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午後３時 15分開議  

 

米 原 蕃 委 員 の 質 疑 及 び 答 弁 

 

武田委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 米原委員。あなたの持ち時間は 60分であります。  

米原委員  質問させていただきたいと思いますが、代表質問に始まり

まして、一般質問、そして予算特別委員会、最終の質問者というこ

とでありますけれども、しっかり務めていきたいと思います。  

 今回、私は後ろに席を用意していただいておりますけれども、周

りには女性ばっかりでありまして、大変緊張して実は座っておりま

した。うれしいというか、わくわくといいますか、どきどきといい

ますか、そんな感じで座っておりました。そういう中でここに立っ

ているわけでございますが、しっかりと質問させていただきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。  

 まず最初に、地方創生を担う人づくりについてお尋ねをしたいと

思いますけれども、今回、非常に教育問題に関する質問が多いとい

う感じがいたします。それだけやっぱり皆さん関心が高いと思いま

すので、私もこの問題について少し触れてみたいと思います。  

 ここ数年のコロナ禍によって、学校行事や体験活動などが制限さ

れました。子供たちの学びに大きな影響が出ていると感じます。現

状をどのように認識されているのかということについてお尋ねした

いのであります。  

 学びの機会が失われているのではないかと思います。子供たちに

とって、入学式、卒業式、それから修学旅行だとか、こういった
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様々な行事があるわけですけれども、皆さんも御承知のとおり、入

学、卒業というのは非常に思い出深いセレモニーの一つだと思いま

す。私も中学校のときに本当に寂しい思いをしたことも、今なお当

時のことをよく覚えているわけでありますけど、修学旅行もそうで

すね。昨今、入学式や卒業式はセレモニー化されてオンライン化さ

れている。こういう状況で子供たちが様々な制約を受けているのを

大変残念に思っているわけです。  

 特に修学旅行というのは、私の場合はもう六十何年前の話ですけ

れど、大阪、京都でした。奈良も行きました。寺巡りです。その中

で、宝塚へ行ったんですね。それがいまだに一番印象深い思い出と

して残っています。全部女性だということは知りませんでした。実

はそんな体験をしたことがございます。  

 今はホテルですけど、当時はホテルではなくて旅館でした。した

がって、布団を敷いてみんなごろ寝して、がやがや朝までやってい

て、枕を投げたり、布団を蹴っ放したり、相撲を取ったり、そうい

うことが子供たちが育っていく環境をつくっていくんですね。  

 こういったことが今、子供たちの世界には全くありません。まし

て先生と子供たちとの関係もマスクをして会話をしなきゃならない。

ここから上しか見えないという。こんな現状で果たして皆さんとの

人間関係というのは、何といいますか、成長過程というのは見える

のかなと大変心配をしております。  

 これはコロナでこうなってしまったのですけれども、このコロナ

禍の中で子供たち同士の表情が見えない。成長がどんなふうになっ

ているかということも見えにくいことについては、今、学校でいろ

いろなことが検討されていると思いますけれども、こうした状況に
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ついて、今どのようにこの影響と対策について検討していらっしゃ

るか、まず最初に荻布教育長にお伺いしたいと思います。  

荻布教育長  御指摘のとおり、学校行事や体験活動などは、人との関

わりを通じて生きる力を身につけるための有意義な教育活動でござ

います。  

 学校現場では、コロナ禍による制限の中でも、子供たちが充実感

を味わい、行事の意義や狙いに沿った有意義な活動ができるよう、

実施内容について児童生徒がアイデアを出し合ったり、行事の運営

を児童生徒が主体となって行ったりするなど、創意工夫に努めてお

ります。  

 今年度に入りましてからは、多くの学校で通常に近い形で、例え

ば県内への修学旅行や遠足などの学校行事が行われるようになって

きております。  

 御指摘のありましたとおり、マスクの着用によって表情が見えに

くいこともありまして、コミュニケーション力の低下などが危惧さ

れております。学校では実情に応じて、体育館などの広い場所を利

用して、マスクを外して歌を歌ったり、フェイスシールドを着用し

てお互いの表情を見ながら学び合う機会を取り入れたりするなど、

子供同士、また子供と教員の関係が深まるように工夫をしておりま

す。  

 なお、県教育委員会では、先日発出された国の通知に基づき、熱

中症対策を優先し、体育の授業や運動部活動、登下校時はマスクを

外すということについて、学校で適切に指導されるように通知をし

たところです。  

 教育委員会としては、感染対策に関する情報を的確に把握すると
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ともに、各学校での工夫した効果的な取組について広く情報提供す

るなど、子供たちの学びの保障に努め、学校生活が少しでも有意義

で充実したものとなるように支援をしてまいりたいと考えておりま

す。  

米原委員  やっぱり顔を見て、姿を見て子供というのは学んでいくと

思うんですね。表情を見ながら学んでいくことになると思うのです

が、こういったことが最近どんどん少なくなってしまっているとい

うことが大変心配です。  

 こんなこともありました。今回、少子化の問題や教育の問題等々、

随分いろんな方々がお話をされましたけれど、今、コロナ禍の中で

出生率が大変低いと。ずっと低いんですけど、さらに低くなったと

いうことが言われています。  

 そこで、今赤ちゃんが生まれて、マスクをして子供さんを育てる

方、親としてそういう方が多いと思うんです。赤ちゃんはマスクし

ているということは分かりません。マスクだということも分からな

い。親の顔も分からない。おっぱいを飲みながら、毎日の生活をし

ながら育っていく中で、子供が少しずつ大きくなって、そして成長

していくわけです。  

 あるとき笑ったり、いろんなことで子供が育っていく中で、子供

の表情が変わっていく。だけど、お母さんはマスクをしている。あ

る日、お母さんがマスクを取ったら、泣きやまなかったという話で

す。お母さんということが分からない、マスクしか見えていないわ

けです。赤ちゃんはマスクということは分からないですよ。  

 そういうことがあって、それで子供が育つかなと。お母さんの表

情だとか、いろんな言葉をかけたり、あるいは態度や姿を見て子供
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は育っていくものでありまして、こうしたことが今おろそかになっ

ていることについては極めて残念と言うしかないわけで、これはそ

れぞれのお父さん、お母さんの考え方といいますか、さっきの教育

でないけど、こうしなさいということは言えないけれども、そうい

うことも考えてしっかりと対応していかないと、本来の子供という

のはなかなか育たないのではないかなと思います。そういった点も、

ぜひひとつしっかりと受け止めていかねばならんということを申し

上げたかったわけです。  

 さて、今回もう一つ、教育問題についてお話を申し上げたいこと

がございます。  

 本県の高等教育課程について、地域の特色を踏まえつつ、産業界

や時代のニーズ、中学生の進路希望状況などをしっかりと把握した

上で、どんな人材を育てていくのか、どうすれば地域で活躍する人

材を育成できるのかということを議論しながら、ダイナミックに、

かつスピード感を持って在り方を検討する必要があると思います。  

 そういう中で、ここ五、六年前でしょうか、富山県の人口減少の

中で高校を統合するということが、ちょうど私が教育警務委員会に

いた頃の話ですから、もう四、五年前のことだと思います。  

 そのときにまず入ってきたのは、大沢野工業高等学校が富山の富

山工業高等学校と統合するという話。もう一つは、高岡の二上工業

高等学校が高岡工芸高等学校と統合する話。４つが２つになったと

いう話です。あれが統合の問題の最初でした。人口が少なくなった

から統合するという話です。その次に出てきたのは、新川の泊高校

の話、そして水橋の高校の話、そして高岡の西高校、そして南砺の

福光高校という、８つを４つにする話です。  
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 僕は教育委員会というのは、今日、奥野委員もいろいろとお話し

されましたけれど、何か生徒が減少したから統合しなきゃならんと

いう統合ありきのような話にしか私たちには理解できなかった。今、

社会は何を求めているのか。人数で判断するのか。そうではなくて、

子供をどう育てるかということの教育の根幹が私には見えないんで

すよ。そういうことで人が育ちますかね。富山県は教育県だとおっ

しゃるけど、何が教育ですか。とてもとても私は理解できないです

ね。  

 私はなぜこういうことを言うのかというと、この話、ちょっと長

くなって恐縮ですが、新幹線を開業するちょっと前でした。富山県

を代表する、あるいは日本を代表する、世界に進出しているＹＫＫ

の吉田会長とたまたま御一緒する機会があって、お話を承ったこと

がございます。  

 どういうことをおっしゃったかというと、富山県のこの黒部とい

うところは我々の生まれ育った本山だと。今は東京一極集中になっ

ているけれども、新幹線が開業するから、ここを大事にして、本社

を富山に移して、さらに工場を拡張しながら、ここに礎を、ここに

垣根を残し、しっかりと充実させて、もっともっと企業を発展して

いきたいと、こういうことをおっしゃっておられました。  

 世界の七十数か国に拠点があるとおっしゃいました。時折海外へ

行っても、地方に企業が集中してずっとやっている地域というのは、

やはりすごく元気がいいと。日本は東京に人も物も金も全て集中し

ていると。こんなばかげたことはあってはならんと。だから、私は

富山県を中心にしていろんなことを考えていきたいんだということ

をおっしゃいました。とても含蓄のある話でしたし、なるほどなと
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私は当時思いました。  

 多分、知事も御存じだと思いますが、経済同友会のときにＹＫＫ

の副社長の井上さんにも、私が会長から聞いた話を言ったら、そう

なんだよ、富山県に人を集めようと思っているけど、なかなか人が

集まらないと。ＹＫＫＡＰの場合は住宅メーカーで、サッシや玄関

の戸を造ったり、家を造ったり、デザインをするんだと。富山県の

高校にデザイン科がない、人材を確保したくても、そういうところ

がないじゃないですかと。地元の産業が求めているものに対する教

育がされていないじゃないですかと。みんな普通科じゃないですか

と。これもおっしゃいました。  

 富山県のものづくりが日本海側の中で今日まで発展してきたのは、

いつも知事がおっしゃる十字路の中で発展してきたのは、多くの産

業があったからです。ものづくりがずっと成長してきたわけです。

そこでいろいろな人たちが一生懸命働いて、努力をしてきて、今日

の富山県は発展を遂げてきたわけです。その人づくりあるいは企業

づくり、ものづくりが、人というものがしっかりとサイクルになっ

て、その子供たちが立派に成長して、連携して、また地元で活躍す

る、あるいは学校へ行ったらまた帰ってきて地域のために働いても

らう、それが教育ではないですか。  

 おととい、瀬川委員があるデータを出されました。五十嵐委員も

その話をされました。それから、澤﨑委員もそのことを話しされま

した。みんな生徒のこと、いろいろなことをデータを示して話をさ

れました。みんな危惧して、心配しているのですよ。  

 本県の高等学校の在り方、いろいろなやり取りの中で、こういっ

たところがどうも私は見えにくい。そのことがなっていないことを
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極めて私は残念に思っています。  

 私は結構いろいろな人たちの交わりを大事にして、地域の人たち

からいろいろな意見を聞いて、何を今求めておられますかといろい

ろな機会を通じて話をいたします。知事は民間人だとよくおっしゃ

いますが、私はもっと民間人に近いと思っているのですよ。いろい

ろな人たちの話を聞いて、少しでも県の中でその話をして、もっと

もっと富山県をよくしたいということで、いつも情熱を持って今ま

でやってきたつもりです。  

 だけど、どうもそういうことに、今データを見ると、生徒は少な

い。出て行っている。そして、おとといの話じゃないですが、八百

何十人増えたというけれども、転出はやはり多いというのが現実で

ないですか。  

 今、災害のことなどもいろいろと大きな社会問題になっています

し、いつ何どき災害が来るか分からないというと、これからＤＸの

問題等々を考えたときに、やはりそういう建設業界で働く人たちを

しっかりと育てていかねばならんということは何回も何回も議論し

てきているはずです。  

 学科をつくってもそこに人が来ない。今の話ではないけど、奥野

委員もおっしゃったけど、そういうことをやはり絶えず議論して、

どうすれば子供たちに夢を与えられるのか、この地域の中で役割を

果たしていくのかということは皆さんと一緒になって考えなきゃな

らない課題ではありませんか。  

 どうもそういったことが最近おろそかになっているような気がし

て、どこどこの一流の大学にたくさん入ったから富山県は教育県だ

と、とんでもない話ですよ。その方も立派な人たちですよ。その人
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たちを私は否定しません。日本のために、世界のために働いてもら

いたい。しかし、もっともっとこれから地元で働いてもらう人たち

が増えないと、地方が成り立たないでしょう。なぜ地方創生と言っ

ているのですか。地方創生とはどういうことですか。東京だけにし

てしまったらいいのではないですか。農業だってみんなどこでつく

るのですか。副知事、田んぼ仕事はどこでやりますか。みんな地方

がやっているんですよ。  

 食料、ものづくり、それをやるためにどうしても人材が必要です。

そのために教育をどうするかということを考えるのが地方ですよ。

我々の責任です、それが議会です、富山県ですよ。私はしっかりそ

のことをやっていかなきゃいけないんじゃないかと思います。  

 そこへウクライナの話が入ってきて、今食料のことやエネルギー

のこと、またいろいろな社会の情勢が変わってきたということから

すると、何としても、この問題に時間をかけるわけにいかないので、

一日も早くそういった問題にしっかりと対応してもらいたいという

ことを何度も申し上げてきたつもりですけれども、どうも現状はま

だまだ見えていないと思っています。いかに新しくどうチャレンジ

していくのかということを主眼に置いて検討していただきたいと思

いますが、改めて教育長の所見をお尋ねしておきたいと思います。  

荻布教育長  教育委員会では、昨年度、令和の魅力と活力ある県立高

校のあり方検討委員会を設置しまして、これまで３回の会議を開催

して、県立高校の在り方について議論を進めております。  

 委員御指摘のとおり、これからの高校教育については地域の特色

を踏まえつつ、産業界や時代のニーズ、中学生の進路希望状況など

をしっかりと把握した上で検討することが重要と考えており、今後
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この検討委員会では、生徒や保護者、企業などを対象に、県立高校

に関するアンケート調査を実施し、その結果を踏まえた上で、時代

に即した人材育成を担う高校の在り方について検討していく予定と

しております。  

 今後の本県の高校教育の展望としては、変化の激しい予測困難な

時代にも対応できるよう課題を見いだし、主体的に考え、解決策を

生み出す資質能力を育成していくことが必要と考えております。  

 このため、企業、地域とも協働的に連携をして、課題解決型学習

やキャリア教育などに積極的に取り組んでいるところでありまして、

地域で活躍する人材育成にもこれはつながるものだと考えています。  

 こうした中、新しい時代の高校教育の在り方については、国にお

いても、革新的職業人材を育成する専門学科改革や、学際的な学び

や地域社会に関する学びを重点的に取り組む普通科改革などの制度

改革も進行中です。  

 こうした動向も踏まえ、地方創生や教育ＤＸなど、社会情勢の変

化や新たな課題への対応も図りながら、高校教育のさらなる充実に

取り組んで、生徒の様々な可能性を最大限に引き出し、そして富山

県の未来を担う人材の育成に努めていきたいと考えております。  

米原委員  何とか前向きに考えていこうということは、前から教育長

からもいろいろと聞いているのですが、なかなかその姿が見えない

というところが極めて残念に思います。  

 いろいろなことを協議しないといけませんけれども、知事がおっ

しゃるウエルビーイングということであれば、今こそ教育にしっか

りと投資をして、富山県だからできることがあるんですよ。地方が

どうとかこうとかではないのです。富山県だからできることがある
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んですよ。これをしっかりやっていくことが富山県づくりになり、

人づくりになるんです。そういうところにもっと着眼して、しっか

りと進めていただくように取り組んでいただきたいと思います。  

 もう一つは、これは知事にもお尋ねしたいのですが、先ほど申し

上げたように、ウエルビーイングの向上につながる教育環境、高校

を中心とすることがもちろん大事ですけども、さらに今、副知事も

農林水産省から着任されて、農業の関係―先ほど食料のことを申

し上げましたけれども、いろいろとこれから検討しなきゃならない、

食料問題というのは大きな課題ですよね。  

 富山県に県立中央農業高等学校というのがあるんです。私は、五、

六回視察に行きました。あるとき、ちょうど本校へ行く前に、左側

にある格納庫に生徒が 10人ぐらいいたものですから、ちょっと止ま

って子供が何しているのかなと見たら、そこに農機具が五、六台あ

りました。ばたばたの―ばたばたとはおかしい言い方ですけども、

相当古い農機具でした。その農機具を使ってどうしているといった

ら、しょっちゅう故障すると言うんですよ。  

 今、農業しなきゃならないと言っているのに、そんな古い機械を

使って農業やろうと言ったって、子供が育つと思われますか。これ

からこの子供たちが農業をしっかりやっていこうというのに、十何

年使った機械を使って農業やろうといったって、農業をやる気が起

こりますかね。私は起こらないと思いますよ。  

 私は帰ってすぐこのことを委員会で言いました。二、三年かかり

ましたけど、何と機械が今５台新車といいますか、新しい機械を入

れてもらいました。ＧＰＳがついています。今、子供たちは、喜ん

で喜んで一生懸命やっていますよ。新聞にしょっちゅう出ています。
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富山の中央農業高等学校がいろんなことにチャレンジしています。

全国の農業高校お米甲子園だとか、何か作ったとか、いろんなもの

を作ってやっていますよ。喜んでやっています。教育とはそんなも

のですよ。  

 したがって、この教育も高校だけではなくて、これから高等教育

科のこともやはり考えていかねばならん時代になったのではないか

なと思います。  

 そんな中で、機械を買って投資してもらったのは、これは購入な

ので、全部で 5,000万円ぐらいかかったそうですけど、私はリース

にしてほしかったと言ったら、県にはリースという制度がないと言

うのですよ。そんなこと言っていたら何も進まないわけで、リース

のほうがよっぽど新しい機械を更新できるわけですから、子供がも

っと元気になります。お金もすぐに要らないわけだから。今はレン

タルの時代ですよ。借りればいいんです。何だったらチェンジすれ

ばいいんですよ。それを購入といったら、また予算を見ないといけ

ないから、また時間かかるのですよ。  

 そういうようなことを私も現場で見てきました。さらに寮も見て

きました。おかげさまで寮もきれいになりました。  

 それから、教室も見てきたのですが、初め、私に行くなと言うん

です。教室を見せてと言ったら、すみません、教室へ行ってもらう

のは勘弁してくださいと言って、みんな私を止めるのです。何を言

っているんだと言って上がっていったら、天井、床、黒板、ばたば

たでした。お手洗い見せてくださいと言ったら、お手洗いはウォシ

ュレットだったけども、ばたばたのウォシュレットだった。それも

きれいにしてもらいました。今、子供は、すごく元気になっていま
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したよ。  

 別に、富山中央農業高校だけを言うわけではありません。  

 クーラーを入れてほしいと言ったら、申請があったからできなか

ったと後から聞いたのだけど、それなら南砺の学校に聞いてほしい

と。あそこはクーラー入っているのやったろと。あそこは山で涼し

いところなので要らないんだね。中央農業高校のあるところは海抜

が違うものだから、ここはエアコンが要るそうです。つけましょう

と言ってつけてもらいましたけどね。子供たちは本当に元気になり

ましたよ。教育とはそんなものだと思うのですよ。  

 そこで、知事に１つお尋ねしたいのですが、富山県の地場産業に

必要な、これから地域経済の中で人材を育てていく、そのために、

知事がいつもおっしゃるウエルビーイングということであれば、そ

のことを教育を通じて将来、いわゆるいろんな仕立てをして、そし

て頑張っていく人間を育てていくことが真の幸せにつながっていく

のではないですかと私は言いたいわけです。さらには高等教育機関

のこともしっかり考えていくべきじゃないかなと、このように思う

のですが、どうですか。  

新田知事  おっしゃるとおりだと思います、では終われないので、私

自身も委員と同じように、高校教育というのは、これから国内外で

活躍できる人材、また地域経済の中で活躍できる人材を育てていく。

もちろん、そのベースには小中学校で学んだことが基盤になるわけ

ですけども、人生の中でそんな時期だと思います。  

 御存じのように、これからの子供たちが生きていくのは、我々も

そうですが、変化の激しい予測困難な時代を生きていくわけであり

まして、今、富山県の教育の基本は、昨年の３月に策定しました第
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２期の教育大綱、これに基づいて教育振興基本計画をつくり日々の

教育を行っています。  

 ここには、ふるさと富山に誇りと愛着を持つ、それから、地域社

会や全国、世界で活躍し、未来を切り拓く人材をつくる、それを基

本理念に据えています。  

 具体的には、プロジェクト学習やＳＴＥＡＭ学習―理系プラス

アートですね、そんな教育などの課題解決型の教育を展開する。ま

た、これは先ほど教育長からも出ましたが、職業体験などを通して

職業観あるいは勤労観を育むためのキャリア教育、 14歳の挑戦、 17

歳の挑戦などがあります。これらに積極的に取り組んでいます。  

 加えて、民間の力も借りようということで、富山経済同友会で課

外学習というのもやっています。それから、各学校ごとにＰＴＡな

どが企画する「先輩に学ぶ」などという企画もあります。これらの

取組は大変有効なことだと思います。私も民間人の頃は積極的にそ

んな場の講師になり、教壇に立たせていただいたところでございま

す。  

 そして、農業についても触れられました。就農を前提に実践的な

栽培技術の習得を行う、とやま農業未来カレッジを設置しておりま

す。富山県にはいわゆる農業大学がないものですから、この農業未

来カレッジが中央農業高校などを出た次のステップ、就農を前提と

して学ぶ場になっています。ここでもスマート農業技術の習得に本

当に力を入れているところです。  

 特にこれからは、温暖化を見据えた栽培技術を研究して磨いてい

かなければなりません。そして、やはり農業も経営ですから、経営

感覚のある人材の育成も必要です。  
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 今月中には、農業教育と研修に関するあり方研究会というものも

立ち上げます。何でもかんでも検討会とまた叱られそうですが、や

はりそういった様々な知恵を集めて、教育の在り方、農業教育の在

り方もしっかりと検討してまいりたいと考えております。  

 今後ますますグローバル化が進みます。私も海外の会議やカンフ

ァレンス、いろいろ出ましたが、会議は会議でかんかんがくがくや

りますが、その後になりますと、一杯飲みながら、お前のふるさと

はどんなところだ、やはりそんな話なんですね。それを語れない人

は海外に行ったら全く尊敬されません。ですから、グローバルの時

代こそ、このふるさと教育というのが大切になってくる。これも力

を入れていかなければなりません。  

 いずれにしましても、企業経営と同様に、時代の一歩先を見て、

スピード感を持って、ウエルビーイングの向上につながる教育環境

を進めていきたいと思います。  

米原委員  本当に何遍も同じことを言いますけど、今だからできるこ

とがたくさんあると思いますので、県の皆さん、本当に優秀な方々

がたくさんいらっしゃるので、いろんな意見を集約して、富山県の

人たちに、若者にどういうふうな夢や希望をこれから与えて育てて

いくのか、そのためにどういうふうな政策が必要なのかということ

をもっともっと皆さん胸襟を開いて、今だからできる、富山県だか

らできる、そういう思いでしっかりと取り組んでいただきたい。そ

のことを強く要望しておきたいと思います。  

 まだまだこのことに触れたいんですが、ほかの質問もありますの

で、先へ進めさせていただきたいと思います。  

 次は、地方創生、地域活性化の対策についてお尋ねしたいのであ
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りますが、このたび地方創生局長に御就任された南里局長さん、あ

なたにはもっともっとたくさん御質問したかったのですが、たった

１問しか用意してありませんので、大変申し訳ありませんが、この

ことに少し触れて質問させていただきたいと思います。  

 御承知のとおり、世界経済フォーラムが発表した、 117の国の地

域を対象とした 2021年版の旅行観光ランキングで、日本がトップに

なったことが報道されましたね。どういうことかと見ますと、日本

は世界で最も訪れたい国だと 117か国の皆さんが表明されました。  

 それはなぜかというと、日本は治安がいい。安全・安心が非常に

いい、交通インフラもいい、環境がいい、おもてなしが最高だと、

日本の文化、食文化、これもすばらしい。こういうことで世界のト

ップクラスに今回評価されました。すごいことじゃないですか。  

 したがいまして、世界の中で日本が認められた。インバウンドで

オリンピックまでずっと続いてきた 5,000万人か 6,000万人ぐらいの

入込みが将来期待できたのでしょうけど、残念ながらコロナの関係

があって少し頓挫してしまったというか、厳しい状況に至ってしま

ったということですけど、いつまでもこの状況が続くとは思えませ

んので、そろそろやはり新しい取組を私たちはしていかねばならな

い。  

 これが地方の活性化にもつながる、地方創生にもつながるという

ことからいたしますと、富山県としてどんなことが考えられるか。

これから富山県として取り組む課題は何とお感じなのか、その点を

ひとつ御答弁いただけませんでしょうか。考え方を聞かせていただ

けませんか。  

南里地方創生局長  先月、今御紹介いただきました世界経済フォーラ
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ム―官民が協力するための国際機関でございますけれども、こち

らの世界経済フォーラムが発表した 2021年旅行・観光開発指数レポ

ートで、日本が１位となったということは、我が国の自然や食など

観光資源の豊富さや、御指摘のあった治安や環境などのおもてなし

といったような観光のインフラ、こちらの整備が評価されたという

ことかなと感じているところでございます。  

 今月 10日から、パッケージツアーでの外国人観光客受入れも再開

されております。早速、本県の観光地や宿泊施設でも、今月催行さ

れるツアーの予約が入っていると聞いているところでございます。  

 一方で、地方創生、観光振興という点で言うと、富山空港の国際

便の直行便の再開の見通しが見えないことが課題だと感じておりま

す。そのため、直行便再開までの間、羽田便を利用した送客助成は

対象国等を拡充して、早期の需要回復を図るということをしており

ます。  

 また、早期に回復が見込まれる東南アジア向けには、６月から１

か月間、ＪＲ東日本と連携したシンガポールでの富山プロモーショ

ンのほか、来月には全日空と連携して、東南アジアの旅行関心層に

広告配信を行うなど、本県の魅力を存分に発信して誘客促進を行っ

ております。  

 なお、水際対策が厳格な台湾や中国、欧米豪の個人旅行者向けに

は、各市場の嗜好やニーズに対応した情報を提供するため、欧米豪

デジタルマーケティングやサンドボックス予算を活用しまして、各

市場に応じた観光情報の効果的な発信に向けた調査を時期を逸さず

に実施いたしまして、ＳＮＳ等の情報発信を強化し、旅行商品販売

までのデジタル導線整備を進めてまいりたいと思います。  
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 引き続き、水際対策のさらなる緩和を国に要望するとともに、本

県の魅力、たくさんあると思います。私も富山に来て１年以上たち

ましたけど、やっぱり人の魅力というのは、この勤勉性や、それか

ら薬売りの進取の気風ですとか、こういったところを最大限生かし

た誘客になるように取り組んでまいりたいと思います。  

米原委員  １問ですみませんね。まだまだいろんなことを聞きたかっ

たのですが、しっかりとこれから水際対策も含めて、本当に富山県、

まだまだやらないといけないことはたくさんありますので、富山県

にいらっしゃる間に、しっかりとこのことでまたいろいろと御指導

いただきまして、南里さんがこういうことを残していかれたと言わ

れるように、また皆さんも協力してくれますので、何なりとひとつ

また皆さん、お尋ねをしながら進めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。  

 次に、５Ｇの推進について少しお尋ねをさせていただきたいと思

いますが、これは御承知のとおり、本県は、中央省庁から非常に優

秀な人材を本県に出向いただいている歴史があるわけです。総務省、

経産省、国交省、厚生労働省、農水省、環境省、財務省などなど、

たくさんの方々に本県のほうに御出向いただきまして、今日もなお

こうして皆さん、副知事や、今御答弁いただきました南里さんをは

じめとして、三牧さんもそうでありましょうし、また長谷川さんも

いらっしゃるし、いろんな人たちがいらっしゃいます。名前抜けた

人いませんよね。ああ、木内さんもおられる。厚生労働省。どうも

ありがとうございます。  

 大体２年から４年ぐらいおいでになって本省へ帰られるわけです

けれども、私たちはやはり、せっかく富山に来られて本省へ帰られ
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た後、中央を訪ねて行ったときにお邪魔をして、またその場で何か

変わったことはありませんか、何か情報ありませんかと、いろいろ

な意見交換をさせていただいているのが今日までの状況であります。  

 何年前でしたか、総務省をお尋ねしたら、新田さんの親戚じゃな

いけど、新田一郎さん、八朗さんじゃなくて一郎さん。一郎さんは

以前、富山県におられましたものですから、新田さんから、これか

ら５Ｇという事業が面白いよと、これ、しっかりやっていかねばな

らん課題だということをおっしゃって、本当にいろいろと教わった

わけです。私ども自民党の議員会の人たちと改めて本省に行って、

１日近くでしょうか、いろんなことを教えてもらう勉強会をいたし

ました。さらに、当時、石井知事も行かれました。ＮＴＴも行きま

した。いろんな人たちの情報を考えながら５Ｇに取り組んだ経緯が

ございます。  

 富山県の考え方を総務省にまず陳情しようということで、お邪魔

したときに―ちょうど当時は石田さんという大臣でした。野田聖

子さんが大臣のときもありました。それから、佐藤ゆかりさんとい

う副大臣もおられました―富山はえらい早いな、ほかの県はまだ

５Ｇなんて言ってこないよ、富山県はどうして早いんだと言われた

ぐらい富山県の取組が早かったのです。しかし、早いという話だけ

ど、どうもその後あまりこの話は耳に入ってこない。今、三牧さん

が知事政策局長としてこの担当をしていらっしゃるようであります

けれども、５Ｇはデジタルトランスフォーメーションなどなど、社

会の様々な課題の解決に必須の基幹インフラであり、地域間に隔た

りがないように富山県はしっかり取り組んでいこうということにな

っているのですが、富山県の取組は今どんな状況になっているので
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すか。三牧局長に、その辺ちょっとお答えいただけませんか。  

三牧知事政策局長  取組という御質問ですが、まず整備状況から御説

明して、その上で取組を御説明できればと思います。  

 今、委員からも御指摘ありましたけれども、高速大容量で低遅延

の通信が可能な５Ｇにつきましては、国のほうでもデジタルの力で

住民のウエルビーイングの向上や地方の社会課題の解決を図る、ま

さに今、岸田政権が掲げておりますデジタル田園都市国家構想の実

現に不可欠なデジタル基盤であるとされております。  

 そのため県では、今かなり早く取組を始めたというお話がありま

したけれども、全国知事会とも連携いたしまして、国や携帯電話の

事業者に、地域間に隔たりのない５Ｇの環境整備について働きかけ

てきているところでございます。  

 国におきましては、ちょうど３月にデジタル田園都市国家インフ

ラ整備計画を策定しておりまして、都市部にのみならず、地域部に

おいても５Ｇの整備が重要であるとしまして、これまで 90％として

いた来年度末、 2023年度末の５Ｇの人口カバー率を 95％と、さらに

目標を高めるという判断をされているところでございます。  

 委員お尋ねの本県の５Ｇの整備状況でございますけれども、こち

ら、なかなか今までデータがなかったもので、国から昨年末に、携

帯電話事業者に都道府県ごとの整備状況を半期ごとに国に報告する

ようにという依頼がなされまして、現在国において取りまとめ中と

伺っております。  

 そういう中で、県内の整備状況の一助となるデータといたしまし

ては、ＮＴＴドコモさんにおきましては、 2020年の春に５Ｇサービ

スを県内で開始されておりまして、昨年度末、 2022年の３月までに
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舟橋村を除く 14市町をエリア化しております。人口カバー率につい

ては 60％まで引き上げるという目標で昨年度は進めてきており、今

年度末までには 90％を目指すと伺っております。  

 引き続き５Ｇのインフラ設備に向けて、国や携帯電話事業者と連

携しながら進めていきたいと考えております。  

米原委員  もう一点の関係もよく似たような話なので、ともかく取組

は非常にスピードを持って取り組んできたのですが、その後どうい

うふうに進んでいるかということがちょっと分からないというか、

私が質問しないから分からないのかもしれませんけれども、ちょっ

とトーンダウンしているような感じもしないわけでもない。  

 こういった５Ｇというのは、どんどん新しいものに進化していき

ますから、最初あったからそれが全て十分に果たされるとも思わな

いわけで、進化しているということもありますから、いろいろしっ

かりと取り組んでいかねばならん課題でしょうけれども、どうかし

っかりと富山県としてこの５Ｇの事業を進めていくように、三牧局

長、しっかりまた進めていただいて、富山県の振興に大きな役割を

果たされるように一層御尽力いただきたい。  

 この後の件もそんなような質問でありますので、今のお答えで十

分理解いたしましたので、ぜひまたよろしく御指導お願い申し上げ

たいと、御活躍をお祈り申し上げたいと思います。  

 時間が迫ってきておりまして、申し訳ありません。  

 次の質問でありますけども、今日、実は針山委員からも午前中に

御紹介がございました。公共交通体系の再構築ということについて、

いろいろとお話をされました。  

 先般、近江鉄道に、実は視察に行ってまいりました。南里さんが



 －２２－ 

元いらっしゃったので、滋賀県の三日月知事に南里さんから御紹介

いただいて―知事もよろしくおっしゃっておられましたよ―、

知事にも自らお出迎えをいただいて、知事室でいろんな懇談をさせ

ていただきました。喜んでいたと伝えておいてください。そういう

こともあって、担当課長も非常に御親切にいろんな御指導をいただ

きました。  

 また近江鉄道、あの近くに米原（よねはら）というところがある

のですが―米原（まいばら）だった―、その米原（まいばら）

のほうへ行って、本社の近江鉄道へも行っていろいろと勉強してま

いりました。  

 今日田中さんにお尋ねしたかったのは、ずっと富山県の歴史を見

ますと、最初は公共交通の担当部局は観光・交通振興局に総合交通

政策室、地方創生局に総合交通政策室、有田さんが来られて地域交

通・新幹線政策課長とか、何か次から次といろんなセクションが替

わって、やっとこの交通政策局長ができて、田中さんがそこに就任

されたわけですね。おめでとうございます。ともかく、いよいよこ

れは本音でしっかり取り組んでいくんだなということが少し伝わっ

てまいりました。  

 富山県も今、私ども議会でも、公共交通対策をしっかり勉強して

おります。私は、この前の委員会でもここでパネルを使って、富山

県の現状と石川県と福井県、それぞれ見てきたことあるいは感じた

ことを皆さんにお見せして、こんな現状でどう富山県は公共交通を

これからしっかりと富山県版としてつくっていくのかということを

投げかけた。その後からまた私どもでいろいろと県委員会をつくっ

て、総合交通特別委員会でいろんなことを検討して、いろんな業者
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の方々にも来ていただいて、何が課題なのかということも進めてき

たところでございます。そしてその上で、先般、近江鉄道へお邪魔

して話をしてきたということであります。大変参考になりました。  

 先ほど針山委員からも話があったので、そのことに尽きるかもし

れませんが、非常に資料をたくさん頂いているわけです。これまた

改めてしっかりと皆さんと議論したいと思いますが、どちらにいた

しましても、富山県にはたくさんの鉄軌道がある。会社も幾つもあ

る。これはやっぱり整理をしなきゃならん時期に来ているなという

ことだけははっきりしたなと。  

 では、どんなふうに整理するかというと、知事もいろいろそのこ

とについては大変御心配いただいているのですが、どういうふうに

これから進めていくのかという一つの状況だと思いますが、田中局

長として、今このことについてどのような状況で進めていこうとし

ていらっしゃるのか、ひとつお尋ねしておきたいと思います。  

田中交通政策局長  新型コロナの影響等により、公共交通事業者の経

営環境はこれまでにも増して厳しくなっております。このため、先

般、富山県地域交通戦略会議を立ち上げ、第１回の会議を開催させ

ていただきました。計画の策定に当たりましては、計画の区域、こ

れは県内全域を対象としておりますので―今委員から御指摘あり

ましたけど―、富山地方鉄道、城端線・氷見線、万葉線、あいの

風とやま鉄道など、県全体の鉄道線を対象としております。  

 また、この会議の下には、鉄軌道の利便性、接続性の確保などの

ために、利用者の視点に立った鉄軌道サービスの維持改善等につい

て議論する鉄軌道サービス部会、こういうものを設置しまして、県

が中心になりまして、有識者や交通事業者等と議論を進めることと
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しております。  

 また、この部会長には、近江鉄道線の存続検討に携わられており

まして、また国内外の交通政策に精通した有識者の委員に就任いた

だきました。  

 今年４月からは、委員からもお話しありましたけど、新たに交通

政策局が単独の部局として設置され、地域交通政策監も配置される

など、交通政策の推進体制の強化が図られたところであります。  

 今後、有識者等の御意見も伺いながら、市町村や交通事業者、幅

広い関係者との連携を図りながら、交通ネットワークの活性化にし

っかり取り組んでまいりたいと思います。  

米原委員  この問題にしっかりと取り組んでいかねばならん時期に来

たなということを改めて実感しております。  

 こういう業界の方々といろいろ話していると、みんな縦割りとい

いますか、線路というのはみんなそれぞれ認可をいただいた会社が

ずっとあって、バスの路線が決まるとか、みんなそれぞれ認可事業

です。だけど線路は同じです。道路も同じなんですよ。この間打合

せしたときに、あいの風と富山地方鉄道は線路が違うのかと言った

ら、同じだとおっしゃる。私は前の助野さんに、では、ここの電車

はこっちを走れるのかと聞いたら、走れると言うのですよ。簡単な

話だけど。それが、みんなそこに垣根があって、行き来できないわ

けですね。  

 だけど、せっかく電車買ってきたけど、あそこに飾ってあるとい

うのでは駄目で、やはりその電車をどこでも走らせるように、あい

の風も走れる、あるいは氷見線も走れる。氷見線とか城端線という

のはディーゼルですから、これはバッテリーカーに変えることもで
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きるということも聞きました。工夫すればいろんな方法があるとい

うことも分かりました。  

 そういったことも含めて、要するに、富山県の公共交通というの

は極めて重要な県民の足でありますので、県民にもこのことを公表

して、どんな使い方をすれば皆さんがより喜んでくださるかという

ことも考えながら、この公共交通体系というものはしっかりとやっ

ていかねばならんということでございますので。まだまだいろいろ

話をしたいことがあるんですが、十分分かっていらっしゃると思い

ます。  

 近江鉄道の皆さんも、くれぐれも田中さんによろしくおっしゃっ

てくださいとおっしゃっておられましたので、また何かあったらい

つでも呼んでくださいということでした。これからもいろんな機会

を通じて、もっともっといろんな人の意見を聞いて取り組んでいけ

ばいいなと思っていますので、しっかり私たちも応援しますので頑

張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがと

うございました。  

 また知事に振って申し訳ないのですが、あと一、二問です。  

 もう大分古い話で恐縮ですが、中沖さんの時代の話ですが、当時

は知事も私どもも、青年会議所や経済同友会とかいろんなことに参

加していた頃だと思いますけど、私にこうおっしゃったことがある

んですね。ちょっと遊びに来いということで部屋に呼ばれたことが

ありました。今、若い人たちは富山県でどんなことを考えているか、

何が一番富山県に欠けていると思うか聞かせてほしいとおっしゃい

ました。さっきも言ったように、私は当時、いろいろな人たちの話

を聞いていると、富山県というのは高等教育機関が非常に少ないと
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いうことをいろんな人から聞きました。今もそうです。少しは改善

されたかもしれません。  

 当時そう言っているときに、インテックの金岡幸二さんが―中

尾さんも当時おられました―いわゆる富山国際大学を建学されま

した。その後、高岡の川原忠平さんが法科大学を立ち上げられまし

た。これは三協さんがバックアップして建てられました。それから、

さらに当時、中沖さんは富山県立大学をつくろうということで、富

山県立大学をおつくりになった。これは大谷米太郎さんが、大学と

して地元に、昭和 37年に短期大学だったものを県立大学に改組して

いったということです。今本当にすばらしい大学になって、それぞ

れの学生が、地元の産業に大変大きな役割を担って今活躍している

と思います。  

 こういう富山県と石川県との違い―あのときはたしか、富山と

石川の違いは何だろうかと言ったら、若者の違いだと言われた―

石川県には１万 5,000人ぐらいの学生さんがいるけど、当時富山県

は 6,000人ぐらいだったと思う。この差がずっとあるのだというこ

とを私たちは申し上げて、やはり高等教育機関というのはしっかり

しないといけないとおっしゃったことを今も私ははっきりと覚えて

います。  

 先ほど、食料やエネルギー、ＤＸだとか、自給率がどうだとか、

この間、中谷商工労働部長も富山県の産業について、自動車の関係

についても、いろんなことについて、これから産業をしっかりと、

自動車産業のことについても触れておられましたけれども、そのた

めの人材をどうするかということもおっしゃっておられましたよね。  

 そんなことからすると、たくさんの人材をこれから求めていかね



 －２７－ 

ばならない。そういう状況になって、今知事がおっしゃるウエルビ

ーイングということが、どういうふうな役割をこれから果たしてい

くかというと、高等教育機関で育った子供たち、学生が社会のため

にどういうふうにこれからそれに取り組んで、自分たちが富山県で

生活をして、結婚して、子供さんが生まれて、そして幸せだなと思

えるような、そういう富山県をつくるのが知事の言われるウエルビ

ーイングじゃないですか。  

 言葉ばっかりウエルビーイングとおっしゃっても、私たち働く者

にとって、生活する者にとって、やっぱり富山県は本当にすばらし

いと自信を持って言えるぐらいの県だと思っているんですよ。とこ

ろが、正直言って若者はまだまだそういうことの感性というのは足

りないと思っている。まだ離れていこうとしているのですよ。離れ

たら帰ってこないのだから。だから、ああいう瀬川委員が出したデ

ータが出てくるのですよ。五十嵐委員も出されました。皆さんそれ

ぞれ教育の関係の数字を出されました。この数字が何なのかという

ことをもっともっと掘り下げて、今だからできる。こういう富山県

を知事の下でしっかりと取り組んで、なるほど、富山県変わったぞ

と言われるような富山県をつくっていくことが私はこれからの地方

創生につながっていくのではないかと思います。  

 富山で生活したい、住みたい、ここで働きたい、住んで子供を産

み育てたい、そしてみんな健康で幸せに暮らすことができるような、

そんな富山県を目指していくことがウエルビーイングにつながって

いくんじゃないですか。  

 そういうことをぜひひとつ、知事にはしっかり頑張っていただき

たい。改めてその辺の決意をひとつ聞かせていただけませんか。  
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武田委員長  知事、答弁を簡潔にお願いします。  

新田知事  大変重たい質問なので、簡潔には答えられないですよね。

ウエルビーイングがちょっと独り歩き、言葉が上滑りしているんじ

ゃないかという御心配もいただきました。  

 確かに私は、去年の県民の世論調査で、ウエルビーイングを知ら

ないという人がほとんどだったので、あえて言葉としてまずは使い

まくろうというふうには決めています。  

 昨日も実は２つパーティーを夜、掛け持ちましたが、もうウエル

ビーイング、ウエルビーイングと言いまくりました。そういう意味

では、ちょっと言葉が先行になっているのかもしれません。  

 でも、現実には本年度も 154本の事業、ウエルビーイング向上の

ために予算をつけていただきまして今進めているところでございま

す。  

 ウエルビーイングの向上を図って、次世代の価値を生む人材を富

山で育んでいく。そして、おっ、富山県、ウエルビってるぞ、そん

なことで県外からも人を集めてくる。そういった人づくりがやっぱ

り戦略の柱です。まさにこれは米原委員おっしゃるとおりだと思い

ます。  

 このために、例えば、１つは突き抜けた起業家へ集中的に支援を

する。ＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡを中心にしてやっていきたいと考え

ています。何もこれは若くして株式上場させて金持ちをつくってや

ろう、そんなことじゃないんです。ロールモデルをつくりたいので

す。そして、富山県で挑戦をして大きなことができたということ。

若い人たちがそれを見て、自分たちもできるんじゃないか、富山に

もチャンスがあるんじゃないか、やればできるんじゃないか、そん
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なふうにしていきたいと思うんです。  

 安田善次郎さんを生み出しました。浅野総一郎さんも生み出しま

したが、どちらも東京に行かれたのです。京浜工業地帯へ行かれた

のです。さっき出た金岡幸二さんは富山でやっていただきました。

やっぱりああいう方に続く人を富山で生み出したい。そのために、

誰か数少ない人を集中的に支援して、そういったお手本となるよう

な、ロールモデルと言いますが、そういった人をつくり出していき

たい。これが１つです。  

 それから、データサイエンス人材をつくり出すことも大切。これ

もまさに今、産業界のニーズがあることであります。富山県立大学

にデータサイエンス人材を育成する部門ができればと今検討を進め

ているところです。これも大きな投資になると思います。  

 先ほどの起業家支援も大きな投資になります。それから、それら

をベースに、さっきおっしゃった５Ｇ、デジタルインフラ、これも

投資になります。こんな投資をしっかりとして、でもつくるのは人

です。人づくりを進めていきたい。そして、それがウエルビーイン

グの向上ということにつながっていきます。そして、ウエルビーイ

ングの向上がまた経済成長につながっていく。そして、その経済成

長がまたウエルビーイングを高めていく、そんないい循環をつくっ

ていくというのが富山県の成長戦略であります。そんなことでしっ

かりと頑張っていきたいと思います。  

米原委員  終わります。  

武田委員長  米原委員の質問は以上で終了しました。  

 以上をもって、本委員会の質疑は全て終了いたしました。  

 委員各位におかれましては、長時間御苦労さまでした。  
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 終わりに、本委員会の運営に終始御協力を賜りました議員各位、

県当局並びに報道関係の各位に対し、深く敬意を表します。  

 これをもって、令和４年６月定例会の予算特別委員会を閉会いた

します。  

                     午後４時 15分閉会  


