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１ コロナ禍により現れた課題への対応について 

（１）第７波に向けた備えについて 

質問の第一は、「コロナ禍により現れた課題への対応」について、２点お

伺いします。 

コロナ感染症との戦いは、罹患すると有効な治療方法もなく、高い確率で

死に至る状況からスタートし、その為、ゼロコロナを目指す、つまり早期に

発見、隔離することで蔓延を防止する策が取られてきました。 

広島県の第６波に向けた準備は、第５波までと同様に、医療逼迫を防ぐ入

院病床と隔離施設である宿泊療養施設の確保を対策の軸としていましたが、

オミクロン株の強い感染力に、なし崩し的に自宅療養を基本とするなど対応

を変更せざるを得ませんでした。 

これから考えなければならないのは、第７波への備えをこれまでとどう変

えるのか、そして感染拡大時に、感染対策と社会活動継続とのバランスをど

う取るのか、だと思います。 

第５波まで効力を発揮した宿泊療養施設は、医療施設ではない為、一部を

除いて医療的処置ができず、隔離施設としても爆発的な感染者増加により、

これまでのように機能しませんでした。 

また、高齢者施設での施設療養が約 600 人を超えるなど、常駐医師のいな

い中で、重症化リスクの高い陽性高齢者への対応を強いることは、本来あっ

てはならないはずです。投薬体制も確保していると説明されていますが、こ

れら高齢者施設で適切に投薬などの処置が行われているのかどうか検証が必

要です。 

軽症者、特に高齢者を対象とした医療提供体制を拡充し、中和抗体療法な

どの治療と共に糖尿病、慢性心疾患など重症化因子を持つ方へのインスリン

投与による強化療法など、重症化させない為のケアを更に強化するべきでは

ないでしょうか。中等症以上の病床を補完する備えが、コロナ患者に限らな

い医療全体の対応力を高めると思います。 

社会活動継続の課題は、無症状陽性者の扱いをどうするのかが、大きなポ

イントだと考えます。無症状感染者も人に感染させる能力がある、濃厚接触

者は発症の可能性があるという前提でゼロコロナを目指す対策の中で、国立

感染症研究所のデータに基づき、療養もしくは隔離期間等が決められてきま

した。これらのデータは、無症状陽性者や濃厚接触者がいつまでに発症した

かが条件となっており、あくまでも発症したことが前提です。 

例えば濃厚接触者の待機期間が 10 日とされていたのは、濃厚接触者で有症

状となった人は、10 日目までが 99%というデータを基にしていました。 
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しかしながら、無症状陽性者や濃厚接触者の総数から見た割合では、その

発症確率はわずかなはずで、ゼロコロナ政策では妥当でも社会活動とのバラ

ンスを考えた時、どこに線を引くのかは、データに基づき議論が必要です。 

その為には、無症状陽性者のうち、人への感染力を持つ割合、無症状陽性

者の発症率、有症状者と無症状者での人への感染力の違いや抗原検査への反

応の違いなどのデータを分析するもしくは、国に対してデータを提供する体

制を強化しなければなりません。 

そうして得られたデータを基に、無症状陽性者の扱いや濃厚接触者の待機

期間などを議論し、感染レベルに応じてコロナウイルスと共存しながら経済

活動を継続する基準を決める必要があるのではないでしょうか。 

そこで、軽症者用臨時医療施設の拡充、高齢者施設対策など医療・療養施

設確保のあり方を見直すとともに、社会活動の継続については、適宜、デー

タに基づいて判断するべきと考えますが、併せて知事の御所見をお伺いしま

す。 
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【知事】 

 

新型コロナウイルス感染症対策につきましては，コロナの影響を抑えつつ，

社会経済活動をいかに両立させるかという枠組みの下で，感染の拡大防止，

ワクチン接種，治療薬を含む適切な医療提供体制の確保などにより，県民の

皆様の命と健康を守るとともに，感染拡大防止対策による社会経済に及ぼす

影響が最小となるよう取り組むことが重要でございます。 

 このため，医療提供体制につきましては，これまでの知見や変異株の特性，

ワクチン接種の効果などを踏まえたシミュレーションを行い，病床などの必

要数を設定し，入院医療機関や宿泊療養施設の確保を進めております。 

 今般の感染急拡大におきましては，自宅療養者が急激に増加しましたが， 

・ 重症化リスクを抱える方々に対する保健所業務の重点化や， 

・ オンライン診療体制の充実 

の外，宿泊療養施設に併設する臨時の医療施設におきまして，中和抗体薬の

投与を開始するなど，重症化の防止に努めており，病床使用率は５０パーセ

ント程度に抑えられ，医療崩壊といった状況にはございません。 

 また，高齢者施設等におきましては，クラスターが発生した場合には，保

健所，並びに感染症対策の専門的知識を有する「医療・福祉クラスター対応

班」が介入し，感染管理，並びに施設の継続運営を支援するとともに，入所

患者の治療方針につきまして施設の嘱託医師などと協議し，必要に応じ，外

部の医療機関の協力を得て訪問診療を行い，重症化予防に取り組んでおりま

す。 

 次に，感染対策と社会活動を両立させていくためには，まずは，幅広い積

極的疫学調査や社会全体の耐性を高めるワクチン接種の推進などにより，

個々の感染の連鎖を遮断して社会活動を継続できる感染レベルに抑えるとと

もに，治療薬の投与も含めた適切な医療提供体制を整備し，許容可能な感染

レベルを引き上げることが重要でございます。 

 なお，こうした取組でも抑えきれないほど感染が拡大していく場合には，

社会的に人の動きを抑制する強い対策を対策期間が最も短くなるタイミング

を考慮して実施し，感染状況の改善が見通せる状況になれば，対策を段階的

に緩和してまいります。 

 こうした医療提供体制の確保や，感染拡大防止対策につきましては，今後

とも感染状況のモニタリングやウイルスの特性に係る分析を継続しながら，

また，国ともしっかりと情報を共有，連携しながら，機動的に対処していく

ことにより，感染の拡大を最小限に抑えながら，社会活動が継続できるよう

取り組んでまいります。 
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（２）非常時を踏まえた県庁組織の体制について 

ア 人員体制の現状と今後の見通しについて 

二点目は「非常時を踏まえた県庁組織の体制」についてです。 

県庁の組織体制は、平成 11 年に約 6,400 人の職員を抱えていましたが、正

規職員がやるべき業務の優先順位をつけながら仕事内容の精査を繰り返し、

雑巾を絞るように職員を削減、正規職員数 4,200 人を目指して筋肉質な体制

づくりを目指してきました。 

新たな行政経営の方針では、引き続き4,200人という目標は据え置きつつ、

全国トップクラスの簡素で効率的な体制の堅持を掲げていますが、緊急対応

要員確保として令和３年度現在、正規職員数は 4,535 人となり、令和４年度

も増える見込みとなっています。 

また、6,400 人から現在の 4,535 人まで正規職員数が変動する中で、非常勤

職員数が平成20年度時点での約480人から約1,000人まで増加しております。 

そこで、4,200 人を目指す組織体制は、非常時にしなやかに対応できる体

制なのか、また、中長期の人員体制のあり方について、知事の御所見をお伺

いします。 

併せて、非常勤職員の増加に支えられている現状に対する見解と改善策に

ついてお伺いします。 
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【総務局長】 

 

  本県の正規職員数は，令和３年４月現在で４,５３５人となっておりますが，

そのうち，豪雨災害や新型コロナウイルスなどの緊急対応で３００人程度を

増員しており，これを除くと，令和２年１２月に策定いたしました「行政経

営の方針」で目安としている４,２００人は概ね達成しているものと考えてお

ります。 

 こうした中，平成３０年度以降は，度重なる豪雨災害や新型コロナウイル

スなど，非常時における緊急的な業務に対応するため， 

・ 職員定数の増， 

・ 年度中途を含めた新しい組織の設置， 

・ 職員の追加公募， 

・ 全庁応援体制の構築， 

・他県からの応援職員の受け入れなどにより，業務の急増に柔軟に対応して

きたところでございます。 

 今後の中長期の人員体制につきましては，現時点では，先の見通しが困難

な状況ではありますが，緊急事態が一定程度収束すれば，目安である４,２０

０人に向けて，適切な定員管理を行うとともに，「最少の経費で最大の効果

を挙げる」という基本原則に立ち，デジタル技術の進展や，公務員の定年引

上げに係る法改正への対応など社会情勢の変化に的確に対応するため，効率

的・効果的な執行体制の在り方について，適切に検討してまいりたいと考え

ております。 

 なお，非常勤職員も含めた執行体制につきましては，平成２２年度に策定

した「行政経営刷新計画」に基づき，職員採用を退職者の半数程度に抑制す

るなど，段階的に正規職員を削減する中で，正規職員が担っている業務のう

ち，物品の取得管理や収入支出事務などの補助的な業務や定型的な業務を非

常勤職員に担っていただくことで，効率的な執行体制の構築に取り組んでき

たところでございます。 

 また，平成３０年度以降につきましては，豪雨災害や新型コロナウイルス

への対応において，設計書の作成補助や支払事務のために１００人程度を緊

急に増員しておりますが，今後は，緊急対応の収束に伴い，解消できるもの

と考えております。 



7 
 

イ 新型インフルエンザ等業務継続計画について 

コロナ対応は、発生から既に２年が経過、健康福祉局においては新型コロ

ナウイルス感染症対策担当やワクチン政策担当を新設するなど組織体制の強

化を図り、令和３年当初時点で前年度よりも定数部分で 50 人を増員、健康福

祉局以外の各局においても、業務の優先順位をつけつつ、感染急拡大時には

１日当たり最大で約40人程度の規模で健康福祉局へ応援要員を捻出していま

すが、それでもなお、現在では恒常的な時間外勤務が生じているとも聞いて

おります。 

県ではこうした非常時に取り組むべき優先業務を事前に定めた「新型イン

フルエンザ等業務継続計画」いわゆるＢＣＰを令和２年１月に策定していま

すが、この計画は感染症への罹患による職員の欠勤率が 40％になることなど

を想定しており、現状において、このＢＣＰは発動していません。 

健康福祉局において昨年８月にこの計画を基礎とした対応を３週間程度実

施したとは聞いておりますが、これだけ長期間にわたって、全庁職員に過度

な業務負担がのしかかっている現状を考えると、ＢＣＰの発動条件等の速や

かな見直しが必要なのではないでしょうか。 

これからもコロナ感染症の波は必ず訪れます。感染拡大期の波に合わせた

柔軟な対応により、現場で奮闘する職員の皆さんの業務負担を少しでも軽減

する努力が求められます。 

そこで、感染の波に合わせて柔軟な対応が出来るようＢＣＰの発動条件を

見直すべきと考えますが、知事の御所見をお伺いします。 

通常業務に加えて、コロナ対応という激務をこなされている職員の皆様に

心から感謝申し上げ、次の質問へ移ります。 
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【危機管理監】 

 

 新型インフルエンザ等業務継続計画は，国のガイドラインで示されている

職員の４０パーセントが勤務できないような強毒で感染力の強い新型インフ

ルエンザ等が大流行した場合を想定して，必要最低限の業務を継続し，県民

の皆様の生命及び財産に与える影響を最小限に留めることを目的に策定して

いるところでございます。 

 一方で，本県の業務継続計画には，弱毒性の場合で，職員の欠勤率が低い

など状況が異なるときには，適宜可能な範囲で「最低限継続すべき県の通常

業務」以外の通常業務を行うことも定めております。 

 この度の新型コロナウイルス感染症は，強毒性ではないものの，感染症法

上の２類相当に位置付けられ，感染拡大の波を経るごとに，入院や宿泊療養

施設での療養者への対応や，濃厚接触者に対する健康観察などの業務量が膨

大になりました。 

 このため，特に負担が大きい健康福祉局内では業務の優先順位を整理し，

自宅療養者の健康観察や患者搬送業務などの保健所業務を民間委託しながら，

局内で人員が不足する場合には，各部局の優先業務を整理した上で，全庁で

応援体制を構築し，新型コロナウイルス感染症対応に当たってまいりました。 

 このように，業務継続計画の考え方に沿って感染拡大期においては，執行

体制の確保に努め，感染拡大を最小限に抑えながら，行政サービスの維持に

努めてきたところでございます。 

 今後の感染の波に対しましても，全庁的な応援体制の構築に加え，職員数

の増や外部委託の活用など，様々な手段を講じて柔軟に執行体制を確保し，

業務に当たる職員の負担を軽減することにより，新型コロナウイルス感染症

対策に万全を期してまいります。 
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（３）地域経済循環型社会を見据えた施策について 

三点目は「地域経済循環型社会を見据えた施策」についてお伺いします。 

今後の日本経済は、賃金が上昇しない中での物価高に見舞われる可能性が

高そうです。資源高騰が物価高を招き、さらに円安が追い打ちをかけていま

す。コロナ禍によるサプライチェーン寸断が国内製造業に大きな影響を与え

るほど様々な分野で輸入品に依存している日本にとって、頭の痛い問題です。 

さて、県政運営の基本方針２０２２には、サプライチェーンというキーワ

ードがほとんど出てきませんでした。コロナ禍で日本の産業構造の脆弱性が

露呈し、注目を集めたキーワードです。 

国は生産拠点の国内回帰を後押しするサプライチェーン補助金制度を二度

にわたり公募し、結果が公表されています。都道府県別の件数を見ると、広

島県は、一次・二次合わせて６件しか採択されておらず、採択数の多い兵庫

県、愛知県は 20 件を超え、その他、石川県、長野県、三重県、山口県なども

広島県の倍以上の採択数となっています。 

工場立地の適地が少ないという原因も考えられますが、広島県の関心の低

さが背景にないのかどうか心配なところです。 

私は、サプライチェーン対策は、安全保障上の意義があるだけではないと

思います。県内の生産性を高めながら、地域内、県内、中国地方内とできる

だけ小さい範囲で経済活動を循環させ、付加価値を共有していく、そうする

ことが結果として賃金上昇につながり、外的要因に強い経済圏を作ります。

つまり、サプライチェーン対策、もっと言うと新自由主義からの脱却も、本

質は地域経済循環型社会の推進にあるのだと思います。 

昨年末、子育て世代に 10 万円を給付することとなり、クーポンでの支給か

現金かで議論となりました。事務費の約 1200 億円が無駄なコストとされ、ほ

とんどの自治体が現金給付となりました。 

この約 1200 億円の事務費を大手の企業が一括で受注するならば、コストか

もしれませんが、地元の事業者が事務を請け負い、地元の企業が提供する子

供向けサービスにクーポンを利用すれば、子育て世代、事務請負事業者、サ

ービス提供事業者、地元の労働者、そして税収として返ってくる自治体と「五

方全てよし」の政策だったのです。 

同じようなことは広島県のコロナ対策でも見られました。コロナ臨時交付

金を使っての各種協力金の事務事業、宿泊療養施設の運営、ワクチン会場の

運営などそのほとんどが県外の大手事業者が受託しています。 

コロナによる業務に追われ、できるだけ手離れ良く、経験があるので問題

が少ないであろう大手事業者に委託したことは責められませんが、県内事業

者の育成、支払った資金の循環にもっと目を向けて欲しかったと思います。 
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県政運営の基本方針の中で広島県が重視しているキーワードをピックアッ

プしてみますと、ＤＸの推進、適散適集、カーボンニュートラルというとこ

ろでしょうか。これらの重要なキーワードは、中山間地域を含め地域経済循

環型社会を構築していく為にどう生かしていくのかという視点が問われるの

ではないでしょうか。 

サンドボックス、Ｃａｍｐｓでの県内企業人材のスキルアップなどＤＸを

切り口にしながら県内企業の生産性向上を目指す施策は、私も高く評価して

います。しかしながらＤＸは、手段であり、目的ではないはずです。 

昨日も我が会派の竹原議員が、公共調達に絡めて質問されましたが、地域

や域内で経済を循環させる理念がベースにあってはじめて適散やカーボンニ

ュートラルの実現に意義が出てくるのです。 

そこで、県として地域循環を意識した事業執行への強い決意を示していた

だきたいのですが、知事の御所見をお伺いします。 

また、サプライチェーンに対する広島県の課題認識と今後の対応について、

併せてお伺いします。 
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【知事】 

 

  県が発注する公共調達につきましては，競争性や公平性を確保する一方で，

本県経済への波及効果や地域産業の育成を図る観点から，県内企業の受注機

会を確保していくことが重要であると認識しております。  

  このため本県では，  

・ 県産品の優先調達のほか，  

・ 事業の規模や性質・目的，必要とする技術力や専門的知識に応じた入札参

加資格への地域要件の設定，  

・ 総合評価落札方式において地域への精通性や地域貢献の実績を評価項目と

するなど， 

地域性への配慮に努めているところであり，引き続き，競争性と公平性の下，

地域経済の活性化に資するものとなるよう積極的に取り組んでまいります。 

  また，サプライチェーンにつきましては，新型コロナウイルス感染拡大や

相次ぐ災害などで，国内外の供給網が寸断されたことにより，製造業を中心

に大きな影響を受けており，企業が安定的に生産・経営を行うためには，重

要な製品・部素材等を国内や県内で調達できる環境を整備することが重要で

ありますことから，県内企業の生産性を向上し，国際競争力を強化すること

が必要であると考えております。 

  こうした中，国におきましては，昨年度，国内回帰を促す観点から「サプ

ライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」を創設したところで

あり，引き続き，中国経済産業局とも連携し，より多くの県内企業がこれら

を利用して投資を行うよう，周知して参ります。    

  また，本県では，これらの国の補助金に加え，企業立地促進助成制度をイ

ンセンティブに，国内回帰を含めた企業の誘致や県内企業の生産拠点の強化

拡充を促進しております。 

  このほか，  

・ ＡＩ・ＩｏＴ，ロボット化等を図る企業に対する設備投資への支援， 

・ ものづくり企業の持続的な発展の原動力となる研究開発への支援，  

・ 県や大学，産業界が連携して取り組んでいるものづくりのデジタル化を担

う人材の育成  

・ カーボンニュートラルを目指した専門家による県内サプライヤーへの伴走

型支援  

などに取り組み，県内企業の競争力強化を図るとともに，付加価値率の高い

領域への事業展開を促進してまいります。    
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  こうした取組により，サプライチェーンの強化を含め，急激な環境変化に

対応できる力強く，しなやかな産業構造を実現していきたいと考えておりま

す。 
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（４）社会情勢の影響を最も受ける層への支援について 

四点目は「社会情勢の影響を最も受ける層への支援」についてお聞きしま

す。 

コロナ禍が現代社会に与えた制限は、社会的に弱い部分を浮き彫りにしま

した。 

「非正規・女性・シングル・子育て」、この４つのキーワードを持つ者に

過大な負荷がかかり、キーワードが積み重なるほど、厳しい状況に置かれ、

支援を必要としています。今年度、エソール広島が行った、コロナ禍が及ぼ

す影響についてのアンケート調査結果を見ても、ひとり親家庭は、そうでな

い家庭と比較して収入への影響が顕著であるにもかかわらず、令和４年度予

算案を俯瞰したとき、コロナ禍で最も影響を受けた４つのキーワードを持つ

方々を広島県挙げて支援していく意気込みが見えてこないのです。 

このことについて２点伺います。 

 

 

ア エソール広島による更なる調査の実施について 

エソール広島が困難を抱える方への支援についてアンケート調査をはじめ

て実施したことは、大変評価をしております。その上で、さらなる深堀調査

を強く要望致します。先ほどの４つのキーワードを切り口に、当事者たちが

何に困り、どのような支援が必要なのか明確にしていただきたいのです。 

 子どもが独立された寡婦の方から一人で子育てをするにあたり、生活が厳

しくなるのは分かっていても正規職員になることを諦めざるを得なかったと

いうお手紙をいただいたことがあります。 

 安定した生活を送るには、安定した仕事環境が必要であり、その仕事環境

を維持する為の支援も必要となります。エソール広島には、当事者たちの求

める支援や課題を洗い出し、県庁各部局に対して報告する。それに対して、

県庁各部局は、予算をつけ施策を実行。エソール広島は施策推進をサポート

しながら支援策に対する対象者の声を拾い上げ、再び県庁へフィードバック

する。このような施策の循環があってこそ、エソール広島に賃貸料を含む年

間 約９千万円もの事業費を県が捻出する意義があるのです。 

そこで、エソール広島を中心として、４つのキーワードを切り口とした支

援策策定のための調査及びエソール広島と県庁各部局の連携について、知事

の御所見をお伺いします。 
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【環境県民局長】 

 

 長引くコロナ禍は，とりわけ女性に対して，就業や生活面など，様々な形

で深刻な影響を与えており， 

・ エソール広島が実施したアンケートでは，ひとり親家庭で収入減少の影響

が大きく，心理的な影響を受けている割合も高いこと 

・ 増加傾向にある相談からは，これまでにない閉塞感を感じている方が多い

こと 

がわかってまいりました。 

 相談の内容を見ますと， 

・ 「夫のＤＶで離婚をしたいが，子供も問題を抱えており，仕事もない。こ

れからどうしていいかわからない」といった様々な課題が絡み合った複合的

なものや， 

・ 相談者自身が悩みの本質に気付いていなかったり，精神的に追い詰められ

ているケース 

も少なくありません。 

 こうした相談については，時間をかけて丁寧な面談を行った上で，必要に

応じ，こども家庭センターや医療機関等へ紹介や同行をしたり，何度も事後

フォローをするなど，一人ひとりに寄り添った支援を実施しているほか，先

般，弁護士や臨床心理士など様々な専門家による緊急相談会を開催し，解決

に向けた専門的な助言を行ったところでございます。 

 こうした取組の結果，利用された多くの皆様から，「しっかり話を聞いて

もらい，不安が軽くなった」「頭の整理ができ，行動に移せた」という声を

いただくなど，それぞれの悩みや課題の解決に一定の成果を上げております

が，一方で，寄せられた声を行政や民間の支援制度や事業の検討につなげる

取組は，必ずしも十分ではなかったと考えております。   

 このため，今後は，エソール広島が，家庭や生活に関する女性等からの相

談のファーストコンタクトの窓口として年間約２，０００件受けている相談

内容の詳細な分析を行うことで，ひとり親家庭など社会情勢等の影響を受け

困難な状況に陥っている方々の実情の一層の把握に努めてまいります。 

 また，こうして把握した課題をひとり親家庭サポートセンターやわーくわ

くママサポートコーナーなどの支援機関や，関係部局と共有し，困難を抱え

る方々が支援の狭間で取り残されることのないよう，必要な支援策の検討や

実施につなげてまいりたいと考えております。 



15 
 

イ 企業ニーズの把握とマッチングについて 

令和４年度予算案では、コロナ禍による離転職者等就業支援事業や建設労

働者雇用促進事業など離職者対策のメニューは、確かにありますが、これら

の施策は個別単発です。 

離職者等就業支援事業であれば、約 4,500 人分の求人開拓をしながらも就

職対象支援者のうち 175 人しか就職に至っていないようですが、企業側の雇

用ニーズはあるわけですから、企業が求める技量や人材像の洗い出しを行い、

それに沿った職業訓練等と結びつけなければならないでしょう。 

また、建設労働者雇用促進事業であれば、県はドボックスを推進し、土木

建設分野でのＤＸ化を進めている最中ですから、離職者に建設業におけるこ

れから必要となるＤＸに関する訓練や教育を施すことも考えられます。 

さらに、ＤＸ人材の育成も広島県は掲げていますが、ＤＸと一言でいって

も幅は広く、企業がどのような人材を求め、ＤＸ人材育成としてどこに焦点

を当てて取り組むのか、早急な検討が必要です。 

職業訓練をはじめとする再教育の内容が労働市場とのニーズに一致してい

ないことを指標化した調査において、ＯＥＣＤ加盟国中、日本は最下位とな

っています。 

これまで述べてきた通り、企業側の雇用ニーズ、需要は一定数ありながら、

一方で安定した職を求める供給も一定数あるけれども、上手く結びついてい

ないのです。 

企業側のニーズを洗い出し、職業訓練や技能研修をブラシュアップした上

で、４つのキーワードを持つ方々と結びつけていくマッチングこそが、今ま

さに求められています。 

そこで、「非正規、女性、シングル、子育て」４つのキーワードを持つ層

への県としての課題認識と、今後、どのように集中支援に取り組んでいかれ

るかについて、知事の御所見をお伺いします。 
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【商工労働局長】 

 

  新型コロナの影響により，コロナ前と比べて求人数が減少し，求職者数も

高止まって推移する中，ひとり親や子育て中の女性など，働く上での制約が

ある方や，離職を余儀なくされた非正規雇用者については，就職が困難な状

態が長期化する懸念があるため，きめ細かな就職支援が必要であると考えて

おります。 

  このため，県が運営する女性の再就職支援窓口である「わーくわくママサ

ポートコーナー」において，キャリアコンサルタントによる相談対応などを

行うとともに，ひとり親を対象に職業紹介や就業相談等を実施するひとり親

家庭サポートセンターや，国のマザーズハローワークとも連携して早期就職

の支援に取り組んで参りました。 

  また，「働きたい人全力応援ステーション」において，求人開拓の取組を

通じて企業側の雇用ニーズを把握し，求職者への職業紹介に活用するととも

に，「わーくわくママサポートコーナー」への 求人情報の提供や，県の求人

サイトを通じた情報発信などにより，マッチングを図っているところでござ

います。 

  しかしながら，企業が提示する勤務時間や勤務地等の条件と求職者の希望

との間に乖離があることや，求職者が過去に就業経験のない職種への応募に

躊躇する傾向があることなどから，マッチングがうまく進まないなどの課題

があるものと認識しております。 

  今後は，このようなミスマッチを解消していくため，個々の求職者のニー

ズを踏まえた求人開拓に取り組むとともに，求職者の新たな職種に応募する

際の不安感を払しょくするため，より丁寧な相談対応による伴走型の支援や

企業が求めるスキルに応じた職業訓練等への誘導のほか，就職活動を見合わ

せている女性への後押しも行うこととしております。 

  さらに，県内企業において，柔軟な働き方ができる職場環境づくりや，女

性活躍など多様な人材が能力を発揮できる社内風土の形成を促進するため，

企業経営者等を対象とする勉強会や企業訪問等の機会を通じて意識啓発や取

組誘導を図ることとしております。 

  引き続き，関係機関が連携して，こうした取組を推進することによって，

働き方に制約のある方を含めて，誰もが希望する形で働くことができる雇用

労働環境が整備されるよう努めてまいります。 
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再質問 

「非正規，女性，シングル，子育て」の４つのキーワードを持つ層への集

中支援について伺ったが，全般的な支援についての答弁であった。 

コロナの影響を受けたこのような方々に対し，県政運営の基本方針の大き

な柱に位置付けられておらず，ワーク目標も定められていない。 

支援の意気込みについて改めて伺う。 

 

 

 

【商工労働局長】 

 

  県政運営の基本方針については，ビジョンやアクションプラン等を踏まえ，

来年度，本県の人的資源や財源といったリソースをどこに集中すべきかまと

めたものと認識しております。 

 記載されたものは重点の取組として位置付けられたものではありますが，

当然，ひとり親や子育て中の女性など働く上での制約がある方や，離職を余

儀なくされた非正規雇用者については，就職困難な状態が長期化する懸念が

あるため，きめ細かな就職支援を，県としてしっかりと支援していく必要が

あると認識しております。 

 このことについては，県政運営の基本方針に大きく記載されているかどう

かに関わらず，県として取り組んでまいりたいと考えております。 
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２ 今後の学校教育のあり方について 

（１）校長等の人材育成方針について 

質問の第二は、「今後の学校教育のあり方」について、２点お伺いします。 

一点目は、「校長等の人材育成方針」についてです。 

広島県は学びの変革を掲げ、主体的な学びを促す教育活動を推進していま

す。しかしながら、私は以前より大きな疑問を持っています。 

英語やプログラミングなど履修科目は増える一方の足し算ばかりで、履修

科目に引き算はありません。一斉授業からの脱却への歩みも遅く、学校を出

ても塾や習い事に忙しく、やらなければならないことに追われる子どもたち

が主体的に学ぶことを率先してできる環境なのだろうかという疑問です。 

先日、横浜創英中学校高等学校 工藤勇一先生のお話を直接伺う機会があり

ました。私が著書を読んで以来、どうしてもお会いしたかった方です。 

子どもたちが学校で過ごす時間は、将来、社会でより良く生きる力を身に

着ける為の準備期間であり、教育の最上位目標は、自ら考え、判断し、行動

する、つまり子どもの自律を促すことにこそあると話されました。 

公立の麹町中学校で宿題の廃止、担任制の廃止など公立学校ではおおよそ

実現不可能と思われていたような改革を数々成し遂げ、現行ルールの下であ

っても明確な目的と決意があれば子どものために教育現場を変えることがで

きることを世に知らしめました。 

数学の授業は、一斉授業を廃止、キュビナというつまずきを診断し、学び

直しができる学習アプリを使っての自習授業とすることで、つまずきのない

子でわずか２か月、つまずきのある子でも半年で通常一年間かけて履修する

カリキュラムを終えてしまうそうです。 

また、修学旅行は、生徒自身が修学旅行の目的、訪問場所、行程、そして

旅行会社との交渉まで全て担います。 

これらは、一例ですが、お話を伺う中で校長先生の役割がいかに大きいか

を強く感じました。自律を促すという最上位目標、目標達成のためには手段

の目的化している従来のやり方を躊躇なく変え、アプリなど良いものを取り

入れる決断力、そしてこのような改革を現場の教員、生徒、さらには保護者

に至るまで理解してもらうプレゼン能力、まさにマネジメントと言えるので

はないでしょうか。 

 さて、広島県教育はどうでしょうか。 

議会の場での答弁、目にする資料などでは、あまり伝わってこないのは大

変残念に思うのですが、平川教育長は、教育の方向性に対して工藤校長先生

と同じ志、目的意識を持っていらっしゃると確信しています。 
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横浜の公立中学校時代の著書を読む限りでも教員、生徒、保護者の意識改

革を促しながら校長職をお勤めになられていたようです。 

また、ある雑誌の対談で、令和２年１月にアメリカへ商業高校の教員数名

と視察に行かれたエピソードを話されています。アメリカで触れた教育現場

での貴重な体験により教育の本質を考えさせられた商業高校の教員が、従来

のカリキュラムを根本から見直し、県内の農産物や工業製品の販売と結びつ

ける実践授業に行き着いたそうです。 

先生同士が対話を通じて、子どもたちの為の最適解を導く、このようなこ

とが当たり前に実践できるように、現場を指揮する校長先生の意識改革を進

めなければなりません。 

日本の教育は長らく、いかに効率的にカリキュラムをこなすかという意識

が根底にあったのではないでしょうか。そこからの転換が学びの変革だと理

解しています。 

主体的な学びはなぜ必要なのか、自律した人格形成とはどういう意味なの

か、それは生徒たちが人生をより良く生き抜く為であり、その最上位目標の

為には、従来のやり方を改め、利用できるものは最大限に導入する、この原

理原則を現場の教員、そして何より各学校をマネジメントする校長先生が共

有しているかどうかが問われます。 

また、県教委の枠組みを超えて、幼小中高と途切れることなく子どもたち

の個別最適な学びが約束され、自律を引き出す教育が行われる、広島県で学

んで良かったと思える教育の実践を切に願います。 

そこで、これまでの校長及び教員の育成方針にどのような点で課題があっ

たか、今後どのように変革を試みようとされているのか、教育長の御所見を

お伺いします。 
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【教育長】 

 

  本県におきましては，「学びの変革」で掲げた児童生徒の主体的な学びを

促す教育活動を推進する上で，教職員に必要な資質を明確化した「広島県教

員等資質向上指標」を令和３年３月に策定し，人材の育成に取り組んでいる

ところでございます。 

 それまでの指針である平成１８年に定めた「教職員に期待される役割と具

体的な行動例」におきまして，子供たちが自らの主体的な選択と納得によっ

て自ら学ぶように支援することが教員である，という基本的な考えを位置付

けていなかったことが，現在においては課題であったと認識しております。 

 このため，新たに策定した指標におきましては，教職員に必要な資質とし

て，あらゆる教育活動において，児童生徒が，自ら判断し，行動し，その結

果に責任をもつという，いわゆる，自己指導能力の育成ができることなどを

位置付けたところでございます。 

 これらのことを実践する教職員を育成するために，教員がファシリテータ

ーとして児童生徒の伴走者となること，また，児童生徒の考えを引き出す「本

質的な問い」の設定による授業づくりを目指した研修を実施しているところ

でございます。 

 加えて，これら教職員の育成に当たりまして，校長に求められる資質とし

て， 

・ 全ての子供たちの可能性を引き出すことを踏まえた教育内容等を，学校の

実態に合わせた教育課程として編成することや， 

・ 子供主体の授業づくり等を推進し，教育活動の質の向上を図ること 

などを明示したところでございます。 

 そのため，管理職等研修におきまして，広い視野に立って学校を運営し，

児童生徒の主体性を育む取組が実践できるよう，校長等が挑戦していくため

に必要な資質能力の育成を図っており，ＡＩ学習アプリなどを活用し，多様

な選択肢の中から児童生徒自らが自分に合った方法を選択して学習を進める

といった，新たな取組を実践している学校も見られてきているところでござ

います。 

 今後とも，児童生徒の主体的な学びを促す教育活動の充実を図って，「学

びの変革」を加速できるよう，教職員の人材育成に積極的に取り組んでまい

ります。 
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（２）学校経営方針のあり方について 

二点目は「学校経営方針のあり方」について、お伺いします。 

昨年の一般質問でも各県立高校に対して、県教委が明確な役割分担を示し

ていないことを指摘させていただきました。 

現在、特色ある学校づくりという名目の下、各学校では、学校経営計画を

立てることになっており、また、この計画をスライドさせたものが、各学校

で策定中の入試改革に向けた学校ＰＲになるのだと思います。 

広島県教員等資質向上指標では、学校の実態や課題を踏まえて特色ある学

校経営ビジョンを構築するよう求めており、また、「新しい時代に必要とな

る資質、能力を身に付けさせるために必要な教育内容等を編成する」などと

あります。 

これらの指標を見る限り、先の質問で取り上げた教育の最上位目標である

「自律を促す」という理念は感じられません。特色ある学校を打ち出すこと

自体が目的化しているのではないでしょうか。 

新しい時代も古い時代も自律を促すことができれば、子どもたちは変化に

柔軟に対応するでしょうし、引き出すのではなく、身に付けさせるという表

現にも引っ掛かります。 

そもそも、中山間地域に１校しかない学校や工業、農業、商業高校は別と

しても、都市部の普通高校となると、理数系のＳＴＥＡＭ教育に力を入れる

などを除いて、どのように特色を出すのでしょうか。 

県教委からの明確な役割は明示されず、一方で偏差値による学力の序列付

けはされているものの、そのことには一切触れられていません。 

特色ある学校づくりの目的化を防ぎ、生徒の自律を引き出すためには、現

行の学校経営計画のあり方のままで良いのか疑問に感じますが、現状をどの

ように評価されているのか教育長の御所見をお伺いします。 
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【教育長】 

 

  本県におきましては，児童生徒の主体的な学びを促す「学びの変革」を推

進することにより，生涯にわたって主体的に学び続け，多様な人々と協働し

て新たな価値を創造することのできる人材の育成に，取り組んでいるところ

でございます。 

 この「学びの変革」を学校の実態に即して推進していくためには，各学校

が「育てたい生徒像」を明らかにし，必要な特色づくりやその道筋などを，

学校経営計画に位置付ける必要があるものの，県教育委員会として，これま

でこれを求めておらず，学校経営計画の具体性が不十分であるなどの課題が

ございました。 

 このため，今年度，経営計画の中に書き込むべき大きな柱の一つとして「育

てたい生徒像」を加え，生徒に主体的な学びを促す内容とするよう改善を図

ったところでございます。 

 これを踏まえて，教育委員会といたしましては，現在，各学校の新年度の

経営計画につきまして， 

・ 生徒に向けたものとして，分かりやすく，学校の実態に即した教育目標の

設定 

・ 具体的な実効性の確保 

などの観点から，計画の充実を図るよう，学校と連携して改善を図っていく

こととしているところでございます。 

 今後，「育てたい生徒像」を位置付けた経営計画の定着を図ることなどに

より「学びの変革」を推進し，全ての生徒が右肩上がりに成長していけるよ

う取り組んでまいります。 
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３ 広島県の諸課題への対応について 

（１）海ごみ対策について  

質問の第三は、「広島県の諸課題への対応」について、２点お伺いします。 

一点目は「海ごみ対策」についてです。 

昨年の 12 月議会において、海洋プラスチックごみ対策強化を求める国への

意見書が全会一致を持って可決されました。漁業者に寄り添いながら流出プ

ラスチック類の４割を占める漁具の材質転換、流出防止や回収処分における

省庁横断的な取り組みを国へ働きかける、画期的な意見書となりました。 

また、ペットボトルに関連する事業者等によるコンソーシアムも立ち上が

り、今年度は、広島県における海洋プラスチック対策元年と言っても過言で

はないと思います。 

令和４年度予算においては、海岸漂着物等地域対策推進事業に対して広島

市が初めて予算要求するなど、関係市町の関心も確実に高まっています。 

このような取り組みがより成果を挙げるためにも、本日は回収処分につい

て課題を取り上げたいと思います。 

海洋プラスチック問題は、実に多くの部局にまたがる課題でもあります。

回収処分に限っても、県庁内では、環境保全課、水産課、港湾振興課、市町

ではごみ処分の環境衛生部署も関係しており、縦割りに陥りやすいテーマで

す。 

海岸清掃をはじめとする回収は、漁協、ＮＰＯ団体、一般企業、個人に至

るまで様々な方々が実施されていますが、それぞれが個別の動きとなってい

ます。大小幾多の島々が点在する本県の海外延長は、約 1,128 ㎞に及びます

が、瀬戸内海は閉鎖海域でもあり、海ごみが満ち引きにより漂着しやすい場

所はある程度目星が付くと言われています。漂着しやすい場所や時期を調査

特定し、集中的に漁業者やボランティアに回収を働きかけ、啓発も含め一体

感のある大きな動きにしていく必要があると考えます。 

さらに、海岸清掃等によって回収されたごみの受入対応は、各市町によっ

て異なっています。特に大きな問題となる発砲スチロール製のフロートにつ

いては、漂着量の多い西部の市町では，一部の市町でしか受け入れておらず、

回収したごみの細かい分別を求められることがあるなど、ボランティア活動

への大きな弊害となっています。 

この発泡スチロール製のフロートは、波間を漂ううちに砕け、ポップコー

ンのカスのようになり、適切に回収しなければ後々の回収難度が上がる一方

です。ボランティアの方々の善意に応える為にも、各市町の海ごみの受け入

れ状況を調査し、どのような支援が考えられるのか検討するとともに、積極

的な市町の取り組みを他の市町へ普及啓発することも必要です。 
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そこで、海ごみの回収処分について、啓発及び市町への支援など県として

どう取り組んでいかれるのか、知事の御所見をお伺いします。 

 

 

 

【環境県民局長】 

 

 本県では，２０５０年までに瀬戸内海に新たに流出する海洋プラスチック

ごみゼロを目指し，昨年６月に幅広い事業者や関係団体，市町と連携して「Ｇ

ＲＥＥＮ ＳＥＡ 瀬戸内・ひろしまプラットフォーム」を設立したところで

あり，プラットフォーム内に，使用量削減や流出防止，清掃・回収などの４

つのワーキンググループを設置し，総合的に取組を進めているところでござ

います。 

 このうち，清掃・回収につきましては，プラットフォームの設立以前から，

海岸の清掃活動を行う団体を「せとうち海援隊」として認定し，支援を行う

とともに，沿岸市町による一斉清掃の取組を働きかけることなどにより，自

主的かつ継続的な活動が広がってきたところでございます。 

 一方で，ワーキンググループの議論等において清掃・回収を一層推進する

ためには， 

・ 活動団体の人員不足や， 

・ 活動の時期や場所を決める上での情報の不足のほか， 

・ 回収・処理の方法が市町ごとに異なること 

などが課題として指摘されております。 

 このため，今後は，全市町も参加するプラットフォームにおいて，海岸清

掃活動の情報を一元化し，企業など様々な関係者のマッチングにより，参加

者の拡大を図るとともに，本県が毎年度実施している県内１３５海岸の漂着

物調査の結果を地図上に見える化し，情報発信するなど，清掃活動の効率化

を促進してまいります。 

 また，市町における回収・処理の実態調査を行った上で，優良事例の共有

や技術的な助言の実施，国の補助制度の活用により，受け入れの利便性向上

を働きかけてまいりたいと考えております。 

 今後とも，プラットフォームを活用しながら，効果的・効率的な海ごみ対

策について調査・検討を行い，具体的な事業につなげていくなど，美しく恵

み豊かな瀬戸内海の実現に向けて，関係部局や市町，関係団体の皆様と一体

となって，取組を進めてまいります。 
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（２）現広島マリーナホップの解体について  

二点目は「現広島マリーナホップの解体」についてお聞きします。 

先般行われた「現広島ＦＭＰ開発事業用地の利活用に係る公募」により、

ひろしまモビリティゲートを整備する案が採用され、広島マリーナホップは

解体される可能性が高くなりました。 

広島マリーナホップは、平成 17 年に中四国最大級のアウトレットモールと

して開業しましたが、二度にわたり運営会社が行き詰まり、平成 24 年に地元

の企業が請われる形で事業を引き継ぎ、現在に至っています。 

県の構想に基づき整備された不良債権とも言える施設を引き継ぎながらも、

経営努力により、年間 30 億円程度の売り上げと 180 万人を下回る集客しかな

かった施設を約 80億円の売り上げと 200万人以上が来客する施設として運営

されています。 

この間、納税や雇用面で地域貢献をしていただいたばかりでなく、借地料

も平均して年間約１億円を納めていただいているのです。 

公募の結果とは言え、アクセス道路の改善、スポーツ賑わいゾーンの整備

など、まさにこれから周辺環境が良くなる矢先に梯子を外された形となりま

した。 

また、事業をする中で、投資判断やテナント誘致の観点から、契約期間が

５年を切る前には、事業継続できるにしてもできないにしても、早めの公募

を県に実施してもらい、事業継続の判断をしたいと要望もされていたようで

ありますが、大規模ＭＩＣＥ施設の誘致検討の為に２年間を浪費した上での

結果でもあるようです。 

以前、県庁の電力調達について質疑した際、地元企業の雇用、納税、設備

投資の努力をもっと評価すべきだと指摘しましたが、今回もそのような努力

は重視されず、広島で事業をして良かったと思えない結果となってしまいま

した。 

以上を申し述べた上で、２点お伺いします。 
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ア 広島ＦＭＰ開発基本構想に対する総括について 

まずは、「広島ＦＭＰ開発基本構想に対する総括」についてです。 

平成３年に広島県マリーナネットワーク整備計画を策定、その後、平成 12

年に広島ＦＭＰ開発基本構想を策定しています。基本構想には、事業者公募

にあたって、施設内容や配置については、法的規制等やむを得ない場合を除

いて変更しない、とあります。 

つまり、現施設は、基本構想に忠実に施設整備され、20 年間での差引損益

額は、約 40 億円とも謳われていました。 

構想がとん挫しかけた施設は、地元の業者の努力で何とか格好の付く形に

なりましたが、当初の構想についての総括や事業者選定への反省があってし

かるべきです。 

また、広島ＦＭＰは、広島県の海の一大レジャー拠点としての役割を与え

られた観音マリーナを補完する機能が期待さていたのではないかと思います

が、今回の公募にはそのような強い思いは見当たりません。 

そこで、広島ＦＭＰ開発基本構想に対する総括と反省、また、観音マリー

ナを含めた地域構想はどうなったのか、知事のご所見を伺います。 
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【知事】 

 

  広島港観音地区につきましては，平成２年度に策定した「広島県マリーナ

ネットワーク整備計画」におきまして，クルージング拠点と後背地に大規模

な海洋レクリエーション基地を備えた「メインマリーナ」の一つとして位置

付けております。 

  この計画に基づき，第三セクターにより，クルージング拠点と海洋レクリ

エーション基地を一体的に整備することとしておりましたが，その後の厳し

い経済事情等により事業主体の中核企業が平成７年度に撤退したことを受け，

放置艇対策を始めとした公共機能の強いクルージング拠点を公共において整

備する方針に転換し，平成８年度に広島観音マリーナとして供用したところ

でございます。 

  その後，海洋レクリエーション基地用地の利用策として，平成１２年度に

策定いたしました広島ＦＭＰ開発基本構想は，「広島県の観光ポテンシャル

を生かし，より多くの人が広島に集い，交流が広がるような観光新名所の創

出」を基本コンセプトとするとともに， 

・ 施設の開発方針や開発イメージ， 

・ 施設配置やデザインなどの建築計画，  

・ 収支等の予測，  

・ 構想実現の手法・スケジュール  

などについて，取りまとめたものでございます。 

  この構想に基づいて，広島ＦＭＰ開発事業に係る事業主体の公募を行った

ところ，企業グループ１者から応募があり，審査を行った上で，平成１４年

１月に事業予定者として決定いたしました。 

  アウトレットモールを核とした「広島マリーナホップ」として供用が開始

された平成１７年３月以降，しばらくの間は，来場者数や売上が順調に推移

したものの，その後の売上等が低迷したことなどにより，当初の運営事業者

の撤退などを余儀なくされることとなりました。 

  その後，平成２４年にこの施設の運営を引き継いだ県内事業者によるこれ

までの創意工夫などにより，幅広い世代が集まり，飲食や買い物，アミュー

ズメントなどが楽しめる場所として，県民の皆様を始めとする多くの方々か

ら親しまれてきていることから，構想に掲げる基本コンセプトにつきまして，

一定程度実現が図られているものと認識しております。 

  これまでの間，平成のバブル経済の崩壊など，極めて厳しい経済情勢が続

き，事業主体の変更なども生じる中，観音地区のにぎわい拠点づくりに取り

組んできたところでございますが，引き続き，広島市中心部に近接する，貴
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重なウォーターフロントである当該用地を有効活用し，にぎわいの創出を通

じた県経済の活性化を図っていくため，周辺施設とも調和した魅力にあふれ

たアイデアを民間事業者から幅広く募集することとし，昨年７月に公募を行

ったものでございます。 
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イ 集客目標の数字と投資額について  

続いて、「集客目標の数字と投資額」についてであります。 

中央公園広場のパークＰＦＩ事業者の公募にも言えることですが、公募の

際、景気の良い数字が踊り、実現可能性に疑問を持っています。この度の選

定事業者は、広島県の新たな観光名所とすべく施設を整備し、国内外から 200

万人超の来場を達成すると掲げており、広島県経済の活性化にコミットする

と資料に書かれています。 

しかしながら、本当にそれだけの集客が見込めるのか、実現可能と思わせ

る根拠はどこにあるのか、資料から読み取ることはできません。 

さらに、今回の公募は、先ほども取り上げた通り、県の計画に忠実に施設

整備された既存施設を運営する事業者と新規事業者による競合です。 

200 万人の集客というのは、既存事業者が安定的にクリアーしている数字で

あり、目新しい事業への期待感と本当に集客できるのかというリスクバラン

スを県としてどのように考えているのでしょうか。 

また、投資額についても約 97 億円との数字が出ていますが、この投資を確

約させる契約となるのかどうか、確約させる契約にならないのであれば、そ

の担保はどのように取るのでしょうか。 

特に新たな事業予定者の代表法人には、トヨタの資本が入っていないよう

で、97 億円もの巨額の資金が本当に調達できるのかどうか、大きな疑問符が

つくところです。 

そこで、集客の実現性と事業リスクとのバランス及び資金調達の担保をど

のように取るのかについて、知事の御所見をお伺いします。 
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【知事】 

 

  事業予定者の提案におきましては，アジア圏随一の「モビリティ・エンタ

ーテイメントの聖地」をコンセプトとした，新たな観光名所を創出し，ここ

でしか体験できない価値を提供することで，国内観光客をはじめ，海外から

の観光客や近隣住民をあわせ，年間２００万人超の集客を図ることとされて

おります。 

  具体的には，  

・ 屋内でのＥＶカートレースや，  

・ 非日常感のあるフォーミュラカーの操縦などのモビリティ体験に加え， 

・ カーディーラー・飲食等のテナントの導入や， 

・ アウトドアアクティビティで活用できる緑地の設置，野外イベントの実施 

などにより， 国内外から観光客等を呼び込むといった提案となっており，本

県の新たなにぎわいの創出を通じた 県経済の活性化につながるものと考え

ております。 

  一方で，こうした期待する効果の発現を図るためには，賃貸借期間全体を

通して，目標としている集客を継続して実現していくための新たな魅力やコ

ンテンツを盛り込みながら，安定的に施設を運営していただくことが極めて

重要と認識しております。 

  また，今回の提案におきましては，事業開始に当たり，約９７億円の大規

模な投資が計画され，その資金の調達については，自己資金に加えて，事業

予定者の取引銀行など複数の金融機関等から長期の借り入れ等を行うことと

されており，今後，提案の実現に向け，地元金融機関等ともしっかりと連携

し，資金調達に取り組んでいただくことが不可欠と考えております。 

  こうしたことから，今後，基本協定や事業用定期借地権設定契約の締結に

ついて，事業予定者と協議していく中で，目標に掲げる集客や資金調達が図

られるよう，  

・ 建設施設や導入テナント，  

・ 事業の実施体制，  

・ 施設の運営計画，  

・ 事業スケジュール，  

・ 資金計画 

などについて しっかりと確認しながら調整を進めてまいります。 
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再質問 

公募型プロポーザル事務処理要領において，提案書の内容は発注者の指示

がない限り，原則全て履行しなければならないとなっているが，200 万人の

集客と 97 億円の投資は事業者が必ず達成しなければならない目標で間違い

ないか。また，駐車場のスペースが少ないが，公募の審査の際にきちんと検

討されているのか。さらに，年間の集客目標が達成できない場合，県として

強制力を持って是正を促すことができるのか伺う。 

 

 

 

【商工労働局長】 

 

  今回選定された事業予定者につきましては，今後締結する予定の基本協定

や事業用地定期借地権設定契約の手続きにおいて，他の類似の公募案件と同

様に，提案内容の事業の実現を図るために，具体的な実施計画の策定を義務

付ける予定としております。こうした過程を通じて計画の実現，必要な資金

の確保策をしっかりと確認しながら進めてまいりたいと考えております。 

 また，駐車場スペースにつきましては，今回の審査におきまして，事業コ

ンセプト，事業の実現性・継続性，賑わいの創出，周辺施設との親和性，広

島県経済への貢献，環境・景観への配慮など様々な観点から審査が行われた

ところであり，そうした様々な評価項目の中で，審査がなされたものと認識

しております。様々な課題がある場合には，先ほど申し上げた実施計画の策

定などを通じて提案内容の趣旨に基づいて必要な対応を今後協議していく予

定としております。 

 目標達成に向けましても，提案内容に沿った事業の実現を図るために，具

体的な実施計画を策定していく中においての協議を通じて，実現に向けてし

っかりと県として対応してまいりたいと考えております。 
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再々質問 

  次期事業者が予定している計画において，駐車場スペースの確保について

懸念がある。関心表明も提出されていないと聞いているが，資金調達も含め

て審査の中で議論されたのか再度伺う。 

また，県として強制力を持って是正を促すことができるのかについても再

度伺う。 

 

 

 

【商工労働局長】 

 

  審査における個別詳細の内容については差し控えたいと考えておりますが，

事業者へのヒアリングにおいて，駐車場の工夫の必要性が議論となり，提案

者からも話を伺ったものと承知しております。今回の全応募者に共通するも

のでございますが，提案趣旨を活かし，大きな目標を実現するために，より

工夫することが重要であると考えており，周辺の方々や関係者とも今後協議

をしながら工夫をされるものと考えております。 

 また，目標の実現につきましては，先ほど申し上げたとおり，施設計画，

事業スケジュール，資金計画などについての実施計画を作成することを基本

協定の中において策定を義務付けることにしております。そうした中で，関

係者の方々も含めてしっかり確認を行いながら，提案された内容が実行され，

掲げられた目標が達成されるよう，しっかりと県として対応してまいりたい

と考えております。 

 


