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針 山 健 史 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

武田委員長  針山委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

針山委員  おはようございます。  

 先ほど山崎委員のほうからありましたが、私からも、上市町のロ

キテクノ富山さんの北信越代表としての都市対抗野球の出場、心よ

りお祝いを申し上げたいと思います。  

 実は、都市対抗野球北信越最終予選の準決勝でロキテクノ富山さ

んに敗れたのが、地元の伏木海陸運送野球部でございます。地元も

大変期待しておりましたけれども、残念な結果に終わりまして、地

元も本当に捲土重来ということで、また次回を楽しみにしておりま

すけれども、私としましては、野球の敵は質問で取ると、山崎委員

以上の質問で、地元とまた富山の発展、繁栄に貢献していきたいと

思います。  

 我が国の景気や世界の景気は、梅雨入り同様に、じめじめしてき

たような気がしております。新型コロナウイルス感染症やロシアに

よるウクライナ侵攻が長期化していることなど、要因はいろいろあ

るかと思います。  

 原材料高、また物価高、エネルギー価格は高止まり、さらに上値

を追うような状況にもあります。今朝のニューヨークダウの終値は

２万 9,927ドル、日経平均株価の昨日の終値は２万 6,431円、今日は

まだまだ下げているそうでございます。ともにここ１週間で急落し

ております。  

 また、物価上昇を抑えるために金利を上げようとするアメリカの

金融政策に連動して、円ドルの為替相場も 28年ぶりの円安水準、近
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いうちに 140円を超えるのではないかというアナリストもおります。

一昔前は円安というのは歓迎された節もありますけれども、今は高

いとか安いとかというよりも、急激な変動が非常にリスクになって

きているようであります。  

 今回の円安が及ぼす県内経済、企業や県民の生活への影響につい

てどのように捉えているのか、新田知事にお尋ねします。  

新田知事  円相場は本年の３月頃から急激に下落を始めまして、原油

や原材料費高騰の要因となっていましたが、この 15日には１ドル

135円台の後半となり、約 24年ぶりの円安水準を更新をしました。

黒田日銀総裁も、急速な円安の進行は先行きの不確実性を高め、企

業による事業計画の策定を困難にするなど、経済にマイナスと言わ

れました。  

 針山委員がおっしゃるように、伝統的に輸出立国の我が国にとっ

て円安はプラスと思われていたわけですが、大きな転換点だと思い

ます。  

 その中で、本県の産業においての円安ですが、機械や部品を輸出

する企業にとって、海外における価格競争力の向上、為替差益によ

る利益の増加が期待されるほか、海外からの観光客の増加やインバ

ウンド消費によるプラスの面の効果も期待されます。  

 しかし、現在、新型コロナにより、中国による供給制約、あるい

は日本への入国規制が続いているほか、ウクライナ情勢も受けたエ

ネルギー価格の高騰もあり、当面、このプラス効果は、県内では限

定的ではないかと考えております。  

 一方で、アルミ、医薬品、プラスチックなどの原材料を輸入して

いる企業では、原材料価格の上昇や燃料価格の高騰など、マイナス
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面の影響が既に生じています。  

 また、生活面では、小麦などの輸入食材や光熱費等の値上がりと

いうことで、家計にとっても大きな影響があると考えています。  

 生産性の向上、賃金引上げ、消費活性化の好循環、こういったと

きこそこういったものを持続的にするため、県としても、６月補正

予算案に、これにつながる事業、この席でも何度も出ておりますが、

富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金、また、富山県地域内消費喚

起プロジェクト支援補助金、いわゆるプレミアム商品券の発行事業、

あるいは、とやまプレミアム食事券の発行、それから、富山県賃上

げサポート補助金などを盛り込んでおります。可決いただきました

らば、速やかな執行に努めて、県内経済の下支えをしてまいりたい

と思います。  

針山委員  なかなか個人であったり、ちょっとした団体でその為替相

場というのを動かすわけにはいかないんですけれども、また県とし

てもしっかりと注視していただくとともに、対策も打っていただき

たいと思います。  

 今月 10日に、政府は外国人観光客の受入れの拡大を実施しており

ます。旅行会社の方にお話を聞きますと、円安で外国人の訪日需要

が非常に高まっているそうであります。  

 さきの本会議で八嶋県議からクルーズ船の質問もありました。今

年の夏に、伏木富山港へ寄港が予定されていた大型の外国クルーズ

船ですが、どうも運航が中止になったというニュースがあるようで

ございます。日本発着史上最新最大の船ということで、地元も大変

に期待をしておりましたが、残念であります。  

 ただ、今後は感染症対策に万全を期した上で、外国人の観光地な
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どの受け入れ体制の整備を進める必要があると考えます。  

 一方で、外国人観光客頼みだけではいけないわけでございまして、

今議会では、地域経済活性化に向けて、プレミアム商品券発行事業

とイベント事業を対象とした富山県地域内消費喚起プロジェクト支

援補助金として５億円が提案されております。  

 昨年の９月議会の補正予算で提案された富山県消費喚起プロジェ

クト補助金の後継事業だと認識をしております。  

 さきの本会議で武田委員長も質問されておられましたが、昨年度

の事業実績額は約３億 2,800万円との答弁だったと記憶しておりま

す。重複するかとは思いますけれども、昨年度の補助金を活用した

事業実績―補助実績であったり、主な事業内容、経済効果など、

もう少し詳細に、そして今年度の利用見込みについて、中谷商工労

働部長にお伺いいたします。  

中谷商工労働部長  今お話がありましたように、昨年度の補助金でご

ざいますが、プレミアム商品券発行等事業として 13市町の団体から

21件、イベント事業として 10市町の団体から 21件の申請があったと

ころでございます。  

 主な事業内容といたしましては、プレミアム商品券発行等事業で

は、独自の地域通貨やポイントカードを活用した事業、キャッシュ

レス決済サービス事業者と連携した事業、また、イベント事業では、

ＱＲコードやＬＩＮＥ公式アカウントを活用したデジタルスタンプ

ラリーなど、各地域の実情に応じて、創意工夫ある事業が実施され

たところでございます。  

 こうした様々な取組について、キャッシュレス決済、それから地

域資源活用の促進なども含めた経済効果を、一定の基準をもって定
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量的に算定するというのはちょっと難しいのでありますが、実施団

体からは、売上げや客単価が上がった、来店者数が増加した、新た

な顧客獲得につながったといった、大変好評であったという声を多

数いただいておりまして、相当程度の事業効果があったと考えてお

ります。  

 県内の商工団体からは、会員などからの要望も多く、昨年に引き

続き実施をしたい、他の団体等と連携をして実施をしたいといった

御要望をいただいているところでございます。  

 また、複数の自治体において、県事業を活用した上乗せ補助等に

ついて検討している旨の報道もなされているところでございます。  

 昨年度は９月補正予算について議決をいただいたのですが、今回

は実施期間が６月補正ということで、議決をいただければ実施可能

期間が長く取れるということを踏まえまして、より多くの団体に本

事業を効果的に活用いただきまして、各自治体や団体で独自に実施

される事業とも併せて、地域経済の活性化につながるよう取り組ん

でまいりたいと考えております。  

針山委員  今年度の事業予算額は、昨年の事業から増額されておりま

す。  

 昨年度のプレミアム商品券事業については 20％のプレミア、さら

に、今ほどありましたけども、市町村の補助を受けて 30％のプレミ

アがつく商品券もありまして、発売前から長蛇の列をつくって２時

間で売り切れたとか、高い倍率で抽せんとなったケースが相次いで

おりました。  

 プ レ ミ ア 商 品 券 の 補 助 限 度 額 が 、 前 回 は 、 複 数 商 工 団 体 枠 で

5,000万円、単一商工団体枠で 2,000万円、複数商店街枠で 500万円、
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単一商店街枠で 200万円と、規模を考慮してカテゴリーで差をつけ

るということは理解できますけれども、例えば、商店街の枠でも希

望とやる気があれば補助上限を引き上げてもよいのではないかと。

一度事業を経験したことで、ある程度の販売予測もできるし、昨年

度よりも事業期間が長く確保できることから、柔軟で弾力的な、意

欲のある地域に頑張ってもらえるような対応をすべきであると考え

ますが、中谷商工労働部長にお伺いいたします。  

中谷商工労働部長  昨年の状況でございますが、実際にプレミアム商

品券発行等事業に取り組まれた商店街、ショッピングセンターは 13

団体ございまして、うち６団体がそれぞれ２団体ずつ、３つの連携

体で取り組まれました。さらに、そのうち２つが地元の市から上乗

せ支援を受けられたところでございます。  

 今、御説明がありましたように、連携しますとプラス分の増額が

あるということですが、この事業は、地域資源の活用を促進して地

域経済の活性化を支援するという事業でございますので、ぜひ市町

村からの御支援も期待をしているというところでございます。  

 もう一つは、先ほども申し上げたところですが、前回は９月補正

予算であったために、今回は実施可能期間が長くなります。今議会

に提案されておりますプレミアム食事券の事業、それから、各市町

村によってまだ独自の事業が審議されているところであり、こうい

った事業について、一定の期間がございますので、地域の消費喚起

効果がうまく継続、または、一緒にやることによってより高い効果

が出るよう、実施タイミングを調整していただくことも効果的では

ないかと思っております。  

 それから、各商店街ごとに構成店の業態が様々で、商圏人口等を
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客観的に把握するということは難しいという中で、より多くの商店

街に取り組んでいただくきっかけとするということを目的とした事

業でございますので、その上限額を個々の希望に応じて増額をする

ということについては難しいと考えておりますが、募集に際しまし

ては、実情を丁寧にお聞きしまして、商工団体と連携してやると上

限額が上がるとか、それから、市町村でも地域活性化のためにいろ

いろな上乗せ支援というものが検討されているということを踏まえ

て御協力を検討いただくなど、取組の実現に向けて御相談をしてま

いりたいと考えております。  

針山委員  今の枠組みの中でうまいことやれという話なんだと思いま

すが、前回のプレミアム商品券の業種的な利用率をお聞きしますと、

飲食店がちょっと高かったというようなお話も聞いています。  

 先ほど言われたとやまプレミアム食事券の発行も同時に予定され

ておられまして、飲食店だけにその支援が偏るようなことにならな

いような、またそういった対策なり、配慮なりいただき、いろんな

業種に行き渡るようにまたお願いしたいと思います。  

 観光需要など回復支援事業として国のＧｏ  Ｔｏ  トラベル再開

まで、県民向けの宿泊割引に８億 5,000万円が提案されております。

政府も来月前半から、観光キャンペーンの全国拡大も検討している

ようであります。  

 とやまプレミアム食事券の販売も予定されておりますし、行事や

イベント等の復活の傾向も考えますと、今後の人流の増加は必然で

あります。  

 社会経済活動の活性化に向けて、ＰＣＲなどの検査のニーズが高

まることも想定されることから、検査体制を整備しておく必要があ
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ると考えます。  

 現在のＰＣＲ等検査無料化事業の期限が今月末に迫る中、現在の

利用状況及びそれを踏まえた７月以降の対応について、木内厚生部

長に所見をお伺いします。  

木内厚生部長  本県では、国の交付金を活用しまして、これは新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の検査促進枠といった

ものがございます。  

 昨年の 12月から検査無料化の事業を実施しております。これがち

ょっと複雑ですけれども、検査無料化事業の中で２つの事業に分か

れておりまして、１つ目は、原則ワクチン３回目接種を終えていな

い無症状の方を対象としまして、飲食やイベント、旅行、帰省に際

して必要な検査を無料化とする事業、これをワクチン検査パッケー

ジ・対象者全員検査等定着促進事業と言います。  

 もう一つは、感染の拡大傾向にある、そういうときに感染不安を

感じる無症状の県民の皆様への検査を無料とする事業、一般検査事

業と申します。  

 この２つの事業はこれまで 12月から実施をしてまいりまして、６

月 16日現在、県内の 225の薬局、医療機関等におきまして検査がで

きるという体制になっております。総合検査件数は、速報値ですけ

れども、累計９万 4,387件、１日当たり約 550件の検査がこの無料化

で実施されたということでございます。  

 御指摘ありましたとおり、これまで順次延長されてきましたけれ

ども、両事業とも期限は現在６月末までとされてきたところでして、

御指摘のとおり、今後、夏休み期間などそういったことで人の移動

や交流の機会が増えるということが想定をされますことから、県か
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ら全国知事会等を通じて期間の延長を国に要望してまいりました。  

 ただいま定着促進枠につきましては、この６月末までの期限を８

月末まで延長するというような方針が示されました。残るその一般

検査事業につきましても、引き続き、期限の延長を要望してまいり

たいと考えております。  

針山委員  もう一回確認ですけど、一般検査の分はまだ分からないと

いうことですか。  

木内厚生部長  はい、一般検査事業につきましては、今、６月末まで

とされておりまして、延長するということについて、引き続き、国

に要望してまいりたいと思います。  

針山委員  安心・安全な経済活動に向けて、やはり一般検査のほうも

ぜひ延長していただくように働きかけていただきたいと思います。  

 続きまして、県内の海岸で外国語のケースに入った注射器など危

険な漂着物が打ち上げられております。県のホームページでも氷見

市で 152本、高岡市で 100本など注射器の漂着状況を投稿し、注意を

促しています。  

 私も先日、地域行事の一環で海岸清掃を行った際に、幾つも目に

しましたし、拾ってもまいりました。  

 委員長、資料の掲示をお願いします。  

武田委員長  何でしょうか。本物であれば許可します。  

針山委員  これが私が海岸で拾ってきました流れ着いた注射器でござ

います。これはもちろん本物です。  

 注射器には薬物は含まれていないようですけれども、一方は注射

針がついたものでございまして、やはりこういうものが海岸に落ち

ているということは気持ちのよいものではありません。  
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 海岸に打ち上げられているものももちろん危険ですけれども、海

中にとどまっているもの、そして、砂浜に埋没しているものも多く

あるわけでございます。  

 本格的な海水浴シーズンも近づき、また、１年を通してマリンス

ポーツを楽しむ方もおられるわけでございます。県民の安全・安心

の確保が求められる中、漂着物などの安全対策にどう取り組むのか、

廣島生活環境文化部長にお伺いいたします。  

廣島生活環境文化部長  本年２月頃から、日本海沿岸地域で、今ほど

の注射器などの漂着が確認されております。  

 県では、直ちにこの情報をホームページに掲載しまして、注射器

を発見した場合は、触れずに、県または市町に連絡してほしいとい

う旨をホームページに掲載しておりますので、また取扱いについて

はよろしくお願いいたします。  

 あわせまして、海岸管理を担当する県土木センターの職員が定期

的に海岸パトロールを行い、また、高岡市、氷見市などでも海岸へ

の不審物漂着の確認作業に当たっておられます。  

 ４月以降、県内で見つかったわけですが、パトロールで発見され

たもの、また、漂着の情報が寄せられて回収したものなど、昨日時

点で 259本の注射器の漂着が、県西部の３市の海岸において確認さ

れております。これにつきましては、県または市において回収をし

ているところでございます。  

 県内の海岸への注射器の漂着は最近も報告されておりまして、今

週の月曜日にも氷見のほうでは 30本ほど見つかっているというよう

な状況でございます。  

 海水浴シーズンに向けまして、一層の対応が必要でございます。
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このため、今後、沿岸市町と連携の上、パトロールを強化していき

ますほか、看板を設置しまして、不審物に触れないことに加えまし

て、不審物が海中に漂っているおそれ、また、砂浜に埋没している

おそれ、委員御案内のとおりでございます。そういったことにつき

ましても、利用者の方や海水浴場の設置者の方にも注意を促してい

きたいと思っております。  

 また、不審物を発見されました際は、県または市町に連絡するこ

とも改めまして呼びかけるなど、利用者の安全・安心の確保に努め

てまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。  

針山委員  部長、これは、すぐにお渡ししたほうがいいですかね。  

廣島生活環境文化部長  よろしくお願いします。  

針山委員  では後ほど、回収をお願いいたします。失礼いたしました。  

 それでは、公共交通についてお尋ねをしたいと思います。  

 こういった注射器を拾った海岸に沿って走っているのがＪＲ氷見

線であります。  

 ５月 27日に第４回の城端線・氷見線ＬＲＴ化検討会が開催されま

した。今年度は、これまでの需要予測調査などを経て、ＬＲＴ化に

係る事業費についての調査を実施するとのことでしたが、並行して、

ＬＲＴ以外の交通モードについても概算整備費などを調査すること

が発表されました。調査期間は令和４年 12月 28日までと。  

 私は、２月議会で県庁が今年新たに導入する部局横断的なプロジ

ェクトチームでＬＲＴ化議論を進めていただけないかとお願いをし

ましたが、交通政策局を新設するんだと、迅速に専門的に対応する、

そういったような答弁があったかと思いますが、調査が大変に遅れ

る、そんな見込みであります。  
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 例えばという話になりますけれども、ＬＲＴ化検討会でなかなか

当面方向性が出ないのであれば、地域公共交通計画の策定を目指し

ている地域交通戦略会議に、ある程度検討を委ねればどうかと思い

ますが、新田知事に所見をお伺いいたします。  

新田知事  委員おっしゃるように、先月の 27日に開催した第４回の城

端線・氷見線ＬＲＴ化検討会では、現在実施しているＬＲＴ化の事

業費調査の実施状況について報告をしました。また、新たに実施す

る電化のＬＲＴ以外の交通モードの検討調査の実施も決定をされま

した。  

 ＬＲＴ化などの検討、議論を急ぐために今年度実施する調査は、

現在実施している事業費調査と並行して実施をいたします。  

 先般、１回目を開催しました地域交通戦略会議では、城端線・氷

見線のＬＲＴ化の検討に詳しい有識者の委員から、今議論になって

いる城端線・氷見線のＬＲＴ化のような判断を急がなければならな

い事案は、計画づくりと並行して取組を進めていく必要があるので

はないかとの御意見をいただきました。  

 県としましては、ＬＲＴ化検討会における検討、議論が令和２年

６月から行われていることも踏まえまして、ＬＲＴ化の事業費調査

と電化のＬＲＴ以外の交通モードに係る調査の結果の取りまとめを

できるだけ早期に進めます。  

 今後、検討会において、本年度末までに方向性を示した上で、地

域交通戦略会議においても議論が進められるよう、沿線市、ＪＲ西

日本と共に検討を加速化してまいります。  

針山委員  今、知事から並行して話し合うんだという答弁だったかと

思いますが、地域公共交通計画の策定というのは、令和６年６月頃
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をめどにお聞きしています。  

 ゴールが一緒だという認識はとてもないですけれども、もともと

地域公共交通計画とＬＲＴ化の話が別々に進むことで、その整合性

というのが非常に疑問視されていたと思うんです。  

 各論でいろいろ話をして、最終的な交通計画の総論の中でそごが

出るというのは、やはり議論として非常に時間ももったいないです

し、いろいろな有益な議論ができないのではないかなと思っている

のですけれども、地域公共交通計画と今の城端線・氷見線の議論の

整合性について、もう一回、知事にお尋ねさせていただきたいと思

います。  

新田知事  言うまでもなく、城端線・氷見線のＬＲＴ化の検討会は先

行して進んでいることでありまして、順を追ってやってきました。

そして、今も調査すべきことをするという、また、その調査結果が

出ていない現時点で、その方向性を示す時期をお答えするのは難し

い状況でありますが、先ほども申し上げたように、ある専門家の委

員の方からは、ＪＲ城端線・氷見線のＬＲＴ化のように判断を急が

なければならない事業については、この地域交通戦略会議での計画

づくりと並行して取組を進めていく必要があるということを言われ

ました。そんな方向でやっていきたいと考えています。  

針山委員  ちょっと分からない部分ありますけども、判断を急いでい

ただけるということで理解したと思っております。  

 ６月２日に開催された地域公共交通計画策定に向けた第１回の地

域交通戦略会議の結果を受けて、知事のコメントを翌日、新聞で見

させていただきました。収支採算性だけでなく、利便性向上を重視

するんだと。  
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 会議で話し合われた地域交通戦略のポイントをまとめた資料には、

今後の検討事項として、収支採算性や事業者への経営支援の視点に

とどまらない目標の設定（県民のウエルビーイングの向上につなが

る目標）と書いてありました。  

 どんな乗り物ならウエルビーイングにつながるのか私もよく分か

らないのですけれども、そもそも少子高齢化であったり人口減少、

地域内の交通事業者の経営環境の悪化であったり、行政の財政負担

増の問題があっての議論だと思っています。  

 そして、利便性向上に向けては、これまで富山県地域交通活性化

推進会議や、個々の路線では高山本線強化推進同盟会、あいの風と

やま鉄道利用促進協議会、城端・氷見線活性化推進協議会など、い

ろいろ今まで会議体も開催されてきておりますけれども、そこで今

まで一体どんな話がされてきたんだろうかと。利便性向上に向けて

どんなことに取り組んできたんだろうかと思うわけでございます。

利便性の向上を追求することが収支にマイナスであるという考え方

になっていないのかと懸念するわけであります。これまでに真に必

要な利便性向上策を講じなかった結果、収支悪化につながって、現

在の状況に至っているのではないでしょうか。利便性向上と収支改

善は相反するものではありません。  

 地方の公共交通の収支採算は、確かに期待しにくい。利益を上げ

ようとか、収支がとんとんだとか、そんなわけにはなかなかいかな

いのは理解しておりますけれども、公共サービスとして、行政の財

政負担はある程度仕方はない。ただ、財政負担が伴う以上、採算面

を見据えた現実的な検討が必要だと思っております。  

 地域公共交通計画について、そして、城端線・氷見線をはじめ、
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公共交通の維持確保に向けてどのような観点を重視し、策定を進め

るのか、新田知事の認識を伺います。  

新田知事  公共交通の維持確保につきましては、計画策定に当たって、

利用が減少する、収支が悪化する、さらにサービス低下する、さら

に利用が減るという悪循環に陥りがちでありますが、そうではなく

て、利便性を向上して利用者が増加し、交通事業者の収益改善が図

られ、さらに利便性を高める、投資もできるという、そういうよう

な好循環に持っていき、持続可能な公共交通の確保の観点を重視し

て検討を行う必要があると考えています。  

 過去のことはともかく、今、もしかしたら針山委員が御指摘のよ

うな嫌いもあったのかもしれませんが、例えば、城端線・氷見線で

はこれまでも県と沿線市が連携して、増便のトライアル、また車両

のラッピング、べるもんたの魅力向上への支援、このような利用者

の増加対策を実施してきました。  

 コロナ前までは、他県のＪＲローカル線では利用が近年減少する

中で、城端線・氷見線は大変健闘してきたと私は理解をしています。  

 また、富山市の高山本線につきましても、富山市が増便などの取

組を長く行ってまいりました。それにより、利用者数の維持が図ら

れてきました。  

 このようなことにヒントがあると思います。こうした実例も踏ま

えまして、今回の新しく始めました富山県地域交通戦略会議、ここ

には４つの部会をセットしております。  

 サービス連携高度化部会、これはＭａａＳなどサービス連携によ

って需要を掘り起こせないか、刺激できないか。  

 鉄軌道サービス部会、これはまさに鉄軌道サービスの維持、改善
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に向けてどのような方策が考えられるのか。  

 それから、地域モビリティー部会、これは関係者の共創により、

移動を確保する、朝日町で行われておりますノッカルのような事例

がありますが、そんなことを追求してまいります。  

 それから、交通ワンチーム部会、行政と事業者による実務協議。

この４つの部会を傘下で回しながら、総合的に富山県の地域交通の

在り方について、縮小均衡あるいは悪循環に陥らないようなやり方

で考えていくという立てつけであります。  

針山委員  これをやったらあれをやったら経費が抑えられるという考

え方ではなくて、こんなことあんなことをやったら利用者が増加を

するんだという利便性の高いニーズを、ぜひ捉えていただきたいと

思います。  

 城端線・氷見線の沿線市の行政の方と話す機会もあるわけでござ

います。ＬＲＴ化についての考え方をお聞きしますと、ほとんどの

方が、「うちの町、どれだけお金出さんなんかの」とか、「高岡市に

でかいと出してもらわんなん」と、そんなような話をよく聞くわけ

でございまして、財政負担とか、財政割合というのが一番気になる

んだなと思っております。  

 先日、自民党の議員会で立ち上げた、公共交通を考えるプロジェ

クトチームで、米原委員を団長に滋賀県の近江鉄道を視察してまい

りました。存続のために 24年度から上下分離方式を導入すると、そ

の経緯や過程を学んでまいりました。  

 滋賀県や沿線 10市町などから成る法定協議会を設置し、クロスセ

クター効果の算出による検証にて、存続させるという関係者の共通

認識を持てたことが議論を進める大きな要因になったというふうに
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感じております。  

 委員長、資料の配付と掲示をお願いします。  

武田委員長  許可いたします。  

針山委員  クロスセクター効果について、少し簡単にですけれども、

御説明をしながら話を進めたいと思います。  

 鉄道の必要性や効果を定量的に把握することを目的として、交通

分野だけでなく、多様な分野も含めた鉄道の有する多面的な効果を

算出するものであります。鉄道を維持した場合の財政支出と、廃止

した際の代替交通確保に必要な財政支出を比較、また、検証するも

のでございます。  

 近江鉄道線を廃止にして、医療、教育、建設などの多様な分野で

代替施策を実施した場合の費用は年間 19.1億円以上となり、行政の

財政支出額と事業損失額の合計 6.7億円を大きく上回ることが確認

できたそうでございます。これを見てもらえば、細かいところはあ

れですけども、一目瞭然で、近江鉄道を維持存続させるほうが効果

的だといった結果が出たそうでございます。  

 氷見線・城端線の議論、そして、地域公共交通計画の策定に当た

っては、公共交通を維持するためのあらゆる角度から費用対効果を

踏まえる必要があると思いますが、田中交通政策局長に所見をお伺

いいたします。  

田中交通政策局長  地域公共交通計画の策定に当たりまして、国にお

いては、地域公共交通計画等の作成と運用の手引き、これが作成、

公表されております。  

 この手引には作成の手順、考え方が示されておりますが、実際の

計画づくり等に当たりましては、当然、各地域の状況や特性に応じ
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た対応を心がける必要があるため、参考として示されております。  

 今ほど委員御指摘のクロスセクター効果については、この手引の

中にも記載がありまして、地域公共交通の確保充実により、地域経

済の振興や福祉、教育、環境などの他の行政分野における公的負担

額を間接的に軽減している効果があると考えられるということで、

今、手引のところに記載がございます。  

 委員から御紹介ありました近江鉄道線のクロスセクター効果につ

きましては、鉄道は医療、商業、観光、教育など様々な行政分野に

わたり、有形無形の多面的な効果を有していると。近江鉄道が廃止

された場合に、追加的に必要となる分野別の代替費用は、今、御説

明ありましたけれども、約 19億円と見込まれるという結果が示され

まして、他の調査結果も含め、法定協議会において全線存続の合意

に至ったと承知しております。  

 今回策定いたします本県の地域公共交通計画は、計画の区域が県

内全域と大変広範でありますが、将来の公共交通を考えるに当たり

まして、その果たす役割、効果を幅広い視点で考えることは大切な

ことであると考えております。  

 今後、どのような手法で効果を把握することが適切か、地域交通

戦略会議の有識者の委員の方々の御意見も伺いながら検討を進めて

まいります。  

針山委員  ぜひ関係市町村には、今ある自分の財布も大事ですけれど

も、将来にわたってどういった方法が適切なのかということを考え

るいい機会になってもらえればいいなと思いますし、氷見線・城端

線については、近江鉄道よりも輸送密度が高いこともあります。細

かいところは私は計算していませんけども、絶対に廃線にするより
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も存続させたほうが沿線市にとっては有利ではないかと思っており

ます。ありがとうございました。  

 先月、５月 21日に伏木曳山祭が開催されました。私も今年から伏

木曳山祭実行委員会の会長を仰せつかっております。２年間中止し

ておりました余興「かっちゃ」も実施いたしました。新田知事にも、

後日、盛況でよかったですねということで声をかけていただきまし

たし、ほかの県の幹部の方、また、県議の方にも何人かにそれぞれ

声をかけていただきました。声をかけていただいていない方は多分

来ていただいていないなと思っておりますけれども。  

 今年から、大事な祭りを後世にしっかりと継承するために、５月

の第３土曜日ということで、日程や時間を変更いたしました。当日

は 10万 4,000人の方が伏木に来られたそうであります。  

 最寄りのＪＲ伏木駅では、ＪＲの御厚意もありまして、 20時以降

の氷見線の車両を増両していただきましたけれども、それでも満員

で対応できていなかったそうであります。  

 それなりに誘客が見込めるイベントや祭礼のときには、移動の利

便性や混雑対策に努めるためにも、県として、市町村や主催者側と

連携を図り、ニーズを把握して、積極的に公共交通の利用促進につ

なげていくべきではないかと考えます。  

 事前に通告はしておりませんけれども、初めて伏木曳山祭を見ら

れた感想も併せて、南里地方創生局長にお伺いいたします。  

南里地方創生局長  ５月 21日、私も家族で観覧に行かせていただきま

した。感想を申し上げていなくてすみませんでした。  

 初めて見てみて、ちょうちんのともるすごく優美な姿から一転し

て、勇壮な腹に響くような「かっちゃ」、あれにすごく衝撃を受け
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まして、小学生の子供も大変興奮して、「もっと行け」と言ってい

ました。  

 全力でぶつかり合う曳山や、御参加の港町伏木の方々の祭礼を超

えた荒々しさというのでしょうか、こういったものを感じましたけ

れども、時には神々しさみたいなものも感じられました。  

 針山実行委員会会長や関係の皆様に敬意を表するとともに、北前

船でにぎわった港町伏木の宝なんだなと、そして文化だなと感じた

ところでございます。  

 御質問いただきました、イベント、祭礼時における誘客促進でご

ざいますけれども、本県には、伏木曳山祭をはじめ、高岡御車山祭、

おわら風の盆など、県内外から集客が見込まれる祭りやイベントが

多くある中で、新たな観光振興戦略プランにおいても、曳山行事を

含めた祭りなど、富山の強みを生かしたコンテンツ造成、多様なツ

ーリズムの展開に努めることとしておりまして、誘客促進に当たっ

て、拠点の駅から観光地までの交通や２次交通の整備など、移動の

利便性の向上は重要な課題と認識しているところでございます。  

 先般、国の緊急経済対策の補正予算により、ウイズコロナでの祭

り、イベントなどの誘客、周遊を促すため、コロナ対策のほかに、

バス等の臨時運行に要する経費を支援するとされたところでござい

ます。  

 県としても、本年度のイベント実施に当たって、この制度の活用

について市町村に周知し、働きかけているところでございます。  

 また、県としては、地元の市町村と連携しまして、公式サイト

「とやま観光ナビ」において、イベント情報に加え、可能な限り複

数の公共交通機関でのアクセス情報も掲載することとしておりまし
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て、公共交通機関の利用促進や混雑緩和に配意しているところでご

ざいます。  

 なお、イベントに限らずですけれども、誘客促進のための２次交

通を整備するという観点から、今議会において、交通事業者による

公共交通を生かした観光商品の造成、販路拡大の取組の促進、それ

に必要な観光交通の運行再開等への支援について、補正予算案に提

案しておるところでございまして、観光地への利便性向上に努めて

おります。  

 県としては、交通事業者のほか、国や市町村とも連携しまして、

観光地への移動も楽しめる環境づくりに取り組んでまいります。  

針山委員  事前に通告もしていなかった割には祭りの感想、満点の答

弁をいただきまして、本当にありがとうございます。  

 コロナの影響もありまして、私どもも本当に遠慮して、手加減を

しておもてなしをしたところもございます。来年は、観光客の移動

も含めて、しっかりとしたおもてなしに努めてまいりたいと思いま

すので、富山県の絶大なサポートをまたよろしくお願いをいたしま

す。  

 デジタル化について御質問させていただきます。  

 メールの誤送信など、県庁から情報漏えいが頻発しておりまして、

今議会でも原因の追究や対策を求める質問が幾つもありました。  

 県庁のデジタル化に向けて、デジタル化推進室を新設したり、民

間の人材を補佐官や職員として登用したり、いろいろと取り組んで

きておられます。  

 昨年度から目玉人事としてＮＴＴドコモから前田課長を迎え入れ

ておりますが、私も所属する経営企画委員会で前田課長に何度か質
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問をさせていただきました。  

 その中で、ほかの都道府県とのデジタル化の比較に、電通の自治

体ＤＸ白書 .ｃｏｍというサイトの都道府県別ＤＸレーダーチャー

トや、野村総研が都道府県別デジタル度を可視化したＤＣＩという

指標を意識していきたいという答弁をされておられました。  

 電通のレーダーチャートによりますと、富山県のデジタル化への

推進体制は進んでいるものの、人材育成や戦略策定に課題があると

いう評価になっています。  

 野村総研の都道府県別ＤＣＩスコアでは、 2020年７月の調査では

24位、 2021年７月は 29位とランクを落としています。  

 県庁オープン化戦略のＫＰＩとしても野村総研の指標を活用され

ておりますが、県庁のデジタル化は、ほかの都道府県と比較してど

の程度進んでいると認識しているのか、新田知事に伺います。  

新田知事  委員御紹介の野村総研のＤＣＩ調査、これは４つの構成要

素があります。そのうちの一つが、デジタル公共サービスがどれぐ

らい進んでいるかという指標になります。今の県庁オープン化につ

いてはこれが参考になるのではないかと思いますが、総務省の統計

などに基づく行政手続のオンライン化状況や、情報セキュリティー

対策の取組状況、マイナンバーカードの取得状況などから、この項

目は構成されています。  

 最新の 2021年の調査では、本県の指標は 16.9ということで、全国

29位、前回調査の指標が 12.0で全国 43位でしたので、 14位ほど上が

っています。大幅な向上と考えております。  

 また、電通さんが 2021年に行われた自治体ＤＸ白書の都道府県別

ＤＸ推進度レーダーチャートでは、総務省や都道府県の公開情報を
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基に、県議会での知事提案理由説明におけるＤＸ関連用語の定量的

な観測、ＣＩＯの任命状況、ＩＣＴ研修の状況などから構成されて

いまして、こちらでは全国７位となっていますが、このような民間

指標に一喜一憂することなく、他県の事例も参考にしながら、本県

の課題を丁寧に分析し、スピード感を持って取り組んでいきたいと

考えます。  

 具体的には、本県ではＤＸ・働き方改革推進基本方針に基づいて、

リーディングプロジェクトとそれぞれのＫＰＩを設定し、申請手続

のオンライン化等の行政のＤＸを積極的に推進するとともに、住民

の利便性向上を図るため、行政情報をワンストップ・プッシュ型で

届ける情報発信、市町村と連携した電子入札システムの共同調達な

どに着実に取り組んでいます。  

 また、情報漏えい対策も、来年末のメールシステム更新に向け、

今、準備を進めているところです。  

 このような取組を強力に推進することで、結果として指標の数値

が向上していくと考えています。この県庁オープン化戦略のＫＰＩ

に民間指標の活用も検討しておりまして、採用するとなれば、もち

ろんその達成に向けて全力で取り組んでまいります。  

針山委員  一喜一憂しないという話もございましたけれども、やはり

よそはよそ、うちはうちやという考え方も、ちょっとそれではどう

かとも思います。しっかりと取り組むべきことは取り組んで、ラン

クアップにも努めていただきたいと思います。  

 今年度の県職員採用上級試験の申込みが締め切られまして、今度

の日曜日に一次試験が実施されることになっております。  

 県の上級試験に申し込んだのは、過去最少の 390人、倍率は 3.4倍、
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申込者及び倍率ともに過去最低となっております。倍率だけを比較

すれば、隣の石川県、そして福井県も 3.5倍ではありますけれども、

倍率の減少率が一番大きいのは富山県でございます。  

 少子化も要因でしょう。民間企業との人材の奪い合いもあると思

いますけれども、例えば、相次ぐ情報漏えいによる県庁への不信感

であったり、ひょっとしたら成長戦略に理解が得られていないので

はないかと、いろんな原因も考えるわけでございます。  

 高岡市は通年募集や条件緩和で申込者が増えているというような

ニュースも見ておりますけれども、富山県として、人材の確保、ま

た、魅力発信に向けた取組など、古埜人事委員会事務局長に所見を

お伺いいたします。  

古埜人事委員会事務局長  今年度の県職員採用上級試験につきまして

は、今ほど御指摘いただいたとおり、申込み総数、それから申込み

倍率、いずれも記録の残る平成３年度以降最低となりました。試験

区分別―職種別のことですけれども、これで見ましても、多くの

区分で減少いたしまして、総合土木など技術系の３つの区分では募

集数を下回ったところでございます。  

 複雑高度化する行政課題や多様化する県民ニーズに迅速かつ的確

に対応するため、優秀な人材を確実に確保することは不可欠である

と思っておりまして、そういう意味では非常に厳しい結果となった

と受け止めております。  

 申込者数はここ 10年ほど減少傾向にありまして、その要因といた

しましては、今ほどお話のありましたとおり、少子化の影響で、そ

もそも新卒学生の数が減っていること。これに加えまして、学生の

就業意識が多様化いたしまして、公務員を志望する割合が低い状態



 －２５－ 

で推移していること。また、これも御指摘ございましたけれども、

今年は特に、民間では、コロナ禍からの経済復興、需要回復を見込

みまして、大手企業を中心に採用意欲に回復傾向が見られまして、

採用内定も早まっていることなどがあるのではないかと思っており

ます。  

 そこで、職員の確保のために、まず今年度は、この上級試験の適

正な実施によりまして、有為な人材をしっかり見極めたいと思って

おりますし、今後、職務経験者や就職氷河期世代を対象といたしま

した採用試験も順次予定しておりまして、ＳＮＳ等も活用した情報

発信の強化等を通じまして、民間企業等の様々な経験、意欲、能力

のある人材の確保に努めてまいります。  

 また、来年度以降の採用試験を見据えまして、就職説明会を順次

予定しておりますけれども、近年、コロナ禍にありまして計画どお

りに実施できない部分がございました。すなわち、対面ではなくて

オンラインが主流になってしまいました。これはこれで、今まで参

加が困難であった地域からも参加いただけたという意味で、メリッ

トもあったわけですけれども、県職員の魅力や働きがいなどを十分

にアピールできなかった面もあるのかなと思っております。  

 そこで、今後は、リアルとオンラインのそれぞれよいところを取

り入れた上で、動画やＳＮＳも積極的に活用するほか、学生の意見

や要望を踏まえまして、きめ細かく内容の充実を図りながら、県庁

各部局と連携いたしまして、ワンチームで職員採用に当たってまい

ります。  

 それから、高岡市のお話もございました。試験制度を申込みの動

向や社会情勢を踏まえまして、検証して見直すということは必要か
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なと思っておりまして、他の都道府県でもいろいろ試験制度も工夫

をしているところもございますので、そうしたところも詳細に内容

や効果を情報収集いたしまして、参考にしていきたいと思っており

ます。  

針山委員  いろいろ新しい試みも試されるということなんだと思いま

す。ぜひこの原因とその傾向というのをしっかり調査してみてほし

いなと思います。ありがとうございます。  

 今年度より、県職員採用上級試験にデジタル枠が設けられました。

試験内容を見てみますと、出題分野に特色は見られるものの、処遇

は行政職と一緒、また、民間企業やほかの自治体との獲得競争が激

化している中で、一体どのような人材を求めているのか。現在２名

の募集のところ応募申込みは４名という状況をどのように考えてい

るのか、岡本経営管理部長に所見を伺います。  

岡本経営管理部長  県では、昨年度から、職務経験者や就職氷河期世

代を対象としました採用試験にデジタル枠を設けており、システム

開発の実績がある人材など、これまで４名を採用しているところで

ございます。  

 加えまして、今年度新たに、主に新規学卒者を対象とする上級試

験の総合行政区分にデジタル枠を設けたところでございます。業務

量や職員配置など、全体のバランスを勘案しまして、募集数を２名

程度としておりますが、民間等でのデジタル人材の熾烈な獲得競争

が見込まれる中、今回４名の応募があったことは一定の評価をして

いるところでございます。  

 デジタル職には、デジタル技術やデータ活用に関する知識を有し、

柔軟な思考でデジタル化に関する施策を企画立案できる人材を採用
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したいと考えております。  

 また、採用後には、人材の育成方針としまして、デジタル部署以

外の幅広い行政分野を経験させるとともに、ＩＴ企業やデジタル庁

へ派遣し、より専門性を高めるなど、デジタルスキルと行政の専門

性をバランスよく身につけたＤＸ・働き方改革を推進する中核人材

に育てたいと考えております。  

 委員からお話がありましたとおり、人材獲得競争、民間との処遇

に差があるということは承知しております。よい人材を確保できる

よう、今ほど人事委員会事務局長からも御答弁しましたとおり、県

職員の魅力や働きがいなども十分アピールしていきたいと考えてお

ります。  

針山委員  終わります。  

武田委員長  針山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 01分休憩  


