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 午後３時 10分開議  

 

○議長（渡辺守人君）休憩前に引き続き会議を開きます。  

 永森直人君。  

   〔 23番永森直人君登壇〕  

○ 23番（永森直人君）一般質問の締めくくりを務めさせていただきま

す自民党議員会の永森直人です。どうぞよろしくお願いいたします。  

 初めに、本格的なウイズコロナ社会の実現をテーマに質問をいた

します。  

 新型コロナウイルスとの闘い方は、この２年の間に大きく変化を

いたしました。高齢者などハイリスク者の３回目ワクチン接種がほ

ぼ完了したこと、宿泊療養施設、自宅療養体制の充実、ハイリスク

者のトリアージの仕組みの構築を含む医療提供体制の充実など、日

本は世界のどの国と比較しても負けないコロナとの共存体制を整え

てきました。  

 社会全体には、感染拡大当初の未知のウイルスへの恐怖やマスコ

ミ報道などの影響もあり、いまだにコロナに対する過敏な反応が残

っていることは事実ですが、局面が大きく変わってきている状況を

受け止め、県としても感染拡大防止を社会経済活動よりも優先する

姿勢から脱却し、一定の感染対策をしつつ社会経済活動を平時に戻

す、対策の抜本的な転換が求められています。  

 そこで、まず県が独自に定めている感染拡大防止のためのロード

マップに関して、２問質問いたします。  

 本年当初から年度末にかけて見られた爆発的感染拡大、いわゆる
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第６波において、県は１月 25日に感染拡大の警戒レベルをステージ

１からステージ２へ引き上げました。県は厳しい行動制限を求めな

かったとしていますが、人流の減少や各種イベントの中止など、そ

の影響は顕著でした。しかし、そうした人流の減少が、感染拡大防

止にどの程度寄与したのかは明らかではありません。新田知事も、

飲食の制限による感染拡大防止効果は限定的として、まん延防止等

重点措置の適用を否定していましたが、飲食の制限などステージ２

への引上げによる感染防止効果をどのように検証したのか、木内厚

生部長に伺います。  

 また、飲食の制限による感染拡大防止効果は限定的としながら、

現在のロードマップが維持されれば、入院者数が 100名に差しかか

れば再びステージ２へ引上げとなり、飲食に一定の制限が課される

ことになります。  

 また、新規感染者数の評価指標を１日 25人などとしていることは、

現状の感染者数を勘案すると、ほぼ意味をなさない指標となってい

ます。  

 現在のロードマップは現状にそぐわなくなっており、評価指標や

行動制限の在り方などについて、本格的な第７波の到来前に見直し

の検討をしっかりと行うことが重要と考えますが、新田知事の所見

を伺います。  

 ６月１日、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部の専門

家会議は、「小児における新型コロナウイルス感染症の課題につい

て」との提言をまとめました。  

 提言においては、これまでの感染対策には子供たちの時間と経験

を犠牲にするものがあるとし、子供たちの自由を奪うのではなく、
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高齢者など重症化リスクのある人々がワクチン接種などの対策を取

ることで対応すべきであるとしています。こうした考え方を国の専

門家組織が打ち出したことを県教委は重く受け止める必要があると

思います。  

 学校現場やスポーツ競技団体には、我が学校から、我が競技団体

からコロナ感染やクラスターを出してはいけない、コロナを出した

ら責任問題だ、コロナを出したら悪だ、そんなふうにいまだに考え

ざるを得ない空気があると思います。しかし、国の専門家会議でも

指摘しているとおり、過度な子供への対策は、子供の健やかな成長

の妨げ、免疫力の低下、マスク着用による熱中症の増加、自殺者の

増加など、コロナ感染以外のリスクにもつながっていることに十分

留意しなければいけません。  

 県教委においては、学校やスポーツ競技団体などに対し、感染対

策の徹底というメッセージではなく、基本的な感染対策を前提とし

つつも、過度な感染対策で子供の遊びと学びを奪わない旨の通知を

出し、コロナ前の平時にできるだけ近づける努力を教育現場に求め

るメッセージを発していただき、学校現場やスポーツ競技団体が思

い切った対応を取れるようにするべきと考えますが、認識と今後の

対応を荻布教育長に伺います。  

 一方で、厚生労働省専門家会議は、子供の遊びや学びの機会を確

保するために、小児に対応できるコロナ診療・検査医療機関を増や

すとともに、コロナによる最終的な入院判断を保健所ではなく診断

した医師が行うことや、濃厚接触者の特定と行動制限の廃止を求め

るなど、子供への医療提供体制の抜本的な見直しを求めていますが、

県としてどのように取り組んでいくのか、木内厚生部長に伺います。  
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 私は、２月定例県議会３月 17日の予算特別委員会において、令和

４年度当初予算における経済対策、とりわけ足元の消費喚起策は不

十分であるとして、さらなる対策の必要性を訴えました。当時は、

知事がまん延防止等重点措置の適用要請をしなかったことの賛否が

議論となり、また、感染拡大が長期に及びながら支援金の支給が少

額にとどまり、飲食事業者の皆様はかつてない苦境に立たされてい

ました。支援金が出せないなら、せめてＧｏ  Ｔｏ  Ｅａｔ事業的

なものを富山県でも対策として打ち出し、飲食の事業者の皆様に多

少なりとも元気や希望を与えてほしいとの思いもあり、提案したつ

もりです。  

 私の聞き方もまずかったかもしれませんが、知事の答弁は、Ｇｏ  

Ｔｏ  Ｅａｔは分かりやすい消費喚起策であり重要ではあるが、飲

食も消費の一部であり、特別視しない考えを示し、その他の様々な

方策で経済活性化に十分目配りした予算となっていると答弁をされ

ました。しかし、僅か２か月程度で方針を転換するのであれば、あ

の時点で、実施に踏み込むことはできなかったとしても、もう少し

寄り添った前向きな答弁があってもよかったのではないかとも思い

ます。  

 今定例会に提案されているプレミアム食事券を実施するに至った

経緯や今後の実施方針について新田知事に伺い、前半の質問を終わ

ります。  

○議長（渡辺守人君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）永森直人議員の御質問にお答えします。  

 まず、ロードマップについての御質問であります。  
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 厚生部長への質問と前後になるのであれですけども、本県のロー

ドマップでは、感染者数の動向に加えて、医療提供体制の逼迫状況

をより重視するという観点からステージ移行に係る判断を設定して

います。これはもう最初から変わらないスタンスです。ある意味で

は国のほうがそれに追いついてきたという、そんな気がしておりま

すが、外出、飲食や都道府県間の移動、大規模イベントの開催、休

業要請などについて、３段階のステージに応じた対策の方針を定め

ているのが本県のロードマップです。  

 このうち飲食については、国の基本的対処方針に基づいて、感染

拡大の傾向が見られるステージ２及び３において、５人以上で会食

する場合はテーブルを分けるよう要請することとしています。これ

は、県民の皆様に感染リスクを踏まえながら安心して会食していた

だくための対策であることを御理解いただきたいと思います。  

 今はステージ１で、比較的大きな会合も開催されており、私もお

招きをいただいて出ることが何度もあります。そんなときに、いろ

いろ司会者は注意喚起するんですが、やはり 30分過ぎた頃から大分

皆さん立たれて、私も注がれたり、あるいは名刺交換したり、ある

いはいろいろ陳情を受けたりということもあって、中にはマスクを

されていない方もおられる、そんな状況で、ステージ１と言っても

不安に思うことはよくあります。  

 ですから、２、３となると、この５人というのは、そんな状況に

ならないための線引きなのかなと思います。国の基本的対処方針が

見直されればまた別でしょうが、今のところはこれは致し方ないこ

とかというふうに考えております。  

 現行の国のまん延防止対策等は、飲食店への時短要請を基本とし
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ているわけですけども、今般のオミクロン株への対応の効果を検証

した上で、実態に応じた多様かつ実効性のある対策を具体的に示す

よう、全国知事会を通じて私から国には要請をしております。  

 現在、国では有識者会議を設置されました。社会学者なんかも入

って、なかなか気合が入っているなと思っていますが、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法、いわゆる特措法に基づくこれまでの対

応等を検証しておられるところであり、その議論もしっかりと見て

まいりたいと思います。  

 ロードマップの各指標というのは、あくまで目安というふうに御

理解いただければと思います。この数字を１ミリでも超したから機

械的に変わるというものでは……今までそういう運用もしておりま

せん。総合的に判断する上での目安ということであります。もちろ

ん軽く見ているわけではありませんが、最後判断するのは総合的な

判断というふうに考えております。  

 先ほど言いました国での議論の動向、また新たな変異株の特性も

いろいろと言われるようになりました。これらも注視しながら、ロ

ードマップの改定については、必要なときには適切に対応したいと

考えております。  

 次に、プレミアム食事券についての御質問にお答えします。  

 本年２月の時点、また議員おっしゃった前回の予特の時点では、

まだオミクロン株の感染の拡大が続いておりまして、警戒レベルス

テージ２の状態でありました。今年度の当初予算などにおいては、

コロナ禍で傷んだ経済を立て直し、活性化するというのを主眼に置

いておりました。もちろん飲食店を含む県内の事業者さん向けに、

中小企業ビヨンドコロナ補助金あるいは事業復活緊急応援金など、
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いわゆる緊急応援パッケージとしてお示しをしたりしましたが、こ

のようなことの創設など様々な支援策を盛り込んだところでござい

ます。決して飲食店さんを省いたということではなくて、飲食店さ

んを含む全ての事業者さんを対象としたものがあの時点では必要だ

ろうというふうに思ったことでございます。  

 先ほどの御質問でもお答えしましたが、事業復活緊急応援金の申

請が、建設業それから小売業、そして３番目が飲食業、この３つで

５割を超えているというのが今の応援金の申請状況であります。  

 一方、昨今、コロナ禍に加えて、原油価格や物価高騰などによっ

て県民生活や事業活動への影響が懸念をされているところです。こ

れが今の足元の状況です。このたびの国の総合緊急対策を最大限活

用もして、燃料費等の高騰分への緊急支援、またビヨンドコロナ補

助金の対象やメニューの拡充―いわゆる売上げ減少要件だけでは

なくて、利益率の減少というものも今回から入れました―などな

ど拡充しています。幅広くかつ迅速に県内事業者を支援するのが今

回の補正予算案の目的で、編成をしたところであります。  

 議員御指摘のプレミアム食事券につきましても、４月以降、感染

状況は落ち着いていますが、飲食店の利用は依然コロナ前の状況に

は戻っていないと承知しております。さらに、物価高騰により飲食

店の経営が厳しさを増しているということも聞いております。です

から、県内の飲食事業者さんと食材を提供する農林漁業者さんの応

援を目的として、今回このプレミアム食事券事業を考えて計上して

いるところでございます。  

 言うまでもなく、経済は生き物であります。そのときそのときの

状況に応じて一番効くやり方で政策を打つ。需要喚起が必要な場合
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には思い切って需要喚起策を打つ、このようなことが必要だという

ふうに考えております。御理解いただければと思います。  

 実施に当たっては、スピード感を持ってより多くの飲食店利用を

促すために、国のＧｏ  Ｔｏ  Ｅａｔ事業を参考にしまして、１万

円で１万 2,000円分の利用が可能な食事券 50万冊の販売を予定して

います。今議会で議決いただきますれば、７月のできるだけ早い時

期から、当初から私は強く言っておりますが、できるだけ早い時期

から開始したいと考えています。  

 県民の皆さんには、感染リスクを避けて会食を楽しんでいただき、

県内飲食事業者や生産者の皆さんを応援していただきたいと思いま

す。  

 このテーマは以上です。  

○議長（渡辺守人君）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、第６波におきますステージ２への

引上げについての御質問にお答えをいたします。  

 第６波では、当初、オミクロン株による感染が前例のない速さで

増加をいたしました。１月の頭ですね。かつ重症化リスクにつきま

して、海外の情報等はございましたが、国内ではまだ不透明な段階

でございまして、医療の逼迫に加えまして、社会機能維持に関わる

事業所の機能低下というのも懸念をされたところでございます。そ

うした中で、速やかに富山アラートの発令ないしステージ２への引

上げというのを判断したところでございます。  

 その後、感染者が拡大する中で、幸い、感染者のほとんどが軽症、

無症状で病床が逼迫しなかった、また、飲食店等での感染事例が限
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定的であったことを踏まえまして、飲食店等への時短要請が行われ

るまん延防止等重点措置の適用は要請をしなかったところでござい

ます。  

 その上で、ステージ２の間、飲食につきましては安心対策飲食店

の利用を推奨するとともに、５人以上の場合にはテーブルを分けて

いただいて、感染リスクを抑えながら食事を楽しんでいただきたい

ということをお願いしてまいりました。  

 ステージ２への引上げへの効果ということでありますけれども、

引き上げなかった場合に感染者数がどうなっていたかというところ

の推測がなかなか、前後がないものですから困難でございますが、

１月以降の県内の感染者数の累計、これは人口 10万人当たりで見ま

すと約 3,200人となっております。これは、全国 47都道府県の中で

は、人口当たりですけれども 36位、全国下位であるということでご

ざいます。  

 また、３月下旬以降、全国でまん延防止等重点措置が解除されま

して、多くの地域で再び増加するというようなこともあったわけで

すけれども、県内では３月以降の減少傾向がおおむね継続をしたと

いうことがございまして、これはやはり県民や事業者の皆様が感染

防止対策に御協力をいただいた結果であるというふうに受け止めて

います。  

 引き続き、県民の皆様と一丸となりまして、感染拡大防止や社会

経済活動の両立に向けた取組を進めてまいりたいと考えています。  

 それから、子供の医療提供体制についての御質問にお答えをいた

します。  

 先般、厚労省のアドバイザリーボードに、小児科医らの専門家の
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意見というものが提出をされております。ただ、現時点において、

その内容が正式に国の方針として決定をされたというものではない

と承知をしてございます。  

 ただ、このうち、小児に対応できる診療・検査医療機関につきま

しては、本県ではかなり多くの先生方に御協力いただきまして、か

かりつけの医師が小児を診察する体制というのが整っておりまして、

未就学児では 124の医療機関、小学生では 186の医療機関で対応可能

というお答えをいただいております。このため、発熱等の症状のあ

る子供につきましても、かかりつけ医を受診しているケースという

のが事例としてもほとんどでありまして、濃厚接触者として厚生セ

ンターなどが関与する場合も含めまして、入院の判断、最終的な療

養先というのは原則、主治医が判断をしており、小児の医療提供体

制が確保されているところでございます。  

 また、同じ検証の中で、小児の検査は有症状者に限る、症状があ

るときに検査をすべきであるということ、また濃厚接触者を厳格に

特定しないといったことが提言をされています。  

 現在、県の厚生センターでは、保育園や小学校などに対しまして、

濃厚接触者に限って、なおかつ症状が出た場合に検査をするという

方針で臨んでおります。無症状の場合は、クラスター発生時など公

衆衛生対策として必要な場合を除きまして検査を行っていないとこ

ろであります。  

 今回提出された意見書の末尾にも、今後、多方面からの関係者の

意見も踏まえて具体的な議論を進めるべきであるとされておりまし

て、県としても国の方針が決定されましたら、その方針を踏まえて

適切に対応してまいりたいと考えております。  
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 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）荻布教育長。  

   〔教育長荻布佳子君登壇〕  

○教育長（荻布佳子君）私からは、学校における新型コロナの感染対

策の対応についての御質問にお答えいたします。  

 現在、県内の新型コロナの感染状況は、連休前の水準を下回って

いるものの、学校での児童生徒などの感染や臨時休業は引き続き発

生をしておりまして、今なお警戒が必要な状況でございます。  

 学校では、感染拡大リスクを低減しつつ教育活動を継続し、子供

の健やかな学びを保障していくため、苦心しながら指導に当たって

いるところでございます。  

 このため、県教育委員会では、様々な制限がある中でも、児童生

徒が学校生活において様々な活動を行えるよう、県立学校に対し、

国の方針を踏まえつつ、学習や部活動を行うに当たっての留意点な

どを通知してきております。  

 また、各種大会などが本格的に始まるに当たって、去る５月 27日

付で通知を発出いたしました。内容としては、大会などは生徒の日

頃の活動の成果を発表する大事な機会であることから、学校生活や

部活動での感染症対策を前提に、生徒が安心して大会などに参加で

きるようにしてほしい旨の内容を周知しております。  

 学校においては、学校規模や行事が行われる時期など、学校の事

情が異なる中、それぞれ感染対策をしながら最大限工夫をし、教育

活動を実施してきており、県教育委員会では学校や市町村教育委員

会に対して助言を行ってきております。学校では今年度、遠足など

が通常に近い形で行われており、また県外への修学旅行も実施をさ
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れているところでございます。  

 県教育委員会としましては、今後とも新型コロナ感染症対策に関

する情報を的確に把握し、感染対策と各種教育活動の両立を図り、

御指摘のありましたとおり、学びの保障ができるよう、そして充実

した生活ができるよう、情報提供や支援に取り組んでまいりたいと

考えております。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）永森直人君。  

   〔 23番永森直人君登壇〕  

○ 23番（永森直人君）２つ目のテーマとして、成長戦略とウエルビー

イングなまちづくりについて伺いたいと思います。  

 「ウエルビーイング」という言葉を使うハードルが、藤井議員の

おかげでちょっと高くなりましたけれども、臆せずにウエルビーイ

ングという言葉を使っていきたいというふうに思っております。  

 成長戦略とウエルビーイングは、もはや県政の中心的なキーワー

ドとなっておりますけれども、具体論はやや乏しくなっているので、

これらのキーワードに関連する諸問題について幾つかお尋ねしたい

と思います。  

 初めに、データサイエンス人材の育成について伺います。  

 データサイエンス人材の重要性については、成長戦略会議におい

ても言及され、これからの時代は間違いなくデータサイエンス人材

の取り合いになり、こうした人材を多く供給できる自治体がぬきん

でていくとの指摘もありました。  

 そんな中で、知事は、県立大学におけるデータサイエンス人材の

育成に向け検討を開始されました。非常に素早い打ち手であると敬
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意を表します。  

 これまでも県立大学においては、令和４年度においてデジタル化

に対応するための人材育成や研究の推進のため、知能ロボット工学

科や情報システム工学科の定員増を図り、ＤＸ教育研究センターを

設置するなど、一見、現在の工学部体制においても着実にデータサ

イエンス人材の育成に取り組めているようにも思われますが、デー

タサイエンス人材の育成に向けて検討を開始した背景や思い、今後

の方向性について知事に伺います。  

 また、一部では、データサイエンス学部の設置の可能性に触れて

いますが、仮にデータサイエンス学部を設置する場合に、定員を純

増で対応するのか、また既存工学部の大幅な組替えが必要となるこ

とや施設面等の課題をどう整理し、また入学済みの工学部の学生へ

の影響がないように考慮する必要もあると考えますが、併せて伺い

ます。  

 昨今の燃料の高騰やカーボンニュートラルの流れ、また、今後起

きるであろう圧倒的な技術革新やコスト削減の実現により、自動車

の電動化、いわゆるＥＶ化が一気に加速する局面が、そう遠くない

未来として想定がされています。  

 ４月にはホンダが、今後 10年でＥＶやソフトウエア開発に５兆円

を投じ、 2030年までに 30車種の電気自動車を売り出すと発表するな

ど、世界から出遅れたとされている日本の自動車産業も大きな転換

期を迎えています。  

 他方で、電気自動車はガソリン車と比べて必要な部品点数が大幅

に減るため、部品メーカーの経営への悪影響が大きな懸念材料とさ

れています。  
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 自動車産業は日本の経済を牽引してきた中核的な産業であり、し

たがって、県内においても自動車関連産業の裾野は極めて広いこと

は御承知のとおりです。  

 国家レベルでの議論を急ぐ必要があることは言うまでもありませ

んが、事の重大さを考えると、やはり地方政治の場においても、こ

の問題が地方にもたらすインパクトを認識し、議論していく必要が

あると思います。  

 本県における自動車産業の経済規模はどの程度のものなのか、ま

た、自動車のＥＶ化の進展をどのように見通し、自動車産業をはじ

めとする本県経済における影響をどのように考えているのか、中谷

商工労働部長に伺います。  

 次に、県の大規模施設整備とウエルビーイングなまちづくりとの

関係性について伺います。  

 昨年度、県では、約 3,000万円という大きな予算を投じて、太閤

山ランド魅力向上調査を実施しました。開園から 40年が経過し施設

が老朽化していることから、新たな魅力を創出していくことが目的

です。  

 魅力向上策としては、大規模な対策として、プール広場の改修や

自動運転モビリティーの導入、また森のアスレチックや林間グラン

ピング施設の設置、展望塔にスカイバーを設置することも盛り込ま

れており、合計 27の具体策がありました。  

 また、概算整備費は民間活力を導入することにより、およそ 37億

円になるとの試算もされるなど、少し背伸びをすれば届くような具

体的な提案となっています。とてもすばらしい調査結果であると思

います。地元、射水市民を代表し、ぜひ夢の実現に向けて検討をお
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願いしたいと思います。  

 しかし、これほどの予算をかけ、これほどすばらしい調査結果が

出ているにもかかわらず、この調査結果への評価や今後の議論の方

向性について県としての発信がないことをとても残念に思います。

Ｐａｒｋ－ＰＦＩを入れることは結構だと思います。魅力策が民間

活力で一つでも前に進むこともよいことです。しかし、それは県と

して、調査結果を受けてのグランドデザインを示した上で進めるの

が筋ではないでしょうか。  

 調査結果では、太閤山ランドを「幸せ人口 1000万～ウェルビーイ

ング先進地域、富山～」に寄与する場とすることを求めています。

非常に夢のあるビッグプロジェクトであり、また実現不可能ではな

いプランとなっています。ぜひ県としてもしっかりと検討いただき、

ウエルビーイングの象徴的な場とすることで、新田県政のレガシー

にもしていけると思います。知事の所見を伺います。  

 また同時に、報告書においては、改善すべき課題として、施設の

利用者は子供をはじめとするファミリー層がメインであり、若者の

利用が少ないことが課題とされています。  

 そこで、施設全体のグランドデザインを大きく描くと同時に、地

域住民などからも要望の強い太閤山ランドの夜間開放、ライトアッ

プや駐車場の夜間無料化などに早急に取り組むとともに、バーベキ

ュー広場を新湊マリーナのようなラグジュアリー感のある施設にリ

ニューアルを行うなど、若年層の取り込みに取り組む必要があると

考えますが、市井土木部長の所見を伺います。  

 成長戦略において、若年層、とりわけ女性の県外流出が課題とな

っています。富山の閉鎖的な県民性などを指摘する声もありますが、
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昨年、高校生の皆さんと意見交換した際には、富山にはライブやス

ポーツイベントなどの娯楽が少ないことを挙げる声が圧倒的に多か

ったという印象です。  

 そこで期待したいのが、今後整備される富山県武道館です。  

新田県政が誕生し、民間活力導入が決まりましたが、民間の発想

とネットワークで同施設を単に武道の聖地ということにとどまらせ

ず、スポーツや文化を発信するにぎわい創出の拠点として整備され

ることに期待したいと思います。  

 昨年県が実施した民間活力導入可能性調査においては、主道場の

イベント利用日数が限定的になることへの懸念が示されるなど、主

道場において武道を優先利用とする現状の運用方針は、民間活力導

入の足かせになる可能性があるのではないかと考えます。  

 およそ 100億円の投資になります。武道の振興の重要性は全く疑

いませんが、他方で、県民全体のウエルビーイングの向上や富山駅

周辺の活性化という点をより重視する必要性を感じています。  

 そこで、富山県武道館において、主道場の武道の優先利用を柔軟

化し、多目的アリーナとしての位置づけを明確にしていく必要があ

ると考えますが、蔵堀副知事の所見を伺います。  

 「ウエルビーイングなまち」というのは、障害のあるなしにかか

わらず、誰もが幸せに暮らすことができる、優しさがあり多様性を

許容するまちというのが最低条件であると思います。  

 そんな中で、皆様も報道などで御存じのとおり、富山市水橋にあ

る富山市勤労身体障害者体育センターが 2024年度末に廃止されるこ

とが決まり、東京パラリンピックで銀メダルを取るなど私たちに大

きな感動を与えてくれた宮島徹也選手も所属する、富山県車椅子バ
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スケットボールクラブの皆様をはじめとする障害者スポーツ団体の

皆様が、廃止後の練習場所確保について大変心配をしておられます。

今日は、宮島選手をはじめといたしまして、クラブの皆様方も傍聴

にお越しをいただいているところであります。  

 御縁をいただきまして、同クラブの練習の模様を見学させていた

だく機会を頂戴しましたが、必死に、しかし生き生きと楽しそうに

練習する姿には感動を覚え、練習場所がなくなるかもしれない、そ

んな不安を一日も早く解消してあげたいと感じました。  

 当然ですが、車椅子での生活は、健常者の想像をはるかに超える

困難を伴います。そんな皆さんがスポーツを楽しみたいと願うなら

ば、優遇することがあっても、少なくとも不当な取扱いをすること

はあってはいけないと思います。しかし、現実的には、県内自治体

の体育館の利用について、車椅子バスケの皆さんは差別的な扱いを

受けていると言わざるを得ない状況になっています。  

 車椅子バスケは、激しいボディーコンタクトを伴うスポーツです。

なので、車椅子は時々転倒いたします。そんなわけで、県及び県内

市町村は、車椅子の転倒により床面が傷つき他の利用者の安全利用

の支障となる可能性があるとして、体育館の利用に制限をかけてお

り、事実上、練習に使うことができないわけであります。  

 床面を傷つけるかもしれないとの理由は、一見もっともらしく聞

こえます。しかし、実際に水橋の体育館を見学しましたが、約 40年

間、週２回の練習を続けてきた体育館に、安全性に影響する目立っ

た損傷はありませんでした。  

 私も実際に競技用車椅子に乗せてもらいましたが、軽量でかつ保

護シートもあり、またタイヤのスリップ痕が残らないような工夫も
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されており、体育館の館長さんも、他の利用者の支障になる傷をつ

けることはないと断言をしていました。実際に床面に損傷が起きる

かどうかを検証することもなく利用を制限することは、合理性を欠

いているのではないかと思います。  

 車椅子バスケットボールについて健常者と同様の利用を認めない

県内自治体の体育施設の運用は、障害者差別解消法に定める差別的

な取扱いの禁止の義務違反に当たるのではないかと考えますが、木

内厚生部長の見解を伺います。  

 今回の問題は、確かに富山市の体育館の廃止に端を発しており、

富山市の問題と受け取られそうですが、私は違うと思います。今回

の問題の重要な点は、水橋の体育館が廃止されることにより、富山

県で唯一、障害者に優先利用が認められている施設がなくなるとい

う事実です。障害者がスポーツを楽しむ機会を奪わないための方策

を検討する義務が県にはあるはずです。  

 県としても、車椅子バスケットボールの練習場所確保の問題の解

決に主体的に取り組む必要があると考えますが、知事の所見を伺い

ます。  

 また、富山市の施設の廃止により、近隣県にはいずれも存在して

いる障害者が優先的に利用できる体育施設が本県においてなくなる

現実を重く受け止め、障害者スポーツ施設の環境確保にしっかりと

取り組むべきと考えますが、併せて知事に伺います。  

 富山県議会では、山本徹議員が座長となり、障害者差別解消条例

を議員提案により制定し、議会を挙げて障害者の差別の解消に取り

組んできました。議員の皆様にも、この問題の解決にぜひとも御理

解と御支援を賜りたいと思います。  
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 また、知事、当局の皆様には温かい御対応をお願い申し上げて、

私の質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（渡辺守人君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）このテーマ、まず県立大学におけるデータサイ

エンス人材の育成についてお答えをします。  

 近年、デジタル社会の流れが急速に進展する中、膨大なデータを

収集分析して社会やビジネスの課題解決策を導き出すデータサイエ

ンス人材の育成が喫緊の課題であると言われています。  

 また、近い将来には全国で、データサイエンス人材をはじめとす

るＩＴあるいはＡＩ人材が数万人規模で不足するという経済産業省

の調査結果も出されておりまして、全国の多くの大学でデータサイ

エンス学部あるいは学科等の設置が進められているところでござい

ます。  

 私は、知事就任前からこうした状況を踏まえまして、企業ニーズ

の高いデータサイエンス人材の育成に取り組むべきとの強い思いを

持ってまいりました。学部設置の検討を、私の選挙公約でありまし

た八十八の具体策にも盛り込んで必要性を訴えてきました。あの八

十八策を発表したのはもう一昨年の夏でありますから、ようやく今

回、その実現に向けて有識者会議を設置し、新たな学部設置を含め

た人材育成の機関の設置の検討を開始できたというふうにうれしく

思っているところです。  

 定員をどうするかなど、議員御指摘の、あるいは御懸念の具体的

な内容は、今後、有識者から幅広い意見もいただきながら検討した

いと考えています。仮に学部を設置する場合は、既存の工学部との
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関係や教員の確保、定員の規模、それに伴う必要な施設の整備など

の課題はあります。  

 これまで、工学部は県内企業を支える有為な人材を多く輩出して

きており、高い評価を受けていることは大変にありがたいことだと

思っております。こうした県立大学の持つ強みや特色に影響が出な

いように、十分に配慮したいと考えております。  

 私としては、データサイエンス人材の育成は急務と考えておりま

して、有識者会議での議論も踏まえ課題を整理し、秋頃までには一

定の結論を出していきたいと考えております。  

 次に、太閤山ランドの魅力向上についての御質問にお答えをしま

す。  

 昨年度の魅力向上調査では、利用状況の分析や、公園利用者、地

元関係者及び県内外の企業へのヒアリングなどを行い、多種多様な

企画案の中から、官民が連携することで導入の可能性がある約 80の

魅力向上策が挙げられました。この中には、ＶＲなど最新技術をス

ポーツ、観光、健康に活用することで新たな注目コンテンツを生み

出す提案など、これまでの発想にない太閤山ランドの新たな魅力と

可能性が示されたところでございます。  

 1983年にオープンした太閤山ランドですけども、この年は私が結

婚した年でもありまして、そのとき実は私は富山にいなかったんで

すが、富山に来て以来、子供たちをよく連れていきましたし、今は

孫と一緒にお世話になっています。大変にその価値はよく分かって

いるつもりですし、また思い出もございます。  

 昨年の調査結果を踏まえますと、広大な敷地と豊かな自然を最大

限に生かしながら、太閤山ランドは民間活力を大いに取り入れ、県
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と民間事業者が協働して、互いにウィン・ウィンの関係となってい

くサービスを提供することで、今後はファミリー層のみならず、議

員御指摘の、若者の皆さんなどの多様なニーズやシーンに対応した

子供から大人まで誰もが楽しめる公園となり、本県が打ち出す「ウ

ェルビーイング先進地域、富山」に寄与する場になるものと評価を

しています。  

 ある調査で、ほかの県にあって富山にないものの一つがラウンド

ワンだそうであります。だから若者が行くところがないんだという

ような御指摘もあるようでありますが、私は、この太閤山ランドは

ラウンドワンとは違いますけども、去年出た 80の魅力的なアイデア

をうまく実現することによって、ラウンドワンに十分代わるべきも

のに、ファミリー層だけではなくて若い人も楽しめる場にできるよ

うにすることは可能だというふうに考えております。  

 今回の魅力向上策ですが、民間に独立採算で実施していただけそ

うなもの、また県が全額あるいは一部を負担したほうが適切なもの

とがあります。また、時間軸を考えましても、すぐにできそうなも

のもありますし、またある程度の時間を要すると思われるものもあ

ります。そのような様々な案が混ざっているものであります。  

 今年度は、民間活力の導入の可能性の検討を深めるために、Ｐａ

ｒｋ－ＰＦＩを前提としたサウンディング調査や、民間事業者の柔

軟な提案を取り入れた実証実験を行うことにしています。その結果

も踏まえて具体的な整備の方向性を検討し、官民が連携して魅力向

上策の実現に向け努力をしてまいりたいと思います。  

 このテーマ、私からは最後ですが、車椅子バスケットボールの練

習場所確保についての御質問にお答えします。  
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 障害者スポーツの推進は、障害者の自立や社会参加の促進につな

がるとともに、県民の障害や障害者に対する理解を深め、共生社会

の実現に資するものでもあると考えます。  

 障害者スポーツの頂点は言うまでもなくパラリンピック競技大会

ですけども、近年、オリンピック競技大会に勝るとも劣らない関心

をパラリンピック競技大会が集めているという事実も、世の中のそ

のような流れを物語るものだというふうに理解をしています。  

 障害者スポーツの練習場所の確保につきましては、競技によって

は、施設のバリアフリー化や当該スポーツに対応したハード、ソフ

トの整備、他の利用者との利用調整などの課題があると聞いていま

す。  

 車椅子バスケットボールの競技団体では、こうした練習環境が確

保された富山市勤労身体障害者体育センターを拠点に活動してこら

れましたが、他の体育施設においても練習実績があることから、ま

ずは競技団体が課題などを整理していただき、施設と協議し、必要

に応じて私ども県からも相談に乗る、あるいは助言あるいは調整を

していきたいと考えます。  

 また、議員おっしゃるように、障害者が優先利用できる施設がな

くなるわけでありますけども、ここはダイバーシティー＆インクル

ージョンの観点から、専用の施設を設ける、それにこしたことはな

いのかもしれませんが、むしろ私は、専用の施設を設けるというよ

りも、障害者と健常者、高齢者と子供たちが共に認め合い、譲り合

いながら使用することが今後の方向ではないかと考えております。  

 岩井孝義選手あるいは宮島徹也選手がメダルを本県に持ち帰って

いただいたということ、これは大変に私はうれしいことでしたし、
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富山県の子供から大人まで大きな感動と勇気をもらったことであり

ます。そして、それに応える意味で、本県では県民栄誉賞をお二人

を含めたメダリストの皆さんにお出しをしたところでございます。  

 問題の一つはフロアに傷がつくかもしれないということでありま

すが、ここは議員おっしゃったように、最近のバスケ用の車椅子は

大変に進化をしていると聞いております。言われるほどの傷はつか

ないというふうなことも聞いておりますので、今後、県有施設の利

用の可能性についても前向きに検討していきたいと考えます。  

 県としては、改めて障害者差別解消法の趣旨を体育施設の管理者

等に周知する、そして県内の体育施設において、車椅子バスケット

ボールに限らず、障害者スポーツに対する理解が進み、利用が促進

され、障害者の皆さんのウエルビーイングもしっかりと高めていく

ことにつなげていきたいと思います。  

 私は、同じくパラリンピアンであるボッチャの藤井友里子さんが、

「本当に自分は幸せ者だ、自分は幸せ者だ」と何度も何度もおっし

ゃったことが耳から離れません。そこに私は一つの大きなウエルビ

ーイングに関してのヒントがあるというふうに考えております。  

 この件を御質問いただきましたので、県としてもぜひ取り組んで

いきたいと考えております。  

 私からは以上です。  

○議長（渡辺守人君）蔵堀副知事。  

   〔副知事蔵堀祐一君登壇〕  

○副知事（蔵堀祐一君）私からは、富山県武道館に関する御質問にお

答えをいたします。  

 富山県武道館は基本計画におきまして、武道競技の振興、競技力
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の向上に寄与すること、これを第一の目的としております。この観

点から、武道の競技や大会の開催に適した構造となりますように基

本設計も行ったところでございます。したがいまして、武道の関係

の方が一定程度優先的に利用されるということは、施設の設置目的

にも沿っているというふうに考えております。  

 一方で、基本計画や基本設計の検討過程におきまして、検討委員

会の委員あるいは武道の関係者の皆さんからも、施設を有効に活用

してほしいという御意見もいただいております。武道競技での利用

がない場合、これは当然でございますけれども、屋内スポーツやイ

ベント等に御利用いただきたいというふうに考えております。スポ

ーツ振興、健康増進、地域の活性化にも寄与するようにしていけれ

ばというふうに考えております。  

 今後でございますけれども、基本計画の方針に沿いまして、武道

団体との協議結果も踏まえ、武道館として本来果たすべき機能や利

便性、まずはこれが損なわれるということがないようにしたいと考

えております。こうした方針が、永森議員からの御指摘では、民間

活力導入の足かせになることも懸念されるのではないかという御意

見でございました。私自身は、導入可能性調査の段階におきまして、

かなりの数の民間の企業から強い参入意欲も示されておりましたの

で、その点についてはあまり大きな心配ということはいたしており

ません。武道館を造るという目的のためにＰＦＩという手段で整備

を進めるということをしっかりやっていきたいというふうに思って

おります。  

 今後ですが、ＰＦＩ手続の中でＶＥ提案も受け付けることといた

しております。施設の利用可能性の向上、運営面での民間ノウハウ
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や創意工夫がしっかり発揮されるものとなりますように取り組んで

まいります。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）中谷商工労働部長。  

   〔商工労働部長中谷  仁君登壇〕  

○商工労働部長（中谷  仁君）私からは、自動車のＥＶ化による影響

についてお答えをいたします。  

 本県には、自動車産業を支える部品メーカーが多数集積しており

まして、その生産品は金属部品、プラスチック成形部品や電気・電

子部品など多岐にわたっております。これらの経済規模の正確な把

握は難しいわけではありますが、経済産業省の工業統計における自

動 車 ・ 同 附 属 品 製 造 業 の 製 造 品 出 荷 額 を 見 ま す と 、 2020年 で 約

1,066億円でありまして、本県の製造品出荷額全体の約 4.4％となり

ます。  

 しかし、統計上、プラスチックや電気・電子部品など、他の産業

分類で集計をされまして、区分が困難な中に自動車関連部品が含ま

れていると考えられるものがかなり多くあると見られますことから、

関連産業全体の規模はさらに大きく、本県産業に大きな影響を与え

る産業であると認識しております。  

 国では、 2035年までに乗用車新車販売で電動車 100％を実現でき

るよう、包括的な措置を講じることとしております。県内企業で製

造される部品は内燃機関向けも多く、電気自動車（ＥＶ）にシフト

いたしますと、部品数は従来の約３分の２になると言われておりま

す。県内企業にとって大きな影響があるものと考えております。  

 一方、ＥＶにシフトしますことで、高性能なバッテリーやモータ
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ーなど新たな市場が拡大し、高い技術力を有する県内企業にとって

様々なビジネスチャンスが生まれるものと認識しております。  

 このため県では、昨年度来、国のグリーン成長戦略が掲げる成長

14分野のうち、県内の産業集積の活用が期待できます自動車・蓄電

池、水素・燃料アンモニア、次世代再生可能エネルギーの３分野に

おきまして、意欲ある企業が参加する研究会を立ち上げ、技術セミ

ナーや先進地視察を通じ、事業化への取組を促進しております。  

 加えて、今年度から、産学官連携によりますこれら３分野に関す

る新製品、新技術の研究開発を公募いたしまして、積極的かつ重点

的に支援することとしております。これらの取組を通じまして、Ｅ

Ｖ化など脱炭素社会の進展に適切に対応できるよう支援してまいり

ます。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）市井土木部長。  

   〔土木部長市井昌彦君登壇〕  

○土木部長（市井昌彦君）私から、太閤山ランドへの若年層の取り込

みについての御質問にお答えいたします。  

 太閤山ランドは、プール広場、こどもみらい館、トレーンなど、

小さな子供が楽しめる施設が充実しており、ファミリー層に多く利

用されております。昨年度の魅力向上調査において示された、様々

な世代の誰もが楽しめる公園を目指すためには、若年層の取り込み

が必要であると考えております。  

 議員からいただいた２つの御提案のうち、バーベキュー広場のリ

ニューアルについては、さきの調査においてもデイキャンプやグラ

ンピングといったラグジュアリー感のある提案をいただいたところ
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です。これらの施設は収益性が見込まれ、整備には民間活力の導入

が考えられることから、太閤山ランドで実施する実証実験への参加

者や県立都市公園におけるＰａｒｋ－ＰＦＩ方式を前提としたサウ

ンディング調査への参加者、双方とも民間事業者を念頭に現在提案

を募っているところですが、これらの参加者との対話等を通じて実

現性などを検討したいと考えております。  

 また、夜間開放やライトアップ、これはイベント時のみならず年

間を通じての御提案と承知しておりますが、この御提案につきまし

ては、県内では土木部において富岩運河環水公園と海王丸パークに

おいて実施しており、好評を得ているところでございます。  

 一方で、太閤山ランドはこうした先例とは異なり、緑豊かな木々

に覆われた広大な敷地に、ふるさとパレスや展望塔など各施設が一

定の距離を保って配置されていることから、夜間開園に係る安全・

防犯対策、例えば照明灯や防犯カメラの整備や夜間監視に係る管理

運営体制の見直しなど、実現にはこうした課題を解決していく必要

があると考えております。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）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、障害者差別解消法に定めます差

別的取扱いの禁止の取扱いについて申し上げます。  

 障害者差別解消法では、正当な理由なく差別的取扱いをすること

を禁止し、また過重な負担にならない範囲で合理的な配慮をするこ

とを義務づけています。正当な理由に該当するか否かについては、

個別の事案ごとに、事業の目的、内容、機能の維持、損害発生の防
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止などを総合的かつ客観的に判断することとされています。  

 車椅子バスケットボールでありますけれども、県内の体育施設で

は床面の保護の理由から利用を不可とする、そういう施設もあると

いうことでございますけれども、練習等での利用はおおむね可能な

状況であると聞いております。各施設では、利用の希望があった場

合には、活動内容等について申込者と相談をしまして、個別に利用

の可否や利用条件を判断しているということでございます。  

 現行の各施設の運用が、法で定める差別的取扱いの禁止義務に違

反するものであるかどうかということについては、各体育施設の床

面の状況や行われる競技の激しさ、接触の強弱、目的が練習である

か大会であるかなどの使途などを踏まえまして、床の損傷の程度や

修繕等の状況から正当な理由の有無を個別に判断することになりま

す。  

 知事からも答弁申し上げましたとおり、県におきましても相談に

応ずる、また調整を行うための体制というような整備をしてござい

ますけれども、この法の趣旨を踏まえまして、まず施設におきまし

て申込者とよく相談をしまして、できる限り合意を形成して決定を

するということが望ましいと考えております。  

 結果として施設が利用を断る場合には、申込者に対しその理由に

ついて十分な説明をし、理解を得るように努めることが必要である

と考えます。  

 引き続き、県におきまして、法の趣旨を踏まえ、各施設において

適切な運用がなされるよう取り組んでまいりたいと考えております。  

○議長（渡辺守人君）永森直人君。  

   〔 23番永森直人君登壇〕  
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○ 23番（永森直人君）すみません。もう少しだけお付き合いをよろし

くお願いいたします。  

 車椅子バスケのことについて、知事と厚生部長にお尋ねをしたい

と思います。  

 知事からは非常に、何といいましょうか、温かいお言葉を頂戴し

たというふうに思っておりますけれども、幾つか確認をさせていた

だきたいというふうに思っております。  

 まず、車椅子バスケの練習場所確保について、基本的に富山市を

中心に今いろんな対策を考えてくださっているので、それをまず見

届けたいというのが知事のお答えの御趣旨だというふうに理解をい

たしました。しかし、やっぱりその先どうなっていくのかというこ

とを非常に心配しておられます。まだ幸い時間はありますので、何

とか県としても、この練習場所確保ということにしっかり責任を持

って取り組んでいきたいということをぜひ言っていただいて、今日

お越しになっておられる皆さんを安心させてあげてほしいなという

ふうに思ってございます。ぜひその決意を聞かせていただきたいと

思います。  

 また、そのほかにも、専用施設は要らないという言葉もありまし

たけれども、皆さんも障害者の方しか使えない施設を望んでいるわ

けではなくて、ただやっぱり、いろんなその後の木内部長の御答弁

でもありました。実際に練習できる環境が非常に少ないので、優先

利用できる場所というのがやっぱり必要だということなんです。そ

の他の時間はほかの一般の方が使っても全然いいのですけれども、

優先的に予約できる場所というのが、やっぱり１つ県内にもあるべ

きではないだろうか。施設を造るということではなくて、既存の施
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設をそういう運用に変えていくというだけで事は済むということで

ございますので、そんなことも含めてぜひ前向きに、水橋の体育館

が廃止となる 2024年度末、次のパリのパラリンピックが終わる年度

まで続くわけでありますので、そこまでに時間をかけてしっかり解

決策を見いだしてほしいというふうに思っております。  

 木内部長の御答弁はよく分からない答弁でございましたので、答

えられないことなのだというふうに思っております。しかし、やは

り申し上げたとおり、傷がつくかもしれないというだけで、傷がつ

いたという事実があれば、それでもって、その……（「直せばいい

だけだ」と呼ぶ者あり）そうです。傷がつけば直せばいいというふ

うにも思います。小さな傷なら直せばいいと思います。  

やはり、譲り合う姿勢と知事もおっしゃいましたけれども、県内

の自治体の皆さんが実際に車椅子バスケってどのぐらい傷がつくの

だろうかということが分からないままここまで至っているというの

が現実ですので、そういう事実をしっかり県内自治体が共有して、

そして障害のある方々も、一々個別にこういう使い方をしますなん

て言わなくたって、ちゃんとできるようにしてあげてほしいという

ふうに思うんです。  

 部長に何を質問すればいいか分からなくなりましたけれども、私

は合理的配慮をしなければならない範疇に入ると思いますし、差別

に当たるのではないかと思います。部長のそのあたりの見解を改め

て問いまして再質問とさせていただきます。  

○議長（渡辺守人君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）再質問いただきましたのでお答えをします。  
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 まず、今回の富山市さんの勤労身体障害者体育センターが閉鎖に

なるということ、これは富山市さんも御都合があってのことなので、

これがいい悪いという話ではないと思います。ただ、私どもも自治

体同士、いろいろとこれからファシリティーマネジメントなんても

のを一緒に考えていこうねと各市町村とも言っておりますが、その

穴を埋めることを何とか県としてできないかなというふうに考えて

います。先ほども申し上げましたが、県有施設の利用の可能性につ

いて、これは検討してまいりたいと思います。  

 ただ、優先的な利用というところが一つのポイントになるのだと

思います。私はそういうことよりも、先ほども申し上げましたが、

障害者と健常者の皆さん、また高齢者と子供、あるいはプロ級の人

と全く初心者の人、そんな人たちが同じスポーツに取り組むという

ことはあるわけでありますから、それをお互いに認め合いながら、

譲り合いながら、限られたリソースを最大限に有効活用していく、

そんなことが可能だというふうに思います。  

 障害者差別解消法の法律のことも御指摘いただきましたが、その

前に、私たちは富山型デイサービスという、とても全国に誇れるよ

うなシステムを生み出した我々富山県でありまして、スポーツのこ

とにおいても、惣万さんが始められたようなことで、お互いが認め

合い、尊重し合い、そして譲り合う、そんなことで限られたリソー

スをより有効に活用していくということは可能なのではないかとい

うふうに思います。  

 私からは以上です。  

○議長（渡辺守人君）木内厚生部長。  

   〔厚生部長木内哲平君登壇〕  



 －３２－ 

○厚生部長（木内哲平君）障害者差別解消法の運用についての再質問

にお答えをいたします。  

 説明がよくなかったかもしれませんが、この障害者差別解消法に

よります差別的取扱いの禁止―正当な理由なく差別取扱いをする

ことを禁止するということ、どういうものが正当な理由に当たるの

かということについては、個別の事案ごとに判断することが必要で

ありますけれども、もちろん、これは客観的、合理的に判断するこ

とが必要であるというふうに考えております。ですから、何か先入

観で判断をするというものではないというふうに思います。  

 まず、施設におきまして、その方針を決定するに当たって、その

申込者とよくお話をいただいて、できる限り合意を形成して決定す

ることが望ましいと考えておりますし、仮に正当な理由があるんだ

というふうにして断る場合にも、その理由について申込みをされた

方によく説明をして理解を得るように努めることが必要であるとい

うふうに考えております。  

 また、施設と利用申込者の方の間で、どうも相談がうまくいかな

いという場合には、県におきましても相談に乗るないし調整を行う

という体制を整えているところでありまして、こうしたことも含め

て、法の趣旨が適切に運用されるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。  

○議長（渡辺守人君）以上で永森直人君の質問は終了しました。  

 以上をもって本日の一般質問、質疑を終了いたします。  

 これをもって県政一般に対する質問並びに提出案件に対する質疑

を終了いたします。  

 



 －３３－ 

常任委員会への審査付託  

○議長（渡辺守人君）次に、ただいま議題となっております議案第 81

号から議案第 87号まで及び報告第５号については、お手元にお配り

した議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたし

ます。  

 

○議長（渡辺守人君）次に、お諮りいたします。  

 議案調査のため、明６月 14日及び 16日は休会といたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。  

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（渡辺守人君）御異議なしと認めます。よって、そのように決

定いたしました。  

 以上で本日の日程は終了いたしました。  

 次に、議会の日程を申し上げます。  

 ６月 15日及び 17日は予算特別委員会を、 20日は常任委員会及び議

会運営委員会を開催いたします。  

次回の本会議は６月 21日に再開し、諸案件の審議を行います。  

 本日はこれをもって散会いたします。  

 午後４時 18分散会  


