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 午後１時 00分開議  

 

○副議長（瘧師富士夫君）休憩前に引き続き会議を開きます。  

 大門良輔君。  

   〔４番大門良輔君登壇〕  

○４番（大門良輔君）自由民主党議員会の大門良輔です。  

 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  

 それでは、通告に従いまして、人口減少と成長戦略について２問、

広域連携について８問、教育の充実について４問お伺いをしてまい

ります。  

 まずは、人口減少と成長戦略についてでございます。  

 先日、４月１日の時点で富山県の人口が 102万人を切り、 101万

8,644人となり、１年間で１万 542人減少しました。このままのペー

スでいくと、２年後に 100万人を切るのは容易に想像ができます。

特に出生数の低下に関しては待ったなしの状態であります。  

 また、移住者や企業誘致、創業などに関しても、東京一極集中の

是正が加速すると思いきや、物足りなさも感じており、さらなる取

組が必要と感じております。  

 今後、人口減少は避けられない中で、富山県として今まさしく成

長戦略として挙げている一人一人のウエルビーイング（真の幸せ）

の向上は人口が減少しても質にこだわったものであり、改めて大切

なものだと感じており、人口減少の中にも成長戦略に掲げる幸せ人

口 1,000万人のビジョン達成を見据えた関係人口の増加を目指して

取組を進め、本県を成長発展させなければなりません。  
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 そこで、人口減少の流れをどのように捉えておられるのか、また、

人口が減少する中で富山県をどのように成長発展させていくのか、

2022年は成長戦略の実行の年と力強く発言のあった新田知事の決意

をお伺いいたします。  

 少子化が進むことにより、定員割れの保育所の増加が懸念されま

す。一時は待機児童が話題となっておりましたが、これまでの少子

化に加え、新型コロナウイルスの影響で、出生数や婚姻者数が激減

し過去最低を記録するなど、今後も定員割れが進むことが予想され

ます。特に過疎化が進む地域にとっては切実であり、地域間の偏在

も出てきています。最近では空き教室の活用法として、障害児の受

入れや病児保育など新たな活用法を検討する保育所も増えてまいり

ました。  

 そこで、今後の保育所の利用児童数はどのように推移していくと

予想しているのか、また、空き教室の活用法など新たな取組に対し

て支援を行っていく必要があると考えますが、木内厚生部長に御所

見をお伺いいたします。  

 今後、人口減少が加速する中で、県や各市町村が縦割りでそれぞ

れの事業を行うのではなく、各市町村間の連携を強化し広域的に事

業を行うことで、県民によりよいサービスを行うことができると感

じております。  

 そこで、定期的に行っている「ワンチームとやま」連携推進本部

は、各市町村長の思いを共有できる有意義な時間になっていると感

じております。  

 また、新田知事が就任してから、各市町村の首長が、富山市、高

岡市、舟橋村、滑川市、黒部市と５人が変わり、新田知事も中堅ど
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ころとして今まで以上にリーダーシップを発揮し、連携事業を進め

ていただきたいと感じております。  

 そこで、広域的な連携事業について８問お伺いをします。  

 まずは、農林水産物の輸出促進についてお伺いをいたします。  

 これは、「ワンチームとやま」連携推進本部で本年度新たに連携

項目となったものであります。  

 農林水産の輸出において、令和８年度まで、現在の輸出額 12億円

から 10倍の 120億円まで持っていくという大きな目標があり、農林

漁業者、加工業者の所得向上など、大いにその取組が期待される分

野の一つでもあります。  

 この輸出促進に向け、各市町村の連携を強化するとのことですが、

今後、市町村との連携はどういった内容を想定しているのか、今後

の動きと併せて横田副知事にお伺いをいたします。  

 続きまして、ゼロカーボンシティ富山の実現についてお伺いをい

たします。  

 県では今年度、富山県カーボンニュートラル戦略の策定を予定し

おり、県全体の取組の推進が望まれます。  

 一方で、富山県においてゼロカーボン宣言をしている地域は、富

山県、富山市、魚津市、南砺市、小矢部市、立山町であり、まだ全

市町村は宣言しておらず、県全体に理解が深まっておりません。  

 先日、「ワンチームとやま」連携推進本部で藤井富山市長から、

県がリーダーシップを発揮して、ゼロカーボン宣言の必要性を市町

村に広く伝えてほしいと発言があったように、私も県がリーダーシ

ップをとって全ての市町村がゼロカーボン宣言できるよう、県の助

言や、企業に対して理解の増進、連携を深めてほしいと考えており
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ます。  

 県が新たに策定するカーボンニュートラル戦略などを進めるに当

たっても、市町村の連携なくしてこの目標の達成はできないと考え

ます。  

 そこで、ゼロカーボンシティ富山の実現に向け、全ての市町村が

ゼロカーボンシティを宣言、表明できるようにするなど、県全体で

取組が進められるよう県がリーダーシップを発揮していくべきと考

えますが、三牧知事政策局長に御所見をお伺いいたします。  

 自治体行政のデジタル化についてお伺いをいたします。  

 デジタル化は国を挙げて進める事業であり、どこの市町村もデジ

タル化が大きな課題となっております。特に人口が少ない市町村や

中山間地を抱える地域こそ、デジタル化が有効であると考えていま

す。  

 しかし、デジタル化を進めるに当たって課題となってくるのが予

算と人材の確保です。デジタル化へのシステムの整備は、自治体の

規模とは関係なく一定の予算がかかります。しかし、小さな自治体

こそ自由に使える予算が少なく、デジタル化に予算を回せる余裕が

ないというのが現実です。  

 昨年から、「ワンチームとやま」連携推進本部で、電子入札シス

テムなど共同購入が進み、コストの削減やＩＣＴの職員研修をする

など成果が出ていますが、さらなる連携が必要と感じております。  

 また、デジタル人材の確保については、どこの市町村も少ない人

材の取り合いとなり、なかなか見つからない現状にあります。  

 そこで、今後も、システムの調達など一層連携していく必要があ

り、取組をさらに加速させるとともに、市町村のデジタル人材の確
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保育成を積極的に支援してはと考えますが、知事政策局長にお伺い

をいたします。  

 富山県は、連携中枢都市圏として地域ブロックごとに連携をして

おります。平成 28年には、とやま呉西圏域連携中枢都市圏ができ、

平成 30年には富山広域連携中枢都市圏が形成され、産業、医療、福

祉、交通などで連携を進めています。  

 例えば、富山広域連携中枢都市圏で行っている病児保育の広域連

携は、圏域内において、どこの市町村に住んでいても市町村を越え

て病児保育が利用できることや、公共施設において孫とおでかけ支

援事業があり、孫と行くと圏域内の公共施設を無料で利用できるな

ど、すばらしい取組があります。県も好事例があれば横展開をして

広げていきたいと言うように、よりよい取組については県全体に広

げてみてはと考えます。  

そこで、県内の連携中枢都市圏で行っている事業について、これ

までの取組を検証し、効果的な事業は県全体での展開を検討するな

ど、県民サービスの向上につなげることはできないかと考えますが、

南里地方創生局長に御所見をお伺いいたします。  

 地域医療構想の進め方や策定時期についてお伺いをいたします。  

 地域医療構想は、令和元年９月に厚生労働省が公立・公的病院再

編リストを公表し、議論が加速をいたしました。その後、新型コロ

ナウイルスの影響で議論が減速し、厚生労働省もコロナにおける医

療の考え方の見直しもあり、当初想定していた流れとは変わってい

る中、次期医療計画の策定も迫ってきており、議論を本格的に進め

る時期に来ているかと考えます。  

 そうした中、国の通知で、令和５年度末に地域医療構想に係る民
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間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを

行うとされていますが、一方で、全国知事会社会保障常任委員会で

は、令和５年度までとされている対応方針の策定について、地域の

実情に応じて期限を柔軟に設定していただきたいとの考えを示し、

期限について延長を求めるような発言があったと伺っております。  

 地域医療構想の見直しについては、次期医療計画の策定作業と併

せて進めていく必要もあり、本格的な議論を本県の実情に即して進

めていくべきと考えますが、国が示した期限への受け止めはどうか、

また、今後の見通しと併せて知事にお伺いをいたします。  

 地域おこし協力隊についてお伺いをします。  

 現在、 41人の隊員が県内で活躍され、各地域の活性化に向けて活

躍をされております。県としても、任期終了後に定住してもらえる

ように支援を行い、結果が出てきているところであります。  

 そこで、全国の地域おこし協力隊を見てみますと、市町村はもち

ろんですが、県が直接地域おこし協力隊を募集し導入している県が

あります。調べてみますと、令和２年で、福島県で 17人、茨城県で

５人、長野県で１人、奈良県で１人、香川県で３人、高知県で３人、

徳島県で３人、佐賀県で３人、長崎県で３人、熊本県で１人、沖縄

県で２人、合計 11県で導入され、 42人が各県で活躍をしております。  

 内容を伺ってみますと、広域で行える観光事業であったり、移住

の支援を行っている地域や、茨城県では地域の活性化というよりは

起業を前提としてローカルベンチャーラボ、富山県で言いましたら

今度開設するＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡのような施設に地域おこし協

力隊を 20人を目標に導入し、起業家を育成するなど幅広く活用して

おり、富山県においても導入の優位性はあると考えます。  
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 そこで、広域観光や移住、また起業の視点など、地域おこし協力

隊を県で直接導入し、広域的な地域の活性化に向けて活用してはと

考えますが、地方創生局長の御所見をお伺いいたします。  

 オープンデータの活用についてお伺いをいたします。  

 富山県はオープンデータのホームページを作成し、富山県や市町

村、また３つの民間団体がデータを公表し、全 1,164件のデータが

公表されています。最近では、市町村や県が出しているコロナ関連

データを民間が活用し、ホームページやアプリなどを活用している

のを見かけます。  

 しかし、ほかの分野に関しては、まだまだ活用について模索段階

というところもあり、活用されているとは言いにくく、取組もまだ

まだこれからといった状況と考えます。各市町村のデータの書式も

違っていたり、活用しにくい部分が散見されています。  

 ＤＸ・働き方改革推進基本方針では、オープンデータを活用し、

ニュービジネスの創造を目指したいとありますが、現在のオープン

データの活用状況と今後の進め方について、知事政策局長にお伺い

をいたします。  

 北陸３県の広域連携についてお伺いをいたします。  

 先日、北陸新幹線の期成同盟会がありましたが、北陸新幹線の敦

賀延伸を来年度に控え、ＪＲ西日本がＪＲグループ６社で行う大型

宣伝事業「デスティネーションキャンペーン」の北陸開催を発表し、

敦賀延伸に向けて動き出すなどうれしいニュースが入ってまいりま

した。  

 敦賀まで開業すると、関西までの所要時間が短縮されることや北

陸が周遊しやすくなるなど、コロナ禍で傷んだ観光の起爆剤として
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観光客増につながればと期待が高まるばかりであります。  

 そこで、今後、敦賀開業を見通し、観光客増に向け、北陸３県の

連携をどのように進めていくのか、地方創生局長にお伺いをいたし

ます。  

 それでは、教育の充実について４問お伺いをいたします。  

 教育のデジタル化についてであります。  

 コロナウイルスが蔓延をして、小中高と１人１台のタブレット端

末が配備され、教育現場においてＩＣＴの活用が一気に加速をいた

しました。教育現場の先生の話を聞いてみると、手探り状態で進め

ていることや、学校ごとにタブレットの活用の偏在が生まれていま

す。  

 もちろん、ＩＣＴ支援員や先生への研修をするなどサポート体制

は整えていますが、富山県において、タブレットを含めＩＣＴの活

用の進むべき方向性が定まっておらず、学校ごとに偏在が生まれて

きているのだと感じております。  

 他県の事例を見てみますと、ＩＣＴのガイドブックを作り、使い

方やその県としての方向性を定めて、着実にＩＣＴの活用を全県と

して押し上げているところがあります。  

 そこで、教育現場でのＩＣＴの活用については学校ごとに偏在が

生まれないよう取り組む必要があり、県としての活用の方向性や使

い方を定める必要があると考えますが、荻布教育長にお伺いをいた

します。  

 学校の校則についてお伺いをいたします。  

 学校の校則は、昨年の６月議会において、種部議員を中心に紹介

議員となった「県立高等学校の制服および校則の見直しと校則の公
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表を求める請願」について、賛成多数で採択されました。  

 また、昨年の６月に文部科学省は、ブラック校則が問題化してい

ることを受け、社会や時代の変化に合わせて見直すよう求める通知

と先進的に進んでいる県の事例を公表いたしました。  

 このことを受け、各都道府県において、校則の総点検や、生徒、

ＰＴＡで話合いの場を設ける動きが出てきており、校則の見直しが

進んできております。私もある高校の子供を持つ親から校則の見直

しについて話があったかと聞いてみましたが、あまり変わっていな

いとも聞きました。  

 そこで、昨年の県議会での採択や文部科学省の指導を受け、県内

の公立高校における校則の見直し状況はどうだったのか、また今後

の方向性について教育長にお伺いをいたします。  

 医療的ケア児のための特別支援学校への看護職員の配置について

お伺いをします。  

 医療的ケア児の子供たちが成長し、小学校へ上がる子供たちが増

えてきました。今後、支援学校もしくは普通学校に入学する流れと

なってきます。その中で必要になってくるのが医療的ケア児を見る

ことができる看護職員であります。  

 先日、にいかわ総合支援学校から、医療的ケア児に対応するため

看護職員の増員に対する要望をいただいたところでもあり、代表質

問であった普通学校はもちろんですが、支援学校でも足りない状況

にあります。  

 そこで、特別支援学校において、今後増加が予想される医療的ケ

ア児に対応するため、看護職員の拡充など適切な支援が必要と考え

ますが、現状と今後の支援の取組について教育長にお伺いをいたし
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ます。  

 部活動の地域移行についてお伺いをいたします。  

 国において、学校の働き方改革の一環として、令和５年度以降、

休日の部活動の段階的な地域移行を図るとともに、国の運動部活動

の地域移行に関する検討会議でも休日について取組を進め、令和７

年度までに実現するよう提言があったところでもあります。  

 部活動の地域移行は、学校の働き方改革を進め、教員の質を向上

するとともに、少子化による部員の減少への対応にもつながると考

えています。  

 県では昨年５月に地域部活動あり方検討委員会を設置し、休日の

部活動の受皿となる団体の確保など、課題について協議したところ

ですが、昨年度の成果と課題はどうだったのか、それを踏まえた今

年度の取組はどうか、また、受皿の確保など部活動の地域移行が円

滑に進むよう県としても支援すべきと考えますが、荻布教育長に御

所見をお伺いして私の質問を終わります。  

 御清聴ありがとうございました。  

○副議長（瘧師富士夫君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）大門良輔議員の御質問にお答えします。  

 まず、人口減少と成長戦略についての御質問にお答えをします。  

 令和３年の人口動態統計によりますと、コロナ禍の影響もありま

して、出生数は国全体としても過去最少、そして本県でも 6,076人

ということで過去最少となりました。本県の人口減少は危機的な状

況と捉えております。  

 人口減少に伴って何が起きるかというと、やっぱり企業にとって
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は働き手が不足してくる、また顧客が減ってくる、県民向けの様々

なサービスが縮小する、ひいては地域経済が縮小し、地域の魅力の

減退といった悪影響、これがまた悪循環につながっていく、そうい

うことが懸念をされます。このために、少子化対策だけではなくて、

経済成長の目的でもあり手段でもあるウエルビーイングの向上を図

る新たな産業政策、人材政策の展開が極めて重要と考えております。  

 富山県成長戦略では、幸せ人口 1,000万というビジョンを掲げて、

本県のウエルビーイングの向上を通じて、県外から多様な人材を引

き寄せる、集積させる、そのようなことを戦略の核にしています。  

 こうした人材交流の活性化を通じて、関係人口の創出・拡大、ひ

いては本県への人材集積を図ることは、移住や企業誘致、創業など

の増加を介して人口減少に伴う課題解決につながるとともに、新産

業創出やスタートアップなど県内の活性化に資する成長の種を生み

出し、本県の新たな成長発展にも資すると考えております。  

 今年度は、成長戦略実行の初年度として取組を着実に推進し、デ

ザイン思考や創造的なアイデアを活用してウエルビーイングをより

意識した取組を生み出し、新たな製品やサービス、そして、企業、

市場の創出、新しい価値を生み出す地域づくりを進めたいと考えて

おります。それがまた、本県の経済成長やウエルビーイングの向上

にもつながる、そういう好循環をつくり出していけないかというふ

うに考えております。  

 国立社会保障・人口問題研究所が人口減少社会の到来という警鐘

を鳴らして、もう何十年たちます。それ以来、国、日本政府はもち

ろん、本県を含めた地方自治体でも、様々な少子化対策、人口減少

対策を取ってまいりましたが、残念ながら、まだこれといって功を
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奏した、これだねということはないように思っています。今回のこ

のウエルビーイングという、手段であり目的であるような取組、こ

れは非常にチャレンジングなものだというふうに思いますが、新し

いアプローチとしてこの困難な課題に挑戦していきたいというふう

に考えております。  

 次は、地域医療構想について御質問をいただきました。お答えを

します。  

 地域医療構想につきましては、議員御指摘のとおり、次期、第８

次になりますが、次期医療計画の策定作業に合わせて、来年度にか

けて各医療機関の対応方針の策定や見直しを行うこととしています。  

 その見直しに当たっては、病床削減や統廃合ありきではなく地域

の実情を踏まえること、今回の新型コロナの感染拡大により、病床

の機能分化あるいは連携等の重要性が改めて認識されたことを十分

に考慮すること、そして、次期医療計画の開始時期である令和６年

度から医師の時間外労働に対する上限規制が適用されることに十分

留意をすることなど、地域医療構想の進め方や留意点が示されてい

ます。  

 こうした方針を踏まえて、新興感染症への取組や医師の働き方改

革にも柔軟に対応できる、持続可能で良質な医療を提供する体制の

構築を目指して、県内４つの医療圏ごとに地域医療構想調整会議を

開催し、議論を始める予定でおります。現在、公立・公的病院を訪

問し、現状の確認や御意見を伺っているところです。  

 人口減少・高齢化の進展、医療ニーズの変化、マンパワーの制約

など、地域医療構想の背景となる中長期的な状況や見通しは構想策

定当時と変わっておらず、質の高い効率的な医療提供体制を維持し
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ていくためには、医療機関の機能の分化・連携が重要であります。  

 県としましては、この令和４、５の２年間を一つの区切りとして、

関係者で十分議論を尽くした上で、令和６年度から始まる医師の働

き方改革のスタートに間に合うように取組を着実に進めなければな

らないと考えております。  

 私からは以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）横田副知事。  

   〔副知事横田美香君登壇〕  

○副知事（横田美香君）私からは、農林水産物等の輸出促進に向けた

市町村との連携強化についての御質問にお答えいたします。  

 本県の農林水産業・加工業の振興と富山ブランドの拡大に当たっ

ては、需要が拡大する海外販路を捉えていく必要があり、本年３月

に、令和８年度の農林水産物・食品の輸出を現状の 10倍の 120億円

とする、とやま輸出ジャンプアップ計画を策定いたしました。  

 輸出拡大のためには、地域の事業者と近く、地域、産業の振興に

取り組まれている市町村との連携が重要であることから、今年度の

「ワンチームとやま」連携推進本部の連携項目に、富山市から提案

のありました、農林水産物等の輸出促進に向けた連携強化を設定し

ております。  

 市町村とは輸出に係る目標、情報を共有し、事業者の掘り起こし、

課題の抽出、事業者間のつなぎ、個別案件への支援、具体策の検討、

そして海外でのプロモーションについて、一緒に取り組んでいくこ

ととしております。  

 市町村とは、４月 21日にワーキンググループ会合、そして５月 16

日に第１回本部会議を行いましたけれども、これまでの取組とそれ
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ぞれ得られた知見、課題、事業者への働きかけの状況などについて

共有いただきまして、今後の連携を確認したところでございます。  

 これから、まず６月 22日に、関係者、支援者が集まる、とやま輸

出コミュニティーを立ち上げる予定としておりまして、市町村にも

御参加いただくことになっております。ここでは、海外の輸入規制、

品質管理証明、補助制度などの情報共有を図りながら、具体的なリ

ーディングプロジェクトへの参画、地域商社を核とした輸出プラッ

トフォームへの参画、そして海外での展示会への共同出展などを進

めていくこととしています。  

 市町村とのワーキンググループや本部会合も並行して行いながら、

輸出の成果と、そして生産者、事業者の所得向上につながるように

ワンチームで取り組んでまいる所存です。  

○副議長（瘧師富士夫君）木内厚生部長。  

   〔厚生部長木内哲平君登壇〕  

○厚生部長（木内哲平君）私から、保育所の利用児童数についての御

質問にお答えをいたします。  

 保育所や認定こども園などの地域ごとの体制については、実施主

体である市町村が策定する子ども・子育て支援事業計画で定められ

ています。  

 現在の令和６年度までの第二期計画を見ますと、県全体の利用児

童数は、３歳以上児については減少傾向にありますが、女性就業率

の高まり等、低年齢児からの保育ニーズの増加を見込みまして、ゼ

ロから２歳児では横ばいとなっています。  

 そして、利用児童の減少傾向がある一方で、子育て家庭の多様な

保育、子育てのニーズに応えるため、定員に余裕がある保育所等の
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設備や職員を有効活用して、御指摘のありました障害児の受入れで

ありますとか、病児保育などの多機能化の取組が求められています。

市町村では各地域の事情を踏まえて取組を進めているところです。  

 県でもこうした取組を促進するため、病児保育については国制度

による施設整備や運営費補助に加えまして、県単独で新規開設施設

の運営費や国の補助対象外の小規模修繕などに支援するほか、また、

医療的ケア児を保育所等で受け入れるための看護師等の配置を市町

村と連携して支援しています。  

 また、新たな取組に対応するために、保育士等の人材確保が重要

であります。県では、従来からの障害児や病児保育の研修に加えま

して、今年度新たに医療的ケア児の受入れに関する研修を実施する

など、専門的な知識を持つ保育士の育成にも努めているところです。  

 市町村と連携しまして、必要な保育等の提供体制の確保に努め、

地域の子育て環境のさらなる充実を図ってまいります。  

 以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）三牧知事政策局長。  

   〔知事政策局長三牧純一郎君登壇〕  

○知事政策局長（三牧純一郎君）私からはまず、ゼロカーボンシティ

富山の実現に向けた取組についての御質問にお答えさせていただき

ます。  

 ゼロカーボンシティ富山の実現のためには、県と市町村が連携協

力し、また、県民や事業者の御理解も得ながら取組を進めることが

重要だと考えております。  

 このため県では、ワンチームとやま、ゼロカーボンシティ富山の

実現のワーキンググループにおいて、市町村との情報共有や共同啓
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発事業等に取り組んできたところでございます。  

 県内では現在、県を含めて６団体でゼロカーボンシティを表明し

ておりますけれども、県全体の脱炭素化を図るためには、議員御指

摘のとおり、各市町村において、より一層の取組を進めていただく

ことが重要であると考えており、県としてもその重要性の周知や支

援の強化を進めているところでございます。  

 具体的には、県といたしましては、昨年 11月に環境省の中井事務

次官をお招きし、市町村長や市町村の幹部職員を対象に、地域脱炭

素の意義等に関する講演会を開催するなど、市町村の理解が深まる

よう取り組んでまいりました。また、全国知事会の場や、去る４月

の環境副大臣の来県などの機会を通じまして、地方の実情を踏まえ

た支援などについて国にしっかりと要望してきたところでございま

す。  

 ゼロカーボンシティの実現に向けた取組は、企業の競争力強化や

地域活性化の方策にもなり得ることから、県としても引き続き、ワ

ンチームとやまのワーキンググループの場などを活用し、市町村に

積極的に働きかけてまいりたいと考えております。  

 また、今年度予定しております富山県カーボンニュートラル戦略

の策定に当たっては、市町村との連携という視点を重視いたしまし

て、県としては広域の取組を促せる、そして市町村としては現場に

近いというお互いの強みを生かしつつ、県全体が成長しながら脱炭

素の取組も進んでいくと、そうした取組を進めていければと思って

おります。  

 次に、自治体行政のデジタル化についての御質問にお答えさせて

いただきます。  
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 県では、ワンチームとやまの発足時から自治体行政のデジタル化

を連携項目に掲げておりまして、国が進めるシステム標準化につい

ての課題整理や対応の検討、そして電子入札システムの共同調達に

おける仕様書の作成など、技術的な面から支援してまいりました。  

 また、議員から御指摘がありましたが、市町村からデジタル人材

の育成確保が難しいといった御意見をいただいたことから、市町村

の職員を対象としたＩＣＴ研修を実施しております。  

 さらに、各市町村のＤＸ計画の策定会議等に県職員を有識者とし

て派遣するとともに、市町村から個別のデジタル人材の登用につい

て相談があった場合には、県のネットワークも活用いたしまして、

関係機関に橋渡しするなど、できる限りの支援に努めているところ

でございます。  

 こちらも議員の御指摘のとおり、デジタル人材については全国的

に人材不足が指摘されておりまして、県内外から優秀な人材を呼び

込むためには、行政や産業、地域社会の様々な分野のそうした課題

と、企業等の先進的なデジタル技術のマッチングや実証など、具体

のプロジェクトを積み重ねていくことが非常に重要であると考えて

おります。その結果、そうしたデジタル関係のビジネスというのが

富山で盛んになれば、結果として官民のネットワークも構築できる

と。そうしたところを我々として目指していければと思っておりま

す。  

 今年度につきましては、シンガポールの国立大学によるＤＸの施

策立案に関する研修―昨年は県庁だけだったんですが、今年は民

間にも声がけしております。また、革新的なデジタル技術を活用し

た地域課題解決の実証実験を行いますデジタルソリューションの推
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進、そしてビッグデータを活用したデータ連携基盤と官民プラット

フォームの構築など、幅広い分野で官民連携を進めていきたいと考

えております。  

 県といたしましては、今後とも市町村のニーズを踏まえながら、

ハード、ソフト両面でしっかりと支援してまいります。  

 最後に、オープンデータの活用についての御質問にお答えさせて

いただきます。  

 デジタル社会におきましては、先ほどと繰り返しになりますが、

地域課題の解決やニュービジネス創出のために、官民問わずデータ

の利活用の取組を進めていくことが重要であると考えております。

そのためには、様々なデータを収集し、さらにそれをオープンデー

タとして公開していく、そしてその利活用を促進していくというこ

とが重要であると考えております。  

 現在の活用状況ですが、１つは、バス情報のオープンデータが民

間の経路検索サービスやＭａａＳアプリに活用され、民間サービス

を通じた公共交通の利便性向上を推進しているほか、議員から御指

摘のありましたコロナウイルス関連データが県公認「新型コロナウ

イルス感染症対策サイト」に活用されまして、分かりやすい情報提

供により県民の利便性向上に寄与している状況でございます。ただ、

今後さらなる利用の促進が必要であると考えております。  

 今年度につきましては、まず富山県のオープンデータのポータル

サイトの更新を予定しておりまして、いわゆるＵＸやＵＩ、操作性

や利便性をまずは高めていくと。さらにその上で、オープンデータ

をさらに利活用していただくためには、議員からも御指摘のあった

データフォーマットの統一というのは非常に重要であると考えてお
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りますが、その作業負担をどうするかという問題がございます。県

の職員が人力でやっているという現状でして、それについてどのよ

うに進めていくか、我々も知恵を絞っていく必要があると考えてお

ります。  

 現状はそうした状況ですので、フォーマットの統一は、県として

まず利用ニーズが高いと想定しているデータから優先して対応して

いるところでございますが、今後、先日設置しましたＤＸ推進目安

箱等も活用して、多くの県民や県内外の事業者の意見も聞きながら

進めていければと思っております。  

 今後、ビッグデータの活用を進めるプラットフォームの整備のた

めに、市町村や民間事業者を含む官民協働でデータ利活用の枠組み

を組織することとしておりますので、そうした枠組みも使いながら、

官民の垣根を越えたオープンデータ、ビッグデータの一層の利活用

に取り組んでまいります。  

 以上になります。  

○副議長（瘧師富士夫君）南里地方創生局長。  

   〔地方創生局長南里明日香君登壇〕  

○地方創生局長（南里明日香君）私からは、行政の広域連携について

のうち、連携中枢都市圏についての御質問にお答えいたします。  

 連携中枢都市圏は、市町村が連携し、コンパクト化とネットワー

ク化により活力ある社会経済を維持するための都市圏を形成する制

度であり、本県では、平成 28年に呉西６市で構成するとやま呉西圏

域連携中枢都市圏、平成 30年には富山地域の５市町村で構成する富

山広域連携中枢都市圏が形成されました。  

 この２つの圏域では、呉西圏域の創業支援セミナーの開催や異業
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種交流の促進による起業・創業支援、共同での移住セミナーやイベ

ントの実施による移住・定住促進の取組や、富山圏域の、議員御指

摘の富山市まちなか総合ケアセンターでの病児保育や障害児支援、

産後ケアの広域展開や有害鳥獣対策の共同実施など、多くの取組で

成果が上がっていると伺っております。  

 こうした取組は、圏域を構成する市町村において、それぞれの地

域固有の事情や課題、効果的な対応策やそれに伴う負担なども十分

に検討協議された上で実施されており、同様の取組を県内全域で実

施するに当たっては、やはり十分な検討や市町村との協議が必要で

あると考えますが、一方、単独市町村では解決しがたい課題や、連

携でより効果が見込まれる施策、事業に県と市町村が連携して取り

組むことは重要であると考えております。  

 そのため、「ワンチームとやま」連携推進本部会議では、連携推

進項目決定に当たり、市町村からの積極的な提案や市町村が実施す

る効果的な取組等についても提案をお願いしているところです。  

 引き続き成功事例の情報共有や横展開に努め、県、市町村の連携

により、住民サービスが向上するよう努めてまいります。  

 次に、地域おこし協力隊についての御質問にお答えいたします。  

 地域おこし協力隊は、平成 22年度の受入れ開始以来 13市町で累計

149名、令和４年５月現在で 41名の方々が御活躍されており、活動

内容も、特産品開発や地域産業の活性化、にぎわいづくりなど、受

入れ市町村の特色やニーズ等が反映され、多種多様でございます。  

 議員御提案の県単位での地域おこし協力隊の受入れについては、

他県の活動内容については、県内全域の隊員を対象とした研修会の

実施やネットワークづくり、ＳＮＳ等による県内隊員の情報発信な
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ど、県内市町村の隊員の活動を広域的立場で支援する活動が多いと

聞いております。  

 全国的にも、地域おこし協力隊制度の活用は市町村が中心ではあ

りますが、一方で、隊員が新たな地域の担い手として地域の活性化

や課題解決に寄与され、任期終了後も引き続き県内に定住し地域で

御活躍いただけるよう、受入れ市町村や隊員に対して、県として広

域的な立場から支援することは重要と考えております。  

 そのため県では、地域おこし協力隊制度と並ぶ国の支援制度の一

つである集落支援員制度も活用して、地域コンシェルジュを４名配

置しております。地域コンシェルジュは、自身がこれまで県外や海

外で培った多彩な経験や知識も生かしながら、市町村や隊員の活動

現場に赴いてアドバイス等を行っているほか、自治振興会等の地域

づくり活動の場にも積極的に足を運び、そこで見聞きしたり感じた

りした課題の解決策を提案するなど、市町村域を越えた広域的な地

域活性化のサポートを行うなど御活躍いただいております。  

 今後とも、市町村や御指摘の他部局とも連携して、地域活性化や

移住・定住促進に取り組んでまいります。  

 私からは最後に、観光面での北陸３県の連携についての御質問に

お答えいたします。  

 令和６年春に予定されている北陸新幹線敦賀開業においては、関

西方面等から北陸への旅行需要の拡大が期待されていることから、

ＪＲが全国で展開するデスティネーションキャンペーンを誘致する

など、敦賀開業を全国からの誘客のチャンスと位置づけ、北陸３県

が連携し、観光誘客の促進に積極的に取り組みたいと考えておりま

す。  
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 具体的には、北陸３県、ＪＲ西日本、北陸経済連合会で構成する

北陸三県誘客促進連携協議会において、大都市圏からの誘客キャン

ペーンの開催や、観光季刊誌「北陸物語」の大都市圏の駅での配架、

旅行会社向け観光素材説明会等を行っております。  

 また、今年度は、９月に開催が予定されております観光イベント

「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」へ、３県が連携し一体感のあるブ

ースを出展するほか、大手旅行会社による全国的な観光キャンペー

ンを誘致し、本県及び北陸エリアを目的地とする新たな旅行商品の

造成を推進していくこととしております。  

 さらに今後、各種メディアを活用した３県共同プロモーションや、

北陸３県相互の観光情報発信による機運醸成に連携して取り組んで

まいります。  

 北陸３県での連携に当たっては、本県の観光の魅力をさらに高め

ることが必要であり、食や自然、伝統文化等の観光資源の磨き上げ

や、令和６年に予定されている黒部ルートの一般開放旅行商品化に

向けた準備を県内市町村、観光事業者と連携して進めることで、敦

賀開業及び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

揮できるよう取り組んでまいります。  

○副議長（瘧師富士夫君）荻布教育長。  

   〔教育長荻布佳子君登壇〕  

○教育長（荻布佳子君）私からは、教育について４点お答えをいたし

ます。  

 まず、教育現場のＩＣＴ活用において、格差を生まないための対

応についての御質問にお答えいたします。  

 教育現場でのＩＣＴの活用は、知識、技能の習得のみならず、児
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童生徒の思考力、判断力、表現力の育成や学習状況の共有、また学

びの振り返りなどの有効な手段となるため、全ての学校で効果的活

用を推進すべきと考えております。  

 県教育委員会では、小中学校については市町村教育委員会のＩＣ

Ｔ教育担当者の会議を開催しまして、学校での活用状況や課題など

について情報共有を続けております。また、各教科の授業における

タブレットの効果的な活用場面や具体的な活用方法を紹介する「Ｉ

ＣＴ活用アイディア例」を令和２年度から総合教育センターのホー

ムページに掲載し、毎年内容の充実を図って各学校での取組を支援

しております。  

 高校については、オンライン教育利活用ガイドブックを令和２年

度から作成、更新をしておりまして、個別学習や協働学習など様々

な学習場面での活用方法と、全ての教科においてその具体例を示し

ております。このガイドブックもホームページに掲載し、小中学校

の教員にも閲覧していただけるようにもしております。  

 最近では、オンライン会議システムを用いて、国内外の専門家と

の意見交換を取り入れる授業も行われており、こうした先進的な活

動については広く普及するよう、県が主催する研修会や教員の教科

別研究会などで紹介を行っております。  

 また、昨年度は、教員に求められるＩＣＴ活用能力を整理したス

テップアップ表を作成し、これを教員の自主研修や研修受講の目安

とすることで、活用能力のレベルアップにも努めているところでご

ざいます。  

 今後とも、教育ＤＸ推進会議での外部アドバイザーなどからの助

言も参考にしながら、ＩＣＴの活用により、全ての児童生徒が持つ
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資質、能力を確実に育成できる環境づくりに努めてまいります。  

 次に、校則の見直し状況についての御質問にお答えいたします。  

 校則は、全ての児童生徒にとって、安定した学校生活を送る上で

の規範となるものでございますが、学校を取り巻く社会環境の変化

などに対応して積極的に見直すことが必要と考えております。  

 校則の見直しは、最終的には校長の権限ではございますが、県教

育委員会ではこれまでも、生徒や保護者などから意見を十分に聞く

など丁寧に対応しながら、見直しを図るよう各校長に伝えてきてい

るところでございます。  

 その結果、昨年度末までに全ての県立高校 43校において校則が見

直され、制服については今年度４月から、全ての学校で男女の別な

くスラックスの着用を可能というふうになっております。  

 また、見直しに当たっては、生徒や保護者、同窓会などが関わっ

た学校は 27校でございました。  

 県教育委員会としましては、今後とも県立高校に対し、生徒の実

態、保護者の考え方、時代の進展などを踏まえ、生徒や保護者など

の意見を丁寧に聞きながら、校則について絶えず見直しを図るよう

指導助言をしてまいりたいと考えております。  

 また、制服などは学校を選択する上で重要な要素の一つでありま

すことから、子供たちが各高校の情報を得やすくするため、情報発

信の在り方についても県立高校の校長の代表と協議を進めてまいり

ます。  

 次に、特別支援学校における医療的ケア児の支援の取組について

の御質問にお答えします。  

 県教育委員会では、学校において安全で適切な医療的ケアが実施
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されるよう、今年３月に特別支援学校医療的ケアガイドラインを策

定し周知するなど、実施体制の整備に努めております。  

 県立特別支援学校への看護職員の配置については、保護者の同意

の下、学校で実施する親子体験入学や市町村教育委員会の就学相談

会などから情報を得まして、早期に医療的ケア児を把握し、学校で

必要な医療的ケアの内容や保護者の意見を踏まえまして必要な数を

検討しており、今年度は医療的ケア実施校６校に 30名の看護職員を

配置することとしております。  

 ６月現在、まだ若干名の人材確保が必要な状況であり、ハローワ

ークや富山県看護協会からの募集に加え、勤務条件の要望への弾力

的な対応により人材の掘り起こしに取り組んでいるところでござい

ます。  

 県では、看護職員が不安なく就業し、医療的ケアを安全に安心し

て実施できるよう、毎年度２回、大学教授などによる研修を実施し

ておりますほか、今年度から新たにＩＣＴ機器などを活用して、オ

ンラインで日常的に医療的ケア指導医や主治医からの指導助言を得

られるようにしたところでございます。  

 今後とも、市町村や医療関係機関などと連携し、特別支援学校に

就学した医療的ケア児に必要な医療的ケアを安全、適正に実施でき

ますよう、早期からの教育相談、看護職員の雇用や実施環境の整備

などの支援に努めてまいります。  

 最後に、部活動の地域移行の取組状況についての御質問にお答え

をいたします。  

 県教育委員会では、昨年度、休日の部活動の地域移行に向けて、

学識経験者や関係教育団体などから成る地域部活動あり方検討委員
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会を設置し、国の委託事業として行われた４市町での実践研究の成

果と課題について検証をいたしました。  

 実践研究では、新設した地域スポーツクラブや既存の競技団体な

どを活用し、休日の部活動を運営した事例などがあり、課題として、

費用負担や指導者の資質向上、そして人材確保などが挙げられたと

ころでございます。  

 今年度は、あり方検討委員会を改組した地域部活動検討委員会に

おきまして、新たに４市を加えた８市町での国の実践研究について

検証していくこととしております。  

 また、地域移行に当たっては、指導者の確保や用具の提供など、

運営に協力してもよいとお考えの企業から支援をいただくことも考

えられることから、企業との連携をどのように進めるかなどについ

ても検討しまして、今後の効果的な運営方法を探っていくこととし

ております。  

 年度内にはその実践を踏まえた報告会を行い、委員の方々と全て

の市町村で研究の成果と課題を共有しますとともに、２年間の実践

研究の成果を、例えば、連携校同士の合同部活動方式や、競技団体

が運営する部活動方式など幾つかのモデルに分類し、地域移行の具

体的方法や方向性を示したいというふうに考えております。  

 県教育委員会としては、休日部活動の地域移行に向けて必要な財

政支援を国に要望しており、市町村が来年度から段階的な地域移行

を円滑に進めていけるよう、国の動きを注視しながら持続可能な部

活動の方向性について助言をし、取り組んでまいりたいと考えてお

ります。  

 以上でございます。  
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○副議長（瘧師富士夫君）以上で大門良輔君の質問は終了しました。  


