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午後３時 09分開議  

 

五 十 嵐 務 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

武田委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 五十嵐委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

五十嵐委員  あと１時間、お付き合いいただきたいと思っております。  

 予算特別委員会での質問を振り返ってみますと、 2018年の９月議

会以来かなと思っております。今任期に入って初めての予算特別委

員会であります。どうか皆さん方にはその辺を酌んでいただいて、

前向きな優しい答弁をお願いしたいと思っております。  

 まず最初に、子供を取り巻く諸問題についてお尋ねしたいと思っ

ております。  

 総務省はこどもの日にちなんで、国内外の子供の人数を取りまと

めたレポートを発表しております。今年も５月４日付で、我が国の

子供の数が発表されました。それによれば、 14歳以下の子供の人口

は、４月１日現在で 1,465万人であることが明らかにされました。

これは去年の同時期に比べ 25万人の減少で、 1982年から 41年連続の

減少であります。総人口に占める子供の割合は 48年連続の減少とな

っております。大変少子化が急速に進行している状況を再確認でき

ます。  

 去年 10月時点での確定値では、富山県では総人口に占める子供の

割合が 11.1％で、全国平均を 0.7ポイント下回り、全国で 38番目と

なっています。この状況についてどのように認識しておられるのか、

新田知事の所見を求めます。  
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新田知事  私もまだまだそう経験豊富とは言えないので、御期待に沿

えるかどうか分かりませんが、委員御紹介のとおり、令和３年の総

務省の人口推計によりますと、本県の 15歳未満人口の割合は 11.1％、

全国同様、前年を下回る状況が続いています。もちろん、分母であ

る総人口も減っているわけですが、それ以上に分子である 15歳未満

の人口が減っている。言わば、本県の高齢化率が高いという現状の

相対的な状況でもあろうかと理解をしております。  

 また、令和３年の厚生労働省の人口動態統計によれば、コロナ禍

の影響もあって、本県の出生数は 6,076人で過去最少となったとい

うことであります。危機的な状況にあると認識しています。  

 少子化に伴う人口減少は、企業の働き手の不足、また顧客という

面でも減少する、県民向けの様々なサービスが縮小していく、ひい

ては地域経済の縮小、地域の魅力の減退、そして若い女性を中心と

した人口流出といった悪循環にもつながりかねないと理解していま

す。大変重く受け止めており、県庁挙げてさらに対策を強化してい

く必要があると考えております。  

 以上、現状認識です。  

五十嵐委員  大変厳しい認識を持っておられると理解いたしました。  

 それでは、この後、少し具体的な問題点についてお尋ねしたいと

思っております。  

 最初に新型コロナウイルスの感染症でありますが、昨日は 113人

で４日連続前の週を上回っておりました。  

 第６波では、小学校、保育所、幼稚園での感染拡大が特に目立っ

ておりました。子供が小学校で感染してくれば、家庭の中でほとん

どマスクをしていませんから家庭内感染が広がり、その妹、弟が保
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育所へウイルスを持っていって保育園で感染が広がる、そういった

状況であり、学級閉鎖する学校も多くあったと認識しております。  

 インフルエンザですと、学級閉鎖、学年閉鎖の学校名も発表され

ていましたが、新型コロナについては全く発表されていません。学

校名の発表については議論いたしませんが、県内の第６波のクラス

ターのうち７割近くが小学校、保育所などの児童福祉施設で発生し

たと言われております。  

 現在までの 12歳以下の感染者数はどの程度に上っているのか、ま

た学級閉鎖した学校及び保育所、幼稚園は何校あるのか、木内厚生

部長にお尋ねしたいと思います。  

木内厚生部長  本年１月以降、今月 10日までの間に県内で確認されま

した新型コロナの新規感染者数は３万 3,336人となっていますが、

そのうち 12歳以下の方は 9,275人でありまして、全体の約 28％に当

たっています。  

 また、同じく１月から今月 10日までの報告によりますと、県内の

小学校 179校のうち 110校、 61％の学校におきまして、学級閉鎖、学

年閉鎖または休校が行われております。学級閉鎖と学年閉鎖と休校

の延べ数で足したものは 379件となっております。  

 保育所、幼稚園等につきましては 344施設ございますが、一部休

園または全面休園が 191施設、 56％の施設におきまして、延べ 362件

発生したと報告をされているところでございます。  

五十嵐委員  小学校でも保育所、幼稚園でも、大変大きな数かなと思

っております。  

 学校名が公表されないことによって、うわさだけが独り歩きをし

てしまうと。あそこの小学校で患者が出ているらしいと。そうする
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と、その地域にある保育所では、こちらにもうつってくるのではな

いかと、十分気をつけないといけないというような認識でありまし

た。  

 保育所ではクラスターは発生していませんでしたが、保育士さん

が遊具とか、それぞれ使っているものを毎日消毒する、そして、床

の消毒はシルバー人材センターに頼んで毎日消毒するというように

大変な苦労もしておりました。そういった意味で、しっかりと感染

予防に取り組んでいただきたいと思っております。  

 学級閉鎖されている厳しい状況の中で、子供の学びの機会は確保

しなければなりません。現場はどのように対応したのか、荻布教育

長にお尋ねいたします。  

荻布教育長  学校におきましては、児童生徒の学びを止めないよう、

手洗いやマスクによる咳エチケット、換気といった感染症対策の基

本を繰り返し指導いたしております。  

 また、休み時間などでも３つの密を避け、身体的距離を確保する

といった感染症対策を徹底するなど、集団生活における感染リスク

を可能な限り低減した上で、教育活動の継続と学びの充実に努めて

きているところでございます。  

 授業の実施に当たっては、感染対策を取る中でも充実感を味わえ

るように工夫をして取り組んできており、例えば、音楽では体育館

などの広い場所を利用して一定の距離を保ちながら合唱したり、理

科では１クラスを２つに分けて少人数編成で観察、実験を行うなど

しております。  

 また、学習発表会では学年ごとに時間を変えて実施して、他の学

年は教室でオンライン映像を視聴したり、また運動会では感染リス
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クを考慮し、生徒たちが実施種目を自ら考えてプログラムを組んだ

りするなど、工夫した取組を行ってきております。  

 一方で、学級閉鎖となった学級や濃厚接触などによって欠席した

児童生徒に対しましては、タブレットを利用して、双方向のオンラ

イン授業や授業動画の配信により、教育課程に沿って学習を進めて

おります。  

 県教育委員会においても、家庭での学びの充実を図りますため、

学習単元ごとの確認問題や、家庭でも取り組める身近な物事を題材

にした自主学習課題などをホームページに掲載しまして活用しても

らっているところです。  

 こうした取組によりまして学びを保障するとともに、児童生徒が

充実感を味わいつつ、主体性や協調性を持って取り組めるように支

援をしてきております。  

五十嵐委員  大変いろいろと苦労されて、しっかりと指導されていた

のかなと感じております。  

 感染拡大を防ぐには、ワクチン接種が何と言っても効果がありま

す。５歳から 11歳の子供も予防接種が受けられるようになりました。

特に慢性呼吸器疾患、先天性心疾患、また重症リスクの高い基礎疾

患となる子供たちに対して接種が進められております。県内では、

集団接種会場を設けず、個別の医療機関に限定して接種を受けるこ

とができます。  

 現在、県内での５歳から 11歳までのワクチン接種率の状況と、今

後の５歳から 11歳の子供に対するワクチン接種の考え方を木内厚生

部長にお尋ねいたします。  

木内厚生部長  県内の５歳から 11歳の子供を対象としたコロナワクチ
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ンの接種につきましては、各市町村におきまして３月から開始をさ

れています。  

 ワクチン接種記録システムの実績を見ますと、６月 13日時点で、

対象者約５万 7,000人のうち約１万 1,000人、約 20％の子供が２回の

接種を終了しているところです。  

 御紹介もありましたとおり、小児接種は基礎疾患を有する重症化

リスクの高い子供には特に推奨されているというものですが、一方

で、オミクロン株に対する発症予防効果に関するエビデンスが必ず

しも十分ではないといったこともありまして、接種について予防接

種法上の努力義務は適用されておりません。  

 こうしたことから、お子さんとその保護者の方に接種の理解を深

めて、その上で接種を判断いただくということが重要であると考え

ております。  

 県ではこれまでも、国に対しまして、小児の保護者等への分かり

やすく丁寧な情報発信といったことを要請してまいりました。県と

しましても、丁寧な情報発信に努めまして、引き続き希望する方へ

の接種が円滑に進むよう、市町村と連携をして取り組んでまいりま

す。  

五十嵐委員  先ほどの岡﨑委員の質問では、 12歳から 19歳までは 33％

ということでありました。今の説明では 11歳までは 20％ということ

でありますから、そこそこの接種率はあるのかなという気がしてい

ます。  

 ただ、５月の数字を調べてみたら、５歳から 11歳の感染者のうち

約９割が未接種だったと感じております。全体では約３割、 50歳以

上では８割以上の方が接種を受けているところは、約１割の方が未
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接種でありました。やはり、接種をすると基本的に感染予防に役立

つかなと思います。  

 今、努力義務とはされておりませんが、そういったどこで打つこ

とができるのか、あるいはこんなことに気をつけてくださいという

ことを呼びかけながら、しっかりと接種を受けられるようにしてい

ただきたいと申し上げておきます。  

 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、子供の世話が必

要な保護者に有給休暇を取得させた事業主に対する助成金、小学校

休業等対応助成金があります。小学校休業等対応助成金は、雇用主

の協力が得られない場合、休業した労働者本人が申請することも可

能となっていると聞いています。  

 小学校休業等対応助成金の周知方法と県内での申請状況を、中谷

商工労働部長にお尋ねいたします。  

中谷商工労働部長  今の助成金につきましては、昨年９月末に申請受

付が開始されましたが、これまでの間、県といたしましても、全国

知事会と連携をいたしまして、手続の簡素化や期限の延長等につい

て重ねて要望してきたところでございます。２回の延長を経て、今

月６月末まで延長されて運営されてきております。  

 県といたしましては、対象となる事業者や従業員の皆さんにしっ

かりと制度が周知をされ、認知をされ、活用されることが重要であ

ると考えておりまして、国と連携をいたしまして周知に努めている

ところでございます。  

 国におきましては、２月に各労働局に特別相談窓口を設置され普

及を図っておられます。県におきましても、ホームページや広報紙

「労働とやま」、メールマガジン等を活用いたしまして、事業主等
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へ周知を図るとともに、３月には県内の小学校並びに特別支援学校

に対して、関係部署を通じまして制度の周知を依頼したところでご

ざいます。  

 さらに、県内の経済団体に対しましても、３月、それから先日６

月７日でございますが、県及び富山労働局の連名によりまして、助

成金の周知及び活用について協力要請を行ったところでございます。  

 県内の申請件数につきましては、富山労働局に確認をいたしまし

たところ、本年２月以降の感染拡大を受けまして、３月以降に 900

件を超える申請がございまして、５月 20日現在で 1,020件となって

いるところでございます。  

 本助成金につきましては、先月 31日に支援対象がさらに９月末ま

で３か月間延長されることが国から公表されたところであります。

県といたしましても、必要な方に支援が行き届きますよう、引き続

き富山労働局等の関係機関とも連携しながら、様々な機会を通じて

丁寧に周知を行い、本助成金の活用が進むよう努めてまいりたいと

考えております。  

五十嵐委員  ９月まで延長されるということでありますから、今後も

また夏休み等に入っていくと感染拡大も心配されます。その辺しっ

かりと周知していただいて、県民の皆さんに利用していただければ

と思っておりますので、労働局としっかり連携していただきたいと

思います。  

 新型コロナウイルスの長期化は、子供たちの心にも影響を与えて

います。制限ある生活を強いられ、家で過ごす時間が長くなる中で、

家族に悩みを理解してもらえず行き場がないなど、家庭に関する悩

みが増えていると聞きます。イライラしている、朝起きられないな
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ど、サインに早く気づき対応しなければならないと思います。  

 コロナ禍で子供の鬱症状が増えていると言われていますが、県内

の実態はどうなのか、また、そのような子供たちについてどのよう

に対応しているのか、荻布教育長にお尋ねしたいと思います。  

荻布教育長  国立成育医療研究センターが昨年度末に実施をいたしま

した、 2021年度新型コロナウイルス感染症流行による親子の生活と

健康への影響に関する実態調査によりますと、小学５、６年生の

９％、中学生の 13％に鬱症状が見られたとの結果が報告されており

ます。  

 コロナ禍による学校行事などの制限や生活様式の変化によりまし

て、子供たちは様々な不安やストレスを抱えており、周りの大人が

これまで以上に子供たちの様子に目を配り、小さなサインをより的

確に把握し、早期に適切な対応につなげていくことが大切でござい

ます。  

 学校では子供の様子をきめ細かく観察し、個別面談を行いますな

ど、日頃から子供の発するささいな変化を見逃さないように努めて

おります。  

 また、学級閉鎖や濃厚接触者などで自宅待機となっている子供た

ちに対しても、オンライン面談を行うなどしております。  

 県教育委員会では、スクールカウンセラーなどを活用して、子供

たちに対して悩みや不安を相談することの大切さを教えるＳＯＳの

出し方教育を充実するよう、学校に働きかけをしてきております。  

 さらに、保護者に対しても、様々な悩みやストレスなどに関する

相談窓口を周知しまして、児童生徒の心のケアなどに配慮していた

だくようお伝えをしております。  
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 今後、心理学の専門家などとも連携し、教員や保護者を対象に、

子供のＳＯＳの受け止め方に関する研修を実施するなど、大人が子

供の発するサインを見逃さず、きめ細かな対応ができるように、教

員の資質向上や保護者の皆さんの意識の高揚に努めてまいりたいと

考えております。  

五十嵐委員  今後、そのＳＯＳの受け止め方の研修を行うということ

でありますから、しっかり研修を行って、子供たちの変化に対応し

ていっていただきたいと思います。  

 現在、富山市で市内の小規模な小中学校 27校を対象に再編計画を

策定し、各地域で意見交換会が実施されました。県と直接関係はな

いのでありますけども、４月８日から５月 28日まで 13地域で開かれ、

延べ 1,167人が参加したということでありました。  

 現在、富山市では、小学校は１校、 12学級から 18学級を適正規模

とし、適正規模なら少人数のグループ学習も大人数で学び合うこと

ができる、多様な学びが可能だと強調しているといいます。参加者

からは、地域に学校の存続を求める声が大半だったということであ

ります。  

 小学校の適正規模について、荻布教育長は県としてどのような見

解をお持ちなのかお聞きしたいと思います。  

荻布教育長  小中学校の学校規模については、学校教育法施行規則な

どにおきまして、 12学級以上 18学級以下が標準とされております。  

 平成 27年に文部科学省が策定をしました公立小学校・中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引におきましては、小規模校には個

別指導が行いやすいなどの利点がある一方、社会性の育成に制約が

生じるなど課題がある等もしておりまして、義務教育の機会均等や
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水準の維持・向上を踏まえて、設置者において、地域の実情に応じ

た最適な学校教育の在り方や学校規模を主体的に検討することが求

められるとされております。  

 学校は児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立を育み、社会の

形成者としての資質を養うことを目的としておりまして、集団の中

で多様な考えに触れることなどを通じて、思考力、判断力などを育

むとともに、社会性や規範意識を身につけることが大切でございま

す。  

 こうした教育の充実のためには、一定規模の児童生徒集団ととも

に、また教職員についても、経験、専門性、男女比などのバランス

の取れた配置が望ましく、一定の学校規模は必要であると考えてお

ります。  

 その一方、学校は各地域のコミュニティーの核としての性格を有

しておりまして、特に山間僻地、過疎地では、学校が地域コミュニ

ティーの存続に大きな役割を果たしているなどの地域事情も考慮す

る必要がございます。  

 こうしたことを踏まえ、再編に当たっては、地域とともにある学

校づくりの視点から、保護者や地域住民の皆さんの理解が得られる

よう、丁寧な議論を行うことが大切であると考えております。  

五十嵐委員  今ほどの答弁で、一方とされた後のほうが大変重要だな

と思っています。コミュニティーの核であって、そういった過疎地

の中心はやはり学校であるのかなと思っています。  

 富山市街地の以前にやった統廃合とは、随分と環境が違うのかと

思っております。通学時間の問題一つ取っても、バスに乗って１時

間行くのが本当に子供にとって健康なことなのかどうか、そういっ



 －１２－ 

たことも議論が必要であり、富山市には丁寧な住民への説明、慎重

な検討を私からも望みたいと思っております。  

 ところで、ＧＩＧＡスクール構想の推進で、公立の小学校のほと

んどで１人１台端末の体制が進められ、全校でＩＣＴ教育を活用し

た授業が本格化しています。  

 2024年度のデジタル教科書本格導入を視野に議論が進められてい

ますが、朝日町の小学校が文部科学省の実証研究校に指定されてお

ります。この実証研究の成果をどのように認識しているのか、教育

長にお尋ねしたいと思います。  

荻布教育長  朝日町では、令和２年度に文部科学省の指定を受け、小

学校で学習者用デジタル教科書の実証研究事業を行い、令和３年度

には県教育委員会のモデル校区として、中学校も含めて町全体で研

究が行われたところでございます。  

 朝日町では、デジタル教科書を活用した授業の公開や県教育委員

会主催の実証研究報告会において、この実証研究の成果を報告いた

だいているところでございます。  

 この成果としては、例えば算数、数学では、立体の展開図を立体

的な画像で確認することで理解度が高まりましたり、また英語では

音声機能を使い、繰り返し発音を聞くことにより自分のペースで着

実に語彙力が向上したなど、全般的に知識、思考力、判断力などの

面で効果が見られたところでございます。  

 また、個々の興味や関心に応じて柔軟に機能を活用しながら学習

に取り組めるため、学びに向かう意欲の向上も見られたところでご

ざいます。  

 また、児童生徒にとってだけではなく、教師の授業改善という面
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においても、デジタル教科書への書き込み、削除などが容易にでき

るという機能を生かして、児童生徒が試行錯誤しながら自分の考え

をまとめたり、反復して取り組んだりするなど、個に応じた効果的

な学びの場面設定が工夫をされており、デジタル教科書の活用効果

が見られたと考えております。  

五十嵐委員  朝日での実証研究の結果、活用効果が見られるというこ

とでありますから、今後、県下ほかの学校のＩＣＴ教育にも活用し

ていっていただきたいと思っております。  

 少子化の傾向に加えて、地方の過疎化の進展などによって、小中

学校の小規模化に伴い、教育上の課題や教員不足などが顕在化して

います。  

 また、学校行事、部活動の対応などでの教員負担増や新型コロナ

ウイルス感染症対策による臨時休校措置も背景に、教育現場におけ

る先端的なＩＣＴの活用の必要性が高まっていると言えます。  

 拠点間の遠隔授業や指導は、例えば、教育機関の減少や教員不足

などを背景に、高度な教育を受けることが困難な僻地への小規模各

校に対し、教育機会の地域間格差の是正策としても有効であると考

えられます。  

 教育分野におけるＩＣＴの利活用を加速させるために、どのよう

に取り組むのか、教育長にお尋ねいたします。  

荻布教育長  各学校では、授業だけではなく、生徒会活動やクラブ活

動、健康観察など、教育活動全般にわたってＩＣＴの活用が進めら

れております。  

 委員御指摘のとおり、時間的、空間的制約を超える、また双方向

性を持つなどのＩＣＴの特徴を生かした教育活動に積極的に取り組
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むことは、非常に効果的であると考えております。  

 県内では、これまでもこうしたＩＣＴの特徴を生かし、市内の小

規模校同士による遠隔協働授業ですとか、博物館などとリモートで

つないで専門家から展示物の話を聞く授業、また姉妹提携している

海外の学校とのリモート交流授業などが実施されてきているところ

でございます。  

 こうした取組により、時間や空間的な制約なく、他の地域との交

流や異文化との触れ合いが可能となりまして、多様な物の見方や考

え方を育むことが可能となります。また、通常では体験できない専

門的な事象に触れることは、子供の興味・関心を高め、理解を深め

ることにつながっております。このことから、ＩＣＴの活用は、学

校規模等による教育上の課題の解消にも有効であると考えます。  

 ＩＣＴの利活用を加速していくために、県教育委員会では、端末

の活用アイデア例を掲載しているホームページの充実や県内外の学

校間交流などの取組事例の紹介など、学校の実情に応じた取組がさ

らに進むよう支援をしてまいります。  

 また、昨年度から富山大学と連携をしまして、同大学から多大な

る御協力をいただきながら、ＩＣＴの活用に関する教員向けの研修

や動画配信なども実施しておりますほか、小中学校６校をＩＣＴ活

用モデル校としまして、大学院生による授業支援なども行っていた

だいているところでございます。  

 今後、こうした取組の充実により、教員の指導力向上とＩＣＴ教

育の推進にしっかり取り組んでまいります。  

五十嵐委員  小学校の適正規模というのは、単にクラス、児童数で捉

えるべきではないと思っています。小規模特認校としての存続や、



 －１５－ 

今ほど話があったような、ＩＣＴを活用して遠隔授業などで小規模

校の存続を図ることも検討すべき課題かなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。  

 13日の一般質問でも大門議員が質問していましたが、スポーツク

ラブの休日地域移行について簡単にお尋ねいたします。  

 これまで学校教育の一環として教員が担ってきた部活動の指導を

肩代わりする難しさ、あるいは生徒の受皿となるスポーツ団体が各

校の地域にあるのか、地域移行後、民間指導者への謝礼や練習場所

の確保など多くの問題がありますし、あるいは、平日指導する人と

休日、地域移行しての指導をする人との連携をどうするのか、そう

いった多くの問題があるというふうに理解しています。今後、地域

移行へどのように取り組むのか、教育長の所見を求めます。  

荻布教育長  本県では昨年度、国の委託事業を受けまして、高岡市、

黒部市、南砺市、朝日町の４市町の中学校８校において、休日部活

動の段階的な地域移行などについての実践研究を行いまして、その

結果見えてきた指導者確保や運営の費用負担などの課題について市

町村と共有をしてきたところでございます。  

 これを踏まえ、今年度は学識経験者や経済団体、関係団体などか

ら成る地域部活動検討委員会におきまして、地域のスポーツ・文化

関係団体や民間企業等の連携による指導者の確保のほか、保護者や

地域部活動の運営団体の費用負担などの在り方などについて検討を

し、地域移行の効果的な方法について意見を頂くことにしておりま

す。  

 今年度は、富山市、射水市、滑川市、小矢部市を加えた８市町で

実践研究を行うこととしており、年度内にはその実践を踏まえた報
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告会を行いまして、成果と課題を共有したいと思っております。  

 また、２年間の実践研究の成果を、例えば、連携校同士の合同部

活動方式や競技団体が運営する部活動方式など、幾つかのモデルに

分類しまして、地域移行の具体的な手法や方向性というのを示した

いと考えております。  

 県教育委員会としては、この部活の地域移行に向けて必要な財政

支援も国に要望しておりまして、市町村が来年度からの段階的な地

域移行を円滑に進めていけるよう、国の動きも注視しながら、持続

可能な部活動の方向性について助言をしてまいりたいと考えており

ます。  

五十嵐委員  そうですね。やはり国のしっかりした財政支援が必要で

あろうと思っておりますので、我々もしっかり応援しますので、国

に働きかけていきたいと思っております。  

 次に、高校の制度のことについてお尋ねします。  

 国の高等学校等就学支援金制度においては、公立高校では年収

910万円未満までが無償化となっていますが、私立高校では世帯年

収 590万円未満で授業料が無償となる所得水準に違いがあります。

教育の機会均等を確保するという観点から、この差を埋める努力が

必要であると考えます。  

 本県の私立高校において無償となっている生徒は、私立高校に在

籍する生徒のうちどの程度いるのか、岡本経営管理部長にお伺いし

ます。  

岡本経営管理部長  授業料が実質無償となる年収 590万円未満の世帯

に該当する生徒数は、令和３年度の実績ベースで約 2,600人でござ

います。これは、令和３年５月１日現在の本県の私立高校生徒数
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5,507人の約 47％を占めており、おおむね半数程度が無償化の対象

となっているところでございます。  

五十嵐委員  およそ半数の生徒が無償化の対象であるということは、

残り半数が負担が大きいということであろうかと思います。  

 世帯年収 590万円から 910万円未満の私立高校に通学する生徒には、

国の高等学校等就学支援金で、高校授業料相当額の 11万 8,800円、

県単独で年間３万 9,600円を支援していますが、世帯年収 590万円未

満の生徒と比較すると、支援額は年額で 23万 7,000円余り少ないの

が現状であります。  

 例えば、東京都では世帯年収 910万円未満の生徒は実質無償化と

なっているほか、埼玉県では世帯年収 720万円未満の生徒に対して、

県単独で年間 25万 9,000円まで支援しております。これは都市圏で

ありますから、一概に比較することはできないのかもしれませんが、

地方で言えば、福井県では平均授業料額を勘案して、県単独で 21万

6,200円を支援して授業料を実質無償化しております。  

 富山県でも助成金額を引き上げるべきと考えますが、岡本経理管

理部長のお考えをお聞きします。  

岡本経営管理部長  委員からお話のあった年収 590万円以上 910万円未

満 の 世 帯 に 対 し ま し て は 、 県 立 高 校 の 授 業 料 相 当 額 で あ る 月 額

9,900円に県単独で月額 3,300円を上乗せする支援を行っているとこ

ろでございます。この支援は、令和２年度に国の就学支援金制度が

拡充されたことにより、従来、県単独で行っておりました授業料減

免補助が不要になったことで浮いた財源を活用して実施することと

したものでございます。  

 このほかにも、県単独の支援といたしまして、低所得世帯や多子



 －１８－ 

世帯に対しまして入学時納付金への助成を行うなど、県としては、

これまでも所得や家庭状況に応じた段階的な支援に配慮していると

ころでございます。  

 委員から御紹介もいただきました他県の独自支援につきましては、

比較的大都市圏などが手厚く支援をしております。近県では、福井

県が 910万円未満は実質無償化、石川県は 730万円未満は年額約 14万

円上乗せしているところですが、 730万円を超える世帯への上乗せ

は行っていないところでございます。  

 また、新潟県や長野県をはじめ、全国の約４割強に当たる 20道県

では、県単独の上乗せは行っていないなど、各都道府県で支援の形

は様々な状況にあると認識しております。  

 委員御提案の授業料助成金額の引上げにつきましては、仮に福井

県並みに年収 590万円以上 910万円未満世帯を無償化する場合、県費

で多額の財源を新たに捻出する必要がございます。  

 このため、支援の在り方につきましては、財政の状況や他県の状

況を踏まえつつ、さらに教育の機会均等や子育て支援の観点も考慮

しながら、慎重に議論する必要がある課題と考えております。  

五十嵐委員  県費ですると多額の費用がかかるということで、そこが

ネックになっているのかなというふうにも理解はします。  

 ただ、富山県と福井県の私立高校の３年間の負担を試算すると、

世帯年収 590万円未満では大きく差がありませんが、 590万円以上

910万円未満では、入学金、施設整備費等含めると、福井県が約 35

万円なのに対して富山県は約 93万円と、その差は 58万円となってい

ます。  

 一方で、富山県の私立高校に進学する生徒の入学金や施設整備費
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を含めた３年間の負担を比較すると、世帯収入 270万円以上 590万円

未満と世帯収入 590万円以上では、約 70万円の差があると理解して

います。  

 教育とか福祉の分野においては所得制限を設けるべきでないと、

これは私の考えでありますが、この格差是正を国に強く働きかけて

いくとともに、県単独でも支給の上乗せを図るべきと考えます。  

 所得制限の考えも含めて、岡本経営管理部長の所見を求めるもの

であります。  

岡本経営管理部長  国の就学支援金制度につきましては、平成 22年度

の制度発足時は所得制限は設けられておりませんでしたが、平成 26

年の制度改正時には、教育に係る経済的負担の軽減を適正に行う観

点から、 910万円以上の世帯を支援対象外とし、所得の中央値であ

る 590万円未満の比較的所得の少ない世帯の支援が拡充されたとこ

ろでございます。  

 さらに、令和２年度から年収 590万円未満の世帯は私立高校授業

料が実質無償化された一方で、 590万円以上 910万円未満世帯への支

援が据え置かれたため、所得による支援の差が生じた経緯がござい

ます。  

 議員御提案の県単独での支援の拡充につきましては、福井県をは

じめ全国で先行事例があるものの、先ほど御答弁で申し上げました

けれども、新たな財源の捻出が最大の課題でございまして、県全体

の財政状況を踏まえた慎重な議論が必要であると考えております。  

 また、教育の機会均等という観点からは、所得による格差や都道

府県間での格差が生じないことが重要であり、国において格差是正

に向けた適切な措置が講じられることが望ましいと考えております。  
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 こうしたことから、県では、毎年県議会と共に国への重要要望の

中で制度の拡充を要望しているほか、全国知事会でも国の責任にお

きまして支援を充実するように求めているところでございます。  

 今後とも、私立高校生の就学上の経済的負担が軽減され格差がな

くなるよう、引き続き国に強く働きかけてまいりたいと考えており

ます。  

 なお、高校教育を受ける経済的負担を軽減することによりまして、

所得の低い世帯の子供たちが高校進学を諦めることがないようにす

ると、そのためにより一層努力を続けていかなければならないとい

うことは委員の思いと一緒でございます。  

 引き続き、所得と助成の適正な在り方を踏まえつつ、県立学校と

私立学校の差を埋める努力を引き続きしてまいりたいと考えており

ます。  

五十嵐委員  岡本部長と基本的には同じ考えであると理解しておりま

すが、一緒にしっかりと国に働きかけていきたいと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。  

 これまでもいろいろと子供を取り巻く環境について話をしてまい

りましたが、少子化対策として、女性の共働き、両立支援、不妊治

療などの保険適用など多岐にわたっております。何よりも、若者が

将来のリスクを感じることなく、自分の子供を自分が育った以上の

環境で育てられる状況を速やかに整えることが必要であろうと思っ

ております。それを確信して初めて結婚に踏み切れ、そして子供を

持とうと思う若者が増えてくるのだろうと考えております。  

 子供を取り巻く環境の整備は大切であります。子供を産み育てや

すい環境、子育てや教育費の負担が少ない、高度な教育を受けられ
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る、そんな環境であれば富山に住み続けたい、また移住してもいい

かなと思うのではないかと考えます。  

 先ほど瀬川委員が、子供たちに特化した政策をとおっしゃってい

ましたが、私も子供に優しい県、日本一を目指すべきと考えますが、

知事の所見をお伺いします。  

新田知事  おっしゃるように子供は地域の宝であり、未来の希望だと

いうふうに考えます。  

 ２年前、全国一斉の緊急事態宣言のときに、町から朝通学する子

供たちの姿が消えました。愕然としたことを記憶しております。  

 子供の笑顔と元気な声のあふれる活気のある社会を維持発展させ

ていくためには、社会全体で妊娠、出産、子育てを大切にするとい

う意識の共有に努め、県民総ぐるみで子育て世代を支え合う、子供

に優しい県を目指すことが必要だと私も同じように思います。  

 このため、これまでも私の公約として県民の皆様にお約束をした

大切な政策の一つである子育て環境日本一、この実現を目指して

様々な子供政策を打ってきたところです。  

 具体的には、子供を産み育てやすい環境として、乳幼児医療費助

成の拡充や保険適用外の特定不妊治療費への助成など、また持続可

能な小児医療提供体制の構築や児童相談所の機能強化の検討、教育

の充実としては、国に２年先行して小学校５年生までの 35人学級の

実施、また高度な教育を受けられる環境としては県立大学にＤＸ教

育研究センターの整備なども進めてきました。  

 また、来年４月のこども家庭庁の設置に先駆けて、その受皿とし

てこども家庭室を４月に設置し、また、部局横断的な企画立案や施

策を推進する、こども未来プロジェクトチームを先月設置したとこ
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ろです。  

 県民総ぐるみで支え合う機運醸成のために、ＰＲイベントやＳＮ

Ｓを通した映像発信などを行うとやま子育てイメージアップ事業を

実施するほか、公益社団法人日本青年会議所が提唱されるベビーフ

ァースト運動にも本県は運動の開始時から参加し、県内の全ての市

町村長さんもベビーファースト宣言をされるなど、運動の輪が広ま

っています。  

 今後も市町村や関係団体、企業等と連携し、子育て環境日本一の

実現に向けて、婚活期から妊娠期、そして子育て期にわたる切れ目

のない支援を全力で取り組むことによりまして、少なく生まれてく

る子供を一人一人大切に育て上げていく、そのような五十嵐委員の

思いにも大いに賛同しているところでございます。  

五十嵐委員  人口減少の時代でありまして、子供の数が増えるという

のはなかなか難しいと思っています。ただ、子供の割合 38位という

のは、何としてもそこを脱出して、全国の真ん中ぐらいまでに一日

も早く上げていきたいと思っております。  

 少し話題を変えまして、３月 12日にあいの風とやま鉄道の新駅、

新富山口駅が開業しました。地元が 10年にわたり設置を要望してい

たものであり、私も建設促進の同盟会の役員もして、このお手伝い

もしてまいりました。  

 今後は民間事業者による駅周辺の大規模な開発が進むことになっ

ており、駅を中心とした地域の活性化と発展も期待されております。  

 開業して３か月経過した現在の利用状況と、朝の通学時間帯の混

雑解消に向けどのように取り組んでいるのか、田中交通政策局長に

お伺いいたします。  
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田中交通政策局長  富山市中心市街地への新たな玄関口として開業い

たしました新富山口駅ですが、開業後の利用状況につきましては、

４月１か月間の１日当たりの乗車人員ですが、 210人となっており

ます。内訳を申し上げますと、通勤定期が 56人、通学定期が 64人、

定期以外が 90人となっております。  

 なお、新富山口駅周辺では、駅の東側で計画されております民間

事業者による宅地整備などの開発が進められることになっておりま

すので、今後新たな利用者の増加が見込まれるものと考えておりま

す。  

 また、あいの風とやま鉄道では、新富山口駅の開業に合わせて混

雑が予想されましたことから、３月のダイヤ改正において、朝の通

勤通学時間帯の上下２本の列車を、これまでの３両編成から４両編

成に増車しております。  

 また、４月には新富山口駅を含む８つの駅でホームに社員を配置

しまして、乗客の皆さんに、あまり出入口付近に立ち止まらないな

ど車内マナーの周知を行うなど、多くの方が安全に乗車できるよう

取り組んでいるところでございます。  

五十嵐委員  210人ということですから、まだまだ少ないのかなと思

っております。高岡のやぶなみ駅は、たしか１日 310人であったと

思っています。そういった意味で、今の県有地の開発が進んで、さ

らに最近では、県有地の東側にある民間の地面の宅地造成も近く始

まろうというような状況でありますし、西側についてもアパートの

建設が続々と進んでいるという状況であります。さらに、今後利用

者が増えるのだろうと思っています。  

 実は５月の連休明けに、地域に住む人から電話をいただきました。
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孫が高校に通うのに新駅を利用して大変便利になったということで

ありましたが、ただやはり、満員電車に乗ることに慣れていない子

供さんだったものですから、乗れなかったというような苦情も聞い

たところであります。  

 それを聞いて、私も今月２回ほど朝、駅へ行ってみました。やは

り小学校１年生の子が、多分附属小学校へ通うのでしょうけども、

ランドセルを背負って、本当に小さい子が足元に乗っているという

ような状況とか、車両によっては本当に満員のような状況もありま

した。  

 今はいいですが、今後、冬に向けて厚着の季節になると、さらに

混雑してくるのかと思いますから、混雑解消は適切に行っていただ

きたいと思っております。  

 駅が開業して喜びはありますけども、地域住民の人は大変不満も

持っております。駅の利便性向上につながる空間として、幾つかの

ことが求められております。  

 こうした中で、アクセス道路として整備された県道新富山口停車

場線は、使用開始後の現在も道路照明等が設置されていない状況が

続いています。主要地方道富山大沢野線から駅まで 616メートルあ

り、歩くと約７分かかります。夜間になると道路周辺に全く明かり

がなく、実際に歩いてみると危険も感じます。  

 新駅の整備に係るあいの風とやま鉄道と富山県、富山市の３者の

役割分担は、駅舎整備は鉄道会社、アクセス道路整備は富山県、駅

前広場の整備は富山市となっていました。  

 交通安全及び防犯のために、アクセス道路の道路照明は県に設置

責任があると考えるものでありますが、市井土木部長にお尋ねいた
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します。  

市井土木部長  県道新富山口停車場線は、起点となる新富山口駅から

県道富山大沢野線との交差点に至る新設道路として県が整備を進め、

新駅開業に合わせて本年３月に供用化を開始したところでございま

す。  

 委員お尋ねの道路照明施設は、道路構造令第 31条において、交通

事故の防止を図るために設ける交通安全施設とされており、国がそ

の設置基準を定め、県においてもこの基準に基づき整備を進めてお

ります。  

 県道新富山口停車場線においては、御指摘のとおり、本日時点で

は道路照明の設置には至っておりませんが、関係者との協議が調い、

今月上旬に終点側の県道との交差点における道路照明設置工事を９

月頃の完了を目途に発注したところでございます。  

 また、駅から交差点までの区間についても、Ｓ字カーブ部分に３

か所の道路照明を設置することとしており、道路の機能確保が図ら

れるよう努めてまいります。  

五十嵐委員  近く工事が始まるということで、大変喜ばしいと考えて

おります。  

 今は日が長いから、夜の７時過ぎまで明るいわけでありますが、

秋口に入っていくと、５時頃にはもう真っ暗になるということであ

ります。先ほど通学が約 64人もいるということで、学校から帰る子

供たちの安全のために、最低限の照明をきちんと整備していただき

たいと思っております。  

 もう一つ、新駅の開業に合わせて間に合わなかったものにトイレ

の整備があります。  
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 富山市が去年３月の定例会で、トイレについては富山市が整備し、

あいの風とやま鉄道が管理を行うことで協議を開始したと答弁して

おられました。しかし、１年後の開業時には整備されず、いまだ未

整備となっているのが現状であります。  

 現時点で、下水道本管はアクセス道路の整備に合わせ、駅前広場

の 100メートル手前まで敷設されております。整備に必要な上下水

道本管の敷設は、開発事業者が行うことになっているとも聞いては

います。土地の売却時または駅舎の工事、駅前広場の工事を行う時

点で、県と富山市、あいの風がきちんと話合いをして、駅の開業時

までに、先ほどの照明もそうでありますが、トイレも整備されるべ

きであったと考えております。地元からの要望の声が大きく、駅の

利便性を高めるためにも着実な整備を進めてほしいと思います。田

中交通政策局長にお尋ねいたします。  

田中交通政策局長  新富山口駅周辺の整備につきましては、県、富山

市、あいの風とやま鉄道、宅地開発事業者の間で定期的に協議を行

い、連絡調整を行っております。  

駅のトイレの整備については、富山市において設置することが決

定しております。富山市にスケジュール等を確認しましたところ、

現在、宅地開発事業者が上下水道管を駅前広場まで延長する工事を

含む開発行為について、本年秋頃の着手に向けて事前協議が進めら

れていると伺っております。  

 この開発工事は、宅地開発事業者がエリアを分割して施工すると

いうことになるのですけど、上下水道管を駅前広場まで延長する工

事など、トイレの供用に係る駅周辺の工事については早期に完成さ

せるため、第１期工事として着手する計画であると伺っております。  
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 また、富山市におかれましては、トイレを早期に整備するため、

工事着手前ではありますが、多目的トイレの整備でありますとか、

防犯カメラの設置など、トイレの使用について検討を進められてお

り、来年度中の供用開始を目指していると伺っております。  

 私も、新駅設置に当たっての地元要望につきましては、トイレを

強く設置されたということも十分承知しております。今後、定期的

な協議の場において、進捗状況の把握にも努めまして、富山市やあ

いの風とやま鉄道など関係者の意見も伺いながら、できる限り早期

の供用開始を促してまいります。  

五十嵐委員  開業してから１年余りたってできるわけでありますが、

こういったものは、やはり開業時に合わせてきちんと業者も含めて

協議して、それぞれの分担の中で仕事を進めていけば、開業には間

に合わなくても、若干遅れても工事が始まっていないことはなかっ

たと理解しております。これがワンチームの仕事だと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。  

 終わります。  

武田委員長  五十嵐委員の質疑は以上で終了しました。  

 以上をもって本日の日程は終了いたしました。  

 なお、６月 17日の予算特別委員会は、午前 10時から開会いたしま

すので、定刻までに御参集願います。  

 本日はこれをもって散会いたします。  

                     午後４時 07分散会  

 


