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令和 4年神奈川県議会本会議第 1回本会議	 産業労働常任委員会	

	

令和 4年 3月 8日	

西村委員	

	 公明党の西村でございます。おはようございます。よろしくお願いいたしま

す。	

	 まず、私からは、さきの常任委員会でも先行会派の質疑において、当局から

既存融資メニューの見直しや新たな融資メニューの創設についてということが

挙げられておりました。まさにロシア・ウクライナ情勢等による原油・原材料

高騰あるいは必要な物資の供給制限の影響を受けた今後の経済的な影響を受け

てということです。質疑はされていましたが、本当に日々、刻々と変わってお

りますし、また早速その先行会派の御意見も受け入れていただいたというふう

に申し上げたらいいんでしょうか、新たな金融円滑化について御検討いただい

たということで評価をさせていただきたいと思います。そういった内容につい

て確認をしながら進めていきたいと思いますので、どうぞ御教示いただけます

ようによろしくお願いいたします。	

	 まず、先行会派の質疑の中で原油高や利益減少に対応する既存のメニューは

あるとの答弁がありました。改めてその２つの融資メニューについて確認をさ

せていただくとともに、新たな融資メニューとの関係について教えていただけ

ますでしょうか。	

金融課長	

	 原油高等に対応できる既存の融資メニューといたしましては、売上・利益減

少対策融資とセーフティネット保証５号の２つがございます。	

	 まず、前者の売上・利益減少対策融資でございますけれども、これは売上げ

や粗利益が減少した場合に融資限度額 8,000 万円の範囲で利用ができるという

ものでございます。	

	 また、後者のセーフティネット保証５号は、売上・利益減少対策融資とは別

枠で 8,000 万円まで利用が可能となってございます。	

	 したがいまして、２つ合計で１億 6,000 万円の枠があるといったような融資

メニューとなってございます。	

	 今回新たに立ち上げました原油・原材料高騰等対策特別融資につきましては、

前者の売上・利益減少対策融資をベースといたしまして、融資対象をロシア・

ウクライナ情勢等による原油・原材料高騰、必要な物資の供給制限の影響を受

けた方に限定し、金利や保証料負担を引き下げたものでございます。	

西村委員	

	 今回の新たなメニューは、売上・利益減少対策融資をベースとしたというこ

とですが、セーフティネット保証５号の見直しはなく、売上・利益減少対策融

資のみを見直したんでしょうか、確認をさせてください。	

金融課長	

	 セーフティネット保証５号の融資につきましては、国が指定した全国的な不

況業種が対象となりまして、かつ売上げが減少した場合、または原油価格の高

騰の中で価格転嫁ができなかった場合に、市長村長の認定を受けた中小企業者
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が利用できる融資制度となっております。	

	 このセーフティネット保証５号は、これまで国が発動してきましたセーフテ

ィネット保証４号でございますとか、危機関連保証のように災害や感染症とい

った事象の指定がございませんので、新型コロナウイルス感染症でございます

とか、ウクライナ情勢といった専用のメニュー化にはなじまない融資というこ

ともございますので、今回は見直しは行わなかったものでございます。	

西村委員	

	 また、先ほど今回の新たな融資メニューなんですけれども、ウクライナ情勢

とか原油価格上昇等によるものに限った、限定したというふうなお答えだった

かなというふうに思うんですが、そうした影響を誰がどうやって確認をするん

でしょう。	

金融課長	

	 今回のロシア・ウクライナ情勢等の影響は幅広いものというふうに考えてご

ざいます。その確認につきましては、金融機関が中小企業から直接聞き取るこ

とで確認いたしまして、証拠書類までは求めず柔軟に対応していくこととして

おります。	

西村委員	

	 書類等は求めないとのことで、ありがとうございます。というのは、何がど

う影響してくるか分からないのではないかと私なんかは危惧をしてしまうとこ

ろなんです。	

	 ちなみに、どのようにお考えなのかというのをちょっと専門家の視点で教え

ていただきたいのが、昨日、ロシアが日本を含む何か国かを非友好国というふ

うに言ったと。産業労働の視点からいうと、ここで大きなのは、非友好国に指

定された国や地域に対してロシアの通貨ルーブルによる債務返還が可能となっ

た。これはどういう影響が出てくるんでしょうか。	

金融課長	

	 今、委員のお話のありました報道は承知してございます。債務履行について

ロシアはこれまではドル決済だったのが今後はルーブルを使っていくことと承

知しております。そういたしますと、今後金融のシフトの枠組みから外れたロ

シアが決済に対して、これまでのドルではなく価値の下がってきているルーブ

ルを使ってくるということは、もしそのような債務履行が行われた場合には、

日本の企業にとっては大きな影響が生じてくるものと考えております。	

西村委員	

	 これは国に聞くべきことなんでしょうが、こういうことに対峙して、日本は

どういう姿勢をとっていくものなんですか。お考えということで結構でござい

ます。県の姿勢ではなくて。	

産業労働局長	

	 今回のロシアによるウクライナの軍事侵攻、これは本当に国際法違反であり、

国連でもそういう非難する決議が採択されているところでございまして、国と

してもそういう見方で国際間のロシア制裁の動きに同調した政策をとっている。

国際決済網からも排除するというようなことをやっている中でのロシアの反応

だと思います。ロシアですとか、ベラルーシで事業を営んでいるような企業に
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とっては、それは影響を受けると。それは一定程度、そういう犠牲を払いなが

らもロシア、ベラルーシを制裁していく、そういうことが大切なんだと、そう

いう方向だと。	

西村委員	

	 すみません。今後まだ方向性が示されていないところを御意見を伺いまして

ありがとうございます。でも、私も全く同じ考えで、これはルーブルで払うと

言っているけれども、何のことはない、拒否されることは分かっていて、要す

るに払う気はないよと言っているのと一緒なんじゃないのかということを、ま

たここに民間の企業の方々が巻き込まれてしまうというのが明らかに、より一

層深掘りになってしまったのかなというふうに思っています。	

	 先ほどの質問とかぶせて言うと、何が、いつ起こるか本当に分からないのが

この侵攻、侵略、戦争の怖さなんだなというふうに実感をしているところで、

しっかりと経済の立場から県内企業の皆さんをお守りいただき、いろんな手立

てを考えていただきたいという思いで質疑をさせていただきました。	

	 次に、今回の新たなメニューについては、令和４年度当初予算案には含まれ

ていないというふうに思いますが、財源についてどう対応していくのか、確認

させてください。	

金融課長	

	 今回のメニューの対象は、新型コロナウイルス感染症の影響ではございませ

んで、財源は臨時交付金ではなく一般財源で対応する必要がございます。今年

度においては３月末まで実施期間が短いということもございまして、既決予算

で対応可能と考えております。	

	 来年度、令和４年度につきましては、議会に承認いただいた当初予算の中で

対応させていただきたいと考えております。	

西村委員	

	 まさに年度末ということが一つ答えになっているのかなというふうに思いま

すが、来年度しっかりまた対応をよろしくお願いを申し上げたいと思います。

既にこれまでの台風被害や新型コロナなどで借入れが膨らんでいる企業、こう

いったところも多いと思います。こうした企業は、これ以上借入れが難しいの

ではないかというふうに考えますが、どのように対応していくおつもりでしょ

うか。	

金融課長	

	 これまで県内の中小企業、台風、地震など自然災害や新型コロナウイルス感

染症の感染拡大など厳しい経営環境の中で資金繰りに苦労されてこられました。

今回のメニュー新設に併せまして、県は制度融資取扱金融機関に対し、新設し

た原油・原材料高騰等対策特別融資やセーフティネット保証５号の積極的な活

用、さらには返済条件の緩和についても要請を行ったところでございます。	

	 この活用につきましては、例えば、台風の被害であればこれまでの返済期限

は２年以上となっておりますので、新設した融資で残額を融資期間 10 年で借り

換えるとしまして、月々の返済を軽減するといったことも可能でございます。	

	 また、月々の返済額は変えずに、返済した分をニューマネーとして融資を受

けることも資金繰り改善策としては取り得る手段かと考えてございます。	
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	 さらに、資金繰りにお困りの場合は、県やＫＩＰの特別相談窓口、制度融資

取扱金融機関に御相談いただくよう、機会を捉えて御案内していきたいと考え

ております。	

西村委員	

	 どこまでも寄り添った相談体制の充実をよろしくお願い申し上げます。	

	 こうした支援メニューを直ちに立ち上げたこと、これは私も評価をさせてい

ただいています。事業者に利用していただかなければ意味がなくなってしまい

ますので、必要とする事業者に情報を届けること、これが重要となってまいり

ます。どのように周知を図っていこうとお考えでしょうか。	

金融課長	

	 まず、原油・原材料高騰等対策特別融資とセーフティネット保証５号を併記

したチラシを作成いたしまして、ロシア・ウクライナ情勢等による原油・原材

料高騰、必要な物資の供給制限を受けた事業者の皆様に活用いただけるよう、

分かりやすく周知していきたいと考えております。	

	 商工会、商工会議所、神奈川産業振興センターなど、中小企業支援機関はも

とより、県内 700 を超える制度融資取扱金融機関の窓口がございますので、さ

らには信用保証協会を通じた周知を行っていくとともに、県ホームページ、県

のたより等により広報に努めていきたいと考えております。	

西村委員	

	 質問がちょっと前後してしまいましたが、先行会派からも相談窓口に寄せら

れたお声の質疑がありましたが、あれからまた新たにこういう相談があったと

か事例がありましたら教えていただきたいと思います。	

金融課長	

	 25 日に開設した以降の特別相談窓口の件数、前回の当委員会では１件とお答

えいたしましたけれどもさらに２件、信用保証協会に融資の関係の御相談が入

っております。現在、都合３件となっております。	

西村委員	

	 内容が差し支えなかったらお教えいただくことはできますか。	

金融課長	

	 その新たな２件の内容でございますけれども、１件は横浜市の運送業の方か

らでございまして、原油・原材料の高騰による運転資金調達のための御相談、

もう１件は川崎市の製造業からの御相談で内容は同じでございます。	

西村委員	

	 ロシア・ウクライナの情勢は混迷の度合いを深めてきています。先行きが見

通せず日本経済にも大きな影響を及ぼすおそれがあるというか、及ぼすという

ふうに考えています。既にコロナ禍や原油高騰、こういった影響を受けて苦し

んでおられる中小企業の皆さんの御心痛は計り知れないものがあります。特別

相談窓口の開設、そして特別融資メニューの創設、下請け事業者に対する配慮

要請、そして金融円滑化要請といろいろと対応をしていただいているところで

ありますけれども、それらの対応をスタートさせても、必要とする中小企業の

皆様に届かなければ、あるいは利用、活用していただけなければ期待する効果

を発揮することはできませんので、必要とする情報が、原油・原材料高騰など
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に苦しむ事業者にしっかりと届くように、そして、より身近に活用していただ

けるように、活用に結びつくまで丁寧に相談窓口の充実や周知・広報に努めて

いただけますようお願いをいたしまして、この質問を終わります。	

	 次に、ＥＶ車に関連をして御質問をさせていただきたいというふうに思いま

す。	

	 電気自動車の普及ということで、これも先行会派の皆様から御質問がありま

したが、私からは関連をして気になっていることというのを伺っていきたいな

というふうに思います。	

	 県は脱炭素化に向けてＥＶの普及を図るために、国の目標を前倒しをして

2030 年度までに県内で販売される新車乗用車を全て電動車化することを目指す

として、令和４年度当初予算案にＥＶの導入に対する補助、それから急速充電

設備の整備に関する補助、こういったものを盛り込まれました。	

	 ＥＶの普及が順調に進んでいくと将来的にはＥＶの使用済みバッテリーが大

量に生じることになるなというのが一つ。	

	 それから、そもそもＥＶが抱えている問題というのをどのように対応してい

くのかという、そこについて伺っていきたいなというふうに思うんですが、ま

ずはＥＶの使用済みバッテリーのリユースについて何点か伺っていきたいとい

うふうに思います。	

	 ＥＶは走る蓄電池とも言われています。ＥＶの蓄電池としての機能は活用し

ていく必要があると考えます。ＥＶのバッテリーの容量は家庭用の定置型蓄電

池と比較して大きいというふうに思いますが、具体的にどのくらい違うのか教

えてください。	

エネルギー課長	

	 家庭用の定置型蓄電池の容量でございますが、令和２年度まで実施していた

県の蓄電池導入費補助、そこでの平均ではおおむね６キロワットアワーとなっ

ております。	

	 一方で、ＥＶのバッテリー容量でございますが、車種によって複数の種類が

あるんですが、主なもので申し上げますと日産のリーフで40キロワットアワー、

それから新しく出ます日産のアリア、これで 66 キロワットアワー、それからホ

ンダが出しておりますＨｏｎｄａ	ｅ、こちらで 35.5 キロワットアワーなどと

なっております。	

西村委員	

	 このＥＶの使用済みバッテリーの質問をしようと思った背景に、担当者の方

はよく御存じかと思うんですが、我が会派の小野寺議員が当初、ＥＶ車を拡充

していこうというときに、いち早く自分も県の動きに乗ろうということで購入

をされました。でも、ずっと乗っているといつか手放さなければいけないとき

が来て、そのときは電池の価値というのが落ちると車の価値が、普通のガソリ

ン車、燃料車と比べるとがくんと落ちてしまうと。こんな不条理があってたま

ったもんじゃないというので、平成 30 年に代表質問で取り上げられた、これが

きっかけで、以来、やはり普及をするのであれば、ちゃんと安心して購入でき

るといったらいいんでしょうか、回せるような社会が必要なんじゃないか。ま

してや蓄電池というもののニーズもあるんだから活用できない方法はないよね
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ということでずっと質問をされてきた経緯があります。	

	 当初のバッテリーと、今、どんどん研究開発というのが進んできて、ＥＶの

バッテリーの容量は普及当初と比べて大きくなっているのではないかなという

ふうに思うんですが、どのように変化してきているんでしょうか。	

エネルギー課長	

	 日産のリーフ、これを例に申し上げますと、平成 21 年 12 月に発売されたも

のが 24 キロワットアワー、それから平成 27 年 12 月に出たものが 30 キロワッ

トアワー、それから平成 29 年 10 月に出たものが 40 キロワットアワー、それか

ら平成 31 年１月にリーフｅ＋という種類のものが出ておりまして、それについ

ては 62 キロワットアワーとなっております。	

	 なお、昨年注文受付を開始した日産の新型ＥＶであるアリア、先ほどもちょ

っと申し上げましたが、これについては先ほど申し上げた 66 キロワットアワー

以外に 91 キロワットアワー、こういうグレードもありまして、初代のリーフと

比較をいたしますと４倍近くになっているということでございます。	

西村委員	

	 最初に、神奈川県が掲げたのに乗っかって買った人は、今の答弁をどんな思

いで聞いているんだろうと、開発されたことはすばらしいんだけれども、こん

なにも差があるのかというふうに今思っています。冗談みたいな話だけれども、

最初に打ち上げたときに多くの方々が、よし、神奈川からという思いで普及を

して、今、全国１位になっているわけですから、であればやはり、今日、光を

当てている、この使用済みバッテリーをせめてリユースするとか、何か考えて

いただきたいなと思うんですが、ＥＶのバッテリーは容量が大きく、劣化した

としても価値はあるというふうに思うんですが、使用済みバッテリーのリユー

スに向けて、県としてこれまでどのような取組を行ってきたんでしょうか。	

エネルギー課長	

	 普及の初期であります平成 23 年度に将来のＥＶの本格的な普及を見据えて、

使用済みバッテリーを定置型の蓄電池として再利用する実証事業、これを実施

いたしまして、結果として十分に再利用が可能であることを確認いたしました。	

	 それからまた、自動車メーカー等の企業と行政などで構成します、かながわ

次世代エネルギーシステム普及推進協議会、以前は次世代自動車普及推進協議

会と称しておりましたが、この協議会において企業の取組状況の把握ですとか、

あるいは意見交換、あるいは製品化への働きかけ、そうしたことを行ってきま

した。	

西村委員	

	 そういう先進的な取組を行っていただいてきたんですが、それでは使用済み

バッテリーのリユースについて、現状はどうなっているんですか。	

エネルギー課長	

	 現状でございますが、ＥＶバッテリーのリユースに早くから取り組んでおり

ますフォーアールエナジー(株)、これは日産自動車(株)と住友商事(株)が出資

している会社なんですが、この会社によりますとリユースバッテリー付きのＥ

Ｖ向け急速充電機、あるいはリユースバッテリー付のＶ２Ｈ設備、それからポ

ータブル式の蓄電池、それから鉄道踏切の非常用電源としての導入など、様々
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な製品開発や導入実績が生まれていると聞いております。	

	 さらに、来年度以降になりますけれども、不安定な再エネ電力の大量導入に

より生じる電力需給のギャップを調整するために、ＥＶ1,000 台分に相当する大

型の蓄電ステーション、これを建設しまして、そこで電力を出し入れして調整

する、そうしたことを検討しているとの報道もございます。	

	 また、東京電力と中部電力が出資している発電会社である(株)ＪＥＲＡ、こ

こと、それからトヨタ自動車(株)、ここが共同で大容量の蓄電システムの構築

を目指しておりまして、今年度はニッケル水素電池と、それからリチウムイオ

ン電池、この両方を組み合わせて電力用の蓄電池として活用できるか実証試験

を行っております。来年度以降には、その構築した蓄電システムを実際の電力

系統に接続して検証を行う予定としております。	

	 このようにバッテリーをリユースする動きは様々出てきているところでござ

います。	

西村委員	

	 民間の大変な御苦労というか、取組というのは理解をさせていただきました

が、その使用済みバッテリーのリユースを進めるに当たった課題はどんなふう

にお考えですか。	

エネルギー課長	

	 経済産業省の電動車活用社会推進協議会というのがございまして、その中に

あるワーキンググループにおける議論では、実走に向けた課題が示されており

ます。	

	 まず、使用済みのバッテリーはこれまでの使用によって性能が劣化していて、

当然ですが、フル充電しても 100％の容量が使えるわけではないです。そうした

ことに加えまして、また個体ごとに状態が異なるということもございます。そ

のためどれくらいの容量が使える状態になっているのか、いわゆる残存性能と

言っておりますが、それを標準的な物差しを定めて評価して、見える化するこ

とが必要なんですけれども、まだその制度が整っておりません。	

	 また、ＥＶの蓄電池は容量が大きいため、リユースに当たっては小分けにし

て使う、そんなケースも想定されるんですが、それによって安全性が大きく変

化する、そのようにも言われておりまして、安全性の担保をどうするか、そう

したことも課題であると指摘されております。	

西村委員	

	 今伺った課題、希望で言うならば、せっかくこれまで実証実験もしてこられ

たわけですから、神奈川県としても取り組んでいただきたいと思う反面、これ

はやはり国でいろいろな基準を決めていかなくてはいけないのかなというのも

伺いながら感じたところですが、国としてはどのようにこの課題に取り組もう

としているのか、何か流れがあったら教えていただけますか。	

エネルギー課長	

	 まず、残存性能の標準化についてでございますが、国のほうは令和２年６月

に電池性能見える化ガイドライン、これを策定しておりまして、残存性能の標

準化に向けた考え方を示しております。	

	 また、令和３年６月に策定された 2050 年カーボンニュートラルに伴うグリー
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ン成長戦略、これにおきまして残存性能の評価方法ですとか、安全性に関する

国際標準化、あるいはリユース促進等に係る国際ルールの標準化、そうしたこ

となどの検討を進めるとしているところでございます。	

西村委員	

	 しっかりその辺りの情報をキャッチをして、実証実験その他をいち早くやっ

てきた神奈川県ですから、取り入れる体制というのを検討をしていただきたい

というふうに思いますが、これからＥＶ車が普及するのであれば、先ほど申し

上げたように使用済みバッテリーのリユースというのも併せて進めていかない

と、様々な価格の安定その他につながっていかないであろうというふうに思い

ますが、県としてはこの使用済みバッテリーのリユースについてどのように考

えていらっしゃるんですか。	

エネルギー課長	

	 委員御指摘のとおりでございまして、徐々に使用済みバッテリーの活用事例

は増えていますが、本格的な普及に向けては、一般の消費者が購入できるよう

な汎用品を開発するために必要な残存性能の評価ですとか、安全性の評価の方

法の確立が不可欠だと認識しております。	

	 また、その残存性能や安全性につきましては、国際標準化も必要であります

ので、国レベルで検討していくことになると考えております。	

	 県としては、ＥＶの普及に合わせて大量に出てくる使用済みバッテリーは脱

炭素ですとか、資源保護、そうした観点からも積極的に活用していくべきと認

識しておりますので、国とメーカーの検討状況ですとか、汎用品の開発の動き、

そうしたことなどを踏まえて、地方としての役割を検討していきたいと考えて

おります。	

西村委員	

	 今、御答弁の中で、国際標準化という言葉が出てきましたが、もし諸外国の

動向など、御存じの内容があれば教えていただきたいと思うんです。	

エネルギー課長	

	 申し訳ありません。資料がないのでお答えできません。	

西村委員	

	 恐れ入ります。今、諸外国の動向を急に伺いまして恐縮です。国際標準化と

おっしゃったので、まさにそうだなと思ったんですね。というのは、ＥＶを増

やしていきましょうというのは、もちろん御承知のように日本だけがやってい

るわけではない。改めて調べさせていただいたら、2020 年、世界の自動車新車

販売台数、これがＥＶが 582 万 7,000 台、それからガソリン車をはじめとする

内燃機関車と言われるものが 7,266 万台だったんだそうですが、2030 年にはこ

のＥＶ車が 5,026 万台、それから今言ったＩＣＥに関しては 4,942 万台になる

ので、要するにＥＶ車が超えてしまう、あっという間に広がってしまう。とい

うことは、幾つか懸念事項がありまして、その中の一つに、電池自体が足りな

くなってしまうのではないかというのを感じるところなんですね。少なくても

バッテリーの原材料の不足というのは今でも言われているところで、先ほども

お話ありましたけれども、リチウムイオンの電池のリチウムとかコバルトとい

うのは、もう本当に限られてくるでしょうし、取り合いになってくるであろう
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というふうに考えるところです。	

	 そこで、今回は違う形でのリユースを言ったけれども、そもそもの電池の再

生という意味でのリユースも考えていかなければいけないでしょうし、バッテ

リーの再開発とかリサイクルということも想定をしなければいけない。そうい

う実証実験をほかよりも早く始めた神奈川県であるからこそ、今後の世界の動

向というのを見据えて対策、対応というのを想定をしていかなければいけない

のかなというふうに思っています。	

	 ＥＶの普及には、この使用済みバッテリーをリユースする仕組み、これを構

築することが不可欠なのではないかなというふうに改めて提言をさせていただ

く。	

	 それと、そのために国とかメーカーに時宜にかなった適切な対応を求める、

あるいはＥＶの使用済みバッテリーのリユースを図れるために、例えば、すみ

ません、私のこんな見識が広くない人間の意見で恐縮なんですが、ある程度の

基準が決まったりしたら販売ということももっと可能になってくるのかなと思

ったときに、例えば、ふるさと納税なんかで神奈川県産のリユースバッテリー

なんて売れないのかしらと思ってしまいました。皆さん、うつむいてしまいま

した。	

	 神奈川県の秦野市がリユースのタブレット、これ結構売り切れているんです

よね。それから、ふるさと納税だけを見ると、これは新品ですけれども、太陽

光発電と蓄電池、あるいは蓄電池というのがふるさと納税で人気があるんです

よね。これは災害対策とかいろいろなことを考えていらっしゃるんだと思うん

ですが、ただ、相当高額です。ふるさと納税 80 万円入れて来るみたいな感じら

しいです。リユースで、もしこれが明確になったら、蓄電池としてふるさと納

税で、しかも神奈川らしい売り込みなんてできないのかと勝手に考えてしまい

ました。	

	 これは所管はこちらではないというのは承知の上で、せっかく生まれてきて

いる、このサイクルとしてのバッテリーのリユースというのが、神奈川県とし

て、先ほども私がちらっと言った民間の御努力は分かりましたと言ったのはそ

こで、神奈川県で何かバックアップするなり、それを支援するなり、あるいは

神奈川県らしさとして売り込むなりということも、ぜひ御検討いただきたいな

ということでお願いを申し上げて、この質問を終わります。	

	 続いては、新型コロナウイルス感染症、もうそろそろ突き抜けたいというお

声がいっぱいあるし、対策対応というのが、もうそれに疲れてしまったという

お声も頂くところであります。それは私だけではなく、議員の皆さんがいつも

耳にされているであろうし、また県の皆さんも協力金その他の対応のときに、

いろいろな声が届いて、ある意味、辟易とされていらっしゃるのではないかな

というふうに思います。	

	 新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置も延長されてしまいまし

た。この第６波では感染力が強大なオミクロン株、多くの感染者、そして濃厚

接触者が発生をしたところでありますけれども、そんな中、企業を回っている

といろいろな労務管理について、休んだときの賃金の問題というお声を頂くこ

とが多かったので、今日はその整理をさせていただいて教えていただければと
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いうふうに思います。労使双方から御意見やお問合せを頂いているところなん

ですが、まず県が行っている労働相談では新型コロナに関する相談が今何件く

らい寄せられていらっしゃるんでしょうか。	

雇用労政課長	

	 令和３年度における、令和４年１月までの新型コロナウイルス感染症に関す

る労働相談は 961 件寄せられてございます。	

	 労働者からの主な相談内容ですけれども、休業に関することや解雇、雇い止

めに関することなどが主なものでございます。	

西村委員	

	 これは少し落ち着いてきたというふうに考えられるんですか。例えば、昨年

度はどのくらい御相談が来たとか、あるいは相談内容が変わってきたとか、そ

ういうことはないですか。	

雇用労政課長	

	 昨年度１年間で見ますと、新型コロナウイルス感染症に関する相談は 2,922

件ございました。それと比べますと、やはり減少してきております。	

	 これはやはり感染当初は、雇用調整助成金とか、そういった制度の問合せが

多かったということもありまして、そういった制度の周知も一定程度進んだ現

在におきましては、休業に伴う賃金の取扱いなどに関する相談というのが中心

になっているというようなところでございます。	

西村委員	

	 まさに休業に伴う賃金というのを私たちもよく声をかけられる内容なんです

が、労働者の方が濃厚接触者になったり、新型コロナウイルス感染症に感染し

た場合に会社を休む必要があるわけですが、誰が休むことを決めたかによって

休暇とか賃金等の取扱いが異なるんでしょうか。	

雇用労政課長	

	 労働基準法の第 26 条では、使用者の責めに期すべき事由による休業の場合に

は、使用者は休業期間中の休業手当を支払わなければならないとされておりま

す。	

	 例えば、労働者が濃厚接触者になりまして、使用者が休業を命じることが使

用者の責めに期すべき事由による休業に該当する場合は休業手当が支払われる

ということになります。	

	 また一方で、新型コロナウイルス感染症かどうか分からない時点で、発熱な

どの症状があるため、労働者が自主的な判断で休業する場合には休業手当の支

払いの対象とはならないとなります。このため、厚生労働省のほうでは新型コ

ロナウイルスに関するＱ＆Ａの中で、企業に対して新型コロナウイルスに関連

して労働者を休業させる場合、休業期間中の賃金の取扱いについては労使で十

分に話し合っていただいて、労働者が安心して休むことができる体制を考える

ようにお願いをしております。	

	 また、新型コロナウイルスに感染して都道府県知事が行う就業制限により労

働者が休業する場合、一般的には使用者の責めに期すべき事由による休業には

該当しないと考えられておりますので、休業手当を支払う必要がなくなりまし

て、就業規則上に病気休暇等の特別な有給休暇が設けられていなければ無給の
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休暇ということになります。	

	 ただし、被用者保険に加入していて要件を満たしていれば、各保険者から傷

病手当金が支給されるというようなことになっております。	

西村委員	

	 そうなんですよね。何か話し合ってくださいというふうに書いてあるんです

よね。どっちが言い出したかによって変わってしまうという、こんな不確かな

ものなのかと、私も問合せがあったから調べてみたら、自分の思い込みが結構

あったんだというのが実感をしたところです。	

	 濃厚接触者の場合、私は接触した翌日から７日間、家にずっとじっとしてい

なければいけないんだと思っていたんですが、この文言を、厚生労働省で上が

っている感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の第44条の

３第１項というのを見てみたら、不要不急の外出の自粛と書いてある。不要不

急とはいろんなことを言われてきていて、小池都知事なんかもお買物を少なめ

になんて言っていた、あの不要不急と、この濃厚接触者の不要不急は何だろう

と思って、また不要不急について調べてみたら、それについての文言の説明は

ないんですね。ということは、私はこの仕事は不要不急ではありませんといっ

たら、濃厚接触者だって出ていけることになってしまうのではないかというの

が自分の思い込みの怖さです。	

	 自分は濃厚接触者になりましたから休みますと労働者のほうが言ったら、も

うそれは要するに休業手当を払わなくていいということに、法律上は雇用者の

方が、そんなことはないと言う方もいらっしゃると思うけれども、そういうこ

とになってしまうと。それを話し合えと言っているんだと思うんですね。	

	 こんないいかげんなことでいいのかしらというのは、県に文句を言っている

んじゃなくて、例えば、そういう声が上がったときに、どのように整理をして

さしあげたらいいのかなというのが分からないんですが、例えば、労働相談の

窓口なんかには、こういう相談に対してどのようにお答えになったり、つない

だりされているんでしょう。	

雇用労政課長	

	 例えば、先ほどもちょっと答弁しましたけれども、業務に起因して感染した

ものであると認められるような場合には、労災保険の給付の対象となりますと

か、業務との関連性について個別の事案ごとに業務の調査の上に判断されます

みたいな、そういったことで相談については対応しております。	

西村委員	

	 私が懸念をしているのは、濃厚接触者になりました、自分から休みますと言

った場合と、じゃ、職場に出てきてくれないですねと言った場合で対応が変わ

ってしまうのはどうなんでしょうねという、本当に素直な疑問なんですけれど

も、ただ、皆さん、出てはいけないんだと思っていらっしゃると思うんですが、

この不要不急の文言から読み解いたときにどう動くんだろうというのが気にな

ったんですが、こういうことは、例えば、相談を受けたときに、労使間に入っ

て調整をするというところまでは県ではできないものなのかしら。	

雇用労政課長	

	 まず、労働相談に来ていただいて、そのアドバイスとしましては、一度相談
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していただいた方がもし労働者の方であればお戻りいただいて、会社の方と話

し合っていただくということをやっていただいています。それでもし、対応が

不十分ということであれば、例えば、法律相談みたいなものを案内して、それ

で解決していただくという道も用意しております。	

西村委員	

	 だから、国も明確に線引きしていないのに、はっきり言って難しいと思いま

す。私はこのことをうっと思ったのが、さっきも事業者の方から御相談を受け

たときに、新型コロナで陽性になった人は傷病手当を出していらっしゃるんだ

そうです、そこは。病気だから。だから 100 分の 60 出るわけですよね。濃厚接

触者の方は会社の規定の休業手当で出していらっしゃるそうで、こっちは 100

分の 80 出るんですって。かかっていない人のほうがいっぱい出るのは変だよね

と言われて、ちょっと調べましょうと思ったのが一つのきっかけだったんです。	

	 県がどうこうしろという話ではなく、いろんな支援策が国からも出ている。

それを丁寧に結びつけていく、あるいは相談のときに、それぞれの事情にどう

寄り添うかというのが実は重要なんじゃないかなと思って質疑をさせていただ

いています。	

	 なので、次は具体的に、これは働いているパートの奥さんから言われた話な

んですが、子供を預けていた保育園や小学校がコロナのために臨時休園、休校

になったために労働者が休暇を取得しなければならない場合にはどうなるんで

しょうかという質問です。	

雇用労政課長	

	 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして、労働者が感染したお子

さんの世話を保護者として行うことができるように、臨時休業した小学校や特

別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子供を世話するために

令和３年８月１日から令和４年３月31日の間に労働者に有給の休暇を取得させ

た事業主に対しまして、休暇中に支払った賃金を助成する新型コロナウイルス

感染症による小学校休業等対応助成金制度が設けられております。	

	 会社がこの制度を設けていない場合、労働局のほうでは労働者の相談に応じ

て事業主に制度導入の働きかけを行っているところでございます。	

	 また、事業主がこの制度の活用に応じない場合には休業支援金、給付金の仕

組みによりまして、労働者が直接申請することができることになっております。	

西村委員	

	 雇用者のほうが申請をした場合と労働者が申請された場合の上限額の違いは

幾らでしょう。	

雇用労政課長	

	 使用者のほうは、申請できる上限額ですけれども、日額の上限額としては令

和４年３月で 9,000 円となっております。それから、労働者側が申請した場合

の上限額ですが、１日当たりの支給額として 8,265 円となっております。	

西村委員	

	 ただ、まん延防止重点地域で若干額が違うのではないかなというふうに思い

ますが、要するに上限額に違いがあるわけです。その中で収まるのであれば問

題ないですが、やはり事業者の方が、事業主の方が申請していただくのが望ま
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しいんだろうなと思いつつ、それが十分に情報として伝わっているのかなとい

うのが一つと、それから働いていらっしゃる、お休みを取られた労働者の側の

方も、このことを知っていればお願いができるんだけれども、十分に伝わって

いない。私のほうに相談に来たのは、有給休暇を使っているんですという話を

して、でも、そんなに年次有給だっていっぱいあるわけではなくて、本当にこ

ろころ保育園を休んでいたら、そんなものはあっという間に終わってしまいま

すので、こういった制度があるということを、これは国の制度か知らないけれ

ども、県として丁寧にお伝えをいただければというふうに思います。	

	 さて、県は自主療養を導入しています。違う部局だということは分かってい

ますが、新型コロナウイルス感染症に感染した労働者が自主療養を選択した場

合の賃金、これは補償されるんでしょうか。	

雇用労政課長	

	 自主療養は重症化リスクの低い方で、抗原検査キットや無料検査で陽性が判

明した場合に、医療機関の診断を待たずに自ら療養を始められるようにしたも

のでございまして、医療機関での診断等がなく労働者が自主的に休む場合には

賃金自体の補償はございませんけれども、自主療養制度は、限られた医療資源

をリスクの高い方へ重点的に提供していくための制度でございまして、県とい

たしましては事業主に対しまして有給の療養休暇の対象に自主療養を含めるよ

う配慮を求めているというところでございます。	

西村委員	

	 ぜひ配慮を求めるとか、実現するように取り組んでいただきたいというふう

に思います。	

	 また、県のほうでは自主療養の証明書というのを出して、民間の保険で対応

するところであればというような、こういう流れも他部局の事業でありますけ

れども、できていると。民間の保険が対応しているのであれば、やはり事業主

の方々についても、その証明書が何かしらの意味合いを持てるようにというこ

とで周知を図っていただくということは重要になってくるのかなというふうに

思います。	

	 るる御質問をさせていただきました。なかなか新型コロナ関連の休暇であっ

たり、賃金の取扱い、はっきり言って非常に分かりにくいと思いますし、分か

りにくいだけではなくて曖昧なことが物すごく多いのかなというふうに思いま

す。国が、ではなくて、県からの情報提供というのを、もっとやっていくべき

ではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。	

雇用労政課長	

	 現在、県では新型コロナウイルス感染症対策ポータルにおきまして、医療面

や生活面に関する情報を総合的に提供しておりまして、当該ポータルの中でか

ながわ労働センターが労働に関する情報といたしまして、コロナ関連の労働相

談、専用ダイヤルや使用者や労働者からよくある相談事例などを掲載をさせて

いただいております。ただし、新型コロナに対応するための労務管理ですけれ

ども、制度が複雑であったり、頻繁に改正がされたりといったこともあります

ので、県のホームページも労働に関する情報を常に最新の情報としておく必要

がございます。そのため、労務管理に関する様々な情報を迅速に収集いたしま
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して、整理した上でホームページに掲載するなどしまして、労働者、使用者の

皆さんに分かりやすく伝えられるように努めていきたいと考えております。	

西村委員	

	 新型コロナウイルス感染症、この感染の拡大に伴って感染した方あるいは濃

厚接触者と言われた方、こういった方々から休暇や賃金がどのようになるか分

かりにくいという声をたくさん頂いています。第６波で県が取り入れた自主療

養の制度、これも実は１月の末のあたりから２月の頭のほうというのは、抗原

検査キットが手に入らなくて、実際のところ熱はあるし、多分そうなんだけれ

ども、調べられなかったと。それで自主療養といったって、今は証明を取れる

こともできないというお声も頂いています。	

	 そうなると、一層働く現場での労務管理というのはさらに分かりづらくなっ

ているのが現状ではないかなというふうに思います。新型コロナの労務管理が

労働者や使用者の方々にきちんと伝わるように、それから今申し上げたように

個々の実情によって違っているんでしょうから、ホームページの充足ももちろ

ん重要ですけれども、いかに対面というか、電話でも結構、個々の相談にどう

結びつけていくのかというのが重要なんじゃないかなというふうに思いますの

で、どうぞそちらをよろしくお願い申し上げます。	

	 次に、中小企業への支援金等について伺わせていただきたいというふうに思

います。コロナの影響で売上げが減少している中小企業等に対する支援金とし

て、国では現在、事業復活支援金を実施をされています。以前に実施をしてい

た月次支援金との違い、教えてください。	

中小企業支援課長	

	 事業復活支援金と月次支援金の違いでございますけれども、どちらもコロナ

禍において売上げが減少している事業者に対する国の支援金でございます。	

	 対象とする期間でございますけれども、月次支援金が令和３年４月から 10 月

までの７か月間、事業復活支援金が令和３年 11 月から令和４年３月までの５か

月間となっております。	

	 支給額の上限でございますけれども、月次支援金では月額で最大 20 万円であ

ったのに対しまして、事業復活支援金では売上高におきまして月額にしますと

最大 50 万円ということで引き上げられております。	

	 また、支給要件に売上高の減少率というのがございますけれども、月次支援

金は以前と比べて売上高が 50％以上減少していなければ対象となりませんでし

たけれども、事業復活支援金のほうは売上高が 30％以上減少していれば対象と

なり、対象が拡大されました。	

	 さらに、月次支援金では緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の飲食

店と直接または間接的な取引があって、その売上げが減少したということが対

象でございましたけれども、事業復活支援金では、そういった地域や業種を限

定せず、コロナで売上げが減少した全国の中小法人や個人事業主が対象となる

ということで拡大されております。	

西村委員	

	 月次支援金が売上げ減少の要件が厳しいということは以前から申し上げてき

たところなんですけれども、県はそういった要請に対してどのように対応して
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こられたんですか。	

中小企業支援課長	

	 月次支援金の要件が厳しいことにつきましては、当常任委員会におきまして

も御指摘を受けまして、県としても全国知事会を通じて国に対し支給額の上限

の引上げや支給対象の拡大、支給要件の緩和ということを要望してまいりまし

た。事業復活支援金はこういった地方からの要望も国がしんしゃくして上限の

引上げですとか、支給要件の緩和が実現されたものというふうに考えておりま

す。	

西村委員	

	 月次支援金に比べて事業復活支援金がそうやって拡充をされてきた、これは

一定の評価をさせていただきたいというふうに思いますが、それでも十分では

ないというお声もあるのが実情であります。	

	 他県において、事業復活支援金に上乗せや横出しをしている県はあるんでし

ょうか。	

中小企業支援課長	

	 把握している範囲でお答えさせていただきますけれども、他県におきまして

は広島県、山口県、福島県、石川県、岐阜県、三重県、静岡県、高知県、こう

いったところで自治体による追加の支給や支給対象の拡大、いわゆる上乗せや

横出しを実施しているというふうに承知しております。	

西村委員	

	 他県ではやっていると。本県は実施はいかがでしょうか。	

中小企業支援課長	

	 月次支援金に対しまして都道府県が独自に追加の支給や支給対象の拡大、い

わゆる上乗せ、横出しを実施していた状況もございました。この場合、事業者

は国へ申請した後、県に申請するという手間がかかることなどから、都道府県

が上乗せや横出しをしなくてもいいように支給額の上限の引上げや支給要件の

緩和、こういったことを国の責任において実施すべきということを要望してま

いりました。	

	 事業復活支援金は、先ほど申しましたように月次支援金よりもこういった上

限の引上げ、対象の拡大ということが緩和されましたので、手厚い制度となっ

ております。これは先ほど申しましたように地方からの要望を国が一定程度し

んしゃくしたものというふうに考えております。	

	 また、本県におきましては、コロナ禍で影響を受けた事業者が新たな事業展

開を支援するため、ビジネスモデル転換に対する補助であったり、かながわＰ

ａｙを活用した消費喚起事業、こういったことを精力的に実施しております。

こういった事業に財源を投入して県内企業の事業継続や成長を支援しておりま

す。	

	 こうしたことから、本県では事業復活支援金に上乗せや横出しを実施するこ

とは検討はしておりません。	

西村委員	

	 つれない答弁をありがとうございます。ただ、やはり今、ネット社会でして、

どこの県でやっているのは、皆さん、情報が入ってくるみたいで、神奈川県で
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はやらないのかというお声を頂いている、そういう要望の声があるということ

はお伝えをさせていただきたいと思いますので、どうぞ検討をよろしくお願い

いたします。	

	 さて、事業復活支援金のこういった事業者支援策の周知について、もう残り

の期間は僅かとは思うんですが、例えば、確定申告のサポートを行うようなと

きに、支援策の案内などができればもっと具体的にマンツーマンでとか、フェ

イストゥフェイスでお伝えをすることができるのではないかというふうに思い

ます。こういった周知、広報、どのようにお考えでしょうか。	

中小企業支援課長	

	 国の施策を問わず、こうした県内事業者に有益な情報を届けることは、県内

中小企業の事業継続であったり、中小企業の成長という観点からも大変重要だ

というふうに考えております。	

	 県では、国や県の事業者向けの支援策を取りまとめてリーフレットを作って

おります。これまでこうしたリーフレットをホームページに随時掲載をしてお

ります。こういったことを案内しているほか、商工会、商工会議所などの支援

機関に配架もお願いしております。多くの来場者が見込まれる機会を捉えまし

て、事業者に役に立つ情報を効果的に発信していくこと、これからも実施して

いきたいというふうに考えております。	

西村委員	

	 本日、るる質問させていただいた中で、新型コロナウイルス感染症という中

にあって、対面というのは難しいというのが分かった上で、ところがやっぱり

マンツーマンで伝えなければならないことというのは結構あるんだなというこ

とを実感をしているところです。今も多くの方が来場されるとおっしゃったけ

れども、できるだけ、税務署だって人が来ないようにしようという動きがある。

でも、そんな中で、一人の人にどう伝えていくかという、これが正解ですよと、

私、申し上げられないのが本当に切ないところですが、本当にお一人お一人の

実情に合わせた相談を、例えば中小企業の支援だってそうだし、労務の支援だ

ってそうだし、いろいろなところで、どういう手ができるだろうかというのを

最後まで尽くしていく。もちろんより一層充実した支援というのをお願いする

ことは簡単だけれども、予算にも限度がありますから、今あるものをどう使っ

ていただくか、使い漏れがない形というのを第一義に考えて取り組んでいただ

くよう要望を申し上げまして、私の質問を終わります。	


