社会の空気を変える。
つなぎ、
つながる、未来をつくる。
人と人、地域と地域、世代と世代、現在から未来へ。
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兵庫県議会議員（須磨区） 公 明 党・県民会議議員団所属

平 成29 年度予算 案を
審査しました。

２月定例会で提案された平成29年度当初予算案について、予算特別委員会委員として、一般会計、特別会計及び公営
企業会計の総額３兆2,000億円余の「平成29年度当初予算案」並びに「第３次行財政構造改革推進方策の変更案」につ
いて、鋭意審査を行ってまいりました（主な質疑内容は裏面）。

警察常任委員会 委員長就任（H29.6）
６月９日の本会議で警察常任委員会の委員長に選任され、重
責を努めることになりました。
県下の状況は、悪質かつ巧妙化している特殊詐欺やサイバー
犯罪への対応、暴力団をはじめとした組織犯罪への対策な
ど、治安の向上のために避けては通れない諸課題がありま
す。さらに高齢化社会に対応した交通安全対策やネット社会
における犯罪トラブル対策など、課題が山積しています。こ
うした問題解決と県民の安全・安心の実現に向け、大豊康臣
副委員長(左隣)とともに頑張ってまいります！

平成29年度２月定例会予算特別委員会 財政状況 ３月６日
本ページ以降に掲載している質問原稿は抜粋文です。

Question

２．若者の起業支援の取組について

１．平成29年度予算における地域創生への姿勢について
知事は来年度予算案説明の中で、「自立への道」として、少子化対策として、安心して
子どもを産み育てることのできる社会づくりや、高齢化対策として、2025年に団塊の世代

Question

こうした状況において、新たな地域経済の担い手を創出するべく、起業活動を促進するこ

の構築、さらに、東京一極集中対策として、若者を地域に根付かせる施策を進めることで

との意義は大きいと考えます。さらに、起業は産業の新陳代謝を促進し、経済を活性化する

地域創生に取り組んでいくと言われています。

役割を持っています。しかしながら、我が国の開廃業率は欧米に比べ、低い水準で推移し、

わが県の出生率は上昇傾向にありますが、少子化を食い止める水準には大きな乖離があ

起業を希望する数も伸び悩んでいます。

り、高齢化に備えた社会インフラも十分でなく、中でも、若者の県外流出は歯止めがか

その原因として、労働市場の流動性の低さ、開業に要する手続き・コストの面の負担、高

かっていない状況です。

い法人税率、低調な起業家精神など、日本における起業を取り巻く環境が、起業に対するイ

そこで、こうした状況を踏まえ、29年度当初予算において、地域創生をどのように具現化

ンセンティブを低下させていると言われています。

されているのか、当局のご所見をお伺いします。

そこで、まず、本県における起業を取り巻く現状について、当局のご所見をお伺いします。

自然増対策では、結婚・妊娠・出産への支援として、結婚力アップセミナーを開催

総務省の平成26年「経済センサス」によれば、本県の開業率は6.9％と全国平均の

するとともに、看護師、保育士等の専門職向けの出会い支援事業などを拡充する。ま

6.5％を上回っています。また、中小企業庁「中小企業白書」によれば、起業家の年代

た、子育てに関しましては、待機児童解消のための保育所緊急整備事業や、第２子以
降の保育料軽減のかさ上げなど、昨年スタートした取組を前進させてまいります。
し、大学生や第二新卒等の県内就職を促進するほか、「カムバックひょうご東京セン

これまで地域経済を支えてきた中小企業・小規模事業者が、経済・社会構造の変化や経営
者の高齢化の進展などに伴って減少してきており、地域活力の低下が懸念されています。

が75歳以上となることから、住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる介護システム

社会増対策としましては、新たに就職支援協定を締結しました県内37大学と連携

（１）本県における起業の現状について

An sw er

今井
地域創生課長

ター」にハローワークを併設し、移住支援と職業紹介を一体的に実施するなど、流出
抑制と流入促進を両輪とする「ひょうごで働こう！プロジェクト」を展開いたしま
す。

別構成比を平成4年と平成24年で比較すると、この20年間で、60代以上の高齢者の割合
が14.2％から32.4％と大きく増加している一方、29歳以下の若者の割合が28.1％から
11.9％と大きく下がっています。

An sw er

宮口
新産業課長

若者の起業において障害となっている事項について、日本政策金融公庫が行ったア
ンケートでは、「自己資金の不足」「失敗した時のリスクの大きさ」「アイデアの不
足」が上位にあがっています。ひょうご産業活性化センターにも概ね同様の相談が寄
せられています。
一方、例えば特殊カメラと3Dプリンターを活用したフィギュア製作やwebデザイン

少子化対策については、安心して子供を産み育てる社会づくり、妊娠・出産・産後の切
れ目のない支援が重要だと思っておりまして、この４月から市町と一緒に子育て世代包括
支援センターというのが４月から努力義務ということで、これをしっかり県としても、市

など、ITを活用した起業に取り組む若者も多く、実際に、三宮近辺のスモールオフィ
スでは入居待ちの状況となっているビルもあります。
こうした現状を十分認識した上で、今後の若者の起業促進に取り組んでまいります。

町事業であるが、しっかり県もサポートしていただきたい。

Request

待機児童の対策について、昨年度、当初、市が計画していた新規保育所設置が達成できな
かった。今年度は、各市の計画が目標通り達成できるよう、しっかり支援していただきたい。
（３）若者に対する起業支援について

高齢化対策としての介護システムの構築については、今後、高齢化社会において、高齢者
の方が住み慣れた地域で安心して暮らしていただくためには、定期巡回随時サービスの拡
充が必要ですが、これが県の計画より、かなり遅れている。我々公明党・県民会議が緊急

地域創生を目指すうえでは、やはり地元定着にもつながる若者の活力を利用することが重

Question

要です。それは、新卒者だけに限らず、第二新卒者やUJIターン希望者など、社会に出てある

に提案しました定期巡回随時サービスの充実策が予算案として計上されています。これを

程度の経験を積み、ふるさとに帰ってきて起業されようとする方も含め、チャレンジ精神を

しっかり推し進めてほしい。

持った若者に兵庫の地で活躍して欲しいと考えています。

また、そういう現場で働く訪問看護師等の方への暴力対策、こういったことも提案させ

県ではひょうご産業活性化センターでの起業支援を始め、様々な取組をされていると思いま

ていただきました。これもしっかり盛り込んでいただきました。こういったことで一定評

すが、若者がふるさと兵庫の地で起業したくなるような環境の整備を更に推し進めていく必

価しますが、現場、地域に入っていると、まだまだ、これからの高齢化社会への対応とし

要があると考えます。
起業の現状・課題をふまえ、若者への起業支援を今後どのように進めようとしているの

ては不十分な部分がありますので、多くが市町事業でありますけれども、県として、市町
をしっかりバックアップしていただきたいとお願いしておきます。

か、当局のご所見をお伺いします。

若者対策について、兵庫県は人口の県外流出が全国でも上位に入っている、特に若者の県
外流出が止まらないという状況です。兵庫県にある、魅力的な中小企業と地元志向の若者
がうまくマッチングし、地元就職につながるよう、兵庫県の活力源である、若者が兵庫で
活躍できるための施策を積極的に進めていただきたい。

地域創生を軌道に乗せるため、若者をはじめ県民の活躍の舞台となる働く場を増や
すことが重要であり、地域の活性化は単なる就業よりも自営業の活動によるところが
大きいと考えます。
そのため、①「クリエイティブ起業創出事業」により創造的なビジネスプランを持
つ若者を、②「ふるさと起業・移転促進事業」により県外から本県に移住し起業する
若者の事業立ち上げを支援し、起業と移住を促進することにより、若者の力を生かし
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片山
産業労働部長

平成29年度２月定例会予算特別委員会 財政状況 ３月６日

て地域の活力を創出しています。

２

しかしながら、例えば「起業するなら兵庫県」というような流れにまでは至ってい
ないのが現状です。そこで、起業を志す若者が集い交流する場として「起業プラザ

Question

ひょうご」を開設し、若者の起業をさらに後押しすることにしました。

高速道路の逆走対策について

先月28日、中国自動車道で、90歳の男性が運転する軽トラックが逆走し、大型トラックと正
面衝突して、軽トラックを運転していた男性が死亡するという痛ましい事故がありました。
県警高速隊によると、事故前の目撃情報などから、運転手は吉川インターチェンジから上

明日の兵庫経済を牽引する若者には、兵庫で就職し、兵庫で起業し、是非「ふるさ

り線に入り、約２キロ進んでからＵターンし、約3.3キロ逆走したとみられています。

と兵庫」で働いてもらいたいと考えています。そのためにも、①交流の場の提供、②

こうした逆走事例が近年増加しており、インターの出入り口を間違えて進入したり、サービス

資金提供、③経営相談、等のあらゆる手段を用いて、若者の起業を強力に支援してま

エリアから高速道路に戻る際、逆方向から出てしまうケースなど、様々な事例が散見されます。

いります。

こうした運転は認知症が疑われるドライバーだけでなく、あらゆる世代で起こっています。ま
た、最近では海外旅行者のレンタカー利用が増える傾向にあります。こうした状況の中、ユニ

Question

バーサル社会づくりの視点に立った、効果的な逆走対策を行うことが必要と考えています。

１．阪神高速道路の新料金体系導入の効果について

そこで、主にハード面での、本県の高速道路の逆走対策の現状と課題、今後の取組につい

現在、阪神高速道路の神戸線は慢性的な渋滞が発生しており、また、私の地元須磨区で

て、当局のご所見をお伺いします。

は、第二神明道路須磨インターチェンジから乗降する大型車等が市街地の生活道路を通行
することで、一日中騒音や渋滞、大気汚染を引き起こしています。これは、神戸港やポー
トアイランド、兵庫長田南西部の物流に関わる大型車にとって、一番近いインターチェン
ジは湊川出入口だと思うのですが、そこからだと１区間分料金が高いため、須磨インター
チェンジから乗降する車が多いのではないでしょうか。地元としては、できるだけそうし
た大型車は湊川インターでの乗降に協力いただければ、課題となっている騒音や渋滞、大
気汚染などの解消につながるのではと考えているところです。
また、神戸市が行った平成22年度調査から推計しても、天井川左岸線や県道神戸明石線

高速道路における逆走対策につきましては、今年度、阪神高速武庫川出入口や本四
高速垂水IC等で、高齢者や外国人の方にもわかりやすいよう、路面への大型の矢印表
示や、出口部への進入禁止看板等の設置をしており、播但連絡道路の福崎南ランプで
は、本線への合流部におけるUターン走行を防止するラバーポールを設置いたしま
す。
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上田
高速道路室長

さらに、国は、このような道路側の対策では限界があるとの考えから、平成32年ま

などでは、１日約４千台近くが生活道路を通行していると考えられ、重大な交通事故の危

でに高速道路での逆走事故をゼロにする目標を掲げ、昨年３月に官民連携による効果

険性が長年の課題となっています。

的な逆走対策を実施する行動計画をとりまとめました。

こうした課題解決等のため、我が会派では昨年11月、県当局に対して申し入れを行い、新

この計画に基づき、NEXCOでは、昨年11月から逆走車両を自動で検知、警告する民

料金体系を導入するにあたり、北神戸線と神戸線ルートの料金を同額にすること、利用料

間技術の公募を、阪神高速では、昨年12月から既存のナビゲーションアプリと連携し

金の下限額を引き下げることを県から国や阪神高速道路株式会社に対して強く求めるよう

て、スマートフォンから音声で誤進入を知らせる実証実験を実施するなど、新たな技

要望してきました。

術を活用した逆走対策の検討を進めています。

そこで、今回新たに創設された神戸都心等流入割引や短距離区間利用割引導入をはじめ
とする阪神高速道路の新料金体系導入によって、どのような効果が見込まれるのか、当局
のご所見をお伺いします。

Requestion

本年６月から導入予定の阪神高速の新料金案では、対距離制、５車種区分等への変

マートフォンに導入することによって、入り口に近づくと、手前から入口までを案内

が設けられます。
神戸都心流入割引は、第二神明道路の伊川谷JCTから生田川など神戸西部から都心
神戸山手線のルート、また、北神戸線から新神戸ﾄﾝﾈﾙのﾙｰﾄを同じ料金にするものでご
ざいます。現行では、北神戸線まわりの料金が100円高く設定されていますが、これを
同じ料金にすることにより、現在、神戸線に集中している交通が、比較的余裕のある
北神戸線に転換し須磨区等における神戸線の渋滞緩和が期待できます。
また、短距離区間利用割引は、4.3km以下の１区間利用であれば下限料金、これは普
通車で300円、大型車は390円でございますが、この下限料金を適用するものでござい
ます。例えば、須磨から湊川までの料金は、大型車の場合、現行820円から390円に大
きく引き下げられ、短距離区間利用での割高感が緩和されることから、第二神明道路
から阪神高速への乗継利用の増加が見込まれます。これにより、須磨インターチェン
ジ付近の生活道路の渋滞や騒音が軽減される等の効果も期待しております。

た対策があるということなので、もう少し詳しくお聞かせ願いたい。

このシステムは、阪神高速が既存の市販されているカーナビゲーションアプリをス

更のほか、都心部の渋滞対策として、新たに神戸都心流入割引や短距離区間利用割引

部まで通行する場合、料金の安い第二神明道路から神戸線のルートと、北神戸線から

逆走に対する対応として、答弁のなかで阪神高速が行っているナビゲーションアプリを使っ
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濱
土木局長

するシステムであり、阪神高速の10箇所の出入り口で、兵庫県では六甲アイランド北
と深江浜で導入されています。
手前から誘導することにより、意図せぬ誤進入を防止するという機能が入ってお
り、実験を行い今後実践に向けてどのように展開するのかを検討しているところで
す。

An sw er

上田
高速道路室長

平成29年度２月定例会予算特別委員会 財政状況 ３月６日

Question

１．県立学校の老朽化対策について

（３）特別支援学校の施設の充実について

県立学校施設は平成30年度を目途に耐震化が完了する見込みと聞いていますが、その約
７割以上が建築後30年を経過しており、鉄筋の腐食やコンクリートの経年劣化など、老朽

Question

害児の親御さんから相談を受けました。本来、神戸市北区にお住いの方は兵庫県立神戸特別

県教育委員会では、昨年度、学校施設の老朽化対策の指針となる「県立学校施設管理計

支援学校へ通うことになるのですが、老朽化した施設で空調設備が十分に効かず、完全なバ

画」を策定され、現下の財政状況、今後の財政見込みを勘案し、トータルコストを縮減さ

リアフリーにもなっていないため、体温調節が難しい重度心身障害児にとっては、安全な環

せるため、改築より工事費が安価な長寿命化改修を基本とされています。

境とは言えないとドクターからも指摘され、やむなく、はるばる兵庫区まで通学されている

この基本計画をもとに、本年度中に平成29年度から５年間を計画期間とする具体の整備計

と聞いています。

画を策定し、いよいよ来年度から、宝塚東高校、加古川南高校を皮切りに改修に着手され

本来は学校区内の生徒を受け入れる責任があると思いますが、県立の特別支援学校はどれ

ようとしています。

も老朽化が進んでおり、例えば、肢体に障がいを持つ生徒が入校したいにもかかわらず、完

老朽化対策といっても様々な方法があると考えますが、まず、具体的にどのような方針

全なバリアフリー化がなされていないことから入校を断念するなど、障がいの状況に適切に

で改修を進めていこうとされているのか、お伺いします。

対応できない施設がほかにもあるのではないかと危惧するところです。
そこで、障がいの状況が多様化してきている中で、県教育委員会としてどのような対応を

長寿命化改修工事におきましては、１つには、安全・安心な施設環境を確保するた

とっていこうとされているのか、実施計画の策定には老朽化度合いだけでなく、こうした状

め、外壁補修、屋上防水、電気・水道・ガス設備の更新といった耐久性の向上を図る

況も大きな判断材料として取り入れるべきと考えますが当局のお考えをお聞かせください。

こと、２つには、内装工事に際しては、少人数指導や習熟度別指導等の教育方法に対
応した教室の模様替え、こういったことができるような、学習環境面での機能・性能
ますバリアフリー化など、生活環境面での機能・性能の向上を図ること、これらの対

えます。
先日、神戸市北区にお住いで兵庫区にある神戸市立友生支援学校に通学している重度心身障

化は著しい状況にあります。

の向上を図ること、３つには、空調の整備、トイレ改修、エレベーター設備等により

県立特別支援学校については老朽化度合いだけではなく、別の配慮も必要ではないかと考
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小橋
教育次長

特別支援学校の長寿命化改修に進めるにあたっては、１つとして児童生徒の増加に
よりまして、過密状態の学校がございます。また、２つとしては、毎年度児童生徒数

応を図っていきたいと考えております。

が増減することに伴いまして、教室の活用方法が異なるケースというものが出てきま

平成31年度からは、この標準モデルのもとに、本格的に長寿命化改修に取り組んで

す。３つとしては、工事音などに敏感に反応する児童生徒がおります。４つとして

参りますとともに、施設全体の長寿命化改修を行わない、行う必要がないような学校

は、学校内での移動手段が限定される児童生徒が多いこと等、高校とは異なる様々な

につきましても、外壁塗装でありますとか、屋上防水、トイレ改修等、一部の工事に

An sw er

要素がございます。

は着手していきたいと考えております。

したがいまして、高校で検討したモデルケースをそのまま適用するというのは難し
く、特別支援学校の特殊な事情に配慮しつつ、今後モデルケースを検討する必要がご
ざいますので、特別支援学校の長寿命化、ちょっと今後５年間で着手することは難し
いかなと考えております。

（２）老朽化対策実施校について

Question

老朽化対策は出来る限り早く実施していただきたいのですが、県立学校は150校以上あり

しかしながら、委員ご指摘のとおり、近年、障害の多様化・重複化に対応するため

ますため、すべてを同時にという訳にもいかないでしょうから、優先度の高いものから順

に、神戸特別支援学校のように、元々知的障害単独の特別支援学校に肢体不自由部門

次実施していくことになると考えます。

を併設したものでありますとか、また、のじぎく特別支援学校のように肢体不自由児

そこで、まずは来年度は先の２校が選ばれていますが、本年度策定する実施計画期間中
には、どのような基準で長寿命化の実施校を決定していこうと考えておられるのか、お伺

の特別支援学校に障害部門を併置したものなどがございます。
このような場合は、必要に応じましてバリアフリー化など施設改修を実施しており
ますが、施設全体を改修するには、多額の費用と期間がかかりますことから、現時点

いします。

でそれを実施するということは困難な状況でございます。今後、児童生徒の状況など
を見極めつつ、長寿命化改修時に施設全体の改修を検討して参りたいと考えておりま

今後５カ年で施設全体を長寿命化する学校は、１つには、昭和56年度以前に旧耐震

す。

基準で建築された学校は、築後40年が経過し、かつ耐震後15年以上が経過したものを
基本に、２つとしては、昭和57年度以降に新耐震基準で建築された学校は、築後35年
以上経過したものを基本に選定します。この基準に合致するのは、モデル校２校のほ
か３校ございまして、須磨友が丘高校、三木北高校、川西北陵高校でございます。
また、長寿命化改修の一部工事を実施する学校でございますが、まず１つとして
は、旧耐震基準の学校は、築後40年以上を経過し、かつ耐震後10年以上経過したもの
を基本、２つとしては、新耐震基準で建築された学校は築後15年以上経過したものを
基本に、あわせて27校でございます。
今後、これらの基準をもとに各学校の老朽化の進行具合について現地で調査をいた
し、平成29〜30年度で実施いていきます。

An sw er

今後
財務課長

繰り返しになりますが、特別支援学校の老朽化対策は、施設の老朽化だけを基準とする

Request

のではなく、特別支援学校に通う生徒の実態に沿って、特別な配慮のうえ、早期の老朽化
対策を改めて要望します。

今後
財務課長

みなさんのリクエスト実現！
保育園近くの市道に横断歩道を設置（H29.3）
神戸市須磨区の関守町と高倉町を通る市道に、横断歩道が設置。
近隣に住む子育て世代の方から、近年、幹線道路からのう回路として、交通量が増加し、さらに下り坂になっている
ため、スピードを上げて走る車も多く、近くには保育園や高齢者の介護施設などがあることから、横断歩道を設置して
ほしいとの要望を受け、向井道尋市会議員とともに取り組み、整備につながりました。保育園関係者も「安全になり感
謝している」
同園に通う幼児の保護者や保育園関係者から「子どもたちが道路を安心して渡れるようになった」と喜びの声をいた
だきました。

高倉町
すまいる保育園

関守町

特別支援学校に通う重症心身障がい児の親御さんの悩みを解決（H29.3）
神戸市北区にお住いで兵庫区にある神戸市立友生
支援学校に通学している重症心身障がい児の親御さ
んから相談を受けました。本来、神戸市北区にお住
いの方は兵庫県立神戸特別支援学校へ通うことにな
るのですが、学校施設等の問題で、ドクターからの
指摘もあり、やむなく、はるばる兵庫区まで通学さ
れている。
県立の特別支援学校から校区外の市立の特別支援
学校への通学を余儀なくされた、重症心身障がい児
の親御さんから、越境通学などの理由により、他の
生徒が受けれるサービスが受けれないとの相談を受
け、神戸市及び兵庫県の教育委員会に課題解決に向
けて要望し、課題が解消されました。

重症心身障がい児の通うデイサービス施設で（須磨区）

兵庫県議会／控室

兵庫県議会議員（須磨区）
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