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 午後１時 00分開議  

 

○議長（渡辺守人君）休憩前に引き続き会議を開きます。  

 亀山彰君。  

   〔 13番亀山  彰君登壇〕  

○ 13番（亀山  彰君）自民党新令和会の亀山です。  

 日常生活も徐々に新型コロナ感染症拡大前に戻りつつありますが、

我々も決して気を緩めることなく対策を続けていきたいものであり

ます。  

 さて、本県出身の川除大輝選手におかれては、先日の北京パラリ

ンピックでの金メダル獲得、誠におめでとうございます。  

 川除選手は前回の平昌大会にも出場されましたが、今回、当時雄

山高校で同級生であった廣瀬崚選手や、３月に同校を卒業された岩

本美歌選手も出場されていました。  

 先日、富山県民栄誉賞贈呈式で知事は、全国、世界で活躍できる

選手の育成や、誰もがスポーツを楽しむことができる環境整備など

に取り組むと挨拶されていました。  

 次回イタリアで開催予定の冬季大会においても、川除選手が３大

会連続で、また、雄山高校出身のほかの選手も出場されることを期

待しております。  

 それでは、質問に入らせていただきます。  

 初めに、６月補正予算編成とコロナ対策について５点伺います。  

 まず、６月補正予算の編成について伺います。  

 県が４月に実施した県内事業者向けのアンケート調査では、物価
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の高騰について回答した事業者の約 85％が「大きな影響が発生」ま

たは「多少の影響が発生」していると回答しています。長引くコロ

ナウイルスの影響、さらにはウクライナ危機などの影響も加わり、

ものづくり県富山の経済に多大な影響が出ているところです。  

 ４月下旬、政府が物価高騰への緊急経済対策をまとめたことを受

け、知事は速やかに６月補正予算案を本定例会に提案され、スピー

ド感を持って対応されたことは誠に評価されるものであります。  

 そこで、今回の補正予算の編成に当たり、県内経済の状況をどう

認識し、どのような対策を講ずることにしたのか、新田知事に所見

を伺います。  

 次に、コロナ禍における県内中小企業への支援について伺います。  

 県では、さきの令和３年度２月補正予算や令和４年度当初予算な

どによって、県内中小・小規模事業者などに対し緊急的なパッケー

ジ支援を実施してきました。中でも昨年度実施した富山県中小企業

リバイバル補助金は、ビヨンドコロナを見据え意欲的な取組を幅広

く支援するものであり、大変好評でありました。  

 その効果を分析し、特に優秀な取組については情報共有を図って

いくことが重要であると考えます。  

 そこで、これまでの支援について、その状況をどのように認識し、

得られた成果などを今後どのように生かしていくつもりなのか、中

谷商工労働部長にお伺いいたします。  

 次に、ワクチン接種について伺います。  

 現在の新規感染者の傾向は若い世代が目立っており、重症化しな

いからよいというわけでは決してなく、いかにしてその３回目接種

を広げるかが喫緊の課題であります。知事もテレビＣＭなどで接種
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を呼びかけておられますが、そのメリットをどう訴えるかがポイン

トになると考えます。  

 一方、４回目接種に当たっては、幅広く接種を求めてきたこれま

での戦略から転換し、重症化しやすい方たちの予防に軸足を置く方

針で、５月末からは県内一部の自治体でも接種が始まりました。  

 迅速かつ効率的に接種を進めるためには、より丁寧な説明が求め

られています。そこで、これまでのワクチン接種の状況と課題をど

のように分析し、今後どのように感染者数を抑え込んでいくのか、

また、重症化予防の観点からは治療薬の確保も重要となると考えま

すが、どのように努めていくのか、併せて木内厚生部長に所見を伺

います。  

 次に、アラートやステージの考え方について伺います。  

 本県では、第６波の到来に合わせて県独自の警戒レベルを２に引

き上げるも、まん延防止等重点措置の適用はせず、経済活動との両

立を目指されました。  

 ４月下旬の共同通信の調査によれば、まん延防止等重点措置につ

いて、本県を含む 34府県、約７割が見直すべきと回答しました。  

 現在オミクロン株の派生型への置き換わりが進む中、今後は飲食

店中心からの転換や、高齢者や教育関連施設での対策強化を図るべ

きとの意見が半数を占め、我が会派も同様の認識であります。  

 知事はこれまで、蔓延が再拡大する場合にはちゅうちょなくステ

ージの引上げやアラートの発令などを行うとのスタンスでありまし

たが、今後の再拡大を見据え現在どのような認識でいるのか、第６

波での対応も踏まえ、知事に所見を伺います。  

 次に、医療提供体制の在り方について伺います。  
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 オミクロン株の流行による第６波では、１日当たりの感染者数は

高止まりで推移し、多くは軽症や無症状、自宅療養者は一時的に

4,900人台まで膨らみました。  

 その結果、県厚生センター業務は多忙を極め、自宅療養者への健

康観察などが手薄になる中、かかりつけ医が解熱剤を処方し、厚生

センター職員などと共に経過観察を行うなど、身近な開業医ら医療

従事者によるサポートが求められる状況になりました。  

 こうした中、先日、富山経済同友会は、医療提供体制の在り方に

関する提言書をまとめられました。提言では、富山医療圏の 2020年

の許可病床数が 2025年の必要病床数を 28％上回る病床過剰となり、

建て替え時期が同時期になる富山市内の４病院について、地域医療

連携推進法人の設立を軸とした再編統合が望ましいと述べています。  

 そこで、コロナ禍、また中長期的に人口減少が進む中、質の高い

地域医療を維持することは重要であり、この提言をどう受け止めて、

今後策定する次期医療計画にどのように反映していくのか、知事に

所見を伺います。  

 次に、産業経済の活性化、インフラ整備について３点伺います。  

 まず、後発薬大手企業の経営再建動向と本県経済への影響につい

て伺います。  

 昨年、国の承認基準と異なる方法で医薬品を製造していて、県か

ら業務停止命令を受けた日医工株式会社は、経営再建を目指すため、

先月、事業再生ＡＤＲを申請しました。  

 昨年 11月定例会において知事は、関連産業の事業者など影響は広

範にわたっており、くすりの富山の信頼を再構築することが重要で

あると答弁されました。  
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 現在、信頼回復に向けて取組が進められていることと思いますが、

今回の発表を受けて、県内金融機関、取引先である関連産業事業者

の経営や雇用へのさらなる影響が心配されます。  

 そこで、このたびの発表をどう受け止め、その影響をどのように

認識し、今後どのような対策を講ずるべきと考えているのか、知事

に所見を伺います。  

 次に、創業支援センターとまちづくりについて伺います。  

 富山市蓮町に 10月オープン予定の創業支援センターと創業・移住

促進住宅の愛称がＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡに決まりました。  

 先日視察させていただきましたが、センターは県内で創業を目指

す人や創業５年以内の人を対象に起業家同士の交流を図り、また、

県外からの移住者や富山で生活を体験したい人たちを対象に、地域

住民との触れ合いや、異業種、多世代の人との出会いを楽しめる施

設になるとのことでありました。  

 全国でも先駆的な職住一体の施設となるものと期待は寄せますが、

にぎわい創出という面からはややインパクトに欠けるのではないか

と思います。  

 周辺には富岩運河や馬場記念公園もありますが、にぎわいのある

まちづくりには都市計画道路東岩瀬線の整備や岩瀬スポーツ公園の

魅力向上が不可欠ではないかと考えます。今後どのように整備して

いくのか、現在の整備状況と併せて、市井土木部長に所見を伺いま

す。  

 次に、地熱発電について伺います。  

 コロナウイルスやウクライナ危機などを契機に、世界的にエネル

ギーの供給不安や価格高騰が危惧されています。国内にあっても電
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力供給の綱渡りの状況が続いており、３月には 41年ぶりの値上げ幅

となったエネルギー価格が企業経営や家計にのしかかっています。  

 再生可能エネルギーの利用に向け、県からは立山カルデラ内の立

山温泉地域で進めていた地熱発電所計画について、さきに、開発可

能性は残されているものの、事業化の判断には懸念があるとの報告

がありました。  

 しかしながら、地熱発電は二酸化炭素をほぼ排出しない、 24時間

安定的に供給できるベースロード電源であり、先月 18日の知事と県

選出国会議員との懇談においても、立山での地熱発電に挑戦すべき

との発言もあったとの報道もありました。  

 そこで、地球環境問題の取組を後退させることなく、将来の可能

性に向けて産学官が連携し、国へ支援を求めるなど粘り強く事業化

の道を模索し続けるべきと考えますが、横田副知事に所見を伺いま

す。  

 次に、デジタル化の推進、隣接各県や産学官、市町村との連携推

進について４点伺います。  

 まず、北陸の十字路構想実現に向けた隣接各県との連携強化につ

いて伺います。  

 今年３月、本県小矢部市出身の馳浩石川県知事が誕生しました。

就任後、女性副知事の登用や成長戦略会議創設の意向を示されるな

ど、選挙期間中にお互いを応援されていた知事には共感するところ

も多いのではないかと思われます。  

 石川県とは、昨年、７年ぶりの知事懇談会を開催し、当時の谷本

知事と、北陸新幹線や県際道路の整備促進、広域観光の推進などに

ついて連携していくことを確認されました。  
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 知事が富山八策で掲げる北陸十字路構想の実現には、北陸３県は

もとより、隣接各県との観光、産業面をはじめ様々な分野における

交流の充実、そしてウィン・ウィンの関係構築が重要と考えます。  

 そこで、馳石川県知事をはじめ隣県各知事と密接に意思疎通を図

りながら、広域連携の一層の強化を図るため、例えば知事懇談会の

開催なども含めて今後どのように取り組んでいくのか、知事に所見

を伺います。  

 次に、成長戦略の市町村への展開について伺います。  

 知事は、ウエルビーイングを中心とした富山県成長戦略の策定に

当たり、自ら県内市町村を直接訪問し成長戦略ビジョンセッション

を開催したほか、３月には成長戦略の発信と実現に向け、成長戦略

カンファレンス「しあわせる。富山」を開催し、戦略の６つの柱に

ついて県内外の有識者らと意見を交わし、ウエルビーイングの向上

と併せて関係人口 1,000万人を目指し、様々な人や事業者との連携

を強化することで新たな成長へとつなげていくことを確認されまし

た。  

 戦略実現に向けて市町村への展開を一層積極的に進めていくべき

と考えますが、今後どのように取り組んでいくつもりなのか、知事

の所見を伺います。  

 次に、デジタル田園都市国家構想について伺います。  

 先日、国が公表した構想実現に向けた基本方針（案）では、地域

の取組を後押しする６つのビジョンを示し、デジタルの力を全面的

に活用し、ウエルビーイング、サステナビリティーの実現を目指す

ものとされています。  

 具体的には、デジタル技術を活用して農林水産業の生産性を高め
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るとともに、オンライン診療などで地域の課題を解消することなど、

今後さらなるデジタル技術の浸透によって、地方創生の取組が一層

効率的に推進できる環境が整うことが期待されます。  

 県では、先月開催した成長戦略会議においてアクションプランを

効果的に推進していくこととしていますが、これはいつまでに何を

具体的にすべきか不明な部分があります。  

 構想実現に向けて、具体的な行動指針をプランに落とし込み、手

段を定め、現状を客観的に判断し柔軟に対応を進めるため、ＰＤＣ

Ａサイクルも取り入れた進捗管理を行うなど、取組を積極的に展開

すべきと考えますが、知事に所見を伺います。  

 次に、女性活躍の推進について伺います。  

 県では、市町村と課題を共有し連携協力体制を深化させ、ワンチ

ームとなって重要な課題を解決するため、市町村と連携した施策検

討を行っておられます。  

 男女共同参画社会基本法が制定され 20年以上が経過していますが、

昨年７月に内閣府が公表した全国女性の参画マップによると、本県

の地方公務員採用試験（上級試験）からの採用者における女性の割

合は、全国 35位にとどまっています。一方で、県の管理職に占める

女性の割合は全国４位、また県内市町村は全国２位であります。  

 「ワンチームとやま」連携推進本部会議によるトップ同士の連携

も重要だが、その一環として職員同士がテーマを超えた連携を深め

ることも必要と考えます。  

 県では去る２月、組織の活性化、職員研修の充実の取組として、

市町村とのワンチーム研修などを行う予定と発表されました。例え

ば、女性職員同士がネットワークの構築を深化させることは、女性
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活躍の推進にも寄与するものと期待するが、今後どのように取り組

むのか、南里地方創生局長に所見を伺います。  

 次に、農林水産業の振興、持続可能な地域づくりについて３点伺

います。  

 まず、食料安全保障、みどりの食料システム戦略などについて伺

います。  

 我が国の食料自給率の最新値によれば、カロリーベースで 37％と

諸外国に比べ低い水準にあります。実際これが低いことのデメリッ

トを日常実感することはありませんが、私たちは国内で食料調達で

きないリスクを抱えています。岸田総理も、「世界中で食料不足と

食材の価格高騰が続いている。日本の農業に関しては食料自給率を

上げないといけない」と語っています。  

 国のみどりの食料システム戦略の中でも、持続的な食料システム

の構築は、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を確かなものに

することにもつながるとされており、また、豊かな食生活の実現は、

多様な人々が共生する地域社会の形成とウエルビーイングの向上に

つながることなどが期待されています。  

 そこで、将来にわたって食料の安定供給を図るためには、災害や

温暖化などに強く、生産者の減少やポストコロナを見据えた農林水

産業をしっかりと推進していく必要があると考えますが、今後どの

ように取り組んでいくのか、横田副知事に所見を伺います。  

 次に、地域交通ネットワークの構築について伺います。  

 ＪＲ西日本は、４月に、１日の利用客が１キロメートル当たり

2,000人未満の路線を赤字路線として初めて公表し、今後の鉄道の

在り方を地域と協議して考えたいと述べられました。  
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 県内３区間については公表対象外区間でしたが、いずれ議論は避

けられないのではないかと大変危惧するところであります。  

 今後、アフターコロナと人口減少時代を踏まえ、例えばＭａａＳ

や自動運転など最新技術の実装も進めながら、官民連携や交通事業

者相互間の連携、さらには他分野との共創を推進するとともに、地

域交通ネットワークを持続可能な形でデザインを刷新、再設計する

―リデザインをすることが喫緊の課題と考えます。  

 こうした中、県は 2023年度末までに策定予定の地域公共交通計画

にあって、どのような視点に着目して計画策定に取り組むのか、ス

ケジュールと併せて知事に所見を伺います。  

 次に、富山きときと空港の活性化について伺います。  

 国内線の令和３年度東京便の利用者数は、２年度比 38.3％増とな

ったものの、コロナ禍前の元年度と比べて４分の１にとどまるなど、

依然厳しい状況であります。また、国際線は運休が続く中、５月に

予定されていた日台観光サミットが延期になるなど、歯がゆい状況

が続いています。  

 一方、明るい話題としては、３月下旬に県とＡＮＡが包括連携協

定を締結し、国内外からの誘客強化、移住・定住も促進し、関係人

口の拡大などの取組をスタートされました。また、岸田総理は６月

10日から観光入国を再開すると表明されました。一日も早い国際便

の再開が期待されます。  

 空港の運航正常化に向け、観光やビジネスなど国内外からの誘客

強化による利用促進に努めることは、ひいては県民のウエルビーイ

ングにつながるものと考えます。  

 そこで、国際線の運航再開を見据え、事前に取組を始めておく必
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要があると考えますが、今後どのように取り組むのか、田中交通政

策局長に伺います。  

 次に、文化観光、子供家庭政策の推進、教育環境の充実などにつ

いて４点伺います。  

 まず、文化観光による地域活性化について伺います。  

 文化観光推進法に基づき、美術館や博物館などを拠点に、文化財

を観光資源として国内外に発信することで地域の活性化を図る取組

が全国的にも進められています。  

 我が地元、立山町には、昨年開館 30周年を迎えた立山博物館があ

ります。立山曼荼羅の世界を体感できる遥望館などを中心に、布橋

灌頂会の舞台である布橋など、施設と歴史的遺構が有機的に結びつ

いた多彩な文化資源であります。  

 加えて、立山室堂や称名滝のほか、世界文化遺産登録を目指す常

願寺川砂防施設群や立山カルデラ砂防博物館など、エリア全体を文

化的な価値を一体のものとして発信していくことで、全国に類のな

いブランディング戦略に結びつくものと考えています。  

 そこで、本県にも地域活性化に資する文化的な拠点が数多く存在

しており、県文化振興計画の改定に当たって、文化観光の観点もぜ

ひ取り入れるべきと考えます。今後どのように取り組むのか、廣島

生活環境文化部長に所見を伺います。  

 次に、子供家庭政策について伺います。  

 国では来年４月にこども家庭庁が設置されます。県においても、

今年度、子供関連施策を総合的に推進するためこども家庭室を設置

され、安心して子育てできる環境の整備が進められることが期待さ

れています。  
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 子供をめぐる諸問題については多様化、複雑化しており、子供だ

けではなく母親や家庭を含む包括的な支援が必要です。こうした中、

今後、児童相談所が果たすべき役割はますます大きくなるものと考

えられますが、県では、今年度、児童相談所が果たすべき機能強化

の在り方を検討し、基本計画を策定するとのことであります。  

 そこで、現在整備を検討中の富山児童相談所については、医療機

関や支援施設などとの連携可能な複合拠点化について会派でも要望

を行ったところですが、これまでの検討の進捗状況について、課題

や今後の取組方針も含めて知事に所見を伺います。  

 次に、魅力ある職業高校づくりについて伺います。  

 我が会派では、ふるさと富山を愛する人を育てる教育環境の充実

のため、これから産業を支える工業系の高度専門人材の育成につい

て要望を行ってきました。  

 県立工業高等専門学校の設立検討についての質問に対して、知事

からは、国立高専や県立大学、富山大学、県立高校の工業科がそれ

ぞれの役割を担い、県内産業を支える多くの人材を輩出していると

の答弁がありました。  

 今後ウエルビーイング先進県を目指すには、例えば県立の工業高

校を５年制として、より実践的、創造的な技術者を養成できる体制

づくりを進めることも視野に入れるべきではないでしょうか。  

 そこで、職業教育における県内の大学、高専、高校のそれぞれの

役割と現状をどう評価し、幼児期、小中学校からの切れ目ないキャ

リア教育にどのように取り組んでいくのか、蔵堀副知事に所見を伺

います。  

 次に、Ｇ７教育大臣会合について伺います。  



 －１３－ 

 実現すれば、 2016年の環境大臣会合に続く２回連続の開催であり、

ウエルビーイング向上には、教育、そして次世代人材の育成が欠か

せないことからも、その開催は意義深いものと考えます。  

 環境大臣会合は、本県の小水力発電の取組をはじめレジ袋の無料

配布の廃止など、環境保全に関する実績が開催の決め手となり、そ

の後も会合で採択された富山物質循環フレームワークに即した３Ｒ

の推進など、全国に先駆けた本県の様々な取組が評価され、令和元

年度にＳＤＧｓ未来都市に選定されるなど大きな成果につながって

います。  

 そこで、今回のＧ７教育関係閣僚会合の誘致に当たり、教育県富

山のどのような強みをアピールし、さらに会合開催を契機として国

内外に何を発信していこうと考えているのか、知事に所見を伺いま

す。  

 最後に、情報管理体制の強化について伺います。  

 県では、今年１月から５か月連続して情報漏えい事案が発生し、

知事は、度重なる事態を重く受け止め、先日、再発防止策について

説明されました。  

 個人情報の漏えいは、県の危機管理基本方針において自然災害や

武力攻撃などと並んで県政運営に重大な支障となる危機の一つとし

て規定されています。  

 職員の一人一人が県民の信用を損なう危機と捉えて、これを未然

に防ぐことはもとより、その事案が発生した場合の体制整備、被害

を最小限にとどめる迅速な行動が重要となります。  

 そこで、これまでの事案における被害の有無を含めた事後対応の

状況、そして全ての県職員の意識改革にどのように取り組むのか、
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知事に所見を伺います。  

 今回も稗苗議員の代表質問の後ということで、かぶりもあります

が答弁を願い、自民党新令和会を代表しての私の質問を終わります。

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）自民党新令和会を代表されての亀山彰議員の質

問にお答えをします。  

 まず、６月補正予算編成方針についてお答えをします。  

 現在、本県の経済状況につきましては、全体として、新型コロナ

の影響は見られるものの緩やかに持ち直しつつあると理解していま

す。  

 ４月に県独自で実施した県内企業へのアンケート、議員御指摘の

ように 85％を超える企業が物価高騰の影響を既に受けていると回答

しておられ、厳しい状況が続いていると認識をしています。  

 こうした県内企業の状況に加えまして、市町村長さん、あるいは

関係団体、そして農業、製造業などの現場の声も受けまして、原油

価格等の高騰による県民生活や事業活動への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るために、今回の

６月補正予算案を編成することとしました。  

 ６月ですから、新年度が始まってまだ２か月余りということであ

りますけども、当初予算編成時あるいは御承認いただいたときには

予見できなかったことなどが顕在化しておりますので、それの対応

ということで、どうか御理解をいただければと思います。  

 編成するに当たっては、先般、国において決定された総合緊急対
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策、これも最大限活用して必要な支援策を盛り込んだところです。  

 特に原油価格の高騰によって大きな影響を受けておられる事業者

への支援としては、まず、交通事業者や農林水産事業者さんに対し

て燃料費の高騰分を緊急的に支援する。そして負担軽減を図ってま

いりたいと考えます。  

 また、中小企業の皆さん一般については、ビヨンドコロナの補助

金の対象やメニューを拡充します。そして、省エネの投資に係る県

制度融資を拡充し、生産性の向上やコスト低減に向けた取組も幅広

く支援することで、県内経済の活性化を図ってまいります。  

 この補正予算を御審議いただき可決成立した暁には、速やかな執

行に努めまして、事業効果を早期に発現させていきたいと考えます。  

 次に、新型コロナのステージ引上げの判断などについての御質問

をいただきましたので、お答えします。  

 私は、新型コロナに対しては一貫して、感染拡大防止対策により

医療提供体制の逼迫を防ぐとともに、社会経済活動を回していくこ

と、この２つの両立を目指して適時適切にステージを設定し、制限

や緩和の判断をしてまいりました。  

 第６波では、感染の強さや重症化リスクが不明な段階で―最初

は分かりませんでした―速やかに富山アラート発令やステージ２

への引上げを判断し感染拡大に備える一方、その後、感染者のほと

んどが軽症あるいは無症状で病床が逼迫しないこと、また、飲食店

等での感染事例が限定的だったことを踏まえまして、経済活動に多

大な影響を与えるまん延防止等重点措置適用の国への要請は行いま

せんでした。  

 ４月１日にステージを１に引き下げた後、大型連休の人流の増加



 －１６－ 

により感染者数が一時的に増加する場面もありましたが、ワクチン

接種の進展、また病床逼迫の状況にないことなどを考慮し、富山ア

ラートの発令などは行いませんでした。  

 一方で、無料検査の延長や高齢者施設への検査キットの追加での

確保など、必要な対策を講じてきています。幸い、県民の皆様の感

染対策への御協力のおかげで、最近の感染状況は連休前の水準を下

回っているところまで来ました。  

 今後も新たな変異株への置き換わりや免疫の低下により、再度感

染者数が増加する可能性は否定できません。しかし、引き続き医療、

保健等の体制を強化し、感染対策と社会経済活動の両立を目指して、

適切に判断をして対応していきたいと考えます。  

 次に、医療提供体制についての御質問にお答えします。  

 富山経済同友会の提言は、 2024年度から始まる第８次医療計画の

策定に向けて、人口構造の変化や医療機関が抱える課題を踏まえた

医療提供体制の在り方について議論を開始するよう求められたもの

であり、富山県の医療に関する貴重な御提言の一つと受け止めて、

大いに参考にさせていただきたいと思います。  

 新型コロナ対応を踏まえた今後の医療提供体制については、国に

おいて第８次医療計画の内容に新興感染症等への対応を追加されま

した。  

 そして、地域において質の高い医療提供体制を維持するため、地

域医療構想の取組を着実に進めるという方針の下で、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、また、今回の新型

コロナの感染拡大により病床の機能分化、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、 2024年度から医師
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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するこ

となど、地域医療構想の進め方や留意点が示されたところでござい

ます。  

 現場では、医師の時間外労働に対する上限規制、このことがやっ

ぱりかなりのインパクトがあるというふうに受け止められておりま

して、このあたりをどういうふうに織り込んでいくかが今後大きな

焦点だと考えております。  

 県としては、こうした国の考えの下で、医師会などの関係団体や

医療機関、市町村、医療を受ける立場の代表者から成る地域医療構

想調整会議を県内４つの医療圏で開催し、持続可能で良質な医療を

提供する体制の在り方について議論を始めたいと考えています。今、

そのための前さばきの作業を進めているところでございます。  

 次は、日医工さんの事業再生ＡＤＲ申請による県内経済への影響

についての御質問にお答えします。  

 日医工さんが申請された事業再生ＡＤＲは、事業を継続しながら

経営再建を目指す私的整理の一つであり、民間企業の経営判断と理

解をしております。  

 先般開催されました第１回の債権者会議では、関係する全ての金

融機関が返済の一時停止に同意をされ、今後、金融機関の同意の下

で事業再生計画の成立を目指すとされております。  

 日医工さんには、医薬品の製造販売業者として、医薬品の安定供

給及び品質確保に真摯に取り組んでいただきたいと監督官庁の立場

としては考えております。  

 県では、日医工さんから直接説明を受け、今回の事業再生ＡＤＲ

手続は顧客や一般取引先に影響を及ぼすものではないと聞いており



 －１８－ 

ますが、本県産業において医薬品産業は、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

ことから、県内経済への影響をしっかりと注視していく必要がある

と思います。  

 また、取引先中小企業や従業員等の皆さんの不安などにお応えを

するために、商工労働部に金融・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た問合せに対応しています。  

 現在、関係者により、事業再生ＡＤＲの手続において再生に向け

た協議が鋭意進められているものと認識をしております。引き続き、

事業者や働く方々に寄り添うとともに、本県の医薬品産業を牽引す

る日医工さんが今後どのような経営改善策に取り組まれるのか、ま

た県内経済にどのような影響を及ぼされるのかに注視して、関係機

関とも協力しながら必要な対応をしてまいります。  

 次は、近隣各県との広域連携についての御質問にお答えします。  

 富山県を中心として経済圏あるいは文化圏をつくり出していこう

とする、私の提唱します「北陸の十字路」構想を実現するためには、

近隣各県との間において、知事同士が交流を深め、広域連携を強化

していくことが大切だと考えています。  

 このため、知事就任以来、これまで石川県とは昨年２月と 10月の

２回、岐阜県とは昨年７月に一度、知事懇談会を開催し、広域観光

の推進など、県境を越える広域的な課題について率直に意見交換を

し、連携した取組を進めてまいりました。また、今月２日には中部

圏知事会議に出席いたしました。  

近隣県の知事とは、こうした機会に加えプライベートでの交流な

ども活用しながら、きめ細かく情報交換をしているところです。  
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 今年度については、昨年度に引き続き石川県、岐阜県のそれぞれ

と知事懇談会を開催する予定です。両県との連携をさらに深化、深

掘りしていきたいと考えています。  

 また、新たに私と石川県の馳知事、福井県の杉本知事の３人で、

北陸３県の課題について意見交換する機会をつくりたいと、これは

３人で合意をしております。そのように考えております。それから、

長野県や新潟県―これも県境を接しております―の連携強化も

図ってまいりたいと考えます。  

 今後とも、近隣県との知事懇談会などの機会を通して、トップ同

士が直接対話を重ね十分な意思疎通を図りながら、観光や産業をは

じめ幅広い分野での具体的な交流あるいは連携を一層強化し、富山

県が北陸の十字路として、そのポテンシャルを最大限発揮できるよ

うに努めてまいります。  

 次に、成長戦略についての御質問にお答えします。  

 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令和

４年度アクションプランを策定し、今年度、ビジョンの実現に向け

て成長戦略の取組を着実に進める実行の年と考えています。  

 成長戦略の核であるウエルビーイング向上のためには、県民や事

業者と対話をしながらニーズを的確に把握し、そのニーズに対して

市町村と連携しながら対応を進めるとともに、県民や事業者に近い

市町村や民間企業、関係団体などの自主的な活動を県としても後押

しすることで、施策の効果を広く届けていくことが重要だと考えま

す。これが富山県で進めるウエルビーイング向上策のポイントだと

いうふうに考えています。  

 このために、先月、５月 16日に開催しました本年度第１回の「ワ



 －２０－ 

ンチームとやま」連携推進本部会議において、各戦略において市町

村との主な連携分野についてお示しをし、連携可能な分野に積極的

に参画を呼びかけたところです。  

 今後、各市町村に連携に関心のある戦略の分野をお聞きし、関心

のある分野のワーキンググループなどへの参加を御案内し、成長戦

略の実現に向けて市町村と一層連携を深め、ワンチームで取り組ん

でいければと考えています。  

 さらには、今年３月に開催しました成長戦略カンファレンス「し

あわせる。富山」、これを継続して開催していきたいと考えていま

す。成長戦略の取組を発信し、市町村や県内の事業者の皆様を中心

に、富山県成長戦略に共感いただける県内外の関係者とも連携をし

て、成長戦略を効果的に進めていきたいと考えます。これがまた関

係人口の拡大にもつながっていくと考えております。  

 次は、デジタル田園都市国家構想についての御質問にお答えしま

す。  

 亀山議員御指摘のとおり、先般、国のデジタル田園都市国家構想

基本方針（案）が公表されました。  

 地方に仕事をつくる、人の流れをつくる、結婚、出産、子育ての

希望をかなえるなど、デジタルの力によって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という方針が示されました。これ

は本県の取組の方向性と同一のものと考えています。  

 国においては、構想の実現に向け、年内をめどに中長期的な取組

の基本的な方向を示す総合戦略を策定するとともに、交付金により

地方の取組を支援することとされました。  

 デジタル田園都市国家構想が目指すデジタル化による地域課題の
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解決や新産業の創出、住民のウエルビーイングの向上は、本県でも

既に取組を始めていることであり、成長戦略のアクションプランに

各種施策を盛り込み、ＤＸ・働き方改革推進基本方針に基づきまし

て、国の交付金なども活用してデジタル化を推進しているところで

す。  

 具体的には、革新的なデジタル技術を活用した地域課題解決の実

証実験を行うデジタルソリューションの推進、ビッグデータを活用

してニュービジネスの創出を図るためのデータ連携基盤の構築、住

民の利便性向上を図るため行政情報をワンストップ、プッシュ型で

届ける情報発信、中山間地域でのドローンを活用した物流の可能性

の検討や実証などに、積極的に既に取り組んでいます。  

 今後策定される国の総合戦略も踏まえて、本県がデジタル田園都

市の先進的なモデルとなるよう、引き続き市町村とも連携しながら

取り組んでまいります。また、この過程でＰＤＣＡをしっかりと回

しながら、進捗も管理していきたいと考えています。  

 次は、地域公共交通計画の策定についての御質問にお答えします。  

 人口減少や少子高齢化、さらにはコロナ禍での暮らし方、働き方

の変化やＤＸの進展など、地域交通を取り巻く状況の変化に的確に

対応していく必要があります。  

 このため、先般、交通事業者さんや有識者などで構成する富山県

地域交通戦略会議を立ち上げ、持続可能な公共交通の確保に向けた

計画を策定することとしました。  

 会議では有識者の皆さんから、計画策定に当たっては、公共交通

事業の収支採算性や事業者への経営支援の視点からアプローチする

のではなく、県民のウエルビーイング向上の視点から議論を始め、
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目的を明確にした上で検討することが望ましいとの意見をいただき

ました。また、交通事業者からは、公共交通の利便性を高めるため

の支援の検討を求める意見がありました。  

 今後は、会議の下に設置した４つの部会において、１、ＭａａＳ

等を活用した外出機会や公共交通等の利用機会を生み出す環境の在

り方、２、利用者目線に立った鉄軌道サービスの在り方、３、デジ

タルを活用した共創型の交通サービスであるノッカルあさひまちに

代表される官民連携によるコミュニティー交通の在り方、これらの

切り口から議論を進めていく予定でございます。  

 県の成長戦略では、「幸せ人口 1000万～ウェルビーイング先進地

域、富山～」の実現を県政の目指すべきビジョンとして掲げている

ところであり、地域公共交通においても県民のウエルビーイングの

向上が図られるように、市町村や交通事業者をはじめ幅広い関係者

との連携を図り、計画の策定に取り組んでまいります。  

 次に、富山児童相談所についての御質問にお答えをします。  

 富山児童相談所の整備については、国におけるこども家庭庁設置

や児童福祉法の改正の動向などを踏まえ、子供や家庭に対する切れ

目ない包括的な支援のために児童相談所などが備えるべき機能など

について総合的に検討するため、昨年度設置した富山児童相談所機

能強化検討委員会を発展的に改組し、児童相談所等機能強化基本計

画検討委員会を設置して、去る５月 31日に第１回の委員会を開催し

ました。  

 この委員会では、子供の健やかな成長を社会全体で後押しする司

令塔としてこども家庭庁を設置するためのこども家庭庁設置法案や、

児童虐待対応件数の増加などを踏まえた子育て世帯への支援体制強
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化等のための児童福祉法の一部改正法案について、国から詳しく情

報提供もいただいたところです。  

 そして、有識者や市町村の皆様から、児童心理治療施設の設置の

必要性、市町村に対する子ども家庭総合支援拠点の設置運営支援、

虐待を受けた子供や保護者を含む家庭への支援など、児童相談所の

機能強化や関係機関との連携の在り方などについて様々な意見をい

ただきました。  

 今後、委員会でいただいた意見を踏まえ、ほかの市町村―ほか

のというのはこの委員会に参加されていない市町村という意味です

が―や関係機関等からもさらに御意見をお聞きしながら、施設整

備をはじめ、関係機関との連携や人材の育成などの児童相談所等の

機能強化やその工程を取りまとめて、基本計画として策定をしてま

いる予定であります。  

 次は、Ｇ７教育関係閣僚会合についての御質問にお答えします。  

 本県では、高い進学率や教育熱心な県民性など教育を支える恵ま

れた土壌の上に、子供たちの個性や能力を育む熱心な教育活動が展

開をされ、教育県として高い評価を受けてまいりました。  

 また、今年３月に策定した県の第３期教育振興基本計画では、目

指す姿として、全ての県民が生き生きと自分らしく暮らせる真の幸

せ（ウエルビーイング）の向上を掲げました。  

 Ｇ７教育関係閣僚会合の誘致に当たっては、これらのことに加え、

とやま科学オリンピックなどによる科学的な物の見方を踏まえた総

合的な課題解決能力の育成、社会に学ぶ 14歳の挑戦をはじめとする

中高生のキャリア教育、郷土の先人の偉業や生き方を学ぶことで社

会貢献できる人材の育成をするなど、本県が全国に先駆けて実施し
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てきた取組を富山県の強みとして、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・与党などに強くアピールしてきた

ところでございます。  

 Ｇ７教育関係閣僚会合の本県開催によって、教育県富山をアピー

ルできるとともに、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に

なります。また、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できる絶好の

機会にもなります。  

 そして何より、７年に一度しか開催されない世界的な会合がここ

富山県で開催されることは、県内の子供たちにとって大きな自信と

誇りにつながると考えております。  

 引き続き、富山市と共に県選出国会議員や県議会議員の先生方、

県内経済団体など関係の皆様とも十分に連携しながら、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、情報漏えい事案に対する対応につい

ての質問にお答えします。  

 本年１月以降に発生した６件の情報漏えい事案につきましては、

現在のところ個人情報の悪用などの被害は確認されていません。今

後、被害が確認された場合には、誠意を持って対応をいたします。  

 このたび情報漏えい事案が相次いだことは、県民の信頼を損なう

事態であり、全庁的な対応が必要であると認識をしています。  

 県では、事案発生のたびに職員に綱紀粛正や情報セキュリティー

対策の徹底、個人情報取扱い時の注意喚起を行ってまいりました。

また、さきの庁議でも私から全部局長に対し、改めて気を引き締め
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て業務に従事し、再発防止と県民の信頼回復に全力を挙げるように

指示をいたしました。  

 現在、外部に文書やメールを送る際には、当分の間、上司による

最終確認を行う、窓つき封筒やファイル交換サービスの活用や、外

部有識者の専門的な視点から改善策を提案していただくなど、再発

防止に向けたチェック体制の強化と人為的ミスを誘発するリスクの

軽減に組織を挙げて取り組んでいます。  

 また、亀山議員御指摘のように、事案が発生した場合に迅速にリ

カバリーし被害を最小限にとどめることも重要だと考え、情報漏え

い時における情報の収集伝達、応急対策、関係機関の連携など、具

体的な対応の流れをまとめたマニュアルを作成することとしました。  

 さらに、こうした対策の実効性を高め、ヒューマンエラーを未然

に防止するには、職員がリスク管理意識を日頃からしっかり持つこ

とが何よりも重要であり、全職員を対象とした研修を実施するなど、

職員の意識醸成にも取り組んでまいります。  

 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、職業教育、キャリア教育に関して

の御質問にお答えをいたします。  

 県立大学や富山大学等の大学では、産学官連携や教育研究の充実

によりまして、地域産業や医療、福祉等を支える高度で専門的な人

材を育成いたしております。また、国立富山高等専門学校では、５

年間の一貫教育によります実践的、創造的技術者を養成する役割を

担っております。これらの高等教育機関では、本県産業等を支え、
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その発展に貢献する有為な人材の育成に寄与していただいていると

いうふうに考えております。  

 一方で、県立高校の職業系の専門学科では、本県産業を担う職業

人を育成するため、企業でのインターンシップや企業の専門技術者

によります実践的な授業を積極的に取り入れておりまして、こうし

たことが全国的にも高い就職率につながっているものと考えており

ます。  

 キャリア教育につきまして、本県では社会的、職業的自立に向け

て必要な能力を身につけられますように、発達段階に応じて教育に

取り組んできております。  

 例えば、幼児期では遊びや体験を通じて社会性や協同性を育むと

いうことです。それから小中学校では、道徳科や社会科などの授業

や特別活動、 14歳の挑戦などの活動を通しまして、人間関係を形成

する力ですとか勤労観、職業観などを育成してきております。  

 また、これらを通じてということになりますけれども、自らの成

長を自己評価できますように、小学校から高校まで持ち上がります

キャリアパスポートを活用して、切れ目のない継続したキャリア教

育に取り組んできております。  

 議員から御提案のありました高校の工業科を工業高専として再編

することにつきましては、県全体のウエルビーイング向上を目指し

ますためにも、一人一人が自分らしい生き方を実現するということ

が大事だと考えておりますけれども、それぞれがどういう役割を担

うのか、また生徒、学生のニーズ、それから県内企業のニーズがど

ういったものがあるのかということを踏まえまして、慎重な検討が

必要だというふうに考えております。  
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 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）私からは、まず地熱発電についての御質問に

お答えいたします。  

 地熱発電は、天候、季節を問わず安定し、再生可能エネルギーの

中でも中小水力に次いでＣＯ ２排出量が少ない、地球環境に優しい

電源であります。  

 県では、地熱開発可能性調査で有望とされました立山温泉地域に

おいて平成 28年度から地熱資源調査を開始し、国の支援や有識者か

らの助言もいただきながら調査を進めてまいりました。令和３年度

は、深さ 2,000メートルまでの地下構造や熱水流体の存在を探査し

たところ、この立山温泉地域は山深く、掘削や施設設置に通常より

多くのコストがかかる中で、現在の技術、仕組みでは採算に見合う

発電規模が見込めないとの結果でありました。  

 しかし、地熱発電はエネルギーの海外依存度を減らす安定的な電

源でありまして、引き続き県内での地熱発電の導入を目指して取り

組んでまいります。  

 今年度は、これまでの調査データを有識者や地熱発電関連企業な

どへ開示し立山温泉地域における事業性を再検証するほか、本地域

以外も視野に入れまして、比較的低温の熱でも発電できるバイナリ

ー方式の可能性を調査するとともに、大学や民間企業などが産官学

で進める地熱発電の円滑な導入に向けた研究に連携して取り組みま

す。  

 また、この立山温泉地域のような条件が厳しい地域で事業化する
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には、長期にわたる十分な資金支援と資源探査精度の向上、そして、

掘削、建設費用を縮減する革新的な技術開発の加速が必要でありま

す。これらを重要要望に含め国に働きかけてまいります。  

 今後とも粘り強く取り組んでまいります。  

 次に、農林水産業の振興についての質問にお答えいたします。  

 近年、地球温暖化の影響による災害の頻発、生産者の高齢化・減

少の加速化、紛争の発生など、安定的な食料供給への懸念が高まっ

ています。  

 亀山議員御指摘の国のみどりの食料システム戦略では、食料自給

率の向上、食料安全保障の確立などを強力に推進することとしてお

りまして、県としても、この方向性と同じく県内農林水産業を持続

的に発展させることが重要だと考えます。  

 本県は、県内消費の約３倍の米の生産量がございます。産出額で

は全国の 2.6％に相当すると。その一方で、野菜、果実、畜産物の

産出額は全国の 0.24％にとどまっています。食料の安定供給に資す

るため、生産者が減少する中でも生産を維持拡大していく必要があ

ります。  

 今後、水田を活用した園芸作物の品質、収量の安定化、輸出を含

めた販路開拓への支援、また米消費の拡大も重要だと考えておりま

して、米粉の活用拡大などにも取り組みます。  

 また、農林水産業を担い支える人材が必要であり、産地や漁業組

合での新規就業者を受け入れ育成する体制づくり、兼業農家を含め

た農地の継承を進めていくとともに、スマート化などの効率化のた

めの技術を取り入れていきます。  

 さらに、有機農業の拡大、農業資材の脱プラスチック化、水産物
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の効果的な資源管理や栽培漁業の技術開発の加速化、防災・減災に

対応した水利施設の計画的な整備など、持続可能な農林水産業を推

進していきます。  

 農林水産業は、地域の経済社会のみならず、地域の生態系など地

域全体に関わるウエルビーイングの基盤であります。コロナ禍など

の社会変化による若者の農林水産業への視線の変化も捉えまして、

農林漁業者、市町村、関係団体等と連携して取り組んでまいりたい

と考えております。  

 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）私からは、コロナ禍における中小企業

の支援についてお答えをいたします。  

 コロナ禍により疲弊している県内企業に対する支援につきまして

は、事業の継続にとどまらず、生産性向上や経営基盤強化を後押し

することが重要であると考えております。  

 そのような観点から、これまで金融特別相談窓口の設置、商工団

体との連携による国の事業復活支援金の申請支援、経営改善に取り

組む中小企業に対し県補助により保証料をゼロとするビヨンドコロ

ナ応援資金融資、ＤＸや販路開拓などの取組を支援する中小企業リ

バイバル補助金など、様々な対策を講じてきております。  

 特に、亀山議員に御紹介をいただきました、昨年実施したリバイ

バル補助金につきましては、全体で 3,571件を採択させていただき

ました。ＩｏＴやＡＩといったＤＸを活用し、生産、在庫の見える

化を実現した管理システムの導入や、事業承継を契機として他業種
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へ参入する新分野への挑戦など、ビヨンドコロナを見据えた意欲的

な取組が数多く見られたところであります。  

 このような、県内企業が抱える課題解決につながり反転攻勢への

足がかりとなる事例につきましては、県や新世紀産業機構のホーム

ページ等で紹介をし、横展開を進めるためのＰＲに努めているとこ

ろであります。  

 さらに、今年度実施しておりますビヨンドコロナ補助金の募集の

際には、各支援機関において優良事例を御紹介いただくことなどに

よりまして、引き続き県内事業者の事業活動の再建や成長発展を支

援してまいります。  

 以上でございます。  

○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、コロナのワクチン接種について

の御質問にお答えをします。  

 コロナワクチンの接種については、これまで感染の拡大防止と重

症化予防の２つの観点から、幅広い世代を対象に３回の接種が進め

られてきました。  

 ６月５日の時点で県内約 67万 2,000人の方が３回目の接種を終え

ておられます。着実に進んできておりますけれども、さらに若い世

代の方に接種を進めていくということが重要であると考えておりま

す。引き続き、３回目の接種によりまして２回打ったワクチンの効

果がさらに高まるということを周知して、早めの接種を呼びかけて

まいります。  

 ４回目の接種につきましては、３回打った後、さらに４回目を追
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加することによって得られる感染予防効果については、短期間しか

持続をしないということであります。一方、重症化の予防の効果は

比較的継続するという、現時点までにそういった知見が得られてい

ることなどを踏まえまして、重症化予防ということを目的に実施を

する。そして 60歳以上の方、あるいは基礎疾患をお持ちの方を対象

として接種を開始するということにされました。  

 今後とも、３回目、４回目、それぞれの有効性につきまして県民

の皆様にもしっかりと周知をして、市町村の皆様と連携をして接種

を着実に進める。また、接種後も基本的な感染対策は継続していた

だくよう呼びかけてまいります。  

 経口治療薬―飲み薬につきましては、現在国内で２品目が承認

をされて使えるようになっています。重症化リスクの高い方を対象

に使用されていますけれども、当面、薬の確保は国においてすると

いうことでありまして、あらかじめ登録された医療機関、それから

薬局に対して、国の委託する業者から直接配分をされるという仕組

みになっています。県内でも、医師が必要と判断された患者に対し

て使われています。  

 これまで、この治療薬について、県からも国に対しまして、備蓄

分も含め十分な量の確保、また、必要な患者に適切に使用できるよ

う、医療機関、薬局に適切に配分し安定供給を図るよう要望をして

まいりましたが、引き続き全国知事会とも連携して国に働きかけて

まいります。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）市井土木部長。  

   〔土木部長市井昌彦君登壇〕  
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○土木部長（市井昌彦君）私から、東岩瀬線及び岩瀬スポーツ公園に

ついての御質問にお答えします。  

 都市計画道路東岩瀬線については、国道８号から国道 415号まで

の延長約２キロメートルの区間において、国道８号から順次北へ向

け４車線化を進めており、現在、上野新町地内から住友運河を挟み

蓮町地内の創業支援センターに至る約 600メートルの区間で事業を

実施しています。  

 昨年度末時点で、先行して着手した運河手前までの南側区間の用

地補償が約９割完了したことから、今年度は、同区間の道路改良工

事を進め、残る用地の取得にも努めることとしております。また、

運河を横断する前川橋を含む区間については、昨年度に着手した橋

の設計等を推進することとしています。  

 岩瀬スポーツ公園については、公園施設の長寿命化として、昨年

度の補助競技場等の照明設備のＬＥＤ化に続いて、今年度はトイレ

の更新に取り組みます。  

 さらに、今年度はサンドボックス予算を活用して、 10月に開催さ

れるイベント時に公園の中央広場の一角にスケートボードコーナー

を試行的に設置し、利用者等へのアンケートを行い、県立都市公園

におけるニーズを調査検討することとしております。  

 県としては、都市計画道路東岩瀬線の整備や岩瀬スポーツ公園の

魅力向上は、創業支援センター周辺のにぎわいのあるまちづくりに

も寄与するものと考えており、今後とも必要な整備に努めてまいり

ます。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）南里地方創生局長。  
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   〔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、県と市町村の職員同士の

連携強化についての御質問にお答えさせていただきます。  

 「ワンチームとやま」連携推進本部では、知事及び 15市町村長に

よる議論に加えて、連携推進項目ごとに県、市町村担当課長から成

るワーキンググループを設置しており、昨年度は全体で約 50回の会

議を重ね、有害鳥獣対策や防災・危機管理などの連携推進項目にお

いて具体的な連携の成果が現れてきたものでございます。  

 これは、首長さん同士はもとより職員同士が連携を強化し、十分

な議論を積み重ねた結果であると考えておるところでございます。  

 また、県、市町村の連携をより効果的なものにするため、新たに、

県と市町村の職員が一体となって地域課題の解決に取り組むフィー

ルドワーク研修や、行政テーマ別の行政課題研修を実施するほか、

県と市町村の若手女性職員向けにワンチーム女性職員政策課題研究

研修を行うことといたしました。  

 この女性職員対象の研修では、知事より、県、市町村の垣根を越

えてネットワークがあるとよいねと後押しいただきまして、市長会、

町村会にも御相談の上、私がお声がけしながら進めておりまして、

政策研究のほかに、女性目線での働き方、仕事の進め方等について

も意見交換やグループワークなどを行うこととしておるところでご

ざいます。  

 昨年度第１回を行いまして、横田副知事に御挨拶と激励をいただ

きまして、先月行った第２回研修では、女性を取り巻く環境ですと

か、なぜ女性が政策立案形成の過程に必要なのかといったようなこ

とを、データを交えて確認したり議論したりした後に、自治体財政
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経営に関するグループワークを行いましたが、中身の研修効果に加

えまして、議論闊達に意見交換いただいて、御指摘の女性職員間の

ネットワーク構築の一助になったかなと考えておるところでござい

ます。  

 今後とも、本部会議、ワーキンググループや様々な研修を通じて、

トップから担当職員に至るまでの連携や意思疎通をさらに深化させ、

ワンチームとやまの取組を推進してまいりたいと思います。  

○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）私からは、国際線の運航再開を見据え

た取組についての御質問にお答えします。  

 国では、新型コロナの水際対策について、国・地域を青、黄、赤

の３つの区分に分けた上で、６月１日から、入国時の検疫措置を緩

和するとともに、１日当たりの入国者数の上限を１万人から２万人

に引き上げております。また、６月 10日から、青の区分の国・地域

からの添乗員つきパッケージツアーの受入れを開始することとされ

ております。  

 このような状況を踏まえますと、本県においても、国際線の運航

再開を見据えた準備を進める必要があると考えております。  

 このため、３月からの国の段階的な外国人入国緩和の状況を踏ま

えまして、既にオンライン会議等に加え、４月以降、可能な航空会

社から、対面で各国の検疫措置等の状況などの情報交換を行ってお

ります。また、運航再開に向けたお互いの準備のため、意見交換を

重ねていくこととしております。  

 今後は、航空会社等からの情報に基づき、各路線のＰＲ広告の実
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施、国際線の利用を促す旅行商品の造成支援、訪日外国人旅行客の

好みなどを踏まえたＳＮＳによる情報発信の強化などに取り組むこ

ととしたいと考えております。  

 富山きときと空港の国際線は、観光やビジネスなどの面から極め

て重要であると考えており、関係部局とも連携し、取組を進めてま

いります。  

○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、県文化振興計画の改定

に当たっての文化観光、この質問についてお答えいたします。  

 県の文化振興計画に関しましては、この４月に知事から富山県文

化審議会に対しまして、県民のウエルビーイングに資する文化振興

施策の総合的かつ計画的な振興を図るため、平成 30年に策定しまし

た新世紀とやま文化振興計画の改定、具体的には、今後重点的に取

り組むべき施策の策定について諮問したところでございます。  

 文化審議会におきましては、県から今後の検討の着眼点として、

ウイズコロナなどを見据えたＩＣＴの利活用、文化芸術の担い手の

確保のほか、令和２年に文化観光推進法が制定され、国においても

取組を進めることとされている文化観光の推進といった観点も提示

させていただいたところでございます。  

 本県には、亀山議員御紹介のとおり、立山信仰や立山砂防を紹介

する博物館に加えまして、美術館、文学館といった文化芸術振興の

中核となる施設、また、多彩なお祭り、富山の売薬、瑞龍寺、勝興

寺など、様々な文化資源がございます。  

 これらを生かした文化観光の推進は、関係人口の増加や地域の活
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性化が期待できますことから、県民のウエルビーイングの向上に資

するものと考えております。  

 今後は、文化観光も含めて、文化に関する県民意識を調査するこ

ととしており、また併せて、現在検討されております国の第２期文

化芸術基本計画の内容なども踏まえ、県の文化審議会におきまして、

今後、重点的に取り組むべき施策について議論していただく予定と

しております。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）以上で亀山彰君の質問は終了しました。  

 以上をもって、会派代表による質問、質疑を終了いたします。  

 

報            告  

○議長（渡辺守人君）次に、予算特別委員会の構成について御報告い

たします。  

 委員長武田慎一君、副委員長永森直人君、理事庄司昌弘君、岡﨑

信也君、川島国君及び五十嵐務君、委員津本二三男君、大門良輔君、

瀬川侑希君、針山健史君、藤井大輔君、種部恭子君、八嶋浩久君、

山崎宗良君、薮田栄治君、吉田勉君、井加田まり君、奥野詠子君、

火爪弘子君及び米原蕃君、以上のとおりであります。  

  

○議長（渡辺守人君）次にお諮りいたします。  

 議案調査のため、明６月８日は休会といたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。  

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（渡辺守人君）御異議なしと認めます。よって、そのように決
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定いたしました。  

 以上で本日の日程は終了いたしました。  

 次回の本会議は６月９日に再開し、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。  

 本日はこれをもって散会いたします。  

 午後２時 22分散会  


