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第356回定例県議会

12月補正予算で代表質疑

第356回12月定例県議会は令和2年度決算案などを承認し、13日間の審議を終え閉会しました。12
月13日の最終日には、令和３年度12月補正予算が上程され、自民党議員団を代表して質疑に立ちま
した。12月補正予算は約723億円で、コロナの次なる波に備えた医療提供・保健所体制の強化やワク
チン接種体制の整備、事業者への支援拡充、観光等の需要喚起対策の実施等の内容で、審議の結果、
原案通り可決しました。私の質疑の概要を紹介させていただきます。
1. 中小企業新事業展開応援事業について
富山 新型コロナウイルスにより影響を受けた
中小企業に、国及び県としても各種給付・支援を
行ってきた。特に、コロナ対策とし
ての設備やシステム購入などへの補
助は、コロナ禍の中でも創意工夫を
しながら生き残り、ピンチをチャン
スに変えようとする意欲ある事業者
への支援として重要といえる。そこ
で、中小企業新事業展開応援事業に
よる支援の考え方は？
知事 本事業は、中小企業等との
ビジネスモデルの再構築を図るということを目的
としている。当事業を活用し事業構造の転換、再
構築を図り、中小企業者の成長を後押ししていき
たい。

2. 第６波に備えた検査体制について
富山 感染拡大を食い止めなくてはならない。
このため民間を活用した検査体制が有効だと考え
るが対策は？
健康福祉部長 広域にチェーン展
開している大手の薬局などにも協力
を求めるなど、多くの方が利用しや
すい場所での検査体制の整備に努め
ていく。
3. 歳入予算について
富山 今回の補正予算における財
源確保の状況は？
新県政推進室長 国の交付金を最大限活用しな
がら事業効果を早期に発現させ、感染拡大防止、
地域経済の下支え、ポストコロナ社会への転換の
促進を図っていく。

県政改革方針を議論 丁寧な説明、ビルドの見える化を求める
県は今年度、行財政運営方針を見直し「県政改
革方針（仮称）
」を策定することにしています。「躍
動する兵庫の実現」
「持続可能な行財政基盤の確立」
「イノベーション型行財政運営の実現」を基本方針
として、改革の前提となる財政収支見通しについて
は、経済成長率の見込みを、内閣府が示すより堅
実な試算である「ベースラインケース」に変更しま
した。これは、
コロナ禍で中長期的な税収の見通し、
経済動向の見通しも含めて、不透明な面があること
から、堅実に見込んだものです。
これによって令和３年度から令和10年度までの
収支不足の総額が約100億円増えて440億円になり
ます。このため、事務事業や投資事業の見直しを
行い、令和10年度までの総額で約1,300億円の効
果額を見込んでいます。
県民に今の本県の置かれている財政状況を分か
りやすく伝えることや、社会の変化で必要性が低下
した事業の廃止または縮減することは評価できます
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県政を身近なものに
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第355回定例県議会 決算委員会に臨む
立春とは名ばかりでまだまだ寒い日が続いておりますが、県議会
では新年度に向け、熱い議論が続いています。令和４年度は齋藤新
県政が本格スタートします。コロナ危機を克服し、県政の両輪を担
う県議会議員として、新たな時代に相応しい兵庫県の道筋を拓くこ
とが使命として、新年度予算案など議会審議に臨んでいます。
昨年10月の第355回定例県議会では令和２年度決算案を集中審議
する決算特別委員会の委員として審査・質疑を行いました。井戸県
政20年を総括する大変重要な決算案であり、私がこれまで取り組ん
できた「次代を担う子育て教育の地域ぐるみでの支援」「地元企業
と就労のマッチングの官民挙げた推進」「福祉の充実を基礎として
住み続けられる活力あるまちづくり」等を踏まえつつ、兵庫の未来
をひらく持続可能な行財政基盤の確立を目指して、委員会に臨みま
した。質疑は部局ごとに行われ、その概要を紹介させていただきます。ご一読ください。
相生市においても変革期を迎えています。だからこそ、これまで以上に県と市町との連携強化に汗
を流し、ふるさとの発展に向け全身全霊で取り組んでまいります。今後とも倍旧のご支援ご指導を賜
りますようお願い申し上げます。

未来ひらく持続可能な行財基盤の確立へ
財
県議会行財政運営調査特別委員会を自民党議員団政調
副会長として傍聴しました

が、「事前説明が不十分で唐突」「ビルドの部分が
見えない」といった意見が県議会だけでなく、市町
や関係団体等からも出ています。
自民党議員団では、改革方針について議論を重
ね、廃止・縮減事業の代替案の提示、県と市町と
の合意形成を協議する場の設定、知事自らによる
県民への丁寧な説明などを、県議会行財政運営調
査特別委員会で意見表明してきました。
２月定例県議会での審議を得て正式に策定され
ることになっており、県民の声が反映され、改革が
より良い方向に進むよう、議論を尽くしてまいります。
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▶県政のご相談は、
お気軽に県議会議員・富山恵二事務所まで◀
〒 678-0022 相生市垣内町 7-25 TEL：0791-55-9840 FAX：0791-55-9841 https://www.tomiyama-keiji.jp
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法人関係税及び
超過課税について
富山 コロナの影響
により法人関係税収入
は当初見込みより減少
している。産業、雇用
に資する貴重な財源と
して活用している超過
課税収入も当初の想定
から相当落ち込んだと
思うが影響は？
財政課長 超過課税

事業は５年間の収入見
込みを踏まえて事業計
画を策定して事業を実
施している。令和元年
度以前の収入額が当初
計画額を上回る水準で
推移してきたというこ
とがあって、今回のコ
ロナ禍による減収の影
響のあった令和２年度
実績を含めた事業計画
全体で見ても、収入見
込額も当初計画を上回
っているというような

状況。このため、事業
実施に必要な収入は一
定確保できている。今
後は、行財政運営方針
の見直しや当初予算編
成の中で、充当事業の
効果を検証して、効果
的な事業実施、事業の
効果発現に努める。

長期保有土地の
利活用について
富山 県が保有する
土地は利用が進まない
と県債発行に伴う利子

負担や管理面での経費
負担などが発生し、課
題が大きい。活用の方
向性は？
企画財政局長 令和
２年度は国や地元市
町、民間企業に対して
元三木警察署跡地など
25ヵ所、計９億9,000
万円で売却した。今後
とも庁内各部局や地元
市町との連携、調整を
図り、計画的な処理と
適正管理を推進する。

阪神・淡路大震災から27年 防災・減災への誓い新たに
阪神・淡路大震災から27年を迎えた１月17日、県などが主催する「ひょうご安全
の日 1.17のつどい」に出席し、亡くなられた方々に哀悼の誠を捧げました=写真。
自然災害が多発しています。感染症との複合災害を前提に震災の経験、教訓を「忘
れない」「伝える」「活かす」「備える」防災・減災への誓いを新たにしました。

発行者 富山 恵二

〒 678-0022 兵庫県相生市垣内町 7-25
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決算特別委員会に参画 財政状況・今後の事業展開など質問
活動に参加した。事業終
了後、地域活動のリーダ
ーとして活躍している地
元青年や活動地域に移住
した地域外の青年もお
り、この事業が地域を支
える人材の育成につなが
っていると考えている。

企 画 県 民 部
コロナ禍で不安を抱える
女性の支援について
富山 長引くコロナ禍
で人と人のつながりが希
薄化する中、これまでの
ように気軽に相談できる
相手がいないなど、不安
を抱える女性が増えてい
る。どのような支援をさ
れ、また今後の支援は？
県民生活部長 男女共
同参画センター内に設置
しているハローワークと
連携し、就職を希望する
人に対し、個別相談から
職業紹介までをワンスト
ップで支援している。加
えて、県のコロナ情報の
ホームページで女性のた
めの支援情報をまとめて
掲載したり、オンライン
相談や、同じ悩みを持つ
女性同士が語り合える居
場所づくりなどをＮＰＯ
と協働で進めていく。
ふるさとづくり
青年隊の取組について
富山 ふるさとづくり
青年隊事業は、ひと工夫
が要るのではないかとい
うのが正直な気持ちであ
る。人材育成という点に
照らして、これまでの取
組状況は？
青少年課長 令和２年
度は９団体に助成し、地
元青年57人、地域外の
青年55人の合計112人が

ひきこもりサポート
支援・サポーター育成
富山 ひきこもりの長
期化、高齢化が進む中、
当事者や家族が追い込ま
れる前に社会で支える対
策や予防策などを、ぜひ
お願いしたい。
女性青少年局長 ホー
ムページなどで相談窓口
を周知し、早めの相談を
促すとともに、地域にお
ける支援人材として「ひ
きこもりサポーター」を
106人育成し、当事者や
家族の気持ちを理解した
上での声かけなどを行っ
ている。引き続き、支援
の充実に取り組む。
青少年の安全安心な
インターネット利用促進
富山 県だけではな
く、市町の協力も得なが
ら、インターネット利用
の危険性やルールづくり
の重要性等について広く
周知することが大事だ。
青少年課長 ルールづ
くりの取組が定着するよ
う、これまで県がモデル
的に実施してきたワーク
ショップが各市町単位で
開催されるよう支援して
いる。取組が進んでいな
い市町に働きかける。

健 康 福 祉 部
不妊治療の支援について
富山 コロナ禍での妊
娠、出産への不安解消や
不妊治療への理解促進、
不妊治療と仕事の両立な
どに取り組むべき。
健康増進課長 妊婦の
ＰＣＲ検査費用を助成す
るとともに、感染した妊
産婦に対しては、保健師
等が家庭訪問等を行う寄
り添い支援事業を実施し
ている。特定不妊治療指
定医療機関が少ない地域
において巡回相談の実施
をしている。
認知症予防について
富山 2025年には、
65歳以上の５人に１人
が認知症になると言われ
ている時代である。早期
受診、早期発見につなが
る仕組みづくりが重要。
認知症対策室長 認知

症予防、理解促進から早
期受診につなげる地域の
実情に応じた仕組みづく
りに取り組めるよう、市
町等の意見を踏まえ検討
していく。

児童養護施設の子供の
就職支援と見守り
富山 児童養護施設退
所後のサポートまで手が
回っていないのではない
かと危惧する。所見は？
福祉部長 協力事業者
と連携した就労及び住宅
確保に向けた取組、退所
前の児童を対象とした自
立支援セミナーの実施等
を検討して、施設退所後
の児童が自信を持って社
会で活躍できるよう支援
していきたい。
コロナ後の後遺症対策
富山 コロナ感染症に
かかった人の、その後の
様子がやはり心配される
ようになってきた。県民

に後遺症についての正し
い理解が進むような取組
が必要。
いのち対策室長 コロ
ナ後遺症と診断されてい
る方の把握は困難である
が、令和２年度のコロナ
関係のこころの相談の件
数は1,363件。具体的に
は後遺症による倦怠感な
ど、体調不良を周りの人
に理解してもらえず、心
身ともに疲弊していると
いった相談が寄せられて
いる。今後も相談体制の
充実強化を図っていく。

産 業 労 働 部
ひょうごロケ支援Ｎｅｔ
の推進について
富山 兵庫県内での映
像製作を誘致・支援する
「ひょうごロケ支援Ｎｅ
ｔ」の今後の方向性は？
観光推進課長 観光誘
客につないでいく必要が
ある。中長期的には、全
国組織との連携体制を強
化して、本県の充実した
ロケ支援環境を国内外に
広く発信して、観光誘客
のみならず、関係人口の
創出にもつなげる。
ＷＥＢ合同企業説明会に
よる中小企業採用支援
富山 中小企業の多く
は採用などの分野で専門
部署を持たず、独自の採
用ノウハウがまだ構築さ
れていなくて、苦労をさ
れている。ＷＥＢ合同企
業説明会は有効な取組だ

とと考えるが所見は？
政策労働局長 昨年度
は８月以降にＷＥＢ合同
企業説明会を計３回６日
にわたり新たに実施し、
合計で約150社の企業と
約1,300人の学生が参加
した。イベントとしての
魅力も高め、一人でも多
くの企業と学生のマッチ
ングに向けて取り組む。

事業承継の問題について
富山 後継者が見つか
らないという理由で事業
を畳むということは防が
ねばならない。起業者支
援のように事業承継支援
の取組により承継者の発

掘に積極的に取り組むべ
きだ。
産業振興局長 中小企
業が行う事業承継の調
査、研究活動、体制整備
等、コロナ後の経営戦略
を構築する事業について
も応援していきたい。今
後も、商工会・商工会議
所、金融機関等と一体と
なって、事業承継の掘り
起こしから、資金調達、
設備導入まで切れ目のな
い支援を行い、価値のあ
る経営資源を次代の担い
手へと円滑に引き継いで
いく。

教育、就労、福祉を充実 住み続けられる活力あるまちづくり目指して
教 育 委 員 会
県立学校のオンライン
による学習支援
富山 新しいオンライ
ン学習の取組について、
令和２年度を踏まえて検
討していただいている内
容、経験則を踏まえた新
型コロナウイルス感染症
対策の観点も含め、オン
ライン学習の課題と今後
の方向性をどのように見
ているのか？
高校教育課長 昨年度
までに概ね教室のＷｉ−

Ｆｉ等情報ネットワーク
環境の整備が完了し、令
和４年度からタブレット
端末を各自が購入し、一
人ひとりが自由にタブレ
ットを活用して教育活動
を行う取組を導入した
い。オンラインによる学
習支援は、ふだんの授業
からＩＣＴ機器を活用し
た授業を行い、慣れて
いくことが非常時の活用
にもつながると考えてい
る。今後とも学校でのＩ
ＣＴ教育の推進はもとよ
り、緊急時等にも対応で
きる家庭におけるオンラ
イン学習支援が更に進む

よう環境整備を行う。

命の授業について
富山 命に関する授業
はスクールカウンセラー
ら専門家に日々教えてい
ただけるような、そうい
った取組も必要だ。
義務教育課長 児童生
徒が命について実感を伴
うことができるよう、例
えば、妊婦さんら外部人
材の活用をはじめ、特別
授業をスクールカウンセ
ラーと連携して行ってい
る。日々の学習の様々な
機会を捉え、命について
考える取組を充実するよ
う指導していく。

企

業

庁

播磨科学公園都市での
先端技術の実証実験
富山 取組状況、そし
て今後の方向性は？
地域整備振興課長 平
成30年度から自動運転
やドローンの実証実験を
行ってきた。複数のドロ
ーンを同時に遠隔管制す
る実証実験も行った。今
後とも、先端技術の実証
フィールドとしての提供
に協力する。
播磨科学公園都市の
企業誘致について
富山 中国横断自動車

道姫路鳥取線の播磨新宮
ＩＣから宍粟ＪＣＴが開
通すれば、都市環境が前
進する。交通アクセスの
向上による効果と、企業
誘致の取組状況は？
企業誘致課長 播磨自
動車道の全線開通を期待
する企業からの引き合い
も増え、昨年度の２件と
今年度の予定も入れての
２件、計４件の契約が完
了すれば、残る産業用地
は１区画となる。播磨自
動車道の全線開通は大き
なセールスポイントであ
り、企業への働きかけを
強化し、早期完売に向け

企業誘致を進める。

播磨科学公園都市の活用
富山 都市全体を一つ
のテーマパークと見立て
て体験ツアーなどを実施
するればＰＲにもつなが
る。ＰＲしながら、どう
活用していくのか？
公営企業管理者 地域
資源と連携しながら、科
学のまちを大いに発信し
ていきたい。

