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　平成30年度の予算を決める2月定例会が閉会しました。今回は4月に知事選挙が行われることから骨格
予算のみでしたが、予算特別委員会に所属し書面審査をしながら、京都府が抱える様々な課題に対する
施策の広さを改めて感じました。京都府と一言で言えど、北から南まで様々な地域事情があり、その中
で均衡ある発展を目指していかなければなりません。そのためにはやはり、人とモノの交流を図ってい
く必要があり、その流れを作る必要があります。インフラ整備が大きく遅れている京都府において、そ
ういった整備をしっかりと進めていただける知事を皆さんの手で生み出していただきたいと思います。
知事選挙の投開票は4月8日です。必ず投票に行きましょう！　　　  　　京都府議会議員　藤山ゆきこ　
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平成30年2月京都府議会定例会において一般質問をさせていただきました。

1同構想が示されて以来、平成28年度に整備工法検討費が、また、本年度に整備計画策
定費が計上され、工事用進入路や病院利用者等の動線、施設規模、また、整備後の経
営計画の検討がなされた。当初予算案には建替整備関連事業費が計上され、洛南病
院の新たなスタートに向けた準備が進むと期待するが、これまでの具体的検討結果
とそれを踏まえた今後の展開はどうか。
2昨年12月、殺人や放火などの重大な罪を犯したが心神喪失等の理由で無罪判決や不

起訴になった人が入院する指定入院医療機関としての専用病棟の整備を求める声が有識者会議で上がり、
再度会合を開いて方針を決めると報道されたが、これが同構想に与える影響はどうか。
3薬物依存や難治性うつ病、更には医療観察法に基づく入院医療の専用医療に取り組むとともに、長期入院
患者の地域移行を促進するためには、それに対応可能な専門性の高い医療や支援体制が求められるが、医
師、看護師、専門職員の確保にどのように取り組むのか。
4昨年の2月定例会で「平成29年はグループホームの整備など、希望に応じて社会復帰できる取り組を強化
する」と答弁するなど、精神障害者が安心して地域で生活できる環境整備に向け、着実に進んでいると印
象を受ける一方、社会的入院から脱却し、地域で生活するには家族の支えが不可欠である。その家族に対
する支援が重要と考えるが、どのような家族支援を実施しているのか。
5家族にとって同じ苦労を共有し、情報交換ができる家族会の活動による支え合いは、負担軽減や孤立を防
ぐ観点からも重要であるが、障害の特性上、会員が増えず、活動が広がらない現状があると聞く。本府とし
てもサポート・連携する必要があると考えるがどうか。

洛南病院整備の基本構想について、社会のストレス要因の多様化や高齢化、薬物をはじめとする依存症や
発達障害から適応障害まで精神科で対応すべき領域が拡大しており、精神疾患患者数は平成17年の4万9千
人から26年には7万7千人と1.6倍に10年間で増加している。
こうした中、府内唯一の公立精神科病院である洛南病院は、薬物依存治療やうつ病の磁気刺激治療などの
専門的な医療、こころのケアセンターを併設し、関係機関とのネットワークにより地域生活と社会復帰を支
援、精神科救急の基幹病院として、他病院では受け入れが困難な重度患者など救急患者を受け入れ、長期入

院患者に対する地域移行支援の先駆的実施など京都府の精神科医療の中核を担っている。
しかし現在の施設では、薬物依存症患者や児童・思春期患者等に対する専門的治療のための入院など多様化
する精神科医療ニーズへの的確な対応に限界があり、整備後既に30年以上も経過しており、外来診察室や病室・
廊下等がご指摘の様に狭く、増加する患者に対応できないことや、空調や給排水の配管等の設備の老朽化も著し
いことから、平成27年度に外部の専門家による「洛南病院の整備構想懇談会」を立ち上げ、その意見を踏まえ、整
備基本構想を策定した。構想では、危険度ドラック等の薬物依存症、児童・思春期特有の行為障害や情緒障害、投
薬治療困難な重症うつ病などの専門病床や心神喪失などにより重大な他害行為の責任を問われない精神病患者
の入院治療を行う医療観察法病床の整備が必要とされる。
このため、整備基本構想の実現に向け、住宅が密集している等周辺の住環境を十分に踏まえ、安全に工事を進
めるために、昨年度は工事用進入路のルートや工法の検討を行い、来年度には工事用進入路の実施設計に着手す
る。また、年度内には施設規模や病棟配置などの施設整備基本計画を取りまとめ、今後の建物の実施設計に必要
な諸条件を整理すると共に、来年度には、建て替え後の病院経営を見通す収支シュミレーションや実地設計に向け
た敷地測量を行うことになっており、必要な予算を今会議で要求している。
その中で、医療観察法病床について、全国的に入院患者が増加しており、常に満床状態が続く中、近畿圏には、
大阪、奈良、滋賀の3府県にしかなく、京都の患者の中には遠方の病院に入院するしかない人も多いのが現状。退院
後の社会復帰を円滑に行うためには、入院時から地域の関係者と連携して受け入れ体制
を整えることが大切で、国からも設置の検討が求められている。ただ一方で、医療観察の
入院期間の長期化という課題もあり、入院中からの地域医療機関との緊密な連携などに
ついて考え方を十分に整理し、医療の提供体制を整えてから実施する必要がある。
したがって、改めて各分野の専門家から意見を伺うこととし、昨年から医療関係者や
家族会、保護観察所、弁護士会などによる意見交換会議を開催した。
この会議において、「医療観察法の目的は対象者の社会復帰。対象者の地元での入院・通院から社会復帰への
連続した治療が効果的であり、府内での整備が必要で、措置入院医療及び医療観察法通院等の実績に優れる洛
南病院に整備されたい」という意見を頂いた。今後こうした非常に厳しい、やむを得ない状況を地元にも説明をし、
まずご理解を得て、その上で考えていく。まず住民説明から行っていきたいと考えている。
医師、看護師等の確保については、洛南病院では薬物依存症や児童・思春期などの専門外来を整備し、この3年
間で専門の医師や医療スタッフについては、5人増員し、大学等が行う依存症等の専門研修にこの1年に18人を派
遣するなどスタッフの資質向上に取組んできた。
病院整備を進めていく上で、児童・思春期病棟や医療観察法病棟の実施に必要な人員体制となるよう計画的な
採用と、また、専門研修などを通じた職員のスキル向上の取り組みを行う必要があり、引き続き行っていきたい。
今後とも府民の皆様のニーズに応じられるように、20年、30年先を見据えて京都の精神医療を支える病院となる
よう整備を進めていきたいと考えている。
精神障害者の家族支援については、社会的入院からの脱却にあっては、精神症状だけではなく、年齢、身体機
能、社会的適応能力などを加味した退院後の住宅確保、生活支援が必要。とりわけ、生活支援については、本人へ
の支援のみならず、家族に対して、症状の変化への不安の軽減、その対応の在り方など支援することが、本人自身
も安定し、症状の再発や再入院を未然に防止することができると考える。
そのために、これまで本人と家族が地域で孤立せず、安定した生活を送ってもらうよう、保健所等において、家

族が抱える様 な々悩みを聞き、家族間の交流の機会を提供する家族教室の
開催や啓発事業などに取り組んでいる。
　来年度は、更にきめ細やかな対応をするため、英国の「ケアラー制度」をモ
デルにした家族支援の仕組みを構築することとし、家族に障害者本人の症状
や特性に応じた関わり方や再発防止のための支援プログラムなどの研修、支
援手法を習得した保健所職員が家族を個別にサポートし、本人への対応方
法等の助言・指導を実施するための予算を今会議においてお願いしている。

地域ごとに活動されている家族会、府内で20団体だが、この家族会においては、家族間の交流を図るとともに、
地域住民に精神障害についての理解と協力が得られるよう、相談会や研修会の開催等実施されて、京都府として
も家族会連合会を通じてそれらの活動を支援している。
今後とも家族会と更に連携を深めることにより、精神障害者とその家族が住み慣れた地域で安心して生活でき
るよう取り組みを進めたい。

1成長に伴い、様 な々職業や価値観に触れ、進路への希望が変化する中、やりた
いことを見つけ、なりたい職業に就くことは、幸せで豊かな人生を送る大きな要
素であるが、何をしたいのか分からないという若者が多いことがニートやひき
こもりに繋がると聞く。原因は自己肯定感の低さと指摘があり、国際比較でも、
我が国は最下位であった。自らの可能性を信じ、人生を前向きに考えるために
もキャリア教育とともに、自己肯定感を高める必要があると考えるがどうか。
2アメリカでは、発達段階に合わせたマネー教育が幼稚園から行われる一方、日
本では子どもにお金の話などしなくて良いとの声も多いが、お金の価値を知ることで働くことの大切さを知るこ
とになる。生きていく上で切り離せないお金の読み書きと言われるファイナンシャルリテラシーや、お金に関する
モラルを身に付けることは、生きる力を養うことと考えるが、教育の中での年齢に応じたマネー教育について、ど
のように考えるのか。

1キャリア教育と自己肯定感を高める教育について、急激に変化する社会で、子ども達が、
自ら未来を切り拓き、生きていくための力を身に付けるキャリア教育とともに、自信をも
って何事にも挑戦していく力の基礎となる自己肯定感を高める教育は大変重要。
　子ども達の自己肯定感を育むためには、小さな成功体験の積み重ねや、周囲の人たち
から認められていることを実感させることが有効であり、学校の内外で、そのような場
面を積極的に増やす必要があると考える。そのため、家庭や地域と連携し、職業体験やボランティアなど様 な々
体験活動や交流の取組を充実させるとともに、学校においては、自己を見つめ、物事を他面的・多角的に捉えた
り、相手への思いやりを通してお互いに認め合うことを道徳の授業などを通じて指導を考えている。
2マネー教育については、ＩＣＴ技術の発展による電子マネーや仮想通貨等の普及が進み、経済活動の仕組みが
急激に変化する中、時代に即応した内容についても、正しく理解することが重要になっている。現在、学校の授
業では、発達段階に応じ、社会科や家庭科などの関連する単元を金融経済教育や消費者教育に位置付けて取り
組んでいる。
　また、高等学校においては、現在の経済社会の変容や金融政策などの理論的な学習に加えて、契約トラブルやク
レジット利用のリスクといった消費者問題についての学習も行っている。
　しかし、多くの学校では、教科書に記載している内容を学習する、言わば従来型の知識理解が中心となっており、

変化し続けている生きた経済を体験的に学ぶ機会の充実が課題となっている。
　そのため、全国銀行協会など外部の専門機関と連携し、児童生徒が生活や人
生設計に応じてどれくらいのお金が必要なのか考えたり、またゲーム形式で金融
商品を擬似的に購入し、リスクやリターンを体験したりするなどの取組を充実させ
ることを考えている。
　府教育委員会としては、変化する経済システムに対応する消費者の視点なども
新たに加えながら、子ども達が生涯を見通して生活を設計し、創造していく力が身
に付くよう、教育内容の充実に努めていきたい。

【1日目】　
　南九州市の南薩食鳥㈱でハラルの取り扱いについて、鹿児島市
の農業公園グリーンファームでグリーンツーリズムについて視察・
聴取しました。ハラル認証を受けるには単純に豚や豚由来のものと
アルコールを使用しないというだけでなく、従業員教育や組織のマ
ネジメント体制、鶏の処理法に至るまでイスラム法に則ったものでな
いとならないという厳しい基準があるのだそうです。その中でこの会社では九州全土、関西、関東にまでムスリムの方に
安心して召し上がっていただける商品を出荷されています。京都府は観光都市でありながらまだまだハラル対応の店舗が

少ない現状があります。世界中から来られる観光客の皆さんが安心して滞在していただけるよ
うにしなければなりません。グリーンファームでは様々な体験型プログラムや、畑と宿泊施設を
年契約で貸し出す滞在型市民農園などに取り組まれていますが、年間支出が1億4,000万円
(人件費含まず)に対し、収入が2,000万円は非常に厳しい状況だと思いました。採算が取れず
民間でできないことを行政がしていくことは必要ですが、それをどこまでやるのか、公費投入が
どれくらいまで許されるのか、判断がとても難しいところです。

【2日目】
　鹿児島市議会で明治維新150年カウントダウン事業について、熊本県立東陵高校で防災
教育について、熊本県議会において熊本復旧復興4ヶ年戦略について調査しました。鹿児島
では大河ドラマの影響もあり「西郷どん」一色でした。本年は京都府におきましても明治150年
にちなんだ事業が行われる予定です。東陵高校では熊本県地震を経験したことから防災教育
をすすめられ、被災時のシュミレーションや炊き出しなど、地域と高校が連携した活動を行われ
ています。校名が同じということで、京都府の東陵高校と交流があります。
【3日目】
　阿蘇市の公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンターにおいて阿蘇を「リ・デザイン」する
取り組みについて視察しました。阿蘇神社が地震による被害を受けたことで観光客が激減し
てしまった周辺商店街をどう復興するのかとともに更に、どのように魅力ある商店街にするか
若い方が中心になって取り組んでおられます。

　京都府南部総合卸売市場で行われた農商工労働常任委員会の出前議会に地元議員として
出席しました。（議員は自分が所属する委員会の活動の他に、他の委員会が地元に調査に来ら
れる場合は地元議員として調査に出席します。）現在リューアルに向けて着 と々工事が進んで
います。京野菜ビュッフェが楽しめるレスト
ランや地元産野菜の販売コーナーもできる
そうで、観光地でありながら大型バスを停

めて団体観光客が食事できる場所が少ないという中で、お茶の京都
DMOと連携して新たな観光拠点となることが期待されます。

　宇治市内の小学校で行われた食育授業を見学させていただきました。これは京印京都南部青果㈱さんと取り組まれ
ているもので、子どもたちに生きるための最も基本である食についての知識をしっかり持ってもらおうと始められたもの
です。子どもさんたちを取り巻く環境は様々ですが、自分の力でしっかりと生き抜く力をつけてあげることが何より大切だ
と思います。写真につきまして、通常は公人でない方のお顔は写らな
いよう、またはモザイクをかけるようにしていますが、校長先生から

「生き生きした顔を多くの方に見ていただくことで子どもの自信に繋
がるので載せて下さい」と仰っていただきました。学校のHPもそうし
ておられるそうですので、大きい写真は少しぼかしましたが、後はそ
のまま掲載させていただきます。

　水道管路工事の見学のなかで担当の方が「工事が終わって地中のものに
なってしまえばこの仕事は見ていただくことができない、だからこの機会に是
非見ていただきたかった」と仰っていました。私たちがいつでも安全で衛生的
な水道水が利用できるのはこういった方々のお仕事のおかげです。水道局の
方とお話をしていつも感じるのが、仕事への誇りです。料金を払っているから
当たり前ではなく、何事にも感謝の心を持たなければならないと思います。

　亀岡市に建設計画が進められていた京都スタジアム（仮称）がようやく竣工式を迎え、京都
パープルサンガの選手がパスしたボールを地元のサッカークラブの少年がシュートするキックオ
フイベントも行われました。青少年の夢と憧れ、府民に親しまれるスタジアムとして、また、まちづ
くりの架け橋・人の架け橋・自然との共生、そして防災の拠点として安全の架け橋を目指すこと
を基本コンセプトとして整備されます。スポーツだけでなく、コンサートや物産展なども行われ

るそうで、地域の活性化が望めます。2019年中に完成、2020年の春オープンする予定です
　

　創立から90年余りの歴史ある茶業研究所はお茶に関す
る世界的発見やお茶の栽培・製造技術の開発や後継者の
育成など、宇治茶の発展に大きく寄与して参りました。今回
リニューアルした研究所では、企業・大学などとの連携強化
により、更に宇治茶の魅力を世界に発信して参ります。関
心をお持ちの方は京都府ホームページをご覧ください。

　昨年7月に北方四島交流一般訪問事業として、国後島及び択捉島を訪問した府
民会議幹事・京都府議会議員から「北方領土訪問とその感想」と題した講演が行
われたのち、「北方領土と私たち」作文コンクールの表彰式と京都府知事賞及び京
都市長賞受賞作品の朗読も行われました。コンクールで入賞された作文は、とても
素直な思いが綴られていると同時に、国と国ということを超えて、人として、という
ことを考えさせられます。

答弁

1 洛南病院整備基本構想について
質問要旨

北方領土返還要求 第36回 京都府民大会 2月3日

地域・そのほかの催し

宇治神社　12月31日久御山町まなび塾　餅つき・しめ縄作り　12月29日

成人式 1月9日消防出初式 1月7日

宇治神社豆撒き 2月3日 ガールスカウトフェスタ 2月12日私立幼稚園城南地区園児大会 1月17日

年末警戒激励　12月29日西小倉地区コミュニテイ推進協議会
創立30周年記念 12月20日

幼稚園発表会　2月18日 宇治市文化芸術フォーラム 2月18日お茶の苗木植栽プロジェクト
鳳凰ロータリークラブ 2月15日



1同構想が示されて以来、平成28年度に整備工法検討費が、また、本年度に整備計画策
定費が計上され、工事用進入路や病院利用者等の動線、施設規模、また、整備後の経
営計画の検討がなされた。当初予算案には建替整備関連事業費が計上され、洛南病
院の新たなスタートに向けた準備が進むと期待するが、これまでの具体的検討結果
とそれを踏まえた今後の展開はどうか。
2昨年12月、殺人や放火などの重大な罪を犯したが心神喪失等の理由で無罪判決や不

起訴になった人が入院する指定入院医療機関としての専用病棟の整備を求める声が有識者会議で上がり、
再度会合を開いて方針を決めると報道されたが、これが同構想に与える影響はどうか。
3薬物依存や難治性うつ病、更には医療観察法に基づく入院医療の専用医療に取り組むとともに、長期入院
患者の地域移行を促進するためには、それに対応可能な専門性の高い医療や支援体制が求められるが、医
師、看護師、専門職員の確保にどのように取り組むのか。
4昨年の2月定例会で「平成29年はグループホームの整備など、希望に応じて社会復帰できる取り組を強化
する」と答弁するなど、精神障害者が安心して地域で生活できる環境整備に向け、着実に進んでいると印
象を受ける一方、社会的入院から脱却し、地域で生活するには家族の支えが不可欠である。その家族に対
する支援が重要と考えるが、どのような家族支援を実施しているのか。
5家族にとって同じ苦労を共有し、情報交換ができる家族会の活動による支え合いは、負担軽減や孤立を防
ぐ観点からも重要であるが、障害の特性上、会員が増えず、活動が広がらない現状があると聞く。本府とし
てもサポート・連携する必要があると考えるがどうか。

洛南病院整備の基本構想について、社会のストレス要因の多様化や高齢化、薬物をはじめとする依存症や
発達障害から適応障害まで精神科で対応すべき領域が拡大しており、精神疾患患者数は平成17年の4万9千
人から26年には7万7千人と1.6倍に10年間で増加している。
こうした中、府内唯一の公立精神科病院である洛南病院は、薬物依存治療やうつ病の磁気刺激治療などの
専門的な医療、こころのケアセンターを併設し、関係機関とのネットワークにより地域生活と社会復帰を支
援、精神科救急の基幹病院として、他病院では受け入れが困難な重度患者など救急患者を受け入れ、長期入

院患者に対する地域移行支援の先駆的実施など京都府の精神科医療の中核を担っている。
しかし現在の施設では、薬物依存症患者や児童・思春期患者等に対する専門的治療のための入院など多様化
する精神科医療ニーズへの的確な対応に限界があり、整備後既に30年以上も経過しており、外来診察室や病室・
廊下等がご指摘の様に狭く、増加する患者に対応できないことや、空調や給排水の配管等の設備の老朽化も著し
いことから、平成27年度に外部の専門家による「洛南病院の整備構想懇談会」を立ち上げ、その意見を踏まえ、整
備基本構想を策定した。構想では、危険度ドラック等の薬物依存症、児童・思春期特有の行為障害や情緒障害、投
薬治療困難な重症うつ病などの専門病床や心神喪失などにより重大な他害行為の責任を問われない精神病患者
の入院治療を行う医療観察法病床の整備が必要とされる。
このため、整備基本構想の実現に向け、住宅が密集している等周辺の住環境を十分に踏まえ、安全に工事を進
めるために、昨年度は工事用進入路のルートや工法の検討を行い、来年度には工事用進入路の実施設計に着手す
る。また、年度内には施設規模や病棟配置などの施設整備基本計画を取りまとめ、今後の建物の実施設計に必要
な諸条件を整理すると共に、来年度には、建て替え後の病院経営を見通す収支シュミレーションや実地設計に向け
た敷地測量を行うことになっており、必要な予算を今会議で要求している。
その中で、医療観察法病床について、全国的に入院患者が増加しており、常に満床状態が続く中、近畿圏には、
大阪、奈良、滋賀の3府県にしかなく、京都の患者の中には遠方の病院に入院するしかない人も多いのが現状。退院
後の社会復帰を円滑に行うためには、入院時から地域の関係者と連携して受け入れ体制
を整えることが大切で、国からも設置の検討が求められている。ただ一方で、医療観察の
入院期間の長期化という課題もあり、入院中からの地域医療機関との緊密な連携などに
ついて考え方を十分に整理し、医療の提供体制を整えてから実施する必要がある。
したがって、改めて各分野の専門家から意見を伺うこととし、昨年から医療関係者や
家族会、保護観察所、弁護士会などによる意見交換会議を開催した。
この会議において、「医療観察法の目的は対象者の社会復帰。対象者の地元での入院・通院から社会復帰への
連続した治療が効果的であり、府内での整備が必要で、措置入院医療及び医療観察法通院等の実績に優れる洛
南病院に整備されたい」という意見を頂いた。今後こうした非常に厳しい、やむを得ない状況を地元にも説明をし、
まずご理解を得て、その上で考えていく。まず住民説明から行っていきたいと考えている。
医師、看護師等の確保については、洛南病院では薬物依存症や児童・思春期などの専門外来を整備し、この3年
間で専門の医師や医療スタッフについては、5人増員し、大学等が行う依存症等の専門研修にこの1年に18人を派
遣するなどスタッフの資質向上に取組んできた。
病院整備を進めていく上で、児童・思春期病棟や医療観察法病棟の実施に必要な人員体制となるよう計画的な
採用と、また、専門研修などを通じた職員のスキル向上の取り組みを行う必要があり、引き続き行っていきたい。
今後とも府民の皆様のニーズに応じられるように、20年、30年先を見据えて京都の精神医療を支える病院となる
よう整備を進めていきたいと考えている。
精神障害者の家族支援については、社会的入院からの脱却にあっては、精神症状だけではなく、年齢、身体機
能、社会的適応能力などを加味した退院後の住宅確保、生活支援が必要。とりわけ、生活支援については、本人へ
の支援のみならず、家族に対して、症状の変化への不安の軽減、その対応の在り方など支援することが、本人自身
も安定し、症状の再発や再入院を未然に防止することができると考える。
そのために、これまで本人と家族が地域で孤立せず、安定した生活を送ってもらうよう、保健所等において、家

族が抱える様 な々悩みを聞き、家族間の交流の機会を提供する家族教室の
開催や啓発事業などに取り組んでいる。
　来年度は、更にきめ細やかな対応をするため、英国の「ケアラー制度」をモ
デルにした家族支援の仕組みを構築することとし、家族に障害者本人の症状
や特性に応じた関わり方や再発防止のための支援プログラムなどの研修、支
援手法を習得した保健所職員が家族を個別にサポートし、本人への対応方
法等の助言・指導を実施するための予算を今会議においてお願いしている。

地域ごとに活動されている家族会、府内で20団体だが、この家族会においては、家族間の交流を図るとともに、
地域住民に精神障害についての理解と協力が得られるよう、相談会や研修会の開催等実施されて、京都府として
も家族会連合会を通じてそれらの活動を支援している。
今後とも家族会と更に連携を深めることにより、精神障害者とその家族が住み慣れた地域で安心して生活でき
るよう取り組みを進めたい。

1成長に伴い、様 な々職業や価値観に触れ、進路への希望が変化する中、やりた
いことを見つけ、なりたい職業に就くことは、幸せで豊かな人生を送る大きな要
素であるが、何をしたいのか分からないという若者が多いことがニートやひき
こもりに繋がると聞く。原因は自己肯定感の低さと指摘があり、国際比較でも、
我が国は最下位であった。自らの可能性を信じ、人生を前向きに考えるために
もキャリア教育とともに、自己肯定感を高める必要があると考えるがどうか。
2アメリカでは、発達段階に合わせたマネー教育が幼稚園から行われる一方、日
本では子どもにお金の話などしなくて良いとの声も多いが、お金の価値を知ることで働くことの大切さを知るこ
とになる。生きていく上で切り離せないお金の読み書きと言われるファイナンシャルリテラシーや、お金に関する
モラルを身に付けることは、生きる力を養うことと考えるが、教育の中での年齢に応じたマネー教育について、ど
のように考えるのか。

1キャリア教育と自己肯定感を高める教育について、急激に変化する社会で、子ども達が、
自ら未来を切り拓き、生きていくための力を身に付けるキャリア教育とともに、自信をも
って何事にも挑戦していく力の基礎となる自己肯定感を高める教育は大変重要。
　子ども達の自己肯定感を育むためには、小さな成功体験の積み重ねや、周囲の人たち
から認められていることを実感させることが有効であり、学校の内外で、そのような場
面を積極的に増やす必要があると考える。そのため、家庭や地域と連携し、職業体験やボランティアなど様 な々
体験活動や交流の取組を充実させるとともに、学校においては、自己を見つめ、物事を他面的・多角的に捉えた
り、相手への思いやりを通してお互いに認め合うことを道徳の授業などを通じて指導を考えている。
2マネー教育については、ＩＣＴ技術の発展による電子マネーや仮想通貨等の普及が進み、経済活動の仕組みが
急激に変化する中、時代に即応した内容についても、正しく理解することが重要になっている。現在、学校の授
業では、発達段階に応じ、社会科や家庭科などの関連する単元を金融経済教育や消費者教育に位置付けて取り
組んでいる。
　また、高等学校においては、現在の経済社会の変容や金融政策などの理論的な学習に加えて、契約トラブルやク
レジット利用のリスクといった消費者問題についての学習も行っている。
　しかし、多くの学校では、教科書に記載している内容を学習する、言わば従来型の知識理解が中心となっており、

変化し続けている生きた経済を体験的に学ぶ機会の充実が課題となっている。
　そのため、全国銀行協会など外部の専門機関と連携し、児童生徒が生活や人
生設計に応じてどれくらいのお金が必要なのか考えたり、またゲーム形式で金融
商品を擬似的に購入し、リスクやリターンを体験したりするなどの取組を充実させ
ることを考えている。
　府教育委員会としては、変化する経済システムに対応する消費者の視点なども
新たに加えながら、子ども達が生涯を見通して生活を設計し、創造していく力が身
に付くよう、教育内容の充実に努めていきたい。

【1日目】　
　南九州市の南薩食鳥㈱でハラルの取り扱いについて、鹿児島市
の農業公園グリーンファームでグリーンツーリズムについて視察・
聴取しました。ハラル認証を受けるには単純に豚や豚由来のものと
アルコールを使用しないというだけでなく、従業員教育や組織のマ
ネジメント体制、鶏の処理法に至るまでイスラム法に則ったものでな
いとならないという厳しい基準があるのだそうです。その中でこの会社では九州全土、関西、関東にまでムスリムの方に
安心して召し上がっていただける商品を出荷されています。京都府は観光都市でありながらまだまだハラル対応の店舗が

少ない現状があります。世界中から来られる観光客の皆さんが安心して滞在していただけるよ
うにしなければなりません。グリーンファームでは様々な体験型プログラムや、畑と宿泊施設を
年契約で貸し出す滞在型市民農園などに取り組まれていますが、年間支出が1億4,000万円
(人件費含まず)に対し、収入が2,000万円は非常に厳しい状況だと思いました。採算が取れず
民間でできないことを行政がしていくことは必要ですが、それをどこまでやるのか、公費投入が
どれくらいまで許されるのか、判断がとても難しいところです。

【2日目】
　鹿児島市議会で明治維新150年カウントダウン事業について、熊本県立東陵高校で防災
教育について、熊本県議会において熊本復旧復興4ヶ年戦略について調査しました。鹿児島
では大河ドラマの影響もあり「西郷どん」一色でした。本年は京都府におきましても明治150年
にちなんだ事業が行われる予定です。東陵高校では熊本県地震を経験したことから防災教育
をすすめられ、被災時のシュミレーションや炊き出しなど、地域と高校が連携した活動を行われ
ています。校名が同じということで、京都府の東陵高校と交流があります。
【3日目】
　阿蘇市の公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンターにおいて阿蘇を「リ・デザイン」する
取り組みについて視察しました。阿蘇神社が地震による被害を受けたことで観光客が激減し
てしまった周辺商店街をどう復興するのかとともに更に、どのように魅力ある商店街にするか
若い方が中心になって取り組んでおられます。

　京都府南部総合卸売市場で行われた農商工労働常任委員会の出前議会に地元議員として
出席しました。（議員は自分が所属する委員会の活動の他に、他の委員会が地元に調査に来ら
れる場合は地元議員として調査に出席します。）現在リューアルに向けて着 と々工事が進んで
います。京野菜ビュッフェが楽しめるレスト
ランや地元産野菜の販売コーナーもできる
そうで、観光地でありながら大型バスを停

めて団体観光客が食事できる場所が少ないという中で、お茶の京都
DMOと連携して新たな観光拠点となることが期待されます。

　宇治市内の小学校で行われた食育授業を見学させていただきました。これは京印京都南部青果㈱さんと取り組まれ
ているもので、子どもたちに生きるための最も基本である食についての知識をしっかり持ってもらおうと始められたもの
です。子どもさんたちを取り巻く環境は様々ですが、自分の力でしっかりと生き抜く力をつけてあげることが何より大切だ
と思います。写真につきまして、通常は公人でない方のお顔は写らな
いよう、またはモザイクをかけるようにしていますが、校長先生から
「生き生きした顔を多くの方に見ていただくことで子どもの自信に繋
がるので載せて下さい」と仰っていただきました。学校のHPもそうし
ておられるそうですので、大きい写真は少しぼかしましたが、後はそ
のまま掲載させていただきます。

　水道管路工事の見学のなかで担当の方が「工事が終わって地中のものに
なってしまえばこの仕事は見ていただくことができない、だからこの機会に是
非見ていただきたかった」と仰っていました。私たちがいつでも安全で衛生的
な水道水が利用できるのはこういった方々のお仕事のおかげです。水道局の
方とお話をしていつも感じるのが、仕事への誇りです。料金を払っているから
当たり前ではなく、何事にも感謝の心を持たなければならないと思います。

　亀岡市に建設計画が進められていた京都スタジアム（仮称）がようやく竣工式を迎え、京都
パープルサンガの選手がパスしたボールを地元のサッカークラブの少年がシュートするキックオ
フイベントも行われました。青少年の夢と憧れ、府民に親しまれるスタジアムとして、また、まちづ
くりの架け橋・人の架け橋・自然との共生、そして防災の拠点として安全の架け橋を目指すこと
を基本コンセプトとして整備されます。スポーツだけでなく、コンサートや物産展なども行われ

るそうで、地域の活性化が望めます。2019年中に完成、2020年の春オープンする予定です
　

　創立から90年余りの歴史ある茶業研究所はお茶に関す
る世界的発見やお茶の栽培・製造技術の開発や後継者の
育成など、宇治茶の発展に大きく寄与して参りました。今回
リニューアルした研究所では、企業・大学などとの連携強化
により、更に宇治茶の魅力を世界に発信して参ります。関
心をお持ちの方は京都府ホームページをご覧ください。

　昨年7月に北方四島交流一般訪問事業として、国後島及び択捉島を訪問した府
民会議幹事・京都府議会議員から「北方領土訪問とその感想」と題した講演が行
われたのち、「北方領土と私たち」作文コンクールの表彰式と京都府知事賞及び京
都市長賞受賞作品の朗読も行われました。コンクールで入賞された作文は、とても
素直な思いが綴られていると同時に、国と国ということを超えて、人として、という
ことを考えさせられます。

2 キャリア教育について
質問要旨

答弁

2 3



1同構想が示されて以来、平成28年度に整備工法検討費が、また、本年度に整備計画策
定費が計上され、工事用進入路や病院利用者等の動線、施設規模、また、整備後の経
営計画の検討がなされた。当初予算案には建替整備関連事業費が計上され、洛南病
院の新たなスタートに向けた準備が進むと期待するが、これまでの具体的検討結果
とそれを踏まえた今後の展開はどうか。
2昨年12月、殺人や放火などの重大な罪を犯したが心神喪失等の理由で無罪判決や不

起訴になった人が入院する指定入院医療機関としての専用病棟の整備を求める声が有識者会議で上がり、
再度会合を開いて方針を決めると報道されたが、これが同構想に与える影響はどうか。
3薬物依存や難治性うつ病、更には医療観察法に基づく入院医療の専用医療に取り組むとともに、長期入院
患者の地域移行を促進するためには、それに対応可能な専門性の高い医療や支援体制が求められるが、医
師、看護師、専門職員の確保にどのように取り組むのか。
4昨年の2月定例会で「平成29年はグループホームの整備など、希望に応じて社会復帰できる取り組を強化
する」と答弁するなど、精神障害者が安心して地域で生活できる環境整備に向け、着実に進んでいると印
象を受ける一方、社会的入院から脱却し、地域で生活するには家族の支えが不可欠である。その家族に対
する支援が重要と考えるが、どのような家族支援を実施しているのか。
5家族にとって同じ苦労を共有し、情報交換ができる家族会の活動による支え合いは、負担軽減や孤立を防
ぐ観点からも重要であるが、障害の特性上、会員が増えず、活動が広がらない現状があると聞く。本府とし
てもサポート・連携する必要があると考えるがどうか。

洛南病院整備の基本構想について、社会のストレス要因の多様化や高齢化、薬物をはじめとする依存症や
発達障害から適応障害まで精神科で対応すべき領域が拡大しており、精神疾患患者数は平成17年の4万9千
人から26年には7万7千人と1.6倍に10年間で増加している。
こうした中、府内唯一の公立精神科病院である洛南病院は、薬物依存治療やうつ病の磁気刺激治療などの
専門的な医療、こころのケアセンターを併設し、関係機関とのネットワークにより地域生活と社会復帰を支
援、精神科救急の基幹病院として、他病院では受け入れが困難な重度患者など救急患者を受け入れ、長期入

院患者に対する地域移行支援の先駆的実施など京都府の精神科医療の中核を担っている。
しかし現在の施設では、薬物依存症患者や児童・思春期患者等に対する専門的治療のための入院など多様化
する精神科医療ニーズへの的確な対応に限界があり、整備後既に30年以上も経過しており、外来診察室や病室・
廊下等がご指摘の様に狭く、増加する患者に対応できないことや、空調や給排水の配管等の設備の老朽化も著し
いことから、平成27年度に外部の専門家による「洛南病院の整備構想懇談会」を立ち上げ、その意見を踏まえ、整
備基本構想を策定した。構想では、危険度ドラック等の薬物依存症、児童・思春期特有の行為障害や情緒障害、投
薬治療困難な重症うつ病などの専門病床や心神喪失などにより重大な他害行為の責任を問われない精神病患者
の入院治療を行う医療観察法病床の整備が必要とされる。
このため、整備基本構想の実現に向け、住宅が密集している等周辺の住環境を十分に踏まえ、安全に工事を進
めるために、昨年度は工事用進入路のルートや工法の検討を行い、来年度には工事用進入路の実施設計に着手す
る。また、年度内には施設規模や病棟配置などの施設整備基本計画を取りまとめ、今後の建物の実施設計に必要
な諸条件を整理すると共に、来年度には、建て替え後の病院経営を見通す収支シュミレーションや実地設計に向け
た敷地測量を行うことになっており、必要な予算を今会議で要求している。
その中で、医療観察法病床について、全国的に入院患者が増加しており、常に満床状態が続く中、近畿圏には、
大阪、奈良、滋賀の3府県にしかなく、京都の患者の中には遠方の病院に入院するしかない人も多いのが現状。退院
後の社会復帰を円滑に行うためには、入院時から地域の関係者と連携して受け入れ体制
を整えることが大切で、国からも設置の検討が求められている。ただ一方で、医療観察の
入院期間の長期化という課題もあり、入院中からの地域医療機関との緊密な連携などに
ついて考え方を十分に整理し、医療の提供体制を整えてから実施する必要がある。
したがって、改めて各分野の専門家から意見を伺うこととし、昨年から医療関係者や
家族会、保護観察所、弁護士会などによる意見交換会議を開催した。
この会議において、「医療観察法の目的は対象者の社会復帰。対象者の地元での入院・通院から社会復帰への
連続した治療が効果的であり、府内での整備が必要で、措置入院医療及び医療観察法通院等の実績に優れる洛
南病院に整備されたい」という意見を頂いた。今後こうした非常に厳しい、やむを得ない状況を地元にも説明をし、
まずご理解を得て、その上で考えていく。まず住民説明から行っていきたいと考えている。
医師、看護師等の確保については、洛南病院では薬物依存症や児童・思春期などの専門外来を整備し、この3年
間で専門の医師や医療スタッフについては、5人増員し、大学等が行う依存症等の専門研修にこの1年に18人を派
遣するなどスタッフの資質向上に取組んできた。
病院整備を進めていく上で、児童・思春期病棟や医療観察法病棟の実施に必要な人員体制となるよう計画的な
採用と、また、専門研修などを通じた職員のスキル向上の取り組みを行う必要があり、引き続き行っていきたい。
今後とも府民の皆様のニーズに応じられるように、20年、30年先を見据えて京都の精神医療を支える病院となる
よう整備を進めていきたいと考えている。
精神障害者の家族支援については、社会的入院からの脱却にあっては、精神症状だけではなく、年齢、身体機
能、社会的適応能力などを加味した退院後の住宅確保、生活支援が必要。とりわけ、生活支援については、本人へ
の支援のみならず、家族に対して、症状の変化への不安の軽減、その対応の在り方など支援することが、本人自身
も安定し、症状の再発や再入院を未然に防止することができると考える。
そのために、これまで本人と家族が地域で孤立せず、安定した生活を送ってもらうよう、保健所等において、家

族が抱える様 な々悩みを聞き、家族間の交流の機会を提供する家族教室の
開催や啓発事業などに取り組んでいる。
　来年度は、更にきめ細やかな対応をするため、英国の「ケアラー制度」をモ
デルにした家族支援の仕組みを構築することとし、家族に障害者本人の症状
や特性に応じた関わり方や再発防止のための支援プログラムなどの研修、支
援手法を習得した保健所職員が家族を個別にサポートし、本人への対応方
法等の助言・指導を実施するための予算を今会議においてお願いしている。

地域ごとに活動されている家族会、府内で20団体だが、この家族会においては、家族間の交流を図るとともに、
地域住民に精神障害についての理解と協力が得られるよう、相談会や研修会の開催等実施されて、京都府として
も家族会連合会を通じてそれらの活動を支援している。
今後とも家族会と更に連携を深めることにより、精神障害者とその家族が住み慣れた地域で安心して生活でき
るよう取り組みを進めたい。

1成長に伴い、様 な々職業や価値観に触れ、進路への希望が変化する中、やりた
いことを見つけ、なりたい職業に就くことは、幸せで豊かな人生を送る大きな要
素であるが、何をしたいのか分からないという若者が多いことがニートやひき
こもりに繋がると聞く。原因は自己肯定感の低さと指摘があり、国際比較でも、
我が国は最下位であった。自らの可能性を信じ、人生を前向きに考えるために
もキャリア教育とともに、自己肯定感を高める必要があると考えるがどうか。
2アメリカでは、発達段階に合わせたマネー教育が幼稚園から行われる一方、日
本では子どもにお金の話などしなくて良いとの声も多いが、お金の価値を知ることで働くことの大切さを知るこ
とになる。生きていく上で切り離せないお金の読み書きと言われるファイナンシャルリテラシーや、お金に関する
モラルを身に付けることは、生きる力を養うことと考えるが、教育の中での年齢に応じたマネー教育について、ど
のように考えるのか。

1キャリア教育と自己肯定感を高める教育について、急激に変化する社会で、子ども達が、
自ら未来を切り拓き、生きていくための力を身に付けるキャリア教育とともに、自信をも
って何事にも挑戦していく力の基礎となる自己肯定感を高める教育は大変重要。
　子ども達の自己肯定感を育むためには、小さな成功体験の積み重ねや、周囲の人たち
から認められていることを実感させることが有効であり、学校の内外で、そのような場
面を積極的に増やす必要があると考える。そのため、家庭や地域と連携し、職業体験やボランティアなど様 な々
体験活動や交流の取組を充実させるとともに、学校においては、自己を見つめ、物事を他面的・多角的に捉えた
り、相手への思いやりを通してお互いに認め合うことを道徳の授業などを通じて指導を考えている。
2マネー教育については、ＩＣＴ技術の発展による電子マネーや仮想通貨等の普及が進み、経済活動の仕組みが
急激に変化する中、時代に即応した内容についても、正しく理解することが重要になっている。現在、学校の授
業では、発達段階に応じ、社会科や家庭科などの関連する単元を金融経済教育や消費者教育に位置付けて取り
組んでいる。

　また、高等学校においては、現在の経済社会の変容や金融政策などの理論的な学習に加えて、契約トラブルやク
レジット利用のリスクといった消費者問題についての学習も行っている。
　しかし、多くの学校では、教科書に記載している内容を学習する、言わば従来型の知識理解が中心となっており、

変化し続けている生きた経済を体験的に学ぶ機会の充実が課題となっている。
　そのため、全国銀行協会など外部の専門機関と連携し、児童生徒が生活や人
生設計に応じてどれくらいのお金が必要なのか考えたり、またゲーム形式で金融
商品を擬似的に購入し、リスクやリターンを体験したりするなどの取組を充実させ
ることを考えている。
　府教育委員会としては、変化する経済システムに対応する消費者の視点なども
新たに加えながら、子ども達が生涯を見通して生活を設計し、創造していく力が身
に付くよう、教育内容の充実に努めていきたい。

【1日目】　
　南九州市の南薩食鳥㈱でハラルの取り扱いについて、鹿児島市
の農業公園グリーンファームでグリーンツーリズムについて視察・
聴取しました。ハラル認証を受けるには単純に豚や豚由来のものと
アルコールを使用しないというだけでなく、従業員教育や組織のマ
ネジメント体制、鶏の処理法に至るまでイスラム法に則ったものでな
いとならないという厳しい基準があるのだそうです。その中でこの会社では九州全土、関西、関東にまでムスリムの方に
安心して召し上がっていただける商品を出荷されています。京都府は観光都市でありながらまだまだハラル対応の店舗が

少ない現状があります。世界中から来られる観光客の皆さんが安心して滞在していただけるよ
うにしなければなりません。グリーンファームでは様々な体験型プログラムや、畑と宿泊施設を
年契約で貸し出す滞在型市民農園などに取り組まれていますが、年間支出が1億4,000万円
(人件費含まず)に対し、収入が2,000万円は非常に厳しい状況だと思いました。採算が取れず
民間でできないことを行政がしていくことは必要ですが、それをどこまでやるのか、公費投入が
どれくらいまで許されるのか、判断がとても難しいところです。

【2日目】
　鹿児島市議会で明治維新150年カウントダウン事業について、熊本県立東陵高校で防災
教育について、熊本県議会において熊本復旧復興4ヶ年戦略について調査しました。鹿児島
では大河ドラマの影響もあり「西郷どん」一色でした。本年は京都府におきましても明治150年
にちなんだ事業が行われる予定です。東陵高校では熊本県地震を経験したことから防災教育
をすすめられ、被災時のシュミレーションや炊き出しなど、地域と高校が連携した活動を行われ
ています。校名が同じということで、京都府の東陵高校と交流があります。
【3日目】
　阿蘇市の公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンターにおいて阿蘇を「リ・デザイン」する
取り組みについて視察しました。阿蘇神社が地震による被害を受けたことで観光客が激減し
てしまった周辺商店街をどう復興するのかとともに更に、どのように魅力ある商店街にするか
若い方が中心になって取り組んでおられます。

　京都府南部総合卸売市場で行われた農商工労働常任委員会の出前議会に地元議員として
出席しました。（議員は自分が所属する委員会の活動の他に、他の委員会が地元に調査に来ら
れる場合は地元議員として調査に出席します。）現在リューアルに向けて着 と々工事が進んで
います。京野菜ビュッフェが楽しめるレスト
ランや地元産野菜の販売コーナーもできる
そうで、観光地でありながら大型バスを停

めて団体観光客が食事できる場所が少ないという中で、お茶の京都
DMOと連携して新たな観光拠点となることが期待されます。

　宇治市内の小学校で行われた食育授業を見学させていただきました。これは京印京都南部青果㈱さんと取り組まれ
ているもので、子どもたちに生きるための最も基本である食についての知識をしっかり持ってもらおうと始められたもの
です。子どもさんたちを取り巻く環境は様々ですが、自分の力でしっかりと生き抜く力をつけてあげることが何より大切だ
と思います。写真につきまして、通常は公人でない方のお顔は写らな
いよう、またはモザイクをかけるようにしていますが、校長先生から
「生き生きした顔を多くの方に見ていただくことで子どもの自信に繋
がるので載せて下さい」と仰っていただきました。学校のHPもそうし
ておられるそうですので、大きい写真は少しぼかしましたが、後はそ
のまま掲載させていただきます。

　水道管路工事の見学のなかで担当の方が「工事が終わって地中のものに
なってしまえばこの仕事は見ていただくことができない、だからこの機会に是
非見ていただきたかった」と仰っていました。私たちがいつでも安全で衛生的
な水道水が利用できるのはこういった方々のお仕事のおかげです。水道局の
方とお話をしていつも感じるのが、仕事への誇りです。料金を払っているから
当たり前ではなく、何事にも感謝の心を持たなければならないと思います。

　亀岡市に建設計画が進められていた京都スタジアム（仮称）がようやく竣工式を迎え、京都
パープルサンガの選手がパスしたボールを地元のサッカークラブの少年がシュートするキックオ
フイベントも行われました。青少年の夢と憧れ、府民に親しまれるスタジアムとして、また、まちづ
くりの架け橋・人の架け橋・自然との共生、そして防災の拠点として安全の架け橋を目指すこと
を基本コンセプトとして整備されます。スポーツだけでなく、コンサートや物産展なども行われ

るそうで、地域の活性化が望めます。2019年中に完成、2020年の春オープンする予定です
　

　創立から90年余りの歴史ある茶業研究所はお茶に関す
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リニューアルした研究所では、企業・大学などとの連携強化
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素直な思いが綴られていると同時に、国と国ということを超えて、人として、という
ことを考えさせられます。

2 キャリア教育について
質問要旨

答弁
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平成30年度 当初予算 及び 平成29年度 2月補正予算（14か月予算）の概要

共生社会推進7事業
 ◆介護予防地域支え合い事業 ・・・・・・・・・・1億300万円
 ◆障害者サポート強化事業 ・・・・・・・・・・2億8500万円
 ◆医療安心事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40億1400万円
 ◆ひきこもり未支援者特別対策事業 ・・・・・・1700万円
 ◆きょうとこどもの城強化拡大事業 ・・・1億6800万円
 ◆農村型小規模多機能自治推進事業 ・・・・2億100万円
 ◆京都企業共同拠点整備事業（2月補正） ・・20億400万円
人手不足等緊急対策13事業
 ◆新卒人材確保事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,600万円
 ◆ＵＩＪ・移住人材確保事業 ・・・・・・・・・・・・・・8500万円
 ◆留学生府内就労促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・300万円
 ◆女性活躍拡大強化事業（2月補正含む） ・・3,000万円
 ◆「高齢者ジョブ博」開催事業 ・・・・・・・・・・・・・・800万円
 ◆障害者雇用定着支援事業（再掲） ・・・・1億3,600万円
 ◆若者就職・定着特別支援事業 ・・・・・・・・・・5,900万円
 ◆中北部医師確保緊急対策事業 ・・・・・・・・・1,900万円

 ◆看護・介護事業者業務効率向上事業（2月補正含む）・・ 600万円
 ◆ものづくり産業正規雇用化事業 ・・・・・・・・5,800万円
 ◆観光産業正規雇用化事業 ・・・・・・・・・・・・・3,900万円
 ◆人材確保・就労改善サポート事業 ・・・・・・・4,700万円
 ◆ブラックバイト対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・300万円

「明治150年」京都創生3事業
 ◆文化を創る人づくり事業（2月補正含む） ・・3,700万円
 ◆明治150年記念京都発信事業 ・・・・・・・・・8,900万円
 ◆文化庁移転準備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1億1,300万円
京都基盤整備3事業　　　　　　　
 ◆防災・減災緊急対策事業（2月補正含む）・・345億6,600万円
 ◆生活基盤等緊急整備事業（2月補正含む）・・111億3,200万円
 ◆スポーツ基盤等整備事業
 （債務負担行為6億3,000万円含む） ・・・58億6,300万円
その他　　
 ◆京の米農家維持緊急対策事業 ・・・・・2億2,000万円
 ◆新しい学び推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・1億4,600万円

総額 8,629億7,800万円 平成30年当初予算　　　8,519億7,200万円
平成29年度2月補正予算 　110億　600万円

【1日目】　
　南九州市の南薩食鳥㈱でハラルの取り扱いについて、鹿児島市
の農業公園グリーンファームでグリーンツーリズムについて視察・
聴取しました。ハラル認証を受けるには単純に豚や豚由来のものと
アルコールを使用しないというだけでなく、従業員教育や組織のマ
ネジメント体制、鶏の処理法に至るまでイスラム法に則ったものでな
いとならないという厳しい基準があるのだそうです。その中でこの会社では九州全土、関西、関東にまでムスリムの方に
安心して召し上がっていただける商品を出荷されています。京都府は観光都市でありながらまだまだハラル対応の店舗が

少ない現状があります。世界中から来られる観光客の皆さんが安心して滞在していただけるよ
うにしなければなりません。グリーンファームでは様々な体験型プログラムや、畑と宿泊施設を
年契約で貸し出す滞在型市民農園などに取り組まれていますが、年間支出が1億4,000万円
(人件費含まず)に対し、収入が2,000万円は非常に厳しい状況だと思いました。採算が取れず
民間でできないことを行政がしていくことは必要ですが、それをどこまでやるのか、公費投入が
どれくらいまで許されるのか、判断がとても難しいところです。

【2日目】
　鹿児島市議会で明治維新150年カウントダウン事業について、熊本県立東陵高校で防災
教育について、熊本県議会において熊本復旧復興4ヶ年戦略について調査しました。鹿児島
では大河ドラマの影響もあり「西郷どん」一色でした。本年は京都府におきましても明治150年
にちなんだ事業が行われる予定です。東陵高校では熊本県地震を経験したことから防災教育
をすすめられ、被災時のシュミレーションや炊き出しなど、地域と高校が連携した活動を行われ
ています。校名が同じということで、京都府の東陵高校と交流があります。
【3日目】
　阿蘇市の公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンターにおいて阿蘇を「リ・デザイン」する
取り組みについて視察しました。阿蘇神社が地震による被害を受けたことで観光客が激減し
てしまった周辺商店街をどう復興するのかとともに更に、どのように魅力ある商店街にするか
若い方が中心になって取り組んでおられます。

　京都府南部総合卸売市場で行われた農商工労働常任委員会の出前議会に地元議員として
出席しました。（議員は自分が所属する委員会の活動の他に、他の委員会が地元に調査に来ら
れる場合は地元議員として調査に出席します。）現在リューアルに向けて着 と々工事が進んで
います。京野菜ビュッフェが楽しめるレスト
ランや地元産野菜の販売コーナーもできる
そうで、観光地でありながら大型バスを停

めて団体観光客が食事できる場所が少ないという中で、お茶の京都
DMOと連携して新たな観光拠点となることが期待されます。

　宇治市内の小学校で行われた食育授業を見学させていただきました。これは京印京都南部青果㈱さんと取り組まれ
ているもので、子どもたちに生きるための最も基本である食についての知識をしっかり持ってもらおうと始められたもの
です。子どもさんたちを取り巻く環境は様々ですが、自分の力でしっかりと生き抜く力をつけてあげることが何より大切だ
と思います。写真につきまして、通常は公人でない方のお顔は写らな
いよう、またはモザイクをかけるようにしていますが、校長先生から
「生き生きした顔を多くの方に見ていただくことで子どもの自信に繋
がるので載せて下さい」と仰っていただきました。学校のHPもそうし
ておられるそうですので、大きい写真は少しぼかしましたが、後はそ
のまま掲載させていただきます。

　水道管路工事の見学のなかで担当の方が「工事が終わって地中のものに
なってしまえばこの仕事は見ていただくことができない、だからこの機会に是
非見ていただきたかった」と仰っていました。私たちがいつでも安全で衛生的
な水道水が利用できるのはこういった方々のお仕事のおかげです。水道局の
方とお話をしていつも感じるのが、仕事への誇りです。料金を払っているから
当たり前ではなく、何事にも感謝の心を持たなければならないと思います。

　亀岡市に建設計画が進められていた京都スタジアム（仮称）がようやく竣工式を迎え、京都
パープルサンガの選手がパスしたボールを地元のサッカークラブの少年がシュートするキックオ
フイベントも行われました。青少年の夢と憧れ、府民に親しまれるスタジアムとして、また、まちづ
くりの架け橋・人の架け橋・自然との共生、そして防災の拠点として安全の架け橋を目指すこと
を基本コンセプトとして整備されます。スポーツだけでなく、コンサートや物産展なども行われ

るそうで、地域の活性化が望めます。2019年中に完成、2020年の春オープンする予定です
　

　創立から90年余りの歴史ある茶業研究所はお茶に関す
る世界的発見やお茶の栽培・製造技術の開発や後継者の
育成など、宇治茶の発展に大きく寄与して参りました。今回
リニューアルした研究所では、企業・大学などとの連携強化
により、更に宇治茶の魅力を世界に発信して参ります。関
心をお持ちの方は京都府ホームページをご覧ください。

　昨年7月に北方四島交流一般訪問事業として、国後島及び択捉島を訪問した府
民会議幹事・京都府議会議員から「北方領土訪問とその感想」と題した講演が行
われたのち、「北方領土と私たち」作文コンクールの表彰式と京都府知事賞及び京
都市長賞受賞作品の朗読も行われました。コンクールで入賞された作文は、とても
素直な思いが綴られていると同時に、国と国ということを超えて、人として、という
ことを考えさせられます。

農商工労働常任委員会 出前議会 1月22日

京都スタジアム（仮称）起工式 12月20日

京都府茶業研究所（宇治茶部）完成記念 1月17日

府営水道宇治系送水管の更新・耐震化工事 2月17日

食育授業 1月30日

会派管外視察 九州 1月23日～25日

視 察

京都府の行事
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平成30年度 当初予算 及び 平成29年度 2月補正予算（14か月予算）の概要

共生社会推進7事業
 ◆介護予防地域支え合い事業 ・・・・・・・・・・1億300万円
 ◆障害者サポート強化事業 ・・・・・・・・・・2億8500万円
 ◆医療安心事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40億1400万円
 ◆ひきこもり未支援者特別対策事業 ・・・・・・1700万円
 ◆きょうとこどもの城強化拡大事業 ・・・1億6800万円
 ◆農村型小規模多機能自治推進事業 ・・・・2億100万円
 ◆京都企業共同拠点整備事業（2月補正） ・・20億400万円
人手不足等緊急対策13事業
 ◆新卒人材確保事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,600万円
 ◆ＵＩＪ・移住人材確保事業 ・・・・・・・・・・・・・・8500万円
 ◆留学生府内就労促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・300万円
 ◆女性活躍拡大強化事業（2月補正含む） ・・3,000万円
 ◆「高齢者ジョブ博」開催事業 ・・・・・・・・・・・・・・800万円
 ◆障害者雇用定着支援事業（再掲） ・・・・1億3,600万円
 ◆若者就職・定着特別支援事業 ・・・・・・・・・・5,900万円
 ◆中北部医師確保緊急対策事業 ・・・・・・・・・1,900万円

 ◆看護・介護事業者業務効率向上事業（2月補正含む）・・ 600万円
 ◆ものづくり産業正規雇用化事業 ・・・・・・・・5,800万円
 ◆観光産業正規雇用化事業 ・・・・・・・・・・・・・3,900万円
 ◆人材確保・就労改善サポート事業 ・・・・・・・4,700万円
 ◆ブラックバイト対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・300万円

「明治150年」京都創生3事業
 ◆文化を創る人づくり事業（2月補正含む） ・・3,700万円
 ◆明治150年記念京都発信事業 ・・・・・・・・・8,900万円
 ◆文化庁移転準備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1億1,300万円
京都基盤整備3事業　　　　　　　
 ◆防災・減災緊急対策事業（2月補正含む）・・345億6,600万円
 ◆生活基盤等緊急整備事業（2月補正含む）・・111億3,200万円
 ◆スポーツ基盤等整備事業
 （債務負担行為6億3,000万円含む） ・・・58億6,300万円
その他　　
 ◆京の米農家維持緊急対策事業 ・・・・・2億2,000万円
 ◆新しい学び推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・1億4,600万円

総額 8,629億7,800万円 平成30年当初予算　　　8,519億7,200万円
平成29年度2月補正予算 　110億　600万円

【1日目】　
　南九州市の南薩食鳥㈱でハラルの取り扱いについて、鹿児島市
の農業公園グリーンファームでグリーンツーリズムについて視察・
聴取しました。ハラル認証を受けるには単純に豚や豚由来のものと
アルコールを使用しないというだけでなく、従業員教育や組織のマ
ネジメント体制、鶏の処理法に至るまでイスラム法に則ったものでな
いとならないという厳しい基準があるのだそうです。その中でこの会社では九州全土、関西、関東にまでムスリムの方に
安心して召し上がっていただける商品を出荷されています。京都府は観光都市でありながらまだまだハラル対応の店舗が

少ない現状があります。世界中から来られる観光客の皆さんが安心して滞在していただけるよ
うにしなければなりません。グリーンファームでは様々な体験型プログラムや、畑と宿泊施設を
年契約で貸し出す滞在型市民農園などに取り組まれていますが、年間支出が1億4,000万円
(人件費含まず)に対し、収入が2,000万円は非常に厳しい状況だと思いました。採算が取れず
民間でできないことを行政がしていくことは必要ですが、それをどこまでやるのか、公費投入が
どれくらいまで許されるのか、判断がとても難しいところです。

【2日目】
　鹿児島市議会で明治維新150年カウントダウン事業について、熊本県立東陵高校で防災
教育について、熊本県議会において熊本復旧復興4ヶ年戦略について調査しました。鹿児島
では大河ドラマの影響もあり「西郷どん」一色でした。本年は京都府におきましても明治150年
にちなんだ事業が行われる予定です。東陵高校では熊本県地震を経験したことから防災教育
をすすめられ、被災時のシュミレーションや炊き出しなど、地域と高校が連携した活動を行われ
ています。校名が同じということで、京都府の東陵高校と交流があります。
【3日目】
　阿蘇市の公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンターにおいて阿蘇を「リ・デザイン」する
取り組みについて視察しました。阿蘇神社が地震による被害を受けたことで観光客が激減し
てしまった周辺商店街をどう復興するのかとともに更に、どのように魅力ある商店街にするか
若い方が中心になって取り組んでおられます。

　京都府南部総合卸売市場で行われた農商工労働常任委員会の出前議会に地元議員として
出席しました。（議員は自分が所属する委員会の活動の他に、他の委員会が地元に調査に来ら
れる場合は地元議員として調査に出席します。）現在リューアルに向けて着 と々工事が進んで
います。京野菜ビュッフェが楽しめるレスト
ランや地元産野菜の販売コーナーもできる
そうで、観光地でありながら大型バスを停

めて団体観光客が食事できる場所が少ないという中で、お茶の京都
DMOと連携して新たな観光拠点となることが期待されます。

　宇治市内の小学校で行われた食育授業を見学させていただきました。これは京印京都南部青果㈱さんと取り組まれ
ているもので、子どもたちに生きるための最も基本である食についての知識をしっかり持ってもらおうと始められたもの
です。子どもさんたちを取り巻く環境は様々ですが、自分の力でしっかりと生き抜く力をつけてあげることが何より大切だ
と思います。写真につきまして、通常は公人でない方のお顔は写らな
いよう、またはモザイクをかけるようにしていますが、校長先生から
「生き生きした顔を多くの方に見ていただくことで子どもの自信に繋
がるので載せて下さい」と仰っていただきました。学校のHPもそうし
ておられるそうですので、大きい写真は少しぼかしましたが、後はそ
のまま掲載させていただきます。

　水道管路工事の見学のなかで担当の方が「工事が終わって地中のものに
なってしまえばこの仕事は見ていただくことができない、だからこの機会に是
非見ていただきたかった」と仰っていました。私たちがいつでも安全で衛生的
な水道水が利用できるのはこういった方々のお仕事のおかげです。水道局の
方とお話をしていつも感じるのが、仕事への誇りです。料金を払っているから
当たり前ではなく、何事にも感謝の心を持たなければならないと思います。

　亀岡市に建設計画が進められていた京都スタジアム（仮称）がようやく竣工式を迎え、京都
パープルサンガの選手がパスしたボールを地元のサッカークラブの少年がシュートするキックオ
フイベントも行われました。青少年の夢と憧れ、府民に親しまれるスタジアムとして、また、まちづ
くりの架け橋・人の架け橋・自然との共生、そして防災の拠点として安全の架け橋を目指すこと
を基本コンセプトとして整備されます。スポーツだけでなく、コンサートや物産展なども行われ

るそうで、地域の活性化が望めます。2019年中に完成、2020年の春オープンする予定です
　

　創立から90年余りの歴史ある茶業研究所はお茶に関す
る世界的発見やお茶の栽培・製造技術の開発や後継者の
育成など、宇治茶の発展に大きく寄与して参りました。今回
リニューアルした研究所では、企業・大学などとの連携強化
により、更に宇治茶の魅力を世界に発信して参ります。関
心をお持ちの方は京都府ホームページをご覧ください。

　昨年7月に北方四島交流一般訪問事業として、国後島及び択捉島を訪問した府
民会議幹事・京都府議会議員から「北方領土訪問とその感想」と題した講演が行
われたのち、「北方領土と私たち」作文コンクールの表彰式と京都府知事賞及び京
都市長賞受賞作品の朗読も行われました。コンクールで入賞された作文は、とても
素直な思いが綴られていると同時に、国と国ということを超えて、人として、という
ことを考えさせられます。

農商工労働常任委員会 出前議会 1月22日

京都スタジアム（仮称）起工式 12月20日

京都府茶業研究所（宇治茶部）完成記念 1月17日

府営水道宇治系送水管の更新・耐震化工事 2月17日

食育授業 1月30日

会派管外視察 九州 1月23日～25日

視 察

京都府の行事
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で検索藤山ゆきこ 

　平成30年度の予算を決める2月定例会が閉会しました。今回は4月に知事選挙が行われることから骨格
予算のみでしたが、予算特別委員会に所属し書面審査をしながら、京都府が抱える様々な課題に対する
施策の広さを改めて感じました。京都府と一言で言えど、北から南まで様々な地域事情があり、その中
で均衡ある発展を目指していかなければなりません。そのためにはやはり、人とモノの交流を図ってい
く必要があり、その流れを作る必要があります。インフラ整備が大きく遅れている京都府において、そ
ういった整備をしっかりと進めていただける知事を皆さんの手で生み出していただきたいと思います。
知事選挙の投開票は4月8日です。必ず投票に行きましょう！　　　  　　京都府議会議員　藤山ゆきこ　

大切な
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   まちのため
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京都府議会議員
活　動　報　告 藤山ゆきこ藤山ゆきこ
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平成30年2月京都府議会定例会において一般質問をさせていただきました。

1同構想が示されて以来、平成28年度に整備工法検討費が、また、本年度に整備計画策
定費が計上され、工事用進入路や病院利用者等の動線、施設規模、また、整備後の経
営計画の検討がなされた。当初予算案には建替整備関連事業費が計上され、洛南病
院の新たなスタートに向けた準備が進むと期待するが、これまでの具体的検討結果
とそれを踏まえた今後の展開はどうか。
2昨年12月、殺人や放火などの重大な罪を犯したが心神喪失等の理由で無罪判決や不

起訴になった人が入院する指定入院医療機関としての専用病棟の整備を求める声が有識者会議で上がり、
再度会合を開いて方針を決めると報道されたが、これが同構想に与える影響はどうか。
3薬物依存や難治性うつ病、更には医療観察法に基づく入院医療の専用医療に取り組むとともに、長期入院
患者の地域移行を促進するためには、それに対応可能な専門性の高い医療や支援体制が求められるが、医
師、看護師、専門職員の確保にどのように取り組むのか。
4昨年の2月定例会で「平成29年はグループホームの整備など、希望に応じて社会復帰できる取り組を強化
する」と答弁するなど、精神障害者が安心して地域で生活できる環境整備に向け、着実に進んでいると印
象を受ける一方、社会的入院から脱却し、地域で生活するには家族の支えが不可欠である。その家族に対
する支援が重要と考えるが、どのような家族支援を実施しているのか。
5家族にとって同じ苦労を共有し、情報交換ができる家族会の活動による支え合いは、負担軽減や孤立を防
ぐ観点からも重要であるが、障害の特性上、会員が増えず、活動が広がらない現状があると聞く。本府とし
てもサポート・連携する必要があると考えるがどうか。

洛南病院整備の基本構想について、社会のストレス要因の多様化や高齢化、薬物をはじめとする依存症や
発達障害から適応障害まで精神科で対応すべき領域が拡大しており、精神疾患患者数は平成17年の4万9千
人から26年には7万7千人と1.6倍に10年間で増加している。
こうした中、府内唯一の公立精神科病院である洛南病院は、薬物依存治療やうつ病の磁気刺激治療などの
専門的な医療、こころのケアセンターを併設し、関係機関とのネットワークにより地域生活と社会復帰を支
援、精神科救急の基幹病院として、他病院では受け入れが困難な重度患者など救急患者を受け入れ、長期入

院患者に対する地域移行支援の先駆的実施など京都府の精神科医療の中核を担っている。
しかし現在の施設では、薬物依存症患者や児童・思春期患者等に対する専門的治療のための入院など多様化
する精神科医療ニーズへの的確な対応に限界があり、整備後既に30年以上も経過しており、外来診察室や病室・
廊下等がご指摘の様に狭く、増加する患者に対応できないことや、空調や給排水の配管等の設備の老朽化も著し
いことから、平成27年度に外部の専門家による「洛南病院の整備構想懇談会」を立ち上げ、その意見を踏まえ、整
備基本構想を策定した。構想では、危険度ドラック等の薬物依存症、児童・思春期特有の行為障害や情緒障害、投
薬治療困難な重症うつ病などの専門病床や心神喪失などにより重大な他害行為の責任を問われない精神病患者
の入院治療を行う医療観察法病床の整備が必要とされる。
このため、整備基本構想の実現に向け、住宅が密集している等周辺の住環境を十分に踏まえ、安全に工事を進
めるために、昨年度は工事用進入路のルートや工法の検討を行い、来年度には工事用進入路の実施設計に着手す
る。また、年度内には施設規模や病棟配置などの施設整備基本計画を取りまとめ、今後の建物の実施設計に必要
な諸条件を整理すると共に、来年度には、建て替え後の病院経営を見通す収支シュミレーションや実地設計に向け
た敷地測量を行うことになっており、必要な予算を今会議で要求している。
その中で、医療観察法病床について、全国的に入院患者が増加しており、常に満床状態が続く中、近畿圏には、
大阪、奈良、滋賀の3府県にしかなく、京都の患者の中には遠方の病院に入院するしかない人も多いのが現状。退院
後の社会復帰を円滑に行うためには、入院時から地域の関係者と連携して受け入れ体制
を整えることが大切で、国からも設置の検討が求められている。ただ一方で、医療観察の
入院期間の長期化という課題もあり、入院中からの地域医療機関との緊密な連携などに
ついて考え方を十分に整理し、医療の提供体制を整えてから実施する必要がある。
したがって、改めて各分野の専門家から意見を伺うこととし、昨年から医療関係者や
家族会、保護観察所、弁護士会などによる意見交換会議を開催した。
この会議において、「医療観察法の目的は対象者の社会復帰。対象者の地元での入院・通院から社会復帰への
連続した治療が効果的であり、府内での整備が必要で、措置入院医療及び医療観察法通院等の実績に優れる洛
南病院に整備されたい」という意見を頂いた。今後こうした非常に厳しい、やむを得ない状況を地元にも説明をし、
まずご理解を得て、その上で考えていく。まず住民説明から行っていきたいと考えている。
医師、看護師等の確保については、洛南病院では薬物依存症や児童・思春期などの専門外来を整備し、この3年
間で専門の医師や医療スタッフについては、5人増員し、大学等が行う依存症等の専門研修にこの1年に18人を派
遣するなどスタッフの資質向上に取組んできた。
病院整備を進めていく上で、児童・思春期病棟や医療観察法病棟の実施に必要な人員体制となるよう計画的な
採用と、また、専門研修などを通じた職員のスキル向上の取り組みを行う必要があり、引き続き行っていきたい。
今後とも府民の皆様のニーズに応じられるように、20年、30年先を見据えて京都の精神医療を支える病院となる
よう整備を進めていきたいと考えている。
精神障害者の家族支援については、社会的入院からの脱却にあっては、精神症状だけではなく、年齢、身体機
能、社会的適応能力などを加味した退院後の住宅確保、生活支援が必要。とりわけ、生活支援については、本人へ
の支援のみならず、家族に対して、症状の変化への不安の軽減、その対応の在り方など支援することが、本人自身
も安定し、症状の再発や再入院を未然に防止することができると考える。
そのために、これまで本人と家族が地域で孤立せず、安定した生活を送ってもらうよう、保健所等において、家

族が抱える様 な々悩みを聞き、家族間の交流の機会を提供する家族教室の
開催や啓発事業などに取り組んでいる。
　来年度は、更にきめ細やかな対応をするため、英国の「ケアラー制度」をモ
デルにした家族支援の仕組みを構築することとし、家族に障害者本人の症状
や特性に応じた関わり方や再発防止のための支援プログラムなどの研修、支
援手法を習得した保健所職員が家族を個別にサポートし、本人への対応方
法等の助言・指導を実施するための予算を今会議においてお願いしている。

地域ごとに活動されている家族会、府内で20団体だが、この家族会においては、家族間の交流を図るとともに、
地域住民に精神障害についての理解と協力が得られるよう、相談会や研修会の開催等実施されて、京都府として
も家族会連合会を通じてそれらの活動を支援している。
今後とも家族会と更に連携を深めることにより、精神障害者とその家族が住み慣れた地域で安心して生活でき
るよう取り組みを進めたい。

1成長に伴い、様 な々職業や価値観に触れ、進路への希望が変化する中、やりた
いことを見つけ、なりたい職業に就くことは、幸せで豊かな人生を送る大きな要
素であるが、何をしたいのか分からないという若者が多いことがニートやひき
こもりに繋がると聞く。原因は自己肯定感の低さと指摘があり、国際比較でも、
我が国は最下位であった。自らの可能性を信じ、人生を前向きに考えるために
もキャリア教育とともに、自己肯定感を高める必要があると考えるがどうか。
2アメリカでは、発達段階に合わせたマネー教育が幼稚園から行われる一方、日
本では子どもにお金の話などしなくて良いとの声も多いが、お金の価値を知ることで働くことの大切さを知るこ
とになる。生きていく上で切り離せないお金の読み書きと言われるファイナンシャルリテラシーや、お金に関する
モラルを身に付けることは、生きる力を養うことと考えるが、教育の中での年齢に応じたマネー教育について、ど
のように考えるのか。

1キャリア教育と自己肯定感を高める教育について、急激に変化する社会で、子ども達が、
自ら未来を切り拓き、生きていくための力を身に付けるキャリア教育とともに、自信をも
って何事にも挑戦していく力の基礎となる自己肯定感を高める教育は大変重要。
　子ども達の自己肯定感を育むためには、小さな成功体験の積み重ねや、周囲の人たち
から認められていることを実感させることが有効であり、学校の内外で、そのような場
面を積極的に増やす必要があると考える。そのため、家庭や地域と連携し、職業体験やボランティアなど様 な々
体験活動や交流の取組を充実させるとともに、学校においては、自己を見つめ、物事を他面的・多角的に捉えた
り、相手への思いやりを通してお互いに認め合うことを道徳の授業などを通じて指導を考えている。
2マネー教育については、ＩＣＴ技術の発展による電子マネーや仮想通貨等の普及が進み、経済活動の仕組みが
急激に変化する中、時代に即応した内容についても、正しく理解することが重要になっている。現在、学校の授
業では、発達段階に応じ、社会科や家庭科などの関連する単元を金融経済教育や消費者教育に位置付けて取り
組んでいる。
　また、高等学校においては、現在の経済社会の変容や金融政策などの理論的な学習に加えて、契約トラブルやク
レジット利用のリスクといった消費者問題についての学習も行っている。
　しかし、多くの学校では、教科書に記載している内容を学習する、言わば従来型の知識理解が中心となっており、

変化し続けている生きた経済を体験的に学ぶ機会の充実が課題となっている。
　そのため、全国銀行協会など外部の専門機関と連携し、児童生徒が生活や人
生設計に応じてどれくらいのお金が必要なのか考えたり、またゲーム形式で金融
商品を擬似的に購入し、リスクやリターンを体験したりするなどの取組を充実させ
ることを考えている。
　府教育委員会としては、変化する経済システムに対応する消費者の視点なども
新たに加えながら、子ども達が生涯を見通して生活を設計し、創造していく力が身
に付くよう、教育内容の充実に努めていきたい。

【1日目】　
　南九州市の南薩食鳥㈱でハラルの取り扱いについて、鹿児島市
の農業公園グリーンファームでグリーンツーリズムについて視察・
聴取しました。ハラル認証を受けるには単純に豚や豚由来のものと
アルコールを使用しないというだけでなく、従業員教育や組織のマ
ネジメント体制、鶏の処理法に至るまでイスラム法に則ったものでな
いとならないという厳しい基準があるのだそうです。その中でこの会社では九州全土、関西、関東にまでムスリムの方に
安心して召し上がっていただける商品を出荷されています。京都府は観光都市でありながらまだまだハラル対応の店舗が

少ない現状があります。世界中から来られる観光客の皆さんが安心して滞在していただけるよ
うにしなければなりません。グリーンファームでは様々な体験型プログラムや、畑と宿泊施設を
年契約で貸し出す滞在型市民農園などに取り組まれていますが、年間支出が1億4,000万円
(人件費含まず)に対し、収入が2,000万円は非常に厳しい状況だと思いました。採算が取れず
民間でできないことを行政がしていくことは必要ですが、それをどこまでやるのか、公費投入が
どれくらいまで許されるのか、判断がとても難しいところです。

【2日目】
　鹿児島市議会で明治維新150年カウントダウン事業について、熊本県立東陵高校で防災
教育について、熊本県議会において熊本復旧復興4ヶ年戦略について調査しました。鹿児島
では大河ドラマの影響もあり「西郷どん」一色でした。本年は京都府におきましても明治150年
にちなんだ事業が行われる予定です。東陵高校では熊本県地震を経験したことから防災教育
をすすめられ、被災時のシュミレーションや炊き出しなど、地域と高校が連携した活動を行われ
ています。校名が同じということで、京都府の東陵高校と交流があります。
【3日目】
　阿蘇市の公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンターにおいて阿蘇を「リ・デザイン」する
取り組みについて視察しました。阿蘇神社が地震による被害を受けたことで観光客が激減し
てしまった周辺商店街をどう復興するのかとともに更に、どのように魅力ある商店街にするか
若い方が中心になって取り組んでおられます。

　京都府南部総合卸売市場で行われた農商工労働常任委員会の出前議会に地元議員として
出席しました。（議員は自分が所属する委員会の活動の他に、他の委員会が地元に調査に来ら
れる場合は地元議員として調査に出席します。）現在リューアルに向けて着 と々工事が進んで
います。京野菜ビュッフェが楽しめるレスト
ランや地元産野菜の販売コーナーもできる
そうで、観光地でありながら大型バスを停

めて団体観光客が食事できる場所が少ないという中で、お茶の京都
DMOと連携して新たな観光拠点となることが期待されます。

　宇治市内の小学校で行われた食育授業を見学させていただきました。これは京印京都南部青果㈱さんと取り組まれ
ているもので、子どもたちに生きるための最も基本である食についての知識をしっかり持ってもらおうと始められたもの
です。子どもさんたちを取り巻く環境は様々ですが、自分の力でしっかりと生き抜く力をつけてあげることが何より大切だ
と思います。写真につきまして、通常は公人でない方のお顔は写らな
いよう、またはモザイクをかけるようにしていますが、校長先生から

「生き生きした顔を多くの方に見ていただくことで子どもの自信に繋
がるので載せて下さい」と仰っていただきました。学校のHPもそうし
ておられるそうですので、大きい写真は少しぼかしましたが、後はそ
のまま掲載させていただきます。

　水道管路工事の見学のなかで担当の方が「工事が終わって地中のものに
なってしまえばこの仕事は見ていただくことができない、だからこの機会に是
非見ていただきたかった」と仰っていました。私たちがいつでも安全で衛生的
な水道水が利用できるのはこういった方々のお仕事のおかげです。水道局の
方とお話をしていつも感じるのが、仕事への誇りです。料金を払っているから
当たり前ではなく、何事にも感謝の心を持たなければならないと思います。

　亀岡市に建設計画が進められていた京都スタジアム（仮称）がようやく竣工式を迎え、京都
パープルサンガの選手がパスしたボールを地元のサッカークラブの少年がシュートするキックオ
フイベントも行われました。青少年の夢と憧れ、府民に親しまれるスタジアムとして、また、まちづ
くりの架け橋・人の架け橋・自然との共生、そして防災の拠点として安全の架け橋を目指すこと
を基本コンセプトとして整備されます。スポーツだけでなく、コンサートや物産展なども行われ

るそうで、地域の活性化が望めます。2019年中に完成、2020年の春オープンする予定です
　

　創立から90年余りの歴史ある茶業研究所はお茶に関す
る世界的発見やお茶の栽培・製造技術の開発や後継者の
育成など、宇治茶の発展に大きく寄与して参りました。今回
リニューアルした研究所では、企業・大学などとの連携強化
により、更に宇治茶の魅力を世界に発信して参ります。関
心をお持ちの方は京都府ホームページをご覧ください。

　昨年7月に北方四島交流一般訪問事業として、国後島及び択捉島を訪問した府
民会議幹事・京都府議会議員から「北方領土訪問とその感想」と題した講演が行
われたのち、「北方領土と私たち」作文コンクールの表彰式と京都府知事賞及び京
都市長賞受賞作品の朗読も行われました。コンクールで入賞された作文は、とても
素直な思いが綴られていると同時に、国と国ということを超えて、人として、という
ことを考えさせられます。

答弁

1 洛南病院整備基本構想について
質問要旨

北方領土返還要求 第36回 京都府民大会 2月3日

地域・そのほかの催し

宇治神社　12月31日久御山町まなび塾　餅つき・しめ縄作り　12月29日

成人式 1月9日消防出初式 1月7日

宇治神社豆撒き 2月3日 ガールスカウトフェスタ 2月12日私立幼稚園城南地区園児大会 1月17日

年末警戒激励　12月29日西小倉地区コミュニテイ推進協議会
創立30周年記念 12月20日

幼稚園発表会　2月18日 宇治市文化芸術フォーラム 2月18日お茶の苗木植栽プロジェクト
鳳凰ロータリークラブ 2月15日


