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氏家 孝志
県政報告

・・・・・・・・・・・・・・・　ごあいさつ　・・・・・・・・・・・・・・・
皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より、私どもの活動に
対しまして格別のご指導とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。先般、開かれました平成 30 年 2 月
定例会に提案されました議案や審査内容などをご報告させて頂きます。
先日、平昌オリンピック・パラリンピックが開催され、多くの若い選手の活躍に、日本全体が大いに
沸き立ちました。いつの時代においても、夢を追い求めてひたむきに取り組む姿は多くの人々の感動を
呼び、世の中を明るく、元気にしていきます。我々の郷土におきましても、明るく元気でなければ移住
定住施策をいくら実行しても、人は集まってはこないもの考えています。
これからも「ふるさとを明るく元気に！」をモットーに、どの様にすれば故郷が元気や活力を取り戻
していけるのかを、常に皆様方と共に考えさせて頂きながら活動を進めて参りたいと考えておりますの
で、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成30年2月定例会開かれる
　香川県議会・平成30年2月定例会が2月19日から3月20日
までの30日間の会期で開かれました。本定例会では平成30年
度当初予算案の審査が主となります。開会日における知事から
の議案説明の中で同予算案については「前年度と同程度である
ものの、その編成に当たっては無駄を省き、施策の選択と集中
を徹底する中で財源を確保することにより、人口減少・活力向
上対策には前年度を上回る予算を計上するなど、本県の将来の
発展に資する施策に重点的に取り組む」との説明がありました。
以下に、平成30年度の主要事業についてご説明します。

人口減少対策・地域活力向上の歩みを
確かなものとしていく
～5つの重点事業～

重点 1  若者の県内定着の促進
★ 県外からの就職支援拠点
の展開（16百万円）

　 合同就職説明会等の参加交
通費を年1万円を限度に助成
を行うなど、県外在住学生の
県内就職活動を支援する

－初志貫徹－「ふるさと」を明るく元気に！

★大学生等奨学事業（248百万円）
　 地元就職による返還債務一部免除の用件緩和（卒業後6月以
内の県内居住・就業→卒業後3年以内までに延長）など、県
独自の奨学金制度を拡充する
★ 県内大学等と連携した若者県内定着促進支援事業
（43百万円）

　 県内の大学・短大・高専が行う若者の県内定着に資する取り
組みを支援する

重点 2  先端技術を活用した産業振興
★ IoT・AI技術活用支援事業（5百万円）
　 企業の相談内容に応じた助
言、IoT・AI技術の導入検討
を促す研修会等を開催する
★ 中小企業IoT導入検討促
進事業（8百万円）

　 中小企業等の生産性向上の
ためのIoT技術の導入に対し
て、調査費や設備の試験導
入費の助成を行う
★AI活用型研究開発支援事業（15百万円）
　 中小企業が国と連携・協力して実施するAI技術を活用した研
究開発を支援する
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利便性の向上を図るため、沿線市町ともども事業者に対し、
ICカードの導入エリア拡大に向けた検討が行われるよう働
きかけを行う。

この他「若者の県内定着に向けた取組み」についても質問いた
しました。

2月定例会・経済委員会
質疑状況

平成30年3月6日開催分（健康福祉部・病院局）

 かがわ縁結び支援センターについて
　（子育て支援課）
 Q  同センターにおいては登録者が
1,200名を越えるなど、概ね順調に推移し
ているようであるが、ブースの数が少ない
ことなどから、利用される方が希望する時
間に利用できていないのではないかと危
惧している。今後、具体的な拡充に、どの
様に取り組むのか伺う。

 A センター本部においては窓口を担当する支援員を増員
し、新たに土曜日を開所日とするほか、現在の３ブースから4
ブースに増設する予定である。また、各県民センターでの出
張登録について、例えば中讃県民センターでは毎週水曜日
に開設しているが、そこを1ブースから2ブースに増設する。

先行する他県の状況などについても十分に研究を行う
ことにより、結婚を希望する方々の夢が一組でも多く叶
えられるよう、今後ともにしっかりと制度改善を行って
頂きたい。

要
望

この他「医療費適正化」についても質問いたしました。

平成30年3月7日開催分（教育委員会）

 部活動指導員について（高校教育課等）
 Q  県立学校に配置しようとしている部活動指導員に関して、
業務内容、雇用形態などについて具体的に伺う。また、部活動
指導員を導入するメリットとデメリットをどのように考えている
のか伺う。

 A 配置について
は、県立学校６校に
１名ずつ配置する予
定である。また、部
活動指導員を配置
する市町には、国と
共に補助を行う。雇
用形態は、特別職の非常勤職員とし、任用は１日２時間、週
３日を想定している。部活動指導員に何らかの資格の保有
は必要としないが、単独で指導や引率に当たることができる
ので、その資質を担保するため、県教委で面接を実施したう
えで、教員免許状の有無等を考慮して採用し配置したい。ま
た、導入のメリットとしては、精神的な負担の軽減など、教職
員の負担軽減を図ることができると考えている。一方で、教
職員でない部活動指導員が単独で部活動の指導に当たる場
面が新たに生じるため、その資質が一般的に懸念される。

教育現場においては、教育の充実というアクセルと、働き
方改革というブレーキの両方を同時に掛けているように見
える。一生懸命に指導に取り組んでおられる教員の方々の
ご苦労が報われる様、十分な配慮を強くお願いする。

要
望

この他「児童生徒の体力向上と競技力向上」についても質問い
たしました。



重点 3  「子育て県かがわ」の一層の充実
★不育症対策推進事業（5百万円）
　 新たに不育症治療に要する費用を助成する（上限15万円／1
妊娠期間・助成回数制限なし）
★潜在保育士等支援事業（3百万円）
　 保育士の復職時に就職準備金（上限40万円）や、未就学児
を持つ保育士の復職時に保育料（上限2万7千円/月）を貸付
け、県内保育士として2年間従事で全額免除する
★ 保育サービス利用者支援事
業（11百万円）

　 待機児童を持つ保護者に対し、
保育所等以外の保育サービスの
利用料を市町とあわせて半額を
助成する

重点 4  働き方改革の実現
★かがわ働き方改革推進事業（28百万円）
　 経営者等のトップ対象のセミナーの開催や県内中小企業への
アドバイザー派遣などを行う
★スクールサポートスタッフ配置事業（16百万円）
　 教員の業務支援を行うスタッフを配置する市町へ補助する
★ 部活動指導員の配置促
進・活用（10百万円）

　 部活動の顧問や引率等を行
う指導員を配置する市町への
補助や県立高校において部
活指導員を活用する

重点 5  四国の中枢拠点機能強化の着実な推進
★新県立体育館整備事業（171百万円）
　 「サンポート高松」を整備拠点として基本・実施設計、建設
地基礎調査等を実施し、整備に備えるため10億円を基金に
積み立てる
　 H30～H32において基本・実施設計、H33から建設工事を
実施し、H35に開設の予定
★空港連絡道路の整備（300百万円）
　 高松空港へのアクセスの向上により同空港の拠点性を高める
ため、平成30年度は中間工区に連続する香南工区の整備を
実施する

県政の課題に対応した
3つのポイント別の重要事業
ポイント 1  活力あふれる香川を確かなものに
★県内中小企業への戦略的な支援

●起業等スタートアップ支援事業（28百万円）
　創業・第二創業の初期投資を支援する
●事業承継支援事業（4百万円）
　 事業承継計画の策定やM＆Aの
着手の支援、セミナーの開催など
を実施する

★観光客へのおもてなしの充実・強化
●滞在型観光推進事業（30百万円）
　 ユニークベニュー（歴史的建造物な
ど特別感や地域特性を演出できる
場所）における獅子舞等の地域伝
統芸能の公演を行う
●外国人観光客受入環境向上事業（10百万円）
　 観光関係事業者等への多言語通訳・翻訳サービスの支援や、
グルメやショッピングなどの情報を掲載した多言語マップを
配布する

★香川の魅力を伝える手厚い移住・定住支援
● 「暮らしやすいけん、かがわ県」
PR強化事業（19百万円）
　 インターネット広告による情報
発信や、県外在住者と県内中
学生に向けたマンガを活用した
PRを実施する
●ワンストップ移住相談窓口サービス提供事業（30百万円）
　 移住者の居住探しを支援するため「住まいに関する総合的な
相談窓口」を設置する

農畜水産物の競争力の強化
● 農地機構等による農地集積・集約化
の促進（318百万円）
　 農地機構への貸付希望のあった条
件の良くない農地の簡易な基盤整備
などを支援する

●オリーブ産業強化プロジェクト（209百万円）
　 「脂肪の質賞」受賞牛の系統牛を増頭するための受精卵移
植などを支援する

ポイント 2  安心につなげる香川を確かなものに
★健康・生きがいづくりの推進
●かがわ健康ポイント事業（20百万円）
　 健康づくりに取り組みポイントを集めると、協力店でサービ
スなどが受けられるシステムを構築する

●糖尿病重症化予防事業（3百万円）
　 ショッピングモールでの無料の血
液検査の実施や受診勧奨など、生
活習慣病の予防啓発等を行う

★結婚、子育てしやすい環境づくり
● かがわ縁結び支援センター（EN-MUSUかがわ）の機能拡充
（54百万円）
　 開所日の拡大（土曜日も開所）
やマッチング検索ブースの増設
（3→4ブース）などを行う

平成30年度一般会計当初予算のあらまし
歳入歳出総額　４,６１５億２００万円
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一般会計予算は2年ぶりに増加

臨時財政対策債を除く県債については、引き続き減少

県税は増加（対前年度比＋1.6％）

地方交付税は2年連続で減少（対前年度比－2.0％）

「かがわ創生総合戦略」の本格的な推進に向け、
地方創生推進交付金を活用（521百万円）

総人件費は3年ぶりに増加（対前年度比＋1.4％）

投資的経費は2年ぶりに増加（対前年度比＋1.8％）

平成30年度一般会計当初予算の主なポイント
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であり、そのためには、より長く本県で滞在してもらえるような
仕組みが必要であると考える。そこで、交流人口の拡大を地域
経済の活性化につなげていくため、今後、滞在型観光の推進に
どのように取組むのか伺う。

現在、実施している、サマーナイトフェスティバル
や栗林公園のライトアップなどの取り組みに加
え、来年度には観光客の一層の滞在を促すため、

新たな夜型の観光コンテンツとして、県内の主要観光地にお
いて、特別感や地域特性を演出できる歴史的建造物などの
場所、いわゆるユニークベニューを活用し、獅子舞などの地
域伝統芸能の公演を実施しようと考えている。さらに、県観
光協会において、県内を
周遊・滞在する着地型商
品や体験プログラムを、新
たに立ち上げるオンライ
ン予約サイトで販売する
など、観光客の滞在時間
の拡大を図っていく。

3  地域公共交通への取組みについて
「ことでん」を中心とした地域公共交通ネットワーク
については新駅整備などが実施されているが、特に

安全性と利便性の向上が重要と考えており、安全性の確保と快
適性を両立させるために、「ことでん」が実施する安全輸送設備
等の整備を促す必要があるものと考える。また、準急の復活に
よるスピードアップなど、ことでん琴平線全体の利便性向上を
図る必要があるものと考える。そこで、「ことでん」の安全性の
向上と、利便性を向上させるための「ことでん琴平線」の高速化
について、県としての考え方と、どのような支援を考えているの
か伺う。
また、「ＪＲ」については、ＩＣＯＣＡなどの十種類の交通系ＩＣ
カードの相互利用サービスが開始されたが、サービス利用区間
は、高松駅から多度津駅間の13駅に限られており、その他の区
間においては大変に不便な状況となっている。そこで、利用者の
さらなる利便性の向上のため、「ＪＲ」四国内におけるＩＣカード
の導入エリアの拡大について、どのように取組むのか伺う。

交通ネットワークの確立を図るうえで、鉄道利用
者の安全確保は何よりも優先して取組む必要があ
ることから、県では、ことでんが行うレールや枕木

など安全輸送設備の計画的な更新等に対して支援しており、
今後とも、鉄道利用者の安全確保に向け、積極的に取り組
む。更に準急列車の運行による高速化については、今後、事
業者において栗林公園・仏生山駅間の複線化を踏まえ、利
用者ニーズの反映などを通して判断されるべき問題ではあ
るが、県としても課題について研究していく。
また、JR四国
内におけるIC
カード導入エリ
アの拡大につい
ては、利用者の

平成30年3月15日・一般質問

1  野菜の生産振興について
本県は、レタス、ブロッコリー、ニンニクなど露地の
秋冬野菜の主要産地として生産が行われているが、

気象変動などの最近の状況を踏まえると、改めて、安定した生
産振興が重要であると考えている。このような中、平成２８年
度の全国の農業産出額は９兆２,０２５億円であり、前年度に比
べて４.６％増加している中、本県の農業産出額は８９８億円と
１０.２％の増加となっており、特に野菜は前年より４２億円も
増加し、過去１０年間で最高の２８７億円となるなど、本県農業
にとって野菜がいかに重要な作物であるかと言う事を再認識し
た。そこで、産地づくりによる地域農業の活性化を図るため、県
では、今後どのように野菜の生産振興に取組むのか伺う。

昨年度の新規就農者167名のうち、約7割の方が
野菜経営に取り組むなど、野菜は本県農業を牽引
する基幹作物である。これを受け、県では多彩な

野菜の高品質化、安定生産を図るため、畝立てやマルチ作
業の省力化・効率化を図る機械等の導入を支援するととも
に、定植や収穫作業を行う農作業支援の体制強化に取組む
など、計画生産に向けた適期作業を推進してきた。これらに
加え、国内の野菜マーケット
においては、加工・業務用野
菜の需要が拡大していること
から、来年度から新たに、加
工・業務用野菜の産地づくり
や、生産拡大に向けた取り組
みを推進していく。

2  滞在型観光の推進について
平成28年に本県を訪れた県外観光入込客数は約
937万人であり、これは2年連続で増加し、4年連続で

900万人を超えたということであり、概ね好調に推移している
ものと考える。このような中、2年後の2020年には東京オリン
ピック・パラリンピックが開催されることとなっており、こうした
機会をとらえ、より一層、観光客を誘致することが重要であると
考えるが、観光振興の目的は、人口減少社会により地域の内需
が縮小する中で、できるだけ観光消費額を拡大し、地域経済の
維持、活性化を図ることにあると考える。すなわち、観光客の方
に、県内において、より多くの消費活動を行って頂くことが重要



重点 3  「子育て県かがわ」の一層の充実
★不育症対策推進事業（5百万円）
　 新たに不育症治療に要する費用を助成する（上限15万円／1
妊娠期間・助成回数制限なし）
★潜在保育士等支援事業（3百万円）
　 保育士の復職時に就職準備金（上限40万円）や、未就学児
を持つ保育士の復職時に保育料（上限2万7千円/月）を貸付
け、県内保育士として2年間従事で全額免除する
★ 保育サービス利用者支援事
業（11百万円）

　 待機児童を持つ保護者に対し、
保育所等以外の保育サービスの
利用料を市町とあわせて半額を
助成する

重点 4  働き方改革の実現
★かがわ働き方改革推進事業（28百万円）
　 経営者等のトップ対象のセミナーの開催や県内中小企業への
アドバイザー派遣などを行う
★スクールサポートスタッフ配置事業（16百万円）
　 教員の業務支援を行うスタッフを配置する市町へ補助する
★ 部活動指導員の配置促
進・活用（10百万円）

　 部活動の顧問や引率等を行
う指導員を配置する市町への
補助や県立高校において部
活指導員を活用する

重点 5  四国の中枢拠点機能強化の着実な推進
★新県立体育館整備事業（171百万円）
　 「サンポート高松」を整備拠点として基本・実施設計、建設
地基礎調査等を実施し、整備に備えるため10億円を基金に
積み立てる
　 H30～H32において基本・実施設計、H33から建設工事を
実施し、H35に開設の予定
★空港連絡道路の整備（300百万円）
　 高松空港へのアクセスの向上により同空港の拠点性を高める
ため、平成30年度は中間工区に連続する香南工区の整備を
実施する

県政の課題に対応した
3つのポイント別の重要事業
ポイント 1  活力あふれる香川を確かなものに
★県内中小企業への戦略的な支援

●起業等スタートアップ支援事業（28百万円）
　創業・第二創業の初期投資を支援する
●事業承継支援事業（4百万円）
　 事業承継計画の策定やM＆Aの
着手の支援、セミナーの開催など
を実施する

★観光客へのおもてなしの充実・強化
●滞在型観光推進事業（30百万円）
　 ユニークベニュー（歴史的建造物な
ど特別感や地域特性を演出できる
場所）における獅子舞等の地域伝
統芸能の公演を行う
●外国人観光客受入環境向上事業（10百万円）
　 観光関係事業者等への多言語通訳・翻訳サービスの支援や、
グルメやショッピングなどの情報を掲載した多言語マップを
配布する

★香川の魅力を伝える手厚い移住・定住支援
● 「暮らしやすいけん、かがわ県」
PR強化事業（19百万円）
　 インターネット広告による情報
発信や、県外在住者と県内中
学生に向けたマンガを活用した
PRを実施する
●ワンストップ移住相談窓口サービス提供事業（30百万円）
　 移住者の居住探しを支援するため「住まいに関する総合的な
相談窓口」を設置する

農畜水産物の競争力の強化
● 農地機構等による農地集積・集約化
の促進（318百万円）
　 農地機構への貸付希望のあった条
件の良くない農地の簡易な基盤整備
などを支援する

●オリーブ産業強化プロジェクト（209百万円）
　 「脂肪の質賞」受賞牛の系統牛を増頭するための受精卵移
植などを支援する

ポイント 2  安心につなげる香川を確かなものに
★健康・生きがいづくりの推進
●かがわ健康ポイント事業（20百万円）
　 健康づくりに取り組みポイントを集めると、協力店でサービ
スなどが受けられるシステムを構築する

●糖尿病重症化予防事業（3百万円）
　 ショッピングモールでの無料の血
液検査の実施や受診勧奨など、生
活習慣病の予防啓発等を行う

★結婚、子育てしやすい環境づくり
● かがわ縁結び支援センター（EN-MUSUかがわ）の機能拡充
（54百万円）
　 開所日の拡大（土曜日も開所）
やマッチング検索ブースの増設
（3→4ブース）などを行う

平成30年度一般会計当初予算のあらまし
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一般会計予算は2年ぶりに増加

臨時財政対策債を除く県債については、引き続き減少

県税は増加（対前年度比＋1.6％）

地方交付税は2年連続で減少（対前年度比－2.0％）

「かがわ創生総合戦略」の本格的な推進に向け、
地方創生推進交付金を活用（521百万円）

総人件費は3年ぶりに増加（対前年度比＋1.4％）

投資的経費は2年ぶりに増加（対前年度比＋1.8％）

平成30年度一般会計当初予算の主なポイント

歳入総額
4,615億200万円

県税
26.6％

地方
消費税
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繰入金 3.8％
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（目的別）

教育費
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農林
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労働費 0.3％
議会費 0.3％

災害復旧費 1.2％

歳入総額
4,615億200万円
（性質別）

人件費
27.6％

公債費
13.3％

扶助費
10.2％補助事業

5.6％

単独事業
6.1％

補助費等
7.3％

貸付金
8.8％

物件費
4.5％
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交付金
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義務的
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国直轄事業負担金 0.7％

災害復旧費 1.3％

その他 2.4％維持補修費 1.2％

であり、そのためには、より長く本県で滞在してもらえるような
仕組みが必要であると考える。そこで、交流人口の拡大を地域
経済の活性化につなげていくため、今後、滞在型観光の推進に
どのように取組むのか伺う。

現在、実施している、サマーナイトフェスティバル
や栗林公園のライトアップなどの取り組みに加
え、来年度には観光客の一層の滞在を促すため、

新たな夜型の観光コンテンツとして、県内の主要観光地にお
いて、特別感や地域特性を演出できる歴史的建造物などの
場所、いわゆるユニークベニューを活用し、獅子舞などの地
域伝統芸能の公演を実施しようと考えている。さらに、県観
光協会において、県内を
周遊・滞在する着地型商
品や体験プログラムを、新
たに立ち上げるオンライ
ン予約サイトで販売する
など、観光客の滞在時間
の拡大を図っていく。

3  地域公共交通への取組みについて
「ことでん」を中心とした地域公共交通ネットワーク
については新駅整備などが実施されているが、特に

安全性と利便性の向上が重要と考えており、安全性の確保と快
適性を両立させるために、「ことでん」が実施する安全輸送設備
等の整備を促す必要があるものと考える。また、準急の復活に
よるスピードアップなど、ことでん琴平線全体の利便性向上を
図る必要があるものと考える。そこで、「ことでん」の安全性の
向上と、利便性を向上させるための「ことでん琴平線」の高速化
について、県としての考え方と、どのような支援を考えているの
か伺う。
また、「ＪＲ」については、ＩＣＯＣＡなどの十種類の交通系ＩＣ
カードの相互利用サービスが開始されたが、サービス利用区間
は、高松駅から多度津駅間の13駅に限られており、その他の区
間においては大変に不便な状況となっている。そこで、利用者の
さらなる利便性の向上のため、「ＪＲ」四国内におけるＩＣカード
の導入エリアの拡大について、どのように取組むのか伺う。

交通ネットワークの確立を図るうえで、鉄道利用
者の安全確保は何よりも優先して取組む必要があ
ることから、県では、ことでんが行うレールや枕木

など安全輸送設備の計画的な更新等に対して支援しており、
今後とも、鉄道利用者の安全確保に向け、積極的に取り組
む。更に準急列車の運行による高速化については、今後、事
業者において栗林公園・仏生山駅間の複線化を踏まえ、利
用者ニーズの反映などを通して判断されるべき問題ではあ
るが、県としても課題について研究していく。
また、JR四国
内におけるIC
カード導入エリ
アの拡大につい
ては、利用者の

平成30年3月15日・一般質問

1  野菜の生産振興について
本県は、レタス、ブロッコリー、ニンニクなど露地の
秋冬野菜の主要産地として生産が行われているが、

気象変動などの最近の状況を踏まえると、改めて、安定した生
産振興が重要であると考えている。このような中、平成２８年
度の全国の農業産出額は９兆２,０２５億円であり、前年度に比
べて４.６％増加している中、本県の農業産出額は８９８億円と
１０.２％の増加となっており、特に野菜は前年より４２億円も
増加し、過去１０年間で最高の２８７億円となるなど、本県農業
にとって野菜がいかに重要な作物であるかと言う事を再認識し
た。そこで、産地づくりによる地域農業の活性化を図るため、県
では、今後どのように野菜の生産振興に取組むのか伺う。

昨年度の新規就農者167名のうち、約7割の方が
野菜経営に取り組むなど、野菜は本県農業を牽引
する基幹作物である。これを受け、県では多彩な

野菜の高品質化、安定生産を図るため、畝立てやマルチ作
業の省力化・効率化を図る機械等の導入を支援するととも
に、定植や収穫作業を行う農作業支援の体制強化に取組む
など、計画生産に向けた適期作業を推進してきた。これらに
加え、国内の野菜マーケット
においては、加工・業務用野
菜の需要が拡大していること
から、来年度から新たに、加
工・業務用野菜の産地づくり
や、生産拡大に向けた取り組
みを推進していく。

2  滞在型観光の推進について
平成28年に本県を訪れた県外観光入込客数は約
937万人であり、これは2年連続で増加し、4年連続で

900万人を超えたということであり、概ね好調に推移している
ものと考える。このような中、2年後の2020年には東京オリン
ピック・パラリンピックが開催されることとなっており、こうした
機会をとらえ、より一層、観光客を誘致することが重要であると
考えるが、観光振興の目的は、人口減少社会により地域の内需
が縮小する中で、できるだけ観光消費額を拡大し、地域経済の
維持、活性化を図ることにあると考える。すなわち、観光客の方
に、県内において、より多くの消費活動を行って頂くことが重要

●さぬきこどもの国の魅力向上（306百万円）
　 開園25周年（平成32年4月）に向け、光学式プラネタリウム
のリニューアルを行う

★災害、危機管理への周到な対応
●備蓄物資整備事業（35百万円）
　 車中泊等の指定避難所外への避難者にも対応した食料等の
備蓄や、車中避難者へ弾性ストッキング、災害時のトイレ環境
の確保を行う

●ため池防災対策等事業
 （2,428百万円）
　 大規模ため池の耐震補強工事
や、防災上重要な中小規模た
め池の耐震性点検を行う

★総合的な交通死亡事故抑止対策
●交通死亡事故抑止総合対策事業（1,514百万円）
　 高齢者のASV(4点
セット)購入に対する
補助(1,500台)や、AI
を用いての交通死亡
事故要因の分析、ドラ
イブレコーダーの普及啓発などを行う
 

ポイント 3   未来を育て笑顔で暮らせる香川を
　確かなものに

★小・中・高で本県独自の英語教育の推進
● 大学入試における民間英語試験の導入や小学校での英語の
教科化などに的確に対応
　 県立高校1年生の希望者に民
間英語4技能試験の受験費
用の半額負担や、中学校英語
教員が校区内の小学校へ出
向き5・6年生の担任が行う
英語の授業のサポートを行う

★県産木材の供給と利用の推進
●県産木材の供給と利用促進事業（65百万円）
　 県産ヒノキを用いた新築や改築に対する助成（1万円/m3、
上限50万円）や、公共スペースでの県産木材利用に対する助
成（補助率1/2、上限100万円）、
ヒノキ・スギの花粉症対策品種
の育成など、全国育樹祭の開催
や香川県県産木材の供給及び
利用の促進に関する条例の制定
を契機とした取組みの充実強化
を行う

★人にも動物にもやさしい香川づくり
●動物愛護施策の推進（33百万円）
　 譲渡ボランティアが飼養する犬猫の
診療費の補助（1万円/頭）や、保健
所から譲渡される犬猫の不妊去勢
手術の補助（2万円/頭）、野犬抑制
のためのセンサー開閉器付き捕獲シ

ステムの試験導入などを行う
● 香川県・高松市動物愛護センター（仮称）の整備（517百万円）
　 犬猫とのふれあいルームや広場、学習コーナー、ドッグラン等
を整備する

★文化芸術の振興～断トツの文化芸術（アート）の力～
●断トツアート推進事業（9百万円）
　 断トツアート・ファシリテーター育成や、個人や文化芸術団体
を「断トツアートパフォー
マー」として登録・活用する

● 瀬戸内国際芸術祭2019推
進事業（136百万円）
　 平成31年4月開幕に向けた
着実な準備を行う

★目指せ！！東京オリンピック・パラリンピック
●羽ばたけトップアスリート育成事業（146百万円）
　小中学生を対象としたジュニア育成
　 専任アドバイザーコー
チの活用などの国体候
補選手・県選抜チーム
への支援や、東京オリン
ピック候補選手への国
内外遠征費やコーチ帯
同費の支援などを行う

●障害者スポーツ普及強化事業（27百万円）
　 県外の指導者を招いての選手強化や、競技会・合宿への遠征
費等の支援を行う

★周年事業で香川県の魅力を再発見
●瀬戸大橋開通30周年記念
　 関係機関と連携し、花火
大会（4月7日・坂出港）や
キックオフイベント（4月7
日～8日・瀬戸大橋記念公
園）などの記念事業、広報
活動を実施する

●オリーブ植栽110周年記念
　 オリーブ生産振興推進大会（平成30年9月頃）や、日本オ
リーブオイル品評会（仮称）（平成31年1月頃）などを行う

●ハマチ養殖90周年記念
　さぬき海の幸にぎわい祭（平成30年11月頃）などを行う
●かがわ文化芸術祭60周年記念
　 オープニング行事や紅白対抗かがわ舞台芸術祭などを行う

　このほか、「農地の集積と基盤整備の推進（943百万円）」や
「鳥獣被害防止対策支援事業（152百万円）」、「魅力ある商店
街づくり事業（17百万円）」など、住民の方々に密接に関係のあ
る事業に対する予算が計上されており、これらにより平成30年
度の一般会計当初予算の総額は4,615億円余となります。また、
この他にも一般会計補正予算議案や条例議案、提訴の提起な
どの議案が提案され、各委員会へ付託し、積極的な審議が行わ
れた結果、全議案、原案可決となりました。
　なお、「平成30年度一般会計当初予算のあらまし」は、以降
の通りです。



平成30年度一般会計当初予算のあらまし
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30年度

一般会計予算は2年ぶりに増加

臨時財政対策債を除く県債については、引き続き減少

県税は増加（対前年度比＋1.6％）

地方交付税は2年連続で減少（対前年度比－2.0％）

「かがわ創生総合戦略」の本格的な推進に向け、
地方創生推進交付金を活用（521百万円）

総人件費は3年ぶりに増加（対前年度比＋1.4％）

投資的経費は2年ぶりに増加（対前年度比＋1.8％）

平成30年度一般会計当初予算の主なポイント
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49.8％

繰入金 3.8％
その他 2.3％

歳入総額
4,615億200万円
（目的別）
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警察費
5.8％
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労働費 0.3％
議会費 0.3％

災害復旧費 1.2％

歳入総額
4,615億200万円
（性質別）

人件費
27.6％

公債費
13.3％

扶助費
10.2％補助事業

5.6％

単独事業
6.1％

補助費等
7.3％

貸付金
8.8％

物件費
4.5％
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交付金
11.0％

義務的
経費
51.1％

投資的
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13.7％

その他の
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35.2％

国直轄事業負担金 0.7％

災害復旧費 1.3％

その他 2.4％維持補修費 1.2％

重点 3  「子育て県かがわ」の一層の充実
★不育症対策推進事業（5百万円）
　 新たに不育症治療に要する費用を助成する（上限15万円／1
妊娠期間・助成回数制限なし）
★潜在保育士等支援事業（3百万円）
　 保育士の復職時に就職準備金（上限40万円）や、未就学児
を持つ保育士の復職時に保育料（上限2万7千円/月）を貸付
け、県内保育士として2年間従事で全額免除する
★ 保育サービス利用者支援事
業（11百万円）

　 待機児童を持つ保護者に対し、
保育所等以外の保育サービスの
利用料を市町とあわせて半額を
助成する

重点 4  働き方改革の実現
★かがわ働き方改革推進事業（28百万円）
　 経営者等のトップ対象のセミナーの開催や県内中小企業への
アドバイザー派遣などを行う
★スクールサポートスタッフ配置事業（16百万円）
　 教員の業務支援を行うスタッフを配置する市町へ補助する
★ 部活動指導員の配置促
進・活用（10百万円）

　 部活動の顧問や引率等を行
う指導員を配置する市町への
補助や県立高校において部
活指導員を活用する

重点 5  四国の中枢拠点機能強化の着実な推進
★新県立体育館整備事業（171百万円）
　 「サンポート高松」を整備拠点として基本・実施設計、建設
地基礎調査等を実施し、整備に備えるため10億円を基金に
積み立てる
　 H30～H32において基本・実施設計、H33から建設工事を
実施し、H35に開設の予定
★空港連絡道路の整備（300百万円）
　 高松空港へのアクセスの向上により同空港の拠点性を高める
ため、平成30年度は中間工区に連続する香南工区の整備を
実施する

県政の課題に対応した
3つのポイント別の重要事業
ポイント 1  活力あふれる香川を確かなものに
★県内中小企業への戦略的な支援

●起業等スタートアップ支援事業（28百万円）
　創業・第二創業の初期投資を支援する
●事業承継支援事業（4百万円）
　 事業承継計画の策定やM＆Aの
着手の支援、セミナーの開催など
を実施する

★観光客へのおもてなしの充実・強化
●滞在型観光推進事業（30百万円）
　 ユニークベニュー（歴史的建造物な
ど特別感や地域特性を演出できる
場所）における獅子舞等の地域伝
統芸能の公演を行う
●外国人観光客受入環境向上事業（10百万円）
　 観光関係事業者等への多言語通訳・翻訳サービスの支援や、
グルメやショッピングなどの情報を掲載した多言語マップを
配布する

★香川の魅力を伝える手厚い移住・定住支援
● 「暮らしやすいけん、かがわ県」
PR強化事業（19百万円）
　 インターネット広告による情報
発信や、県外在住者と県内中
学生に向けたマンガを活用した
PRを実施する
●ワンストップ移住相談窓口サービス提供事業（30百万円）
　 移住者の居住探しを支援するため「住まいに関する総合的な
相談窓口」を設置する

農畜水産物の競争力の強化
● 農地機構等による農地集積・集約化
の促進（318百万円）
　 農地機構への貸付希望のあった条
件の良くない農地の簡易な基盤整備
などを支援する

●オリーブ産業強化プロジェクト（209百万円）
　 「脂肪の質賞」受賞牛の系統牛を増頭するための受精卵移
植などを支援する

ポイント 2  安心につなげる香川を確かなものに
★健康・生きがいづくりの推進
●かがわ健康ポイント事業（20百万円）
　 健康づくりに取り組みポイントを集めると、協力店でサービ
スなどが受けられるシステムを構築する

●糖尿病重症化予防事業（3百万円）
　 ショッピングモールでの無料の血
液検査の実施や受診勧奨など、生
活習慣病の予防啓発等を行う

★結婚、子育てしやすい環境づくり
● かがわ縁結び支援センター（EN-MUSUかがわ）の機能拡充
（54百万円）
　 開所日の拡大（土曜日も開所）
やマッチング検索ブースの増設
（3→4ブース）などを行う

平成30年度一般会計当初予算のあらまし
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地方交付税は2年連続で減少（対前年度比－2.0％）
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であり、そのためには、より長く本県で滞在してもらえるような
仕組みが必要であると考える。そこで、交流人口の拡大を地域
経済の活性化につなげていくため、今後、滞在型観光の推進に
どのように取組むのか伺う。

現在、実施している、サマーナイトフェスティバル
や栗林公園のライトアップなどの取り組みに加
え、来年度には観光客の一層の滞在を促すため、

新たな夜型の観光コンテンツとして、県内の主要観光地にお
いて、特別感や地域特性を演出できる歴史的建造物などの
場所、いわゆるユニークベニューを活用し、獅子舞などの地
域伝統芸能の公演を実施しようと考えている。さらに、県観
光協会において、県内を
周遊・滞在する着地型商
品や体験プログラムを、新
たに立ち上げるオンライ
ン予約サイトで販売する
など、観光客の滞在時間
の拡大を図っていく。

3  地域公共交通への取組みについて
「ことでん」を中心とした地域公共交通ネットワーク
については新駅整備などが実施されているが、特に

安全性と利便性の向上が重要と考えており、安全性の確保と快
適性を両立させるために、「ことでん」が実施する安全輸送設備
等の整備を促す必要があるものと考える。また、準急の復活に
よるスピードアップなど、ことでん琴平線全体の利便性向上を
図る必要があるものと考える。そこで、「ことでん」の安全性の
向上と、利便性を向上させるための「ことでん琴平線」の高速化
について、県としての考え方と、どのような支援を考えているの
か伺う。
また、「ＪＲ」については、ＩＣＯＣＡなどの十種類の交通系ＩＣ
カードの相互利用サービスが開始されたが、サービス利用区間
は、高松駅から多度津駅間の13駅に限られており、その他の区
間においては大変に不便な状況となっている。そこで、利用者の
さらなる利便性の向上のため、「ＪＲ」四国内におけるＩＣカード
の導入エリアの拡大について、どのように取組むのか伺う。

交通ネットワークの確立を図るうえで、鉄道利用
者の安全確保は何よりも優先して取組む必要があ
ることから、県では、ことでんが行うレールや枕木

など安全輸送設備の計画的な更新等に対して支援しており、
今後とも、鉄道利用者の安全確保に向け、積極的に取り組
む。更に準急列車の運行による高速化については、今後、事
業者において栗林公園・仏生山駅間の複線化を踏まえ、利
用者ニーズの反映などを通して判断されるべき問題ではあ
るが、県としても課題について研究していく。
また、JR四国
内におけるIC
カード導入エリ
アの拡大につい
ては、利用者の

平成30年3月15日・一般質問

1  野菜の生産振興について
本県は、レタス、ブロッコリー、ニンニクなど露地の
秋冬野菜の主要産地として生産が行われているが、

気象変動などの最近の状況を踏まえると、改めて、安定した生
産振興が重要であると考えている。このような中、平成２８年
度の全国の農業産出額は９兆２,０２５億円であり、前年度に比
べて４.６％増加している中、本県の農業産出額は８９８億円と
１０.２％の増加となっており、特に野菜は前年より４２億円も
増加し、過去１０年間で最高の２８７億円となるなど、本県農業
にとって野菜がいかに重要な作物であるかと言う事を再認識し
た。そこで、産地づくりによる地域農業の活性化を図るため、県
では、今後どのように野菜の生産振興に取組むのか伺う。

昨年度の新規就農者167名のうち、約7割の方が
野菜経営に取り組むなど、野菜は本県農業を牽引
する基幹作物である。これを受け、県では多彩な

野菜の高品質化、安定生産を図るため、畝立てやマルチ作
業の省力化・効率化を図る機械等の導入を支援するととも
に、定植や収穫作業を行う農作業支援の体制強化に取組む
など、計画生産に向けた適期作業を推進してきた。これらに
加え、国内の野菜マーケット
においては、加工・業務用野
菜の需要が拡大していること
から、来年度から新たに、加
工・業務用野菜の産地づくり
や、生産拡大に向けた取り組
みを推進していく。

2  滞在型観光の推進について
平成28年に本県を訪れた県外観光入込客数は約
937万人であり、これは2年連続で増加し、4年連続で

900万人を超えたということであり、概ね好調に推移している
ものと考える。このような中、2年後の2020年には東京オリン
ピック・パラリンピックが開催されることとなっており、こうした
機会をとらえ、より一層、観光客を誘致することが重要であると
考えるが、観光振興の目的は、人口減少社会により地域の内需
が縮小する中で、できるだけ観光消費額を拡大し、地域経済の
維持、活性化を図ることにあると考える。すなわち、観光客の方
に、県内において、より多くの消費活動を行って頂くことが重要



重点 3  「子育て県かがわ」の一層の充実
★不育症対策推進事業（5百万円）
　 新たに不育症治療に要する費用を助成する（上限15万円／1
妊娠期間・助成回数制限なし）
★潜在保育士等支援事業（3百万円）
　 保育士の復職時に就職準備金（上限40万円）や、未就学児
を持つ保育士の復職時に保育料（上限2万7千円/月）を貸付
け、県内保育士として2年間従事で全額免除する
★ 保育サービス利用者支援事
業（11百万円）

　 待機児童を持つ保護者に対し、
保育所等以外の保育サービスの
利用料を市町とあわせて半額を
助成する

重点 4  働き方改革の実現
★かがわ働き方改革推進事業（28百万円）
　 経営者等のトップ対象のセミナーの開催や県内中小企業への
アドバイザー派遣などを行う
★スクールサポートスタッフ配置事業（16百万円）
　 教員の業務支援を行うスタッフを配置する市町へ補助する
★ 部活動指導員の配置促
進・活用（10百万円）

　 部活動の顧問や引率等を行
う指導員を配置する市町への
補助や県立高校において部
活指導員を活用する

重点 5  四国の中枢拠点機能強化の着実な推進
★新県立体育館整備事業（171百万円）
　 「サンポート高松」を整備拠点として基本・実施設計、建設
地基礎調査等を実施し、整備に備えるため10億円を基金に
積み立てる
　 H30～H32において基本・実施設計、H33から建設工事を
実施し、H35に開設の予定
★空港連絡道路の整備（300百万円）
　 高松空港へのアクセスの向上により同空港の拠点性を高める
ため、平成30年度は中間工区に連続する香南工区の整備を
実施する

県政の課題に対応した
3つのポイント別の重要事業
ポイント 1  活力あふれる香川を確かなものに
★県内中小企業への戦略的な支援

●起業等スタートアップ支援事業（28百万円）
　創業・第二創業の初期投資を支援する
●事業承継支援事業（4百万円）
　 事業承継計画の策定やM＆Aの
着手の支援、セミナーの開催など
を実施する

★観光客へのおもてなしの充実・強化
●滞在型観光推進事業（30百万円）
　 ユニークベニュー（歴史的建造物な
ど特別感や地域特性を演出できる
場所）における獅子舞等の地域伝
統芸能の公演を行う
●外国人観光客受入環境向上事業（10百万円）
　 観光関係事業者等への多言語通訳・翻訳サービスの支援や、
グルメやショッピングなどの情報を掲載した多言語マップを
配布する

★香川の魅力を伝える手厚い移住・定住支援
● 「暮らしやすいけん、かがわ県」
PR強化事業（19百万円）
　 インターネット広告による情報
発信や、県外在住者と県内中
学生に向けたマンガを活用した
PRを実施する
●ワンストップ移住相談窓口サービス提供事業（30百万円）
　 移住者の居住探しを支援するため「住まいに関する総合的な
相談窓口」を設置する

農畜水産物の競争力の強化
● 農地機構等による農地集積・集約化
の促進（318百万円）
　 農地機構への貸付希望のあった条
件の良くない農地の簡易な基盤整備
などを支援する

●オリーブ産業強化プロジェクト（209百万円）
　 「脂肪の質賞」受賞牛の系統牛を増頭するための受精卵移
植などを支援する

ポイント 2  安心につなげる香川を確かなものに
★健康・生きがいづくりの推進
●かがわ健康ポイント事業（20百万円）
　 健康づくりに取り組みポイントを集めると、協力店でサービ
スなどが受けられるシステムを構築する

●糖尿病重症化予防事業（3百万円）
　 ショッピングモールでの無料の血
液検査の実施や受診勧奨など、生
活習慣病の予防啓発等を行う

★結婚、子育てしやすい環境づくり
● かがわ縁結び支援センター（EN-MUSUかがわ）の機能拡充
（54百万円）
　 開所日の拡大（土曜日も開所）
やマッチング検索ブースの増設
（3→4ブース）などを行う

平成30年度一般会計当初予算のあらまし
歳入歳出総額　４,６１５億２００万円

461,502 8,547

4,855 4,846 4,830
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348 324
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315

228

543

213

561

8,630471,005
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435,597
427,446
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427,501431,286

419,066

461,299

平成
30年度 平成

30年度

一般会計予算は2年ぶりに増加

臨時財政対策債を除く県債については、引き続き減少

県税は増加（対前年度比＋1.6％）

地方交付税は2年連続で減少（対前年度比－2.0％）

「かがわ創生総合戦略」の本格的な推進に向け、
地方創生推進交付金を活用（521百万円）

総人件費は3年ぶりに増加（対前年度比＋1.4％）

投資的経費は2年ぶりに増加（対前年度比＋1.8％）

平成30年度一般会計当初予算の主なポイント

歳入総額
4,615億200万円

県税
26.6％

地方
消費税
清算金
8.0％

諸収入
10.5％地方交付税

23.1％

その他
4.4％

県債
11.8％

国庫支出金
10.5％

自主財源
50.7％

依存財源
49.8％

繰入金 3.8％
その他 2.3％

歳入総額
4,615億200万円
（目的別）

教育費
20.6％

衛生費 3.5％
農林
水産費
3.9％

総務費
6.2％

警察費
5.8％

土木費
9.2％

商工費
10.5％

諸支出
11.2％

公債費
13.3％

民生費
14.0％

労働費 0.3％
議会費 0.3％

災害復旧費 1.2％

歳入総額
4,615億200万円
（性質別）

人件費
27.6％

公債費
13.3％

扶助費
10.2％補助事業

5.6％

単独事業
6.1％

補助費等
7.3％

貸付金
8.8％

物件費
4.5％

税収関連
交付金
11.0％

義務的
経費
51.1％

投資的
経費
13.7％

その他の
経費
35.2％

国直轄事業負担金 0.7％

災害復旧費 1.3％

その他 2.4％維持補修費 1.2％

であり、そのためには、より長く本県で滞在してもらえるような
仕組みが必要であると考える。そこで、交流人口の拡大を地域
経済の活性化につなげていくため、今後、滞在型観光の推進に
どのように取組むのか伺う。

現在、実施している、サマーナイトフェスティバル
や栗林公園のライトアップなどの取り組みに加
え、来年度には観光客の一層の滞在を促すため、

新たな夜型の観光コンテンツとして、県内の主要観光地にお
いて、特別感や地域特性を演出できる歴史的建造物などの
場所、いわゆるユニークベニューを活用し、獅子舞などの地
域伝統芸能の公演を実施しようと考えている。さらに、県観
光協会において、県内を
周遊・滞在する着地型商
品や体験プログラムを、新
たに立ち上げるオンライ
ン予約サイトで販売する
など、観光客の滞在時間
の拡大を図っていく。

3  地域公共交通への取組みについて
「ことでん」を中心とした地域公共交通ネットワーク
については新駅整備などが実施されているが、特に

安全性と利便性の向上が重要と考えており、安全性の確保と快
適性を両立させるために、「ことでん」が実施する安全輸送設備
等の整備を促す必要があるものと考える。また、準急の復活に
よるスピードアップなど、ことでん琴平線全体の利便性向上を
図る必要があるものと考える。そこで、「ことでん」の安全性の
向上と、利便性を向上させるための「ことでん琴平線」の高速化
について、県としての考え方と、どのような支援を考えているの
か伺う。
また、「ＪＲ」については、ＩＣＯＣＡなどの十種類の交通系ＩＣ
カードの相互利用サービスが開始されたが、サービス利用区間
は、高松駅から多度津駅間の13駅に限られており、その他の区
間においては大変に不便な状況となっている。そこで、利用者の
さらなる利便性の向上のため、「ＪＲ」四国内におけるＩＣカード
の導入エリアの拡大について、どのように取組むのか伺う。

交通ネットワークの確立を図るうえで、鉄道利用
者の安全確保は何よりも優先して取組む必要があ
ることから、県では、ことでんが行うレールや枕木

など安全輸送設備の計画的な更新等に対して支援しており、
今後とも、鉄道利用者の安全確保に向け、積極的に取り組
む。更に準急列車の運行による高速化については、今後、事
業者において栗林公園・仏生山駅間の複線化を踏まえ、利
用者ニーズの反映などを通して判断されるべき問題ではあ
るが、県としても課題について研究していく。
また、JR四国
内におけるIC
カード導入エリ
アの拡大につい
ては、利用者の

平成30年3月15日・一般質問

1  野菜の生産振興について
本県は、レタス、ブロッコリー、ニンニクなど露地の
秋冬野菜の主要産地として生産が行われているが、

気象変動などの最近の状況を踏まえると、改めて、安定した生
産振興が重要であると考えている。このような中、平成２８年
度の全国の農業産出額は９兆２,０２５億円であり、前年度に比
べて４.６％増加している中、本県の農業産出額は８９８億円と
１０.２％の増加となっており、特に野菜は前年より４２億円も
増加し、過去１０年間で最高の２８７億円となるなど、本県農業
にとって野菜がいかに重要な作物であるかと言う事を再認識し
た。そこで、産地づくりによる地域農業の活性化を図るため、県
では、今後どのように野菜の生産振興に取組むのか伺う。

昨年度の新規就農者167名のうち、約7割の方が
野菜経営に取り組むなど、野菜は本県農業を牽引
する基幹作物である。これを受け、県では多彩な

野菜の高品質化、安定生産を図るため、畝立てやマルチ作
業の省力化・効率化を図る機械等の導入を支援するととも
に、定植や収穫作業を行う農作業支援の体制強化に取組む
など、計画生産に向けた適期作業を推進してきた。これらに
加え、国内の野菜マーケット
においては、加工・業務用野
菜の需要が拡大していること
から、来年度から新たに、加
工・業務用野菜の産地づくり
や、生産拡大に向けた取り組
みを推進していく。

2  滞在型観光の推進について
平成28年に本県を訪れた県外観光入込客数は約
937万人であり、これは2年連続で増加し、4年連続で

900万人を超えたということであり、概ね好調に推移している
ものと考える。このような中、2年後の2020年には東京オリン
ピック・パラリンピックが開催されることとなっており、こうした
機会をとらえ、より一層、観光客を誘致することが重要であると
考えるが、観光振興の目的は、人口減少社会により地域の内需
が縮小する中で、できるだけ観光消費額を拡大し、地域経済の
維持、活性化を図ることにあると考える。すなわち、観光客の方
に、県内において、より多くの消費活動を行って頂くことが重要
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氏家 孝志
県政報告

・・・・・・・・・・・・・・・　ごあいさつ　・・・・・・・・・・・・・・・
皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より、私どもの活動に
対しまして格別のご指導とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。先般、開かれました平成 30 年 2 月
定例会に提案されました議案や審査内容などをご報告させて頂きます。
先日、平昌オリンピック・パラリンピックが開催され、多くの若い選手の活躍に、日本全体が大いに
沸き立ちました。いつの時代においても、夢を追い求めてひたむきに取り組む姿は多くの人々の感動を
呼び、世の中を明るく、元気にしていきます。我々の郷土におきましても、明るく元気でなければ移住
定住施策をいくら実行しても、人は集まってはこないもの考えています。
これからも「ふるさとを明るく元気に！」をモットーに、どの様にすれば故郷が元気や活力を取り戻
していけるのかを、常に皆様方と共に考えさせて頂きながら活動を進めて参りたいと考えておりますの
で、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成30年2月定例会開かれる
　香川県議会・平成30年2月定例会が2月19日から3月20日
までの30日間の会期で開かれました。本定例会では平成30年
度当初予算案の審査が主となります。開会日における知事から
の議案説明の中で同予算案については「前年度と同程度である
ものの、その編成に当たっては無駄を省き、施策の選択と集中
を徹底する中で財源を確保することにより、人口減少・活力向
上対策には前年度を上回る予算を計上するなど、本県の将来の
発展に資する施策に重点的に取り組む」との説明がありました。
以下に、平成30年度の主要事業についてご説明します。

人口減少対策・地域活力向上の歩みを
確かなものとしていく
～5つの重点事業～

重点 1  若者の県内定着の促進
★ 県外からの就職支援拠点
の展開（16百万円）

　 合同就職説明会等の参加交
通費を年1万円を限度に助成
を行うなど、県外在住学生の
県内就職活動を支援する

－初志貫徹－「ふるさと」を明るく元気に！

★大学生等奨学事業（248百万円）
　 地元就職による返還債務一部免除の用件緩和（卒業後6月以
内の県内居住・就業→卒業後3年以内までに延長）など、県
独自の奨学金制度を拡充する
★ 県内大学等と連携した若者県内定着促進支援事業
（43百万円）

　 県内の大学・短大・高専が行う若者の県内定着に資する取り
組みを支援する

重点 2  先端技術を活用した産業振興
★ IoT・AI技術活用支援事業（5百万円）
　 企業の相談内容に応じた助
言、IoT・AI技術の導入検討
を促す研修会等を開催する
★ 中小企業IoT導入検討促
進事業（8百万円）

　 中小企業等の生産性向上の
ためのIoT技術の導入に対し
て、調査費や設備の試験導
入費の助成を行う
★AI活用型研究開発支援事業（15百万円）
　 中小企業が国と連携・協力して実施するAI技術を活用した研
究開発を支援する

〒766-0007 香川県仲多度郡琴平町下櫛梨1237番地1

TEL0877-75-6320 FAX 0877-75-6326

利便性の向上を図るため、沿線市町ともども事業者に対し、
ICカードの導入エリア拡大に向けた検討が行われるよう働
きかけを行う。

この他「若者の県内定着に向けた取組み」についても質問いた
しました。

2月定例会・経済委員会
質疑状況

平成30年3月6日開催分（健康福祉部・病院局）

 かがわ縁結び支援センターについて
　（子育て支援課）
 Q  同センターにおいては登録者が
1,200名を越えるなど、概ね順調に推移し
ているようであるが、ブースの数が少ない
ことなどから、利用される方が希望する時
間に利用できていないのではないかと危
惧している。今後、具体的な拡充に、どの
様に取り組むのか伺う。

 A センター本部においては窓口を担当する支援員を増員
し、新たに土曜日を開所日とするほか、現在の３ブースから4
ブースに増設する予定である。また、各県民センターでの出
張登録について、例えば中讃県民センターでは毎週水曜日
に開設しているが、そこを1ブースから2ブースに増設する。

先行する他県の状況などについても十分に研究を行う
ことにより、結婚を希望する方々の夢が一組でも多く叶
えられるよう、今後ともにしっかりと制度改善を行って
頂きたい。

要
望

この他「医療費適正化」についても質問いたしました。

平成30年3月7日開催分（教育委員会）

 部活動指導員について（高校教育課等）
 Q  県立学校に配置しようとしている部活動指導員に関して、
業務内容、雇用形態などについて具体的に伺う。また、部活動
指導員を導入するメリットとデメリットをどのように考えている
のか伺う。

 A 配置について
は、県立学校６校に
１名ずつ配置する予
定である。また、部
活動指導員を配置
する市町には、国と
共に補助を行う。雇
用形態は、特別職の非常勤職員とし、任用は１日２時間、週
３日を想定している。部活動指導員に何らかの資格の保有
は必要としないが、単独で指導や引率に当たることができる
ので、その資質を担保するため、県教委で面接を実施したう
えで、教員免許状の有無等を考慮して採用し配置したい。ま
た、導入のメリットとしては、精神的な負担の軽減など、教職
員の負担軽減を図ることができると考えている。一方で、教
職員でない部活動指導員が単独で部活動の指導に当たる場
面が新たに生じるため、その資質が一般的に懸念される。

教育現場においては、教育の充実というアクセルと、働き
方改革というブレーキの両方を同時に掛けているように見
える。一生懸命に指導に取り組んでおられる教員の方々の
ご苦労が報われる様、十分な配慮を強くお願いする。

要
望

この他「児童生徒の体力向上と競技力向上」についても質問い
たしました。


