
 －１－ 

 

 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  

○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。  

 これより各議員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、順次発言を許します。  

 井上学君。  

   〔 18番井上  学君登壇〕  

○ 18番（井上  学君）おはようございます。自民党議員会の井上学で

ございます。一般質問のトップバッターを務めさせていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 今日は分割質問で大きく３項目に分けて質問をしてまいりたいと

思います。早速質問に入りたいと思います。  

 最初の項目は、地方創生に向けて５問伺います。  

 まず、国際交流について伺います。  

 先月の知事の定例記者会見で、この夏、アメリカ・オレゴン州へ

友好訪問団を派遣されることが発表されました。これまでコロナ禍

で海外渡航も難しかったわけですが、徐々に交流事業も復活してい

くことが期待されます。  
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 富山県では、現在、オレゴン州のほか、中国・遼寧省、ブラジ

ル・サンパウロ市、ロシア・沿海地方と友好提携を結んでおられま

す。そのほかにも、韓国・江原道、中国・上海市、インド・アンド

ラプラデシュ州、スイス・バーゼル州、ベトナム国などとも交流が

あると承知しています。  

 今後、富山県が海外販路の開拓や輸出拡大など海外に打って出る

ためには、まずは友好地域との絆を大切にして、そしてさらに交流

地域を拡大し、知事が先頭に立ってトップセールスすることも重要

であると考えます。  

 また、次の時代を担う大学生等の若い世代の皆さんにも大いに見

聞を広めてきてほしいと思いますが、今後の国際交流についてどの

ように取り組んでいかれるのか、新田知事の御所見をお伺いします。  

 次に、ワーケーションの推進について伺います。  

 インバウンドによる誘客が困難な今、コロナ禍で進んだリモート

ワークや多拠点居住の流れに沿って、ワーケーションによる関係人

口構築の取組が全国で始まっています。当然、地域間競争が予想さ

れる中、本県としても積極的に取り組むべきと考えます。  

 富山県成長戦略でも「ワーケーション」という言葉が 10回も登場

しています。ワーケーションの効果として、長期滞在による消費の

増加、２次的な効果として、何度も訪れることでの関係人口の増加

が挙げられます。そして３次的な効果として、その土地の住みよさ

に感動し移住・定住による人口の増加が挙げられます。  

 テレワークをきっかけにワーケーションが始まり、ワーケーショ

ンをきっかけに移住、多拠点居住、定住地を持たないアドレスホッ

ピング等の住み方、働き方が、これから定着していくものと感じま
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す。  

 今後のワーケーションの推進に当たって、県の部局横断的なワー

ケーションプロジェクトチームを立ち上げるなど、本県もこれらの

動きにしっかりと対応し、選ばれる県になる必要がありますが、知

事の御所見を伺います。  

 次に、若い女性の県内定着に向けた取組について伺います。  

 総務省が４月に発表した 2021年の人口推計では、東京圏１都４県

全てで人口が減少に転じ、東京一極集中に歯止めがかかったとのこ

とでありました。しかし、本県は依然として女性が首都圏に多く転

出しており、特に若い世代の女性の県内定着を進める必要がありま

す。  

 県では、３月に富山県女性活躍推進戦略を策定し、女性が活躍で

きる県を目指して取り組んでおられますが、自己実現を目指す女性

や高度なスキルを持つ女性が働きたいと思う魅力的な労働市場は首

都圏に集中しており、本県にそのような労働市場をいかにつくり出

すかが課題です。  

 本県は、全国と比べてサービス産業よりも製造業のウエートが高

いため、女性が望む求人が少ないとは思いますが、女性の意見を多

く取り入れ、若い女性が働きたくなるような職場環境へのリノベー

ションなどをはじめとして、仕事内容、勤務形態、福利厚生の変革

を企業に促すなど、女性にとって県内企業が魅力的になるような支

援が必要と考えますが、知事政策局長の所見を伺います。  

 次に、創業・ベンチャー支援とＤＸの推進について伺います。  

 本年秋にオープン予定の創業支援センター及び創業・移住促進住

宅、ＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡは、全国でも先駆的な職住一体の施設
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であり、大いに期待されます。また、去る４月に県立大学にオープ

ンしましたＤＸ教育研究センターでは、県内企業のニーズを踏まえ

たＤＸ人材の育成やＤＸ研究を推進すると聞いています。  

 一方、県のスタートアップ支援戦略等では、核となるチャレンジ

人材が活動しやすくなるような環境整備や、創造的な知的活動を行

う人材の必要性が明示されていますが、こうした方々の取組を県内

の教育現場で生かすことも重要ではないでしょうか。  

 例えば、こうした人材が学校現場に出向いて話をしたり、または

生徒が創業支援センターなどに足を運び、話を聞いたり現場を見た

りする機会を設け、若いうちから創業意欲を駆り立てるような仕掛

けが必要と考えますが、知事政策局長の御所見をお伺いします。  

 最初の項目最後は、特色ある大学づくりについて伺います。  

 コロナ禍で地方回帰の機運が高まっていると言われています。こ

れを長期的な真の流れにしていかなければなりません。少子化によ

る大学経営への懸念も社会問題化している今、県内大学への進学を

誘導する施策を進めていく必要があると考えます。  

 教育費の負担が家庭に重くのしかかっている現状の中、県内大学

へ進学するメリットを生かし、学生の県内大学への進学意欲の向上

につなげるためには、他に負けない特色ある学科やカリキュラム、

研究を盛り込んだ大学を増やしていくことが重要と考えますが、特

色ある大学づくりに向けたこれまでの県の支援状況と今後の取組に

ついて、経営管理部長にお伺いして最初の項目を終わります。  

○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）井上学議員の御質問にお答えをします。  
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 まず、国際交流に関する質問にお答えします。  

 本県では、議員御指摘のように、遼寧省あるいはオレゴン州など

４つの地域と友好提携を結び、これまで 30年、 40年にわたりまして

着実に交流、実績を積み重ねてまいりました。こうした実績、せっ

かくの友好提携ですから、これを生かして今後のますますの交流拡

大を図っていくことが大切だと考えています。  

 また、本県の自然環境や文化、また観光資源の魅力や県内産業の

強みを大いにアピールして、友好交流を深めるだけではなくて、県

内企業のビジネス展開にも取り組むことが大切だと考えています。  

 今年度は７月末からオレゴン州を訪問し、友好提携 30周年行事の

開催、経済面を中心に様々な分野での交流を推進するための覚書を

締結できればというふうに考えております。また、州立の研究施設

の視察や起業に関する意見交換も行う予定です。全米の中でもポー

トランドは起業家のまちとしても知られているところでございます。  

 また、来年の２月には県内の学生をポートランドに短期派遣し、

現地の起業家や大学生などと交流する起業・ビジネス研修を本格実

施して、若い世代に起業家マインドを含む豊かな国際感覚を身につ

けていただきたいと考えています。このあたり、後の質問とも関連

するのかもしれません。  

 今のところ、県議会、また富山日米協会、富山県経営者協会、富

山経済同友会などの方々が一緒に参加してくださるというふうな、

ありがたい情報をいただいております。  

 知事に就任して以来、コロナ禍にずっとありまして渡航制限もあ

り、なかなか取り組めなかった海外との交流を、これからできるだ

け再開させていきたいと考えております。その際には、議員おっし
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ゃっていただいたように、私が先頭に立って、これまで交流を深め

てきた地域、そういう足がかりがあるそんな地域を中心に、本県の

魅力を大いにアピールし、県内企業の海外販路の拡大、また力を入

れてまいります農林水産物の輸出の拡大、誘客の促進、若い世代の

交流拡大を、ほかの関係の皆さんとも連携して進めていければとい

うふうに考えております。  

 次に、ワーケーションについての御質問にお答えします。  

 富山県成長戦略に 10回も出てきたというのは、私も数えておりま

せんでした。ありがとうございます。  

 コロナ禍を契機にして、これはコロナのある意味では副産物と言

えるかもしれませんが、テレワークやワーケーションなどの新しい

働き方が広まってまいりました。これは後戻りさせてはいけないと

考えています。特にこのワーケーションの推進は、移住そして多地

域居住などにつながることも十分予想されますので、関係人口創出

の観点からも大切だと考えます。  

 本県がワーケーション先として選ばれるためには―今どの都道

府県もワーケーションにとても力を入れ始めておりますから大変な

競争だと思います―リピーターになっていただいたり、あるいは

地域交流にもつながる、まずは魅力ある人あるいは体験のプログラ

ム、こういったものを用意することが大切、すなわちコンテンツを

充実させることがまず大切だと考えています。そして、県外の方へ

の訴求力向上につながるウエルビーイング先進地域という富山県の

今のアドバンテージを、よりブランディングして磨き上げて発信し

ていくことも大切と思います。また、設備面でも、コワーキングス

ペースあるいは宿泊施設など、受入れ体制を整備していくことも大
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切であります。  

 こうした中で本県では、今年度新たに、親子でも利用しやすい体

験ツアーや県内各地のコワーキングスペースをつなぐツアーを開発

します。そして、テレワーク推進企業にターゲットを絞った戦略的

なＰＲに取り組みます。加えまして、 10月にオープン予定のＳＣＯ

Ｐ  ＴＯＹＡＭＡ、これを活用してビジネスや交流につながる先進

的なワーケーションというものも開発していきたいと考えています。  

 なお、プロジェクトチームを立ち上げてはというアドバイスをい

ただきました。  

このワーケーション事業、本年度から知事政策局の所管としてお

ります。全庁を俯瞰しながら、ウエルビーイングの推進、また関係

人口にも関連づけて展開ができますように、既に知事政策局から関

係部局と連携を図りながら取組を進めております。ですので、今の

ところ知事政策局所管ということで対応できるのではないかと思い

ます。ＰＴの立ち上げというアドバイスも、今後検討はしていきた

いと思います。  

 今後も関係部局、市町村、そして民間の皆さんと十分連携をして、

ワーケーションの取組を一層推進してまいります。ありがとうござ

いました。  

 １回目は以上でございます。  

○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）私からはまず、県内企業での女性活

躍についての御質問にお答えさせていただきます。  

 女性が生き生きと活躍する企業においては、男性も働きやすく、
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優秀な人材確保、定着につながると言われております。また、女性

の新たな視点による製品、サービスの開発や業務効率化、生産性向

上などのメリットが期待でき、結果として企業価値の向上や成長を

もたらすと言われております。  

 そうした考えの下、議員からも御指摘ありましたとおり、企業に

おける女性活躍を推進するため、去る３月に富山県女性活躍推進戦

略を策定したところでございます。まずはこの戦略を通して、女性

活躍の様々なメリットをしっかりと県内企業に周知していきたいと

考えてございます。  

 さらに、具体的な施策といたしまして、今年度はこの戦略に基づ

きまして、まず富山県版えるぼしであるとやま女性活躍企業の認定

を開始するとともに、女性活躍に具体的に取り組もうとする企業に

対して専門のコンサルを派遣しまして、課題解決に向けた個別のア

ドバイスを行うこととしております。  

 また、その女性活躍や働き方改革を積極的に推進して、従業員の

ウエルビーイング向上に資する先進的な取組を行う企業に対して補

助を行うとともに、そうした事例を積極的に県内外にＰＲすること

によって、県内企業における女性リーダーによる社内プロジェクト

の推進、そして女性のブランディング人材起用などの横展開を推進

して、女性にとって魅力的な仕事を１つでも２つでもどんどん増や

していきたいと考えてございます。  

 さらに、個別分野におきましても、建設業に従事する女性技術者

等が活躍できる労働環境の整備促進であったり、首都圏等のＩＴ、

オフィス系の企業の誘致などにも取り組んでまいります。  

 さらに、先ほど申し上げましたとやま女性活躍企業の認定制度に
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おきましては、社会保険労務士や中小企業診断士、そして商工会議

所等に認定基準の確認者として御協力いただくことにしておりまし

て、より多くの認定企業の発掘制度としていきたいと考えてござい

ます。  

 今後、さらに金融機関をはじめ経済団体等ともしっかり連携する

ことで、官民による女性活躍を推進するネットワークを構築しなが

ら、より多くの女性が働きやすく、生活しやすく、活躍できる環境

整備に向けて取り組んでまいります。  

 続きまして、スタートアップ支援に関する御質問にお答えさせて

いただきます。  

 次世代を担う若い方に経営者目線を持ってもらい、富山から起業

家が次々と生み出される素地をつくるためには、大学を卒業してか

らではなく、高校生など若いうちから起業に対する意識を変えてい

くこと、これが非常に重要であると考えてございます。  

 県のスタートアップ戦略会議におきましても、大学生や高校生に

対して、富山出身で成功した社長の話を聞く機会を設けて、学生が

自分にもチャンスがあるということを教えることが必要という意見

をいただいてございます。  

 また、国のほうでは、現状でも中小企業庁で、そうした起業家教

育を希望する学校への起業家の派遣等の支援を行っておりますし、

年内に国がまとめますスタートアップ５か年計画にも、小中高にお

ける起業家精神の教育強化が盛り込まれております。実は私、８年

ぐらい前に、起業家教育の担当を中小企業庁でしておりまして、文

科省へ通ったんですけれども、小中学校はこの科、高校はこの科、

高専はこの科という形で、なかなか進むのが大変だったんですけど
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も、国全体の方針で計画に盛り込められればこうした取組が非常に

進むんじゃないかと個人的にも期待しております。  

 そうした国の動きを見ながらも、県といたしましては、まず今年

10月に開所を予定しております創業支援センター、ＳＣＯＰ  ＴＯ

ＹＡＭＡにおいて、第一線で活躍されている起業家を講師とした学

生向けの起業家セミナーも行いたいと思っておりますし、それ以外

でも、チャレンジ精神あふれる施設の利用者と学生との交流の機会

をたくさんつくっていければと思っておりますので、そうしたイベ

ントを通して若者が起業することも進路の選択肢の一つであると感

じることができる場づくり、これを非常に重視して進めていきたい

と考えてございます。  

 また、学生を含めた若者を対象とした創業、起業のイベントにつ

きましては、県内のインキュベーション施設や市町村、経済団体に

ついても非常に熱心に行われております。私が参加したコンテスト

も高校生が参加しておりましたので、県といたしましては、そうし

た団体ともしっかり連携して、官民で起業家の裾野の拡大に取り組

んでいければと考えてございます。  

 以上になります。  

○議長（渡辺守人君）岡本経営管理部長。  

   〔経営管理部長岡本達也君登壇〕  

○経営管理部長（岡本達也君）私のほうからは、地方創生に向けた特

色ある大学づくりに関する御質問についてお答えをいたします。  

 県内高校生の地元への進学や県外からの学生を確保するためには、

特色ある大学づくりを進めることが重要であると考えております。  

 こうした中、県内大学では、平成 30年には富山国際大学が英語国
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際キャリア専攻を、令和２年には富山福祉短期大学が国際観光学科

を新設したほか、今年４月には富山大学が教員養成に特化した教育

学部を改組、設置しております。また、県立大学におきましては、

今年４月にＤＸ教育研究センターの開設や情報関連学科の定員を拡

充したほか、来年４月の看護系大学院と専攻科の設置を準備してい

るところでございます。さらに新たに、現在、データサイエンス人

材育成に向けました検討を進めているところでございます。  

 県では、これまでも県民のニーズや産業界の要望を踏まえながら、

学部・学科の新設など魅力ある学校づくりを進める県内大学を幅広

く支援しており、特に私立大学におきましては、特色ある学部等の

設置に必要な施設整備を支援するほか、寄附講座の実施、公開講座

やシンポジウムの開催、学生確保のためのオープンキャンパスの開

催などを支援しているところでございます。  

 加えて、県内７つの大学等で構成いたします大学コンソーシアム

富山におきましては、各大学等が連携しまして進学パンフレットを

作成し、県内高校１年生や中学２年生等に配布するなど、県内大学

の魅力をＰＲしており、こうした取組を支援しているところでござ

います。  

 今後とも、県内学生の県内大学への進学意欲が高まるよう、各学

校の特色ある大学づくりの取組を支援してまいりたいと考えており

ます。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）井上学君。  

   〔 18番井上  学君登壇〕  

○ 18番（井上  学君）ちなみに、成長戦略では「ウェルビーイング」
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という言葉は 61回、たしか出てきておるところでございます。本気

度が違います。  

 ２項目めに入ります。  

 ２項目めは、安全・安心に向けて５問質問いたします。  

 最初は、防犯カメラについて伺います。  

 県ではこれまで、学校周辺や通学路を含めた住宅街の犯罪の起き

やすい場所、いわゆるホットスポットを中心に、防犯カメラの設置

を推進してこられたと承知します。  

 また、 2019年４月から、防犯カメラの設置に対する支援として補

助金を交付してこられました。しかし、その補助金が今年度は廃止

されました。これから防犯カメラを設置しようとしておられた自治

会等には戸惑いがあると伺っています。  

防犯カメラの設置は、犯罪防止や通学路の安全確保に極めて効果

的であることは言うまでもなく、ウエルビーイング先進県を目指す

ためにも、安全・安心を確保することは重要な視点ではないかと考

えます。  

 県は市町村と連携して、ワンチームとなって防犯カメラの設置を

推進していくべきと考えますが、なぜ今年度から廃止することにな

ったのか、またこれまでの補助の実績と今後の対応について、知事

の御所見をお伺いします。  

 次に、県警察においては、平成 30年から５か年計画で、防犯カメ

ラの自治会等へのレンタル事業として貸出しを実施されています。

お試し期間が過ぎれば、その効果を各自治会等で検討されて、引き

続き買い取って設置するか返却するかを決めることになっています。  

 これまでのこのレンタル事業の実績とレンタル終了後の買取り実
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績を踏まえ、事業効果をどのように評価していらっしゃるのか伺い

ます。  

また、このレンタル事業は来年の９月末で５か年が経過し、予定

していた期限を迎えるわけですが、要望が多ければ事業の継続が必

要と考えますが、併せて警察本部長の所見を伺います。  

 次に、高齢者事故防止について伺います。  

 高齢者の運転による交通事故が立て続けに発生しております。逆

走や暴走による事故などが目立っていますが、ブレーキとアクセル

の踏み間違いの事故も多いと聞きます。一たび事故が起これば、被

害者に肉体的にも精神的にも大きな損失が発生します。加害者側に

も精神的、社会的な損失は大きなものがあります。  

 ブレーキの踏み間違いをはじめとする事故は、高齢者に限ること

ではなく、若者世代でも発生していると聞きますが、世代別に見た

本県の踏み間違いによる事故の現状はどうなっているのか、また高

齢者の事故防止に向けて今後どのように取り組むのか、警察本部長

にお伺いをいたします。  

 次に、安全装置の補助制度について伺います。  

 高齢者のペダル踏み間違いによる事故防止も狙いだった国のサポ

カー補助金も、昨年 11月で終了しました。全国では、独自で急発進

防止装置取付補助制度を創設している自治体もあるとお聞きします。

最近は、カーショップなどにおいて急発進防止装置などが数万円程

度で販売されています。  

 県内地場産業の実力をもってすれば、本県においても簡易で安全

で安価な装置を開発できるのではないかと期待するところでありま

すが、多発するブレーキとアクセルの踏み間違いによる悲惨な事故
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の撲滅に向けて、安全装置等の開発支援や装着に関しての補助制度

が必要であると考えますが、生活環境文化部長の御所見をお伺いし

ます。  

 この項目最後は、ドライブレコーダーの搭載促進について伺いま

す。  

 車に搭載するドライブレコーダーは、危険運転や交通事故の証拠

のほか自身の安全運転維持など、動く防犯カメラとしてその搭載効

果は高いと言えます。特に、他県でのあおり運転の事件映像が繰り

返しテレビ報道されたことから、ドライブレコーダーへの県民、国

民意識は高まっていると考えられます。令和２年度の国土交通省の

調査によりますと、自家用車への搭載率は全国で 53.8％となってお

り、増加傾向にあると聞いています。  

 そこで、本県におけるドライブレコーダーの搭載率はどうなって

いるでしょうか。また、県警察並びに県公用車へのドライブレコー

ダーの搭載状況についても伺います。  

 鳥取県では、全県民を対象に、１台当たり上限 3,000円で設置補

助制度を設けておられたと聞きます。本県においても、広くドライ

ブレコーダーの効果を啓発するとともに、補助制度を設けて設置の

促進を図るべきと考えますが、生活環境文化部長の御所見をお伺い

して２項目めの質問を終わります。  

○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）防犯カメラの設置についての御質問にお答えを

いたします。  

 まず、本県では北陸新幹線の開業― 2015年３月ですが―に伴
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って、交流人口の増加が当然見込まれました。あの頃は、新幹線と

ともにあまり歓迎できない人も都会から来るのではないかと、そん

なこともよく言われました。その対策として、平成 25年度から 27年

度の３年間で、市町村による駅周辺や犯罪多発地帯での防犯カメラ

の設置に関して、延べ 119地区、 232台の防犯カメラ設置について支

援をいたしました。  

 その後、平成 30年に奥田交番の襲撃という痛ましい事件がありま

した。また、一般住宅への銃撃事件など住民の不安感が高まる事件

が発生したことから、子どもの安全確保と地域防犯力の強化に関す

る有識者会議、この会議からの提言を踏まえまして、令和元年度か

ら昨年度までの３年間で、地区安全なまちづくり推進センターを事

業主体として、住宅地、通学路、公園などへの防犯カメラの設置に

関して延べ 194地区、 340台に支援をいたしました。これによりまし

て、今のところ累計で全市町村の延べ 313地区、 572台への支援とい

うことになります。  

 昨年度で終了した地区安全なまちづくり推進センターを事業主体

とした支援につきましては、令和元年度の事業開始の際に、防犯カ

メラを設置する地区数の目標を 200地区と設定しておりました。昨

年度でおおむねこの目標が達成されたということ、それから、３年

間というのはそれぞれの自治会さんでも設置を検討される期間とし

てはある程度十分なのではないかと、このようなことを考え、昨年

度で終了したものであります。  

 ただ、県民の安全・安心の確保は大変重要なことであります。議

員御指摘のように、戸惑われている自治会もあるということでした

ので、地域の実情を十分にお聞きをして、県内の防犯、地域、事業



 －１６－ 

所等の関係団体と行政で構成しております安全なまちづくり推進本

部会議、この場で協議をしてまいりたいと考えます。  

 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）私からはまず、防犯カメラ貸出し事業に

ついての御質問にお答えいたします。  

 防犯カメラ貸出し事業は、地域における防犯カメラの自主的な設

置の促進を図ることを目的として、申請のあった町内会、自治会や

防犯組合等に対して防犯カメラを無償で貸し出し、設置効果を体感

していただくものであり、平成 30年 10月から５か年計画で実施して

おります。事業開始から本年５月末まで計 372台を貸し出し、うち

345台、約 93％が買取りとなって継続利用をされているところでご

ざいます。  

 この事業は、先に効果を試していただき、納得をいただいた上で

費用を負担していただくという点では、越中富山の薬売りの先用後

利の考え方を生かした手法と言え、本県にふさわしい取組ではない

かと考えております。  

 その具体的な効果につきましては、防犯カメラは、子供や地域の

見守り活動のため学校周辺や通学路、交通要点等に設置することで、

犯罪の抑止と地域の安全・安心の醸成に有効であり、令和３年３月

に実施をしましたアンケート調査でも、貸出し先の約 92％から地域

の安全・安心を実感しているとの回答をいただいています。  

 また、地域の見守りについては約 80％、子供の安全確保では約

71％の方から、役立っているとの回答をいただいており、本事業に
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は一定の効果があるものと考えております。  

 県警察では、令和３年２月の富山県警察の機能強化を考える懇話

会における、さらなる防犯カメラの設置促進と効果的な活用に努め、

官民一体となって安全なまちづくりに取り組むことが重要という御

提言も踏まえまして、今後も地域の自主的な防犯カメラの設置促進

に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。  

 続きまして、ブレーキとアクセルの踏み間違い事故についての御

質問にお答えいたします。  

 当県におけるブレーキとアクセルペダルの踏み間違いによる事故

は、平成 29年から本年５月までに 151件の人身事故が発生しており

ます。年代別で見ますと、全件数の約半数、 48.3％に当たる 73件が

65歳以上の高齢運転者による事故でございます。そのうちの 44件は

75歳以上の高齢運転者によるものとなります。一方、 16歳から 24歳

までの若年運転者による事故は 17件と、全件数に占める割合は約

11％となっております。  

 これは、免許人口１万人当たりの数字で見てみますと、全世代の

平均は約 0.4件。世代別で見ますと、 65歳以上の高齢運転者と若年

運転者はともに約 0.6件と平均を超えているという状況であります。

さらに、 75歳以上の高齢運転者に限ってみますと、約 1.0件と高い

数値となっているところでございます。  

 さらに、このブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故のうち

死亡事故に限ってみますと、平成 29年から本年５月までに７件発生

しておりますけれども、その全てが 75歳以上の高齢運転者によるも

のとなっております。  

 この要因ということなんですけれども、高齢運転者の場合は、加
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齢に伴う様々な身体機能の低下が運転に少なからず影響し、ペダル

操作の誤りなどの原因となっていることが考えられます。  

 一方、若年運転者は、免許取得から間がない、運転操作に不慣れ

という点がありますが、身体機能が高いことから、踏み間違ったと

しても踏み間違いにすぐに気がついて回避行動を取ることができる

ことによって、衝撃が軽減され重大な事故には至らない場合がある

のではないかというふうに考えているところであります。  

 したがいまして、高齢運転者によるブレーキとアクセルペダルの

踏み間違いによる事故は、重大な事故に至る場合も少なくないとい

うことでございます。  

 この種の事故の防止に向けまして、県警察では、高齢運転者の身

体機能の低下等を補う安全運転サポートカーの試乗運転等による普

及啓発、ドライブレコーダーを活用した検証を実施するシルバード

ライビングスクールの開催、加齢に伴う身体機能の低下を正しく自

覚して、より慎重な運転を心がけていただく、やわやわ運転自主宣

言などを今後も推進していくとともに、本年５月 13日から施行され

ました改正道路交通法に設けられたサポートカー限定免許制度につ

いても高齢者講習等を通じて周知を図るなど、様々な手段を用いて

高齢者の交通事故防止に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。  

○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）私からは、まず、乗用車の安全装

置などに関する質問についてお答えをいたします。  

 議員御指摘いただきました急発進防止などの安全装置につきまし
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ては、令和２年の国土交通省のデータによりますと、全国で、衝突

被 害 軽 減 ブ レ ー キ 、 い わ ゆ る 自 動 ブ レ ー キ の 新 車 へ の 搭 載 率 が

95.8％、ペダル踏み間違い時の急発進抑制装置の新車への搭載率は

90.8％となってございます。  

 こうした中、国では、新車への自動ブレーキの装着を令和３年 11

月から段階的に義務化、これを進めております。今後、さらに自動

ブレーキやペダル踏み間違い時の加速抑制装置を搭載した、いわゆ

る安全運転サポートカーが普及していくと見込まれるところでござ

います。  

 また、今ほどの警察本部長の答弁にもあったとおり、本県でのブ

レーキとアクセルの踏み間違いによる事故の約半数が 65歳以上の高

齢運転者によるものとなってございます。  

 こうした状況を踏まえまして、県としましては、安全運転サポー

トカーの同乗体験など、高齢者が先進安全技術について知る機会や

運転支援機能を体験できる機会を増やしますほか、一方では、この

運転を支援するシステムが、条件によっては作動しない可能性もあ

る、あくまでも補助機能であるというようなことの周知にも取り組

むなど、まずは高齢者を中心とした事故防止対策に努めてまいりた

いと考えております。  

 御提案の補助制度などにつきましては、他県の取組状況等も参考

に、その必要性などについて研究してまいりたいと考えております。  

 次に、ドライブレコーダーに関する質問にお答えいたします。  

 ドライブレコーダーの県内における搭載状況ですが、残念ながら

調査されたものがないということで、把握できない状況でございま

す。  
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 また、県警察のほうでは車両全てに搭載しております。また、県

の公用車では、除雪車等特殊車両を除いた約３割が搭載しておりま

す。  

 ドライブレコーダーは、事故発生時の映像が記録されますことで

客観的な検証が可能になり、事故原因の解明に役立つものでござい

ます。また、これを設置しますことにより、運転者の安全意識の向

上にもつながると考えられております。  

 このため、県としましては、県警察が配信しておられますセーフ

ティードライバーズ情報など、県民への情報発信手段を活用させて

いただくなどして、その効果の周知を図ってまいります。また、県

警察や関係機関、団体等と連携し、各種会議や研修会、交通安全教

室など、様々な機会を通してその効果の啓発に取り組んでまいりま

す。  

 御提案の補助制度につきましては、他県の取組なども参考に、そ

の必要性などについて研究してまいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）井上学君。  

   〔 18番井上  学君登壇〕  

○ 18番（井上  学君）最後の項目は、人づくりに向けて４問伺います。  

 まず、富山県民は睡眠不足が全国ワーストワンだと。運動不足も

全国 45位というショッキングな調査結果が昨年公表されました。  

 協会けんぽ富山支部がまとめた 2019年度の健康診断データでは、

県内の睡眠不足の人の割合は 48.4％となり全国ワースト、運動不足

も 72.6％で全国 45位と低迷いたしました。  

 県では、これを受けて昨年秋に、ぐっすりとやまキャンペーンを
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実施されたと承知しますが、その参加状況はどうだったのでしょう

か。また、これまで県民の睡眠の確保に県としてどのような対策を

講じてこられたのか、お伺いします。  

 ウエルビーイングという言葉には、幸福のほかに健康という意味

もあるそうであります。十分な睡眠を取って健康増進を図ることは、

ウエルビーイング向上に欠かせない要素だと考えます。まずは、ぐ

っすりと眠ることができる社会、地域づくりが大事と考えますが、

知事の御所見を伺います。  

 次に、主権者教育について伺います。  

 世界的に見て、日本における若年層の投票率は諸外国と比較して

低い水準であり、若者の政治離れが顕著であると言われています。

令和元年の参議院議員選挙から 18歳の投票が認められました。 18歳

の投票率は高い傾向にあるものの、 19歳になるとその数値は低下し、

政治への参加、自らが主権者なのだという意識醸成の定着には道半

ばであると言えます。  

 主権者教育は、働くことの意義や、税、社会保険といった負担を

自分事として理解し、財政健全化や社会保障をはじめとした県民の

権利や義務など、国民生活を営む上で必要な知識の前向きな蓄積に

つながると考えます。  

 義務教育段階から主権者として必要な資質を育むことが重要と考

えますが、本県の現状と今後の取組について、教育長に伺います。  

 次に、裁判員制度について伺います。  

 今年の４月から成人年齢を 18歳に引き下げる民法の改正と少年法

の改正に伴って、裁判員に選ばれる年齢も 18歳以上となり、来年以

降、高校生が裁判員に選ばれる可能性があります。  
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 これを受け文部科学省は、３月、全国の教育委員会に対し、高校

生が裁判員として裁判に参加した場合は欠席として扱わないように

通知しました。併せて、学習に著しい遅れが生じないよう、補習を

実施するなど必要な措置を講じるよう求めています。また、裁判員

として参加する場合は、専門的な法律の知識や事前の勉強は必要な

いことなども伝えています。  

 しかしながら、多くの高校生は、これまでの学校教育の中で政治

や社会の仕組みを学ぶことはあっても、社会が直面する課題や選挙

などを自分事として考える機会は少なく、社会経験の乏しさが懸念

されます。  

 そこで、本県としてのこの課題への対応について、教育長の所見

を伺います。  

 最後に、大学生の就職活動について伺います。  

 今年４月、経団連と大学側の産学協議会が、就職活動解禁前のイ

ンターンシップに参加した学生の評価を、企業が採用選考で活用で

きるようにすることで合意しました。早ければ 2024年度の卒業生か

ら適用されるとのことです。就職活動の前倒しに拍車がかかること

になりそうであります。  

 現行の就活ルールは、３年生の３月に会社説明会、４年生の６月

に面接などの選考を解禁し、内定は 10月以降としています。しかし、

大手就職情報会社によると、来年３月卒業予定大学生の６月１日現

時点の内定率は、既に 73.1％に上ります。内定先の多くがインター

ン参加企業であります。就活解禁前のインターンが実質的に早期選

考の場になっているということであります。  

 インターンが採用に直結するなら、学生はより早い段階で志望を
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固め、会社を絞り込む必要に迫られるわけで、早ければ２年生の段

階から就活の準備を始めなければなりません。学業のほか、部活動

やボランティア活動など、大学生としてやるべきことが犠牲になる

ことはないのか心配になります。  

 あまりに早い時期に志望先を決めることで、ミスマッチによる早

期離職も懸念されます。何らかの事情でインターンに参加できなか

った学生が著しく不利益になることはないのでしょうか。学生にと

ってよりメリットが大きい就活の在り方を関係者は引き続き模索す

るべきと考えますが、県としてこの問題をどのように捉えておられ

るのか、商工労働部長にお伺いをして、私の質問を終わります。  

 御清聴ありがとうございました。  

○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）ぐっすりとやまキャンペーンの御質問にお答え

します。  

 令和元年度のデータに基づいて昨年７月に協会けんぽ富山支部が

発表された資料では、富山県は睡眠で休養が十分取れていないとさ

れる方の割合が 48.4％、全国ワースト。また、令和２年度の本県の

調査では、働く世代において、ストレスあるいは仕事で帰宅が遅い

などの原因で、熟睡困難あるいは慢性睡眠不足など睡眠の満足度が

低下している実態が確認されました。  

 睡眠不足というのは、言うまでもなく、生活習慣病につながった

り、また生活の質が落ちる、ひいては医療費が高くなってしまう、

そんなことにつながるわけですから、県民の睡眠習慣の改善、また

運動習慣をつけるということ、これは富山県の健康課題の一つと捉
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えております。  

 このため本県では、議員御指摘いただいたように、令和３年度に、

チーム対抗で睡眠習慣の改善に取り組むぐっすりとやまキャンペー

ンを実施しました。家族や仲間、職場でチームをつくっていただい

て、 243チーム 1,352人の方に御参加いただきました。アンケートの

回答者の約６割の方から睡眠満足度が向上したという、そんな実感

をされたというお答えをいただいています。  

 本年度は、このチーム対抗キャンペーン―昨年実施したものに

加えまして、新たに９月に睡眠に関するシンポジウムを開催いたし

ます。また、働く世代の睡眠習慣の改善を図っていくために、県内

の企業や団体に質のよい睡眠に関する出前講座の講師も派遣をして

いるところでございます。このような支援策を取っています。  

 また、長時間労働が疲労の蓄積あるいは睡眠時間の短縮、また睡

眠の質の低下につながることから、健康経営を推進し、従業員の健

康づくりに取り組まれている企業を顕彰する、とやま健康経営企業

大賞という制度をつくりまして、こういった企業を顕彰しておりま

す。この中では、たばこ対策あるいはがん対策とともに運動習慣も

重視をする、そんなこともこの顕彰のポイントにして、企業からこ

のような健康づくりに取り組んでいただきたいと、そんな施策も実

施をしています。また、楽しんでウオーキングができる、そのよう

なアプリも公開をしてお使いいただいているところでございます。  

 いずれしましても、十分な睡眠、また運動習慣、これは健康増進

の重要な要素でありまして、おっしゃるように、ウエルビーイング

の向上の言わば必要条件だというふうに考えております。今後も、

睡眠習慣、また運動習慣の改善に取り組んでいきたいと考えており
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ます。  

 私からは以上です。  

○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、まず主権者教育の取組についての

御質問にお答えいたします。  

 選挙権年齢が満 18歳以上に引き下げられたことにより、学校教育

においては、これまで以上に主権者教育の充実を図ることが必要で

あり、各学校では、教科だけでなく学校の教育活動全体を通じて

様々な学びの場を設けております。  

 まず、義務教育段階では、社会科を中心に家庭科、道徳科など教

科横断的に、政治、経済、消費者の権利、勤労精神などについて学

んでおります。さらに、県内の税務署や社会保険労務士会、市町村

の選挙管理委員会などと連携した出前授業や、実際の投票箱や投票

用紙記載台などを使用して生徒会選挙を実施するなどしております。  

 高校では、公共などの授業で、よりよい社会の実現を目指して主

体的に取り組む態度を育成しております。また、県選挙管理委員会

と連携した模擬選挙などの出前授業や、高校生とやま県議会におけ

る議会形式の意見発表などの実践的な取組を行っており、これまで

も小中高を通じて、主権者意識や主体的な社会参画に必要な資質が

身につくよう工夫した取組に努めております。  

 議員御指摘のとおり、高校卒業後も意識が定着するよう、義務教

育段階からしっかり取り組むことが重要と考えております。  

 昨年度、県議会で実施された出前講座は、議員の皆さんから直接

お話をお聞きすることで、政治参加意識の高まりにつながる教育的
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価値が高いものでございまして、例えば、こうした取組を市町村教

育委員会や校長会に情報提供し、今後の取組の充実の参考にしてい

ただくなど、今後とも選挙管理委員会や県議会などとも連携して主

権者教育の充実に努めてまいりたいと考えております。  

 次に、高校生が裁判員に選ばれる可能性があることへの対応につ

いての御質問にお答えいたします。  

 平成 21年に裁判員制度がスタートいたしましたが、今年４月の成

年年齢引下げにより、高校生など 18歳の生徒が在学中に裁判員とな

ることが可能となりました。選挙権年齢の引下げを含めた社会の大

きな制度変更により、高校生には、社会の一員としての自覚を持つ

だけではなく、実際に積極的に社会参加することが求められており

ます。  

 このため、高校では、主権者教育に積極的に取り組みますほか、

総合的な探究の時間などの授業において、地域社会が抱える課題等

に対し、根拠に基づき論理的に自己の考えをまとめたり意見を主張

したりする課題解決能力の育成に取り組んでおります。  

 また、社会体験の一つとして実施するインターンシップは、学校

での学びが実社会でどう生きるかを実感することで、地域や社会へ

の理解を深め、企業等の課題や社会経済について考えるきっかけと

しております。  

 これらの教育活動は、社会経験のまだ少ない高校生の社会参画へ

の意識を高め、社会課題の解決を自分事として捉えるなど、構成員

の一人として主体的に社会の形成に参画する態度の育成につながる

と考えております。  

 高校生が裁判員として評議、評決の場において意見を述べること
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となった場合にも、公正に考え、自身の考えを正しく主張できるよ

う、今後も社会の諸課題を多面的、多角的に考える力を育む教育の

充実に努めてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○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）私からは、インターンシップの在り方

についてお答えをいたします。  

 インターンシップの在り方につきましては、これまで経団連と全

国的な大学のトップによる産学協議会におきまして、就業体験を伴

う質の高いインターンシップを根づかせ、学生と企業との間のマッ

チングを高めていく視点から議論が行われてきたところであります。  

 本年４月 18日の会議におきまして、就業体験の要素を確保するた

めの期間や内容等の要件を設定した上で、該当するインターンシッ

プに参加した学生の情報につきましては、企業が採用選考活動で活

用できる方向での報告書が取りまとめられたところでございます。  

 これを受けまして、同日開催されました経済産業省、文部科学省、

厚生労働省等で構成されます、就業・採用活動日程に関する関係省

庁連絡会議におきまして、インターンシップの推進に当たっての基

本的な考え方―三省合意というふうに言われておりますが、それ

につきまして、同報告書を踏まえた改正を行う意向が示されたとこ

ろであります。  

 この連絡会議におきましては、インターンシップを受けないと採

用選考のためのエントリーができない、または内定が得られないと

いった誤解が生じないよう周知が必要という意見、それから学生が
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不利益な取扱いを受けることにならないよう、大学や企業に労働関

係法令を十分理解してもらうことも重要といった意見が述べられて

おります。今後、これらの意見を踏まえた検討がなされるものとい

うふうに考えております。  

 県といたしましては、これらの検討状況や対象となりますインタ

ーンシップがどの程度実施されるのか、そういったことにつきまし

て注視をいたしますとともに、引き続き富山県の産学官による県イ

ンターンシップ推進協議会等におきまして、関係機関とも十分連携

しながら、学生及び企業にとって望ましい適正で質の高いインター

ンシップの実施を推進してまいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）以上で井上学君の質問は終了しました。  


