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                     午前 10時 00分開議  

武田委員長  おはようございます。  

 ただいまから、６月定例会予算特別委員会を開会いたします。  

 本委員会の運営に関し、理事会で決定した事項は既にお配りして

ありますが、ここで特に質問者に申し上げます。  

 持ち時間は答弁を含めて 60分ということになっております。その

具体的な取扱いについては、理事会確認事項として既に皆様方にお

配りしてある資料のとおりでありますので、留意の上、質問されま

すよう、改めてお願いいたします。  

 また、答弁者においては、簡潔な答弁に留意され、円滑な委員会

運営に御協力いただきますようお願いいたします。  

 なお、委員席につきましては、ただいま御着席のとおりとしたい

と思いますので御了承願います。  

 それでは、発言の通告がありますので、これより順次発言を許し

ます。  

 

瀬 川 侑 希 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

武田委員長  瀬川委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

瀬川委員  おはようございます。  

 今日から予算特別委員会ということで、よろしくお願いいたしま

す。  

 今日は、いつもつけていない高岡御車山祭のバッジをつけてきま

した。先月５月１日は祭りの当日だったので、３年ぶりの完全な形

での開催が期待されたのですけれども、残念ながら当日は雨だった
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ので、こういうこともあるということで来年に持ち越しということ

で、皆さん楽しみにまた来ていただければと思います。  

 本日、私からは富山県の将来像、富山県は今後どこに力を入れて

いくのか、予算をかけていくのかということを中心に話したいと思

っていますが、冒頭３問は目の前の対策について質問します。  

 まず、経済対策に関してです。  

 今議会では、エネルギー価格、物価高騰対策として様々なメニュ

ーが予算提案されています。円安とダブルパンチで、本当に高くな

りました。エネルギーと食物は毎日必要とするものですが、これは

種部委員が常々言っていることでもあるんですけれども、大部分を

外国に依存する日本の脆弱性が分かりやすく示されたと思っていま

す。  

 国会では防衛費が議論されていますが、防衛費だけでなくエネル

ギーも食料も国防なんだと、しかも地方自治体でできる国防なんだ

と私も感じています。  

 今議会のエネルギー価格、物価高騰対策に関しては、市町村と合

わせた低所得の子育て世帯支援などもありますが、生活者支援とい

うよりは事業者支援が中心かと思います。ただし、中小企業ビヨン

ドコロナ補助金では、省エネ・コスト削減枠として 10億円を予算計

上しました。単なる支援にとどめずに成長につなげる支援であり、

特にこういうのは評価したいと思っていますが、今後は生活者支援

にも目配せをよろしくお願いいたします。  

 さて、予算が成立するまでももちろん議論が必要ですが、予算成

立したもののその後も議論していきたいと思います。  

 富山県では、３月に国の事業復活支援金の上乗せとして、富山県
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事業復活緊急応援金をつくりました。国の事業復活支援金を条件に、

スピーディーに支給するものとして、１事業者当たり中小企業 20万

円、個人事業主 10万円、合計 26億円を予算計上しました。  

 コロナで飲食店を中心に人手が減って、まん防を適用しないのだ

ったら何か支援ができないかという議論の中でこのメニューが生ま

れました。メニューをつくったで終わらせずに、ちゃんと行き届い

ているのか、おとといの藤井議員からもありましたが、少し角度を

変えて確認しておきたいと思います。  

 現在のところ、国の事業復活支援金を申請した県内事業者はどの

くらいで、そのうち何割が富山県事業復活緊急応援金を申請してい

るのか、中谷商工労働部長にお聞きします。  

中谷商工労働部長  県の事業復活緊急応援金でございますが、県内中

小企業等、約半数の１万 7,000者の申請を見込んだ 26億円について、

昨年度の予備費、本年度補正予算により実施をしているところでご

ざいます。  

 この県応援金は、今委員からお話がありましたとおり、国の事業

復活支援金の受給を要件といたしておりますが、まず国の全体の申

請給付状況につきましては公表をされており、県内事業者の申請者

数等につきましては国においてデータが明らかにされていないとこ

ろでございます。県といたしましては、国に対し情報提供いただけ

るよう、引き続き要請をしてまいりたいと思っております。  

 一応、県の事業復活緊急応援金の実績でございますが、６月 10日

現在で、全体で申請が１万 1,079件、給付 7,929件の 11億 3,000万円

でございまして、申請件数で見ると想定の１万 7,000者の約６割と

なっているところでございます。先日、知事から藤井議員にお答え



 －４－ 

したとおりでございます。  

 また、県の応援金の申請要件であります国の支援金についても、

全国ベースで 29万件が審査中でございますので、今後も多くの県内

事業者から県の応援金の申請があるものと考えております。  

瀬川委員  国の事業復活支援金に富山県の事業者がどれだけ応募して

いるか分からないということですけれども、柔らかく言いますが、

これはすごく不思議な話だと私は思っています。というのも、富山

県の支援金は、国の事業復活支援金が前提なんです。今、富山県の

制度に関しては 8,000件ということですけど、国の申請をしている

のが 8,000件で、全部応募しているかもしれないし、国に１万 6,000

件応募していて、その半分が今かもしれないですね。母数の把握は

県の制度を今後周知していく上でも私は必要じゃないかと思ってい

ます。上乗せありますよという制度をつくったのですけれども、そ

の制度が届いているのか届いていないのかを判断するためにも、国

に富山県の事業者がどれだけ応募したかという把握は必ず必要だと

思っております。それがないと県の次の行動に移れないと思います

ので、引き続き、事業者名はなくても数だけでも教えてもらえるよ

うに国に働きかけをぜひお願いいたします。  

 この富山県事業復活緊急応援金は、スピーディーな支給にするた

めに、今も言いましたけれども、国の事業復活支援金が条件になっ

ています。申請があってからスピーディーな給付を目標としている

わけですけれども、どのくらいの日数で給付しているのか、またそ

れは、前回の国の上乗せであった富山県事業持続化・地域再生支援

金と比べてどうなのか、同じく中谷商工労働部長にお聞きします。  

中谷商工労働部長  県の事業復活緊急応援金につきましては、今御説
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明がありましたように、迅速な支給のために国の事業復活支援金の

受給を要件といたしまして、申請、審査の手続を簡素化したところ

でございます。  

 ３月４日から申請を受け付けまして、書類に不備がなければ、お

おむね２から３週間で給付しております。書類の記載誤りや添付漏

れなどにより補正や追加提出が必要となった場合でも、これまでの

ところ、申請から遅くとも１か月程度で支払いを行っているという

ところでございます。  

 令和２年度に交付いたしました事業持続化・地域再生支援金につ

きましても、国の持続化給付金の受給を要件としておりましたが、

県支援金申請後、やはり２週間から３週間で審査、支払いを完了し

ております。書類の記載誤りや添付漏れなどがあった申請について

も、ほぼ２か月程度で支払いが行われております。  

 しかし、ごく一部に書類再提出に時間がかかるなどした結果、支

払いまで半年以上要したものがあったと聞いております。  

瀬川委員  ありがとうございます。  

 あまり言葉尻を捉えるのは好きではないのですけれども、スピー

ドも重要なのではありません、スピードが重要なのです。給付の１

日の違いが、人の生き死にを左右することさえあるのですと、これ

新田さんの言葉ですけれども、そのとおりだと思っています。生き

死にまでは分からないのですけれども、この２年間で私は廃業する

飲食店を幾つも見てきました。  

 上乗せ給付の富山県、今、答弁で２～３週間とのことですけれど

も、一から審査している国の給付が約２週間だそうです。富山県は

その上乗せですけれども、国が一から審査して２週間で、富山県は
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２～３週間かかっているということで、国の支給を条件にやったわ

けですから、もし目詰まりがあるなら、ぜひその目詰まりを解消で

きるようによろしくお願いいたします。  

 続いて、目の前の対策でもう１問、医療体制に関してお聞きしま

す。  

 日本では、コロナの影響が現在比較的低く抑えられて人流も回復

してきましたが、物流はそうではない面があるようです。  

 中国のロックダウン等の影響で、病院で使う医療材料、具体的に

は注射針とかカテーテルなどが足りていないとの情報がありました

が、現状と対策はどうでしょうか、木内厚生部長にお聞きします。  

木内厚生部長  中国上海市のロックダウンの影響によりまして、今御

紹介ありましたとおり、吸引カテーテルや採血管あるいは留置針と

いうようなものが主でありますけども、一部の医療材料の出荷調整

が行われております。  

 県内医療機関におきましては、まず代替品への切替えを進めると

いうのが第一であります。代替品がないものについては、使用方法

を変更して頻度を減らすとか、あるいは院内一括で在庫管理を行っ

て節約をするというような対応が行われております。  

 県としましては、ロックダウン、解除に一度なっておりますけれ

ども、解除後のサプライチェーンの回復状況あるいは医療材料の供

給状況について、関係団体あるいは国からも情報収集をいたしまし

て状況を見て、場合によっては、円滑な供給というようなことにつ

いては国レベルでの動きというのもあるかもしれません。そうした

ことも必要に応じ働きかけてまいりたいと考えております。  

瀬川委員  ありがとうございます。  
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 ふだんですと、毎回取り替えるものを同じ患者さんに繰り返し使

っていることもあるようなので、次々と不測の事態が起きますけれ

ども、都度都度対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

 ここからは、富山県の将来像に関して 12問質問していきます。  

 まずは、富山県の人口の増減に関して４問聞きます。  

 ここで、富山県議会初使用だそうです。デジタルサイネージを使

用したいと思いますが、委員長、資料の配付と併せてよろしいでし

ょうか。  

武田委員長  許可いたします。  

瀬川委員  配っている間に進めたいと思います。  

 昨年度、 2021年度に行政相談窓口を通して県内に移住した方は、

過去最多の 823人と先月発表がありました。これ自体はすばらしい

ことだと思っていますが、行政相談窓口を通して県内に移住した方

だけではなく、社会増減全体で見るとどのような結果だったのか、

南里地方創生局長にお聞きします。  

南里地方創生局長  昨年度の県や市町村の移住相談窓口を通した、学

生Ｕターン者を除く移住者数は、今ここに御紹介いただいておりま

すとおり、県で統計を取り始めて以来、過去最高の 823人となった

ところでございます。  

 一方、令和４年４月に発表した県人口移動調査結果によれば、昨

年度の県外移動の社会動態は、県内への転入者が１万 4,458人、県

外への転出者が１万 7,382人となっており、転出者が転入者を 2,924

人上回る転出超過となったところでございます。  

瀬川委員  ありがとうございます。  

 次の資料を御覧ください。  



 －８－ 

 今、南里地方創生局長がおっしゃったように、社会増減全体で見

ると、転入１万 5,000人に対して転出１万 7,000人と大きくマイナス

となっていますし、ここ数年で捉えるとその差は広がっています。  

 数年だけで捉えるのはどうかという議論はあるのですけれども、

しかし、スタートラインを、行政相談窓口を通した 823人、うまく

いっていますではなくて、自然減だけではなく社会増減でも減って

いる、ここを前提にしたほうが県の政策としてはいいのではないか

と思っています。  

 また、木を見て森を見ずという言葉もありますけれども、県内へ

の転入者全体で見ると、年間１万 5,000人程度いる中で、行政相談

窓口を通して移住した方の数字を―今目標が 1,000人ですけれど

も、その目標を 1,000人にするのは全体像を見失うおそれがあると

考えますが、同じく南里地方創生局長に所見をお聞きします。  

南里地方創生局長  県人口移動調査によれば、令和３年度に本県に転

入された方は、御指摘のとおり、約１万 4,000人いらっしゃいます

けれども、これはお勤めの関係による県内への転勤者や県内大学へ

の入学者なども含まれた数値となってございます。  

 第２期とやま未来創生戦略では、基本目標２として社会増への転

換を目指すと、御指摘のとおり、こうした県内に転入される方の数

と県外に転出される方の数との差が転入超となる、いわゆる人口の

社会増の達成を数値目標の一つに掲げまして、産業振興、若者等の

雇用創出、観光振興、県内への移住促進の各種施策に総合的に取り

組むことでこの目標を達成することとしてございます。  

 御指摘の行政相談窓口を通して移住した方の数につきましては、

これらの取組のうち、移住・定住の環境づくりの達成状況を把握し、
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評価、検証する際のＫＰＩの一つとして採用しておりまして、この

移住・定住促進に係る取組の達成状況等を評価するには、有用な指

標の一つであると考えているところでございます。  

 一方で、基本目標２の人口の社会増は、移住促進に係る取組のみ

ならず、産業振興、若者等の雇用創出、観光振興にも取り組むこと

で達成される目標でございますことから、この評価指標をもって基

本目標２に係る施策全体の目標とすることや、同じくこの指標の達

成の可否だけをもって各種施策全体の評価をするということは、委

員御指摘のとおり、全体像を見失うということにつながりかねず、

そうしたことがないように留意してまいりたいと思います。  

瀬川委員  ありがとうございます。  

 昨年度の成長戦略会議で、出入りを多くというキーワードがあり

ました。出るのを抑えるのではなくて、出入りを多くという議論に

なったのはすばらしいことだなと感じております。  

 今、南里地方創生局長からもおっしゃっていただいたのですけれ

ども、行政相談窓口を通った 823人、これが出るといつも話題にも

なりますし、あっ、富山県、過去最高でうまくいっている、と捉え

られかねませんので、それは大事な指標だという説明も分かるので

すけれども、行政相談窓口を通った 823人と、そうでなくて富山県

にいらっしゃった１万 5,000人、毎年これぐらいの数がいらっしゃ

います。みんなに富山県を好きになって、ファンになって、また機

会があれば、それぞれの方から富山県のことを発信してほしいと思

いますので、区別なく皆さんを大切にしていただければと思ってい

ます。  

 ちなみにですけれども、行政相談窓口を通して移住した方とそう



 －１０－ 

でなく移住した方で、その後の県からのお知らせなどにおいて違い

はあるのか、南里地方創生局長にお聞きします。  

南里地方創生局長  相談窓口を通して移住された方には、移住後の連

絡先が把握可能な場合が多いことから、御本人の同意がいただけれ

ば、移住後も県、市町村から各種セミナーへの参加やＰＲパンフレ

ットなどへの体験談の掲載など、様々な移住促進に係る事業への協

力等をお願いしているところでございます。  

 ただ、移住者を対象としたイベント等の周知につきましては、

「くらしたい国、富山」のホームページやＳＮＳを活用した情報発

信のほか、各市町村の地域おこし協力隊などにも協力いただいてお

りまして、相談窓口を通したか否かにかかわらず幅広く参加を促し

てきているところでございます。  

 今年度は、新たに移住後のきめ細かなケアやフォローアップを目

的とした移住者交流サロンを開催することとしておりまして、幅広

い移住者に参加いただくことで、安心して富山県を移住先に選んで

いただけるアピールポイントになると考えており、これらをしっか

りＰＲすることにより、さらなる移住促進に取り組んでまいりたい

と思います。  

瀬川委員  ありがとうございます。  

 たまたま相談窓口を通さずに来られた方で、ですが富山県で一生

懸命頑張っていらっしゃる方がいて、その方、少ない声かもしれな

いんですけれども、たまたま相談窓口を通してないから、あまり行

政との連絡はないよねという話がありました。そういう方を把握す

るのはなかなか難しいことだとは思うんですけれども、入るきっか

けで分けるのではなくて、今いらっしゃる方皆さんにお知らせ、あ
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るいは今後の協力が届くようにぜひ工夫をしていただければと思い

ます。  

 さて、富山県の人口の増減に関して最後の質問です。  

 東京都の人口が 26年ぶりに減少しました。また、各種調査でも明

らかですが、コロナをきっかけに地方移住をする方、考える方が多

くなりましたが、先ほどから言っているように、富山県では残念な

がら社会減が続き、そして少し広がっている傾向があります。  

 富山は、厳しい言い方をすると、地方移住の追い風を生かし切れ

ていないのではないかと思いますが、出るのを抑えるのではなくて、

出入りを多くしつつ、選ばれる、入ってくる方を多くできたらと思

いますけれども、何が課題でどのような対応を今後する予定なのか、

また、明確に社会増を目標とするべきだと考えますが、南里地方創

生局長に所見をお聞きします。  

南里地方創生局長  県では、従来より市町村と連携しながら、移住希

望者に向けたセミナーや個人相談の実施、富山暮らしの魅力発信な

ど積極的に移住促進に取り組んできておりまして、こうした取組は

相談窓口を通した移住者数の継続的な増加につながるなど、一定の

成果を上げているものと考えております。  

 一方で、昨年度実施した移住者等を対象としたアンケート調査で

は、移住前には公共交通や積雪など暮らしに関する情報が不足して

いたことや、移住後には、地域住民や先輩移住者との交流機会が少

ないといった課題が明らかとなったことから、今年度は、開催回数

を増やすなどオンラインセミナーの拡充、移住検討者が先輩移住者

等に相談できる機会を提供するベストマッチ相談会のリアル開催、

移住後のきめ細かなケアやフォローアップを目的とした移住者交流
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サロンの開催、市町村担当者向けのミスマッチ防止研修会の開催な

ど、市町村と協力し取組を強化することとしております。  

 なお、第２期とやま未来創生戦略において、人口の社会増を数値

目標の一つとして掲げておりますが、コロナ禍の影響と推測される

外国人転入者の大幅な減少と目標設定時には想定できなかった情勢

の変化もございまして、現在は目標に達していない状況にございま

す。移住促進に加えまして、産業振興や雇用創出、観光振興など各

種施策に引き続き取り組むことで、目標達成に向けて努力してまい

ります。  

瀬川委員  ありがとうございます。  

 外国人移住者の話がありましたけれども、これまではそこに頼っ

て平成 28年、 29年、 30年と社会増になっていますけれども、この要

因はあまりオープンにはなってないのですが、外国人移住者が多い

からこの数字になっているという現実がありますので、そこに頼ら

ずとも日本人の増減だけでも社会増になるようにぜひよろしくお願

いいたします。  

 次に、医療費について３問質問します。  

 コロナによって、医療機関へのアクセスが広い意味で制限されま

した。手術を必要としている方が延期となったり、受診控えもあり

ました。手術など、本当に医療を必要としている方に届けることは

もちろん大切であって、これを否定するものではないのですけれど

も、一方で、医療費抑制という観点からはヒントもあったように感

じています。  

 まず、 2020年度の県内患者数は、コロナ前の 2019年度と比べてど

のような変化があったのか、木内厚生部長にお聞きします。  
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木内厚生部長  厚生労働省が昨年８月に公表しております令和２年度

の診療報酬請求書の集計によりますと、本県の医科―医科という

のは歯科以外という意味です、医科の入院外―入院外というのは

外来という意味ですけども、県内、その医科の外来の受診延べ日数

は令和２年度 1,090万日でございました。これは前年と比較をしま

して 142万日の減、割合にしまして 11.5％の減少となっております。

そのもう１年前、令和元年度におけます前年比の減少幅は 1.8％の

減でございましたので、特に令和２年度は前年比で減少していると

いうことになります。  

 この内訳を見ますと、全般的に減少しておりますが、特に国全体

のデータで、傷病、病気の分類別で見たときに、呼吸器系の疾患及

び感染症、これが特に減少しています。年代別では 10歳未満の小児

で減少幅が大きく、診療所の診療科では、小児科、耳鼻咽喉科の受

診延べ日数の減少幅が特に大きくなっているところです。  

瀬川委員  今、国全体の数字を言っていただきましたが、県内患者数

に関してはデータはないということでよろしいですか。  

木内厚生部長  最初に申し上げました 11.5％の外来受診延べ日数の減

というのは、これは県内のデータでございます。内訳を見るデータ

は国全体のということで御説明しました。  

瀬川委員  ありがとうございます。  

 国全体の話をしていただきましたが、 2020年度の国全体の医療費

は、コロナ前の 2019年度と比べて、もちろん今おっしゃっていただ

いたように減りました。 2019年度 43.6兆円に対して、 2020年度は

42.2兆円と 1.4兆円の減となりました。  

 日本の国家予算が大体 100兆円程度ですから、 40兆円という数字
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は改めて大きな金額だと思います。医療費の中でも入院と入院外に

分けて、入院外の医療費は 2020年度は 2019年度と比べて 6,500億円

のマイナスとなりました。  

 さてそこで、医療費の行政負担分には、国が負担する分のほかに

富山県が負担する分があります。富山県が負担する医療費はどうで

あったのか、木内厚生部長にお聞きします。  

木内厚生部長  今御紹介もありました。少し集計の様々なもので若干

違いがありますけれども、令和２年度の国の概算医療費は、前年か

ら 3.2％減少しているということでございます。この 3.2％の減とい

うところから、高齢化や診療報酬改定の影響を除いた実質の増減を

見ますと、マイナスの 3.6％と計算されています。平年、この増減

についてはプラス１％台でございましたことから、その差引きで申

し上げると、５％程度の減少となっているところです。  

 県の負担についてのお尋ねであります。特に医療費の中でも、国

民健康保険と後期高齢者医療制度の保険給付費につきまして、県に

おきまして一部負担をしております。これらの合計、県内の令和２

年度 の 保険 給 付費 総額 は 2,131億円 であ り まし て 、こ れは 前 年 比

3.0％の減となっております。お尋ねの県の負担分につきましても

3.1％の減少となっておりまして、これは金額にして約 5.6億円でご

ざいます。こちらもどこか減ったかというところで申し上げると、

先ほどの外来の受診日数と同様の傾向でありまして、呼吸器疾患や

10歳未満の小児、小児科、耳鼻科で減少幅が大きくなっております。  

 国におきまして、この医療費の減少については、新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴う受診控え、あるいは基本的な感染対策、マスク

の着用や手洗い、社会的距離の確保など、そういったことの浸透に
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よる呼吸器系疾患を中心とする疾病の減少、こういったことが影響

しているという分析をされているところです。  

瀬川委員  ありがとうございます。  

 先ほども申したのですが、手術など本当に医療を必要としている

方にはもちろん止めるものではなく、適切に受診の機会が与えられ

るべきだと思いますけれども、一方で、風邪など一時的な症状でこ

れまで受診されていた方も一定数いらっしゃると思います。コロナ

があったので余計に受診控えをしたところはもちろんあると思いま

すけれども、 5.6億円の富山県負担分が減ったという話があって、

ここに少しヒントがあるのではないかと思っています。  

 風邪など一時的な症状で受診控えをした方にＮＨＫなどが行った

調査がありまして、その方々の８割が症状は悪化しなかったと答え

た、そういう調査がありました。ふだんの手洗い、うがいも含めて、

ふだんの感染症対策が医療費を抑制できて、その分 5.6億円ほかに

財源を振り分けられる可能性もありますので、機会を捉えて適切な

医療行動、受診をというように行政も発信する、そういう方向もあ

るのではないかと私は考えますが、見解を木内厚生部長にお聞きし

ます。  

木内厚生部長  医療費についてです。  

 県では、県民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後、医

療に要する費用が過度に増大しないようにしていくとともに、良質

かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保していく、こういっ

たことが必要であると考えています。  

 御指摘のとおり、今般、新型コロナウイルス感染症対策としては、

県民の皆様にマスクの着用や手洗い、換気などの基本的な感染対策、
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また、体調不良のときには出勤や登校を控えていただき、医療機関

を受診いただくといったことをお願いしてきました。こうしたこと

は新型コロナ以外の多くの感染症にも共通する対策でございますの

で、例えば、実際に季節インフルエンザは直近２シーズン流行しま

せんでした。そういったことの一因にもなっていると考えています。  

 また、先ほど申し上げました医療費減少の要因の一つ、受診控え

と一言で言う中にも、委員からも御説明のありました医療機関の適

切な受診といったものにつながるものがあり、また一方で、必要な

受診だったんだけれども控えたというようなケースもあるものと考

えております。  

 今後、高齢化の進展、医療技術の高度化による医療費の増加とい

うのも想定をされます。県民がまず疾病の予防に努める、病気にか

からないようにするということ、また、必要なときには医療を受け

て重症化を予防する、併せて適切な受診、医療機関への負担が過度

にならない適切な受診の仕方といったことに努めていただけるとい

いのではないかということで、これまでもしてきましたけども、よ

り一層普及啓発に努めてまいりたいと考えております。  

瀬川委員  なかなか行政が適切な受診行動をと発信する、そのメッセ

ージの内容も大変難しいものがあると思いますけれども、このまま

でいいとも思いませんので、将来に向けて医療費を抑えることが富

山県、そして国全体の財政の話につながりますし、その分ほかにや

りたいことに使えるという話でもありますので、ぜひ長い目で取り

組んでいただければと思います。ありがとうございました。  

 富山県の将来像というテーマで話してきたのですけれども、次は

大きな枠の中で、新しくできる施設という観点で、高岡テクノドー
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ム別館に関して１問質問します。  

 昨年度実施した民間活力導入可能性調査によって、ＰＦＩ、民間

活力導入の範囲が決まりました。実施設計と建設を県が担い、運営

から民間に委ねる高岡テクノドーム別館ですが、順調に行けば 2024

年度、今から２年後に開館とのことです。  

 ハードのスケジュールが決まってきたことで、ここからはソフト

の準備も同時に進めてほしく思います。時期が近づいてから催しを

埋めるという感覚ではなくて、大きなイベントの開催には数年の準

備が必要ですから、初年度のイベントに関して現状、県の考えはい

かがでしょうか。また、県西部各市と考えがそろうことがベストだ

と考えますので、各市からの希望の聞き取り状況はどうでしょうか。  

 私としては、オープニング時期に関しては、例えば、新しく設置

する可動式客席の活用など、産業展示館という枠にとらわれない使

い方を最初に見せることができれば、こんな使い方もできると施設

の可能性を示すことができて、いろいろな事業者が以後の使用を検

討して積極的な活用につながるのではないかと思っておりますが、

初年度のイベントに関して新田知事にお考えをお聞きします。  

新田知事  高岡御車山、残念でした。残念というか、本当に待ち望ん

でおられた方、高岡市民の方、関係者、またファンの方々、無念だ

ったと思いますが、武田委員長が実行委員長を務めておられます富

山湾岸サイクリング、これは、一昨年はコロナ、昨年が悪天候、で

も今年見事に開催されました。大好評でした。次をぜひ期待してい

ます。  

 高岡テクノドーム別館、現在は来年度の工事着手に向けまして実

施設計を行っている、これが現状であります。来春の施設運営事業
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者の公募に向けまして、５月に決定したアドバイザリー業務の委託

業者と実施方針というものを決めなければなりません。それから、

ＰＦＩ事業としての実施が適切と認める特定事業の選定という作業

もあります。これらを開始しているところです。  

 来年度半ばに運営事業者が決まり次第、運営事業者には開催イベ

ントの誘致を含めた別館の運営準備に取り組んでいただくことにな

りますが、民間ならではの創意工夫によるコンベンションをはじめ、

幅広いイベントが誘致されることを期待しています。  

 ですが、来年半ばに運営事業者が決まりますと、予定している開

館時期まであまり日がないことになります。ですから、これだけで

はいけないと考えていまして、令和６年度中に開館を見込んでいる

のですが、開館直後から魅力あるイベントがあふれるようにしてい

きたいと考えています。そのために、今から既に富山県コンベンシ

ョンビューローさんなど関係機関とも協力をし合いながら、学会や

全国大会等の誘致について情報を集めるとともに、各種の団体に働

きかけを行ってきております。  

 委員御指摘のように、今回のテクノドーム別館は、可動式の客席

が特色であります。これを活用して、例えば、パブリックビューイ

ング、あるいはコンサートにも使えるのではないか。また、５Ｇの

設備が活用できるようになる予定ですので、ｅスポーツのイベント

なども―高岡は今、ｅスポーツのメッカと言われておりますが、

こんなイベントなども開催が可能となるのではないかと考えていま

す。  

 今後もこうした特徴をアピールして、幅広く利用していただける

ように積極的に誘致活動を進めていきたいと思いますが、やっぱり
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現在のテクノドームもあるという、この立地も大変大切だと思いま

して、これを一体的に運営できるように条件を整えていきたいと考

えております。一体に運営すれば、より幅広い催物にも対応できる

と考えています。  

 そして、地元の高岡市、経済界の皆様には、別館のイベント誘致

にも御協力いただいているところですが、今後、県西部の各市にも

この施設の特徴を説明し、県西部の６市を含めて、また、県西部だ

けではなくて、県全体の活性化にもつながる催しが数多く開催され

るようにしてまいりたいと思います。  

瀬川委員  ありがとうございます。  

 結果、高岡テクノドームの別館という形になったのですけれども、

私も途中からの参加なのですが、ここに至るまでの経緯もあります。

新しくできて、オープニングの初年度はすごく大事だと思いますの

で、今までと同じような使い方をしていたら価値が最大限生かされ

ないと思いますので、ちょっと背伸びするところもあるかもしれま

せんが、初年度に関してはぜひ、私たちが楽しめる、あるいは次に

続く事業者がこういうこともできるんじゃないかと手を挙げてくれ

るようなイベントを期待したいと思います。ありがとうございまし

た。  

 続きまして、既存インフラの活用という観点で、航空便に関して

２問質問します。  

 現在は富山―羽田便が、これは 2021年 10月から、残念ながら４往

復から３往復に減便となりました。北陸新幹線に加えて、コロナで

移動が減ったため仕方のない部分があると思っていますけれども、

ビジネス、観光などで移動が増えれば便数も増えますので、県庁だ
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けではなく、私たちも含めてみんなで頑張っていきたいと思います。  

 さて、羽田便の陰に隠れがちなのが、北海道、新千歳便だと思っ

ています。１日１往復は維持されましたが、羽田便のダイヤ変更の

影響で新千歳便のダイヤも変更されました。  

 ちょっと細かい話になるのですけれども、富山発新千歳着便は、

もともと 12時 45分着だったのが、午後の 14時 50分着になりました。

また、新千歳発は 13時 35分発だったのですが、午前の 11時発となり

まして、これによって、新千歳空港から移動もありますので、前後

の日は、富山から行った場合、ほぼ移動で潰れてしまうようになっ

てしまった現状があります。そのため、富山空港を利用したら現地

の滞在時間が短くなってしまうので、だったら小松空港を利用しよ

うということで、富山空港から小松空港に、新千歳便に関して利用

をシフトする方も増えていると聞いています。  

 富山空港発着便に関して全日空と交渉するときに、羽田便の話は

よく話題に上がるのですけれども、羽田便以外で全日空とどのよう

な交渉をしているのか、羽田便が減便になるなら新千歳便の利便性

を上げられる、そういう交渉もできないのか、田中交通政策局長に

お聞きします。  

田中交通政策局長  全日空のダイヤでございますけども、通常年２回

発表されておりまして、現在の夏ダイヤはおおむね４月から 10月で

すけども、これは１月頃に、冬ダイヤはおおむね 11月から３月です

けど、これは８月頃に発表されております。これまでもダイヤの発

表時期を見据えまして、全日空と協議を行ってきています。  

 昨年度は全日空の経営状況が大変厳しい状況にあり、全国的にも

減便となった路線もある中、札幌便については便数維持を求めてお
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ります。現在のところ便数は維持されておりますが、全日空からは、

札幌便は季節ごとの差が大きく、需要が低い時期の利用者数の引上

げを求められております。  

 また、札幌便のダイヤは、今ほど委員から御説明ありましたけど、

過去には富山空港が午前発、新千歳空港が午後発となっていた時期

もございます。全日空に確認しましたら、北海道からの富山への誘

客強化も必要だと。そういうこともありまして現在のダイヤになっ

たと伺っております。  

 しかしながら、委員御指摘のとおり、県民の利便性を高めていく

ことも重要であると考えております。全日空との交渉に当たっては、

札幌便の利用実績、これも大事な要素でありますので、今年４月か

ら富山―札幌便の搭乗キャンペーンを実施しております。また、さ

らに今定例会に搭乗キャンペーンの期間を６月末から 12月末まで延

長する補正予算を提案させていただいております。こうした取組の

実績も示しつつ、利便性向上のための交渉を行ってまいります。  

瀬川委員  ありがとうございます。  

 北海道からのビジネス、観光で来てくださる方の需要開拓も必要

だと。ぜひそれはこちらとしても望むところなのでやっていきまし

ょう。  

 ほかの地ともいろいろつながりはありますけど、富山、北海道は

全国の中でも強い結びつきを持った地域ですので、羽田便ももちろ

んですけれども、北海道便に関しても、ぜひ力を入れた取組をよろ

しくお願いいたします。  

 続きまして、国際線に関しても１問質問します。  

 資料を見てほしいのですが、これは富山県が発表している県内主
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要宿泊施設における外国人宿泊数の表になっています。これを見る

と分かるのですが、県内に宿泊する外国人に関して、台湾、中国に

次いで多いのが香港です。さすがに台湾とは差があるのですけれど

も、中国とはほとんど変わらない数字となっています。台湾、中国

は直行便があってこの数字ですけれども、香港は直行便がなくてこ

の実績となっています。  

 また、次の資料を御覧ください。これは政府観光局の資料ですが、

富山県は今年度、欧米豪―ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリ

アの観光客に特化してデジタルマーケティングを行います。欧米豪

に絞ったのも、この資料にあるように、１人当たりの旅行支出が多

いからだと思っております。それと比べ、香港の１人当たり旅行支

出は欧米豪ほどではないのですけれども、韓国の２倍の数字となっ

ています。  

 富山県はこれまでも、国際便増便に向けて、機会を捉えて現地に

直接行ってセールスしてきましたが、最近はコロナの影響もあって

御無沙汰になっていると思っています。  

 今後の観光需要開拓のために、特にこれまでも多く訪れてくれて

いる香港との定期便やチャーター便開拓に向けて、今動く時期だと

考えますが、田中交通政策局長に所見をお聞きします。  

田中交通政策局長  今ほど委員から御説明もありましたが、県内主要

宿泊施設における外国人宿泊者数ですが、台湾が最も多いのですけ

ど、この資料にもありますが、香港は年によっては２番目というこ

ともありまして、また、旅行支出の御紹介もいただきましたけど、

本県への観光需要が十分見込まれると、このように考えております。  

 このため、香港との観光交流再開後の誘客促進を図るため、現地
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の民間コンサルティング会社に委託しまして、各種の情報収集を行

っております。現地からは、香港では新型コロナウイルスの感染者

数が３月に比べ４月は大幅に減少していると。また、４月１日から、

イギリス、アメリカ、カナダなどの９か国と香港のフライトが再開

したと。３点目として、５月１日から外国人も香港への入国が可能

となりましたが、香港の方が入国する場合と同じく、入国の際は入

国後、指定のホテルで１週間の隔離、ＰＣＲ検査などが必要である

と、このような状況の報告を受けております。  

 県としましては、こうした香港入国の際の検疫措置の状況や旅行

航空会社の動向、訪日旅行の動向を踏まえつつ、チャーター便の開

拓等の準備を進めてまいりたいと考えております。  

瀬川委員  なかなか簡単な話ではないと思いますけれども、動かない

と結果は出ませんので、ぜひ取組をよろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。  

 ここまで富山県の将来像というテーマで、転入者の話、医療費を

抑えてほかに財源を回せないかという話、施設の話、観光の話をし

てきましたが、最後２問はこれからの世代の話をしたいと思います。  

 令和４年度に高校に入学した生徒数に関して、県立と私立を合わ

せると定員割れ 326人ということでした。定員割れと言いましたけ

れども、毎年の定員はその年の中学３年生の卒業数に合わせて決め

ていますので、じゃあこの定員割れの数字はどういうことかという

と、他県の高校に行っている数字に近いということです。もちろん、

他県から富山県の高校に通ってくれる生徒もいる中でのこの定員割

れの数字です。  

 近年、その数字が大きくなっていますが、高校の魅力が伝わって
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いないのか、それとも魅力がまだ足りないのか。生徒はシビアで、

自分の人生を一生懸命考えています。また、本気なもの、本気でな

いものを見透かすところもあると思っています。原因をどのように

考えているのか、荻布教育長にお聞きします。  

荻布教育長  県立高校では、令和４年度の入学者選抜において 14校 20

学科で 190人程度の定員割れが生じておりまして、近年、定員割れ

する学科が増加傾向にあるという状況でございます。  

 また、私立高校につきましては、私立高校全体で令和４年度入学

者数が募集定員に対して 130人程度少ないという状況でございます。  

 県立高校と私立高校の募集定員は、公私間で協議をいたしまして、

双方の合意に基づいて設定をいたしております。県立高校について

は、地域別の中学校卒業予定者の動向や、各高校の入学志願者数の

推移などを踏まえて総合的に定員を決めてまいっております。定員

割れする学科は年によって変動がございますけれども、定員割れが

続いている学校もございます。  

 また、私立高校の募集定員についても同様に、中学校卒業予定者

の動向や各校の経営環境などを踏まえつつ、各学校において収容定

員を定めておられるとお聞きをしております。  

 定員割れの原因で公立私立に共通することとしては、部活動など

に魅力を感じて県外の私立高校を選択するという生徒や、県外に本

部を置く広域通信制高校などへ進学する生徒も増加傾向にある、こ

うしたことが背景にあると考えております。  

 また、県立高校においては、私立高校の授業料実質無償化などに

よる県内私立高校の専願者の増加ということも影響していると考え

ているところでございます。  
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瀬川委員  ありがとうございます。  

 他県に行く生徒の大半が部活動に魅力を感じてですけれども、他

県の部活動だけが魅力があるわけじゃなくて、富山県の部活動も魅

力がありますので、ぜひそこは言い訳にせずに、さっきの移住の話

ともつながりますけれども、どんどん魅力を発信していっていただ

ければと思います。  

 最後の質問になりますが、この質問を一番話したいと思って今日

は臨みました。ちょっとここだけ強い口調になってしまうかもしれ

ず、また、前の席からだけではなくて後ろの席からも怒られるかも

しれませんが、お許しいただければと思います。  

 これは日本財団が 2019年に調査した各国の 17歳～ 19歳、 1,000人

を対象にした調査です。「自分を大人だと思う」、「将来の夢を持

っている」や、「自分で国や社会を変えられると思う」という項目

がありますが、私はこれを見て大変ショックを受けました。何でこ

んな国になってしまったのかなとも思いました。戦前こうだったの

か、戦後の初期の頃こうだったのか、いつからこうなったんだろう

かということを考えさせられました。  

 道路も、新幹線も、経済大国になることも、もちろん大事なこと

だと思っていますけれども、国が一番やらなきゃいけないことは、

若い人に希望を持ってもらうことではないかと思っています。  

 よかれと思って、いろいろ戦後 70年やってきたと思うのですけれ

ども、結果的にはこの数字を若い人に思わせてしまっているのは失

敗だったんじゃないかと思います。これは政治だけではなくて、行

政も、民間も、そして国民も、私も含めて全ての大人が責任を感じ

なきゃいけないことではないかと思っています。  
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 自分の国の将来をどう思いますか。よくなる 9.6％。  

 これは別の数字ですけれども、 15歳から 39歳まで、この国の若者

が死亡する１番の原因は自殺となっています。  

 最初の資料に戻りますけど、国全体の話ですが、富山県だけでも

この数字、変えられないかと思っています。富山県はウエルビーイ

ングにこれから力を入れてやっていきますけれども、全方位のウエ

ルビーイングはもちろん大事ですが、特に子供たちに特化して私た

ちはやるべきではないかと思いますし、ぜひやってほしいなと思っ

ています。  

 今年度、富山県はポートランドに行って、いろいろ経済的な結び

つきを強めようとしています。第１陣は経済界で行って、年度末の

第２陣には若い人で行ってもらうというような立てつけになってい

ますけれども、第１陣、第２陣に分けるのではなくて、どちらも子

供たちを連れて行ってほしいのです。富山県の大人がみんなの将来

のために、外国とこういうふうに交渉しているという背中をぜひ見

せてほしいと思っています。なかなか、もう進んでいるところもあ

るかもしれませんが、ぜひこれは私から強くお願いしたいと思って

いることです。  

 この国や社会に対する意識調査を見ても、大人だけでなくて子供

にこそウエルビーイングを高めてほしいと思っていますが、昨年度、

とやまワカモノ・サミットというのもありましたが、それ以外で小

中高校生に対して行っていることはあるのか、新田知事に最後お聞

きします。  

新田知事  やはり将来ということですから、将来の日本、富山県を担

ってもらう今の子供たちが大切なテーマだと思っています。今の資
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料もそうですけども。となると、やはり教育が大切になるというこ

とです。  

 昨年、第２期の教育大綱を定めました。それを踏まえまして、本

年３月に第３期の教育振興基本計画を策定しました。これが今後５

年間、富山県の教育の基本になります。教育を通して目指す姿とし

て、すべての県民が自分らしく生き生きと暮らせる真の幸せ（ウエ

ルビーイング）を向上させる、また、ＳＤＧｓの精神にもある質の

高い教育を目指し、誰一人取り残さない、持続可能で多様性と包摂

性のあるダイバーシティーでインクルーシブな社会の実現をする、

教育委員会としては、小中高生のウエルビーイングを高める取組を

この大綱あるいは計画に基づいて進め始めているところでございま

す。  

 御指摘の日本財団の調査結果は、一言で言えば、自殺のデータに

もありましたように、日本の子供たちが今、自己肯定感を持てない

でいるということに起因しているのではないかと私は考えます。  

 このため本県では、子供たちの可能性を引き出す、そして才能や

個性を伸ばす教育の推進、まさにこれは Educationという言葉の語

源でもありますし、引き出すということを進めています。例えば、

社会に学ぶということ、これは少人数教育あるいはプロジェクト学

習、このあたりで具体化をしてまいります。  

 また、ふるさとを学び楽しむ環境づくり、これは社会に学ぶ 14歳

の挑戦、あるいはふるさと学習、このようなもので具現化をしてま

いります。  

 そして、生涯を見通した学びの推進、これはライフプラン教育あ

るいはキャリア教育で具現化してまいります。  
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 そして、高校生とやま県議会あるいは県青年議会、これはちょっ

と年齢が上ですが、そういうことで、若者が地域の課題や行政につ

いて考える事業にも取り組んでいます。  

 さらに、オレゴン州の大学生とのアントレプレナーシッププログ

ラム、このようなものもあります。これも、小中高というよりはち

ょっと上ですけども、そんなことであります。  

 家庭や地域、企業と連携したこれらの取組ですが、子供が自らの

可能性を発揮して自分自身で未来を切り開いていく力を育む、社会

の中での自己肯定感につながるものと考えています。こういった取

組での学びの積み重ねが、児童一人一人のウエルビーイングの向上

に結びついていくと考えます。  

 ウエルビーイングもまずは子供に特化したらどうかという御提案

もいただきましたが、なかなか県全体を考えると、そういうわけに

もいきません。これまでのこの社会をつくってこられた今の御高齢

の方々のウエルビーイング、これもしっかり支えていくということ、

それから、富山県を後にされる方が多い若い女性のウエルビーイン

グ、これも喫緊の課題だと思っています。  

 だから、何に特化ということでなくて、富山県としてはそれだけ

の能力もスタッフもおりますので、やっぱりこれは全方位的にウエ

ルビーイングを上げていく。もちろん子供のことも大切、これはお

っしゃるとおりだと思います。  

 そして、来年度、Ｇ７サミットに伴いまして、Ｇ７の閣僚の会合

も開かれます。その中の教育関係の閣僚会合を、今、富山県に誘致

しようと努力しているところでございます。７年に一度の大きな国

際的なイベントです。特にその中の教育に関する会合が富山県で開
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催されるということが実現しましたら、これは富山県で学ぶ子供た

ちにとっては大きな自信と誇りになると思います。それが実は、私

がこれに取り組んでおります最大の目的であります。  

 いずれにしましても、この努力を積み重ねまして県民のウエルビ

ーイングを上げていく、特に子供たちのウエルビーイングを上げて

いく、これに努めていきたいと考えます。  

 時間がなくなってしまいました。すみません。  

武田委員長  瀬川委員の質疑は以上で終了しました。  

 


