第４０７回定例福井県議会会議録
第 ２ 号
令和元年７月３日（水曜日）
―――◆

◆●◆●◆

◆―――

議 事 日 程
７月３日（水）
午前10時開議
諸般報告
第１ 第42号議案から第49号議案まで（８件）及び報告第２号から報告第19号まで（18件）
――――――――――――――
本日の会議に付した事件
日程第１ 第42号議案から第49号議案まで（８件）及び報告第２号から報告第19号まで（18件）
第42号議案 令和元年度福井県一般会計補正予算（第１号）
第43号議案 令和元年度福井県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）
第44号議案 消費税法および地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい
て
第45号議案 福井県県税条例等の一部改正について
第46号議案 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部改正について
第47号議案 スポーツふくい基金条例の一部改正について
第48号議案 公立大学法人福井県立大学が行う出資等に係る不要財産の納付の認可について
第49号議案 公立大学法人福井県立大学定款の一部変更について
報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償額の決定および和解について）
報告第３号 専決処分の報告について（損害賠償額の決定および和解について）
報告第４号 専決処分の報告について（損害賠償額の決定および和解について）
報告第５号 専決処分の報告について（損害賠償額の決定および和解について）
報告第６号 専決処分の報告について（損害賠償額の決定および和解について）
報告第７号 専決処分の報告について（損害賠償額の決定および和解について）
報告第８号 専決処分の報告について（損害賠償額の決定および和解について）
報告第９号 専決処分の報告について（損害賠償額の決定および和解について）
報告第10号 平成30年度福井県一般会計継続費繰越計算書
報告第11号 平成30年度福井県一般会計繰越明許費繰越計算書
報告第12号 平成30年度福井県一般会計事故繰越し繰越計算書
報告第13号 平成30年度福井県県有林事業特別会計繰越明許費繰越計算書
報告第14号 平成30年度福井県用地先行取得事業特別会計繰越明許費繰越計算書
報告第15号 平成30年度福井県港湾整備事業特別会計繰越明許費繰越計算書
報告第16号 平成30年度福井県下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
報告第17号 平成30年度福井県臨海工業用地等造成事業会計予算繰越計算書
報告第18号 平成30年度福井県工業用水道事業会計予算繰越計算書
報告第19号 平成30年度福井県水道用水供給事業会計継続費繰越計算書
――――――――――――――
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議会局出席職員氏名
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―――◆

◆●◆●◆

◆―――

○議長（田中宏典君） これより、本日の会議を開きます。
――――――――――――――
○議長（田中宏典君） まず、去る６月28日に上程されました議案の中で、第46号議案につきまして
は、地方公務員法第５条第２項の規定により、人事委員会の意見を求めておきましたところ、お手
元に配付のとおりでありますので、御了承願います。
――――――――――――――
（写）
人 委 第 114号
令和元年６月28日
福井県議会議長 田中 宏典

様
福井県人事委員会委員長 野 村 直 之

条例の一部改正に伴う意見について（回答）
令和元年６月28日付け福議第267号で意見聴取のありましたみだしのことについて、下記のとお
り回答します。
記
第46号議案（福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部改正について）
地方公務員法および地方自治法の改正に伴い、非常勤職員の適正な勤務条件を確保する会計年度
任用職員制度が創設されるため、所要の改正を行うものであり、適切である。
―――◆

◆●◆●◆

◆―――

○議長（田中宏典君） 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりと定め、直ちに議事に
入ります。
―――◆

◆●◆●◆

◆―――

第１ 第42号議案から第49号議案まで（８件）及び報告第２号から報告第19号まで（18件）
○議長（田中宏典君） 日程第１を議題といたします。
これより、各会派代表による各議案に対する質疑及び県政全般にわたる質問に入ります。
よって、発言は田中敏幸君、宮本君、西畑君の順序に願います。
田中敏幸君。
〔田中敏幸君登壇〕
○32番（田中敏幸君） 皆さん、おはようございます。県会自民党の田中敏幸でございます。令和の
時代になって初めて、また、杉本県政になって初めての代表質問であります。我が会派も新人５人
を加え、老、壮、青、それぞれの年代が役割を果たし、強力な政策集団として県民の負託に応える
べく決意を新たにしております。夢と希望のあるふるさと福井をつくるために切磋琢磨してまいり
ます。それでは、会派を代表して私と宮本議員で、県政が当面する諸課題について質問と提言を行
います。
まず、知事の政治姿勢について伺います。
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杉本知事は春の統一地方選挙において、若さと行動力で県政に新しい風を吹き込む姿勢を前面に
打ち出し現職西川知事に挑まれ、９万票の大差で勝利し福井県知事に就任されました。改めて、こ
こにお祝いを申し上げます。県勢発展のために、ますますの御活躍を期待しております。
知事が福井県知事選挙で当選を果たされてから間もなく３カ月がたとうとしております。今後は、
政治家になられた知事に対して是々非々で臨んでまいります。
さて、知事は４月23日の初登庁の際、「徹底現場主義を進め、県民主役の県政に変えていく。平
成から令和に変わるように、県政も新時代を切り開いていく」との意欲を語られました。また、６
月１日の組織改正、人事異動では県民主役やチームふくいをポイントに挙げ、地域戦略部や交流文
化部を新設されるなど県政運営における杉本知事のカラーが鮮明にあらわれてきたと感じておりま
す。
そこでまず、杉本知事の県政運営に当たっての決意と、目指すべき県政の実現に向けた意気込み
をお聞きいたします。
福井県が抱えている最も重要で困難な課題の一つが人口減少問題であります。我が国の人口は11
年連続で減少し、今後も加速度的に進行するとの予想もございます。福井県の人口も、西暦2000年
の82万9,000人をピークに毎年約3,000人ずつ減少し、現在は77万人を割り込んできております。人
口減少の要因は若者の県外流出であり、東京一極集中が我が国の構造にあると言っても過言ではあ
りません。47都道府県中、合計特殊出生率が最も低い東京都に地方の若者が吸い寄せられて、地方
に帰ってまいりません。この一極集中の構造を改めない限り我が国の人口減少には歯どめがかから
ず、地方どころか国が疲弊していくことは明らかであります。
また、人口減少と相まって深刻な課題が地域の高齢化であります。本年１月、住民の高齢化のた
めに二つの集落の自治会が解散したとの報道がありました。これまで当然のように維持されてきた
地域機能が存続できなくなっております。現在の社会の仕組みは基本的に右肩上がりを前提にして
構築されており、人口減少社会や高齢化が進展する社会とは制度設計の考え方に乖離を来している
と思われます。
こうした人口減少や少子高齢化といった課題は今に始まった話ではありませんが、これまでの国
の取り組みは目立った成果を上げることができておりません。中央が考えた政策を地方が実施する
だけの時代は終わったのであります。少子高齢、人口減少対策を真に有効なものにしていくために
は、自治体が地域の現場や住民の声に耳を傾け、これまでの常識にとらわれない大胆な発想で見直
しをしていく必要があるのではないかと考えます。その第一歩が徹底した現場主義です。
過去をさかのぼってみますと、我が会派からは、これまで３人っ子政策など少子化対策について
積極的な提言を行い、県がそれを政策につなげ、本県は日本の子育て政策を強力に牽引してまいり
ましたが、現在は他県を追従するポジションに後退しております。どこに課題があったのか、これ
までの人口減少対策の総括を行う必要があります。
人口減少や少子化といった本県の現状及びこれまでの人口減少対策の総括について、知事の認識
を伺うとともに、徹底した現場主義をどのようにしてこうした課題解決につなげていくのかについ
て伺います。
先月21日、知事は、2040年までのおおむね20年後を想定した福井県長期ビジョンの策定を目指し、
知事、副知事、部局長などで構成する推進本部の初会合を開催されました。今定例会には、このビ
ジョンの策定に要する経費を含む予算案が提案されているところであります。
我が会派では、これまでマニフェストによる県政運営を行ってきた西川前知事に対して、幾度と
なく長期ビジョンの策定を求めてまいりました。前知事は、時代の変化が激しい中で長期計画を策
定しても現実から乖離してしまうとの理由から、長期ビジョンを策定されませんでした。しかし、
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本格的な人口減少時代を迎え、地域経済の先行き等も見通しにくい今日であるからこそ、県政の道
しるべとして、単なる明るい将来像だけでなく、今後起こり得る問題点も踏まえた持続可能な将来
像が必要であると考えております。
また、その内容は社会情勢の変化に応じて不断の見直しを行い、
生きた計画にしていかなければなりません。
今回、推進本部で示された福井県長期ビジョンの策定案では、人口減少、長寿命化、大交流化、
技術革新などの主な環境変化を踏まえ、北陸新幹線やリニア中央新幹線全線開業後の2040年ごろの
将来像を展望するとされております。また、長期ビジョンの実現のための５カ年計画である実行プ
ランを策定し、地域ごとに戦略や施策を整理するとともに、次期「ふくい創生・人口減少対策戦略」
も一体的に検討していくとのことであります。
しかし、果たしてこれだけの計画を年度内に策定させることができるのか、少々疑問に感じてお
ります。知事のモットーであるスピード感は重要なことでありますが、当該ビジョンは県政の最上
位に位置づけられる計画であり、腰を据えた丁寧な議論が必要ではないかと考えます。当然のこと
ですが二元代表制の一翼を担う県議会としても十分な審議を行う責務があり、建設的に取り組んで
まいる所存であります。ゆえに、策定段階から説明や意見交換の機会等も確保していただきたいと
考えているところであります。
そこで、福井県長期ビジョンの方向性について知事の所見を伺うとともに、県議会への説明のタ
イミングも含め、計画策定に向けた今後の具体的なスケジュールについて伺います。
また、県民参加型の意見交換会等を実施するとのことでありますが、県外や海外にも広く知見を
求める姿勢も必要であると考えております。福井県長期ビジョンの策定に当たって、県内外で活躍
する人材から広く知見を求めるべきであると考えますが、知事の所見を伺います。
次に、行財政改革について伺います。
今年度から５年間を推進期間とする新たな「行財政改革アクションプラン」については、これま
で県から、職員の確保と人材育成の充実、国体・障スポ後の組織再編、ＡＩ等を活用した仕事の進
め方改革、健全財政の堅持を主な項目として、行財政改革推進懇談会を開催し検討を進め、６月補
正予算の編成と並行して策定作業を進めると伺ってきたところであります。
知事は就任後、６月１日付の組織改正で新たに地域戦略部と交流文化部を創設するとともに、今
定例会には新時代県政スタート予算として一般会計300億円を超える補正予算案を上程し、今年度の
実質的な事業費は、前年度２月補正の防災・減災、国土強靭化対策を含め、2011年度以来、久しぶ
りに5,000億円を超えるという近年まれにみる積極的な予算を編成されました。
また、クレドという行動規範に基づく仕事の進め方改革を断行し、それぞれの部署やそれぞれの
職員が自発的かつ責任を持って行動できるようにするとともに、今回新たに政策トライアル枠予算
を創設し、部長権限による随時試行と、その成果を踏まえた翌年度の新規事業化ができるようにし
ております。
県は、これまでの第四次行財政改革実行プランにおいても、人材改革、業務改革、組織・財政改
革を推し進めてきたところであります。今後も、防災・減災、国土強靭化対策など、本県にとって
真に必要な事業については時期を逸することなく適切に予算措置していくことが重要である一方、
これまで同様、必要な歳入も確保しながら健全財政を堅持し、行財政改革が停滞することがないよ
うバランスを図りながら対処していくことが必要であります。その上で、将来にわたり安定した行
政サービスと持続可能な行政運営を行っていけるよう、身の丈に合った財政規模を実現させていか
なければなりません。
今回、県議会に対して、「行財政改革アクションプラン」の今後５年間の財政目標として県債残
高6,000億円未満、財政調整のための基金残高100億円以上、将来負担比率200％未満を維持するとの
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方針を示されましたが、これまでの行財政改革の総括について所見を伺うとともに、今回、「行財
政改革アクションプラン」を策定するに当たって重視した点と歳入確保など健全財政の堅持に向け
た取り組み方針、今後の推進体制について伺います。
次に、北陸新幹線の整備促進についてであります。
北陸新幹線は、高速交通体系の中軸として国土の均衡ある発展に不可欠なものであり、沿線地域
の飛躍的な発展を図る上で極めて大きな効果をもたらすとともに、国土強靭化にも資するものであ
ることは皆様、既に御承知のとおりであります。現在、2023年春に開業予定の北陸新幹線金沢－敦
賀間については県内各地で工事が着々と進められており、その整備は最盛期を迎えております。
鉄道・運輸機構は５月末、敦賀－新大阪間の大まかな駅の位置及びルートを公表しました。公表
が予定から２カ月近くおくれたものの、これによって着工に向けた環境アセスメントの手続がよう
やく進み始めることになりました。今後４年間の期間をかけ、環境アセスメントを行い、地下水や
生態系、文化財への影響などを考慮して最終的なルートを決めていくことになりますが、財源確保
などの条件が整えば敦賀開業から切れ目ない2023年春の着工が可能となると考えております。
その実現に向け、先月６日、自民党は北陸新幹線整備プロジェクトチームの会合を開き、敦賀－
新大阪間の安定財源の確保と15年間といわれる工期短縮に取り組み、一日も早い全線開業を目指す
ことを確認しました。また、同月14日には、大阪府内で大阪府や大阪市、関西の経済圏でつくる官
民一体の協議会が設立されるとともに、初の決起大会が開催されたところであります。協議会設立
に当たり、大阪府の吉村知事は「オール大阪で早期全線開業を目指す。新幹線で北陸のすばらしい
歴史と文化を関西につなげ、さらに国の力を強くしたい」と意気込みを示されたことは、本県にと
って非常に心強いものであります。
また、杉本知事はこれまで、敦賀開業はゴールではなく新時代へのスタートであり、その先へと
向かわなければならないとの決意を示されておりましたが、京都府や大阪府ともトップ同士で直接
対話を行い、関西の機運をさらに高め、連携して国へ働きかけていくことが北陸新幹線の早期全線
開業に向けた大きな推進力になると考えております。
そこで、北海道新幹線札幌開業より早い大阪までの全線開業に向けた、北陸新幹線敦賀－新大阪
間における最新の情勢分析と今後の取り組み方針について、知事の所見を伺います。
次に、高規格幹線道路の整備について伺います。
北陸新幹線と同様に、高規格道路も広域的な交流の促進や地域間相互の連携に重要な役割を果た
すものであります。さきの２月定例会において中部縦貫自動車道大野油坂道路の財源確保見通しに
ついてただしたところ、今後４年間で1,100億円、年平均300億円近い予算が必要であり、国からは
必要な予算をしっかり確保する旨の回答を得ているとの答弁でありました。しかしながら、先月末
に行われた国土交通大臣等への要請活動において、石井国土交通大臣からは「2022年度末までの県
内全線開通はなかなか厳しい」との見解が示されたとのことであります。これまで県とともに県議
会も北陸新幹線敦賀開業と同時期の全線開通を強く求めてまいりましたので、ここで簡単に諦める
わけにはまいりません。
そこで、中部縦貫自動車道の整備の進捗状況について所見を伺うとともに、部分開通でなく北陸
新幹線敦賀開業と同時期の全線開通に向けた知事の決意、覚悟を伺います。
また、舞鶴若狭自動車道については、本年３月、防災・減災対策を図ることを目的として、舞鶴
東インターから小浜西インター間24.5キロメートルのうち、約半分に当たる12キロメートルの区間
において、付加車線設置の事業が許可されたところであります。他方、来年度末、舞若道の起点で
ある兵庫県の吉川ジャンクションから京都府の舞鶴西インターまでの間が４車線化される見通しに
なっております。嶺南地域の観光や経済をさらに発展させていくためには、北陸新幹線の敦賀開業

－18－

や大阪までの延伸だけではなく、舞若道全線の早期４車線化も不可欠であると考えます。
そこで、舞鶴若狭自動車道の舞鶴東インターから小浜西インター間における事業の進捗状況につ
いて所見を伺うとともに、舞鶴西インターから敦賀ジャンクション間における全線４車線化に向け
た県の今後の方針について伺います。
次に、交流文化行政について伺います。
知事は、新設した交流文化部に、これまでの観光に加え、移住定住や文化、スポーツによる地域
間、世代間の交流人口拡大やふるさと納税、地域づくりを応援する関係人口拡大なども所管させる
こととし、幅広く人の動きを活性化させることにしております。さきの２月定例会の代表質問にお
いて、観光営業部は総合的な牽引力を有した横割り的なセクションであるべきであると指摘いたし
ましたが、交流文化部はさらに幅広い役割を担う組織になるものと考えています。
県が今年度新たに策定する観光戦略についても、この交流文化部新設の意義を踏まえ従来より大
局的な観点から検討すべきであり、他部局が推進する本県の食、歴史、文化、自然、教育、伝統工
芸や工業製品などを国内外に売り込む事業の単なる後方支援にとどまることなく、交流文化部が他
部局の事業や市町の事業にも横串を刺し、本県の魅力をオール福井体制でプロモーションしていく
ことが重要であります。
例えば昨年度、京都府が策定した観光総合戦略では、人口減少時代を念頭に置き、観光客一人一
人の満足度に着目しながら観光を入り口とした地域活性化や産業全体の好循環、地域社会との共生
も視野に入れたものになっております。
また、今回の観光新戦略では、知事が100年に一度のビックチャンスと明言する北陸新幹線の敦
賀開業や中部縦貫自動車道の全線開業、小松空港の国際化など高速交通ネットワークを前提として、
より具体的、戦略的な広域観光誘客の視点で観光客の購買意欲を喚起し、消費行動の拡大を促すよ
うなハード・ソフト両面からの取り組みが求められております。
県は観光戦略に加え、「北陸新幹線開業対策加速化プラン」も年度内にまとめるとのことであり
ますが、今年度、新たな観光戦略を策定するに当たって、どのような方向性でどこに重点を置くつ
もりなのか所見を伺うとともに、市町や関係団体とどのように連携を図り、交流文化行政を推進し
ていくつもりなのか伺います。
さて、来年７月には、世界最大のスポーツの祭典である東京オリンピック・パラリンピックが開
催されます。その経済効果は全国で約32兆円とも試算されており、スポーツ、文化の分野だけでな
く、観光や建設など、あらゆる分野にわたることが期待されております。県においては、４年前か
らオリンピックの事前キャンプ誘致に取り組んできたところでありますが、目に見えるような成果
はあらわれていないように感じております。残された時間は限られております。この経済効果を東
京だけにとどめることなく本県にも波及させるため、県として最大限の努力をすべきであります。
今回の東京オリンピック・パラリンピックを本県への観光誘客等の経済効果にどの程度つなげてい
けるかが、新たに創設した交流文化部の最初の試金石になると言っても過言ではないでしょう。
また、６年後の大阪万博では、東京オリンピック・パラリンピックを上回る本県への経済効果が
期待されており、これに備える意味でも他県での国際的なイベントの開催を本県への誘客に結びつ
ける積極的な姿勢と具体的な方策が必要であります。
今回の６月補正予算においては、県は、海外大手メディアに県内を視察してもらい本県のＰＲを
行うことにしておりますが、間近に迫った東京オリンピック・パラリンピックを契機とした本県へ
の観光誘客促進に向けた具体的かつ効果的な取り組み方針について、所見を伺います。
交流文化行政の最後に、恐竜博物館の機能強化について伺います。
まず、恐竜博物館に関するこれまでの経緯を振り返ってみたいと思います。
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県議会からはこれまで、新たな恐竜博物館の整備、運営に係る調査費の執行に当たって、施設の
必要性の有無を検証するため、建設ありきでなくゼロベースでの検討を求めてきたところでありま
す。そして、さきの２月定例会では、県は現在の博物館の隣接地に分館として整備することを前提
に、民間資金を活用して県負担の軽減を図る運営権方式による整備運営手法を民間調査機関の調査
結果として示され、その運営権方式を採用して整備する場合の新たな恐竜博物館の開業は、2022年
度末に予定の北陸新幹線敦賀開業の翌年度以降になると見解を示されておりました。
その後、杉本知事が新たに就任され、４月の会見の際には、「機能拡充だけでなく、アクセス道
路、駐車場の配備、お金を落としてもらう仕掛けづくりをセットでやらなければいけない。大切な
ことはパッケージだ。課題を検証し、新幹線敦賀開業に間に合わせるようにやらないと」との発言
をされたところであります。
そして今回、県はこれまでの調査報告書の内容を踏まえ、新しい体制のもとで恐竜博物館の機能
強化について職員みずからがゼロベースで検討するという、これまで県議会に説明してきた県の方
針を大きく転換されております。具体的には、オールシーズン体験可能な博物館にフルモデルチェ
ンジすることをコンセプトとして掲げ、エンターテイメント機能を持つ分館としての機能ではなく、
あくまで博物館としての機能を強化することとし、新たに博物館を整備するのではなく、県が運営
する現在の恐竜博物館をリニューアルする方針を打ち出されました。それに伴う職員による検討や
地盤調査、配置イメージ作成等に要する経費として、６月補正予算案に800万円が計上されていると
ころであります。
今回の大きな政策転換は、今後の恐竜博物館の議論に大きな影響を及ぼすものと考えますが、ま
ず、新たな恐竜博物館整備に関するこれまでの県議会の議論を踏まえ、増改築という現実路線に大
きく路線を転換するに至った知事御自身の率直な思いをお聞かせいただくとともに、昨年度までの
民間調査機関による調査結果をどのように捉え、今後、どのように取り扱っていくつもりなのか伺
います。
また、知事は、恐竜博物館の機能強化をし、県の施設としてどのように活用したいと考えている
のか所見を伺うとともに、県が今回示した方針による場合の今後の具体的なスケジュール感につい
て伺います。さらに、市町、関係者と今後どのように調整を図っていくつもりなのかについても所
見を伺います。
次に、原子力行政についてであります。
本県における原子力行政については、さまざまな課題に取り組んでいく必要があるのは周知のと
おりであります。まず、使用済燃料の中間貯蔵施設の県外立地については、知事は先月７日、関西
電力の岩根社長との面談で、県外で中間貯蔵、処分というこれまでの方針を強調した上で、2020年
を念頭に明示することとしている中間貯蔵施設の県外立地計画地点を早期に確定させるように求め
たところであります。また、知事は、乾式貯蔵については「立地市町、県議会、専門家の意見を踏
まえながら決めていく」と述べておられました。
また、40年を超えて運転を目指す高浜１・２号機、美浜３号機の再稼働に同意するかどうかは「安
全対策工事の進捗状況や国の動きを見ながら判断する」との考えを示されておりました。
さらに、原子力規制委員会が特定重大事故対処施設、いわゆるテロ対策施設の完成期限の延長を
認めない見解を示したことについては、「規制委員会が安全サイドに立って決めたことであり、事
業者がどう対応するかであって私から事業者に対して申し上げることはない」と発言されました。
これまで県は、原子力行政について、一義的には国や事業者に責任があるというスタンスを崩し
ておらず、杉本知事の発言を踏まえても、前知事のスタンスを基本的に踏襲していくとの印象を受
けますが、これらさまざまな問題は早いものでは来年度中には期限を迎えることになり、もし計画
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どおりに解決されなかった場合には、原子力発電所の運転停止など立地地域や県内経済に多大な影
響を及ぼすことになりかねません。
当然、県民の安全が最優先であることは言うまでもありませんが、国や事業者の責任を述べるだ
けではなく、問題が発生し手おくれになる前に、立地自治体の長として主体性を持って国に具体的
な提言を行うことも、
知事に課せられた大きな使命ではないかと考えております。
所見を伺います。
また、廃止措置の「もんじゅ」では、当初、今月に予定されていた原子炉からの使用済燃料の取
り出し作業が10月に延長され、知事は先月10日の児玉理事長との面談で苦言を呈するとともに、
「単
に廃炉作業を進めればよいというものではなく、研究開発拠点であったことを生かせるような方向
でお願いしたい」と述べられました。
そもそも国は「もんじゅ」の廃炉を決定した際、今後も敦賀市を高速炉開発の拠点とする方針を
示しておりましたが、昨年12月にまとめられた国の高速炉開発の工程表には敦賀市の位置づけが明
確にされておらず、1,000人を維持するとしていた「もんじゅ」の構内での雇用も一時800人台に落
ち込んでいたことが敦賀市議会で問題になったところであります。加えて高速炉開発や使用済燃料
の再処理など、核燃料サイクルの再構築に向けた道筋が未だ見えてきておらず、原子力に対する国
民理解も決して十分とは言えない状況であります。
国の原子力政策の先行きが不透明な中、原子力発電所の立地自治体の長として、本県の原子力行
政の将来をどのように描こうとしているのか、所見を伺います。
以上、質問と提言をいたしました。
知事を初め、理事者各位の明快な誠意ある御答弁を期待いたしまして、私からの質問を終わりま
す。
ありがとうございました。
○議長（田中宏典君） 知事杉本君。
〔知事杉本達治君登壇〕
○知事（杉本達治君） それでは、ただいまの田中議員の代表質問に対してお答えを申し上げます。
まず、私の県政運営に当たっての決意と意気込みについての御質問にお答えをいたします。
現在、福井県は申すまでもなく北陸新幹線の敦賀までの延伸、また、中部縦貫自動車道、さらに
は今、国土強靭化ということで安全・安心の面でもこれを強化する、そういうような大変大きなチ
ャンスの時期を迎えているわけでございまして、この令和の新時代において、福井県においても新
しい県政を進めていくという画期的な時期を迎えているというふうに考えているところでございま
す。
こういう中で、これまでのような、マニフェストに従って事前に決めたことを４年間の短いスパ
ンの中で目標を立てて進めていく、そういう県政から、長期的なビジョンをつくって県民の皆さん
とその将来像を共有しながら、その方向に向かってみんな一緒に事業を進めていく、県政を進めて
いく、そういう方向に大きく変えていきたいと考えているところでございます。
また、県政運営の手法といたしましても、徹底現場主義というふうに申し上げておりますけれど
も、県民の皆さん主役で、私も、それから職員も一緒になって県民の皆さんのところへ出かけてい
ってお話を伺って課題を解決していく、そういう方向に変えていきます。
また、県議会の皆様方ともよく議論もさせていただきながら、県民、それから議会の皆さん、市
や町、こういったものが一緒になって、チームふくいで新しい時代を切り開いていく、そうするこ
とで全ての世代がチャレンジできる、そうした社会、幸せや安心を実感できる社会、こういったも
のを実現してまいりたいと考えているところでございます。
続きまして人口減少や少子高齢化の現状、それから人口減少対策の総括、徹底現場主義をどのよ
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うに課題解決につなげていくのか、私の認識についての御質問でございます。
４年前に策定をいたしました人口減少対策戦略につきましては、当時、合計特殊出生率1.55でご
ざいましたけれども、これにつきましては昨年1.67に向上したところでございまして、これにより
まして2040年の一つのターゲットとしているわけでございますけれども、63万3,000人の人口、64
万7,000人という試算に変わってきているわけでございます。
一方で、東京への人口の一極集中というのはさらに進んでおります。昨年度、その前が12万人だ
ったものが13.6万人にふえている。県内の人口減少も社会減も、これまで数年減ってきていたんで
すけれども４年ぶりに前年の1,500人から2,100人にふえていく、こういう状況にもなっております
し、少子化もさらに進んでいるわけでございます。
こうした中で、例えば具体的に申しますれば、県立大学につきまして新しい学科をつくる。おお
むねで言いますと県立大学は半分ぐらいの学生さんが県内に残っていく、そういうデータがござい
ます。そういう中でさらに県内の産業を盛り上げていく、農業の関係でそういった新学科をつくっ
ていくことですとか、また県外の大学にも今度は就職協定、これを倍増させて、これも効果が上が
ることがわかっておりますので、
いろんな大学からこちらに戻ってくるような学生をふやしていく、
企業さんと一緒に学生さんを呼んでくるようなことも今回させていただきますし、また、高等学校
の授業料の無償化を広げていく、こうした子育て環境を整備することで安心して子育てができる環
境を整える、こういったことも行ってまいりたいと思います。
また、戦略の改定に当たりましては、私どもは市町村別、また年代別、それから地域別、こうい
った分野別にヒアリング等も行いながら訪問調査をさせていただいたり、また、アンケートも行わ
せていただく。こういった県民の皆さんの声をいろんな形でお伺いをしながら、具体的に政策に反
映をさせてまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、長期ビジョンの方向性、また、県議会への説明のタイミング、スケジュールについ
ての御質問でございます。
今も申し上げましたけれども長期ビジョンにつきましては、現状におきますいろんなさまざまな
環境が大きく変化をしている中で、その将来、おおむね20年後を展望しながらつくっていく、そう
いうことで大きな指針を示すという効果があるわけでございます。そういうものをつくるに当たり
まして、県議会の皆様を初めといたしまして、「長期ビジョン推進懇話会」、または市や町別、世
代別、分野別、こういったことでさまざまな形で県民の皆さんの御意見も聞かせていただきながら
整理、それから成案化を進めてまいりたいと思っております。おっしゃるように、なかなか大変な
事業になります。中身の検討にも時間がかかります。そもそもまず、いろんな現状がどうなってい
るのか、この把握にも時間がかかるというふうに思っております。
そういう意味では、年度内の策定を目指すというふうに申し上げておりますけれども、余りつく
ってしまうことにきゅうきゅうとするというのもやはり、これはもう本末転倒になるというふうに
考えております。県議会の皆様方とは各議会ごとに、そこまでの進捗状況について御説明をさせて
いただきながら、議論もさせていただきます。その上で、年度内には私どもとしての一つの成案は
つくらせていただこうと思っておりますが、ただ、その段階でいろんな御議論をいただくと思いま
す。そういう意味では、議決もしくは決定を年度内に絶対やってしまうということではなくて、や
はりプロセスを大事にしながら中身のあるものをつくっていきたい、そういうことで、必ずしも年
度内の議決にこだわるというやり方をしないように考えてまいりたいと思っております。
その上で５年ごとの実行プラン、こういうものも策定をいたしますし、さらには社会情勢の変化
に応じまして、長いスパンですので、時々の情勢の変化に応じた柔軟な変更等をこれからも行って
まいりたいと考えているところでございます。
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続きまして、これをつくる際には県外の皆さんからも広く知見を集めてやっていくべきではない
かということでございます。全く私もそのとおりだというふうに感じております。
一つの大きな社会情勢の変化だけを捉まえましても、例えばＡＩとかロボットなんかで、新しい
技術革新で産業なんかも大きく変わっていく、そういうふうに思います。また、人生100年時代と言
われていて、やはり生き方そのもの、こういうものも変わっていくと思っております。それから、
私も申し上げておりますけれども福井のよさ、福井の文化力、こういったものを生かしていかなけ
ればいけない。それから、グローバル化が進む中で、産業、これをどういうふうに広げていくのか。
最近は宇宙分野にも新しく出ていったものが、結構大きく、今飛躍しようとしています。
こういったものを一つ一つ、よく積み上げていかなければいけない、そういうふうに思っている
ところでございまして、方法としましては、この「長期ビジョン推進懇話会」におきまして県外の
有識者の方にも入っていただく、またはその専門家の方のところへ参りましてお話を伺わせていた
だいたり、また、おいでいただいて私たちも話を聞かせていただきますけれども講演会のような形
で県民の皆さんにもお話を聞いていただいて、状況なんかについての共有、そういう情報の共有も
図ってまいりたいと思っているところでございます。
続きまして、行革につきまして、これまでの行財政改革の総括と行財政改革アクションプラン、
これの重視した点、それから財政健全化の堅持に向けた取り組み方針、推進体制についての御質問
にお答えを申し上げます。
平成７年度に策定をいたしました行財政改革大綱、これを策定以降、順次、行革を進めてまいり
ました結果、
現状におきます福井県の県庁の一般行政部門の職員数といたしましては2,783人という
ことで、全国最小水準となっているところでございます。また、将来の財政規律の状況を示します
将来負担比率、これもよいほうから15番目といった状況になっているところでございます。
一方で、御案内のとおり、新幹線や中部縦貫自動車道を初め安全安心の投資、こういったことを
これから大型投資が続いてくるわけでございまして、今の状況のまま維持するというのは非常に厳
しい、そういう状況にあろうかと考えているところでございます。
そういう中で、やはりまずは入りをふやすということで県税収入を確保していくために、今回も
提案させていただいておりますが、やはり企業の誘致を強化する。また、私も既に始めております
けれども、トップセールスもやらせていただいております。大学との就職協定、こういったものも
強化をしてまいります。そういったことで人をふやしていく、収入をふやす、また国の財源を有効
に活用していく、こういうこともやってまいりたいと思いますし、また、これまでの事業を全てゼ
ロベースで見直す、こういった取り組みも早急に始めさせていただきます。
もう一つ、先日、市や町の首長さん方とお話をしたときにも大変共感をいただきましたけれども、
県と市や町、一緒になって、今やっている行政のシステムもしくは行政のサービス、こういったも
のを一元化していく。そうすることで大きなコストダウンにもなりますし、また、人の節約にもな
ります。こういったことも市町と一緒になって進めてまいりたい。そうすることで行財政改革を着
実に実施してまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、北陸新幹線の敦賀―新大阪間における最新の情勢と今後の取り組みについてお答え
を申し上げます。
先般、５月末に、大まかな駅の位置、それからルートについての発表があったわけでございまし
て、
これによりまして環境アセスメントを進めていただきますと、令和３年の秋ごろには詳細な駅、
ルートが示される見込みだというふうに伺っているところでございます。
建設財源につきましては、環境アセスメントが終わるまでにその財源の確保をしていかなければ
いけないわけでございまして、これについては先月の25日に石井国交大臣、また、与党のＰＴの岸
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田座長にも要請をして、しっかりと推進をしていくという回答をいただいたところでございます。
これにつきましては、私どもとしましても、引き続き国費の増額、それから貸付料の算定期間を長
くするようなこと、または工事の工区の区分を見直すようなことで工事をスムーズに進める、こう
いったことをぜひとも進めていけるように、我々としての提案もしてまいりたいと考えているとこ
ろでございますし、また、５月には私も出まして、近畿ブロックの知事会議におきまして、大阪や
京都府と一緒になりまして早期全線の開通に向けての提言も決定をいたしました。
また、御質問にもございましたが、６月14日には大阪におきまして官民が一体となった建設促進
の協議会、それから、そういった決起大会が開催されたところでございまして、これからは大阪、
京都とともにこれを進めていかなければいけないと思っているところでございます。
できるだけ早く、私は大阪府や京都府の知事ともお話し合いもさせていただきながら関西との連
携を一層強化いたしまして、一日も早く関西に新幹線が全線で開通できるように進めてまいりたい
と思っているところでございます。
続きまして中部縦貫自動車道の整備の進捗状況、それから新幹線敦賀開業と同時期の全線開通に
向けた決意、これについての御質問でございます。
中部縦貫自動車道につきましては、これまで積極的に事業の進捗を図ってまいりました。その結
果といたしまして、昨年度用地取得に着手をいたしました大野－大野東間の一部の土地、用地を除
きまして、用地取得は終了いたしております。また、今年度から全ての工区について工事が始まっ
ているという状況でございます。
こうした中で、これまでも平成28年度には25億円であった国費、この事業費を210億円までふや
してきているわけでございます。ただ、今御質問にもございましたけれども残り４年度で約900億円
の残事業が残っているわけでございまして、そうした客観的な状況から、石井国交大臣も先日は、
なかなか状況的には新幹線の開通と同時期の開業は難しいというような見解を述べられたのだろう
と思っております。
そうした非常に厳しい状況であることは私も十分認識をいたしておりますけれども、この中部縦
貫自動車道というのは中京圏からの玄関口をつくっていく、
こういう大切な仕事でございますので、
そういう意味では福井県選出の国会議員の方々、また県議会議員の方々とともに、今後とも国に対
して同時期の開業に向けて全力で私もお願いをしていく、我々としてできることをやってまいりた
い、そういうふうに考えているところでございます。
続きまして舞鶴若狭自動車道の事業の進捗状況、それから全線４車線化に向けた取り組みについ
ての御質問でございます。
舞鶴若狭自動車道につきましては５年前、平成26年７月20日に全線で開通をしたところでござい
ます。それ以降、引き続きまして全線４車線化に向けての我々としての要請等を続けてきていると
ころでございます。
こうした中で、今回、全国で4,400億、85キロメートルの４車線化が決定をされまして、それか
ら舞鶴東－小浜西間におきましても、630億円で12キロ区間につきまして付加車線の設置がされると
いうことで、４車線化に向けて大きな弾みになるものと考えているところでございます。まずはこ
の付加車線、できるだけ早く工事に着手していただいて、供用開始ができるようにやってまいりた
いと思っているところでございます。
その上で、全線の４車線化に向けましては、以前から言われておりますように交通量をふやして
いく、こういう必要があるわけでございます。おおむねの目安が１日当たり１万台と言われている
わけでございまして、これをどう達成していくのか。もともと6,500台から始まって、今は7,100台
まできています。
これをさらにふやしていかなければいけない。ちょうど時期的には新幹線が来る、
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それから万博もあります。新幹線が来ますと、デスティネーションキャンペーンというような大き
なキャンペーンも打たれますし、全国的に非常に注目を集めます。そうすることで当然、東京から
もお客さん来られますけれども、
西日本のほうへの訴求力も非常に上がってくるわけでございます。
そういったことも活用させていただいたり、万博で関西に来られた方に足を延ばしていただく。
さらには敦賀港、これを機能強化していく、そうすることで物を動かしていく。こういうことで、
ぜひとも交通量をふやしていくことをこれからも継続して続けながら、さらに国交省にもお願いを
してまいりまして、４車線化を早期に実現していまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、新たな観光戦略を策定するに当たっての重点、それから市や町とどのように連携を
図っていくのか、
交流文化行政の推進、こういったことについての御質問にお答えを申し上げます。
新たな観光戦略につきましては、インバウンドなど多様な旅行需要に対応して人を呼び込む、こ
ういったことが大切でございますし、これを経済の活性化に結びつけていくことが非常に重要だと
いうふうに考えているところでございます。こうした観点から今回観光営業部を交流文化部に変え
てまいりまして、いわゆる観光という分野だけではなくて移住定住に至るには、その間に二地域居
住だったり、週末居住だったり、またいわゆる微住と言われるような、そういった住み方という交
流、こういう交流人口をふやすという方法もございます。
また、御案内のとおり国体にも多くのお客様が来られました。最近、スポーツ大会を開くと、た
くさんの魅力的なことであれば人が来られる。コンサートなんかでも、今回の「ＯＮＥ ＰＡＲＫ
ＦＥＳＴＩＶＡＬ」
（ワンパークフェスティバル）というような民間の新しい取り組みもあります。
サンドームでのコンサート、こういったものを開きますと多くのお客さんが県外からも来られる、
こういったこともふやしてまいりたいと思いますし、ふるさと納税も返礼品として着地型、福井に
来て体験していただく、こういったことをできるだけ強化していく。そうすることでお客様がこち
らに来ていただけるようにしてまいりたいと思いますし、市や町と、または関係団体とともに、今
ある観光資源を磨き上げる、こういったことにも力を注いでいきたいと思っております。そのため
に県も、能力足らざるところがあれば、そういうところにもお手伝いもさせていただきながら、し
っかりと応援をしながら県下全体を盛り上げてまいりたいと、そう考えているところでございます。
続きまして、恐竜博物館の整備につきまして政策を転換するに至った思い、また、民間調査機関
の調査結果をどのように生かしていくのか、こういったことについての御質問にお答えを申し上げ
ます。
私は恐竜というのは本県におけます大きな、交流や観光におけるキラーコンテンツだというふう
に思っているところでございまして、これをさらに生かしてまいりたいと思っております。
一方で、恐竜博物館は20年たちまして老朽化が進んでいるわけでございますし、また、収蔵庫が
足りなくなっている。さらには渋滞とか混雑、こういったことが問題になっているわけでございま
して、これを解決していかなければいけないと考えているところでございます。
そのためには恐竜博物館だけではなくて、あそこの地域は、長尾山の公園の中は勝山市さんの施
設もあったり民間の施設もあります。行ってみるとよくわかるんですけれども、家族連れが来られ
て、もちろん恐竜博物館に行かれますけれどもそれは一部の時間でして、あそこで子供が遊具で遊
んだりとか、そういうことをみんなでやっていて、おにぎり広げて食べたり、こういうふうにして
時間を過ごしているわけでございまして、長尾山全体でお客様を迎え入れる、そのためにスムーズ
な交通等を実現する、そういった施設を整備していく、これが大事だと思っているところでござい
ます。
これまでの民間の調査の結果によりまして、実はあそこに来ているお客さんの中で既に６万人程
度はショップが混んでいる、レストランがいっぱいだからといって、もうける機会を失っている、
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こういうようなことも言われているわけでございます。そういう意味では、700平米程度のそういっ
たものが必要だというふうにも言われておりますし、アンケートによりましたら、現在93万8,000
人の最大の入り込み客数、
これも隣接地に整備を行うことで140万人程度までふやすことができると、
こう言われているわけでございまして、こういった結果を十分に生かさせていただきたいと思って
いるところでございます。
一方で、民間活力を活用した運営権方式につきましては、私も検討もさせていただきましたけれ
ども、やはり一つには博物館としての機能、こういったことを十分に生かせるのかという部分、そ
れから何と言いましても開館までにＳＰＣをつくったりするのにどうしても６年かかる、こういっ
たことがあるわけでございまして、そういった意味で県直営の運営にしていく。こういった反省点
としての材料としても使わせていただいているところでございます。
続きまして、どんなスケジュールでこれを進めていくのかといったことでございます。
恐竜博物館の機能の強化につきましては、私になりましてから新しい体制で検討を進めてまいり
ました。その上で、ゼロベースの見直しを行った結果、先ほど御指摘もいただきましたがオールシ
ーズン体験可能な博物館にフルモデルチェンジをしていくということで、今回見直しをさせていた
だきたいと思っております。
一つには今ある博物館を直す、隣接地にまた新しいものをつくっていく。その上でオールシーズ
ン化していく、できるだけ冬場も含めて教育旅行も含めてお客様を呼び込めるような形にする。そ
うすることで、
大変高い目標だと思いますけれども140万人を目指していきたい。そのお金を勝山市、
その周辺、さらには県内に落としていく。そういう経済の好循環も含めて進めていきたいと思って
いるところでございます。
こうした中でスケジュール感といたしましては、正直申し上げて、私は副知事から戻ってまいり
まして３年、間がありましたけども、相当に事業がおくれていたなというふうに感じます。余り進
捗していなかったというのが実感でございます。こういう中で、いかにして新幹線をターゲットに
して進めていくか、これが大きな課題だと思っております。
そういう意味で、今年度お認めいただいた予算の中で事業の中身を精査させていただいた上で、
来年度、基本設計に着手していく、こういう大きなビジョンを描いていますけれども、そこのとこ
ろでも、次に基本設計をやって、実施設計をやって、土木工事をやって、建築工事をやっていく、
これをやるだけでも４年はかかっていくわけでございまして、そういう中を、発注の仕方も工夫を
しながら何とか少しでも短くして、正直申し上げて新幹線までの開業は難しいと思っております。
できれば、開業する年の夏休みまでには開業できるように、そういうことを今後とも念頭に置きな
がら、予算の区分も年度ごとというところをできるだけ垣根を越えながら工夫をしてやらせていた
だきたいと思っているところでございます。
原子力行政について、２点御質問がございました。
県としても主体性を持って、国に対して具体的な提言を行う必要があるということ、それから原
子力政策の行政の将来をどのように描こうとしているのか、この２点について一緒にお答えをさせ
ていただきます。
原子力政策というのは国民生活の安定、産業の振興、さらには安全保障、こういう意味で非常に
国にとって大きな政策だと思っております。そういう意味ではやはり、先日、私も経産省に参りま
してお話もさせていただきましたけれども国が一義的に進めていく、このことは大切なことだと思
っております。
そういう中で、使用済燃料の中間貯蔵への積極的な関与とか40年超運転に対する国民理解の促進、
こういうことをしなければ原子力政策が進まないということのお話もさせていただきましたし、一
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昨日の総合資源エネルギー調査会で、私は、人材が不足していて、これは非常に安全の面で原子力
政策を脅かしている、地域を脅かしているということも強く訴えさせていただいているところでご
ざいます。また、地域振興の面で、国が規制を強化することでその反射的な効果として発電所の停
止や廃炉が続いているわけでございまして、そうした他律的な理由で削減されています電源三法の
交付金、こういったものをしっかりと地域のことを考えて継続をしていく必要があるということも
訴えをさせていただいております。
その上で、40年以上にわたりまして、県内におきましては我が国の電力の安定供給に貢献をして
きたわけでございまして、そういう意味で、国に対して2030年の電源の比率――この中に原子力の
比率も入っているわけですけれども、これを守るためには国が明確な道筋を早く示さないといけな
いということも、おくれている原子力政策に対しての提言も行ったところでございます。また、立
地地域の振興につきましても、ただそれを受けて地域のいろんなことに使うのではなくて、やはり
原子力発電でつくったエネルギー、こういったものにこだわった地域づくり、こういったことを今
後、嶺南でも進めていく必要があると考えているところでございまして、そういう意味では、再生
可能エネルギーも含めたエネルギー、こういったものの先進地にしていく。例えばスマートエリア
につくっていくということですとか、または廃炉ビジネス、こういった新しいビジネスを立ち上げ
ていく。こういったことの協力も国に要請をいたしまして、それを強く支持をいただいたところで
ございまして、一緒にやっていただけるというふうにも伺っているところでございます。
こういったことで、原子力政策を今後とも県民の安全最優先で、その上で地域の振興にも結びつ
けて進めてまいりたいと思っているところでございます。
以上でございます。
○議長（田中宏典君） 交流文化部長白嵜君。
〔交流文化部長白嵜 淳君登壇〕
○交流文化部長（白嵜 淳君） 私から交流文化行政について２問、答弁をさせていただきます。
まず、間近に迫った東京オリンピック・パラリンピックを契機とした本県への観光誘客促進に向
けた具体的かつ効果的な取り組みについてのお尋ねでございます。
現在、宿泊施設が新たに開業し周辺整備が進む永平寺門前、展示や教育、普及機能を拡充する敦
賀の新ムゼウムなど、外国人に訴求力のある観光地や施設の整備を市町と進めているほか、自然や
文化を取り入れた体験プログラムの開発など、福井ならではの観光素材の磨き上げなどを進めてお
ります。
また、東京都と連携して、海外ブロガーによる情報発信や海外メディアへの働きかけなどにより、
東京を訪れる外国人旅行客の本県への誘導を図っているところでございます。今後は、オリンピッ
ク期間中の都内でのプロモーションなど、さらなる誘客策も検討していきたいと考えております。
さらに、北陸新幹線敦賀開業や大阪・関西万博に向け、外国人観光客が安心かつ快適に滞在でき
るよう、市町と協働して無料公衆無線ＬＡＮの整備や免税店やキャッシュレス対応、案内標識など
の多言語化など整備を加速し、受け入れ体制をさらに充実させていきたいと考えております。
次に、市町や関係者と今後どのように調整を図っていくのか、恐竜博物館の機能強化についての
お尋ねでございます。
恐竜博物館の機能強化に当たっては、博物館の増改築に加え、地元勝山市と協働し来館者を公園
全体で受け入れる態勢を整備するほか、あわら温泉を初めとする宿泊施設や県内の他の観光地など
に広く回遊していただく仕組みをつくっていくことが非常に重要であると考えております。
加えて、
繁忙期に発生する周辺道路の渋滞や館内の混雑も課題となっていることから、これらの解消を図っ
ていく必要がございます。このため、県と勝山市の担当者によるワーキンググループなどを新たに
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設置し、課題の洗い出しや対策をともに考えることとしたほか、公園の運営に携わる関係者やあわ
ら市、福井市など、周辺市町の関係団体などの意見も聞きながら、具体的な方策について検討して
まいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長（田中宏典君） 宮本君。
〔宮本 俊君登壇〕
○22番（宮本 俊君） 県会自民党の宮本俊でございます。田中会長に引き続きまして、県政が当面
する諸課題について質問と提言をさせていただきたいと思います。
まず、並行在来線対策について伺います。
並行在来線については、５月中旬に開催されました県の並行在来線対策協議会の幹事会において、
第三セクター会社設立に向けた出資金20億円の負担割合案を決定するとともに、開業までに約100
人とされるプロパー社員と、彼らの十分な教育期間を確保して人材の育成を図るため、準備会社の
設立を予定より約１年早め、８月とすることを決めました。
今後、県や市町は、出資金とは別に第三セクター会社の赤字補填などのため経営安定基金を積み
立てることになりますが、並行在来線会社の経営は県や市町の財政にも大きな影響を及ぼすことと
なります。
このため、増便や快速列車の運行や利用しやすいダイヤの編成、また新駅の設置、そして観光列
車の運行などの利用促進策を含めた並行在来線会社の経営計画の策定に当たっては、沿線市町と十
分な意見交換を行うとともに、ＪＲとの資産譲渡については富山県や石川県といった先行事例も参
考にしながら、福井県の実情を踏まえた交渉を進めていくことが非常に重要になると考えておりま
す。
また、並行在来線会社の設立に向けては、現在、県や沿線市町が主体となって進めてきておりま
すが、
今後はより多くの県民の方に並行在来線に関心を持ってもらうことでマイレール意識を高め、
利用者をふやしていくことが何より大切であります。
それと並行して、基礎自治体である沿線の市や町がそれぞれの市、町の枠を超えて、並行在来線
の未来を一緒になって考えていくことによって、県民と一体となった、これまでにない地域の活性
化が可能になるのではないかと考えています。
そこで、並行在来線の経営計画案の策定に向けた資産譲渡などのＪＲとの交渉状況について所見
を伺うとともに、利用促進策などの市町との最新の協議状況と今後の対応方針について伺います。
次に、健康福祉行政について質問させていただきます。
少子高齢化が進む中、医療や福祉分野を支える人材の確保は、本県においても喫緊の課題となっ
ております。医療人材については、医師の働き方改革や看護師を含む医療に携わる職員の勤務環境
の改善を図る国の議論を踏まえ、県においてもその確保に向けた施策が実施されているところであ
ります。また、福祉人材のうち保育分野については、潜在保育士の掘り起こしや保育補助者の配置
を支援するなどの取り組みがなされ、介護分野については、元気な高齢者が福祉施設などにおいて
短時間働く「ちょこっと就労」を実施し、市町と連携して幅広く周知を図っているところでありま
す。
とりわけ介護分野につきましては、外国人材の受け入れ制度の対象になっており、今後、即戦力
として従事する外国人を受け入れることによって人手不足に効果をもたらすことが期待されており、
県は環境整備のための研修を実施するなどの取り組みによって介護人材の確保、定着を図っていく
ということであります。
このように医療・福祉人材の確保については、分野ごとにさまざまな施策が実施されているとこ
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ろではありますが、昨今の地域社会のつながりの希薄化や家族形態の多様化などを背景として、今
後は縦割り、分野ごとの施策ではなく広域的な見地からの対策が必要であると考えます。
知事も県民が安心して暮らせる医療と福祉の融合の実現に向け、地域におけるさまざまな課題に
包括的に対応する市町の体制整備を支援するなど、県民に医療、介護、予防、生活支援がトータル
で提供される次世代包括ケアシステムの全県的な展開などを掲げているところであります。
そこで、次世代包括ケアシステムの構築に向けた現状と課題について所見を伺うとともに、その
鍵を握る医療・福祉人材を確保するため、今後、新たにどのような対策を講じていこうと考えてい
るのか伺います。
次に、産業行政について伺います。
本年３月に策定された新たな経済新戦略を踏まえ、県は６月補正予算案においてＩｏＴ、ＡＩの
普及促進や宇宙産業拡大に向けた施策を具体化させております。これらの事業は、一定の経営体力
があり先進的な取り組みが可能な企業を対象に政策立案されておりますが、県内事業者の９割を占
める中小事業者が抱える問題、特に人手不足の問題に対する支援のほうが、より切実な課題ではな
いかと考えております。
昨今の人手不足の問題は、景気回復による経済的要因でなく少子高齢化という構造的要因、この
ことも色濃く反映しているものと考えられます。つまり、これまで働き手として活躍していた団塊
の世代が労働市場から大量退出する一方、その減少分を埋めるだけの若者の働き手がいないという
状況にあります。
また、福井労働局が毎月発表している有効求人、求職者状況によると、事務職の有効求人倍率が
１倍を下回っているのに対し、トラック運転手などの輸送、機械運転の職業は約３倍、警備員など
の保安の職業は８倍を超えているなど、人手不足の深刻度は職種によって異なる、偏っている状況
にあります。こういった人手不足が経済成長の制約とならないよう、県は女性や高齢者の労働参加
を図るとともに、外国人労働者の受け入れに係る相談支援体制の整備を進めてきたところでありま
すが、引き続き事業者の切実なニーズに対応していかなければなりません。
また、こうした人手不足の問題は単なる労働力の不足にとどまらず、中小事業者における経営の
後継者不足という側面も有しており、その最たるものが事業承継ではないかと考えます。
東京商工リサーチ福井支店の調査によりますと、昨年の県内企業の休廃業、解散は524件で３年
連続増加しており、調査を開始した2000年以降で最多となりました。また、休廃業、解散した企業
の代表者の年齢は60代以上が８割を超えており、事業承継の難しさが浮き彫りになっております。
また、2017年の県事業承継ネットワークの調査でも、経営者が60歳以上の県内企業のうち、ほぼ２
割が事業を承継したいが後継者が未定であると回答しております。廃業を検討中の企業の半数以上
が黒字であり、すぐれた技術を持ち経営者も後世に引き継ぎたいと望む会社が、後継者が見つかっ
ていないばかりに廃業となるのは本県にとって非常に大きな損失であります。
これまで県は、ふるさと企業経営承継円滑化事業の推進によって、昨年度14件の事業承継計画を
採択し、１件の承継が完了しているとのことであります。最近は、後継者不足に悩む経営者と会社
の設立を目指すサラリーマンをインターネット上でつなぎ、会社を売買できるＭ＆Ａのマッチング
サイトが人気を博しているとも聞いております。県も今回の６月補正予算案において事業内容をさ
らに拡大し、Ｍ＆Ａなど親族以外の第三者への承継支援を強化するとのことでありますが、県内へ
の移住者による事業承継などもあわせて推進していく必要があると考えております。
そこで、県内企業における人手不足の最新情勢と課題、支援策について所見を伺うとともに、と
りわけ中小事業者の事業承継問題への対応方針について伺います。
知事は農林水産業を福井県の「基」であると位置づけ、地域活性化やブランド力向上など、あら
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ゆる分野に活用していく方針を掲げるとともに、スマート農業の導入など夢のある次世代農業の推
進や、農産物などの輸出拡大を図ることとしております。
また、県が昨年度に策定した農業基本計画においても、地域振興に貢献する力強い産業への発展
が重要であるとし、農業を取り巻く課題や状況の変化に対応しながら農業新時代を築いていくこと
を打ち出しております。
まず、生産の面ではスマート農業に代表される先進技術を活用した作業の効率化を目指す動きが
本県でも既に始まっており、本年４月からはＧＰＳ田植え機を使用した農作業やドローンを活用し
た生育診断など、国の実証実験が実施されております。また、こうした先進技術は林業や水産業に
おいても活用されております。愛知県ではことし、航空機からのレーザー光により山林の生育状況
を把握する森林管理を本格化させております。また、小浜市では３年前からサバの養殖に関するデ
ータを蓄積し、今年度からはそれらのデータをＡＩが分析しさらなる効率化を目指して取り組んで
おります。
また、販売の面では、販路拡大の一つの方策として、知事は農産物などの輸出拡大を挙げており
ます。
新たな農業基本計画においてもアジア市場での販路拡大と県内の輸出事業者の拡大を掲げて、
県はこれまで民間を対象とした輸出セミナーや、香港、シンガポール、タイなどで食文化提案会、
商談会を開催し、今年度もタイにおいて開催を予定しているとのことであります。
国は先月４日、これまで農林水産省と厚生労働省にまたがっていた農林水産物の輸出拡大に関す
る窓口を、来年度からは農林水産省に一元化する方針を示しましたが、今後、急速に拡大するアジ
ア食市場への農産物などの輸出に向けて、官民一体となった強固なフードバリューチェーンの構築
が求められます。
さらに人材育成の面では、県は園芸や水産、林業、ワインなどのカレッジを運営しその育成に努
めているところであります。来年４月からは県立大学において、幅広く農を学べる学科として「創
造農学科」を開設し、地域を元気にしていく起業家精神を備えた農のゼネラリストを地域密着で育
成していくことにしており、こうした人材が新しい福井の農業を牽引する原動力になることが期待
されております。
そこで、これまでの県の農林水産行政をどのように評価しているのか知事の所見を伺うとともに、
基幹産業としてどのように成長させていくおつもりなのか伺います。
続きましての質問は、土木行政についてでございます。
九州地方を中心に、本日も非常に激しい雨が降り続き、土砂災害や河川の氾濫などへの厳重な警
戒が続いているところであります。近年、我が国はこうした数多くの自然災害に見舞われておりま
す。特に昨年は、平成30年７月豪雨、台風21号、大阪北部地震、北海道胆振東部地震などが相次い
で発生し、大きな被害をもたらしました。また、先月18日には山形県沖を震源とする最大震度６強
の地震が発生し、常に災害への備えが必要であると改めて認識したところであります。
災害が頻発している状況を踏まえ、国は昨年12月に防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急
対策を閣議決定し、昨年度から全国各地で対策工事が実施されております。具体的には約７兆円規
模で重要インフラなどの機能維持の事業が実施され、氾濫による甚大な人命被害が懸念される全国
の河川で堤防の強化やかさ上げなどが図られることになり、本県においても15の河川がこの緊急対
策の対象になっております。
2004年に甚大な被害が発生した福井豪雨から15年が過ぎようとしているところでありますが、知
事は災害対策について起きてからより起きる前を重視し、ダムや河川整備、雪に強い道づくりなど
を進め、県土を強靭化することとしております。
県は先月、過去最大級の降雨に基づく洪水浸水想定区域を指定し公表したところでありますが、
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過去の災害を教訓として人命にかかわる情報を地域住民に素早く周知し、災害が起きる前に住民の
避難に結びつけられるかが今後の課題であると考えます。
しかし、こうした国土強靭化に向けた重要インフラの機能強化は、３カ年のみで完成できるもの
ばかりではないことから、引き続き対策の継続を国に強く働きかけていく必要があります。
そこでまず、土木施設における国の緊急対策の予算を活用した本県事業の進捗状況について所見
を伺うとともに、来年度以降の国の予算確保に向けた今後の取り組み方針について伺います。
また、国土強靭化に向けては、その守り手となる建設業者の育成にも力を注いでいく必要があり
ます。そのため、地域のインフラの維持管理などを担う地元建設業者の健全な育成のために、指名
競争入札の導入拡大なども含め、建設業界の意向も踏まえた入札制度の抜本的な見直しの必要性を
これまでも提言したところであります。
先月に入り、国は建設業の働き方改革を進め将来の担い手を確保するために、建設業法や入札契
約の適正化、公共工事の品質確保に向けた法律の改正を行いました。杉本県政においても、建設産
業のイメージアップや就業環境改善のための設備整備などに対して補助を行い、人材の確保を進め
ていくとのことでありますが、建設業者が中長期的な経営の見通しを立てて経営の強化や雇用拡大
が図れるようにするとともに、若年層の地域定着にもつながることができるよう、入札制度の抜本
的な見直しの必要があると考えます。
そこで、建設業を取り巻く環境及び県の入札制度について、知事の現状認識を伺うとともに、今
後の具体的方策について伺います。
次に、教育行政について伺います。
経済協力開発機構――ＯＥＣＤが先月公表した国際教員指導環境調査の結果によって、日本の教
員が世界一多忙であることが改めて浮き彫りになったことは記憶に新しいところでございます。
県は、来年度から５年間の教育施策の方針を示す新たな教育振興基本計画の策定に向けて、有識
者で構成する「ふくいの教育振興推進会議」を開催し、学校における働き方改革や新学習指導要領
への対応を含めた指導体制の充実、いじめ、不登校、発達障害など多様化、複雑化する児童生徒へ
の対応などについて幅広い見地からの意見をいただいた上で、年内を目途に当該計画を策定するこ
とにしております。
これまで本県では、独自の少人数学級による丁寧な教育や福井型18年教育の推進、教員の熱心な
指導などにより、学力・体力全国トップクラスを維持するなど大きな成果を上げてきました。その
一方で、本来の教育課程に上乗せして実施してきた白川文字学など本県独自の取り組みや、国に先
行した英語教育の推進などは、教員や児童生徒にとって大きな負担にもなっておりました。
こうしたことから県議会は、教員が子供たち一人一人に向き合うことができるよう、今の日本に
必要な教育、真の教育のあり方を考え直し、教育行政のあり方の抜本的な見直しを図るよう、再三
にわたり求めてきたところであります。
今後、新たな計画を策定するに当たっては、あらゆる角度から検討を進めていくことが必要であ
りますが、人と人とのつながりを重視しお互いを尊重する心を育てる志教育を充実させ、命の大切
さなどを学んでもらうことも大事であります。
また、国も推進することとしておりますＥＢＰＭ、つまり客観的な根拠も重視した効果的かつ効
率的な教育政策の企画立案などを行い、ＰＤＣＡサイクルを構築するという観点も取り入れながら
具体的な施策を検討していくことも必要ではないかと考えます。
これまで県議会から教育行政についてもさまざまな意見や提言がなされてきたところでありま
すが、本県の教育行政についてどのように考えているのか知事の所見を伺うとともに、教育、学術、
文化振興施策の基本的な方針となる新たな教育大綱を策定するおつもりはないのか伺います。
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また、知事が定める教育大綱に基づき、教育長が具体的な施策のアクションプランとして策定す
る次期教育振興基本計画の方向性について、教育長の所見を伺うとともに、今後の教育方針につい
て伺います。
さて、昨今、子育てなどに対する親の不安や児童虐待、ひきこもりなどが問題になるとともに、
いじめの問題や子供たちの自尊心の低さが課題になってきており、先月19日には親による子供への
体罰を禁止し、児童相談所の体制強化を盛り込んだ改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が参議院
本会議で全会一致により可決、成立したところであります。
家庭は教育の原点であり、全ての教育の出発点であると考えますが、少子化や核家族化の進行、
地域のつながりの希薄化など家庭の教育力の低下が指摘されております。
こうした状況を踏まえ、県も家庭教育の役割や必要性についての認識を明確にするとともに、学
校や地域住民などと一体になって家庭教育を支援していく必要があると考えます。県議会において
も家庭教育支援条例の制定に向けて動き始めたところでありますが、家庭教育の役割と責任につい
て知事の認識を伺うとともに、支援に向けた今後の対応方針について伺います。
最後に、公安行政についての質問でございます。
３月15日付で、聖成県警本部長が内閣官房内閣参事官から着任されました。
着任会見においては県民が安全で安心して暮らせる社会を実現するために全力を尽くすと述べ
られ、子供や女性、高齢者を狙った犯罪の摘発と抑止に力を注ぐ方針が示されました。その際、本
県の印象については、住民との連携で犯罪が抑止されており治安が良好な県の一つであるとお話を
されておりました。
県警本部長が着任してから３カ月半余り経過したところでありますが、その短い間にも全国では
大変痛ましい事故や事件が相次いで発生しております。４月19日に東京の池袋で、高齢ドライバー
が運転する車によって母子２人が亡くなる事故が発生いたしました。次いで５月８日には滋賀県大
津市で、車２台の衝突の巻き添えになり散歩中の園児や保育士ら16名が死傷する事故が発生してい
るなど、何の落ち度もない歩行者が車にはねられる事故が立て続けに発生しております。このよう
な事故を踏まえ、大津市の現場には車の進入を防ぐ防護柵の設置などの対策が講じられたところで
あり、国も未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策を決定いたしました。県も運転に不安の
ある高齢者に免許返納を促進するとともに、車の後づけ安全装置の設置を支援するなど、高齢ドラ
イバーの交通事故の防止対策に乗り出すとのことであります。
また、５月28日に神奈川県川崎市で発生した登校中の児童らが襲われた事件や、６月16日に大阪
府吹田市で警察官が襲われ拳銃が奪われた事件には大変な衝撃を受けたところでありますが、こう
した事故や事件を踏まえ、県内でも、県警と学校や住民が連携して不審者による犯罪や無謀運転に
よる事故から子供、女性、高齢者を守るハード・ソフト両面からの対策が講じられているところで
あります。
他方、本県においては、海外に拠点をおいた振り込め詐欺事件で県内の50代の女性が被害に遭う
事件も発生しており、特殊詐欺の手口も多様化、巧妙化し、依然としてその撲滅には程遠い状況に
あります。
また、全国的に見ても、刑法犯の認知件数は、ここ十数年減少する傾向にありますが、許しがた
い凶悪犯罪が後を絶たず、暴力団対策やテロ対策など治安対策の強化や交通事故防止対策など、県
警が取り組まなければならない課題は山積みであります。
先週には県と県公安委員会、県警が共同で策定した「安全・安心ふくいプログラム」を発表され、
弱者を守る対策を強化いたしましたが、県警本部長には県民とあらゆる機会を通して交流し、本県
のことをよく知っていただき、県民が安心して生活ができるよう万全の体制で臨んでいただくこと
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を強くお願いいたします。
そこで、県警本部長は本県の治安情勢をどのように認識しているのか所見を伺うとともに、今後
さらなる治安向上のためどのように取り組んでいくのか決意を伺います。
以上、質問と提言をしてまいりました。
知事を初め理事者各位の明快で誠意ある御答弁を期待いたしまして、壇上からの質問を終えさせ
ていただきます。
御清聴ありがとうございました。
○議長（田中宏典君） 知事杉本君。
〔知事杉本達治君登壇〕
○知事（杉本達治君） 宮本議員の代表質問にお答えをさせていただきます。
まず、次世代包括ケアシステムの構築に向けた現状と課題、また、医療・福祉人材の確保に対す
る対策、これについての御質問にお答えを申し上げます。
まず、県内の医療・介護の融合、これについては全国でも非常にトップクラスの状況にあると思
っております。医療と介護の間にコーディネーターをおいてカルテを共有化するとか、それから他
職種で１人の方に取り囲むような形で寄り添って事業を進めていく、これは非常に進んでいる状況
にあるというふうに思っております。その上で、フレイル予防ですとか私が申し上げている生活支
援、こういったことを行わせていただくことで次世代型の地域包括ケア、こういったものを実現し
ていこうというふうに申し上げているところでございます。
これを行うことで、心身が衰えてきている段階からそれを予防するようなことをする、そういう
ことで元気を回復していく。または、生活が、なかなか自分では買い物に行けない方が、そこで住
んで例えば自分のところの農地を耕しながら元気にやっていく、こういうことが実現できるわけで
ございまして、これらを行うことで、例えばお医者さんなんかの専門的な職種の方もふやすことも
できるというようなことで、大きな効果があると思っております。
そういう意味で、何とかしてこれを担う人材を残していかなければいけない、これが大切なこと
だというふうに思っております。その上で、例えば介護であれば「ちょこっと就労」の話もいただ
きました。また、保育なんかの関係であれば保育の補助者なんかを置くとか、こういった方々を置
けるように普通の方に入門的な研修を行う、こういったことを行ったり、また、お医者さんなんか
はそれぞれの地域に残すというのはなかなか難しいですので、例えばドクタープールをつくって県
外のＵターンとかＩターンの希望者を募る。または、県立病院だったら働きたいという方は多くい
らっしゃいますので、こういうところに集めた人を２年とかそういった期間で派遣をしたり、週に
２日派遣するとか、こういったことで地域の医療を守る、これも行いたいと思っておりますし、ま
た、市や町とも協力をいたしまして、地域で元気なお年寄りが、例えば有償のボランティアなんか
を活用しながら地域の中で皆さんを支えていく、こういうようなことも行っていく、こういうこと
で今後とも対策を講じてまいりたいと思っているところでございます。
続きまして、農林水産行政の評価と、それからどう成長させていくのかということでございます。
農林水産業につきましては、例えば農業について基盤整備率は日本一でございますし、農地の集
約率、これも全国のトップクラスでございます。それから最近は大規模な施設園芸なんかも推進を
しておりますし、バイオマス発電、これに基づきまして林業も活性化をしてきているという生産面
での改善があるわけでございます。それから販売面におきましても、例えば「いちほまれ」、それ
から越前がにの「極」、こういったブランド化を図ることで強化を行いまして、全体としてはこの
５年間で約70億円、１割強ふえて663億円の農林水産業の販売額になっているところでございます。
その上で今後につきましては、例えば自動走行のトラクターとか、おっしゃられたようなドロー
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ンを活用する、こういったようなことでスマート型の農業や林業、こういったことを進めていくと
か、それから環境制御型の園芸ハウスなんかを使う、こういったようなこともしながらコストを下
げて収量を上げていく、こういうことを行っていく。それから今度ＪＡも県下で一円に広がってい
く、そういう組織改正ございますけれども、こういったこととも呼応いたしまして販路を首都圏と
か海外のほうに広げていく、こういった努力をさらに続けていくことで所得の向上を全体として上
げていく。
私も選挙のときに県内を回らせていただいて、若い農業者の方が「きつい、汚い、危険」の農業
を、「かっこいい、稼げる、感動」の農業に変えていくんだというようなお話ありました。本当に
そういう芽が出てきていると思います。こういうような農業もしくは農林水産業ができるように、
私は応援をしていきたい。そのために農業、林業、水産業のカレッジのお話もいただきました。
また、例えば若い方、お年寄りなどには、耕作放棄地になりそうなところを少し手助けすること
でその農業を続けていただけるような、こういうようなこともやらせていただくことを、長期ビジ
ョンの中なんかでもお話も聞かせていただきながら位置づけもさせていただいて、そして農林水産
業を成長産業に押し上げていきたい、そう考えているところでございます。
続きまして、土木行政について、国の緊急対策の予算の進捗状況、それから今後の取り組み方針
についてお答えをいたします。
国の３カ年の緊急対策におきましては、例えば河川であれば、これまでの堤防を直していくと何
十年もかかるわけですね。それだけではなくて、河川の中の樹木を伐採するとかしゅんせつをする
とか河道掘削をする、もしくは除雪であれば消雪の施設、これなんかを直す、こういうようなこと
にも事業費は当てられるということで、長くかかっていた事業を短期間でやっていけるように、ま
ずは目先をとにかく安全にしていく、もしくは事業規模も小さくなりますので、地元でその事業が
できる、こういうような体制に変えていくということで進められているわけでございまして、本県
におきましても、昨年度の２月補正予算で90億、今回の６月補正で76億円ということで、全国的に
例年やっています土木事業の比率よりも多い比率で、積極的に推進をさせていただいている。これ
は決して無駄なことではなくて、将来いずれ必要になる、もしくは、もしかするとすぐにも起きる
かもしれない災害に対応する、こういう意味で、しかも将来になったときにはお金はもう国にない
かもしれない、そういうものを前倒して長く使える、安全にする、こういうことがすぐに実現でき
るわけですので、今後とも積極的にやらせていただきたいと思っているところでございます。
そういう意味で、先月の25日には石井国交大臣、それから県選出の国会議員の皆様に対して、ま
た一昨日は財務省へ私がまいりまして、この来年度の福井県の予算の確保もする、それからまた、
事業をもっと範囲を拡大していただきたいと、３年ではとても間に合わない、これをもっと長くし
てほしい、こういうようなことについても強く求めてきたところでございまして、今後とも県選出
の国会議員の方々ですとか、また、皆様方とともにこういったことを強く訴えてまいりたいと思っ
ております。
また、建設業を取り巻く環境と入札制度についての現状認識、今後の具体的方策についての御質
問にお答えをいたします。
御指摘のとおり県内は非常に事業が拡大をいたしておりまして、その中でなり手が不足してきて
いる、手を挙げる人が減ってきているということで担い手の不足が大きな課題となっているところ
でございます。そういう中で、私が就任いたしましてから、一つには例えば事業の週休二日制がで
きるような、そういった事業の内容、予算の措置を事業の中で見させていただくことも始めさせて
いただきました。また、建設業者、若い方向けのＰＲの動画なんかもつくらせていただく予算を今
回お願いしているところでございます。
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また、各地域に事業者さんがいることが除雪なんかのとき、災害のときに即応力が上がるわけで
ございまして、そういうことも意識をいたしまして、例えば工事規模に応じて地域要件を見直して
いく、こういうことですとか、施工能力は十分にちゃんと判断をした上で、受注件数の少ない事業
者さんに対して総合評価の中で加点をしていく、事業が取りやすくしていく。または、これまで本
県では元請の自社施工に物すごくこだわっておりました。他県から比べても非常にそこを厳しくや
っていたところを、ほかの県の状況も見ながら関連の企業者さんと一緒になって工事が進められる
ような、そういうような入札条件の設定もさせていただくことで、できるだけ担い手、そういう事
業者さんがずっと残っていける、もしくは何かのときにすぐ出ていけるような体制が確保できるよ
うに、入札の制度も見直しているところでございます。
今後とも、先ほど申し上げた緊急対策、こういったことも含めて事業量も確保しながら、安全・
安心の面でもお力添えをいただけるような、そういう土木行政を進めてまいりたいというふうに思
っているところでございます。
続きまして教育行政につきまして、現在の教育行政の状況、さらには新たな教育大綱の策定につ
いての御質問にお答えをさせていただきます。
福井県におきましては、私も本当に全国いろんなところで生活をさせていただいておりますけれ
ども、特に福井県は家庭と学校と地域、非常に密接に連携をしていただいている、そういう地域で
ございますし、教員の皆さんが熱心に取り組まれているというふうに思っているところでございま
す。また、運営の中でも例えば御指摘もいただきました独自の少人数教育、さらには全国に誇れる
ような、学年をまたいで学科を担任する、そういう縦持ちということも非常に注目を集めていると
いうふうに伺っております。こういったことから、学力・体力トップクラスという状況が生まれて
いるものと考えているところでございます。
私におきましても、教育大綱について今年度中の策定を目指してまいりたいというふうに思って
おりまして、教育委員との意見交換を既に始めさせていただきました。その上で、今後とも議論を
進めながら子供たちの夢と希望、それから福井愛、これを育みながら福井を担う人づくりにつなが
るよう、福井の教育をこれからも進めてまいりたいと思っているところでございます。
また、家庭教育の役割と責任、それから支援に向けた今後の対応方針についての御質問にお答え
を申し上げます。
私も、ちょうど子育てを終える年代に差しかかっております。また、いろんなところでお話も伺
わせていただいております。自分の生まれて育ってきた経験、こういうことも踏まえますと、やは
り何と言っても人格形成というのは家庭において大きな部分が育てられる、そういうふうに感じて
おります。また、規則正しい生活ですとか人を思いやる心、それからルールを守る意識、こういっ
たこともやはり家庭を中心に育まれるというふうに思っているところでございまして、そういう意
味で福井県は三世代同居率も高い、また「早寝早起き、朝御飯」、これも非常に教育面でも大きな
関係があるというふうに言われています。これが進んでいる県でもあるわけでございます。
一方で、三世代同居も大分減ってまいりました。日本でもトップクラスと言われていてももう
15％まで減っているわけで、そういう意味ではおじいちゃん、おばあちゃんがいない家というのが
どんどんふえているわけでございまして、そうするとコミュニケーションが家の中で取りにくくな
っている、親御さんとの間だけのコミュニケーションになっていく機会がふえているわけでござい
ます。そういうことですとか、地域社会でのそういった関係が希薄化している、こういうこともあ
るわけでございまして、これらを少しでも改善していく、そのために行政としても力を尽くしてい
かなければいけない、そういうふうに考えているわけでございます。
そういったことで、今与党の中でも法整備の議論なんかも始まっているようでございますけれど
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も、福井県におきましても子供の教育、家庭教育の支援のために例えばリーフレットをつくったり
とか、それからいろんな研修会をやったりとか出前講座をやる、こういったようなこと、ＰＴＡや
何かとも一緒になって進めさせていただきたいというふうに思いますし、また、教育相談所への相
談窓口の設置、こういったこともさらに続けてまいりたいと思います。その上で、何と言ってもこ
うした三世代同居や近居、こういったことで家族間のつながりを強く持つ、または地域というもの
を守る、こういったことにも意を配して力を入れながら、市や町とともに進めながら、家庭教育、
さらに守っていけるように努力してまいりたいと思っております。
以上でございます。
○議長（田中宏典君） 地域戦略部長前田君。
〔地域戦略部長前田洋一君登壇〕
○地域戦略部長（前田洋一君） 私から並行在来線対策について１点お答え申し上げます。
資産譲渡などＪＲとの交渉状況及び利用促進策などの市町との協議状況、今後の対応方針につい
てのお尋ねでございます。
ＪＲとの交渉につきましては、鉄道資産の低廉な価格での譲渡や施設、設備の譲渡前修繕などに
ついて、先行県と同等以上の条件となるよう求めているところでございます。この方針のもと、現
在は、必要となる資産の範囲でありますとか、車両基地、指令所などＪＲ等との共用資産の管理方
法などについて協議を行っているほか、県独自で駅舎や踏切などの施設の状況を現地確認いたしま
して、修繕が必要な箇所の洗い出しを進めております。
また、市町との協議状況でございますが、パークアンドライド駐車場の拡大など既存駅の機能拡
充や新駅の設置等に関して、現場確認や利用状況の分析、参考となる先行事例の検証などを行って
おります。
並行在来線の経営安定のためには、実効性ある利用促進策が極めて重要と考えております。県民
や企業が主体となったサポート団体の育成など、県、市町、民間が協働してアイデアを出し合い、
効果的な方策を経営計画に盛り込んでまいりたいと考えております。
○議長（田中宏典君） 産業労働部長国久君。
〔産業労働部長国久敏弘君登壇〕
○産業労働部長（国久敏弘君） 私から１点、産業行政につきまして、県内企業におけます人手不足
の最新情勢と課題、支援策、また中小事業者の事業承継問題への対応方針についてお答えいたしま
す。
本県の５月の有効求人倍率は2.05ということで、26カ月連続で２倍以上となり、事務職を除きま
すほとんどの職種で求人が求職を上回っているという状況にございます。
企業が労働力人口の減少に対応するためには、一つには女性や高齢者、それから外国人など多様
な人材の活用と、これを可能とします職場環境や業務の改善、あるいは製造工程などの自動化、省
人化による生産性の向上といったことが重要と考えております。人材確保のための相談窓口の充実
やセミナー等の開催、それからＩｏＴ、ＡＩ導入の促進など、企業の課題解決を支援してまいりま
す。
一方、中小事業者の事業承継問題は、県内経済の活力維持のため重要な課題でございます。まず
は大多数を占める親族への承継に関しまして、計画的かつ円滑な承継に向けた店舗改装や設備導入
などを支援してまいりました。さらに今回の補正予算では、議員の発言にもありましたように親族
以外の従業者や第三者への承継を促進するため、起業を目指す若者の事業承継や産地内でのＭ＆Ａ
などを支援するとともに、後継者候補を全国から公募するプロジェクトを実施してまいります。
以上でございます。
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○議長（田中宏典君） 教育委員会教育長東村君。
〔教育委員会教育長東村健治君登壇〕
○教育委員会教育長（東村健治君） 教育行政につきまして、次期教育振興基本計画の方向性と今後
の教育方針についてのお尋ねでございます。
次期の教育振興基本計画の策定に向けましては、昨年度に「ふくいの教育振興推進会議」を設置
いたしまして、現行計画に基づく施策の進捗状況、それから、県議会からの意見書を踏まえながら、
本県の教育をさらに一歩進めるための新たな施策について検討を進めてきたところでございます。
今後は、知事が新たに定めます教育大綱の内容を踏まえまして計画を策定することになりますが、
学力だけでなくスポーツや文化、芸術など、子供たちが持つ多様な可能性をそれぞれの分野におい
て努力し伸ばすこと、そして、学校や地域社会がそれを応援することを推進する計画としてまいり
たいと考えております。その上で個別の施策につきましては、先生が子供と向き合う時間を確保し
つつ質の高い教育が行われるよう、効果や効率性もしっかり検証しながら見直しを行うとともに、
トップランナーだからこそできる先進的な施策にも取り組んでまいりたいと考えております。
○議長（田中宏典君） 警察本部長聖成君。
〔警察本部長聖成竜太君登壇〕
○警察本部長（聖成竜太君） 福井県の治安情勢の認識に対する所見、今後の治安向上への取り組み
の決意についてお尋ねがありましたのでお答えいたします。
着任して３カ月半余りが経過し、その間、福井の生活を肌で感じたところ、県民との連携により
犯罪が抑止され、治安良好な県であることを改めて実感いたしました。しかしながら、子供、女性、
高齢者を脅かす事案は今なお深刻であります。手口が巧妙化する特殊詐欺は被害額が１年間で１億
円を超えており、また、議員御指摘のとおり全国では子供が巻き込まれる悲惨な交通事故や事件が
発生し、あるいは警察官が襲撃され拳銃が奪われるなど、県民も治安に対して不安を感じているの
ではないかと憂慮しているところであります。
これらにつき警察として対処すべきことについて万全を期すことは言うまでもありませんが、各
種治安対策は警察の独力でなし遂げられるものではなく、県や関係機関、そして県民の皆様と交流
や対話を通じて協働して取り組むことが重要と考えております。とりわけ子供の安全対策及び高齢
運転者対策については、先般、県、県公安委員会と共同で策定した「安全・安心ふくいプログラム」
で盛り込まれた内容について、県民に目に見える形で成果を上げる必要があると考えております。
こうした取り組みにより県民の治安に対する不安を取り除き、安全で安心して暮らせる福井の実現
に向け全力を尽くしてまいる所存でございます。
○議長（田中宏典君） ここで、休憩いたします。
午前11時48分 休 憩
―――◆
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○副議長（小寺惣吉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
西畑君。
〔西畑知佐代君登壇〕
○19番（西畑知佐代君） 民主・みらいの西畑です。
冒頭、先月、永平寺町におきまして発生しました火災によりまして亡くなられた方々に心よりお
悔やみ申し上げますとともに、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。
さて、先般行われた県議選で選出された私たち議員は新たに４年の任期を与えられ、第19次民主
議会がスタートしました。我が会派、民主・みらいは３名の議員が勇退しましたが、新たに３名の
議員を迎え入れ、所属議員５名で、生活者や働く仲間、草の根の声を県政に反映させ、福井県の発
展に尽くしていく決意です。特に、子育て・教育の充実、介護・障害福祉、男女共同参画、共生社
会づくり、人口減少対策、産業と雇用の安定、ワーク・ライフ・バランスの実現、安全・安心な社
会づくりに取り組んでいきます。
それでは会派を代表し、県政全般について質問と提言を行います。
まず、知事の政治姿勢について伺います。
さきの知事選において杉本新知事が当選を果たし、４月23日に初登庁されました。これまで、ノ
ーサイド宣言、組織改正、人事異動、６月補正予算編成と続けてこられました。組織改正では地域
戦略部、交流文化部の新設、嶺南振興局の権限・機能を強化し、人事異動では過去最多の女性管理
職の登用、そして、今議会に提出された約310億円の６月補正予算では、北陸新幹線開業に向けた交
流人口の拡大、県民の安全・安心の確保といった政策に重点配分するなど杉本カラーが少しずつ見
えてきました。
我が会派は第18次民主議会の総括として、昨年の12月県議会の代表質問において、総合計画を策
定してこなかったこと、二元代表制における議会との政策協議のあり方など行政運営に対する問題
点を指摘しました。
そこで、就任から２カ月が経過し、組織、人事、予算編成、そして今回初めての定例会に臨むに
当たり、４年間の県政のかじ取りを担っていく決意を伺うとともに、これまで我が会派が課題とし
て指摘してきた総合計画の策定やマニフェストにとらわれない議会との政策協議のあり方など、今
後の政策の進め方について知事のお考えをお聞かせください。
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さて、先ほども触れましたが、知事は組織改正により地域戦略部及び交流文化部を新設しました。
長期ビジョンや人口減少対策戦略の策定、市町との協働、スポーツ・文化の発展に力を入れていく
姿勢が伝わってきます。知事が今回の組織改正の中で最も重要視していることは、徹底現場主義に
よる県政運営であります。そのエンジン役として新たに知事公室を設置したわけでありますが、そ
の役割と機能、具体的な任務内容が余り見えてきません。これまでの組織とどう変わったのか、わ
かりづらい印象があります。この徹底現場主義でありますが、私ども議員にとっては何も新しいこ
とではなく当たり前のことであります。それを知事が表明したことは評価したいと思いますが、そ
れを言わざるを得ない状況、県政であったというところに事態の深刻さを感じさせられます。
徹底現場主義について、管理職はもちろん職員一人一人の意識醸成が何よりも不可欠であります
が、知事が先頭に立ちながらどのようにして具現化に取り組んでいくのか伺います。
また、市町との協働について、県と市町の連携不足、コミュニケーション不足は、これまで市町
からの声としてよく耳にしました。知事は地域戦略部に市町行政の担当課を移管させ、市町協働課
と名称を変更しましたが、それだけで連携不足が解決するはずはなく、県の全ての部局、各課が市
町の担当課等と連携する意識を持つ必要があります。
知事は、６月補正予算を検討するに当たり各市町の首長と意見交換を実施したようですが、その
意見はどのように反映されたのか、また、今後、市町との協働について具体的にどのように進めて
いくのか知事の所見を伺います。
政策の立案、推進のベースについて伺います。
政策課題について、分析、立案、推進、検証が重要ということは言うまでもありませんが、諸説
ありますが一般的にはプラン・ドゥ・シーのＰＤＳサイクルが必要です。県が採用している福井県
政策推進マネジメントシステムでは、このＰＤＳに加えて分析、アセスメントの「Ａ」を最上位に
位置づけ、ＡＰＤＳサイクルと呼んでおります。この中で、かなりの点で国のデータに依存し、地
域単位や期間別の詳細な統計が把握できず古い数値に依拠せざるを得ない状況は不十分であるとし
て、積極的に県独自の指標を設ける、みずから統計調査を実施してデータを収集するなどにより正
確な現状把握に努めていくことの必要性を説いています。
徹底現場主義、市町と協働する県政を具現化し効果的な施策を実施するためには、この分析、ア
セスメントとしての県独自の指標設定や統計調査をこれまで以上に充実させ、分析力を高めていく
必要があると考えますが、知事の所見を伺います。
質問の２点目は、行財政改革についてであります。
まず、「行財政改革アクションプラン」について伺います。
本県の行財政改革の歴史を見ると、平成７年度に行政改革大綱を策定して以来、事業見直しや組
織のスリム化、職員数の削減などを推し進めてきました。平成27年度に策定した第四次行財政改革
実行プランの遂行により、
本県の一般行政部門の職員数は平成７年度の3,700人から平成30年度には
約25％減の2,783人となり、他県と比較しても最少水準の職員数となっています。
今議会に提案のあった新たな「行財政改革アクションプラン」においても、この最少水準の職員
数を基本としつつ、重点分野に人員配置をしていくとしております。北陸新幹線敦賀開業や中部縦
貫自動車道の整備など大型プロジェクトが進行する中、交流人口の拡大に向けたまちづくり、人口
減少対策や農林水産業のブランド力の強化など集中する行政需要により、このままでは最少水準の
職員への業務負担が大きくのしかかろうとしております。
今回のプランの方針には、仕事の進め方改革がうたわれております。働き方改革を推進する県の
姿勢として、職員の過度な負担を見直し、ワーク・ライフ・バランスを確保する必要があると考え
ますが、具体的にどのようなスケジュールのもと業務改善、効率化を進めるつもりか伺います。
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次に、財政面を見ると、第四次行財政改革実行プランにおいて県税、交付税収入の目標値は、平
成30年度で3,100億円となっていました。しかしながら、その後に策定した財政収支見通しでは、そ
れを2,800億円と下方修正しております。これは、消費税増税のたび重なる延期が大きな要因と考え
られますが、歳入見込みについては景気動向や国からの地方交付税の縮減、さらには人口減少によ
る税収減など、県ではコントロールが難しい事象により大きく減少することも考えられます。
今回、「行財政改革アクションプラン」の策定にあわせ、今後10年間の新たな財政収支見通しを
示していますが、県として安定した歳入確保に向けた取り組みをどのように考えるのか伺います。
次に、会計年度任用職員制度について伺います。
今定例会には、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等を一部改正する議案が提出されてお
ります。これは、臨時・非常勤職員の採用方法や任期、処遇等を明確にするための会計年度任用職
員制度を創設するものであります。地方自治体で働く臨時・非常勤職員は総務省調査によると約64
万人であり、常勤職員とともに基幹的、恒常的な業務に従事しています。今や臨時・非常勤職員な
くして行政運営や公共サービスが提供できない現状にあります。
そのような中、働き方改革関連法が施行され、同一労働同一賃金の考え方のもと、公務において
も常勤職員との均衡、均等を求める会計年度任用職員制度は不可欠であります。来年度から一斉に
施行される予定であり、現在、県を初め県内各市町においても制度構築に向けた条例制定の準備が
進められております。
知事は総務省公務員部長の経歴もあり、会計年度任用職員制度の本来の趣旨を理解されていると
思いますが、本県の市町自治体にも、新制度への移行に際し財政難などを理由に現行の労働条件を
切り下げるような提案が出てくる可能性もあります。本県の職員も大きな不安を抱いているのでは
ないでしょうか。
そこで、今回、条例改正を提案するに当たり、臨時・非常勤職員の労働条件等に関し、月々の生
活給はもちろんのこと現状の労働条件を下回らないことを強く要求しますが、具体的にどう改善さ
れるのか伺います。
また、職員団体とはどの段階まで協議を行っているのか、その経過を伺います。
質問の３点目は、高速交通体系についてであります。
北陸新幹線敦賀開業に伴う観光誘客について伺います。
４年後の北陸新幹線敦賀開業に向け、県は市町と連携し「高速交通開通アクション・プログラム」
を進めてきました。一方で、知事は就任会見の中で、「観光地の機能拡充だけでなく、アクセス道
路、駐車場の配置、お金を落としてもらう仕掛けづくりをセットでやらないといけない」と述べる
など本プログラムの不足部分を指摘し、ハードに加え、それを生かすためのソフト施策の必要性を
訴えています。
金沢開業時の北陸新幹線の利用者数は、在来線特急時代と比べ約３倍、926万人となり、開業４
年目に入った現在でも好調に推移し、金沢駅周辺では多数のホテルの立地が誘発されるなど、新幹
線を生かしたまちづくりが進んでいます。
福井県には、石川県に負けない全国にも誇れる魅力的な歴史的名所や伝統文化が多数存在します。
ことしのゴールデンウィークの県内主要観光地の１日当たりの客数は、東尋坊を初めほとんどが前
年比を大きく上回りました。この勢いをさらに促進していけるかがポイントです。
知事は今回「北陸新幹線開業対策加速化プラン」を新たに策定し、開業に向けた準備を進めると
しています。そこで、これまでの「高速交通開通アクション・プログラム」について、知事が考え
る不足している部分、具体的な課題は何かを伺うとともに、今回策定するプランにおいて、どのよ
うにその課題を解決に導くつもりか伺います。
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質問の４点目は、原子力行政についてであります。
知事の政策集で、原子力・エネルギー政策については「県民の安全最優先を徹底します」とだけ
記載されていました。選挙戦に入り、使用済燃料の中間貯蔵施設は県外移設を堅持という発言が聞
こえてきました。
福井県内において、関西電力美浜１・２号機や「もんじゅ」など、廃炉作業が進んでいるものが
５基、再稼働すれば40年を超えた運転となる高浜１・２号機と美浜３号機の３基が停止中という状
況でありますが、原子力政策は大変重要な位置づけとなっております。
ところで、原子力規制委員会は、原子力発電所特定重大事故等対処施設と言われるテロ対策施設
の完成期限延長を認めず、施設が未完成なら原子力発電所は停止するとの判断を示しました。県内
では、関西電力高浜３・４号機、大飯３・４号機等がこのままでは期限には間に合わないと予測さ
れており、本年５月には、知事は大飯原子力発電所を視察したところであります。
また、使用済燃料貯蔵プールもあと数年で満杯になっていく中で、中間貯蔵施設の県外立地計画
の明示、一部取り沙汰されている乾式貯蔵の是非といった課題もあります。
杉本県政はスタートしたばかりでありますが、原子力政策に関し、福井県が直面する三つの課題、
第一に40年を超えた運転となる原子力発電所の再稼働、第二に特定重大事故等対処施設完成のおく
れによる稼働中の原子力発電所の停止方針への対応、そして第三に中間貯蔵施設に関する一連の課
題について知事の所見を伺います。
質問の５点目は、福祉行政についてであります。
まず、福祉人材の確保に向けた処遇改善について伺います。
２年前までゼロであった待機児童ですが、昨年10月１日時点で11人でした。本年４月時点では改
善されましたが、その原因の一つが保育士不足です。資格を持っていながら職についていない潜在
保育士の数は全国で70万人以上、本県においても約100人と推計され、強い気持ちと夢を持って取得
した資格が生かされていない残念な状況にあります。また、介護職員については、昨年９月の有効
求人倍率は3.35倍、今後も介護職員の不足はさらに増大する傾向です。これらの原因の一つは処遇
面です。
保育士に関しては、一般の平均給与に比べ県内では８万円近く、全国的な全産業平均との比較で
は約12万円低い状況です。そして、０歳児の場合には子供３人に対して保育士１人、１、２歳児に
関しては６人に保育士１人という国の配置基準ではとても人手が足りず、慢性的な過重労働が発生
しています。介護職員に関しても、国が処遇改善加算を実施しても、職員の勤務環境がどれだけ改
善されているのか、疑問を抱かざるを得ません。
こういった保育と介護の勤務環境、処遇面の厳しい実態について、知事はどのように認識してい
るのか、そして今後さらに必要となってくる保育士、介護職員の確保のため、処遇改善に向けてど
のように対応していくのか伺います。
また、本年10月から幼児教育無償化が実施されることになっています。無償化による入園希望者
の増加が懸念され、十分な保育士を確保するなど保育園、幼稚園、認定こども園の体制を整えてい
くことができなければ、保育の質の低下をもたらすことにもつながります。
10月以降の入園希望者の増加をどのように予測し、保育士の必要数をどうシミュレーションして
いるのか伺うとともに、保育士不足による保育、就学前教育の質の低下を防ぐため、県としてどの
ような支援を検討されているのか伺います。
次に、児童虐待に対する方針について伺います。
厚生労働省の調査では、全国で社会的養護を受けている子供の数は直近の2017年では４万4,354
人であり、その原因は虐待が最も高い割合であります。また、警察庁が昨年度に摘発した児童虐待
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事件は前年比21.3％増の1,380件で過去最多、死亡した子供は36人、緊急性が高いとして保護された
児童も最多更新の4,571人であります。全国的に、虐待により幼い子供が犠牲となるような痛ましい
事件が後を絶たない中、先月、児童相談所の機能強化、親の体罰禁止等を盛り込んだ改正児童虐待
防止関連法が成立しました。
本県の児童相談所の状況を見ると、2012年から2017年までの５年間で、相談件数は1,780件から
2,253件と1.3倍、
そのうち虐待による対応数は210件から553件と、
５年間で2.6倍となっております。
その一方で、児童相談所の職員は２割の増員にとどまっておりますが、さきの法改正により、児童
相談所の介入と保護者の支援という二つの業務を別々の職員が担うことが定められ、また、現状と
して職員が１日に３件から５件を担当しなければならない状況を考えると、児童虐待の最後のとり
でと称される児童相談所の人的な改善と強化は喫緊の課題であります。
そこで、現在の本県の児童相談所の人員面、そして設備面の状況をどのように認識しているのか
伺うとともに、どのような改善、強化策を計画しているのか伺います。
我が会派では県内の児童相談所の状況、そして金沢市や岐阜県の児童相談所と児童養護施設につ
いて視察調査を実施してきました。２月県議会でも我が会派の議員が取り上げましたが、改めて本
県の児童相談所の著しい老朽化、不十分な一時保護施設など施設、設備の面で多くの課題を抱えて
いることを実感しました。金沢市の一時保護施設は、児童相談所とは同じ敷地にありますが、家庭
的な雰囲気の別棟の建物で、交わることが苦手な子供に対応できるよう個室もあり、ガラスをふん
だんに取り入れ、２階の廊下から１階の様子も見えるように工夫されています。建設費用は２億円
ということでした。
本県の一時保護施設のハード・ソフト面の課題をどのように認識しているか伺うとともに、一時
保護施設の新設を提言しますが、所見を伺います。
次に、産業行政について伺います。
総務省の人口推計によると2018年10月１日時点の我が国の総人口は１億2,644万人、そのうち働
き手の中心となる15歳から64歳の割合は過去最低の59.7％となりました。
こうした中、政府は未来投資会議において高齢者の就業拡大に向けた方針を示しました。70歳ま
での雇用確保のため企業に対して継続雇用、他社への再就職、起業支援などを努力義務として実施
を求めるものです。
また、先日閣議決定された政府の経済財政運営の基本方針である骨太の方針2019では、30代半ば
から40代半ばの就職氷河期世代で非正規労働や引きこもり状況にある約100万人を集中支援し、３年
間で正規雇用者を30万人ふやす目標値を定めました。全ての働く人の労働諸条件の改善が図られ、
人的投資の促進により働くモチベーションを維持、向上させていく中で、将来にわたって持続可能
な社会を実現していくことが重要です。
知事は、働く人のための「しあわせ働き方改革」をうたっておりますが、国全体で人口減少の進
展による労働力不足に歯どめがかからない現状の中、県内の状況をどう認識しているのか、また、
労働環境を改善して知事の言われる日本一社員を大切にする県をつくり上げるとともに、県勢発展
に必要な労働力を確保するため、どういったメリハリある対策を講じていくのか、その戦略を伺い
ます。
また、先ほど述べたとおり、政府は高齢者の就労拡大の方針を打ち出しておりますが、高齢者の
体力等の個人差を留意した上で、
継続就労希望者の就業機会を設けることは重要であると考えます。
先般、定年後、老夫婦が30年生活するためには、年金だけでは2,000万円不足するという金融庁の調
査報告には衝撃を受けましたが、年金制度が揺らぐ中、老後資金の不安もあり、今後も働く意欲を
持った高齢者はふえていくものと考えられます。
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企業の人材確保の観点からも、高齢者の働く意欲を大切にし、県内企業における高齢者の就労拡
大に向けた環境整備を加速させる必要があると考えますが、知事の所見を伺います。
さて、女性の活躍できる環境づくりがますます重要となってきております。
本年２月に発表された総務省の労働力調査によると、2018年平均で女性就業者は約2,900万人、
前年比で87万人増加しております。これまで結婚や子育てなどで離職する人が多かった25から34歳
の働く女性の割合がふえており、行政や企業の育児、介護との両立支援策が女性の背中を後押しし
ていることが一因と考えられます。
しかし、増加した87万人のうち、非正規が約62万人と圧倒的に多いという課題があります。正社
員として働けるところがなく、不本意ながら非正規として働いているのが実態のようです。また、
賃金面を見ると、厚生労働省が公表した18年賃金構造基本統計調査によると、男性の賃金を100とす
ると女性は73.3と依然男女格差が残り、女性の管理職比率もまだまだ低い状況です。
さて、本県の女性は働き者であると言われておりますが、女性の就業率、正規・非正規の内訳、
管理職率、賃金の男女格差など、本県の働く女性の実態、課題をどのように認識しているのか伺う
とともに、これらの課題をどう解決し、知事が目指す男女共生社会、結婚や子育ての希望がかなう
社会の実現にどのようにつなげていくのか伺います。
次に、農業行政について伺います。
先日、坂井市の集落内の電柱の上にコウノトリが営巣し、ヒナが誕生しました。コウノトリが感
電しないように電柱に電気が流れないようにする電力会社の配慮や、地域の皆さんが見守り活動に
取り組まれるなど、とても心が温まりました。
県はこれまで、コウノトリについては、多様な生き物がすめる豊かな自然環境再生のシンボルと
して、越前市における飼育活動等を積極的に行っています。越前市においても取り組まれているこ
とと思いますが、コウノトリがすみやすい環境をつくるためには、例えばエサとなるタニシやドジ
ョウなどの水生生物が水田にたくさん生息していることが必要です。そのためには生産性や効率を
優先せず無農薬による稲作を行い、冬には水を張ったままの状態で水田を管理しなければならない
など大変な手間、労力を必要とします。
このような環境保全型農業の推進により、コウノトリが県内に定着してくれるのではないかと期
待されるわけですが、一方で、こういった農業で果たして農家が生計を立てていけるのだろうかと
いう懸念もあります。
有機栽培などの環境保全型農業を推進する取り組みについて、農業者への支援内容における現状
を伺うとともに、今後どのような対応を行っていくつもりであるか所見を伺います。
次に、教育行政について伺います。
先日、今年度の公立学校教員採用試験の出願状況が発表されました。小中高などの全体の出願者
は昨年1,000人を切り、今年度は前年度より104人少ない832人という状況であります。現在、特に小
学校教員の競争倍率が低迷しています。2018年度試験の全国平均は過去20年で最低の3.2倍となって
います。福井県でも同じく2.6倍であり全国平均をも下回りました。倍率が３倍を切ると教員の質の
維持が難しいと言われる中、出願者数も年々減少し、今年度は前回より29人少ない300人でありまし
た。
倍率低下の最大の理由は、小学校が抱える課題がより複雑化、多様化する中で、教員の３割が月
80時間を超える時間外勤務を強いられているという国の調査結果もあるなど、小学校教員の多忙な
イメージが先行し、本来やりがいのある夢のある職業という魅力が感じられなくなっていることに
あると考えます。
2007年度から始まった全国学力学習状況調査で、福井県は小学校、中学校ともに全国トップクラ
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スの学力を維持してきました。その理由として教職員の質の高い教育実践によるところも大きいこ
とが挙げられます。出願者の減少は教職員の質の低下につながり、これまで成果を上げてきた子供
たちへのきめ細やかな指導による高い学力の維持も難しくなることが懸念されます。
そこで、本県の小学校教員採用倍率が全国平均を下回るまでに落ち込んだ理由について、どのよ
うな分析がなされているのか伺います。あわせて、今後、質の高い教育実践を行うため小学校教員
をどう確保していくのか伺います。
最後に、公安行政について伺います。
東京、池袋での暴走した車により親子が死亡した事故など、高齢ドライバーによる痛ましい事故
が後を絶ちません。政府は６月18日、安全サポート車限定の運転免許の導入や保育園周辺へのキッ
ズゾーンの設置などを盛り込んだ緊急対策を実施するとしています。
県は提案されている６月補正予算において、ペダル踏み間違い時加速抑制装置の導入を支援する
制度を計上しております。時間帯や行き先等を限定して運転を実施する高齢者を対象に、３万円を
上限として費用の２分の１を補助した場合、50台分の補助となるとのことであります。喫緊の課題
である高齢者事故対策として大変意義のある施策であると考えますが、車が要らないと言われる東
京都が導入費用の９割程度を補助するという思い切った制度を実施するとしており、公共交通機関
が限られ車に頼らざるを得ない本県の制度としては、いささか頼りないものにも感じられます。
被害者、加害者ともに悲しい事故を防ぐためにも、緊急対策として、今回のペダル踏み間違い時
加速抑制装置の導入支援の対象台数や補助金を拡充するなど思い切った高齢者事故対策を講じるべ
きと考えますが、知事の所見を伺います。
また、高齢者の免許の自主返納が進んでいないように感じられます。県においては高齢免許返納
者サポート制度を実施しており、民間の皆様の協力のもと公共交通機関の運賃割引など免許返納者
へのさまざまなサービスを提供しておりますが、移動の手段を確保するためには、なかなか免許返
納をちゅうちょしてしまう高齢者が多いのが実情ではないでしょうか。
高齢者の免許返納を促進するためには、過疎地における移動手段確保のための方策や公共交通機
関の充実が不可欠であると考えますが、知事の所見を伺います。
これで私の代表質問を終わります。明快な回答をよろしくお願いいたします。
○副議長（小寺惣吉君） 知事杉本君。
〔知事杉本達治君登壇〕
○知事（杉本達治君） 西畑議員の代表質問にお答えを申し上げます。
まず１点目は私の政治姿勢について、４年間の県政のかじ取りを担っていく決意、それから総合
計画の策定、マニフェストにとらわれない議会との政策協議のあり方、今後の政策の進め方につい
てお答えを申し上げます。
本県は北陸新幹線、また中部縦貫自動車道を初め本当に大きな基盤の変革時期を迎えておりまし
て、100年に一度のチャンスを迎えているわけでございます。一方で長寿命化、少子高齢化、それか
ら人口減少、こういったことも大きく進むわけでございますし、技術革新も進みまして社会環境は
これから急激に変化していく、そういう社会になってきているわけでございます。
そういう中で、４年間決められたマニフェストに基づいた目標に向かった、そういった政治を進
めるのではなくて、長期的な展望を持ってそれを県民の皆さんと共有しながら行政を進めていく、
そういうことでマニフェスト政治から転換をいたしまして長期ビジョンに基づく行政を進めていき
たいと考えているところでございます。
その上で、徹底現場主義ということを言わせていただいておりますけれども、これによって県民
主役の県政に変えていく、こういうことも行いますし、また、そのためにチームふくいの考え方の
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もとで県民、それから市や町、企業や団体さん、こういう皆さんと一緒になって新しい県政を担っ
ていく、こういったことで課題を見つけてその解決法を考え、これを県議会に予算案なりとして提
案もさせていただいて、丁寧に議論をさせていただきながら事業を形にしていく、こういう県政を
進めていきたいというふうに考えているところでございます。
２点目でございますけれども、徹底現場主義というのはある意味当然じゃないかということの前
提の中で、どのようにそれを具体化していくのかということでございます。
私も本当に現場主義というのは、これは行政の基本中の基本だというふうに今までも思ってまい
りました。それを今回形にさせていただこうということでございます。そういうことで就任のとき
にも職員に訓示を申し上げましたし、その上でさらに異動のときにも職員の訓示の中でも徹底現場
主義等、話しました。また、新採用職員に向けての講話もさせていただきましたけれども、この中
でも現場に出て、とにかく課題を自分で感じて解決する方法を自分の頭で考えようということを新
採用職員にも話したところでございます。
それをどう進めるかという上におきましては、私は日ごろのヒアリングの中でも形どおり課長か
ら話を聞くだけじゃなくて、やっぱり現場を見てきてこの政策を考えている、そういう職員から積
極的に話を聞くように心がけておりまして、そういうふうに宣言してヒアリングも行っております。
また、職員が上げてきた考え方、これをできるだけ尊重しようということで今もやらせていただい
ているところでございます。
結果として、今回の予算案をつくるときもそうでしたけれども、私が考えている方向性を事前に
共有していますといろんなアイデアが上がってきて、それを今回実際に予算化させていただいてい
るものもたくさんあるわけでございまして、そういう意味では職員の中にもそういった考えも少し
ずつ浸透してきているのかなというふうに思っているところでございます。
これから、徹底現場主義というのは今までの凝り固まった内向きの県庁職員の考え方を変えてい
く、価値観の転換を今職員に求めているわけでございまして、普通のことなんですけれどもできて
いなかったことを、ぜひとも現場で県民の皆さんと話し合うことで自分がすべきことが何なのかに
さらに気づいていただく、そういうことを、私もそうですが職員とともにやらせていただきたいと
思っております。
その中で、知事公室の役割のところでございますが、知事公室は大きく言いますと私の政策スタ
ッフということでございまして、言ってみれば中の整理をしたりとか、もしくは考え方を庁内で広
げていく、こういう役割を果たしてもらう組織でございます。そういう意味では、今はちょっと忙
しい状態になっていますけれども、できるだけこれから県内に出ていく、現場の視察をする、こう
いったことも今もう既に検討をしてもらっておりますし、また、県内からいろいろ聞こえてきたも
の、職員がいろいろ聞いてきたことを取りまとめるような作業、こういったこともしているところ
でございまして、こういった機能を十分にこれから生かしてまいりたいと思いますし、また、私は
若手職員中心にクレド――行動規範を考えてもらっています。
行動規範をつくることで、職員がどんな方向でどんな基本で、初めてのことばかりですので、そ
ういうときにどんな考え方の基準で行政を進めたらいいか、いちいち上司と一回一回の打ち合わせ
をしなくても物事が進められるような、そういうような行政の進め方に変えていきたいと思ってい
るところでございます。
続きまして、市や町の首長との意見交換での、その結果をどのように補正予算に反映したのか、
また、協働についてどのように進めていくのかといった御質問についてお答えを申し上げます。
具体的に申しますと、今度６月補正予算の中で健康づくりを市や町と一緒にやっていこうという
補助金がございます。これにつきましては今回６月補正ということもありましたので、市や町から
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は、せっかく新しいことを４月からやっているんだけど９月補正で新しいことをやらないとだめな
のと、こういうお話しもございました。
もちろん昔からやっていることがいいわけではありませんけれども、新しいことを始められてい
るのであれば、それは４月にさかのぼっても補助を決定させていただきますということも言わせて
いただいておりますし、また、具体的には植物工場の誘致のときにＵ・Ｉターン者を入れるという
ようなときに、その植物工場についてもできるだけ社宅なんかの整備、人を受け入れるための住宅
にも補助金を入れるべきだという御提言もありました。これについても今回措置をさせていただい
ているところでございます。こういった、今回の話し合いの中で具体的に予算に盛らせていただい
たものが幾つもあるところでございます。
さらに長期ビジョンの策定につきましても、市や町に出向きまして市や町の職員とともに住民の
皆さんの話を聞かせていただく、同じ話を一緒に聞くことで同じ方向に向かって課題解決をしてい
く、こういうことも進めていきたいと思っておりますし、また、行政システムの共同化と申し上げ
ましたけれども、さらにマイナンバーカード――せっかくいいものがあるわけでございまして、こ
れを例えば図書館カードとして県内全域で使えるようにすればお隣の図書館でも本が借りられる、
こういうようなことにもなるわけでございまして、こうした行政サービスの一元化なんかについて
も話し合いをさせていただいたところでございます。
こういったことをさらに、来年の当初予算に当たりましては、その事前に会議を開きまして、同
じ方向で予算編成をする、そういうこともやっていきたいと思っているところでございます。
それから、ＡＰＤＳサイクルなんかを例に挙げられまして県独自の指標設定、統計調査の充実、
こういったことについての御質問があったところでございます。
私も政策立案に当たって統計データ、それから県政マーケティング調査、こういったことのデー
タの分析、非常に重要だというふうに感じているところでございます。
最近、職員と議論している中身で言いますと、例えば1.67という合計特殊出生率が上がりました。
この上がったことを喜ぶのではなくて、どうして上がったのか。私が平成26年のときには1.55に下
がったんですけれども、
そういうときにどうしてそうなったのかをよく分析をする。そのときには、
今県の持っているデータだけではわからないときがありますので、研究者の皆さんも交えて話をし
ていく。または社会減がふえました。ふえたことについて、ただどうしてふえたのだろうと頭で考
えるのではなくて、例えば住民基本台帳の移動のデータを見る。この移動のデータを見て一体何十
代の方がどこへ出ていったのか、こういうことを考えるとか。さらにまた、その話の延長線として、
住基データというのは、ずっと名前を特定しないでＡからＢに移ってＣに行くということは、住基
データを見ればこれはビッグデータとして残っているわけでございまして、国に対してもこういっ
たものも開示してくれというような話も始めているわけでございます。
そういう意味では、統計データ、いろんな情報を、ないものも含めてつくっていく努力も今後と
もさせていただきたい。その上で徹底現場主義とすることで生の声を伺って、そのデータをどう生
かすか、そういう方向を考える。または、政策トライアル枠予算というのを今回提案させていただ
いておりますけれども、こうすることでいきなり本ちゃんの事業に入るのではなくて、まずトライ
アルしてみて誤りを正しながら本当の事業に変えていく、こういうようなこともやっていきたいと
考えているところでございます。
続きまして、職員のワーク・ライフ・バランスの確保、どのように進めていくのかといった御質
問でございます。
これにつきましては４月から働き方改革法が施行されまして、地方公務員に対しても長時間労働
の制限が基本的にかかってきているところでございまして、４月以降、超過勤務の縮減に向けて徹
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底して超過勤務の管理を強化しているということ。
それから、
ライトダウンデーと言っていますが、
みんな電気を消して帰りましょうという日をふやしております。
それからまた、残業時間が多い所属長、それから職員に対してヒアリングも行いまして、その原
因を解決する方法を一緒に考えているということで、この４月、５月の超過勤務につきましては昨
年14.6時間だったものが平均10.5時間ということで３割近く減っているところでございます。
さらに、私になりましてからも、定期異動前にとにかく前の方が仕事を捨てていく、こういうこ
との徹底もしておりますし、また、５時前になりましたら職員に管理職が一人一人声をかけて、き
ょうの帰る時間なんかを確認していく、こういうような取り組みもしております。
また、６月補正予算の中ではＡＩを活用した会議録の作成システムですとか、統計データ集計の
自動化、こういったことも始めさせていただきたいと御提案もさせていただいているところでござ
います。
さらに行革のプランに基づきまして、例えば会議、頻度と時間を短くしよう、そうすることでみ
んなが時間が自由になる、その分外に出ていこうとか、資料は、例えばいろんな申請書の書類、こ
ういうものを一つ減らすだけでも県民の皆さんも楽になりますけど、我々も楽になるわけでござい
ます。こういうことも徹底していこうと。または、辞令交付のようなことも形式的なことはやめて
いこうじゃないかということも今提案をしているところでございまして、また、年度内にはテレワ
ークですとかフレックスタイム制、こういったことも検討してまいりたいと思っているところでご
ざいます。
また、心理的安全性のある職場というのは効率も上がると言われているところでございまして、
そうした風通しのよい職場、こういったものもしっかりとつくってまいりたいと思っているところ
でございます。
続きまして、安定した歳入確保に向けた取り組みについてお答えを申し上げます。
今、北陸新幹線、中部縦貫自動車道、また安全・安心のための国土強靱化の施策、こういったも
のには非常に大きな予算がかかるわけでございまして、これについて、まずは国に対して必要な予
算の確保、これをお願いしてまいりたいと思っているところでございます。その上で歳入をふやし
ていく、そういう努力をしていく必要があるということで、企業の誘致の補助金、これの拡充も御
提案をさせていただいておりますし、また、Ｕターン、Ｉターンをふやす、そういった取り組みに
ついての予算もお願いをしているところでございます。こうすることで、移住定住をふやしながら
税源の涵養を進めていきたいということでございます。
また、県民の皆さんにも参加をいただきまして、全ての事業をゼロベースで見直していく、そう
した歳出の合理化、重点化も図ってまいりたいと思っているところでございます。さらに、中長期
的な財政収支を毎年度公表もさせていただきながら、財政の健全性を維持していきたいと思ってい
るところでございます。
続きまして、高速交通アクション・プログラムに不足している部分、課題は何か、また、新しい
加速化プランにおいてどのように課題を解決していくのかという御質問でございます。
高速交通体系のアクション・プログラムは、御質問の中にもございましたけれども基本的にはハ
ード面の整備を中心に書かせていただいております。そういう意味では、これに基づきまして福井
駅の周辺の整備ですとか、それから年縞博物館の整備、さらには今回の予算にも提案させていただ
いておりますが一乗谷の朝倉氏遺跡、恐竜博物館、こういったものの整備も進めていきたいと考え
ているところでございます。その上で、やはり魅力の発信ですとかおもてなし、こういったものを
充実させていくことも大事なわけでございまして、ソフト面といいますかこういったものについて
新たに加速化プランをつくっていこうというものでございます。
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多くの部分が新しい観光新戦略にも重なってくる部分があるわけでございますけれども、両方の
中で私が考えておりますのは、やはり福井は非常に歴史と文化がほかの県に比べても深くて大きな
ものがあります。こういった文化力を生かす。例えば、日本遺産で先日、福井市内一乗谷の朝倉氏
遺跡とか白山の平泉寺、こういったものが認定もされております。丹南の伝統工芸産地、こういっ
たものですとか、さらには豊かな自然、例えば三方五湖年縞とか、そのほかここに歴史がついて、
例えば神宮寺のお水送りは1,200年ずっと連綿として続いている。さらには今度新しく、明神湖とい
う、河内川ダムのところにできたわけで、そういった歴史と文化、自然を新たな観光地にしていく。
こういったこともしながら、さらにはＷｉ－Ｆｉとかキャッシュレス、これは今や観光地として
は普通の標準装備のものですので、こういったものもふやす。さらにはＳＮＳ、これもユーチュー
ブだけではなくて、私も自分で経験しましたがインスタグラムなんかも非常に発信力が強いと思い
ます。
そういったものも生かしながら、民間の皆さんにもアイデアを出していただいてそれを応援する
ような予算も出させていただいていますが、こういったプロジェクトを生かして、そういったもの
をプランの中に位置づけながら新幹線対策、ソフト面でも充実をさせてまいりたいと思っていると
ころでございます。
続きまして、原子力行政につきまして、三つの課題にどう対応していくのかという御質問でござ
います。
私は副知事時代も含めまして原子力に携わってきた経験から、原子力発電につきましては県民の
安全確保、これを第一、最優先にして進めていくことが大切であるということを認識しているとこ
ろでございます。
そういう中で、例えば御指摘のございました40年超運転につきましては、まずは国が運転の必要
性やプラントの安全性について責任を持って考え方を示し、国民、県民に対してしっかり説明する
ことが重要であると考えております。
また、特定重大事故等対処施設の設置期限につきましては、これは規制委員会が安全サイドに立
って決めている内容でございますので、当然のことながら事業者に対してはこれを守っていただく、
こういったことを今後とも訴えていきたい、そういうふうに思っております。
また、中間貯蔵施設につきましては、事業者のほうで2020年に具体的な計画地を明らかにすると
いうことを言っております。これに対しては、事業者任せにしないで国においても積極的にこれに
関与して、早期に道筋を明確にできるよう、これも訴えてまいりたいと思っているところでござい
ます。県も一緒になってでございますけども、やはり国も事業者も一つになって原子力行政、安全
サイドで進められるような環境にしてまいりたいと思っているところでございます。
続きまして保育と介護の勤務環境、処遇面の厳しい実態の認識、それから処遇改善に向けてどの
ように対応していくのかという御質問についてでございます。
保育士、それから介護職員に対する処遇改善の加算というものが最近行われているところでござ
いまして、賃金の改善は徐々にですけれども進んできているという状況かと思っているところでご
ざいます。その上で、やはり人に多く携わっていただくためには職場環境を改善する、これもとて
も大切なことだというふうに認識をいたしております。
そういう意味では、最近の処遇改善加算というのは職場の環境を改善したところにしかつかない
という、そういうある意味裏表の関係を加算の中に入れておりますので、加算がふえるということ
はイコール職場も改善されていく、こういう中でございますので、これをさらに進めていくような
応援もしていきたいというふうに思っております。
その上で、私もいろんな施設回らせていただきましたが、例えば保育補助者ですとか「ちょこっ
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と就労」、こういうことは、例えば保育士さん、介護福祉士さん、こういう方いらっしゃいますが、
それ以外のことを少し手助けしてくださる方がいるだけでも、それだけで本当に専門職の方が集中
して、しかもある意味働き方改革をしながら仕事ができるということをおっしゃられていました。
こういったことにも県は十分に応援もしてまいりたいと思っております。
その上で、この10月から新たに介護職員向けの加算、平均で１万円程度の処遇の改善になると思
います。こういったものも進められるように、セミナーを開催したり社会保険労務士の派遣を行う
などして施設側の意識の改善も図ってまいりたいというふうに思っております。
続きまして県内の労働力不足の状況の認識、また、必要な労働力をどう確保していくのか、その
対策をどうするのか、この御質問についてお答えを申し上げます。
５月の有効求人倍率につきましては2.05ということで、26カ月連続で２倍を超えているというこ
とで、事務職種を除きまして県内は非常に深刻な人手不足になっているというふうに認識をしてお
ります。
そういうことで、今回の６月の補正予算でも各企業の働き方改革を促すということで、社員ファ
ースト企業、これを認定させていただく、そういう予算を計上させていただいております。また外
国人を新たに特に雇用するようなところを初めとして、いろんな相談がございます。企業のほうに
も外国人の方にもございます。そういったものの相談窓口の設置について、また、高齢者の就業の
拡大についての体制の整備、こういったことの予算づけも予算の中で提案をさせていただいている
ところでございます。
そのほかで、やはり専門職を生かす上では、先ほども申し上げましたけれども例えば保育補助者
とか「ちょこっと就労」、こういった方を育てることで、こういう方々を有償のボランティア的に
活用していただく、そういうようなことをすることで、本当に就業環境は改善するわけでございま
すし、土木についても週休２日制の事業所、こういったところを今回、試行的にやらせていただい
ているところでございます。
ここにＵ・Ｉターン、外国からの人材を――今はこちらで待っていて、その方々が働きやすくす
る、こういう形が多いわけですけれども、何とか現地で福井に対して人を送り込めるような、そう
いう仕組みを整えられないか、こういうことの御相談も始めているところでございまして、そうい
う意味では、待っているだけではなくて送り出すような側のほうからも、福井で安心して働いてい
ただける、もしくは福井の方々も安心して受け入れられる方を呼べるような、そういう体制づくり
についても今後検討してまいりたいと思っているところでございます。
それから、女性の活躍の支援の話でございます。
女性の就業率、それから正規職員の割合、これにつきましては本県は我が国でトップクラスとい
う状況になっているところでございまして、例えば20代後半から40代前半の子育て世代、この間の
就業率、８割を超えておりまして、子育て先進国のスウェーデンを上回る世界のトップクラスの状
況になっているというところでございます。
一方で、男女の賃金格差、これは御指摘もありましたが本県も全国平均並み、こういう状況でご
ざいますし、
管理職の比率は全国で見ても低い、
そういう状況になっているところでございまして、
本当の意味で女性の皆さんがなりたい自分の希望をかなえられる、そういう社会にしていかなけれ
ばいけないと考えているところでございます。
そのために、まずは隗より始めよというところもございまして、県の女性管理職の比率、これを
今回の異動の中でも約20％ふやしまして、14.7％に上げてまいりました。これを令和５年度までに
20％にしてまいりたいと考えておりますし、また、物事を決定する地位につく女性の数というのが
非常に少ない、そういう状況が全国的にもなっております。福井県もそういう状況にございます。
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そういうことで、今30％をちょっと超えた状況の例えば審議会などの女性委員、これにつきまして
も早期に40％に引き上げてまいりたいと考えているところでございます。
また、女性の採用それから育成、登用、これを力を入れていただく「ふくい女性活躍推進企業」
という認定制度をつくっております。こういった企業もさらにふやしていく努力を続けさせていた
だきたいと思いますし、今回の予算でも女性が起業したり新しいアイデアを生かしていく、そうい
ったことを応援する予算も計上させていただいているところでございまして、こういったことも含
めて引き続き女性がなりたい、自分の希望をかなえられる社会に変えてまいりたいと思っていると
ころでございます。
以上でございます。
○副議長（小寺惣吉君） 総務部長櫻本君。
〔総務部長櫻本 宏君登壇〕
○総務部長（櫻本 宏君） 私からは行財政改革について１点。
会計年度任用職員制度に関する条例の改正に当たり、月々の生活給はもちろん現状の労働条件を
下回らないことを強く要求するが具体的にどう改善するのか、また、職員団体とはどの段階まで協
議を行っているのかとのお尋ねにお答えをいたします。
この会計年度任用職員制度への移行に当たりましては、総務省が各自治体に示しますマニュアル
に沿って、病気休暇などの付与や期末手当の支給が可能な給与制度の整備など、適正な勤務条件を
確保することとしております。
このうち給与につきましては、マニュアルに基づき、また他県との均衡を十分考慮した上で、常
勤職員に適用される給料表など一定の基準に基づき報酬月額を算定することとしておりまして、職
種によりましては月額が増減することもございますが、期末手当を含めますと年収ベースでは現行
水準以上の収入を確保したいと考えているところでございます。
県庁職員組合とは、この報酬算定の仕方など具体的な勤務条件について協議を重ねているところ
でございまして、おおむね理解を得ております。組合からは移行対象となる職員へ丁寧に説明して
ほしいとの御意見をいただいておりまして、県としてもそのように今後十分丁寧に説明を尽くして
まいりたいと考えております。また、教職員組合に対しましては県教育委員会から説明をしており
まして、
個々の対応について引き続き他県の情報も収集しながら協議していくこととしております。
この制度の導入により適正な勤務条件を確保し、県行政の重要な担い手として活躍できる環境を
整えてまいりたいと考えております。
○副議長（小寺惣吉君） 地域戦略部長前田君。
〔地域戦略部長前田洋一君登壇〕
○地域戦略部長（前田洋一君） それでは、私から公安行政について１点お答え申し上げます。
高齢者の免許返納を促進するためには、過疎地における移動手段確保のための方策や交通機関の
充実が不可欠と考えるがいかがかといったお尋ねでございます。
県では、これまでも市町が開催いたします地域公共交通会議に参加いたしまして、高齢者を初め
とする地域住民の移動手段を確保するため、デマンド交通などの柔軟な交通への見直し等を助言し
ております。それと同時に、市町が行うコミュニティバス、あるいは乗合タクシー等の事業につい
ても支援を行っているところでございます。
今回の補正予算におきましても、ＩＣＴ等の新しい技術や手法を用いて市町が行う自家用有償旅
客運送など、地域の実情に応じた新しい取り組みについても支援することとしておりまして、高齢
者の方々にとって使い勝手のよい移動手段になるよう努めてまいります。
○副議長（小寺惣吉君） 安全環境部長清水君。
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〔安全環境部長清水英男君登壇〕
○安全環境部長（清水英男君） 私からは高齢者事故対策について１問お答えをいたします。
踏み間違い時の加速抑制装置の導入支援を拡充するなど、思い切った対策を講じるべきではない
かという御質問でございます。
県ではこれまでも高齢者に免許の自主返納というものを促しておりますが、やはり通勤とか買物
に車が欠かせないということで、なかなか返納に踏み切れないという高齢者も多いというふうにお
聞きをいたしております。
こうした免許返納に踏み切れない高齢者に対しまして、時間帯とか場所を限定すると大変事故も
少なくなるだろうということで、我々こういう取り組みを今後積極的に進めていきたいと考えてお
ります。そうした中、今回こういう限定運転に取り組む高齢者を対象に後づけの安全装置の設置補
助を行うということで、今回初めて予算をお願いをしているという状況でございます。
今後とも免許の自主返納、こういったものにしっかり取り組む、さらにこうした限定運転を行う
高齢者への支援も積極的に行っていくというようなことで、高齢者による交通事故が起きにくい環
境整備というものに取り組んでまいりたいと考えております。
○副議長（小寺惣吉君） 健康福祉部長窪田君。
〔健康福祉部長窪田裕行君登壇〕
○健康福祉部長（窪田裕行君） 私からは、福祉行政についていただきました御質問にお答えいたし
ます。
まず、幼児教育無償化による10月以降の入園希望者の増加、保育士の必要数をどう予測している
のか、
それから保育士不足についてどのような支援を検討しているのかというお尋ねでございます。
今回の無償化の対象となる児童のうち、まず３歳児から５歳児につきましては本県では既にもう
100％近くの子供が保育所等に入所しております。これによりまして、無償化を契機とした入園希望
者の増加はここではないだろうと考えております。
また、残る０歳児から２歳児につきましては、新たに無償化の対象になりますのは住民税非課税
世帯の第１子のみでございまして、
この方々は実は現在の保育料も3,000円程度と低額でございます
ので、無償化を契機に新たに入園を希望する方は少ないのではないかと見込んでおります。これは
情報共有をしております各市町とも同様の見解でございます。
こうした状況ではございますけれども、保育の受け皿を十分に確保するとともに幼児教育、保育
の質の向上を図るということは大切でございますので、今年度新たに設置を提案させていただいて
おります「保育人材センター」におきまして、潜在保育士への就職支援でございますとか現役保育
士の相談対応を行う体制をとりまして、これによりまして保育士と保育所等をより一層支援してい
きたいと考えております。
次に児童相談所の人員面、設備面の状況とその改善強化策、それから一時保護施設のハード・ソ
フト面の課題を一時保護所の新設とあわせて御提言をいただきました。これにつきまして一括して
お答えを申し上げます。
児童相談所の児童福祉司等につきましては、児童福祉法等に基づきまして計画的に増員をしてお
ります。今年度は新たに７人配置をいたしました。今後３年間でさらに11人増員する予定でござい
ます。これによりまして、平成28年度に21人であった児童福祉司、それから児童心理司でございま
すが、令和４年度には44人と倍以上になります。さらに、任用後の研修等の実施によりまして若手
職員の対応能力の向上も図っていく、こういったことを通して児童相談所の人員面での体制強化を
図っていきたいと考えております。
また、設備面におきましては、両児童相談所とも建設から約40年が経過しておりまして、老朽化
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が課題となっております。特に一時保護所につきましては、そこで過ごす子供たちが安心して相談
や支援を受けられる、こういうことが大切でございますので、これまでも教室の個室化でございま
すとか男女フロアに分けるとかバスルームを修繕するとかこういう修繕を重ねてまいりましたけれ
ども、虐待を受けた子供が増加しているとか、発達障害など何らかの障害を持ったお子さんがふえ
ているという現代的な課題にも対応していく必要がございますので、ハード・ソフト両面における
機能の強化ということにつきまして今年度新たに社会的養育推進計画というものをつくりますので、
その中でしっかりと検討していきたいと考えております。
以上です。
○副議長（小寺惣吉君） 産業労働部長国久君。
〔産業労働部長国久敏弘君登壇〕
○産業労働部長（国久敏弘君） 私からは１点、産業行政につきまして、高齢者の働く意欲を大切に
し、高齢者の就労拡大に向けた環境整備を加速させる必要があると思うがどうかとのお尋ねについ
てお答えいたします。
高齢者の就労を拡大するためには、高齢者それぞれの希望、特性に応じて職場環境を整えること
が重要であると考えております。県では、シニア人材活躍支援センターにおきまして就業意欲を高
めるセミナーや就職面接会による企業とのマッチングを行うとともに、労働条件の改善等に関する
相談にも対応しているところでございます。
さらに、今年度からは高齢者の就労促進に資する取り組みを支援する国の事業がございまして、
これを活用してセンターの機能強化を図っているところでございます。センター内には未就労高齢
者に就業を働きかけますキャリア相談員や、職場環境の改善あるいは高齢者雇用を促す仕事の開拓
員を新たに配置しておりまして、高齢者の就業拡大に向けた環境整備を進めてまいりたいと考えて
おります。
○副議長（小寺惣吉君） 農林水産部長森川君。
〔農林水産部長森川峰幸君登壇〕
○農林水産部長（森川峰幸君） 私からは農業行政について１点。
環境保全型農業に対する農業者への支援内容の現状と今後の対応についての御質問にお答えい
たします。
本県の環境保全型農業につきましては、平成30年度に2,094ヘクタールの実施となっておりまし
て、５年前と比べ260ヘクタール増加しているという現状でございます。県では国の環境保全型農業
直接支払交付金を活用いたしまして、有機栽培や冬水田んぼの実施に10アール当たり最大で8,000
円、コウノトリの餌となる生き物が生息できる溝の設置に4,000円を交付するなど、環境保全につな
がる農業のかかり増し経費を補助しているところでございます。また、環境保全型農業で生産され
た農産物を福井県特別栽培農産物として独自認証し、高価格で販売できるよう支援しているところ
でございます。
今後は有機無農薬栽培において最も負担の大きい除草作業の機械化を進めるなど、低コスト栽培
技術の確立を図りながら環境保全型農業の推進を図っていきたいというふうに考えております。
○副議長（小寺惣吉君） 教育委員会教育長東村君。
〔教育委員会教育長東村健治君登壇〕
○教育委員会教育長（東村健治君） 教育行政について、本県の小学校教員採用倍率が全国平均を下
回った理由についてどのような分析がなされているのか、また、今後小学校教員をどう確保してい
くかというお尋ねでございます。
本県の小学校教員受験倍率は、平成30年度採用が御指摘のとおり2.6倍、平成31年度採用が3.0倍、
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令和２年度採用が――今募集段階でございますが――同じく3.0倍と推移しております。
小学校教員志望者の減少の理由といたしまして民間の雇用状況が好調であること、教員の多忙さ
が指摘されていることがございます。また、ここ数年で臨時的任用講師等をしている既卒者の多く
が採用されたため、既卒者の志望者数が減少していることが考えられます。一方、新卒者の志望者
数はわずかな減少にとどまっているところでございます。
本県の質の高い教育を維持するために、教員志望者の確保に向けまして県内外の大学や教員志望
者の多い高等学校で説明会を開催する、あるいは夏に行います「ふくい教員志望セミナー」におき
まして教職の魅力について説明をしてまいります。さらに、教育実践にすぐれた退職教員の再任用
を促進しまして教育の質の維持向上に努めてまいります。
―――◆

◆●◆●◆

◆―――

○副議長（小寺惣吉君） 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。
この際、お諮りいたします。
明４日から７日までは休会といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長（小寺惣吉君） 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。
なお、来る８日は、午前10時より会議を開くこととし、議事日程は当日お知らせいたしますから、
御了承願います。
―――◆

◆●◆●◆

◆―――

○副議長（小寺惣吉君） 本日は、以上で散会いたします。
午後２時16分 散 会
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