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 午後１時 0 0分開議  

 

○副議長（瘧師富士夫君）休憩前に引き続き会議を開きます。  

 澤﨑豊君。  

   〔３番澤﨑  豊君登壇〕  

○３番（澤﨑  豊君）自民党新令和会の澤﨑です。  

 後ろの背景も変わりまして心機一転、今日は新緑が大変目にまぶ

しい日となり、美しい青空が広がっておりますが、同じ空の先、

9 , 0 0 0キロ先のウクライナでは、先ほどの昼のニュースでも見てお

りましたけれども、多くのウクライナの国民が苦しんでいる、そん

な惨状を見るにつけ、大変心が痛んでおるところでございます。た

だただ一日も早い終息を願う、そんな気持ちでございます。  

 さて、「百聞は一見にしかず」「一見は百聞にしかず」の言葉のと

おり、県政の喫緊の課題に真摯に向き合い、現場に出向き、そして

現場を見て、たくさんの話を聞いてまいりました。そんなことを踏

まえて今議会の質問にまとめてみました。まだまだ力不足ではあり

ますが、県民の代表者としてしっかりと質問をさせていただきます。  

 まずは１番目のテーマ、様々なウエルビーイングについてであり

ます。  

 午前中の井上議員同様、私も新田知事の発言を議事録から数えて

みました。昨年度１年間、６月定例会から今年の２月定例会までで、

「真の幸せ（ウエルビーイング）」というワードは 5 0回、関連した

「成長戦略」というワードは 7 0回、合わせて 1 2 0回発言され、回数

から見てもウエルビーイングが重点目標であるということがうかが
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えます。  

 また、本年度事業において、ウエルビーイングの実現に向けた具

体的な施策としてアクションプランに位置づけた事業は 1 5 4事業も

あり、県民のウエルビーイングの向上こそ県政の目指す一つの道で

ありましょう。  

 では、関連して５問質問いたします。  

 まず初めは、県庁職員のウエルビーイングです。  

 デジタル技術を活用することにより、仕事の質が高まり、生産性

向上や業務の効率化につながっているものと考えますが、急速に広

がったテレワークやデジタルトランスフォーメーションは形ばかり

で、アナログな働き方の見直しが追いついていないのでないか。か

えって生産性を落とし、情報漏えいも含めたヒューマンエラー等が

頻発するといった懸念もあるのではないか。  

 県庁における職員の平均時間外労働時間、平均年休取得日数、オ

ンライン会議利用状況並びに１人当たりの件数などの現状を踏まえ

て、今後どのようにデジタルを活用した働き方改革による職員のウ

エルビーイング向上を進めていくのか、三牧知事政策局長にお伺い

いたします。  

 次に、高校教育についてであります。  

 去る５月 2 0日に、県議会による政策討論委員会が開催されました。

討論テーマは「高校の今後の在り方」。これまでの成績や偏差値な

どで進学先を決定する方法に、多くの委員から懸念が示されたとこ

ろでありました。  

 そこで、将来を見据えると、令和 1 0年３月にも本県の中学校卒業

予定者数が 8 , 0 0 0人を切る見込みであることから、県立、私立、全
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日制、定時制、通信制などの枠にとらわれず、垣根を越えて産業界

などとも連携し、部局横断的に議論を深めるなど、全県的に高校の

適正配置に向けた検討を行い、早急にダイナミックな高校再編を示

すべきと考えますが、新田知事の所見をお伺いいたします。  

 続いて３問目は、パワハラなき社会の実現に向けてであります。  

 パワハラは、働く人の心身の不調を招き、休職や退職、最悪の場

合には自殺にまで追い込んでしまいます。退職されて職場を離れて

も、なお心の傷が癒えない方の話も聞きます。  

 本年４月１日から、改正労働施策総合推進法、通称パワハラ防止

法により、中小企業に対する職場のパワハラ防止措置が義務化され

ましたが、その内容は予防的なものであり、違反した際の罰則がな

いのが心もとないところであります。  

 一日も早く県内のあらゆる事業所から重大な人権侵害であるパワ

ーハラスメントをなくすために、県としてどのように取り組むのか、

中谷商工労働部長にお伺いいたします。  

 続いて４問目は、我が会派の代表質問でも触れましたが、「富山

の生き方、創造拠点。」としてこの秋オープンする富山県創業支援

センター及び富山県創業・移住促進住宅、愛称「ＳＣＯＰ  ＴＯＹ

ＡＭＡ」についてであります。まさしくこの施設が、富山のウエル

ビーイングの拠点施設になり得ると予感をしております。  

 先日、富山県もメンバーとなっている渋谷キューズを視察しまし

た。よくある創業支援センターではなく、年齢や専門領域にとらわ

れず、個人、グループが持つ問いや課題にプロジェクトとして取り

組む熱い拠点となっていました。学生、大手企業、ベンチャー企業、

自治体など、多種多様な人々によりコミュニティーが形成され、ニ
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ュームーブメントが起きつつありました。運営スタッフをしている

ディレクター、コミュニティーマネジャー、コミュニケーターがそ

の後押しをしているのであります。そういうキーマンが大事なのだ

と感じました。  

 そこで、ＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡの管理運営体制について、どん

なものになるのか知事政策局長にお伺いいたします。  

 この項の最後は、新川こども施設についてであります。  

 先週、ショッキングな報道がありました。厚労省の人口動態調査

によると、昨年の出生数は過去最少の 8 1万 1 , 6 0 4人。６年ほど早く

少子化が進行し、県内においても同様、過去最少の 6 , 0 7 6人。建設

予定地の魚津市の出生数は 2 1 6人。少子化と人口減少が一段高いス

テージで進行しております。  

 さてさて、この先日本、富山県は、この少子化、人口減少問題に

どう対応していくのか。人口減少を止める方策はあるのか。今、は

っきりしているのは、手をこまねいているうちに、この国は人口減

少という巨大な渦の中に沈み続けていくということであります。そ

こで、子育て環境の一層の充実が切に求められているわけでありま

す。  

 新川地区の要望を踏まえて、子供の非認知能力や運動能力の向上

に資する、雨天時でも利用できる子供施設計画が出てはや３年。本

年度は、民間活力導入の可能性調査が予定されています。  

 私は先般、 2 0 1 8年 1 1月にオープンした山形県鶴岡市の全天候児

童施設「キッズドームソライ」を視察してきましたが、施設そのも

ののデザインもさることながら、何より、館長をはじめとする多様

なバックグラウンドを持つ運営スタッフ、そして地元の企業や教育
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機関との地域連携、柔軟な発想による日々のアップデートというシ

ステムそのものが成功の鍵だと実感してまいりました。  

 子育て世代のみならず多世代の方から、所期の目的を果たすには

一日も早い着工整備を望む声が私の元に届いております。  

 巧遅は拙速にしかず、何とか前倒しができないものか、施設整備

に向けたスケジュールと併せて南里地方創生局長に、意気込み、所

見をお伺いいたします。  

 ２番目のテーマは、ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）。  

 ＩＴ技術の進歩により、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）が進行しているように、同じように環境への取組を推進する新

たな構想として重要視されているのがＧＸ（グリーントランスフォ

ーメーション）です。その推進には、富山県らしく、海づくりと山

づくりを一体的に捉えて、漁業や林業といった産業の活性化を図り

ながら進めていくことが重要なのであります。  

 では、関連して６問お聞きいたします。  

 まずは養殖漁業についてです。  

 静穏な内湾や入り組んだリアス式海岸など、波浪が穏やかな海域

に恵まれていない富山湾では、ブリ類、クロマグロ、銀鮭等の人気

魚種の魚類養殖に適したところは必ずしも多くはありません。しか

し、例えばガゴメコンブの養殖であれば、 1 1月に種づけをして翌４

月、５月に収穫できることから、漁業者の安定した副収入となり得

ると考えております。  

 ましてや、富山の食文化に溶け込んでいるのが昆布です。全国的

に、とる漁業からつくり育てる漁業への転換が求められており、本

県では定置網を利用した昆布養殖に可能性があるのではないでしょ
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うか。  

 しかし、そのためには、漁業者と水産研究所研究員との連携、あ

るいは水産業普及指導員等の人的支援が必要と考えます。横田副知

事の所見をお伺いいたします。  

 次に、藻場造成についてです。  

 日本各地の漁場と同様、富山湾の水産資源、漁獲量は、水温上昇

など地球温暖化による気候変動により減少してきております。まず

は海の豊かさを取り戻すことが必要であります。  

 温暖化対策には大きく分けて２つの方法があり、これから排出す

る二酸化炭素を減らす対策と、既に出してしまった二酸化炭素を吸

収、回収する方法であります。  

 海藻は、成長する際に二酸化炭素を吸収します。そういった生態

系によって貯蔵される炭素が海底の砂泥に堆積したり深海に輸送さ

れたりして、炭素の貯留庫となります。それが、近年注目されてい

るブルーカーボンと呼ばれるものであります。  

 海藻がつくる藻場は、温暖化対策のみならず水質を浄化し、海洋

生物の産卵、そして保育場として富山湾の生物多様性を支えるもの

と考えますが、沿岸藻場造成についての知事の所見をお伺いいたし

ます。  

 次は、漁業者支援についてです。  

 漁業経営の経費削減の一つとして、ペンキなどで船底を塗装し直

すことにより、船体抵抗の軽減、海水との摩擦抵抗を減らすことが

できます。一定の省エネ効果があると言われております。  

 そこで、県が積極的に船底の再塗装などを勧めて補助金により支

援をすることも考えられないものか。コロナ禍で魚価が低迷し影響
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を受けているさなか、原油、資材価格の高騰は零細な漁業者にとっ

て死活問題であり、漁業者の経営を直撃しています。  

 富山の食を守り、富山湾の持続可能な漁業を維持する上で、漁業

者への継続的な経営支援が不可欠であります。県として具体的にど

のように経営支援に取り組むのか、堀口農林水産部長にお伺いしま

す。  

 次に、木材利用の促進についてであります。  

 古来、日本は木の文化圏であり、木造建築物の国であると私は認

識しております。平成 2 2年の公共建築物等における木材の利用の促

進に関する法律に基づき、富山県公共建築物等木材利用推進方針が

策定されて以来、公共建築物の床面積ベースの木造率は上昇してい

る状況であります。  

 他方、公共建築物のみならず、民間建築物においても、法律改正

が行われ、建築物一般に木材利用促進が図られています。横浜の関

内には、使用した木材が森林 4 . 5ヘクタール分になる木造 1 1階建て

ビルが完成し、私も先日現地に行き建物を見て感動してまいりまし

た。県内においても、北陸地方では初となる６階から７階建て木造

中高層集合住宅の建築が予定されていると報道されています。  

 従前、耐火、耐震に課題があり、大規模建築物から木造は排除さ

れてきましたが、これからはカーボンニュートラルや外材依存から

の脱却をして、地元の木が主役のまちづくりに移行していくべきで

あると考えますが、大規模建築物における木材利用の加速化に向け

て県としてどのように取り組むのか、農林水産部長にお伺いします。  

 次に、森林、林地内の路網整備についてであります。  

 ウッドショックは、改めて国産材、県内林業に目を向けるきっか



 －８－ 

けとなっています。もともと、富山県は伏木富山港を中心に北洋材

の集積地であるために、製材業者はわざわざ搬出コストがかかる県

産材に手をつけなかったとも聞いています。しかし、今回のウッド

ショックにより本格的に県産材利用への大きな転機となっています。  

ただ、現状では路網を整備しなければ現場には入れない場所が多

く、切った木の置場にも困るありさまであると聞いています。林内

土場の整備も必要でありましょう。また、路網の整備が難しい場所

などは、索道などによる搬出方法も考えられるでしょう。  

 ウッドショックにより県産材の引き合いは強くなっています。森

林作業道の整備、改良を喫緊の課題として捉え、路網等のインフラ

整備に向けて県としてどのような支援を行うのか、農林水産部長に

お伺いします。  

 続いて、林業従事者の労働力確保についてです。  

 県において、林業カレッジや緑の雇用により、定着率に課題はあ

るものの、林業就業者の減少に歯止めがかかり、また平均年齢の若

返りも見られ、人材育成や担い手確保に一定の成果が出ています。

しかし、今後の木材需要を考えると、まだまだ安定的な人材確保対

策が喫緊の課題であると思われます。もちろん、中長期的には、給

与が低い、作業が危険、仕事はきついなどの３Ｋ職場からの脱却が

必要不可欠であり、若者や女性に魅力ある産業になるべくスマート

林業に向かうべきではありますが、短期的には、農業や水産業と同

様、林業分野においても積極的な外国人材の活用が必要であり、そ

の一つとして外国人技能実習制度を活用することが労働力の確保に

つながるものと考えます。  

 県内の林業分野での外国人の雇用実態と、外国人技能実習生の受
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入れに対する課題とその支援の在り方について、農林水産部長にお

伺いいたします。  

 それでは、最後のテーマの県土の空間管理の視点から３問質問い

たします。  

 まずは港湾についてです。  

 私の地元の魚津港は、砂、石などの骨材の積出し基地や水産品の

水揚げ基地であり、新川地方の中核漁業基地として発展してきた経

緯があり、地域としては大変重要な拠点であります。  

 近年、魚津港北地区港内における泊地の静穏度が悪化し、港湾利

用者から、係留している船舶がダメージを受けているとの声を聞き

ます。  

 船舶の停泊、係留の安全性を確保するための静穏度対策にどのよ

うに取り組むのか、市井土木部長にお伺いいたします。  

 次は、有害鳥獣の管理、捕獲体制についてです。  

 人間と野生鳥獣とが共生していくためには、人里との緩衝帯造成

のための里山林の整備や、野生鳥獣の生息環境の保全につながる混

交林の整備などにより管理していくことも重要でありましょう。ま

た一方で、捕獲体制の強化も県民の安全・安心のために必要なこと

であります。  

 そこで、迅速な警察との連携、対応のためにも、身体頑強で業務

上銃器の扱いに慣れている警察官に狩猟免許取得を推奨し、市町村

の有害鳥獣捕獲隊員になってもらうことが一つの有効な対策である

と考えられます。  

 本年３月末に、第二種特定鳥獣管理計画として、富山県ツキノワ

グマ管理計画など５種の計画を改定したところでありますが、今後、
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有害鳥獣の管理、捕獲体制の強化に向けてどのように取り組んでい

くのか、廣島生活環境文化部長に所見をお伺いいたします。  

 最後になりました。最後は、県営林の主伐後についてお聞きいた

します。  

 「無花粉のたてやますぎを植ゑにけり患ふ⼈のなきを願ひて」。

富山県で開催された第 6 8回全国植樹祭での御製です。「立山  森の

輝き」をお手植えされました。  

 県産材の木材需要の高まりにより、今後、県営林の主伐が加速す

ると考えられます。令和４年度の県営林の売却予定箇所も発表され

ており、４か所４団地 2 2 . 1ヘクタールです。  

 伐採後の森林管理は土地所有者の管理となり、保安林でも原則所

有者が植栽をしなければならず、私有林の場合、たとえ６対４なり

の分収益があったとしても、その後の手入れ管理等が大きな負担と

なります。  

 「伐って、使って、植えて、育てる」のサイクルを回すためには、

水と緑の森づくり税などを財源として、森林組合や素材生産業者に

も仕事となるような仕組みづくりが必要でありましょう。  

 また、森林総合監理士の資格等を持つ林業普及指導員等による技

術的なアドバイスがなければ荒廃地となる可能性もあることから、

県として伐採後の再造林にどのように取り組むのか知事にお伺いし、

質問を終えます。  

 御清聴ありがとうございました。  

○副議長（瘧師富士夫君）新田知事。  

   〔知事新田八朗君登壇〕  

○知事（新田八朗君）澤﨑豊議員の御質問にお答えします。  
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 まず、高校再編計画についての御質問にお答えします。  

 本年３月をもって、泊高校、水橋高校、高岡西高校、そして南砺

福光高校が閉校となり、それぞれの歴史に幕を閉じたところであり

ます。青春の頃の思い出がたくさん詰まった学び舎でありますから、

卒業生のお気持ち、また関係の地域の皆さんのお気持ちに思いをは

せるものであります。  

 議員御指摘のとおり、今後も少子化の進行によって中学校卒業予

定者数が減少を続け、令和 1 0年３月にはその数が 8 , 0 0 0人を切る、

そしてその後も減少が見込まれる、そんなことから、将来展望に立

った高校の在り方について、多面的そして多角的に検討することが

必要だというふうに考えています。  

 教育委員会において昨年度より、令和の魅力と活力ある県立高校

のあり方検討委員会を設置いたしました。産業界の関係者、私立高

校の代表も含めた委員の方々から、県立高校の職業科、普通科、総

合学科、さらには定時制、通信制の課程の在り方について御意見を

お聞きしております。今年度は、生徒や保護者、企業などを対象に

ニーズ調査を実施し、その結果も踏まえた上で、魅力ある学科や教

育内容について引き続き検討を進めると聞いております。  

 また、これまでも、富山県公私立高等学校連絡会議におきまして、

私立高校を含めた本県全体の高校教育の発展充実に向けて、部局を

超えて協議をしてきております。  

 こうした検討委員会などでの議論を踏まえた上で、やはり大切な

のは、今、学び、そして未来を生きる一人一人の生徒たちでありま

す。彼ら彼女らにとってどのような高校教育が望ましいのかを第一

に考え、学校の配置・規模などの基本的な考え方を含めた高校の在
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り方についても、幅広くそして丁寧に議論を進め、本県の高校教育

の充実に取り組んでまいります。  

 次に、海のＧＸ、富山湾における藻場造成についての御質問にお

答えします。  

 藻場はいわゆるブルーカーボンとして、二酸化炭素の吸収源とな

るだけではなく、海洋生物の産卵や生育の貴重な場となっており、

富山湾に生息する 5 0 0種類以上の魚類などの生物多様性を支える重

要な役割を担っています。  

 県ではこれまで、沿岸市町と連携し、藻場の造成を進めています

が、県東部の沿岸ではウニなどの食害により、一部で藻場の衰退な

ども確認されているところです。  

 このため、水産研究所において、平成 2 2年からアカモク―地域

によってはナガラモと言います。食用のものです―アカモクの藻

場造成の技術開発を魚津市沖で進めてきたところです。昨年５月に

は、藻場の面積が４ヘクタールまで拡大していることが確認をされ

ました。  

 この成果を踏まえて、昨年度からは新たに、ところてんの材料と

なるテングサなどの藻場造成について、魚津市と滑川市の沖合の２

か所で実証試験を進めています。また、県内漁業者から要望のある

食用の希少種であるクロモなどの技術開発にも着手をしています。  

 議員御指摘のとおり、日本海や富山湾の水温が 1 0 0年間で約１度

以上の上昇が確認をされていまして、近年ではブリなどの回遊経路

の変化―北海道でよく取れたという話を聞きました。それから、

暖水性の魚類が漁獲されるなど海洋環境の変化が見られています。  

 富山湾における藻場の造成、また海藻の養殖の取組は、ＳＤＧｓ
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の目標の一つであります海の豊かさを守る取組であり、 2 0 5 0年カ

ーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、漁業経営の安定化

にもつながるものと理解をしています。  

 今後も、豊かで美しい富山湾を次の世代にしっかりと引き継げる

ように取り組んでまいります。  

 私からは最後になりますが、県営林の伐採後の再造林についての

質問にお答えします。  

 県内約 4 , 8 0 0ヘクタールの県営林のうち、土地所有者と分収造林

契約を締結し、県が経営管理しているのは、杉の人工林を中心に 4 8

か所、約 2 , 1 0 0ヘクタールとなっています。  

 県では、県営森林経営計画に基づきまして、契約満了となった森

林から順次、民間の林業事業者に立木の売払いを進めておりますが、

議員御指摘のとおり、伐採後の再造林や下草刈り等の保育にかかる

経費がかさむことから、土地所有者の大きな負担となっています。

その認識はしております。  

 このため県では、各農林振興センターの林業普及指導員が中心と

なって、土地の所有者に対し、水と緑の森づくり税を活用した優良

無花粉スギ、先ほどの御製にもありましたが、「立山  森の輝き」

の植栽や、下草刈り等の初期保育を自己負担なしで行える事業の紹

介、また広葉樹などの植栽を希望される場合は、造林公共事業の活

用を提案するなど、その土地に適した再造林が着実に実施されるよ

うに必要なアドバイスを行っています。この結果、平成 2 7年度以降

伐採を行った県営林は、土地所有者の理解を得て、全て再造林が進

められています。  

 森林は、県土の保全、水源の涵養などの機能を有しており、将来
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にわたって持続的に発揮させ林業の振興を図っていくためにも、ま

たカーボンニュートラルの実現に向けても、伐採後の再造林は大変

重要なことだと考えます。  

 県としましては、今後とも、関係者の理解と協力の下、「伐って、

使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用を、適地適木という

考えの下に進めてまいりたいと考えます。  

 私からは以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）横田副知事。  

   〔副知事横田美香君登壇〕  

○副知事（横田美香君）私からは、グリーントランスフォーメーショ

ンと、お話のありました昆布養殖と普及指導に関する質問にお答え

いたします。  

 水産資源は有限であり、国際的に適切な資源管理が求められてお

ります。国でも近年の漁獲量の減少を背景としまして、今年３月に

水産基本計画を改定し、適切な資源管理の一環として、稚魚を放流

する栽培漁業と養殖漁業、これを推進することとしています。本県

では、ヒラメやクロダイなどの栽培養殖、そしてサクラマスやマコ

ンブなどの養殖が行われております。  

 昆布類に関しましては、生育に冷水が必要でありまして、北海道

や青森県が主産地となっています。ですが、定置網を活用して富山

湾の冬の半年間で促成栽培ができるよう、水産研究所を中心に技術

指導をしております。  

 特にガゴメコンブにつきましては、生活習慣病の予防に効果があ

るとされるフコイダンを大変多く含むということで、市場価格も高

いということで、漁業者から要望を受けて令和元年度から養殖技術
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の開発に取り組んでいます。  

 ガゴメコンブは、本来、比較的海水温が高いこの富山湾では生育

が難しいものでございますけれども、令和２年度には低温の海洋深

層水を活用して、陸上の水槽で幼体を育成した後、富山湾に移植す

るということで、商品サイズに養殖できる技術の開発に成功いたし

ました。昨年度からは魚津漁協などと連携しまして、魚津市、入善

町及び朝日町の沖合で実用化に向けた実証試験を進めております。

富山湾の味覚の一つとして生産していく可能性を追求していきたい

と思っております。  

 議員御指摘の水産業普及指導員につきましては、本県では水産研

究所の研究員と県、そして農林水産公社の水産関係職員、総勢 3 4名

おりますけれども、その全員でその役割を担っているという状況で

ございます。  

 今後とも、漁業者との意見交換を通してきちんと要望を聞きつつ、

栽培方法の検討、情報提供、そして技術指導などを行って、関係者

一体となって漁業振興に取り組んでまいりたいと考えております。  

○副議長（瘧師富士夫君）三牧知事政策局長。  

   〔知事政策局長三牧純一郎君登壇〕  

○知事政策局長（三牧純一郎君）私からは、まず、職員のウエルビー

イングの向上についての御質問にお答えさせていただきます。  

 職員の平均時間外労働時間は、令和３年度は 1 7 7時間で、平成 2 9

年度のピーク時から 2 3時間減少しております。また、平均年休取得

日数、こちらも令和３年は 1 2 . 5日で、近年では最多となっており

ます。また、オンライン会議の利用状況でございますけれども、

我々の把握しているＺｏｏｍを活用した会議等につきましては、コ
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ロナ前におきましてはほとんどなかった状況でしたけれども、令和

３年度は、月の平均で約 2 8 0回、延べで約 3 , 0 0 0人が利用している

状況でございます。  

 県では、効果的な行政サービスの提供や職員のウエルビーイング

向上を目指すため、働き方改革を進めさせていただいておりまして、

具体的には、モデル所属において専門家の指導の下、チームで話し

合い、働き方の在りたい姿を明確にした上で、課題を洗い出して現

状とのギャップを解消するためのアクションにつきまして、業務改

善に効果的なデジタルツールや柔軟な働き方を試験導入しながら実

施するとともに、ＤＸ・働き方改革推進本部を通じた全庁的な業務

改善にも取り組んできたところでございます。  

 先ほどの時間外労働時間、年休の取得状況、Ｚｏｏｍの活用状況

を見ますと、少しずつ働き方改革の効果が出てきていると。また、

それに資するようなデジタルツールの活用が進んできていると認識

しております。ただ、ますますこれから加速していく必要もあると

認識しております。  

 そこで、今年度におきましては、モデル所属における働き方改革

を進めて成果の横展開を図っていくとともに、所属の垣根を越えた

職員有志による研究室を立ち上げ―こちらはできれば民間企業に

も参加を促していきたいと考えておりますけれども、デジタルツー

ルの活用スキルを共有して様々な職場の業務効率化に挑戦していく

と。また、県立大学の情報系の学生が職員と共にデジタルツールを

活用した課題解決に取り組むほか、ワーキングチームを立ち上げま

して、テレワークの前提となるペーパーレス等の取組も進めること

としております。  
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 こうした部局横断の取組であったり、産官学の連携の取組を通し

て、先ほど議員から御指摘ありましたアナログな働き方を組織の外

の方に見ていただくと、そして意見交換していくと、そうした機会

をしっかりつくっていきながら、今後とも、最終的には職員一人一

人が働き方の現状と課題を自らしっかりと認識して、デジタルツー

ルも効果的に活用しながら、自分たちがありたい姿に近づけるよう

な働き方改革にしっかりと取り組んで、結果として職員のウエルビ

ーイング向上を実現していきたいと考えてございます。  

 続きまして、ＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡの運営方針、運営体制につ

いての御質問にお答えさせていただきます。  

 ＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡにつきましては、指定管理者制度を採用

させていただいておりまして、指定管理者が民間のノウハウを生か

して、施設の管理運営や創業支援などを行うこととしております。  

 こうした施設の活性化の鍵は、もう議員も重々承知だと思います

けど、人と企業のつながりでございまして、仲間の存在等のネット

ワークが構築されて、そのネットワークが、キューズでありますよ

うに、新たなビジネスや具体的なプロジェクトにしっかりとつなが

っていくことが重要であると考えてございます。  

 このため創業支援センターでは、県内ではＨＡＴＣＨであったり

Ｓｋｅｔｃｈ  Ｌａｂ、県外では先ほど申し上げた渋谷キューズな

ど、民間の創業支援施設ともしっかりと連携して、センターを核と

して、起業家や移住者、そして県内企業、学生、自治体など、多様

な人材ネットワークを構築し、新たなプロジェクトにつなげていき

たいと考えてございます。  

 また、起業家や移住者が集い交流していただくために、創業支援
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センターではアドバイザーを常駐させて、起業家の伴走支援の実施

や交流イベント等を開催したいと考えてございます。  

 また、創業・移住促進住宅のほうでもコミュニティーマネジャー

を配置し、シェアハウスを中心ですけれども、良質なコミュニティ

ーづくり、そして魅力ある施設にしていきたいと考えてございます。  

 県内のウエルビーイングを高めていくためには、県民や事業者の

よりきめ細やかなニーズに対応していくことが重要であると考えて

おりまして、そのためには、県、市町村の取組だけではなくて、県

民や事業者に近い官民連携やソーシャルビジネスを含めた共助の取

組、そうしたものを促進していくことが非常に大事だと考えてござ

います。  

 ＳＣＯＰ  ＴＯＹＡＭＡでは、多様な人材のつながりから、ウエ

ルビーイングの向上に資する新たなプロジェクトを生み出して、地

域が活性化するようにしっかりと努めてまいりたいと考えてござい

ます。  

 以上になります。  

○副議長（瘧師富士夫君）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、パワハラ防止についてお答

えをいたします。  

 改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法につきまして

は、議員御指摘のとおり、罰則は定められておりませんが、事業者

に対してパワハラ防止対策の実施を義務づけ、またパワハラ防止の

措置を講じていない事業者に対しては、労働局において厳正な指導

が実施されるものと承知しております。  
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 県の労働相談窓口に寄せられる職場の人間関係に関する相談も近

年増加傾向にありまして、相談者に寄り添いながら解決に向けたア

ドバイスを行いますとともに、事案の内容に応じまして、労働局の

窓口や司法的な支援を行う法テラスを御紹介しているところでござ

います。  

 また、県が昨年７月に行った、中小企業の義務化前の調査ではご

ざいますが、パワハラ防止措置を実施している事業所の割合は、大

企業ではほぼ全てでございましたが、一方、中小企業では約６割に

とどまっており、さらなる啓発が必要であるというふうに考えてお

ります。  

 県といたしましては、これまでも県内企業に対しまして、広報誌

「労働とやま」におきまして、パワハラ防止措置の義務化の周知、

職場のハラスメント撲滅の啓発を行いますとともに、昨年、企業経

営者や労務管理担当者を対象にいたしました労務改善講習会ではパ

ワハラ防止法をテーマに取り上げるなど、企業におけるパワハラ防

止対策の実施促進に取り組んでいるところでございます。  

 また一昨日、７日でございますが、県内の５つの経済団体に対し

て行いました県と富山労働局との連名によります雇用対策に係る要

請の中で、ハラスメントの防止についても要請をしているところで

ございます。  

 澤﨑議員御指摘のとおり、パワハラにつきましては人権に関わる

問題であるというふうに考えておりまして、今後とも富山労働局等

の関係機関とも連携いたしまして、ハラスメントのない職場環境づ

くりに取り組んでまいります。  

 以上でございます。  
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○副議長（瘧師富士夫君）南里地方創生局長。  

   〔地方創生局長南里明日香君登壇〕  

○地方創生局長（南里明日香君）私からは、新川こども施設に関する

御質問にお答えいたします。  

 議員から今ほど御紹介いただきました山形県のキッズドームソラ

イ、こちらは荻生徂徠の教育理念をルーツにしたコンセプトですと

か、充実したワークショップなどのソフト面など民間らしい運営手

法、大変面白そうな施設だなというふうに感じたところでございま

す。  

 さて、私どもの新川こども施設の整備でございますけれども、昨

年度、コンセプトをはじめ、施設の機能や規模、配置等を定める基

本計画を策定したところでございます。  

 この基本計画では、本施設が屋内外を自由に行き来できる空間づ

くりや、新川文化ホールとの連携による舞台芸術イベントの開催な

どの子供たちの遊びを促進する機能、親子で参加できるイベントの

開催や同伴者も楽しめる遊具の設置などの子育て支援機能、この２

つの機能を備えることに加え、施設整備や管理運営面で民間ノウハ

ウを生かした高水準のサービスが提供できるよう、民間企業の参画

機会の提供に努めることとされたところでございます。  

 このため、今年度、民間活力導入可能性調査を実施し、ＰＦＩ方

式や指定管理者制度も含めたＰＰＰ方式などの複数の事業手法につ

いて客観的な分析を行い、この中で、事業への参加意欲のある民間

事業者の存在や意向についても確認するほか、財政負担軽減効果が

どの程度見込めるかなども算定し、この調査結果に基づき最適な整

備手法を決定することとしておるところでございます。仮にＰＦＩ
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方式を導入する場合は、一般的にはＰＦＩ法に基づく事業者選定に

２年程度の期間が必要になるとされております。  

 一方で、昨年度開催した施設整備に係る検討会においても、早期

開設を望む声を多くいただいたところでございます。  

 いずれの整備手法を採用するにしても、今後必要となる手続等の

過程で少しでも短縮を図り、なるべく早期の開設となるよう、また、

民間ノウハウを最大限生かしたサービスが提供できる施設となって、

子育て環境の充実の一助となるよう努めてまいりたいと思います。  

○副議長（瘧師富士夫君）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）まず、漁業者への経営支援についての

御質問にお答えします。  

 最近の国際的な情勢の変化により燃油価格が高騰しており、県内

の漁業経営に大きな影響が生じているものと認識しております。  

 国では、燃油高騰が一定基準以上の場合に価格上昇分が基金から

補塡されます漁業経営セーフティーネット構築事業が措置されてお

り、昨年度は総額約１億 8 , 0 0 0万円が県内漁業者に補塡されており

ます。  

 しかしながら、この制度の加入には、漁業者と国が１対１の割合

で積立金を基金に拠出する必要があり、今後の燃油価格の動向等を

考慮しますと、漁業者に大きな負担が生じますことから、加入のた

めの漁業者積立金を支援する事業を６月補正予算案に盛り込んだと

ころです。  

 議員御提案の漁船の船底塗装につきましては、過去平成 2 0年度か

ら２か年間、燃油高騰の際に県独自で支援した経緯がございますが、



 －２２－ 

翌年平成 2 2年度には、現行の漁業経営セーフティーネット構築事業

が導入されまして、利用いただくこととなりました。  

 加入に当たりましては、漁業者は、加入条件である燃油使用量削

減目標を設定することとなっておりまして、その目標達成のため、

自主的に船底塗装が一、二年ごとに実施されているとお聞きをして

おります。  

 県といたしましては、今後、業者の負担が大きい積立金に対して

今回支援をするということとしたものでございます。  

 また、漁船の省エネ化を進めますことは、漁業経営の安定化を図

るためにも重要なことです。省エネ型エンジン等の導入、設置費用

に助成する国の支援事業もありますので、こうした支援策を県内漁

業者に周知いたしまして活用を促しているところです。  

 引き続き、漁業経営への影響を注視しつつ、漁業者の皆さんが安

心して漁業活動を続けられますよう取り組んでまいります。  

 次に、大規模建築物における木材利用についての御質問にお答え

します。  

 昭和 2 5年に制定されました建築基準法では、高さ 1 3メートル、

一般的に３階建てでございますが、これを超える建築物の主要構造

物には木材を使ってはならないというようなことなど、大規模な木

造建築物は建築制限がございましたが、その後、耐火性能の高い木

質部材の開発や、ＣＬＴ等の強度のある集成材の普及などによりま

して、例えば２時間耐火構造であれば 1 4階までの高層建築が認めら

れるなど、木材使用の範囲が拡大してきております。  

 県内では、平成 3 1年３月に県内初のＣＬＴを構造材とした県立大

学学生会館、また、令和２年１月には、魚津市で全国初の木造３階
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建ての小学校が竣工しております。  

 こうした中、昨年 1 0月の改正木材利用促進法では、その対象が民

間建築物を含む建築物一般に拡大されたほか、 1 2月には、民間企業

で北陸初となる６階から７階建ての木造集合住宅の県内での建設計

画も発表されております。  

 県といたしましては、新たに民間施設でのモデル的な県産材利用

に助成しますとともに、とやま県産材需給情報センターと連携いた

しまして、必要となる県産材の調達や供給に取り組むこととしてお

ります。また、設計士を対象とした研修会等において、県内をはじ

め、全国の大規模木造建築物の事例等も積極的に情報提供し、その

普及に努めていきたいと考えております。  

 昨今の外材供給が不透明さを増す中、本格的な利用期を迎えた県

内の森林資源の循環利用を進めますことは、ＳＤＧｓの取組を推進

し、カーボンニュートラルの実現にも寄与するものです。  

 今後とも、大規模建築物を含めた県産材のさらなる需要拡大と安

定供給体制の整備に取り組んでまいります。  

 次に、路網等のインフラ整備についての御質問にお答えします。  

 昨年３月頃から、いわゆるウッドショックが続いている状況に加

えまして、今般のウクライナ情勢の影響もあり、外材から県産材へ

の転換、県産材の安定的、持続的な供給体制の構築が求められてお

り、その生産基盤となる森林作業道等の整備が急がれております。  

 こうした中、県では、令和８年の県産材利用目標を、令和２年の

１万 7 , 0 0 0立米増となる 1 4万 5 , 0 0 0立米に引き上げ、出材を促進し

ていくこととしており、国の交付金等を活用いたしまして、必要と

なる作業道の開設や改良、山土場の設置などを計画的に進めていく
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予定です。  

 議員御指摘の森林作業道につきましては、高性能林業機械等が走

行できる幅員３メートル程度の簡易な構造でありますけれども、地

形、土質等の条件に応じて安全に作業ができ、搬出コストの低減に

つながる線形、配置が求められております。  

 このため、林業カレッジにおいて、引き続き現場技能者を対象と

した技術研修を行いますとともに、今年度から森林クラウドを活用

し、航空レーザー計測による詳細な森林資源情報等を基に、パソコ

ン上で設計条件に応じた作業道の線形案を短時間で効率的に作成で

きるよう、新たにスマート林業技能者育成研修を開始したところで

あり、ソフト面での支援も強化をしております。  

 県産材の需要が高まっている中、森林組合や林業事業体が路網等

のインフラ整備にしっかり取り組んでいくことができるよう、今後

とも予算確保と設計施工等の技術支援に努めてまいります。  

 私からは最後になりますが、林業における外国人材の活用につい

ての御質問にお答えします。  

 令和２年の国勢調査によりますと、全国の林業分野における外国

人就業者数は 2 2 2人で、うち県内は 3 1人、全員が入管法に基づく永

住者としての在留資格により就労され、本県林業の重要な担い手と

して活躍をされております。  

 一方、林業分野の外国人技能実習生は、昨年度、全国で 6 4人と近

年低位で推移しており、県内での受入れ事例はこれまでございませ

ん。  

 現行の技能実習制度は、林業の場合、在留期間が１年の技能実習

１号による受入れのみであり、入国や帰国時の渡航費など、受入れ
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側、雇用主の負担が大きいことや、危険な労働環境で労働災害の発

生率が高く、言語のコミュニケーションの課題があることなどから

活用が進んでいないとお聞きをしております。  

 しかしながら、多様な担い手の確保という観点では、外国人材の

受入れは有効な手段の一つでもございます。  

 平成 3 1年４月に全国森林組合連合会が中心となって設立をされま

した林業技能向上センターにおきまして、在留期間が通算３年とな

る技能実習２号への移行を目指しており、これに必要な技能検定制

度の実施に向けた準備も進められていると伺っております。  

 県といたしましては、こうした全国的な動きなども注視しながら、

引き続き実習生受入れのニーズや課題の把握に努めますとともに、

林業担い手センターや林業カレッジとも連携いたしまして、今後の

木材需要に対応できる林業担い手の確保と定着にしっかり取り組ん

でまいります。  

○副議長（瘧師富士夫君）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）私から、魚津港北地区についてお答えしま

す。  

 魚津港の北地区では、港湾物流の円滑化と漁業施設を含めた港湾

機能の拡充を図るため、平成６年度から防波堤、埠頭用地、耐震強

化岸壁などを整備し、平成 2 7年度に完成しております。  

 こうした岸壁などの施設は、船舶が安全に停泊できる静穏度が確

保されるよう計画したものでありますが、平成 2 8年 1 2月には岸壁

に係留中の船が冬期風浪により大きく揺れ、岸壁と接触し、船体を

損傷する事故が発生しました。このため県では、魚津漁協と調整の
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上、令和２年度までに船の接岸時の衝撃を和らげるため、岸壁に設

置している防舷材を改良するなどの措置を講じたところでございま

す。  

 さらに、近年の地球温暖化などに伴う波浪による影響も考えられ

ることから、県では悪天候時に港内のパトロールを行い、静穏度の

状況確認に努めております。  

 また、停泊、係留の安全性の確保に向け、静穏度の調査・解析手

法について国に相談したところ、漁船などの小型船舶を対象とする

場合には、波の高さを継続的に計測することや、海面の状況をより

高い精度で再現する必要があることなど、課題が多いとのことでご

ざいました。  

 県としては、今後とも悪天候時の状況監視に努めるとともに、

日々の港湾利用を通じ、港内の波の状況を詳しく把握されている港

湾利用者の方々に聞き取りを行うなど、静穏度の向上につながる対

策について引き続き検討してまいります。  

 以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）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、有害鳥獣対策に関する

質問にお答えをいたします。  

 県では、今回のツキノワグマなど５種、また令和２年度に先行し

て改定いたしましたイノシシ、これらの各管理計画において、それ

ぞれ被害状況等を踏まえて対策に取り組むこととしております。  

 まず、主な鳥獣の管理の取組に関してでございますが、ツキノワ

グマにつきましては、生息状況、自然環境、人間活動を考慮して地
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域区分を設定し、山里や人里周辺など、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。  

 次に、ニホンザルにつきましては、これまで出没のなかった地域

で被害が発生しますなど行動域の拡大が見られますことから、今年

度は住民の方々に対しまして、猿を人里に寄せつけないノウハウ等

を伝授する研修を実施し、また、デジタル技術を活用した地域ぐる

みでの被害防除の実証実験を行うこととしております。  

 次に、イノシシにつきましては、分布域が県内全域に広がり、昨

年の農作物被害額が鳥獣全体の約８割を占めるなど、その影響が依

然として大きいことから、引き続き捕獲に努め、個体数の抑制を図

ることとしております。  

 続きまして、捕獲体制に関してでございますが、県と市町村が役

割を分担し、体制を整えることとしております。特に銃器を使用し

た鳥獣の捕獲等が禁止されている住居集合地域等におきましては、

猟友会員が主要メンバーでございます市町村の有害鳥獣捕獲隊が警

察官職務執行法による警察官の指示の下、適切に対処することとし

ております。  

 なお、警察官の方に有害鳥獣捕獲隊員になっていただくこと、こ

れに関しましては、一般にツキノワグマなどの駆除につきましては、

高度な知識や豊富な狩猟経験が必要とされておるところでございま

すが、警察官個人が捕獲隊員として自発的に活動されることを妨げ

るものではないと考えられております。  

 今後も改定しました管理計画等に基づきまして、市町村、県警察、

猟友会など関係機関と連携し、有害鳥獣対策に取り組んでまいりま

す。  



 －２８－ 

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）以上で澤﨑豊君の質問は終了しました。  

 


