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藤井大輔君。  

   〔８番藤井大輔君登壇〕  

○８番（藤井大輔君）自由民主党の藤井大輔です。  

 通告に従いまして、早速質問に入ります。  

 まずは１つ目のテーマ、コロナと物価高騰で疲弊する県経済の立

て直しについて８問お聞きいたします。  

 長引く新型コロナウイルス、ウクライナ侵攻や中国のロックダウ

ン等の海外情勢、燃油や資材の高騰、そこに 50年ぶりの円安も加わ

り、私たちの日常生活に物価高騰の影響がいや応なしに忍び寄って

きています。  

 新田知事は、本議会の提案理由で本県の経済情勢について、生産

は持ち直し、個人消費は一部に弱い動きが見られるものの緩やかに

持ち直していると見解を示されています。この「緩やかに持ち直し

ている」という表現、これは、私のメモが正しければ、２年前の

2020年の６月定例議会から９回連続で使われております。  

では、この２年間でどれだけ経済は持ち直したのでしょうか。日

本銀行富山事務所の田中所長によりますと、コロナ前を 100とした

場合、実質ＧＤＰ、個人消費ともに 96ポイント程度まで回復してい

る。どん底が 90ポイントだったことを考えると経済の回復基調であ

ることは間違いないんですが、アメリカやヨーロッパが 100を超え

てコロナ前を上回っていることを考えると、日本経済の回復はかな

り遅れていると言えるでしょう。  

 さて、重要なのは今後の見立てです。世界銀行が去る７日に発表

した最新の世界経済見通しは、実質成長率が 2.9％に鈍化し、物価

高騰と景気停滞が同時に起こるスタグフレーションの苦しみが数年
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続くおそれがあるとネガティブな警告をしております。  

 一方、日本経済においては、長引くコロナによって繰り越されて

いる家計の貯蓄が 50兆円ほどあるというふうにされまして、この閉

じ込められた需要、いわゆるペントアップ需要が一気に立ち上がっ

てくるのではないかというポジティブな予測もあります。  

 今後１年の県内経済の情勢の見通しについてどう見込んでいらっ

しゃるのか、新田知事の御所見をお伺いいたします。  

 先ほどのペントアップ需要ですが、これはコロナのせいで本来消

費に回るべき家計が閉じ込められてしまっていて、このお金は、必

ず将来は消費に回るというふうに言われています。これらの消費、

特に観光業や外食産業で一気に立ち上がっていくというふうに考え

られておりますので、タイミングを逃さずにキャッチしていかなけ

ればなりません。  

 県内外からのペントアップ需要を他県に先駆けて取り込むために

も、様々な需要喚起策を機動的に講じることが重要と考えられます

が、どのように取り組むのか、新田知事にお伺いいたします。  

 このペントアップ需要、富山県産米のお米の消費を促す絶好の機

会になる可能性もあります。特に外食産業において、小麦が高いの

で、安くておいしいお米を使おうといった代替需要の可能性があり

ます。県産米の新たな需要創出や、米粉消費の拡大を図る取組が必

要と考えますが、堀口農林水産部長の御所見をお伺いいたします。  

 さて、この６月議会では、経済対策としてビヨンドコロナ補助金

や設備投資促進資金の拡充をはじめ、様々な支援メニューが上程さ

れております。機動的に矢継ぎ早に対策を講じることはよいことだ

と思いますが、これまで実施してきた支援メニューの効果について
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も、しっかり振り返っておくことが重要と考えます。  

 そこで、事業復活緊急応援金について御質問いたします。  

 この緊急応援金ですが、厳しい状況に置かれた飲食店等の事業者

を支援するために、我が会派の要望を受け、国の事業復活支援金に

上乗せする形で本年２月と４月に緊急的に予算化をされました。予

備費と補正予算を合わせて総額 26億円です。  

 まだ申請期間中ではありますが、現時点での申請給付実績及び事

業の執行状況はどうなっているのか、その事業効果の認識も含めて、

新田知事に御所見をお伺いいたします。  

 次に、スタートアップ創出について御質問いたします。  

 ここで、言葉の整理をしておきたいと思います。起業には、スタ

ートアップ、スモールビジネス、ベンチャー、この３つのタイプが

あるとされます。まずはスタートアップですが、これは、全く新し

い市場を開拓し、新ビジネスを短期間で急成長させるということを

指します。次にスモールビジネスなんですが、これは、既存の市場

をベースに改良を重ねて持続的なビジネスを目指すことを指します。

最後にベンチャーですが、これはリスクや不確実性を伴う投資のこ

となので、起業だけではなく一般の会社の新規事業も含まれるとい

うふうにされています。別にどれが良いとかどれが悪いとかという

ものではないというふうに思っております。  

 さて県は、スタートアップ企業を生み出すために、ハードとソフ

ト両面で支援を行うとしています。その目玉の一つとして、今年の

秋に蓮町にできますＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡと県が参画する渋谷キ

ューズを連携させ、起業家や投資家を結びつけたいとのことですが、

双方の拠点のメリットを生かした具体的な施策についてどう考えて
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いらっしゃるのか、渋谷キューズの利用状況と併せて、三牧知事政

策局長にお伺いいたします。  

 ちなみに私、既に渋谷キューズに関しては３回行かせていただき

まして、テレワークもさせていただきました。渋谷駅直結で、利便

性も機能性も非常に高くてすばらしい施設だと思いますが、一方で、

使いこなすにはちょっと難しいなと。なかなか敷居が高いなという

ふうにも感じました。  

 その渋谷キューズの上級会員である投資家の一人に、偶然なんで

すが、私のリクルート時代の後輩の麻生要一さんという方がいらっ

しゃいました。渋谷キューズで本当に偶然に再会したんですけれど

も、彼は、これ以上不幸な起業家を増やしたくないという思いで活

動をされているそうです。  

 いわく、起業家はそこまでいいもんじゃないと。なぜ起業するの

かの哲学が定まってないうちに祭り上げられてしまい、その結果、

多大な負債を抱え事業を乗っ取られたりした起業家をたくさん見て

きたと言うんです。私も一部同感するところがあります。  

 そんな中、県はスタートアップ支援戦略において、ＩＰＯを１社、

または同等の企業価値を発現する企業を複数社創出するというＫＰ

Ｉを設定されました。ＩＰＯとは上場のこと、ＫＰＩとは重要指標

のことです。  

 私は、ＩＰＯを１社創出といった成果指標よりも、スタートアッ

プにチャレンジしたい、支援したい人材が富山に集積しているかど

うか、何より不幸な起業家を生まないようなエコシステムが構築で

きているのかどうかといったプロセスの指標をＫＰＩにしたほうが

よいのではないかと考えます。  
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 このＫＰＩの意図について、企業価値を表す時価総額も含めて、

三牧知事政策局長にお伺いいたします。  

 なお、私の知り合いで最近ＩＰＯをした日本の企業が３つありま

す。おととし 12月に上場したのがＩＴベンチャーであるＫＡＩＺＥ

Ｎプラットフォーム、これは初値で時価総額 180億円でした。昨年

４月に上場した人材関連ベンチャーであるビジョナルは、初値で時

価総額 2,545億円。昨年 12月に上場した人工知能系ベンチャーであ

るエクサウィザーズは、初値で時価総額 816億円となっています。  

 この３社の事例では、創業から上場まで最短で５年、最も時価総

額の大きいビジョナルは 14年かかっています。  

 ６月９日の酒井議員の一般質問において、知事は、上場まで２年

間程度との答弁がありました。随分、楽観的な見立てだなというふ

うに感じたんですけれども、幾ら優秀な県職員の方が支援したとし

ても思いどおりにならない、それがスタートアップだというふうに

思っています。担当の県職員の方には、その覚悟を持って支援して

いただきたいと思います。やると決めた以上、決して生半可な気持

ちで取り組んでほしくはありません。よろしくお願いいたします。  

 次に、官民連携について御質問いたします。  

 本年４月に完成した県立大学のＤＸ教育研究センターです。私も

開所式に出席し、先端設備を視察させていただきましたが、ものづ

くり分野の民間企業との連携、うまくいっているのでしょうか。県

立大の研究協力会の企業だけでなく、もっと積極的に産学官連携を

促進しないと、投資に見合った成果につながらないのではないかと

懸念しております。  

 私としては、県立大学の看護学部と工学部、いわゆる看護と工学
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の連携、看工連携の推進を期待しているのですが、４月以降の活用

状況について、岡本経営管理部長にお伺いいたします。  

 次に、富山県武道館及び高岡テクノドーム別館におけるＰＦＩ導

入についてお尋ねいたします。  

 本年２月に我が会派が提言したとおり、基本設計終了後にＰＦＩ

を導入しても事業効果が限られます。加えて、整備スケジュールの

遅れによる建設費の高騰も現在は見込まれておりません。  

 仮に事業費が想定以上に膨らんだ際、ＰＦＩによる実施の検討を

中止するという判断はあり得るのでしょうか。今後の検討プロセス

と進捗状況について、蔵堀副知事にお伺いし、このテーマの質問を

終えます。  

○副議長（瘧師富士夫君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）藤井大輔議員の御質問にお答えします。  

 まず、今後の景気見通しについての御質問にお答えします。  

 本県経済につきましては、大型小売店の販売額がほぼ前年同期比

プラス―ほぼというのは、この１年間で見ると、ほぼほぼ前年同

月を超えているという意味です―で推移しておりますほか、鉱工

業生産指数は令和２年５月の 85.9を底に、最近は 100前後に回復し

ています。平成 27年、７年前を 100としています。また、有効求人

倍率もこれで４か月連続 1.5を超えておりまして、全国４位ないし

５位というところであります。これらのことから、基調として持ち

直しの状況が続いている、前に申し上げたのと同じような状況だと

いうことでございます。  

 しかしながら、旅行や宿泊、交通、飲食などの業種では、客足が
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改善傾向とはいえコロナ禍以前には及ばないと思われ、県が４月に

実施した企業アンケートでは、物価高騰などの影響があるという回

答が 85％を超えていました。厳しい経営環境が続いているという認

識を持っています。  

 今後の見通しですが、日銀が４月に発表した経済・物価情勢の展

望によれば、今後１年程度は、エネルギーや食料品の価格上昇が家

計の実質所得や企業収益に対する下押し要因として作用するものの、

政府による原油価格高騰対策、あるいは行動制限下で積み上がった

貯蓄―強制貯蓄という言われ方もします―にマイナスの影響を

一定程度吸収する効果が期待をされるのではないか。また、議員が

言及されました、感染症や供給制約の影響が和らぎ、ペントアップ

需要を含めた自律的な需要の増加が予想されることから、景気の回

復が続くと考えられるとしております。  

 全国の状況ですが、県内の経済情勢をということでしたが、私は

全国に準じていると思います。全国では平均より若干上が本県の立

ち位置だというふうに理解をしています。  

 本県においても、物価、原油価格等の高騰に大きな影響を受けて

いる事業者への支援、まさに本定例会で補正予算などの提案をさせ

ていただいておりますが、そういう支援、あるいは県内消費を喚起

する事業に加えまして生活者への支援などを盛り込んだ補正予算案

を提案しており、可決いただければ速やかな執行に努めまして、景

気の着実な回復につなげていきたいと考えております。  

 次に、需要喚起策について、ペントアップ需要をどうキャッチし

ていくかというお話でありますが、今ほども答弁したように、自律

的な需要の増加が継続すると予想されるというのが日銀のレポート
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であります。こういう分析も参考にしながら、コロナ禍や物価上昇

に伴う消費マインドの冷え込みによる県内経済の下振れリスクに備

えていきつつ、需要の回復を確かなものに、ひいては地域経済の回

復につなげていくことがポイントだと考えます。  

 このために、地域内消費喚起プロジェクト支援補助金を計上して

おりまして、地域の消費喚起を目的とする商工団体、商店街等が実

施するプレミアム商品券の発行やイベント開催の取組を支援するこ

とにしています。  

 また、国の支援事業の全国展開を見込んだ観光誘客促進策により、

観光需要の回復を図り観光関連事業者を支援する、また、県独自の

プレミアム食事券の発行によりまして、飲食店や食材を提供する農

林漁業者をそれぞれ応援する事業も盛り込んでいるところです。  

 各地域の事業者などにおいて、これらの事業を効果的に活用いた

だき、タイミングを逃さず機動的かつ積極的に取り組んでいただく

ことにより、コロナ禍で抑制されていた需要の自律的な回復と地域

資源を活用した地域経済の活性化につながるように取り組んでまい

ります。  

 この件で最後でありますけれども、事業復活緊急応援金について

の御質問にお答えします。  

 これはほとんど実績の発表ですけれども、本年の２月議会におき

まして、事業者や自民党からの要望を踏まえまして、県緊急応援パ

ッケージとして、コロナ禍で売上げが減少した事業者の事業継続と

立て直しを支援するために、地域や業種を問わず法人に 20万円、個

人事業者に 10万円を支給する事業復活緊急応援金を提案し、県内中

小企業などの約半数１万 7,000者の申請を見込んだ 26億円について、
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昨年度予備費と本年度補正予算により実施をしています。  

 また、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

して申請や審査の手続を簡素化しました。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、おおむね二、三週間で給付を

しております。  

 これまでの実績ですが、６月 10日現在、全体で申請が１万 1,079

件、給付が 7,929件の 11億 3,000万円です。このうち昨年度分―３

月までという意味ですが、昨年度分は申請 1,839件、給付 829件で１

億 2,000万円となっています。申請件数で見ると、想定の１万 7,000

者の約６割まで来ています。  

 業種別では、感染症の大きな影響を受けておられる建設業、小売

業、さらに飲食業、この３つの業種で申請全体の５割を超えていま

す。ビヨンドコロナ補助金の前倒し実施や県制度融資の拡充と併せ

て、一定の効果があったものという認識でおります。  

 また、県の応援金の申請要件である国の支援金についてですが、

全国ベースで 36万件が審査中であります。今後も多くの県内事業者

から本応援金の申請もあるものと見込んでいます。引き続き、物価

高騰対策として６月補正予算案に拡充を盛り込んだビヨンドコロナ

補助金あるいは県の制度融資とも併せまして、必要とする事業者に

支援が行き渡るよう周知に努めてまいります。  

 この件、私からは以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）蔵堀副知事。  

   〔副知事蔵堀祐一君登壇〕  

○副知事（蔵堀祐一君）私のほうからは、ＰＦＩによります施設整備

に関する御質問にお答えをいたします。  
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 昨年度の民間活力導入可能性調査の結果を踏まえまして、富山県

武道館は実施設計からのＰＦＩ－ＢＴＯ方式、高岡テクノドーム別

館は管理運営からのＰＦＩ－Ｏ方式を、民活導入方式として選定し

たところでございます。  

 両施設とも、今年度及び来年度におきまして、ＰＦＩ法に基づき、

実施方針の公表、特定事業の選定、事業者の公募などＰＦＩ事業者

の選定手続を進めることといたしております。現在は実施方針の公

表に向けて準備を進めております。  

 なお、高岡テクノドーム別館につきましては、Ｏ方式、オペレー

ションだけをＰＦＩでやりますので、現在並行して建物の実施設計

に取り組んでおります。  

 事業者の選定に当たりましては、意思決定プロセスの透明性、客

観性の確保を図りますために、外部の学識経験者等から成ります事

業者選考審査会におきまして、１つは、実施方針の内容や特定事業

の選定に向けた協議を行います。２つ目には、入札の際には募集要

項や落札者決定基準の検討。それから、３つ目ですが、最終的な事

業者選定では、提案書の審査を行うことといたしております。これ

らの機会にＶＦＭ評価についても審査をいただく予定といたしてお

ります。  

 今後でございますけれども、特定事業選定時、それから事業者の

選定時には、改めてＶＦＭを算定することといたしております。  

 ＰＦＩ事業として実施するかどうかにつきましては、ＶＦＭなど

による定量的評価だけではなくて、民間事業者のノウハウの活用で

すとか創意工夫によりますサービス向上などの定性的評価も併せて、

総合的に評価して決定することといたしております。  
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 物価変動ですとか様々な要素についても、特定事業選定時、事業

者選定時にその都度、変動要因を考慮して算定してまいります。  

 以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）堀口農林水産部長。  

   〔農林水産部長堀口  正君登壇〕  

○農林水産部長（堀口  正君）県産米の需要創出等についての御質問

にお答えします。  

 新型コロナの影響による外食需要の落ち込みなどで米需要が減少

している中、最近の本県の景気は、個人消費等で緩やかに持ち直し

てきており、議員御指摘のペントアップ需要も期待されることから、

この機を逃さず県産米の需要創出につなげていくことが重要である

と考えております。  

 そのため県では、生産、流通、加工、消費等の関係団体等と連携

いたしまして、富富富の販売プロモーションや、美味しい富山米の

店の啓発を一層進めますとともに、今年度新たに県内プロスポーツ

チームの協力を得て、消化がよく脂質が低いといった栄養面での御

飯のよさなどを動画等でＰＲしますほか、「部活おにぎり」や県庁

職員を対象とした「職場でご飯ランチ」等の県産米を積極的に食べ

る運動なども計画しており、様々な角度から取り組んでいきたいと

考えております。  

 また、小麦の代替として注目されております富山米を使った米粉

の消費拡大を図るため、食品製造事業者や飲食店等が行う新商品、

新メニュー開発を支援しますとともに、米粉を使用した食品や料理

についてコンテスト等の実施による情報発信などを行うこととして

おります。  
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 全国的には米の在庫が増加する中、富山米は実需者や消費者から

一定の評価をいただいております。引き続き、高品質で良食味な米

づくりに努めますとともに、関係機関一丸となって米粉を含めた県

産米の需要創出と消費拡大に取り組んでまいります。  

○副議長（瘧師富士夫君）三牧知事政策局長。  

   〔知事政策局長三牧純一郎君登壇〕  

○知事政策局長（三牧純一郎君）私からは、ＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡ

と渋谷キューズを連動させたスタートアップの創出支援についての

御質問にお答えさせていただきます。  

 創業支援センターは、オフィスやチャレンジショップの貸出しの

ほか、創業相談や、市町村、民間の施設、各支援機関とも連携した

イベントの開催など、利用者の創業段階に応じたニーズに合わせた

支援を提供し、本県の起業支援の拠点とすることとしております。  

 こうした施設の活性化の鍵でございますけれども、人や企業との

つながりであり、仲間の存在等のネットワークが構築され、そのネ

ットワークが新たなビジネスやプロジェクトにつながっていくこと

であると考えております。  

 このため県では、多様な人材との交流で新価値創造を目的とした

渋谷キューズについて、創業支援センターと連携させることで、本

県への実証実験の誘致、そして県内のスタートアップ企業とキュー

ズ会員とのマッチング、コミュニティー形成を行い、新たなプロジ

ェクトの創出や販路開拓等につなげることとしております。  

 去る３月 22日には、キックオフイベントとして、富山県成長戦略

の発信や、富山県から３人の事業者の方に参加していただいてプレ

ゼンを行いまして、キューズ会員との意見交換会も実施いたしまし
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た。実際にビジネスが成立したと伺っております。  

 今年度は、さらにキューズを利用する感度の高い方に向けて、ス

タートアッププログラムｉｎ東京の受講者募集の説明会を行い、併

せて創業支援センターのＰＲもいたしました。  

 また、今後、キューズ及び日本橋とやま館、そして創業支援セン

ターをつないだオンラインイベントの開催であったり、首都圏の起

業家を富山に呼び込むツアーをキューズで募集することも検討して

おります。  

 御質問のキューズの利用状況につきましては、昨年末の県の入会

からこれまで延べ 81人の民間企業の方々等の御利用があり、県議会

からも藤井先生を含めて５人の方々に御視察いただいております。  

 今後とも、県内でキューズ説明会を開催するなど、蓮町の創業支

援センターとキューズが相乗効果を発揮し活用が進むよう取り組ん

でまいります。  

 続きまして、スタートアップ支援戦略のＫＰＩについての御質問

にお答えさせていただきます。  

 富山県にスタートアップ・エコシステムを構築するためには、ま

ずはロールモデルとなる成功事例をつくり、県内のスタートアップ

創出機運を醸成し、そのロールモデルをつくる過程でエコシステム

に必要な知見とネットワークを形成することが、まずは必要である

と考えております。  

 今回の成果指標―まだ現状は案でございますけれども、 2026年

度までに、まさにそのロールモデルとしてＩＰＯ１社、また同等の

企業価値の企業を複数社創出することを目指しております。  

 御質問のＩＰＯの時価総額につきましては、例えば現状、名古屋
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証券取引所のメイン市場では時価総額 10億円以上が上場申請要件と

なっており、まずはこれが一つのイメージターゲットにはなってく

ると思いますけれども、直近の本県の上場案件では 50億円程度でご

ざいますので、できる限り時価総額の大きな案件を目指していきた

いと考えております。  

 また、先ほど藤井議員から、上場まで２年間という答弁が知事か

らあったと御発言がありましたけれども、上場の手続では一般的に

２年程度かかると、そういう意味で、その前の準備を含めればもう

少し時間はあるんですけど、当然それでもハードルが高いというの

は承知してございます。  

 県としましては、やはりこのスタートアップ創出、富山県経済の

将来のためというのはあれですけど、これから伸びていくために非

常に重要であると思っておりますので、しっかりと力を入れて取り

組んでいきたいと考えておりますし、そもそもこちらスタートアッ

プ戦略を含め産業政策自体が、市場や経済をいい方向にゆがめてい

くと。そういう意味では、先ほど藤井先生のお話を聞いて、人の人

生にもいろんな影響がある施策であると思いますので、再チャレン

ジだったり、スタートアップにトライした方のフォローアップ、そ

うしたところもしっかりと目配りしていければと考えております。  

 県としては、そうしたロールモデルの創出に向けて、今年度、今

後活躍が期待される起業家を公募し、特に突き抜けた起業家につい

てＴ－Ｓｔａｒｔｕｐに認定し、集中的な支援を行うこととしてお

ります。  

 あわせて、Ｔ－Ｓｔａｒｔｕｐのサポーターとして県出身の起業

家や県内企業、金融機関、ベンチャーキャピタル、支援機関等を募
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集するとともに、 10月に開所する創業支援センター「ＳＣＯＰ  Ｔ

ＯＹＡＭＡ」を中核として情報発信をしっかりして、創業機運の醸

成やネットワーク拡大にしっかりと取り組んでまいります。  

 議員から御指摘のありました、起業家やＴ－Ｓｔａｒｔｕｐのサ

ポーターの集積など、エコシステム構築のプロセスを評価すること

も、ロールモデル創出というＫＰＩ達成に向けては非常に重要であ

ると思いますし、ＰＤＣＡを回していくためにも必要だと考えてお

ります。  

 スタートアップ戦略会議の有識者の方々を含め、様々な方の御意

見をいただきながら、ロールモデル創出を通して富山県にエコシス

テムを構築できるように、しっかりと取り組んでまいります。  

 以上になります。  

○副議長（瘧師富士夫君）岡本経営管理部長。  

   〔経営管理部長岡本達也君登壇〕  

○経営管理部長（岡本達也君）私のほうから、ＤＸ教育研究センター

に関する御質問についてお答えをいたします。  

 今年４月、ＤＸの産学官連携拠点として開設されました県立大学

ＤＸ教育研究センターでは、ものづくりや、医療、看護、ヘルスケ

アなど３分野で、県内外の企業等との間でＡＩ、ビッグデータを活

用した分析などの共同研究が進められているところでございます。  

 具体的に申し上げると、ものづくり分野では、ＩｏＴを活用した

生産設備の監視システムを構築し生産効率を向上させる研究や、ク

ラウドデータを活用し生産過程におけるＣＯ ２排出を削減する研究、

また、医療、看護、ヘルスケア分野では、今後、県立大学の看護学

部と工学部の連携を見据えまして、健康リスク因子を簡便にモニタ
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リングできる機器の研究開発を進めているところでございます。こ

のほか、ＡＩを活用した交通事故の発生予測などの研究にも取り組

んでいるところでございます。  

 こうした大学と企業等との連携、マッチングをするために、専任

のコーディネーターや職員を配置しているほか、大学教員や学生、

企業、自治体職員等の多様な人材が参加し、自由な議論や研究が行

えるコワーキングスペースを７月から本格稼働するなど、共同研究

の種を生み出す環境づくりにも取り組んでいるところでございます。  

 また、共同研究を促進するために、現在、約 220社の企業が参加

する県立大学研究協力会との連携を図るとともに、ＤＸセンターの

活用を促進するための新たな会員制度―ＤＸアソシエイト会員制

度と名づけておりますが―も設立をいたしまして、現在まで約 40

の企業、団体が参加しているところでございます。  

 こうした取組によりまして、今後、ＤＸセンターの活用をより一

層を進めてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）藤井大輔君。  

   〔８番藤井大輔君登壇〕  

○８番（藤井大輔君）次に、２つ目のテーマ、薬剤師をはじめとした

医療福祉教育人材の不足について５問お伺いいたします。  

 私の母は薬剤師でして、私は薬剤師に育てられた人間であります。

最近は薬剤師関係の勉強会にもお声がけいただくのですが、その中

で、公的病院や民間病院、製薬企業から、薬剤師が足りない、採用

できないとの声をよく聞きます。その要因を、ドラッグストアチェ

ーンが高い初任給を提示するからだと言う人もいますが、そんな単
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純なことだけではないように私は感じております。  

 北日本新聞さんでも「楓との約束」という連載記事で、薬都とや

まの課題について取材されておりますが、その中の５月 16日の記事

にこんな記載がありました。「薬都とやまと言いながら、富山県は

他県より薬剤師を目指す学生が少ない。６年制薬学部に通っていた

県出身者数は 329人で、全国で下から３番目である」という内容で

した。  

 県として、富山県内の薬剤師不足の実態についてどのように認識

されているのでしょうか。手後れになる前に富山大学に地域枠を設

けるなど、薬都とやまを支える薬剤師を育成する環境づくりに着手

すべきと考えますが、木内厚生部長に御所見をお伺いいたします。  

 次に、医薬品企業の不正問題についてです。  

 昨年の 10月に、新田知事は、医薬品企業の不正防止のため無通告

の査察を行うと発表し、薬剤師を７人から 10人に増員して臨むとさ

れております。査察については、国の方針では必ずしも薬剤師の資

格は必要ないとのことですが、この富山県では、薬剤師の資格を持

った職員が査察を行っているというふうに聞いております。それだ

け薬都とやまの信頼回復に力を入れている証拠なのではないかと思

っております。  

 そこで、信頼回復に向けた医薬品企業への無通告査察の実施状況

はどうなっているのか。また、県職員の薬剤師不足により業務過多

が発生し、査察に支障が出ていたりすることはないのか、木内厚生

部長にお伺いいたします。  

 次に、介護人材の不足についてお尋ねします。  

 県内でも介護人材不足を解消するために、外国人人材の活用が増
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えております。  

 介護分野における在留資格には、ＥＰＡ、在留資格「介護」、技

能実習、そして特定技能１号の４つがあります。近年は特定技能１

号が増えてきているというふうに承知しておりますが、そんな中、

富山県が実習生にとって魅力ある実習先となっているのかどうかと

いうところが少し疑問であります。選ばれる富山県になるために、

他県に負けない手厚い支援が必要なのではないでしょうか。  

 過去５年間の外国人人材の受入れ状況と、今後増加が見込まれる

特定技能１号における実習生、監理団体双方への支援の充実につい

て、木内厚生部長にお伺いいたします。  

 介護サービスの中でも、県内で昨年夏頃から、訪問入浴介護事業

者が撤退、縮小している実態があります。それによって、訪問入浴

の介護サービスが必要な利用者に対し、サービス提供が行き届いて

いないとの切実な声が私の下にも寄せられております。  

 訪問入浴の利用者は、寝たきりの方や体調の変化が激しい方が多

く、生命の維持に必要不可欠なサービスです。一方、事業者側の事

情としては、看護師の配置が必須となっているため、看護師不足と

いうことが撤退の原因の一番の要因とのことです。  

 県として、訪問入浴介護サービスの現状をどう把握し、どのよう

に対処しているのか、木内厚生部長にお伺いいたします。  

 このテーマ最後の質問は、未来を担う人材の不足、つまり、少子

化に伴う教育の在り方についてお尋ねをいたします。  

 県教育委員会では、県立高校のあり方検討委員会等を設け、新た

な学校再編に向けた議論が始まりつつあるというふうに認識してお

ります。  
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 そんな中、他県では、地域みらい留学という活動が始まっていま

す。この地域みらい留学、特に中山間地域の高校において県外学生

を積極的に留学させ、地元の学生との交流を図りながら濃密な関係

人口創出につなげるという施策です。  

 最初にこの取組を始めたのが島根県、隠岐諸島にある海士町の隠

岐島前高校というところが発祥になります。島前高校は、平成 20年

に生徒数が 90名になりまして廃校寸前でした。そこから８年で３倍

の 180名の学生が集まる学校に復活をしたのです。その取組が移住

者を呼び込み、海士町の人口が増加に転じるまでになりました。ま

さに教育から地域が復活したのです。  

 現在、その取組を全国に横展開するために、地域・教育魅力化プ

ラットフォームという団体が活動されており、その会長である水谷

智之さんにお話を伺いました。いわく、「しまね留学の成果は都市

圏の学生を呼び込んで生徒数を確保しただけではないんだ。留学し

た生徒が卒業後も島根県を第二の故郷と慕い濃密な関係人口となる

こと、そして何より、地元の子供たちが外部からの刺激によって故

郷への愛着心と自発的な探求心が育まれ成長していくこと、それこ

そが重要なんです」とおっしゃっていました。  

 現在は、 26道県 70校が地域みらい留学を実施し、今年度は福井県

が全県を挙げて取り組むと聞いています。  

 富山県は、原則として他県在住の学生の受験は認めていませんが、

過疎地での学校廃校を防ぐ手段の一つとしての地域みらい留学の導

入可能性を、荻布教育長にお伺いし、このテーマの質問を終えます。  

○副議長（瘧師富士夫君）木内厚生部長。  

   〔厚生部長木内哲平君登壇〕  
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○厚生部長（木内哲平君）私からまず、薬剤師確保についての御質問

にお答えをいたします。  

 御指摘もありましたとおり、県内でも、病院あるいは製薬企業に

おきまして、薬剤師の採用が困難、募集をしても枠が全部埋まらな

いというような状況となっております。  

 医療機関におけるチーム医療の進展でありますとか、製薬企業で

の法令遵守体制の強化といった動きがある中で、この薬剤師の確保

というのは課題であるというふうに認識をしております。  

 一方で、国の検討会におきまして薬剤師の需給推計というのをし

ておりますけれども、その内容によりますと、日本全国の薬剤師の

総数として概ね今後 10年間は需要と供給は同程度で推移すると。し

かし、将来的には供給が需要を上回りまして薬剤師が過剰になると

いうふうに推計をされているところでございます。また、従事先に

は地域や業態の偏在があるともされているところです。  

 県ではこれまで、薬剤師志望の学生を増やすため、中高生を対象

に薬剤師のお仕事体験学習や未来の薬剤師発掘セミナーといったも

のを実施したり、また、県内の製薬企業への就職を促進するため、

県外在住の薬学部生が県内企業に就職した場合の奨学金返還助成事

業、富山県薬業連合会による合同説明会の開催、ＰＲパンフレット

作成の支援などを実施してまいりました。  

また、今年度は、国に対して重要要望として、新たに薬剤師の地

域偏在解消のための施策の推進を要望しております。  

 議員御指摘の大学における地域枠の設置につきましてですが、設

置をしてから新たに１年生を募集すると、薬学部は６年間ございま

すので、実際に薬剤師が増加をして社会に出て活躍されるまでに非
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常に長期間を要するということがございます。また将来的に、先ほ

どもありました薬剤師が過剰になるというような推計も示されてい

るなどのことから、検討すべき点がまだあるというふうに考えてお

ります。  

 国では、今後、薬剤師の偏在等に対する効果的な方策等を調査検

討するという方向性も示されておりまして、まずは国の検討の動向

を注視してまいりたいと考えております。  

 それから、医薬品製造所に対する査察についての御質問にお答え

をいたします。  

 県内の医薬品製造所に対する無通告査察につきまして具体の回数、

頻度等を明らかにすることは、適正な監視の妨げとなるおそれがあ

るということで非公表としております。令和３年２月に発出されま

した国の通知でも、この無通告での立入検査の徹底を図り、不適切

な製造実態等の把握と必要な指導ということが求められております。

令和３年度の県内での無通告での立入検査の実施回数は非公表であ

りますが、以前に比べて増加しております。  

 昨年、薬事審議会の下に設置されました医薬品製造・品質管理専

門部会では、不適切な医薬品製造の再発防止と医薬品の信頼回復の

方策について提言を取りまとめていただきましたが、その中では、

無通告査察の強化と併せまして、御指摘もありましたが、業務の増

加に対応するための査察側の人員の増強というのが重要とされたと

ころです。  

 このため、ＧＭＰ調査を担当するくすり政策課指導係に、昨年 12

月に１名、本年４月に２名、計３名の薬剤師を増員して体制の強化

を図っているところでございます。  
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 また、これに加えまして、検査対象施設の計画的な選定、それか

ら調査技術の向上、調査そのものの効率化といったことにも取り組

みまして、適切に監視指導を行ってまいります。  

 次に、介護分野の外国人人材の受入れについての御質問にお答え

をいたします。  

 県内の介護分野の外国人人材の受入れの過去５年間の推移でござ

いますけれども、平成 29年度と 30年度はいずれも 23名、令和元年度

36名でしたが、令和２年度 75名、令和３年度 196名といった形で、

近年増加をしているということでございます。  

 このうち特定技能１号による受入れは、就労と同時に介護報酬上

の配置基準の算定が可能であるということで、県内事業所における

メリットが大きいということがございます。令和２年度７名でござ

いましたけれども、令和３年度 74名と大幅に増加をしているところ

です。  

 県ではこれまで、介護事業所が行う日本語の研修費用を支援する

ほか、本年度は新たに、外国人介護人材の採用支援説明会の実施、

また受入れ支援を行う監理団体等の受入れ希望事業所とのマッチン

グ説明会を開催することとしておりまして、引き続き、県内介護事

業所の外国人介護職員の受入れを支援し、県内での介護人材の確保

につなげてまいりたいと考えております。  

 最後に、訪問入浴介護事業についての御質問にお答えをいたしま

す。  

 県内の訪問入浴介護サービスは、昨年８月から９月にかけまして、

経営不振や人材不足を理由に１事業所が休止、２事業所が廃止をし

ております。このため一時、サービス利用者数は減少したところで
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すけれども、その後、地域の居宅介護支援事業者から地域外の事業

者へのサービス提供の要請を行う、あるいは一部の市町村におきま

して独自に、地域外に所在する事業者の移動に要する人件費相当の

助成を行うなどによりまして、利用者数は回復をしてきています。  

 これらの事例におきまして、市町村や介護支援専門員が中心とな

ってサービス提供の継続につながったということがございまして、

関係機関の迅速な連携が重要と考えております。  

 県では、昨年度、市町村との意見交換の場を活用しまして、この

事例に基づく課題や取組状況等を情報共有したほか、介護支援専門

員研修のグループワーク演習におきまして、サービス提供を継続す

る方策などの検討を行いまして、今年度も引き続き実施することと

しています。  

 また、休止、廃止の一因、御指摘もございました看護、介護の人

材不足に対する対策としまして、県では、看護師の介護現場への就

労促進に向けた支援を行うなど看護師の確保に努めるほか、介護職

員等の処遇改善、若者等への福祉、介護の魅力ＰＲや多様な人材の

参入促進等に取り組んでいます。  

 県としましては、介護事業所の多くが小規模でありますことから、

安定的、継続的にサービス提供ができますよう、事業所の経営実態

を踏まえた適切な介護報酬の設定を国へ要望するとともに、ＩＣＴ

や介護助手の導入等、介護職員の負担軽減を図る取組と併せて、引

き続き市町村と連携して人材の確保に努めてまいります。  

 私からは以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）荻布教育長。  

   〔教育長荻布佳子君登壇〕  
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○教育長（荻布佳子君）私からは、高校への地域みらい留学の導入に

ついての御質問にお答えいたします。  

 地域みらい留学には、都道府県の枠を超えて公立高校で３年間を

送る高校進学と、現在の在籍校に籍を残したまま２年次の１年間を

地域で学ぶ高２留学があるというふうにお聞きしております。  

 実施に当たって、高校進学については、原則、県内居住の親族が

必要であるなどの条件があり、高２留学については、学校間で開設

科目や評価などの調整が必要となっております。いずれも寮や下宿

などに宿泊することを前提としており、また、この事業の趣旨から、

高校と地域とを結ぶコーディネーターの配置も望ましいというふう

にされております。  

 本県における県外生の受入れについては、県立高校入学者選抜の

原則において、本人及び保護者が本県内に居住している、または近

く居住することが確実であること、これを志願資格としており、現

状においては、生徒単独の移住を前提とした受入れは行っておりま

せん。  

 議員御紹介のとおり、県外生の受入れは、生徒数の確保だけでな

く交流人口拡大など地域の活性化、また学びの充実にもつながるも

のだというふうに考えますが、全国募集をしている道府県では、定

員割れが常態化している高校が多い状況でございまして、本県で仮

に全国募集を導入するとした場合の県内生の定員枠への影響などに

ついては、慎重な判断、対応が必要であるというふうに考えており

ます。  

 また、生徒を受け入れる宿泊施設や世話をする人材を、どう確保

するかという課題もございます。  
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 今後、本県での導入の可否につきましては、高校や地域の状況、

特色、そして県内中学生の進路希望状況などを考慮しながら、まず

は他県の先行事例を十分研究してまいりたいというふうに考えてお

ります。  

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）藤井大輔君。  

   〔８番藤井大輔君登壇〕  

○８番（藤井大輔君）最後のテーマであります県民のウエルビーイン

グを高める施策について３問お聞きいたします。  

 私は、社会的弱者の相談支援を行う専門職、社会福祉士という資

格を持って活動することもあります。その活動指針においてウエル

ビーイングは最も重要な概念とされています。  

 その「ウエルビーイング」という言葉なんですが、最近ちょっと、

とても軽く使われているような気がしてなりません。  

 皆さんは「リストラ」という言葉を御存じでしょうか。もともと

はバブル崩壊後に日本企業の事業を再構築するという意味で、「リ

ストラクチャリング」という言葉が比較的ポジティブに使われてい

たんですが、現在では「リストラ」という言葉を聞くと、解雇や人

員整理といったネガティブなイメージの言葉になってしまいました。

自己満足なウエルビーイングみたいな形にならないように、大切に

使っていきたい言葉だと思っております。  

 その上で県民のウエルビーイング向上を目指すには、私は、特に

生活困窮者へのセーフティーネットの整備が非常に重要だと考えま

す。午前中に井加田議員からもありましたが、生活困窮者向けの特

例貸付けの延長が本議会でも上程されております。  
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 しかし、既に特例貸付けの上限額― 200万円だと記憶しており

ますが―に達した人も多いのではないかというふうに思っていま

す。こうした上限に達した利用者の状況を県としてどのように認識

しているのか。また、物価高騰が続く中、追加的な支援も必要とい

うふうに考えますが、木内厚生部長の御所見をお伺いいたします。  

 次に、県はパートナーシップ制度の導入に向けて調査を進められ

るというふうに聞いております。  

 全国の自治体におけるパートナーシップ制度の導入状況とその具

体的な実施方法、例えば条例化をするのか要綱にとどめるのかなど、

どのように把握されているのでしょうか。  

 今年度秋には、東京都が、パートナーシップの条例化を目指すと

いうふうに発表しております。また、本人同士のパートナーシップ

制度だけではなく、その子供や親にも配慮したファミリーシップ制

度を導入している自治体もあります。  

 現時点では、本県は条例化を目指さないというふうに聞いており

ますが、それであればなおさら議会や県民に対しより丁寧な説明が

必要と考えますが、横田副知事の御所見をお伺いいたします。  

 最後に、県民のウエルビーイングを高めるためにも、その基盤を

支える県職員のウエルビーイングの向上も非常に重要と考えます。  

 昨今、残念ながら立て続けに起こっている情報漏えいの事案、こ

れは県庁の組織のシステムエラー、そういったことに原因があるん

じゃないかというふうに考えております。  

 メールを送る際に上長がチェックするといった、一旦アナログな

対策をされるということなんですが、そういったアナログな対策に

後退するのではなく、これを機に最新ツールを使い、県庁の仕事の
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進め方を根本から見直し、真のＤＸ・働き方改革を進めるべきだと

考えます。  

 そこで、昨年 11月に策定されたＤＸ・働き方改革推進基本方針に

基づく各種施策の進捗はどうなっているのか、また、昨年度中に実

現するとしていた電子申請の拡大などの取組はどうなっているのか、

新田知事の御所見と取組への覚悟をお伺いし私の質問を終わります。  

 御清聴ありがとうございました。  

○副議長（瘧師富士夫君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）ＤＸ・働き方改革の推進などについての質問に

お答えをします。  

 県職員のウエルビーイングの向上についてですが、私も民間の頃

は、従業員満足なくして顧客満足なし、などとハッパをかけており

ましたが、今まさに県職員のウエルビーイングの向上、これが行政

サービスの質につながるでしょうし、また、もちろん県民のウエル

ビーイングの向上の観点からも、これは大切だというふうに理解し

ています。ですから、デジタルも活用し、行政のＤＸ、また働き方

改革に取り組んでいるところです。  

 御指摘の 85のスモールスタートの取組、現在では 78件が完了して

おります。電子申請が可能な手続数、特出しされましたので、これ

につきましては目標の 3,300件中の約７割、 2,250件が申請可能とな

りました。また、このほかにもチャットツールの活用、ウェブ会議

の活用による業務の効率化を図るなど、おおむね実現できていると

認識しています。  

今後、この成果を全庁で共有し横展開を図り、取組を加速してい



 －２８－ 

きます。さらに、中長期で取り組む施策につきましては、ＰＤＣＡ

サイクルをしっかり回していき、進捗管理もしながら新たなアクシ

ョンにつなげていく、このようなことを考えております。  

 情報セキュリティー対策ですが、ヒューマンエラーの防止や円滑

な業務執行のためデジタルの活用が有益だというふうなことは、私

も同感でございます。このため、情報セキュリティーに関する庁内

ワーキングチームの第１回目を明日開催することにしております。

情報管理基準の見直しやデジタルツールの活用などについて、部局

横断で検討します。  

 また、メールのシステムですが、来年末の更新に向け検討を始め

ています。生産性の向上や情報漏えい対策に資する機能の実装され

たシステムを導入することについても、この中で検討することでご

ざいます。  

 確かに今、取りあえず出血を止めるためということで、アナログ

的な応急処置をしているところでございますが、これで全て終わり

とは全く考えておりませんので、どうか御理解をいただければと思

います。  

 行政サービスの質や生産性の向上に加えまして、セキュリティー

の面からも、アナログな部分をデジタルに置き換えることのメリッ

トの大きさは、私も理解をしております。今後も全庁的にＤＸ・働

き方改革を推進してまいりたいと思います。ありがとうございまし

た。  

 私からは以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）横田副知事。  

   〔副知事横田美香君登壇〕  
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○副知事（横田美香君）私からは、パートナーシップ制度の導入につ

いての御質問にお答えいたします。  

 同性などの２人に対してパートナーシップ宣誓書の受領証を交付

するというパートナーシップ制度でございますけれども、令和４年

４月１日時点で 209の自治体、このうち都道府県では８府県が導入

しております。  

 導入されている自治体の国内の全人口に対する人口カバー率でご

ざいますけれども、 52.1％となっています。さらに、今後既に導入

を公表しております東京都、静岡県、栃木県を加えますと、人口カ

バー率は 64％となる見込みでございます。  

 また、宣誓者の希望で受領証に子供などの氏名を補記できるファ

ミリーシップ制度、これを併せて導入する自治体も増加しておりま

して、現在 21、うち県では２県となっております。  

 パートナーシップ制度の具体的な実施方法につきましては、性の

多様性を尊重する社会の実現を目指す条例や男女共同参画条例に位

置づけて実施している市区が 10ございます。都道府県では現在はゼ

ロですけれども、東京都が今年度、条例を制定する予定となってお

ります。  

 要綱などの行政手続を定めた規程のみで実施する自治体は 199と

なっておりまして、条例があるところも、具体的な手続につきまし

ては要綱で定めているという状況でございます。  

 当県では、現在、他の自治体の例を参考とし、また、本制度が県

民に何らかの義務を課し権利を制限するものではないということに

鑑みまして、要綱での実施を検討しているところです。  

 現在、関係団体の御意見を伺うとともに、県議会の皆様、市町村
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とも意見交換をしておりまして、制度の具体的な仕組み、そして不

正利用の可能性と対応策などについて検討を進めているところです。  

 御指摘も踏まえまして、今後、成案を作成しまして議会や県民の

皆様に、趣旨そして仕組みなどについて丁寧に説明していくプロセ

スを、きちんと取ってまいりたいと思っております。  

 誰もが多様性を認め合って、性的少数者の方も安心して生活し活

躍できる社会の実現、これは、富山県が選ばれ、住みたい県となり、

ウエルビーイング先進地域となることにつながると考えております。  

 以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）木内厚生部長。  

   〔厚生部長木内哲平君登壇〕  

○厚生部長（木内哲平君）私からは、生活福祉資金の特例貸付けにつ

いての御質問にお答えをいたします。  

 県内のこれまでの特例貸付けの貸付け実績でございますが、令和

４年５月末現在で１万 1,302件、 44億 640万円となっています。  

 この特例貸付けの中には、 20万円を上限とする緊急小口資金と、

もう一つ、総合支援資金というものがございます。総合支援資金に

つきましては、時期によりまして上限額、延長とか再貸付けとかも

ありましたので様々でございますが、貸付け上限額は 180万円、最

大 180万円でありまして、合計で 200万円ということになります。  

 時期によりましては合計 80万という時期もあったところですけれ

ども、この総合支援資金の貸付け件数、これは初回で 3,705件とな

っておりますが、このうち貸付け上限額に達した件数は 2,008件と

なっておりまして、この 3,705件に占める割合は 54.2％となってい

ます。  
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 この特例貸付けを行う際には、県、市が行う自立相談支援の窓口

におきまして、面談等により申請者の希望や生活状況を確認の上、

就労準備支援でありますとか、家計改善支援、ハローワークでの求

職活動支援などの生活再建に向けた支援につなげてきたところでご

ざいます。  

 また、特例貸付けの償還について、一定の要件を満たす場合には

償還が免除されるというような制度もございます。  

 今般の６月補正予算案では、新型コロナの影響による収入減少世

帯等に対応するため、生活福祉資金の特例貸付け及び生活困窮者自

立支援金の申請期限を８月末まで延長するとともに、生活困窮者を

きめ細かく支援するための県内の自立相談支援機関の支援員の増員、

就労体制の強化を盛り込んでおります。  

 今後とも、市町村、ハローワーク等との関係機関と連携をしまし

て、必要な世帯に支援が届くよう、また、必要な方の生活再建がで

きますよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。  

○副議長（瘧師富士夫君）以上で藤井大輔君の質問は終了しました。  

 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２時 57分休憩  

 


