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津 本 二 三 男 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

永森副委員長  津本委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

津本委員  日本共産党の津本です。どうぞよろしくお願いいたします。  

 では、早速質問に入りたいと思います。  

 第１のテーマは、物価高騰対策についてお尋ねしたいと思ってい

ます。  

 １点目は、消費税の緊急減税についてです。  

 今、賃金の上昇のない物価高騰により、貧困世帯、失業者、多く

の年金生活者など、弱者の生活が急速に行き詰まっています。４月

の消費者物価調査によれば、水道光熱費や食料品など、生活必需品

は 4.8％値上がりしたとのことです。  

 こうした生活必需品を中心に、あらゆる分野で値上げラッシュが

起きている下で、消費税の減税は最も効果的な物価対策と考えます。

世界ではコロナ禍や物価高騰の中で、 89の国や地域が付加価値税、

消費税の減税に踏み出しているとのことであります。  

 県として、国に対し消費税の５％への緊急減税を求めていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。知事にお尋ねいたします。  

新田知事  消費税、地方消費税につきましては、国と地方を通じた厳

しい財政状況や急速に進んでいる少子高齢化、人口減少を踏まえて、

それまでの５％から平成 26年４月に８％、令和元年 10月に 10％、今

の水準に引き上げられ、かつその５％の引上げ分は国と地方の社会

保障財源とされているところです。  

 委員御提案の消費税５％への緊急減税につきましてですが、引上

げ分の消費税は、幼児教育の無償化などに充当されている社会保障
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財源としての位置づけを十分に踏まえることが重要であるというこ

と、また、消費税率引上げの際に改修された商店などのレジシステ

ムの再度の改修や値札の貼替え作業など、短期間で一斉に行う必要

もあるということで、事業者側の負担が極めて大きいのではないか

と思います。そういうことを考慮しますと、ここで減税という手段

よりも、財政支出によって対応するほうが望ましいのではないかと

考えます。  

 国においても同様の考えなのだと思いますが、原油価格や物価の

高騰による国民生活や経済活動への影響に機動的に対応する総合緊

急対策を４月末に閣議決定されました。  

 本県としてもこの国の対策を最大限活用して、６月補正予算案を

編成し、原油価格等の高騰による県民生活や事業活動への影響に迅

速に対応するための必要な支援策を盛り込み、本議会に提案してい

るところでございます。  

 この補正予算案をぜひ御審議いただき、ぜひ御可決、成立後には

速やかな執行に努めまして、事業効果を早期に発現させることで物

価高騰等、委員が御心配される現下の状況に対処してまいりたいと

考えます。  

津本委員  社会保障の財源になっているということですが、多分この

89の国と地域というのは、やはり同じように、そういった社会保障

の財源として導入されているのではないかと思っておりまして、や

はりそういうところで物価対策をどうするか、物価高騰をどうする

かということで踏み出しているのではないかと思っていますので、

できれば国に対しても私はそう願っています。県としても、できれ

ばそう求めていただきたいと思っています。  
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 では、次に入りたいと思います。  

 次は、インボイスです。消費税の適格請求書制度、いわゆるイン

ボイス制度についてであります。  

 インボイスの導入が来年 10月に予定されています。これに対し、

県議会は今年３月、シルバー人材センターの安定的な事業運営のた

めに適格請求書等保存方式導入に係る適切な措置を求める意見書、

これを全会派で賛成して採択しました。  

 内容は、インボイスが導入されれば、シルバー人材センターの会

員がインボイス発行事業者として登録しなければならず、消費税の

申告義務が生じるなど会員への負担が大きくなること。また、会員

がインボイス事業者として登録しなかった場合には、今度はセンタ

ーが仕入税額控除を受けることができず、税負担が増大することと

なること。センター事業に極めて大きな影響が想定されるため適切

な措置を求めると、そういった中身であります。  

 こうしたことは、シルバー人材センターだけではなく、フリーラ

ンスや個人タクシー、大工、商店や飲食店などについても同様に言

えるものであります。  

 インボイスは、これまでは消費税納税の義務がなかった年間売上

げ 1,000万円以下の零細な事業者、そうした人たちにも納税義務者

になることを迫り、経済的、事務的負担の増大を強いることは明ら

かであります。  

 零細な事業者やフリーランスを苦しめるインボイスの導入につい

て中止を求めるべきと考えますが、いかがでしょうか。やはり知事

の所見を伺います。  

新田知事  インボイスの制度につきましては、先ほども申し上げた令
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和元年 10月、消費税率 10％に引き上げた際に、低所得者などへの配

慮から、お酒、外食を除く飲食料等の税率を８％に据え置く軽減税

率とのセットで導入が決まったものです。そういう意味では、複数

の税率があって世の中を複雑にしているわけですが、でも、その趣

旨が低所得者への配慮ということなので、私はこの複数税率が存在

する制度になったということは、これは致し方ないというか、前向

きに捉えています。  

 そういうことになりましたので、売手が買手に対して正確な税率

適用や消費税額を伝達し、適正な課税や不正防止、益税の抑制など

の効果を確保する観点から、このインボイス制度というものを導入

されたわけでありますから、これは付加価値税―消費税もその一

つでありますが、徴収する国では広く採用されている制度というこ

とで理解をしております。  

 確かにややこしい話ではあるのですが、今申し上げたように、不

正の防止、それから適正な価格転嫁、益税の抑制などという意味で

は、煩雑なことかもしれませんが、今のところこれは致し方ない必

要な制度だと考えます。  

 昨年の 10月から、仕入税額控除の要件となりますインボイス発行

事業者の登録申請の受付が始まっていると。来年、令和５年の 10月

からは制度が開始されることになっています。仕入税額控除の対象

外となる年間売上げ 1,000万円以下の免税事業者からの仕入れであ

っても、導入後６年間は一定割合の仕入税額控除を認める経過措置

も設けられています。  

 この制度は、国会において十分に議論が重ねられたと理解をして

います。先ほど申し上げましたが、適正な課税を確保するために導
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入が決定したものであるということ。  

 国におきましては、今年９月をめどに事業者の準備状況や取引の

影響の可能性等について検証し、必要があればまた措置を講じると

されておられますので、制度の課題などがあれば、国においてしっ

かりと対処されるものと考えております。  

 免税事業者がインボイス発行事業者になるために必要な経費を支

援するとともに、個別対応する相談コーナーを各税務署に設置する

など、国としては円滑な制度開始に向けて体制を構築されておられ

ます。  

 県としても、国と共に、引き続き分かりやすくこの制度を周知す

るように努めてまいるのが、私どもの役目だと考えております。  

津本委員  聞いていいかどうかちょっと心配していますが、例えばシ

ルバー人材センター、ここでインボイス制度を導入すると大変なこ

とになるということで、県議会としては全会一致で国に求めていこ

うということで決めました。  

 例えば、このシルバー人材センターなどの、言わば適切な措置と

いうのはどういう考えでおられるでしょうか。  

新田知事  シルバー人材センターへの御懸念というのは、県議会の総

意ということは承知をしております。  

 このインボイス制度では、そのような免税事業者が行う取引でも、

取引先が売上げ 5,000万円以下の事業者で、かつ簡易課税制度の適

用を受けている場合には、取引先は仕入税額控除が可能であるとい

うこともあります。  

 また、顧客が消費者であるようなＢ  ｔｏ  Ｃの取引だけを行う免

税事業所であれば影響はないということも言われております。  
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 先ほど６年間の経過措置も取るということでありました。この間、

事務負担については、会計ソフトの開発や市販の請求書などの対応

が進んでいるところですので、国としてもこの事務負担の軽減に向

けて手厚い相談体制も整えておられる、またレジの導入、システム

改修への支援なども行っており、関係団体と連携しながら周知に取

り組んでいるところであります。  

 必要があって、今 10％に税額が上がったわけであります。それの

低所得者対策として、今、複数の税率が存在をしていて、それのた

めにインボイス制度というものがある。ここまでは御理解いただい

ていると思いますので、あと、この６年間という経過措置も経て、

だんだんとこれはこなれていくものだと思うので、言わば産みの苦

しみといいますか、慣れるまでのことだと思いますが、そのように

私は理解しています。  

津本委員  私はこなれていかないのではないかと思っています。結局

排除されていくと思っています。  

 例えば、シルバー人材センターの会員さんのお話は結構イメージ

しやすいのでお話しするわけですが、やはり、インボイスを扱う業

者になる―個人ですよ、高齢者も含めてその人がインボイスの制

度を使う、使いこなさないといけないというふうに求められてくる

わけですね。かつ、赤字であろうが税金を納めないといけない。消

費税そのものをね。これは決してこなれるものじゃないのではない

かと思っています。ちょっと無理があると私は思っていますので、

引き続き取り上げていきたいと思います。  

 では、次に入りたいと思います。  

 その次は年金です。すみません、国に対する働きかけばかりで申
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し訳ないです。  

 年金の支給額が今月６月の支給分から 0.4％削減されます。物価

高騰の中での年金削減です。年金生活者は大変になります。  

 年金は、老後の生活だけでなく地域経済をも支えています。富山

県内の家計最終消費支出は、平成 30年度の数字でありますけれども、

約２兆 5,000億円となっていました。そのうち年金は約 5,000億円

―これは令和元年度の数字です―となっていました。年金は県

内経済の約 20％を占めている、このように考えています。年金が下

がれば消費が落ち込み、県内経済にも影響が出ることになります。  

 物価高騰の中での年金削減を中止するように、国に対し働きかけ

るべきだと考えますが、いかがでしょうか。厚生部長にお尋ねいた

します。  

木内厚生部長  年金額につきましては、改定のルールがございまして、

毎年度改定が行われております。令和４年度の年金額につきまして

は、令和３年の物価変動率、さらに名目手取り賃金変動率、これが

ともにマイナスとなったということを反映しまして、前年度から

0.4％の引下げとなりました。これは、支え手である現役世代の負

担能力に応じた給付を行うという観点から定められた改定ルールに

基づくものであるということでございます。  

 国では、公的年金制度については、将来世代の負担が過重になる

ことを避けつつ、長期的な給付と負担のバランスを確保する仕組み

となっており、この仕組みの下で年金を支給していくことが制度の

持続可能性、信頼性という観点からも重要であるということで設け

られているルールであるという見解を示しております。  

 年金制度は社会経済情勢が変化する中で、全ての国民が安心して
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老後を迎えることができるよう、制度の持続可能性を高める必要が

あるものと考えております。年金制度の在り方については、国にお

いても議論が行われていると認識をしております。県としては、今

後とも国の動向を注視してまいりたいと考えております。  

津本委員  では、次に進みたいと思います。  

 県は物価高騰対策として、中小企業ビヨンドコロナ補助金におき

まして、省エネ・コスト削減枠を新設する、また、エネルギー効率

の向上する設備導入に対し、３年間実質無利子とする融資制度の拡

充をするとしています。  

 これは、さきの２月議会の経営企画委員会におきまして、私も気

候変動対策として求めていたものであり、歓迎しています。中小企

業における省エネ・コスト削減の取組が広がることを期待していま

す。  

 そこで、これらの制度の周知、活用促進にどのように取り組んで

いかれるのか、知事にお伺いします。  

新田知事  そもそもコロナ禍で、グローバルサプライチェーンに、言

わば過度に依存していました我が国経済でありますけども、その脆

弱なところが明らかになった、議員の御指摘のとおりだと思います。  

 例えばコロナ対策として、基本的に必要なマスクさえ全く手に入

らなくなったということ。我々は、経済力があれば足りないものは

買ってこられると思っていたのが、足元が揺らいでいるということ

でもあります。  

 そこに、昨年来の原油価格の上昇、さらにウクライナ侵攻、米国

の利上げによる急激な円安など、世界的な経済情勢の変動によるエ

ネルギーや原材料価格などの物価高騰の影響が懸念されています。  
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 これらは当面収束を見通すことは困難ではないかと考えまして、

事業者の皆さんには将来を見据えて、この言わば災いを転じて福と

なすような発想で生産性向上につながる対策を講じていただくこと

が大切と思い、このため、６月補正予算案において、中小企業ビヨ

ンドコロナ補助金の対象を拡充しました。  

 また、燃料、電力の消費抑制や原材料費等の削減に向けた取組へ

の支援を追加するほか、県の制度融資、設備投資促進資金の基礎額

を拡充して、３年間実質無利子とすることで、省エネにつながる設

備投資を促進する事業も盛り込んでおります。  

 それから、ビヨンドコロナ補助金の省エネ・コスト削減枠ですが、

通常枠または特別枠との同時申請も可能と。新たな取組であれば、

一次募集で既に採択された事業者も申請を可能としたいと考えてお

ります。前向きに取り組まれる方には県としても応えていきたい、

そのような趣旨でございます。  

 また、事業の実施に当たっては、ホームページやＳＮＳ等による

県や新世紀産業機構などでの広報に加えまして、商工団体や金融機

関などの支援機関とも連携して、事業者からの経営相談の際に制度

を御紹介いただくなどして、県内事業者でいろいろなチャンネルを

通じて幅広く周知に努めてまいります。  

 今回の制度の新設と拡充が、事業活動の再建、さらに成長発展に

つながるとともに、エネルギー消費効率の向上によるＣＯ ２の削減

など、環境面での効果にも期待をしております。できるだけ多くの

県内事業者に御活用いただけるように取り組んでまいります。  

津本委員  ぜひよろしくお願いします。私も期待しています。お願い

します。  
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 次の質問に入ります。観光キャンペーンの運用改善を求める質問

です。  

 １人１泊 5,000円の宿泊割引が、県内旅行だけでなく県外旅行に

も広げられています。隣県割が昨年 12月に始まり、今年４月からは

中部ブロック９県を対象とするブロック割に拡大されています。  

 問題は、割引対象となるのが事実上、大手旅行サイトなどを通し

て宿泊施設を予約した人に限られていることであります。県内の旅

行代理店を通した人は割引対象にならない。このことから、小さな

代理店はお客を取れない状況に追い込まれています。  

 このお話を伺ったのは５月下旬で、ブロック割が６月まで延期さ

れるときでありました。旅行会社の方は、延期のニュースを知って

がっかりされていました。６月に県外旅行が６件入っていたようで、

旅行会社を通せばブロック割が利用できないと相手方に連絡し、キ

ャンセルを促すとのことでした。  

 地域観光事業を支援するはずの補助金が、県内の旅行代理店に関

しては、逆に経営を追い詰める補助金となっています。国の制度設

計に問題があると私は思っていますが、ブロック県で連携し運用を

改善することができないのか、地方創生局長にお尋ねいたします。  

南里地方創生局長  本県をはじめとして各県で実施されている観光キ

ャンペーンでございますけれども、国の地域観光事業支援を活用し、

目的地となる都道府県がその割引原資を負担する制度となっており

まして、県ごとに割引内容や運用方法が異なっている状況でござい

ます。  

 このため、富山県民が他県で宿泊割引を受ける場合は、とやま観

光キャンペーンではなくて、当該県が実施するキャンペーンを利用
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する必要がございます。  

 また、旅行会社が他県の実施するキャンペーンの宿泊割引を適用

する商品を富山県民に販売しようとした場合、目的地となる県ごと

に契約を結び割引原資を請求する必要があるなど、現実的に運用が

難しい制度となってございまして、旅行会社にとって顧客への販売

機会の逸失につながる場合もあると、私どもも認識しているところ

でございます。  

 このため、昨年 12月に長野県、新潟県と連携しまして、国に対し

て、県をまたぐ旅行について、国で旅行会社の精算窓口を用意する

など、旅行業界の流通販売の実態を考慮した仕組みとするように要

望を行ってまいりました。  

 近く県民割が初めて全国に拡大されると、そういう報道もあるこ

とですから、今後、観光庁から詳細が示されましたら、速やかに制

度の仕組みを把握しまして、丁寧に利用者、それから事業者へ説明、

周知を行いまして、混乱がないように対応してまいります。  

津本委員  私はこれを聞いてびっくりしたんです。国の補助金が業者

を苦しめる補助金になってしまっている。国もそれは気がついてい

る、気がついているというか、耳に入っているとは思うのだけれど

も、なかなか改善されない。富山県の担当者ともいろいろ話はして

きたのですが、富山県だけの努力ではなかなか改善されない、でき

ないという話も聞きました。  

 どういうことでしょうね。Ｇｏ  Ｔｏキャンペーンがまた始まる

かもしれないと言われていまして、今、旅行代理店の皆さんはここ

に頼っている、頼っているといいますか待っている。早くこの事態

を抜け出したいという、もうそれだけで希望を抱いているというか。
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もしそれがブロック割みたいな形でもう１か月続くとなると、また

大変になってしまうわけで、私はぜひ国をも動かす富山県としても

努力できるものは努力するということで取り組んでいただきたいと

思います。  

 今後のこういったキャンペーンといいますか補助制度については、

二度とこういったことがないように求めていただきたいと思います。

一応答弁してもらおうかな。  

南里地方創生局長  御指摘いただいたことを踏まえまして、私どもも

課題と認識しているところは観光庁に丁寧に説明したり、それから、

実態について十分理解していただくように、他県とも連携して要望

しているところでございます。  

 次の県民割が全国に拡大されるタイミングで改善されるようにと、

引き続き声を上げていきたいと思いますし、丁寧に観光庁とも話を

していきたいと存じます。  

津本委員  よろしくお願いいたします。  

 では、次のテーマに入りたいと思います。  

 コロナ禍、そして物価高騰で生活に困窮する人がさらに増えてい

るものと考えています。  

 そこで、セーフティーネットとして生活保護がしっかり機能する

ように願って、以下質問いたします。  

 １点目は、生活保護法第９条には、必要なときに扶助しなければ

ならないという必要即応の原則―必要即応、すぐに応じるという

ことですね―この原則が定められています。しかし、県内の自治

体では保護決定、支給まで数週間かかっている例もあると聞いてい

ます。  
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 最近も、ホームレスで所持金が数千円と僅かであるにもかかわら

ず、福祉事務所からは保護決定までに３週間から１か月かかる。そ

の間の命をつなぐ資金である緊急小口資金の申請も、その３週間か

ら１か月先の保護決定をしてからと言われましたというお話をお聞

きしました。これでは生きていけません。  

 そこで、生活保護費、生活福祉資金の緊急小口資金の申請から支

給までにかかる日数について、県内の実態はどうか、厚生部長にお

尋ねいたします。  

木内厚生部長  生活保護法におきまして、生活保護の決定及び通知は、

申請のあった日から 14日以内にしなければならないとされています。

ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場

合その他特別な理由がある場合には、これを 30日まで延ばすことが

できると、こういうふうに規定をされています。  

 県内の令和３年度の生活保護の決定件数は 628件でございました

が、このうち約７割に当たる 430件については申請から 14日以内に

決定がされています。  

 各福祉事務所では速やかな決定に努めていますけれども、資産及

び収入の状況の調査に当たり金融機関に照会をして、そちらでの調

査に長期間を要するというような場合もあるという状況でございま

す。  

 また、支給ということでお尋ねがございました。決定から支給ま

での所要日数は１週間程度となっているところです。  

 また、生活福祉資金につきましては、できるだけ迅速に申込者に

資金交付できるよう行うものとするとされておりまして、こちらは

申請からおおむね７日間程度で交付をされているという状況です。  



 －１４－ 

 生活保護費、生活福祉資金のいずれも申請者が窮迫した状況にあ

る場合には、速やかに支給するなど、柔軟な対応に努めているとこ

ろでございます。  

 県としては、今後も指導監査あるいは担当者会議などを通じまし

て、速やかな対応が行われるよう指導してまいりたいと思います。  

津本委員  ぜひお願いしたいと思っています。この事例は、幾つかの

自治体の話も一緒に耳に入ってきたわけだけれども、やはり自治体

間で違う。すぐに支給といいますか、すぐに生きるお金の手配とい

うか、そういうものがされる自治体がある一方、今のようなホーム

レスで所持金が数千円で、あと何日生きられるんだと分かっていな

がら、３週間先まで待ってください。緊急小口も、それから先にな

って初めて申請できますということを言われてしまう。そんな形で、

自治体間でも様々に差があるなと思って実感しています。  

 県としてもしっかりと、この必要即応の原則とは一体どんなのも

のか、ぜひ指導というか、何て言えばいいんだろうね、理解してい

ただくというか、そういう取組を進めていただきたいと思います。  

 では、次に入ります。  

 ３年前にも議会の質問で、保護申請の相談に来られた方に、田ん

ぼを売ってから来てくださいとか、ホームレスの方に住所を用意し

てから来てくださいとかいった対応を問題にしました。  

 こうした不適切な運用が起きる背景には、福祉事務所の脆弱さ、

人員不足、人事異動サイクルが短いなどがあると考えています。そ

れを補うために、生活保護の運用に関し現場で起きている様々な事

案に対応できるように、県において手引書を作成する、また関係職

員の研修を行うなどが必要だと考えていますが、いかがでしょうか。
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厚生部長に所見をお尋ねいたします。  

木内厚生部長  生活保護は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を

保障する、そういう重要な制度でございます。実施主体であります

市及び県の福祉事務所におきまして、国が定める実施要領等に加え

まして、地域の実情に合った運用をすることが求められていると考

えております。  

 県ではこれまでも、福祉事務所への指導監査や生活保護の指導員

を集めた会議を定期的に開催しまして、国からの情報伝達に加え、

窓口における具体の事例等の情報交換を行いまして、また、新任の

ケースワーカーを対象とした研修会を開催するなど、福祉事務所を

支援しています。  

 各福祉事務所の相談窓口では、国が作成した生活保護手帳や問答

集により対応、事務を行っているわけですが、地域の実情に合った

運用や現場で起きている様々な事案への対応については、こうした

会議や研修会において意見交換をし、情報共有をしているというこ

とでございます。  

 県としては、今後とも各事務所単位での様々な事例を収集、提供

するなど、各福祉事務所での相談窓口で適切な対応が行われるよう

支援の充実に努めてまいります。  

津本委員  私は研修は大事だと思っています。やはり手引が必要では

ないかなと思っています。いろいろと聞いていますと、全国の都道

府県の中では、各県単位でちゃんと手引をつくっているところも結

構あると聞いています。  

 前回もこの話をしたと思うのですが、つくりませんという、そん

な答弁なんですね。私はつくったらいいと思うんです。  



 －１６－ 

 私も議員としては射水市が長いのですが、やはり担当者が替わっ

ていくのですよね。どんどん生活保護もバージョンアップしていっ

ているんですよね。それは研修で紹介されるのでしょうが、かつて

あった制度としてはこうあるべきだというものがしっかり身につか

ないまま、また替わっていってしまうというケースもあるんだと思

っていますので、やはり県としてしっかりとした手引書をつくって、

そういう保護行政に当たる手助けをするというか、そういうものを

支援していただきたいと思っています。要望しておきます。よろし

くお願いします。  

 では、次は扶養照会についてお尋ねします。  

 扶養照会が生活保護を受けるネックになっている。こういうこと

で、厚生労働省は、扶養照会に係る実務運用を昨年２月と４月に相

次いで訂正しました。  

 暴力、虐待を受けた場合については、これまでは扶養照会をしな

くても差し支えないとしていたのですが、扶養照会をしないことと

し、自治体の裁量ができないようにしました。  

 また、申請者の意向を尊重しなければならないこと、扶養照会は

扶養義務の履行が期待できると判断されたものに対して行うことと

いった旨の規定が追加されたと聞いています。こうした規定を受け

て、困窮者を支援する民間団体が申出書の様式をつくり公開してい

ます。  

 そこで、申請者がこうした民間団体が作成している申出書を活用

することについて、扶養照会をしてほしくないという意思を伝える

上で有効な手段の一つと考えますが、いかがでしょうか。厚生部長

に見解をお尋ねします。  
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木内厚生部長  生活保護では、扶養義務者による扶養が保護に優先す

るとされており、調査の結果、扶養義務の履行が期待できると判断

をされた方に対しては、直接扶養照会を行うこととされています。  

 一方で、扶養義務の履行が期待できないと判断される場合には、

基本的には扶養照会を行わない取扱い等をされています。  

 この扶養義務の履行が期待できるか否かという点に関しまして、

県内でも一部の福祉事務所におきまして民間団体が作成している扶

養照会に関する申出書といったものを活用して、申請者との円滑な

コミュニケーションに役立てたという事例がございます。  

 県としましては、こうした事例につきましても、各事務所に情報

提供いたしまして、それぞれの福祉事務所において申出書の活用も

含め、その対応方法を御検討いただきまして、ひいては適切な保護

の実施につながるよう努めてまいりたいと思います。  

津本委員  大変うれしい答弁が返ってきたと思っています。喜んでい

ます。各市の福祉事務所にもぜひ連絡いただきたいと、情報を提供

していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 次は、携帯電話の支援についてです。  

 厚生労働省は今年１月、「生活困窮者等へ携帯電話等サービスを

提供している事業者リストについて」という通知を出しました。  

 世田谷区社会福祉協議会では、この厚労省の事業者リストにも紹

介されているリスタート・ケータイ、これはそういう団体ですよね。

リスタート・ケータイと連携して、携帯電話の貸出しを事業化して

いるとのことであります。  

 携帯電話の所持により支援を効果的に進められると職員が判断し

た場合、相談者は金銭負担がなく、３か月間所持することができる
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とのことであります。  

 携帯電話が止まっていると、就職活動の様々な場面でハードルが

生じ、生活に必要な情報も得ることができません。携帯電話は生活

困窮者にとって命綱となっています。  

 生活困窮者に対して、携帯電話等の所持への支援が必要と考えま

すが、いかがでしょうか。厚生部長に所見をお尋ねいたします。  

木内厚生部長  生活困窮者の方にとりまして、携帯電話を保有できな

いことが就職活動上、様々な場面においてもハードルとなっている

という指摘を踏まえまして、厚生労働省では、過去の携帯電話利用

料の滞納等の事情から携帯電話サービスの利用が難しい生活困窮者

等への支援策としまして、そうした方にも一定の配慮の下、サービ

ス提供が可能な通信事業者のリストというものを公表してございま

す。  

 県におきましては、これを受けまして、各福祉事務所に対して内

容の周知を行っております。県内でも多くの相談窓口におきまして、

本人の状況に応じまして、国が公表している通信事業者の連絡先や

問合せの方法を御案内しているという状況です。  

 県としましては、国の事業者リストの活用のほか、生活福祉資金

の特例貸付などの支援制度を紹介するなど、各種福祉事務所の窓口

において、生活困窮者等に寄り添った支援が実施されるよう努めて

まいります。  

津本委員  実は私、携帯電話が必要なんだ、命綱なんだというのは、

今回勉強して初めて分かった状況でして、恥ずかしい限りです。  

 ただ、福祉事務所の担当の中でも、生活に困窮している人が何で

携帯を持っているのかなというような見方もあるのではないかと思
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っていますので、そうではないんだ、生活困窮者にとっては携帯が

本当に命綱なんだということも知ってもらうこと自体が大事だし、

寄り添った支援といいますか、そういった支援もぜひ前向きに考え

ていただきたいと願って次に入りたいと思います。  

 第３のテーマに入ります。地域交通の危機と再生に向けて質問し

たいと思います。  

 １点目は、公共交通の在り方そのものについてであります。  

 昨年、国は第２次交通政策基本計画を策定しました。この中にお

いて、交通事業が独立採算制を前提として存続することはこれまで

にも増して困難となっており、このままでは、あらゆる地域におい

て、路線の廃止・撤退が雪崩を打つ「交通崩壊」が起きかねないと、

こんなふうに危機感を表明しました。  

 それにもかかわらず、取組については、従来型の商業的手法に加

え、公助、共助、自助など、あらゆる手法を合理的かつ柔軟に組み

合わせるとし、従来型の商業的主手法を原則といたしました。  

 一方、地域交通の専門家からは、公共交通を再生するためには、

これまでの市場競争・自立採算重視の交通政策を見直し、公共負担

原則に見直すことが必要と指摘されています。  

 私はこの指摘に同感するものでありますが、県はどのように捉え

られているのか、交通政策局長に所見をお尋ねいたします。  

田中交通政策局長  県の成長戦略におきましては、「幸せ人口 1000万

～ウェルビーイング先進地域、富山～」の実現を県政の目指すべき

ビジョンとして掲げていることを踏まえまして、先般の地域交通戦

略会議におきましては、地域公共交通計画においても県民のウエル

ビーイングの向上を目指すとされました。  



 －２０－ 

 会議では、交通政策に精通されております有識者の委員の方々か

ら、計画策定の議論はいつの間にか目的と手段が逆転し、手段の議

論になりがちとの御意見をいただいております。  

 このため、事業者への経営支援ですとか、今御質問でありました

公共の負担といったことは大事な要素ではありますけども、計画策

定に当たりましては、県民のウエルビーイング向上の視点から、外

出機会や公共交通の利用機会を生み出す環境の在り方、また利用減

少からサービス低下、さらに利用減少という悪循環をもたらさない

鉄軌道サービスの在り方、交通分野以外の関係者も巻き込んだコミ

ュニティー交通の在り方などの点から議論を進めていきたいと考え

ております。  

 なお、公共の負担につきましては、こうした在り方の議論を踏ま

えた上で、地域交通戦略会議で議論していくことになると考えてお

ります。  

津本委員  しっかりと答えていただけなかったのだろうなと思ってい

ます。でも、いずれここのところが課題になってくる。どう見れば

いいのか。ただ、現状といいますか、これまでの自立採算制、市場

競争の中での公共交通はかなりなくなってきている。どう言えばい

いですかね、維持できなくて廃止になっているところが全国的にた

くさん出てきている。  

 そこで、国もこのままでいくと交通崩壊が起きかねないと言って

いるくらいですので、これは富山県がそういうところまで行ってい

るかどうかちょっと分からないのですが、やはり同じ課題が出てく

ると思っていますので、ぜひ。  

 私は、先ほどの公共交通の専門家の方の視点がやっぱり大事なん
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だと。国も動かし、富山県としてもそのスタンスで行かないといけ

ないというふうに覚悟を決めないといけないのではないかと思って

います。そういうことで、ぜひ検討いただきたいなと思っています。  

 では、次に入りたいと思います。  

 地域交通の専門家は、地域における公共交通の整備は、基本的に

地方自治体の責任とされ、政府は基本的に調整者の域を出ていない。

分権化を進めることは必要だけども、それにふさわしい財源が地方

に移譲されていないと指摘されています。  

 責任にふさわしい財源を地方に移譲するよう求めていくべきと考

えますが、いかがでしょうか。知事に所見をお尋ねいたします。  

新田知事  昨年の５月に閣議決定された交通政策基本計画において、

今後の交通政策の基本的な方針として、国、地方公共団体、交通事

業者、地域住民などの関係者が連携協働して、地域の実情に応じた

創意工夫や努力を重ねることにより、輸送サービスを維持確保する

とされました。  

 また、地域公共交通の持続可能性の確保に関して、交通事業が独

立採算制を前提とすることは、これまでにも増して困難となってく

るとの認識に立ち、地域公共交通の維持確保に必要な財源の在り方

について、国、地方の厳しい財政状況も踏まえつつ検討を行うとも

されています。  

 このため、５月 11日に国土交通大臣に対して、鉄道事業者の経営

基盤の安定化への支援について、私を含む 28道府県の知事の連名で

緊急提言を行いました。また、県の重要要望においても、地域公共

交通の維持、活性化や地域鉄道への支援充実を国に求めているとこ

ろです。  
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 地域公共交通の維持確保のため、財源を国に求めるという委員の

御提案、大切なことだとも考えますが、それを求めるに当たっては、

ただ何とかしてくださいというのではなくて、今後、本県の地域公

共交通をどうしていくのか、単なる路線の維持だけではなく、持続

することに対する公共性の確保などについて議論を行って、県とし

ての考えをまず持つことが必要だと考えます。  

 そのため、県では持続可能な公共交通の確保に向けた計画の策定

について議論を進めるために、先ほど来お話ししておりますが、地

域交通戦略会議を立ち上げたところです。  

 県民のウエルビーイングの向上が図られるようにという観点から、

市町村や交通事業者をはじめ幅広い関係者と―もちろん専門の有

識者も入っておられます―取り組んでいきたいと考えています。  

津本委員  ぜひ国に対して求めていっていただきたいと思っています。

ある県が、鉄道が大変な状況にあるからということで、上下分離方

式を何か導入するという、そんな検討がされたみたいですね。その

方向、そこに行くには財源をどうするかということが問題になって

結局、県民に税金を求めるみたいな議論で、それはそれでまた物す

ごい議論になっているようなイメージを持っています。やはりここ

が問題になってくるんだろうなと。  

 先ほどの民間に任せっきりでは駄目だというのはもうはっきりし

ている。では、公はどこまでどうすればいいのかということになる

のだけども、その視点はどこに立つのかということが求められてく

る。今度は財源をどうするということが求められてくるわけですの

で。  

 私が今回取り上げたのは、言わばセットになっていると思ってい
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ますので、私としては本当に公共交通が維持できるし充実できる、

そういった方向での検討をいただきたいと思っています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

 では、次に入りたいと思います。  

 先日、射水市の住民から、免許証を返納したが、富山大学附属病

院に行く公共交通がなくて困っている。やむなく 3,000円かけてタ

クシーで行っている。行き帰りの２便でよいから病院バスを出して

ほしいと訴えられました。  

 ２月県議会でも申し上げましたが、免許証を返納する高齢者が増

える中、そうした方々の交通手段を確保することが求められていま

す。特に複数の市町村を経由する地域公共交通の確保については、

県が主導的に取り組んでいただきたいと考えますが、いかがでしょ

うか。交通政策局長に所見を伺います。  

田中交通政策局長  地域公共交通は、中長距離の移動を支える鉄道や

幹線バスの路線と、生活圏内の身近な移動を支えるコミュニティー

バスなどの交通路線により成り立っておりますが、委員からもお話

がありましたけど、人口減少や新型コロナの影響等により厳しい状

況に今置かれております。  

 先ほど知事からの答弁もありましたが、国の交通政策基本計画で

は、関係者が連携して、地域の実情に応じた創意工夫、努力を重ね

ることにより輸送サービスを維持確保するとされております。  

 このため県では、複数の市町村を経由する移動については、円滑

に乗り継いで移動できるよう、バスなどの情報をオープンデータ化

しまして、民間の経路検索サービスでありますとか、ＭａａＳアプ

リにこういうものが活用されておりますので、官民連携で普及を図
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ることとしております。  

 一方、乗り継ぎによる移動が困難と見込まれる場合は、市町村な

どのコミュニティーバスやデマンド交通等を地域住民のニーズに適

した形で提供することが重要であると考えております。  

 県もこうした取組を支援しておりまして、先般も地域モビリティ

ーサービスに係る市町村・交通事業者合同会議を開催しました。こ

の会議では、免許証を返納された高齢者の移動手段を確保する官民

連携の取組を市町村の方々から紹介もいただいております。  

 県としましては、市町村や交通事業者などと連携を図りつつ、地

域の実情に応じた交通手段の確保に努めてまいります。  

津本委員  よく分からなかったですね。具体的に分かりやすく示すと、

例えば小杉駅から富大附属病院へ行く。そこは射水市を通って富山

市を通って病院に行く。こうやって２つの市を通っていく、そんな

バスが必要だということになるんですね。今の話だと、いや、そう

じゃありません。それぞれの市でやっているコミュニティーバスを

連携できるようなものにするなどということなのかなと聞こえたの

ですが、そういうことですか。  

田中交通政策局長  今、具体のお話をいただきましたので、私も射水

市といいますか、小杉駅から富大附属病院までの間を検索しました。

そうしますと、複数のルートが示されましたが、その一つとして、

小杉駅から呉羽駅まで乗車時間６分 230円、呉羽駅から附属病院ま

でバス 17分 100円という検索の結果も出ております。  

 そういうこともありまして、既存の輸送サービスをうまくつない

でいくと、そういう移動の在り方というのも、我々もちょっと普及

が足りないのかもしれませんが、そういうところも図ってまいりた
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いという趣旨でございます。  

津本委員  分かりました。ただ、高齢の方がそういうものを使いこな

せるのかなと。例えば、私たちだったら、あそこに行くのにどうか

なということで頑張ればやれるかなと思いますが、免許証を返納し

た人たちが、さあ、あしたからどうやってあそこへ行こうかという

ことが、そんな形でうまく利用できればいいのだけど、そこのあた

りの支援もぜひ考えていただきたいと思います。  

 ただ、今お話しされたことは分かりました。ぜひ可能なルートと

いいますか、しかもそんなに費用がかからないルートというものを

そういう形で提供していくというか、ぜひお願いしたいと思います。  

 テーマの第４は、ＰＦＩについてお聞きします。  

 １点目は、県武道館の基本設計の見直しや、今後行われるＶＦＭ

評価等についてであります。  

 ２月県議会におきまして、県武道館の基本設計の見直しに当たっ

ては、県内武道関係者などの要望を取り入れたものについては損な

わないようにするとの御答弁がありました。その検討は密室で行う

のではなく、県民にも公開して意見を求めるべきだと考えています。  

 また、２月県議会においても申し上げましたが、国のＰＦＩ事業

の審査委員などを務めてこられた岸道雄氏は、イギリスと日本のＰ

ＦＩを比較した上で、日本のＰＦＩについても、ＶＦＭ評価におい

て客観性と透明性に問題があり、恣意性を排除できないとされ、県

民がチェックできるよう算定根拠などの公開を提言されています。  

 基本設計の見直し、また、今後行われるＶＦＭ評価などに当たっ

ては県民にオープンな形で検討すべきと考えますが、いかがでしょ

うか。知事に所見を伺います。  
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新田知事  富山県武道館の基本設計につきましては、主な利用者であ

ると想定される県内の武道団体の方々と様々な協議の結果を踏まえ

て策定したものでありますから、その見直しに当たりましては、武

道館としての本来果たすべき機能あるいは利便性が損なわれない範

囲内で、機能の向上あるいは生涯費用の削減につながるようなバリ

ューエンジニアリング提案の受付が基本となります。  

 また、ＶＦＭについては、昨年度実施しました民間活力導入可能

性調査の際に算定をし、一旦公表しているところですが、今後実施

する特定事業選考時あるいは事業者選定時には改めて算定すること

としています。  

 こうしたＰＦＩ事業の手続を進めていく上で、県のＰＦＩ活用ガ

イドラインでは、ＰＦＩ事業ごとに事業者選考審査会を設置し、競

争性、公平性、透明性を確保した中で進めていくこととしています。  

 このため県では、外部の学識経験者の皆さんなどから成る富山県

武道館ＰＦＩ事業者選考審査会、これを設置します。そして今後、

実施方針の策定あるいは特定事業の選定、入札、そして、事業者選

定のそれぞれの段階において客観的な評価や検証を行い、あわせて

バリューエンジニアリング提案やＶＦＭ評価についても審査をいた

だくことにしています。  

 県としましては、引き続き、富山県武道館の整備、運営がＰＦＩ

により効率的かつ効果的に実施されるかを十分検討しますとともに、

選考審査会の委員の御意見も踏まえて作成するＶＥ提案要領も含む

実施方針、またＶＦＭ評価を含む特定事業評価及び事業者評価につ

いては、その都度公表をいたします。  

 意思決定プロセス等の透明性、客観性の確保に、委員の御指摘も
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ありますので、十分に留意して適切な手続の執行に努めてまいりた

いと思います。  

津本委員  今の話で、ぜひオープンな形で進めていっていただきたい

と思います。  

 この中で出てくるＶＦＭ評価で使われた算定根拠、次回は公開さ

れると理解していいですか。知事にお願いいたします。  

新田知事  先ほど申し上げました富山県武道館ＰＦＩ事業者選考審査

会というものを設置します。そこにおいて、実施方針の策定あるい

は特定事業の選定、入札、そして事業者選定など、富山県武道館の

整備、運営に関して専門的な事業を審査するため、先ほどの公開の

話ですけども、公開するとしたら、場合によっては外部から圧力が

かかったり、干渉等があったり、そういう影響があることが懸念を

されます。それによって委員が就任に難色を示される可能性もある

ので、このように都度公表しながら進めるという、そんなやり方を

考えていることであります。  

 なお、他県の事例を見ても非公開としている例が多く見られてい

ます。選考の審査会は非公開としますが、選考審査会での審査を経

て作成されるＶＥ提案要領を含む実施方針やＶＦＭ評価を含む特定

事業評価、また事業者評価については、その都度公表をさせていた

だきます。  

 もちろん、債務負担行為の設定、また事業契約の締結などの際は、

これはもちろん県議会の議決事項ですから、県議会議員の皆様の前

につまびらかにお示しして御判断いただきたいと思います。  

津本委員  ぜひＶＦＭ評価の算定根拠となるものも、今度は私たちも

分かるような形で公開していただきたいと思います。  
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 では、最後の質問に入ります。Ｐａｒｋ－ＰＦＩについてであり

ます。  

 県では８か所の県立都市公園を対象に、民間活力の導入に向けた

サウンディング調査に取り組むとされています。サウンディング調

査とは、民間事業者からアイデアを出してもらい、対話を通して市

場性や事業フレームを検討するための調査だとのことであります。

主としてＰａｒｋ－ＰＦＩの導入を考えているとのことであります。

全国的には京都、東京、神奈川などＰａｒｋ－ＰＦＩを先行して導

入しているところもありますが、樹木を伐採するなど問題のあると

ころも少なくないと聞いています。樹木を減らせば減らすほど、管

理費を軽減できるからでありますが、収益を上げることを目的とす

るＰａｒｋ－ＰＦＩではこうした弊害もあるということを御承知で

しょうか。  

 そこで、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ導入に当たっては、収益性だけでなく

自然環境の保全など、公園としての公益性をどのように担保してい

くのかについて土木部長の所見を伺います。  

市井土木部長  委員御紹介のとおり、県では今年度、８つの県立都市

公園を対象に、公園の魅力向上に係る民間活力導入、いわゆるＰａ

ｒｋ－ＰＦＩ等の可能性やそのアイデアについて把握するため、幅

広く提案、意見を求めるサウンディング調査を行うこととし、現在、

県のホームページで募集しているところでございます。  

 都市公園は県民が憩い、安らぎ、楽しむ場となるほか、緑の拠点

として重要な施設であることから、募集に当たり、提案等に対し県

が求める事項を記載した実施要領において、提案施設は自然環境、

景観及び周辺住民の生活環境に配慮したものとするよう要件として
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求めているところでございます。この要領を踏まえ、配慮がなされ

た提案をいただけるものと考えております。  

 その後、県では有識者等から成る委員会を設置し、自然環境等に

関連する分野の専門家にも御参画いただき、御意見を頂戴し、御意

見を踏まえ、応募のあった提案を基に実現性などを整理します。そ

の上で、実際にＰａｒｋ－ＰＦＩの導入対象となる公園の選定や整

備範囲、条件等を内容とする整備方針案を作成し、県民の皆様に公

表したいと考えており、その上で改めて事業者を公募することとし

ております。  

 こうした手続を経ることで、自然環境にも配慮がなされるものと

考えております。  

津本委員  これで終わります。ありがとうございました。  

永森副委員長  津本委員の質疑は以上で終了いたしました。  

 暫時休憩いたします。  

 休憩時間は 10分間といたします。  

                     午後３時 00分休憩  

 

 


