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平成 24 年 3 月 1 日

鈴木（ひ）委員

　政策局の方から伺います。

　まず最初に特区の方から二、三お聞きをさせていただきたいと思います。頂

いた資料の８ページに昨年の、24 年２月６日に開催された地域協議会において

６事業について承認を得て、２月 14 日にこれを盛り込んだ特区計画の認定申

請を行ったということで、下に大変難しい事業が次から次に書かれています。

この中で一つ私がお聞きしたかったのは医工連携という言葉がありますが、こ

れはどういう意味なんでしょうか。

特定政策推進課長

　このたび特区計画に盛り込みまして申請いたしました事業のうち、医工連携

の中身ということでございますが、内容といたしましては２件ございます。共

に木原記念財団が管理主体となって行っておりますけれども、一つは横浜市大

と県内の機械メーカーが連携いたしまして腹腔鏡手術という手術、最近非常に

増えておりますけれども、そちらの本番の手術の前に、患者のデータに基づき

まして、いわゆるリハーサルが行えるシミュレーター、これを開発、こういっ

たものが１点ございまして、それからもう１点、こちらも同じく横浜市大とい

わゆる計測機器の会社との共同事業でございますけれども、家庭用超音波の画

像装置というものを開発する事業、こちらはいわゆる家庭や個人で乳がんでご

ざいますとか、あるいは動脈硬化、こういったものについてセルフチェックが

行えると、こういったものの医療現場の技術、その機械を応用した形で家庭に

持ち込んでいく、そういった科学の新製品の開発といったプロジェクトを盛り

込んでございます。

鈴木（ひ）委員

　今時点で、そのようなプロジェクトをどれくらい持っているんですか。

特定政策推進課長

　これは、木原財団さんをはじめ様々なところが、また、医工連携、特区との

関係では持っておりまして、総体の数字の方は私ども把握してございませんけ

れども、その他特区の構想に盛り込んでいる事業といたしましては、同じく木

原財団が今後行う様々な医工連携事業につきましては今後展開という形で構想

の方に盛り込んでいるところです。

鈴木（ひ）委員

　今のお話をお聞きすると、木原財団と某機器メーカーが中心だということで

すが、そうすると基本的に公の横浜市や県はどのような役割を担うのか。

特定政策推進課長

　こういった医工連携における公の立場ということでございますけれども、例

えばこういったプロジェクトにつきまして、経済産業省等の財政支援を受ける、

いわゆる公的資金の導入を受ける際には、私どもが申請をしたりとなってくる、

その橋渡しをする、そういった役割も出てまいりますし、また、そういったと

ころの例えばビジネスチャンスを求めてくる中小企業にそういった医工連携の



プロジェクトのその道案内をすると、そういったような役割が主に公的役割で

あるというふうに考えておるところでございます。

鈴木（ひ）委員

　私が言っているのは、偶然に木原財団からこういう話が出ていて何本かのプ

ロジェクトができたのは私は分かるんですが、中小企業の方たちというのは、

そもそもはこういうところに乗ってくるというのはなかなか厳しいじゃないで

すか。そうすると、この窓口というのはどのような形でつくられていくのか。

それは例えば入り口が今言ったこの中に出てきているような、基本的に五つの

拠点から発信されるのか、何かのルールというのをつくっておかないと、雨後

のタケノコのようにできましたよと、しかしそこのところに私は入れないとい

うような部分が出てきてしまう。ある意味、場を提供したものの中に格差とい

うのが出てくるんではないのかと私は心配しているんですけれども、それはど

うですか。

特定政策推進課長

　確かに、こういったプロジェクトの発足するという中で、中小企業にもいわ

ゆるビジネスチャンス、これをやはり得ていただいて、また、中小企業の方が

元気になっていただく、そういった活性化の取組を進めていく、これは大切な

ことだと思っております。

　特に、今の医工連携の部分につきましては、私が先ほど申し上げましたよう

に、いわゆるビジネスチャンスを求めてくる方に対して、ではどういうプロジ

ェクトが、どこで行われているのか、そういった道案内をするような立場とい

たしまして、特区構想の中では、いわゆるコーディネーターを設置する場とい

うふうなイメージを持っておりまして、目下、その方法となるライフサイエン

ス分野のシンクタンクの有する機能を有する法人等、その役割、位置付けにつ

いて協議を行っている最中でございます。

鈴木（ひ）委員

　中小企業の方々に対するきちっとした窓口や、その一本化、また方向性とい

うようなものについて、これは早急につくっていきませんと、華々しく打ち上

げたのはいいんでしょうけれども、これだけ大変に、例えば医工だけでなくて、

医の次に何かつく連携っていっぱいこれから出てきますよね。それをまたつく

っていかなきゃならない。そうすると、その一つの何かフレームワークみたい

なものをきちっと提供していかないと、一回一回こういう形でもって、こうい

うものがありましたとトピックスだけで現場は動くわけじゃないわけですから、

この対応方の検討をお願いをしたいというふうに思うんですけれども、いかが

でございますか。

特定政策推進課長

　委員おっしゃられましたとおり、確かにプロジェクトごとに例えば窓口、道

案内のルートが異なるということではなくて、やはりこういった特区の取組に

対する、いわゆるワンストップ的な部分、それは医工連携にとどまらず、医療、

技術も応用いたしました例えば健康関連産業の開発等の様々なジャンルがあろ

うかと思いますけれども、そういったワントップの窓口というものの設置は必

要であろうかと考えておりますので、また、この３団体で協議をしていく中で、



そのような機能につきましても検討してまいりたいと考えております。

鈴木（ひ）委員

　その中で、私すごく大事だと思っているのは、この中での経済効果、具体的

に県、横浜市、川崎市で雇用というもの、またターゲットも持つことも大事で

すよね。ターゲットがなければ、その辺りのプロジェクトは出ない。そのター

ゲットというのは、雇用、そしてまた経済効果というのはどういうふうに考え

ておりますか。

特定政策推進課長

　この総合特区計画における、いわゆる経済効果あるいは雇用創出効果でござ

いますけれども、もともとこの総合特区制度、国の成長戦略の中で強い経済の

実現と、突破口となる手段ということで発足している制度でございますけれど

も、このたびの私どもの総合特区の構想におきましては、医療、健康産業の創

出、こういったことを通じまして、当面の目標といたしまして、まず５年後の

約 3,000 億円の経済効果、これを掲げているところでございまして、20 年後に

は約 14 兆円ということで経済効果を生み出すという考え方をしています。

　また、その際の雇用創出効果でございますけれども、これは 20 年後という

形になりますけれども、様々な理論値上の計算ございますけれども、約 23 万

人の雇用創出効果をもとに計算をしているところでございます。

鈴木（ひ）委員

　もしできたら、その今 14 兆円を生み出すと予想される何か技術的に飛躍し

発展するようなものって何なのでしょうか。

特定政策推進課長

　健診データを活用とした情報ネットワークの整備、こういったものを一つの

戦略的なプロジェクトとしております。こちらにつきましては、例えば健診の

際の血液の分析状況を取りデータとして蓄積すること等によりまして、健康時

あるいは病気のときのデータを蓄積し活用していく。また、そのデータベース

を活用される方、その方に対してからのまた収入も入ってまいりますし、また、

そのデータベースを利用いたしまして健康食品でございますとか、また医薬品

の新たな開発、こういったものの応用につなげていただくということで、そう

いった意味で国内の医薬品の市場、こういったところでは例えば先ほどの 14

兆円の内訳といたしましては約 3.9 兆円、また、新たな、例えば先ほど申しま

したけれども、セルフ医療の健康のセルフチェック等そういう医療機器の市場、

こういったもので 5.6 兆円があり、主な経済効果ということで見込んでいると

ころでございます。

鈴木（ひ）委員

　私は、この特区、大変に華々しくこの議会の中では話しているわけでござい

ますが、実際には新聞、テレビ等々で報道していただく以外は、正直申し上げ

て県民はどこまでこれが進んでいるのか等々あまり関心がないのではないかと、

この情報量としては、本当厳しい状況じゃないかと思うんです。私の地元の等々

についても、まず中には理化学研究所もあることも分からない方が結構いらっ

しゃるんですが、木原財団といっても、はあ、キハラさんみたいな形で分から

ない方が結構いらっしゃる。



　それで、これだけの雇用経過を狙っていらっしゃるというんであるならば、

私は一度、大きく大きく県として、やっぱり夢のあるプロジェクトなんだから、

一度横浜市、川崎市を入れて大きなものをぶち上げて、情報をもっとしっかり

とした、私は責任という意味においても、3,000 億円やまた 14 兆円というお金

もちゃんとお知らせしながら、雇用効果もこうだということを県、横浜市、川

崎市として責任を持ってその数字をやっぱりインフォメーションすべきだと思

うんです。この点、どうでしょうか。

特定政策推進課長

　確かに、今こちらの京浜の特区につきましては３団体、特に地元、横浜市、

川崎市の方で大いに着目を受けているところでございますけれども、一方で県

内広く捉えますれば、県の西の方においても県が誘致してまいりました有力な

医療機器の会社、あるいは薬品の企業と集積しているわけでございまして、や

はりそちらの方々にはこちらの特区における先端的な取組にまず興味を持って

いただいて、その中で特区と連携していただく、そういった関心を持っていた

だく必要があろうかと思いますので、私どもといたしましても３団体共同で申

請しまして、この特区を目指すと、実現することによる利益が大きい、いわゆ

る明るい世界です、企業の皆さんにどのような恩恵があるのかといったところ

を強調しながら、今後しっかりとＰＲに努めてまいりたいと考えております。

鈴木（ひ）委員

　ＰＲの仕方もいろいろあると思いますので友好的な周知をお願いします。本

当に私はずっとこの質疑をお聞きしていて、何となくやはり削減とか、またこ

れから先どうなるんだろうという、そういうものの中に、何かやっぱり行政と

して一つ明かりというものは照らさなきゃいけない。それはやっぱり、私、本

会議でも申し上げましたけれども、経済を回すという、経済のエンジンを回す

というところへずっと私も執着をしているんですが、その中にはやはり今大事

な角度として、リードオフマンとしてのこういうまたプロジェクトがあるわけ

でございますから、しっかりそこをまた支えていくという意味でも、是非とも

またコンシェルジュ的な意味合いも含めて、是非ともＰＲ活動をしっかりお願

いをしたいというふうに要望しておきたいというふうに思います。

　続きまして、緊急財政対策の本部を設置していただけるということで、二、

三お聞きしたいというふうに思います。

　この中で私は一つ気にかかったというよりも、教えていただきたいのは、何

を目指しているのかという、４番目の中に予算の積算方針という、予算の積算

単価など制度の根幹に踏み込んだ見直しとありますが、これはどういうことな

んですか。

予算調整課長

　今、検討項目につきましては７項目を掲げさせていただいておりますけれど

も、この予算の積算方式につきましては、予算を計上する際に積算の単価全般

につきまして民間のベースと比較していかがであるかみたいな観点から見直し

を行っていこうというものでございます。

鈴木（ひ）委員

　この中でもって公単価と民間単価というもののこの溝を埋めたいということ



なんですよね、どうなんでしょうか。

予算調整課長

　私ども予算を積算するときに、単価にボリューム、件数などを掛けて計上す

るようなことがある部分、あるいは、それ以外に１件ずつ見積りを取ったりし

て計上していく部分など、いろいろな手法がありますけれども、ここで申し上

げているのは、その予算の積算に当たっての単価の部分について、今まで私ど

も比較的前年に実際に予算に計上した額、あるいは執行して契約をした額など

をベースに見積もるという形が多うございましたけれども、それを本来あるべ

き姿というのをもう一回原点に立ち返って、その単価自体が民間の市場のそう

いう取引、あるいは契約されている額と比べて高くなっていないかみたいな観

点を探ってまいりたいということでございます。

鈴木（ひ）委員

　私はなぜこれを聞きたかったのかというと、これは結構大きなことだと思い

ます。どういう結論が出ているか私は知らないけれども、それはもう公のやっ

ぱり積算というのはこれからは捨てましょうというふうになっていったら、万

が一そこで仮定だから、これは課長に聞くのは失礼かもしれないけれども、こ

れＰＦＩなんてなくなりますよね。どいうですか。

財産経営課長

　ＰＦＩ事業でございますけれども、民間の持つ資金調達能力、それから技術

力、経営能力を活用いたしまして公共施設の整備、維持管理、運営を包括的に

民間に委ねる、その際、低廉で良質な公共サービスの提供を実現するという手

法でございます。このＰＦＩ事業を実施を決定する際の重要な要素といたしま

して、バリュー・フォー・マネーがございます。これは、財政負担の対価とし

て最も価値の高い公共サービスを提供するという考え方でございまして、従来

と比較してＰＦＩで行った方が総事業費がどれだけ削減できるかという大きな

ポイントで検証するということでございます。

　その検証の際、委員お話しいただきましたように、県が直接実施する場合と

ＰＦＩ事業者、民間で実施する場合との前提の条件、コストとか、それからコ

ストだけではなくて、例えば民間事業者へリスク移転するということもござい

ますし、それからＰＦＩ事業として実施することの評価、こういったものも総

体的に含めまして、総合的に比較、評価するというのがバリュー・フォー・マ

ネーの考え方でございます。

　その際、委員お話しのように、現在の金利とか建設コスト、こういったもの

を勘案いたしますと、ＰＦＩで実施するメリットが小さいケースもこれからは

起きてくるかというふうに考えられますけれども、もともとＰＦＩ事業という

のは設計、それから建物を除却するとか建設するとか、それから維持管理、運

営、これを長期間一括して民間に委ねると、その際民間のノウハウを活用する

と、こういった総合的な視点もございますので、そういった視点でバリュー・

フォー・マネーを評価いたしまして、ＰＦＩ事業で実施すべきか否かについて

慎重に判断していくべきだというふうに考えております。

鈴木（ひ）委員

　おっしゃっていることは分かります。ただ、基本的に今までは公単価という



ものが大変に高い、要するに民間取引の方で建てた方がそのコストは安いんで

すよと。例えば、失礼ですけれども、そこの塀の下に例えばアルミ製のものを

使いなさいというけれども、例えば別に板でやればいいという中で、公単価と

大分違ってくるんだろうという私は認識でいるんです。

　ところが、実質的にこれがもし公単価もまたＰＦＩの単価も同じだというん

であるならば、ＰＦＩでやった場合には当然そこに利息というのは高い利息が

乗るわけじゃないですか。公会計というのは当然、絶対と言っていいくらい公

会計の方が利息は安いですよ。そうなってくると、先ほどおっしゃった、例え

ば長期間の契約の中に、人の手配ということもある。ところが、これだけ例え

ば人というものが、雇用というのが叫ばれている中において、ひょっとしたら

ば県としてそういう雇用というようなものが発生してもいいかもしれない。例

えば、先ほどの中期経済見通し等々も含めての話です。そういう観点も一つあ

ってもおかしくないと思います。

　そうなってくると、この中で、要するに予算の積算方式というふうな形で論

議をされるこの論議というのは、僕は大変な結果に、これから大きく大きくま

た県の施策というのを変えていくのではないかというふうに私は思っているん

ですけれども、いかがでございますか。

政策総務部長

　今回項目として、枠という意味でお示ししたそれぞれ政策事業から始まりま

して、今お話しの予算の積算単価にしても、これまで県として積み上げてきた

もの、県としての様々な実績がある。やっぱりそういったものをもう一度根っ

こから見直してみようという意味合いでございます。これまで、私の経験でも

予算の積算の方式ですとか、単価について見直してみようというようなことが

なかったのかなというふうにも思っております。

　ただ、当然県の予算というのが地域経済なり、あるいは地元調達の問題、雇

用の問題、様々な影響を及ぼします。当然、そういったことも含めて今後調査

研究の中で、大所高所から御意見を頂きつつ、また、自身がそこをしっかりと

考えていくと。ただ、抜本的なところで見直しをしていかなければ、これから

は中長期的にこの神奈川の財政を見たとき非常に厳しいものがあるだろうと。

そういった危機意識の下で今回こういった本部を立ち上げてさせていただくと、

そういう点の認識でございます。

鈴木（ひ）委員

　当然これからのある意味では解剖でございますから、どのような方向性に持

っていくか、これはまた別でございますけれども、私はこの中で例えばＰＦＩ

やら、またＰＰＰも含めて、空き地の県有地を活用した、これはやっぱり大き

な論議になっていく、ある意味では神奈川でやったこのことというのは、やっ

ぱり全国に広まっていくかもしれないという試金石であることは間違いないと

私は思っているんです。そういう意味ではとても大事な会議で、だから、ここ

の中で神奈川県の予算がという部分も、もちろんそれは柱なんだと思うんです

が、この辺り、例えば予算の在り方、例えば公会計、また等々の在り方等々に

ついて、これはしっかりとした議論をやっぱりお願いをしたいというふうに思

います。



　また、併せてこの中でＰＦＩ事業等々、県立保健福祉大学や江の島の水族館

等々ＰＦＩでやっていますけれども、このＰＦＩ、ＰＰＰについても、もう一

方チェックをお願いしたいというふうに要望しておきたいと思います。

　あわせて、一つだけお聞きしたいのは、この中で私は願わくば勝手な要望な

んですが、さっきから私は言っていますが、経済のエンジンを回したい、回す

べきだということを言ってきたわけでございますが、この中でやはり実際に経

済の活性化、エンジンを回すということについては検討はなされないんですか。

予算調整課長

　今回の緊急経済対策につきましては、現状 25 年度の当初予算の編成すらお

ぼつかないという大変厳しい県の財政状況を踏まえまして、スピード感を持っ

て取り組む必要があるというふうな認識でございます。したがって、短期間で

集中的に検討を進めて早めに結論を出し、それに基づいて取り組んでいくとい

うような考え方でございますけれども、したがって、検討事項につきましても

一定程度絞り込むこととし、すぐにでも効果が期待できるようなものを中心に、

歳出の抑制であるとか財源確保に取り組んでいくということにさせていただい

ております。

　一方、今、委員からお話しありました経済のエンジンを回して税収増も図り

経済を活性化していくという取組につきましては、効果が生じるまでにやはり

どうしても一定の期間を要するという取組であるというふうに思っております。

したがって、今回緊急財政対策本部としての検討事項とは今位置付けておりま

せんけれども、この経済のエンジンを回して経済活性化を図るという取組は極

めて大切な取組であるというのは十分認識してございますので、本部での検討

とは別に、私どもこれはしっかり考えてまいりたいと思っております。

　本県では、これまでもインベスト神奈川の取組をはじめ、その部分をやって

まいりましたけれども、今後より一層この取組を充実する必要があるという認

識の下、今回作成いたしました中期財政見通しの中でも、財源対策の基本方向

にそれを位置付けさせていただいておりますし、今後とも、先ほどもちょっと

御質疑いただきましたけれども、総合特区の関係あるいはエネルギー革命など

を推進することによってこの経済のエンジンを回していくという取組を十分に

検討し、取組について一体的に考えているところです。

鈴木（ひ）委員

　私も、昨日うちの会派の二人と芹香病院をお邪魔させていただいて、鬱を事

前に観測できる、ＮＨＫのクローズアップ現代で放映してくださったそうです

けれども、鬱を発見できる治療等の機械を拝見させていただいて、だけれども、

なかなかお金がない。現実に需要は一杯ありながらも、それに対するまた供給

というものが足りない。

　なるべくエンジンを回すというこの観点についても、やっぱりしっかり執着

を持っていただかないと、ただ切るという考えではなく、財政の厳しい中でも

やっぱり片一方としては経済のエンジンを回すという大事なお仕事も抱えてい

らっしゃるんだということをどうか御認識をお願いをしたいというふうに思い

ます。

　続きまして、総合計画、かながわグランドデザインについてお聞かせいただ



きたいと思います。

　３分冊にしていただいたりしながら、議会の提言に沿った修正がなされたこ

とについては感謝を申し上げたいというふうに思っております。ところが、見

ていて、目標とかが明確に入っていて有り難いんですけれども、入れたことに

よって、どうやってやるのというひねくれた思いがちょっと出てきたりしまし

て、例えば先ほど自民党さんからも御質問がありましたこの 20 番の水のさと

かながわづくり、これは何で 2010 年度から 2012 年度まで参加者数が同じ数字

なんですか。

水資源対策課長

　最初の年度の数字が伸びていないということについてでございますけれども、

このイベントの内容でございますが、水源地域で開催されております市町村や

観光協会、住民の方々などがおやりになる観光祭りのようなもの、それから自

然体験教室などでございます。それを県といたしまして、広報の面で支援させ

ていただいている。例えば、県のたよりや神奈川新聞などで広報をお手伝いす

ると、こういった形で県が支援をしているというものでございます。

　それで、まず増えておりませんのは、今回東日本大震災の影響でそのような

イベント、大体野外で開催されておりますもので、中止になりましたり、また

やはり野外活動を自粛されるような傾向がございまして、実際に今年度の状況

もちょっと把握してみましたけれども、二、三万人程度の参加者数の減少が見

られるということもございますので、まず今年度からは前年度並みに復活する

ということを目標にさせていただきたいというふうに思いまして、数値が伸び

ていないという状況でございます。

鈴木（ひ）委員

　2011 年度のイベント参加者数とか見込み観光客数とかというのについてはど

んなふうに考えていたんですか。

水資源対策課長

　2011 年度、今年度の見込みということにつきましてですが、ただいま申し上

げましたように、水源地域のイベントの参加者数が 2010 年度よりも二、三万

人程度減るのではないか、まだ年度途中ですので明らかには分からないんです

けれども、今までの状況を考えますと減るのではないかというふうに推測して

います。

鈴木（ひ）委員

　おっしゃっていることがちょっと私は分からないんですけれども、本来なら

これくらい落ち込むんじゃないかとなったら、その落ち込むことに対してどう

いうふうにするのかというのが出なきゃいけないわけですよね。それが出てな

いとこの先の数字の根拠が分からない、私たちに分からない、そう思いません

か。

土地水資源対策課長

　年度の途中ということでございまして、今年度のイベント参加者数を積み上

げるということは私どもも考えてみたんですけれども、正確な積み上げという

のがちょっと難しいところがございます。ただ、昨年の春頃に実施されました

イベントにつきましては、やはり計画停電の影響ですとか、全般的にまだ余震



があったというようなこともございまして、参加者数が振るわなかったという

情報もございますので、大体、本当に見当ですが、二、三万人は減っているの

ではないかというふうに考えておりまして、まずそれを解決したいというふう

に考えているところでございます。

政策調整部長

　全体の観光客との関係のお話もちょっとございましたので、お答えいたしま

すけれども、この中には例えば観光テーマのプロジェクト 17 番に、行ってみ

たい神奈川の観光づくりいうところで全体では１億 7,400 万人、これは 0.6％

ずつ伸ばしておりまして、2010 年度からそれぞれ計画をつくっているわけであ

りますけれども、今回のそれぞれの数値目標の立て方につきましては、実績が

出ているものについては実績をベースにしてございます。ただいまの水のさと

かながわの関係につきましては、2011 年度がまず出ていないといったところで

2010 年度を発射台にして、それで 2011 年度の途中経過を見ながら 2012 年度か

らの数字を見込んでいるというふうな、個々の事情もございますが、そういう

取組をしてございます。

鈴木（ひ）委員

　ですけれども、例えばこれ、今、課長がおっしゃった地元での祭りとかとい

う、もうイベントは大体決まっていらっしゃるんですよね、どういうものをや

るのかという。これを、そうなると実際にその検証というのは、ここから例え

ば何万人にしているとかという、この検証というのは、そのイベント、イベン

トごとやっぱりチェックしていかなきゃならんわけですよね。そのものという

のはこの中では見えないんですけれども、やっぱりこの検証のやり方というの

は、県下各地域いっぱいあると思うんです。これはどういうようなやり方でチ

ェックをされるんでしょうか。

総合政策課長

　プロジェクトごとの評価の手法ですけれども、委員御指摘のとおり一つ一つ

のプロジェクトを見ますと、そういった事業の一部をなすものであったり、あ

るいは成果がなかなか表れないものであったり、ただ数字目標を上げるメリッ

トと同時にデメリットというのもございます。私どもといたしましては、プロ

ジェクトごとの評価に当たりまして、こうした数値目標の評価もきちんと一定

の評価はかけるんですけれども、それに併せまして、他の要素も様々加味した

形でプロジェクト全体を評価してまいりたい。一つ一つの事業はプロジェクト

の狙いを目指すパーツというような理解をしてございますので、そのような形

で進めさせていただきたいと考えてございます。

鈴木（ひ）委員

　例えば今、課長がお話がありましたように、東日本大震災がありまして大き

く落ち込みました。当然その影響は来るわけですよね。逆に、例えばこれから

景気がすごく良くなっていった。それで、失礼ですが施策をしなくたって観光

客は来る。そうなってくると、私はこれはもう要望、お考えだけで結構なんで

すが、目標達成と同時に、例えば地域の、また他県なんかの状況みたいなもの

を加味していくようなものというのは将来的にあったらいいのかなというよう

な思いがしたんですけれども、御感想だけ聞かせてください。



総合政策課長

　計画全体の評価に関わることでございますけれども、委員の御指摘のあった

他県との比較、いわゆるベンチマーキングという手法だと思いますけれども、

こうした手法、指標によりまして活用できるものもございますから、是非活用

させていただきまして、それぞれの地域ごとの違いですとか、あるいは神奈川

に何が欠けているのか、こうしたことをしっかり分析してまいりたいと考えて

おります。

鈴木（ひ）委員

　よろしくお願いします。絶対値を掲げられて、だけれどもそれが本当に景気

一つでもってどうにでも変わる、例えば何かが起これば変わるというもの、本

来ならばできた、できないというのが他の要素を考慮しない固まった絶対値で

もありますから、そこのところをもう一度ちょっとお考えをいただきたいのと

同時に、私は二つだけ将来、また見直しの際にお願いできればと思ったことが

あります。

　一つ、願わくはＩＣＴ、インフォメーション・アンド・コミュニケーション

テクノロジーと言いましたか、一時期盛んにｅ－ Ｊａｐａｎとかとはやされた、

たしか松沢知事のときの神奈川力構想と言いました、あそこには何かＩＣＴと

結構私出ていて質問したような気がするんですけれども、何か余りこの中で見

掛けないような気が私はしたものですから、その言葉と、あともう一つはユビ

キタス、懐かしい言葉ですけれども、これをまた何かの機会がありましたらお

考えを教えていただければという要望をさせていただきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

　それでは、続きまして、神奈川県の県税条例の一部を改正する条例の概要と

いうのを見させていただきました。この中で、単年度平均で 29 億円、それを 10

年間にわたって復興税として 500 円ずつ多く頂いて 290 億円の事業を行ってい

くということなんですが、私はこの中で、私の知識が皆様方みたいにスペシャ

リストじゃないので、違っていたら違うとおっしゃっていただきたいんですが、

この復興増税で 26 年度から 35 年度の 10 年間増税すると。その分、要するに

私は簡単に言ったら交付税が減るんじゃないかなという思いがするわけですよ

ね。そうじゃないんだったらそうじゃないと言ってくださいよ、そう思ったと。

ところが、実際にこれが元利償還という形で債権を出して、そしたらいいよと

いうようになるんであるならば、これはよくよく気を付けてやらなきゃいけな

いんじゃないのと私は思ったんです。というのは、みすみす 290 億円より少な

ければ交付税が来ない、それよりも多かったらば大丈夫ですよみたいなものと

いうんだったら、しっかりお金をもらわなきゃ損です。

　そうした場合なんですけれども、これをお聞きしたかったのは、現時点で、

２年前くらいからもう、要は来年度くらいからですか、もう起債が許されると

いうか、実際に始まっているのは、これ、今現状はどうなんでしょうか。

資金調査課長

　今回の緊急防災・減災事業債の発行でございますけれども、既に国の方の補

正予算で組まれたものにつきましては、もう発行ができることになっています。

そしてまた、平成 24 年の当初予算におきましても、事業につきまして 32 億円



ほど起債を行って充てるということになっています。その他に、今、事業の一

覧を防災局と共に洗い出しまして、27 年度までの総起債額については 329 億円

程度の事業の実施を検討したところです。ただ、今、委員がおっしゃられたと

おりに当然２年据え置きの、10 年返済というものでございますから、その年に

は元利償還の部分は発生しないんじゃないかというお話もございますけれども、

こちらは減災・防災事業債だけに充てるというスキームではなくて、それは国

の方としても一つの大きなスキームにしておりますけれども、一応は一般財源

ということですので、当然 29 億円の税が入ってくれば基準財政収入額が増え

ます。それに伴って基準財政需要額が増えなければ、もちろん交付税として来

ないことになりますが、我々今 700 億円を超える防災事業をやっておりますの

で、そういったものはきちんと基準財政需要額の中に把握できる、入れていた

だけるとは思いますけれども、もしそうじゃないとすれば、私どもはきちんと

総務省の方に毎年毎年ヒアリングに行って、こういうものが入っていないので

入れてくれと、こういう計算の仕方はおかしいということもやってございます

ので、そういった中ではきちんと基準財政需要額の中に取り込むようにしてま

いりたいと思っております。

鈴木（ひ）委員

　安心したというよりも、是非ともお願いしたいというふうに思います。みす

みすもらえるものをもらわないで、他のところでもって減らされたら何にもな

らないなという単純な素人の考えで質問してしまったことを申し訳ないと思い

ますが、今のお話の中で、総務省で見解の相違等、何かありましたらまた一生

懸命バックアップさせていただきますので、頑張ってお願いをしたいというふ

うに思います。

　その中で、今のお話の中でもあれなんですが、今回私も庁舎の移転問題とい

うことについて触れさせていただきました。私も実は、この震災復興に関する

税制措置の財源活用という中に、いっそのこと大至急建て替えなり何なりやっ

ちゃってこの中に入れちゃったらどうかと私も思ったりもしたわけです。とこ

ろが、現実には答弁を頂きましたように 24 年度に実際にプランをつくられた

りとかといって、実際には 27 年くらいから工事に入られて、実際にできるの

は 28 年度とか 29 年度というふうになるかというふうに思うんですけれども、

大地震に関してリスキーな状況で日々、議会側も、皆さん方も実際にここにい

らっしゃるわけでございますから、先日も県庁の前を通ったある県民の方が、

黄色いテープが張られているのを見て、何かあったんですかというんですね。

いや、何にも別にないですけれどもと言ったら、何でこんなの張ってあって入

れないんですかと、いや、上から物が落ちてくるかもしれないんで気を付けて

というようなお話をしました。

　これは私は、もちろんこれから当然カバーをかけられる、いろいろな作業に

これから入っていかれて、それだけ予算が出ていらっしゃる。もうそれは当た

り前のことだと思います。ところが、やっぱりこの見栄えというか、物という

のは、これは私はある意味で決して県民に対してだって良い美観ではないんだ

というふうに思っているんです。

　そういう中で、実際にはいろいろな諸説がありますけれども、４年以内に 70％



の直下型とかいろいろあるわけですが、実際に公として私たちも県民に向かっ

て、前回の議会でもお話しさせていただきましたけれども、震災に備えるべき

であるということを訴えている立場の県庁が実際に耐震工事ができるのはこれ

からまだまだ先なんですよという理屈が本当に通るのかというような思いがあ

りますので、まず、これ率直なところを聞かせていただきたいというふうに思

います。

庁舎管理課長

　県庁庁舎の耐震化につきましては、委員お話しのとおり 24 年度に基本構想

を策定させていただきまして、その中で本庁４庁舎全体につきまして耐震化を

図ってまいりたいと考えております。そういう中で、例えば一番最大の規模、

かつ議会を有します新庁舎につきましては、委員お話しのとおり通常業務につ

きましては整備期間中の影響というのはございますので、例えば技術的可能性

としてそういったものの影響の少ない改修の方法、これを技術的に検討いたし

まして建て替えと比較する。ここが決まりますと、例えば分庁舎を新庁舎の整

備の際にどういうふうに生かしていくかの方向も出ますし、津波対策で一番重

要な電気設備、この辺も４庁舎中３庁舎が連動した形になってございますが、

この辺の方向性も出てくるということで、私どもといたしましてはこの基本構

想を策定する中で年内にスケジュールをまと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。

鈴木（ひ）委員

　2009 年６月 18 日の新聞に載っていました。このときに既に 2008 年に実施し

た本庁舎の現況調査結果を踏まえて、県庁舎の基本的方向を示す研究会があり

ました。その中で、既に 1,000 万円の調査費がついているんですよ。ここまで

1,000 万もの調査費が例えばこのときについていて、実際にいまだに考えてい

るというのはいかがなものなのかなと私は思っているところなんです。

　もう庁舎管理課長にも何度も控室でもお話をさせていただきましたけれども、

実際に私も一刻も早くといっても、そういうスケジュールが出ているわけです

からこれ以上は無理なんですと言われたらそれまでかもしれませんけれども、

私はもう一度この見直し、前倒しということについて、本当に早急にやっぱり

やるべきではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

総務局長

　今、委員からお話しありました県庁庁舎の在り方、確かに一定の整備の方向

性をお示ししました。そのときの状況と今は違ってきている、昨年の大きな地

震が、新庁舎にも被害が出ている、それから新たに津波への対応というのが出

ているということで、当時の検討で整理したときとの情勢がちょっと変わって

きているということで、今回新たに構想策定費を計上させていただいて、早期

の対応を出していきたいということでございます。ただ、我々も何もやってい

ないということではなくて、23 年度は本庁４庁舎について現況調査はもうやら

せていただいております。その中で、ある程度早めに対応した部分はあるとこ

ろでございます。先ほどお話がございましたですけれども、外壁タイルと外装

の部分について先行的に対応したと。そのときに、本格的にやろうとすれば相

当お金をかけてやる形になりますが、新庁舎については免震なり建て替えなり



議論させていただきますので、外壁タイル、外装パネル、ここを本格的にやっ

ても無駄になるということで、緊急対応というのを今年度予算の中でやらせて

いただきながら、新庁舎、それから分庁舎、その辺をどうしていくのかという

のをスピードを持ってやっていきたいということでございます。

鈴木（ひ）委員

　是非とも本当にこういう状況下の中で、県民の目印となるトレードマークで

ある県庁でありますから、しっかり決めて早急な対応をお願いをしたいという

ふうに思います。

　最後に、私は県庁改革について伺います。昨日も自民党さんの方からも縦割

り行政等々とお話が各委員からもいろいろな御指摘がありました。頂いた資料

の中に、人口 10 万人当たりの一般行政部門職員数が全国最小と書いてある。

実際に大阪府が 92.8 パーセントで、それで神奈川は全国最小の 82.8 パーセン

トということですがそんなに強調するところですか。要するに削減ありきみた

いな、削減さえすればいい、全国一少ないんだぜと自慢できるかと私は思った

んです。これは申し訳ないですけれども、10 万人に１人当たりの行政部門の数

とは書いてあるけれども、全国最小だという、だから何なんだっていうの、別

に。私はこれだけの人が少ないというのは相当な御負担が職員に行っていると

思いますよ。そういう中で、私がちょうど 22 年４月以降、局・部の刷新を目

指していたという形で、課の小分け化をやられて、副課長とか課長代理という

のをどんどんなくされましたよ。この結果どういうふうに今、そのなくした結

果を担当の方はどう捉えていらっしゃるんですか。

人材課長

　平成 22 年度に改正を行いました、今、委員御指摘のように課の小分け化と

いう形で、できるだけ１人の課長が各全課員の方と直接やりとりができるよう

な形ということで、課の規模を 20 人程度ということで小分けをするというよ

うなことをさせていただきました。これによって意思決定を迅速にするとか、

責任の明確化を図ると、また、なかなか大きな課ですと課長が職員のマネジメ

ントができないということで、そういったことを強化していくと、こういう目

的でやりました。それに併せて課を小さくするということで、直接その課長が

全職員とやりとりができるような形をとりますので、それによりまして副課長

といういわゆるスタッフ職を原則廃止といたしまして、ここで廃止した副課長

を新たに設置した小分け化された課の課長としてその位置付け、いわゆる職の

フラット化を図ったということでございます。

　小分け化から２年たったわけですけれども、課長の所掌範囲が縮小されて課

長と課員の距離も短くなったと、課内の意思決定に際して打合わせだとか相談

を綿密に行えるようになったと、また課長が各グループの業務に目が届きやす

くなったと、こういった一定の効果というのは各局からも上がってきていると

ころでございます。ただ一方で、いろいろ御指摘がありましたように、課をま

たがる業務について情報共有、横のコミュニケーションがなかなかできていな

いという、こういういわゆる縦割りという課題も出てきているという、こうい

う認識をしてございます。そういう意味で、今回そういった課題に対応させて

いただいたという状況でございます。



鈴木（ひ）委員

　例えば、この間もいろいろと課題を検討させてもらっているときにお聞きし

たいことがあって、前だったら１人の課長でよかったんですよ。今は、その聞

きたいことの回答を頂くのに３人くらい、課長がいらっしゃるわけですよ。い

ろいろ聞きながら、うちじゃないみたいな、うちではそういうのじゃないです

よみたいな形になってしまう。だから、本当に縦割りなんですね。この私が思

ったのは、例えばフラット化しました、ところが、何か例えば課長にお電話し

たら席にいられなかった。、そのときには２年前まではそれに対してすぐ副課

長さんとかが対応してこうだとやってくださった。ところが今は、返事が翌日

になったりするんですよ、今、聞いておきますという形で。それはもちろんそ

うですよね、そのお立場お立場があるので。私は、今回この中でもって一つ思

ったのは、今この課長、課長代理等々についても柔軟に対応してくださる、も

う大変にそれは有り難いことですし、議会側からもいろいろなやっぱり諸先輩

方が提案をされたということでございますから、それを取り入れて柔軟な体制

をしていただくのはいいんだけれども、私はもう一度その中でもって心配した

のは、こんなに減らしていって皆さん本当に大丈夫という思いが２点目なんで

す。それは何なのかというと、皆さん方だって御存じのとおり、この震災を機

に公に対する仕事って多く投げられてきているわけですよ。

　例えば、これはちょっと例が合っていなかったら許していただきたいんです

が、瓦れき処理の問題だって、誰しも想像したことなかった。きっとこれに対

してだって多くのマンパワーが割かれて、中には少ないマンパワーだけれども、

宮古に、また女川にと行っていらっしゃる方もいらっしゃる。これだけ減らし

て、うちは全国一少ないんですよと、文句ありますというくらい星印が付いて

いる。この神奈川県庁の中にこれからもし、申し訳ないですけれども、私が直

下型の地震が来たときに、対応できる、要するに組織体なんですか。これは間

違いなく来ると言っているのよ、それは実際に中期見通し等でも人は増やせま

せんよありますが、実施に来ると予想させている地震がきたらどう対応できる

のですか。

人材課長

　まず、前提といたしまして、これまでの職員数の削減に当たりましては、当

然のことながら仕事があるにもかかわらず、その仕事量そのままに職員数を削

減するということではなくて、毎年毎年仕事の見直し、それから、その仕事が

なくなるとか、また来年度こういう仕事が増えてきそうだという、こういった

ことを徹底した仕事についての業務量についての精査を行いまして、県民サー

ビス低下を招かないように、そういう形でやってきています。ですから、減ら

す一方、必要なところには付けて、その差として減ってきているという、こう

いう状況でございます。御理解いただければというふうに思います。

　その上で、委員御指摘のように突発的な様々な事案に対してどう対応してい

くかということでございます。ある意味、先ほども御答弁させていただいたよ

うに、組織をできるだけ柔軟にしていく、そういう中で、例えばプロジェクト

チームですとか兼任体制ですとか、そういった、また例えば定期異動の時期以

外であっても柔軟にその組織を設置したりとか、それから異動を発令するとい



う、こういったことを柔軟に対応していく中で対応していくということになろ

うかと思います。例えば、今回の震災に関しても、震災対応ということで、や

っぱり短期的、集中的にそれに対応しなきゃいけないということで、兼任体制

をとって、全庁的な対応を行ったりとかということもやってございます。

　そういった形で、今回、22 年に見直した中で、例えば部の中でも部長の裁量

で部の中の人員配置を調整したりとか、また、そのチームを導入しましてその

課のチームの中で業務量に応じてその柔軟に対応していくと、こういう仕組み

もつくってございます。こういうものを機能させていきながら、いろいろ突発

的に起こってくる事態に対して柔軟に対応していくという、こういうことが必

要なんではないかというふうに考えているところでございます。

鈴木（ひ）委員

　課長、あなたはそこでもってただしゃべればいいからそれで済むんだよ。そ

んな組織が簡単なはずはないでしょう。私も外資でマネジメントをやってきた

けれども。そんなことあり得ないんです。だから、僕は最初の中で言った、こ

の副課長、課長代理をなくしたこの２年間って僕はすごく大きいと思いますよ、

人の育成のためにも。こういうことに対する検証がなくて、頑張ってやります

と言ったて、人がいないのにそんなことできるわけないでしょうと私は思いま

す。例えば課長、あなたが今おっしゃった、こっちのものをこっちにやるとい

ったって、今実際にある仕事というのはあるのに、そこにまた新たにこれから

公に来る仕事はもっともっと増えてきますよ、景気が悪くなればなるほど。私

は、今のような、失礼ですけれども課長のような答弁の対応ではどうかと思い

ますよ。もちろんお立場があるからこういう答弁で、私ももうこれでやめます

けれども、私は多くの職員の方々が本当に大変な中頑張っていただいてると思

っています。だからもう一度公という立場の方たちに対する身の置き場という

ものや、また職員の立場というものについてもっとしっかりと私は見てあげて

いただきたいというふうに思うんです。せめて、ここの中に出てきている、こ

ういうビックリマークがついたような、全国一少ないんですみたいなことに誇

りを持つみたいな資料は出さないでもらいたい。裏を返してみたらば、そうい

うマネジメントがなされていないということなんではにのでしょうか。要望で

終わりますけれども、本当にもう一度課長、今のおっしゃったような足りない

ところに右から左へ持っていくというものじゃない、現場でやっぱりマネジメ

ントをやっていらっしゃる方も、今日はもうマネジメントをやっていらっしゃ

る方ばかりでしょうけれども、もう一度やっぱり県庁の職員の方々の人数等々

についても、ただただ削減とか、そういう論理的な問題ではなく、もう一度ま

たモチベーション等のことも考え取り組んでいってもらいたいと思います。も

う一つ何か人事システムというのは、これはもう釈迦に説法ですけれども、一

度でもやっぱり停滞をしてしまうとその間は人が育たなくなるというのを私は

経験してきています。したがいまして、この２年間というものの中で、例えば

失礼ですけれども、最初は、課長代理の方や副課長の方たちが委員会に入って

やりとりを見ていた。いつの日かそれがなくなった。こういう経験則というの

もとても大事で、これは私たち議会側だって大事な観点だというふうに私は思

うんです。そういう中では、ただただ削減ありきみたいなものの、こういうま



た風土と言っていいのか私は分かりませんけれども、もう一度やっぱり県庁と

してそういうものについて真摯に向かい合っていただきたいことをお願いして、

質問を終わらせていただきます


