いたし
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ます。

先ほどの説明の、特に県内就職率の割合が

33.2％、前年度比3.5ポイント増加ということで、
特に情報システム学部、看護学科において増加

したということで、資料を取り寄せて見させて

いただきました。

確かに看護学科は、令和2年度は44.4が66.7と
いうこと、情報システム学科も27.5が43.3と。
情報システム学科は、希望者が40人から30人に
減っているので、その辺はあると思いますが、

大幅に増加していることは大変いいことだと思

いますが、全体を上げていくには、低いところ

を、先ほども予算のところで話がありましたが、

低いところに対してどう対応していくかという

ところも重要だと思います。

気になったのが、先ほどから話があっていま

す国際社会学科が、令和2年度44.3％が令和3年
度18.2％ということで大幅に下がっています。
国際経営学科は、変わらず21.1％ということで、
この2つの学科に対して、やはりてこ入れをし
ていかないと、幾ら上が上がったとしても限界

がありますから、ここを上げていくために、そ

もそもなぜこういう厳しい状況になっているの

か、要因をどういうふうに分析しているのか、

またその対応について、お尋ねいたします。

【門池学事振興課長】今、松本委員がお話しさ

れたとおり、国際経営学科と国際社会学科が、

大学全体と比較すれば20％前後というふうな
県内就職率で、低いという状況になっておりま

す。

要因としましては、両学科ともに卒業要件に

TOEIC730点以上の達成とか、また、海外ビジ
ネス研修なんかを実施していまして、英語教育

に力を入れているところがございます。

そういった学生が英語を生かせる職場を求め

て県外企業に就職している事例とか、また、国

際社会学科においては、就職者に占める県内生

の割合が、昨年に比べて低かったというところ、

それとあと、県内生の中でも県外を志向する学

生が多かったというところが低下の要因という

ふうに考えております。

県立大学においては、これまでも企業を訪問

して情報を収集していますけれども、その中で、

英語を生かせる企業の情報も併せて集めている

ところでございまして、今後、県内就職支援員

を配置しまして、県内企業の訪問先を開拓する

ようにしておりますので、そういった情報収集

を強化して、県内企業と学生のマッチングにつ

なげていきたいというふうに考えております。

【松本委員】答弁にあったTOEIC730点以上と
いうのはかなり優秀な人材だと思いますし、こ

の国際社会の中で、やはり極めて優秀な人材を

育成しながら、やっぱり県外に流出していると

いうところ。ただ、英語を生かせる企業という

のが、ターゲットがわかっているわけですから、

そこに対して、先ほどあったアプローチの仕方

だと思うんですね。そこの英語を生かせる企業

へのアプローチというのは、具体的にどういう

ふうにやっているのか、お尋ねします。

【門池学事振興課長】これまでのアプローチと

しましては、そういった英語を生かせる企業と

いう新たな情報を取得しまして、県内生の中で

就職がまだ決まってないような学生に対して、

こういった企業があるんだよというふうな紹介

をしまして、実際にマッチングに結びついた事

例というのはございます。

【松本委員】しっかりターゲットが決まってい

るのであれば、今後、先の話ですが、ＩＲの誘

致が決まったときにも、やはり外国人の方がど

んどん出てきますので、県北でもあるわけです
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から、そういったところの需要も出てくるかも

しれませんし、しっかりとそこの部分で、せっ

かく今回予算で就職支援員が配置されるわけで

すから、国際関係の部分のマッチングに対して

も、やはり弱いところを強化していくというの

は重要だと思いますので、進めていただきたい

と思います。

それと2ページのところに、学生と県内企業
の交流の機会をさらに増やしていくということ

ですが、今までも恐らくあったと思うんですけ

れども、今後、何かやはり課題があったから、

さらに増やしていくという認識で書かれている

と思うんですが、今後の方向性としてどうやっ

て具体的に増やしていくのか、お尋ねをいたし

ます。

【門池学事振興課長】県立大学では、長期イン

ターンシップというのを実施しているんですけ

れども、インターンシップが終わった後、企業

と学生の接点というのがなかなかなかったとい

うところもあって、就職につながる事例がそこ

までなかったというのがございます。

そういったところを解消するために、県内就

職支援員を中心に、インターンシップ後の学生

と企業の接点、例えばインターンシップ先にア

ルバイトで行くとか、そういったところをコー

ディネートするような取組を考えているところ

です。

それから、学生のニーズに合った県内企業を

抽出しまして、例えば英語なら英語というとこ

ろの企業を抽出して、交流する機会を持つよう

にしたいと考えております。

【松本委員】インターンシップもすごく実績は

出ていると思うんですけど、答弁にあるとおり、

終わった後ですね、その後のフォローというの

で、また就職につなげられるような機会という

のは、やはりつくっていただきたいと思います。

それと、予算のところにもありました、やは

りポイントとなるのは、県内就職率の高い県内

生の進学促進というのは非常に大きいと思いま

す。やはり端的に、県外から来られた学生を長

崎県に就職してくださいというよりは、やはり

県内におられる学生の方が、県内就職は当然高

くなっていくと思うんですが、先ほども答弁に

ありましたとおり、入学者における比率が、令

和3年は県内学生が50.8％でしたけど、令和4年
が46.6％と下がっているわけですよね。これに
対して、やはりもっと具体的に取り組んでいく

必要があると思いますが、そちらに対してのお

考えをお尋ねいたします。

【門池学事振興課長】今年度、県内生の割合が

低くなった一つの要因としては、全体の共通テ

ストの平均点が低かったというところがあって、

県外の学生が県立大学を志望した人が多かった

というふうなことで考えているところです。

先ほどもお話ししましたように、県内生の進

学促進のためには、大学が、今、県内の進学校

に対して学部学科再編の成果とか、それから就

職、こういうところに就職しているという就職

実績であったりとか、あと、県立大学は県内生

に対して入学料を軽減しているところがありま

して、そういったところのＰＲも行いながら、

県内生の入学促進、あと、先ほど申し上げまし

たオープンキャンパスであったりとか、長崎新

聞とタイアップした広告であったりとか、そう

いったところを活用して、県内生の進学を促進

させていきたいというふうに考えています。

【松本委員】やはり県内の高校生のインセンテ

ィブを、先ほどの答弁にありましたとおり、入

学金が減免されるということで、それがまだ周

知されてないところもあると思いますし、そこ
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はやはり周知の仕方だと思いますし、今後、夏

に向けてオープンキャンパスもあってくると思

うんですよね。だから、そこに対して、県内も

県立大以外の大学もたくさんあります。学生さ

んから、やはり選ばれる大学という意味では、

これもある意味競争だと思うんですね。ただ、

やはり県立大学というのは県費も入っているわ

けでございまして、県としてもやはり選ばれる

大学になっていくために、日頃の、オープンキ

ャンパスだけではなくて、地元の県北とか、長

与・時津の高校との日頃からの連携というか、

例えば共同学習とか、共同研究とか、県にある

県立大学というところで、高校との連携強化と

いうのも必要だと思うんですね。日頃そういう

ことをしていれば、ああ、県立大学はこういう

ことを勉強しているんだ、じゃあ、行ってみよ

うかなというのは地元の強みであると思うんで

すが、そういうことに対しての考えはいかがで

しょうか。

【門池学事振興課長】県立大学は、県の教育委

員会と連携協定というのを結んでおりまして、

県立高校の先生方との意見交換会とか、あと、

例えばシーボルト校であったら、長崎北陽台高

校とか、そういったところとの交流なんかも実

施しているところでありますので、そういった

ところをさらに強化していきたいというふうに

考えております。

【松本委員】県議会も県立大学と包括協定を結

んでおりまして、議員も講話に定期的に行かせ

ていただいておりますし、やはり県立大学とし

てのよさをもっと学生に伝えるために、もちろ

ん議会も協力していくと思いますし、県内の高

校生に選ばれる大学を目指して、そして、県内

就職率を上げるために頑張っていただきたいと

思います。

以上です。

【下条委員】 ほかに質問はございませんか。

【宮本委員】 1点だけ質問をさせていただきま
す。

先ほど庭委員からもありましたけれども、
私の方からも、私立学校における体罰について、

確認の意味も含めてお聞きをさせてください。

2ページに、令和3年度の体罰の実態が書いて
ありまして、生徒数が5名増加という非常に痛
ましい調査結果が出ております。

そもそもですけれども、公立学校で体罰が確

認された場合は、その都度、県の方に報告義務

がある。しかしながら、私立学校の場合は、こ

ういった体罰があっても、県への報告義務とい

うのは、学校法人が運営しているということか

ら、そもそも報告する必要はなくて、このよう

な年一回の調査で確認をするということしかな

いという理解でいいのか、最初確認をさせてく

ださい。報告の義務について。

【門池学事振興課長】宮本委員がご指摘される

ように、私立学校においては、体罰が起こった

ことの県への報告義務というのはございません。

ただ、こちらの方から、可能な限り情報提供

してくださいというふうなお伝えをしていると

ころでございます。

【宮本委員】ありがとうございます。そこはや

っぱり私学と公立の大きな違い、県教育委員会

と学事振興課の所管の違いとか、運営の根本的

な違いがあるんでしょうけれども、ちなみに、

この年に一回の調査というのは、これはずっと

されてらっしゃるものなのか、最近から始めら

れたものなのかということの実態調査、私学に

おける体罰の実態調査というのはどれくらいさ

れているのか、確認させてください。

【門池学事振興課長】この調査については、平
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成24年度から実施をしておりまして、今に至っ
ているという状況です。

【宮本委員】ありがとうございました。リアル

タイムで上がってくるものと、時を経て上がっ

てくる報告では、内容の違いとか経過によって

は、体罰を受けられた生徒さんが、例えば登校

拒否だったりとか、非常に深刻な状況になった

りするというのがあろうかと思うんですね。だ

から、公立の場合だったらリアルタイムで上が

ってくるので、その場ですぐ対応する。しかし、

私学は、こういった年に一回の調査でわかる。

もしくは、聞き取りを行ってらっしゃるという

ことであれば、そこの場でわかるけれども、時

間の差というのは出てくるんだろうなと思って

います。

そこは非常に悩ましいところだなと思います

が、これは難しいんでしょうが、例えば書いて

あります校長会・教頭会とかで体罰とかが認知

された場合、いち早く県の方にも報告してくだ

さいみたいなアナウンスというのはされている

のか、ちょっと確認させてください。

【門池学事振興課長】先ほどもお話しさせてい

ただいたんですけれども、報告する義務はない

ということなんですが、可能な限り私どもの方

に情報提供していただくような呼びかけはして

いるところでございます。

【宮本委員】ありがとうございます。そうする

ならば、いじめについても同様で、いじめが認

知されたときは、公立は報告の義務、私立は、

そうやっていじめが認知されたときも報告の義

務はないという理解で、報告の義務というか、

学校法人が県の方に報告しなければならないと

いうのはうたってないという理解でよろしいで

すか。

【門池学事振興課長】 いじめにつきましても、

必ず報告しなくてはいけないというところはご

ざいませんが、重大事態ですね、自傷行為とか、

不登校とかあった場合は、必ず県に報告するよ

うになっておりまして、それは法律であったり

ガイドラインで定められていることがございま

す。

【宮本委員】 ありがとうございました。要は、

体罰を受けられた生徒さんが、それによって学

校に行かなくなる、不登校になるというのを止

めなければならないという思いがあって、ちょ

っと確認をさせていただきましたが、ちなみに、

対処の仕方、体罰をした教職員に対する処分と

いうのは、これはもちろんでしょうけど、県の

方で決められるわけではなくて、学校法人独自

で処分については検討なさるという理解でよろ

しいのか、確認させてください。

【門池学事振興課長】 教員の処分については、

学校の設置者である学校法人が決めることにな

ります。

【宮本委員】ありがとうございました。なかな

かそこも悩ましいかなと思いますが、厳しく処

分していらっしゃるものなのかというのは、見

えないところですよね。

だから、先ほどもあったとおり、同じ教員が

複数名体罰しているというような現状も出てく

るんじゃないかなと思うんですが、そういった

ものも含めて、先ほどもありましたけど、ちょ

っと確認をしますが、再発防止策というところ

がやっぱり大事だと思うんですが、校長会とか

教頭会とか各種研修会は、多分、ずっとされて

きてらっしゃると思うんです。そこを強化して

いくというのはもちろんですが、もっと違った

角度から、私学に対する体罰であったりとか、

いじめ防止対策というのは、強化すべきではな

いかと思いますが、今年度新しい取組をします
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というものは、何かありますか。そこを確認さ

せてください。

【門池学事振興課長】先ほどもお話ししたんで

すけれども、教頭との面談というのをやってお

りまして、体罰が行われた学校については面談

を行いまして、その中で、県として必要な助言

を行っています。

特に私立学校は、やっぱり転勤がないという

ところがあって、そこの学校にいたら考え方が

固まってしまうというところがありますので、

ほかの学校の情報であったり、考え方、そうい

ったところをお話しして、新しい気づきを感じ

ていただくような取組をしております。

それと、いじめに関しましては、今年の5月に、
公立高校と私立高校の教頭先生を集めて新しく

研修を実施して、その研修内容については各学

校に持ち帰って、それぞれの教頭先生が先生方

に伝達研修をするような取組を、今年から始め

ておりますので、こういったところを継続して

いきたいというふうに考えております。

【宮本委員】ありがとうございました。もちろ

ん体罰をする先生、そして、受ける生徒さんが

ゼロになるという防止策は、いずれにしても非

常に重要ですし、いじめについてももちろん大

事ですので、非常に難しい立ち位置だと思いま

すが、積極的に訪問されて、また、教頭先生と

お話だったりとか、校長先生とのお話し合いを

増やしながらコミュニケーションをとっていた

だければと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

【下条委員】 ほかに質問はございませんか。

【大場委員】 1点、お願いをいたします。
私立学校の耐震化率の進捗についてですが、

公立学校の方は、もうほぼ耐震化の対応ができ

ている状況でございまして、私立学校自体は、

財政的な問題もあって非常に厳しいという声を

お聞きしておりますが、ここは、去年から比べ

てどれぐらい進捗している状況でしょうか。

【門池学事振興課長】 令和3年度末の耐震化率
というのが89.6％となりまして、7校17棟が耐
震化が必要な建物として残ることになっており

ます。

【大場委員】 残りが7校ですね。私が想像して
いる学校もあるのかなと思いますが、その7校
に対しての計画といいますか、そういったもの

はどのように予定されていますか。

【門池学事振興課長】 今、7校17棟が残ってい
るというふうに申し上げたんですけれども、そ

のうちの3棟については、令和7年度までに耐震
化が完了する予定ということで、今のところ聞

いております。

あとは、なかなか計画が立ってないという状

況がございますが、そこの学校に対しては、各

学校と協議する機会を持ちまして、例えば校舎

であれば耐震化が完了している空き教室、こう

いったところを活用していただくとか、あと寮

であれば民間アパートを活用していただくとか、

そういった各学校の個別の状況を踏まえて、各

学校と協議していきたいというふうに考えてい

るところです。

【大場委員】残っているところというのは、や

っぱり本当に厳しいんでしょうね。なかなか進

まないというのが実態でありまして、ただ、そ

こに対しては生徒さんも日々通われているわけ

でございますので、そこの対応というのは、一

日も早い対応が求められるので、そういったも

のも含めて、何らか県としても、財政的なもの

も含めて、教室のそういうふうな代替えの指導、

併せて、県独自としてそういったもののお考え

はどうでしょうか。
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【門池学事振興課長】県としましては、国の補

助に加えて、継ぎ足しという形で6分の1、例え
ば指定避難所に指定されていれば3分の1とい
った補助を用意しているところでございますけ

れども、一つは、やっぱり学校の資金的な体力

というところが大事と思いますので、そこはし

っかり生徒さんを集めていただいて、学校の経

営も改善を図っていただきたいと思っているん

ですけれども、学校の魅力を高める支援策とい

うのは、県の方でも事業を用意しておりますの

で、そういったところを活用していただきたい

と考えております。

【大場委員】ぜひ、そういったいろんな側面か

らの支援をお願いしたいと思っております。

また、これは地域性もありますけれども、私

立学校は人気が偏ってしまうんですね。公立学

校の方も、一部生徒さんの定員割れがある地域

もありますが、そういったところでの話を聞く

と、やはり私立学校のそういったところへの人

気が集中してしまっている。要は県央であった

りとか、そういった話を聞きますので、そうい

ったところで、それは多少しょうがない部分も

ありますが、その地域、地域によっては、その

私立学校がないと非常に困る地域もありまして、

そういったところはぜひご理解をいただいて、

県としてもできる限りの支援をお願いしたいと

思います。

以上です。

【下条委員】 ほかにご質問はございませんか。

【外間委員】 確認を1点させてください。
県立大学の一般選抜試験（前期試験）における

合否判定ミスについて、地域創造学部の合否判

定ミスに関して、このことを当局としては、入

学試験の公平性や公正性の根幹を揺るがすミス

であったということで重く受け止められて、厳

罰に、一定関係者に対して懲戒処分を行ったご

説明を総務部長よりいただきました。

人生をかけて、学生さんが合否によって人生

が変わると、そういったことも含めて、このこ

とを重大に受け止められたということでの判断

だと。同じことが起きないように、こういう訓

告の処分をしたり、実際に不合格者であった方

を合格者として、それに対する様々な処置につ

いて丁寧に行ったということで、後々、ミスは

ミスとして、しっかりと後の処理をやったとい

うご報告を受けて、一定そのことについては了

とするんですけれども、1点気になるのは、受験
者数に対して合格者数、合格点数があって、そ

して、全ての受験者数が配点ミスになったのか、

公平性に欠けるということになると、地域創造

学部の中での配点が科目によって違っていたの

か、そういったことも含めて、ちょっと見えな

いところがありますので。

その学部学科の採点、どこまで聞いていいの

かわからないんですが、例えば200点であった
点数を、担当の教員と集計を行う職員に換算の

必要性が伝えられてなかったという最大の理由

によって、採点の基準が、判断が間違ってしま

ったということなんですけれども、地域創造学

部の受験者の方の対応、そこのところをもう少

し詳細に教えていただけませんか。

【門池学事振興課長】 地域創造学部の2学科に
おいて英語の科目を、通常200点ということで
ほかの学部はしているんですけれど、ここにつ

いて、地域創造学部については300点というふ
うに得点が変わっておりまして、そこが、今回

は換算がなされなかったということで、合否判

定のミスにつながったというところでございま

す。

【外間委員】わかりました。地域創造学部の受
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験者の方は、皆同じ科目を受けられて、同じよ

うに配点ミスを受けたと。その受験者数に対し

て合格者数が15名、不合格者だった人を、実際
は300点と換算しなければいけなかったために
15人の合格者が出てきた。それに対して対応し
たということで、このことによって、例えば不

合格者が、逆に、合格している人が不合格にな

るというケースはなかったのですか。

【門池学事振興課長】今回の事例につきまして

は、一旦合格を出した方については不合格とい

うふうな判定はしていないというふうに聞いて

おります。

【外間委員】 わかりました。理解しました。

それでは、最後に、この15人の合格者が判明
されて、丁寧に対応された結果、15人の方は、
最終的に県立大学に対しての合格者として全て

受け入れられたのか、その後についての、個人

情報になるんでしょうかね。

【門池学事振興課長】 15名のうち、県立大学に
入学していただいた方については、9名が入学
していただいたというところです。

残りの方々については、ほかの大学に入学さ

れたとか、そういったところで、県立大学つい

ては入学されなかったということです。

【外間委員】わかりました。じゃ、15名の行方
についても、一定お話によって、私としては理

解ができました。

答弁によって、いずれにしてもこの方々に対

するミスはミスとしても、後の処理については

適切に行ったということでありますので、今後、

こういった合格判定のミスというのは、極めて

大事なことでありますので、以後、十分に注意

をなされてご対応していただきますようお願い

いたします。理解しました。

【下条委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員】 ほかに質問がないようですので、

総務部関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３５分 休憩 ―

― 午前１１時３５分 再開 ―

【下条委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、総務関係の審査を終了い

たします。

それでは、午前中の審査はこれにてとどめ、

しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から委員会を再開し、教育委
員会関係の審査を行います。

総務部の理事者の皆様におかれましては、大

変お疲れさまでした。

― 午前１１時３６分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【下条委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、教育委員会関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、人事異

動後、これまでの委員会に出席がなかった新任

幹部職員の紹介を受けることにいたします。

【中﨑教育長】本日、出席しております教育委

員会事務局の新任幹部職員をご紹介いたします。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【下条委員長】 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。

【下条分科会長】まず、分科会による審査を行

います。
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予算及び報告議案を議題といたします。

教育長より、予算及び報告議案の説明を求め

ます。

【中﨑教育長】それでは、お手元に予算決算委

員会文教厚生分科会関係議案説明資料をよろし

くお願いいたします。

1ページでございます。
教育委員会関係の議案についてご説明いたし

ます。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算
（第3号）」のうち関係部分、それと追加1にご
ざいますけれども、第85号議案「令和4年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部分、
報告第4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23号）」のうち関係部
分であります。

はじめに、第69号議案「令和4年度長崎県一般
会計補正予算（第3号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。

令和4年度当初予算は、知事選挙の関係によ
り、いわゆる骨格予算であったため、今回の補

正において、「新しい長崎県づくり」の実現に

向け、必要な経費を計上いたしております。

教育委員会所管の補正予算額は、歳入予算で

は、合計1,325万円の増、歳出予算では、合計10
億7,724万2,000円の増であります。
続きまして、2ページでございます。
次に、歳出予算の内容についてご説明いたし

ます。

（県立学校の環境整備について）

1 県立高等学校及び特別支援学校の校舎や

グラウンド整備等に係る経費として、高等学校

校地等整備費1億7,189万7,000円の増、高等学
校校舎等整備費8億1,298万3,000円の増、特別

支援学校施設整備費1,284万3,000円の増。
2 農業高校において1人1台パソコンの更な

る有効活用を図るため、農場への教育用ＬＡＮ

整備に係る経費として、高等学校校舎等整備費

844万9,000円の増を計上いたしております。
（学校教育について）

1 小中学校において、離島部と本土部の実践
モデル校を指定し、ＩＣＴ等を活用しながら、

学校外での自主的な学習の充実を図り、子ども

たちの「学びに向かう力」を育成するための経

費として、学力向上対策事業費410万2,000円の
増。

2 高等学校において、生徒の英語による発

信力の強化を図るため、1人1台端末を活用した
実践研究や、海外留学等への興味・関心を持つ

きっかけをつくるための留学支援フェアの開催

に係る経費として、国際理解教育推進費1,073
万4,000円の増。

3 高等学校において、ＤＸ・ＩoＴ・Society5.0
への対応など産業界が求める人材の変化に対応

した人材育成のため、各専門高校の得意分野を

生かした共同学習の展開等に係る経費として、

教育指導費271万3,000円の増を計上いたして
おります。

（特別支援学校のキャリア教育について）

企業による日常的な学校見学会や企業向けフ

ォーラムの開催など生徒と企業の相互理解を深

める取組を実施し、就労先となる職域の拡大と

就労率向上を目指すための経費として、特別支

援学校教育振興費157万8,000円の増を計上い
たしております。

（学校における教育相談体制の充実について）

スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーの資質向上やコーディネーターとの連

携強化を通して、学校における教育相談体制の
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一層の充実を図るための経費として、いじめ不

登校対策事業費224万1,000円の増を計上いた
しております。

（社会教育の振興について）

1 各市町における幅広い地域住民の参画か

らなる「地域学校協働本部」の整備を支援する

とともに、学校・家庭・地域が連携・協働する

「地域学校協働活動」を推進するため、地域住

民による放課後・休業日における学習支援を行

う取組を補助する経費として、学校・家庭・地

域教育力向上推進費1,148万1,000円の増。
2 ミライｏｎ図書館及び郷土資料センター

において、電子図書館システムの導入、郷土資

料のデジタル化等を行うための経費として、ミ

ライｏｎ図書館管理運営費3,822万1,000円の
増を計上いたしております。

また、繰越明許費については、長崎西高校の

第1体育館外部改修工事において、年度内に適
正な工事期間を確保することが困難であるため、

一般校舎等整備費7,976万1,000円を設定しよ
うとするものであります。

追加1をよろしくお願いいたします。1ページ
中ほどからでございます。

次に、第85号議案「令和4年度長崎県一般会計
補正予算（第5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、国において決定された「コ

ロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急

対策」等に適切に対処するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。

教育委員会所管の補正予算額は、歳出予算で

は、合計2,017万2,000円の増であります。
この結果、令和4年度の教育委員会所管の予

算総額は、1,310億4,306万9,000円となります。
次に、歳出予算の内容にいてご説明いたしま

す。

物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽

減を目的とした県立高校の寄宿舎運営に対する

支援に要する経費として、1,052万4,000円の増、
物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽減

を目的とした県立学校に対する給食費及び舎食

費の支援に要する経費として、964万8,000円の
増を計上いたしております。

また本文の4ページ、下の方からでございま
す。

次に、先の3月定例県議会の本委員会におい
て、専決処分により措置することについてあら

かじめご了承いただいておりました、「令和3年
度長崎県一般会計補正予算」について、令和4年
3月31日付けで知事専決処分いたしましたので、
関係部分についてその概要をご報告いたします。

教育委員会所管の補正予算額は、歳入予算で

は、合計8,881万2,000円の減、歳出予算では、
合計15億9,097万3,000円の減であります。
歳入予算の主なものは、記載のとおりでござ

います。

歳出予算の主なものは、記載のとおりでござ

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。

【下条分科会長】 次に、提出がありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料、『政策的 新規事業の計上状況』」について、

説明を求めます。

【桑宮総務課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本分科会に提出いたしま

した教育委員会関係の資料について、ご説明い
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たします。

今回、ご報告いたしますのは、「政策的新規

事業の計上状況」についてであります。

資料の1ページをお開きいただきたいと思い
ます。

教育委員会関係では、上から8つ目の長崎県
「学びの活性化」プロジェクト費以下4事業を
新規事業として要求を行い、全ての事業におい

て要求額どおりの予算を計上いたしております。

以上で説明を終わります。

【下条分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算及び報告議案に対する質疑を

行います。

質疑はございませんか。

【松本委員】 それでは、分科会説明資料、横長

資料の10ページから、まず聞きます。
新規になるんですかね、長崎の未来を創るワ

クワク産業教育実践事業について、質問いたし

ます。

まず、事業名があまりない表現なんですけど、

そもそもこの「ワクワク」の意味から、まずお

尋ねいたします。

【田川高校教育課長】今、ご質問いただきまし

た事業について、「ワクワク」という言葉はな

かなか馴染みのない言葉ということでご質問を

いただきました。

この事業の中には、教師向けの事業と生徒向

けの事業と大きく二本立てになっております。

今の時代、生徒にせよ、教師にせよ、どのよう

な人材が伸びるかといいますと、やはりワクワ

クする感性や好奇心を持った人材、こういった

方が一番、これからの時代、伸びていくのでは

なかろうかという考えを持っております。

そういった中でこの事業には、社会が大きく

変化する中で、楽しく、ワクワクしながら学ん

でもらい、それがよき産業人材の育成につなが

ればという願いを込めて、このような名称を使

っております。

【松本委員】 ワクワク、楽しくと、そういう思

いでするということなんですが、要するに産業

人材ということで、先端分野の企業へ教員とか

を派遣するとあります。そこがワクワクなのか、

まあ、いいとしても、今までにない試みである

ことは確かであります。

大事なことは、じゃ、先端企業に派遣をして、

具体的に何を教員が学んで、それが県内の教育

にどう影響するのか、お尋ねいたします。

【田川高校教育課長】まず、長崎にも産業の先

端をいく企業がたくさんございます。そういっ

た企業の一つひとつといったものを教師が勉強

するといったことが、まず一つ大きな柱になろ

うかなと思っております。

現在の変化の激しい時代の中で、こういうよ

うなすばらしい企業があるんだということを、

約2週間の研修期間の中で教師が学んでいくと。
そういう中で、長崎にもこういうすばらしい企

業があるんだということを、また授業の中で紹

介する。あるいは、またそういう企業の方が講

師となって生徒の前で講義を行う。そういう中

でワクワク感を醸成させたり、次の新たな学び

につなげたりというようなことで、一本目は考

えているところでございます。

二本目としまして、生徒対象の事業を構築し

ております。こちらの方は、農業、工業、商業、

それぞれの専門高校がそれぞれの学習をやって

きたわけですけれども、これからは、現在もそ

うですけれども、例えば農協が商工会や工業団

体と連携をすることが求められる時代になって

おります。

そういうような社会の中で、やはり専門高校
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の学びも、農業なら農業だけではなく、工業な

ら工業だけではなくということで、社会の大き

な課題を専門高校の枠を取っ払って、それぞれ

が協力し合いながら課題の解決に努めていくと。

そういう中で、本県の産業の振興に資するよう

な産業人材を輩出していきたいと、そういう事

業構成でございます。

【松本委員】まず、先端企業の教員研修に関し

ては、やはり先端技術を教員の方が学んだとし

て、大事なのは、それをどう教育に落とし込ん

でいけるかということなんですよね。先端とい

うことは、今はもう開発中のものであり、最先

端のもの、それをいかに教材として地元の高校

生がかみ砕いてそれを理解して、そして主体的

な学習に結びつけるかと。だから、研修しただ

けでは効果はないものでありますから、そこの

部分を、新しい事業でもありますので、しっか

り取り組んでいただきたい。

あと、農・工・商の連携ネットワークという

こと、確かに農業だけとか、工業だけではなく

て、6次産業化も今進んでいますので、そこのネ
ットワークというのは重要であると思いますが、

これもまだ確たるものがなくて、今から始めて

いくものですから、やはり連携できる体制づく

りというのもないと、学校もそれぞれ違います

し、そこの部分で、生徒に対してどこまで具体

的に、結果としてゴールというか目標を持って

いるのか、お尋ねします。

【田川高校教育課長】少しばかり事例としてご

紹介いたしますと、農業高校の実験・実習の中

で、植物の栽培の中で鉢物の土の中の水分の含

有量は、どれくらいが一番成長していく最適な

水分量なのかということを調べるに当たって、

実際、工業高校で測定器を開発してもらって、

そして、それをもとに商品化というんでしょう

か、植物の栽培の最適化、そういったことを調

べていくというようなことで、工業と農業との

コラボレーションの事例が実際あっておりまし

て、そういうようなことを教員の組織体制も含

めましてしっかり培いながら、こういった事例

の積み重ねをやっていきたいというふうに考え

ております。

【松本委員】非常にすばらしい事業だと思いま

すので、タブレットも支給されていますし、Ｉ

Ｔを活用して、そして、やはりＡＩシステム導

入の先端技術等を学んでいただいて、ぜひ、縦

割りではなくて横断的に取り組んでいただきた

いと思います。

続きまして、12ページの、先ほど説明があり
ましたスクールソーシャルワーカー活用事業の

ところでございます。

依然として、いじめと不登校はなかなか大き

な課題になっている中で、今回は研修会を実施

するということでございました。教育相談体制

の一層の充実を図るために研修会を実施すると

ありますが、実際、この研修会を通じて、どう

やって教育相談体制の一層の充実を図るのか、

お尋ねいたします。

【大川児童生徒支援課長】教育相談体制の一層

の充実とありますが、その一層の充実とは、何

を具体的にどうやっていくのか、あるいは、専

門的な内容の研修によって相談体制の充実がど

のように図られていくのかというご質問でござ

います。

一つは、学校におけるスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー及びその両者をつ

なぐ教員であるコーディネーター、この三者の

連携体制の強化を図ることは急務であるという

ふうに考えております。

現在、スクールカウンセラー、スクールソー
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シャルワーカーの研修会は、それぞれ職種ごと

に分かれて実施しております。また、学校にお

ける児童生徒の相談体制は、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカーに加えてコ

ーディネーターの教員が両者を調整するように

なっておりますが、これらの職員が一堂に会し

て連携体制を確認するような研修の場がこれま

でございませんでした。

この課題に対応するため、三者が一堂に会す

る研修会を実施いたしまして、この中でいじめ

解消や不登校支援の成功事例をしっかりと共有

いたしまして、チーム学校としての連携のあり

方について、グループワーク等による討論、討

議を深めることで一層の教育相談体制の充実を

図ってまいりたいと考えております。

【松本委員】いじめ・不登校はスクールカウン

セラーが対応して、そして、経済的な家庭的な

事情はスクールソーシャルワーカーが、それぞ

れの配分はコーディネーターがされるというこ

とで、それが今までは縦割りで研修をしていた

と。それを一堂に会してやるということですが、

かなりの人数になると思うんですね、一堂に会

すると、県内全域であれば。そういったものが、

このコロナ禍の中で、しかも現場の実務をしな

がらしなきゃいけないわけですが、そちらに対

してはどのような実施計画を持たれているのか、

お尋ねします。

【大川児童生徒支援課長】研修の二つ目の柱と

して、高い専門性を有する講師による講義を考

えております。

最新の情報であったり、あるいは新たな社会

的課題にもしっかりと対応できるように、いじ

め問題、不登校支援に精通している専門家を招

聘したいと考えております。

チーム学校としての連携の強化、あるいは高

い専門性を有する講師招聘による資質向上を通

して、効果的な支援をつなげてまいりたいとい

うふうに考えておりますが、今回、スクールカ

ウンセラーが104名、スクールソーシャルワー
カーが34名、そして、学校配置のコーディネー
ターが322校ございますので、ざっと考えても
500名弱ぐらいの人数になります。当然、このコ
ロナ禍にあって、なかなか一堂に会して集合と

いうのは難しゅうございますので、ぜひオンラ

インを活用しながら研修会を実施していきたい

というふうに考えております。

併せて、令和4年度は、新規のスクールカウン
セラーを9名、そしてスクールソーシャルワー
カーは6名採用しておりますので、今後、段階的
に世代交代を図っていく必要もあることから、

ベテラン職員と若手職員を一つのグループに編

成し、それをグループとしてグループワークを

実施することで研修の効果を高めてまいりたい

と考えております。

【松本委員】新人の方が入ってこられても、や

はり経験がない方にとっては、非常にカウンセ

リングとかは大変だと思います。今回のように

グループワークで連携してすることによって、

やはり得るものもあると思いますし、それとあ

と、不登校から復帰した事例ですね、これをや

はり共有化することによって、不登校対策に対

しての具体的な手法というのがとれていくと思

います。ただ、ネットの中でやっていくという

のはなかなか不便もあると思いますが、しっか

りとした結果を出せるようにお願いいたします。

最後に、13ページの地域学校協働活動推進事
業費について、質問いたします。

まず、そもそも「地域学校協働本部」という

ものの整備を目的としているということですが、

この地域学校協働本部の意義、役割について質
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問いたします。

【山﨑生涯学習課長】現在、地域においてつな

がりの希薄化や地域の教育力の低下が課題とな

っております。

そういった中で、幅広い地域住民や団体等が

つながりネットワークを形成することで、地域

全体で子どもたちの学びや成長を支えるととも

に、持続可能な地域づくりを推進するために、

各市町において幅広い地域住民や団体等が参画

する、この地域学校協働本部の整備を支援して、

地域学校協働活動のさらなる推進を図っていこ

うと考えているところです。

【松本委員】大変重要なことだと思います。普

段から、これまでも地域と学校というのは密接

な関係を持っていましたが、やはりコロナ禍の

中で、関係をさらに密接にするのはなかなか難

しい状況になっていると思います。

ここで、各市町の取組を推進ということで、

資料を取り寄せて確認したんですけど、地域学

校協働本部を21市町でできているところとで
きてないところの格差がかなり広がっています。

例えば佐世保市においては100％、全ての学
校で地域学校協働本部をつくっているんですけ

ど、長崎市は0％になっています。全体を見ても、
100％の自治体が21分の7に対して、0％の自治
体が21分の4あるということで、このような大
きな格差はどういう要因があるのか、お尋ねを

いたします。

【山﨑生涯学習課長】地域学校協働本部は、先

ほど申しましたように、幅広い地域住民が、あ

るいは団体等がつながるネットワーク体制であ

るために、次の3つの要件が重要になってきま
す。

1つ目が、コーディネート機能です。2つ目が、
より多くの地域住民の参画による多彩な活動の

実施、そして3つ目が、継続的・安定的な活動と
いうことで、この3つが重要になってくるわけ
ですけれども、それぞれの地域の中には、例え

ば地域コーディネーターの人材の確保が難しい

地域があったり、あるいは、現在のところ活動

がまだ継続的・安定的というところまでいかず

単発的であったり、一部の活動にとどまってい

たりするような地域があるというようなことが

考えられるかと思います。

【松本委員】 そういった背景があるからこそ、

今回の事業が、市町向けの説明会・研修会を実

施されるということであります。

ただ、やはり市町の実情も、先ほどの答弁に

あると思いますが、100％のところも実際出て
いるわけでございまして、ここはやはり県とし

ても、率先して働きかけを強めていただきたい

と思います。

それと最後に、地域未来塾への補助というふ

うにあります。これも国、県、市で補助をして

いくということですが、具体的な内容について

お尋ねいたします。

【山﨑生涯学習課長】地域未来塾は、中学生を

対象として、地域住民の協力を得て学習支援や

相談など、地域全体で子どもたちの学びや成長

を支えるような、そういう活動です。

また、この地域未来塾の活動をすること、こ

の事業によって、地域において人と人のつなが

りがさらに深まっていったり、あるいは地域住

民と子どもたち、あるいは地域住民同士がつな

がるきっかけにもなるのではないかというふう

に思っております。

【松本委員】 非常にこれは国、県、市の負担に

なりますし、地域にとって、やはり経済的な理

由で学習塾に行けないとか、また、不登校であ

って学習が遅れているとか、様々な課題がある
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ときに、やはりこういった学習支援の事業を地

域でやることによって、非常に大きな効果はあ

ると思います。

ただ、動き出すのは非常に労力がかかると思

いますので、ぜひとも、県の方からも成功事例

とか推進事例を示していただいて働きかけをし

ていただいて、少しでも多くの方が地域で、ど

うしてもコロナ禍の中で希薄になっているとこ

ろがあると思いますので、そういった中で、や

はり学校だけではなく、地域全体で子どもたち

を育てるという機運を高めていただきたいと思

います。

以上です。

【下条委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【宮本委員】それでは、2～3、お聞きいたしま
す。

教育長説明資料の3ページになります。特別
支援学校のキャリア教育について、お聞きいた

します。

非常に大事な取組であると認識しております。

いろいろいただいた資料もありますが、これは

新規事業ではないようで、もちろん今までも、

特別支援学校における企業向けの就労先の拡大

であったりとか、就労率を上げるための取組と

いうのはされてきてらっしゃったかと思います。

これは事業費で言いますと150万円ですかね、
予算規模としてはそう高くないようですが、具

体的に今までのものと違う取組が今年度あるな

らば教えていただきたいというのと、併せて、

今現状、特別支援学校における就労の状況とい

うのはどのようになっているのかを聞かせてく

ださい。

【分藤特別支援教育課長】ただいまのご質問に

対しまして、ご説明をいたします。

高等部卒業生の進路のニーズとしましては、

就職のほか大学等進学や福祉施設の利用がござ

います。

第3期の長崎県教育振興基本計画では、高等
部生徒の進路希望に沿った進路実現率を目指す

成果指標に掲げております。毎年95％以上を維
持するとしております。本年3月の高等部卒業
生も、進路実現95％以上を達成することができ
ました。

その中で、就職希望者は、例年100名ほどおり
ます。そのほとんどが就職をしております。こ

こ数年の課題としまして、新型コロナウイルス

感染拡大の影響で、予定をしておりました医療

や介護施設での職場実習が中止または延期とな

りまして、障害のある生徒にとって、職場実習

が実質的な就職試験の機会であるのに、その場

がなくなりました。それで企業側から、年度内

に採用の判断が得られなかったケースがござい

ました。

委員のご質問の答えですが、新しい時代のキ

ャリア教育推進事業の中で、今回補正予算を計

上した部分、職場実習以外にも企業の日常的な

学校見学、または企業フォーラムを実施するこ

とで生徒の働く力を見ていただく、判断してい

ただく、そういう機会を増やしまして、就職を

希望する生徒の確実な進路実現につなげたいと

いうふうに思っております。

【宮本委員】ありがとうございました。大事な

視点ですね。やっぱりコロナでいろいろ影響が

出ているというのは、やはり特別支援学校に通

ってらっしゃる生徒さんたちにも出ているとい

うことですね。改めて、今日、認識をさせてい

ただきました。

先ほど言われていた、日常的にこういった企

業があるんだよと触れ合うような機会というこ

とでしょうが、ちなみに、県内で積極的に就労
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に携わっていらっしゃるような企業は、数は、

年々増えているんですかね。それをちょっと確

認させてください。

【分藤特別支援育課長】 長崎労働局令和3年度
障害者雇用状況集計結果によりますと、県内民

間企業の障害者雇用数は過去最高だそうです。

企業の法定雇用率は2.3％ですが、県内企業の
障害者実雇用率は2.64％、対象企業数も1,046社
から、前年度比29社増しているということで、
障害者を雇用している企業というのが増えてい

るということで、しっかりとそこの企業への就

職というところに希望者をつなげていきたいと

思っております。

【宮本委員】ありがとうございました。増えて

いるということも確認できましたし、非常にい

い傾向にあるんだなと思いますが、一方で、課

長がおっしゃったように、コロナ禍でなかなか

行きたいところにも行けないという現状がある

ので、コロナも少しずつ回復してきて、そうい

ったところにどんどん行けるようになればいい

んでしょうが、こういった新しい取組で、引き

続き就労支援に尽力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。

それと、4ページになりますが、ミライｏｎ図
書館について、確認をさせてください。

いよいよ電子図書館システムの導入というこ

とで、ミライｏｎ図書館管理運営費3,822万円
計上されています。これは事業内容をもう少し

具体的にお聞きしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

【三好生涯学習課企画監】ミライｏｎ図書館管

理運営費3,822万1,000円の内訳ですが、大きく
言いますと2点、事業内容がございます。

1つは、ミライｏｎ図書館における電子図書
館システムの導入、もう一つの柱が、郷土資料

センターにおきまして、郷土資料のデジタル化

の推進の2点になります。
電子図書館のシステム導入につきましては、

現在、使用しております図書館システムを電子

化させるための改修費、また、実際電子書籍を

購入する費用、その後の通信費などを計上して

おります。

デジタル化におきましては、デジタル化に必

要な費用、また、サイトの構築費などを計上し

ている内容となっております。

【宮本委員】ありがとうございました。電子図

書館システムの導入ということで、この中には

購入費も入っているんでしょうか、どれくらい

の書籍を、まずは購入という形で見込まれてい

るのかも教えていだければと思います。

【三好生涯学習課企画監】今回のこの事業にお

いては、電子書籍の購入費として1,000万円を
計上しております。選書の方はこれから進めて

いくことになりますが、見込みとしては、およ

そ1,000冊程度ではなかろうかと見込んでおり
ます。

【宮本委員】 ありがとうございました。1,000
万円規模で、大体1,000冊という形です。
今からちょっとずつ増やしていかれる計画で

あろうと思いますが、これは来館しなくて、電

子書籍なので、スマートフォンとかタブレット、

もしくはパソコンから電子書籍を、家にいて借

りられるようなものが離島、そしてへき地を含

めて長崎県内でできるということでの理解でよ

ろしいでしょうか。

【三好生涯学習課企画監】おっしゃるとおりで

ございます。今回、このデジタル化を進めるこ

とによって、ミライｏｎ図書館にこれまで来館

が難しかった離島地区における皆様であるとか、

半島地区の皆様、また、仕事やその他の事情で
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開館時間に図書館が利用できなかった皆様につ

いても、インターネットを通してパソコンやス

マホ、またダブレットなどで図書の貸出しを、

読書をすることが可能となります。

【宮本委員】 ありがとうございました。

最後1点、スケジュール感を教えていただけ
ればと思いますが、これで補正予算が成立をし

て、今年度どれくらいの時期に、今から書物を

選んだりとか、入札とかという作業が入ってく

るかと思いますけど、どれくらいからスタート

できるようなスケジュールになりますか。

【三好生涯学習課企画監】今回議決をいただき

ましたら、すぐ動き出したいと考えております。

年明け2月中には電子図書館をスタートできる
ように取組を進めていきたいと考えております。

【宮本委員】 ありがとうございます。書物、電

子書籍を選ぶというのも非常に難しい作業かと

思います、どれを選ぶかというのはですね。ニ

ーズに応えていかれるというのもあるんでしょ

うが、まずはこれからと、この書物からという

判断になろうかと思いますが、郷土資料のデジ

タル化と併せて、県庁内でもデジタル化、ＤＸ

というものも進んできていますので、一日も早

くこの電子図書館システムというのがスムーズ

に導入できますように、引き続き尽力をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。

それと、最後もう一点だけよろしいでしょう

か。ちょっと戻りますが、2ページになります。
学力向上対策事業費で410万円計上されてい

ます。いただいた資料のポンチ絵もあるんです

けど、新規事業、長崎県学びの活性化プロジェ

クト費ということであります。これはよく見て

みますと、事業の概要が1番、2番があるんです
が、これは最終的に子どもたちの「学びに向か

う力」を育成と書いてあります。なかなか理解

がしにくいところであって、学びの習慣メソッ

ドを作成とかあるんですが、これはもう少しわ

かりやすくご説明をいただければと思います。

【加藤義務教育課長】長崎県学びの活性化プロ

ジェクトといたしまして、子どもたちの学校外

での学習の充実を図り、本県小中学生の「学び

に向かう力」を育成する研究に取り組んでいき

たいと思っております。

学習指導要領の改訂や家庭環境の変化、また、

1人1台端末の導入など、子どもたちを取り巻く
環境が変化しております。

このような中、本事業では、学校と家庭、地

域が連携し、子どもたちが学校外でも自主的な

学習に取り組んでいくモデル校を本土部と離島

部に指定し、その研究を深めていきたいと考え

ております。

その際、ＡＩドリルを活用したり、異なる地

域にあるモデル校の子どもたちや教職員がオン

ラインでつながり情報交換をするなど、ＩＣＴ

を活用しながら事業を展開し、その成果を学び

の習慣化メソッドとして取りまとめ、県内の小

中学校に広げていきたいと考えております。

【宮本委員】ありがとうございました。一般質

問でもいろいろ議論がなされたと思いますが、

これは学校外ということは、学校外での自主的

な学習の充実を図るということですが、この中

に、学びの活性化応援会議というのが設置され

て、幅広くＰＴＡも構成メンバーとして入って

いるようです。ＰＴＡの位置づけというか役割

について、教えていただけますか。

【加藤義務教育課長】この学校外での学習と申

しますのが、大きな内容を占めるのが、子ども

たちの家庭学習という形になってまいります。

そのほかにも、地域での学習支援などがござい

ますので、学校外での学習と置いております。
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このようなことから、家庭学習を進める上で

は、ＰＴＡの役割が大変大きなものになってく

ると考えております。

【宮本委員】ありがとうございます。ちょっと

ずれるかもしれませんが、ＰＴＡの活動も、コ

ロナによってかなり激減していて、私も、今、

メンバーなんですけど、小学校、中学校やって

いますけど、ほとんどやってないですもんね、

2年間。事業というのはほとんどやっていませ
ん。よって、ここで参画するのが可能なのかな

と、ちょっと懐疑的なものもあったりとか、ど

ういった形で関わるのかというのもあります。

今後、いろいろ協議しながらということにな

るんでしょうけれども、できる限りわかりやす

く、こういったものをするというのを提示して

いただきながら、この「学びに向かう力」とい

うのを育成していただければと思います。

あと、学びの習慣化メソッドを作成して、こ

れは、将来的には全県に展開をするというよう

なことになりますか。

【加藤義務教育課長】 この「学びの習慣化」と

いう言葉ですが、子どもたちの家庭学習の充実

を図るということで、実は平成18年度に、県の
ＰＴＡと県の校長会、そして県の教育委員会で

一緒になって取り組んだことがございました。

そこで子どもたちの家庭学習が高まっていった

のですが、やはり今、時代の変化によって、例

えば共働きの家庭が増えたり、また、子どもた

ちの状況にも様々な変化があったり、そして何

より、端末を自宅に持ち帰るような環境が生ま

れております。

こういった中で、これからの時代における子

どもたちの学習というものがどのようにあるべ

きかということを、保護者の方々も一緒になっ

て考えていくことができればというふうに思っ

ております。

【宮本委員】 ありがとうございました。私も3
人子どもがおるんですけど、家庭学習しません

もんね、なかなか。よって、この事業によって、

親も一緒にできるようになるというものが構築

できればいいですね。それがまさしく「学びに

向かう力」を子どもが養っていきながら、親も

養うということですよね。すばらしい取組に期

待をします。

以上です。

【下条分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【坂本(浩)委員】 3点ほど質問します。
まず、地域学校協働活動推進事業費です。

先ほどやり取りがありましたけれども、学校

と地域を結ぶ様々な事業というのは、既にこれ

までもいろいろあっているんじゃないかという

ふうな気がしています。もう既に、今年度も当

初予算にあっています。例えば地域子ども教室

推進事業、何か似ているような感じがして、こ

れまでも県が主体的にやったりとか、あるいは

市町が学校と地域をつなぐ、保護者をつなぐ、

そういったことは結構いろいろされているんじ

ゃないかというふうな気がしていて、そういう

事業とのすみ分けというんですか、区分けとい

うのか、そこら辺をどう考えたらいいのかなと

いう感じがしていて、既に、これは平成30年度
から始まって、今年度も当初予算でついていた

地域子ども教室推進事業ですね、例えばこれと

の兼ね合いといいますか、関連性というのをど

ういうふうに理解したらいいのかなというふう

に思いました。

例えば地域で老人会があるのに、またサロン

ができたり、メンバーは一緒とか、何かそんな

のもあるわけですよね。何かそんなのをふっと

思いついたものですから、そういう兼ね合いと
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いうのは、これはこれで大事だと思うんですけ

れど、そういう兼ね合いをきちんとしないと、

先ほどあったように、各市町で非常に取組がア

ンバランスということにもつながっているんじ

ゃないかなという気がしたものですから、そこ

ら辺はいかがですか。

【山﨑生涯学習課長】先ほどおっしゃっていた

だきました地域子ども教室、こちらも地域学校

協働活動の一部になるかと思います。

教室の方は小学生を中心に、そして、今度行

います地域未来塾につきましては中学生を対象

にというような形で進めていくことになります。

それからまた、これまでも、例えば学校を支

援していただくような取組というのはたくさん

あったかと思います。ただ、その取組が、例え

ばその老人会であったり、あるいはＰＴＡであ

ったり、その団体と学校と1対1での取組のよう
な形になっているケースもあったかと思います。

今後、この地域学校協働活動を通じて横のつ

ながりも深めていただいて、横のつながりも図

っていただいて進めていただければと思ってお

りますし、また、学校も支援していただくだけ

でなくて、学校と地域がウィン・ウィンの関係

でいろんな取組・活動をしていけるような形を

推進していければというふうに思っております。

【坂本(浩)委員】 わかりました。そうすると、

先ほどあった地域子ども教室推進事業というの

は、この地域学校協働活動の一部になるという

ふうなイメージだということですね。

次に、スクールカウンセラーとスクールソー

シャルワーカーの活用事業費なんですけれども、

これは遅かれしじゃないかなという気がして、

いわゆる資質の向上を目指すというふうなこと

で、今までそういう合同の研修会みたいなのが

なかったという、さっき答弁だったですよね。

ええっと思ったんですけれども、恐らくこの5
年～10年ぐらいは、随分と子どもの心のケアだ
とか含めて、スクールカウンセラーとか、スク

ールソーシャルワーカーも長い事業じゃないか

なというふうに思ったんですけれども、今回、

額的には224万円というふうなことで多くはな
いんですけれども、今年度の当初予算の全体像

からすれば、これはもちろん人件費かれこれが

入っていると思いますから、ないんですけれど

も、これを、今回の6月補正予算ということで拡
充という形にしたというそこの理由というんで

すかね、そもそもこういうのは早くせないかん

やったはずなんですが、それがたまたま今回に

なったのか、あえてこの6月補正ということで
拡充した、そこの理由というのは、何か明確に

ありますか。

【大川児童生徒支援課長】今、委員おっしゃる

とおり、もっと早く、この三者の合同の研修会

に取り組むべきだったと、そういうふうな思い

もございます。

ただ、これまでスクールカウンセラーに対し

ては、年間、新規採用職員を含めますと3回、そ
れからスクールソーシャルワーカーにおいては

全体研修、そしてブロック別の研修を個別に3
回、県主催で実施をしてまいりました。

ただ、やはり今後、スクールカウンセラーの

心理からアプローチする部分と、ソーシャルワ

ーカーの福祉的な視点でアプローチする部分と

いうのが、意外と連携しないとなかなかうまく

いかない。例えば、最初はスクールカウンセラ

ーの相談を受けていた。しかし、次第に、話を

聞いていくうちに、これはどうも家庭的に問題

があるな、そういった部分もあるし、逆の場合

もございます。そういったことの穴埋めをしっ

かりやって、お互いに意思疎通、共通理解のも
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と、チームで研修をすることによって、不登校

児童生徒、あるはいじめに悩む子どもたちへの

支援に資するというふうな位置づけで、今回の

補正を組み、三者の合同を企画しております。

これは、ぜひ、継続していきたいというふうに

考えております。

【坂本(浩)委員】 わかりました。いろんな方法
があろうかと思って、今回は合同でやっていく

というふうなことでありますけれども、私はそ

もそも論として、もう少しカウンセラーとかソ

ーシャルワーカーをきちんと、もう少し配置を、

要するに、複数校またがったという形ではなく

て、1学校に一人という、もちろん予算があれば
ですけれども、そういうふうにきちんと配置す

ることによって、さらに、三者の合同でやると

いう意味が本当に見えてくるんじゃないかと思

いますので。この事業はこの事業でわかりまし

たので、人材を増やすということも、ぜひ、平

行して努力をしていただきたいというふうに思

います。

それから、最後に、3つ目ですが、ながさきデ
ジタルライブラリー事業費ということで、これ

もやり取りがありましたけれども、郷土資料の

デジタル化ということで、郷土新聞とか県の広

報とか、各地域の郷土誌等をデジタル化したラ

イブラリー構築ということですが、これがいわ

ゆる公文書コーナーという位置づけでよかった

ですかね。長崎に今度開館した郷土資料センタ

ーに配置をすると、ここにある公文書コーナー

の一画という理解でいいんですか。それとはま

た違うんですかね。

【三好生涯学習課企画監】公文書コーナーにつ

きましては、郷土資料センターの一画にござい

ます。

ただ、今回のデジタルライブラリー事業にお

けるものは、あくまで郷土資料センターが所管・

所有する資料のデジタル化を進めておりまして、

総務文書課が所管する公文書等については、今

回対象とはなっておりません。

【坂本(浩)委員】 わかりました。あくまでも今
まであった資料をデジタル化するというのが、

今回の事業ということですね。

そうしたら、公文書コーナーについてはどん

な感じに、今現状なっているんですか。教えて

ください。

【三好生涯学習課企画監】現在、公文書コーナ

ーについては、総務文書課から職員が1名配置
されておりまして、窓口等の対応を行っており

ます。

資料については、郷土資料センターに書庫が

ございますが、その一画をご利用いただいてい

るところです。

【坂本(浩)委員】 わかりました。この公文書コ
ーナーは、また別途、質問させていただければ

と思います。

以上です。

【下条分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条分科会長】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〕

【下条分科会長】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。

予算及び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69号議案のうち関係部分、第85号議案のう
ち関係部分及び報告第4号のうち関係部分は、
原案のとおり、可決、承認することにご異議ご
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ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【下条分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は、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。

【下条委員】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。

まず、教育長より総括説明を求めます。

【中﨑教育長】それでは、お手元に文教厚生委

員会議案説明資料追加2から、よろしくお願い
いたします。

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86号議案「職員の育児休業等に関する条例の
一部を改正する条例」のうち関係部分でありま

す。

この条例は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律の改正に伴い、所要の改正をしようとす

るものであります。

改正の内容は、育児休業の取得回数制限の緩

和に伴う措置、非常勤職員の子の出生後8週間
以内の育児休業の取得要件の緩和及び非常勤職

員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化を
行うものであります。

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。

それでは、本体の関係説明資料でございます。

（全国及び県学力調査について）

全国及び県学力調査については、いずれの調

査につきましても、県内児童生徒の学習の定着

状況を把握し、今後の学習指導に生かすための

貴重な機会となっております。県教育委員会と

いたしましては、県内児童生徒の学力向上のた

めに、市町教育委員会及び学校において有効に

調査結果を活用することができるよう支援して

まいります。

（教職員の体罰について）

令和3年度の調査結果では、体罰件数が22件、
体罰を受けた児童生徒は46人で、前年度と比較
し、件数で8件、児童生徒数で6人減少しました。
しかし、懲戒処分を受けた教職員は、令和2年度
0人から令和3年度は5人と増加しました。この5
人のうち3人は過去にも体罰等において指導を
受けた者であり、1人は1年間に2件体罰等を行
っております。このような状況から、令和4年4
月より体罰等の再発防止を強化するために、「教

職員の懲戒処分基準」の一部を改定し、再発の

教職員に対する処分を厳罰化いたしました。

今後も引き続き、各種研修会等のあらゆる機

会を捉えて体罰根絶に向けた取組を強力に推進

するとともに、体罰を許さない環境づくりを目

指し、教職員の意識改革を進めてまいります。

（令和5年度長崎県公立学校教員採用選考試験
について）

令和5年度の教員採用予定者数は、退職者数
や児童・生徒数の推移等を見込んで、昨年度よ

り43名多い503名としております。
今後とも、選考試験の制度改善を図りながら、

優れた資質と豊かな人間性を備え、長崎県の教

員として強い使命感と情熱あふれる人材の確保

に努めてまいります。

（高校生の進路状況について）

公立高校の県内就職割合は69.9％で、昨年同
期と比較し2.5ポイント増加し、過去最高となっ
ております。

今後、県教育委員会としましては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に伴う企業の採用状況

を注視しながら、県立学校に配置しているキャ
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リアサポートスタッフに対しても、県内企業の

求人情報収集や進路相談への対応など、生徒の

就職支援をより充実できるよう指導助言してま

いります。

また、長崎労働局や産業労働部など関係機関

と連携を密にして、県内企業に関する情報を積

極的に提供するなど、高校生の県内就職率の向

上に努めてまいります。

「長崎っ子の心を見つめる教育週間」の実施

について、子どもたちの文化活動の推進につい

て、文化財の指定について、令和4年度長崎県高
等学校総合体育大会について、競技力の向上に

ついては、記載のとおりでございます。

それでは、追加1でございます。
（令和5年度県立高等学校・中学校生徒募集定
員について）

少子化が進行する中、県内の児童生徒数も

年々減少傾向にあり、令和5年3月の中学校卒業
予定者数は、本年3月の卒業者数より52人減少
することが見込まれております。これに伴い、

令和5年度の県立高等学校の総募集定員は、令
和4年度より40人少ない9,800人といたしまし
た。

なお、昨年6月に策定した「長崎県立高等学校
教育改革第9次実施計画」に基づき、令和5年度
から長崎北陽台高校、佐世保南高校、島原高校、

大村高校、猶興館高校の5校に「文理探究科」を
設置いたします。ＡＩなど急速な技術の進展に

より多様な課題が生じている今日、様々な情報

を分析しながら自ら課題を発見し、解決してい

く能力が求められています。文理探究科におい

ては、探究型学習を通した主体的、協働的な学

びへの取組により、科学的思考力や国際性を身

につけさせ、ふるさと長崎や世界の未来を拓く

リーダーの育成を目指してまいります。

それでは、本体の5ページでございます。
（「長崎県行財政運営プラン2025～挑戦する組
織への変革とデジタル改革～」に基づく取組に

ついて）

主な取組内容は、記載のとおりであります。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

7ページ中ほどです。
（教職員の不祥事について）

記載のとおりであります。

県内の教育関係者が総力を挙げて不祥事根絶

と信頼回復に向けて取り組んでいる中、教職員

によるこのような不祥事が発生したことは、学

校教育に対する信頼と期待を裏切り、県民に失

望と不信感を与えるものであり、県議会をはじ

め、県民の皆様に対して深くお詫び申し上げま

す。

今後も引き続き、全教職員に対し、あらゆる

機会を通して、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、使命感や倫理観の

高揚、服務規律の徹底を図るとともに、全ての

教育関係者と力を合わせ、不祥事根絶と信頼回

復に向けた実効性のある取組の推進に全力を傾

けてまいります。

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。

【下条委員長】 以上で説明が終わりました。

質疑に入る前に、若干休憩を入れたいと思い

ます。

再開は、14時40分からといたします。
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― 午後 ２時３０分 休憩 ―

― 午後 ２時４０分 再開 ―

【下条委員長】 委員会を再開いたします。

先ほど教育長のご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。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】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〕

【下条委員長】討論がないようですので、これ

をもって、討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第86号議案のうち関係部分は、原案のとおり、
可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」及び「政府施策

に関する提案・要望」について説明を求めます。

【桑宮総務課長】 それでは、「政策等決定過程

の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提

出いたしました教育庁関係の資料について、ご

説明申し上げます。

対象期間は、令和4年3月から5月まででござ
います。

まず、資料の1ページをお開きください。
1ページから7ページにかけては、県が箇所づ

けを行って市町等に対し内示を行った補助金に

ついての実績でございます。

直接補助金は、長崎県立高等学校寄宿舎運営

費補助金など77件、間接補助金、指定文化財保
存整備事業補助金の6件となっております。
続きまして、8ページをお開きください。
1,000万円以上の契約案件の実績でございま

して、計6件となっております。
このうち、競争入札につきましては1件であ

り、結果につきましては、9ページに記載のとお
りでございます。

次に、10ページをお開きください。
10ページから15ページにつきましては、知事
及び部局長等に対する陳情・要望のうち、県議

会議長宛てにも同様の要望が行われたもので、

内容は、海運・船員の政策諸課題に関する申し

入れなど5件となっております。
最後に、16ページをお開きください。
16ページと17ページにつきましては、附属機
関等会議結果の報告であり、長崎県教科用図書

選定審議会1件の会議結果を掲載しております。
続きまして、別紙の1枚紙になります、「令和

5年度政府施策に関する提案・要望について」、
教育委員会の要望結果をご説明申し上げます。

教育委員会関係におきましては、新型コロナ

ウイルス感染症対策について、離島の学校教育

の充実について、水中遺跡保護に関する調査研

究体制の強化についての3項目の重点項目及び
義務教育に係る教職員定数の改善と確実な財源

保障についてなど6項目の一般項目について要
望を行いました。

要望実績といたしましては、要望先が文部科

学省、文化庁、スポーツ庁、国土交通省の4省庁
であり、末松文部科学大臣ほか27名に対し要望
書を配布いたしました。
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また、これに加え、7月下旬に上京しての要望
活動も予定をしております。

現時点においては、新型コロナウイルス感染

症の影響が不透明ではございますが、今回の政

府施策に関する提案・要望の実現に向け、引き

続き取組を行ってまいります。

報告は、以上です。

【下条委員長】 ありがとうございました。

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17・19です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【宮本委員】陳情書一覧の17番、松浦市からの
分でお尋ねをさせていただきます。

そこに記載のとおり、鷹島神崎遺跡の保存と

活用について、継続ということで、松浦市から

重要要望項目として上がってきています。

これが出されているのが、令和4年5月23日、
松浦市長と市議会議長から出ていますが、これ

の要望とは別に、今月6日、6月6日にも松浦の方
から、松浦市歴史観光推進協議会から、この鷹

島神崎遺跡についての要望が提出されているよ

うですが、今回、この市から出ている要望と、

6月6日に出された松浦市歴史観光推進協議会
からの要望書の内容についてどのようなものだ

ったのか、違いがあるのかないのかも含めて、

確認をさせていただければと思います。

【日高学芸文化課長】 松浦市から5月23日に県
宛てに要望がございました。また、それとは別

に、委員ご指摘のとおり、松浦市歴史観光推進

協議会、こちらは松浦市の商工会議所ですとか

文化協議会、物産協会がメンバーで構成員とな

っておりますけれども、こちらの方につきまし

ては、鷹島海底遺跡を文化観光などの地域経済

活性化につながる資源として活用したいという

ような形で前文がございまして、要望に至った

経緯がございます。

要望の中身につきましては、松浦市からの要

望と同じで6項目ございまして、水中遺跡保護
に関する組織・部署を九州国立博物館に設置す

ることですとか、松浦鷹島に専門調査機関を設

置すること、それから、水中遺跡の調査保存を

国策として取り組むなど6項目につきましては、
松浦市要望と全く同じでございます。

【宮本委員】 ありがとうございました。6項目
同じということで確認をいたしました。引き続

き、県としても取り組んでいただきますように、

よろしくお願いいたします。

それともう一点、陳情番号19番ですが、これ
は佐世保市から、令和4年5月に出されている要
望になります。県立武道館の機能拡充について

ということで出ています。

先ほど課長から説明がありましたところにも、

県の対応と書いてあります。今回、佐世保市か

ら出た分は、19番に書いていますが、県立武道
館弓道場遠的用競技施設の佐世保市中央公園へ

の整備ということで、去年に比べるとちょっと

具体的になったんじゃないかと思いまして、整

備要望も具体的にこれだったと、前年よりちょ

っと違うのかなという感じもしますが、県の対

応としては、遠的弓道場を新たに整備するのは

財政上難しいということの対応です。

恐らく、この対応はずっと一緒だったような

気もしますが、仮に佐世保市中央公園にこうい

う要望があるような遠的用の競技施設を整備す

るとするならば、どれくらいかかるのかという

のは試算とかはされているのかを確認させてい

ただければと思います。
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【松山体育保健課長】仮に新たに整備をすると

なりますと、1億3,000万円ほどの整備費用がか
かるのではないかということで見込んでおりま

す。

【宮本委員】ありがとうございました。県立武

道館なので県に対する要望であるということは

確か、真っ当だと思います。しかしながら、財

政状況を踏まえるとやっぱり困難であるという

ことはありますが、整備による効果については、

遠的競技者も、多くはないけれども一定います

よというような内容にもなっているかと思いま

すが、これは今後、どうなんでしょうか。

ずっとこの要望は上がってきていますが、県

としては財政状況は厳しい、ずっとこのやり取

りできているので、どこかで折り合いをつける

べきかなと思うんですけど、今後、これについ

ては佐世保市と何か意見交換をするとか、ちょ

っと難しいですよとか、これだけかかりますよ

とか、例えば半分半分ならできますよというよ

うな話し合いの場というのは、設けるようなこ

とはありますか。

【松山体育保健課長】佐世保市の方から、平成

27年度から整備についてのご要望をいただい
ているところでございますが、提出資料の14ペ
ージにも記載をしていますとおり、県内の、高

校生を除く弓道の競技人口というのが368名で
ございます。うち県北地域が64人という状況に
なっております。

また、遠的競技でございますけれども、国民

体育大会と有段者で5段以上の方が出場できる
全日本弓道遠的選手権というこの2種目に限ら
れているというところが、一つ大きな課題かな

と思っております。

また、現在、県内の遠的競技用の施設でござ

いますが、下の方に記載していますとおり、長

崎市、島原市、大村市に市営の弓道場がござい

まして、近的競技に合わせて遠的競技の施設を

有しているという状況でございます。現在、大

村市の弓道場の方が選手強化の拠点となってお

りまして、大会の会場としても使用されている

という状況でございます。

先ほど約1億3,000万円が見込まれるという
ことでございましたけれども、私たちが所管を

しております体育施設でございますが、野球場

ですとか、総合体育館とか、武道場もそうなん

ですが、やはり改修等が急務になっております

ので、そちらが必要になってくるかと思います。

このような状況につきましては、今後、佐世

保市の担当の方ともしっかり協議をさせていた

だきながらご理解をいただきたいというふうに

考えております。

【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】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。

教育委員会関係の審査の途中ですが、本日の

審査はこれにてとどめ、明日は、午前10時から
再開し、引き続き教育委員会関係の審査を行い

ます。

本日は、これにて散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時５４分 散会 ―



第 ２ 日 目



令和４年６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）（６月２１日）

- 40 -

１、開催年月日時刻及び場所

  令和４年６月２１日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時１１分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 下条 博文 君

副委員長（副会長） 山口 経正 君

委   員 外間 雅広 君

〃 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 松本 洋介 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 庭 敦子 君

〃 久保田将誠 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 中﨑 謙司 君

政 策 監 島村 秀世 君

教 育 次 長 狩野 博臣 君

総 務 課 長 桑宮 直彦 君

総 務 課
県立学校改革推進室長

竹之内 覚 君

福利 厚生室 長 市瀬加緒理 君

教育環境整備課長 山﨑 賢一 君

教 職 員 課 長 高稲 稔也 君

義務 教育課 長 加藤 盛彦 君

義務教育課人事管理監 谷口 昭文 君

高校 教育課 長 田川耕太郎 君

高校教育課人事管理監 初村 一郎 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 分藤 賢之 君

児童生徒支援課長 大川 周一 君

生涯 学習課 長 山﨑 由美 君

生涯学習課企画監 三好 素子 君

学芸 文化課 長 日高 真吾 君

体育 保健課 長 松山 度良 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

福祉 保健部 長 寺原 朋裕 君

福祉保健部次長 石田 智久 君

福祉保健部次長 中尾美恵子 君

福祉 保健課 長 安藝雄一郎 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 松尾  実 君

医 療 政 策 課 長 加藤 一征 君

感染症対策室長 長谷川麻衣子君

感染症対策室企画監
(宿泊自宅療養・検査体制担当)

本土  靖 君

感染症対策室企画監
(ワクチン接種担当)

林田 直浩 君

医療人材対策室長 峰松 妙佳 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 犬塚 尚志 君
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こども政策局長 田中紀久美 君

こども未来課長 徳永 憲達 君

こども未来課企画監 村崎 佳代 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 ０分 開議 ―

【下条委員長】 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。

それでは、議案外所管事務一般に対する質問

を行います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」及び「政府施策に関する提案・

要望」について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般についてご質問はありませ

んか。

【庭委員】 おはようございます。
昨日、ご説明いただいた議案外についてご質

問をさせていただきます。

教職員の体罰についてお伺いしたいと思いま

す。

昨日、県内私立学校の方も質問させていただ

いたんですけれども、この体罰がなかなかゼロ

になっていかない。この中で、今回は3人の方が
過去も体罰をされて指導を受けておられるとい

うところでは、どのような再発防止をされてい

るのか、教えてください。

【初村高校教育課人事管理監】再発防止に向け

ましては、この教職員に対して、その後の1年間、

学校で計画を立てて、管理職による年3回以上
の面談をまずすることになっております。

教職員につきましては、自分を見つめ直して

人権意識を高め、生徒との信頼関係を築く方策、

それから生徒に対しての心に迫る指導、そうい

ったものをしっかりできるように、レポートを

年3回提出をするといったことで、体罰によら
ない指導を努力していくということで義務づけ

ております。

それから、県教委が実施しておりますアンガ

ーマネジメント研修、この参加も義務づけをし

ております。この指導力向上研修ですけれども、

平成29年度から実施しておりまして、現在まで
179名が受講をしております。そのうちの12名
が体罰を繰り返していると、そういう状況にな

っております。

【庭委員】様々な研修とか、レポートも書い
ていただいてはいますけれども、その中でもや

はりなかなか再発防止につながっていないのか

なと思うんですが、その面談を通してどこに課

題があるというふうに受け取られていますか。

【初村高校教育課人事管理監】そのレポートを

見まして、校長の方がしっかり精査をして、不

適当な部分とかについては修正をさせながら、

少しずつ指導力を向上するように、校長の方も

工夫をしているところです。

それから、体罰にかかる懲戒処分を6月7日に
行ったところですけれども、過去にそういう体

罰の指導を受けた教職員が在籍する高校につい

ては、校長の方にその情報をしっかり提供しま

して、把握をした上で個別の面談等していただ

いて、見守り指導を徹底するようお願いをして

いるところです。

【庭委員】体罰を繰り返さないために、もっ
と具体的な対応が必要かなと思うんです。その
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3人の方のお一人お一人、課題が若干違うのか
なと思うんですけれども、そのあたりまで県と

しては把握できていますでしょうか。

【初村高校教育課人事管理監】そのレポートと

か面談の記録は県の方にも提出をいただいてい

まして、それをもとに、こちらでもそれを見な

がら、不適切な部分は訂正をして、しっかり指

導をするように校長の方にお願いしているとこ

ろです。

【庭委員】ぜひ再発防止につなげていただき
たいと思います。

では、この体罰を受けた児童生徒の方のその

後のフォローはどのような形でされていますか。

【初村高校教育課人事管理監】寄り添った指導

を心がけておりまして、生徒に異変があれば、

まず担任等が面談をすると。それでもまだ十分

回復できてないとか、そういった場合はスクー

ルカウンセラーの方に相談をさせまして、メン

タル面でのフォローをしているところです。

【庭委員】その中で、児童生徒46人というこ
とですけれども、その方々が不登校につながる

とかいうことにはなっていないのか、確認をし

たいと思います。

【初村高校教育課人事管理監】 高校の方では、

不登校等につながったケースは把握しておりま

せん。

【庭委員】それでは、その46人の生徒さんは、
体罰を受けてちょっとフォローをしたことによ

って不登校にもならず、元のというか、心の健

康も保たれているということで理解してよろし

いでしょうか。

【初村高校教育課人事管理監】見守りを続けな

がら、通常の生活ができるように各学校で工夫

をしてもらっているところです。

【庭委員】今後も、その生徒さんのフォロー

も続けていただきながら、ぜひこの体罰がゼロ

になるようにしていただければと思います。

もう一点、3ページの長崎っ子の心を見つめ
る教育週間についてお尋ねをいたします。

この中の「SNSノート・ながさき」を活用し
てというところを、もう少し詳しく教えていた

だいてよろしいでしょうか。

【大川児童生徒支援課長】「SNSノート・なが
さき」は、小学校は低学年、中学年、高学年、

そして中学校用、高等学校用、特別支援学校用

と、それぞれの校種、それから発達段階に応じ

てノートを作成しております。

特に、まず自己理解と他者理解、要するに自

分の考えていることは他人とは違うんだという

ことをしっかり理解させた上で情報モラルの教

育へつなげていくという形をとっております。

また、教師用の指導書も作っておりますし、特

に低学年の子どもたちに対しては、保護者とご

自宅で、一応タブレットの方にも入れ込んで使

えるようにしておりますので、保護者と一緒に

SNSの取扱いについてであるとか、他者理解に
ついて一緒に学べるような教材になっておりま

す。

【庭委員】自己理解とか他者理解とか、かな
り難しいかと思うんですけれども、それも小学

校低学年のうちからずっとしていただいて、自

分のことを自分で理解できるようにするという

ことでよろしいんでしょうか。

【大川児童生徒支援課長】そのとおりでござい

ます。とにかく小さいうちからそういった感覚

をしっかり身に着けて人権意識を高めていく、

これがやっぱりいじめ防止にもつながっていく

というふうに理解しておりますので、今後、こ

のノートを活用した情報モラル教育、いじめ防

止教育に努めてまいりたいと考えております。
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【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

【前田委員】昨日の補正予算にも上がっておっ

たので、少し細かい内容に入るので議案外で質

問させてもらいます。

いじめ・不登校対策事業費が上がっていまし

たけれども、そもそも、不登校の数の推移を少

し、まずご答弁いただけますか。

【大川児童生徒支援課長】不登校の児童生徒数

の推移でございますが、令和2年度の状況で申
しますと、小学校が536名、中学校が1,373名、
高等学校が370名、合計2,279名の不登校という
ふうになっております。この2,279名につきま
しては5年連続増加で、平成18年度の調査以降、
過去最多の推移というふうになっております。

令和2年度の不登校児童生徒については、元
年度に比べまして、前年比、小学校では81名増
加、中学校では38名増加、高等学校では3名減少
となっております。全体で前年比116人の増加
というふうになっております。

【前田委員】不登校対策について、教育相談対

策の充実以外にも不登校の対策があると思うん

ですが、やはり今、ご答弁があったように一向

に減らないということについて、まずはその認

識というか、どこに課題があるというふうに思

われているのかお聞かせいただけますか。

【大川児童生徒支援課長】特に、不登校の推移

を見てみますと、まず小学校では、小学校2年生
から3年生に上がる時に少し数のピークが一つ
あります。それから、小学校で言いますと、今

度は6年生を卒業して中学1年生に入学する時、
いわゆる「中1ギャップ」というふうに言われて
おりますけれども、この時にも一つピークがご

ざいます。したがいまして、全体的な傾向とし

ては、今、不登校の低年齢化が少し進んでいる

というふうに理解をしておりますので、まずは

今年度、不登校支援協議会を立ち上げまして、

この小3のピーク、そして中1ギャップ、この辺
に力点を置いて、どういった効果的な支援が必

要であるかというのを今検討しているところで

ございます。

【前田委員】県がそういう認識を持つ中で、各

市の教育委員会、各自治体の教育委員会等も同

様に課題認識していると思うんですが、その辺

の連携や施策の展開については、どういう棲み

分け、定期的に会合をやっているとか、そうい

うことがあったら少しお知らせをいただきたい

と思います。

【大川児童生徒支援課長】まず、21市町の教育
委員会の中には、この不登校支援に特化した教

育支援センターというのを14市町で設置をさ
れております。まず、そういった不登校支援の

センターの方と県教委が協力しながら、まずは

不登校の復帰事例、好事例、こういったものを

しっかり共有しつつ、今後の具体的な対策を講

じているところでございます。

それから、不登校支援の教育支援センターが

7市町まだ設置されていないところがございま
すけれども、これについては我々が訪問したり、

あるいは年に2回、市町の生徒指導主事が集ま
る協議会が7月と12月にございますので、そこ
で意見交換、情報交換しながら、対策について

も講じているところでございます。

【前田委員】 そうしたら、具体に、昨日少し説

明もあっていたスクールソーシャルワーカーに

ついてお尋ねしたいんですけれども、不勉強で

すみません、そもそもスクールソーシャルワー

カーになられている方々の資格というか、どう

いう方々がなられているのか。国家資格か何か

ありますよね。どういう方々がなられているの

か、どういう採用をするのか、少し教えてくだ
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さい。

【大川児童生徒支援課長】スクールソーシャル

ワーカーのまず応募資格でございますが、社会

福祉士、あるいは精神保健福祉士の資格を有す

る方、それと教育、福祉等の両方に関して専門

的な知識、技能を有するとともに、過去、教育

や福祉分野において活動実績があられる方、こ

ういった方を応募資格として任用しております。

職務内容につきましては、委員もご承知のと

おり、課題を抱える児童生徒が置かれた環境へ

の働きかけ、あるいは関係機関とのネットワー

クの構築・連携、そして学校内における組織体

制の支援、あるいは保護者、教職員に対する支

援・相談・情報提供等を行うというふうになっ

ております。

【前田委員】 次に、恐縮ですけれども、そのス

クールソーシャルワーカーの方々は、今現在、

県下に何人おられて、それは市町の教育委員会

の採用になるんですか。それと、実績というか、

一人当たり何校受け持っているとかということ

について少しお知らせいただいていいですか。

【大川児童生徒支援課長】まず、配置状況にお

きましては、令和4年度、57か所に配置をしてお
ります。その57か所の内訳としては、中核市を
除く19市町、まずここに一人ずつ配置をしてお
ります。それから、県立学校37校に配置をして
おります。合計57か所に34名のスクールソーシ
ャルワーカーを配置しております。

中核市である長崎市、佐世保市につきまして

は、国の補助事業を活用され、長崎市について

は単独で8名、佐世保市については7名の配置を
しているというふうにお聞きしております。

このほか市町において単独予算によって大村

市2名、西海市1名、東彼杵町1名、川棚町1名の
配置がなされるというふうに聞いております。

スクールソーシャルワーカーの実績について

は、特に相談件数が令和2年度では2,099件ござ
いまして、その相談件数の主なものとしては家

庭環境の問題、不登校、それから心身の健康等

が主な相談件数になっております。

成果としては、例年、年度末に各市町、県立

学校の方から評価をしていただいて成果をまと

めておりますけれども、児童生徒、保護者、教

職員への支援につきましては、効果があったと

いう評価が94.2％、関係機関とのネットワーク
構築がうまくできたというのが88.5％、学校内
における組織体制の構築支援については94.2％
が効果があったというふうな評価を得ておりま

す。

また、勤務実績、これは各学校の校長が当該

校に派遣、配置されているスクールソーシャル

ワーカーの勤務実績を4段階で評価をいたしま
すが、令和3年度については3.7という評価をい
ただいております。

【前田委員】こういう質問をさせていただいた

のは、スクールソーシャルワーカーの役割がこ

れからもさらに大きいという中で、私が聞くと

ころは多分長崎市だったと、今言う中核市の8
名のところだと思うんですけれども、どうも待

遇というか、福利厚生含めて、県とか、ほかの

市町と多分それぞればらばらなんでしょう。聞

いているのは、間違いがあったら訂正してほし

いんですけれども、県は時給3,000円に対して
長崎市はその半額だということと、掛け持ちの

学校が多くて大変だという話、それから、通勤

も車はだめということで公共交通機関を使って、

働き方も含めて時間のロスも多いし、ちょっと

大変だという話が聞こえてきていて、これは中

核市のことなのかもしれませんけれども、よっ

て辞める方が多いんですよという話も聞く中で、
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そもそも、さっきご答弁があった数が、私の認

識ではもっと増やしてほしいなというか、増え

るべきだなと思っているんですが、まずはそう

いった環境を整備してあげないと、なかなかス

クールソーシャルワーカーの方が、資質向上と

かコーディネーターとかいう補正予算が上がっ

ていたけれども、そもそも論として、意識の高

い方が仕事をする中で、そこを整えてあげる役

割というのはどうしても必要だと思うんですが、

その辺については、私の聞いた話は聞いた話な

ので、違っていれば違っていると言ってほしい

んですけれども、どういう実態があるのかとい

うことと、できれば、こういう機会に採用する

ところも違うんでしょうから、一旦実態調査を

してもらって、働ける環境を、取り巻く環境を

よくしてほしいと思うんですが、その辺につい

てお考えがあれば担当の課長、もしくは次長か

らお答えいただければと思います。

【大川児童生徒支援課長】今、委員ご指摘のと

おり、本県のスクールソーシャルワーカーの報

酬は時給3,000円ということになっております。
長崎市についてはこちらの方では十分把握がで

きておりませんが、今後、そういった中核市の

事情があるということであるならば、中核市と

も協議をしながら、限られた予算の中ではござ

いますが、その辺は協議を進めて、子どもたち

の支援のためにどういうふうな効果的な配置が

できるのかというのを検討してまいりたいと考

えております。

【前田委員】ぜひそうしてほしいんですが、例

えば37高校は県立ですよね。これはスクールソ
ーシャルワーカーが通うのは車でいいんですか。

【大川児童生徒支援課長】基本的には公共交通

機関を使っていただいて、交通費については実

費支給をしておりますが、必要に応じて車の使

用は認めております。

【前田委員】スクールソーシャルワーカーの身

分保障というのは何ですか。嘱託、何になるん

ですか。

【大川児童生徒支援課長】身分につきましては、

会計年度任用職員という身分になります。

【前田委員】まずは、今言ったようなことも含

めて、県の採用における環境面を整えてほしい

という中でいけば、必ずしも多い人数だと思っ

ていないし、もっともっと活動を広げてほしい

という中でいけば、車の通勤等も一定検討して

ほしいと思うんですけれども、改めて中核市と

か、それ以外の市も含めて、やっぱり県下の中

でばらばらで、同じ仕事をしていて条件が違う

というのはあまり望ましくないと思うし、整え

てあげることが、またこれからスクールソーシ

ャルワーカーを目指す方も出てくると思うんで

すね。例えば私立の小学校だったら、スクール

ソーシャルワーカーにかかる子どもたちからお

金を取っているケースがあるんですね。それは

多分私立の経営が厳しいということかもしれな

いけれども、1回当たり1,000円とか取っている
学校もあるということで、それも私立と公立の

中でそんな違いがあってどうなのかなという思

いもありますので、少し部署もまたがるでしょ

うけれども、一遍きちんとアンケートをとって

あげて、スクールソーシャルワーカーの方々が

働きやすい環境というのを整えることに努めて

いただきたいと思いますけれども、このことに

ついて、次長か教育長か、少し見解とかあれば

お知らせいただきたいと思います。

【狩野教育次長】 今、委員から、特に不登校が

増えていると、また、いじめも根絶できないと

いう状況において、スクールソーシャルワーカ

ーの役割というのは非常に大きいものと思って
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おります。

今、辞める方も多いというご発言もありまし

た。それは非常に大きな課題だなと思っており

ますので、市町と県、または公立と私立におい

て環境が違うというのは大きな問題かなと思い

ますので、実態を把握しながら、また進めてま

いりたいと思っております。

【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

【松本委員】 それでは、関係説明資料の追加1
のところに記載されております令和5年度県立
高校・中学校の募集定員の部分の文理探究科の

設置についてお尋ねをいたします。

一般質問でも質疑が交わされておりましたが、

まず、この文理探究科設置の目的と、また定員

の変更の状況についてお尋ねをいたします。

【竹之内県立学校改革推進室長】文理探究科の

狙いでございますが、大学入学者選抜改革等に

より、学力検査だけではなく、高校時代に取り

組んだ課題研究の内容、または実績、そういっ

たものが総合的に評価される入試方法への移行

が進んでおり、これら多様な入試制度に幅広く

対応できる学科といたしまして、県立高校5校
に文理探究科を設置するものでございます。

文理探究科では、例えば国際的な課題となっ

ている環境問題や食糧問題など、簡単に答えの

出ない課題に対しまして、文系・理系の枠にと

らわれないアプローチを行い、大学や企業等、

外部機関と連携しながら探究型学習に取り組む

とともに、高いレベルの授業を通しまして、最

先端の研究を行う大学の学びにつながる資質能

力の育成を図りたいというふうに考えておりま

す。そのことによって生徒の大学への進学意欲

を向上させまして、それぞれの高い進路目標の

実現につなげることで、ふるさと長崎、世界の

未来を拓くリーダー育成を目指してまいりたい

と考えております。

文理探究科を設置する5校につきましては、
猶興館高校のみ40人の募集定員の設定といた
しまして、残りの4校、長崎北陽台高校、佐世保
南高校、島原高校、大村高校につきましては80
名の募集定員というふうにしております。

【松本委員】私がここで気になるのは、80名に
するということですが、例えば島原高校、大村

高校は、もともとの理数科の40名を文理探究科
80名、島原高校は40名を80名、大村高校も数理
探究科を40名から80名に倍にします。
その時に気になるのは、理数科が文理探究科

になるわけですけれども、この理数科の定員が

ずっと割れ込んでいるんですね。大村高校の方

では、理数科が厳しいということで数理探究科

というのに新たに平成23年度に変更したんで
すが、40名の定員に対して、令和2年は36名、令
和3年、40名に対して28名、令和4年は40名に対
して23名。行きたい人がいないという状況です。
これの状態で、さらに80名の定員にする。
島原高校の理数科に至っても、令和2年は40

名、40名なんですけど、令和3年は40名が27名、
令和4年は40名が23名、ここも半分ほどしか希
望者がいない。要するにこれも定員割れをして

いるという状況、これを80名にするということ
なんですね。

さらに、その増えた分をどうするかというと、

普通科を減らしているんですね。島原高校も普

通科200名を160名、大村高校も普通科240名を
200名にしているわけですね。減らせば確かに
普通科の方の定員割れは何とかカバーできるん

ですけれども、倍増して、ただでさえ定員の半

分しか希望者がいない学科を2倍の定員に増や
したところで、果たしてそこに生徒が集まるの

かという疑問を持つわけです。その辺に対して



令和４年６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）（６月２１日）

- 47 -

は、これだけ来るという見込みがあってやって

いるのか、見解をお尋ねします。

【竹之内県立学校改革推進室長】委員ご指摘の

とおり、現在、理数科が設置されている高校4校
のうち、大村高校を含めて3校が定員割れとい
う状況でございます。

理数科におきましては、これまでも大学と連

携した教育活動を充実させまして、進学実績に

ついても一定その成果を収めてまいりましたけ

れども、中学校の段階で進路希望が明確でない

生徒も多く、理数系の分野を主に学習する学科

に進学することに対しての不安があり、理数科

への進学を決断できない生徒が多いという声も

中学校から伺ったところです。

そのために、猶興館高校を除く4校につきま
しては、定員を80名、2クラス編制といたしまし
て、これまでの理数科の伝統や実績を継承しつ

つ、2年次から科学的視点で探究学習に取り組
む理数の探究、またグローバルな視点で探究学

習に取り組む国際探究のいずれかを選択できる

ようにいたしまして、理数科・国際科の学びに

軸足を置きながらも、教科横断的な学びに取り

組む新しい学科というふうな改編をいたしまし

た。

この文理探究科における学びが、先ほども申

し上げましたけれども、総合型の選抜ですとか、

または学校推薦型の選抜の割合が大きくなって

いる多様な大学入試に対して、幅広く対応がで

きること、または予測不能で変化の激しい社会

の中で生きる力といったようなものがしっかり

と身につくことなどを学校説明会、またはオー

プンスクール等によって中学生や保護者に対し

ましてしっかりと伝えて、入学したい、させた

い、そういった学科にしていくことで志願者を

集めたいというふうに考えております。

【松本委員】数理探究科の設置の時も同じよう

な話をされました。理数科の希望者がいないか

ら数理探究科に改編したと。しかし、実際にな

ぜ入学者が定員の半分なのかというところを、

やはり島原高校の理数科もそうなんですけど、

考えた中での文理探究科だと思いますが、保護

者や生徒からしたら、そこの部分が伝わってい

ないところがあるのかなと。

それだけ、大村高校も、実際にスーパーサイ

エンスハイスクールといって、長崎西高もやっ

ていますけれども、文科省の認可をいただきま

した。これにも大きく期待をしたところですが、

大村高校全体でも令和2年317人の入学、令和3
年270人、令和4年273人ということで、ここも
スーパーサイエンスハイスクールをとっていな

がらも入学者がどんどん激減していると。

このような状況は、猶興館高校はもっと深刻

で、160名に対して令和2年が85名、令和3年91
名、令和4年107名ということで、こちらもやは
り5割から6割というところ。これが、少子化が
どんどん進んでいった場合に、普通高校の定員

割れが進んでいくと、地域に残る方もやはり少

なくなっていくわけでありまして、そこに対す

る定員割れの対応というのも今後重要になって

きますし、今回、大々的に5校で文理探究科を出
していらっしゃるけれども、今回のオープンス

クールでかなり強く言わないと、なかなか伝わ

っていかないかなと思うんですけど、教育次長

は高校教育課長もされていたと思うので、ご見

解はいかがでしょうか。

【狩野教育次長】今回の文理探究科というのは、

時代の要請というのは一つあるだろうと思って

います。理数科というのは、先ほど県立学校改

革推進室長も申し上げたとおり、理系というの

を中学校時代から決めておかないといけないと
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いうことで、今回の文理探究科というのは文系

でも理系でもということで、将来が広がるとい

う学科でございます。

また、大村高校は、理数科から数理探究科と

名称も変更しましたけれども、その当時よりも

探究というのは今の高校教育においては一つの

テーマになっています。それは社会の、申し上

げたとおり要請であるということです。

これまでは、優秀な生徒というのは正解のあ

る問いに、いかに早く正解にたどり着くかとい

うこと、そのためにいかにたくさんの知識を頭

に詰め込んでおくかということが一つの優秀で

ある物差しであったんですけれども、これから

は違うんだろうと思っています。

産業界の方に聞いてみても、社会的な評価の

高い、いわゆる偏差値の高い大学を出た学生が

就職しても、なかなか使い物にならないという

声を聞きます。それはコミュニケーション力が

低いとかという声も聞いております。そういっ

たことに対応するためにも、どういった人材を

今からつくっていかないといけないのかという

ことを、まず教員と思いを共有しないといけま

せんし、また、これから入学してくる生徒、中

学生、保護者とも思いを共有したいと思ってい

ます。なぜ、今、探究というのが必要なのかと

いうことをしっかりと、今から広報してまいり

たいと考えております。

【松本委員】 文科省が新学習指導要領の中で、

今答弁にありましたとおり、探究型学習を推進

している。今後、教育のあり方も、詰め込みで

はなくて、主体的な探究をしていくという趣旨

のもとで、大学入試も探究型に今後推移してい

くという経過があると思うんですね。ただ、そ

のことが、まだ保護者の方には伝わっていない

ところがあるんじゃないかと。

というのが、公立の中高一貫校の人気は依然

として高くて、長崎東、佐世保北、諫早高校は

倍率が3倍なんですよね、同じ普通校なのに。だ
から、そこの部分は、一定公立の中高一貫は3倍
なのに、普通科の公立高校は定員割れというの

は、やはり公立の中高一貫の大学合格実績とか、

もちろん中高一貫の6年間でしっかりと学習が
公立でできるというところで人気の高さがある

と思うんですね。だから、探究型学習に推移し

ていくことが、まだ中学の段階でも理解されて

いないところが、果たしてこの文理探究科が今

年80名の定員に対して20名という状況が続い
た場合は非常にもったいないし、今後またそれ

を見直さなければいけなくなってくるわけです

よね。だから、そこも今期が初めてですので、

中学校に対しても、市町の教育委員会に対して

も周知をしっかりしていただきたいということ

と、これだけ成果が上がる内容なんですよとい

うのがいかに伝えられるか、新しいことですの

で、そこは非常に重きを置いていただきたいと

思います。

それと関連して、令和7年度の大学入学共通
テストが、令和4年、今年高校に入学する生徒か
ら変わるというふうに聞きました。これも先ほ

どの話と同じように新学習指導要領に基づいて

大学入試が変更になるということですが、具体

的にどこが変更になるのかお尋ねします。

【田川高校教育課長】大学入試の変化について

のお尋ねをいただきました。

現在、大学入学共通テストにつきましては、

5教科7科目が課されているところでございま
すけれども、今年度入学した高校1年生が受検
をします令和7年度の大学入学共通テストにお
きましては、6教科8科目が課される予定になっ
ております。
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その1教科1科目増えた分については、新たに
今年度から学んでおります情報という科目にな

ります。この情報という科目、大きな変更点は

プログラミングと言われる領域が入ってきたと

いうところが大きな変更点になります。

これまでより、より専門的な知識が必要にな

ったということで、教える側、つまり教員の指

導力向上も不可欠だろうと考えております。

そのため、高校教育課としましては、昨年度

から県立大学の情報システム学部と連携をいた

しまして、情報エキスパート教員養成研修とい

ったものを実施しております。昨年度は11名、
今年度は20名を予定しておりまして、オンライ
ン型とオンデマンド型の組み合わせにより、そ

れぞれのレベルや、あるいは忙しさに応じた研

修ができるように工夫をしておりまして、これ

により、大学入試レベルの授業ができるように

対応しているところでございます。

【松本委員】もう一つ社会の科目が変わるとい

うふうに聞いたんですが、そこはどういうふう

に変わるんでしょうか。

【田川高校教育課長】社会につきましては、公

民で新たに公共という科目、それから地理・歴

史につきましては、日本史探究、世界史探究、

地理探究という形で、先ほどから話題になって

おります「探究」という言葉がついております。

課題解決に向けて、様々なグラフですとか資料

ですとか統計ですとか、そういったものを組み

合わせていきながら、問題の中でどういったも

のが課題なのか、そして、それをクリアするた

めにはどういう解決がふさわしいのかといった

ものを選択させるような、より問題解決型に近

い、そういう問題が出題されるというふうに聞

いております。

【松本委員】つまり、今年度の新1年生と2年生、

3年生の場合は、大学入学共通テストを受ける
科目の内容が違うということですから、当然1
年生と2・3年生のカリキュラムも変えなきゃい
けないわけですよね、当然。そこの部分で、一

つは社会に対しては、今おっしゃった探究が入

ったということは、やはりそこに対応した教育

メニューを入れていかなきゃいけないという中

で、さっきの話に戻りますけど、やはり文理探

究科の部分の教育カリキュラムというのは時代

に合っていると思うんですね。

ただ、このことも、中学生にはまだ伝わって

いないところがあるので、だから、そこはやは

り説明をしっかり、今後、ただの詰め込みの社

会の暗記で、年号を覚えるとか用語を覚えるで

はなくて、先ほどおっしゃったとおりデータと

か、そういったものから、統計的なものから主

体的な学習で課題を解決する、回答を導くとい

う能力が必要になるんですよというところも伝

えることによって、やはり文理探究に対しての

希望者が増えると思いますし、もう一つは情報、

プログラミングが入るということは、もう高校

生で実際にプログラミングが大学入試の共通テ

ストに入るということも、やはり教員のスキル

も上げていかなければいけないし、幸い、長崎

は県立大学に専門がありますので、そちらの教

員のスキルも上げて、やはりこれからの新1年
生というのは大変になると思うんですよね、今

までとは違う入試を受けなきゃいけないですか

ら。そこに対してもしっかり説明をしていただ

きたいと思いますが、その対応については、今、

どのように考えていますか。

【田川高校教育課長】 この新高校1年生から導
入されております新学習指導要領の一番の大き

な指摘されている点といいますのは、これまで

は高校で学んできたことが実社会の中でなかな
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かつながっていないと、その接続のところが大

きく指摘されたところでございました。そうい

った中で、いわゆる変化の激しい社会の中で、

そこに課題を見つけ、日々の学習と関連づけて

いくということは非常に大切でございますし、

そういった中で探究といったものが新しい学び

だといったことにつきましては、今年度、高校

教育課では、学校訪問、30校予定をしておりま
す。そういった学びの必要性につきましては、

学校訪問の中で指導してまいりたいと思ってお

りますし、先ほど来ご指摘いただいております

文理探究科の後方支援としましては、高校教育

課では、この6月補正でグローバル人材育成に
ついての新しい事業を立てております。そうい

った中でネイティブスピーカーと英会話を通し

て発信力を強めていくような事業を目指してお

ります。そういったこともこの5校の文理探求
科の生徒につきましては、対象校としてネイテ

ィブのスピーカーとオンライン学習ができるよ

うな、そういうインセンティブを与えながら、

この学校に入学してくる志願者を増やしてまい

りたいと考えております。

【松本委員】その思いというのが、県内の市町

の教育委員会の中学校と共有できているかとい

うのも大事になってくると思うんですね。市町

のそれぞれの小・中学校の教育委員会での考え

方というのにかなりの開きがあると、なかなか

高校に行くところの判断基準にもなりにくい。

要するに、中高の連携というものもしっかり取

って、そこを中学校にご理解いただきながら説

明をしていくように取り組んでいただくことを

要望して質問を終わります。

【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

【宮本委員】 おはようございます。議案外で2
～3点質問させていただきます。

私の方からも、先ほど庭委員からもありま
したが、教職員の体罰、そして不祥事について

ですが、先ほどいろいろ対応も確認をさせてい

ただいたので、先日の学事振興課、私立の方で

も確認をさせていただきましたけれども、新し

い取組で不祥事、そして体罰がゼロになること

を願っておりますし、根絶に向けて努力をして

いただきたいということを併せてお願いいたし

ます。

この体罰とか不祥事を踏まえて、教育長説明

資料の2ページに教職員の採用選考試験がある
んですけれども、難しいのかどうかわかりませ

んが、入り口で新しい先生、教職員の方々を採

用する際に、やっていらっしゃるのか、すみま

せん、勉強不足ですが、例えば怒りっぽいとか

短気であるとか、その人の適性をよりよく判断

するような仕組みづくりをされているのかどう

か。

そして、併せて、ここでは適性検査をオンラ

インで実施に変更するとあります。この目的は、

書いてあるとおり受験者の負担軽減を図るため

でしょうけれども、このオンラインでの適性検

査に変更することによって、より志願されてい

る方の適性を深く、今までよりも深く洞察し、

確認することができるという認識でいいのか、

まず、この選考試験についてお尋ねをいたしま

す。

【初村高校教育課人事管理監】適性検査につき

ましては、従来から実施しております。今回、

オンラインということで、その検査内容につい

ては、分析をした結果が手元に届きます。それ

を受けて、2次試験の面接の中で、その結果をも
とに面接をすると。そういう形で本人の性格的

なもの、行動についてもしっかり確認をした上

で選考する形が整っているところです。
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【宮本委員】 小論文を廃止するというのは、2
次試験では、そうすれば小論文なしで適性検査

のみになるんですか。そこも確認をさせてくだ

さい。

【初村高校教育課人事管理監】面接を行います。

小・中学校の方は一般面接で、そこに課題面接

という形で課題を与える形、高校、特別支援学

校の方は、一般面接と模擬授業、2種類の面接を
行います。そういう形で2次試験については対
応しているところです。

【宮本委員】もう一回確認、それを全部オンラ

インですると。例えば受けたい人は、自宅にい

ながらできるということで、要は離島の自宅で

もできるし、本土にいても自宅からできるとい

うことになりますかね。

【初村高校教育課人事管理監】 2次の試験につ
きましては対面で実施させていただきます。教

育センターを会場にしまして実施しているとこ

ろです。

【宮本委員】ありがとうございました。対面で

すね。そうしたら、この適性検査をオンライン

でするということですね。

ここで、今までの適性検査とオンラインです

ることの違い、その負担軽減だけになるものな

のか。例えばオンラインですることによって、

AIを使って、この人はこういった特性があるん
だとか判断できるもの、そういったデジタル化

を駆使してしますよ、画期的なものですよとか、

そういったものにこれがつながるんですか。そ

れも併せて確認させてください。

【初村高校教育課人事管理監】基本的には、受

験生の負担軽減が一番の目的で実施をさせてい

ただきます。ただ、今おっしゃったように、今

後実施をしていく中で、そういった工夫もして

いければと思っています。

【宮本委員】以前、所属していた時も確認した

んですけれども、教職員の方々のなり手が不足

してくるという実情がある中で、いろんな方々

が受けに来て、今までハードルが高かったもの

がぐっと低くなってきて結構入りやすくなって

くるような状況もある中で、その方の特性を見

る、適性を見る、人格を見る、性格を見るとい

うのは、やはり大事なことだろうと思いますの

で、できるだけ体罰や不祥事が生じないために

も、入り口で判断というのは難しいんでしょう

けれども、そういったのができて、ちょっとこ

の方は教員には向かないなと、生徒を教えるの

に向かないなと、今もやっていらっしゃるんで

しょうけど、そういったものが、さらによりよ

くスピーディーに的確にできるような仕組みづ

くりがあればと思っておりますので、引き続き、

また選考試験については厳格に適性検査をして

いただければと思っております。よろしくお願

いいたします。

前回の委員会でも確認いたしましたが、いじ

めの重大事態が発生して、その後の取組につい

て、まずは聞かせてください。

【大川児童生徒支援課長】 令和2年度に県立高
校で発生したようないじめ重大事態を二度と起

こしてはならないというふうな思いで、現在取

組を進めているところです。

まず、昨年11月に公表されました第三者調査
委員会の報告書の中には、「全教職員に対する

いじめ防止の研修の必要性」、それから「学校

いじめ防止基本方針の見直し」、この2点につい
て特に提言が挙げられております。

その内容を踏まえまして、今年4月12日から
14日の3日間、全ての県立高等学校長を対象に
したいじめ重大事態にかかる研修会を実施して

おります。
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今回のこの重大事態の事例をもとにした、い

じめ問題への対応についてのグループ協議、さ

らに第三者委員会の委員をお務めになられまし

た方からの講義、これらを通して校長のいじめ

問題に向き合う姿勢、あるいは危機意識の醸成

を図ったところでございます。

同様に、令和4年5月10日には、全ての公・私
立高等学校、特別支援学校の教頭、副校長を対

象に同様の研修会を実施し、いじめ防止に対す

る周知徹底、理解を深めたところでございます。

なお、研修会終了後、文部科学省からのいじ

め対応のさらなる強化、改善に向けての通知を

発出いたすとともに、学校のいじめ防止の取組

を一層推進するため、県作成のチェックリスト

を各学校の方に送付いたしまして、学校いじめ

防止基本方針の見直し、校内研修の実施、これ

らにつきまして、いじめ防止対策の取組を総点

検するように指導したところでございます。

同様のチェックリストについては、各市町に

も送付いたしまして、積極的に活用していただ

くようお願いしているところでございます。

【宮本委員】引き続き、こういったことが起こ

らないように、今回でやって終わりではなくて、

継続性のあるもの、そして、今言われたような

チェックリストが活きてくるような対策を引き

続き取っていただければと思いますが、ちなみ

に、今後は年に1回とか、年に2回とか、そうい
った校長会や教頭会、副校長会というのをまた

実施される予定はありますか。

【大川児童生徒支援課長】 校長会は夏、秋、冬

とございます。また、教頭会、副校長会につい

ても、秋の全体が集まる会議がありますので、

市町、県立学校含めまして、その点については

学事振興課とも連携しながら、周知徹底に努め

てまいりたいと思います。

【宮本委員】昨日も学事振興課の方にもいろい

ろ確認したところですので、公立、私立ともに

教職員の不祥事だとか、体罰、そしていじめ根

絶に向けて鋭意努力していただければと思いま

すし、私も随時確認をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

今回、予算計上はなかったんですが、夜間中

学についてお聞きいたします。今年度の夜間中

学の取組、何かあれば教えてください。

【田川高校教育課長】今年度の夜間中学の取組

につきましては、まず、昨年度実施予定であり

ましたシンポジウムが1月に実施できませんで
した。まず、そのシンポジウムを7月16日に佐世
保で、そして17日は長崎で、2日連続で行うよう
にしております。

基調講演としましては、NHKの「仕事の流儀」
に出られました入江陽子先生と言われる方をお

招きしまして、夜間中学についての機運を高め

てまいりたいと思っております。

【宮本委員】 シンポジウムを計画されていて、

ずっとコロナで延びているという状況も確認し

ておりましたが、いよいよ開催ということです

が、この周知は、できるだけ広い県民の皆様方

に来ていただきたいという思いがあります。ど

のような形で周知なされるのか、教えてくださ

い。

【田川高校教育課長】現在、シンポジウムのチ

ラシにつきましては、NPO法人、あるいは公民
館、そういった関係機関を通じましてチラシを

配布しているところでございますし、また、本

課のホームページにも掲載をして参加者を募っ

ているという状況でございます。

【宮本委員】わかりました。ありがとうござい

ました。できるだけ多くの方が来ていただくよ

うに、そしてまた、その時の感染状況にもよる
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んでしょうけれども、感染対策を取りながら開

催していただければと思います。

併せて、夜間中学に関連して、2020年の国勢
調査から義務教育未就学者数の把握もするよう

になったかと思います。これは報道でも出てい

ましたが、夜間中学の設置のためというものも

一部あるかと思いますが、これについて本県で

義務教育を終えていらっしゃらない方の数とい

うのは新たにわかりますか。わかれば教えてく

ださい。

【田川高校教育課長】先月、国勢調査の結果が

判明いたしましたのでお知らせをしたいと思い

ます。

今、委員おっしゃいましたとおり、10年前の
国勢調査とは異なりまして、いわゆる未就学者

と最終学歴が小学校の者という2つに分類がな
されました。未就学者、つまり小学校を卒業し

ていない者につきましては1,183名、そして最
終学歴が小学校の者、つまり中学校を卒業して

いない方が1万2,078名となっておりまして、合
わせまして1万3,261名という形になっており
ます。

【宮本委員】かなり増えていませんか。たしか

私が把握しているのは1,820人が、この前の国
勢調査でわかっていた人数では1,830名ぐらい
が義務教育を終えていらっしゃらない方が本県

にいたと認識していますが、それからすると、

1万3,261名ということでかなり増えていると
いうことでよろしいですか。再度確認させてく

ださい。

【田川高校教育課長】 10年前の国勢調査で未
就学者は1,868名ということでございました。
つぶさに年齢別の度数分布あたりも見ながら分

析をいたしましたけれども、現在、今年で87歳
になられる方以上は、当時の尋常小学校を卒業

されているということで、当時の制度でいきま

すと尋常小学校を卒業された方というのは義務

教育を終了されていると、一応制度上はそうい

う区分になっているようでございます。ですの

で、年齢階層でいきますと、85歳以上の方をそ
の度数分布から差し引きますと、2,846名とい
う数字になりまして、ご高齢の方が大半を占め

るといった状況でございます。

【宮本委員】いずれにしても増えているという

状況ですね。やはりこういった調査で明らかに

なってくるということで、改めてその夜間中学

に対するニーズというのは一定高まっていると

確認をさせていただきました。よって必要性は

増してきているということが言えると思います。

夜間中学は、また一般質問で取り上げさせてい

ただきますので、引き続き、ご対応をよろしく

お願いしたいと思います。

最後に1点だけ教育長にお尋ねいたします。
前の委員会で前教育長の平田教育長の時に、

学校を訪問してくださいと。いじめの重大事態

を踏まえてどんどん訪問してくださいというお

願いをしておりました。

中﨑教育長におかれては、4月から1か月ちょ
っとでありますが、その後、県立学校の訪問、

どうなされているか、確認だけさせていただけ

ればと思いますが、教育長よろしいですか。

【中﨑教育長】私、教育行政は初めてでござい

ますので、まずはしっかり学校を訪問して、現

場の実情をくみ上げていきたいと思っておりま

す。

4月、5月、できるだけ時間を取りまして、今
6市町、それから20校近く学校を訪問させても
らったところでございます。これは全体が70校
近くありますので、4分の1の学校は回らせてい
ただきました。
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私たちの時代になかった一人1台端末である
とか、中国語、韓国語であるとか、特色ある教

育も拝見させてもらいましたし、また、特別支

援学校、ろう学校も訪問させてもらって、ハン

ディがありながらも頑張る子どもたち、あるい

はそれを支える先生たちも拝見して元気をもら

ったところでございます。

ただ、先ほどから、委員の皆様からご指摘が

あったように、非常に人口減少が色濃く教育行

政にも反映しておりまして、特に離島・半島部

の高校におきましては、都市部に生徒が流れる

ということもあって、非常に定員の確保に苦労

しているという状況もお聞きしたところでござ

います。町に高校があることで、非常にその町

は元気になると思いますので、ぜひ魅力ある学

校づくり、あるいは特色ある教育を推進してま

いりたいと思っています。

特に、これもご指摘がございましたように、

私が学校訪問した時には、できるだけ地元の首

長さんと市町の教育長さんと意見交換をさせて

もらうようにしております。これはいろんな課

題解決に向けては、小・中の義務教育と高校教

育がしっかり一体化した推進が必要だと思って

おります。今後とも、しっかり現地を訪問しな

がら、そういった現場の思いを教育行政の方に

反映させていきたいと思っております。

【宮本委員】教育長、ありがとうございました。

20校というのはかなりペースが速いかなと思
っています。やはり現場に行くことによってい

ろんな感じ方もあられるかと思いますので、引

き続き、校長先生、そしてまた教頭先生、現場

の方と対話をしていただきたいと思っています

し、教育長は以前、文化観光国際部におられた

ので、新しい学校づくりということからすれば、

学校掛ける文化・芸術、観光というのが新しい

長崎県の起爆剤となることもあり得ると思って

いますので、新しい視点からの教育改革を推進

していただければと思いますので、引き続きよ

ろしくお願いいたします。

以上です。

【下条委員長】質問の途中ですが、ここで少し

休憩をいたします。

再開を11時10分といたします。

― 午前１１時 ０分 休憩 ―

― 午前１１時 ９分 再開 ―

【下条委員長】 それでは、再開いたします。

ほかに質問はございませんか。

【坂本(浩)委員】私から2点、特別支援教育の関
係でお尋ねをいたします。

まず、特別支援学校の環境整備の関係ですけ

れども、諫早の特別支援学校が今、改築という

んですか、増築というんですか、整備をされて

います。それから、今年度は鶴南の時津分校、

それから虹の原特別支援学校の増築に向けた準

備ということでされておりますけれども、佐世

保の特別支援学校、あそこはそれなりに数もい

らっしゃって、私も行ったことがあるんですけ

れども、かなり造りが複雑といいますか、かつ、

お聞きしましたら非常に手狭だということで、

何とかしてほしいという声も伺いました。

まず、佐世保特別支援学校の増築、新築とい

うんですか、そういう計画が何かあるのかどう

か、そこら辺はいかがでしょうか。

【山﨑教育環境整備課長】佐世保特別支援学校

の校舎の整備につきましては、現在、教室不足

ということで文部科学省が調査をした結果によ

りますと、23教室不足しているという状況でご
ざいます。今後、計画的にこれをどう解消して

いくかということで、現在検討をしているとこ
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ろでございます。

【坂本(浩)委員】 23教室不足ということで、本
当に私もそういう感じがしたんですけれども、

具体的に年次計画的なものはないのか。今は、

ただ抽象的な検討中ということなんですか。

【山﨑教育環境整備課長】 本年2月に策定いた
しました第二期の特別支援教育推進基本計画、

第1次の実施計画におきましては、現在、この令
和6年度までの教室不足への対応ということで、
虹の原特別支援学校と鶴南特別支援学校時津分

校、こちらの方の改修を予定しております。そ

れ以降の計画ということで、佐世保特別支援学

校については検討してまいりたいと考えており

ます。

【坂本(浩)委員】令和6年度に、今ありました鶴
南の時津分校と虹の原、その後ということなん

ですか。かなりあそこも建物そのものが増築・

改築の重ねで複雑な造りになっているというの

を、私も行ってびっくりしたんですよね、大変

だなと。先生方も大変ですし、特にそこで学ん

でいる子どもたちも大変なんだなというふうに

思いました。

私も現地のことはよくわかりませんけれども、

あそこの周辺はかなり広々とした空き地があり

ます。民間も含めてそれなりのいろんな計画も

あるんでしょうけれども、かなり広い空き地も

あるなという感じもしましたので、そうなると、

敷地を含めて、どういうふうにするかというの

を含めて、かなり年数がかかると思いますので、

できるだけ早い段階からそうした現地の状況も

含めて、現場の声も聞いていただいて、できる

だけ早い時期の計画というのを進めていただき

たいと思います。これは要望とさせていただき

ます。

次に、インクルーシブ教育の関係なんですが、

これは教育委員会が毎年発行している「教育行

政施策の概要」ということで、今年度分は今作

成中ということなんですけれども、昨年度の分

には「インクルーシブ教育システム構築に向け

た特別支援教育の充実を図る」ということにな

っているんですけれども、文科省の方でも今、

いわゆるインクルーシブに関わって通級教室の

充実ということで有識者会議をつくって議論を

進めているようなんですけれども、特に発達障

害のある児童生徒の支援のためにということで、

要するに通級指導を拡充をするということなん

だろうと思うんですが、そういうことに関する

県教委としての認識と、それから施策の方向性

というんですか、そこら辺の基本的なところを

まず教えてください。

【分藤特別支援教育課長】委員ご指摘のとおり、

最近、文部科学省で有識者会議が新しく立ち上

がって、特に通級指導の充実ということで通常

の学級の特別支援教育を含めて検討が進められ

ているところでございます。

インクルーシブ教育システム構築のための特

別支援教育ということで、「学びの連続性」と

いうのが今キーワードになっております。小学

校に入学した子どもたちが、ずっと6年間特別
支援学級に在籍しているのじゃなくて、そのお

子さんの成長・発達を、今促していくために、

どの学びの場が大切なのかということを、学校、

そして市町としっかりと話し合って、保護者も

含めて話し合って進めていくということが大切

になっております。

そういう中で、特別支援学級で個別指導で学

びの力を高めて、そして通常の学級で、かつ通

級による指導を加えて学べるような子どもたち

もおりますので、そういった場合には通級指導

教室の存在というのが非常に大事になってまい
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ります。

通級指導教室では、コミュニケーションや人

間関係、また心理的な安定、集団の中で落ち着

いて学べるように、少し落ち着く方法を通級指

導教室で学んで、そして通常の学級でも集団の

中で学べるようにするというような、両輪で教

育をしていく子どもたち、発達障害の子どもた

ちが全国調査で6.7％おります。
そういう中で我々県教育委員会としましても、

通級指導教室の必要性というのは十分に認識し

ておりますし、通級指導教室の場という数も増

えております。引き続き、通級指導教室の充実

に向けて取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

【坂本(浩)委員】 それで、今、全国的にそうい
う発達障害の可能性がある児童生徒の割合とい

うのが6.7％ということでありますけれども、県
内の実態といいますか、県内の例えばそうした

可能性がある割合をどういうふうに捉えられて

いるのかということと、それから、実際、通級

指導を現在、これは実態調査を毎年しているの

かどうかわかりませんけれども、通級指導を受

けている児童生徒数が、例えば小学校で何人と

か、中学校で何人とか、高校で何人とか、そう

いうことは把握されていますか。

【分藤特別支援教育課長】毎年度、通級による

指導を利用している児童生徒数、また学級数、

これについては調査をしております。

通級指導教室の設置数につきましては、令和

4年度は201学級、そこに在籍する児童生徒数は
令和4年度2,739名、学級数におきましては昨年
度198教室から201教室、プラス3学級増えてお
ります。

児童生徒数につきましては、昨年度は2,782
名が2,739名と、こちらは若干減っております

が、さっき申した減った理由につきましては、

通級指導教室で十分学んだ子どもたちが、その

指導の成果を踏まえて通常学級のみの指導で学

べるようになってきたということで若干減って

おります。利用者の数は以上になっております。

また、国が十数年ぶりに全国調査を行ってお

ります。この通常の学級に発達障害を含めた支

援が必要な児童生徒が何人いるのか、何割ぐら

いいるのか、この結果が今年12月ぐらいに公表
されるということですので、公表された時には

またその数値をしっかりと踏まえて、何ができ

るか考えていきたいと思います。

【坂本(浩)委員】 今、通級の学級数と、そこで
指導を受けている児童生徒数ということでトー

タルでありましたけれども、できれば、後から

でもいいんですが、小・中・高の内訳を教えて

いただきたいというのと、それから通級学級は、

例えば在籍校で受ける自校とか、あるいはほか

の学校に行って受ける他校通級とか、それから

教員が訪問する巡回指導というふうにいろいろ

種類があるんだろうと思うんですけれども、実

際、今、先ほどあった2,739人に対して通級指導
を行っている教員というのが何人ぐらい今いら

っしゃるのかわかりますか。

【谷口義務教育課人事管理監】義務教育関係で

言いますと、201名、今年度配置をしております。
【坂本(浩)委員】 今、義務教育関係、小・中で
201名ということですけれども、例えば義務教
育関係で201名という数字は、教員一人当たり
に対して何人ぐらいの児童生徒数ということに

なるんですか。

【谷口義務教育課人事管理監】編制の基準とし

ましては、原則として13名を基準としておりま
す。13名に1名ということです。
【坂本(浩)委員】 わかりました。今、私が言い
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ました、文科省で充実に向けて進めているとい

うことなんですけれども、そうすると、生徒13
名に対して先生が一人という基準というのは、

例えば10名に対して一人とか、そういうふうな
方向性になってくるかどうかというのは、まだ

わからないんですよね。

【分藤特別支援教育課長】委員ご指摘のとおり、

現段階ではわかりません。

【坂本(浩)委員】わかりました。この通級指導、
通級教室を充実させていくためには、それに対

応する先生というのが必要だろうと思うんです

けれども、私もいろいろお話を聞きましたら、

いわゆる一人の先生が何校か受け持ってとか、

結構そういうのもあるようで、可能な限り自校

でできるような体制を確保していく必要が、充

実させるならばですね。現段階でもなかなか大

変だという声も聞いておりますので、そこはや

っぱり自校で基本的に対応できるというふうな、

例えば先ほど言いました、子どもさんがほかの

学校に行くということじゃなくて、自校で何と

かできるような、そういう体制を確保する必要

があるんじゃないかと思うんですけれども、そ

こら辺の認識というのはいかがですか。なかな

か対応できないところも、生徒数が少なくてで

きない部分もあるんじゃないかとは思うんです

けれども、そこら辺の基本的な認識というのは

いかがですか。

【分藤特別支援教育課長】長崎県の場合は、先

ほど人数を申しましたけれども、自校の通級を

受けている子どもの数というのが2,078名、他
校で通級を受けている子どもが541名、巡回に
よる指導、つまり先生が子どものいる学校を訪

問して、そこで指導を受けている巡回による指

導の子どもが120名ということで、本県では自
校通級の子どもが多いという傾向があります。

委員おっしゃるとおり、541名は自分の学校の
授業を抜けて、通級をやっている他校に出向い

ているため、その時間、通級以外の学習が受け

られないような子どもたちも、移動時間を含め

ておりますので、委員ご指摘のとおり、やはり

巡回か自校で通級を受けた方がよろしいという

ことは十分理解しております。国の方に施策要

望等で、しっかりと充実した定数をいただける

ように要求をしていきたいと思っております。

【坂本(浩)委員】 わかりました。今、答弁があ
ったとおりでいいと思います。特に、他校に通

級するということは、子どもたちにとって慣れ

ない環境を嫌がったりとか、あるいは保護者が

送迎したりとか、そういう負担もかかってくる

と思っております。十分に必要な指導が受けら

れないという事例もあると伺っておりますので、

そこのところは国に対する要望ということもさ

れていると思いますので、ぜひ十分な対策をよ

ろしくお願い申し上げまして、終わります。

【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

【外間委員】 1点質問をいたしますが、本会議
場でも一般質問で中﨑新教育長に抱負を述べて

いただきまして、畑の違う教育行政のトップリ

ーダーとして登壇した際に、ご質問にお答えし

ていただいてありがとうございました。

今、同僚議員の質問の中にもご自身のふるさ

と教育をはじめ、魅力ある学校づくりであると

か、個性豊かな教育づくりに邁進をしたいよう

なお話をされて、もう既に20校の現場に出られ
ているということで、やっぱり新知事が現場に

積極的に出られて、新教育長も現場に出て、ま

ず確認をして動いておられるなということで、

一定評価をしたいと思っております。

その中﨑教育長だからこそ、大石知事だから

こそ、これからの時代にどういう教育行政を求
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められているのかということが、先ほどの教育

次長のご答弁を聞いていて、学力向上対策をも

って勉強して、どういう企業に就職をしていく

のか、そういう人材育成のための探求というこ

とについて、ここにおられる全ての幹部職員の

方々も、子どもたちのことを真剣に考えられて、

様々な今までの専門性を活かしながら、どうい

う子どもたちを育てていかなければいけないか

ということを本気で考えておられるんだなと、

こう思ってお話を聞いておりました中に、以前、

私は前田議員と一度、手をつないで沖縄にある

学校に訪問に行きまして、実に興味ある学校で

して、その学校のことを報告書にまとめて、当

時の教育長に一般質問で質問を行ったんです。

ちなみに、中﨑教育長、イマージョン教育とい

うことを聞いたことがありますか。

【中﨑教育長】 その名称を、すみません、存じ

上げておりません。

【外間委員】知らないからといって、別にどう

こうではないんです。知らなければ知らないで

結構なんですけれども、要するに英語を学ぶの

ではなくて、英語で全て学ぶということです。

母国語以外の第2外国語で教育を行うという教
育によって、新しい人材発掘が必要なこれから

の時代に、今こそそういうイマージョン教育が

必要なのではないかと。決して文科省の今まで

の英語教育に対して、私はどうこうということ

でありませんが、ただ、グローバルな人材育成

に必要な子どもの教育の中で、新たに皆様方が

今抱えている所管の中にあっても、英語でこう

いうイマージョン教育を行うことによって子ど

もたちを、人材発掘していくようなことが、今

まさに必要ではないかというふうに思って、当

時の教育長への質問が、早い話が佐世保にキン

グスクールというアメリカのスクールがあって、

ぜひそういう外国語が身近な佐世保にあるわけ

だから、何とかそういったところに日本の子ど

もたちが生徒として受験して学べないかなとい

うことを質問したことがありまして、なかなか

仕組みの中で難しかったので、思いどおりのご

答弁もいただけなかったんですけれども、ぜひ

そういうイマージョン教育、沖縄に前田委員と

手をつないで行った内容をですね。民間の企業

が経営をしているアミークスインターナショナ

ルは、クラスが3クラスあって、幼稚園から小学
校、中学校まで、一定それぞれの教育要領を得

た学校でして、クラスがアメリカ人だけと日本

人だけと、アメリカ人と日本人とのミックスの

クラスの3クラスで1年生から6年生まであり、
全ての教育が英語で行われておりました。国語、

算数、社会、理科、体育、音楽も全て英語で行

うということで、学校の先生もインドネシアや

東南アジアの人、人件費の関係でいろんなアジ

アの先生方を集めて教育をされている学校でし

た。

結果、その子どもたちが義務教育を終えて社

会に出ていって、今どういうグローバルな人材

となっているのかというその後の追いかけもし

てみたいと思っているんですけれども。

参考までに、本県もよく上海あたりに知事以

下みんなで固まって行きますよね。行った時に

本県の大学を卒業した留学生を集めて、上海で

その後の就職先を聞いたら、やはり超一流の企

業に就職をされて、それはやはりイマージョン

教育と同じように、外国語で学んだその資格が

企業に活かされているということで、これから

も積極的に海外に出ていって、自分の持つそう

いう得た教育を活かすと。そういうふうなグロ

ーバルな社会で新時代に向けた教育のあり方と

いうものも、どこか教育庁の皆様方のお考えの
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中に、今後入れていきながら教育のあり方とい

うものを考えていかなければいけない時代に改

めてきているのではないか。手をつないで行っ

たというのは駄弁だったんですけれども、今だ

からこそそういうものも積極的に取り入れて、

本県の特化した教育ということで、案外、教育

長の魅力ある教育の挑戦にも通用するのではな

いかということなんですけれども、私の言い分

について、教育長、ご答弁いただければと思い

ます。

【中﨑教育長】今お話を聞いておりまして、委

員ご指摘のとおりだと思っています。

グローバル人材を育てるということで、様々、

今教育をやっておりますけれども、やっぱりそ

こは語学力だけじゃなくて、国際的なコミュニ

ケーション能力を育成していくというのはすご

く大事な視点だと思っています。

実は、本会議場で8つの横断プロジェクトと
いうお話をいたしましたけれども、実はそのう

ちの一つが国際コミュニケーション向上プロジ

ェクトというのを立ち上げております。このき

っかけは、先ほどのような視点の中で、いろん

な経済界の皆さん等と話をする中で、例えば英

語教育につきましては、今、佐世保の方で、こ

れもお話にありましたように米軍基地があるの

で、そこを活用して、いわゆる英語漬けの生活

というか、そういう中で語学だけじゃなくて、

コミュニケーションを磨くことができないかと

か、あるいは中国の総領事館をお訪ねした時に、

総領事から、実は県内の高校生に460人中国語
を学んでいる生徒がいるんですよというお話を

しましたら、総領事の方から、ぜひ総領事館に

その子どもたちを招きたいと。そして、中国の

言葉だけじゃなくて、中国の文化というのも知

ってもらうようなことができないかというお話

もいただいております。

佐世保の米軍キャンプであるとか、あるいは

総領事館というのは、国際県長崎が保有する長

崎ならではの国際的な魅力の一つだと思ってい

ますので、そういったことを活用することによ

って、そのような人材を育てる、あるいは長崎

の国際的歴史に触れるというのも、これはふる

さと教育の一つだと思っていますので、少し経

済界、あるいは総領事館のお力も借りながら、

少しこういったプロジェクトを進めることによ

って、委員が今ご指摘なさったような人材の育

成に努めてまいりたいと思っているところでご

ざいます。

【外間委員】まさに、中﨑教育長ならではのご

答弁をいただいて、改めて8つのプロジェクト
の一つにこういったことのご答弁をいただける

とは大変ありがたい、質問してよかったなと思

ったところであります。

ある大学の学長さんのお話の中で、これから

の社会というのは、「女性」と「ダイバーシテ

ィ」と「高学歴」という3つの柱を挙げておられ
て、高学歴、いい大学を出て、それがこれから

の社会にどう役に立つのかという、この3つの
柱に挙げられたというのは非常に私は興味を持

っておりまして、せっかく大学は出たけれども、

大学院まで行ったのに何の役にも立ってないと

いうことではなくて、これからの時代は、まさ

に高学歴と。その表現は、例えばシリコンバレ

ーであるとか、中国の今、世界を席巻するよう

なユニコーンと呼ばれる1,000億円以上の時価
総額を稼ぎ出している、世界にある400の企業
のうち、アメリカと中国で250ぐらい、日本はわ
ずか2～3社と。将来の経済をこれから伸ばして
いくために、そういう会社をつくっていった人

たちの学歴というのは、まさに勉強して大学に
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行って、院生になって、そこで学んだことを考

え、創造し、ダイバーシティで企業を起こし、

イノベーションを起こしていって新しい社会を

つくっていき、それがフェイスブックであった

り、グーグルであったり、センテンスであった

り、アリババであったり、全てサービス産業を、

世界の企業のほとんどをつくり上げていったと。

勉強して勉強して、考えて、そして学校で学ん

だことが世界の経済の社会に活かされていると。

日本の30年間の取り残されたこの状況は、まさ
にアメリカや中国がやってきた教育の中に、日

本の教育はさあどうだったのかというふうなと

ころの遅れをこれから取り戻すための必定の柱

として、その高学歴と、もっと勉強するんだと

いうふうなところの、それと女性というものが

入っておりましたけれども、そういうことを訴

えられている教育のリーダーもおられるわけで

ありまして、ぜひともそういうものに向かって

いくためには、やっぱり教育というものが最も

大切な分野にあるというふうに思っております。

どうか、今、私はどちらかというと、詳細を

うまく皆様方から引き出して取り組む、課題を

解決するような質疑がなかなかできなくて申し

訳ないんですけれども、一つの切り口としてイ

マージョン教育というものがあって、そういう

ものが基地の街佐世保の中にあって、それがう

まく皆様方がやっておられる教育の中にある、

そういうものにうまく取り入れられるといいな

と。できれば、教育長におかれては、そういう

学校に本県の子どもたちが自由に幼稚園から入

学できるような、そういう仕組みなんかがあっ

たら、面白い人材が生まれていくのではないか

ということを、ここでは法的なことがいろいろ

とありますので述べられませんけれども、そう

いうものをどこか頭の中に入れていただいて、

ぜひ教育行政の中に取り入れていただきたいこ

とを要望して終わりたいと思います。

【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

【山口(経)副委員長】 教職員の不祥事について
という報告があっておりますけれども、今回の

4件の報告のうち、1件は逮捕事案という形で報
告があっております。

そういう中で、過去の教職員の処分の推移に

ついてお尋ねをしたいと思います。

【桑宮総務課長】 お尋ねの過去10年程度の懲
戒処分の推移につきましては、平成25年度に12
件発生しております。以降は数件程度で推移し

ておりまして、令和2年度には1件でございまし
た。ただ、令和3年度に13件発生しており、今年
度は1件という状況になっております。
【山口(経)副委員長】平成25年に12件という形
で、その後は数件ずつということです。数件ず

つ続いたということで前々教育長が令和元年に

「教育長のメッセージ」ということで不祥事根

絶のためにメッセージを発出されました。その

次の年には極端に減って、令和3年にまた13件
になったということで、そういう推移の中で13
件というのは10年来で一番多いわけですね。そ
のことについて、分析とか対応とか、どうなさ

っておられますか。

【初村高校教育課人事管理監】昨年度の不祥事

につきましては、教諭以外で船員とか、会計年

度任用職員の不祥事が多発しております。これ

まで、会計年度任用職員については、授業のみ

でパートタイム的な働きということになってお

りましたので、例えば全職員が集まる職員朝会

とか、職員会議、職員研修、そういったところ

に参加をしてなかったというところがあります。

したがって、そういう不祥事防止のための研修

の機会が与えられてなかったということになり
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ます。

今回、これを受けまして、昨年度中に会計年

度任用職員等についても職員会議、職員研修等

に参加をして、出席をさせて、そういう不祥事

防止のための研修を受けてもらうということで

お願いをしているところです。

【山口(経)副委員長】 雇用形態が違うとは言い
ながら、やっぱり同じ教職員という形で社会で

は捉えがちですよね。そういった中で、そうい

う原因があったんだろうということなんですけ

れども、13件というのはちょっと多すぎるなと
いうふうに思います。

そして、行為別ですけれども、体罰、わいせ

つ、酒気帯び、その他という形で分類をしてお

られますけれども、やっぱり一番減らないのは

体罰、わいせつ、そういった関係ですよね。そ

のことについて、どう捉えておられますか。

【初村高校教育課人事管理監】 わいせつ行為、

それから体罰の懲戒処分が多い状況というのは、

研修等で指導はしているところなんですが、な

かなか減らない。本当に申し訳なく思っており

ます。

そこで、この4月から懲戒処分の基準を厳罰
化しておりまして、わいせつ行為につきまして

は生徒とかの同意の有無等に関わらず処分の対

象にすると。それから、体罰につきましても、

これまでは負傷とか精神的苦痛が認められない

ものにつきましては、校長による厳重注意と、

そういうことを想定しておりましたけれども、

そういった体罰についても県教委による指導措

置以上と、そういうことでの厳罰化をしている

ところです。

それから、特に、先ほど体罰については申し

上げましたけれども、わいせつ行為につきまし

ては、その防止について専門家の医学的アプロ

ーチによる自己分析チェックシートというもの

を実施しているところです。これについては短

いシナリオを示して、その主人公であると、そ

ういう想定をさせまして、それに対してどうい

う行動をとるか、その可能性をチェックする、

そういう分析シートになります。これは全職員、

教員が実施することで、自らが陥りやすい危険

性を認識して、その抑止につなげていく、そう

いうことで実施をしているところです。

そういう実施をするにもかかわらず、まだこ

うやって不祥事が起きていることにつきまして

は、本当におわびを申し上げたいと思っており

ます。

【山口(経)副委員長】長与でも10年ちょっと前
でしたか、そういう不祥事が発生したわけです。

それも長与で行われた件ではなくて、前任地の

他市でもう一人おって、その人から発覚して長

与の方も芋づる式に挙げられたということなん

ですけれども、そういった時、児童生徒への影

響、そしてまた保護者、地域への影響というの

が大きいわけですよね。信頼回復に努めると言

いながらも、やっぱり保護者には自分の子ども

がわいせつ画像の被写体になったんじゃないか

とか、そういった不安がつきまとうわけですよ。

そういう中で、個人のモラルと言ってしまえば

おしまいかもしれないけれども、やっぱり教職

員というのは聖職ということ、人を教えるとい

う誇り高き仕事であるということを十分踏まえ

ながら、そういう不祥事根絶に当たってほしい

という思いがあるわけですけれども、再発防止

という観点、そしてまた、信頼回復という観点

について、教育長の所見をお聞かせいただきた

いと思います。

【中﨑教育長】副委員長ご指摘のとおり、この

ように不祥事根絶に向けて、教育の関係者が取
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り組む中で、こういった状況が起きているとい

うことについては、大変申し訳なく思っていま

す。

本当に一部の教職員の不祥事によって、これ

も先ほどお話がありましたように、教育全般の

イメージが悪化する、あるいは不信感を抱くと

いうようなことを考えますと、頑張っている多

くの教職員に対しても非常に申し訳ないという

思いもしております。

特に、先ほど人事管理監から説明がございま

したとおり、今年の4月1日で性暴力と体罰に関
しては厳罰化の改定をしたにも拘わらず、また

同様の案件が起きたということは、これは重く

受け止めなければいけないと思っています。

本当に教職員一人ひとりが、不祥事を起こさ

ないというような強い決意を持ってもらうとい

うことは大変大事だと思っています。

先ほど、令和元年に教育長のメッセージを出

したというお話もございましたので、私、今度、

新たに教育長となりましたので、少しそういっ

たメッセージで職員の意識に強く呼びかけると

いうことも検討してまいりたいと思っておりま

す。

【山口(経)副委員長】 メッセージの発出も検討
するということなんですけれども、内向きで発

せられても、外の方々もそれを見ているわけで

すね。内にも外にもわかるようなメッセージを

しっかりと出していただきたいと思うんですけ

れども、いかがですか。

【中﨑教育長】おっしゃるとおり、内部だけで

はなくて、いわゆる保護者の方、地域の方が教

育が安心だと、そういう方向に向かっていると

いうようなことの思いを発出することも大事だ

と思っています。少し文案についても検討しな

がら、ぜひ今後も不祥事を起こさないというよ

うな強い思いを教育全般で取り組むような方策

について、考えてまいりたいと思っております。

【山口(経)副委員長】 教育長になられてすぐの
こういった厳しい事案という形の中であります

ので、新教育長として、そういうメッセージを

発出なさって、これからそういう不祥事根絶に

力を注いでいただくようにお願い申し上げて質

問を終わります。

【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、「少人数学級・教職員定数の改善に係る

意見書（案）」の提出について、私から提案し

たいと思いますので、事務局、文案の配付をお

願いいたします。

〔意見書案配付〕

【下条委員長】それでは、意見書案を読み上げ

させていただきます。

少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書

（案）

2021年の法改正により、小学校の学級編制の
標準は、段階的に35人に引き下げられるものの、
今後は小学校にとどまることなく、中学校での

早期実施も必要である。

学校現場では、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

ゆたかな学びを保障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。

また、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、

新たな業務も発生している。

ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現する

ためには、加配教員の増員や、少数職種の配置

増など、教職員定数改善が不可欠である。

よって、国におかれては、地方教育行政の実
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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強く要請する。

1、中学校での35人以下学級について早期の
拡充を検討すること。

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、

教職員定数改善を促進すること。

3、自治体で国の標準を下回る学級編制基準
の弾力的運用の実施ができるよう、加配の削減

は行わないこと。

4、教育の機会均等と水準の維持向上を図る
ため、地方財政を確保したうえで、義務教育費

国庫負担制度を維持すること。

以上のとおり、意見書を提出してはいかがか

と存じております。

ただいまご説明いたしました「少人数学級・

教職員定数の改善に係る意見書（案）」につい

て、ご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】ほかにご質問もないようですの

で、しばらく休憩をいたします。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午前１１時５５分 再開 ―

【下条委員長】 委員会を再開いたします。

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

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「少人数学級・教職員定数の改善に

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でしょ

うか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

それでは、教育委員会関係の審査結果につい

て整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５６分 休憩 ―

― 午前１１時５６分 再開 ―

【下条委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、教育委員会関係の審査を

終了いたします。

教育委員会の理事者の皆様におかれましては、

大変お疲れさまでした。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
30分から委員会を再開し、こども政策局を含む
福祉保健部関係の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５８分 休憩 ―

― 午後 １時３１分 再開 ―

【下条委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、こども政策局を含む、福祉保健部

関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、人事異

動後、これまでの委員会に出席がなかった新任

幹部職員の紹介を受けることにいたします。

【寺原福祉保健部長】福祉保健部長の寺原でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

審議に入ります前に、5月の政府施策要望項
目審査に出席していなかった福祉保健部の新任

幹部職員を紹介させていただきます。

〔各幹部職員紹介〕
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以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

【下条委員長】 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。

【下条分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算及び報告議案を議題といたします。

福祉保健部長より、予算及び報告議案の説明

を求めます。

【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69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予
算（第3号）」のうち関係部分、第85号議案「令
和4年度長崎県一般会計補正予算（第5号）」の
うち関係部分、第71号議案「令和4年度長崎県国
民健康保険特別会計補正予算（第1号）」、報告
第4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23号）』」のうち関係部分、
報告第16号「知事専決事項報告『令和3年度長崎
県国民健康保険特別会計補正予算（第2号）』」
の5件であります。
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1ページ中段
をご覧ください。

第69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正
予算（第3号）」のうち関係部分について、ご説
明いたします。

令和4年度当初予算は、知事選挙の関係によ
り、いわゆる骨格予算であったため、今回の補

正において、「新しい長崎県づくり」の実現に

向け、必要な経費を計上しております。

歳入予算は、福祉保健部合計で10億5,691万
5,000円、歳出予算は、福祉保健部合計で14億
3,056万9,000円となっております。
なお、各科目につきましては、1ページから2
ページにかけて記載のとおりであります。

2ページをご覧ください。
補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

（県民に寄り添った医療・福祉・介護サービス

の充実について）

県民の皆様が、安全に安心して豊かな暮らし

を送ることができるよう、どこに住んでいても、

適切な医療・福祉・介護のサービスを提供でき

る体制の充実に向け、県内離島の基幹病院にお

いて、ローカル５Ｇネットワークを構築し、専

門医の遠隔サポートを活用した体制整備の支援

に要する経費として、2億9,698万4,000円、患者
の利便性の向上や、在宅医療における医療の質

の向上を図るため、医療ＩＣＴの効果的な活用

に向けた実証事業に要する経費として、832万
8,000円、骨髄移植等の造血幹細胞移植により、
移植前に獲得した免疫が低下または消失するこ

とを受け、免疫再獲得のための予防接種ワクチ

ン再接種の支援に要する経費として、56万
8,000円、医療的ケア児とその家族からの各種
相談に対応する「医療的ケア児センター（仮称）」

の設置に要する経費として、763万3,000円、生
活習慣の改善など、県民自ら主体的に健康づく

りに取り組むことのできる環境を整備するため、

健康づくりアプリ導入等に要する経費として、

3,715万3,000円、看護師等養成所の課程変更の
ための教育計画作成等準備に必要な専任教員配

置に要する経費として、331万6,000円、チーム
医療の中心を担う特定行為ができる看護師の計

画的な確保と、特定行為研修修了者の支援等に
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要する経費として、240万1,000円、介護施設の
介護職員と同様の職務を行っている軽費老人ホ

ームの介護職員に対する処遇改善の支援に要す

る経費として、421万2,000円などを計上してお
ります。

3ページ中段をご覧ください。
（新型コロナウイルスの感染症対策について）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が中長

期的に反復している中、さらなる感染拡大に備

え、感染症の予防・拡大防止と県民生活の安全・

安心の確保のため、重点医療機関等において、

新型コロナウイルス感染症患者に高度かつ適切

な医療を提供するために必要な設備整備の助成

に要する経費として、4億5,316万7,000円、疑い
患者を診療する救急医療、周産期医療、小児医

療などを担う医療機関の院内感染を防止するた

めに必要な設備整備の助成に要する経費として、

5億3,229万円、新型コロナウイルス感染症の検
査体制を維持するため、環境保健研究センター

の検査用機器の整備に要する経費として、

3,857万2,000円、新型コロナウイルス感染症に
おける対応の迅速化、保健所の業務効率化を図

るため、ＩＣＴ環境の整備、導入に要する経費

として、1,590万6,000円、クラスターが発生し
た高齢者入所施設や障害者入所施設の入居者及

び職員の検査に使用する抗原定性検査キットの

配付に要する経費として、2,423万6,000円を計
上いたしております。

このほか、4ページ中段の債務負担行為につ
きましては、記載のとおりであります。

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（追加1）の福祉保健部の1ペ
ージ中段をご覧ください。

第85号議案「令和4年度長崎県一般会計補正
予算（第5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、国において決定された「コ

ロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急

対策」等に適切に対処するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。

歳入予算、歳出予算ともに合計で8億6,637万
8,000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。

（生活福祉資金貸付金について）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、休

業等により生活に困窮されている方に対して、

緊急小口資金等の特例貸付等に要する経費とし

て、8億3,041万円の増。
（新型コロナウイルス感染症に対するセーフテ

ィーネットの強化について）

新型コロナウイルス感染症に加えて、物価高

騰等の影響により生活に困窮する方を支援する

ため、官民が連携したプラットフォームの設置

及び支援ニーズに対応するＮＰＯ法人等に対す

る活動支援、生活福祉資金の特例貸付を利用で

きない世帯への支援金の支給に要する経費とし

て、3,596万8,000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4ページ下段
をご覧ください。

第71号議案「令和4年度長崎県国民健康保険
特別会計補正予算（第1号）」についてご説明い
たします。

歳入予算、歳出予算ともに合計で519万5,000
円となっております。

なお、各科目につきましては、5ページに記載
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のとおりであります。

（健康長寿保健事業費について）

健康づくりアプリ導入に係る国民健康保険特

別会計負担分として、519万5,000円を計上いた
しております。

次に、報告第4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23号）』」の
うち関係部分についてご説明いたします。

これは、先の3月定例会の予算決算委員会に
おいて、専決処分により措置することについて

あらかじめご了承をいただいておりました、令

和3年度予算の補正を、令和4年3月31日付けで
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。

歳入予算は、福祉保健部合計で10億7,967万
3,000円の減、歳出予算は、福祉保健部合計で28
億493万5,000円の減となっております。
なお、各科目につきましては、5ページから6

ページに記載のとおりであります。

歳入予算の主なものにつきましては、年間の

収入額の確定による国庫支出金の減によるもの

で、歳出予算の主なものにつきましては、新型

コロナ病床確保料の実績減等によるものであり

ます。

繰越明許費につきましては、内容は記載のと

おりで、198万円の繰越明許費の設定を行った
ものであります。

次に、報告第16号「知事専決事項報告『令和
3年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算
（第2号）』」についてご説明いたします。
歳入予算、歳出予算ともに48億4,945万2,000

円の減となっております。

これは、保険給付費等交付金の実績減等によ

るものであります。

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。

【下条分科会長】 次に、こども政策局長より、

予算及び報告議案の説明を求めます。

【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（追加1）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69号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予
算（第3号）」のうち関係部分、第85号議案「令
和4年度長崎県一般会計補正予算（第5号）」の
うち関係部分、報告第4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23
号）』」のうち関係部分、報告第5号「知事専決
事項報告『令和3年度長崎県母子父子寡婦福祉
資金特別会計補正予算（第1号）』」の4件であ
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1ページをお開きください。
中ほどでございますが、第69号議案「令和4年
度長崎県一般会計補正予算（第3号）」のうち関
係部分について、ご説明いたします。

令和4年度当初予算は、知事選挙の関係によ
り、いわゆる骨格予算であったため、今回の補

正において、「新しい長崎県づくり」の実現に

向け、必要な経費を計上しております。

歳入予算は、こども政策局合計で4億222万
5,000円の増、歳出予算は、こども政策局合計で
87億2,324万9,000円の増となっております。こ
の結果、令和4年度のこども政策局所管の歳出
予算総額は、264億8,287万8,000円となります。
なお、各科目につきましては、1ページの記載
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のとおりであります。

次に、2ページをご覧ください。
補正予算の主な内容につきましては、結婚、

妊娠・出産、子育て支援の充実について。

未婚化、晩婚化に歯止めをかけるための結婚

支援の強化と、県民の皆様が安心して子育てで

きる環境の充実に取り組んでまいります。

1、若年層のライフデザイン実現に向けた結
婚、子育てに関する情報発信に要する経費とし

て、216万2,000円の増。
2、婚活アドバイザーの配置や婚活サポータ

ーのスキルアップ養成プログラムの開催等に要

する経費として、538万9,000円の増。
3、保育所等の職場環境改善を目的としたア

ドバイザーの派遣や成果発表等を行うフォーラ

ムの実施に要する経費として、205万8,000円の
増を計上いたしております。

（新型コロナウイルスの感染症対策への対応に

ついて）

児童福祉施設等における新型コロナウイルス

の感染拡大を防止するため、感染症対策にかか

る支援を実施してまいります。

1、クラスターが発生した保育所・幼稚園等の
職員の検査用として、抗原定性検査キットの配

付に要する経費として、3,234万円の増。
2、クラスターが発生した児童養護施設等の

入所者及び職員の検査用として、抗原定性検査

キットの配付に要する経費として、440万円の
増を計上いたしております。

（長崎県安心こども基金事業について）

「新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備

していくための支援」にかかる国負担分財源の

安心こども基金への積立に要する経費として、

3億2,696万6,000円の増を計上いたしておりま
す。

（子どもの権利擁護について）

児童養護施設等に入所する子どもの声を受け

止め代弁する意見表明の仕組みや、子どもの権

利救済の仕組みを構築し、社会的養護が必要な

子どもの権利擁護を推進するための経費として、

358万7,000円の増を計上いたしております。
このほか、3ページの子ども・子育て支援新制
度への対応について、私立幼稚園の振興につい

て、4ページ、幼稚園、保育所等の耐震化の推進
について、子育て家庭の経済的負担軽減につい

て、母子保健の充実について、ひとり親家庭の

支援についてで、その内容につきましては、記

載のとおりであります。

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（追加1）、こども政策局の1
ページをお開きください。

第85号議案「令和4年度長崎県一般会計補正
予算（第5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、国において決定された「コ

ロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急

対策」等に適切に対処するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。

歳出予算は、こども政策局合計で660万7,000
円の増となっており、この結果、令和4年度のこ
ども政策局所管の歳出予算総額は、264億8,948
万5,000円となります。
続きまして、予算決算委員会文教厚生分科会

関係議案説明資料に戻っていただき、5ページ
をお開きください。

報告第4号「令和3年度長崎県一般会計補正予
算（第23号）」のうち関係部分につきましては、
先の3月定例会の予算決算委員会において、専
決処分により措置することについて、あらかじ

めご了承いただき、3月31日付けをもって知事
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専決処分させていただいた事項の報告でありま

す。

歳入予算は、こども政策局合計で4億1,033万
7,000円の減、歳出予算は、こども政策局合計で
6億2,737万円の減となっております。
歳入予算の主なものは、年間の収入額の確定

による国庫支出金の減であります。

歳出予算の主なものは、保育士修学資金貸付

等事業補助金の内示減等による児童福祉費の減

であります。

報告第5号「令和3年度長崎県母子父子寡婦福
祉資金特別会計補正予算（第1号）」について、
ご説明いたします。

歳入予算、歳出予算ともに、合計で3,432万
5,000円の減となっております。
これは、母子父子寡婦福祉資金貸付実績の減

によるものであります。

以上もちまして、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。

【下条分科会長】 次に、提出がありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料『政策的新規事業の計上状況』」について説

明を求めます。

【安藝福祉保健課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき本分科会に提出いたし

ました福祉保健部関係の資料について、ご説明

いたします。

今回ご報告しますのは、政策的新規事業の計

上状況についてであります。

資料の1ページをお開きください。
1ページ一番上の保健所デジタル化推進事業

費から、下から4つ目の医療的ケア児支援セン

ター運営事業費までの7事業であり、内容につ
きましては記載のとおりでございます。

説明は以上でございます。

【下条分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算及び報告議案に対する質疑を

行います。

質疑はありませんか。

【松本委員】それでは、福祉保健部の横長資料

の10ページ、遠隔専門診療支援推進事業費につ
いて、質問させていただきます。この事業は、

記載のとおり、「県内離島の基幹病院において、

ローカル５Ｇネットワークを構築し、専門医の

遠隔サポートを活用した体制を整備するための

支援」ということですが、金額が2億9,698万円
と、かなり大きい金額になっています。

まず、現状の４Ｇとローカル５Ｇの違い、５

Ｇになることで何が変わるのか、お尋ねをいた

します。

【峰松医療人材対策室長】４Ｇと５Ｇでの効果

の違いについてですが、まずこの事業につきま

しては、離島の基幹病院で医師が診察する場合

に、その患者の患部の画像を本土の医師にリア

ルタイムで送信をする、これにより本土の専門

医からの助言を受けながら診察が可能となり、

そういったローカル５Ｇによるネットワークの

構築を県として支援をしようとするものです。

そのときのネットワークにつきまして、４Ｇ

と比較して、５Ｇを使用するメリットですけれ

ども、５Ｇの方が、大容量データ、容量の大き

いデータを高速で送信できるため、タイムラグ、

ずれが少なくて済むということで、高速化と送

信遅延の短縮により、診察をリアルタイムでで

きるということをメリットと考えております。

そういったことで、離島の医師のスマート型

グラスの画像をずれなく本土の専門医に届ける
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ことで、視診が主となる皮膚科あるいは脳神経

内科、消化器内科、この3つで専門的な医療分野
での診断支援が可能となると考えております。

【松本委員】見やすくなるということは、いい

ことではあるんですけれども、この中の内訳と

して、国の交付金が2億円入っております。デジ
タル田園都市国家構想推進交付金というものと

コロナの特例交付金ということでございますが、

それだけの国費もつぎ込んでローカル５Ｇネッ

トワークをつくるわけですから、やはりいかに

活用させるかということが大事だと思います。

恐らく、離島医療を今後守っていくための手段

の一つとしてのこのローカル５Ｇだと思うんで

すけれども、これを長崎県の病院企業団に導入

することによって、離島の方々の医療に対して、

どのような効果が上がっていくのか、今後の展

開について、お尋ねいたします。

【峰松医療人材対策室長】まず、この遠隔診療

がなぜ必要かということかと思うんですけれど

も、離島の方が本土と比較して医師数が少ない

ということで、どうしても専門医の診察を受け

たいという時には、本土まで足を運ぶ必要がご

ざいます。そこを離島の住民の方がお住まいの

地域で受診が可能となるように、離島での診断

を本土の方から遠隔でサポートすることで、離

島の住民の方々の負担を軽減していきたいとい

うことを県としては進めたいと考えております。

また、この高額な事業費ということですが、県

としましても、これを離島の住民の方にご理解

いただいて活用いただけるように、今後、周知、

広報等に力を入れていきたいと思っております。

【松本委員】今後も医師不足が離島に対しても、

今、偏在化も問題になっておりますけれども、

そういった時に、このローカル５Ｇを使うこと

において、本土の医師からも診察ができるとい

うことは、非常に画期的だと思います。ただ、

やはり利用していただかないと、それが全く効

果をなさないので、離島の市町に対して周知と、

また医療機関に対しても理解と協力が、本土の

医療機関が協力してくれないとできないことで

もありますから、設備はいいとしても、ソフト

面での周知もしっかり取り組んでいただきたい

と思います。

次に、一般質問でも質問が出ていましたが、

健康革命プロジェクトについて、縦長の説明資

料の3ページの5番のところに、「生活習慣の改
善など、県民自ら主体的に健康づくりに取り組

むことのできる環境を整備するため、健康づく

りアプリ導入等に要する経費」ということで上

がっております。健康づくりのためのアプリと

いうことでございますが、その内容と効果につ

いて、お尋ねをいたします。

【宗国保・健康増進課医療監】健康づくりアプ

リの内容について、お答えいたします。忙しい

働き盛り世代や無関心層を含め、より多くの県

民が主体的に、気軽に、楽しく健康づくりに取

り組めるよう、ポイント付与によるインセンテ

ィブを設けた健康づくりアプリを導入いたしま

す。

ポイントは、一日の歩数、毎日の血圧・体重

測定、健診受診、禁煙へのチャレンジ等の健康

づくりへの取組に対して付与することを考えて

おります。このほか、市町等が実施する健康祭

り等のイベントやスポーツイベントへの参加に

対しても付与することを考えております。また、

インセンティブとしましては、たまったポイン

トにより県産品等が当たる抽せんを実施する予

定としております。

効果としましては、アプリを導入することで、

健康づくりに係る意識の向上により、若い世代
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からの生活習慣の改善を図りたいと考えており

ます。先行して事業を行っております熊本市で

は、アプリを利用したことで、運動習慣等の生

活習慣が改善したという結果が出されておりま

す。また、横浜市では、健診でメタボリックシ

ンドロームと診断された方のうち、約10％が参
加後に改善している、外出機会が増えているな

どの効果が現れ、また参加前に「健康ではない」

と回答した多くの方が、参加後に「健康である」

と回答されており、健康意識が向上していると

いう結果がございます。

【松本委員】 ありがとうございます。

ポイントというインセンティブが今回新たに

加わったということで、今までとまたちょっと

違ったところになるとは思うんですが、ただ気

にかかるのが、民間でも同趣旨のアプリがあり

ます。例えば、携帯電話のカード会社のアプリ

は、歩くほどにポイントがたまるとか、また若

い人から今、幅広くはやっているのが、ドラゴ

ンクエストウォークというんですか、歩くこと

でゲームが進むものとか、そういった様々な民

間の同趣旨のアプリもそれぞれの人気があって、

もう既に先行しているわけです。ここの目的と

いうのは、もともと歩いている方ではなくて、

恐らく、あまり歩いていない方に、主体的に歩

いていただくような仕掛けだと思うんですが、

そういった同趣旨のアプリとの差別化、これは

あくまでもダウンロードをしなければいけない

わけですから、そこを県民の方に広く周知して

いただくための仕掛けというものとしての導入

はいいんですけれども、ダウンロードするため

の仕掛けは、どのように考えているでしょうか。

【宗国保・健康増進課医療監】民間でも同様の

アプリがございます。県の差別化としましては、

営利目的ではなく、県が実施することによる安

心感を持って参加いただきたいということで、

そういったメリットについても広く周知をして

いきたいと考えております。

周知のためには、新聞等のメディアによる広

報スケジュール等も検討しておりまして、また

庁内各課や市町との連携を強化し、毎年実施し

ております県内81団体からなる健康長寿日本
一長崎県民会議等の中でも広く周知をし、関係

の皆様に周知を図っていただきたいと考えてお

ります。

また、このアプリの利用者を増やすための工

夫としましては、これまで健康寿命延伸に向け

た取組の中で、仲間と励まし合いながら健康づ

くりに取り組んでいただく、ながさき健康長寿

メイトや、企業、団体により健康づくりを支援

していただく、ながさき健康長寿サポートメン

バーに登録していただいておりますが、これら

の登録者やその関係者にも広く周知をすること

により、アプリの利用者を増やしてまいりたい

と考えております。

【松本委員】そこは公的なアプリというところ

が一つ大きく違うところかなと思います。頂い

た資料で思ったのが、健康イベント参加でポイ

ント、健診受診でポイント、観光地や文化施設

訪問でもポイント付与ということで、情報の発

信もできますし、そういったところが民間との

違いではないかと思います。ですから、非常に

いい内容だと思うので、県職員の方、かなりの

人数いらっしゃいますから、ご自身たちがまず

アプリをダウンロードしていただいて、おっし

ゃったように、ながさき健康長寿メイトの方々、

これまで協力してくださった団体等にも積極的

にアプリをダウンロードしていただいて、少し

ずつ増やしていくことによって波及していくと

思いますので、そこの最初の取っかかりが重要
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だと思いますので、積極的に取り組んでいただ

くことをお願いいたします。

次に、こども政策局の横長資料の7ページ、な
がさきで家族になろう事業538万円のところで
質問させていただきます。この事業は、婚活ア

ドバイザーの配置や婚活サポーターのスキルア

ップ養成プログラムの開催等に係る経費という

ことでございます。これまでも、かなり成果を

上げていらっしゃる話を伺いました。会員数が、

お見合いシステムで2,400名を超える状況とい
うことで、実績も出ていることに大変期待をし

ますが、今回新たに婚活アドバイザーを配置と

いうことですが、サポーターも元々いたんです

けれども、配置するアドバイザーの役割、目的

について、お尋ねします。

【德永こども未来課長】委員のご指摘にござい

ましたように、婚活サポートセンターの会員に

つきましては、おかげさまで2,400名を超える
というような状況が発生しております。そのよ

うに会員が増えたということで、今後、その中

でのマッチング率と、お引き合わせの率を上げ

ていくことが重要であると考えております。そ

のような中で、会員の方も、活動がうまくいく

方、いかない方ございます。会員の方が悩みを

抱えるというケースもありますので、そのよう

なことに対応できるように、会員個々の少し深

めの悩みというか、そういったものに、より専

門的に、より具体的にアドバイスをするという

のが業務の目的であります。

具体的にどういう場面を想定しているかと申

しますと、なかなかお引き合わせがうまくいか

ないという方のために、例えば、プロフィール

写真の撮り方ですとか、プロフィールの作成の

仕方、それから実際にお引き合わせがあっても、

緊張されて、なかなか会話がうまく進まないと

かというケースもありますので、そういったと

ころのアドバイスですとか、あるいは服装とか、

本人が気づかないようなところへのアドバイス、

それからなかなか活動がうまくいかずに、もう

自分は無理じゃないかというふうに少しモチベ

ーションが下がられる方もいらっしゃいますの

で、そういった方のモチベーションを維持して

あげたり、上げてあげたりというところも想定

をしているところであります。

【松本委員】そこの部分は、かなりきめ細かい

サポートだと思うんですけれども、ただ、その

人物がどういう人かによっても成果が変わって

くると思うんですが、これから予算可決後に面

談とかされて契約をするんでしょうけれども、

どのような方を想定しているのか、お尋ねしま

す。

【德永こども未来課長】人物の想定につきまし

ては、専門的な技術というものが必要になりま

すので、結婚相談の業務の経験をされている方、

かつ心理カウンセラー等の資格を持っておられ

る方で、私どもが今考えておりますのは、こう

いった業務をほかの自治体でもご経験されてい

る方というのは実はいらっしゃいまして、そう

いった方を想定しております。また、そういっ

た方だけでずっと回すのは、なかなかきつい面

もありますので、現在婚活サポーターとして活

動されている方の中で、非常に優秀な方、実績

を持っている方の活用も考えているところでご

ざいます。

【松本委員】サポーターという方は、引き合わ

せの立会いを今実際していらっしゃる方で、今

後は、さらにハイレベルなアドバイザーという

形で進めていくということですね。

サポーターの方もだんだん増えてくると思い

ますが、今回、その方のさらにスキルアップ養
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成プログラムということですが、具体的にどう

いうことをされるのか、お尋ねします。

【德永こども未来課長】今、婚活サポーターと

いう分野でいいますと、システムサポーターと、

縁結び隊みたいな方もいらっしゃるんですけれ

ども、特に、システムサポーターであれば、委

員からご指摘ありましたように、交際をする前

のお引き合わせの時に立ち会っていただくとか、

その後の交際の状況をフォローしていただくと

いうような役割を持っています。前に申し上げ

ました婚活アドバイザーは、より個別の課題に

専門的に対応するという形になるんですけれど

も、婚活サポーターに、どういうスキルアップ

を行うのかということなんですけれども、これ

は今年度、内閣府の方で、結婚支援ボランティ

ア等育成プログラムというものをつくられてお

ります。これは私どもも内閣府の方から意見照

会があって、いろいろ協議しながらつくった部

分も少しあるんですけれども、具体的なプログ

ラムとしては、お引き合わせ時のポイントです

とか、会話術、あるいはアフターフォローのポ

イントですとか、あとトラブルもたまにありま

すので、そういうトラブル事案に対する対応な

どを網羅したプログラムになっております。こ

ういったものを先ほど申しました婚活アドバイ

ザーとか、サポーターの中で優秀な方を講師と

して検討しながら、こういった養成プログラム

を実施していきたいと考えております。

【松本委員】私たちも、子どもが独身だという

相談を受けて、結構紹介をしたりするんですけ

れども、しゃべらなかったりとか、いろいろな

性格もあるし、マッチングというのは、なかな

か素人がやっても難しいところがあると思うん

です。ですから、こういった専門家の方々を養

成することによって、消極的な方をぜひ積極的

に取り組む。それで、成功事例をどんどん周知

した方がいいと思うんです。先日も若手の方と

話した時に、結構30代で独身の方が多くて、こ
の事業を説明したら、知らなかったとみんな言

っていて、ネットで調べてもらって、登録した

いという話になったんですけれども、やはり広

報の方も力を入れていただきたいと思います。

次に、その下の保育士人材確保等事業のとこ

ろなんですけれども、保育士の処遇改善等は国

の方で検討していただいておりますが、今回の

この事業の内容は、「職場環境改善を目的とし

たアドバイザーの派遣」となっております。こ

の職場環境改善を目的としたアドバイザーとい

うものを初めて聞くのですが、結局、何か監査

みたいな形でチェックするのか、その目的と役

割について、お尋ねをいたします。

【德永こども未来課長】アドバイザーの派遣で

ございますが、基本的な目的といたしては、保

育士の負担の軽減を図って、そのことも処遇改

善の一つと考えておりますが、そういったこと

で離職の防止につながるというのがまず一つの

大きな目的であります。

今回のアドバイザーにつきましては、保育現

場に精通をされている社会保険労務士が結構い

らっしゃいまして、そういった方々を想定して

おります。どういったことを行うかというと、

ここは管理者の方とのマネジメントの部分も少

し出てくると思いますが、保育士の負担軽減の

ために、例えば保育士の周りで仕事をしている

補助者の方や、保育士の業務以外をやられてい

る方の活用、あるいは職場の業務のＩＣＴ化、

保育士も現場でやらなければいけない、出さな

ければいけない書類が非常に多いというような

お話も聞きますので、そういったことも含めた

働き方の改善、保育士の負担軽減の取組をやり
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たいと思っているところであります。

また、アドバイザー以外にも、保育士の保育

を実践する際の悩みというのもありますので、

そういった保育士自身の悩みに対応するために

も、実践型研修というものも考えておりまして、

これは保育士養成校の教授の方や先生を派遣し

て、講義と実践とディスカッションという形で

保育士を支援していきたいと考えているところ

であります。

今回の事業につきましては、地域性とか、施

設規模、種別を考慮して、県内10園程度で実践
をしていきたいと考えているところであります。

【松本委員】処遇の報酬を上げることもそうな

んですけれども、私もよく聞くのは、事務作業

も含めて、保育士の現場のあまりにも休む間も

ないハードな、子どもと接する時間が欲しいと

いうような保育士の声も聞いたことがあります。

確かに効率化がなればいいと思うんですが、た

だ県内で10園だけ、それで効果が上がるのか心
配に思うんですが、その点については、どのよ

うにお考えですか。

【德永こども未来課長】確かに委員ご指摘のと

おり、全部の園で実施できればいいんですけれ

ども、なかなか予算的な制約もありますので、

今回は、10園で得られた成果については、その
後、成果発表のフォーラム、要するに、事例発

表会、事例共有会を開催し横展開を図っていき

たいと思っているところでございます。

【松本委員】せっかく得られた効率化というの

が県内全域に波及するように、この後にある成

果フォーラムの実施というのがそれだと思うん

ですけれども、やはりそこをしっかり、これだ

け効果が上がったんだというのを周知できるよ

うに、保育協会と連携して、していただきたい

と思います。

【下条分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【庭委員】それでは、質問をさせていただき
ます。

先ほども出ましたけれども、ローカル５Ｇネ

ットワークの構築について、お伺いしたいと思

います。これは離島の基幹病院と本土の専門医

をネットワークで結ぶということですけれども、

離島の基幹病院を何院ぐらい考えておられるの

かと、本土でのどういうところの専門医に、何

名ぐらいでネットワークを組んでいくのか、そ

のあたりを教えてください。

【峰松医療人材対策室長】今のご質問は離島と

本土の体制の問題かと思います。離島では、二

次診療といいますか、基幹病院ということで、

五島で言えば企業団病院の五島中央病院、こち

らは令和2年度に、総務省の実証事業を活用い
たしまして、五島中央病院と、本土の方は長大

病院で実証事業をした結果があり、今回、横展

開で、上五島、壱岐、対馬のそれぞれの地区の

基幹病院で実施しようと計画しているものです。

具体的に申しますと、離島は、壱岐であれば

壱岐病院、上五島は上五島病院、対馬は対馬病

院の企業団病院、本土は、長大病院のうち視診

を主とする診療科で、皮膚科、脳神経内科、消

化器内科、この3つの診療科の離島病院では診
ることが難しい専門領域の部分を支援していた

だくことで想定をしております。

【庭委員】しまの方が地元で受けられるとい
うことで、すごくいいのかなと思うんですが、

その五島中央病院で行った結果は、どれくらい

の方が受けられて、効果がどれくらい出ている

のか、教えてください。

【峰松医療人材対策室長】 令和2年度1年かけ
て整備をしまして、令和3年度に実際に実装し
たかったんですけれども、コロナの影響で、実
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際の診療まではできていないのが現状です。今

後の目標として、今年度から外来を開設して、

その外来の患者さんの程度に応じて、週2回程
度、一回開設ごとに5人の患者さんを診るよう
なペースで診察を進めていきたいと考えており

ます。

【庭委員】 令和3年度はコロナだからできな
いということだったですけれども、ネットワー

クでつなぐので、コロナだからできるのかなと

思うんですけれども、そのあたりは、どのよう

に理解したらよろしいのでしょうか。

【峰松医療人材対策室長】すみません、説明が

不足しておりました。その体制といいますのが、

５Ｇネットワークを使うということで、今まだ

医師単独で機器操作が難しく、機器メーカーの

方々との調整が必要になってきます。そういっ

た方々が県外や本土の方から渡るということが、

難しかったりして、診察までは行き着かなかっ

たと聞いております。

【庭委員】 了解しました。
やはりするからには、先ほどもありましたが、

利用していただくのが目的だと思うので、どん

なふうにしたらできるのかなと思ってお聞きし

ました。

次に、これも健康づくりアプリ導入というこ

とで、先ほど出ましたけれども、この健康づく

りに関しては、市や町でもいろんな事業を展開

しているかと思うんですけれども、県がこれを

することによって、市町との差別化じゃないで

すけれども、市町の分とは違うという面がある

のか、市町でしているものが、県で県産品があ

ると、こっちへ流れていくのか、そのあたりは

どのようにお考えか、教えてください。

【宗国保・健康増進課医療監】健康づくりアプ

リにつきましては、昨年度、導入を検討し始め

た時期から、全市町と検討する場を持ちながら、

市町のご意見もいただきながら検討を進めてま

いりました。この健康づくりアプリのインセン

ティブにつきましては、県内でそういったアプ

リを既に導入している自治体もございますが、

そういった自治体と併せてポイントをためるこ

とができるということと、アプリの内容も若干

異なっておりますので、そういったところも併

せて、県のアプリの方を一緒に活用しながら進

めていきたいということで、合意をいただいて

おります。

また、そういったアプリを導入していない市

町につきましては、住民の方にインセンティブ

を与えることができるということで、そういっ

た仕組みづくりも健康づくりの中で国の方から

求められている部分もございますので、そこも

併せて、市町の皆様と連携をしながら、今後、

インセンティブの付与などについても一緒に検

討しながら進めてまいりたいと考えております。

【庭委員】そうなりますと、だんだん連携を
していくと、市や町も一緒になって、ほぼ県下

同じような健康づくりができるというふうに理

解したらよろしいのでしょうか。

【宗国保・健康増進課医療監】健康づくりにつ

きましては、この健康づくりアプリ以外にも

様々な保健事業を各市町ごとに、また県として

も行っておりますので、健康づくりの事業全体

として進めてまいりますが、この健康づくりア

プリにつきましては、特に市町で健康づくりに

関するイベントを行った場合にもポイントを付

与するなど、市町の健康づくりを推進していく

ことと、また健康づくりアプリには、居住地を

入力していただくような仕組みを考えているん

ですけれども、県内の市町別のダウンロード数

を公表しながら、多くの方に参加していただく
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ような仕組みも検討しております。

【庭委員】了解しました。多くの方が健康づ
くりに興味を持って参加していただけるといい

かなと思います。

次に、ここの8番、介護施設の介護職員と同様
の職務を行っている軽費老人ホームの介護職員

に対する処遇改善の支援として421万2,000円
上がっているんですけれども、この処遇改善の

内容を詳しく教えていただいてよろしいでしょ

うか。

【尾﨑長寿社会課長】今回の補正予算でお願い

しておりますのは、県が所管する軽費老人ホー

ムにおいて介護職員として働いている方の処遇

改善、いわゆる賃金の引上げを支援する補助金

ということになっております。対象施設数は県

下で16施設ございまして、対象として見込まれ
る介護職員の数は県下で39名となっておりま
す。

基本的には今年度からということで、4月か
ら遡って賃金の引上げをやっていただいた施設

に対しては、軽費老人ホームの常勤換算1名当
たり月額9,000円の処遇改善に要する経費を補
助するというふうなことで予定しているところ

でございまして、その予算を今回計上させてい

ただいております。

【庭委員】 わかりました。
勉強不足でわかっていないところがあって、

もともと介護施設の方は先に処遇改善がされた

と思うんですけれども、この軽費老人ホームの

ところがちょっと遅れたというか、今になった

のは、どんな理由があるのか、教えてください。

【尾﨑長寿社会課長】特別養護老人ホームなど

の介護保険施設につきましては、国の方から補

助金が参りまして、それは当初予算の方で補助

金の予算として計上させていただいたところで

ございます。軽費老人ホームにつきましては、

県の方に財源が移譲されているということもあ

りまして、交付税措置が今回国の方から来たと

いうことで、県の方で予算措置をする必要があ

ったということで、県の所管施設については今

回の6月補正で予算計上させていただいたとい
うことになります。

なお、軽費老人ホームについては、県内に中

核市所管のものもございまして、長崎市で14施
設、それから佐世保市で8施設ございます。そち
らにつきましては、それぞれの市での予算措置

が必要でございまして、県の方のこの補正予算

の対応について、両市の方に情報提供いたしま

して、両市においても予算措置をしていただく

ように依頼をしているところでございまして、

今のところ、両市とも今年度、そうした処遇改

善の支援を行う方向で調整しているとお伺いし

ております。

【庭委員】人材不足でもあろうかと思います
ので、より働きやすい環境になるために、やは

り処遇改善は同じようにしていただければと思

います。

【下条分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【宮本委員】 それでは、一般質問とか、予算総

括質疑、今の質疑でもありましたけれども、私

も確認の意味で質問させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

まず、福祉保健部からですけれども、頂いた

資料の2ページの2になりますけれども、これを
確認させていただきます。医療ＩＣＴ活用促進

事業費832万円になりますが、これは医療の分
野でもＩＣＴがやっと活用が進んでくるなとい

う思いでおります。オンライン診療等遠隔医療

において少しずつ進んでくるのかなと思います

が、頂いたポンチ絵とかを見ておりますけれど
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も、事業の概要、2つほど書いてあるんですけれ
ども、この事業は、在宅医療を行う事業者に対

しての事業になりますか。いやいや、在宅だけ

ではないですよということであれば、それはそ

れでいいのですが、まず、どういったところに

これを使われるのかを教えてください。

【加藤医療政策課長】今回の実証事業の概要で

ございますけれども、今回は在宅医療を対象と

しております。目的は、在宅医療の質の向上を

図ること、また離島・へき地での受診機会の確

保を図るということで、在宅の事業者に対して、

そういった機器を貸与するということです。実

際は、診療情報を共有するあじさいネットにつ

ながる、例えば体重計であったり、血圧、パル

スオキシメーター、そういったものを医療施設

であったり、訪問看護ステーション、介護事業

所などに貸与をして、在宅で測った時に、リア

ルタイムであじさいネットで医師が見れるとい

うようなことで実証事業をしようと、そういう

ことで好事例の集積であるとか、課題があるの

か、そういったことを分析していこうというふ

うな取組でございます。

【宮本委員】 ありがとうございました。

あじさいネットに接続するということは、あ

じさいネットに入っている方は、そのデータも

共有できるという理解でよろしいですか。

【加藤医療政策課長】患者の同意が得られた場

合に、あじさいネット加入の医療機関等が見る

ことができると。現在、あじさいネットには400
を超える施設が登録をされておりますので、そ

ういった方に対して実証事業をしていこうとい

うのが今回の取組でございます。

【宮本委員】 そうするならば、この832万円の
予算額は、先ほどご答弁いただいた貸与する機

器、Bluetooth対応の脈拍だとか、血圧計、パル

スオキシメーターなどの費用と考えていいので

しょうか。

【加藤医療政策課長】今回、10事業所を想定し
ておりまして、1事業所当たり3セット、ですか
ら30事例やろうかというふうに考えておりま
す。その内訳ですけれども、機器の整備につき

まして、先ほど言いましたBluetooth対応の機
器とか、あじさいネットのシステム改修費、そ

ういったことに650万円ほど、あとは在宅の患
者さんとか医師等にアンケート調査をして分析

をしようと思っておりますので、そのアンケー

ト調査代が130万円ほど、それと医療ＩＣＴの
活用を促進するために検討会を立ち上げようと

思っておりまして、その検討会の開催費用で43
万円ほど計上しているというような状況でござ

います。

【宮本委員】 ありがとうございました。

もう一つ、大変語弊があるかもしれませんけ

れども、離島とかへき地に対しての事業である

ということは、こういったところはＩＣＴ基盤、

正直申しまして、離島でも遠くに離れたところ

だったら、なかなかインターネットが入りにく

いところがあったり、へき地であっても、そう

いったところがまだ長崎でもあるんじゃないか

と思いますが、そういったところは想定されて

いない、そういったところはないということで

実証されるということでしょうか。

【加藤医療政策課長】ネットワークが通じてい

れば可能でございますので、今のところ、離島

でネットワークが通じていない箇所があるとい

うふうにはお聞きしておりませんので、これこ

そ離島・へき地での効果を検証するためでござ

いますので、そういった形でやっていきたいと

思っております。確かに携帯が一部つながらな

いところが若干あるとは聞いておりますけれど
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も、医療機関と自宅の間で通じないというのは

聞いたことがないので、大丈夫じゃないかと思

っております。

【宮本委員】ありがとうございました。たまに、

行った時につながりにくいところがあるもので

すから、確認だけさせていただきました。

そうするならば、これは実証実験が終わった

後は、アンケート調査をやって、検討会等々や

った後は、全県に展開ということも想定されて

いるということでよろしかったでしょうか。

【加藤医療政策課長】 この実証実験を2年間や
ろうと思っておりまして、その2年間の結果を
踏まえて、次のステップに行こうと考えており

ます。ぜひ全県的に取り組んでいきたいと思っ

ております。

【宮本委員】 ありがとうございました。

長崎にとっては、これはいち早く取り組んで

いただきたい事業ですので、ぜひ全県展開をお

願いします。

それと、同じく説明資料の3ページの5、長崎
健康革命プロジェクト事業費です。先ほどから

もいろいろ質疑があっておりまして、一般質問、

総括質疑でもありましたけれども、県民の運動

促進について確認をさせてください。いよいよ

ノルディックウォーキングが県内に普及促進し

てくるということで、ノルディックウォーキン

グをされていらっしゃる方をよく見かけるので

すが、県内でこれを普及していただきたいとは

思います。どのような形で普及されるのか、今

現在、ノルディックウォーキングをされていら

っしゃる方が実際にどれだけいらっしゃるのか、

またこれを全県展開、非常に大事なんですけれ

ども、どのような形で展開されるのかをお聞か

せください。

【宗国保・健康増進課医療監】ながぶらディッ

クウォーク事業につきましては、スポーツ振興

課が所管をしておりまして、昨年度、スポーツ

振興に係るアイデアコンテストを実施し、その

優秀作品ということで、今年度事業化したもの

でございます。ノルディックウォーキングを県

内に普及することで、スポーツの実施率の向上

を図るものです。現在、ノルディックウォーキ

ングに取り組まれている方の人数等、申し訳あ

りません、手元に数値を持ち合わせておりませ

ん。

【宮本委員】ありがとうございました。いろん

な課でまたがってということもあるんでしょう

けれども、非常にいい取組なのでですね。ただ、

どうやってやっていくかというのは考えなけれ

ばいけないところでしょうし、なぜ効果がある

かというところも併せていかないと運動推進に

はならないかと思いますので、取りかかりの導

入部分をしっかりしていただければと思います。

もう一個、スーパー等におけるイベント、こ

れも質問であっていましたが、スーパーにおい

て野菜摂取推進のイベントを開催ということで、

長崎県は野菜の摂取量が少ないということもあ

っていたので、それに対する取組であろうと考

えておりますが、非常に大事な取組です。

ちなみに、野菜の摂取を推進ということは、

ほかのところにも影響があるのかなと思います。

要は、県産品を使ったものをどんどん消費して

いけば、農業の取組の推進にもなるし、なおか

つ健康推進にもなろうかと思いますが、使われ

る農産品、野菜摂取のスーパーでのイベント、

これはどういった形になりますか。もう少し詳

しく教えていただければと思います。

【宗国保・健康増進課医療監】スーパーにおけ

る減塩、野菜摂取のイベントにつきましては、

県内の大手スーパーのチェーン店を含めまして、
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減塩及び野菜摂取促進に係るクイズラリー等の

イベントの開催を主に考えております。委員お

っしゃいましたとおり、長崎県民は野菜摂取量、

直近では全国ワースト1位ということで、野菜
摂取量が少ない、高血圧が多いということが大

きな健康課題となっております。このため、ス

ーパー等で野菜摂取の促進のイベントとしまし

て、毎月8日を「減塩・野菜の日」と設定しまし
て、数か月かけて実施していきたいと考えてお

ります。地元県産野菜の販売促進につきまして

は、農林部や水産部とも連携をしながら販売促

進につなげていきたいと考えております。

【宮本委員】ありがとうございます。ぜひとも

県産野菜を使っていただきたいと思いますが、

一方で、今、野菜は高いですものね。たまねぎ

3個でも289円ぐらいしますので、なかなか消費
者にすれば難しいところもあるのかもしれませ

んが、そこはクイズとかをすることによって消

費拡大にもつなげていただきたいですし、大々

的なアピール、広報活動もしていただければと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

それと、これはコロナ対策になりますけれど

も、4ページの保健所のデジタル化1,590万円に
なります。これも確認をさせていただければと

思いますが、保健所の業務も非常に厳しい状況

で、人員を増加したりだとかいう対策も取られ

ておりますけれども、デジタル化、予算が今回

計上されています。保健所の方々は相当長時間

労働をされていらっしゃったと思いますが、ま

ず確認ですが、長崎県内でピーク時、感染が最

も高かった時の保健所の方々の時間外の勤務時

間というのはどれくらいだったのかというのは

わかりますでしょうか。わかれば確認させてく

ださい。

【安藝福祉保健課長】県立保健所の時間外勤務

につきましては、オミクロン株の流行による第

6波を迎えた令和4年1月がピークでございまし
て、感染症対応業務の中心となる地域保健部門

の保健所平均で約47時間の時間外勤務の実績
がございます。これは2年前の令和2年1月と比
べますと10倍近くとなる数字でございます。こ
れに対しまして、疫学調査の重点化や一部業務

の外部委託化のほか、保健師の会計年度任用職

員の応援派遣などを行いまして、令和4年4月に
つきましては、県立保健所の地域保健部門平均

で約35時間と減少した状況になっております。
【宮本委員】ありがとうございました。全国的

にも問題になっておりましたが、長崎県でもあ

ったということを確認させていただきました。

そうするならば、このデジタル化によって、

いろいろデジタルでなるということですが、そ

ういった時間外勤務も減るということの単純な

認識でよろしいでしょうか。まず、そこも確認

させてください。

【安藝福祉保健課長】保健所デジタル化推進事

業の内容について、簡単に説明させていただき

ますけれども、まず国の感染者情報管理システ

ム・ハーシスのデータを活用して公表資料等を

自動作成するツールの導入や疫学調査を効率的

に入力、管理するシステムの導入を予定してお

ります。ほかにも、新規感染者の状況確認に当

たりましては、これまで職員がお一人お一人に

電話連絡を行ってまいりましたけれども、重症

化リスクが高い方を除いて、ショートメールに

よる連絡、ショートメールからリンクしたウェ

ブ入力のフォームによる調査に見直すこととし

ております。これらに加えて、モバイル端末や

電子黒板等のＩＣＴ環境を整備して業務の効率

化を図ることによって、保健所職員の負担を減
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らせると考えております。

【宮本委員】 ありがとうございました。

先ほどあったハーシス、これは国の感染者情

報システム、非常に使いにくいということを聞

いていまして、それを活用した公表資料の自動

作成、これは逆に手間取るんじゃないかと感じ

るんですけれども、それについてはハーシスを

使ってする、それよりも断然使い勝手がいいと

いう、もちろんそうなんでしょうけれども、そ

れの違いというか、ハーシスの使いにくさ、煩

わしさは解消できるという認識でよろしかった

ですか。

【安藝福祉保健課長】公表資料の自動作成ツー

ルでございますけれども、今まで、まずハーシ

スから取り出したデータを保健所職員が公表資

料用にエクセルに落として集約しておりました

けれども、今回の自動作成ツールでは、ハーシ

スから抜いたデータそのものをツールの方に取

り込んで、公表資料用に加工する形で考えてお

りますので、負担は減るものと考えております。

【宮本委員】 ありがとうございました。

よかったですね。こういったもので大分業務

が改善して、そしてまた我々に来る情報も、疫

学調査なんかもシステムで管理するということ、

そしてまたいち早く新規感染者にも情報が来る

というのは非常にいいことですので、いち早く

デジタル化を推進していただければと考えます。

最後に1点、こども政策局の部分だけ聞かせ
てください。説明資料の3ページになります。子
どもの権利擁護について、1点だけ確認をさせ
ていただきますが、これは児童養護施設に入所

する子どもの声を反映するということでありま

すが、これについて、もう少し詳しく教えてい

ただければと思います。

【平川こども家庭課長】子どもの権利擁護の推

進の取組の内容でありますけれども、大きく申

し上げまして2つあります。まず1つ目が、児童
養護施設に入所する子どもの声を受け止めて、

それを代弁する意見表明支援員を養成します。

また、こういった支援員を施設等へ派遣すると

いうふうな内容。それからもう一つが、子ども

の権利救済の仕組みをつくるということで、子

どもの権利擁護部会といったものをつくりまし

て、子どもからの申立てに対して、それに応え

ていくというふうな仕組みづくり、この2つが
内容であります。

【宮本委員】 ありがとうございます。

そもそも、今まで児童養護施設に入っていら

っしゃる子どもの声を代弁する機関というか、

そういうものは児童養護施設に勤めていらっし

ゃる支援員の方々が聞いていらっしゃった程度

ですか。それよりも、今回この予算で、より子

どもの声を聞いて、意見表明ができると、そう

いった専門職の方ができるということで、今ま

では、長崎ではこういった機関はなかったとい

うことですか。

【平川こども家庭課長】子どもの意見を受け止

めるといった機関があったかということに関し

ては、そういった機関はございませんでした。

従来の取組といたしましては、まず子どもが施

設等に入所される場合に、子どもの権利ノート

をお渡ししまして、その中で、封筒を一緒にし

ておいて、何か意見があったら、この封筒に入

れて送ってくださいというふうなことでお配り

していたものがあります。またそれ以外にも、

養護施設等には、子どもからの意見を入れても

らう意見箱というのがあります。ただ、これは

施設の方が管理しておりますので、その箱を開

けるのは施設の職員というふうなことにもなり

ます。そうしたことで、そういった意見箱の扱
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い等については、第三者性といいますか、そう

いったものが少し欠ける部分があったのかなと

いうふうには思っております。

【宮本委員】 ありがとうございました。

先ほど言われた意見表明支援員、何名ほど養

成される予定でしょうか。

【平川こども家庭課長】意見表明支援員でござ

いますが、10名程度を考えております。対象と
いたしましては、福祉系の大学の学生でありま

すとか、また子どもに関わる活動をなさってお

られるＮＰＯ法人の方、そういった方々を考え

ております。

【宮本委員】 ありがとうございます。

いろんな声があろうかと思いますので、まず

は聞きやすい環境づくりですよね。話しやすい

ようなお兄さん、お姉さんとか、おじちゃん、

おばちゃんという形になろうかと思いますが、

その人たちの研修等ももちろんされる予定では

ありましょうけれども、引き続き、児童養護施

設に入っていらっしゃる子どもさんの声をしっ

かり受け止める長崎県であってほしいと思って

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【下条分科会長】質疑の途中ですが、ここで休

憩を取りたいと思います。14時55分から再開を
いたします。

― 午後 ２時４３分 休憩 ―

― 午後 ２時５３分 再開 ―

【下条分科会長】 分科会を再開いたします。

ほかに質疑はありませんか。

【前田委員】質問するのがちょっと気が引ける

んですけれども、長崎健康革命プロジェクト事

業費、当時、私の記憶では、当時の部長が委員

会の中で、健康日本一を目指すということで言

われて、本当にできるのかというような話の中

からスタートしていたと思うんですが、いつ日

本一を目指すということを言われて、その時の

長崎県の男女別の順位と直近の順位というのを

まずお知らせください。

【宗国保・健康増進課医療監】健康長寿日本一

を目指した取組は、平成30年から行っておりま
す。平成30年の前の平成28年の健康寿命につき
まして、男性が30位、女性が28位という状況で
した。直近の健康寿命につきましては、令和3年
12月に令和元年分が公表されております。令和
元年の順位につきまして、男性が34位、女性が
29位という順位でございました。
【前田委員】順位にこだわることはないと思う

んですが、意気込みというか、目標として日本

一を目指すんだというのは、さきの本会議の中

でも大石知事が、引き続きそこは継承して日本

一を目指すという話、されましたね。今、順位

の話もありましたけれども、私が問題だなと思

っているのは、令和4年度の予算の内容も、ほか
の委員も質問していますけれども、やっている

ものに対しては特に異論はありません。「どう

ぞ」という感じです。ただ、平成30年から取り
組み始めた時に、施策の積み上げとか、進化が

全然見えないんです。何かその都度、その都度

少しずつ、こういう言い方は悪いけれども、小

手先を変えてきて、アプリをしたり、今回もそ

うですけれども、今回特に「健康革命プロジェ

クト」とタイトルまですごく大仰になった中で

やるのであれば、この予算はいいですけれども、

少し体系的にきちんと位置づけて、どういうと

ころを目指していくのかというのを示してもら

わないと、日本一を目指しているという実感、

全然ないですよね。そのあたりは、どういう認

識でいるのかなと思うし、私は過去において、

先進的に進めている神奈川県の事例なんかも担
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当部署にはお話ししながら、せめてこれぐらい

やったら、みたいな話もしてきましたけれども、

大石知事になっても、まだこんな、さっき庭
委員が言っていたけれども、こういうことは市

町でもう既にやっていますものね。合算すると

か言うけれども、合算する以前に、県として日

本一を目指すのであれば、それぞれの運動や食

事、健康、未病、いろんな分野に分けて、企業

の健康経営も含めて、どうやって進化させてい

くかというプロセスを示してもらわないとまず

いなという気がしていますので、この件に関し

ては部長か次長が答弁いただければと思います。

【寺原福祉保健部長】 まず、今回、長崎健康革

命の前回までの3ＭＹチャレンジとの大きな違
いですが、委員の方々ご存じのとおり、これま

で3ＭＹチャレンジということで、運動と栄養
と健診という3本柱でしたが、それに今回、禁煙
というものを加えて4本の柱にしたということ
が1つございます。たばこに関しては、日本の疫
学調査に出ておりますけれども、日本の死亡リ

スクの1位ということもありますし、今回、本県
において健康長寿がなかなか伸び悩んでいると

いう理由の大きな一つであろうと分析をしてお

ります。その意味で、今回、禁煙を加えたとい

うこと、それから3ＭＹチャレンジの認知度が
非常に低くて約15％、しかも内容も知っている
ということになると3％というような調査もご
ざいましたので、しっかり県民の皆様に知事か

らもいろんな形で周知をしていただいて、認識

していただくということが大きな内容というふ

うに考えております。

もう一つは、しっかり県民運動として盛り上

げるために、ボトムアップといいますか、しっ

かり各市町の皆さんにもご理解をいただいて、

各自治体でこういった活動を強めたいと思って

いまして、そういう意味で、アプリも使って地

道に活動を広げたいと考えております。

【前田委員】そういう答弁は、4年も5年もかか
って言うような答弁じゃないと私は思うんです。

スタートする時点から、いろんな課題というの

はわかっているのだから、今のような部長の答

弁をされるのであれば、きちんとペーパーにし

て、どんなところを目指すかというのを示して

もらわないと、その都度、その都度、課題が見

えてきた、見えてきたはいいけれども、こうい

う課題が見えたから、こうやってきましたとい

うものを平成30年から積み上げて、次の委員会
でいいから、一度資料として提出してみてくだ

さい。要望しておきます。

医療的ケア児支援センターの運営事業費です

が、この763万3,000円は、具体には内訳として、
どういう予算になっているのですか。

【吉田障害福祉課長】医療的ケア児支援センタ

ーの763万3,000円の内訳でございますが、人件
費が514万1,000円、職員の旅費が24万2,000円、
あとセンターの設置運営に係る事務費等、設備

等に係る経費が225万円でございます。
【前田委員】 人件費が500万円近くある。これ
は人数にして2人、1人分、そこはどうなってい
ますか。

【吉田障害福祉課長】 人数は3名でございます。
まず、専任の相談員を1名常駐でしております。
そのほか、医師が月10日間、事務兼相談員が月
20日間勤務する予定としております。
【前田委員】 医療的ケア児の支援についても、

ここ数年、その必要性が求められてくる中で、

一定アンケート等も取って現状がわかったとい

うことは一歩前進したと思うんですが、その上

で、支援センターができたということも評価し

ますけれども、そうなった時に、先だって取っ
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たアンケートの結果から見える施策とか、相談

事の内容で、本当に困っている親御さんとか子

どもさんに対する優先的な施策というのは、ど

んな形で打っていくのですか。

【吉田障害福祉課長】昨年度、実態調査をさせ

ていただいておりまして、その中で、なかなか

短期で預けることができる施設がない、あと病

院に預けることができない、通所でも放課後等

デイサービスとか身近にそういう預ける場所が

ないということが実態として明らかになってお

ります。今回、センターを設置した、これは法

律の一番の趣旨でもありますが、まず医療的ケ

アに係る相談というのをどこにしたらいいかわ

からないというのが大きな声としてございまし

た。そこで、今回センターを設置することによ

って相談窓口を一元化していく。あとこれらの

課題につきましては、例えば施設の入所に関し

て、短期で預けるとなっても、24時間の体制を
確保していく必要がございます。なかなか施設

の採算にも合わないところがあって、すぐすぐ

はできないのではないかと思っております。県

におきましては、まずは通所支援事業所、そう

いうところに日中だけでも預けることができな

いか。これまでは介護福祉士のたんの吸引であ

ったり、そういう介護に当たっていただけるよ

うな職員の養成を行っておりますので、今後、

通所事業所に対して、そういう研修を受けてい

ただくことによって、まずは通所での日中の保

護者の方が休む時間の確保とか、そういうこと

に努めていきたいと思います。

先ほどの短期入所施設の方でございますが、

これは病院に預ける時の入院の診療報酬と障害

福祉サービス報酬に、差がございまして、九州

各県で今、国の方にも、入院の診療報酬と同程

度に引き上げていただくよう要望を行っている

ところでございます。

【前田委員】支援センターをつくることで一元

化して相談がしやすい体制、もしくはその次に

つなぐ体制ができたというのは大きな前進だと

思います。

ただ、先ほど答弁もあったように、実態調査

する中で、一定課題が見えてきています。この

課題の解決のためには、この表にもありますけ

れども、県だけではなくて市町と認識共通する

ことと、市町で一義的に何ができるかというこ

とを考えていく中では、センターができたら、

今回の実態調査の中で出たような相談が、ます

ます伝える機会が増える中で、そこに対する対

応ができないとなってくると、相談された方も

不満に思われたりするということもあり得るの

で、そこは市町と、センターの設置と同時に中

短期でやれることをどんどん前に進めてほしい

と思います。そこだけ要望しておきたいと思い

ます。答弁はいいです。

最後に1つだけ、こども政策局長に聞きたい
と思いますが、乳幼児医療費助成費の質問が本

会議でもたくさん出ておりました。今回、予算

計上はされておりますけれども、知事が、18歳
まで無料化したいんだということは、今回の答

弁を聞いたら、知事自身が答弁がトーンダウン

しているんだけれども、それでも18歳、これは
目指すということであれば、実務のやり方とし

て、こども政策局長、担当部署は、やれる方法

の選択肢を幾つか提示すべきだと思うんですけ

れども、逆に、私たちがあの質疑を聞いていた

ら、やれない理由をたくさん並べ立てて、調整

することがたくさんあるということだけを知事

にレクチャーして、一向に進んでいないという

のはいかがなものかという気が私もするんです。

なおかつ、この間あって、各市町が知事が言
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ったことに対して、どういう所感を持っている

かというのは私たちもおおよそ聞いています。

であるならば、やはり案をつくって示すという

前に、そこは内々水面下でヒアリングをしなが

ら、市町が納得できるような案がどういうもの

があるのかというのをやるという方向で検討を

進めないと進まないんじゃないですか。知事の

この間の答弁を見ても、何度そこを確認されて

も、しっかりした答弁が出なかったというのは、

どうしたものかと思いますよ。公約で掲げたも

のを、現場がそれを否定しているということに

つながらないですか。答弁を求めます。

【田中こども政策局長】子どもの医療費を含み

ます子育て支援の充実につきましては、先日の

一般質問、総括質疑等でも答弁をいたしました

とおり、今、県庁の内部で、様々な関係部局と

議論をしているところでございます。市町との

調整というのが非常に重要になってくるという

ふうに考えておりまして、そういった面で、予

断を招くようなあやふやなもので市町の方にお

話をするというのは非常に混乱を招くおそれも

あるため、一定整理をした上でお話をしたいと

考えております。その後で、市町の方々とは丁

寧な議論を実施しまして、どういった形で実現

が可能なのかというふうな部分をお話ししてい

きたいと考えております。

【前田委員】であるとするならば、その整理す

る課題というのは何ですか。

【田中こども政策局長】子育て支援の充実に関

しましては、市町の方々のご理解も必要ですし、

それから財源といったものの調整も必要でござ

います。ですから、そういったものにつきまし

て一定庁内でも整理をいたしまして、それから

市町の方々にも丁寧にお話をしていくというふ

うなことで考えております。知事も申しており

ましたとおり、子どもの医療費を含みます子育

て支援の充実につきましては、ぜひ実現をした

いというふうな知事の思いもございますので、

そういった方向で私どもも話をさせていただき

たいと考えております。

【前田委員】現状の市町の状況というのがもち

ろんはっきりわかっているわけで、何もないゼ

ロスタートの話じゃないので、何もないゼロス

タートじゃないから難しいという話なのかもし

れないけれども、財源はどこから取ってくるか

という話はあるかもしれないけれども、整理す

る内容というのは、何か月もかけてやるような

ことではないと思うんですが、じゃ、いつまで

に成案出すんですか。

【田中こども政策局長】現在、庁内で議論をし

ておりまして、一般質問等でもお答えいたしま

したとおり、できるだけ早くというふうに考え

ております。

【前田委員】サマーレビューがあって、県もで

すけれども、各市町が令和5年度の予算を上げ
てくる時期というのは秋口じゃないんですか。

そうであるならば、もう早急に出さないと、来

年度の予算には反映できないと思いますが、そ

の辺のタイムスケジュール感は、どんな認識さ

れているのですか。

【田中こども政策局長】当然、来年度の予算の

スケジュールというふうなものもございますの

で、できるだけ市町の方々と早く議論をいたし

まして、丁寧に議論をしていきたいと考えてお

ります。

【前田委員】県民の方から見たら一丁目一番地

みたいな公約なんですよ。私は、仮に結果的に

できなくても、そこはそこで致し方ないという

か、それは検討した結果だからいいんだけれど

も、それをずるずる延ばして、結局、来年度の
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予算の計上もできなかった、再来年、形として

できればいいけれども、できなかったという話

になったら目も当てられないじゃないですか。

本当に公約のイの一番であるならば、もっとこ

ども政策局が積極的に、できないのだったら、

できないと言ってあげなきゃいけないし、でき

るのだったら、できる方法を早急に考えて、本

来はやっぱり令和5年に反映すべきですよ。も
う一遍、そこの認識、確認したいと思います。

【田中こども政策局長】来年度の予算のスケジ

ュールもございますので、私どもも、だらだら

といつまでも庁内で議論をするというふうなこ

とでは考えておりません。できるだけ早く市町

と協議に入れるようにしたいと考えております。

【前田委員】それを望みますけれども、あと個

別でいいので、どこまで検討したかを資料とし

て後で提出を求めます。

【下条分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条分科会長】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〕

【下条分科会長】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。

予算及び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69号議案のうち関係部分、第71号議案、第
85号議案のうち関係部分、報告第4号のうち関
係部分、報告第5号及び報告第16号は、原案のと
おり可決、承認することに、ご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【下条分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は、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。

福祉保健部関係の審査の途中ですが、本日の

審査はこれにてとどめ、あさって木曜日は、午

前10時から再開し、引き続き、福祉保健部関係
の審査を行います。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時１１分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和４年６月２３日

自  午前１０時 ０分

至  午前１１時４１分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 下条 博文 君

副委員長（副会長） 山口 経正 君

委   員 外間 雅広 君

〃 前田 哲也 君

〃 松本 洋介 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 久保田将誠 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 石田 智久 君

福祉保健部次長 中尾美恵子 君

福祉 保健課 長 安藝雄一朗 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 松尾  実 君

医療 政策課 長 加藤 一征 君

感染症対策室長 長谷川麻衣子 君

感染症対策室企画監
(宿泊自宅療養・検査体制担当)

本土 靖 君

感染症対策室企画監
(ワクチン接種担当)

林田 直浩 君

医療人材対策室長 峰松 妙佳 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 犬塚 尚志 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

こども未来課企画監 村崎 佳代 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 ０分 開議 ―

【下条委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

一昨日に引き続き、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査を行います。

委員会による審査を行います。

こども政策局を含む福祉保健部においては、

今回、委員会付託議案がないことから、福祉保

健部長及びこども政策局長より所管事項につい

ての説明を受けた後、提出資料についての説明

を受け、陳情審査、議案外所管事務一般につい

ての質問を行うことといたします。

それでは、福祉保健部長より所管事項説明を

求めます。

【寺原福祉保健部長】今回、予算議案を除く福

祉保健部関係の議案はございませんので、議案
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外の主な所管事項についてご説明いたします。

「文教厚生委員会関係議案説明資料」の福祉

保健部をお開きください。

（新型コロナウイルス感染症対策について）

新型コロナウイルス感染症につきましては、

本年1月以降、感染力が非常に強いとされるオ
ミクロン株の流行により、感染が爆発的に拡大

いたしました。

その後、まん延防止等重点措置の効果等によ

り、一時は減少傾向にありましたが、3月下旬か
ら再び増加傾向に転じております。加えて、今

後、オミクロン株のＢＡ．2系統への置き換わり
がさらに進むことも懸念され、しばらくの間、

新規感染者数は高いレベルで推移していくこと

が予想されるところであります。

本県では、感染拡大に備え、離島を含めて県

内87か所の医療機関や検査機関で、1日約5,700
件の検査を実施できる体制を整備するとともに、

感染防止対策を講じた上で、発熱患者等の診療・

検査を行う493施設を「診療・検査医療機関」と
して指定し、感染者をいち早く発見し、医療に

つなぐ体制を構築しております。

入院医療提供体制につきましては、保健・医

療提供体制確保計画に基づき、入院病床のさら

なる確保や宿泊療養施設の拡充を行うとともに、

感染まん延期には入院病床を補完する施設とし

て、長崎と佐世保地区の宿泊療養施設内に臨時

の診療所を開設しております。

また、自宅療養者に対しては、血中の酸素飽

和濃度を測定する「パルスオキシメーター」を

配布するとともに、食糧品の調達が困難な方に

は、保存が可能な食料品セットを提供するなど、

市町と連携して生活支援を行っております。加

えて、医師による診療を希望される方には自宅

療養サポート医による電話診療等により速やか

に受入医療機関につなげる体制を確保している

ところです。

保健所体制については、既に疫学調査の重点

化や一部業務の外部委託等を行っておりますが、

デジタル化や国の感染者情報管理システムの効

果的な活用を進め、感染者への迅速な対応がで

きるよう、コロナ対策のさらなる効率化と、保

健所業務の負担軽減を図るとともに、通常業務

の再開に努めてまいりたいと考えております。

新型コロナウイルスワクチンの接種につきま

しては、昨年12月から3回目の接種を進めてお
りますが、現時点で、高齢者については接種者

の割合が9割を超えたものの、若い世代におい
ては伸び悩んでいることから、接種を促進する

ため、大学や短期大学を通じて学生に周知を行

ったほか、知事から若者へ接種を呼びかける動

画を作成し、プロスポーツ会場やイベント会場

等で放映するなどの取組を進めております。

さらに、県におきましては、3回目接種を促進
するため、長崎市と佐世保市に設置している県

ワクチン接種センターの設置期間を5月末まで
延長し、2月5日の設置以降、約4万人の方々に対
して接種を実施したところです。

また、3回目接種から5か月を経過した方の4
回目接種については、60歳以上の方、18歳以上
で基礎疾患のある方等を対象として、県内市町

においても徐々に接種が始まっており、高齢者

施設の入所者をはじめ、希望する方々が早期に

接種できるよう、市町に対して、引き続き接種

券の早期発送や高齢者施設及び協力医に対する

早期接種の働きかけなどを行ってまいります。

今後とも、新型コロナウイルス感染症に対し

ましては、長崎大学や県医師会をはじめとする

関係機関や各市町と積極的な連携を図り、検査

体制、保健・医療提供体制の拡充・強化をはじ
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めとする各種対策に取り組むとともに、ワクチ

ン接種の積極的な推進に努めてまいります。

そのほかの所管事項につきましては、2ペー
ジ下段（長崎県ねんりんピックの開催について）、

3ページ（障害者のスポーツ振興について）、同
ページ下段（社会福祉法人等に対する行政処分

について）及び4ページ（「長崎県行財政運営プ
ラン2025～挑戦する組織への変革とデジタル
改革～」に基づく取組について）であり、その

内容につきましては、記載のとおりでございま

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。

【下条委員長】次に、こども政策局長より所管

事項説明を求めます。

【田中こども政策局長】今回、予算議案を除く、

こども政策局関係の議案はございません。

議案外の主な所管事項についてご説明いたし

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ページをご覧ください。
（車座集会「こんな長崎どがんです会」につ

いて）

今後の県政運営や施策展開に当たっては、県

民の皆様の生の声を聞かせていただき、長崎の

今を知ることが大切であることから、去る5月
28日に、子育てをテーマに「こんな長崎どがん
です会」を開催し、子育て中の方や、子供や子

育てに関わる方の声をお聞きしました。

当日は、「地域で安心して子供を産み育てる

ためには何が大切か」などについて意見を交わ

したところであります。

今後も、県民の皆様のご意見をお聞きしなが

ら、市町とも連携し、安心して子供を産み育て

ることができる社会の実現に努めてまいります。

（長崎県こども・若者応援団表彰式の開催に

ついて）

去る6月2日に、長崎県こども・若者応援団表
彰式を実施いたしました。

この表彰は、県内のこども・若者を育成する

活動と子育て家庭を支援する活動において、顕

著な功績があった企業や団体、または個人の方

を毎年表彰しているものです。

今年度の表彰では、一般社団法人フードバン

ク協和様、「えほん侍」様、長崎県少年合唱団

育成会連合会様、諫早こども自然学校様などが

受賞されました。

このような表彰等を通じて、今後とも、こど

もや若者と子育て家庭を社会全体で支援する機

運の醸成に努めてまいります。

続きまして、「文教厚生委員会関係議案説明

資料（追加1）」のこども政策局の1ページをお
開きください。

（合計特殊出生率について）

去る6月3日に、国から「合計特殊出生率」の
令和3年の概数が公表され、本県の数値は1.60
となりました。令和2年に比べると、全国的に数
値が下がっている中、本県においても0.01低下
しております。

合計特殊出生率2の達成に向けては、県民の
皆様が望む結婚、妊娠・出産、子育てができる

よう、市町や企業・団体等との連携を強化し、

これまで以上に未婚化・晩婚化に歯止めをかけ

るための結婚支援の強化と県民の皆様が安心し

て子育てできる環境の充実を両輪として取り組

んでまいります。

続きまして、「文教厚生委員会関係議案説明

資料」に戻っていただきまして、2ページをお開
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きください。

（婚活サポートセンターの愛称決定について）

「長崎県婚活サポートセンター」については、

今年1月に県庁2階に移転・リニューアルオープ
ンし、「お見合いシステム」の会員数が2,400名
を超えるなど、大変ご好評をいただいていると

ころであります。

今般、愛称募集を行った結果、「あいたか」

を愛称とすることにいたしました。

愛称決定により、「長崎県婚活サポートセン

ター」により親しんでいただきますとともに、

今後とも出会いの機会の提供を通して、結婚を

希望する方々をサポートしてまいります。

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。

【下条委員長】次に、感染症対策室長より補足

説明を求めます。

【長谷川感染症対策室長】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。

1の相談体制につきましては、令和2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あります。

2ページ目をご覧ください。
2の診療・検査体制につきましては、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、現時点で493施設を指定
しているところであります。

②の一日当たりの検査可能件数ですが、5月
末現在で、1日約5,700件の検査を実施できる体
制を整備しております。

3ページをご覧ください。

③の地域外来・検査センターにつきましては、

ドライブスルー方式等で検体採取及び検査を集

約して実施する拠点として、県内全ての医療圏

に設置しているところであります。

3の医療提供体制ですが、コロナ医療と一般
医療の両立を図りつつ、感染から回復・療養解

除まで切れ目なくコロナ患者に対応可能な医療

提供体制を整備するため、これまでの「病床確

保計画」を新たに「保健・医療提供体制確保計

画」として令和3年12月に見直しを行い、第6波
における感染拡大の状況等も踏まえて、随時、

体制の充実・強化を図りながら対応していると

ころであります。

（1）に記載のとおり、緊急時の最大確保病床
として、現在、570床を確保しております。

4ページの下段をご覧ください。
（2）の宿泊療養施設・自宅療養の受入体制の
強化につきましては、全ての医療圏において、

宿泊療養施設を確保しており、16施設で920室
となっております。

5ページ、下段をご覧ください。
自宅療養者に対しましては、複数名のサポー

ト医による24時間体制での対応や、パルスオキ
シメーターの貸与による健康観察などを行って

いるところであります。

6ページ目をご覧ください。
（3）の感染ピーク時の医療体制としましては、
病床が逼迫する緊急時には、長崎と佐世保地区

の宿泊療養施設内に、県が臨時の医療施設を設

置するとともに、長崎ＣovＭＡＴとして登録い
ただいた医師、看護師による医療人材の応援体

制を構築しております。

また、（4）の感染拡大に応じた保健所体制の
強化として、感染拡大の段階に応じて他部署か

ら応援職員を確保するなど、保健所体制の強化
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を行うための計画を作成し、全庁的な応援体制

を構築するとともに、保健所業務の効率化を推

進するため、自宅療養者に対する健康観察業務

の一部外部委託や、ＨＥＲ-ＳＹＳの活用・促進、

新規感染者等へＳＮＳ送信などを行っていると

ころであります。

高齢者施設への医療支援として、配置医やか

かりつけ医等での対応が難しい場合の対応とし

て、県医師会や郡市医師会の協力のもと、往診・

派遣のできる協力医療機関のリスト化に向けて

調整を行っているところであります。

また、後遺症にかかる診療につきましては、

かかりつけ医や最寄りの医療機関を一次医療機

関と位置づけるとともに、より専門性の高い診

療が必要となる場合に備えて、各医療圏に二次

医療としての外来医療機関を設置したほか、長

崎大学病院に三次医療機関としての役割を担っ

ていただくなど、その体制整備を図ったところ

であります。

7ページをご覧ください。
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）の初回接種については、③の一
般接種に記載しているとおり、6月7日時点で
80.9％の接種率となっております。
④小児接種は、3月5日から接種を開始してお

り、13.3％の接種率となっております。
8ページの（2）追加接種（3回目）につきまし

ては、63.3％の接種率となっております。
（3）追加接種（4回目）につきましては、各
市町による接種が、5月27日から順次開始され
ているところであり、6月7日までに87人の方が
接種を行っております。

（4）県新型コロナウイルスワクチン接種セン
ターでございますが、初回接種につきましては、

令和3年6月12日から11月23日までに約5万

2,000人の方に接種を行ったところであります。
追加接種（3回目）につきましては、令和4年

2月5日から5月28日まで接種センターを設置し
ておりましたが、3万5,770人の方に接種を行っ
ております。

以上、簡単でございますが、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りま

す。

ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。

【下条委員長】 次に、提出がありました「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資料」

及び「政府施策に関する提案・要望」について

説明を求めます。

【安藝福祉保健課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出いた

しました福祉保健部関係の資料についてご説明

いたします。

文教厚生委員会提出資料、福祉保健部の1ペ
ージをご覧ください。

補助金内示一覧表でございますが、県が箇所

づけを行って実施する個別事業に関し、市町並

びに直接・間接の補助事業者に対し内示を行っ

た補助金について、令和4年3月から令和4年5月
分の実績を記載しております。

直接補助金は、資料1ページから63ページに
記載のとおりで計409件、間接補助金は、資料64
ページに記載のとおりで計3件でございます。
次に、65ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件について、令和4年

3月から令和4年5月分の実績を記載しておりま
す。資料65ページから70ページに記載のとおり
で計34件であります。
入札結果については、71ページから72ページ
に記載しております。
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次に、73ページをご覧ください。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち

県議会議長に宛てにも同様の要望が行われたも

のについて、佐世保市から計3件あり、それに対
する県の対応は、73ページから77ページに記載
のとおりであります。

次に、78ページをお開きください。
附属機関等会議結果について、令和4年3月か

ら令和4年5月の実績は、長崎県医療審議会など
計15件となっており、その内容については、資
料79ページから93ページに記載のとおりであ
ります。

決議に基づく資料の説明は、以上でございま

す。

続きまして、去る6月上旬に実施いたしまし
た「令和5年度政府施策に関する提案・要望につ
いて（福祉保健部関係）」の要望結果をご説明

いたします。

福祉保健部関係におきましては、「新型コロ

ナウイルス感染症対策について」、「原爆被爆

者援護対策等の充実について」の2項目の重点
項目、及び「離島・へき地における医師・看護

師確保の充実について」、「離島地域における

介護保険サービス提供体制の維持と利用者の負

担軽減について」、「介護人材の確保に関する

施策の充実強化及び介護保険給付費に関する費

用負担の見直しについて」、「重度障害者医療

費助成制度の創設について」の4項目の一般項
目について要望を行いました。

要望実績といたしましては、要望先が厚生労

働省であり、後藤大臣ほか22名に対し、要望書
を配付いたしました。

また、これに加え、7月下旬に上京しての要望
活動も予定しております。

現時点においては、新型コロナウイルス感染

症の影響が不透明ですが、今回の政府施策に関

する提案・要望の実現に向け、引き続き取り組

んでまいります。

以上で報告を終わります。

【德永こども未来課長】「政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡

充に関する決議」に基づき、本委員会に提出い

たしましたこども政策局関係資料についてご説

明いたします。

1ページをお開きください。
補助金内示一覧表でございますが、県が内示

を行った補助金について記載しております。

令和4年3月から令和4年5月の実績は、直接補
助金が17件、3ページになりますが、間接補助金
につきましては7件であり、内容は記載のとお
りでございます。

次に、4ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件について、実績は7
件であり、内容は記載のとおりでございます。

次に、5ページをお開きください。
附属機関等会議結果については、実績は1件

でございます。

その内容については、6ページに記載をして
いるところでございます。

続きまして、令和5年度政府施策に関する提
案・要望の実施結果についてですが、1枚ものの
「令和5年度政府施策に関する提案・要望につ
いて（こども政策局関係）」をご覧ください。

去る6月上旬に実施いたしました「令和5年度
政府施策に関する提案・要望について」、こど

も政策局関係の要望結果をご説明いたします。

こども政策局関係におきましては、「新型コ

ロナウイルス感染症対策について」、「更なる

少子化対策の充実について」、「私学及び県立

大学に対する財政支援の充実強化について」、
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「私立学校・幼稚園施設の耐震化に係る財源の

拡充について」など、4項目の重点項目について
要望を行いました。

要望実績といたしましては、要望先が文部科

学省、厚生労働省、内閣府の3府省であり、末松
大臣ほか35名に対し、要望書の配付を実施いた
しました。

また、これに加えて、7月下旬に上京しての要
望活動も予定しておりますが、現時点におきま

しては、新型コロナウイルス感染症の確認等も

必要でございますが、今回の政府施策に関する

提案・要望の実現に向け、引き続き取組を行っ

てまいります。

以上で報告を終わります。

【下条委員長】 ありがとうございました。

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、12、13、19、25です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情書については承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」及び「政府施策に関する提案・

要望」について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】ほかに質問がないようですので、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【松本委員】それでは、こども政策局の関係議

案説明資料（追加1）の合計特殊出生率について

質問いたします。

こちらに記載されているのは、令和3年の概
数で、本県が1.6ということであります。出生率
2の達成に向けてということで県が目標にして
おりますが、この1.6という数字も、全国で考え
れば5位ということで、決して低い数字ではな
いと思いますが、その中で2を目指していくと
いうのは大変高いハードルになるのかなと思い

ます。

ただ、一つ、ちょっと視点を変えてみたいん

ですけれども、県全体ではなくて、県内の市町

の出生率というのも、それぞれ違うと思います

が、県内の市町で出生率の高いところ、低いと

ころを把握しておられたらご回答いただきたい

と思います。

【德永こども未来課長】今、ご指摘のございま

したことは、合計特殊出生率についての県内市

町ごとの数字がどのようになっているかという

お尋ねかと思います。

市町別の合計特殊出生率につきましては、最

新のもので平成25年から29年の数字がござい
ます。これにつきましては市町の数字は人口規

模も小さいということで平成25年から29年ま
での5年間のものを平均して、それをさらにベ
イズ推計という変数を掛けて出すという形にな

っておりまして、この平成25年から29年の平均
が最新となっております。

そのような中で傾向を見ていきますと、当然

高い市町、低い市町はありますが、人口規模も

小さく移動も多いので、なかなか評価が難しい

ところがあり、あくまで相対的に言わせていた

だきますと、例えば長崎市などの都市部はどう

しても低い傾向がございます。逆に離島・半島

地域といった地域については、比較的高い数字

が出ているというような状況がございます。
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【松本委員】はっきりと数字が、答弁がなかっ

たのでデータを取り寄せてみました。これもあ

くまでも推計ということなんですが、驚いたん

ですけれども、トップが対馬市で2.21、次が壱
岐市で2.14、その次が平戸で2.07ということで、
先ほど答弁にあったとおり、離島・半島の過疎

地域と言われますが、もう既に、この時点で2を
超えているということ、目標を超えているとい

うことですが、それと対照的に低いところは、

長崎市が1.48ということで、県内でも高いとこ
ろと低いところのあまりにも格差があるのかな

というところです。

そこで質問なんですが、市町で高いところは

どういう政策をしているのかとか、低いところ

はどうやって上げようとしているか。市町も、

それぞれ出生率を上げるための対策をしている

と思います。そういった市町と情報の共有化を

して連携した取組というのはしていないのか、

お尋ねいたします。

【德永こども未来課長】合計特殊出生率と申し

ますか、県全体で結婚、あるいは妊娠、出産が

しやすい環境を整えていくという意味では、県

と市町の連携については非常に重要なものと考

えております。

例えば結婚支援といった部分につきましては、

私どもと市町、それから民間の団体も入ってい

ただきまして、官民連携協議会というのを立ち

上げております。

そういったところで、国の交付金の状況、県

がやる事業、それから市町が取り組んでいる事

業、今、委員からご指摘のございました、良い

事例の共有ですとか、あるいは全体でどういう

課題が今あって、どういった部分をやっていく

必要があるのかということについて、かなり突

っ込んだ議論をさせていただいています。

そういったところで情報共有を図りながら、

市町におきましては、当然、地域の特性という

のがいろいろございます。そういったところも

踏まえて、市町には事業を実施していただくよ

うに今お願いをしているところでございます。

【松本委員】市町でも、それぞれ取組をしてい

る。県としても、それを横断的にやはり把握を

して、そして、地域性でそれぞれ対策が違うと

思うんですね。そこの、頑張っているところに

対しての支援ができないかとか、そういうとこ

ろも県の役割であると思いますし、もう弱点と

いうか、都市部が厳しいという状況がわかって

いるのであれば、中核市でありますけれども、

長崎市や佐世保市等に対してのアプローチの仕

方が変わってくると思います。

それともう一つは、私の母方の実家が産婦人

科で、ずっと昔から出生率の話を聞きます。そ

こでよく「産みなさい、産みなさい」とおっし

ゃるけれども、それぞれの家庭の事情であった

り、産みたくても産めない方があったり、それ

はいろいろ経済的な事情や家庭の事情で困難で

あって産めない方もいると。そこのハードルに

なっているところに対して、行政側の支援とい

うのがあまり手厚くないと。そこを一番知って

いるのは多分産婦人科の先生方だと思うんです

ね。

だから、本当は産めたのに産めない人もたく

さん知っているとおっしゃっています。それは

プライバシーで言えないところはあるけれども、

結婚も大事ですけれども、結婚してても産めな

い方々に対してどういう課題があるのかという

聞き取り、そして調査、そこから考察した上で

の政策の提示というのも必要になってくると思

いますが、そちらに対してはどのように考えて

いますか。
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【德永こども未来課長】今、委員ご指摘のとお

り、やはり現状何がハードルになっているのか、

あるいは何が困難なのかということの把握とい

うのは非常に必要なことと思います。

また、こういった分野につきましては、当然、

希望される方、それから個人の選択に重きを置

かれるべき部分というところもございます。

私たちもいろんなアンケートや国の調査等で、

そういったいろんなものを集めて見ているとこ

ろですけれども、積極的に結婚しないという部

分と、今おっしゃられたように、結婚したいけ

どできないという部分の理由のすみ分けという

のは必要かと思います。

そういった部分で、障壁になっている部分、

希望されているのにできないといった部分につ

いては、やはり焦点を当ててやっていくべきで

はないかと思います。

今、委員からご指摘のございました産婦人科

に対する聞き取り調査というのは、個別には行

っておりませんが、そういったところの部分を

含めて今後また検討していきたいと思います。

【松本委員】 国の方で不妊治療の保険適用も、

今回前向きに進んでおりますし、状況はだんだ

ん変わってきていると思います。ただ、その中

で産婦人科の現場の声というものを、やはりも

うちょっと聞いて、そこはやっぱり時代ととも

に変わってくると思いますので、ぜひ調査して

いただいて、そこから研究していただきたいと

思います。

次に、手話言語条例について一般質問でも質

疑がありましたが、質問いたします。

平成26年1月に県議会で「手話言語法の制定
を求める意見書」というのを採択いたしており

ます。こちら、平成26年に制定されて以降、ま
だ条例は採択されておりませんが、市町での取

組が進んでいると伺っております。この手話言

語条例制定の今の経過についてお尋ねいたしま

す。

【吉田障害福祉課長】現在の市町での手話言語

条例の制定状況でございますが、8市3町で、条
例が制定されているところでございます。

【松本委員】 平成29年から31年にかけて、8市
3町の市によって、実際に手話言語条例が制定
されております。

県議会では、意見書を可決しておりますが、

それを受けての県の対応についてお尋ねをいた

します。

【吉田障害福祉課長】 平成26年10月に県議会
におきまして、手話言語法の制定に向けたとこ

ろの意見書が可決されており、全国知事会にお

いても、本県も当然加入しておりますが、手話

言語法の制定に向けた働きかけを今行っている

ところでございます。

本県での手話言語条例の検討状況でございま

すが、ろうあ協会と団体様からも要望がござい

まして、平成28年から令和元年にかけて11回、
関係団体との意見交換を実施させていただいて

いるところでございます。

【松本委員】平成28年から11回、意見効果をさ
れたということですが、この間に、もう既に8市
3町で条例が制定をされている。しかし、11回意
見交換しても条例制定ができないということに、

やはりどういうことなんでしょうかという意見

が寄せられております。県としての考え方をお

尋ねします。

【吉田障害福祉課長】これまでの団体様との意

見交換の中でも様々なご意見、課題等もお聞き

しております。特に団体様からは、県民、事業

者の手話言語に対する理解が不足していたり、

手話言語通訳士の養成はできていますが、かな
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り高齢化しているということで、その後進につ

いての確保が困難になってきている。あと、学

ぶ場の確保等のご意見もいただいているところ

でございます。

県におきましても、これまで聴覚障害の方に

対し、聴覚障害情報センターをろうあ協会の方

に指定管理として業務をお願いしておりまして、

普及啓発であったり、手話言語通訳士の養成で

あったり、派遣であったり、様々な取組を実施

しているところでございます。

これらの要望であったり、ご意見であったり

というのが、これまでの取組も含めたところで、

解決できないかも含めて検討していかないとい

けないと考えているところでございます。

この2年、ろうあ協会様と、コロナの関係もあ
りまして意見交換ができていない状況でござい

ますので、改めて早急に、ろうあ協会様とお会

いして意見を聞かせていただき、庁内の関係課

とも検討を進めてまいりたいと思います。

【松本委員】 この質問をしようと思ったのが、

先週、家族で食事に行った時に、実はたまたま

なんですけれども、向かい側にろうあ協会の

方々が食事を4人でしてらっしゃいまして、そ
の中に平成26年に陳情された時の方が、私が政
調会で担当した方がいらっしゃって、気づいて

手を振って会釈をしたんですけれども、何か言

いたがっているんですけれども、なかなか私が

手話ができなかったんです。

その時に、たまたま小学5年生の娘が、学校に
耳の不自由な方が来られるということで3か月
間手話を勉強してて、そして、その方に「松本

りこです。よろしくお願いします」と手話で話

しかけたんですね。その時の4人の方々のもの
すごい喜びようと同時に、私が何もコミュニケ

ーションを取れなかったことに対して、議員と

してだけじゃなくて、一人の親としてもやっぱ

り非常に恥ずかしく思ったんです。

この手話言語条例の目的が、「手話に対して

の理解促進と学ぶ場の確保」という目的があり

ます。私が反省すべきは、やはり必要な方がし

ゃべる手話言語だと思っていたんです。しかし、

その時に私は何のコミュニケーションも取れな

かったというのは、私自身が手話に対しての理

解促進をしてなかったということも問題だと思

いましたし、小学5年生の娘がしゃべれたのは、
学ぶ場、学校で教えてもらったんですね。

だから、そういうことは条例制定しなくても

とおっしゃいましたけれども、やはり県民の意

識を変えていくことは大事なんじゃないかなと

思いました。

そういう経過があるから、8市3町でも条例制
定がされているわけでありまして、県としても、

この共生社会、しかも、障害のある人もない人

も共に生きる平和な長崎県づくり条例を県でも

制定していますよね。そういうところも含めて、

11回も話し合った中で、まだ何も進まないとい
うのは、ぜひもう一歩踏み込んでほしいと思い

ますが、部長の見解をお尋ねいたします。

【寺原福祉保健部長】手話言語条例は、地域共

生社会に向けて、委員がおっしゃったとおりだ

と思いますが、ろうあ者と健常者の相互理解の

ためにも大変重要であると考えております。条

例制定も含めて前向きに検討いたします。

【松本委員】ありがとうございます。ぜひとも、

これまでの積み上げてきた中で、県として、し

っかりできることを前向きに進めていただきた

いと思います。以上です。

【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

【大場委員】 1点、お尋ねをしたいと思います
が、マスク着用のルールですね、夏場において
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の。

先日、国においても、特に夏場、熱中症の観

点から、また、一定の条件のもと、運動とかそ

ういったこと、あと距離的なものがあればマス

クを外してもいいというような見解を国として

出されております。本県として、その見解を受

けてどのようにお考えでしょうか。

【長谷川感染症対策室長】新型コロナウイルス

感染症の基本的な感染対策としまして、マスク

の着用は重要でありまして、会話をする際には、

マスクを着用するよう県民の皆様にも今まで呼

びかけてきたところであります。

ただ、このマスクの着用につきましては、表

情が見えなくなるといったことなどの様々な影

響であったり、熱中症のリスクが高まるといっ

た懸念があることから、どのような場面で外す

ことができるのかという声もありました。

先般、国においても、マスクの着用の考え方

が示されまして、基本的に、屋外では必要なし

との考えが示されたところです。

県としましても、知事記者会見やホームペー

ジやＳＮＳなど、様々な媒体を活用して周知を

図っているところであります。

加えまして、先般、厚生労働大臣からも、近

距離で会話をする場合を除き、徒歩や自転車等

で通勤通学する際、また、散歩やランニングな

どの運動時には、マスクを外していただくとい

うことをお願いする旨の呼びかけもあっている

ところでございます。

保健医療部門としましては、熱中症を予防す

る観点からは、屋外の活動時においては、小ま

めな水分補給などを基本的な対策に加えまして、

着用が必要のない場面では、マスクを外すこと

について、改めて呼びかけていくということ。

また、まずは県職員につきまして、着用の必

要性がない場面では、ルールを徹底した上でマ

スクを外すということを周知するなど、所管部

局へも働きかけてまいりたいと考えております。

【大場委員】これは、私個人の見解なんですが、

実は私も外したいんですよ。ただ、先日の新聞

の記事にも、要は、マスクを外した方を見てど

う思うかというのがあって、もう6割以上の方
が不快に思うとか、要はマスクしていない人の

ところには近づきたくないとか、そういうとこ

ろがやっぱり一般の方の認識なんだろうなとい

うふうに感じています。

なので、このマスクを外すこと自体が悪いこ

とではなくて、その根本にあるのが、マスクを

していないことが、この人は感染防止対策につ

いて何も考えとらんとかもしれんとか、そうい

うふうなものに繋がりがちなんですけれども、

ただ、そういうことではなくて、そういう場面

場面ではきちんと考えて外されているんですよ

というのを、やっぱり一般の方にも広く理解を

してもらう、告知を含めて、県として、そうい

ったことで、もっと幅広く大きな声で周知して

いただければというふうに思いますけど、そこ

ら辺についてはいかがですか。

【長谷川感染症対策室長】委員おっしゃるとお

り、コロナとの共存を目指す場合において、ウ

イルスへの対策について、恐れ過ぎず、あなど

らずといった姿勢で感染症予防対策を実践して

いく、そういったことを個人個人、またはコミ

ュニティで、そういった意識の醸成を図る必要

があるとは考えております。

しかしながら、意識の醸成につきましては、

即効性のある対策というのは非常に難しいとい

うところから、まずはマスクの着用に関しても

ですけれども、それぞれの判断に必要な情報、

また知識というのを丁寧に提供していくという
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ことを、改めて、力を入れて取り組んでまいり

たいと思います。

【大場委員】 それは議会側もだと思いますが、

一般の方と私たちも非常にそういったところに

は神経を使っておりまして、マスクを外す場面、

要は着用する場面というのは非常に心がけてお

ります、消毒も含めてですね。

そういったものをしながら、きちんと対策は

取りながら、こういうふうな形で外していい場

面、そういったところというのは認識をした上

でやってますよというのを理解してもらいたい

なというのがありますので、ぜひ県としてもお

願いしたいと思います。

また、もう一点、先日、教育委員会でもあり

ました。その前には私がやり取りをしていたも

んですから、学校生徒、ＰＴＡの方から相談が

あって、要は、文科省は通学の時には外してい

いという。ただ、学生とすれば、先ほどあった

ように、やっぱり周りの人の目が非常に気にな

ると。要は年上の人たちから、そういうふうな

目で見られた時に、生徒さんの側は、そういう

ふうな面で非常に気になると。子供さんたちの

多くもやはり外したいと思っている部分がある

ということですので、そういったところも教育

委員会とも関係してきますので、こちらの福祉

保健部を含めて各部局、連携を取って、ぜひそ

ういった対策で、特に、今回、夏場で熱中症対

策というのも、要は健康面にも関わる面であり

ますので、そういったものをどこまでできるか。

こういったことで大丈夫ですと、やはりそうい

ったところを周知徹底していただければと思い

ますので、要望したいと思います。お願いいた

します。

【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

【宮本委員】 おはようございます。それでは、

県民の皆様方から寄せられた件を中心として質

問をさせていただきます。

まずは、福祉保健部になります。

新型コロナウイルス感染症対策について、別

冊もいただきまして、この中の6ページになり
ますけど、まず後遺症に係る診療体制、コロナ

後遺症という理解をしておりますが、いろいろ

ご意見というか、相談をいただいているんです

けど、コロナになってから下半身がしびれるだ

とか、頭痛がずっと続く。頭痛の方が結構多い

と、僕の中では認識していますが、診療体制も

構築されていらっしゃいますけれども、今現状

で、県内でコロナ後遺症で苦しまれていらっし

ゃる方、数であったりとか、例えば相談件数が

これだけあるよというのがわかれば、まず教え

ていただけますか。

【長谷川感染症対策室長】コロナの後遺症に関

する相談件数につきまして、お答えをさせてい

ただきたいと思います。

コロナの後遺症の相談対応というのは、保健

所が担っておりまして、また、令和4年4月1日か
らは長崎県の受診相談センターにおいても、こ

の後遺症に対する一般相談を受ける体制として

おります。

令和4年4月1日以降の相談件数については、
延べ68件ございました。
相談内容としましては、主に息切れであった

り、倦怠感の症状についての相談でございまし

た。

また、後遺症の外来医療の体制として、まず

かかりつけ医や身近な医療機関で受診していた

だくことを体制としておりますので、そちらの

方にご相談されている方もいらっしゃるのでは

ないかと考えております。

【宮本委員】ありがとうございました。68件、
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多いのか少ないのか、よく検討・比較ができま

せんけど、一定いらっしゃるんだなということ

を確認いたしました。

私も、ここに書いてあるとおり、相談体制は

きちんと整えているんですよと、まず、かかり

つけ医に相談されてくださいと、そうでなけれ

ば順々に紹介をしていただけると思いますと、

県でも窓口はあるんですよという話をするんで

すけど、「ああ、そうだったんですか」という

ことで、やはり知らない方が結構多いというの

がありますので、これは一般質問等々でも過去

に質問がありましたけど、周知というか、こう

なったら、ここに相談してくださいみたいな広

報というのは今までされていらっしゃったんで

すかね、確認させてください。

【長谷川感染症対策室長】相談窓口であったり、

後遺症の医療体制の周知については、ホームペ

ージに記載をさせていただきまして、広報をし

ているところです。

【宮本委員】ありがとうございました。そのホ

ームページをなかなか見られないんですもんね、

僕自体もなかなか見ないので。

数日前の新聞にも、たしかコロナ後遺症のこ

とが出てたので、できればもう少し広い範囲で、

お悩みの方は、こういった体制を整えてますと

いうようなものがあれば非常に助かるなと思う

んですが、今後そういった検討とかというのは

なされる予定はありますか、あれば教えてくだ

さい。

【長谷川感染症対策室長】委員からのご意見も

いただきましたので、今後、わかりやすい情報

発信ができるように、その方法についても検討

をしてまいります。

【宮本委員】ありがとうございました。ぜひと

も、苦しまれていらっしゃる方、体調不良な方

がやっぱりいらっしゃいますので、できる限り

力になっていただければと思います。

もう一点、コロナ感染症の無料検査について

確認をさせてください。

無料検査、2ページにもありまして、部長説明
資料にもありましたけど、検査可能件数5,700
ぐらいはあるということですが、ちなみに感染

拡大時の一般無料検査、長崎県民に対する検査、

それともう一個、ワクチン検査パッケージの分

と2つあろうかと思いますが、これが恐らくこ
の2ページの分に当たるんだろうと思いますが、
3ページの実施件数がそれに当たるんじゃない
かなと思いますが、まず、それの確認と、ちな

みに無料検査、今後、まだ少しずつ長崎県内で

もくすぶっておりますので、継続の必要性があ

ろうかと思いますが、無料検査の実施について、

今の県の見解があれば教えていただければと思

います。

【本土感染症対策室企画監】宮本委員のご質問

にありました一日5,700件の検査体制というこ
とでございましたけれども、これにつきまして

は、無料検査ではなく、感染の疑いがある方の

一般のＰＣＲ検査等のことでありまして、無料

検査ではございません。

無料検査につきましては、先ほど宮本委員か

らもご案内ありましたけれども、飲食やイベン

ト、それから旅行等の活動に際しまして、ワク

チン接種歴や検査結果の陰性のいずれかを確認

するといった民間の取組において必要な検査費

用を無料とするワクチン検査パッケージ対象者

全員検査等定着促進事業、それから感染リスク

が高い環境にある等の理由により、感染不安を

感じる方が検査に要する費用を無料とする感染

拡大傾向時の一般検査事業がございます。現在、

両事業とも6月末までとなっているところでご
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ざいます。

ワクチン検査パッケージ等定着促進事業につ

きましては、経済社会活動を目的とした検査需

要に引き続き対応するため、先般、6月17日でご
ざいますけれども、国から8月末まで延長する
との通知があっております。

もう一つの一般検査事業につきましては、感

染拡大傾向にある場合に、都道府県知事の判断

により実施することができますが、実施に当た

りまして、内閣官房との協議が必要となってい

るところでございます。

そこで、本県では、病床使用率は10％を下回
っておりますけれども、現在も、直近、7日間平
均新規感染者数は200人を超えており、また全
療養者、これも約2,000人となっていることな
ど、現在の感染状況や他県の対応状況を踏まえ

まして、延長の方向で検討をしており、現在、

国と協議、調整を行っているところでございま

す。

【宮本委員】詳細ありがとうございました。す

みません、私が間違えてましたね。2ページの分
はＰＣＲ検査ですね、感染者の分。ということ

は、3ページの検査実施件数もそれになるとい
う理解をいたしました。ありがとうございます。

無料検査、やはりこれは大事でありますので、

延長ということであれば安心したところであり

ます。

ちなみに、先ほど私も言いました、ワクチン

検査パッケージの分の無料検査と感染拡大時の

分の無料検査、今どれだけやっているという件

数とかというのは、それぞれでわかりますか。

どれくらいあるのかがわかれば教えてください。

【本土感染症対策室企画監】検査件数の実績で

ございますけれども、令和3年度の実績につき
ましては、12月末から3月まで行っております

けれども、検査パッケージ等定着促進事業が

2,948件、それから一般検査事業が5万7,167件、
合計6万115件となっております。
また、令和4年度は、実績額がまだ把握できて
おりませんが、検査件数につきましては、6月12
日現在で検査パッケージ等定着促進事業が

3,241件、それから一般検査事業が3万412件の
合計3万3,653件となっております。
これは、まだ検査予定を含むこれまでの補助

金の申請ベースでございますが、今のところ予

定としては約5.4億円程度の申請額になってお
ります。

【宮本委員】ありがとうございました。感染拡

大時の一般検査が多いんだなというのを、改め

て確認いたしました。これが、たしか検査の対

象が薬局とか医療機関であったりとか、民間検

査会社であったりだと認識しておりますので、

また、引き続き、そういったところについても

継続の周知をできるようにお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

それと福祉保健部、もう一点ですけれども、

これもご意見いただいた分になります。格差社

会ということから生活保護についてなんですね。

福祉保健課があるもんですから生活保護につい

て確認をさせてください。

これは問題提起ということで質問させていた

だきますけど、生活保護世帯の子どもさんがい

らっしゃって、その子どもさんが大学に進学す

る場合に生活保護の人数から減ると、要は世帯

分離というような仕組みになっている。これは

国の仕組みなので仕方ありませんけれども、「あ

っ、そうなんだな」ということで、そういった

場合、いろんな形で進学した子どもさんに対す

る支援、もしくは今まで暮らしていた家計に対

する支援、もちろん大学に進学すると生活保護
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費が一人分減るということになりますから、ほ

かの方と比べていろんな格差が出てくるという

ご意見をいただいてですね、こういった世帯分

離という言葉が適当かどうかわかりませんけれ

ども、生活保護世帯の子どもさんが大学に進学

する、こういうことが結構増えてきているとい

うことを感じています。

ちなみに、長崎県において、生活保護受給世

帯の方が、子どもが大学に進学する率というか、

どれくらいいるのか、まず、その人数、割合を

確認させていただければと思います。

【安藝福祉保健課長】 委員おっしゃるとおり、

生活保護制度上、大学等に進学する方は既に高

等学校への就学によって得られた技能や知識に

よって稼働能力の活用を図るべきとされており

まして、世帯内から大学等に就学する場合は、

世帯分離の取扱を適用して、保護世帯の世帯員

から外すという取扱になっております。また、

世帯から転出して遠方の大学に就学する場合は、

別世帯とすることが一般的な取扱となっており

ます。

そのような中で、お尋ねの本県の被保護世帯

における大学進学者についてですが、令和2年3
月に高校等を卒業された方のうち大学・短期大

学等に進学された方の割合は29.9％となってお
ります。全国平均は37.3％でございまして、全
国平均を少し下回るような割合となっておりま

す。

【宮本委員】 ありがとうございます。3割ぐら
いの家庭、世帯が大学に進学していらっしゃる

と、全国平均が37％ということであれば、やは
り大学進学率というのは上がっているんだろう

と考えます。

ちなみに、生活保護世帯の方が大学に進学す

る場合、何らかの給付型の奨学金であったりと

か、そういったものはもちろんあろうと思いま

すが、何らかのサポートのような制度、給付型

奨学金も含めてですけども、そういったサポー

トが確立しているということがあれば教えてい

ただければと思います。

【安藝福祉保健課長】被保護世帯から大学等に

進学する場合、進学の際に新生活立ち上げの費

用として、進学準備給付金として世帯から転居

する方に対しては30万円、その他の方に対して
は10万円が支給されることとなっております。
これに加えまして、令和2年度からは、大学等
に進学する低所得者世帯の学生に対する新たな

制度として、授業料及び入学金の減免、給付型

奨学金の支給を併せて措置する修学支援制度が

実施されているところでございます。また、貸

与型奨学金の利用も可能であります。

【宮本委員】 ありがとうございます。一定、そ

ういったサポート制度があるということは確認

いたしました。

いずれにしても、世帯では一人分減るという

こと、そして、大学進学についてはそういった

制度があるということは確認いたしましたが、

そういったサポートの現状というのが、先ほど

のコロナ後遺症でもそうですけれども、なかな

かご存じでない家庭というのが多いような気が

するんですね。こういう制度がありますよとい

うのも、早めからの周知が大事かと思いますが、

そういう何か手続というか、周知の方法は何か

されていらっしゃいますか、確認をさせてくだ

さい。

【安藝福祉保健課長】本県では、被保護世帯の

大学等進学率は、先ほども申し上げたように全

国平均を下回っている状況でございますけれど

も、生活保護を受給しているという事情や経済

的な理由で、大学等への進学を諦めることがな
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いようにすることは非常に大切と考えておりま

す。

従いまして、担当のケースワーカー等が家庭

訪問等の機会を通じまして、奨学金など各種支

援制度を積極的に周知しまして、本人の意向を

酌んだ進路、生活相談に応じるなど、丁寧でき

め細やかな支援に努めてまいりたいと考えてお

ります。

【宮本委員】ありがとうございました。そうで

すね、周知をしていただければと思いますし、

こういった問題もありながら、生活の中から一

人が減って、生活費は楽になるだろうというふ

うに考えがちなんですけど、実はそうでもない

現状があるということも認識したところなので、

制度の周知の徹底を、再度、また要望させてい

ただきます。以上です。

【下条委員長】質問の途中ですが、ここで一旦、

休憩をいたします。

― 午前１０時５９分 休憩 ―

― 午前１１時 ９分 再開 ―

【下条委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はございませんか。

【坂本(浩)委員】 2点ですね。一つは、先ほど松
本委員からも質問がありました手話言語条例に

関してですけれども、私も何回か取り上げさせ

てもらいました。今、部長答弁から前向きに検

討ということで非常にすばらしい答弁をいただ

いたのではないかなと思います。

それに関連して、この手話言語条例について

は、健常者と聴覚障害者の皆さんのコミュニケ

ーションというのが主眼だろうと思いますけれ

ども、一方で、聴覚障害者の皆さんとか、それ

から視覚障害者の皆さん方がなかなか情報格差

というんですかね、健常者との。そこをどうす

るかというのが大きな課題じゃないかなと思い

ます。

さきの国会で障害者情報アクセシビリティ・

コミュニケーション施策推進法というのが成立

したと思います。これについては障害を持たれ

た方に対する情報の格差の解消を目指すという

趣旨でありまして、この法律が成立をしたとい

うことで、県として聴覚障害者の皆さん、ある

いは視覚障害者の皆さんに対するいろんな情報

格差がないようにするような取組、それが現状

どうなのかということと、こういう法律ができ

たということで、これは国や地方公共団体の責

務というふうなことに位置づけられております

ので、今後、方向性としてどういった施策に取

り組もうとしているのか、そこら辺についてお

尋ねいたします。

【吉田障害福祉課長】今、委員からご質問ござ

いました障害者情報アクセシビリティ・コミュ

ニケーション施策推進法というのが、先日、成

立しております。

今、委員からご説明ありましたとおり、あら

ゆる障害者に対して情報の獲得であったり、利

用であったり、障害のない人と平等に利用でき

るような形での法律の制定となっているところ

でございます。

まず、本県の取組でございますが、障害者基

本計画の中でも情報通信に係る情報アクセシビ

リティの向上ということで、ＩＣＴの利用・活

用の機会拡大ということで、操作の仕方であっ

たり、ネットの利用の仕方に対しての講習会等

を開催しております。

また、情報提供の充実ということで、県政情

報の提供につきましては、ネット広報において

は、わかりやすいＷebサイトを構築したり、広
報誌では点字版を製作したり、広報テレビ等で
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は字幕であったり、手話の挿入であったりを実

施しているところでございます。

加えて、視覚・聴覚情報センター、視覚と聴

覚とそれぞれ指定管理ということで指定してお

りますけれども、その中でも点字刊行物であっ

たり音訳の図書、また字幕手話入りの映像ライ

ブラリーの貸し出しなども行っております。

このほか、意思疎通の支援の充実ということ

で、手話の通訳士の養成であったり、派遣であ

ったり、そういう取組を実施しているところで

ございます。

【坂本(浩)委員】 ありがとうございます。全国
的に各地方自治体等でも取組に少し温度差があ

るのかなというふうな感じがしておるんですけ

れども、本県については、今、課長答弁があっ

たように、それなりの対応というのはされてい

ると思いますが、現状そういう状況をやってて、

特にコロナ禍で、先ほどもあったように2年間
ぐらい当事者団体の皆さんとのいろんな協議の

場というんですかね、なかなかできていないと

いうふうな状況があっているんじゃないかなと

思います。特に、このコロナ禍の中で、そうい

った本当に障害を持った方がなかなか情報を得

にくいという状況があっているということも私

はたびたびお伺いしました。そういったコロナ

禍の2年間の現状等を踏まえて、この法律がで
きたことによって、さらにこういった取組をし

たいと考えていると、そういうのは何かありま

すか。

【吉田障害福祉課長】コロナ禍において、情報

がなかなか入手しにくいと。例えばワクチンの

接種等において、そういうご意見をいただきま

したので、そこに対しましては市町の協力も得

ながら、点字であったり、誘導していただいた

りということで、聴覚障害者、視覚障害者の方

がお困りにならないような対応というのはさせ

ていただいているところでございます。

今回の法律の制定趣旨というのは、あらゆる

障害者、聴覚障害者、視覚障害者も含めてです

が、我々障害のない者と同時期に情報を入手で

きる、利用できるというところが大きな視点と

なっているところでございます。

また、関係団体からご意見を伺いながら、今

の取組で足らざる対策、施策ございましたら、

それについても今後検討していきたいと思いま

す。

【坂本(浩)委員】 わかりました。ぜひ当事者団
体の皆さんとも連携を密にしていただいて、現

在の取組の足らざる面、今後の課題等、手話言

語条例もその大きな一つだろうと思いますけれ

ども、そういったことを洗い出していただいて、

今後の施策にぜひ反映をしていただきたいとい

うことを要望いたします。

それから、2つ目が処遇改善です。前回の議会
で、看護職だとか、介護職等の処遇改善がされ

ましたけれども、これが9月までの処遇改善と
いうことと、それから看護職等ですといろんな、

ほかもそうですけれども、制限というのはおか

しいですけれども、対象が、例えば3分の1だと
か、そういうふうな状況になっているようであ

りますけれども、そういうのも含めて10月以降
の取組というのかな、これは国の事業というこ

とになっているんですけれども、実際、現場で

直接そういうことに関わっている県として、10
月以降の対応というのはどのように現時点で考

えられているか、そこら辺をお聞かせください。

【峰松医療人材対策室長】看護職員の処遇改善

について10月以降の動きですが、これにつきま
しては、国が診療報酬で手当をしていくと方針

を決められております。
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その際、対象者につきましては、今回、補助

スキームで、当初2月、3月から賃上げをされる
ところに対して行っておりますが、その時の条

件であります、コロナに対応いただいている医

療機関で救急搬送件数が年間200件以上、こう
いった医療機関に限定をしております関係で、

恐らくそれを引き継いだ形で、診療報酬で手当

てされていくであろうと今のところはなってい

るようです。

県といたしましては、全国知事会などを通じ

まして、コロナ医療に従事された方々には、こ

ういった処遇改善がされるよう制度の見直しに

ついて要望をしておりまして、補助事業終了後

の対応について、引き続き、国の動きなどを注

視していきたいと考えております。

【尾﨑長寿社会課長】介護職員の処遇改善につ

きましては、現在、国の補助金を用いまして県

の方で補助金の支援を行っているところでござ

います。令和4年10月以降につきましては、介護
報酬の臨時の改定が今予定されて新たな加算制

度ができるとお聞きしているところでございま

す。

県といたしましては、まず、この新たな加算

制度を取得していただくよう、それぞれの事業

所において積極的に賃上げを行っていただいて、

処遇の改善に努めて、新加算を取っていただく

ような形で支援をしていきたいと考えておりま

す。

【坂本(浩)委員】3月の予算で、介護職、看護
職ということだったんですけれども、保育所関

係はどのようになっていましたかね。

【德永こども未来課長】保育所につきましても、

同様に一律月額9,000円の処遇改善が行われて
おります。ただ、3月の議会で記載がなかったの
は、国から市町へ直接交付されるスキームにな

っていたので、県の予算は伴っていない状況で

ございました。

ちなみに10月以降の状況でございますが、保
育士の分につきましては、今は交付金という形

ですけれども、もともと保育所の運営費の算定

の基準となります公定価格の中に組み込まれる

ということをお伺いしているところでございま

す。

【坂本(浩)委員】わかりました。それが本当に

そういう処遇改善につながっているかなという

のが、ちょっと疑問があるんですけれども、現

実、2月、3月から看護職が始まって、それから
4月から介護職、保育職ということで始まって、
現時点で県内のそれぞれ対象となっている方々

が実際に処遇改善ができている状況を県として

把握されているのかどうか、そこら辺はいかが

ですか。それぞれ現状をお伺いできればと思い

ますけど。

【峰松医療人材対策室長】今回の処遇改善制度

につきましては、国の補助スキームに従いまし

て対象医療機関は全て把握をしたところで、全

ての機関で2月、3月から賃上げに努めていただ
きまして、補助対象となるような呼びかけをし

てきておるところです。

結果、対象医療機関のうち39の医療機関から
申請をいただいておりまして、ご活用をいただ

いているということで認識をしております。

【尾﨑長寿社会課長】今回の介護職員処遇改善

支援補助金につきましては、実際に令和4年2月
から賃上げを行っている事業所に対して補助金

を支給することが要件になっております。

それぞれの事業所において、賃金の引上げ額

を明示した上で、県に補助金申請をしていただ

くことになっておりますので、基本的には、そ

れぞれの事業所において介護職員ほか、それ以
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外の職員も含めた形の賃上げを実施していただ

いて、補助金の申請をしていただいていると認

識しているところでございます。

一応、月額9,000円以上という形で、介護職員
の常勤換算職員分という形でお渡しをしている

ところでございますけれども、それぞれその他

の職員も含めたところで賃金の引上げを行って

いるかと思いますので、月額9,000円そのもの
の賃上げという形にならない場合も事業所によ

ってはあろうかと思いますけれども、基本的に

は、賃金の引上げというのがなされていると認

識しております。

【德永こども未来課長】保育士の賃金の状況で

ございますが、これは市町の方に申請状況等を

お伺いしているところでございますが、私立に

ついては、ほぼ100％申請がなされているとお
伺いしているところでございます。

こちらについては、私どもも全保育所等を対

象に様々な項目について、給与以外も含めて、

調査を年に1回やっていますので、そういった
ことを調査項目の中に組み込んで、実感として

どうかというような話なども今後聞いていきた

いと思います。

補足ですが、保育士の場合、私立と公立の保

育所がございます。ただ、公立の保育所はやっ

ぱり身分がちょっと私立の方と違うため、少し

難しいところがあり、公立の分を申請した市町

の割合は大体3割ぐらいにとどまっているとこ
ろでございます。この辺は市町に状況を聞いて、

また確認をしていきたいと思っているところで

ございます。

【坂本(浩)委員】 それぞれ制度としては、補助
金を含めて、こういうふうに予算上はなってい

るんですけれども、現場の声を聞きますと、な

かなかそうなってないという状況も聞いており

ますので、また、そこら辺は今後改めて今年の

2月、それから4月ということから始まった国の
事業等でありますけれども、今後も現実に、制

度上はこうなっているけれども、実態としてき

ちんとそういう処遇改善がなっているというこ

とを、ぜひ県としても把握していただきたいと

思いますし、私は私の方で現場のいろんな声を

聞きながら、また、今後の課題としてやり取り

をさせていただければと思います。今日は以上

で終わります。

【下条委員長】 ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、「骨髄移植ドナーに対する支援の充実に

関する意見書（案）」の提出について、私から

提案したいと思いますので、事務局より文案の

配付をお願いします。

それでは、意見書（案）提出についての提案、

趣旨を、ご説明いたします。

骨髄移植及び末梢血幹細胞移植は、白血病等

の難治性血液疾患に対する有効な治療法であり、

広く一般の方々に善意による骨髄等の提供を呼

び掛ける骨髄バンク事業は、公益財団法人日本

骨髄バンクが主体となり、移植に用いる造血幹

細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づい

て実施されております。

本事業は、骨髄などの提供に際しての検査や

入院等に必要な交通費、医療費等、ドナー側の

費用負担はなく、また、万一、骨髄等の提供に

伴う健康障害が生じた場合でも、日本骨髄バン

クによる損害補償保険が適用されるなど、ドナ

ーの負担軽減に関してさまざまな取組が行われ

ております。

しかしながら、提供に伴う休暇制度について、

中小企業等への普及拡大が課題となっており、
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また、休業した際の補償についても財源の確保

が重要であることから、次の2点について意見
書を提出したいと考えております。

1. ドナー休暇制度の制度化に向けて、普及拡
大を図るとともに、企業による同制度の導入支

援を行うこと。

2. ドナーが、骨髄等の提供に伴う入院、通院、
打合せ等のために休業する場合の補償制度の創

設について検討すること。以上でございます。

今回、ご提出させていただいた意見書（案）

は、同趣旨の内容が、平成28年に公明党よりも
提出されております。参考までにお知らせをい

たします。

ただいま、ご説明いたしました「骨髄移植ド

ナーに対する支援の充実に関する意見書（案）」

について、ご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】質問がないようですので、しば

らく休憩いたします。

― 午前１１時２８分 休憩 ―

― 午前１１時２８分 再開 ―

【下条委員長】 委員会を再開いたします。

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

とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「骨髄移植ドナーに対する支援の充

実に関する意見書（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〕

【下条委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

それでは、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査結果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２９分 休憩 ―

― 午前１１時２９分 再開 ―

【下条委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査を終了いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１１時３０分 休憩 ―

― 午前１１時３１分 再開 ―

【下条委員長】 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３２分 休憩 ―

― 午前１１時４０分 再開 ―

【下条委員長】 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

ございませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【下条委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

以上をもちまして、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４１分 閉会 ―



文教厚生委員会委員長　　下条　博文

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
（関係分）

原案可決

計　１件（原案可決　１件）

番　　号 

記

文 教 厚 生 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

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

令和4年6月23日

　　　　議長　　坂本　智徳　　様

第 86 号 議 案

－105－



- 106 -

委  員  長     下条 博文

副 委 員 長     山口 経正

署 名 委 員     松本 洋介

署 名 委 員     坂本 浩

書  記   川村 恵

書  記   永渕 大輔

速  記   (有)長崎速記センター


