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令和５年福井県議会２月議会報告

民主・みらい会派
代表質問より

２月議会は、代表質問をさせていただきました。会派のメンバーの思いを乗せた場である
だけに、さすがに緊張します。特に、字数と時間と内容の狭間の中でのメンバーとの会議の
場の充実した空気感を感じることができました。
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１ 知事の政治姿勢

２ 行財政改革

5 産業行政

３ 福祉行政

① 長期ビジョンに基づく県政運営について
② ふくい創成・人口減少戦略の成果と課題
③ 北陸新幹線敦賀以西整備に対する知事の認識
④ 使用済燃料の県外搬出実現に向けた知事の現状認識

６ 農業行政

① 新規採用職員の確保について

① 新たな「ふくい経済ビジョン（仮）」の策定について
➁ 中小企業への支援について

① 障がい者福祉計画における障がい者雇用の拡大について
➁ 高齢者の社会参加の現状と就労支援の拡大について

① 担い手不足について

２月 代表質問項目

４ 観光行政 ① 北陸新幹線福井・敦賀開業対策について
➁ 新幹線駅からの二次交通の充実について

７ 教育行政 ① 高等教育機関における経済的負担の軽減について
➁ 教員採用試験の見直しについて



１ 知事の政治姿勢

（１） 長期ビジョンに基づく県政運営について

質問１ 長期ビジョンの県民への浸透度をどう認識しているか伺うとともに、これまでの県政運営を通じ、県民の県政への関
心度、参加意識の変化をどのように認識しているか、知事の所見を伺う。

【知事】長期ビジョンの認知度については、全体で見ますと、策定当初に比べると１.４倍に引き上がっていますし、１８歳から２９歳まで、２０代までという

ところで見ると、認知度は２倍に上がっているところです。ただ、指摘いただきましたように、その比率は３３％とか、若い世代は２２％ということで、まだまだこ
れから広げていかなければいけないと認識して、ワークショップなどを開催して、これまでに３千人のみなさんに、こういったことの周知もさせていただいていると
ころです。
一方で、「もっと挑戦！もっとおもしろく！」というのが基本理念ですが、これに対しては、非常に共感するという方々も８８％と大変多くなっているところであ

り、県政が明るくなったとか、前向きになったということもよく聞いているところです。また、北陸新幹線についての開通の認知度も７４％と高くなっておりま、特
に若い方が、新幹線に向けてまちづくりとか賑わいづくりが進むことに期待を寄せているということも顕著になっています。
これまで深く掘り下げることのワークショップも行ってきましたが、やはり幅広く知っていただくようなメディアを活用した、新聞とかＳＮＳ、テレビなども活用

しながら、より広い方に発信、受けてもらえるようなことも考えていきたいと思っている。

その策定までの過程において、5,000人を超える県民が参画したとのことであり、知事はこの将来像の実現に向け、県民をはじめ、企業や団体、市町等との協働、そして、
知事の代名詞とも言える徹底現場主義に基づく、県民目線に立った県政運営に尽力されてきたものと認識しています。
しかしながら、先日県が発表した県民アンケートの調査結果をみると、長期ビジョンの策定を知っていると答えた人の割合は約33％、18歳から20歳代にいたっては22％程度
にとどまっています。策定から約２年半が経過していますが、県民と将来像を共有しているとは言い難い状況であり、いかに県民に知ってもらうかということが大きな課題
であります。

【所感】
長期ビジョンにおいては、「誰もが主役のふくい」の実現が掲げられており、誰もが様々なことに挑戦できる「全員参加型」の共生社会がうたわれています。人口
減少社会において県勢の維持・発展を目指すためには、県民一人ひとりの社会的役割は大きくなっていきます。
多くの県民の、県政への参加、積極的な新しいチャレンジが期待されますし、それがなされない以上、これからの不透明感はぬぐえません。そのためには、全ての
県民が最低限の将来像を共有していくことが重要であるのは言うまでもありません。
これからの「幅広く広げていく」発信に期待していきたいと思います。



質問２ この戦略には、自然減対策として「希望が叶う結婚・出産・子育て応援の強化」、社会減対策として「県内定着・Ｕ
Ｉターンの拡大」などがうたわれていますが、ＫＰＩ（業績評価指標）に対する実績を踏まえた戦略の進捗状況を
どのように分析・評価しているのか、知事の所見を伺う。

【知事】人口減少対策の戦略におけるＫＰＩにつきましては、例えば、待機児童ゼロであるとか、大学の就職支援の協定の締結を中心といたしまして、７割弱が
順調に推移している、特にコロナ禍という特別な事情を除きますと８割強は順調に推移していると考えている。
自然減につきましては、出生率は全国上位を維持しております。ただ一方で、婚姻数とか出生数は全国の状況にあわせて、本県においても低迷している状況である。
また、社会減については、若い方、子育て世代の新ふくい人が拡大しておりますが、やはり、まだ都市圏に対する若者が流出していくことが止まっていないという現
状があるわけで。県としては、今後とも、結婚の応援であるとか、「ふく育」の拡大、新学部の創設、それから都会並みの給与とか待遇のある企業の誘致、そういっ
たものを育てていく、こういったことに力を入れていきたいと考えているところですし、国に対しても抜本的な施策を求めてまいりたいと考えている。

長期ビジョンの中で、世界の潮流として、新興国の人口拡大により世界人口は増加し、世界経済の成長は進展、エネルギー需要、食料需要は増加していく一方で、日本国
内は人口減少が加速し、本県においてもその対応が急務であるとしています。そして、「ふくい創生・人口減少対策戦略」を策定し、人口減少対策に取り組んでこられまし
た。

（２） 人口減少対策について

質問３ 過度な東京一極集中により出生率は低迷し、年間の出生数が80万人を割ろうとする著しい人口減少時代を迎えている
中、国の新たな戦略を踏まえ、「ふくい創生・人口減少対策戦略」を見直し、本県の人口減少対策を高度化させるべき
と考えますが、知事の所見を伺う

【知事】国におきましては、デジタル田園都市国家構想総合戦略というものを新たに策定し、デジタルの力を借りて仕事を作っていくとか、また移住政策とか結
婚・子育て支援を進めていくといったことを打ち出して加速化・深化させていこうと言われているところです。この中身は、福井県の側から見ると、内容については、
ほとんどの部分を先取りしながら県が進めている分野かなと思っています。
本県の人口減少戦略ですが、これはもともと５ヵ年ということで、中長期的な戦略ということで立てさせていただいており、時の経過とともに変わってくるものに
ついては、それぞれの施策の中身を追加したり、見直しながら取り組んでいくということで進めております。これからも国が新たに設けている交付金も活用をしっか
りとさせていただきながら、企業誘致、ＵＩターンの促進、子育て支援、を一層強化していきたいと考えている。



質問４ 今回の政府予算に計上された調査費について、これまでの国の調査との相違点をどのように認識しているか伺うとと
もに、この調査の実施が、来年度の正式な認可・着工に確実に繋がるものと考えるのか、知事の所見を伺う。

【知事】御指摘いただきました北陸新幹線事業推進調査費については、これまでの設計施工法等調査等とは異なり、まず一つは、北陸新幹線のためにこれ
を使うということで別枠の仕立てになっているということ、それからまた、これまでは認められていなかった、認可されなければできなかった調査ができると
いうことになっています。これがなければ認可されるまでは、調査もできなかったというところが、調査ができるということで、前進していると考えている。

【所感】
「ふくい創生・人口減少対策戦略」においては、定住人口に、交流人口、関係人口を合わせたものを「活力人口」とし、基本目標には、長期ビジョンと同様に「し
あわせ先進モデル 活力人口100万人ふくい」を掲げています。これは、「定住人口が減少しても幸せな地域」を目指している適応戦略とも考えられ、今後更なる人口
減少が避けられない中では、地域の活力を維持するために大変重要なスローガンでありますが、定住人口そのものの減少は、県民の将来に対する漠然とした不安につ
ながるものであります。何とか定住人口の減少を食い止め、更には本県人口の反転増加を追求していくことが重要であると考えます。
昨年末、国は「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本的に改正し、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定しました。テレワークや地方移住への関心の
高まりを背景に、デジタルの力で地方創生を加速させて東京一極集中の是正を図るとしています。そして、この戦略の策定に併せ、地方が策定している地方版総合戦
略を改定するとしています。
つまり、地方の戦略見直しも求められていく中にあり、先手を打つというよりも、後手に回らない姿勢で取り組んでいただきたいと思います。

人の確保は、いまや「闘い」であることを訴えたいと思います。

（３） 北陸新幹線・敦賀以西の整備について

昨年末、国土交通省は、着工に欠かせない手続きが遅れていることを理由に、北陸新幹線敦賀以西の本年春の着工を断念すると表明しました。これは、2020年12月の与党
ＰＴの決議が反故にされたものであります。
国は、その代替策として、政府予算に「北陸新幹線事業推進調査」約12 億円を計上し、通常、認可後に行う調査を先行して実施するとしており、与党側はこれを事実上の
着工と捉えているようであります。
この新たな調査費に関して、令和元年度から４年度までの国の関連予算を確認すると、「経済設計調査」「設計施工法等調査」という名目で、12 億円から15 億円超の北陸
新幹線に関する調査が予算化、実施されています。今回の令和５年度政府予算では、この従前の調査費を３億円弱として、減額した12億円を「北陸新幹線事業推進調査」と
して計上した、ただの付け替え予算とも写ります。その内容についても、概略設計は、着工しながらでも工事と同時並行で進めることが可能であり、事前協議に関しては、
認可の有無に関わらず円滑に行われるべきであり、そもそもこれまで出来ていなかったのかという疑問さえわいてきます。



【知事 つづき】今回の調査によりまして、施工上の課題、これの解決を図っていくということはもちろん重要です。こういったものを県としては注
視しながら、進捗を確認して、県として最大限の、まずは協力をしていきたいと考えております。
また、政府や与党に対しましては、この進捗状況、こういったものの情報共有ができるような仕組み、こういったものをつくっていただくこと、さらには、

調査を、前進をさせていただきまして、早期に今後のですね、見通し、こういったものを明らかにしていただく、こういうことを県議会と共に強く、政府・与
党に求めてまいりたいと考えているところです。

質問５ 今回の着工先送りに関しては、京都府への経済的負担への理解が深まっていないことや、環境影響評価の遅れが起因
とも言われています。来年度も同じことを繰り返さないよう、建設促進同盟会の会長としてどのような取組が必要と考
えるか、知事の所見を伺う。

【知事】昨年の末に、国は、環境アセスメントが遅れているということであるとか、京都や新大阪駅の位置であるとか工法、さらには地下水への影響と
いった施工上の課題が大変大きいということをもって、令和５年度当初の着工というものは認められず、また、今後の見通しについても示されなかったという
状況にあるところです。
この認可に向けましては、まずは、調査の中で、この施工上の課題を、解決をしていただくということが不可欠であると考えておりますし、また国は、これ
は国家プロジェクトでありますので、北陸新幹線の整備の意義であるとか、それから効果、必要性、こういったものを沿線、地元の住民に対して、丁寧に説明
をしていただいて、理解を図っていただきたいと考えております。
こういった点を政府・与党に強く求めるということと共に、同盟会と致しましても、関西地域の自治体、それから経済界と連携を致しまして、この北陸新幹
線の整備のメリット、これのＰＲに努めたり、また、機運の醸成、これを図ってまいりたいと考えているところです。

【所感】
新大阪までの全線開業の達成によって、２，７００億円の経済効果が期待できるとしています。逆に言うならば、それがなされなければ、経済効果は限定的なもの
になっていきます。遅れれば遅れるほどに、その差額は広がっていくことを考えれば、一日も早くという思いがわいてきます。
ただ、国策として行われる事業である以上、全ての国民に、評価され、喜んで受け入れてもらえるものでなければならないのは言うまでもないことです。
気は急くわけですが、関西圏、特に京都市の理解を得るために、国や同盟会の積極的なアプローチが求められるものと考えます。

相手の立場を理解していくことから、始まるものと考えます。



（４）使用済燃料の県外搬出の実現について

質問６ 改めて、国のエネルギー政策に協力してきた立地地域の福井県知事として、使用済燃料の県外搬出先に関し５年を
経過しても事業者や国の方針が全く示されていない現状において、このまま期限の年末までただ待つだけなのか、そ
れとも国、事業者に対して強く働きかけていく必要があると考えるのか、知事の認識を伺う。

【知事】使用済燃料の県外の搬出につきましては、２０２３年末までに計画地点を確定すると言ったのは、関西電力であり、それを県に対して約束をして
いるということです。また国もこれに対して前面に立って主体的に取り組んでいくというふうにもおっしゃっているわけです。
これまでも、私は、関西電力、それから国に対して、これを実現することを求めてきています。
昨年の１２月には、西村経済産業大臣がこれに対して、国が、さらにより積極的に前面に立って対応していって、関係者の理解促進を図るというふうにも
おっしゃっていただいておりますし、先月には、関西電力の森社長から、社長自らが先頭に立ってトップレベルの面談を繰り返していて、一日も早く報告がで
きるようにということを最大限努力するというふうにも言われているわけです。
これからも様々な機会を捉えまして、国、事業者双方に対して、こうした取組みを強く求めていきたいということです。

【所感】
先月18日に議会が開催した全員協議会において、出席した資源エネルギー庁の職員が、ＧＸ実行計画における原子力政策について、政策側としての考え方を一方的
に説明していましたが、バックエンド政策についての質問に対しては、全力を挙げて取り組んでいきたいという姿勢だけに留まり、本県が抱える課題に対する国の覚
悟は全く感じることが出来ず、非常に残念でした。
国が前面に立って・・・という言葉は、これまでも多くの場で耳にしてきました。しかし、その具体的な姿が私たちの届かないのが残念でもあります。
公にすることで、支障があるとするのは、どのような点なのか、今は、透明性を持たなければ、どこかで必ず膠着する時代です。
それだけに、いろいろな取組みの姿を届けていただきたいと強く感じます。

2018年12月末、当時の岩根社長は、年内に具体的な計画地点を示すと明言していた中間貯蔵施設について、「進展の手応えは感じているが、今後の支障となるため現時点
では具体的な地点を示すことは控えたい」と弁明し、県民との約束を反故にしました。西川前知事は、次こそは必ずという「期待と信頼」を持っていたからこそ、断腸の思
いで計画地点提示の延期はやむなしと判断したはずです。あれから丸５年が経過しました。



２ 行財政改革について

（１） 県新規採用職員の確保について

知事は、行財政改革アクションプランを策定して、県の行財政の効率化を進めており、全国最小水準の職員数を基本とした組織体制を維持しておりますが、新型コロナウ
イルス感染症の拡大や激甚化・頻発化する自然災害、急激な物価・原材料・エネルギー価格の高騰など、プラン策定時には想定しえない事態に直面し、慢性的な職員不足の
状態を招いていないか、大変危惧するところであります。

質問７ 来年度の行財政改革アクションプランの見直しにおいては、県職員の満足度に関する意識調査を実施して課題を把握
するとともに、職員満足度が高い職場の実現に向けた施策を位置づける必要があると考えるが、所見を伺う。

【知事】県ではこれまで、職員の意見を聞きながら、テレワークやフリーアドレス、フレックスタイム制の導入など、柔軟で多様な働き方の実現に向けた取組み
を進めておりまして、年次休暇や男性育休の実績は着実に向上しているところです。
他方、職員の満足度の更なる向上には、働きやすさとともに働きがいも重要な視点であるというふうに考えています。昨年１１月に開催をいたしました民間有識者に
よる行財政改革推進懇談会におきましても、複数の委員から、働きやすさの向上や県庁志望者の減少などの課題に対応するため、職員満足度をしっかり把握をするべ
きであるといったご意見もいただいたところです。
こうしたことから、次期プランの策定にあたりましては、職員満足度を調査し、課題を分析した上で、仕事も生活もトータルで幸福実感が得られ、働く場所として

選ばれる県庁となるための施策を検討してまいりたいと考えております。

【所感】
全国的に地方公務員の精神疾患による休職者が増加しています。本県では、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進や超過勤務の抑制などの働き方改革

が進められていますが、効率性、経済性を重視した改革が先行し、職員の業務や職場に対する満足度が低下していないか懸念されます。
現在、県職員を希望する新卒者は減少し、採用辞退者が増えている状況であり、職場としての魅力が低下していると感じます。複雑・多様化する県政課題に対応でき
る、優秀な人材を確保するためには、全国最小水準の職員数という効率化ばかり追うのではなく、働きやすさという視点に重きを置き、職員の満足度を高められる職
場を実現するための施策を実施していく必要があると考えます。



３ 福祉行政について

（１） 障がい者の雇用促進について

現在、国が示す障害者雇用率は、民間企業で2.3％、公的機関で2.6％であり、障がい者の働く場をさらに確保するため、段階的に引き上げるようであります。本県では、
福井労働局の発表によると、2022年６月１日時点で、この雇用率を達成した県内の民間企業の割合は前年比0.6％増の58.2％、公的機関では、27機関のうち22機関が上回っ
たとのことであります。
この障がい者雇用については、その質の確保という課題が指摘されています。国会でも問題となりましたが、企業が雇用率を満たすため、本業とは関係ない、外部の貸農

園で障がい者を雇用するという事例が全国的に見られます。これには、企業は障がい者が能力を発揮・向上できる機会を提供するという障害者雇用促進法の理念に反すると
いう声もあり、果たして共生社会の実現に向けた正しい姿なのか、疑問を感じざるを得ません。

質問８ 本業とは関係ない貸農園等での雇用など、県内企業における障がい者雇用の実情を県はどのように認識しているのか、
所見を伺います。

【産業労働部長】本県では、ご指摘いただいたような本業と関係がない障がい者雇用の事例というものは確認されていないと福井労働局から聞いております。
また、ご紹介いただいた法定雇用率を達成している企業の割合ですけれども、本県は、全国平均の４８．３％を大きく上回っており、北陸三県で１位となってござい
ますが、さらに障がい者雇用を適切に促進することが必要であると認識しております。
そのため、県では、今年度から、雇用促進支援員の配置を２地域から３地域に増やしたほか、障がい者雇用の理解促進に向けたインターンシップやセミナーに加えま
して、新たに企業見学バスツアーを実施したところでございます。
引き続き、国や障がい者支援機関、企業等と連携しながら、これらの施策を着実に実施し、県内企業において、障がい者の方が意欲とその特性に応じて、生き生きと
安心して働き続けられる環境づくりを進めていきたいと考えております。



【健康福祉部長】障がい者の就労に当たりましては、障がい者の特性にあった企業とのマッチングや受入れ企業の個々の障がい者についての十分な理解が必
要となります。
このため「障がい者就業・生活支援センター」、通称なかぽつセンターと申しますが、中心となりまして、ハローワークなど関係機関と連携しながら、本人の特性
を的確に把握したうえでのマッチングや、本人に寄り添った就職後の助言指導、企業への職場対応等のアドバイスを実施しており、今後、３か所目のなかぽつセン
ターを設置しまして、よりきめ細やかな対応を進めてまいります。
また、発達障がい者の方は、コミュニケーションや注意集中に困難さがあるものの周囲から理解されにくいという特性がございます。そのため次年度から発達障がい
者に特化した就労訓練プログラムや、専門の研修を受けた相談員による就労相談、企業に対する出前講座を新たに実施してまいります。
こうした就労支援を通して、障がいのある方が自分らしくいきいきと活躍できる真の共生社会の実現を図ってまいります。
県では、ご指摘いただいたような本業と関係がない障がい者雇用の事例というものは確認されていないと福井労働局から聞いております。

質問９ 県が行う障がい者の就労支援について、今後具体的にどういった取組みを進めていく方針か、所見を伺います。

就労に関して障がい者自身からは、県が行ったタウンミーティングにおいて、企業と障がい者との丁寧なマッチング体制を構築してほしい、常に変化する障がい者の体調
や障害程度への配慮の必要性を企業が十分に理解し、職場環境や勤務体制に取り入れてほしい、といった声が聞かれています。今回示された第７次福井県障がい者福祉計画
案では、「障がい者就業・生活支援センターの拡充による障がい者の一般就労に向けた支援」が重点施策に位置付けられていますが、こういった障がい者の声に寄り添い、
真の共生社会の実現に向けた就労支援が重要であります。



質問１０「ちょこっと就労」について、これまでの実績や課題をどのように検証・評価しているのか伺うとともに、今後、高
齢者の生きがいづくりにつながる新たな活躍の場として、対象を保育園等に拡大し、地域内でマッチングできるシス
テムを構築するなど事業の見直しを検討すべきと考えますが、所見を伺います。県が行う障がい者の就労支援につい
て、今後具体的にどういった取組みを進めていく方針か、所見を伺う。

令和３年度に策定された、県の第８期高齢者福祉計画は、来年度が計画の最終年度となります。この計画の重点項目として、「参加と協働による支え合いの地域づくりの
推進」があり、具体的な推進策としては「シニアチャレンジ活動への支援」「高齢者の経験や技能を活かした就労支援」「地域内での交流促進のための高齢者の外出支援」
などが挙げられています。こういった高齢者の社会参加について、県は元気な高齢者が介護施設等で短時間勤務を行う「ちょこっと就労」を支援していますが、コロナ禍の
影響もあり実績が伸び悩んでいるとも聞きます。
この「ちょこっと就労」については、不足する介護人材を補完することを目的としていますが、高齢者を労働力として考えるだけではなく、高齢者の生きがいづくりという
視点が必要であると考えます。高齢者にとって必要なのは、生計のために働く就労ではなく、地域で生きがいを持って働くための就労の推進であります。

【産業労働部長】「ちょこっと就労」は、高齢者等が介護施設の掃除や食事の後片付けなど補助的な業務を行うことにより、職員の負担軽減および介護人材
確保を目的としており、平成２９年度から令和３年度までの５年間で６６施設で ２１８人が採用されています。
介護職員の負担が減り大変助かっているとの声があるものの、人材不足が続く中、「ちょこっと就労」でも求人の約半分の採用となっており、十分な人数を確保でき
ていないことが課題でございます。そこで今年度から、就職面談会の回数を増やしたり、ＳＮＳの活用や募集チラシの見直しなど、制度周知の強化を図っているとこ
ろでございます。
子育てや障がい福祉などの分野においても、人材の不足は共通の課題であるとともに、こうした分野で働くことに生きがいを感じる高齢者の方もいると想定されるこ
とから、今後は「ちょこっと就労」のノウハウを分野を越えて共有し、人材確保を図るとともに、高齢者の社会参加を促進してまいりたいと考えております。

（2）高齢者の社会参加の現状と就労支援の拡大について

【所感】
地域には、介護施設に限らず、保育園や児童館、学校など、まだまだ、高齢者の方の知恵や経験を活かす場があります。高齢者が、地域で生きがいをもって過ごす

ためにも、介護施設以外の施設にも「ちょこっと就労」を拡大していくべきではないでしょうか。例えば、自宅近くの様々な施設で、短時間で、無理なく、楽しく勤
務し、そして感謝されることで、地域への貢献を感じ、高齢者の新たなモチベーションに繋がるものと考えます。また、顔が見える関係での活動は、地域の活性化に
もつながります。



４ 観光行政について

（１） 北陸新幹線福井・敦賀開業対策について

質問１１ 福井・敦賀開業に併せた１年前イベントを皮切りに、節目のタイミングで県が大々的にＰＲ事業を実施して、県民
の機運を盛り上げるべきと考えるが、こういった開業前イベントを実施するつもりなのか、そのスケジュール等をど
う考えているのか、知事の所見を伺う。

【知事】今年は、北陸新幹線整備に向けての総仕上げ、こういう年になるということで機運の醸成が非常に重要であるということを考えています。
そういう意味で、県におきましても来月の５日には北陸新幹線の開業のカウントダウンイベント、これを実施させていただきますし、また来月の中旬からは、沿線
の各駅におきまして４つの市が順次カウントダウンイベントを行っていくということになっているところです。
また、４月以降につきましても開業日の発表がされましたらカウントダウンボード、こういったものを設置してまいりますし、例えば試運転が始まるとか、100日前
とか、こういうような時期を捉えましてカウントダウンのイベントを行っていきたいと思っております。
また来月になりましたら、テレビ局ともタイアップいたしまして、連続のドラマ、こういったものも福井県内で仕掛けてまいりたいと思っておりますし、新聞広告
なんかも大きく打ち出していく、こういう準備もさせていただいているところでございますし、また、なんといっても民間のみなさまがおもてなし宣言というものを
していただく、これに関わっていただく団体さんも840ということで今年度倍増している、こういうような状況で段々盛り上がってきているなと感じているところです。
こういうことで県も市町も民間もあわせて、みなさんで全体で、この機運の醸成を図ってまいりたいと考えているところでございます。

【所感】
この質問をするのと、時を同じくして、いろいろなイベントが開催されていきました。
特に、３月５日にフェニックス・プラザで予定されている「北陸新幹線開業カウントダウンイベント」は、副題に「走りだせ！ ２０２４年春 福井・敦賀開業へ
あと１年」とあり、本気度が感じられるものでもあります。ただ、やはりターゲットがあいまいである感が残るのは気がかりな点です。常任委員会でのその問いに対
しては、「気運醸成」であるとのことでしたが、それぞれのイベントが連携していく姿がもとめられるのは間違いないだけに、緻密に計画性をもった取組みを期待し
ていきたいと思います。



質問１２ 県民チームを結成し、県民自らが県内外で大々的な出張ＰＲを実施するなど、県民が主役となった広報活動を展開
すべきと考えるが、所見を伺う。

【交流文化部長】県民のみなさまお一人お一人によりますＰＲ活動は重要と考えておりまして、ＪＲ東京駅などの出向宣伝におきましても、市町の参加だけ
でなく、例えば若狭女将の会によるステージですとかブライダルランドワカサによるウェディングドレスの展示など、民間事業者にも積極的に参加いただきまして福
井の魅力を発信しております。
令和２年度から、県民個人が県内の魅力的な風景等をＳＮＳで県外に発信する写真コンテストを実施しておりまして、これまで約７万件の投稿がございました。また、
女性銀行員が独自取材いたしました女子旅を発信する「ふくジェンヌ」ですとか、福井の美をテーマにした旅を紹介する「美めぐりふくい」といった独自なアイデア
でのＰＲを行う民間団体を県が支援するなど、県民が主役のＰＲ活動も拡大してきております。
来年春の福井・敦賀開業や秋の北陸デスティネーションキャンペーンに向けまして、県内外での情報発信の総量を一層増やしていくことが重要でありまして、今後
も多くの県民の情報発信していただける環境づくりを進めてまいります。



（２） 新幹線駅からの２次交通の充実について

質問１３ 各新幹線駅からのツアーバスについて、運行や集客も含め具体的にどのようなものか伺うとともに、主流となって
いる少人数の観光客を対象にした多様で効率的な周遊のための環境整備について、所見を伺う。

【交流文化部長】新幹線開業に向けまして、福井県内を少人数で効率的に観光できる環境整備は非常に重要であり、先月から貸切バス会社４社とこうしたツ
アーバス運行のあり方やコースについて意見交換を始めております。
また、ＪＲ駅を出発して、レストラン・居酒屋等でランチ、温泉で入浴して駅に戻ってくるタクシープランですとか、最大９名まで乗れるジャンボタクシーで地酒
や座禅体験を楽しむツアー、こういったものも県内旅行会社で新しい少人数向けの商品が増えてきております。
さらに、越前市で実施しております、５００円で主な観光地や飲食店などを移動できる定額タクシーにつきましても、運行地域の一層の拡大を市町と現在検討してい
るところでございます。
旅行の人数やメンバー構成など様々な旅行ニーズに応じた商品を一層充実しまして、県の観光公式サイトで一元的に紹介するなど、初めて来県される方にも利用しや
すい形で販売できるよう調整してまいります。

知事は、報道機関のインタビューにおいて、「新幹線駅と観光地を結ぶため、東京でいえば『はとバス』のようなツアーバスを各新幹線駅から充実させることが大事」と
述べていました。確かにツアーバスは、観光地の周知拡大や掘り起こし、地域の活性化にもつながり二次交通の重要な役割が期待できます。しかし、インバウンドも含め圧
倒的な集客を誇る東京駅発着の「はとバス」のようなツアーバスが、採算面や乗車率も含め県内４駅での運行が可能なのかという疑念が生じます。
また、近年は４～５人など少人数の観光が主流です。大型ツアーバスがある程度の乗車率になるまで待つのではなく、少人数の観光客でも、適時に自由に移動できる小型バ
スやタクシーなども組み込んだ旅行商品を用意するなど、観光地周遊には多様で効率的な移動手段を整備すべきと考えます。

【所感】
新幹線開業を大きなチャンスとして、それぞれの市町が誘客を目指します。ただ、大切なのは、観光で訪れる方にとって、旅行は「ルート」「パック」または「ス
トーリー」なのだという点です。
一点、つまり一ヶ所だけを目指して、満足してやってくる方もあるとはいうものの、やはり、トータルとしての満足感を目指すことが求められます。
とするならば、今は近隣の地域や県と観光業者が主体となって、「ストーリー」を準備するべきなのだと考えます。そこに、不足するものについては、県行政として、
しっかりと担保していくべきなのだと考えます。
まずは、連携したプロジェクトチームの設定です。



（１） （１） 新たな経済ビジョンの策定について

質問１４ このビジョンにおける県民、経済界、行政それぞれの役割をどのように考えるのか伺うとともに、ビジョンの実効
性を確保するため、具体的な施策ごとに、プレーヤーや効果等を明確にし、県民に広く周知する必要があると考え
ますが、知事の所見を伺う。

【知事】現在は人口減少時代ということでございますので、なんといっても一人ひとりのスキルアップですとか関りを深くしていっていただく、そういう事で経
済を盛り上げていくことが必要だろうと思いますし、今はデジタル時代ということで、若い方はそういう事が得意だと思いますので、特に強く担っていただければと
考えています。
そういう中で、役割分担ということでございましたが、例えば企業や経営者の皆様におかれましては、賃上げとかリスキリングということで「人への投資」である
とか、また、働き方改革、働きやすい環境づくり、こういった事に努めていただきたいと思いますし、働かれていらっしゃる方々につきましては、ご自身のスキル
アップを図っていただくとか、また新しいビジネスを興していくようなことにチャレンジしていただくとか、さらには産業のＤＸ化、こういった事にも積極的に関与
していっていただくと期待しております。
行政といたしましては、こうした企業であるとか県民の皆さんのチャレンジを支援させていただく。例えば伴走型でいろんな応援をする、または補助金を出させて
いただく、いろんな形で支援をさせていただきたいと考えているところです。

今定例会において、新たな「ふくい経済ビジョン」の案が示されました。
長期ビジョンの「しあわせ先進モデル活力100万人ふくい」を、この経済ビジョンでも基本目標に掲げ、将来像として「日本一の「幸せ実感」社会の実現」を目指すとして
います。そして、人への投資、デジタル化等による経営改革、付加価値づくり、交流拡大といった４つの戦略とそれぞれ５つのプロジェクトが示されており、一部の企業や
経営者だけでなく、社会・経済に関わる全ての人が自分事として取り組むとしています。
まさに「チームふくい」一丸となってプロジェクトを実践していくということでありますが、そのためには、各プロジェクトについて、行政の役割はもちろん、経済界、何
より個々の県民がプレーヤーとしてどういった役割を担うのか、具体的施策は誰が、何をするのか、ということを明確にする必要があります。さらに、各施策がどう幸福実
感につながるのか、県民にわかりやすく示し、理解を得ることで、具体的な県民の行動につながっていくものと考えます。ただビジョンを策定したというお知らせだけでは、
結局、行政や一部の企業だけのビジョンになってしまうのではないでしょうか。

５ 産業行政について

（１）新たな経済ビジョン（仮）の策定について



質問１５ 現ビジョンで達成されたなかった数値目標について、その原因をどのように捉えているか、また、新しいビジョン
にはどのように反映させているのか、所見を伺う

【産業労働部長】福井経済新戦略の目標のうち、一人当たりの県民所得は令和５年度の３５１万円という目標に対しまして、直近の現状は３３４万円と５％
程度下回ってございます。これは統計処理の問題もございますけれども、一つには、長引いていたデフレ、物価下落の影響と、消費税増税の影響が主な要因であると
分析しています。
他県と比較しますと全国５位と上位にはありますけれども、一層の県民所得の向上のためには、まずは企業収益を高め、その利益を県民に分配していくことが重要
であり、今回のビジョンにおきましても「人に投資し人を大切にする経済・社会の推進」ということを実行戦略の一番の柱として、賃上げやリスキリングなど、成長
を担う人材の育成・確保を強化してまいりたいと考えております。
また、３次産業の付加価値額につきましては、目標は上回ってございますけれども、策定当時から比べますと４．２％の減少となってございます。こちらは原子力
発電所の運転停止の影響を受けたものでございます。
このため、高付加価値企業の誘致や育成に加えまして、電気事業の割合が大きい嶺南地域を中心に、水素・再エネ関連産業の創出や廃炉・リサイクル産業の育成など、
産業の複線化を図ってまいりたいと考えてございます。

平成22年に策定された現在の「福井経済新戦略」においては、「県内総生産」「1人あたりの県民所得」「製造品出荷額」「３次産業の付加価値額」の４つの数値目標を
設定しており、一人当たりの県民所得、３次産業の付加価値額については策定時よりも減少しているとのことであります。消費税増税や昨今の物価高騰の影響などが考えら
れますが、その原因をしっかり分析・評価し、新たな戦略に反映させる必要があります。

本定例会に提案されている令和５年度当初予算は、４月に統一地方選挙を控えた骨格予算となっておりますが、北陸新幹線福井・敦賀開業に向けた事業を始め、人口減少
対策、そして、電気・ガス価格の高騰への対応や新型コロナ感染症対策など、直面する課題を置き去りにして、県政が停滞することがあってはなりません。
特に、県内経済の先行きには、厳しい見方が広がっています。これまで多くの中小企業等が、新型コロナ感染症や円安、物価・原材料高騰の影響に苦しめられてきましたが、
昨今の電気・ガス価格の高騰により、さらに厳しい経営環境に置かれています。さらに、今後、実質無利子・無担保のゼロゼロ融資などコロナ対策融資の本格的な返済開始
の時期を向かえ、資金繰りに行き詰まり、事業継続をあきらめるといった企業が増えていくことが懸念されます。また、本県は有効求人倍率が全国一高い状況にありますが、
中小企業にとっては、慢性的な人手不足の状況にあると言えるのではないでしょうか。全国的に人手不足による倒産も増加しており、県内においても注視が必要であります。

【知事 つづき】 経済ビジョンにおきましても、これまで特定の業種を進めるとか、こんなような企業を育てていくとか、さらには経営者の皆さんに訴え

るとか、そういったやり方をしていましたが、縦割りになるような形よりは、いろんな方々、全ての皆さんに参加していただくようなセミナーであるとか交流会を企
画していくことが大切だと考えます。先般、若い方にお集まりいただきました。色んな業種、高校生も入っておりましたけれども、「チャレンジ応援フェス」という
ものに出させていただきましたが、そこで話していると、皆さんから、次々と新しいことを一緒にやろうよという声が出ておりました。いろんな人がごっちゃになっ
て交流するというようなことも、とても大事だと思っていますので、そういったことを経済ビジョンの中でも示しながら、今後とも県民に周知、また経済の発展のた
めに努めてまいりたいと考えているところです。



質問１６ 電気・ガス価格の高騰、ゼロゼロ融資の返済、そして人手不足という、中小企業等にとっては三重苦ともいえる経
営環境をどのように認識しているか、そして今回の当初予算の編成に当たり、県内中小企業の支援策をどう考えた
か、知事の所見を伺う。

【知事】県内の倒産の状況でございますけれども、東京商工リサーチによりますと、令和４年、昨年の倒産件数は３２件ということで、２０００年以降最少と
なったという状況でございます。そういう中で、ご指摘もいただきましたけれども、例えば、電気とかガスの料金が高騰している、それからコロナ禍の融資の返済が
始まって資金繰りが苦しい、さらには人材不足、こういった大変厳しい状況にあることはおっしゃる通りだというふうに認識をいたしております。
こういうことで、今回の予算案の中でも、例えば、電気・ガス料金の高騰につきましては、特に大きな影響を受けられる事業者の皆様方に対して緊急の支援をさせて
いただくといったことも打出しをさせていただいておりますし、また、省エネ対策、これが継続的に効果が出てまいります、これに対しては保証料の全額補給といっ
た制度融資の創設も出させていただいているところでございます。
また、コロナ関連融資につきましては、借換需要に対応する新たな融資制度を設けますし、人材確保につきましては、人手不足産業の就業者に対する奨励金も制度化
させていただいておりますし、さらには、収益確保のためにサプライチェーン全体で価格転嫁を促す、こういったことも行いながら、中小企業の皆様方への支援を幅
広く行ってまいりたいと考えているところでございます。

現在、労使間において、賃上げ実現に向けた春闘が行われております。中小企業等の賃上げには、その原資が確保できるよう、生産性向上の取り組みに対する支援と併せ、
コスト上昇分が企業間の取引価格に適切に価格転嫁されるよう支援していく必要であります。
国は、生産性向上に資する設備投資を行い、従業員の賃金引上げを行った中小企業・小規模事業者に対し、最大600万円までの補助を行う「業務改善補助金」制度を設け

ました。福井県も12月補正予算において、国の助成を受けた企業に対し1/10の上乗せ補助を盛り込みました。
一方、価格転嫁策については、国において、親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行の順守などを盛り込んだ「パートナーシップ構築宣言」の取組みが進められていま

す。親事業者が取引先や下請け事業者との共存共栄を宣言することで、原材料などのコスト上昇分を価格に転嫁できる関係を構築できる制度です。この宣言を公表した事業
者には一部補助金について加点措置が講じられるなどのインセンティブが与えられます。

（２）中小企業への支援について



【産業労働部長】原材料価格等が高騰する中、賃金引き上げを実現するためには、県として、価格転嫁の適正化と生産性向上の両面から企業をしっかりとサ
ポートしていくことが必要と考えております。
このため、価格転嫁の適正化につきましては、取引条件のしわ寄せを防止するための国の取組みである「パートナーシップ構築宣言」、こちらへの登録企業の拡大に
向けまして、来年度から、産業労働部の補助金におきましては、原則的として登録企業に対する加点措置等を行うことといたしました。
また、生産性向上につきましては、今後、経済団体と協働し、経営者向けのセミナーを開催するほか、社会保険労務士や中小企業診断士など複数の専門家がワンス
トップで対応する特別相談会、こうしたものを実施するなどの支援を行いまして、企業の個別事情に寄り添いながら、賃金引き上げの取組みを応援してまいりたいと
考えております。

【所感】
親企業と下請け企業が連携していくことにより、価格転嫁を進め、共存共栄を目指していく「パートナーシップ構築宣言」は、現在の三重苦（電気・ガス料金の高
騰、ゼロゼロ融資の返済、人手不足）を背負っている中小企業にとって、経営基盤をささえるために、大きな希望となっています。
ただ、親企業が宣言する目形にはなっているものの、実際にパートナーシップ構築がなされ、それが中小の価格転嫁に生きた形で生かされていくかどうかについて
は、しっかりと観察していく必要があります。
産業労働常任委員会では、現在のところ、県内で１８１のパートナシップ宣言がなされたとのことですが、これがさらに広がっていくよう、県行政としても、啓発
していくとともに、その実効性を注視していく必要を感じます。

質問１７ 1月27日、知事は県経団連の八木会長に対し、県内企業が物価上昇に負けない積極的な賃上げに取組むように要請
されましたが、県としても、国の「パートナーシップ構築宣言」の取組みに、県内の中小企業・小規模事業者が積極的に参加
できるよう支援するなど、賃上げ実現に向けたきめ細やかな対応が必要であると考えますが、所見を伺う。
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６ 農業行政について

（１） 担い手確保について

質問１８ 本県農業の労働力の現状および「新ふくいの農業基本計画」における担い手確保の進捗に対する認識を伺うととも
に、来年度の計画見直しにおいては、人材育成・確保を最重要項目に位置付け、更なる新規就農者の拡大に向け、県内外の就
農希望者への支援の充実と県外でのＰＲ強化を図るべきと考えますが、所見を伺う。

【農林水産部長】県では、人口減に伴いまして農業者が減少・高齢化する中で、効率化を図ること、また作業負担を軽減することが大事だと考えてお
ります。このため九頭竜川のパイプラインなどの基盤整備のほか、圃場整備率につきましては全国第２位、８８％になりますこちらの活用ですとか、また全国
で第５位、７割弱になります農地集積による規模拡大、またスマート農業の導入によりまして、こちらについても４，１８５haに広がっております。こうした
取り組みによりまして農業生産力を維持してまいりました。
新規就農者の育成につきましては、園芸におけます「ふくい園芸カレッジ」のほか、水稲におきましては「OTAMESHI就農」ですとか「越前若狭田んぼ道場」を
開始しております。また、農業機械の導入支援ですとか、市町と連携した人材育成拠点、こちらも４か所整備しました。こちらにおきまして就農者数につきま
しては、農業基本計画５年度までの目標でありますが、こちらに掲げる５００名を上回る見込みであります。
また、県外からの人材誘致につきましては、今後、東京、大阪など都市圏で開く就農フェアにおきましてＰＲすることですとか、就農希望者の方への農業体感
バスツアー、こちらの回数を増やすということも考えております。さらにＪＡとの連携を強化してまいります。担い手の確保は重要でありますので、来年度の
農業基本計画の改定におきましても、強化策を検討していきたいと考えております。

国が実施した令和４年農業構造動態調査によると、自営農業を仕事にする基幹的農業従事者は全国約122万人であり、前年に比べ約7.6万人、5.9％減少しています。そして
65歳以上の割合が70％を占め、年々高齢化も進んでいます。全国の新規就農者が、ここ数年約５万人程度で安定的に推移していますが、離農者をカバーするだけの後継者は
確保できていないのが現状です。
本県の状況をみると、令和４年の基幹的農業従事者数は7,800人であり、前年に比べ500人、７％の減少です。65歳以上の割合は約85％で、減少率、高齢化率ともに全国と比
べて厳しい状況にあります。県は「新ふくいの農業基本計画」において、経営規模の大きい農業法人等を育成し、水田農業の就農希望者の受け皿になることを期待していま
す。また、園芸カレッジが核となり、新規就農者の育成に取り組んでおり、令和５年度までの５年間で500人、年間100人の新規就農者の育成を目指しています。昨年度は新
規就農者121人を育成したとのことでありますが、人口減少が加速する中、想定より農業者の減少が拡大していないか懸念されます。



７ 教育行政について

（１） 高等教育機関における経済的負担の軽減について

質問１９ 国の議論も見据えつつ、県としてこの給付型奨学金の対象を拡大するなど、大学等における家計の負担、卒業して
社会に出る若者の負担を軽減するような支援制度の拡充が必要ではないかと考えますが、所見を伺います。

【交流文化部長】県では、有効求人倍率が高い理系の人材をＵＩターンで確保いたしますために、平成２８年度から奨学金返還支援に着手いたしまし
て、募集人数や対象職種を追加するなど制度の拡充を図ってまいりました。この結果、昨年度末までにＵＩターンした学生の数は２０５人となってございます。
令和３年度から、企業が社員の奨学金を代理返還すれば法人税軽減が見込まれる日本学生支援機構の制度も始まっており、県内企業に利用を働きかけており
ます。
さらに、先ほどご指摘いただきましたとおり、国では、高度人材の育成に向け奨学金制度の見直しを進めておりまして、令和６年度から給付型奨学金の対象
を子ども３人以上の世帯や理系学生に拡充するほか、大学院生の出世払い奨学金の導入を予定してございます。
今後も、こうした国の動向あるいは県内企業・学生ニーズを聞きながら、県内で働く若者の経済的負担軽減につながるよう、本県の奨学金返還支援制度の対象
や支援額の拡充について検討してまいります。

【所感】
大学など高等教育機関に通う子どもを持つ世帯の経済的負担は大変大きいものがあります。家計の経済事情により、奨学金を得て大学に通う若者が少なくありませ

んが、多くの場合、その奨学金は貸与型であり、返済の義務を負って社会に出ていくことになります。これは若者にとって、経済的だけでなく精神的にも大きな負担
となります。このような大きな負担は、若者が希望する進学をあきらめざるを得ない状況を生み出し、さらには若者の、家族や子どもを持つといった将来に対する不
安につながり、少子化の大きな原因の一つでもあると考えます。
現在、国において、2024年度からの実施に向けた、給付型奨学金の対象拡大やいわゆる出世払いといった貸与型奨学金の返済制度の見直しなどに関する議論が進めら
れています。ただ、若者の誰もが経済的な不安なく希望する進学を実現できる制度となるのか、まだまだ不透明であります。
県では、福井県にＵＩターンし、就職する大学生等の奨学金の返還を応援する事業を実施しています。子どもたちの経済的負担を軽減しつつ、福井に戻ってくる若者
を増やすという点で、人口減少対策としても有効であると考えます。



（２） 教員採用試験の見直しについて

質問２０ 国の議論も見据えつつ、県としてこの給付型奨学金の対象を拡大するなど、大学等における家計の負担、卒業して
社会に出る若者の負担を軽減するような支援制度の拡充が必要ではないかと考えますが、所見を伺います。

【教育長】教員志願者数の減少は、全国的な今、傾向でございます。近年、学校の多忙さや教職員の処遇の在り方が社会的に注目され、教育学部の学生の
中にも教職離れの傾向が見られるなど、新卒の志願者数が減少しております。
また、本県では、他県の公立学校に勤務する現職教員や一次試験を合格し県内で講師として勤務する志願者には、一次試験を免除するなど、志願者の負担軽減
を考慮し正規採用を進めてきたこともあって、他県現職や講師等の志願者数も、ここ２年減少してきております。
今年夏に実施します令和６年度の教員採用選考試験に向けて、東京都をはじめ他県の取組みを参考に、志願者の負担軽減も考慮した有効な制度を現在検討して
いるところでございます。

教育分野においても人材確保は大きな課題となっております。昨年７月から行われた県内公立学校の教員採用試験についてみると、来春の採用予定が、教職員の退職者の
増加を受け、今年度より38人多い262人に対し、志願者数が62人少ない774人でありました。志願倍率は約３倍と過去最低とのことであり、出願者数の減少が顕著となってお
ります。年度中に非常勤講師が正式採用されて既卒者の受験が減少したなど様々な要因があると思いますが、このままでは、今後更に教員志望者が減少していくのではない
でしょうか。
こういった状況は全国的な課題となっています。東京都では、来年度の教員採用試験について、一部試験を大学3年生でも受けられるようにするとのことであります。試験
機会の分散で受験生の負担を減らし、年々減少を続ける志願者の確保につなげるとのことであります。



【所感】
志願者の減少の要因は数多くあるのでしょうが、ここでは４点のみあげたいと思います。

（１）教育の難しさが子どもたちとの人間関係づくりが根っこにあります。その信頼づくりは簡単ではありません。時にはあえて突き放すこと
もあれば、微妙な距離感の中で見守ることも求められます。そのタイミングを一人の教師の判断で行うことは至難の業です。諸先輩のア
ドバイスや体験を耳にしながら身に着けていく感性なのだと思います。今、その時間が急激に減少し、どうしても表面的な関係づくりに
なりかねない状況です。自信を失っている先生方を支える場のない学校は、怖さを伴う職業とも捉えられます。しかも、その叫びがいろ
いろな形で見聞きする時代でもあります。自然と躊躇することにも繋がります。

（２）講師で勤めておられる先生方、会計年度職員として採用されている講師の先生方は、即戦力です。しかし、その扱いや処遇は厳しいもの
でした。幾度かのチャレンジの末、教職をあきらめざるを得なかった方も少なくありません。その中で、その大切さと必要性に気付き、
採用を促したこともあり、講師の先生、つまり採用試験の受験者数が減少しつつあるわけです。

（３）今なお、ブラックという言葉を耳にします。その中身は２点あります。部活動をはじめとする勤務の過酷さです。今なお、月８０時間超
の時間外勤務が必要な職であり、超過勤務に対しての対価の無いというみことに対してのブラックはもちろんあるわけですが、問題はも
う一つのブラックです。つまり、時間外勤務を正しく把握しきれないというコンプライアンスの面からのものです。
それは、働き方改革が叫ばれる中で、職としての魅力を低下させているのかもしれません。

（４）社会的にも経済的にも、教職に対する評価は低下していることです。給料や時間はきついけれど。それ以上に、精神的なつながりや部活
動での感動が得られるとして教職を目指していた方にとって、時間を割いてもそんな職場を期待していた方にとつて、勤務時間が優先さ
れ、やりたくてもできない環境となりつつあります。それは、モチベーションの低下につながります。

必要なのは、あらゆる角度から、俯瞰することであり、長期的な教員確保計画を国全体で考えていくことです。限られた人材を奪い合ってい
く間に、教員の数と質は低下していかざるを得ないのであり、将来の国の力を弱めることになってしまうのだと考えます。
教育に力を入れ、先進的な福井県が、その先頭に立って進んでいくことを願います。
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