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 午後３時 10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。  

 酒井立志君。  

   〔 14番酒井立志君登壇〕  

○ 14番（酒井立志君）皆様、お疲れさまでございます。最後の質問者

になりました自民党議員会の酒井立志でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。  

 ６月定例会に当たり、さきの通告に従い４項目 13点について質問

いたします。  

 初めに、孤独・孤立問題等の対策について質問します。  

 かつて安倍政権が一億総活躍を掲げたとき、国の成長を目指す一

方で、寝たきりやひきこもり、孤独・孤立の人々はどうするのかと

考えたことがありました。  

 菅政権では令和３年２月に孤独・孤立対策担当大臣を任命し、そ

の対策室を設けました。こうした部門に専門大臣を置いたのは、イ

ギリスに次いで世界で２番目ということであります。担当大臣は一

億総活躍相の兼務であったことから、大きな期待を寄せたものであ

ります。  

 同年 10月に、岸田政権は格差の是正をも標榜しました。  

 孤独・孤立は個人の責任ではなく、社会が生み出したものと捉え

なければ公助の活動は始まりません。  

 自殺の背景になっているとも指摘される孤独・孤立の問題につい

て内閣官房が４月に公表した調査結果によりますと、 20代から 30代
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の世代で孤独感を覚えている割合が高いことが明らかになったほか、

世帯収入が低いほど孤独を感じている割合が高くなる傾向が見られ

ております。  

 新型コロナウイルス感染症の流行が長期化し、ロシアのウクライ

ナ侵攻も重なって、生活、雇用環境や地域社会の変化に伴う社会的

な孤独・孤立の問題が深刻化していることから、本県における実態

を詳細に把握分析した上で対策を講じていく必要があろうかと考え

ますが、厚生部長の所見をお伺いいたします。  

 ２点目に、三重県は、 21年度３月までに、ひきこもり当事者らに

対する支援計画をまとめました。各市町村の相談窓口から関係団体

や医療機関へ円滑につなげるよう広域支援体制を構築するほか、訪

問支援やひきこもりに対する偏見をなくす啓発活動などに取り組ん

でいます。  

埼玉県では、当事者や家族らが周囲に相談しにくいことが問題に

なっていると捉えて、条例を制定し、当事者や家族が孤立せず社会

と関わる支援を行うべきと明記しております。東京都江戸川区では、

ひきこもり当事者の社会的孤立を防ごうと、オンライン上での居場

所の確保や個別相談対応を始めました。  

 このように、ひきこもりの状態にある家族への支援については、

広域で支える体制の構築や相談体制の充実、当事者の居場所づくり

などに力を入れていくべきと考えるのでありますが、本県における

対応方針について、厚生部長にお伺いをいたします。  

 ３点目に、群馬県教育委員会では、ぐんまＭＡＮＡＢＩＢＡネッ

トワーク事業を新たに開始し、学校や民間のフリースクールなど、

官民の垣根を越えた横断的な支援体制の構築を目指しています。  
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 本県においても、フリースクールやＮＰＯ法人が不登校の児童生

徒や発達障害の子供の支援に取り組む団体の合同説明会等が開催さ

れるようになってきました。  

 支援については、市町村の教育支援センターや民間のフリースク

ールなど、多様な学びの場が増えており、様々な悩みを持った子供

たちがそれぞれのニーズに合わせた教育を受けられるよう、環境づ

くりを関係者の連携の下に進めていくことが重要と考えますが、今

後どのように取り組むのか、教育長にお伺いをいたします。  

 ４点目です。  

 文部科学省の調査では、義務教育段階における年齢で、国公私立

の小中学校や外国人学校に通っていない不就学の可能性がある外国

籍の子供は、令和３年５月時点で全国に１万 46人いることが分かり、

２年前の調査から 9,425人減少したとの結果を出しております。  

文部科学省は前回調査後、就学支援の促進を教育委員会に通知し

たことで改善したとのことであります。外国籍の子供を就学させる

義務はありませんが、希望すれば公立小中学校が無償で受け入れる

とのことであります。  

 令和２年２月定例会では、本県における不就学者数は６名である

との答弁がございました。この人数は不就学の状況が明確に分かっ

ている人数でありましたが、今回の文部科学省の調査内容に合わせ、

不就学の可能性がある者も含めて、現状と今後の対応策について教

育長にお伺いをいたします。  

 この項最後、５点目ですが、厚生労働省によると、昨年度の全国

の生活保護申請件数は、速報値で前年度から 0.8％増えて 22万 9,878

件となっており、２年連続の増加になりました。  
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 コロナ禍が長引く中、本県における生活保護申請件数や自立相談

支援機関の新規相談件数はどのように推移しているのか、今後の対

策と併せて厚生部長にお伺いをいたします。  

 ２項目め、社会を明るくする運動の強化について３点質問いたし

ます。  

 令和３年版犯罪白書によると、刑法犯の認知件数は、平成 15年に

減少に転じて以降、 18年連続で減少しており、戦後最少を更新いた

しました。一方、再犯者率は平成９年以降上昇し続けており、令和

元年に僅かに低下したものの、令和２年は 49.1％にまで再び上昇し

ております。  

 再犯防止推進法では、県と市町村は、国の再犯防止推進計画を勘

案して計画を定め公表する努力義務があるとしているほか、国の地

域共生社会の指針では、県と市町村等が連携して支援体制を構築す

ることが求められております。  

 再犯防止に向けた社会復帰支援については、市町村単独では解決

が難しい課題を抱える場合もあり、県と市町村、民間団体等が連携

して支援体制を構築することが求められておりますが、県内市町村

における再犯防止推進計画の策定状況と今後の連携方針について、

厚生部長にお伺いをいたします。  

 ２点目、平成 17年に犯罪被害者等基本法が施行されて以降、我が

国の犯罪被害者等施策は大きく進展したものの、犯罪被害に遭われ

た方やその御家族は多くの問題を抱えることとなります。  

 平成 28年４月に犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する事

務が内閣府から国家公安委員会、警察庁に移管されて以降、令和３

年３月に第４次犯罪被害者等基本計画が初めて策定されております。  
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 新たな第４次基本計画において示された課題の一つに、性犯罪、

性暴力や児童虐待の被害に遭い、自ら声を上げることが困難なため

に被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への適切な支援があり、その

ことから犯罪被害者への支援を一層推進していくこととされており

ます。  

 そこで、全国の自治体において犯罪被害者等支援を目的とした条

例の策定は求められておりますが、犯罪被害者に対する支援につい

て、県内市町村における条例の策定状況はどうか、また県として今

後どのように市町村と連携していくのか、生活環境文化部長にお伺

いをいたします。  

 ３点目です。  

 本県では、昨年に大麻事件で摘発されたのは、前年の 18人に対し

て 25人増の 43人で、大幅に増加しています。  

 警察庁のまとめによると、令和３年に大麻事件で摘発された人数

は、前年に比べて 448人増え 5,482人であり、８年連続、過去最多を

更新しています。  

 年代別では、 20代が 2,823人と最も多く、 20歳未満の 994人と合わ

せると 20代以下が７割を占めており、若者の薬物乱用に歯止めがか

からない状況が浮き彫りになりました。 20歳未満の 994人のうち、

高校生は 186人、 最少年齢 は 14歳で ４人いま した 。 摘 発者のうち

77％が、危険性は全くない、また、あまりないと認識しており、誤

った情報が一部で広がっていると見ています。また、 20代以下の約

３割はインターネット経由で入手先を知ったとしております。  

 このようなことから、若者の薬物乱用を防止するためには、学校

における啓発活動の強化が重要と考えるが、対応方針について教育
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長にお伺いをいたします。  

 ３項目め、港湾行政について３点質問いたします。  

 国は、 2050年のカーボンニュートラルに向け、 2030年度の温室効

果ガスの 46％削減目標など地球温暖化対策の実現に向けた計画改定

を 2021年 10月に閣議決定いたしております。  

 我が国の輸出入貨物の 99.6％が港湾において取り扱われ、国内物

流についても、長距離の基幹物流は港湾活動を通じてサプライチェ

ーンを形成しています。  

 一方、港湾、臨海部には火力発電所や石油化学コンビナート、製

鉄所などが立地し、日本のＣＯ ２の６割がこれら臨海部で排出され

ています。よって、日本の地球温暖化対策を図るためには、港湾で

のカーボンニュートラル―いわゆるカーボンニュートラルポート

の実現が鍵になると言われており、地域社会や企業立地などと一体

的に施策を進めることが重要であります。  

 富山県は、このような社会情勢を踏まえて本年２月に、伏木富山

港カーボンニュートラルポート検討協議会を北陸地域で一番早く立

ち上げて、来年度末までに、温室効果ガスの削減目標などを盛り込

んだ伏木富山港の脱炭素の取組を示すＣＮＰ（カーボンニュートラ

ルポート）形成計画の策定を目指すことは、非常に評価されるもの

と思います。  

 そこで、この形成計画の策定に当たり、港湾からのＣＯ ２排出量

の削減はもとより、伏木富山港がカーボンニュートラルの実現を図

る港湾機能をどのように求めていく方針か、土木部長に所見を伺い

ます。  

 ２点目になります。  
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 港湾は、港湾計画に基づき整備されています。港湾計画は、通常

10年から 15年程度の将来を目標年次として、その港湾の開発、利用

及び保全の方針を明らかにするとともに、取扱い可能貨物量などの

能力、その能力に応じた港湾施設の規模及び配置、さらに港湾環境

の整備及び保全に関する事項などを定めることとなっています。  

 さきの質問のカーボンニュートラルポート形成に向けた取組など、

昨今の急激な社会情勢の変改に伴い、港湾に求められている機能も

変化しています。  

 また、伏木港では、７月にバイオマス発電の運転が開始され、燃

料となるペレットを年間約 20万トン輸入される計画であり、取扱い

貨物の増加が図られるなど、このように新たな工場や貨物が発生し

ています。  

 さらに、大型クルーズ船の寄港はアフターコロナにおいて回復が

予想されるなど、実態としても港湾の利用の在り方が前回の計画改

訂時の状況から変化しておりまして、将来にわたっても、このよう

な変化に伏木富山港の機能を発揮できるようにしていかなければな

らないのではないかと考えられます。  

 そこで、本県の港湾計画は前回の改訂から 23年が経過しているこ

とから、現状での変化、そして将来の社会情勢、特にカーボンニュ

ートラルポート形成計画の策定を契機に港湾計画を改訂してはどう

か、土木部長にお伺いをいたします。  

 この項３点目、最後になりますが、農林水産物・食品の輸出額を

2030年までに５兆円とする目標の中、 2021年は１兆 2,385億円とな

りました。９年連続過去最高額を更新し、日本の農林水産物・食品

が世界で求められていることが分かりました。  
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 その輸出額をモード別に見ると、全体の８割以上がコンテナによ

る海上輸送となっています。そのことから、今後は輸出拡大に対応

するための港湾インフラの機能強化の充実が求められます。  

 国土交通省は、令和３年度には生産関係者と港湾関係者が連携計

画を策定し、それを農林水産省と共同して認定する場合、民間事業

者による温度や衛生管理が可能な荷さばき施設などの整備に対する

補助を行うことができる、産地・港湾が連携した農林水産物・食品

のさらなる輸出促進事業を創設しています。  

 本計画に基づき、近隣背後圏から集荷した小口の農水産物につい

てコールドチェーンを確保しながら大ロット化を図り、輸出産地に

よる海外への直行サービスを活用した輸出を促進する港―いわゆ

るこれは産直港湾と言いますが、その産直港湾を目指してはどうか。

産直港湾を目指すことによって、新たな輸出農産物の発掘を含め、

産地と連携した一層の取組が進められることになり、県境を越えた

広域経済圏の創出に貢献することが期待されます。  

 北陸の十字路を生かし、環日本海の産直港湾を目指すことへの見

解を、新田知事にお伺いをいたします。  

 最後の項、４項目めですが、スタートアップ支援について２点質

問いたします。  

 先月末に開催された成長戦略会議において、成長戦略の成果指標

の案が示され、中でもスタートアップ支援については、 2026年度ま

でに新規上場企業を１社、または同等の企業価値の企業を複数社創

出することを目指すとされました。  

 ４年後までに新規上場企業を創出するためには、従来の取組とは

異なる新たな仕掛けとロードマップが必要と考えます。実現に向け
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て具体的にどのような取組を進めていくのか、今後のスケジュール

と併せて、新田知事にお伺いをいたします。  

 最後の質問になります。  

 スタートアップ企業の創出のためには、起業家の育成、裾野の拡

大が重要であり、若者が自由な発想で起業にチャレンジできる環境

づくりが重要と考えます。既に東京都や千葉県、埼玉県などにおい

て、大学や企業と連携した起業家教育の取組が広がっています。  

 産学官の連携の下、小中高校生を対象とした起業体験プログラム

を実施してはどうかと考えますが、教育長にお伺いいたしまして私

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）酒井立志議員の御質問にお答えします。  

 まず、農林水産物等の輸出についての御質問でした。  

 韓国、中国、ロシアなどへ直行便が就航する伏木富山港でありま

すが、さらに釜山港経由で世界の港湾ともつながっており、農林水

産物では水産加工品が主に輸出されています。令和３年度の輸出額

は約 10億円となっています。  

 また、現在、直接つながるサービスとしましては、県内の２業者

さんが鶏卵やアイスなどの冷菓を香港に輸出されています。取組事

業者の拡大には、生産者と物流・港湾関係者の連携強化が必要だと

考えております。  

 そのため、昨年度、輸出拡大方針の策定に当たりまして、物流・

港湾関係者等で構成するワーキングチームにおいて、伏木富山港を
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活用する際の課題や支援方策を協議したところであります。今年度、

取組可能な商品から事例をつくり普及すること、また、既存の直航

サービスに別の商品の混載を商社に提案することなどに取り組むこ

ととしました。  

 議員御提案の産直港湾については、国が大ロットの輸出を想定し

ておられまして、温度や衛生管理施設の整備などに支援をするもの

で、全国では大規模の港湾、清水と堺泉北、この２件が認定されて

いるのみであります。ですから、例えば来年からすぐにということ

はなかなか難しいかと思いますが、県としましては、こうした事例

も参考として、まずは、とやま輸出コミュニティの会員を中心に、

新しい商流を開拓するリーディングプロジェクト、あるいは地域商

社が複数商品をまとめて輸出する輸出プラットフォームの構築、こ

れらを進める中で伏木富山港の活用実績を積み上げていきたいと考

えております。  

 今後とも関係者と連携しながら、北陸の十字路に位置する伏木富

山港の活用が拡大するように努めてまいります。  

 次に、スタートアップ支援についての御質問にお答えします。  

 富山県がスタートアップエコシステムを構築していくためには、

まずは、みんなが目指そうというロールモデルとなるような成功事

例をつくることが大切だと考えております。  

 今回の成果指標の案は、 2026年までにそのロールモデルとして、

株式公開企業１社、または同等の企業価値の企業を複数社創出する

ことを目指しています。このロールモデルによって、県内における

スタートアップ創出の機運が醸成されるとともに、その過程でエコ

システムに必要な知見やネットワークが得られると考えております。  
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 このために、県では今年度、今後活躍が期待される起業家を公募

し、特に突き抜けた起業家をＴ－Ｓｔａｒｔｕｐ（とやまスタート

アップ）に認定し、知的財産の活用やベンチャーキャピタルからの

資金調達などのファイナンス、販路開拓や上場に向けての計画の策

定など、スタートアップが直面するであろう課題についてニーズに

応じた専門家を派遣したり、また人材マッチングを行うなど、集中

的な支援を実施することとしています。また、Ｔ－Ｓｔａｒｔｕｐ

の情報発信を通じて、創業機運の醸成やネットワーク拡大も図って

いきたいと考えます。  

 スケジュールですが、一般的に上場の手続には最低でも２年はか

かると言われておりますので、目標の２年前である 2024年度までの

３年間で認定したとやまスタートアップを磨き上げ、上場準備を進

められるように取り組んでまいります。  

 案件の発掘に当たりましては、新たにＴ－Ｓｔａｒｔｕｐサポー

ターに認定する起業支援を行う事業者のほか、最近、北陸支部を立

ち上げられた起業家の組織、ＥＯ（アントレプレナーズ・オーガニ

ゼーション）などの民間や市町村と連携を図るなど、様々なネット

ワークを活用して発掘に当たっていきたいと考えております。  

 私からは以上です。  

○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、まず孤独・孤立の問題について

の御質問にお答えをいたします。  

 長引くコロナ感染症の影響によりまして、様々な不安や悩みを抱

える人が増加する一方、交流、見守りの場や相談支援の機会が減少
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するなど、社会的な孤独・孤立の問題は深刻化していると認識をし

ております。  

 こうした中、国では昨年 12月に、孤独・孤立対策の重点計画を策

定しまして、社会全体で対応するということ、当事者や家族などの

立場に立った施策を推進するということ、人と人とのつながりを実

感できるための施策の推進、これらを基本理念に掲げるとともに、

実態に関する全国調査を行いまして、本年４月に結果が公表された

ところです。  

 県内ではこれまでも、市町村や社会福祉協議会などの関係機関に

おいて、孤独・孤立の問題をはじめ、様々な不安や悩みを抱える人

への相談支援を通じた支援ニーズの把握やアウトリーチによる実態

把握等に努めています。  

 また、県におきましても、障害者、母子家庭などの支援を要する

方を地域の方が支援するケアネット活動や、市町村が世代や属性を

問わない相談支援などを一体的に整備する重層的支援体制整備事業

を支援しまして、国の重点計画にも掲げられている人と人とのつな

がりを支援しています。  

 国では、今年度も同様の全国調査を実施し、継続的な実態把握に

努め、施策の推進を検討することとしています。県におきましても、

全国調査の結果や国の方針を踏まえつつ、県内の実態把握に努め、

市町村や関係機関と連携して、当事者一人一人に寄り添った対策を

講じてまいります。  

 次に、ひきこもりの状態にある人への支援についての御質問にお

答えをいたします。  

 県では、平成 24年から心の健康センター内にひきこもり地域支援
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センターを開設しまして、専任の相談員が、ひきこもりの状態にあ

る人や家族からの相談に対応しています。相談に当たりましては、

日頃から当事者にとって身近な窓口として相談や訪問などの対応を

行っている市町村や厚生センターなどの担当者と密接に協議、調整

をしまして支援に当たっています。  

 また、令和３年３月からは、センター内に医療や法律、心理、福

祉などの専門家から成るひきこもり多職種専門チームを設置しまし

て、複雑化、長期化した、言わば困難事例への対応について、担当

者や家族などに対して専門的な助言を行っています。  

 さらに、自宅からほとんど出ない状態を脱しまして、地域や社会

のつながりを回復する段階にある方に対し、一定の期間、協力事業

所に通い、清掃作業やＰＣ作業など本人の能力や希望に配慮した就

労体験を通じて、集中力や対人能力などを養い社会復帰を目指す事

業を行っています。  

 このほか、民間団体によるひきこもりの当事者や家族のための居

場所づくりなどの新たな取組に対する補助、また、ひきこもり支援

に取り組む機関の情報をまとめたパンフレットを作成し関係機関を

通じて配布する取組なども行っています。  

 今後も、市町村や厚生センターなどの支援機関と連携をして、広

域的かつ専門性の高い相談支援体制を構築するとともに、民間団体

とも連携をして、当事者が必要な支援を受けられる体制づくりに努

めてまいります。  

 次に、生活保護申請についての御質問にお答えをいたします。  

 県内の生活保護申請件数でございます。令和元年度は 623件でし

たが、令和２年度は 760件と増加をしました。令和３年度は 735件で
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ございまして、横ばいないしやや減少というところでございます。

また、自立相談支援機関の新規相談件数は、令和元年度は 654件で

ございましたが、令和２年度は 1,371件と大幅に増加をし、令和３

年度は 1,009件とやや減少しています。  

 県ではこれまでも、必要な方が確実に保護につながるよう、自立

相談支援機関と緊密に連携をし、適切な保護の実施に努めています。

また、自立相談支援機関では、一人一人の状況に合わせた支援プラ

ンの策定により、就労支援や家計改善支援、ハローワークでの求職

者支援訓練を行い、利用者の自立を支援しています。  

 今般の６月補正予算案では、新型コロナの影響による収入減少世

帯などを支援するため、生活福祉資金の特例貸付け及び生活困窮者

自立支援金の申請期限を延長するとともに、自立相談支援機関の支

援員を増員し、就労支援体制を強化することとしています。  

 今後とも様々な制度の活用、周知をはじめ、市町村や自立相談支

援機関などの関係機関と連携し、必要な世帯に支援が確実に届くよ

う、しっかり取り組んでまいります。  

 最後に、再犯防止に向けた社会復帰支援についての御質問にお答

えをいたします。  

 市町村における再犯防止推進計画の策定につきましては、県でこ

れまでも助言や支援を行ってきたほか、昨年８月開催の「ワンチー

ムとやま」連携推進本部会議においても、知事から市町村長の皆様

に対して計画の策定を呼びかけたところです。  

 計画の策定状況は、６月現在、県内市町村のうち８市町で策定済

みでございます。策定予定が５市町村、未定が２市町でございます。  

 また、令和元年度末に策定した県の再犯防止推進計画でも、国、
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市町村、民間団体などとの連携強化を重点分野として掲げまして、

再犯防止の一層の推進のためのネットワークの構築や、市町村や民

間団体などに対する連携充実のための支援に取り組むこととしてい

ます。  

 そして、令和２年度から県再犯防止施策推進協議会を設置しまし

て、情報を共有するなど連携を強化しています。また、市町村職員

などを対象とした再犯防止推進セミナーを開催しまして、再犯防止

の理解促進と情報共有に取り組んでいるところです。  

 国でも、今年度中の現行計画の見直しに向けた検討が進められて

おりまして、その基本的な方向性として、国、地方公共団体、民間

協力者の連携をさらに強固にするというふうにされているところで

す。  

 県としましては、国の次期計画の改定内容も踏まえ、市町村や民

間団体などと一層連携を強化して県の計画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）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、不登校児童生徒の学びの環

境づくりについての御質問にお答えします。  

 不登校児童生徒への支援については、個々の状況に応じて多様な

教育機会を確保する必要があり、県教育委員会としても、学校や市

町が設置する教育支援センターのみならず、フリースクールなど民

間施設と積極的に連携し、協力、補完することが重要だと考えてお

ります。  

 県教育委員会では、不登校児童生徒の学びの支援のため、親子で
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参加する体験交流活動、家族のためのセミナーや支援研修会を開催

しますほか、県総合教育センターに広域訪問指導員を配置し、教育

支援センターや不登校児童生徒の自宅を訪問し、個別に学習支援や

生活相談などを行っております。  

 さらに、昨年度からは、学校や市町の教育支援センター、フリー

スクールなど民間施設の代表を交えた不登校支援協議会を設置し、

よりよい連携、支援に向け協議をしております。  

 また、学校では、教育支援センターや民間施設などを担任などが

訪問し、児童生徒の活動の状況や様子について積極的に情報交換を

行い、連携を図っております。  

 県教育委員会としましては、今後、関係機関や民間施設等とのさ

らなる連携強化が必要と考えており、支援協議会に心理学の専門家

などに参画いただくなど、専門的な見地からの意見を基に関係者同

士のネットワークを一層深めていきたいと考えております。  

 さらに、民間施設などにおける活動内容や学校と民間施設との連

携の状況などについて情報を集約し、市町村教育委員会や学校に提

供するなど、不登校児童生徒一人一人の状況に応じたよりよい教育

環境づくりに努めてまいります。  

 次に、不就学の可能性がある外国籍の子供の現状と対応策につい

ての御質問にお答えします。  

 令和３年５月時点の国の調査では、本県の外国籍の子供で不就学

または不就学の可能性がある者は、合わせて 12人となっており、２

年前の調査からは 41人減少をしております。  

２年前の調査では、住民基本台帳に登録されているが就学対象と

して把握されていない者が、全国で１万人を超えており、本県でも
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38人でございました。昨年度の調査では、本県でこうした状況はな

く、市町村教育委員会では、就学対象となる子供は全て把握されて

いる状況となっております。  

 市町村教育委員会では、住民基本台帳の担当部署と連携しまして、

就学対象者の把握に漏れがないよう情報共有を図っており、不就学

及びその可能性のある全ての対象者について、継続的に就学に対す

る働きかけを行っております。しかし、定期的に住民登録の住所を

訪ねたり電話連絡をしたりするものの、保護者が就学を拒否される

というケースや、保護者との連絡が全く取れず状況が確認できない

というケースもあるというふうに聞いております。  

 県教育委員会ではこれまでも、市町村教育委員会の事務担当者が

集まる連絡協議会を開催しまして、外国人の就学に関する課題や対

応などについて情報共有を図ってきておりますが、さらに、今年度

から新たに、市町村教育委員会、小中高校、大学、また外国人の支

援を行う関係団体の代表者などで構成する外国人児童生徒教育推進

運営協議会を設置しまして、今月中に第１回の会合を開催すること

としております。  

 今後、こうした場での協議を深めますとともに、市町村教育委員

会と一層連携し、外国籍の子供の就学状況の把握と支援に努めてま

いります。  

 次に、若者の薬物乱用防止のための啓発についての御質問にお答

えいたします。  

 全国では若年層による大麻事犯が急増しており、学校現場におい

て児童生徒を薬物乱用の危険から守るためには、教職員が薬物に対

する理解を深め指導の充実を図りますとともに、児童生徒の発達段
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階に応じた早期からの指導を徹底する必要がございます。  

 このため、まず教職員に対しては、毎年、教職員や学校薬剤師な

どを対象とした薬物乱用防止教室指導者講習会を開催しまして、校

内研修を通じ各教職員の指導力向上などに努めております。  

 また、児童生徒に対しては、薬物が体に及ぼす影響や恐ろしさを

理解させるため、小学校ではシンナーなどの有機溶剤、中学校では

覚醒剤や大麻、高校ではコカインなどの麻薬を含め、薬物の有害性

について授業で指導をしております。特に中学校や高校では、薬物

乱用が引き起こす社会問題などについても触れております。  

 さらに、学校の薬物乱用防止教室では、警察職員や学校薬剤師な

どを招き、県内の未成年の大麻使用の実態や検挙状況、ＳＮＳでの

勧誘に対する対処法、また、市販の医薬品も摂取量などによっては

危険な薬物となり得ることなどについて学ぶ機会を設け、薬物乱用

が児童生徒にとって身近な問題だと認識できるように取り組んでお

ります。  

 県教育委員会では、これらの取組を紹介した実践集録を作成しま

して、全ての学校に配付もしております。今後とも、学校、家庭、

地域、警察など関係機関と連携して、薬物乱用防止教育の充実強化

に取り組んでまいります。  

 私からは最後になりますが、小中高生への起業家教育についての

御質問にお答えします。  

 チャレンジ精神、創造性、探究心などの起業家精神や、情報収

集・分析力、判断力、実行力、またリーダーシップ、コミュニケー

ションといった起業家的資質、能力は、起業家や経営者にとっては

もちろん、どのような立場にとっても社会で活躍するために重要で
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ありまして、児童生徒が起業体験を経験することは大きな意義があ

ると考えております。  

 このため県では、小中学校においては、平成 29年から令和元年度

の３年間でございますが、国の委託事業を活用しまして、起業体験

事業「チャレンジ！起業体験」を実施しまして、３つの中学校区の

６つの小中学校が起業体験に挑戦をいたしております。  

 児童生徒は模擬会社を設立し、地場産業の技術や地元の食材など

を使っての商品開発や販売を通じて起業家精神を養いますとともに、

自己肯定感や自己有用感を高めたというふうに聞いておりますが、

残念ながら、令和２年度以降はコロナ禍のため実施できていない状

況でございます。  

 高校生に対しましては、昨年度から本県ゆかりの国内外で活躍す

る企業人などを講師に迎えまして、講演や討論により、富山で働く

ことや起業すること、チャレンジすることなどについて考えるオン

ラインワークショップを実施しております。また、一部の商業科で

は実践的な活動として、年間を通して模擬株式会社を生徒が運営し

ておりまして、中には、商品の受注から製作、納品、決済などのビ

ジネスの一連の流れを、産学官連携により実際に行っている学校も

ございます。  

 起業体験は、働くことへの理解を図るとともに、地域への愛着を

深め、自分の将来について考える契機にもなるものであり、また、

起業家の育成、その拡大にもつながるものでございます。今後も起

業体験の意義を深め、取組が進むよう、市町村教育委員会や企業、

大学等の関係機関と連携協力しながら、起業家教育の充実に努めて

まいりたいと考えております。  
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 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）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、犯罪被害者支援におけ

る市町村との連携に関する質問にお答えいたします。  

 県では、犯罪被害者やその御家族の方々などが受けられた被害の

早期回復及び軽減を図るため、社会全体で支え、県民が安心して暮

らせる社会の実現のため、富山県犯罪被害者等支援条例に基づきま

して富山県犯罪被害者等支援に関する指針を定め、きめ細かな支援

に努めているところでございます。  

 県内には現在のところ、犯罪被害者等の支援を目的とした条例を

制定している市町村はございません。ございませんが、県の条例に

基づき設置しました富山県犯罪被害者等支援協議会には、県の市長

会や町村会に参画いただきまして御意見をいただけるようにしてお

ります。さらに、指針に基づき県が実施します全市町村の公共施設

における巡回パネル展の開催や犯罪被害者週間広報キャンペーンに

おける広報啓発活動につきましては、市町村と連携して実施してい

るところでございます。  

 また、県の条例におきましては、県は、市町村の犯罪被害者等支

援施策等に対し、情報提供や助言、必要な協力を行うとされていま

すことから、県では、市町村の各種相談窓口担当者を対象とした研

修会や他の自治体の取組状況の提供を行っております。  

 市町村は犯罪被害者の方や家族の方々にとって身近な相談窓口で

もありますことから、県としては、今後とも研修会の場などを活用

し、市町村と意見交換や情報共有を行い、犯罪被害者の支援の充実
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を図っ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）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）港湾行政について２点いただいた御質問の

うち、まず、伏木富山港カーボンニュートラル計画についての御質

問にお答えします。  

 本県では、国に先駆け、令和２年３月にとやまゼロカーボン推進

宣言を行い、温室効果ガスの排出削減に取り組んでおります。また、

国土交通省においても、 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、

国際物流の結節点、産業拠点となる港湾において、温室効果ガスの

排出を全体としてゼロとするカーボンニュートラルポートを形成し

ていくことが、令和３年６月に打ち出されたところです。  

 これらを受け、県が管理する伏木富山港においても、脱炭素社会

の実現に貢献するため令和５年度末を目途にカーボンニュートラル

ポート形成計画を策定することとし、現在、検討を進めております。  

 カーボンニュートラルポートの実現には、議員触れられましたと

おり、荷役機械や大型車両を含めた港湾オペレーションの脱炭素化

をはじめ、臨海部立地産業と連携した港湾地域における面的な取組

が重要であると考えています。このため、港湾管理者である県のほ

か民間事業者、国、関係市等で構成する検討協議会を設置し、本年

２月に第１回協議会を開催したところです。  

 今後、年に数回程度の協議会を開催し、令和４年度は温室効果ガ

ス排出量の調査、推計等を行い、令和５年度は温室効果ガス削減目

標を設定し、計画を策定したいと考えております。  
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 協議会では、カーボンニュートラルポート形成計画策定後におい

ても定期的に脱炭素化の取組状況を確認するとともに、必要に応じ

て柔軟に形成計画を見直せるよう、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回

す体制を構築していきたいと考えております。  

 次に、港湾計画の改訂についての御質問にお答えします。  

 伏木富山港の港湾計画は、将来の計画貨物量に大幅な変更が見込

まれたことなどから、平成 11年に港の方針と能力の全体的な見直し

を行う港湾計画の改訂を行っています。その後、耐震強化岸壁や臨

港道路の整備など、新たに必要となった事項に迅速に対応するため、

随時、港湾計画の部分的な変更である一部変更などを機動的に行っ

てきており、直近では令和２年３月に実施したところです。  

 現在、県ではカーボンニュートラルポート形成計画の策定中であ

り、策定後、実現に向けた取組を進めることとしているため、将来、

港湾計画を改訂する際には、このことを反映できるよう検討したい

と考えています。  

 一方で、ロシアのウクライナ侵攻による中古車輸出などのロシア

関連貨物への影響、伏木富山港の取扱貨物量の約４割を占める石油

や石炭などエネルギー関連貨物へのカーボンニュートラルの取組に

よる影響、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴うサプラ

イチェーンの見直しによる影響など、社会的不安定要素が多く、伏

木富山港における今後の貨物量の動向は、依然非常に不透明な状況

にございます。  

 県としましては、議員御指摘のとおり、現計画は改訂から長期間

が経過しているものの、引き続き社会情勢の変化等を注視しながら

対応について検討してまいりたいと考えております。  
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 以上です。  

○議長（渡辺守人君）以上で酒井立志君の質問は終了しました。  

 以上をもって本日の一般質問、質疑を終了いたします。  

 次にお諮りいたします。  

 議案調査のため、明６月 10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

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 13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４時 01分散会  


