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中川ひろまさ県議会だより

May 2

ごあ いさ つ

日頃は、中川宏昌の議員活動に対しまして、ご支援・ご協力を
賜り、心より感謝申し上げます。
この度の 7 月の豪雨災害により、西日本や多数の地域で、土砂
災害や河川の氾濫などによりお亡くなりになられました方々、そ
のご家族に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災により避
難されている皆様に対しましてお見舞い申し上げます。
急峻な地形と脆弱な地質、毎年のように発生する自然災害等の
現状を踏まえ、安全で安心して暮らせる長野県づくりに向けて、
ハード対策・ソフト対策の両面から総合的な減災対策を着実に進
めていく必要があると、強く認識しております。
今後とも、県民の皆様の安心・安全な生活に向けて、精一杯活
動してまいる所存です。皆様の一層のご指導・ご鞭撻をお願い申
し上げます。

May 21・22
県民文化健康福祉委員会の県内調査.
松本合同庁舎での調査のほか、JA 松本ハイ
ランド様で農福連携の取り組みや、一体化
した国立病院機構まつもと医療センターの
新病棟を視察。２２日には、南信州地域振
興局の調査のほか、特別養護老人ホーム赤
石寮様と県立阿南病院を視察。人口減少に
おける様々な角度からの課題を共有させて
いただきました。

June 6
ドローン世界三大メーカーである、DJI JAPAN
様に伺い、災害対応、農政林務、観光行政に
おけるドローンの活用策について調査させて
いただきました。人口減少時代における生産
性向上に向けた有効な手段の一つです。今後
とも可能性を模索してまいります。
また、夕刻には多くの外国人観光客が日本の
観光情報として広く閲覧されているホームペ
ージの運営企業であるジャパン・トラベル
様、交通情報のジョルダン（株）と長野県の
観光について意見交換を行いました。

7 月 2 日から 4 日まで県⺠⽂化健康福祉委員会が開催されました。
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県民文化委員会では主に、「子ども支援」、「将来の長野県を支える人づく
り」、「安全な自転車の利活用」について質疑をいたしました。
子ども支援センターについては開設 3 年が経過する中で、年間８７２件の相談
が寄せられるなか、真に寄り添う相談体制ができるよう更なる相談体制の拡充を
要望し、県側からはこれまでの経過を分析したうえで、しっかりと見直しを進め
たいとの答弁がありました。
健康福祉委員会においては、「自殺対策」、「糖尿病の重症化予防」、「高齢
者福祉対策」について質疑をいたしました。
糖尿病の重症化予防については、国内の糖尿病が強く疑われる成人が推計で
1000 万人に上ることが、2016 年 9 月 21 日に発表された厚生労働省の「平成 28 年
国民健康・栄養調査」の結果で示されていることから、長野県としての役割を明
確化し、受診勧奨対象者の抽出基準の適正化やレセプトデータを活用した治療中
断者の再勧奨、未受診者への受診勧奨をすすめ、重症化予防への対策を講じてい
ただきたいと要望しました。

July 14
富山県で「公明党出前政調 in 北陸信越」が開催
され、出席する機会をいただきました。先月まで
活動した #100 万人訪問調査運動 をもとに、長野
県各地の貴重な声を石田政調会長はじめ、国会議
員に伝えさせていただきました。

July 15
36 度の猛暑のなか、「平成３０年７月豪
雨災害被災者救援の会」の皆さんと、松本
駅前で救援募金を行いました。
多くの方々から、真心の募金をしていただ
きました。いただいたご芳志は、日赤を通
じて、全額被災地に送らせていただきま
す。誠にありがとうございました。
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浜章吉県議にご案内いただき、下諏訪町
御田町商店街の取り組みを視察。空き店
舗をリノベ-ションシして新たな価値の創
造や、商店街の「おかみさん」の皆様
が、積極的に創業を志す若者を支援した
りと、人情と発想豊かな取り組みに移住
者も増加しております。2 名の地域おこし
協力隊の活躍も素敵でした。
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平成 27 年からの 2 期目の県議会活動で、8 回、一般質問に登壇させていただき、18 項目にわたる質問を行いました。
これまで議論を重ねてきた内容についてご報告させていただきます。

・奨学⾦制度の構築について

・新地方公会計整備促進事業について（※①）
・観光対策について

～ 平成 27 年 11 月県議会 ～
・国道 143 号の建設促進について

・⾃転⾞事故に向けた対策について（※②）
・若年者雇⽤について

～ 平成 28 年 2 月県議会 ～
・信州高等教育支援センターの役割について
・健康づくり・医療充実プロジェクトについて

～ 平成 28 年 6 月県議会 ～
・教育現場における政治活動について
・災害時の情報伝達手段について
・遠隔授業による学習支援について
・東京オリンピック・パラリンピックの
ホストタウンについて （※③）

～ 平成 28 年 11 月県議会 ～
・IoT の取組について
・若者の政策形成過程への参画について

～ 平成 29 年 2 月県議会 ～
・若年者の⾃殺対策について（※④）
・人工内耳装⽤者への支援について（※⑤）
～ 平成 29 年 9 月県議会 ～
・国際交流について
・認知症対策について（※⑥）

～ 平成 30 年 2 月県議会 ～
・県の海外戦略について

③ホストタウンとは、全国各地の自治体
が、東京オリンピック・パラリンピック
に参加する国や地域の「おもてなし」役
になることをいいます。選手の事前合宿
や相手国の文化を知るイベントを通じ
て、オリンピックを盛り上げるだけでな
く、大会後も様々な形で交流を深めてい
こうという国を挙げた取組みです。一般
質問で、長野県と交流の深い中国を相手
国としたホストタウン参加を提案し、平
成 28 年 12 月に、ホストタウン長野県実
行委員会の中国を相手国とする交流計画
が国の登録を受けました。

⑤人工内耳装用者が使用している対
外機（プロセッサー）の買換え費
用（片耳 70 万円～100 万円程
度）は全額自己負担であり、経済
的負担が大きいことから、日常生
活用具給付等事業の活用を県がリ
ードし、市町村に呼び掛けてほし
いと提案。平成 27 年度には県内
１市のみであった助成制度が、平
成３０年度当初には２７市町村に
おいて助成制度の拡充がされてお
ります。

②近年、自転車事故が減少している中
で、自転車事故の加害者に対し高額な
賠償金の支払いを命じる判決も少なく
なく、自転車利用者への交通安全教育
とともに損害賠償責任保険等への加入
促進を訴えてきました。県では現在、
長野県自転車条例（仮称）制定に向け
た議論が行われております。

④長野県内の未成年者の平均自殺率が全国で最
も高いという深刻な状況から、ソーシャルネ
ットワークサービスを活用したいじめ・自殺
対策を提案し、平成 29 年 9 月に、全国で初め
て長野県がＬＩＮＥをつかったいじめ・自殺
相談を実施いたしました。
2 週間で前年度の電話相談件数の 2 倍以上とな
る相談が、ＬＩＮＥの相談窓口に寄せられま
した。今年度は 2 カ月間相談窓口が実施され
る予定です。

⑥１０年後には県内の認知症患者が１２
～１３万人に急増するといわれている
なかで、高齢化率の高い長野県の現状
から、県の重要課題として捉え、専門
性の高い認知症疾患医療センターの設
置を現在の県内３か所から、県内１０
か所へと拡充するように提言いたしま
した。
その結果、平成３０年度からの５年間
の計画である「第 7 次長野県保健医療
計画」では、2020 年度までに県内 10 か
所の認知症疾患医療センターの設置が
明確に位置付けられました。

General question summary

これま で の 一般質 問 の主 な内容

～ 平成 27 年 6 月県議会 ～

① 「現金主義・単式簿記」による
これまでの地方自治体の会計制
度に「発生主義・複式簿記」と
いった企業会計的要素を取り込
むことにより、資産・負債など
のストック情報や、現金主義の
会計制度では見えにくいコスト
を把握し、自治体の財政状況等
をわかりやすく開示する会計手
法で、長野県においてもいち早
く導入するよう訴え、平成 29 年
度より導入がされ、今後も県財
政の「見える化」を提言してま
いります。

