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                     午前 10時 00分開議  

武田委員長  おはようございます。  

 ただいまから、本日の予算特別委員会を開会いたします。  

 それでは、発言の通告がありますので、これより順次発言を許し

ます。  

 

山 崎 宗 良 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

武田委員長  山崎委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

山崎委員  皆さん、おはようございます。  

 ヤクルトスワローズの内山壮真選手がプロ１号同点ソロホームラ

ンでチームの勝利に貢献するなど、上市町出身選手の活躍に胸躍る

ものがあります。解説者からは、ＷＢＣの正捕手になるだろうとの

予想もありました。  

 また、先日、長野県で行われた都市対抗野球北信越大会で、上市

町のロキテクノ富山が初優勝し、東京ドームの全国大会に出場する

ことになりました。町を挙げて応援に行ってきたいと思っておりま

す。  

 地域の皆さんの活躍にあやかって、私も本日のトップバッターと

して頑張ってまいりますので、よろしくお願いをいたします。  

 まず、産業振興について７問伺います。  

 コロナ禍により逼迫した運転資金を供給し、事業継続を図るため、

富山県においても制度融資などの資金繰り対策が行われ、おかげさ

まで多くの事業者が事業を継続できております。県当局の皆さんの

御尽力に心から感謝を申し上げます。  
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 現在、返済時期を迎えて、中小企業、小規模事業者の中には資金

繰りが圧迫されている事業者も少なくないと思われます。今定例会

で予算計上されている事業は、積極的設備投資などへの支援が中心

だと思いますが、このタイミングでは、倒産や廃業する事業者を極

力減らすことで景気と雇用を維持することも重要と考えます。現在

の資金需要についての認識と今後の資金繰り対策について、新田知

事に伺います。  

新田知事  私が民間人の頃、富山サンダーバーズという野球チームの

設立に関わってずっと応援団長をしていましたが、サンダーバーズ、

やはりなかなか芽が出なくて引退する選手もいるのですが、それを

ロキテクノさんが結構たくさん採用いただいていまして、彼らが活

躍するのを私としては大変うれしく思っているところです。  

 御質問にお答えしますが、令和２年度末まで実施しました３年間

実質無利子・無担保の県制度融資、いわゆるゼロゼロ融資ですが、

現在、約６割で返済が始まっています。残り４割の多くも、来年６

月以降に返済が開始されると見ております。  

 民間の調査によりますと、 2021年（令和３年）、これは暦年ベー

スで１月から 12月の県内倒産は、前の年の 2020年に引き続き低水準

ということでありますが、原油原材料の高騰が深刻化する中、全国

の中小企業の約３割に過剰債務感があるというデータもあります。

引き続き緊張感を持って県内中小企業への影響を注視していく必要

があると考えております。  

 こうした中で、本県ではこれまでも、全国知事会とも連携し、金

融機関に対する指導の強化、経営改善などの支援充実を再三国に働

きかけています。また、３月 24日には、県の銀行協会に出向きまし
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て、庵会長とお会いし、円滑な資金供給、また経営改善に対する支

援に特段の配慮をお願いしてまいりました。  

 国から金融機関に対しては、５月に改めて原材料高騰などの影響

を受ける事業者の条件変更などを含めて、最大限柔軟な資金繰り支

援について通知がなされ、県の重要要望としても返済の本格化を見

据えた資金繰り支援の継続強化を要望しているところです。  

 令和３年度の県の制度融資実績は、令和２年度からの反動で、件

数、融資額ともに前年度比で約９割の減少―１割の件数であり金

額ということですが、今後は経営改善を含めた資金繰り支援が一層

重要となると理解しています。金融機関の伴走を要件とするビヨン

ドコロナ応援資金を創設し、多くの事業者に利用いただけるように、

県補助により保証料をゼロとしております。  

 引き続き、国や市町村、商工団体、金融機関などと密接に連携を

し、国の動向も見極めながら、事業者への適時適切な資金繰り支援

に万全を期してまいります。  

山崎委員  ありがとうございます。景気安定のために、手厚い支援を

今後ともよろしくお願いいたします。  

 中小企業、小規模事業者の中には、新規の設備投資や販路開拓な

どにより新たな収入源の獲得に向けて取り組もうとしている事業者

もありますが、借入金の増加により自己資本比率が低下しているた

め、融資を受けることが難しい事業者も少なくないと認識します。  

 県制度融資の審査における自己資本比率の緩和など、中小企業、

小規模事業者の事業継続支援を強化していくべきと考えますが、中

谷商工労働部長の所見を伺います。  

中谷商工労働部長  県制度融資―県からの預託による民間金融機関
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との協調融資でございますが、そういうことから個別取引先に対す

る与信判断というのは、各金融機関におきまして、財務諸表等に基

づき、企業の経営状況や収益性、将来性も含めて審査をされ決定さ

れていると承知しております。  

 国からの金融機関に対するいろいろな働きかけですが、今、知事

からも御答弁がありましたが、長引くコロナ禍に加え、原油・原材

料等の高騰を背景にいたしまして、金融の円滑化と資金繰り支援の

徹底等について通知がなされております。  

 まず、事業者の立場に立った最大限柔軟な資金繰り支援に加え、

経営課題を抱える事業者の相談に親身に応じて経営改善支援に努め

ること、それから、事業再構築補助金等の国の支援策も活用した取

組の促進等が求められるところでございます。  

 また、県内の金融機関や信用保証協会におきましては、両者が参

画する中小企業支援ネットワーク会議等を通じまして、事業者支援

の目線をお互いにそろえるなど、経営改善を含めた事業継続支援に

向け、連携体制を強化されているところでございます。  

 県におきましても、これまで金融機関が伴走支援を行うビヨンド

コロナ応援資金―先ほど知事からも話がありましたが、これの上

限の拡充や、事業復活緊急応援金―これは補助金でございますが、

そういうことによりまして事業の継続を、それから中小企業ビヨン

ドコロナ補助金によりまして再建や成長発展を支援してきたところ

でございます。さらに、６月補正予算にはエネルギーや原材料の高

騰を受けて、ビヨンドコロナ補助金の対象拡大や、省エネ・コスト

削減枠の追加等を盛り込んでいるところでございます。  

 引き続き、事業者の実情に応じたきめ細かな経営改善支援につな
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がるよう、金融機関や保証協会、商工関係団体等の関係機関と連携

し取り組んでまいりたいと考えております。  

山崎委員  よろず支援拠点へ同行をいたしました。事業者の方と一緒

に行ったのですけれども、金融機関側は「信用保証協会さんがうん

と言えば貸します」と、信用保証協会さんは「金融機関側がうんと

言えば貸します」ということで、これは取り組めば復活するだろう

という事象があっても、そうやってお互いに譲り合って前へ進まな

いという事例がありましたので、そこで貸さずに倒産してしまうと、

これはまた大きなマイナスにつながると思いますので、そういった

ところをまた御支援よろしくお願いしたいと思います。  

 続きまして、燃油価格高騰は、トラック等の運送事業者の経営を

直撃しています。６月補正予算案では、ビヨンドコロナ補助金の拡

充が盛り込まれ、低燃費化改修への補助など間接的な支援は充実し

ていますが、喫緊の課題として燃料費の直接支援が必要だと私は思

います。中谷商工労働部長の所見を伺います。  

中谷商工労働部長  自動車運送業界の皆さんからは、去る５月 18日に

要望をいただきまして、私も同席をさせていただいたところでござ

います。トラック協会の皆さんからは、燃料価格高騰による影響に

ついてお話を伺いました。それから、コロナ禍で厳しい環境に置か

れた事業者がおられるということもお伺いをしました。  

 その一方で、昨年来、県内製造業において生産が回復してきたと

いうこと、それから、巣ごもり需要で外出抑制に伴ってオンライン

の物流が増えているということを受けまして、一定程度取扱量は確

保しておられる、もちろん燃油のコストは上がっているのですが、

売上げは必ずしも落ちていないという事業者もおられるという話を
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伺ったところでございます。  

 これまで、コロナ対策としての国や県の補助金につきましては、

売上高の減少を要件とするものが多く、該当される皆さんには御活

用いただいて経営を保ってきていただいているところでございます

が、今回トラック協会からのお話も受けまして、県といたしまして

は、先ほど委員からお話がありましたとおり、中小企業等のＤＸや

販路開拓などの生産性向上等を支援するビヨンドコロナ補助金の要

件に、燃料価格の高騰等による利益率の減少を加えまして、省エ

ネ・コスト削減枠を新設いたしますとともに、これは他の業種にお

いても同じような課題だということで、業種を運送業に限定せず適

用すること、これを６月補正予算案に盛り込んだところでございま

す。  

 燃料価格につきましては、その背景にある世界情勢の終息がまだ

見通せていないところでございます。国による抑制措置も講じられ

ておりますが、運送業者の皆様には、地域にとどまらず日本の物流

を支えていただいていると考えております。公的な料金の上限規制

が設けられていない業態でありますことから、日本の経済、社会全

体の中で、持続的な効果をもたらす対応が図られていく、それが望

ましいと考えられるところでございます。  

 トラック協会の皆様は、このためにいろいろな活動をしておられ

まして、私どもとしては引き続き、運輸事業振興助成交付金、大体

県としても２億円ほどを交付しておるわけでございますが、それに

よってこの活動を支援してまいりたいと考えております。  

 県内の運送事業者の皆さんには、拡充したビヨンドコロナ補助金

によりまして、ＤＸの推進とともに燃費を向上させるタイヤや車両
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への更新、エコドライブを支援するドライブレコーダーの導入など、

省エネ対策になります持続的な生産性向上に取り組んでいただきた

いと考えております。  

 県としましては、これらの制度を十分周知いたしまして、引き続

き、燃料価格の動向や関係業界に与える影響を注視してまいりたい

と考えております。  

山崎委員  経済の動脈が止まらないように、また支援のほどよろしく

お願いをいたします。  

 続きまして、農業についてお伺いをしたいと思います。  

 県では、担い手確保など就農者を増やすための支援が力強く行わ

れています。就農スタートアップ支援事業もその一つで、農業施設

や機械などの設備投資について支援が行われています。うれしいこ

とに、近年、申請者が増加したために予算枠が不足し減額交付され

ていると聞いていますが、新規就農をさらに促進していくためには、

設備投資の負担軽減がとても重要だと認識します。新規就農者の農

業機械等の導入に対する県の予算枠を増やすなど、支援を着実に行

っていくべきと考えますが、堀口農林水産部長に伺います。  

堀口農林水産部長  新規就農者への支援ということでございますが、

国におきましては、これまでの就農前の準備あるいは就農後の経営

確立までに必要となる資金の助成に加えまして、今年度新たに農業

機械等の導入を支援する経営発展支援事業が創設されました。この

事業は、今年度就農する者を対象に、例えば、年間所得目標の基準

250万円を上回る目標の設定や、法人化の実現などの目標を定めま

した５年間の事業計画を策定いたしまして取り組むことが求められ

ております。国の補助率２分の１に加えまして、県４分の１、市町
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村にも御協力をいただいて８分の１の上乗せ支援を行うこととして

おります。なお、県内からは６経営体が現在申請中ということでご

ざいます。  

 また、就農スタートアップ支援事業につきましては、これまで新

規就農者の青年等就農計画に基づく農業機械等の導入に県市町村が

協調いたしまして、県３分の１、市町村６分の１で助成をしてきま

したが、今年度は、国の新規事業が対象とする今年１月以降の就農

者を除きまして、令和３年度以前の就農者を対象に引き続き支援を

していくこととしております。  

 この事業の令和４年度当初予算額は 2,000万円。市町村や各農林

振興センターを通じまして、農業者等のニーズ、近年の新規就農の

動向なども踏まえ計上させていただいたものであります。今年度募

集に当たりまして予想以上の事業要望をいただいておりますことか

ら、現在その対応について検討をさせていただいているという状況

でございます。  

 委員御指摘のとおり、新規就農者等の確保、定着を図るためには、

負担の大きい農業機械等の初期投資に支援することは大変重要だと

思っております。引き続き、新規就農者のニーズの把握に努めまし

て、国の事業を最大限に活用しますとともに、市町村とも連携しな

がら必要な予算確保に努力してまいります。  

山崎委員  ありがとうございます。  

 収益性がよければ就農者も自然に増えることと思いますが、こう

いった支援は大変重要なポイントだと思います。今後もそういった

ハードルを乗り越えて、就農しようとされる方々に手厚い支援をよ

ろしくお願いしたいと思います。  
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 続きまして、水素発生装置についてお伺いいたします。  

 昨年の９月定例会でも同様の質問をさせていただいたのですが、

高岡市で生まれた廃アルミから水素を発生させる技術の普及促進に

ついてであります。この技術は、地域内循環経済、エネルギーミッ

クス、ベンチャー育成、ゼロカーボン、資源リサイクル、この５つ

の課題を一気に前進させることができます。  

 私たちが日頃汗をして稼いだお金の消費先は、食品スーパーにし

ても、衣類にしても、主に県外の大資本へ流れます。また、コロナ

禍で、ぽちっとインターネット通販ということで、私たちの消費行

動は県外へお金を流出させることが主になっており、県内にあまり

残りません。人もお金も県外に流出すれば、富山県は元気になる理

屈になりません。逆にこれを県内で流通させることができれば、お

金がたまりやすく豊かになる可能性は大だと思います。特にエネル

ギーは経済の柱ですので、地域内で循環する意味は大きいと思いま

す。  

 県外では、トヨタのウーブン・シティの実証実験に採用されてお

り、県内では、高岡市福岡町のモン・ラックタカオカ―旧家族旅

行村のボイラーに採用されています。うまく育てば、この技術を中

心とした企業城下町ができる可能性もあると期待が膨らみます。県

内のエネルギーミックスにおける水素の比率を上げ、地域内循環経

済を構築していくため、県有施設においても積極的に活用すべきと

強く推奨します。新田知事の所見を伺います。  

新田知事  委員から御紹介ありましたベンチャー企業のアルハイテッ

クさんですが、これまで県も技術開発や特許の取得などについて支

援を続けてまいりました。そして、このたびＮＥＤＯ（新エネルギ
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ー・産業技術総合開発機構）の研究開発型スタートアップ支援事業

に採択をされました。大変にいいニュースだと思います。地域のア

ルミ資源を利用する水素製造プラントの製品化に取り組んでおられ、

今年度はそれと市販の水素ボイラーと連結できる水素製造装置を開

発され、来年度の実用化を目指すと聞いております。  

 この水素製造装置の技術は、地域で収集したアルミ缶や地元の企

業で排出されたアルミ廃材―言わばあまり程度のよくないアルミ

でも使えて、そこから水素を取り出すことができるというのが一つ

のみそであると理解しておりますし、エネルギーの地産地消にもつ

ながるとともに、水素というのは、御存じのように、燃やしても水

しか出ないということですから、カーボンニュートラルを目指す上

で有力な技術の一つと評価されています。  

 一方で、それを県の施設で大いに活用すればという御提案ですが、

若干状況もありまして、活用するには水素ボイラーを購入するとい

うことが一つ必要ですが、従来のボイラーに比べると価格が約３倍

であることが一つのネックになっているかと思います。また、県庁

の施設の、例えば県庁舎、土木センター、厚生センターなどは防災

の拠点の施設にもなっていますが、業務継続のため、災害時でも原

材料が安定的に供給されることが不可欠であります。水素の安全な

取扱い方法の確立が必要であるということなど、県の施設で活用す

るに当たっては、もう少しコスト面、あるいは安全面、管理面で超

えるハードルがあるのではないかと考えております。そして、今後、

水素をボイラーに安定的に供給し効率よく加熱する技術を確立され

ていくということなので、期待しておきたいと思います。  

 いずれにしましても、水素はカーボンニュートラルを進める上で
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の大切なエネルギーだと言われておりまして、どう水素を作って貯

蔵して運んで使うのかということ、いろんな企業で今、研究開発が

進んでおります。アルハイテックさんもその中の有力な企業の一つ

として、引き続き、県内企業でもあり、支援をできることは大いに

していきたいと考えます。  

山崎委員  ありがとうございます。  

 私の聞いているところでは、従来ボイラーのノズルを交換するこ

とで使用が可能になるやに聞いておりまして、３倍の価格のボイラ

ーが必要かどうかというところも、私ももう一度勉強をさせていた

だきたいと思います。いずれにしましても、富山県初の大変希望の

ある技術でございますので、県の施設で活用していっていただくこ

とを心から希望したいと思います。  

 続きまして、富山県の薬用植物指導センターについて質問します。  

 富山県薬用植物指導センターでは、漢方薬のシャクヤクとトウキ

を約５ヘクタールの土地で栽培しています。今から４年前に新研修

棟が整備され、シャクヤクの販売単価倍増のために乾燥設備が導入

されました。今年の秋から乾燥設備を稼働させることになるのです

けれども、薬用植物指導センターでは、現在は厚生部の職員が２名

のみで、５ヘクタールの管理運営を窮屈ながらこなしております。  

 近年、高収益作物としても注目され、県内での作付も増加傾向に

あります。この上、新たに乾燥工程の作業が増えるので、本来配置

されるべき農業系研究員が平成 19年度から不在となっていることか

ら、早急に人員を確保する必要があると思います。木内厚生部長の

所見を伺います。  

木内厚生部長  御紹介いただきました薬用植物指導センターでござい
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ます。  

 薬用植物の栽培普及を図るため、栽培法に関する試験研究や栽培

農家に対する支援等を行っております。御紹介もいただきましたと

おり、平成 30年度に新研修棟を整備いたしまして、そういった施設

の充実も図ってきたところです。  

 近年、本県の栽培に適した付加価値の高いシャクヤクの品種の研

究を進めております。協力の農家さんに育てていただくということ

で、いよいよ今年の秋に初の収穫があります。現在、その加工方法

を検討するなど精力的に取り組んでおります。  

 御指摘のありました人員体制でございますけれども、センター長

の下に研究員２名、職員１名の配置ということでありますが、農業

職の研究員１名について現在欠員となっております。薬用植物の栽

培・調製・加工方法の研究や農家の方への栽培指導を行う研究員に

は専門性が求められます。今後は、富山シャクヤクの栽培拡大に伴

いまして、従来の栽培指導に加えて、収穫物の調製の指導でありま

すとか、生産物の品質評価等の業務の増加も見込まれます。農林水

産部や関係団体と連携をしまして、必要な人員体制の確保に努めて

まいります。  

山崎委員  ありがとうございます。  

 当時は、薬用植物指導センターの改善に４億円ぐらいの資金が投

入されたと記憶をしております。高収益作物等の希望、また富山県

の柱である薬の産業にもつながってまいりますので、きちんと運営

がなされることを希望させていただきます。  

 続きまして、さきの政策討論委員会では、魅力ある教育が議論さ

れ、学生にとって魅力的な選択肢の確保が必要などの意見が出され
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ました。  

 このような観点からも、県内の大学と薬用植物指導センターの共

同研究を推進することで、富山のくすりの伝統を生かした産学官連

携による魅力的な研究を行う環境を学生に提供できることができ、

ひいては、学生の県外流出の抑制につながることも期待されると思

いますが、新田知事の所見を伺います。  

新田知事  本県では、古くから薬用植物を原料とした和漢薬が配置薬

の商品として用いられ、和漢薬を製造する製薬企業は今でも数多く

存在をしております。  

 また、富山大学には国内で唯一の伝統薬学の研究所であります和

漢医薬学総合研究所が設置されております。そして、「くすりのシ

リコンバレーＴＯＹＡＭＡ」創造コンソーシアムにおいても、生薬

成分を用いた医薬品、機能性表示食品の開発研究への支援を行うな

ど、産学官連携の下で伝統医薬学の研究が進んでいます。  

 委員御指摘の薬用植物指導センターですが、薬用植物の栽培・調

製などの研究を進めています。昨今では、富山シャクヤクの栽培普

及に向けた研究を行い、富山大学和漢医薬学総合研究所との共同研

究として、漢方製剤としての臨床効果を評価する研究などに参画を

しています。  

 日本国内で使用される生薬の大半を中国に依存している中、県内

で栽培された薬用植物を用いる製品が実用化されることは、薬都と

やまのくすり文化の継承発展にも大きな意味があると思い、県とし

ても取組を推進してまいります。  

 また、委員御提案の県内の大学と薬用植物指導センターとの共同

研究をはじめ、伝統医薬学という本県の強みを生かした研究を促進
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することで県内大学の魅力向上にもつながるという御指摘はもっと

もだと思います。  

 こうした観点からも、指導センターの人員体制の確保に努めると

ともに、研究者や学生にとって魅力ある産学官連携になる研究を推

進してまいります。  

山崎委員  長い歴史を持つ薬用植物指導センターでございますので、

ぜひともよろしくお願いをしたいと思います。  

 次に、教育について５問伺います。  

 政策討論委員会でも申し上げましたが、上市高校では上市町役場、

地元企業と連携して、職業を知る会を開催しています。毎年、開催

後にアンケートをとるのですが、生徒からは、駅と高校の往復だけ

で、上市町にこんなにたくさんの企業があるとは分からなかった、

仕事の内容や働く意味がよく分かったなどの回答が寄せられていま

す。  

 インターンシップに取り組むことで高校生に地元の企業を認知し

てもらい、県内での就職につながり、また県外流出の抑止につなが

るように、高校におけるインターンシップを促進すべきと考えます

が、荻布教育長に所見を伺います。  

荻布教育長  インターンシップは、自分の将来について考えるきっか

けとなりまして、また、社会や職業に対する認識を深め、学ぶこと

の重要性にも気づくことができる有意義な機会と考えております。  

 県立高校では、地元企業の御協力を仰ぎながら、職業系専門学科

はもちろん、普通系学科も含めて積極的に取り組んできておりまし

て、国の直近の調査結果でございます令和元年度のデータでは、本

県の体験率は 82.9％と、全国平均の 40.3％を大きく上回っている状
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況にございます。  

 委員から御紹介をいただきました上市高校においては、役場や地

元企業の皆さんから成るハッピー上市会の全面的な御支援を受けま

して、希望者を対象とした職業を知る会や、２年生を対象としたイ

ンターンシップを実施しております。参加生徒からは、社会人の具

体的なイメージが湧き進路決定に役立ったなどの前向きな感想が聞

かれまして、学校も講師の派遣依頼や企業との連絡調整を地域の皆

さんに担っていただけますことから、ハッピー上市会の積極的な御

支援に対して深く感謝をいたしているところでございます。  

 県では、高校生のインターンシップをさらに推進するため、令和

元年度より、社会へ羽ばたく 17歳の挑戦事業に取り組んでおりまし

て、体験率が職業系専門学科より比較的低い普通系学科の生徒を対

象に地元企業での体験活動などを実施する、そういった学校を支援

しております。職業観や勤労観の醸成といったこととともに、大学

などに進む子供たちが地元企業の理解を深めた上で、自分の進路や

将来の就職の選択をできるようにするという狙いがございます。  

 今後とも、上市高校と地域との連携も参考にしつつ、県内での就

職にもつながっていくよう、インターンシップや職業人講話など高

校生のキャリア教育の充実に努めてまいります。  

山崎委員  ありがとうございます。  

 先日、この職業を知る会が行われました。上市の名立たる企業さ

んが 21社参加をしておられまして、ムヒさんや富士化学さんなど、

大変有名な会社も参加されたのですが、実はその有名な会社さんの

説明を聞く生徒が少ないんです。テレビで宣伝されているつるぎ恋

月さんや、今のトレンドである福祉のケアをする事業所さんなど、
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そういったところに生徒が多く集まる傾向にあるわけであります。  

 生徒は、地元の企業にどんな企業があるのか、その価値、その企

業がどんな価値を持っているのかということを知らずに職業選択を

したり進路決定をしているということがまざまざと映し出されてい

たと思うわけであります。私たちのこの富山県に、どんなすばらし

い価値のある企業があるのかということを生徒が知るということの

大切さを改めて感じた次第であります。  

 私たちも、地元の企業に関心を持ってもらえるように、どんな価

値を持っているのか伝えることに今後も一生懸命取り組んでいかん

ならんというふうに思っております。  

 次に参りまして、地元企業には新商品開発や研究部門を持つ企業

もございまして、クリエーティブな体験はわくわくしますし、イン

ターンシップと同様、地元企業の認知度向上や企業での人間関係構

築に役立ち、就職につながることも期待できます。  

 県立高校における教育の一環として、企業との共同研究を推進す

べきと考えますが、荻布教育長に伺います。  

荻布教育長  高校における企業との共同研究に取り組むメリットとし

ましては、校内で実施できるレベルを超えた最新の研究が可能にな

るということ、また、自身のアイデアが実社会で生かされることで

生徒の学習意欲が高まるということ、また、活動を通して大きな充

実感や達成感、わくわくという言葉もありましたが、そういったも

のが得られるといったことなどがございます。  

 そのため、職業系専門学科では、これまでも、例えば、スキンケ

ア商品の開発や旅行情報誌の発行などについて、企業と連携して取

組を行ってきたという例がございます。こうした学校からは、学習
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面の成果だけではなく、働くことそのものについて深く考えるきっ

かけになり、キャリア教育の充実にもつながったと聞いておりまし

て、企業との共同研究は非常に教育効果の高い活動というふうに思

っております。  

 県では、こうした外部との協働による学びを広く普及するため、

今年度から取り組んでおります、とやま新時代創造プロジェクト学

習推進事業におきまして、地域社会や産業界、高等教育機関などと

連携した課題解決型学習を行う学校を支援いたしております。  

 商品開発に取り組む学校については４校指定をしておりまして、

ＳＤＧｓを意識した工芸品作りに、企画から制作、発表までを一貫

して企業と協働して取り組む学校もございます。これらの成果につ

いては、合同発表会を開催し、県内の教育関係者だけではなく、中

学生やその保護者なども対象として広くＰＲしたいと考えておりま

す。  

 企業との共同研究などの活動は、生徒の地元企業への理解を深め

ますとともに、ふるさとに誇りと愛着を持ち、未来の富山県を支え

る人材育成にもつながると考えます。今後も、企業の御協力をいた

だきながら、積極的に推進してまいりたいと考えております。  

山崎委員  ありがとうございます。  

 地元といたしましても、地元企業に働きをかけまして有機的な活

動につなげていきたいと思いますので、今後とも御支援のほどよろ

しくお願いをいたします。  

 続きまして、近年、子供たちの遊びが大きく変化し、屋外や自然

の中で遊ぶことが少なくなりました。自然の中では、自ら遊びを工

夫したり、つくり出したりしながら没頭し、個性が磨かれ、また仲
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間との役割分担など、社会性も育まれたと思います。  

 富山市の東部小学校では、遊びの授業を取り入れ、子供たちが生

き生きと高いエネルギーで集中し、力を合わせ、とても楽しそうで

した。このような創造的な時間が体験型学習の時間として組み込ま

れてもよいのではないでしょうか。  

 コロナ禍や戦争など、突然大きく変化する時代をたくましく生き

抜くには、文字どおり、真の人間力が必要になります。知識教育も

必要ですが、これからの学校教育において、児童生徒の自主性や興

味を引き出す体験型の取組を行うべきと考えますが、荻布教育長に

所見を伺います。  

荻布教育長  子供にとって遊びはそれ自体が楽しいことであり、また、

友達と関わり合うことで、自己理解や創造性、表現力、また相手を

尊重する態度、約束やルールへの気づきなど、社会で生きていくた

めに必要な非認知能力の育成にもつながるため、遊びを通しての学

びの効果というのは大変大きいと考えております。  

 このため、幼児教育においては、例えば砂遊び、色水遊び、お店

ごっこなど、自然との触れ合いや友達との関わりを通した遊びの機

会を多く設定し、その中で、興味・関心の高まりや豊かな感性、協

調性などの育成につなげております。  

 小学校においては、幼児期の遊びを通して育まれてきたことを各

教科の学習などに円滑に接続していくことが必要でありまして、委

員御指摘のとおり、小学校においても遊びの機会を通じた学びを工

夫することは大切と考えております。  

 県内では、地域の方を招いての昔遊びの体験や、自然のものを利

用したおもちゃ作り、また、複数の学年合同でのオリエンテーリン
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グや自由遊び、御紹介のありました外部講師を招いての遊びの授業

を行って、学校教育の中に遊びの機会を積極的に取り入れる工夫を

している学校もございます。  

 こうした取組は、児童生徒の遊びの機会をつくることにつながり、

幼児期から遊びを通して育まれた主体性や個性、創造力などをさら

に伸ばすことにもつながると考えます。  

 県教育委員会としては、小学校における遊びの教育的効果を研修

会などで伝えていくとともに、取組の効果などについて市町村教育

委員会ともしっかり情報共有をするなど、各学校での工夫した取組

の充実が図られるように支援をしていきたいと考えております。  

山崎委員  ありがとうございます。  

 考えてみますと、自分の子育ては、子供と一緒に泥まみれになっ

て遊ぶということが本当になかったなと思っております。今遊んで

いる子供たちの姿を見ていると、本当に生き生きとして、自分の興

味を引かれるところにどんどんチャレンジしていく、トライしてい

くという姿が見られるわけであります。これが社会全体の創造性に

つながっていくんだなということを最近つくづく感じるわけであり

ます。自分の子供にはもうできませんけれども、孫が産まれたら積

極的に外へ連れ出して一緒に遊びたい。我々大人がもう遊ぶという

ことを忘れてしまってる。子供と一緒に遊ぶということがなくなっ

てきて、このことも社会全体の創造性を牽引する力がどうなってい

るのかということを考えさせられる大きなポイントだと思っており

ますので、私自身も楽しんでまいりたいと思っております。  

 続きまして、部活動の地域移行についてお伺いをいたします。  

 上市町においても、中学校の部活動の地域移行が、令和４年度は
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試行期間として、令和５年度からは実施することをめどに協議会で

の協議が重ねられています。  

 その中で、移行後に、友達同士で誘い合う機会の減少や、経済負

担の増加から、生徒たちのスポーツをする機会の減少を危惧する声

が上がっています。経済的要因で本来持っている才能に気づくこと

ができないケースや、人口減少によってクラブそのものの継続が心

配されるケースなども予想されます。  

 そこで、貧困など経済的理由に左右されることなく、これまでど

おり、等しくスポーツなどにいそしむ機会が保障され、希望する道

を諦めることのないよう、会費負担などについての支援が必要と考

えますが、荻布教育長に伺います。  

荻布教育長  部活動の地域移行が進みますと、新たに受入れ先のスポ

ーツ団体などの会費や保険料などが生じまして、これまで以上に保

護者の負担が増える可能性などもございます。経済的に困窮する家

庭においては、部活動の地域移行後は、地域のスポーツ団体などへ

の会費の支払いが難しくなり、活動に参加できなくなるといったこ

となども懸念されることでございます。  

 去る６月６日に示された、スポーツ庁の運動部活動の地域移行に

関する検討会議の提言によりますと、家庭の経済状況などにかかわ

らず誰でもスポーツに親しむ機会を確保するため、こうした家庭へ

の支援として、例えば、自治体による費用の補助や企業からの寄附

による基金の創設などが考えられ、このような取組に対する国の支

援方策について、実現に向け検討する必要があるとされております。  

 企業による支援策として、例えば、用具の提供や運営協力などが

あれば費用負担が減少いたしますことから、県教育委員会では今年
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度、学識経験者や経済団体、関係団体の皆さんから成る地域部活動

検討委員会におきまして、企業との連携方法や運営団体の費用負担

などについて検討をすることにしております。  

 また、国において地域移行後の活動運営費などに必要な財政支援

がされるよう、先月、議会の皆様と共に文部科学省に要望を申した

ところでございまして、引き続き働きかけをしてまいりたいと考え

ております。  

 今後とも、家庭の経済状況などにかかわらず、休日部活動の地域

移行後もスポーツに親しむ機会が保障されるよう、国の動きを注視

しながら取り組んでまいりたいと考えております。  

山崎委員  ありがとうございます。  

 上市町はバドミントンが強くて、宇奈月町からわざわざ上市中学

に通っておられる生徒さんもおられました。スポーツの力はそのく

らいの求心力があるんだと思っております。  

 一方で、全てのスポーツが地元に質の高い指導者がおられるわけ

ではなくて、そうやって宇奈月の生徒さんのように、上市町からも

―もうサッカークラブはないので、サッカーをするときにはほか

の市町村に行ったりということになってくると思います。そうなる

と、そこまで通う時間とコストというものが当然必要になってくる

と思いますので、ぜひともよろしくお願いをしたいと思う次第であ

ります。  

 続きまして、スポーツの振興には指導者の存在が大きく、よい指

導者がいるチームに人が集まります。競技スポーツは言うまでもあ

りませんが、楽しむスポーツにいそしむなど、児童生徒の居場所づ

くりのために見守る役割の方を確保するケースも出てまいります。  
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 地域移行後の部活動指導者の手当等に関する国の支援、方策の検

討状況と県の対応はどうか、荻布教育長に伺います。  

荻布教育長  部活動指導者の手当などに関する国の支援方策の検討状

況でございますけれども、去る６月６日のスポーツ庁の検討会議の

提言がございまして、それを受けたスポーツ庁長官の発言といたし

まして、令和５年度からの地域移行に向け、実践研究の事例集の作

成、受皿となるスポーツ団体の体制の整備などを進めると言及され

ておりますけれども、具体的な支援の内容についてはまだ明らかに

なっていないところでございます。  

 国は現在、休日の部活動の地域移行に向けまして、指導に当たる

地域人材の確保や費用負担の在り方など、様々な課題に総合的に取

り組むために、全国各地域において地域部活動推進事業による実践

研究を行っておりまして、本県でも今年度、県内８市町で実践研究

を行っております。県教育委員会ではその成果と課題について、地

域部活動検討委員会において検証を行っていくことにしております。  

 また、国はこれまでも、中学校における部活動の指導や、大会引

率などを担う部活動指導員の配置を支援してきておりまして、県教

育委員会も国と共に支援をし配置してきております。  

 部活動指導員は、地域移行後も部活動指導の担い手としての役割

が期待されますことから、県では、部活動指導員のさらなる拡充配

置のための財政支援措置を国に要望しているところでございます。  

 今後とも、部活動指導者の手当などの検討も含めた国の動きを注

視しながら、生徒が地域においてスポーツに親しみ取り組む機会を

将来にわたってしっかり確保できるよう努めてまいりたいと考えて

おります。  
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山崎委員  ありがとうございます。  

 スポーツは、若い頃に自分の意思でつらいところにチャレンジし

ていく、そういう大事な人格形成に関わる部分だと思いますので、

一緒になって頑張ってまいりたいと思います。  

 それでは、最後に安全・安心について４問伺いたいと思います。  

 空き家、危険空き家についてであります。  

 所有者がいなくなって、長期間、親族とも連絡が取れなくなるな

ど、危険空き家は増える傾向にあります。空き家再生等推進事業の

除却事業タイプについて、所有者不明で地方公共団体が事業主体と

なる場合は、国５分の２、地方公共団体５分の３のスキームとなっ

ていますが、現状、富山県の支援がない状況であります。  

 危険空き家の発生する場所は市町村ですが、その支援は県民の安

心・安全につながります。危険な空き家撤去に対する支援を拡充し

ていくべきと考えますが、市井土木部長の所見を伺います。  

市井土木部長  国の空き家再生等推進事業により、所有者が不明でや

むを得ず市町村が空き家の除却を行う場合、国が経費の５分の２に

ついて支援を行っております。  

 この国の支援は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく

計画の策定が要件とされているため、県内市町村からは、計画策定

のいとまなく早急に対応が必要な空き家の除却に対する県単独の支

援制度を求める要望が出されました。  

 この要望を受け、県では、市町村への支援として、法律が施行さ

れた平成 27年度に、市町村が国の支援を受けずに代執行により空き

家の除却を行った場合、その経費の一部を県が補助する制度を創設

し、昨年度までの７年間に上市町を含む５市町において活用をいた
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だいているところでございます。  

 委員お尋ねの、市町村が代執行により空き家の除却を国の支援制

度を活用して行う場合における県の上乗せ補助につきましては、こ

うした経緯もあり、本県では実施しておりませんが、全国では、昨

年度時点で 14都県で制度化されております。県内の一部の市町村か

らは、５分の３という裏負担が大きい、解体費の高騰などの影響で

財政的な負担が増えているとの御意見を伺っており、県としても課

題であると認識してございます。  

 今年度開催する富山県空き家対策官民連絡協議会等の機会を通じ

て、市町村や民間団体等に実情を伺いニーズを把握し、市町村が行

う空き家の除却に対する県の支援の在り方について検討してまいり

ます。  

山崎委員  ありがとうございます。温かい御支援を何とぞよろしくお

願いいたします。  

 続きまして、空き家情報データベースについて伺います。  

 移住・定住を希望される方は、空き家に高い関心を持っておられ

ます。先日移住が決まったケースでは、地元の区長さんが町内の心

当たりを探され、半年ほどかけて８軒目にやっと見つかりました。

もし空き家のデータベースがあれば、もっと早く見つかっていただ

ろうと思われます。  

 現在公表されている空き家情報データベースのほとんどは不動産

業者さんが運営するもので、商業ベースに乗る物件しか掲載されて

いないのが実情です。上市町では０円空家バンクというすばらしい

取組もしていますが、さらなる空き家活用を進める上では、行政が

主体となり、商業ベースに乗らないものも含めて、できるだけ多く
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の空き家を掲載するデータベースの構築が不可欠と思います。  

 空き家情報データベースについて、県としての取組や市町村の取

組への支援についてどのように考えておられるのか、市井土木部長

に伺います。  

市井土木部長  空き家情報データベースについて、市場性が高く売買

がしやすい、いわゆる商業ベースに乗る物件の多くは、委員御紹介

のとおり、民間の不動産会社等が運営する情報サイトに掲載され、

取引が行われております。  

 このため本県では、全ての市町村において、立地条件等の理由に

より市場性が低く商業ベースに乗りにくい空き家の流通促進を図る

ため、市町村空き家バンクを設けております。これは、市町村が職

員の直営や外部委託などにより空き家の所有者等から相談のあった

空き家を調査し、その空き家の情報をデータベースに登録するとと

もに、空き家の購入希望者に対しても、このデータベースを機に物

件の紹介などを行うものでございます。  

 さらに、上市町においては、無償譲渡の空き家を取り扱う先進的

な０円空家バンクも設けられているところです。こうした市町村の

取組を支援するため、県では、県外からの移住希望者等に県内全市

町村の空き家情報を一元的に提供できるよう、県のホームページの

移住・定住促進サイトに市町村空き家情報バンクのページを開設し

ているところでございます。  

 また、空き家の所有者に対するバンクへの登録手続や、空き家の

購入希望者に対する物件情報の入手方法などについて相談に応じる

空き家コーディネーターを、県が経費の一部を負担することにより

富山県宅地建物取引業協会に配置していただいているところでござ
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います。  

 県としては、今後とも、先ほどの空き家対策の協議会等において

先進的な取組を情報共有するなど、市町村等と連携し、空き家の流

通促進が図られるよう努めてまいります。  

山崎委員  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  

 委員長、資料の配付と提示を許可願います。  

武田委員長  許可いたします。  

山崎委員  お配りしている写真は、馬場島の下流１キロほどにある早

月川の栃原堰堤付近で発生している土砂崩れの現場写真であります。

川のそばまで土砂がせり出しており、このまま放置すると、最悪の

場合は川をせき止めてしまうおそれがあると危惧しています。早急

に撤去作業を進めるとともに、土砂崩れ発生源の対策も行うべきと

考えます。  

 土砂撤去作業については市井土木部長に伺い、続いて土砂崩れ発

生源対策については堀口農林水産部長に伺います。  

市井土木部長  早月川の栃原堰堤付近では、上流から順に栃原堰堤、

栃原２号堰堤と続く２つの堰堤の中間部において、本線に合流する

支流の沢から流出した崩壊土砂が早月川に沿った延長約 80メートル

にわたり堆積しております。この崩壊土砂は 1970年代の航空写真で

確認できることから、それ以前に発生し 40年余りが経過しているの

ではないかと考えております。  

 県ではこの現場に対し、毎年、出水期前などに定期的に監視、点

検を行っております。今年度も５月、６月と実施しましたが、現在

のところ、土砂が川幅の一部を阻害はしているものの、早月川の安

全の流下には影響がないことを確認しております。  
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 また、当該堆積箇所の下流の早月川には土砂災害対策として直下

にある栃原２号堰堤が、さらにその下流に 12基の砂防堰堤、床固工

が延長 10キロ以上にわたって要所要所に配置されているところでご

ざいます。このため、緊急的な土砂撤去工事が必要な状況ではない

ものと認識してございます。  

 北陸地方も梅雨入りし、本格的な出水期を迎えていることから、

早月川の安全な流下を確保するため、引き続き堆積土砂や下流の砂

防堰堤の状況について定期的な監視、点検を行い、警戒に努めてま

いります。  

堀口農林水産部長  私からは、土砂崩れの発生源対策についてお答え

をいたします。  

 土砂崩れの発生源となっております崩壊地は 40年以上前に発生し

たもので、被害の拡大が見られず、早月川の安全な流下にも支障が

ないことから、これまで対策工事は行われてこなかったものと推察

をしております。  

 昨年度、地元上市町から当該地での治山事業の要望がありました

ので、現地の状況を確認するため、ドローン等による調査を実施し

ました。その結果、早月川の右岸斜面約 500メートル上方に、幅 100

メートル、長さ 300メートルの崩壊地があり、この崩壊土砂が流下

して傾斜が緩くなった場所に堆積していること、崩壊斜面は比較的

硬くて緻密な花崗岩が露出しておりまして、一部緑化も進んでいる

ことが確認をされました。  

 また、崩壊後に撮影されました 1970年代の国土地理院の航空写真

と一昨年に実施した森林の航空レーザー計測時の航空写真を比較し

ましたが、崩壊地の拡大などは認められなかったということでござ
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います。発生から 40年以上が経過し、現在、新たな崩壊等は確認さ

れず、一部で自然植生も見られるなど、崩壊斜面は安定しているも

のと判断されますことから、現時点では発生源の対策工事は必要な

いものと考えております。  

 農林水産部といたしましても関係機関と連携いたしまして、新た

な崩壊地の拡大や土砂流出がないか、引き続き経過観察してまいり

ます。  

山崎委員  もう一回崩れますと、完全に川を塞いでしまうのではない

かと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  

 最後に、女性警察官の活躍について伺います。  

 山岳警備隊に初の女性隊員が配属されました。山ガールも増えた

ので、女性隊員の活躍の場も多いのかもしれないと頼もしく思って

おります。  

 山岳警備隊の例は、警察とすれば一部ですが、様々な場面で女性

警察官の活躍の機会があるだろうと推測します。女性警察官の割合

の推移と職域拡大に向けた考え方を杉本警察本部長に伺います。  

武田委員長  山崎委員。持ち時間が終了しましたので、質問を打ち切

っていただきたいと思います。  

 山崎委員の質疑は以上をもって終了いたしました。  

 


