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午前 11時 03分開議  

 

岡 﨑 信 也 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

武田委員長  岡﨑委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

岡﨑委員  おはようございます。立憲民主党・県民の会の岡﨑信也で

ございます。  

 委員長、まず、資料の掲示と配付の許可をお願いしたいと思いま

す。  

武田委員長  許可いたします。  

岡﨑委員  これは、今、非常に問題になった出生実数と婚姻実数の推

移、富山県版であります。知事もすぐに報告されて県の見解も述べ

ておられました。実は私がこれを取り上げたのは、皆さんのお手元

を見ていただけると分かるのですが、今、政権のほうで新しい資本

主義ということで投資型の金融政策が持ち出されているわけです。

このグラフを出したのは、婚姻数とか、落ち込みがあるんです。こ

の赤いところが婚姻数になっているのですが、平成 23年のところが

落ち込んでいます。これは何が起こったかというと、東日本大震災

だったんです。その前、平成 20年からはリーマンショックが起きて

いるんです。そういうことで、社会不安が婚姻数、出生数に影響を

与えているというふうに思っているんです。その直後に出されたの

が実はアベノミクスなんです。アベノミクスは、自民党会派の皆さ

んもよく言っておられたように、うまくいっているという感じで言

っていたのですが、やはり経済的にはうまくいっていた面もあるか

もしれませんが、一方では、言われているように、格差とか分配政
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策としてはどうだったのかなということは言われ続けたと思ってい

ます。  

 今回、一番末端が令和２年になっていますが、そこの婚姻数も、

これ、コロナですよね。そして、今言われている原油高、それから

円安、経済、そして医療、病気といった、そんな猛威を振るってい

るところで、ここでまた新しい資本主義という形で、岸田首相がい

ろいろ言っておられますが、やっぱり投資型だと思うのです。そう

いう証券商品を使おうということになると、当然リスクを伴います

し、言ってみたら、リーマンショックみたいなことが今後起こらな

いのかと言ったら、いや、起こるかもしれないですよ。  

 リーマンショックのときは、恐らく富裕層にだけ影響があったの

だろうと思いますが、国が政策的に進めるとすれば、もしそんなダ

メージがあった場合には、生活困窮に直面している皆さんにまで発

展しかねないと私は思うわけです。  

 今日は、年金引下げが始まるというような話も― 0.2％ですか、

出ていましたが、今朝の新聞を見ていると、米の金融引き締め等で

金利が 0.75％、当初の 0.5％よりも上回って、この物価上昇を抑え

るために金融引き締めもやるというニュースも報道されていたわけ

で、そういうことでいくと、やはりこの社会不安が高まっていると

きに投資というリスクを伴うような政策が的確なのかというのは非

常に疑問に思いますし、それよりも、もっと末端まで分配をやって、

例えば消費税も少し時限的に引き下げるなど、これは立憲民主党が

言わせてもらっているのですが、そんなようなことも本当は必要で

はないかと思うんですよ。  

 地方創生の面から言うと、この人口減少政策というのは県にとっ
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ても重要な施策だと思いますので、まず冒頭、知事に見解をお聞き

したいと思います。  

新田知事  国では、さきに閣議決定されました骨太の方針 2022、この

中で、コロナ禍でさらに進む人口減少、少子高齢化などの様々な社

会課題について重点的に投資をしていくということ、また、規制や

制度改革により、経済社会の構造の変化に対してより持続可能なも

のに変革する新しい資本主義というものを進めるとされておられま

す。  

 この骨太の具体的な話は、成長と分配をともに高める人への投資

を重点投資分野として掲げ、また、生産性向上の支援なども通じて

地域の中小企業も含めた賃上げを推進する、さらに、経済社会の構

造変化への対応に向けた包括的な税制改革の検討を進めるとしてお

られます。  

 国において、この成長と分配の好循環、これが実現されれば本当

にすばらしいことだと思います。これが達成されるように、この新

しい資本主義に向けた取組を着実に進めていただきたいと地方自治

体を預かる者としては切に思っております。  

 この新しい資本主義というものですが、ようやく最近、全貌が見

えてきたと思っておりますが、過度な経済格差の発生といった市場

偏重主義の弊害、これが委員がおっしゃるアベノミクスの負の部分

だった、あるいは、アベノミクスにかかわらず、 1980年代まで遡る

サッチャリズムとかレーガノミクス、これらの負の側面だったのか

もしれませんが、これを乗り越えて、持続可能な経済社会システム

を実現することだと考えております。  

 今、富山県が進めております、富山県成長戦略が目指す富山県民
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一人一人のウエルビーイングの向上と経済成長の好循環の実現は、

まさに私はこの地方における新しい資本主義の実現であると考えて

おりますし、また、地方だからこそ、この新しい資本主義というの

はよりよく達成されるのではないかと思っています。  

 その実現に向けては、委員御指摘のように、自助だけに要求する

のではなく、県と市町村の連携、あるいは官民の連携、そして共助

の促進も大切なファクターだと考えております。  

 私は、この富山県成長戦略と新しい資本主義は大変に親和性のあ

ることだと思いまして、国の施策とも連携しながら、あるいは国の

施策を大いに活用しながら、本県の成長戦略の取組を進めてまいり

たいと思いますし、次世代を担う若者が将来に希望を持てるような、

先ほど瀬川委員の御質問にもありましたが、そのような希望を持っ

て進めるように、そして、今、貴重な資料も提供いただきましたが、

日本ではほとんどと言っていい、子供は結婚したカップルから生ま

れておりますので、この婚姻の実数と出生数の実数は強い相関関係

があるわけであります。結婚したい人が―多くの人はしたいと望

んでいるというのが統計であります―したいときに結婚できるよ

うな、そんな側面からの支援も積極的に行ってまいりたいと考えて

います。  

岡﨑委員  ありがとうございました。  

 やはり、この政策がどうあるか、評価というのはこれからだと思

いますけれども、何といっても、先ほど瀬川委員もおっしゃられま

したが、やはり希望を与えるような政策を打つということが、この

婚姻とか出生数、これにいい影響を与えるのだろうと思うんです。  

 たまたまＮＨＫの番組を見ていたら、元厚生労働省の事務次官を
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しておられました村木さんが出ておられまして、お話を伺っておっ

たら、客員教授か何かをやっておられるのですが、大学１年生の講

義をしていたら、子供たちがこんなこと言うらしいですよ。面白い

なと思ったのは、何に社会不安を感じるかというと、通勤電車で乗

っているおじさんたちに元気がないとか、こういうところに子供た

ちが社会不安を率直に感じていたり、例えば、ブラック企業、まだ

まだやっぱりあるなとか、そんなことに社会に対して不安を持って

いるということ。若い人たちは将来をちゃんと見ているということ

だと思うんです。自分たちの将来設計、生活設計をちゃんと考えて

社会を見詰めているということだと思いますので、やはりどんな政

策であれ、富山県はとにかくウエルビーイングを目指して元気にな

るように頑張っていかなくてはいけないなと思っています。  

 問２に行きます。  

 ６月補正予算についてでございますが、富山県賃上げサポート補

助金では、中小企業が事業場内の最低賃金を一定以上引き上げ、設

備投資を行った場合に、その費用の一部を助成する国の業務改善助

成金に対して県が上乗せ支援をすることにしています。  

 ６月補正予算で計上している富山県賃上げサポート補助金につい

て､中小企業というのは大変ウエートが高いわけです。 99.7％です。

中小企業といっても、かなり大きな会社もあるわけで、従業員は

69％を占めていらっしゃいます。  

 このような中において、そこで働く皆さんに対して賃上げ効果を

出すということは非常に元気の源になると私は思っていますが、そ

の効果をどのように見込んでいるのか、中谷商工労働部長にお聞き

をいたします。  
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中谷商工労働部長  当面終息が見通せない世界的な情勢によりますエ

ネルギーや原材料価格の高騰の中で、景気の着実な回復を図り、国

民が安心して生活できるようにするためには、企業の生産性向上等

の成果が賃金の上昇、さらには消費の活性化につながっていく、そ

ういう好循環を持続的なものにすることが必要であると考えており

ます。  

 県ではこれまでも、ビヨンドコロナ補助金等によりまして、中小

企業等のＤＸ推進、販路開拓など生産性向上等を支援してきており

ます。６月補正予算ではさらに、要件をこれまでの売上高の減少に

加えて利益率の減少を追加すること、省エネ・コスト削減枠を新設

することなどを盛り込んでおります。  

 また、今、委員から御紹介をいただきました、国におきましては

賃金の底上げを行う事業者の設備投資を支援する業務改善助成金を

設けていることから、県におきましても、これに上乗せ補助を行う

富山県賃上げサポート補助金を新設いたしまして、まさに国と共に

様々な機会を捉えて、賃金の引上げ機運を醸成していきたいと考え

ております。  

 加えまして、商工団体による地域資源の活用を促進し、消費喚起

の取組を支援いたします地域内消費喚起プロジェクト支援補助金を

盛り込んでおりますが、賃金の引上げ効果がはっきりと目に見える

ものになりますには、これらの経済の好循環が全国的に持続的なも

のになる必要があると考えております。  

 県としましては、こういった全体の好循環を図る事業がその一助

となりますように、労働局や商工団体、金融機関など関係機関とも

協力をいたしまして取り組んでまいりたいと考えております。  
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岡﨑委員  ありがとうございました。  

 やはり、言われたように、好循環なんですね。賃金を引き上げて、

購買力が増して、そして生産性が拡大して、またそれが返ってくる

という循環をつくっていかないと駄目だと思うんですよ。その一つ

の方法として、これをやったら賃金が引き上がって循環できるので

はないかという可能性も大きいと思いますので、ぜひぜひ頑張って

いただきたいと思います。  

 続いて、米の事情についてお聞きしたいと思います。  

 先ほどもあったのですが、やはり食料自給率からいくと本当に厳

しい、我が国は厳しいですよね。４割しか自給率がないということ

ですから、６割は他国の食料に頼っているということだと思うんで

す。今、ウクライナ危機とかいろいろあって、これまで入ってきた

ものが入ってこなくなっています。これがもっとひどくなると、例

えば、生産している国も、自分の国の自給率のために、自給能力の

ために出さないということだって考えられると思うんですよ。  

 補正予算では、いろんな米粉ですとか、いい提案もあったわけで

すけれども、やはりそれも大事としながらも、この米そのものの需

要をどう高めるのかということが私はテーマだと思うし、そして生

産を増やして主食米としてやっていくことが重要ではないかと思い

ます。  

 最近、富富富もちょっとトーンダウンしているんじゃないかなと

心配しているのですが、この当初予算で提案されたものもウクライ

ナ前の話でしたから、その後のことも含めて強化していく必要があ

ると思うのですが、この件に関しまして横田副知事に答弁をお願い

したいと思います。  
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横田副知事  委員御指摘の米でございますけれども、まず、国内の米

の需要でございますが、近年、毎年約 10万トンずつ減少しています。

輸出は徐々に増加はしているものの、 2021年で約２万 3,000トンと

いうことになっておりまして、昨年産の米は、外食需要の減少も影

響しまして価格が下落いたしました。  

 一方で、御指摘のとおり、ウクライナ侵攻後、小麦粉の国内小売

価格、これは上昇しておりまして、日本の国内でございますけれど

も、５月の時点で１キログラム当たり 305円ということで、１年前

の価格から比べると 15％上昇となっております。まだ米よりは安価

な状態ということになっています。  

 ただ、今の小麦の価格高騰や、あるいは世界的な不足懸念が広が

っておりますし、小麦だけではなくて、農業の生産における肥料だ

とか飼料など、こういったところにも影響が及んでおりまして、そ

ういったこともありまして、今、米への関心が高まっているという

状況だと思っております。  

 委員御指摘の食料の自給率もそうですけど、自給力という概念が

ございますが、食料の潜在的な生産能力、つまり、国内でどれだけ

の食料を最大限生産することが可能かという考え方でございますけ

ど、この食料自給力というのが食料安全保障にもつながってくるも

のでありまして、ある意味、食料自給率以上に重視していく必要が

あろうかと思います。  

 そのためには、本県でもきちんと農地を維持して、その農地をフ

ル活用させて、さらにその技術を維持向上させる、それから農業労

働力を確保する、これによって食料自給力を維持する必要があると

考えております。  



 －９－ 

 御指摘のとおり、米の需要拡大というのは、富山県、米どころで

もありますし、米で生産性を上げてきているという実績もございま

すので、大変重要な課題でございます。昨今の関心の高まりも生か

しまして、需要拡大に力を入れてまいりたいと考えております。  

 本年度は、富富富を含めまして、富山米のＰＲや、学校給食で一

年を通して富富富を提供するということも実施いたしますし、新た

に県内プロスポーツチームと協力しまして、栄養面での御飯のよさ

のＰＲ、それから部活おにぎりなど、県産米を食べる運動というの

を展開したいと考えております。  

 さらに、今般の補正予算で小麦代替としての米粉活用の促進とい

うことで、米粉商品の開発支援や手法発信などの事業、これを計上

しております。  

 また、県内だけではなくて、やはり国全体として米の需要拡大を

していかなければいけないと思いますので、国の重要要望にも盛り

込みまして、国に対しても働きかけてまいりたいと思っております。  

 今後、国内及び国際的な米の需要動向には注視していく必要があ

ると考えておりまして、食料自給力の維持向上のために、今の食の

現状を見ると、一方で、園芸振興にも取り組んで農地を活用してい

かなければいけないと思っておりますけれども、持続可能で競争力

のある農業を目指して取り組んでまいりたいと思います。  

岡﨑委員  ありがとうございました。自給力と言われましたが、これ

は非常に重要なテーマではないかなと思っています。  

 何度も繰り返しますが、本当に今、どうなっていくか分からない

というぐらいに危機感を持って臨んでいったほうがいいのではない

かという状態ではないかと思います。そういうことで、ぜひ御答弁
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いただいた中身で頑張っていただきたいと思っております。  

 続いて問３で、学校等におけるコロナ対策への支援ということで

進めていきたいと思っております。  

 県内のコロナの状況です。上がったり下がったりということを繰

り返していますが、全体的に、第５波といいますか、デルタのとき

からすると病原性が弱いということもあって、高止まりしてもあま

り心配されていないようなところがあるのですが、特に若年層の感

染拡大が目立っていると思っています。  

 厚生労働省は、高止まりをオミクロン株の感染力の強さと人流と

しております。また、病原性が弱いことや副反応情報を原因として、

若い世代の接種率が低いということに非常に悩んでいるんだという

お話もお聞きをしたところでございます。  

 昨今、祭礼など若い人たちが参加するイベントも、感染対策に工

夫を凝らしながら再開されつつあるわけでございます。このような

中で、とりわけ 12歳以上の努力義務とされる３回目のワクチン接種

は、重症化予防と感染防止を目的としているわけでございまして、

12歳から 19歳といった若い人たちの３回目接種をさらに促進してい

かなくちゃいけないと思うのですが、どのように取り組むのか、木

内厚生部長に所見をお聞きしたいと思います。  

木内厚生部長  本県の、まず３回目接種の年代別の接種率でございま

すけれども、６月 12日時点で、 12歳以上の全体では 71％となってお

ります。一方、若年層の接種率、全国平均は上回っているのですけ

れども、相対的に低い状況にありまして、特に 12歳から 19歳までで

は 33％となっています。  

 県では、若い人でも感染後に重症化する場合があるということ、
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あるいは３回目接種によって発症予防効果、重症化予防効果ともに

高まるんだということを啓発するということで、独自のＰＲ動画の

制作や放映、ネットでの配信等も行っているところではございます。  

 一方で、若年層では、御指摘もありましたとおり、オミクロン株

では感染してもほとんど軽症、無症状であるという中で、ワクチン

の副反応というのをどう捉えるかというところの懸念でありますと

か、接種を希望されている場合でも、中学生や高校生で、それぞれ

の学校行事や部活動に影響が出るということを心配して接種をため

らっているというようなこともあると考えております。  

 これは、やはり３回目接種の有効性、安全性というところを丁寧

に情報発信していくという取組が本道でございます。市町村とも連

携をして、引き続き丁寧な情報発信に努めて、希望する方へは早め

の接種を呼びかけていきたいと考えております。  

岡﨑委員  部長も言われたのですが、３回目というのは、まだ感染予

防というテーマを持っているわけです。若い人たちも、 33％くらい

しか打っていないわけで、そういう意味では、感染してまた拡大す

る可能性もあるわけで、実施主体は自治体だとしても、やはり県も

関心を持って、接種がどういう状況にあるかというのはしっかりと

監視をしていただきたいと思っていますし、また、進むように支援

をしていただきたいと思っています。  

 続いて、社会に学ぶ 14歳の挑戦について、先ほど知事もちらっと

述べられましたが、学校におけるコロナ対策のうち、社会に学ぶ 14

歳の挑戦が再開されてきています。職場体験活動として、保育や福

祉、医療などの仕事に接して社会性を高めていって、そしてたくま

しく生き抜く力を身につける取組として定着してきています。  
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 しかし、コロナ禍の中で、医療や福祉職場が受入れ困難であると

いうことですとか、あるいは接客業なども、いや、ちょっとという

ふうに言われる場合があるようでございます。  

 非常に重要な教育のテーマでありますが、受入れ困難なところに

学校側も直面をしておりまして、支援を求める声が届いています。  

 それで、本県の特徴的な教育カリキュラムであって、県教育委員

会としてぜひ支援をしていただきたいと思うのですが、荻布教育長

に所見をお願いしたいと思います。  

荻布教育長  14歳の挑戦は今年度で 24年目を迎えますが、地域ぐるみ

で子供の成長を支える本県教育の非常に重要な取組の一つとなって

おりますが、昨年度はコロナの影響によりまして、生徒らの感染に

ついての不安への配慮などから、実施しましたのは県内の中学校 78

校中 22校でございました。  

 今年度については、 77校のうち 73校が従来どおりの体験活動を実

施する予定としておりますが、委員からも御指摘のありましたとお

り、幼児教育施設や介護、福祉施設などは、園児や利用者への健康

への配慮から、外部との接触を制限して受入れが難しいところがあ

りますほか、企業でも受入れできないとされるところがあると聞い

ております。  

 こうしたことを受けて、学校では、地域のほかの事業所などでの

受入れ人数を増やしましたり、近隣校区の事業所に受入れを依頼し

たりするなど工夫して事業所の確保に努めているところでございま

す。  

 こうした状況を踏まえての学校への支援ということでございます

が、県教育委員会では昨年度から、県内の経済団体との意見交換の
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場なども持たせていただいておりまして、こうした場を通じて、経

済団体に対しまして、 14歳の挑戦の受入れについて、各地域で新た

に受入れ可能な事業所を紹介していただくなどの御協力をいただけ

ないかということについて相談をしてまいりたいと思っております。  

 今後とも、市町村教育委員会、学校とも十分連携して、幅広く企

業などの御協力もいただきながら、職場体験活動の充実に努めてま

いりたいと考えております。  

岡﨑委員  まさに、やはり強要はできないのですが、今、教育長が言

われたように、経済団体にぜひ支援を丁寧にお願いしていただきた

いと思います。ありがとうございました。  

 続いて、教員の多忙化について触れておきたいと思います。  

 コロナから徐々に正常な状態に今戻りつつあるわけですが、そう

いう中でよく言われているのは、知事も力を入れていただいたスク

ール・サポート・スタッフの配置ですが、非常に評判がいいんです

よ。これのおかげで、学校の多忙化は若干なりとも効果が出ている

とお聞きをしています。  

 ただ、言われるのは、 40時間労働ではなくて半分、 20時間労働な

んです。そういう中で、コロナの、例えば消毒なんかも、サポータ

ーの方がいらっしゃるときはいいんだけども、それ以外は教員がど

うしてもやらなくちゃいけないということもありますし、特に令和

５年度以降どうなるのかという声も出てきています。いや、ひょっ

としたらもう予算がつかないのではないかという心配もされている

わけで、こういう中において、ぜひ引き続き配置されるよう県の努

力をお願いしたいと思うのですが、知事の所見をお聞きしたいと思

います。  
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新田知事  委員御指摘のように、教員の多忙化解消のために、学校現

場に外部人材を配置しておりますスクール・サポート・スタッフで

ありますが、平成 30年度から教員が学習指導等に専念できるように、

プリントを印刷したり、実験の準備をしたりなど、そういった補助

的業務を担うため、国の予算も活用して配置をしております。  

 今年度も、昨年度に引き続いて、新型コロナウイルス感染症対策

による校内の衛生管理も含めた業務を担ってもらうために、国の新

型コロナウイルス感染症対策の交付金も活用して、公立学校全校に

配置をしているところであります。  

 学校現場からは、委員も御評価いただいたように、教員の多忙化

解消、また感染症対策も含めた負担軽減につながっているという声

が届いています。配置の効果は大きいんだなと改めて思っておりま

す。  

 来年度以降につきましても、コロナ対策だけではなく、教員の働

き方改革も推進していく観点もあります。このスクール・サポー

ト・スタッフの配置は極めて大切だと考えています。  

 でありますが、やっぱり３億円弱、全校配置になるとかかります。

なかなか県単独では厳しい金額にもなりますので、国の令和５年度

の予算編成に向けて、県の重要要望事項として、先月も県議会の皆

様と共にスクール・サポート・スタッフ配置のための財政支援措置

のさらなる拡充について要望してまいりました。  

 教育は人への投資であり、私が目指す県民のウエルビーイング向

上の面でも、子供たちを育む教員の働き方改革は大変重要な課題と

考えています。  

 今後も国の動向も注視をしながら、市町村の教育委員会、また学
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校現場の意見を踏まえて適切に対応できるように努めてまいります。  

岡﨑委員  ありがとうございました。  

 本当に重要な課題だと思っていますので、県からも引き続き、国

にも強く要望を続けていただきたいと思っています。  

 それで、県職員の働き方改革について少し触れたいと思います。  

 改正労働時間法制が 2019年４月に施行されて、もうこれで３年目

ということになるわけですが、厚生労働省はワーク・ライフ・バラ

ンスと自律的、創造的な仕事を行うためということで、この法改正

に踏み切りました。改めて、時間外規制である 360時間、月 45時間、

あるいは過労死ラインと言われる単月 100時間、複数 80時間という

法規制を重視する必要があると思っています。  

 県職員の働き方改革を進める中で、新型コロナ感染症対策に取り

組むこととなりましたけれども、長時間労働の実態とともに対策は

どのようだったのか、岡本経営管理部長にお聞きをします。  

岡本経営管理部長  職員の長時間労働対策につきましては、これまで

も業務量を勘案いたしまして、必要な人員体制の整備に努めてきた

ほか、オフィスサポートスタッフの活用、管理職員も含めました意

識改革、時間外勤務の事前命令等に取り組んできたところでござい

ます。  

 また、新型コロナ感染症が拡大する中におきましては、感染症対

策課の新設や、厚生センターの増員など、コロナ対策にもしっかり

対応するための組織体制の強化などに取り組んでいるところでござ

います。その結果、令和４年３月時点の定員管理計画上の一般行政

部門の定員数として、基準年である平成 31年の４月と比べますと 24

名増加しており、県としては適正な人員配置に努めてきているとこ



 －１６－ 

ろでございます。  

 さらに、担当部局への応援職員の派遣や、会計年度任用職員の配

置等を機動的かつ柔軟に行うことに加えまして、業務の外部委託や

派遣職員の活用なども行っているところでございます。  

 こうした取組によりまして、知事部局における職員の平均時間外

勤務時間数は、平成 29年度の 200時間をピークに、平成 30年度は 184

時間、令和元年度は 169時間、令和２年度は 165時間、令和３年度は

177時間と推移しているところでございます。  

 委員からお話がございました労働基準法は、 70年ぶりの改正があ

りまして、時間外の上限規制につきましては平成 31年４月から適用

されておりまして、これらを遵守しているところでございます。  

 今後、電子申請の推進や、チャットツールやウェブ会議、テレワ

ークの活用、ＡＩ、ＲＰＡなどのＩＣＴ技術の導入などにも積極的

に取り組みまして、職員の健康保持等にも配慮するなど、職員のウ

エルビーイングの向上も図りながら、ＤＸ・働き方改革の推進によ

る時間外勤務の縮減に努めてまいりたいと考えております。  

岡﨑委員  ありがとうございます。  

 徐々に平均値では減っているということですよ。しかし、時間外

問題というのは、平均値だけでは私は駄目だと思っているんです。

特に過労死ラインと言われる単月 100時間、あるいは複数月 80時間

に達する職員数が多数存在をしているわけです。資料を提供しても

らったのですが、延べ数とはいえ 635人が、１年間でカウントされ

ているわけでありまして、少し増えたという、そういう世界ではな

いのです。これはぜひ改善を、すぐにはできないとしても、徐々に

やってほしいと思います。  
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 また、一方では、職場からは、コロナとは関係なしに、例えば国

から期限を切ってすぐに資料を出せと、こんなことを無理強いされ

るような状態もあるらしいですね。こんなことは国にも改善をして

もらわなきゃいけないと私は思います。  

 今日は人事委員会の局長は来ておられないのですが、人事委員会

もちゃんとこういうことを第三者機関としてしっかり監視をしてい

かなくてはいけないと思うのですよ。他県では、こういうような状

態が発生した場合には、しっかりと調査をして改善命令、是正勧告

を出している県もあるんです。そういうことも今後の富山県でもつ

くっていかなくてはいけないんじゃないかと、少し提案をしておき

たいと思います。  

 引き続きですが、個人情報漏えい問題、これは、本会議でも委員

会でも取り上げてきたわけですけれども、私が言いたいのはやはり、

これは時間外とは関係ないとはいえ、こんな状態があるということ

です。とりわけ、厚生部を中心にして、非常にコロナ対策等で時間

外が蔓延してきたわけでございまして、そういう中では、ヒューマ

ンエラーは絶対起こり得る状態が続いていたと思うんですよ。確か

に、忙しいからミスしてもいいかというと、そんなことは絶対ない

ですよ。だけど、根本的なところにはそれがあると思うんです。そ

れをまず並行的に解消していかないといけない。  

 もう一方では、昨日、厚生部で研修会もされていましたけれども、

くすり政策課でとられたような、原因をしっかり追及して、例えば、

プリンター出力にしても、絶対本人が言ったコードを打たないと出

力できない。あれはもう全くそのとおりの改善策だと思うんです。  

 ところが、今、知事もおっしゃっておられるように、とにかくこ
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れを止めないというところで今走っておられますけれども、やはり

原因をしっかり追及して、アナログチックなところ、そういうとこ

ろは、仮に忙しかろうが何だろうが、エラーが最小限にとどめられ

る、こういう解決策をじっくりと検討していかなくてはいけないと

私は思うわけです。そういうことで、岡本経営管理部長に所見をお

聞きします。  

岡本経営管理部長  県では、このたび情報漏えい事案が相次いだこと

から、５月 27日に開催いたしました庁議におきまして、知事から綱

紀粛正の徹底の指示を受け、外部に文書やメールを送る際に上司が

最終確認を行うなどの対応を、当分の間、全庁的に取り組むことと

したことでございます。  

 また、ヒューマンエラーは発生し得るものという前提の対応とし

て、全職員を対象に再発防止対策に関する研修を行うなど、繰り返

し注意喚起をするとともに、窓付封筒やファイル交換サービスの活

用など、エラーが発生しにくい環境や、エラーが発生した場合でも

被害を拡大させない仕組みを取り入れているところでございます。  

 今ほど委員からも御指摘ありましたように、これは知事が申し上

げているとおり、これらは当面の止血といいますか、緊急の対処方

針でございます。  

 今後、さらに全庁的に俯瞰、検証をするために、外部有識者によ

る職場の点検、改善策の提案を求めるとともに、監査委員による指

導、注意喚起を受けるなど、外部の知見やアドバイスを活用したい

と考えております。  

 加えて、６月３日に開催いたしましたＤＸ・働き方改革推進本部

におきまして、情報セキュリティーに関しまして、庁内ワーキング
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チームによる情報管理基準の見直しを行うこととしているほか、情

報漏えいに対応する危機管理マニュアルの改定、作成などにも取り

組むこととしているところでございます。  

 これらに加えまして、アナログ的な手法ばかりではなく、ヒュー

マンエラーの防止にはデジタルの活用が欠かせないことから、メー

ルシステムの来年末の更新に向けまして、情報漏えい対策に資する

機能などの実装についても検討を進めることとしております。  

 今後とも職員のリスク管理意識を醸成しつつ、こうした対策一つ

一つに真摯に取り組みながら、県政の重要課題や新たな行政需要に

対応するために、働き方改革や事務事業の見直しなどを行いながら、

先ほど御答弁をしたとおり適正な人員配置に努め、組織全体で情報

漏えい等の未然防止に取り組んでまいりたいと考えております。  

岡﨑委員  よろしくお願いします。関心を持ってまた見ていきたいと

思っています。  

 ４番目に行きます。４番目は、公共交通等、安心・安全な県民生

活というテーマであります。  

 １番目に厚生部長にお伺いするのですが、高齢者が複数の医療機

関を受診しているケースが多いわけです。異なる病院で処方された

薬剤の相互作用により、体に大きな影響を及ぼす場合があると思っ

ています。処方の重複や強い副作用を持つ投薬を行うことで、治療

効果よりも副作用が上回るケースがあります。例えば、認知症や記

憶障害、状態の掌握ができないといった状態に陥ることがあるとお

聞きしています。  

 このようなことから、病院や院外薬局双方の情報共有が必要であ

ると思うわけですが、高齢者医療、介護に関して、医療機関におい
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て処方される薬剤について、患者の薬剤服用歴は医療機関相互にど

の程度共有をされているのか、病院間の情報共有を促進するような

仕組みづくりが必要ではないのかお聞きしたいと思います。  

木内厚生部長  今、委員からも御紹介がありました。複数の医療機関

を受診していますと、処方内容が適切に共有されない場合、重複の

投薬や薬の相互作用といったことも懸念をされるところです。特に

高齢者では、複数の疾患をお持ちの方が多いこともありまして、薬

の多剤服用ということが起こりやすい。多剤服用自体が必ずしも駄

目ということではないのですが、そのために副作用が増加したり、

飲み忘れや飲み間違いといった問題も生ずる場合がありまして、そ

うした悪い影響ということを指してポリファーマシーと呼んでおり

ます。こういったことが高齢者では起こりやすい状況ということで

ございます。  

 医療機関相互の薬剤服用歴の共有につきましては、薬局も含めま

して、従来よりお薬手帳というものが活用されておりまして、そち

らの活用によりまして、処方薬の全体というのを把握してきたとこ

ろです。  

 昨年 10月からは、マイナンバーカードを利用した健康保険のオン

ライン資格確認システムの機能の一つとして、本人の同意の下、医

療機関、薬局で過去の薬剤情報を把握することが可能となりました。

また、薬局におきましては、必要に応じまして医療機関への問合せ

を行う、残薬―飲み残した薬を確認したり、どういうふうに薬を

飲まれているのかといったことを聞き取って医療機関にフィードバ

ックをするなど、また、重複投薬がありますよということや、この

薬は減らせるのではないかといったことの提案、そういったことを
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薬局からするということもいたしまして、医薬品の適切な使用につ

ながるよう取り組んでおります。  

 また、もう少し広く、県全体としまして、これは富山県後期高齢

者医療広域連合におきまして、県をはじめ医療保険者、県医師会、

県薬剤師会等が参加しますポリファーマシー対策検討会を設置して

おりまして、このポリファーマシーの問題について御理解をいただ

くためのリーフレットの作成、モデル事業としまして、重複、多剤

投与となった方を抽出して、薬剤師を中心とした多職種連携による

訪問服薬相談指導の充実を図るといった各種事業にも取り組んでい

るところでございます。  

岡﨑委員  いずれにしても、ちゃんとそういう仕組みをつくっておら

れて、マイナンバーカードが出てくればもっともっと進むのだろう

と思うんです。ただ一方では、まだ普及がしていない中で、場合に

よっては、そういうことで苦しんでおられる県民の皆さんもおられ

ると思いますので、ぜひぜひ注意喚起をしながら、そんなことにな

らないように努めていただきたいと思っております。  

 続いて、介護ロボットサービスの需要に対しての喚起ということ

でお聞きをしていきます。  

 配付しました資料は、書いてありますように、富山県介護実習・

普及センターであります。今、イベント的に、こういう介護ロボッ

トのＣＭというか、こんなふうに使えますよということをやってお

られる最中だそうです。私もその広告を見て、実際に見てこようか

なということで、昨日のお昼の時間に行ってきたのですが、これは、

例えばベッドからトイレに行くときなど、介護利用者の皆さんを移

す、そういう「Ｈｕｇ」というロボットです。電動で体を起こした
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り反らせてあげたりするわけですが、私も乗せてもらったのですが、

非常に優しく、そして、介護従事者の皆さんにとっては力仕事が軽

減されると、そういう効果が実感できました。  

 一方で、介護従事者は、なかなか 2025年問題を見ても、 2020年比

較で 1,700人ぐらい足りないということですから、簡単に充足でき

ないわけです。そういった中においては、やはり従事者になっても

らうためにも、３Ｋのうちの一つでもきついというところをできる

だけ緩和するのがこのロボットの役割だと思っています。  

 それで、県内の介護事業所における介護ロボット、ＩＣＴの導入

状況と、今後、導入促進に向けてどのように進めるのか、木内厚生

部長にお聞きしたいと思います。  

木内厚生部長  御指摘のとおり、今後、高齢化の進展によりまして、

さらに介護需要というのは高まると想定をされております。介護人

材の確保の対策、処遇改善や若者等へのＰＲなども行っております

けども、併せまして介護職員の身体的負担の軽減、業務の省力化、

また介護サービスの質の向上も目指して、介護ロボットの導入とい

うのは促進していく必要があると考えております。  

 県では、介護事業所に対しまして、平成 26年度から介護ロボット

の導入、また、令和３年度からはＩＣＴの導入について助成制度を

設けてきました。また、実際に介護ロボットやＩＣＴを活用して業

務改善につなげた事業所、その先進的な取組事例を県内の事業所に

横展開するなど、普及啓発に努めてきたところです。  

 その結果、センサー付ベッドによる見守り支援システムや、トイ

レへの移乗をサポートするロボットなどが 144事業所に導入されて

います。また、介護ソフトやタブレット端末などのＩＣＴ設備は



 －２３－ 

182事業所に導入されています。  

 こうした取組に加えまして、先進事業所への見学会の開催、また、

秋に開催しております介護・福祉シンポジウムでの体験会のそうい

ったことも通じて、介護事業者―実際に事業をされている方や業

務をされている方に、身近に介護ロボット・ＩＣＴに触れていただ

く、そういった機会も創出をすることとしています。  

 また、御紹介、御訪問もありがとうございました。そうしたロボ

ットやＩＣＴ等の設備の常設の展示をして、また相談対応、各種研

修等も実施する拠点としまして、とやま介護ロボット・ＩＣＴ普及

センター（仮称）の来年春の開設を目指して、整備を進めていると

ころでございます。  

岡﨑委員  本当に今、一生懸命準備をしておられて、ここで実習する

んだということで、そういう実習場を改築されておられました。  

 部長がおっしゃられましたとおり、やはり使っているところから、

従業員の情報を共有しながら、徐々に広がっているような感じもお

話からうかがえまして、いい傾向だなと思っていました。ぜひこう

いうことで、３Ｋのうちの一つを取っていくように努力をいただき

たいと思います。ありがとうございました。  

 続いて、防災・危機管理センター（仮称）です。  

 今日見てみましたら、ほとんど玄関もできていまして、まさに外

側はもう完成という、待ち遠しい状態だと思っています。本当に機

能が大幅にアップされるということに県民も期待をしております。

ただ、今後、情報機器が導入されていって、この高度なものを動か

すときに、本格稼働していくためには、やっぱり訓練やそういった

もののシミュレーションが必要になってくると思うんです。ぜひま
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た、これを強く実施していただきたいと思いますし、県民向けにも

アピールをしていってほしいと思います。  

 ヘリポートも造りましたから、知事からぼんと飛んでもらうと、

こういうことも含めて発信をいただきたいと思いますが、知事の所

見をお伺いします。  

新田知事  いよいよ今年の秋に供用開始できると思いますが、防災・

危機管理センター（仮称）は、これまで常設ではなくていろんな部

屋に行っておりましたが、災害対策本部室、これも常設することが

できます。また、自衛隊、消防、警察など、応援をいただく皆さん

の活動するスペースも確保することができます。そして、ヘリやド

ローンなど、現場のリアルタイム映像などを活用して、災害関連情

報を収集、表示、それに基づいて様々な的確な判断を迅速にできる

ようになる、そのように防災・危機管理の中枢機能の強化を図って

まいります。  

 新しい映像情報システム、また持ち込むシステムもあります。供

用開始に向けて運用のテスト、また習熟度を上げる研修を行いまし

て、万が一のときにしっかりと使えるような設備にしていきたいと

考えます。  

 また、供用開始予定が秋ですけども、例年、その後に幾つかの訓

練を実施しております。まずは国民保護に係る国との共同訓練の図

上訓練、これを当センターを主会場として実施しようと考えており

ます。映像情報システム、大型のマルチディスプレーを配置した災

害対策本部など、センターの施設設備をフルに活用してまいりたい

と思います。  

 さらに、その時期には、総合防災訓練あるいは原子力防災訓練な
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ど―これらは主に現場がメインになりますが、これらの訓練にお

きましても、今、委員がおっしゃった屋上のヘリポートの使用など

積極的に活用してまいりたいと思います。  

 ただ、いずれにしろ、警察あるいは消防と同じように、稼働しな

いのが良い施設なんです。でも、大変整備には大きな予算をかけて

おります。だからこそ、稼働しなくてよしというのではなくて、折

に触れて県民の皆様に発信をして、こういうものができたと、そし

ていざとなったら安心・安全につながる、そんな設備ができたんだ

ということを大いに発信していきたいと考えています。訓練などの

ときは良い場だと思いますし、また、そのほかのときでも、ＳＮＳ

なども活用して県民の皆さんに広く知っていただき、それが安心・

安全につながり、さらに県民の皆さんが仕事や日常生活にも前を向

いて取り組まれるような、そんなことの後押しになるのではないか

と考えています。  

岡﨑委員  ぜひ機能をフル活用して、県民に安心・安全を与えていた

だきたいと期待をしております。  

 最後に、公共交通政策でございます。時間もなくなってきたので、

２問ぐらいしかできないかもしれないですが。  

 まず、法定計画である地域公共交通計画について、先般、協議会

が開催されたところでございますけれども、計画の大義となる方向

性についてどのように考えているのか、知事の所見をお願いしたい

と思います。  

新田知事  人口減少、高齢化が進む社会において、公共交通サービス

の確保は重要な課題であると、委員と私も同じ問題意識を共有して

おります。ですから、持続可能な公共交通の確保に向けた計画を策
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定するために、先般、富山県地域交通戦略会議を立ち上げました。  

 この会議では、県の成長戦略において、「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

ンとして掲げておりますので、この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こととしました。  

 他県などの事例に詳しい委員もおられますが、ある委員からは、

地域公共交通計画策定の議論は、いつの間にか目的と手段が逆転を

してしまい、目先の事業をどうするか、維持存続に終始する議論に

なりがちだということでありまして、県民のウエルビーイング向上

を目指すと最初に打ち出したことは非常に大きなことであるという

肯定的な御意見もいただきました。また、自分らしく豊かに生活す

るための地域内の移動とはどういうものか、最初にしっかり議論し

ていく必要があるという御意見もいただきました。  

 今後は、まず、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、利用減少して収支悪化、さらにサービス低下による利用減

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

以外の関係者を巻き込んだコミュニティー交通確保の在り方などの

観点から御議論をいただきたいと考えています。  

 会議の下には地域モビリティー、あるいはサービス連携高度化な

どの部会を設置して、さらに議論を深めていって進めていくことに

しておりまして、本県への移住者を含め、県民のウエルビーイング

の向上が図られますよう、市町村や交通事業者、幅広い関係者と連

携を図り取り組んでまいります。  

岡﨑委員  知事、ありがとうございます。  

 やはり利便性を高める、空白地をつくらない、こんなところを最



 －２７－ 

大限の目的として、この法定計画をつくっていただきたいと思って

おります。そのためにも、どんな交通形態がいいのかというところ

が一番課題になるわけで、そういう意味では、しっかりと利用者ニ

ーズ、県民ニーズを掌握していかなくてはいけない、ここが最大の

ポイントではないかと考えています。そういった意味で、この調査

をどうやって行うのか、田中交通政策局長にお聞きをします。  

田中交通政策局長  今ほど知事からもお話がありましたけど、富山県

地域交通戦略会議には、利用者代表の委員として、県自治会連合会、

県高等学校ＰＴＡ連合会、県老人クラブ連合会の方に参加いただい

ております。  

 また、各市町には地域交通会議というのがございまして、そちら

にも県も委員等の立場で参画しまして、地域のニーズの把握に努め

ているところであります。このほか、公共交通の乗降者数などの既

存のデータ、スマートフォンの位置情報に基づく人流データの活用

なども検討しております。  

 利用者ニーズを把握する手法については、４月から配置された地

域交通政策監の御意見も伺いながら進めたいと考えております。持

続可能な公共交通を確保するには、利用者の視点に立って公共交通

のサービスの利便性を高めていく必要があると考えており、利用者

ニーズの的確な把握に努めてまいります。  

岡﨑委員  ありがとうございました。  

 本当にこれ、肝だと思うんですよね。例えば、通勤通学、朝は乗

るけども、昼間は全く乗らないという公共交通機関もあるんです。

それは、やはりそうではないニーズだからですよね。買物に行った

りとか、そういうことだと思うんですよ。だから、そういうことを
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しっかりつかまないと、何が的確な形態なのか分からないというこ

とになりますので、よろしくお願いします。  

 最後は、とやまロケーションシステムについて、使いやすいシス

テムとなってきています。市内電車のロケーションもできました。

非常に便利になりました。一方、停留所などでは、マップの中に名

前が出ないので分かりにくい、これをぜひ改善していただきたいと

思います。  

 最後の質問は、やはりロケーションを宣伝して、もっと公共交通

に県民を誘導してほしい、こういうことについて取り組んでいただ

きたいと思います。最後に伺います。  

田中交通政策局長  今、委員から御紹介のありました、とやまロケー

ションシステムでございますが、より多くの方にこのシステムを利

用いただくことが重要であると、このように考えておりまして、バ

ス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や  

ＭａａＳアプリに活用されております。県としましては、引き続き

広報に努めますとともに、こうした民間サービスを通じました公共

交通の利用誘導を推進してまいりたいと思っております。  

 なお、今回、運行状況画面では停留所名が分かるが、マップ画面

では停留所を見つけることができないと、こういう御指摘もいただ

きました。改良に当たっての課題等の把握に努めてまいります。  

武田委員長  岡﨑委員の質疑は以上で終了しました。  

 暫時休憩いたします。  

 午後の会議は１時に開会いたします。  

                     午後０時 03分休憩  

 


