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午後１時 00分開議  

 

吉 田 勉 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

永森副委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 吉田委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

吉田委員  冒頭でありますけれども、早速、資料の配付をお願いいた

します。  

永森副委員長  許可します。  

吉田委員  公明党より、予算特別委員会の質問をいたします。  

 初めに、子供・子育て支援について伺います。  

 資料をお目通しいただきますと分かりますように、リトルベビー

ハンドブックについて、１点目、お伺いさせていただきたいと思い

ます。専門家もおられるところでございますけれども、１つこの質

問をさせていただきます。  

 このリトルベビーハンドブックは、私も初めて聞いた言葉でござ

いましたが、小さく生まれたお子さんの育児支援ということで、母

子健康手帳と一緒に使うリトルベビーハンドブックでございます。  

 日本の赤ちゃんの出生児の平均体重は約３キログラム、それから

平均身長は 50センチであります。しかし、 2019年の統計では、全体

の 9.4％の赤ちゃんが 2.5キログラム未満、それから１キログラム未

満の赤ちゃんも 0.3％、全国で 2,600人以上いたということでござい

ます。  

 この写真にありますとおり、 24週４日で 370グラム、 26センチで

生まれた赤ちゃんの手のひらだっこということで、普通 300日とす
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るならば、ちょうどその半分というところで生まれた赤ちゃんでご

ざいます。１歳の頃は右の写真のように、すくすく成長しておられ

るということでございます。  

 なぜこのリトルベビーハンドブックが必要なのかということです

が、既存の母子健康手帳が使いにくいということでございます。一

般に配布される母子健康手帳というのは、発育曲線グラフの体重は

１キログラムからでございます。それから、身長は 40センチから記

入するということになっておりまして、体重や身長を書こうと思っ

たら目盛りがないという、こういうことでございます。保護者は出

生時の体重が書けず悲しくなっている。そして、リトルベビーハン

ドブックでは、例えば体重の目盛りのスタートはゼロからで、子供

の成長に合わせた記録が可能ということでございます。  

 下に写真が載っておりますが、ちょっと見にくいと思いますけれ

ど、私も見本を持っておりますので、また後で見ていただきたいと

思います。  

 一般的な母子健康手帳では、保護者の記録の寝返りをしますかと

いう欄においては、「いいえ」がどうしても続いてしまう。修正月

齢で記入しても「いいえ」になることが多くて、母子健康手帳に対

する興味を失ったり、記入が苦痛になってしまうと。また、一般の

子育ての取組に参加するのもつらい気持ちになって、何か月ですか

と聞かれるたびに怖くなってしまったり、他の子供と比べて自分の

子供の成長を客観的に見ることを見失ってしまうということでござ

います。  

 このリトルベビーハンドブックの作成の目的でございますが、こ

の中には先輩御家族からのたくさんのコメントもあって、サークル
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の連絡先も入っていると。これによって自分だけではないと思えた

り、似た境遇のほかの家族へつながることができるということでご

ざいます。  

 随時また見ておいていただきたいと思いますが、そこで１点目の

このリトルベビーハンドブックについてでございますが、リトルベ

ビーハンドブックは、主に 1,500グラム未満で生まれた赤ちゃんと

その親のために特別に作られた手帳でございまして、静岡県や岐阜

県、福岡県など６つの県で既に活用されています。赤ちゃんが小さ

く生まれた場合、母子健康手帳に記載された成長曲線、月齢ごとの

発達の目安と成長の過程が違うために記録ができず、それによる精

神的な負担は大きいとして、こうした手帳を求める声が相次いでい

ます。  

 静岡県ではこのような問題を考慮して、地元育児サークルが独自

につくった冊子を参考に、しずおかリトルベビーハンドブックを作

成し、平成 30年４月から配付を開始しております。  

 特徴は、３つの当事者団体に加えて、総合周産期母子医療センタ

ーの医師、看護師等専門職、行政機関などが一緒になってつくられ

たという点でございます。  

 中を見てみますと、子供の細やかな成長を喜ぶことができるよう、

成長発達の遅れ、そして個人差を考慮した記録項目となっています。

また、保護者の心理的な不安に寄り添うため、先輩ママやパパのメ

ッセージを挿入したり、家族会の紹介を載せたりしているわけであ

ります。  

 このリトルベビーハンドブックを市町村単独でつくるのは非常に

ハードルが高く、県がリーダーシップを取って作成することが必要
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でございます。  

 県が中心となって、市町村はもとより、医師や看護師、保健師、

また保護者の方々と連携をして、リトルベビーハンドブックの作成

を進めるべきと考えますが、木内厚生部長の所見を伺います。  

木内厚生部長  低出生体重児と呼んでおります小さく生まれた赤ちゃ

んと、その家族への支援につきましてです。  

 市町村におきまして周産期医療機関―大きいところが多いと思

いますけども、そこから退院時に提供されます未熟児等出生連絡票

で状況を把握するということから始まるわけですけれども、早期に

家庭訪問を行いまして、小さく生まれた赤ちゃんの育児方法を解説

した冊子でありますとか、あるいは共通の部分については母子健康

手帳なども用いまして、出生時の状況を考慮した発育の評価等につ

いて説明をしているほか、健診や発達相談会など細かく支援をして

いるところです。  

 県でも市町村向けのマニュアルの作成、保健師を対象とした未熟

児家庭訪問、乳幼児健診のスキルアップ研修会の開催や、周産期医

療機関との連携会議の開催など、支援の体制づくりに努めていると

ころです。  

 御指摘もありましたとおり、一般的な母子健康手帳というのは標

準的なお子さんの成長あるいは発達―身長、体重以外の発達です

ね、そういったことに準拠して作成をされているために、様々な理

由で、それと自分の子供が違うといった場合に御家族の方が心を痛

めるということもございます。  

 医療機関の関係者の方にお伺いすると、子供によって成長発達の

経過というのは様々でありますので、個々の子供の特徴に合わせて
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支援をしていく必要があるという御意見を伺っております。  

 そして、現在、国の検討会では、母子健康手帳の 10年ぶりに令和

５年度に向けまして改訂をするということで検討を重ねております

けども、その中で、低出生体重児や障害のあるお子さんについても

どう配慮をしていくかといったことも検討されております。  

 委員から御指摘ありました母子健康手帳以外の様々な支援といっ

たもの、どういうふうに支援していくのがいいかということについ

ては、国の検討の動向も踏まえつつ、また県内の周産期医療機関の

関係者や市町村の意見もよくお伺いをしまして検討してまいりたい

と思います。  

吉田委員  今日の新聞を見ておりましたら、新田知事はベビーファー

スト運動というのを呼びかけておられます。子供を産み育てやすい

社会の実現を目指すということになっているわけでございまして、

やはりこういったようなことに関しては、ただでさえ少子化に歯止

めがかかっていない状況でございますので、こういった一つ一つの

とげを取り除いていくことが課題の解決につながっていくと思いま

すので、ぜひひとつ前向きに捉えて、リトルベビーハンドブックを、

富山県におきましても四、五十人ほどおられるわけでございますの

で、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  

 次に、子を失った家族のケアについて伺いたいと思います。  

 流産や死産、人工中絶といった周産期に子供を亡くした家族など

への行政の対応について、悲しみ―これをグリーフと言うのです

が―を癒やすグリーフケアの視点が重要視されることになりまし

た。厚生労働省はこのグリーフケアに関する手引を初めて作成し、

活用を促す通知を４月８日に都道府県などに出しました。  
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 流産や死産を経験した人が、行政の対応によって心を痛めるケー

スがあるといいます。遺族らの心情に配慮したきめ細かい対応が大

切であり、手引の役割は大変大きいと思っているわけです。  

 この手引では、１つには、死亡届の情報を担当課で共有し、子供

が育っていることを前提とした母子保健サービスの連絡を停止する、

２つには、子供の死に特化した相談窓口を設置する、３つには、同

じ経験をした自助グループを早期に紹介するといったことなどを要

請しているわけでございます。  

 当事者と接する自治体は、寄り添った対応が大切であると私は思

いますので、このグリーフケアに今後どのように対応していくのか、

木内厚生部長にお伺いいたします。  

木内厚生部長  御紹介ありましたとおり、流産でありますとか死産、

人工妊娠中絶など、子供を亡くした女性、またその御家族におきま

して、深い悲しみからなかなか立ち直れないというようなことも少

なくないということでございます。まず、つらい気持ちに寄り添っ

て支援を行うことが重要であると考えております。  

 県では、富山県の女性健康相談センター・不妊専門相談センター、

一緒になっているのですけども、そちらで助産師や公認心理士が電

話相談や面接相談に対応しております。また、月１回、不育症の方

―流産や死産を繰り返すケースですけれども、産婦人科の医師に

よる個別の相談会でありますとか、今御指摘もございました不妊や

不育症に悩む当事者の座談会というのも開催しております。  

 また、御紹介ありました子供を亡くした家族への支援の手引を県

内の産科医療機関、そして市町村にも支援をしておりまして、関係

機関、また自治体におけるグリーフケアについての理解の促進、支
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援の質の向上に努めております。  

 様々なネットワークもございますので、こうした手引も活用して、

関係機関と連携をして、御家族の気持ちに寄り添った支援が行われ

ますよう努めてまいります。  

吉田委員  ぜひ、これも先ほどのリトルベビーハンドブックと同様、

ひとつ力を入れてやっていただきたいと思います。  

 とにかく、流産とか死産によるつらさを感じている人は、６か月

後でも５割を超えていると。それから、約３割は１年以上も続いて

いるという、こういった資料もあるわけでございますが、やはり最

もつらかったときには抑鬱状態になるということで、これは７割近

くがそういう状況になったと聞いているわけであります。  

 こういった流産、死産というのは、近親者以外には知る人が少な

いために、社会に認められにくい悲嘆と、こういうようなことも言

われるわけでございまして、こういったことも非常に大事な視点だ

と思いますので、ちっちゃなことだと思わずに、ぜひ積極的に取り

組んでいただきたいと、このように思うわけでございます。  

 次は、ヤングケアラー支援の強化について、３点伺わせていただ

きます。  

 政府はヤングケアラーに関する実態調査と前後して、支援策の強

化に乗り出し、 2022年度から３年間を集中取組期間と定めました。

その柱の一つは、ヤングケアラーに関する認知度の向上でございま

す。中高生を対象にした実態調査では、８割以上がヤングケアラー

という言葉を聞いたことがないと回答しております。国民一般の認

知度も低いと、このように見られているわけでございまして、政府

はこの集中期間に積極的な広報を行い、認知度５割を目指すとして
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いるわけであります。  

 このヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるため

に、まずはヤングケアラーに対する社会的認知度の向上が必要と考

えますが、県は今後どのように取り組んでいくのか、木内厚生部長

にお伺いいたします。  

木内厚生部長  ヤングケアラーにつきましては、家族の中でのことと

して問題が表に出にくいことや、小さな頃からそうだという場合に、

子供本人あるいは御家族も問題として認識をしていないというよう

な場合がありまして、そうした面からも実態の把握が大変難しいと

されています。  

 県では、まず認知度を関係者の間でも高めようということで、昨

年 11月に、地域で子供、若者支援に携わる方などを対象に、オンラ

インでしたけれども、専門の先生に御講演をいただきまして、まず

は共有をしたところでございます。その上で、今年度は近年の状況

を把握するため、子供を対象に県内の実態調査を実施することとし

ています。国において以前に実施をされました調査の手法も参考に

しながら、また市町村、そして学校、先生方にも御協力をいただい

て進めていきたいと考えております。その上で、実態調査の結果を

分析するとともに、教育委員会、市町村など関係機関ともよく協議

をしまして、さらなる認知度の向上、また早期発見、必要な支援に

つなげるための効果的な施策の在り方を検討してまいりたいと考え

ております。  

吉田委員  今、調査中ということでございますが、４月にはもう 22年

度の予算も成立したわけであります。昨年 12月に補正予算も成立し

ているわけでございますが、もう関連予算は盛り込んでおりますの
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で、これもやはり早急な支援の一つだと思いますので、ひとつぜひ

広報に努めていただきたいと。まだまだ知らない人がいっぱいいる

んですね、ヤングケアラーって何のことやらということで。ひとつ

またよろしくお願いします。  

 そこで次に、国はヤングケアラーについて、日々のケアに多くの

時間や労力を割くために、学業不振あるいは不登校、就職機会の喪

失など、深刻な問題に発展しているケースがあると見ております。

ただ、ヤングケアラーは幼い頃からそうした状態に置かれているこ

とが多くて、当事者自らが相談したり助けを求めたりすることが少

ないとされ、学校などで助けを求めることの大切さを周知していく

方針としております。  

 家族のために献身する行為自体は尊く、そして否定すべきもので

はございませんが、それが原因で自分の将来に希望を持てず苦しむ

ようなことがあってはなりません。教育現場において、ヤングケア

ラーの早期発見に向けて、今後どのように取り組んでいくのか、荻

布教育長に伺います。  

荻布教育長  教員は子供と接している時間が長く、ヤングケアラーを

発見しやすい立場にございまして、早期に気づくことで支援につな

げていく第一歩となれる可能性がございます。  

 学校ではこれまでも、生活ノートや日頃の様子の観察、また不安

や悩みに関する調査の実施、個別面談などによりまして、子供たち

が発するサインを見逃さないように努めております。  

 また、県教育委員会では、スクールカウンセラーなどを活用しま

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に、学校に働きかけをして
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おります。  

 学校では、変化に気づいた場合は、スクールソーシャルワーカー

などとも情報を共有して適切な対応について協議をし、必要に応じ

て関係機関とも連携をしながら、チームで支援するといった対応を

しております。  

 一方で、子供たち自身が大変だと自覚をしていないケース、うま

くＳＯＳが出せないケースもございまして、また、学校では家庭の

細かい状況を把握し切れないことですとか、家庭内の問題にまで介

入することが難しいケースがあることなど、ヤングケアラーの発見

には課題もございます。  

 このため県教育委員会としましては、今後、心理学の専門家など

とも連携し、教員を対象に子供のＳＯＳの受け止め方に関する研修

を実施するなど、子供のサインを見逃さず早期に適切な対応につな

げられるよう、教職員の資質向上を図っていきたいと考えておりま

す。  

 さらに、こども家庭室など知事部局の関係課をはじめ関係機関と

連携をしまして、家庭の問題を抱える子供についての把握と支援の

ための連携体制の構築を図っていきたいと考えております。  

吉田委員  ぜひ早期発見に頑張っていただきたいと思います。国は３

年間、集中取組期間でございますので、広報と併せてよろしくお願

いしたいと思います。  

 次に行きますが、厚生労働省は５月 14日に、学校や自治体などが

連携するためのマニュアルを公表して、主体となる機関や部署を決

め、コーディネーターを配置することを提言しています。  

 また、厚生労働省が４月に公表した小学校への調査結果によりま
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すと、ヤングケアラーと思われる児童を外部の支援につないでいな

いと、いわゆる学校の中で対応していると答えた学校が 42.7％に上

ったと言われております。その理由といたしましては、対応の仕方

が分からないなどの回答があったために、マニュアルでは、教育、

福祉、介護などの関係機関による連携改善の必要性を指摘しており

ます。  

 また、これは担当者が多いと全体方針がぶれるおそれもあり、素

早い情報提供も難しくなることから、支援計画を立てて役割分担を

明確にした上で、本人や家族の考えを尊重しながらのサポートや、

行政だけではなくて地域全体で見守ることも求めているわけでござ

います。  

 国は、来年の４月に発足するこども家庭庁、これを司令塔に、ヤ

ングケアラーの問題に省庁横断的に取り組むとこととしております

が、本県においても、こども家庭室を中心に部局横断的な連携体制

を構築し、さらには関係機関とワンチームとなって、このヤングケ

アラーの問題に取り組むべきではないでしょうか。連携体制の構築

に向けて今後どのように取り組んでいくのか、新田知事にお伺いし

たいと思います。  

新田知事  先ほど木内厚生部長からも答弁したように、ヤングケアラ

ーはやはり家庭内のデリケートな問題なので表面化しにくい構造が

あります。ですから、福祉、介護、教育などの様々な分野の関係機

関、団体が連携した早期発見・支援につなげる取組が求められてい

ます。  

 今委員からも御指摘がありましたように、国では、昨年度、厚生

労働省と文部科学省の連携―これが大切だと思いますが、ヤング
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ケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェク

トチームが設置され、関係機関などへのヤングケアラーの研修の実

施、地方自治体における現状把握の推進、相談体制や関係者連携の

強化、広報媒体やフォーラム等を通じた社会的認知度の向上などの

施策がまとめられたところです。  

 これを受けまして県では、県内におけるヤングケアラーに関する

実態調査を行い、その結果を分析の上、支援策の検討を行うことに

しております。先ほど、もう４月から予算がついているじゃないか

と御指摘もありましたが、これから実施をすることになっています。

本年４月に新設したこども家庭室が中心となって取り組みます。  

さらに、部局横断的な企画立案や施策を推進するために、こども

未来プロジェクトチームを設置しましたが、ここで福祉、介護の担

当課、また医療の担当課、そして教育委員会などと連携して検討す

ることにしています。  

 今後、関係機関や民間団体で構成しております子ども・若者支援

地域協議会においても協議を行い、ヤングケアラーを決して孤立さ

せることなく適切な支援につなげていくために、関係機関等と連携

を図りながら、委員がおっしゃるように、部局横断的に取り組んで

まいります。  

 現時点でも、子ども・若者総合相談センターなどで相談の門戸は

開かれています。また学校では、先ほどもありましたように、スク

ールカウンセラーの対応は可能です。ただ、専門の相談窓口が必要

なようでしたら、やっぱりこれはスピードを持ってやる必要もあろ

うかと思います。  

吉田委員  私どももこれから参議院選挙を迎えますけども、やはり人



 －１３－ 

への投資というか、これから将来の日本をしっかり切り開いていっ

てくれる未来への投資というか、こういった観点からも、こういっ

たヤングケアラーのことは、非常に大事なことではないかと思いま

す。  

 政府も、とにかくヤングケアラーコーディネーターの配置やオン

ラインサロンの運営、こういったようなことも言っているわけなの

で、ぜひそういったものをよく見て、県としてまたひとつ取り組ん

でいただきたいと思います。  

 次に、県内経済の活性化についてお伺いしたいと思います。  

 まず１点目は、木材需給の逼迫への対応についてでございます。  

 林野庁は、ウクライナ侵略を続けるロシアに対する経済制裁とし

て、一部木材の輸入を禁止したことなどに伴って、国内の木材需給

等への影響が生じないよう、関連業界に対して外国産材から国産材

の切替えを臨時的に支援することとしております。  

 林野庁によりますと、日本の木材自給率は４割程度にとどまって

おり、欧州連合、そしてまた中国、カナダ、ロシアなどからの輸入

に頼っているという現状であります。  

 このため、国産材への切替えに対する支援が国の総合緊急対策に

盛り込まれ、 2022年度予算の予備費から約 40億円支出しております。

その内容といたしましては、遠方の供給地からの運搬費用や、調達

した国産材を大量に保管するための保管費用について補助するとい

う内容でございます。  

 また、住宅メーカーに対しては、国産材の使用量に応じて木材の

調達価格の一部を手当てするほか、設計変更に係る費用も補助する

こととしているわけであります。国はこのように、思い切った対策
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を講じているわけでございます。  

 本県も長い間、外国産材に依存していたのではないかと思うわけ

でありますが、私も実家が建築業をしているものですから、外国産

材ばかり使っていた時期はあったと思いますが、木材の一部輸入禁

止による県内への影響をどのように認識し、その対策としてどのよ

うな取組を進めていくのか、堀口農林水産部長にお伺いします。  

堀口農林水産部長  ロシアからの木材の輸入につきましては、チップ、

丸太、単板の３品目で輸入禁止措置が取られておりますが、いずれ

も県内での取扱いはございません。  

 一方、県内製材事業者の一部では、輸入禁止とはなっていない原

板―粗びきした板材のことでございますけれども、この原板が取

り扱われており、垂木などの下地材に加工されておりますが、事業

者からは若干の遅れはあるもののほぼ順調に入荷をし、在庫も６か

月程度確保しているとお聞きしておりまして、今のところ特段の影

響は生じていないものと認識しております。  

 しかしながら、ＥＵのロシア材輸入禁止などによりまして、世界

的な木材需給の逼迫が懸念されております。県内でも県産材の需要

が高まっているほか、事業者からは遠方から原木を集める必要があ

り、調達コストが増しているといったような声もございます。  

 県といたしましては、国の総合緊急対策に盛り込まれました国産

材調達のための運搬や設計等に係る経費への支援事業がございます

ので、こうした事業の活用を促しますとともに、県産材の増産や安

定供給が図られますよう、この６月補正予算案にも県営林の毎木調

査の前倒し実施、林業事業体や木材加工事業者の負担軽減につなが

ります省エネ型の高性能林業機械や木材加工設備の導入支援に係る
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経費を計上させていただいております。  

 今後とも、県内の木材需給の動向あるいは事業者への影響を注視

しつつ、この機を県産材需要拡大の好機と捉えまして、森林クラウ

ド等の活用による効率的な森林整備や、とやま県産材需給情報セン

ター等と連携した安定供給体制の構築にしっかり取り組んでまいり

ます。  

吉田委員  ぜひ、持家率全国１位の富山県でございますので、木材の

動向というのは非常にみんな敏感だと思いますので、ひとつぜひ取

り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。  

 次に、持続的な賃上げに向けた取組について伺います。  

 今年の春闘については、経団連は大手企業 81社の回答状況を第１

回集計として発表したわけであります。定期昇給を含む月額賃金の

引上げ率は、業績回復を背景に 2.27％、 7,430円と、 2018年以来４

年ぶりに前年の 1.82％を上回りました。この流れを強くして持続的

な賃上げにつなげていくことが、日本経済の再生に不可欠であろう

と思います。  

 ところが、日本の実質賃金は約 30年間、ほぼ伸びておりません。

この点が、先進諸国の中で日本経済の成長率が低い要因の一つと指

摘されておるわけでございます。  

 重要なのは、やはり持続的な賃上げで消費を喚起し、企業の収益

増につなげ、さらなる賃上げを促す好循環をつくることであろうと

思います。  

 忘れてはならないのは、大企業に比べて体力の弱い中小企業への

目配りでございます。本県の中小企業の持続的な賃上げに向けて今

後どのように取り組んでいくのか、中谷商工労働部長にお伺いをい
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たします。  

中谷商工労働部長  当面、終息が見通せない世界的な情勢で、エネル

ギーや原材料価格が高騰しております。  

 こういった中で、持続的な賃金の引上げにつなげていくためには、

先ほど針山委員のときに知事から御答弁がありましたが、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していくことが大事であ

ると考えております。  

 少し答弁が繰り返しになりますが、県ではこれまでも、ビヨンド

コロナ補助金等により、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して、６月補正予算ではこれらの対

策について拡充をしていくということを盛り込んでおります。  

 また、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おりますことから、県において

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、国と共に、様々な機会を捉え、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。さらに、商工団体等による地域資

源の活用を促進して消費喚起を図る取組を支援する補助金も盛り込

んでおります。  

 これらが全国的な生産性向上、賃金引き上げ、消費活性化の持続

的好循環の一助となりますよう、労働局、商工団体、金融機関など

と連携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。  

吉田委員  ここでやはり大事なのは、持続的な賃上げですよね。これ

がなければ、将来不安があって、財布のひもが固くなってしまって、

ＧＤＰの５割以上を占める個人消費に勢いが出ないと思います。そ
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れがまた企業業績にも影を落として、賃上げの原資を生み出すこと

が一層難しくなるという悪循環、こういったものに陥りかねないと

いう状況であろうと思います。  

 今、非常に諸物価が高騰しておりますし、賃金はさほど上がらな

いというような感じでいるわけですけれども、負のスパイラルに陥

らないように、大変重要な境目に来ているのではないかと僕は思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 ただ、ちょっとよかったなと思っているのは、賃上げ税制を拡充

する、この税制の改正関連法案があったことはいいなと思います。

いわゆる基本給やボーナスも含めた賃金の総額を増やした場合に、

その総額分に見合う、大企業では最大 30％、中小企業は 40％の法人

税が控除されるということは非常によかったと思っているわけです

が、そういった持続的な賃上げというものをよく見ていただきたい

と思います。  

 ３点目は、女性のデジタル人材育成について伺います。  

 政府は４月 26日に、女性デジタル人材育成プランを取りまとめま

した。就労に直結するデジタルスキルの習得と、柔軟な働き方を促

す就労環境の整備の両面から支援をして、女性のデジタル人材育成

を加速化していくことが目的でございます。  

 デジタル分野は人手不足が続いております。そしてまた、今後も

労働力を求めるニーズが高まるとも見られているわけであります。  

 ＩＴ技術者における女性の割合は、わずかに 19％にとどまってい

るという現状でございます。女性のデジタル人材の育成は急務であ

ろうと思います。  

 また、新型コロナの影響で、非正規などを中心に減収やあるいは
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失業などで困窮する女性が増える中、今後も成長が見込まれるデジ

タル分野での就労は経済的に安定につながって、さらに育児や介護

をしながらテレワークで取り組めるなど、女性にとってのメリット

が非常に大きいと僕は考えるわけであります。  

 本県においても、デジタル分野の人材育成と女性の就労環境の向

上を目指すために、女性のデジタル人材育成を積極的に推進すべき

と考えますが、今後どのように取り組むのか、新田知事にお伺いし

ます。  

新田知事  委員がおっしゃったように、国では先般、女性のデジタル

スキルの向上とデジタル分野への就労支援を目的とした女性デジタ

ル人材育成プランを策定され、デジタル分野への間口を広く取って

女性の参入を促進する、また柔軟な働き方で女性がデジタル就労で

きる環境を整備する、女性デジタル人材の裾野を広げるため、官民

連携の取組を横展開することが対策のポイントで、一石二鳥、三鳥

を狙ったような作戦だと思います。  

 県では、去る３月に策定した富山県女性活躍推進戦略において、

コロナ禍においてニーズが高まったテレワークをはじめとする多様

な働き方への支援や、女性の活躍分野拡大の一環として、デジタル

人材の育成などを重要な施策と位置づけて取り組んでいるところで

す。  

 今年度は、テレワークをはじめ企業における柔軟な働き方を一層

促進するほか、女性就業支援センターにおいて、動画撮影や編集、

ウェブの制作、ネットショップの運営等に係る初級者向けのワーク

ショップの開催や企業からの切り出し業務のマッチングなどを通じ

て、在宅ワーク実践の機会を提供するなど、女性のデジタルスキル
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の向上や就労への支援を行っています。  

 また、女性を含む求職者向けのＩＴ関連技術の職業訓練について

は、本年度は定員を拡充して実施するとともに、富山県技術専門学

院及び県が職業訓練を委託しております民間の教育訓練機関におい

て、訓練受講中の託児サービスを行うなど、デジタル人材としての

活躍を目指す女性のスキルアップの促進を通じて、本県の課題の一

つであります若い女性の流出を抑止する効果もあるのではないかと

考えております。  

吉田委員  知事、力強い応援の言葉ありがとうございます。  

 本県はまだまだ製造業中心ということで、なかなかデジタル人材

の女性の割合もまだまだ少ない状況でございますので、ひとつよろ

しくお願いしたいと思います。  

 いずれにしましても、テレワークの定着促進に向けて自治体が連

携して、全国的な導入体制、これの整備が大事かと思います。  

 とにかく３年間集中的に取り組んで、３年後にまた効果を検証し

て見直しを行うと聞いておりますので、いろいろな柔軟な働き方を

推進するためのプランですけれども、ひとつ集中的にやっていただ

きたいと思います。どうもありがとうございます。  

 次に、住民ニーズへの対応について伺います。  

 我々公明党におきまして、今年の１月から２月にかけましてアン

ケート運動を実施いたしました。  

 テーマは３つでございます。１つは子育て応援、２つ目には高齢

者支援、３つには中小企業・小規模事業者支援をテーマとしてアン

ケート調査をいたしました。計 15万 7,135件の回答が集まりまして、

その結果に関連して、３点ほど質問をさせていただきたいと思いま
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す。  

 まず１点目は、子育て支援についてでございますが、アンケート

では、充実すべきだと思う政策―複数選択する科目があったんで

すが―を聞いたところ、まずやっぱり児童手当の拡充と大学など

高等教育無償化の所得制限の緩和がともに５割を超え、そして子ど

も医療費助成の拡充が 49％で続いたという結果でございました。国

の最重要課題の一つである子育て支援につきましては、依然として

経済的負担が重いというのが現状であります。また、年代や家族構

成によってニーズは多様でありまして、とりわけ多子世帯、独り親

世帯への支援は急務でございます。  

 誰もが安心して子供を産み育てられる社会の構築に向けて、子育

て、教育に係る経済的負担のさらなる軽減が必要と思いますが、木

内厚生部長に所見を伺います。  

木内厚生部長  子育てに伴う経済的負担の軽減につきましては、所得

の再分配に関わるものでもありまして、国においても議論されてお

ります。出産育児一時金の増額をはじめとして、経済的負担の軽減

を議論するということ、また児童手当の在り方の検討、さらに給付

型奨学金などの多子世帯の中間層への拡大などにも取り組むとされ

ているところです。  

 県におきましても、国、市町村との役割分担の下、これまで子育

て応援券の配付や乳幼児医療費の助成などによる支援のほか、特に

経済的負担の大きい多子世帯や独り親世帯に対しまして、第３子以

降の保育料の原則無償化や子育て応援券による手厚い支援、多子世

帯向け融資や独り親世帯向け貸付制度の実質無利子化、児童扶養手

当の支給や独り親家庭の医療費の助成、とやまっ子すくすく電気事
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業による多子世帯の電気料金の軽減などに取り組んでまいりました。  

 また、今年度は新たに、乳幼児医療費助成の拡充、保険適用外の

特定不妊治療への助成を行うほか、子育て情報サイトへのＡＩチャ

ットボットの導入や独り親向けポータルサイトの開設など相談体制

の充実、また、産後に家事代行サービスを行うヘルパー派遣の拡充

を行うなど、各般の施策を組み合わせて子育て支援に取り組んでい

ます。  

 国では、来年４月のこども家庭庁の設置の動きと併せて、子供関

連予算を拡充するとしております。今後こうした国の動きも注視し

ながら、市町村や関係団体と連携して、多子世帯、独り親世帯も含

めた子育て世帯への支援に取り組んでまいります。  

吉田委員  昨日、五十嵐委員が私立高校の授業料無償化を本当に力強

く訴えられました。これは私は本当に賛成したいと思っておりまし

て、これには先ほどいろいろ財政需要が大変大きいというお話ござ

いましたので、県単独では難しいのかもしれませんが、やはりこれ

は国の支援をどんどん要請していくということが大事かと思います。

大きければ大きいほどできないのではなくて、しっかり国へ申し述

べていくということが大事かと思いますので。私はこういったとこ

ろも、教育にかける予算の使い方というのはまだまだ少ないと、こ

ういうふうに見ておりますので、ぜひここらあたり頑張っていただ

きたいと思います。  

 それから、２点目でございますが、高齢者支援についてございま

す。  

 アンケートでは、困っていること、心配に思っていることについ

て聞きました。最も多い回答は「自分や家族が認知症になったとき」
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で、これは 64％ございました。認知症対策につきましては、その取

組を一段と強化することが求められると思います。  

 一方、困ったときに助けてくれる存在を尋ねたところ、そういっ

た設問におきましては、配偶者あるいは別居の親族が約半数を占め

ました。しかしながら、民生委員は３％にとどまっているという現

状でございます。  

 高齢者が困ったときに助けてくれる存在として、自治体の職員や

民生委員などの公的人材を挙げた人が少なかった点というのは見過

ごせないことであろうと思います。この公的サービスにたどり着い

ていないケースも考えられるわけでございます。  

 こうしたことから、本県においても、認知症についての相談体制

や、あるいは情報提供の在り方というものを見直して、さらなる充

実を図る必要があると考えますが、木内厚生部長に所見を伺います。  

木内厚生部長  誰もが認知症になっても安心して暮らせる地域づくり、

これを推進するために、これまで県と市町村では、連携をしまして、

認知症の正しい理解の促進や地域の相談支援体制の構築に努めてま

いりました。  

 具体的には、認知症の人やその家族を手助けする認知症サポータ

ーを養成するため、自治会や民生委員、金融機関や大型スーパーの

従業員の方など、地域の身近な方を対象としまして研修を行いまし

て、これまで約 14万人が受講を完了しております。  

 また、９月の世界アルツハイマー月間に併せまして、富山駅前な

どで街頭キャンペーンを実施しまして、県民への認知症の理解の促

進に努めてまいりました。  

 また、相談支援体制については、市町村や県内 61か所の地域包括
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支援センターで、認知症を含めた高齢者の総合相談の窓口を実施し

ております。また、二次医療圏ごとに整備している認知症疾患医療

センターにおきまして、専門相談や鑑別診断等を行っております。

県のホームページなどにおきましても、こうした相談窓口や認知症

に関する情報の発信を行ってきたところです。  

 今後、高齢化のさらなる進展の中で、認知症高齢者のさらなる増

加が見込まれております。御指摘のとおり、相談体制や情報発信に

ついては一層強化をしていく必要があると考えておりまして、今年

度も新たに大型のショッピングセンターにおきまして、認知症にや

さしい地域づくり推進キャンペーンといったものを開催し、ＶＲ

（バーチャルリアリティー）を活用しまして、認知症の方の物の感

じ方を体験いただくとか、あるいは企業での取組、そして地域ごと

の認知症相談窓口や認知症の人と接する際の対応方法等についても

情報を紹介していくといったことなど、地域全体で認知症の人と家

族を支える体制、こういったものの体制づくりにつなげてまいりた

いと考えています。  

吉田委員  まだまだこれから、都会あたりはもっと大変だろうと、ま

だ地方は少し目配りができる体制だろうと思うのですけれども、こ

れからますますこういったようなことが大変重要になってくると思

います。  

 したがいまして、何か１つ工夫して認知症の相談体制というか、

もう少し深掘りしたような取組をぜひ今後も取り組んでいただきた

いと思っているわけでございます。  

 ありがとうございました。  

 ３点目におきましては、中小企業、小規模事業者への支援につい
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てでございますが、アンケートにおきましては、事業者が求める支

援について聞いたところ、従業員数が５人以下の事業者は、事業を

承継する際の補助金が 35％と最も高くて、融資制度などの資金繰り

支援が 26％で続いたと。  

 一方、従業員数が６人以上の事業者では、賃上げしやすい環境整

備に向けた補助金、助成金が約５割です。そして、人材確保に向け

た助成金も同様の高い値を示した。このように、事業者の規模によ

って利用したい支援策が異なっていることが分かりました。また、

中小企業、小規模事業者への調査では、国のＩＴ導入補助金や賃上

げ税制といった支援策が十分活用されていない現状も浮き彫りにな

ったところでございます。  

 現在、ウクライナ情勢による経済への影響も懸念されており、原

油高騰、物価上昇への対応など、きめ細かな支援が求められており

ます。  

 このため、中小企業、小規模事業者への支援については、事業者

の規模や業態、経営状況などに応じて適切な支援策を周知するとと

もに、事業者のニーズを酌み取りながら制度の改善、充実に取り組

んでいくべきと考えますが、中谷商工労働部長に所見を伺います。  

中谷商工労働部長  県内の中小企業、小規模事業者が抱える課題、ニ

ーズを把握いたしまして、国の施策と連携しながら経済情勢などを

踏まえた支援を実施していくことは、大切なことであると認識して

おります。  

 県ではこれまでも、利用者の皆さんから御意見、御要望を事業に

反映させてきておりまして、例えばビヨンドコロナ補助金では、デ

ジタル化が十分に進んでいないという声が多かったことから、特別
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枠を設けることによりまして、先進的なＤＸの取組を支援する一方

で、通常枠ではその前提となるＩＴ機器等の導入費用を対象とする

こととしておりますほか、小規模事業者でも利用しやすいように、

補助金の下限額を引き下げるという工夫をしております。  

 また、午前中に山崎委員にもちょっとお答えしましたが、昨今の

物価高騰について、県内企業からの要望やアンケート結果等を踏ま

えまして、６月補正予算案に対象の拡充を盛り込んでいるところで

ございます。  

 また、今委員からお話がありました国のＩＴ導入補助金では、今

年度からインボイス制度への対応も見据えたパソコンやレジ等の購

入費用を補助対象に追加されましたほか、会計ソフト等のＩＴツー

ル導入に係る経費の補助率を引き上げるなどの見直しが行われてい

るところでございます。  

 このような制度の改善内容につきまして、国や県のホームページ

に掲載いたしますとともに、商工団体等の関係機関を通じて、事業

者との経営相談等の際に周知いただいており、有効に御活用いただ

けるよう努めてまいります。  

 引き続き関係機関において情報共有、広報を連携しながら、多様

なニーズに対応した支援策を充実してまいりたいと考えております。  

吉田委員  ぜひきめ細かな御支援をひとつよろしくお願い申し上げた

いと思います。  

 最後になりますけれども、学校を取り巻く環境の変化への対応に

ついて伺います。  

 新型コロナウイルス感染症の長期化、そしてウクライナ危機など

によって、原材料価格が値上がりしております。学校給食の食材調
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達にも大きな影響が出ているものと考えます。学校給食は保護者負

担が原則ではあるものの、その考え方を維持しつつ、保護者負担を

増やすことなく、限られた予算の範囲内で栄養のバランスや質など

に十分配慮する必要がございます。  

 そこで、現在、学校給食の食材調達にどんな影響が出ているのか、

また今後どのような対策を取っていくのか、荻布教育長に伺います。  

荻布教育長  学校給食は、成長期にある児童生徒に栄養バランスの取

れた豊かな食事を提供することで、健康の増進、体位の向上といっ

た役割を担いますとともに、食育を推進するための生きた教材とも

なっております。  

 このため、学校現場などにおいては、児童生徒が望ましい栄養量

や栄養素をバランスよく摂取できるよう、様々な食材を活用し、魅

力ある給食の提供に努めております。  

 また、食料品などが高騰して給食の食材費にも影響する場合には、

食材に係る経費を抑えるため、食材を別の安価な食材に変更したり、

デザートを手作りするなど、日頃から献立を工夫しながら限られた

給食費の中でやりくりをしてきております。  

 しかしながら、昨今の物価高騰による食料品などの値上がりは、

こうした学校現場の工夫だけでは対応し切れないほどの厳しい状況

にもなっており、このまま食材の値上げが続けば、現状の給食費で

給食の質、量を維持することが困難になると考えられます。  

 このため県教育委員会では、保護者の負担を増やすことなく、質

や量を維持した豊かな学校給食を提供できるよう、今般の６月補正

予算案において、国の地方創生臨時交付金を活用し、給食を実施し

ている全ての県立学校に対して、給食費の高騰に係る経費を補塡す
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るための予算を計上しております。  

 今後とも、児童生徒の健やかな成長発達のために、魅力ある豊か

な学校給食の充実に努めてまいります。  

永森副委員長  吉田委員。持ち時間が少なくなっておりますので、簡

潔にお願いします。  

吉田委員  はい。よろしくお願いいたします。  

 最後になりますが、環境教育について伺います。  

 地球規模での環境問題への取組であるＳＤＧｓや 2050年のカーボ

ンニュートラル達成に向けては、さらなる取組が急務でございます

が、公共建築物の中でも特に大きな割合を占める学校施設の老朽化

がピークを迎える中にあって、教育環境の向上とともに学校施設を

教材として活用し、児童生徒の環境教育を行うエコスクール事業が

今まで行われてきたわけでございます。  

 この事業は、省エネ効果に加えて教育的な効果として、太陽光発

電、いろんな学校施設を通して仲間と共に環境問題や環境対策を学

ぶことができたわけでございます。この環境教育の充実に向けまし

ては、このエコスクールの取組が非常に有効であると考えます。  

 そこで、新築や増築といった大規模な整備だけではなくて、ＬＥ

Ｄや二重サッシといった部分的なＺＥＢ化事業も、できるところか

ら取り組む学校を増やしていくことが大変重要であります。本県に

おいてもエコスクールの取組を推進すべきと考えますが、荻布教育

長に所見を伺います。  

荻布教育長  エコスクールについては、県教育委員会では、平成９年

度の制度創設以来、平成 28年度まではパイロットモデル事業により、

また 29年度からはエコスクール・プラス事業を活用しまして、環境
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に配慮した学校施設の整備を進めてきております。  

 これまで 43校が国の認定を受け、校舎の断熱化、太陽光発電、内

装木質化などの整備が行われているところでございます。  

 認定を受けた学校では、整備した施設を活用しまして環境教育を

実施しており、木材利用が地球温暖化防止に貢献する仕組みを学ん

だり、実際に太陽光発電量をモニターで見ながら、再生可能エネル

ギーへの理解を深める授業などを行っております。  

 国においては、 2050年脱炭素社会の実現に向けて、このエコスク

ールに対する補助要件を今年度からより環境に配慮した内容として

おりまして、建物で消費するエネルギーを半減するとともに、残り

半分のエネルギーについても、将来的に全て創エネ―例えば太陽

光発電などですが、創エネで賄う計画を策定することに改正すると

ともに、財政支援措置を拡充したところでございます。  

 エコスクールは、環境負荷の低減に貢献するだけではなく、教材

として活用することにより、学校が児童生徒だけでなく、地域にと

っての環境・エネルギー教育の発信拠点としての役割を担うもので

ございます。  

 県教育委員会としては、今後も各市町村に対して、先進事例や国

庫補助金のかさ上げ措置など、財政面でのメリットを周知いたしま

すとともに、県立学校での導入の可能性について検討するなど、エ

コスクールの整備推進に努めてまいります。  

永森副委員長  吉田委員の質疑は以上で終了いたしました。  

 ここで、マイク調整のため若干会議を中断いたします。その場で

少しお待ちください。  


