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宮崎県議会議員（会派：自由民主党）

世界にパンデミックを巻き起こした新型コロナウイルス感染症は、私たちに甚大な影響を与えました。学校が再開されても、子どもた
ちどうし大声で笑いあえることもできませんし、毎年行われていた行事やお祭りもほとんど中止になってしまいました。子どもたちの学
習が確保されても、マスクをしながらでは集中できないのではないか、心のケアは大丈夫だろうかなど、と心配しています。
課題はまだまだ多くありますが、先が見通せない中でも、事業主の皆さんは前向きに頑張っていただいていますし、私たち宮崎県民
も、商店街やホテルを応援する意味でのプレミアム付き商品券などを使って、夜のニシタチも賑やかさが戻ってきました。
これからはリスクを抱えながら、コロナとともに、今までの意識を変えつつ、新しい生活様式で過ごしてまいりましょう。何でもご意見を
お聞かせください。今後も皆様の声を県政に届けてまいります。

新型コロナウイルス感染症の第二波、第三波に備えて

PCR検査の実施体制を拡大
＊県衛生環境研究所 … 1日最大72件を120件に拡大。職員体制を整備することにより、実施。
＊宮 崎 市 保 健 所 … 1日最大24件を48件に拡大。検査機器を1台から2台に増設し、実施。
＊宮崎市郡医師会 … 臨床検査センターで機器を導入し、1日最大20件の検査を実施予定。

新たな患者推計を踏まえた医療提供体制
■超 重 症 … 宮崎大学医学部/県立宮崎病院
■重　　　　症 … （県央エリア）県立宮崎病院　
■中等症～軽症 … 入院協力医療機関
■軽症・無症状 … 協力宿泊施設

県全体で240床

県全体で250室

抗原検査を開始
※抗原（ウイルス特有のタンパク質）をキットを使用して検出するもの。特別な検査機器を要せず、約30分で検査結
果を得られる。PCR検査と比較して、検出に一定以上のウイルス量が必要であることから、発症2日目から9日目
以内までの症状のある患者に使用可能。

検査キットを医療機関へ配布。保険診療での検査を開始する。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など「感染流行地域」を訪問する方は慎重な行動を！！
（接待を伴う飲食店等の夜の繁華街については控えてください）
※ただし、往来自粛、来県自粛の要請ではありません。
 ＜同地域に滞在した方へ＞
マスクなどの咳エチケットを徹底し、発熱などの症状が出た場合には外出を自粛し、
新型コロナ健康相談センター（0985-78-5670。24時間対応）にお電話を。
新型コロナウイルス接触確認アプリ（厚生労働省）をインストールしましょう▶▶ 接触確認アプリ

Google Play
接触確認アプリ
App Store

迅速で正確な情報発信（発信方法）
■県ホームページ（新型コロナウイルス感染症対策特設サイト）
■SNS（Twitter、Facebook等）でレベル変更の都度発信
■報道機関への資料提供 宮崎県

新型コロナウイルス
感染症対策特設サイト

宮崎県広報
Facebook

宮崎県広報
Twitter
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一般質問から
（令和２年６月定例会にて）

一般質問とは…
県民や地域の要望を県に要求したり、県の方針や県知事の考えを問いただすことです。各議員の考えや主張が
この一般質問でわかります。宮崎県議会では、議員は年4回の定例会で一般質問することができます。

予期しない妊娠をした女性が1人で悩まないために、いち早く相談・支援機関の窓口に繋げることが重要だと考えるが、県の見解は？質問

若者へネットで情報を届けるため、接待を伴う飲食店などのトイレに、相談窓口のQRコードを掲載したポスターを貼ってほしい。要望

また、民生児童委員や地域の団体などが、保育所や学校などと連携して子どもの見守りをし情報を共有して、支援を必要とする子
どもやその家庭を把握していると思うが、しっかりと支援ができているか？質問

本人や関係者が、相談窓口などの必要な情報にすぐたどり着けるような情報発信が重要だと考える。このため、保健所や女性専
門相談センターなど妊娠に関する相談窓口の情報を掲載したパンフレットや、県ホームページの相談窓口のQRコードを掲載した
ポスターやカードなどを、産婦人科や高校・大学などへ配布した。今後は、10～20代に向けてSNSの活用など、工夫していきたい。

答弁

宮崎市はまだ設置されていない。要対協や子ども家庭総合支援拠点を各市町村に早期に設置することを後押ししてもらい、
形だけでなく、しっかりと連携して、児童虐待の予防と対策に努めていただきたい。要望

地域の福祉関係者や学校、警察、児童相談所などの関係機関で構成する要保護児童対策地域協議会（要対協）を全市町
村が設置し、情報を共有しながら連携した支援に取り組んでいる。国は、その要対協に加えて専門的な相談体制や必要な調査、
訪問まで行う「子ども家庭総合支援拠点」を令和4年度までに全市町村に設置するよう方針を示している。現時点で、都城市、
串間市、高鍋町、新富町が設置済みであり、ほかの自治体も設置に向けた検討を進めている。

答弁

県立高校のトイレの洋式化率は？質問

改修工事の時期は？質問

38校の洋式化率は、25.2％（今年４月現在）で、男子トイレが30.4％、女子トイレが22.5％
（女子の大便器の総数が多いため）答弁

学校によっては、扉が内開きになっているところもあり、トイレブースの改修が必要になるなど、手間のかかる場合もあるため、
最短で9月ごろ、最長でも12月ごろの完了を目標に取り組む。このことにより、女子トイレの洋式化率は22.5％→38.4％まで引き
上げることができる。

答弁

県議になって最初の一般質問にて、トイレの洋式化について要望し、今回の補正予算にて
高校の女子トイレを洋式化することが決定！（予算：県の一般財源 1億3,300万円）

宮崎市を抱える中央児童相談所は、都城や延岡児童相談所と比べて児童数が
多く、相談件数も特に多くなっています。そこで、中央児童相談所を訪問し、専門
性のある児童福祉司の増員や事務所のフロアの拡充などを、前回の一般質問
で要望しました。結果、今年度は、法律的問題を支援するため弁護士2人を交替
で配置することや、相談体制を強化するため担当課を増やすことになり、事務所
フロアも広くなりました。
このように中央児童相談所の体制は強化していますが、まだまだ児童虐待件数
は減少になりません。
今回の一般質問では、０～３歳の児童虐待件数が多いことを取り上げました。
10代の女性が思いもよらない妊娠で悩み、付き合っていた男性は逃げて、どう
してよいかわからない…という事例があります。妊娠が信じられず、嘘であって
ほしいという不安な気持ちを、女性1人が抱え込まなければならない現実を、社
会がもっと真剣にくみ取ってあげるべきです。

児童虐待に関する相談対応件数（宮崎県）

平成30年度
被虐待児童の
年齢構成（宮崎県）
（相談対応件数総数 1,379件）
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県立学校のトイレの洋式化について

児童虐待防止について



義務教育である小中学校において、端末を整備後、オンライン学習を進めるために、県の今後の取組みは？質問

「　　　　　　　　　　　　　　」　　　　」を補正予算で提案した。まずは、県立中学校（五ヶ瀬中等教育学校、宮崎西高附属
中学校、都城泉ヶ丘高校附属中学校）等において導入し、その後、高校や小中学校に広げていきたい。答弁

県立高校において、オンライン学習に対応するための県の取組みは？質問

学校のICT環境や端末を持っていない生徒への対応などの課題があるため早急に「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を専決処分した。答弁

今や、仕事でも家庭でも、社会のあらゆる場所で ICT の活用が日常のものとなっています。コロナ禍でもオンライン授業が注目されていまし
た。学校休業時だけでなく、これからの時代を生き抜く力を育み、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、学校に行けない子どもたち
にも公正に学びの環境を確保するためにもICT環境整備は必要だと言えます。一人一人に応じた学びを実現することを狙いとして、高速大
容量の通信ネットワーク環境やコンピューター機器端末を一体的に整備するための経費が盛り込まれました。
義務教育である小中学校は、１人に１台…昨年末に閣議決定　　高等学校段階は３人に１台…自治体ごとの予算

令和２年度補正予算（教育関連）
※1  学びを支える学習システム構築事業

学びを支える学習システム構築事業※1

県立学校ICT環境充実緊急整備事業※2

事業の
目的・背景

事業内容

事業効果

学校ネットワーク環境の整備や生徒一人一台端末の整備を進める「ＧＩＧＡスクール構想」に合わせて、学校における教育の
情報化の実現を図り、未来を見据えた本県独自の学習システムを構築する。

新型コロナウイルス感染症を含めた緊急事態への対応、また、将来的には市町村の小・中学校及び県立学校での利活用も
考えられ、本県の教育の情報化を推進することができる。

① 県立中学校等におけるクラウド型学習システムの構築・運用（授業解説動画の配信、テスト・アンケート等の送受信など）
② 研修の実施…教職員を対象としたシステム活用のための研修の実施

※2  県立学校ＩＣＴ環境充実緊急整備事業
事業の
目的・背景

事業内容

事業効果

新型コロナウイルス感染症拡大による休業期間中や学校再開時の学びの保障に備え、今後のオンライン教育等に向けた取
組を加速するため、通信環境や貸出用タブレット等の機器を整備する。

全県立学校で、オンラインを活用した学び（遠隔教育）を推進する環境が整う

① オンライン教育等整備事業 
ア  オンライン教育提供のための通信機器等の整備51校 （学習動画作成や遠隔学習のためのカメラ整備） 
イ  ＧＩＧＡスクールサポーター配置 （教職員へのオンライン機器操作等の支援 ）
ウ  各校のインターネット回線工事・接続費51校 （遅れた学びをICT活用で補完、動画のアップロード）
② タブレットＰＣ緊急整備事業
ア  高校生用タブレットPC整備 （遅れた学びの補完。必要があれば貸出し）

切り花を中心に「みやざき花いっぱいプロジェクト2020」を始め、応援消費、需要喚起を進めている。また、国の2次補正によって、
次期作にむけた花き生産農家への支援として、10aあたり80万円の交付単価引き上げの支援策※３が出された。その周知や事業
申請について助言・指導などを行っていく。

答弁

長距離輸送に対応する鮮度保持や地球温暖化による品質の低下など課題への対応が重要である。このため、
流通対策として、鮮度を保つための輸送試験や、トラックの積載効率を高めるための出荷箱の変更を進めている。
生産対策では、ハウス内の高温を軽減するミスト装置の導入支援、高温に強い新品種の育成に取り組んでいる。

答弁

流通も含めた今後の花き振興策は？質問

新型コロナウイルス感染症による卒業式や結婚式などが縮小・中止になったこと
で、スイートピー、コチョウラン、ダリアなど、特に切り花の生産者に大変な影響が
でました。ほかに、バラを始め、キク、デルフィニウム、トルコキキョウ、千日紅、ユリ
など様々な花の生産者のところに伺いましたら、関東や関西への流通が止められ
ているので出荷できないこと。出荷しても二束三文しかならないので、そのまま花
が咲いた状態で廃棄処分する生産者さんもおられることなどがわかりました。
今回の被害についての対策をお伺いしました。

※3
高収益作物次期作
支援交付金のご案内

GIGAスクール構想（オンライン学習）について

花き生産への影響と対策について

（高校教育課）（予算：県4,600万円、国380万円）

（義務教育課）（県2,200万円）
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〒880-0951 宮崎市大塚町大坪2655-1 第五長友ビル1階
〒880-0956 宮崎市小松台南町11-8

事務所／
自　宅／

TEL/FAX（0985）47-9645　携帯：090-8416-4546
E-mail：nory22@lib.bbiq.jp
https://wakitani-noriko.com/

ご意見、ご感想をお寄せください

◆ 佐土原町生まれ、新富町立富田小・中学校卒
◆ 高鍋高等学校卒業（新体操でインターハイ出場）
◆ 武蔵野大学  通信教育部人間関係学部卒業（認定心理士取得）
◆ フリーアナウンサー歴  約30年
◆ 宮崎市議会議員２期
◆ 2019年4月～宮崎県議会議員1期目
◆ 厚生常任委員会 副委員長
◆ 防衛議会連盟 事務局長
◆ 自由民主党 宮崎県連 女性局長

コロナの影響で、大きなイベントやお祭りが中止と
なり、今年の収入が全く見込めない音響関係の皆
様の悲痛な声を県に届けました。今年開催予定で
あった国文祭・芸文祭は来年度に延期になりました
が、今後は密集を避けながらのイベント開催（ドライ
ブインシアターなど）を計画されています。様々な業
種の皆様方を私も精一杯支援してまいります。

要望書を提出
わきたに

国の持続化給付金 もう申請されましたか？

国の家賃支援給付金も始まりました。お見逃しなく！

感染症拡大により、営業自粛等、特に大きな影響を受けた
事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただ
くため、事業全般に広く使える給付金（持続化給付金）を支
給します。
売上が前年同月比で50％以上減少している事業者を対象
に、中小法人等は200万円、フリーランスを含む個人事業者
は100万円を上限に、現金が給付されます！

＊６月２９日から支援対象拡大！！
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告
した個人事業者」と「2020年新規創業者」が
申請可能となりました。

対象者
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優
業など、中小企業、小規模事業者、フリーランスを
含む個人事業者

締   切 令和3年1月15日（金）まで

申請方法 電子申請のみですので、書面では
できません。（右図参照）

申請サポート宮崎会場
住所 ： 宮崎市橘通1-8-11 TOKIWA２５ビル ４F
電話（コールセンター） ： 0120-115-570
Web予約 ： https://counter.jizokuka-kyufu.jp/JK-513
開場時間 ： 9：00～17：00

お問合せ 家賃支援給付金コールセンター ： 0120-653-930（８：３０～１９：００）

完全事前予約制

土地や賃料を支払いしている法人（最大600万円）や個人事業主（最大300万円）を一括支給

支援対象拡大
のお知らせ

持続化給付金
ホームページ

宮崎会場
Web予約

持続化給付金の申請方法
持続化給付金の申請手順

持続化給付金事務局で、申請内容を確認
※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。

申　請

持続化給付金ホームページへアクセス！

持続化給付金の申請用HP （https://jizokuka-kyufu.jp）
１

スマホでも
できる！

持続化給付金 検索

申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力［仮登録］２
入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、
［本登録］へ３
ID・パスワードを入力すると［マイページ］が作成されます
●基本情報　　　●売上額　　　●口座情報　　　を入力４
法人・個人の基本
事項と、ご連絡先

【通帳の写し】を
アップロード！

入力すると、申請金額を
自動計算！

必要書類を添付

５ ●2019年の確定申告書類の控え
●売上減少となった月の売上台帳の写し
●身分証明書の写し（個人事業者の場合）
※スマホなどの写真画像でもOK（できるだけきれいに撮ってください！）

通常２週間程度で、給付通知書を発送／ご登録の口座に入金

家賃支援
給付金
に関する
お知らせ

宮崎県音響照明舞台事業協同組合からの要望書を丸山議長に提出


