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 午前 10時 00分開議  

○議長（渡辺守人君）おはようございます。ただいまから本日の会議

を開き、直ちに日程に入ります。  

 

県政一般に対する質問並びに提出案件に対する質疑（会派代表）  

○議長（渡辺守人君）日程第１、県政一般に対する質問並びに議案第

81号から議案第 87号まで及び報告第５号から報告第 14号までを議題

といたします。  

 これより会派代表による県政一般に対する質問並びに提出案件に

対する質疑を行います。  

 通告がありますので、発言を許します。  

 稗苗清吉君。  

   〔 36番稗苗清吉君登壇〕  

○ 36番（稗苗清吉君）皆さん、おはようございます。  

 私は、自民党議員会 27人を代表して、今定例会に提出されました

諸案件並びに当面する県政の諸課題について質問をいたします。  

 なお、議員会では、分野ごと５つの部会にて課題を洗い出し、県

内４ブロック 34地域支部との意見交換を通じて今回の質問を組み立

てていることを申し添えまして、以下質問に入ります。  

 最初は、緊急経済対策、新型コロナウイルス感染症対策について

３点質問いたします。  

 まず、６月補正予算案の編成方針等について伺います。  

 県では、ウイズコロナ、アフターコロナの時代を見据えた新しい

富山の創造に向けて、令和３年度１月補正予算及び令和４年度当初
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予算で 15か月予算を編成されました。  

 一方、政府が５月 25日に発表した５月の月例経済報告では、国内

景気の基調判断を、４月に続き持ち直しの動きが見られるとした一

方で、中国における感染再拡大の影響やウクライナ情勢の長期化な

どが懸念される中で、供給面での制約や原材料価格の上昇、金融資

本市場の変動等による下振れリスクに十分注意する必要があるほか、

感染症による影響を注視する必要があるとされました。  

 政府は、去る４月に原油価格・物価高騰等総合緊急対策を決定さ

れ、今年度当初予算の予備費や先日国会で成立した補正予算を財源

に、ガソリンなどの燃料油価格抑制のための補助金の９月末までの

支給延長や生活困窮者対策に加えて、輸入飼料や肥料などの価格高

騰対策が盛り込まれました。  

 こうした国の動きに呼応して、富山県でも、原油価格や物価高騰

を受けた緊急支援対策を取りまとめられ、本定例会に、原油価格・

物価高騰対策や新型コロナ感染症対策など６月補正予算案を提案さ

れました。  

 そこで、地域の実情をどのように認識され、今まさに緊急支援が

求められている分野に対して、まずは直接的かつ効果的な対策を講

ずるべきと考えますが、どのような方針の下で補正予算案を編成さ

れたのか、特に農林漁業や建設業、運送業者など要望の声が上がっ

ている事業者に対する効果的な支援と併せて、新田知事の所見を伺

いたいのであります。  

 次に、新型コロナウイルスワクチンの接種について伺います。  

 県内の年代別の３回目接種の状況は、 60歳以上が８割を超えてい

るにもかかわらず、若年層の接種率は３ないし４割程度と、依然低
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調な状況となっています。  

 若年層はコロナに感染しても重症化しにくいと言われているもの

の、ワクチン接種は蔓延防止にもつながるため、若年層へのワクチ

ン接種の効果や必要性をしっかり伝えていく必要があります。  

 そこで、若年層の３回目のワクチン接種率を上げるため、今後ど

のように推進していくのか、木内厚生部長に伺います。  

 また、政府は、４回目のワクチン接種の対象を 60歳以上や基礎疾

患のある 18歳以上の方などに限定していますが、さきの「ワンチー

ムとやま」連携推進本部会議においても、医療や介護の従事者が対

象外となっていることに県内首長からも異論が出ております。  

 例えば３回目用に確保された未使用のワクチンを有効に活用する

など、柔軟な対応ができないのか国に働きかけてはどうかと考えま

すが、県としてどのように取り組むのか、併せて伺いたいのであり

ます。  

 次に、ビヨンドコロナを見据えた観光振興の取組について伺いま

す。  

 今年は３年ぶりに、全国で緊急事態宣言等の適用がないゴールデ

ンウイークとなりました。となみチューリップフェアや立山黒部ア

ルペンルートをはじめ、観光地の入り込み客数は昨年度に比べて大

きく増加しました。  

 しかしながら、長引くコロナ禍による観光需要の低迷から経営が

苦しい事業者も多く、富山地方鉄道では、宇奈月温泉駅と立山駅を

つなぐ特急の運行を今年のダイヤ改正で取りやめました。  

 このような中、ＪＲ西日本は、北陸新幹線の敦賀延伸に合わせて、

2024年秋に大型の観光宣伝事業、デスティネーションキャンペーン
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を北陸３県で実施することを発表しました。  

 苦境にある観光事業者等にとっては大きな希望の光であり、この

効果を最大限に生かすため、観光資源の磨き上げはもちろんですが、

北陸３県が連携した取組も積極的に展開する必要があります。  

 コロナ禍以前の日常を取り戻すにはまだ時間がかかるものの、今

月１日からの水際対策の緩和措置など、人流の回復を地域経済の回

復へとつなげるため、ビヨンドコロナを見据えた観光誘客にどのよ

うに取り組むのか、観光事業者への支援や北陸３県の連携も含めて、

南里地方創生局長に伺いたいのであります。  

 次に、とやまの未来創生を深化させる取組について４点質問しま

す。  

 初めに、民間活力の導入に向けた取組について伺います。  

 県は、富山県武道館と高岡テクノドーム別館の整備にＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ方式の導入を決定されましたが、我が会派からの提言も受けら

れ、武道館については基本設計への改善提案を受け付けられ、民間

のノウハウ活用や創意工夫を発揮しやすい環境づくりを進めていく

こと、また両施設の業者選定に当たっては、地元企業の参画や県産

材の使用促進を加点対象とすることを検討するとされました。  

 今後、両施設の整備は各所管課で進める一方、今年度新たに設置

された民間活力導入・規制緩和推進課や行政経営室において、民間

活力による事業創出を推進するとともに、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活

用やノウハウの蓄積に取り組むとされましたが、推進していくには

地元企業の育成に向けた取組も必要と考えます。  

 県は、４月に参加したとやま地域プラットフォームで、官民連携

事業に関する情報やノウハウの共有、案件の掘り起こしに取り組む
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とされましたが、民間活力の導入に向け、ノウハウの蓄積や地元企

業の育成に対し、新たな部署はどんなスタンスで関わり、また所管

課とどう連携して取り組んでいくのか、知事の所見を伺います。  

 次に、イタイイタイ病資料館の次の 10年について伺います。  

 県立イタイイタイ病資料館は、今年４月で開館から 10年を迎えま

した。  

 イタイイタイ病は日本の４大公害病の一つであり、患者はもちろ

ん、その家族や地元住民に深刻な被害を及ぼしました。  

 私たちは、このような悲惨な公害が二度と繰り返されないよう、

公害克服に努力した先人の英知や経験を次の世代にしっかりと引き

継いでいくほか、貴重な教訓を糧に未来を指向し、一人一人が環境

と健康を大切にするライフスタイルの確立や地域づくりに取り組む

重要性を発信し続けていかなければなりません。  

 開館 10周年記念式典では新たに２名の語り部がメンバーに加わり、

合計 12名がイタイイタイ病の悲惨な教訓を未来に継承していくこと

になりました。一方で、関係者から寄贈された貴重な資料がうまく

活用されていないとも聞きます。  

 そこで、開館から 10年間の成果をどのように評価しているのか、

また、二度とカドミウム公害などを発生させないためにも、今後 10

年間の目指すべき姿、役割はどうあるべきか、蔵堀副知事の所見を

伺います。  

 次に、農山漁村女性活躍プランの見直しについて伺います。  

 県では、富山県農山漁村女性活躍プランを策定しており、今年度

は 10年間の計画期間の中間年に当たることや、富山県農業・農村振

興計画の刷新を踏まえて、計画の見直しを行っておられます。  
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 この計画では、農山漁村女性起業者数など９つの数値目標が設定

されていますが、 2021年度の中間目標値に対し、 2020年度現在で目

標を達成している項目はほぼありません。  

 先般、 2031年度を目標年次とする新たなプラン案に対するパブリ

ックコメントを実施していましたが、現行プランを踏襲しただけに

見受けられます。  

 本県の目指すべき最終目標がどのレベルなのか、現状と中間目標

値が乖離した要因を分析するとともに、目標達成に向けた施策を講

じるべきと考えます。  

 そこで、見直しに当たっては、全国と比較した現状分析を行った

上で、本県の目指すべき最終目標を設定するとともに、時代背景に

即した数値目標を設定し、本県の女性にとって望ましい農林漁業環

境を目指すべきと考えますが、どのような認識の下で新たなプラン

を打ち出すのか、堀口農林水産部長に伺います。  

 次に、地域公共交通計画の策定について伺います。  

 地方においては、公共交通の維持確保が厳しくなっております。  

 このような状況において、令和２年 11月の法改正により、持続可

能な地域公共交通を維持するための地域公共交通計画を作成する努

力義務が地方公共団体に課せられました。  

 県では、令和５年度末までに計画を策定し、今年度は、利用者や

事業者などを対象とした調査を実施するとともに、法定協議会を設

置することとしております。  

 地域公共交通の維持確保は、本県の将来を考える上で根幹となる

大変重要な課題であることから、我が会派では４月に、持続可能な

公共交通の在り方を考えるプロジェクトチームを立ち上げ、今後、
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勉強会や議論を重ねて、県当局と共に地域公共交通の在り方を考え

ていきたいと思います。  

 この計画策定に当たっては、まちづくりや観光振興をはじめとし

た各種施策との一体性の確保、事業者や利用者等の参画、そして、

場合によっては公共交通の再編にも踏み込むなど、多岐にわたる検

討が求められることから、策定までに余裕を持ったスケジュール設

定が必要であると考えますが、今後どのように取り組んでいくのか、

田中交通政策局長に伺います。  

 次に、地域経済の活性化について６点質問します。  

 初めに、成長戦略会議の今年度の取組と総合計画の見直しについ

て伺います。  

 県では、２月に策定された富山県成長戦略について、先日開催さ

れた本年度１回目の成長戦略会議において、成果指標の設定や来年

度以降の取組方針について議論されたと伺っています。  

 この策定に当たり、我が会派では１月に留意すべき事項を提言し、

知事は２月定例会において、公約である富山八策や成長戦略に伴う

指標と、今年度、計画期間の中間年である総合計画の目標数値など

との関係を整理すると答弁され、提言も踏まえ、本年度の事業とし

てウエルビーイングを測る指標の設定に向けた県民調査を行うとさ

れました。  

 総合計画と成長戦略等との関係整理やウエルビーイングの指標設

定に向けては、これまで成長戦略の策定に取り組んできた成長戦略

会議やワーキンググループの役割も重要であると考えます。  

 そこで、成長戦略会議では、今年度どういった議論をしていくの

か、また、ウエルビーイングの指標設定や総合計画の目標数値など
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の見直しに向けてどのように取り組んでいくのか、その作業スケジ

ュールも含めて三牧知事政策局長に伺います。  

 次に、伝統行事等に対する支援について伺います。  

 各地域の伝統的な祭礼や民俗芸能は、地方創生や地域振興に資す

る大変貴重な財産ですが、新型コロナの感染拡大が深刻化した令和

２年以降、多くの伝統行事や民俗芸能等が開催中止、規模縮小とな

り、伝統文化の保存・継承にも大きな影響を与えております。  

 そうした中、感染状況が落ち着きを見せ始めたことから、関係者

の皆様の努力によりまして３年ぶりに県内各地で曳山祭りなどが行

われたほか、規模の縮小はあるものの、おわら風の盆も開催が決定

したところです。  

 ３月に策定された新たな観光振興戦略プランでは、曳山行事や民

謡、祭りなどの伝統文化を観光コンテンツとして磨き上げることを

掲げております。地域への誇りと愛着を育む伝統行事等の実施に対

して、県として積極的に支援すべきだと考えますが、知事の所見を

伺いたいのであります。  

 次に、カーボンニュートラル戦略の策定について伺います。  

 県では、温室効果ガスの削減について令和元年８月に新とやま温

暖化ストップ計画を策定され、温室効果ガス削減目標を 2030年度ま

でに対 13年度比で 30％削減を掲げるとともに、令和２年３月に共同

宣言されたとやまゼロカーボン推進宣言では、 50年までに実質ゼロ

を目指すことを目標とされました。  

 また、昨年 12月には、知事を本部長とした全部局から成る富山県

カーボンニュートラル推進本部を設置され、新とやま温暖化ストッ

プ計画を改定するなど、その推進に取り組まれておられます。  
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 今後、実現のためには、県だけでなく県内企業の理解はもとより、

脱炭素経営に取り組む企業への支援も必要と考えます。  

 そこで、今年度、温室効果ガスの削減や再生可能エネルギー導入

に関する計画を統合し、カーボンニュートラル戦略の策定に取り組

むことになっておりますが、県としてカーボンニュートラル実現に

向けた取組をどのように推進していくのか、新田知事に伺います。  

 次に、園芸作物の生産振興について伺います。  

 本年３月、県では、富山県農業・農村振興計画を策定され、米需

要の減退や農業就業人口の急激な減少に対応するため、新たな視点

の一つとして園芸作物の生産振興を掲げられました。  

 御存じのとおり本県は、農業産出額のおよそ７割を米が占め、米

に依存した農業構造となっております。一方、園芸作物は、これま

で各ＪＡが１億円産地づくりに取り組まれ、タマネギ、ニンジンな

どを中心に面積拡大してきましたが、産出額は全体の約 15％の 93億

円にとどまっており、小さい声で、全国最下位であります。  

 本県の園芸作物は、一般的に水田転作として田で作付をしていま

すが、栽培に適しているとは言い難く、また、本県特有の気象変動

に対応した栽培管理を行える経営体や産地が少ないことや、園芸作

物の加工施設も少ないことから、県外の実需者ニーズに応じた生産

と販路確保が難しいなど、根本的な課題が山積しております。どれ

も一朝一夕には克服できるものではなく、一段ギアを上げても、う

まくいくとは考えにくいと思うわけであります。  

 県計画に掲げる園芸振興目標にどう取り組んでいかれるのか、横

田副知事の所見を伺いたいのであります。  

 次に、公共工事の事業量確保と早期発注等について伺います。  
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 新型コロナやウクライナ情勢による急激な円安の影響などで、持

ち直しの動きが一服した県内景気を公的需要で下支えする必要があ

り、そのためには、予算措置された事業費の早期全額執行による総

事業量の確保は必然であります。  

 県では、いわゆる 15か月予算により道路や河川、砂防などの防

災・減災対策を実施することとしておりますが、災害対応や除雪な

ど地域の安全・安心を守る建設業者が、将来にわたって継続的に社

会資本の整備や維持を担っていくため、安定的かつ持続的な公共事

業の総事業量を確保し、年間を通じた発注の平準化や第１四半期に

おける事業量確保を求める声は依然として根強く、計画的な発注を

さらに推進する必要があります。  

 そこで、令和２年 12月に閣議決定されました防災・減災、国土強

靱化のための５か年加速化対策をはじめとした社会資本の整備につ

いて、どのように取り組んでいくのか、第１四半期における事業量

の確保及び発注の平準化に向けた取組と併せて、市井土木部長に伺

います。  

 次に、医薬品不適正製造問題を受けた県内経済への影響について

伺います。  

 昨年３月、日医工株式会社に業務停止命令が出されました。医薬

品不適正製造問題は、その後、広貫堂をはじめとする県内配置薬業

界の不適正な製造が相次いで発覚をし、本県の医薬品産業への信頼

を揺るがす重大な事態となっております。  

 広貫堂については、昨年 10月来、不適正な製造に基づく自主回収

や生産停止が続いておりますが、県としての行政処分もまだ出てい

ないわけでありまして、行政と業界が一丸となって再発防止と信頼
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回復に取り組む中、去る５月に日医工が、事業再生ＡＤＲによる経

営再建を目指すことを発表されました。このような事態に至ったこ

とは誠に残念なことであります。  

 医薬品製造は、原材料の調達からパッケージングまで多くの関連

企業がありまして、取引先のみならず、県内経済界に与える影響が

危惧される中、金融・労働相談窓口を迅速に設置されたことを評価

しますが、今後も県内経済や雇用への影響が最小限となるよう、必

要な支援体制をしっかり取っていくべきだと考えます。どのように

対応するつもりなのか、中谷商工労働部長の所見を伺います。  

 次に、安全・安心な暮らしの実現について６点質問をいたします。  

 初めに、プラスチック資源循環促進法について伺います。  

 本年４月１日よりプラスチックに係る資源循環の促進等に関する

法律が施行されました。海洋プラスチックごみ問題など、いわゆる

３Ｒについての課題もあります。  

 本県では、平成 20年４月から県下スーパーの無料レジ袋廃止など、

国に先駆けて取り組んできました。  

 今回施行された法律においては、富山県として昨年度、産業廃棄

物や一般廃棄物のリサイクルについて調査を行い、県内排出の廃プ

ラスチックの再利用を検討していると聞いておりますが、廃プラス

チックの再利用について今後どのように推進していくのか、廣島生

活環境文化部長に伺います。  

 次に、県民の安全・安心の確保について伺います。  

 ちょうど１年前、記憶に残るような大きな事故と災害がありまし

た。昨年６月、千葉県八街市で、下校中の小学生５人が飲酒運転の

大型トラックにはねられ死傷する痛ましい事故がありました。  
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 県内には、県管理道路の通学路 600キロメートル余りの歩道整備

率は約３分の２、交通安全プログラムに基づく点検結果による県道

危険箇所は約 400か所あると聞いておりますが、時間や予算の制約

もあることからハード面での対応等が完了していない場所がござい

ます。  

 通学路における交通安全を確保するためには、学校、教育委員会、

警察、道路管理者等の関係機関が連携をされまして、道路交通実態

に応じたハード、ソフトの両面から必要な対策を積極的に推進する

必要があると考えますが、通学路の安全対策について今後どのよう

に進めていくのか、土木部長に伺います。  

 また、７月には静岡県熱海市で発生しました大規模な土石流によ

り、多数の死傷者が出る大きな被害が発生しました。  

 県内には指定土砂災害警戒区域等が 4,800地区もあるわけでござ

いまして、順次対策工事を進めていると聞いていますが、工事完成

までの間、県民に対し、日頃から土砂災害に対する危機意識を持ち、

いざというとき、命を守るために避難行動を取ることができるよう

に、土砂災害ハザードマップ等を活用した地域住民への危険性の周

知や、土砂災害の前兆現象などの情報提供を充実し、県民の生命、

財産への被害を最小限にするソフト面での対策も必要と考えます。  

 これから本格的な出水期を迎えるに当たり、豪雨による土砂災害

の対策についてどのように講じるつもりなのか、土木部長に伺いま

す。  

 次に、警察航空隊の所属移管について伺います。  

 今年度、警察航空隊の所属が地域部地域企画課から警備部警備課

に移管されました。４月１日には移管式が執り行われたと聞いてい
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ます。  

 警察航空隊は県警ヘリ運用所属でありますが、消防防災ヘリなど

と連携をして、これまで多くの山岳遭難事故等のために出動され、

昨年度も 36名を救助されたと聞いております。  

 ３年ぶりに県境をまたぐ移動自粛要請のなかったゴールデンウイ

ークには、県内外から多くの観光客が本県での旅行等を楽しまれま

した。昨年の立山黒部アルペンルート及び黒部峡谷鉄道への入り込

み数は約 44万 1,000人、前年から約８万 3,000人増加したと聞いてい

ます。今年は昨年以上の回復が期待されるところです。  

 安全に旅行や登山をしていただきたいのはもちろんであり、問題

なく旅行、登山を堪能していただくのが一番であります。  

 万が一の備えとして全国的に見ても高い技術を誇る本県の山岳救

助体制は、安心できるものでありまして、今後もその高い技術を継

続していただきたいと考えております。  

 今回の移管に伴い、山岳警備隊の所属する地域部から災害救助等

を担当する警備部への所属となったわけですが、その狙いと今後の

活動における警察航空隊と山岳警備隊の連携をどのように進めてい

くのか、杉本警察本部長の所見を伺いたいのであります。  

 次に、ツキノワグマ対策について伺います。  

 近年、ツキノワグマの主食、ドングリの不作が続いておりまして、

山裾の集落のみならず、市街地や住宅地においても出没しておりま

す。  

 昨年は一昨年に比べて出没件数自体は大幅に減少しましたけれど、

５月には高岡市中心部にある高岡高校の敷地内に熊が侵入し、駆除

される事案がありました。  
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 今年４月末までの目撃・痕跡情報件数を比較すると、昨年よりも

多くなっているわけでございます。  

 出没要因は、ドングリの不作だけではなく、中山間地域の過疎化

や農林業の担い手の減少・高齢化により、耕作放棄地や未利用で放

棄された里山林の増加も原因であると考えられます。熊の生息域拡

大が懸念されております。  

 人身第一の観点に重点を置きつつ、人と熊の共生の方策を総合的

かつ早急に検討すべきと考えますが、県としてどのように取り組む

のか、生活環境文化部長に所見を伺います。  

 次に、情報漏えい事案の連続発生と情報管理の徹底について伺い

ます。  

 県では昨年から情報漏えいに関する事案が連続して発生し、今年

に入っても立て続けに発生したことを受けて、２月定例会の我が会

派代表質問において、県の保有する個人情報等の管理徹底の必要性

とともに、県民の信頼回復に向けた取組についてただしました。  

 その際、知事からは、公益通報体制の見直しや全職員を対象とし

た研修の実施などの再発防止策を行い、情報管理の徹底強化ととも

に、信頼回復に向けて全庁挙げて取り組んでいくとの答弁があった

ところでありますけれど、その後も毎月事案が発生しており、再発

防止策の効果がいまだよく見えません。  

 職員一人一人の認識を改めるとともに、組織としての緩みを正し

抜本的な対策を講じないと、より重大な事案につながりかねず、大

変危惧をしております。  

 改めて組織全体の問題として、原因究明や再発防止の徹底に一層、

緊張感、危機感を持って取り組む必要があると考えますが、情報管
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理の徹底や県民の信頼回復に向けてどのように取り組んでいくのか、

新田知事の所見を伺います。  

 最後に、明日を拓く人づくりについて３点質問いたします。  

 まず、Ｇ７教育関係閣僚会合の誘致について伺います。  

 来年７月に広島市で開催されるＧ７に当たり、この会合の本県開

催に向け、新田知事は、４月に自民党県選出国会議員の皆さんと松

野官房長官をはじめ政府関係者に要望するとともに、先日は、今年

度の国への重要要望とともに、県議会議長と連名で改めて要望され

るなど、誘致に積極的に取り組まれております。  

 一方、石川県も誘致に名のりを上げ、森喜朗元首相が富山県との

共同開催を提案されるなどの報道、先月には、「金大を会場に、レ

セプションは金沢城を」と具体的に提案されるなど、産学官挙げて

誘致活動を展開されておられます。  

 仮に本県での開催となれば、平成 28年５月の環境大臣会合に続く

ことになりまして、大変重要な位置づけとなるとともに、これまで

の教育県富山の取組やウエルビーイングの先進県として、全国、世

界各国にアピールする絶好の機会になると期待されます。  

 関係者と十分連携して取り組むべきだと考えますが、この誘致に

よって目指す成果と誘致に向けた取組について、その意気込みや手

応えと併せて、新田知事の所見を伺います。  

 次に、医療的ケア児支援法と学校での看護職員の不足について伺

います。  

 昨年６月、医療的ケア児支援法が成立しました。同年９月から全

ての保育所、学校への看護職員の配置が定められました。  

 これにより、保護者が付き添っての世話が不要となることで、保
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護者の負担軽減につながるとともに、医療的ケアを必要とする子も

しない子も共に教育を受けられるよう配慮することとなりました。  

 法の理念にあるように、医療的ケア児の日常生活を社会全体で支

える体制を目指し、誰もが安心して子供を産み育てられる社会をつ

くる一歩と期待される一方で、看護職員の未配置の学校があるのも

現実であります。  

 こうした対応は、看護師であれば誰でもできるものではなく、知

識や経験が必要とされ、適格な人材の確保に各市町村では苦労して

おると伺っております。看護職員の配置をはじめ施設の安全対策等、

受入れ体制の整っていない学校等があるのではないかと考えられま

す。  

 学校での看護職員の確保は、いっときだけの問題ではなくて今後

とも継続して対応する必要があります。人材確保など体制整備に苦

労している市町村に対して、県として支援すべきではないかと考え

ますが、荻布教育長の所見を伺います。  

 最後に、こどもまんなかの政策について伺います。  

 現在、国会では、こども家庭庁設置法案と、こども政策の理念を

示すこども基本法案などが一括審議されております。  

 富山県にあっても、子供関連施策を機動的かつ一体的に推進する

ため、今年度、厚生部にこども家庭室を新設され、新たにこども家

庭支援監を置くことで、来年度設置予定の国のこども家庭庁の受皿

となる体制が整備されたところであります。  

 昨年３月、我が会派から、子供関連施策を包括的に担う部局横断

的な庁内組織整備を図ることを提言したところでありまして、今回

の組織見直しは、その実現に向けた一歩と評価したいと思います。  
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 今回、子供関連施策を統括するこども家庭支援監を設置され、そ

の果たすべき役割に期待するところですが、その設置目的と期待す

る役割をどのように考えているのか、新田知事に所見を伺います。  

 また、さきの提言において子供政策の理念や根拠となるべき子ど

も権利条例（仮称）の策定についても提言をしておりまして、今回

のタイミングに合わせて県として取り組むべきと考えますが、併せ

て所見を伺います。  

 以上をもちまして、自民党議員会を代表しての私の質問を終わら

せていただきます。御清聴どうもありがとうございました。  

○議長（渡辺守人君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）自由民主党富山県議会議員会を代表されての稗

苗清吉議員の御質問にお答えをいたします。  

 まず、補正予算案の編成方針についての御質問をいただきました。

お答えをします。  

 昨今の原油価格の高騰あるいは物価の高騰により、県民生活、ま

た県内の事業者に出ている影響に迅速に対応するとともに、引き続

き新型コロナ対策に万全を期すために、一昨年、そして昨年に続き

まして６月の補正予算案を編成することとしております。  

 当初予算編成時あるいは御承認いただいた時期には、まだ現れて

いなかった状況、あるいは顕在化していなかった状況があります。

御理解をいただければと思います。  

 この補正予算案の編成に当たっては、県内企業への緊急アンケー

ト、また市町村長の皆さんの御意見、また私自ら現場に赴いて得た

知見、また関係団体からの御意見などを通じまして、県内の状況を
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把握しながら検討を進め、国の経済対策もこれを最大限活用して必

要な支援策を盛り込んでおります。  

 特に原油価格などの高騰により大きな影響を受ける事業者さんへ

の支援につきましてですが、まず交通事業者や農林水産事業者の皆

さんに対して、燃料費等の高騰分などを、これは緊急的に支援をし

てまいります。  

 また、中小企業全般に対しては、ビヨンドコロナ補助金の対象を、

これまでは一定の売上げ減少を要件としておりましたが、これに加

えまして利益率が減るという、この場合も対象に加えましてメニュ

ーを拡充し、生産性の向上、またコスト削減に向けた取組を幅広く

支援することとします。  

 建設業さんに対しましてですが、工事材料の価格変動を毎月確認

し、一定以上の変動があった場合は単価の改定を行い、設計価格に

反映して発注するなどの対応をしてきております。  

 建設業の皆さんに対しましては、 15か月予算も活用しまして、季

節のよいとき、４月、５月から早速工事に取りかかっていただける

ように前倒しの発注に努めてきており、一定の工事量は確保されて

いるというふうに思いますが、この材料の価格変動にもしっかりと

対応してまいりたいと思います。  

 そのほかに県民生活への支援としましては、収入減少世帯、また

ひとり親家庭、そしてこども食堂や学校給食への支援、さらには、

新型コロナの感染拡大防止のため、４回目のワクチン接種に係る体

制整備などにも取り組むことにしています。  

 この補正予算を御審議いただき、可決成立後には当初予算ととも

に速やかな執行に努め、早期かつ効果的に県内事業者などを支援し
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てまいりたいと考えております。  

 次に、民間活力の導入に向けた取組に対する質問にお答えをしま

す。  

 民間活力導入に向けた新たな部署として、今年４月から知事政策

局に民間活力導入・規制緩和推進課をつくりました。また、経営管

理部に公民連携・行政改革課を設けました。  

 民間活力導入・規制緩和推進課には、新たな事業創出に向け、民

間事業者からのワンストップ相談窓口となる官民連携・規制緩和推

進デスク、これを本館の正面を上がったところに設けました。  

 ４月以降、県が包括連携協定を締結している 16社の企業さんをは

じめ、延べで 90社とこの場で対話をしております。１日当たり平均

しますと大体２件の話合いをしていることになります。  

 部局横断的な案件につきましては、担当課と連携を図りながら課

題解決に向けた対話に取り組んでおります。官民連携のスキルを学

ぶ実践的な研修に 19名の職員を派遣し、人材の育成にも努めており

ます。  

 公民連携・行政改革課では、県の施設整備などに民間のノウハウ

の活用や創意工夫の発揮を図る観点から、所管課が作成する施設整

備計画に関して総合的な調整推進を行うほか、今年度から参加した

とやま地域プラットフォームにおいて、今後、県の施設整備構想を

周知し、地元企業の育成、参画に十分配慮しながら、民間事業者と

の積極的な連携に努めてまいります。  

 議員御指摘のように、富山県武道館、また高岡テクノドーム別館

につきましては既に方向性が決まっておりますが、新川こども施設

につきましては、このプラットフォーム、６月 29日に開催をされま
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すが、この場で題材として取り上げていただくことにしております。  

 本県として限られた経営資源の中で、多様化する行政ニーズに効

率的かつ実効的に、そして的確に対応していくためには、やはり私

は民間活力の導入ということは不可欠であると考えております。  

 県庁内はもとより県内企業の育成も含め、官民連携を活性化する

ためのノウハウの集積やネットワークの構築にスピード感を持って

取り組んでまいりたいと考えております。  

 次に、地域の伝統行事などへの支援についての御質問にお答えし

ます。  

 議員御指摘のとおり、地域への誇りと愛着を育む伝統行事などは、

地方創生、また地域振興にも資する貴重な財産、そして地域の資源

でもありまして、県、市町村、関係団体などが連携をして、今後と

も保存・伝承はもとより、積極的にその活用を図る必要があると考

えます。  

 ただ、昨今のコロナ禍においては各種伝統行事が中止あるいは縮

小を強いられており、その再開などに向けて主催団体において、実

施方法や規模、感染症対策など大変に苦心をされていると伺ってお

ります。  

 今般、国の緊急経済対策の補正予算の中に、新型コロナウイルス

の影響で自粛が続いていたこれらの地域イベントの開催を促してい

くため、自治体や事業者が行う感染対策を支援する予算が盛り込ま

れました。市町村や関係団体に対して、こうした支援制度の活用に

ついて県として積極的に助言をしてまいります。  

 また、今年、３年ぶりに開催が決定したおわら風の盆について、

その再開に当たり、富山市や主催者の方から感染対策などの課題に
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ついて伺っています。  

 地域の伝統行事は観光のコンテンツとしても、また地域活性化に

とっても大変重要だと考えます。その行事の規模を考慮しながら、

コロナ禍に対応した発信方法の工夫など再開に向けた新たな取組に

対して、市と連携を図り支援を検討してまいります。  

 今後も地方創生、地域振興、さらにはまちづくりに資する伝統行

事への支援について、それぞれの市町村と連携して取り組んでまい

ります。  

 次に、カーボンニュートラル実現に向けた取組についての御質問

にお答えします。  

 本県ではこれまでも、温室効果ガス排出量の削減目標を定めた新

とやま温暖化ストップ計画を策定してまいりました。国に先駆けて

令和２年３月には、とやまゼロカーボン推進宣言を行うなど、温室

効果ガスの削減に取り組んでまいりました。  

 今年度、新とやま温暖化ストップ計画の改定に合わせまして、再

生可能エネルギービジョンと新県庁エコプランを統合し、富山県カ

ーボンニュートラル戦略として総合的、一体的に策定をします。そ

のことによってカーボンニュートラルの実現に向けての取組を加速

してまいります。  

 なお、戦略の策定に当たっては、地域経済の負担にも留意しなけ

ればなりません。また、カーボンニュートラルへの取組が本県の持

続的な成長につながるものになるように、ここにも留意します。そ

して何よりも、あまりに前のめりになるのではなく、しっかりと時

間軸を踏まえて、実効性を伴ったものとすべく取り組むことが大切

だと考えております。  
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 さらに、市町村とのワンチームにおけるゼロカーボンの取組に加

え、シンポジウムの開催、ウェブサイトの開設による機運の醸成、

グリーン成長戦略分野に関する新製品、新技術の研究開発支援など

に取り組むこととしておりまして、県民の皆様、事業者の皆様、そ

して、本県、市町村が一丸となって取組を進めてまいりたいと考え

ます。  

 また、先ほどの御質問にもありましたが、原油価格、物価の高騰

対策として今議会に提出させていただいております補正予算案では、

中小企業ビヨンドコロナ補助金に、省エネ・コスト削減枠を新設し

ました。県の制度融資であります設備投資促進資金を拡充いたしま

した。これら脱炭素にも資する取組を支援することとしております。  

 こうした施策も十分に生かしながら、県内企業が積極的に脱炭素

経営に取り組むことができるように努めてまいります。  

 次は、情報漏えい事案の発生に関する質問にお答えをします。  

 職員による情報漏えい事案が相次いで発生し、県民の信頼を損な

う事態となったことは誠に遺憾であります。御迷惑をおかけした皆

様、議会をはじめ県民の皆様に改めて深くおわびを申し上げます。  

 いずれの事案も、文書の郵送時やメールの発信時の確認ミスによ

るものです。こうした事態を受けまして、職員への綱紀粛正及び情

報セキュリティー対策の徹底、担当業務に潜む情報漏えいリスクの

自己点検と防止策の実施、職員用パソコンの画面上に注意喚起のメ

ッセージの表示など、職員の意識を高める取組を行っております。  

 また、事案の発生防止には組織を挙げてリスク管理を徹底するこ

とが重要であるため、外部に文書やメールを送る際は、当分の間、

上司が最終確認を行う。また、窓つきの封筒あるいはファイル交換
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サービスの使用など、リスクを減らす方法を活用する。そして、全

職員を対象に再発の防止対策やリスクマネジメントに関する研修を

行うこととしております。  

 このように、事案が続いておりますが、この出血を止めることが

今まず足元でできること、やるべきことだというふうに考えており

ます。その上で、さらに外部有識者による職場の点検、改善策の提

案、また、監査委員の方々がおられますが、この監査委員による指

導、注意喚起を受けるなど、内部の職員ではもしかしたら気づきに

くい、あるいは見逃しているかもしれない、そのようなリスクにつ

いて、外部の知見やアドバイスを活用するとともに、情報セキュリ

ティーに関する庁内ワーキングチームを設置し、情報管理基準を見

直してより明確にすることを検討します。  

 先般の庁議では、私から全部局長に対し再発防止と県民の信頼回

復に全力を挙げて取り組むよう指示をしたところでございます。私

が自ら先頭となって、緊張感と危機感を持って取り組んでまいりま

す。  

 次に、Ｇ７教育関係閣僚会合についての御質問にお答えします。  

 2023年Ｇ７教育関係閣僚会合の誘致実現によって、教育県富山を

アピールできること、会合で議論される新しい時代の教育について、

ウエルビーイング先進県の富山から世界に向けて発信されること、

美しい自然、優れた伝統文化、豊かな食材、味覚など、本県ならで

はの多彩な魅力を国内外に広くＰＲできることなどが大きな成果に

なるものと考えています。  

 このため県では、去る３月の誘致表明以来、開催に向けて県選出

国会議員の先生方や藤井裕久富山市長にも御同席をいただきながら、
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松野官房長官、林外務大臣、末松文部科学大臣をはじめ、政府・与

党などに対して積極的な要望活動を行ってまいりました。  

 要望時に私から、本県は高い進学率や教育熱心な県民性などから

教育県として高い評価を受けていること、全国に先駆けた教育を実

施していること、ウエルビーイングを県の成長戦略や人材育成の核

に据えて新しい富山を目指す本県は開催地にふさわしいこと、 2016

年Ｇ７環境大臣会合を成功させた実績があることなどを強くアピー

ルしてまいりました。  

 手応えとしては、要望をそれぞれにしっかりと受け止めていただ

いていると感じます。引き続き、富山市と共に本県開催を実現する

という強い意気込みを持って、県選出国会議員、県議会議員の先生

方、また県内経済団体など、関係の皆様とも十分に連携をしながら

一丸となって誘致活動に取り組んでまいります。  

 私からは最後になりますが、子ども権利条例についての御質問に

お答えします。  

 子供の権利や政策の理念については、本県では、児童の権利に関

する条約の精神にのっとり、既に平成 21年６月に定めた子育て支

援・少子化対策条例の中で、「子育て支援・少子化対策は、子ども

の権利及び利益が最大限に尊重されること並びに子どもの成長に応

じてその意見が適切に反映されることを旨として、推進されなけれ

ばならない。」と明記されております。  

 国会で現在審議中のこども基本法案も、条約の精神にのっとった

ものであり、成立後、国では法に基づく諸規程や施策等が整備され

るものと考えており、こうした国の対応について注視してまいりた

いと考えます。  
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 また、同じく国会で審議中のこども家庭庁の設置の動きを受け、

県では、その受皿として本年度、子ども支援課を改組拡充して、こ

ども家庭室を設置したところです。加えて、関係部局の職員で構成

するこども未来プロジェクトチームを設置し、部局横断的な施策の

企画立案や施策の推進を担っております。  

 こども家庭支援監は、こうした子供施策を総括する部長級のポス

トとして新設したものであり、支援監には、部局を超えた司令塔と

して子供施策を迅速かつ強力に推進してもらっています。  

 安心して子育てができる環境の整備は、私が公約として県民の皆

様にお約束をした大切な政策の一つです。  

 議員が言及されたように、昨年の３月に自由民主党富山県議会議

員会のプロジェクトチームから提言をいただき、それを踏まえまし

て、これまで子供施策を包括的に担う部局横断的な庁内組織整備や

児童相談所の機能強化に向けた検討を進めてまいりました。  

 子供家庭施策の推進に当たっては、子供の人権に関する基本理念

なども踏まえながら、子供・子育て支援に総合的に取り組み、ウエ

ルビーイング先進県を目指してまいります。  

 私からは以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）蔵堀副知事。  

   〔副知事蔵堀祐一君登壇〕  

○副知事（蔵堀祐一君）私からは、イタイイタイ病資料館に関する御

質問にお答えをいたします。  

 県では、イタイイタイ病対策の貴重な資料やその教訓を将来世代

に伝えますため、平成 24年４月に資料館を開館し、これまでに 26万

1,000人の方に御来館をいただいております。  
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 平成 27年には、当時の天皇皇后両陛下に御来館をいただきました。

また、平成 28年には、Ｇ７環境大臣会合に参加をされました各国の

環境大臣にも御視察をいただいておりまして、国内外にその深刻な

影響と、被害者団体、原因企業、行政など関係者のたゆまぬ努力に

より、今日まで多くの困難を克服してきた歴史と教訓を伝えており

ます。  

 資料館では、関係資料の保存・継承を行いますとともに、語り部

講話を実施いたしまして、これまで４万 7,000人の方に聴講をいた

だいております。また、課外学習の受入れや副読本の配布など、学

校教育での学習支援にも積極的に取り組んでおります。さらに、多

言語対応のリーフレット等を活用して、国内外に向けて積極的に情

報発信をしているところでございます。  

 今年度新たに、富山国際大学の学生によりますイタイイタイ病の

次世代への伝承についてフィールドワーク研究を行うことを予定い

たしております。  

 ４月 29日に開館 10周年特別講演会を実施したわけですけれども、

この際に、イタイイタイ病対策協議会会長で語り部の小松雅子さん

のお話を私も聞かせていただきました。改めてイタイイタイ病の病

気の恐ろしさや、患者さん、それから御家族の苦しみ、御苦労、環

境を守ることの大切さを強く感じたところでございます。  

 寄贈いただきました資料につきましても、患者さんの御家族や御

遺族に配慮した上で、さらに活用できるよう対応してまいります。  

 私は、厚生部長のときにも、また副知事になってからも、イタイ

イタイ病対策協議会の皆さんから様々なお話を聞かせていただいて

おります。  
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 今後 10年につきましても、イタイイタイ病が二度と繰り返される

ことのないよう、この資料館において貴重な資料や教訓をしっかり

と後世に継承するということが大事だと思っています。  

 また、困難を克服した先人の英知を未来につなぎ、また若い世代

につなぐことによって、環境と健康を大切にする、そういった県づ

くりをしっかり進めるように努めてまいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）横田副知事。  

   〔副知事横田美香君登壇〕  

○副知事（横田美香君）園芸作物の生産振興についての御質問にお答

えいたします。  

 園芸生産につきましては、これまで１億円産地づくりなどを推進

し、タマネギなどの機械化体系が確立した品目を中心に、生産拡大

や販売額の増加など成果があったところでございます。  

 一方で、兼業農家が多いこと、産地での新規就農者の受入れ体制

が必ずしも十分ではないこと、そして収量、品質が不安定である、

そして収穫時の労働力が確保できずに規模拡大が困難だったなどの

理由で、園芸の産出額は近年 90億円前後で推移しております。  

 米の需要が減少する中で、県内農業の発展と収益性の高い農業の

実現には園芸生産のさらなる拡大が重要であり、新たな農業・農村

振興計画において、園芸産出額を令和 13年度に 140億円とする目標

を設定したところであります。  

 生産拡大のためには、地域の農業者、関係者が産地として計画的

に進めていくこと、収穫期などの労働力の確保と効率化、園芸での

新規就農者の確保育成、そして販路開拓の４つが、まず必要であろ
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うと考えております。  

 現在、地域で生産体制を整えていくプランを、５年で 200産地で

策定されることを目指して動き始めております。また、先月設立さ

れました富山県農業支援サービス活用協議会を核とした広域連携に

よる労働力確保の体制づくり、新規就農者の産地での受入れ体制づ

くり、そして市場がコーディネーター役となった商談会の支援など

を進めております。  

 さらに中長期的には、畑作が可能な農地整備や田の畑地化の推進、

そして人材育成のための農業教育、研修の在り方も検討してまいり

ます。新しい園芸品目の研究などにも取り組みます。  

 園芸生産の振興を総合的に取り組みまして、県内の農業の振興、

収益の確保を目指してまいります。  

○議長（渡辺守人君）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）私からは、３回目のワクチン接種、４回目

のワクチン接種についての御質問にお答えをいたします。  

 コロナの３回目接種であります本県の年代別接種率は、６月５日

時点で見ますと、 12歳以上の全体の中では 70％となっております。

一方、 40代に限りますと 59％、 30代では 50％、 20代では 48％となっ

ています。いずれも全国平均を上回ってはいるものの、さらに接種

を進めていくことが重要であると考えております。  

 現在、県の特設会場は終了しておりますけれども、引き続き富山

会場に接種センターを設けまして接種機会の確保に努めているとこ

ろです。３回目接種の効果について動画などにより配信をいたしま

して、引き続き若い世代への接種を呼びかけてまいります。  
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 また、４回目接種につきましては、新型コロナに感染した場合の

重症化予防、これを目的としまして、対象としては 60歳以上の方、

基礎疾患を有する方などが対象とされています。県内でも既に始ま

ったところです。  

 現時点で得られている知見―先行したイスラエルなどでの知見

になりますけれども、こうしたものに基づけば、対象者の考え方、

これには一定の妥当性があるものと理解をしていますが、一方で、

先月の「ワンチームとやま」連携推進本部会議におきまして、複数

の市町村長から、医療従事者等を４回目接種の対象に加えるべきと

の御意見もいただきました。  

 その後、県医師会にも御意見を伺っております。感染拡大による

医療提供体制の逼迫や高齢者施設でのクラスターの発生の防止は、

引き続き重要であるということでありますので、対象者の範囲につ

きましては、引き続き科学的知見を収集して、その科学的知見を踏

まえて、医療従事者や高齢者施設従事者も対象に加えてほしいとの

御意見を医師会からいただいております。  

 県としましても、引き続き最新の知見も含めて検討することが必

要であると考えております。今月２日の中部圏知事会議におきまし

ても知事から発言をいただいておりますけれども、国に対しまして

医療従事者や介護従事者を対象とすることも含め適切に検討をする

よう、引き続き求めてまいります。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）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）答弁に先立ちまして、一言御挨拶を
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申し上げます。  

 去る４月１日付をもちまして地方創生局長を拝命いたしました南

里でございます。もとより微力ではございますが、地方創生の面か

ら富山県発展のため全力を尽くしてまいる所存でございます。議員

の皆様方の御指導、御鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。  

 それでは、私のほうから、ビヨンドコロナを見据えた観光誘客に

関する御質問にお答えいたします。  

 入国上限の緩和や今週 10日からの外国人観光客の受入れ再開など、

国を挙げた人流回復に向けた水際対策の緩和が進められる中、本県

においても、首都圏等都市部はもとより海外からの誘客を促進し、

観光需要の早期回復に努めていく必要がございます。  

 このため県では、ビヨンドコロナを見据え本年３月に改定した富

山県観光振興戦略プランに基づき、新たな時代の観光への対応、持

続可能な観光地域づくり、ターゲットに応じた戦略的なプロモーシ

ョンを柱に、着実で力強い観光需要の回復に取り組んでまいります。  

 具体的には、インバウンドの本格的な回復を目指した送客助成の

活用や、コロナで変容した観光を取り巻く環境を踏まえ、マイクロ

ツーリズムの推進やＳＮＳ等デジタルでの発信強化に取り組むほか、

今議会では、御指摘もありました、コロナで減便している観光列車

やバス等の旅行商品化など販路拡大や運行回復の支援について、補

正予算案に計上してお願いしておるところでございます。  

 また、ＪＲが全国で展開いたしますデスティネーションキャンペ

ーンの誘致に取り組んでまいりましたが、北陸新幹線の敦賀開業年

に合わせて、先般、北陸でデスティネーションキャンペーンが行わ

れると決定いたしました。  
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 県としては、この北陸デスティネーションキャンペーンを、同年

の黒部ルート一般開放と併せ、全国からの誘客のチャンスと位置づ

け、今後、北陸３県で連携した大都市圏でのキャンペーン等を行う

とともに、各県の異なる魅力を一層生かすため、観光素材の開発、

磨き上げに取り組むこととしております。  

 県としては、今後予定されております、国のＧｏ  Ｔｏ  トラベ

ルとも連携し、まずは、とやま観光キャンペーンの実施により観光

事業者の支援に取り組むとともに、ビヨンドコロナを見据え、北陸

デスティネーションキャンペーンも最大限活用し、さらなる誘客に

取り組んでまいりたいと思います。  

○議長（渡辺守人君）堀口農林水産部長。  

   〔農林水産部長堀口  正君登壇〕  

○農林水産部長（堀口  正君）農山漁村女性活躍プランについての御

質問にお答えします。  

 県ではこれまで、富山県農山漁村女性活躍プランを策定し、農林

漁業に従事する女性の経営参画や社会参画を進めてきており、例え

ば農産物の加工や直売などで起業する件数は、 10年前の平成 23年度

165件から令和３年度には 195件に増加するなど、一定の成果も見ら

れるところです。  

 一方で、県内の農業法人等への新規雇用就農者に占める女性の割

合は 19.2％と、全国の 37.4％に比べ低いこと、女性起業組織では後

継者不足から活動を縮小、休止する事例なども見られること、農協

役員や農業委員会に占める女性の割合は全国と同様に 10％程度と、

経営や地域の意思決定への参画が必ずしも進んでいないことなど、

課題もあると認識しております。  
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 こうしたことを踏まえまして、新プランでは、女性が経営参画す

る経営体数を令和 13年度に現行の約 1.5倍となる 300経営体に拡大す

る数値目標のほか、地域活動に参加している女性農林漁業者の割合

を 70％から 90％とする新たな数値目標も盛り込むこととしておりま

す。  

 また、目指すべき将来像として、農林漁業に従事する女性が食や

環境を守る仕事に誇りとやりがいを持って取り組み、農山漁村の地

域社会において自分らしさを発揮することを掲げることとしており

ます。  

 この実現に向け、新たに経営者への理解促進による女性の新規雇

用就農の拡大、女性起業活動の継承に向けた取組への支援など、職

業として農林漁業を選択する女性の増加と定着を図りますとともに、

若手女性農業者を対象としたワークショップ等の開催などによりま

して、政策方針決定の場に参画する女性リーダーとなる人材を幅広

く育成するなど、具体的な施策を盛り込み着実に進めていきたいと

考えております。  

 今後とも農山漁村における女性活躍の一層の推進に取り組んでま

いります。  

○議長（渡辺守人君）田中交通政策局長。  

   〔交通政策局長田中達也君登壇〕  

○交通政策局長（田中達也君）答弁に先立ちまして、一言御挨拶申し

上げます。  

 去る４月１日付で交通政策局長を拝命いたしました田中でござい

ます。交通ネットワークの維持、活性化のため、微力ではございま

すが全力で取り組んでまいります。議員の皆様方には御指導、御鞭
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撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 それでは、私のほうから、地域公共交通計画の策定についての御

質問にお答えいたします。  

 地域公共交通を取り巻く環境は新型コロナの影響等により厳しい

状況となっており、公共交通の維持確保や利便性の向上を図ってい

くことは重要な課題であると考えております。  

 このため、先般、富山県地域交通戦略会議を立ち上げ、第１回会

議を開催したところであります。会議の委員は、交通事業者はもと

より、国内外の交通施策に精通した学識経験者、新たなモビリティ

ーサービスに関する有識者、観光分野の関係者、利用者代表の方な

ど、幅広く参画いただいております。  

 また、県においては、多様な分野と公共交通との連携を図るため、

交通政策局を事務局としまして部局横断で対応することとしており

ます。  

 今後、多岐にわたる検討事項を議論するため、会議の下にサービ

ス連携高度化、鉄軌道サービス、地域モビリティーなど４つの部会

を設けて具体的な議論を進めますとともに、策定までの期間も令和

５年度末までとしたところであります。  

 計画策定に当たりましては、議員御指摘のとおり、十分な検討、

議論が必要であると考えており、早期に部会を立ち上げ具体的な検

討を進めてまいります。  

○議長（渡辺守人君）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、成長戦略会議についての

御質問にお答えさせていただきます。  
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 成長戦略会議につきましては、本年２月に富山県成長戦略と戦略

推進に向けたアクションプランとして取りまとめさせていただきま

して、アクションプランに掲げた 154事業を令和４年度当初予算に

計上したところでございます。  

 今年度につきましては、成長戦略のビジョンの実現に向けて着実

に成長戦略の取組を進める実行の年であると考えてございます。  

 ５月 31日に開催いたしました令和４年度の第１回成長戦略会議に

おきましては、令和４年度の取組方針等について御議論いただいた

ところでございます。  

 内容でございますけれども、まず成長戦略の成果指標（ＫＰＩ）

を設定した上で、令和４年度のアクションプランに関する検証、そ

して継続的な検討課題に関する検討を進めまして、県として令和５

年度アクションプランをまとめることといたしました。こちらのタ

イミングにつきましては、予算の関連でございますので、恐らく昨

年度と同じような２月とかそういうタイミングになるのではないか

と考えてございます。  

 一方で、検討の進め方につきましては、委員の方から、もう少し

柔軟に進めてはどうかという御指摘もいただいたところでございま

す。  

 成長戦略のＫＰＩにつきましては、今回の会議の御意見等を踏ま

えまして再度整理して、早期に公表したいと考えてございます。  

 いずれにいたしましても、このプロセスにおいて成長戦略会議の

委員の皆様の御意見をしっかりと反映したいと考えておりますし、

議会の場でもしっかりと議論を深められるようなスケジュールで進

めていきたいと考えてございます。  
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 また、議員から御質問がありましたウエルビーイングの指標設定

につきましては、ワーキンググループの委員に加えまして専門家の

意見も伺いながら、今後実施する県民意識調査の分析等も踏まえて

鋭意検討を進めまして、年内をめどにお示しできるように進めてま

いりたいと考えてございます。  

 また、総合計画の目標値などの見直しにつきましては、まず、今

後設定する成長戦略のＫＰＩを踏まえまして、総合計画の指標への

影響をしっかり勘案した上で、見直し等取りまとめたいと考えてご

ざいます。  

 以上になります。  

○議長（渡辺守人君）市井土木部長。  

   〔土木部長市井昌彦君登壇〕  

○土木部長（市井昌彦君）答弁に先立ちまして、一言御挨拶を申し上

げます。  

 去る４月１日付で土木部長を拝命しました市井でございます。も

とより微力ではございますが、本県の土木行政の推進に誠心誠意努

めてまいりますので、議員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよ

うお願い申し上げます。  

 それでは、社会資本の整備等についての御質問にお答えします。  

 県では、防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策によ

る国からの交付金などを活用し、令和３年度の補正予算と４年度の

当初予算とを合わせた 15か月予算として、まず公共事業については、

国の公共事業関係費の前年度比 94.6％と率が同等となる 841億円を、

また主要県単独事業は前年度比 2.2％増となる 183億円をそれぞれ計

上し、令和の公共インフラ・ニューディール政策を計画的に推し進
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めることとしております。  

 具体的には、治水、海岸、土砂災害対策、橋梁などのインフラ老

朽化対策を前倒しで進めるとともに、物流と生活を支える社会資本

の整備を推進し、県土の強靱化を加速します。  

 また、 15か月予算の事業効果の早期発現を図るため、土木部では

迅速な執行に努め、その結果、第１四半期の事業量確保につながる

本年２月から４月までの３か月間の発注額は約 134億円と、過去５

年間の同時期の平均約 127億円を上回る水準を確保したところです。  

 今後とも社会資本整備を着実に進めるため、ゼロ県債の活用や繰

越明許費の適切な設定により、年度間の切れ目のない発注と工事の

平準化に努めるとともに、工事が適切な時期に発注できるよう設計

業務等を計画的に進めてまいります。  

 県内建設企業は、社会資本の整備、維持更新の担い手であり、災

害対応や除雪など、地域の安全・安心を守る上で重要な役割を果た

していただいております。  

 県としては、県民の安全・安心な暮らしを守るため、建設企業の

受注状況の把握にも努め、今後とも計画的に社会資本整備を進めて

まいりたいと考えております。  

 次に、通学路の安全対策についての御質問にお答えします。  

 小学校の通学路については、市町村が定める通学路交通安全プロ

グラムに基づき、定期的に学校、県等の道路管理者、警察などの関

係者が合同で点検を行っています。  

 また、昨年６月の千葉県八街市の事故を受け、改めて関係者によ

る合同点検を実施し、昨年 12月に市町村において対策案が取りまと

められたところでございます。この合同点検の結果、富山県下の県
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管理道路においてハード対策が必要な箇所は、令和２年度までの累

計 405か所に 88か所が新たに加わり、３年度末時点で 493か所となっ

たところです。  

 これまで、道路交通実態や沿道の状況に応じ、歩道の整備、路肩

部分の拡幅やカラー舗装化、防護柵の設置などを進め、昨年度末ま

でに 311か所の対策を終えたところです。残る 182か所についても、

今年度事業を実施する 151か所を含め、引き続き対策を実施します。  

 またソフト対策として、学校や教育委員会において、より安全な

通学路への変更やスクールガードによる登下校時の見守り活動の実

施、通学路安全マップの作成や交通安全教室など指導の充実に取り

組まれているほか、県警でも、交通違反の取締り、街頭指導等が実

施されています。  

 今後とも必要な予算の確保に努め、地元や関係の方々の御協力を

いただきながら、通学路の安全対策に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。  

 最後に、土砂災害対策についての御質問にお答えします。  

 近年、全国各地で多くの土砂災害が発生し、本県でも昨年８月の

豪雨により氷見市や小矢部市等で土砂災害が発生しました。  

 県内には土砂災害危険箇所が 4,947か所あり、このうち人家が５

戸以上あるなどの 1,804か所を重要整備箇所とし砂防堰堤などのハ

ード対策を進めており、令和３年度概成の５か所を加え、その整備

率は年度末で 35％となっております。  

 引き続き、国の５か年加速化対策の予算も活用し、積極的な整備

に努めます。  

 また、議員御指摘の、住民に適切に避難行動を取っていただくた
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めのソフト対策も重要であると考えております。  

 まず、県が土砂災害警戒区域等を指定、公表し、次に市町村が、

警戒区域や避難場所に加え、土砂災害の前兆現象などを記載したハ

ザードマップを作成配布し、地域の皆様の周知に努め、訓練でも御

活用いただいています。  

 また、実際の大雨の際には、県が気象台と共同で土砂災害警戒情

報を発表し、土砂災害の危険度が特に高い地区名などをメールやホ

ームページ等でお知らせしているところでございます。  

 今月は土砂災害防止月間であり、今週末には砂防フェアを開催し、

また、郵便局等でのポスター掲示や小学校へのチラシ配布などにも

取り組み、土砂災害への備えや避難の重要性を呼びかけることとし

ております。  

 今後とも県民の生命や財産を守るため、国や市町村等と連携し、

ハード、ソフトの両面から土砂災害対策に取り組んでまいります。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）中谷商工労働部長。  

   〔商工労働部長中谷  仁君登壇〕  

○商工労働部長（中谷  仁君）答弁に先立ちまして、一言御挨拶を申

し上げます。  

 去る４月に商工労働部長を拝命いたしました中谷でございます。

商工労働行政に誠心誠意取り組んでまいりますので、議員の皆様の

御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。  

 それでは、私からは医薬品不適正製造問題を受けた県内経済への

影響についてお答えをいたします。  

 稗苗議員からお話がありましたとおり、昨年来、県内の製薬企業
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におきまして不適切な医薬品製造が判明いたしまして、業務停止の

行政処分や医薬品の自主回収が行われる事案が続いております。  

また、事業再生ＡＤＲ申請を行い、現在、再生案の協議が進められ

ている企業もございます。  

 本県産業におきまして医薬品産業は、医薬品の製造や販売はもち

ろん、包装容器、パッケージ、印刷などの周辺産業も含めまして大

きなウエートを占めております。そのため、県内の経済や雇用への

影響をしっかりと注視していく必要があるというふうに考えており

ます。  

 こうした状況を受けまして、商工労働部では金融労働相談窓口を

設置し、事業再生ＡＤＲの仕組みや手続なども含め、中小企業や従

業員の皆さんの御不安などに対応しているところでございます。  

 さらに、富山県新世紀産業機構に設置しておりますよろず支援拠

点におきまして、経営上の幅広い相談に対応をしていくこと、雇用

につきましては、富山労働局と緊密に連携をし、情報を逐次共有す

ることなどによりまして、経済や雇用への影響を丁寧に把握してい

くこととしております。  

 今後とも、厚生部や国関係機関、商工団体、金融機関など関係機

関とも協力をいたしまして、事業者や労働者の皆さんに寄り添いな

がら必要な対応を行ってまいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）廣島生活環境文化部長。  

   〔生活環境文化部長廣島伸一君登壇〕  

○生活環境文化部長（廣島伸一君）答弁に先立ちまして、私からも一

言御挨拶を申し上げます。  
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 去る４月１日付で生活環境文化部長を拝命しました廣島です。所

管行政の諸課題に誠心誠意取り組んでまいります。議員の皆様には

御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

 それでは、私には２つの質問をいただきました。  

 まず、廃プラスチックの再利用に関する質問にお答えいたします。  

 廃プラスチックの再利用につきましては、昨年度、県内事業者及

び市町村に対し、再利用されずに焼却、埋立て処分をされている廃

プラスチックについて、その詳細な状態や性質、再利用の阻害とな

る要因などについて調査をいたしました。  

 この調査結果も踏まえ、民間業者においてこれまで処分されてい

た廃プラスチックを適切に分類し洗浄したもの、これを一部原料と

したごみ袋や植木鉢を試作しましたところ、分別洗浄という手間は

かかりましたものの、既存の製品とは遜色のない品質のものができ

たものです。  

 これを受けまして今年度は、県内工場で排出された廃プラスチッ

クを活用したごみ袋の製品化に取り組んでおります。  

 この製品は、市町村での清掃活動などで活用いただくこととして

おりまして、製品のデータや実際に使用した結果などを、県内で多

量の廃プラスチックを排出している事業者ですとかプラスチック製

品製造事業者の方々にフィードバックし、プラスチック再利用の新

たな事例につなげたいと考えております。  

 また、本年４月に施行されましたプラスチック資源循環法では、

製造販売事業者による自主回収、再資源化計画の策定などのほか、

家庭からの廃プラスチックの再利用の要となります市町村による分

別収集、再商品化の実施が定められております。  
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 県では、ホームページや関係団体への通知等によるこうした規程

や制度の周知を図りますとともに、市町村において生じる新たな事

務負担などにつきましては、先週行われた国への重要要望において、

国に対し財政支援を要望させていただいているところでございます。  

 今後もプラスチックの再利用が円滑に進むよう、しっかり取り組

んでまいります。  

 次に、ツキノワグマ対策の質問にお答えいたします。  

 県では、ツキノワグマの地域個体群の安定的な維持、人身被害の

防止、農林業被害の軽減を目的に、ツキノワグマ管理計画を作成し

ております。この計画では、ツキノワグマの生息状況や自然環境、

人間活動を考慮して地域区分を設定し、それぞれの地域に応じた取

組を推進することとしております。  

 まず、人間活動が行われ、ツキノワグマも生息している里山等の

地域では、里山の手入れ不足等が出没の主な要因となります。  

 このため、水と緑の森づくり税を活用し、これまでの山際等の緩

衝帯に加えまして、今年度からはツキノワグマの移動経路となる河

岸段丘の樹木を伐採し見通しを確保する取組を加えるなど、計画的

に里山林を整備し、人と熊とのすみ分けを図っていくこととしてお

ります。  

 次に、ツキノワグマが生息していない人里周辺の地域では、被害

防止を最優先とし、迅速な捕獲に努めるため捕獲体制を整備してお

り、今後も関係機関が連携して取組を進めてまいります。  

 また、昨年度、「ワンチームとやま」連携推進本部会議でまとめ

た市町村連携の取組である、隣接市町村間での出没緊急通報エリア

の設定による初動体制の強化や、ツキノワグマ出没通報へのデジタ
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ル技術の活用も進めてまいります。  

 今後これらの取組を計画的に推進し、人身被害の防止を最優先と

しつつ、ツキノワグマの生息環境管理に取り組み、人とツキノワグ

マとの緊張感ある共存関係の構築を図ってまいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）杉本警察本部長。  

   〔警察本部長杉本伸正君登壇〕  

○警察本部長（杉本伸正君）私からは、警察航空隊についての御質問

にお答えいたします。  

 議員御指摘のとおり、近年、全国各地で大規模な災害が発生し、

警察ヘリの活用の在り方やその能力向上の重要性が高まっていると

ころ、県警察では、本年４月、警察ヘリの災害対応等における迅速

かつ的確な運用を目的とした組織改編を行いました。  

 具体的には、警察航空隊の任務を、災害その他の場合における警

備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助、その他の警察業務の

支援を行うと改定いたしまして、警察ヘリの主たる任務を災害への

対応と定義づけたこと、地域部地域企画課の附置機関であった警察

航空隊を、災害対応等を担当する警備部警備課へ移管し、救出救助

活動を担う機動隊とともに警備部の指揮系統の下に統合したことな

どです。  

 国におきましても、警察庁は昨年２月、大規模災害等の非常事態

において警察ヘリを警察庁の指揮の下で迅速に広域運用するための

手続を明確化するなどしておりまして、本県の動きはこれに合わせ

たものであります。  

 他の都道府県警察においても本県と同様の改編を行っておりまし
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て、これによって大規模災害が発生した場合には、複数の都道府県

の警察ヘリが広域かつ一体的に運用され、迅速な被害状況の把握や

捜索活動、人命救助等を行うなど、受援、支援ともに即応できる体

制となったところでございます。  

 一方で、これは全国でもそうでありますし、剱、立山をはじめと

する山岳部を擁する本県においては特に当てはまるわけであります

が、遭難者の捜索救助も引き続き警察航空隊の重要な任務と位置づ

けております。警察航空隊が今まで果たしていた機能は今後とも維

持いたします。  

 実際にも、県警察航空隊におきましては、移管後の５月末までの

間に５件の山岳遭難に出動し、３名を救助しているところでありま

す。  

 具体的には、山岳警備隊員を警察航空隊へ常駐させるなど、一体

的な運用と有事における即応体制を維持すること、警察航空隊と山

岳警備隊との実践的な合同訓練により山岳遭難救助能力の向上を図

ること、警察航空隊が主催する航空安全会議へ山岳警備隊員を参加

させ安全意識を共有することなどによりまして、警察航空隊と山岳

警備隊との連携を引き続き強化し、高い技術を持った山岳救助体制

を維持してまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）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、学校における医療的ケアの実施体

制整備についての御質問にお答えいたします。  

 学校で医療的ケアが安全かつ適正に実施され、ケアを受ける子供
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が他の子供と共に安心して教育を受けることができるようにするた

めには、保護者の希望に応じた必要な数の看護職員の配置などの実

施体制の整備が必要でございます。  

 本年度は、５つの市町村の小学校に医療的ケア児が在籍をしてお

り、市町村では、適正な実施に必要な看護職員を配置するとともに、

訪問看護ステーションと連携するなどの工夫も行って医療的ケアを

実施しております。  

 県では、本年３月に、学校において安全で適切な医療的ケアが実

施されるよう、関係者の役割や緊急時の対応などの実施体制、実施

上の配慮事項などを整理しました特別支援学校医療的ケアガイドラ

インを策定しまして、市町村教育委員会にも資料提供を行っており

ます。  

 また、この４月には、本年度から新たに開催することとした市町

村教育委員会との特別支援教育に関するワンチームとやま連携会議

におきまして、看護職員の配置に活用できる国庫補助制度などの情

報提供も行ったところでございます。  

 今後とも、市町村教育委員会等と一層連携し、医療的ケア児が在

籍する小中学校などにおいて、安全かつ適正に医療的ケアを提供す

るための人材確保や体制の整備に向け、助言や情報提供を行うなど

市町村への支援に努めてまいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）以上で稗苗清吉君の質問は終了しました。  

 暫時休憩いたします。  

 午前 11時 43分休憩  


