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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  

○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。  

 武田慎一君。  

   〔 28番武田慎一君登壇〕  

○ 28番（武田慎一君）皆さん、おはようございます。よろしくお願い

します。  

 まず初めに、石川県との連携についてお伺いいたします。  

 ３月 13日に、元文部科学大臣、馳浩さんが石川県知事に当選され、

27日に就任されました。誠におめでとうございました。４月末には

新田知事と藤井富山市長、村山金沢市長と会食されたという報道も

され、両県都の連携は加速していくんだなと感じました。  

 最近目につくのは、両県がＧ７教育関係閣僚会合の誘致に向けて

頑張っているという記事報道でして、とてもよいことであると思い

ます。富山県と石川県は、県庁同士の距離が全国的に見ても非常に

近いわけでして、鉄道等の移動も有効かと予想されます。誘致に向
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けて、新田知事も手応えを感じておられるのではないでしょうか。

いずれにしましても、エクスカーションは石川県にない世界遺産五

箇山を選択されるよう、働きかけをお願いいたします。  

 地政学上、有利な関係があり、ドクターヘリ相互乗り入れ等の医

療や山岳地帯等での火災人命救助における防災、高岡市、氷見市、

小矢部市、南砺市に係る県際道路のこと。石井・谷本県政と違って、

やりにくい部分が少しずつ解消されているということでございます。

思い切った政策を打つ新年度であると思われます。  

 そこで、両県をまたぐランドマーク構想や、両県で負担金を出す

小さな会計ではなく、両県のプロジェクトに係る特別会計を創設す

ることを提案いたします。  

 ランドマークでは、国道８号に限らず、国直轄における県内 20年

ぶりのトンネルを掘り、さらに橋を架けるとか、ＰＦＩやＰＰＰを

採用し、谷を越えるジップライン等。また、東海方面とも近いこと

からトヨタ等の誘致を両県で実行し、両県をまたぐウーブン・シテ

ィを創造するとか、わくわく感を両県民に与えなくてはなりません。

質問している私も、わくわくしてまいりました。県民にわくわく感

を与えるような石川県と連携した取組について、新田知事にお尋ね

いたします。  

 コロナ感染数も減少し、国民の気持ちは慣れ、外へ出ようという

機運の高まりが見えてきました。よいことです。来月にはＧｏ  Ｔ

ｏ  トラベルも再開されるとの報道もあり、マイクロツーリズムに

拍車がかかります。広域観光においては、飛越北信越６県が連携し

た取組も必要と考えます。  

 ２月に視察をしたＪＲ盛岡駅で、東北６県の食材や民芸品等を常
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設で集中させ、売場面積も大きくＰＲしておりました。富山駅にお

きましてもこのような取組が必要と考えますが、地元で愉しもう！

とやま観光キャンペーンによる他県民の利用状況や、一層の利用促

進、全体の観光客動向と併せて、南里地方創生局長にお尋ねいたし

ます。  

 「佐渡島の金山」をユネスコ世界遺産へ推薦することが本年２月

に閣議決定されました。将来的に世界遺産認定された場合に向け、

佐渡島との定期航路実現など本県観光産業への波及効果が生まれる

よう、明日かあさっての話ではなく長期的に取り組む必要があると

考えますが、６月８日に誕生日をお迎えになられました南里明日香

地方創生局長に所見をお聞きいたします。  

 昨年５月にナショナルサイクルルートに指定されました富山湾岸

道路ですが、世界で最も美しい湾と併せて、より一層のブランド力

や知名度の向上が図られたところであります。  

 ４月 17日には、３年ぶりの、知事就任後初めての、富山湾岸サイ

ク リ ン グ 2022も 開 催 さ れ ま し た 。 晴 天 に も 恵 ま れ 、 県 内 外 か ら

1,200名余りの参加者があり、県議会からも８名参加しておりまし

た。知事が大会長としての御挨拶をされました。  

 近年では県内サイクリング愛好の高まりもあり、９月には 100人

規模での、山本徹議員を会長、針山議員を事務局長とする超党派で

の富山県市町村議員サイクリング同好会も結成されるやにお聞きし

ております。  

 そこで知事には、富山湾岸サイクリングの感想と、来年度大会に

向けての出場への意気込み、さらにはサイクルトレインの増発等を

含め、サイクリング観光の取組等、一層のＰＲに努めるべきと考え
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ますが、新田知事の所見をお伺いいたします。  

 次に、砺波地区の県立高校における土木科、林産科の新設につい

てであります。  

 これまでに多くの議員がただしてこられました。県教育委員会は、

公私比率のバランス、さらなる少子化、ほとんどの中学３年生は普

通科希望、県外の学生を富山県の税金で育てるのかなど、その繰り

返しであります。  

 そのことを覆す論法は、防災・減災対策、カーボンニュートラル

の推進対策、県外から生徒誘致をすることでの地域の担い手生産労

働活力創出等、よいことはたくさんあるはずで、ニーズは高いと思

っております。先月開催されました県議会政策討論委員会において

も意見があったところであります。  

 そこで、来年度に向けて新設すべきと考えますが、新田知事にお

尋ねいたします。  

 次に、県有施設の活用等についてです。  

 旧富山中央警察署跡地には、都会を感じさせる、建設中のＮＨＫ

富山放送会館が８月末頃、運用開始とお聞きします。現在のＮＨＫ

富山放送会館は今でも活用方法が見いだせず、スピード感がないよ

うに思います。現在のＮＨＫ富山放送会館は県庁や県民会館に隣接

し、幹線道路にも面しており駅に近いなど、県民の関心も高いので

あります。  

 また、県庁などでの会議や催し、県民会館での利用等の際には一

方通行が渋滞し、駐車場には 40分待っても入れないと苦情が出る始

末で、県としてより早く利活用の検討を進めるべきであります。  

 魅力あるまちづくりを進める上で、跡地利用の検討状況を岡本経
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営管理部長にお尋ねいたします。  

 旧泊高校跡地利用においては、企業誘致をする方向性で進捗して

いるとお聞きいたしますが、その詳細をお聞かせ願います。  

 ただ、昨年 12月までサウンディング調査をされておりました旧南

砺福光高校の跡地利用が気がかりです。昨年度は知事政策局が所管

でしたが、教育委員会にまた逆戻りしていることにびっくりしまし

た。民間企業を相手に交渉や寄附を募っていく手法が、当該基礎自

治体や地元関係者が納得するところだと理解します。  

 お聞きするところによりますと、サウンディング調査では、富山

県と活用提案された民間企業との溝は深く、採用できるものではな

いというものです。それでは折衝や交渉、同窓会や住民への説明に

は程遠いと思われます。  

 そこで、サウンディング調査の内容と具体的な活用方針及びスケ

ジュールはどうなのか、荻布教育長にお尋ねいたしまして、１つ目

の御質問を終わります。  

○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）武田慎一議員の御質問にお答えします。  

 まず、石川県との連携についての御質問にお答えします。  

 石川県との連携につきましては、昨年の２月に高岡で、そして 10

月には石川県の輪島で、２度にわたって谷本前知事と知事懇談会を

開催しました。互いに「北陸は一つ」という共通認識を持っており

まして、その認識の下で北陸新幹線のさらなる整備促進、また県際

道路の整備促進、そして、相互にそれぞれ首都圏にアンテナショッ

プを持っておりますが、それを相互により活用して相乗効果を高め
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ていこうと。あるいは、能登半島に志賀原発がありますので、原子

力防災についても共に取り組んでいこうということ。それから、何

といっても広域観光、両県に福井も加えて、北陸３県によって新幹

線の敦賀延伸に伴い、それを最大限生かすためにデスティネーショ

ンキャンペーンを誘致しようと。これにつきましては幸い、令和６

年の秋に誘致することが実現しました。などなど、広域的な課題に

ついて共に取り組んでいこうということで、その懇談会では大いに

成果が上がったというふうに思います。  

 また、谷本正憲前知事は７期連続で知事を務められたということ

で、言わば大ベテラン、大先輩であります。そんな意味でも、知事

の心構えなどいろいろと御指導いただいたところでございます。  

 そうした中で、本年３月に、議員御指摘のように、お隣の石川県

では馳浩新知事が誕生されました。私は民間人の頃からお付き合い

もあり、気心もある程度知れていますし、また、馳さんは小矢部市

の出身ということもあり、大変心強く、また石川県との連携をさら

に前進させることができるのではないかと私も思っております。  

 今年度は本県において、石川県との知事懇談会を開催する予定に

しております。時期やテーマなどについては、今詰めているところ

です。  

 武田議員から大変夢のある構想も今、お話をいただきました。私

も聞きながらわくわくしましたが、これも馳知事と十分に意見交換

をしながら、まずは令和５年度末の北陸新幹線の敦賀開業を見据え

た広域観光の推進、それから県際道路の整備など、これまでの取組

を中心に連携を加速させていくとともに、また幅広い分野で新たな

テーマも見つけて、ウィン・ウィンの関係を築いていくことで、お
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互いにさらに発展をするように、また私の北陸の十字路の構想に資

するような関係づくりを目指していきたいと考えます。  

 次は、富山湾岸サイクリングについての御質問にお答えをします。  

 去る４月 17日、富山湾岸サイクリング 2022が魚津市をメイン会場

にして、大変に天気も恵まれました。そんなうららかな日差しの中

で開催をすることができました。３年ぶりです。２年前はコロナの

せいで、昨年は悪天候でという残念なことが続きました。今回は本

当に開催できてうれしかったと思います。  

 過去の大会では、県外からの参加は３割程度だったんですが、今

回は県外から増えました。 40％が県外からの方でした。やはりこれ

は国のナショナルサイクルルートに指定をされたことが知名度のア

ップにつながったんだというふうに理解をしております。  

 それから、実行委員長である武田議員からも常々、参加するよう

にという御指示をいただいておりましたところですが、当日はほか

にも公務が重なっておりまして、思うに任せませんでした。次の宿

題とさせていただきたいと思います。  

 そして、当日は 1,253名の参加をいただきました。その中には、

武田議員が編成されたチーム富山県議会の８名もおられたところで

ございます。そして、富山湾と雪を抱く立山連峰、これらが織りな

す景観、そして沿道のチューリップなどを皆さん見られながら、サ

イクリングを楽しまれました。また、ところどころに設置されたエ

イドステーションでは、ホタルイカやあるいはタラ汁などの富山県

の味覚も十分に堪能していただいたことだというふうに思います。

トータルとして大会を十分に満喫いただいたと思います。  

 大会後にアンケートを取りました。参加者のうちの 880人の方が
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回答いただいて、そのうちの８割の方から「満足している」あるい

は「大変満足している」というふうにお答えをいただきました。そ

ういう意味では、参加者の満足度も大変高く、うれしく思っていま

すし、また武田実行委員長をはじめ大会関係者の皆様に心から感謝

を申し上げたいと思います。  

 その参加者の中には、自転車系インフルエンサーの今泉瑞希さん

という方もおられました。彼女は 180キロコースに参加をし、そし

てその後も富山県内を自転車で巡っていただきまして、自転車系の

専門雑誌にもその状況を本当に詳しくレポートいただきました。こ

ういうことはまた来年の大会参加者も増やすでしょうし、それだけ

ではなくて、関係人口 1,000万人に向けても大きな力になってくれ

たというふうに思っています。  

 今後もまだまだコースは磨き上げなければなりません。安全性、

走行環境のこと、それからまたエイド食のさらなる充実なんかもあ

ります。本大会の魅力向上やさらにＰＲに努めていき、首都圏から

の誘客を目的にＳＮＳなどでも情報発信をして、さらに大会として

もよりよい大会にしていきたいと思います。  

 また、サイクルトレインのことですが、今のところまだ、ちょっ

と遡及が足りないのでしょうか。４月は運行日数が４日で平均 3.5

人の乗車、５月は運行日数５日で平均 1.4人の乗車にとどまってお

ります。このあたり、より利便性を向上させる手だてなど、あいの

風とやま鉄道にも働きかけていきたいと考えております。  

 私からは最後になりますが、学科の新設についての御質問にお答

えをします。  

 本県の生活基盤や社会基盤を整備、維持、更新していくために、
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地域の安全や安心を支える上で、土木あるいは林業等の人材を育成

していくことは重要だと考えます。少子化の進行に伴いまして、担

い手の確保や育成が課題となっているということも承知をしており

ます。  

 土木系の学科を設置している県立高校は現在３校あります。砺波

学区には南砺福野高校農業環境科に土木類型が設けられているもの

の、土木系の学科という意味では設置されていない状況にあります。  

 林産科については、本県に設置校はありません。ただ、土木系学

科や農業環境科の生徒が間伐作業などの林業体験実習の取組に参加

するなどして、林業への理解を深めていると聞いております。  

 また、県外からの公立高校への受検の場合には、全国的には一般

に、大半が県内への転居を条件としていると聞いており、実施に当

たっての課題を整理し、先行事例などの研究をする必要があると理

解をしております。  

 今後、県教育委員会には、令和の魅力と活力ある県立高校のあり

方検討委員会―昨年から立ち上げておりますが、今後の高校の学

科の在り方について協議をしているところであります。  

 今後の県立高校の土木系学科を含む学科の在り方などにつきまし

ては、地域や産業界のニーズ、中学生の進路希望の状況などを基本

として、時代の変化に対応した人材育成の観点を踏まえて、丁寧に

検討を進めてもらいたいと教育委員会には伝えております。  

 私からは以上です。  

○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）まず私からは、広域観光について、
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また観光キャンペーンの状況についての御質問にお答えいたします。  

 新型コロナウイルス感染症の影響により観光需要が大きく落ち込

む中、県では県民向けに、地元で愉しもう！とやま観光キャンペー

ンを実施し、観光需要の下支えを行ってまいりました。  

 また、昨年末には対象を近隣県へ拡大し、年始に一時中断後、４

月からは地域ブロック県民を追加し、観光需要の回復を図ってきた

ところであり、他県民の利用状況は、４月末の速報値で石川県民が

3,500人、福井県民が 772人、長野県民が 1,479人、新潟県民が 1,607

人、岐阜県民が 558人の計 7,916人となっておるところでございます。  

 また、２月末に観光庁から公表された宿泊旅行統計調査令和３年

速報値によれば、本県の日本人延べ宿泊者数は約 247万人と、前年

比で 13.5％増、全国２位の増加率となっており、他県に比して感染

防止対策と両立されたキャンペーンを切れ目なく展開したことに加

え、県独自の特産品プレゼントキャンペーンなどの施策を効果的に

組み合わせたことが、全体として観光需要の下支えにつながったと

考えておるところでございます。  

 こうした近隣からの誘客、いわゆるマイクロツーリズムについて

は、海外、国内からの誘客に並ぶ観光誘客の柱として、また近隣県

との相互理解の上での連携した観光誘客を図るためにも、積極的に

進めていく必要があると考えております。  

 県としましては、今後とも国の施策の動向や県内外の感染状況を

注視しつつ、近隣県と連携し相互誘客を図るとともに、新聞広告や

ＳＮＳ等、ターゲットに応じた効果的な情報発信を展開しながら、

より一層観光需要の拡大に向けて取り組んでまいりたいと思います。  

 次に、佐渡島との観光連携についての御質問にお答えいたします。  
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 先般、隣県の「佐渡島の金山」が、世界文化遺産登録に向けてユ

ネスコに推薦書が提出されましたことは、広域連携での誘客に取り

組む本県としては大変歓迎するものでございます。佐渡島には、佐

渡奉行所跡、宿根木の町並みなど文化、歴史の魅力があり、一方、

本県においても、世界遺産五箇山合掌造り集落や電源開発の歴史を

持つ立山黒部、美しい富山湾など、互いに異なる魅力的な観光コン

テンツを有してございます。  

 佐渡島は上越市の直江津港と定期航路で結ばれていることから、

北陸新幹線、えちごトキめき鉄道、しなの鉄道による広域周遊が可

能となってございまして、北陸新幹線糸魚川駅を中心とした新川、

上越地域の近隣６市町村では、北アルプス日本海広域観光連携会議

を組織して観光連携を進めているところでございます。  

 県としては、現在実施中のとやま観光キャンペーンとにいがた県

民割キャンペーンのブロック割キャンペーンにより、佐渡を含めた

新潟県との相互誘客を進め、まずは互いのよさを認識しながら、そ

の後の地域全体での広域誘客につなげていくとともに、中長期的な

視野を持ちながら、関係事業者や市町村等とも連携協力し、地域の

魅力の発信に努めてまいりたいと存じます。  

○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、ＮＨＫ富山放送会館

の跡地活用についての御質問にお答えをいたします。  

 ＮＨＫ富山放送会館については、今年２月に旧富山中央署跡地に

おいて新会館の建物が竣工し、現在、放送機材等の移設など、オー

プンに向けた準備が進められていると聞いております。現在の会館
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敷地については、新会館への引っ越しが完了し、ＮＨＫで現会館の

建物を解体された後、県が取得することとしております。  

この土地については、これまで県では、ＮＨＫと土地交換を決め

た平成 29年以降、有識者を集めた懇話会を設置し意見を伺うなど有

効活用に向け検討し、ホテル等の観光に資する施設や公共的な施設

の整備など、様々なアイデアをいただいたところでございます。  

 その後、富山駅周辺での新たなホテルの進出に加え、新型コロナ

感染拡大に伴う県内外の人々の行動や、テレワークなどＤＸの進展

による県民の働き方に変化が見られるところでございます。  

 さらに、今後、北陸新幹線の令和５年度末の金沢―敦賀間の開業

や大阪までの延伸に加えまして、知事の公約である北陸の十字路構

想の実現に向けた取組の進展が見込まれるなど、検討当時とは諸般

の状況が大きく変化していることから、こうした変化も今後の検討

に取り入れていく必要があると考えております。  

 議員御指摘のとおり、この土地は富山駅から富山市の町なかに至

る動線上に位置し、魅力あるまちづくりを進める上で重要な土地で

あり、県としましては、今後のオフィス需要や、県民、観光客、企

業などの様々なニーズ、また富山市中心部での再開発の動きなども

注視しつつ、県庁や県民会館など県庁周辺の在り方も含め、新たに

庁内のプロジェクトチームを設置し、富山市や有識者の御意見も伺

いながら検討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）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、高校の跡地利用についての御質問
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にお答えいたします。  

 このたびの高校再編に伴い、今年３月末で閉校となった旧泊高校、

旧南砺福光高校の跡地の活用策につきましては、地元市町の御要望

をお聞きし、連携しながら検討を進めてまいりました。  

 旧泊高校につきましては、庁内ワーキンググループでの検討など

を経て、昨年度、公募型プロポーザルにより提案を募集いたしまし

たが、残念ながら応募がなかったところでございます。このため、

朝日町とも協議し、県が土地の所有を継続したまま企業誘致用地と

して整備をするとともに、県と町が協力し、企業を誘致していくこ

とといたしました。今年度は、土地の測量、建物の解体工事の設計

などの整備を進めてまいりたいと考えております。  

 また、旧南砺福光高校につきましては、昨年度、庁内ワーキング

グループでの検討を重ね、民間活力による有効活用に向け、サウン

ディング型市場調査を実施いたしましたところ、複数の事業者から、

教育・人材育成施設、宿泊施設・住宅、スポーツ施設など多様な活

用策の御提案をいただきました。提案のあった事業者などからの御

意見も踏まえ、活用策の実現や持続的な運営の可能性などについて、

部局横断的に検討をしているところでございます。  

 今後、活用方針をお示しし、年内をめどとした公募型プロポーザ

ルの開始に向け、公募条件の検討など必要な準備を進めてまいりた

いと考えております。  

 閉校となった高校跡地の有効活用は、地元の皆様の関心の高い重

要な案件であり、引き続き、知事政策局や関係部局を含め、全庁的

な体制により部局横断的に検討を進めて、両市町や関係機関とも緊

密に連携協力しながら、地域の新たな活性化につながるよう取り組
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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）武田慎一君。  

   〔 28番武田慎一君登壇〕  

○ 28番（武田慎一君）２つ目は、障害者福祉、少子化対策等について

お伺いいたします。  

 視聴覚障害者への支援についてでありますが、今後、障害者の増

加は明らかであり、いかに障害者福祉の政策が必要かが課題となっ

ております。  

 先月、障害者の情報アクセシビリティーの法律、障害者アクセシ

ビリティ・コミュニケーション施策推進法が成立しました。県はこ

れまで、障害者差別解消法による対策、実行をなされたと認識して

おります。ただ、障害者アクセシビリティ・コミュニケーション施

策推進法により、さらなる取組が必要となるわけでして、手話、点

字など障害者の方の意思疎通等の手段確保に万全を期す必要があり

ます。  

 そこで、本庁や出先機関等においてどのように取り組んできたの

か、またどのように取り組むのか、木内厚生部長にお伺いいたしま

す。  

 余談でありますが、国歌「君が代」のフレーズを手話通訳できる

方はいらっしゃいません。聴覚障害の方々は、一部相手の口元を見

て話の内容を理解もされますが、このコロナ禍でマスクが障害とな

り、手話通訳の充実が課題となります。  

 県はこれまで、外部委託等で手話通訳を配置してこられましたが、

さらなるサービス向上の観点から手話通訳のできる正規職員を配置
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すべきと考えますが、木内厚生部長にお伺いいたします。  

 次に、少子化対策、子育て家庭への支援についてであります。  

 先日、令和３年の全国出生数が約 81万人と過去最少になったとの

報道がありました。少子化非常事態宣言と衝撃的なニュースであり

ます。  

 富山県においても、ここ数年、出生数の減少が続いております。

県においては様々な少子化対策を打ってきたものと承知しています

が、残念ながら功を奏しているとは言い難い状況であり、抜本的な

対策が必要であります。  

 ある政経文化セミナーにて、平仮名や片仮名で書くと私と同じ名

字の先生が、少子化対策として第１子目 1,000万円、第２子目 2,000

万円、第３子目 3,000万円の給付、財源は国債と持論を展開されま

した。日本の危機的状況、将来にわたる国の支えとして、約 3,000

人の参加者は共感されたものと感じました。  

 一方、新田知事におかれましては、自身の選挙前に、ある自民党

職域支部にて、第３子目に 1,000万円の給付政策を述べられました。

今思えばいい政策だなと当時を思い出します。  

 成長戦略では関係人口 1,000万を目標に掲げておられます。しか

し、八十八策に描かれておりました少子化対策、子育て支援が目立

っておりません。今後どのように位置づけ取組をなされるのか、三

牧知事政策局長にお尋ねいたします。  

 令和３年度末現在では、県内の聴覚障害者で難聴児は 73名おられ

ますが、早期の療育開始により障害を克服し、生活の質の向上を期

待することができます。  

 その初期段階として、新生児聴覚スクリーニング検査があります
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が、その検査費については各市町村様々で、実情に合わせ取り組ん

でおられます。この検査費については、地方財政措置の拡充などに

ついて国会でも議論されており、今後、各市町村における取組がさ

らに促進されるよう見直しが行われるものと思っております。  

 そこで、市町村による検査費用の助成などの取組を促進するとと

もに、検査の精度向上や、多少のリスクや不具合はあると思います

が、人工内耳手術などの早期治療や療育支援につながるようにする

ことが必要と考えますが、木内厚生部長にお尋ねいたします。  

 本県は生活保護世帯が少ないわけでありますが、過日の京都新聞

では、富山県の生活保護世帯の高校生の大学進学率が全国で最下位

となっていると発表されました。教育県を誇る富山県において、お

金がないと進学できないのか、誰も取り残さない社会ではないのか

と目を疑ったのでありました。令和２年度が最下位で、令和元年度

以前も全国の状況を下回っている数値結果であります。  

 そこで、この状況を御存じであるのかどうか、大学進学に係る支

援状況と併せて蔵堀副知事にお尋ねいたします。  

 現状、児童福祉施設や里親で保護を受けている子供たちは、 18歳

を超えると施設等を離れることになります。こうして自活を始めた

若者、いわゆるケアリーバーはどこへ行き、どのような生活をして

いるのだろうか、どうなっていくのだろうか、すごく心配で関心の

高い部分です。  

 先日の新聞に、児童福祉法が改正され、 18歳の年齢制限が撤廃さ

れることが載っておりました。施行は令和６年度です。制度改正後

も、施設の事情によっては 18歳になると施設等を出なければならな

い子供たちもいるのではないかと思います。  
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 山本徹委員長が厚生環境常任委員会を取り仕切っておられたとき

に、高岡愛育園を視察しました。この子たちの生い立ちを想像した

り、施設のほうからは、親御さんたちは最初に子供さんを連れてこ

られるときはやつれておられたり、地味な格好をしておられたので

すが、面会に来られたときは、きれいな服を着て元気そうにして来

られます。それはそれでよいことなのかもしれませんけれども、子

供さんを連れて帰ろうとはしないといった現状を聞かせていただき、

腹立たしくもありました。テレビでのドキュメント番組を見ていて、

思わず涙がこぼれたこともありました。私は今でも、財力と体力が

あり環境が整えば、里親になりたいと思っています。  

 現在、自立援助ホームは、県内には自立援助ホームうなづきしか

なく、いかに運営が難しく、好んで支援活動をするようなものでは

ないということがうかがわれます。しかしながら、この必要性は、

当事者となる子供たちの増加を考えたときに、高いと感じます。  

 そこで、木内厚生部長には、自立支援を求め自立希望の子供たち

は県内に何人実在するのか、また、このような場所の必要性と活動

を行う民間団体への支援についてどのように考えておられるのか、

お伺いいたします。  

○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）私のほうからは、生活保護世帯の大学等への

進学率に関する御質問にお答えをいたします。  

 先般、市民団体でございます生活保護情報グループから、令和２

年度末時点の生活保護世帯の都道府県別大学等進学率が公表されま

した。「大学等」と申しますのは、大学と短大、それから専門学校
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な ど で ご ざ い ま す 。 そ の 調 査 で 、 本 県 は 全 国 で 一 番 低 い 進 学 率

16.7％となっております。  

 本県の生活保護率は全国最低となっております。また、保護世帯

の構成比で見ますと、高齢者世帯が多く母子世帯が少ないという傾

向にもございます。こうしたことから、生活保護世帯の高校卒業者

数そのものがまず少ないということもございまして、進学率は、１

人大学へ行かれる、２人行かれるということで、率が年度によって

大きく変動するという状況にもございます。ただ、全体として本県

の進学率が低い傾向にあることは確かでございます。これは、富山

県では高校卒業者の求人が多く就職しやすい環境にあることも要因

の一つでないかというふうに考えております。  

 また、国では、大学等への進学率について、全国的に見ると地域

格差があるということなんですが、これにつきましては、進学に向

けた教育環境、また大学等の数の違いが影響しているのではないか

という見方もございます。  

 県ではこれまでも、県単独で、生活保護世帯を含む経済的理由に

よりまして修学が困難な県内出身学生に修学上必要な資金を無利子

で貸与する奨学金制度を設けております。また、病気等の理由によ

りまして返済が困難な場合には、返還猶予など返済方法の相談に応

じるなど、個人の事情に配慮したきめ細かな対応により進学を支援

いたしております。  

 また、平成 30年度からは、生活保護世帯の子供さんが大学等に進

学した際に、進学準備給付金―自宅外の場合ですと 30万円給付さ

れるという制度も―これは国全体ですけれども施行をされており

ます。  
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 県といたしましては、子どもの貧困対策の推進に関する法律の目

的や理念に沿いまして、子供の将来がその生まれ育った環境によっ

て左右されることがないよう、貧困が連鎖しないように、子供が健

やかに育成される環境を整備することが重要だと考えております。  

 今後とも、生活保護世帯をはじめといたしまして、経済的支援を

必要とする世帯の負担軽減を図ってまいることは当然でございます

けれども、まずその根幹として、その制度がよく周知されていない

ということも考えられますので、制度の周知をしっかりやっていき

たいというふうに考えております。  

 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、視聴覚障害者の方の意思疎通など

のための手段の確保についての御質問にお答えをいたします。  

 障害者差別解消法では、不当な差別的取扱いを禁止するとともに、

過重な負担にならない範囲での合理的配慮の提供を義務づけていま

す。この合理的配慮とは、障害のある人が社会生活などを送る上で

支障となる社会的障壁を取り除くために行うものでありまして、視

聴覚障害者等への意思疎通支援もその一つであります。  

 このため県では、県職員が事務事業の執行に当たり適切に対応で

きるよう作成しました職員対応要領、これに意思疎通等の配慮の具

体例を盛り込みまして職員研修等で周知をするとともに、県主催行

事等への手話通訳者の派遣や職員向け手話講座の開催など、意思疎

通のための環境づくりを行っています。  

 具体的には、本庁では、記者会見の同時手話通訳、県ウェブサイ
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トでの文字サイズ、色使いへの配慮や読み上げソフト対応、本庁舎

での専任手話通訳者の配置などを行っています。  

 また、出先機関では、厚生センターや病院などの遠隔の手話通訳

サービスの提供、また県立図書館での視覚障害者等用のデータ送信

サービス―これは図書を音声やテキストに変換してインターネッ

トで視聴できる、そういったサービスを県立図書館で提供しており

ます。このほか、県内における意思疎通支援体制の充実のため、手

話通訳者や同行支援者の派遣助成や人材育成なども行っております。  

 今、御紹介のありました障害者情報アクセシビリティ・コミュニ

ケーション施策推進法、この法律の趣旨も踏まえまして、引き続き

障害のある人が円滑に情報を取得、利用し、意思疎通できる環境づ

くりに取り組んでまいります。  

 次に、県庁における手話通訳者等の配置についての御質問にお答

えをいたします。  

 手話通訳者等は、聴覚障害のある人などが円滑に情報を取得、利

用し、意思疎通できる環境づくりに重要な役割を果たしています。

このため県では、昭和 55年度から富山県聴覚障害者協会に委託をし

まして、専任の手話通訳者１名を配置しています。さらに、平成 30

年４月からは、手話言語条例の施行に合わせまして、県庁内の専任

手話通訳者を１名増員して配置しまして、現在は２名体制で対応し

ているところです。  

 専任の手話通訳者の具体的な業務としましては、来庁者への手話

通訳、緊急時を含む記者会見での同時手話通訳、各種イベントや会

議などの県主催事業での手話通訳、タブレットやスマートフォンを

介して手話通訳を行う遠隔手話通訳サービスへの対応など、年間で
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約 300件の手話通訳を、日曜日などの閉庁時も含めて対応いただい

ているところでございます。  

 県では、教職員や警察職員を含む県職員を対象とした手話講座の

開催など、意思疎通の環境づくりに取り組んでおりますが、御提案

のありました正規職員の配置につきましては、業務の内容やニーズ、

あるいは民間活力の活用や連携の在り方なども踏まえて判断をして

まいります。  

 次に、新生児聴覚スクリーニング検査についての御質問にお答え

をいたします。  

 県では新生児聴覚検査について、平成 16年度に検査体制整備のた

めの検討会を設置しまして、また平成 17年、 18年度の２年間、検査

費用の一部を負担することによりまして、産科医療機関での検査機

器の整備促進に取り組んできました。  

 また、要再検査となった新生児に対しまして、さらに精度の高い

判定を行うための確認検査の費用を負担するとともに、検討会を改

組した富山県新生児聴覚検査事業に係る協議会を令和元年度に設置

しまして、精度管理やその後の療育支援体制の在り方について協議

するなど、関係機関との連携体制を構築してきました。こうした取

組の結果、県内での新生児聴覚検査の受診率は、平成 28年度以降

99％以上という高い率となっております。  

 検査費用の公費負担については、平成 19年度から少子化対策に関

する地方単独措置の内数としまして、市町村に対する地方交付税措

置がなされております。こうしたことも含め、市町村に対して実施

を働きかけてきておりまして、現在 12の市町村で公費負担が行われ

ているという状況でございます。  
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 県では引き続き、公費負担の未実施の市町村に対して働きかけて

いくとともに、早期治療や療育支援に確実につなぐための検査に携

わる保健、医療、福祉関係機関の一層の連携に向けまして、今後も

協議会での御意見を踏まえながら、切れ目のない支援に取り組んで

まいります。  

 次に、自立援助ホームについての御質問にお答えをいたします。  

 自立援助ホームは、義務教育を修了した 20歳未満の者、または 22

歳未満の大学生であって児童養護施設等を退所した者等に対しまし

て、住居の提供や相談、その他の援助を行う事業でございます。  

 議員からも御紹介ありましたとおり、本県ではＮＰＯ法人が運営

する自立援助ホームが黒部市に設置されています。このホームでは

入所者に対しまして共同生活の場を提供し、生活指導や就労支援な

どの自立に向けた支援のほか、退所後の相談や支援も行っています。

平成 29年１月の開設から昨年度までに 15名入所されまして、現在は

６名の方が入所しています。事業に要する経費は、措置費として当

該施設に支出されますが、県もその２分の１を負担しているところ

です。  

 児童養護施設等に入所する子供の退所前後の自立に向けた支援、

これは大切なことであると考えてございます。県では自立援助ホー

ムへの支援に加え、県内の一部の児童養護施設に自立支援担当職員

を配置し、退所前の進学、就職等の自立支援や退所後のアフターケ

アを行っております。こうした取組に対する支援も行っているとこ

ろです。  

 今後とも、自立援助ホームや児童養護施設等における子供の自立

に向けて取組を支援してまいります。  
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 私からの答弁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、成長戦略と少子化対策に

ついての御質問にお答えさせていただきます。  

 少子化対策につきましては、これまでも県の総合計画や令和２年

３月に策定いたしました、とやまっ子みらいプランに基づき、希望

する誰もが結婚、出産し、子育てしやすい環境づくりを総合的に進

めてきたところでございますが、コロナ禍もあり、令和３年の出生

数が 6,076人と過去最少となっておりまして、少子化の進行につき

ましては危機的な状況であると認識してございます。  

 一方、成長戦略でございますけれども、こちらは若い女性の県外

流出に歯止めがかからないことに着目いたしまして、特に若い女性

のウエルビーイングの向上に向けて、女性の多様性を認め、女性の

生の声を取り入れるなど、今まで取っていなかった対話的な政策づ

くりに取り組むとともに、女性の取り巻く環境へも働きかけること

としておりまして、このような取組を通じて総合計画に基づく取組

を補完いたしまして、少子化対策を進めていくこととしてございま

す。  

 具体的には、企業内において働き方改革や女性活躍の取組を推進

する、企業と従業員のウエルビーイング創出事業や、子育て中の女

性のウエルビーイングの向上に資するような各種子育て支援制度が

必要な方々にしっかりと届くように、制度の周知強化や制度が利用

しやすくなる環境の醸成などを進める、とやま子育てイメージアッ

プ事業など、必要な事業をアクションプランに掲げて取り組むこと
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としております。  

 成長戦略では併せて、子供は地域で育てることにより、子供だけ

ではなく、周囲の大人たちのウエルビーイング向上にもつないでい

くことが重要とされております。こうした社会的つながりは、ウエ

ルビーイングの向上の大きな要素と言われております。  

 その意味でも、総合計画と成長戦略の取組によって、子育て環境

の整備をはじめとした少子化対策をしっかりと進めるとともに、子

育てにより多くの方々が関わることで、子育て世代にとどまらず、

多くの県民のウエルビーイングの向上を実現し、結果として少子化

対策のさらなる強化につながるという好循環を生み出すように、危

機感を持って、そしてスピード重視でしっかりと取り組んでまいり

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）武田慎一君。  

   〔 28番武田慎一君登壇〕  

○ 28番（武田慎一君）次に、ロシアのウクライナ侵攻についてであり

ます。  

 毎日のニュース報道で腹立たしい思いをしているのは、私だけで

はないと思います。また、ゼレンスキー大統領に心からのエールを

送るものです。もし私に能力と体力があったなら、すぐにでも加勢

に入りたいと思います。  

 国内ではウクライナ避難民のニュースが入り、学校で学ぶ姿がか

わいくて、いとおしくて、命を大切にしてくださいと祈るばかりで

あります。私の周辺には避難民の受入れに協力したいという温かい

お気持ちを持っている方がおられるのですが、どのような手続で、
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どこに相談してよいのか分からないとのことです。  

 そこで、住居の提供、就労支援、教育の充実等、ウクライナから

本県に避難されてきた方への支援状況、支援の意向のある県民と避

難民をつなぐ仕組みはどうなっているのか、廣島生活環境文化部長

にお尋ねいたします。  

 ロシアのウクライナ侵攻による原材料の高騰は、県内の事業者を

直撃しております。石川県内では漁業船への燃料費補助の報道もあ

りましたが、新田知事は先般、銭湯に対する燃料費補助を発表され、

感謝に堪えません。  

 一方、個人消費については、コロナ禍において落ち込んだ状況も

ありましたが、県民の気持ちとしても、よい意味でコロナに順応し、

歩くスピードも加速をしてきた感があります。常任委員会にて厚生

部長に県民総出で食事等に出かけるよう呼びかけた効果が出てきた

ものと思います。報道発表の数が増えると、人が出なくなり知事が

たたかれる。その割にはどこで感染しているのか発表がない。いっ

そのこと感染者数発表をそろそろやめにしてはどうか。県民の心の

窓を開けてあげる取組が必要と感じます。  

 こうした中、ウクライナ情勢を受けた物価高騰は、コロナ禍で落

ち込んだ消費の回復に水を差しかねないものであり、お役所がリー

ダーシップを発揮して消費を喚起していく必要があります。  

 個人消費を喚起する手法として、南砺市商工会では、昨年度より

県と連携し、４回目のプレミアム商品券「なんチケ」を発売したと

ころ、ほとんどの店舗で即完売したということではありませんか。  

県においても、今年も消費喚起を目的に事業に取りかかると聞い

ております。そこで、県内各地域における取組状況はどうなのか、
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また効果や県内全域への波及効果はどうか、中谷商工労働部長にお

尋ねし私の質問を終わらせていただきます。  

 御清聴ありがとうございました。  

○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、ウクライナから避難さ

れた方に対します支援に関する質問にお答えをいたします。  

 これまでにウクライナから本県へ避難されてきた方は、３月に富

山市内に来られました１名と把握しておりますが、この方に対しま

しては、富山市さんが中心となられましたが、県も国と連携して、

入国時の在留資格の変更ですとか住居の紹介などのサポートをいた

しました。  

 県では現在、県の外国人ワンストップ相談センターをウクライナ

避難民に対応する専門的な窓口と位置づけ、住居や学校教育、日本

語教育、就労などの相談に一元的に対応することとしております。  

 なお、本６月補正予算案には、本県へ避難されてきた方々に、日

本語を学んでいただく環境整備に必要な経費を計上させていただい

ております。  

 また、３月に県庁正面玄関に設置しました募金箱へは、これまで

県民の皆様から 390万円余りの温かいお志を頂いております。これ

を活用して、本県へ避難されてきた方に１世帯当たり 10万円、単身

世帯の場合は５万円の一時金を支給することとしております。  

 一方、ウクライナ避難民への支援の意向のある方に対し、国では

出入国在留管理庁におきまして、全国から寄せられる支援情報の登

録制度を設けられており、ここへの登録情報は避難されてきた方々
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が専用サイトで閲覧できるようになっております。  

 また、本県では、県の国際課におきまして、県民の皆様からの具

体的な支援の申出をお聞きし、避難された方の御希望とマッチング

を行っております。  

 これらの国や本県の取組につきましては、県のホームページで紹

介しておりますが、国際課のほうにはこれまでに住居や物資の提供

の申出が寄せられているところでございまして、議員のほうからも

御紹介等いただければありがたいと存じます。  

 今後もこうした取組を通じて、困難な状況に置かれておりますウ

クライナの方々に対する支援に誠心誠意努めてまいります。  

 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、県内の消費需要喚起につい

てお答えいたします。  

 県では昨年度、コロナ禍における地域の消費を喚起するため、各

市町村独自の取組に加えまして、商工団体等が実施する事業に対し

支援を行いました。その結果、プレミアム商品券発行等事業として

13市町の団体から申請 21件、イベント事業といたしまして 10市町の

団体から申請 21件に対し、両事業合わせ申請額の 96％に相当する約

３億 2,800万円の補助金を交付いたしました。  

 各団体におかれましては、プレミアム商品券発行等事業につきま

しては、独自の地域通貨やポイントカードを活用した事業、キャッ

シュレス決済サービス事業者と連携した事業、それからイベント事

業につきましては、ＱＲコードやＬＩＮＥ公式アカウントを活用し
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たデジタルスタンプラリーなど、各地域の実情に応じた創意工夫あ

る事業が実施されたところでございます。  

 実施団体からは、「売上げや客単価が上がった」、「来店客数が増

加した」、「新たな顧客獲得につながった」など、大変好評であった

旨の声を多数いただいておりまして、一定程度の事業効果があった

ものと考えております。  

 昨今、コロナ禍に加えまして、輸入資源高騰等によります県内経

済の下振れリスクが懸念されております。そのため、６月補正予算

案におきまして、商工団体等による地域資源の活用を促進し、消費

喚起を図る取組を支援いたします地域内消費喚起プロジェクト支援

補助金を盛り込んでおります。  

 各団体におかれましては、昨年度の取組事例を紹介し、事業の参

考としていただくなど本事業を効果的に活用いただき、県全体にお

きまして、コロナ禍で抑制されていました需要の自律的な回復と地

域経済の活性化につなげられるよう取り組んでまいります。  

 以上でございます。  

○議長（渡辺守人君）武田慎一君。  

   〔 28番武田慎一君登壇〕  

○ 28番（武田慎一君）申し訳ございません。再質問を少しだけさせて

ください。  

 知事は石川県との連携の中で、より具体的なこれからの取組とい

うのをあまり答弁されなかったというふうに感じました。  

 それで私、先般、馳知事ともお会いして、どのような取組をされ

るかということで、一部県際道路のお話をされました。先ほど、４

つの市を私から述べましたけども、いろんな県際道路があるので、
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どのようにしたらいいのか、できるかできないか、もしくはどうし

たらこのたくさんある県際道路をやっていけるかということをおっ

しゃって、その検討委員会を今年は立ち上げたいというようなこと

を、多分新田知事もお聞きになっておられると思います。そういう

ような、より具体的な検討のことを詳しく教えていただきたいのと、

やっぱり石川県と富山県の温度差やスピードが違うということにな

りますと、馳知事の性格ですと、多分新田知事の知事室に乗り込ん

でこられるんじゃないかなと思いますので、そういったところを踏

まえて、新田知事のこれからの行動力であったり意気込みをもう一

度お伺いさせていただきたいというふうに思います。  

 あと、旧南砺福光高校の跡地利用であります。  

 ここにも福光高校のＯＢの方がたくさん来ておられて、いい答弁

ではなかったというふうに私は思っております。  

教育委員会に戻されたというような理由がありましたけども、や

はり私は、これからの民間企業との交渉であったり、そのようなこ

とをしていただくためにも、教育委員会ではなくて知事政策局に所

管を戻していただきたいというものであります。  

 聞くところによりますと、南砺市の担当のところへ来られて、な

かなかうまくいきませんわ、お手上げですというようなことを先日

も言っていかれたというふうに聞いて、ちょっと情けなく感じたん

ですね。高校再編前の説明会でも、幾度となく、県が責任を持って

跡地はやりますということをおっしゃいましたので、これは議事録

にも書いてございます。こういったようなことをやっぱり思います

ので、ぜひ決意といいましょうか、もう一度伝わるように、これも

やっぱり新田知事、トップとしてお答えをいただきたいと思います。
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よろしくお願いします。  

○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）武田議員からの再質問にお答えをいたします。  

 まず、石川県との県際道路の機能強化というのは、やはり物流の

面でも、それから人的な交流の面でも大変に大切なことだというこ

とはもちろん認識をしております。  

 これまでも毎年、この件につきましては、県際道路全般を協議調

整する場があり、個別の路線としては国道 415号、また金沢福光連

絡道路などにおいて、調査や整備状況などの意見交換をして、その

進捗をお互いに図ってきたところです。  

 検討会を立ち上げたらどうかという御提案をいただきました金沢

福光連絡道路につきまして、現在は金沢湯涌福光線において、冬期

も交流できるように、まずは現道の活用、バイパス整備など幅広な

選択肢を含んだ中長期的な道路整備の在り方について調査を進めて

いるところです。  

 これまで、雪崩や落石、地滑り危険箇所の調査を実施してまいり

ました。引き続き石川県とは、金沢福光連絡道路連絡調整会議とい

う会議を持っておりますが、ここにおいて事務レベルで十分に協議

調整を進めていきたいと考えております。  

 これまでの経緯でも、国会議員の頃の馳議員がこの協議会でも重

要な役割を果たしておられたことは、もちろん承知をしているとこ

ろです。県際道路につきましては、石川県と能越自動車道、また国

道８号、国道 415号、さらにこの金沢福光連絡道路、いろいろとあ

ります。今後も両県が連携した取組を進めることでは合意しており
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ます。  

 もちろん、それぞれ大切な道路だと思いますし、できればこれは

本当に沿線の方々、それから両県の人たちが喜ぶことだというふう

に思いますが、本県の中での優先順位というものもあろうかという

ふうに思います。このあたりはまた議会ともしっかりと御相談をし

ながら進めることが大切ではないかというふうに思っております。  

 もう１問再質問いただきました。  

旧南砺福光高校の跡地利用につきましては、民間業者からいろん

な御意見も伺って、部局横断的に検討しております。  

 先ほど荻布教育長からも答弁をしましたが、今後は活用方針を示

して、年内をめどとした公募型プロポーザルの開始に向けて、公募

条件の検討など必要な準備を進めてまいります。  

 お手上げと言ったという発言はちょっと私も信じられませんが、

決して手を上げている状況ではありません。県が責任を持ってとい

うのは、過去、県側から申し上げたことは事実であります。私も答

弁の中で申し上げました。それについてはぜひ御信頼をいただきた

いと思います。  

 担当窓口が知事政策局か教育委員会かということは、さほど御心

配の要ったことはありません。いずれにしましても、ワーキンググ

ループを組んで部局横断的にやりますので、言わばその会議の招集

をどこでやるのかという違いだけでありまして、学校のことなので

教育委員会が今窓口になったということで御理解をいただければと

いうふうに思います。  

 いずれにしましても、関係の皆さんと緊密に連携協力して、官民

連携につきましては本年度さらに強化をしておりますので、この視
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点を加えて効果的な利活用を―本県にとっても、また地元の方々

にとっても大変に大切な施設であります。資源とも私は思っており

ます。これを利活用する検討に責任を持って取り組んでまいりたい

と考えます。  

 以上です。  

○議長（渡辺守人君）以上で武田慎一君の質問は終了しました。  


