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2018 年度
県予算案可決

1 兆 8 千億円は「何手先」を見ているか

県議会の第 1 回定例会におきまして、
来年度の県予算案が可決され
ました。黒岩県政が 2015 年から進めてきた神奈川県のグランドデザ
イン、
その一般会計の規模は総額 1 兆 8329 億円に上ります。今回の
予算では教育・子育て分野に対して重点的に配分されたのが特徴です。
教育関連では、
これまで年収約 250 万円未満の世帯までに限られて
いた私立高校の学費補助対象が、
倍以上の年収約590万円未満世帯ま
で一気に拡大されます。
また、
教員の多忙化を緩和するため、
すべての県
立高校に
「業務アシスタント」
を配置し、
また、
10 校に対しては部活動
の顧問として指導を行う
「部活動指導員」
の配置も試験的に行われます。
子育て関連では、
認可保育園などに入れない待機児童問題の解消に
向け、
都市部などの賃料が高い地域で運営される保育所に対する賃貸
料の一部が補完されます。
また、
従来は 3 歳児からだった幼稚園での預
かり事業の対象年齢を 2 歳児からに引き下げるなど、
一時預かり事業
の補助対象も拡大されることとなります。

今回の予算案を黒岩知事は
「健康と学び、
共生を柱にして、
子供が
100 歳まで過ごせるような持続可能な社会を目指す予算」
と評価
しています。持続可能な社会を目指すには、
必要な財源への選択と
集中が必要不可欠です。そうした観点からも、
今回の予算案におけ
る教育・子育て分野への集中は、
神奈川県の未来に対する施策とし
ても注目すべきものです。
スマートフォンやWi-Fi環境などの整備やAIの台頭が進む現在、
政治にも
「先手を打つ」
、
あるいは
「先を読む」
ことが今まで以上に求
められます。
従来の
「入念なデータの蓄積や検証がそろって、
はじめ
て政策が立案できる」
心太
（ところてん）
方式の行政では、
これから
の予測不能な社会変化についていくことができません。今回の予
算が神奈川県の未来における
「何手先」
を見据えているでしょうか。
世の中は神奈川県が感じるよりも、
もっと早い速度で動いている。
そう感じられるからこそ、
私も大いに注目しています。
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【2018 年度当初予算の使いみち】
県民１人当たり
総額 20万25円
教育費 4 万 3,290 円
総務費 3 万 6,201 円

民生費 2 万 8,772 円
警察費 2 万 2,225 円

繰入金 657 億円（3.6%）

臨時財政対策債
1,240 億円（6.8%）
その他の県債
632 億円（3.5%）
国庫支出金
1,137 億円（6.2%）

総額
1兆 8,328 億円
（100%）

県税
1兆1808 億円
（64.4%）

地方譲与税
1,297 億円（7.1%）
義務的経費
1兆 4,981億円
（81.7%）

政策的経費
3347 億円（18.3%）
その他政策的経費
1,702 億円（9.3%）
投資的経費
1,645 億円（9.0%）
その他義務的経費
690 億円（3.8%）

土木費 1 万 708 円

税交付金等
2,603 億円（14.2%）

※人口：916 万 3,279 人（2018 年1月1日現在）

歳入

地方交付税
910 億円（5.0%）

衛生費 2 万 1,156 円

その他 3 万 7,673 円

その他
644 億円
（3.5%）

県債 1,872 億円（10.2%）

公債費
2,900 億円（15.8%）

歳出
総額
1兆 8,328 億円
（100%）

人件費
5,164 億円
（28.2%）
介護・医療
児童関係費
3,622 億円
（19.8%）

※項目は主なもの。1億円未満
切り捨てのため、合計が一致
しない場合があります。

「希望と不屈の精神の国」フィリピン共和国視察
1月28日から 31日まで、
フィリピン共和国を訪れました。
ロドリゴ・ドゥテルテ大統領が就任して早1年半が経ちました。
「光」
の部分に注目すると治安が安定し、
若者は勤労意欲にあふれている印象を
受けました。また、
みんな優しく、
親切丁寧でした。以前は、
スリやタクシーのぼったくり、
警察官の汚職などは、
日常茶飯事だったようです。
「影」
の部分は、
人権侵害や貧困です。特に経済発展が著しい中、
土地の立ち退きをした人々が貧困に陥ったり、
スラム街では子どもが裸で歩
いているのも目のあたりにしました。フィリピンという国が今後、
良くも悪くもなるのもすべて政治にかかっていると思いました。
今回の目的は、
ディヤーナ国際学園がカブヤオで運営しているひきこもりなどの青少年の自立支援施設の視察。そして、
もう一つのテーマ
は、
神奈川県内の看護師・介護士が不足する中、
フィリピンの労働力はマッチングしているのかどうか現状の視察です。

〈 ディヤーナ国 際 学 園 〉
ディヤーナ国際学園は親元を離れ環境を変え、
寮で共同生活をし、
空
手の修練を通じて、
規則正しい生活をしながら、
青少年の自立を支援し
ています。空手の修練も絶対にしなくてはいけないというものではな
く、
それぞれの青少年が自分の心と向き合いながら、
自分の速度で自立
を目指していました。私が視察したときは7 名の青少年が汗を流して
しました。引率者から
「体を鍛えると心が強くなる傾向はありますが、
強い格闘家でも心が折れてしまう場合もあります」
と言われ、
心と体の
バランスの難しさを感じました。国内外に関わらず、
施設プログラムが
合う青少年は自立ができるようになるし、
個人の状態や施設との相性
もあるということも認識しました。

〈 ローズプリンセス 〉
もともとは、
老後はお金のかからない国でゆったりとスロウライフ

タクシー配車アプリ「Grab」

を楽しむための日本人専用の施設でした。最盛期には 40人ぐらいの
日本人がいましたが、
旦那さんが亡くなり奥さんが帰国されるという
ケースが多く、
現在では 2 名しかいません。そこで施設は、
外国へ派遣
する看護師の研修施設として生まれ変わりました。私が視察したとき
は、
ドイツに派遣される看護師約 40 名の研修が行われていました。
看護師は、
在学中にドイツの人材派遣会社と契約をし、
フィリピン国内
で看護学部や看護学校を卒業し、
その後、
約 6 か月間、
この施設でドイ
ツ語の研修を受けます。看護師不足は、
神奈川県だけの問題ではな
く、
各国で青田刈りが行われている現状を目のあたりにし、
衝撃が走
りました。看護師の待遇も国によって差がありますので、
県だけの力
では、
フィリピンでの看護師確保は厳しいと感じました。
先日、フィリピン共和国を訪れた際、タクシー配車のア
プリ「Grab（グラブ）
」に衝撃をうけました。スマートフォ
ンのＧＰＳ機能を利用し、自分の位置と近くを走行してい
るタクシーを配車でき、目的地までの時間と料金、運転手
も乗車前に確認することができます。また、アプリを使っ
ているタクシー業者は、おしなべて新しい車両を所持して
いる傾向があり、乗り心地もよかったです。これもひとつ
の Innovation だと思いました。携帯さえ持っていれば、
社会が変わる体感をしました。

