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午後１時 00分開議  

 

薮 田 栄 治 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

永森副委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 薮田委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

薮田委員  それでは、午後の部よろしくお願いをいたします。  

 まず、私の質問は広域観光についての質問でございます。  

 広域観光につきましては、昨年２月と 10月に石川県の知事とのト

ップ会談のテーマにも上がりました。北陸デスティネーションキャ

ンペーンにつきましても、両県で実現に向けた運動をこれまでして

こられたと承知しておりますし、もちろん福井県も懸命にやってこ

られたということでありまして、そういう働きかけが実って、 2024

年の秋に北陸ＤＣ（北陸デスティネーションキャンペーン）が決ま

ったということであります。９年ぶりということで本当にうれしい

限りでありますけれども、このチャンスを最大限に生かすために、

３県の官も民も一緒になってしっかり準備していく必要があるので

はないかと思います。  

 そのためにも、まず 2015年、７年前のキャンペーンの事業評価と

いうものをひもとく必要があるのではないかと思っています。  

 私も市役所におりましたけども、ＰＤＣＡサイクルのこのＣとい

うこのチェックですね、これは行政が最も不得意な部分とも言われ

ております。  

 前回は、 2015年春に金沢まで開業しました新幹線が一気に北陸に

観光客を呼び込んで、それこそ絶好調の時のキャンペーンでした。
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「日本の美は、北陸にあり。」というキャッチフレーズで、いろん

なＰＲあるいはイベントを展開して大きな成果を上げたと認識をし

ております。富山県にもたくさんのお客さんが来ておいでになりま

した。  

 でも、やっぱり金沢独り勝ちという感も否めなくもありませんで

した。マグネット効果として金沢に引かれるのは当然としましても、

そこに集客したお客さんを３県にどう回していくのか、これが一番

大事なポイントで、このためにどんな戦略を立て、どんな結果が得

られたか、そしてそれらを分析して、課題を掘り起こして次に生か

す、こういうことが大事ではないかと思っております。  

 果たして３県の連携がしっかり取れていたのか、あるいはキャン

ペーンの効果が隅々まで行き渡っていたのかなどなど、事業評価か

ら見えた課題や反省点について、県としてどのように整理をしてお

られるのか、地方創生局長にお尋ねをいたします。  

南里地方創生局長  平成 27年の北陸新幹線開業を契機に、初の北陸３

県合同によるデスティネーションキャンペーンが開催され、北陸全

域で観光客の増加が見られるなど、様々な成果が得られたと考えて

おります。  

 具体的には、デスティネーションキャンペーン期間中の入り込み

数について、富岩水上ラインが前年比 299％、国宝瑞龍寺は 188％、

宇奈月温泉の宿泊者数も 136％と大きく伸びるなど、新幹線開業効

果も相まって、キャンペーンの成果が数値に表れております。  

 また、入り込み数に加えてデスティネーションキャンペーンの前

年に全国から 800人以上の旅行関係者が参加し、富山市内で開催さ

れた全国宣伝販売促進会議では、本県から富山湾鮨をはじめとする
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400以上の観光素材を提案するなど、デスティネーションキャンペ

ーンをきっかけに、県内市町村や観光事業者との連携による観光商

品が数多く造成されたことは大きな成果であると考えております。  

 一方で、こうした３県連携による観光誘客には、観光面での相互

理解が重要でございますけれども、昨年石川県民を対象に実施した

市場調査において、富山旅行経験者が約半数にとどまっている状況

でございます。  

 ３県が連携してＰＲしていくためには、まず３県の県民に北陸各

地の魅力を知っていただくという課題があると認識しております。  

薮田委員  ありがとうございました。いろいろ前回の事業評価につい

てということでお答えいただきましたけれども、あれから７年経過

して前回と環境が大きく変わった点、私なりに整理しますと２つあ

ると思うんです。  

 １つは、例えばユーチューバーであったりＳＮＳであったり、パ

ーソナルな媒体というのは格段にパワーアップしてきたということ

が一つあります。  

 実は私、ナンリノニッキのフォロワーでございまして、いつも大

変楽しく拝見しておりますけども、こういうパーソナルメディア、

こういうのもキャンペーンにどう取り込んでいくかというのも、一

つのポイントになろうかと思っております。  

 もう一つは、コロナの副産物と言えるのですけれども、マイクロ

ツーリズムが深化、普及したという点であります。これまであまり

知られてなかったような場所や、コト、モノ、これが発掘されて新

しい観光資源としてスポットライトを浴びるということも出てきま

した。  
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 ちょっと話はそれるのですけれども、２月の定例会で、私は美し

い富山湾活用・保全課の廃止ということの理由を質問いたしました。

このとき岡本部長は、世界で最も美しい湾クラブ世界総会の開催等

によって、富山湾のブランド価値の認知度向上に一定の成果が得ら

れたので廃止したと、今後は、富山湾の利活用については観光振興

室が引き継いでいくという趣旨の答弁だったと記憶しております。

この世界で最も美しい湾クラブの総会というものは、課を廃止する

ほどの一定の成果なのかどうかということについては、どうかなと

思うのですが、組織改編は知事の専権事項なので特にこれにどうこ

うということはないんですけども。  

 いろんな質問の中で私は申し上げておりますが、四方正治先輩が

立ち上げ、当時の自民党の議員会全員が会員となりまして、その後、

上田英俊さん、そして今、山本徹さんと会長をつないでおります富

山湾未来創造調査会、この調査会が平成 30年に提言書を県に提出を

しております。ここでは観光だけに頼らず、本県発展のためには富

山湾をしっかり活用していくことが重要であって、立山連峰とこの

富山湾を振興発展の２本柱として押し出していくという考え方が貫

かれているわけであります。  

 観光振興室が引き継ぐということでございますから、ぜひ南里局

長にもこの提言書を御一読いただきたいと思っておりますし、その

上で、アースラさん、妹さんをもっと海に連れて行って、日記にも

どんどん書いていただきたいなと、よろしくお願いします。  

 今度のキャンペーンも前回同様、 10月から 12月までの３か月とい

うことでありまして、富山湾の魚が１年で一番おいしい旬の時期に

当たります。北陸３県を一つのエリアとしてしっかり連携していく
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ことはもちろんでありますけども、秋冬に合う観光資源の活用を図

ってほしいと思いますし、市町村あるいは各種団体、民間企業など

が持つ資源を存分に生かした観光キャンペーンなりを工夫する必要

があると考えます。これにどう取り組まれるのか、新田知事にお尋

ねをいたします。  

新田知事  私も早速ナンリノニッキの閲覧を始めたいというふうに思

います。  

 令和５年度末に予定されております敦賀開業、そして秋の北陸デ

スティネーションキャンペーンの効果を最大限発揮するために、北

陸３県が、委員おっしゃるように、より密接に連携して取り組むこ

とが大切と考えています。  

 現在は、北陸３県にＪＲ西日本さん、そして北陸経済連合会さん

が連携をして、観光キャンペーンの開催あるいは大都市圏の駅への

ポスターの掲出など、食や景観、３県が持つ観光の魅力をテーマに

沿って集約して、北陸を一つのエリアとした観光ＰＲを実施してお

り、北陸ＤＣに向けて今後さらに連携を強化して取り組んでまいり

ます。  

 また、北陸３県として誘客を図るに当たっては、３県の観光面で

の相互理解が重要という御指摘はごもっともであります。昨年実施

しましたアンケートでも、本当にその問題が明らかになっておりま

す。近隣県において富山県内の観光地の認知度がまだまだ低いとい

う課題、県としてはマーケティングに基づいて効果的な施策を展開

をするなど、今年度からマイクロツーリズムを本格的に推進するこ

とにしています。  

 さらに北陸３県が連携をし、相互に観光情報の発信を行うなど、
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地元の魅力発見や北陸エリア内の周遊などを促進し、北陸としての

一体感の機運や醸成を図っていくために、例えば、各県１か所ずつ

の一押しを出して、それを３泊４日のコースに仕立て上げて、かつ

県境を渡るときもシームレスにスムーズにつながるような提案。そ

れも、高級なプラチナコース、中ぐらいのプレミアムコース、それ

からリーズナブルなベーシックコース、こんなふうな１つの旅行商

品の造成などということもよいのではないかと考えております。  

 そして、そんな中でも富山が選ばれ続けるためには、富山ならで

はの魅力をさらに高めることが言うまでもなく大切でありまして、

富山湾の豊かな食文化、景観、立山黒部の美しい自然、多彩な伝統

文化、さらに産業観光など、観光資源の磨き上げに、県そして市町

村の皆さん、観光事業者、各種団体、もちろん民間企業と連携して

取り組んでまいりたいと考えます。  

薮田委員  ありがとうございました。確かにそのシームレスというの

は非常に大事なことだと思います。またこのことについては後ほど

少し触れます。  

 次に、アンテナショップの運営についての質問をさせていただき

たいと思います。  

 富山県は日本橋に、それから石川県は銀座、福井県は南青山にそ

れぞれアンテナショップを展開していると承知をしておりますけれ

ども、広域観光推進のためにはこの３県が互いに影響し合って、共

に北陸をアピールしていくということが大事だと思っています。  

 例えば、統一のロゴを使うだとか、相互に商品や観光資源を紹介

し合うだとか、そういう連携が必要になってくると思うのですが、

これまでアンテナショップの連携についてどのような取組をしてこ
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られたのか、また、新幹線敦賀開業に向けて、今後どういったよう

な形で取り組んでいかれるのかということを、地方創生局長にお尋

ねをします。  

南里地方創生局長  首都圏には多くの自治体がアンテナショップを開

設しておられまして、石川県と金沢市は御指摘のとおり銀座に、そ

れぞれいしかわ百万石物語江戸本店、銀座の金沢を置いております。  

 また、福井県は御指摘のとおり南青山と、それからもう一つ銀座

にアンテナショップを開設しておられまして、南青山のふくい南青

山 291を今年度リニューアルし、ビジネスと食の交流拠点とし、ま

た、銀座の食の國福井館を閉館してより立地のよい場所に、ふくい

食の國 291を新たにオープン予定と聞いているところでございます。  

 本県も有楽町は物販、日本橋は物販、飲食、観光案内、イベント

など総合的な情報発信拠点として役割分担して運営しておりまして、

石川県との連携といたしましては、昨年 10月の知事懇談会での合意

によりまして、伝統工芸品の展示販売とワークショップを両県相互

に実施したところ、石川県のアンテナショップから富山県のアンテ

ナショップへの周遊につながるなど、情報発信拠点としての日本橋

の強みを生かした取組ができたと感じているところでございます。  

 また、福井県、石川県、新潟県、長野県の５県と、平成 26年から

北陸新幹線延伸県連携イベントとしてスタンプラリー等を実施して

おりますが、イベント時期には多くの方が訪れていただいて、アン

テナショップを通しての富山県の魅力の認知度向上につながってい

るところでございます。  

 今後とも、石川県、福井県や近隣のアンテナショップと連携しま

して、効果的な情報発信と集客に努めてまいります。  
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薮田委員  ありがとうございます。  

 同じアンテナショップのことについて、もう一つお尋ねしたいと

思うんですけども、今、南里局長も言われました東京に日本橋とや

ま館といきいき富山館、２つのアンテナショップがあるわけであり

まして、一方は日本橋、一方は有楽町ということで、アンテナショ

ップを東京に複数持っておられる県というのは幾つもあるのですが、

割と近いようなところで２か所やっていてもということで、日本橋

がオープンしました翌年の 2017年に開かれました産業基盤強化特別

委員会という委員会に私が出席した折に、当時、観光・交通・地域

振興局長をしておられた蔵堀さんに質問させていただきました。東

京に２か所も本当に必要ですかという質問だったと思いますけれど

も、こういう答えでした。有楽町は固定客の方が大変多くなってい

ますと。従来どおりの売れ筋の商品を中心として販売していきたい。

また、日本橋とやま館は単に物を売るということではなくて、その

背後にある富山県の自然や歴史などもしっかりアピールして観光に

つなげていきたいと。今後ともこの２つの館の強みをそれぞれ生か

して相乗効果を発揮できるようにしっかりと取り組んでいきたいと、

こういう答弁でございました。覚えておられるかどうか分かりませ

んけど。  

 そういうことで、この２つの店が今日まで頑張ってこられたんだ

と思うのですが、この常連さんがついたということ、それこそさっ

きの話ではないですけど、県として一定の役割を果たしたのではな

いかと私は思いますし、単に物を売ることに重きを置いているとい

うことであれば、純粋に民間へ移行して商売としてやってもらうの

が筋なのかなということも一つ考え方としてはあるわけであります。  
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 新幹線の敦賀開業で関西からのお客様が増えるという見通しであ

りますし、将来の大阪延伸を考えても関西でのＰＲ拠点の強化とい

うことがこれから必要になってくると感じるわけでありますけども、

そうなると有楽町のアンテナショップの機能を関西に移転するとい

うのが、私としては効果的なのではないかという思いを持っており

ます。  

 このことについて、当時とは立場は変わりますけども、蔵堀副知

事は今どういうふうにお考えなのかということをお伺いしたいと思

います。  

蔵堀副知事  かつて答弁したこととそんなに変わらない答えになっ

てちょっと恐縮ですけれども、平成 28年に日本橋とやま館が開館い

たしました。こちらは首都圏の情報発信拠点という主たる目的で、

ただ単に物を売るということではなくて、本県の豊かな自然や伝統

工芸、食の魅力などを体感してもらうと。トータルで体感してもら

って、富山のイメージのアップや、ファンを獲得して、さらに観光

や移住、ＵＩＪターンにも結びつけたいと、そういう思いでござい

ます。  

 それから、有楽町のいきいき富山館ですけれども、こちらは他県

のアンテナショップも集積しているビルの中に入っております。そ

の地の利を生かして県産品の販売促進を行ってきております。  

 平成 14年に開館したわけですけれども、現在では３万人の固定の

ショップの会員がいらっしゃると、そういうことでございます。  

 こちらのほうはその後、令和２年度になりましてから改修をいた

しまして、ミニキッチンブースを設けて実演販売もできるようにい

たしております。それから、県内の食品加工業者さんあるいはお酒
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を造っておられる方が、実際にお客さんの生の反応を見る場所とし

ても使っていただいておりまして、新商品のテスト販売を行う、ま

た、新商品開発や商品改良に、そこの場での意見を事業者さんに伝

えるということでございます。  

 また、有楽町には県の農林水産部から職員が行っておりますけれ

ども、それは農林水産業の６次産業化にもぜひ結びつけたいと、そ

ういう思いで農林水産部の職員も配置しております。  

 日本橋とはやはり違う役割を担っているものと思っておりまして、

現時点で私どもとしては、日本橋と有楽町両方ともしっかり維持し

ていきたいなと。それで、日本全体、東京での富山県の魅力を知っ

てもらいたいと思っています。  

 もう一つ、関西圏での情報発信、これは非常に大事だと思ってお

ります。北陸新幹線敦賀開業や大阪延伸ということを見据えますと、

関西で効果的な情報発信拠点を設置するということは大変重要でご

ざいます。  

 そのため、どういう場所があるか、それからどこに設置するのが

効果的なのか、どういう役割を持たせればいいのか、そういった基

礎調査を行いたいと思っています。  

 関西圏ですが、 2025年には大阪・関西万博が開催をされます。現

在、梅田の近辺はかなり再開発が進んでいまして、 10年前の様相と

はまるきり変わってきていると思っています。  

 それから、交通のほうも関西空港直結の「はるか」が梅田に乗り

入れるとか、そういうことになっていますので、大阪ということだ

けではなくて関西圏全体、さらには中国地方あるいは四国地方を含

めますと、関西圏での情報発信拠点の検討が重要だと思っています。  
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 そういった検討を進めまして、県としては、県産品の魅力発信や

販路開拓、それから観光の誘客、さらには移住、関係人口の増加と

いうことにしっかり結びつけていきたいと考えております。  

薮田委員  ありがとうございました。そうですか、関西圏で、基礎調

査をされるということで、また期待したいと思っておりますので、

よろしくお願いします。  

 次に、文化観光という観点からお尋ねをしたいと思います。  

 北陸にはいろんな美術館、博物館があります。有名なところから

申しますと福井の恐竜博物館、これは非常に全国的にも知名度が高

い。それから金沢の 21世紀美術館。もちろん富山県美術館もそれな

りではありますけれども、そういう有名なところがいっぱいあるの

ですけど、そうじゃないところ、例えば、羽咋にあります宇宙科学

博物館―ユーフォリアとかいって宇宙人がいたり、それから魚津

の埋没林博物館、氷見には潮風ギャラリーという、そういうのもた

くさんあるんです。いいところだけどまだまだ知名度に乏しいとい

う、本当に数え切れないぐらいあるわけであります。  

 富山市と金沢市がガラス美術館と 21世紀美術館で相互割引とか、

連携してお互いの利用促進に取り組んでいるという事例もあります。

こういうのを北陸３県全体で何かやれないかなと思うわけでありま

すけれども、例えば、この県境を越えた美術館、博物館、いろんな

文化の資源を生かして連携を進めることが、この広域観光には効果

的だと思いますけども、今どういったような連携がされているのか

という連携の現状と今後の方針について、生活環境文化部長にお尋

ねをしたいと思います。  

廣島生活環境文化部長  これまで文化の面で県域を越えて連携した事
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例は、平成 29年度から昨年度までの５年間では、北陸３県で国際北

陸工芸サミットを開催させていただきまして、国際的なアワードや

工芸展を行うなど、３県共同で北陸の工芸の魅力を国内外に発信し

てきました。  

 また、このほか他県の美術館、博物館との間で収蔵品の相互貸出

しや企画展など、ＰＲポスターの交換などによりまして、なるべく

多くの方々に来館いただけるように取り組んできたところでござい

ます。  

 こうした状況ではございますが、これまでの質疑にもありました

とおり、今後、令和６年春の敦賀開業、そして秋の北陸デスティネ

ーションキャンペーンなど、特に北陸３県での連携による誘客の拡

大が期待できる機会があります。  

 委員も触れられて御存じかと思いますが、前回のデスティネーシ

ョンキャンペーンのキャッチコピー「日本の美は、北陸にあり。」

と、５つの美をテーマにして、美観ですとか美食、そうした中に美

技、美しい技というものもございました。これは北陸の文化度の高

さが評価されてテーマとなったものというふうにも考えられるかと

存じます。  

 今回改めてデスティネーションキャンペーンが実施される、こう

した機会を捉えまして、県域を越えて文化資源を生かした連携を進

め、これは本県へのさらなる誘客、そして文化観光の推進、この２

つのよりよい循環につながるのではないかと考えられるところでご

ざいます。  

 このため、引き続き本県が持つ文化資源の魅力の向上に努めます

とともに、文化面ではどういった連携策が広域の周遊環境につなが
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るか、こういったことにつきまして、まずは観光部局とも連携しま

して、石川、福井両県の文化行政、また、美術館や博物館のそれぞ

れの担当者間で意見交換するなど、検討を進めてまいりたいと存じ

ます。  

薮田委員  ありがとうございました。そうですね、美技ということで

連携したということでございます。  

 ３年前、大阪で開催されましたツーリズムＥＸＰＯジャパンとい

う大きな旅行博ですけども、ここへお互い観光で成り立っている宇

奈月の川上議員と２人で行ったわけです。物すごい巨大な会場、派

手な装飾のブースがいっぱいでした。北陸３県がここに連携して出

展ということで、私たちは本当に期待して行ったのですけども、結

局同じエリアを富山、石川、福井で３分割して各県個別にやってい

る感じがしました。一体感とか、迫力とか、ほかに比べて目立つな

ど、残念ながらあまりそんな感じはなくてとにかく普通でした。  

 東北はなまはげが出てきたり、秋田犬を使ったり注目を集めてい

ましたし、中には温泉をトラックで運んできて体感に訴えるという

ような、そういうところもあっていろいろアピールしていたのです

が、よく言えば北陸人の奥ゆかしさというものが前面に出たという

展示だったのかなと思っています。  

 率直に言うとアピール力に欠けるような印象を持ったのですが、

今年もこのような旅行博への予算措置がされているということでご

ざいますが、今度こそ押しの強いＰＲにしていただきたいと思って

おります。  

 もはや、もう富山だ、石川だという地域エゴ的な誘客ではやはり

効果が薄いのではないかと思っております。旅行者にとっては、県
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境というのは何の意味も関係もないただの地図上の線でございます。

もっと旅をする人の心に寄り添った戦略を立てるためにも、北陸は

一つという理念で、共存共栄を目指す必要があるのではないかと思

っています。  

 現在、県を越えた観光ＤＭＯとしては、中部北陸９県を包括しま

した中央日本総合観光機構というのがありますけども、これはちょ

っと規模が大き過ぎなのと、インバウンドに重きを置いた印象でご

ざいまして、北陸３県という規模感のＤＭＯがちょうどいいかなと

思います。  

 広域観光を進める上で、北陸３県を包括してマネジメント機能を

持ったＤＭＯの設置が必要ではないかと考えますが、新田知事の御

所見をお伺いします。  

新田知事  先ほどの質問とも重なる部分もありますが、今後ますます

北陸３県が連携した取組が求められるということだと思います。  

 ＪＲ西日本、北陸経済連合会さんを含めた北陸三県誘客促進連携

協議会というところで「ジャパニーズ・ビューティー・ホクリク」

キャンペーンというものをやっていたりもします。  

 また、今、委員が御指摘になりました中部９県で構成する広域連

携ＤＭＯ、中央日本総合観光機構が平成 29年からあります。これは、

おっしゃるように昇龍道ブランドというものを生かして、中国向け

のプロモーションなどに取り組んできたところであります。  

 ３県連携してという掛け声だけに終わらせることなく、しっかり

とマネジメントができる、また、司令塔機能も持った取組が大切な

のではないかという御指摘と理解をしております。  

 まずは、令和６年敦賀開業後の秋に北陸デスティネーションキャ
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ンペーンが決定したわけですから、これがやはり一つのドライバー

にして連携を強固にしていく、そして、司令塔機能を持たせるとい

うことが大切だと思います。それがまた継続性にもつながっていく

んだと思います。  

 その北陸３県を包括するＤＭＯにつきましては、今後、３県知事

の懇談会というものをやろうやということで合意をしておりますの

で、近々発表できるかと思いますが、その中で、当然、広域観光も

大きなテーマの一つになりますので、その中の話題として提案をし

てまいりたいと思います。ありがとうございます。  

薮田委員  ありがとうございます。ＤＣとしては、今回、北陸という

くくりでは２回目ですけども、恐らく関西のほうへ、大阪のほうへ

延伸していくとなると多分もう１回ぐらいあるのではないかと思い

ます。そのときは本当にこの北陸というものを前面に押し出せるよ

うな司令塔機能というものは絶対必要ではないかと思ったものです

から、こういったような質問にさせていただきましたけど、前向き

なお答えをいただいて本当にありがたいと思っております。  

 続きまして、近隣県との連携についてという質問でございますけ

ども、まず、石川県との連携ということで、先ほど申し上げました

けども、新田知事は谷本前知事と２回にわたってトップ会談をして

おられます。  

 このときのテーマの一つに県際道路が挙げられました。武田議員

のこの間の一般質問の中でも話がありましたけど、この中でも国道

415号、神子原―熊無間の重要性について、お互いに認識を深めら

れたと聞いております。  

 415号の県境付近の調査につきましては、国交省の事業としまし
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て、昨年度の令和３年度に国と両県、氷見市、羽咋市が勉強会を２

回行った、そして地元商工会議所、観光協会、トラック協会などに

もヒアリングが行われたと聞いております。  

 そして、今年は、例えば工法やルートも含めた道路課題の詳細分

析、あるいはネットワークの在り方検討に入るということも聞いて

おります。事業化に向けて、少しずつですが、動いているなと感じ

ます。  

 今後、馳知事ともこのような会談が予定されていると聞きますけ

ども、国道 415号をはじめとする県際道路の整備促進、これについ

て、引き続き、懇談のテーマとして連携を加速してほしいと考えて

おりますけれども、これについて土木部長の所見をお伺いします。  

市井土木部長  昨年の石川県の谷本前知事と新田知事との懇談会では、

県際道路の整備促進への連携した取組が確認されており、その一つ

である国道 415号については、現在、富山県側では谷屋大野バイパ

スを、石川県側では羽咋バイパスをお互いに整備を鋭意進めている

ところでございます。  

 また、国においては、委員が触れられましたとおり、国道 415号

や能越自動車道などを含めた富山県西部地区と石川県中能登地区に

おける道路機能の強化に向けた調査が進められております。この調

査については、国が勉強会を設け、両県も加わり認識を深め、県の

内部でも情報共有しているところでございます。  

 今年度は、道路ネットワークの在り方についての検討が予定され

ており、国の調査が一層推進されるよう、石川県や氷見市などと共

に働きかけてまいります。  

 さきの知事答弁にもございましたとおり、県としましては、国道
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415号などの県際道路の機能強化は物流や交流の面で大変に大切な

ことであり、今後も両県が連携した取組を進めることで石川県とは

合意しており、知事同士で行われる懇談会をはじめ、実務レベルで

開催しているこの勉強会や県際道路についての会議など、現在も継

続しておりますので、様々な機会を通じて石川県との連携を深めて

まいります。  

薮田委員  部長ありがとうございます。かなり力強いお言葉をいただ

き、ありがたいなと思っています。ぜひよろしくお願いします。  

 今度は、知事にもう一つ質問ですけれども、先週、亀山議員の代

表質問の中で、新田知事は北陸３県の知事懇談会のことに触れられ

て、ぜひ開催したいという意欲を示されました。そのときの答弁と

しましては、開催の時期とテーマは今詰めているところだという話

だったと思いますけども、北陸新幹線の敦賀延伸、これを前にでき

るだけ早くこの３県の知事が正式な場で共通認識を持っていただく、

連携強化していただくということが非常に大切だなと思っています。  

 できるだけ早い開催をお願いしたいと思っておりますけれども、

開催時期について、新田知事本人としてはいつ頃がいいのかという

ことを、どうお考えなのかということをお尋ねしたいということで

す。お願いします。  

新田知事  北陸３県の知事懇につきましては、昨年 10月、石川県の谷

本前知事と懇談をした際に、私から谷本さんに開催の検討について

投げかけました。その後、福井の杉本知事とも御相談をし、今年の

３月以降は、やはりある程度準備も大切ということで、馳石川県知

事の意見も聞きながら事務レベルの協議を重ねているところでござ

います。  
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 北陸３県が連携した広域観光につきましては、先ほども答弁した

ところでありますが、やはりこの敦賀開業を踏まえた北陸ＤＣのこ

と、その効果を最大限にすること、そして、さらにその先の大阪延

伸を見据えた対策、これからこちらから押していくフェーズに入り

ますが、そんな中で北陸３県のトップ同士が課題を共有して、幅広

い連携方策について意見交換をすることは意味があると思っており

まして、時期につきましては今調整をしておりますが、馳さんも今

それぞれ議会中でありまして、それを乗り切ってと言うとちょっと

あれですけど、完了させた後、若干時間ができたあたりでできれば

と考えております。  

 いずれにしましても、北陸は一つという共通認識の下で、繰り返

しになりますが、広域観光のこと、文化の振興あるいは工芸のこと、

新たなビジネスの創出、それからインフラのことなどもあると思い

ますが、いずれにしろそれらのことを一緒に取り組むほうが北陸全

体の飛躍、発展につながり、そして、本県としては北陸の十字路構

想の実現につながっていくということだと思います。  

 ３人とも知事という立場は共有しておりますが、三者三様であり

まして、杉本さんは 30年以上国家公務員としてしっかりと務めてこ

られた御経験があります。馳さんはいろんな仕事もされて、プラス

国会議員として 30年近い御経験があります。私はビジネス一筋 40年

という経験であります。それぞれの持ち味も出しながら、北陸は一

つという理念の下に連携できればと思っています。  

薮田委員  ありがとうございます。明言はされませんでしたけども、

お互いこの難局を乗り越えてと、それ以降ということでございまし

たね。  
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 それでは、次の質問に移りたいと思いますけれども、コロナ前か

らこの地方創生の切り札として、東京一極集中是正、それから企業

の本社機能移転、政府機関の地方移転、これを国も地方もうたい文

句にしてきたという感があります。  

 でも、この新型コロナの感染拡大でやはり一極集中はまずいので

はないかという空気ができてきた。一方で、地震だ、津波だ、テロ

だ、ミサイルだと、いろんなリスクに備える意味でも地方移転を進

めるという機運というのが、今、やはりどんどん高まってきている

のではないかと思うのであります。  

 本当はこういうことは国がきちんと考えてリスク分散していくの

が筋だろうと思いますけれども、地方から提案していくというのも

大切であると思います。  

 でも、それにしても、うちでうちでと県ごとにやっていくのでは

なくて北陸３県が連携することで、単独よりも強力な誘致力につな

がるんじゃないか。そして、その３県のいずれかの県に誘致できれ

ば、その関連産業であったり、関連機関の恩恵が広がるということ

も期待できるのではないかと思います。  

 産業や政府機関の誘致に向けて、３県の勉強会あるいは組織の立

ち上げなどを検討してはどうかと思いますが、新田知事のお考えを

お伺いします。  

新田知事  委員御指摘のとおり、東京一極集中の是正、新たな人の流

れの創出に、社会経済機能の地方への移転、分散は大変に有効だと

考えております。これについて、３県それぞれではなく北陸として

連携して取り組むことは意義のあることだと考えております。  

 政府機関の地方移転に関しましては、これまでに独立行政法人医
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薬品医療機器総合機構の北陸支部をはじめ、本県に３つの機関が一

部移転されたことでございます。  

 国では、来年度にこれまでの政府機関移転の取組の結果について

総括的な評価を行うとされています。これを踏まえまして、必要な

対応を行うこととされています。  

 今後、その状況を見極めつつ、全国知事会をはじめ、石川、福井

両県とも連携をして、国に対してさらに政府機関の移転促進を要望

していきたいと考えます。  

 一方で、企業誘致ですが、北陸地域への国内外からの企業進出を

促進するために、昭和 57年からですのでもう大分長くやっておりま

すが、北陸３県プラス北陸電力さん、そして北陸経済連合会さん、

これらによる北陸国際投資交流促進会議というものが設立され、大

規模産業展示会でのＰＲブースの出展あるいはＰＲ動画の作成など、

北陸地域の優れた立地環境を北陸として広く紹介する活動を行って

きました。  

 令和２年度から、この北陸国際投資交流促進会議の新たな取組と

して、北陸３県の市町村の担当者も交えまして、北陸地域に進出し

た企業の経営者などを講師に招いて、地域の課題や今後の企業誘致

の在り方を考える勉強会を始めたところです。  

 今後も北陸３県が強力に連携して、企業の本社機能移転に向けて

積極的に取り組んでまいりたいと思います。  

薮田委員  ありがとうございます。  

 次は、産業振興の質問に入ります。  

 まず、事業承継のことであります。これは私は２月定例会でもお

聞きしたのですけども、今度部長も代わられまして、中谷さんにも
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しっかり認識していただきたいなという、そういう願いも込めてお

聞きするわけであります。  

 とにかく、まちの中のおすし屋さんであったり、何代も何代も続

いているような和菓子屋さん、あるいは家族でやっているお宿や居

酒屋さんなど、それこそそのまちの魅力そのものというような財産、

これが後継者問題で物すごい勢いでどんどんどんどん失われていっ

ているんです。それは恐らく皆さんも感じていらっしゃるのではな

いかなと思うのですけども。  

 中でも繁盛しているのに閉店という、こういう店もいっぱいあり

ますよね。こういうのを何とかして止めるというのが行政の役割の

一つだと考えるわけでありまして、そういう意味で、この前は県に

よるオープン型の事業承継のポータルサイトの管理運営という提案

を申し上げたわけでありますけれども、そのときの答弁は、まずは

他県や民間等での事例を情報収集して、効果や課題を検討したいと。

これは布野部長の氷見人らしい手堅い答弁でありました。  

 その氷見の私の地元で大活躍していますＨｉｍｉ－ＢｉｚではＴ

ｏｍｏｒｒｏｗＷｏｒｋｓ .というこの民間のサイトを活用してい

ます。そういう小さい規模のお店の事業承継にしっかり成果を出し

ていますし、今時点でも３つぐらい話が動いていると昨日も聞いて

おります。  

 全国規模では事業承継マッチングプラットフォーム、リレイ―

片仮名でリレイと書くのですけども―、こういうサイトがありま

して、その中にリレイ・ザ・ローカルという自治体とタイアップし

ていくというものもあります。  

 Ｍ＆Ａとかこんな大きいものについては銀行にお任せするとして、



 －２２－ 

とにかくこの小規模店の事業承継、これがもう待ったなしの課題で

ありますので、これにつながる取組を何とか県のほうで考えていた

だけないか、こういうことを強化することが非常に大切だと思いま

すので、中谷部長に期待を込めてお尋ねをいたします。よろしくお

願いします。  

中谷商工労働部長  委員御紹介のオープン型の民間マッチングサービ

スにつきましては、承継を望む企業の名称等をオープンにすること

で、事業者の思いを伝えやすいといったメリットを生かして、地域

の商店などの小規模な事業者の事業承継につながる取組であると考

えております。  

 一方で、自社の企業名等をオープンにすることにつきましては、

事業者によっては、取引先や従業員の皆さんの不安を招き、経営に

影響を及ぼすことを懸念され、相談をためらってしまうという課題

もあると伺っております。  

 このため、新世紀産業機構の事業承継・引継ぎ支援センターでは、

企業名秘匿を前提にすることで、安心して相談をいただいており、

相談件数も年々増加しているところでございます。  

 ただ一方で、県では事業承継に要する経費が少額で、国の補助対

象とならない小規模企業者を支援するために、今年度、事業承継つ

なぐサポート事業費補助金を創設いたしました。民間のマッチング

サービスの活用経費を含む仲介機関への登録料等や事業譲渡手続に

要する専門家への委託料などを支援することとしております。  

 地域の商店等の小規模な事業者の事業承継は、地方創生、地域活

性化の点からも一層重要となっているということは、私も中山間の

寂しいところで生活しておりますのでよく存じております。  
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 民間での取組も含めまして、事業者の皆さんが様々なチャネルを

活用して、安心して事業承継に取り組んでいただけますように、市

町村や商工団体、富山県事業承継・引継ぎ支援センターとも連携し

て支援してまいります。  

薮田委員  ありがとうございます。事業承継つなぐサポート事業費補

助金を今年度から導入したということで、ぜひ使っていただくよう

に、私どもとしても促したいと思っております。  

 その事業承継は、本当に目的やスキルを持った人の移住促進にも

つながる話でありますし、あるいはその移住者の受皿にもなるとい

うことで本当に大事な事業だと思いますので、中谷部長、またひと

つよろしくお願いをいたします。  

 次は、先日の一般質問にもありましたが、輸出拡大の件でござい

ます。  

 県は農林水産物等輸出拡大方針で令和８年度までに輸出額を現状

の 10倍の 120億円と、大変高い目標を掲げております。ただ、その

120億円の内訳を見ると酒類が一番多いので、もうちょっとほかの

ものにも力を入れてほしいという思いもしますけれども。  

 ただ、今月の 22日に発足するとやま輸出コミュニティ。いよいよ

具体的に 120億円に向けて動き出したんだなという、大きな期待を

してこれを見ているわけでございますけども、この輸出コミュニテ

ィの現在までの会員の登録状況、それから、この輸出コミュニティ

が担う役割について、農林水産部長にお尋ねをいたします。  

堀口農林水産部長  県では農林水産物等輸出拡大方針の中で、令和８

年度の輸出額を 120億円、輸出事業者を約２倍の 100者とする目標を

掲げさせていただいております。  
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 この目標達成には、輸出に取り組む事業者の裾野を広げ、輸出実

績のある事業者や支援機関等と密接に連携しながら、幅広い品目の

輸出にチャレンジしていくことが大事だと思っております。  

 そのため、ジェトロと県で共同運営いたしますとやま輸出コミュ

ニティでは、輸出に関心のある、また、輸出拡大を目指す多くの事

業者等に参画をいただきまして、輸出への意欲やアイデア、ノウハ

ウ、支援策などについて情報交換、交流等を行いながら、メンバー

間の新しい出会いによる研究や連携した様々な取組を促すことで、

輸出実績を積み上げていきたいと考えております。  

 今日現在の登録数は 88者で、その内訳は、生産者や加工食品製造

事業者が 41者、流通・卸・小売事業者が 15者、金融機関等の支援機

関が 19者、県内市町村にも登録をいただいております。今週金曜に

は交流サイトを立ち上げ、来週 22日には発足式を行うこととしてお

りまして、さらに会員を募っていくほか、海外マーケットや商談対

策等を学ぶセミナーも来月スタートする予定です。  

 また、事業者間の活発な交流や連携を図りながら、例えば、県産

食品を組み合わせた富山の地酒の海外展開等のリーディングプロジ

ェクト、小ロットの商品をまとめて輸出する地域商社を中心とした

商流開拓などを進めますとともに、新たな商品開発などにもつなが

ることになればと期待をしております。  

 今後、このとやま輸出コミュニティを核として、本県農林水産物

等の輸出拡大にしっかり取り組んでまいります。  

薮田委員  ありがとうございます。国際情勢によってなかなか思った

とおりにいかなかったりするかもしれませんけども、今 88者でスタ

ートするというのは、大変いい数字だと思っておりますので、また
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楽しみにしておりますし、私も来週お伺いしますのでよろしくお願

いいたします。  

 次は、起業支援の質問に入りたいと思います。  

 コロナ禍は移住促進に追い風とも言われています。朝の質問で瀬

川委員は、なかなか富山県はその追い風を生かし切れていないので

はないかという御意見でもありましたけども、本県ではこの秋にＳ

ＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡがオープンします。移住者を呼び込み、起業

を後押しする環境が飛躍的に充実するわけでありますけども、移住

者への起業支援について、これまでの取組を踏まえ、今後どう取り

組まれるのか、知事政策局長にお尋ねをいたします。  

三牧知事政策局長  移住者による起業につきましては、本県のウエル

ビーイングの向上が価値を生み出す人材を富山に呼び込むという、

まさに成長戦略の目指す姿であると考えております。  

 委員の御地元の氷見市でも、地域おこし協力隊に参加された方が

廃棄される魚の皮を活用した商品の製作を行うビジネスを立ち上げ

て活躍されていると。県としても、とやま起業未来塾の卒業生です

し、トライアル発注の対象にする等、支援しているところでござい

ます。  

 県といたしましては、今申し上げたことに加えて、本県への移住、

創業を希望する若者等を対象とした起業の講座、とやまスタートア

ッププログラムｉｎ東京を開催してまいりました。  

 また、移住後も実際の起業に際して、起業支援金、移住支援金に

よる資金面の支援、そして、新世紀産業機構での相談対応に加えま

して、地元金融機関や県内起業家とのネットワーク構築の支援や、

県広報を活用したＰＲなど、地域知名度アップについても支援して
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いるところでございます。  

 一方で、優れたビジネスプランをお持ちの方でも、実際に富山に

移住し生活環境を変えるということについては、やはりある程度ハ

ードルがあると。あわせて、富山県内で現状、スタートアップ創出

のためのエコシステムがまだまだ構築されてないなど、そうした課

題があると考えております。  

 このため、今委員からも御紹介ありましたけれども、県といたし

ましては、今年度 10月に新たに創業支援センターＳＣＯＰ  ＴＯＹ

ＡＭＡを開業させます。まずは、センターの職住一体の支援環境、

これについては、我々としては大いに活用していきたいと、ＰＲも

していきたいと考えております。  

 あわせて、県内のＨＡＴＣＨやＳｋｅｔｃｈ  Ｌａｂ、そして県

外の渋谷キューズなど、民間の創業支援施設ともしっかり連携して、

センターを核とした起業家支援機関のネットワーク、いわゆるエコ

システムの中核になるものをしっかりと構築していくとともに、今

度新しくＴ－Ｓｔａｒｔｕｐを始めますけれども、官民による起業

家への手厚い支援、そしてその成功事例のＰＲ等を通して、本県に

数多くの移住、起業家が増えるように取り組んでいきたいと考えて

おります。  

薮田委員  ありがとうございます。  

 最後に城端線・氷見線の活性化についての質問をさせていただき

ますけども、城端線・氷見線ＬＲＴ化検討会、ここでＬＲＴをはじ

めとする新しい交通体系の検討について、利用実態あるいは利便性、

沿線市のまちづくり、そういうものも踏まえた議論がこれまでなさ

れてきたと承知をしております。  
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 先月 27日の第４回検討会では、電化以外の交通モードの検討調査

あるいはＬＲＴ化事業費調査について提示されたと聞いております。  

 今後、この調査結果が示される新たな交通体系の事業費調査の概

要とスケジュールについて、交通政策局長にお尋ねをいたします。  

田中交通政策局長  今ほど委員から御紹介ありましたが、先月 27日に

第４回の検討会を開催いたしまして、事業費調査の実施状況の報告

でありますとか、新たな調査の実施を決定したところであります。  

 お尋ねの調査結果の概要でございますが、まず、事業費調査につ

きましては、電化に伴い必要となる架線や変電所等の電化設備、ま

た、低床車両の導入に伴うホームの改良、また、運行頻度を高めた

場合に必要となる駅の行き違い施設の設置、ＬＲＴ化に伴い必要と

なる車両などの項目ごとに整備費の算出作業を進めまして、事業費

を積み上げ、全体事業費を示すことになります。  

 また、現在の運行頻度に加えまして、調査ではピーク時の運行頻

度を旧富山ライトレール並みとするなど、場合を分けて結果を示す

と、こういうことにもしておりますし、また、高岡駅において、城

端線と氷見線を直通化する場合としない場合も分けて結果を示すこ

とになります。  

 また、今年度実施いたします電化のＬＲＴ以外の交通モードの検

討調査については、架線のない蓄電池式のＬＲＴ、電気式気動車な

どの新型の鉄道車両、また、ＢＲＴ―バス高速輸送システムにつ

いて、特色を把握、分析した上で概算整備費の算出結果を示すこと

になります。  

 調査結果につきましては、個々の事業費の積み上げや、今ほど申

し上げた場合分け、複数の交通モードの検討と時間を要するわけで
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すが、年内に開催を予定しております第５回検討会の開催に合わせ

て取りまとめたいと考えております。  

薮田委員  ありがとうございました。いろいろ検討されているんだな

ということですけども、その結果、概算額が幾らと出るというのは

今はっきり分かりませんけども、いずれにしても相当な投資を伴う

事業であろうと想像できますし、であるから軽々に結論が出せない

という問題でもあります。  

 しかし、結論が長引けば、沿線各市の都市計画など、まちの将来

設計にも大きな影響を及ぼす事業であります。なるべく早くその概

算事業費を示すということと、結論を出す期限、いつ頃までにとい

うことをある程度決めて議論を急ぐ必要があるのではないかと私は

考えますけども、田中局長としてはどうお考えか、御所見をお伺い

します。  

田中交通政策局長  城端線・氷見線のＬＲＴ化など新しい交通体系の

検討につきましては、県、沿線市、ＪＲ西日本と共に検討会を設置

した以降、令和２年度には城端線・氷見線をＬＲＴ化した場合の充

足調査を実施いたしまして調査結果を取りまとめております。  

 また、令和３年度、これは仮に一定の条件の下で新駅を設置した

場合の需要予測調査を実施しまして、結果を公表しております。  

 その後、間を空けることなく、ＬＲＴ化した場合の事業費調査に

着手して、今現在、検討を進めていると、このようなことになって

おります。  

 ただ、委員御指摘のとおり、議論をスピードアップすることは大

変重要なことだと考えておりまして、今年度実施いたしますＬＲＴ

以外の交通モードの調査、この検討調査は、今後の検討を加速化さ
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せるため、現在やっております事業費調査と並行して実施すること

としております。  

 両方の調査結果が出ていない現時点で結論を出す時期を決めると

いうのはなかなか難しい状況ではありますが、今後さらに沿線市、

ＪＲ西日本と共に検討を加速化してまいりたいと考えております。  

薮田委員  終わります。ありがとうございました。  

永森副委員長  薮田委員の質疑は以上で終了いたしました。  


