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八嶋浩久君。  

   〔 10番八嶋浩久君登壇〕  

○ 10番（八嶋浩久君）皆さん、こんにちは。自民党議員会の八嶋でご

ざいます。  

 種部議員によりますと、本日はロックの日ということでございま

す。種部議員は、例えればマシンガン。さしずめ、スピード・キン

グとかハイウェイ・スターといったところでしょうか。私は沢田研

二。「ロックでなし」にならないよう頑張りたいというふうに思っ

ております。  

 まずは、新型コロナウイルス、ロシアによるウクライナ侵略、上

海のロックダウンなどへの対応、関係各位の努力に対し、敬意と感

謝を申し上げます。悪影響を受けた皆様方には、心よりお見舞いを

申し上げます。  

 今６月定例会も多くの指導を賜り、このように一般質問の機会を

与えてもらいました。諸先輩や同期の皆さんの御配慮に、この場を

借りてお礼を申し上げます。また、傍聴にもお出ましいただいてお

ります。県議会への御理解に対し、重ねて感謝を申し上げたいと思

います。  

 令和２年から始まった新型コロナウイルス感染症の世界的なパン

デミックにより、個人の営みはもとより、社会全体が大きく変容い

たしました。ロシアによるウクライナ侵略、さらには知床の観光船

の海難事件、まさに今も調査が続けられています。  

 また、コロナ対策の各種給付金は、我々にとっても大変助かった

わけで、大きな安心感につながったわけでございますが、一方、多

くが貯金、貯蓄に回り、効果があったような、なかったような。最
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近は給付金詐欺、不正受給などの経済犯罪も報道され、これについ

ては、警察、検察には徹底的に罪を暴いて、モラルの復活に御尽力

いただきたいというふうに思っています。  

 いずれにせよ、社会は混沌としています。こういった混沌とした

社会では、安定した行政、安定した政治が大切です。安定した中で

未来へ投資ができるよう、我々は最大限努力しなければなりません。

このような時代感の下、以下、質問に入ってまいります。  

 大きい問１、個と公の調和型社会の実現についてから５問お尋ね

いたします。  

 本年度、新湊大橋開通から 10周年を迎えます。海王丸パークの開

園もまた節目の 30周年を迎えます。初代海王丸の誘致から始まり、

日本海ミュージアム構想、これまでの先人のアイデアや努力に対し、

まずは敬意と感謝をお伝えしたいというふうに思います。  

 ３日後の６月 12日には、新湊大橋開通 10周年、海王丸パーク開園

30周年の式典が挙行されることになりました。財団におかれまして

は、時間のない中、準備は大変だったと思いますが、関係の皆様に

は心よりお礼申し上げます。海王丸パークでは、開園 10周年、 20周

年の式典がなかったこともあり、今回の 30周年式典は地元では大変

な喜びムードでございます。  

 さて、今後こうした祝賀イベントなども続くと考えられますが、

射水市とも連携して取り組んでいくべきだと思います。伏木富山

港・海王丸財団の蔵堀会長、御招待ありがとうございました。会長、

式典の後にはどのような取組を考えているのでしょうか、蔵堀副知

事にお伺いいたします。  

 海王丸パークといえば、初代海王丸の総帆展帆。見事な雄姿が現
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れる日には全国の帆船ファンが集います。しかし、この総帆展帆に

は多くのボランティアによる準備が必要です。今、 30年を経てボラ

ンティアも担い手不足、高齢化に不安を感じずにはおれません。こ

れから 35周年、 40周年に向けても、この技術を受け継いでいく必要

があると思っています。全国から帆船好きのボランティアを募るこ

とも大切ではないかと思っています。今後どのようにボランティア

を募集、育成していくのか、併せて蔵堀副知事にお伺いいたします。  

 本年１月から、高所作業の安全対策が強化されました。県発注工

事における安全対策や県内建設業者への周知はどのようになってい

るのでしょうか。  

 また、これを受けて、総帆展帆の高所作業について安全対策を強

化されましたが、海王丸の総帆展帆に御協力いただくボランティア

の方の安全確保はどうなっているのでしょうか。ボランティア募集

にはとても大切なことで、安全確保は欠かせないことだと考えてい

ますが、市井土木部長にお伺いいたします。  

 2015年、学校図書館法の一部を改正する法律が施行され、この改

正では、学校司書の資質向上のための研修が努力義務として課せら

れています。私は、文科省が推奨する学校司書のモデルカリキュラ

ムに沿った研修は必要だと考えています。また、高い教育的効果が

あるとされる先進的な取組事例に触れることも大切なことだと考え

ています。  

 昨年、学校図書館問題研究会第 36回全国大会は、もともと富山県

で開催される予定でしたが、オンラインで開催されました。コロナ

禍でもそういった研修や先進事例を知る機会があったわけです。県

内からは 49名の学校司書さんが参加されました。  
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 そこで、各市町村で対応が異なるわけであります。魚津市、朝日

町、立山町、上市町では公的研修と位置づけられましたが、他の市

町村では公的研修ではなく、学校司書さんの個人に任されたのが実

情であります。  

 私は、このような研修や先進事例に触れる機会が全ての市町村で

公的研修の位置づけになることが望ましいとは考えていますが、現

状はそうなりません。現在、学校司書さん個人に任されている市町

村が大半でございます。個人か公か、司書さん自身の個人的な都合

もありますし、全員参加は大変難しいですが、せめて、参加される

司書の方々には私は支援していくのが県の読書活動推進の目的に資

すると考えております。  

 学校司書さんに対する研修、先進事例研究への支援についてどの

ように考えていくのか、荻布教育長の御所見をお伺いします。  

 昨年度の県内移住者は 823人、過去最多の報道がありました。市

町村が中心となる移住の話ですが、県のとやま未来創生戦略では、

2024年度には移住者 1,000人の目標を掲げています。地方への関心

が高まっている今こそ、県が掲げた目標の達成に向け、県は大いに

努力していくべきと考えています。  

あと２年です。今年度はどのように取り組んでいくのか。県内市

町村においても様々な移住促進策に取り組んでいるところであり、

県全体として移住者の増加を図っていくために、市町村と十分連携

をして支援していくべきだと考えます。昨日お誕生日を迎えた南里

地方創生局長に御所見をお伺いし、一旦質問を切ります。  

○副議長（瘧師富士夫君）蔵堀副知事。  

   〔副知事蔵堀祐一君登壇〕  
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○副知事（蔵堀祐一君）私から、海王丸パーク等に関する２問の御質

問にお答えをさせていただきます。  

 先ほど八嶋議員からお話がありましたけれども、私は伏木富山

港・海王丸財団の会長も兼務させていただいておりますので、そう

したことで、この２問にお答えをさせていただきたいというふうに

思います。  

 まず、海王丸パーク等の祝賀イベントについてお答えをいたしま

す。  

 帆船海王丸と新湊大橋が一望できます海王丸パークは、多くの方

が訪れる県内有数の観光地でありまして、開園以来延べ 2,450万人

の方に利用をされています。  

 今年は海王丸パーク開園 30周年、また新湊大橋開通 10周年を迎え

る節目の年でありまして、今月 12日には、伏木富山港・海王丸財団

が海王丸パークにおきまして、これを記念する式典を開催すること

といたしております。  

 また、ベイエリアのにぎわいを創出いたしますため、地元射水市

が中心となりまして、財団、国、県、関係団体、地元住民の代表の

方で構成をされます実行委員会において、様々な記念事業を実施す

ることといたしております。  

 具体的には、８月には、現在運航されております二代目海王丸の

寄港と、これに合わせた記念イベントを実施いたします。９月には、

ふだん歩くことができません新湊大橋でのウオーキングを実施いた

します。 10月にはスカイバスの運行なども行いまして、また富山新

港港内でのクルーズも予定をいたしております。  

 海王丸パークや新湊大橋周辺のベイエリアの魅力向上には、地元
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射水市との連携が重要でございますけれども、射水市では先般、東

埋立地でのフットボールセンターも開設され、新たなにぎわいが創

出をされております。  

 記念事業の実施に当たりましても、多くの皆さんに楽しんでいた

だけるように、地域の魅力向上、にぎわい創出につながるイベント

となりますように、地元射水市とも連携協力して取り組んでまいり

ます。  

 なお、私自身、 30年前に、平成４年、５年度ですけれども、土木

部の港湾課におりまして、この海王丸パークを含めた東西埋立地の

整備計画の担当をいたしておりました。当時は埋立てが終わったば

かりで、大変広大で平たんな土地でありまして、本当にここににぎ

わいがいずれつくれるのかということで、大変不安な思いであった

ことを思い出しております。その後、関係の皆様の御尽力によりま

して現在のにぎわいが創出されるということで、私自身も大変感慨

深い思いがございます。改めて、御尽力いただいた関係の皆様にお

礼を申し上げたいと思います。  

 次に、海王丸のボランティアについてお答えをいたします。  

 帆船海王丸につきましては、海の貴婦人と呼ばれます優美な姿を

県民の皆さんに親しんでいただくために、新型コロナウイルスの感

染拡大の前は年間 10回程度の総帆展帆―全ての帆を張るというこ

とですが、総帆展帆を行っておりました。２年半ほど中断いたして

おりましたけれども、今年４月、２年半ぶりに再開をしたところで

ございます。  

 この総帆展帆に当たりましては、県内外の幅広い層から応募され

たボランティアの方々に御協力をいただいておりまして、１回の展
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帆には少なくとも 70名程度のボランティアの参加が必要とされてお

ります。  

 現在、ボランティアの登録数は 740名あるわけですけれども、今

年度の平均の参加者数は 50名を下回るという状況でございまして、

また、ボランティアの皆さんの高齢化も進んでいるということでご

ざいます。平均年齢は 65歳前後ということでございます。  

 こうしたことから、ボランティアの皆さんの体力面への配慮です

とか、また高所作業でございますので、安全面での配慮もしながら

作業を進めるということをいたしております。  

 財団ではボランティアの募集につきまして、これまでのポスター、

チラシの配布、ＳＮＳやホームページでのＰＲに加えまして、実際

の総帆展帆を目の前で御覧いただく特別見学会、これを今年度から

実施しております。また、養成訓練の訓練回数ですが、従来は２回

だったわけですが、これを６回に増やすということで、育成機会の

充実にも努めております。  

 こうしたことに加えまして、実際に総帆展帆を行っております横

浜の帆船日本丸のボランティアの方ですとか、近くにあります富山

高等専門学校の商船学科の学生さんなどへの協力の呼びかけ、また、

県や市町村の広報媒体の活用によりまして、引き続きボランティア

の募集、育成にしっかり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。  

○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、高所作業の安全対策についての御

質問にお答えいたします。  
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 労働者の高所作業における安全確保を図るため、平成 30年に労働

安全衛生法施行令が改正され、従来の胴ベルト型安全帯に代えて、

体が抜け出さないよう、肩や腰、ももなどを複数のベルトで固定す

るフルハーネス型墜落制止用器具を使用することが原則とされ、猶

予期間を経て、本年１月より完全施行されたところでございます。  

 県内建設業者等への周知状況につきましては、昨年７月から８月

にかけての実務者を対象とした公共工事実務講習会において、労働

基準監督署から内容を説明いただき、先月 17日には、富山労働局の

連絡会議において、出席した国、県及び建設関係団体が互いに安全

対策強化について改めて確認したところです。建設関係団体によれ

ば、器具の切替えは進んでおり、現場でも使用されていると伺って

おります。  

 県が発注する工事においては、工事監察や安全パトロール等の機

会を通じて、器具の適切な使用を確認し指導を行っており、官民連

携した取組を進め、労働災害の発生防止に努めているところです。  

 また、伏木富山港・海王丸財団が実施している海王丸の総帆展帆

においても、建設業における安全対策を参考に、本年からボランテ

ィアの方にも同様の器具を装着いただいております。また、ボラン

ティア登録の際にも、全員が受講する養成訓練の中で、器具の取扱

いもあらかじめ学んだ上で御登録をいただいております。  

 今後とも、ボランティアの方々に安心して御参加いただけるよう、

財団と共に安全対策の充実に努めてまいります。  

 以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）荻布教育長。  

   〔教育長荻布佳子君登壇〕  
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○教育長（荻布佳子君）私からは、学校司書の研修への参加に関する

御質問にお答えいたします。  

 県では、学校司書や司書教諭を対象にした研修である図書館教育

講習会を開催してきておりますが、改正学校図書館法が施行された

平成 28年４月からは、この講習会の定員を 30名から 60名に増やしま

すとともに、市町村教育委員会を通じて市町村採用の学校司書にも

積極的な参加を呼びかけてまいりました。  

 その結果、参加者数が大幅に伸びたため、令和２年度には定員を

さらに 80名に拡充し、加えて、今年度からはオンラインでの参加も

可能として実施する予定としております。より多くの希望者が研修

に参加できるよう、年々環境づくりに努めてきているところでござ

います。  

 研修内容についても、子供の読書活動を推進する民間団体からの

御意見も参考にしながら、学校図書館におけるＩＣＴ活用の実践な

ど先進的な研究をされている講師を県外から招き、ワークショップ

も取り入れるなど、最新の事例を実践的に学べるよう改善に努めて

きているところです。  

 学校司書が対象となる研修はほかに、県立図書館主催の「子ども

と本の講座」があり、子供の読書活動について深く理解していただ

くことを目的に、県内外の講師による講演を毎年２回開催しており

ます。  

 議員御指摘のとおり、学校図書館の充実のためには様々な取組事

例を学ぶことが重要だと考えております。県教育委員会としまして

は、今後とも市町村教育委員会の意見も聞き、また幅広い参加につ

いて働きかけもしながら、学校種にかかわらず、より多くの学校司
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書に参加していただけるよう、研修機会の提供に努めますとともに、

時代に応じた研修内容やオンライン研修の拡充など、充実した研修

になるよう努力をしてまいります。  

 以上でございます。  

○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、移住者の増加に関しての

御質問にお答えいたします。  

 本県では、市町村、県、関係団体などで組織する「くらしたい国、

富山」推進本部を中心に、県を挙げて移住促進に積極的に取り組ん

でまいりました。  

 最近の移住者数の動向ですけれども、これまで市町村との連携に

よる相談会の実施など、移住促進の取組が効果を上げていることに

加えて、本県の強みとされる就労環境や子育て環境のよさ―私自

身、子育て環境のよさには非常に感激しているところであるんです

けれども、これが浸透してきたことですとか、コロナ禍を契機にオ

ンラインによる相談体制を強化したことなどもありまして、移住を

決断する方が増加し、令和３年度の県や市町村の移住相談窓口を通

した移住者数は、県で統計を取り始めて以来、過去最高の 823人と

なったところでございます。  

 引き続き、地方移住への関心が高まる中、その流れをしっかりつ

かみ、さらなる本県への移住促進を図るため、今年度は、開催回数

を増やすなどオンラインセミナーの拡充、移住検討者が先輩移住者

等に相談できる機会を提供するベストマッチ相談会の開催、移住後

のきめ細かなケアやフォローアップを目的とした移住交流サロンの
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開催など、移住者や住民と最も身近な基礎自治体である市町村と協

力し、取組を強化することとしております。  

 今後とも市町村との連携をしっかり図るとともに、サテライトオ

フィスの誘致や、テレワークやワーケーションの推進などによる関

係人口の創出、拡大など、庁内関係部局と連携しながら、令和６年

度までの移住者 1,000人の達成に向け、移住・交流の促進に総合的

に取り組んでまいりたいと思います。  

○副議長（瘧師富士夫君）八嶋浩久君。  

   〔 10番八嶋浩久君登壇〕  

○ 10番（八嶋浩久君）次に、大きな問２、安全・安心を基盤とした豊

かな暮らしの実現についてから４問お尋ねいたします。  

 富山県の災害ボランティアに対する考え方をあるマスコミが社説

で取り上げていました。県行政の中から「ボランティアは自己責任

だから自己完結で」、なぜか人ごとのような回答がございました。  

 富山県の考える災害ボランティアに対するそもそもの認識はどう

いったものなのか。全国的には何らかの支援を導入される自治体が

増加する中で、報道機関の全国調査に対して「公益性が薄い」とま

で言い切った県は富山県だけでした。災害ボランティアは公益性が

薄いとはどういう意味なのでしょうか。富山県のこれまでの経緯か

らしても決して本意ではないと思っています。本当のところを新田

知事にお伺いいたします。  

 また、県としての災害ボランティアに対する支援について、現状

での取組と、今後は、支援できる、できないは別にして、連携強化

の立ち位置、スタンスを取る必要があると考えますが、併せて新田

知事にお伺いいたします。  
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 近年の災害では、防災士による被災地支援活動が積極的に行われ

ています。具体的には、一定の防災知識を有する防災士の方々によ

り、災害初期に避難誘導や救出救助活動により多くの人が助かった

ことは、熊本地震などで実証されています。  

 さて、富山県において昨年 200人くらいの増加ということで聞き

及んでおりますが、北陸３県で比較すると、富山県内は防災士の人

数が圧倒的に少ない状況です。他県の状況も踏まえ、少ない原因の

分析を行い、早急に対応を検討することが望まれています。  

 そこで、現在の防災士の資格取得者数、そして今後、資格取得者

増に向けどのように取り組むのか、利川危機管理局長にお伺いいた

します。  

 今年から嘱託警察犬になるための犬種条件が撤廃されたことから、

今回、射水市在住の指導手の方がプードルを嘱託警察犬として育て

られたことは大変喜ばしいことでした。  

 しかし一方で、令和２年度から出動件数が激減した経緯などを聞

くと、訓練士の高齢化や担い手不足も深刻だと思いますし、刃物な

ど凶器を持つ凶悪犯の追跡はかなり危険性が高く、民間人ではやは

り困難であることから、警察官が訓練士を務める直轄警察犬の導入

は喫緊の課題であると考えています。  

 私が議会議事録を検索した限りでは、直轄警察犬の導入について

は、過去にも何人もの議員が取り上げられ、議論されていました。

また、本県よりも財政規模の小さな和歌山県などでも既に導入され

ておりますが、警察官による訓練士を養成し、直轄警察犬の導入に

ついて今後どのように取り組まれるのか、杉本警察本部長にお伺い

いたします。  
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 ５月 13日の道路交通法改正で、過去に特定の違反をした高齢運転

者が免許証の更新に際し技能検査を受けることになったことを知ら

ない方が多いのではないかと認識しております。加えて、改正以降

に切符処理された高齢運転者も認識が乏しいということでございま

す。もっと改正の趣旨を周知し、取締りの際には高齢者に対して分

かりやすく説明する必要があると思います。  

 現在、まだ始まったばかりですが、５月末締切り、１か月で県内

での対象者は何人となったのでしょうか。また、検査対象となる方

に対し、この制度についてどのように周知を図っていくのでしょう

か。  

 もちろん、この制度が高齢者の事故防止になると信じております

が、一方、高齢者の足の確保や公共交通、町への移住など、他の部

局の所管にはなりますけれども、高齢者支援も大切になってくると

思っています。  

 警察のほうではサポカー免許なども始まりました。こういった法

改正は初めが肝腎だと考えており、対象人数、そして周知、説明に

ついて、前問に続いて杉本警察本部長に御所見をお伺いし、質問を

切ります。  

○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）災害ボランティア活動に対する支援について御

質問いただきましたので、お答えをします。  

 頻発する災害の発生時において、災害ボランティアの役割は大変

に重要になってきていると思っています。例えば、発災直後でまだ

行政が十分に始動する前にスピード感を持った対応をしたりするよ
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うなこと、あるいは、ある程度時間がたって日常生活を取り戻すた

めの支援ということで、行政がなかなか行き届かないような分野、

そのようなときに、この災害ボランティアが大変に重要な役割を果

たしていると理解をしています。  

 支援の形については、いろいろあると思います。私も 1995年の阪

神・淡路大震災のときに、日本青年会議所の責任者として関わりま

したが、思いはあってもなかなか、何をやればいいか分からないと

いう方もたくさんおられます、ボランティアの方は。そんなときに、

被災者とボランティアをつなぐ役割を担う災害ボランティアコーデ

ィネーター、あるいは、ある程度の人数になりますと統率するリー

ダーが必要になります。そういうようなコーディネーターやリーダ

ーを育成する研修を県の社会福祉協議会で実施をしております。こ

れを県として支援をしまして、人材の確保や育成に努めております。  

 また、そのようなコーディネーターやリーダーを育成しましても、

いざというときにすぐに動き出せるかどうかということが課題にな

ります。そのシミュレーションをするために県で総合防災訓練を行

いますが、その際に、災害ボランティアセンターの設置や運営訓練

を実施しております。そうすることによって、万が一のときにその

ようなコーディネーターやリーダーがスキルを発揮できるように、

そんな準備もしているところでございます。これも支援の一つの形

かと思います。  

 また、 2011年の東日本大震災のとき、また 2019年の台風 19号によ

る豪雨のとき、あのときにはバスを仕立てまして、現地にボランテ

ィアを運ぶということもしています。そのような支援をしておりま

す。  



 －１５－ 

 いずれにしろ、災害ボランティアの役割は、今後もより重要にな

っていくと思います。献身的に活動いただいているわけですから、

どういう支援が今後適切なのか、議員おっしゃっているのは多分、

交通費とか宿泊費などにも支援したらどうかという、そんなお気持

ちもあられるのだというふうに思いますが、ほかの自治体の状況な

んかも参考にしながら、県の社会福祉協議会、また県民ボランティ

ア総合支援センターなどの関係機関と意見交換をして、必要な支援

について検討してまいりたいと思っております。  

 以上です。  

○副議長（瘧師富士夫君）利川危機管理局長。  

   〔危機管理局長利川  智君登壇〕  

○危機管理局長（利川  智君）私からは、防災士に関する御質問にお

答えいたします。  

 県 内 の 防 災 士 資 格 取 得 者 の 人 数 で す け れ ど も 、 令 和 ３ 年 度 末

2,014人と、５年前の平成 28年度末 1,056人から２倍近くに増えてお

ります。人口 10万人当たりの人数で言いますと 197人、全国平均は

182人でありまして、若干多い状況になっております。  

 大規模な災害が発生した場合、行政機関による公助のみでは限界

があります。自助、共助も含めたバランスの取れた対応が必要でご

ざいます。自助、共助の取組を進めるためには、防災士に期待する

ところが大きく、マイ・タイムラインの作成など、住民への防災意

識の啓発をはじめ、避難所運営や地区防災計画の作成などを担う地

域の防災リーダーとなる防災士の養成が大変重要でございます。  

 このため県では、市町村の協力もいただいて、防災士の養成研修

を開催しておりまして、受講定員は平成 28年度に 80人でございまし
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たけれども、随時拡充してきておりまして、今年度は昨年度より 40

人増やして 240人として、２回に分けて開催しているところでござ

います。  

 さらに、女性の視点を取り入れた避難所運営などを促進するため、

平成 30年度に女性優先枠を設け、今年度は 60人で開催し、女性防災

士の養成にも努めているところでございます。  

 今後、現在のペースで防災士の養成を進めていけば、令和６年度

までに富山県国土強靱化地域計画の目標でございます 2,400人を 300

人上回る 2,700人になるというふうに見込んでおります。  

 ただ、議員から御指摘のありましたとおり、近隣の石川県や福井

県と比較しますと、まだまだ少ない状況でございます。その要因と

しましては、研修の開催回数ですとか受講定員、それから受講者負

担金の有無などが考えられるわけでございますけれども、今後、他

県の事例なども参考に、市町村や県防災士会の意見も伺い、研修を

受講しやすい環境づくりなどを工夫しまして、防災士の増加に向け

てしっかり取り組んでいきたいと思っております。  

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）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、まず警察犬についての御質問

にお答えいたします。  

 警察犬は、人間の約 4,000倍から 6,000倍と言われる鋭い嗅覚を持

つ犬を訓練して、捜査活動や行方不明者の捜索活動にその能力を活

用するもので、警察が直接飼育、訓練する直轄警察犬と、民間の方

に飼育、訓練をしていただく嘱託警察犬とに分かれます。  
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 本県では現在のところ直轄警察犬は導入しておらず、嘱託警察犬

のみの運用となっており、本年度は嘱託警察犬審査会を４月 20日に

開催し、合格した嘱託警察犬 14頭、その指導者９名に対して６月１

日から１年間の嘱託をしております。  

 過去には、嘱託警察犬の指導者が 22名いらっしゃったという時期

もありましたけれども、御高齢による引退などにより年々指導者が

減少し、担い手の確保が困難になりつつある現状にございます。  

 県警察では、 24時間にわたり早期対応可能な直轄警察犬の導入を

目指して、先進県への視察を行うなど、施設、犬の購入管理、人的

運用などに関する情報を収集して検討を進めているところでござい

ます。  

 一方で、既に直轄警察犬を導入している道府県においても嘱託警

察犬と併せて活用しているという状況にございまして、引き続き嘱

託警察犬の重要性も高いものと認識しております。  

 議員から御指摘もございましたけれども、令和３年度までの嘱託

警察犬の募集対象は、公益社団法人日本警察犬協会が認定している

７犬種としておりましたが、この７犬種以外にも優秀な犬もいると

いうことで、本年度の嘱託警察犬審査会ではこの犬種の指定を撤廃

して募集をしたところでございます。  

 引き続き、嘱託警察犬及び指導者を幅広く募っていくための取組

にも併せて力を入れてまいりたいと考えております。  

 続きまして、運転技能検査についての御質問にお答えいたします。  

 ５月 13日に施行された改正道路交通法では、 75歳以上の高齢運転

者の交通事故防止を図るため、運転免許証の更新に当たり、これま

での認知機能検査や高齢者講習を受けるということに加えて、信号
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無視など一定の違反歴がある方を対象とした運転技能検査が導入を

されました。  

 この検査では、信号機のある交差点の通過など６つの課題をこな

していただくということになりますが、加齢に伴う身体機能の衰え

などにより著しく運転機能が低下し、検査結果が合格基準に達しな

いという場合には、運転免許証の更新ができないということになり

ます。  

 県内における検査対象者数ですが、データの出力が始まりました

５月２日から６月７日までの期間で、免許更新予定者の約 8.4％に

当たる 273人となっております。これらの方々には、更新満了日の

約６か月前に、この制度の趣旨や検査の対象となっていることを記

載したはがきにより通知を行っております。また、 70歳以上の高齢

運転者に対しても、高齢者講習等の機会を通じて、この制度の周知

を図っているところでございます。  

 また、県警察では、この検査を行う運転技能検査員に対する講習

を通じて、制度の趣旨や検査要領を周知して、その公平性を確保す

るとともに、自動車教習所など検査の実施機関では、通常の運転技

能検査に加え、再受検希望者に対する検査体制も整備しております。  

 検査対象者数につきましては、先ほど申し上げましたとおり、全

体の約１割弱と、現在のところ、おおむね見込みどおりに推移をし

ているところでございますが、今後この数が増えるといったような

ことで必要があれば、検査体制の強化ということも視野に入ってく

るかと思っております。  

 県警察といたしましては、引き続き運転技能検査の適正な運用を

図りつつ、高齢運転者の安全な運転継続を支援してまいりたいと考
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えております。  

 以上でございます。  

○副議長（瘧師富士夫君）八嶋浩久君。  

   〔 10番八嶋浩久君登壇〕  

○ 10番（八嶋浩久君）最後に、大きな問３、国際化を見据えた産業振

興について４問お尋ねいたします。  

 コロナ感染症対策による需要減の影響は、物価高騰の影響もあり、

単なる売上げ減の指標だけでははかれません。今補正予算では、利

益率の減少に対して支援を打ち出したことをとても評価したいとい

うふうに思います。ただ、コロナ感染症の影響による販売量の不振

やエネルギー、燃料などの値段の高騰は今に始まったわけではなく、

３年前に遡ってあげたい気持ちも出てまいります。  

 一方、今からの計画では準備にも一定期間かかり、それでは申請、

採択に間に合うのかという議論もございます。単年度会計の弊害だ

とは思いますが、 10億円拡充の補正予算、せっかくの意図が実を結

ぶよう、募集期間なども含めどのような取組になるのか、新田知事

にお伺いします。  

 おとといなんですが、議会に向かう途中、新湊大橋から海王丸パ

ークにクルーズ船にっぽん丸が着岸しているのが見えました。決し

て脇見運転ではありません。ちなみに、その日はＬＮＧ船も入港し

ており、すごい絶景でございました。もう一度言いますが、脇見運

転ではございません。議会が終わり、夕方見に行きました。まさに

観光クルーズの始まり、秋田の能代港、北海道の函館港に向けての

出航の様子を見ることができました。  

 先般５月 13日には、ぱしふぃっくびいなすが海王丸パークに寄港
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しました。県内では 2019年９月以来のクルーズ船の寄港であり、

200人程度の旅行者ではありましたが、それでも内川でにぎわいが

でき、瞬間的でしょうが県内への経済効果もあったと思います。  

 さて、クルーズ船について、今年度の県内への寄港予定はどうな

っているのでしょうか。本年は既に運航会社も予定を立てています

ので、ポートセールスもハテナマークではございますが、ビヨンド

コロナに向け需要回復が期待されます次年度以降の受入れ増加に向

けての取組は今から強化をするべきだと考えます。南里地方創生局

長に御所見をお伺いいたします。  

 小麦高騰で、米粉活用のチャンスが到来していると思います。  

 さて、食文化の変化から主食用の米離れが進んで久しいです。た

だ今回は、アメリカ、カナダの小麦の不作やウクライナ問題が価格

高騰の原因です。国際情勢の不安定さに左右されないよう、今は間

に合わなくても、将来に向けて小麦価格の高騰対策が必要となった

わけです。将来というなら、国内自給率を上げる食料安全保障の観

点も大事です。  

 また、米粉の消費拡大は、米粉用米の生産農家の作付面積を増や

し、米粉米を大量に生産することにつながり、需要減の主食米に代

わる農地活用も促すことになると思います。最大の問題であった価

格も、米粉需要が拡大すれば製造コストの削減や流通コストの削減

で生産性の向上に寄与し、小麦並みの加工賃が実現できるなどの効

果が見込めないでしょうか。それにあと少し生産者の手取り改善が

できれば、作付面積はさらに増え、富山の農業振興にもつながると

考えます。米生産に適した農地を持っている米どころ富山でこそ、

米粉を使った食品で米粉消費を喚起し、消費拡大につなげてはどう
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かと考えます。横田副知事に御所見をお伺いします。  

 ３月 24日木曜日、防衛省発表では、北朝鮮が弾道ミサイルを東方

に発射。発射された弾道ミサイルは約 71分間飛翔し、北朝鮮のミサ

イルは日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）の内側に着弾。特にＥＥＺ

内側への着弾については断じて許すことができません。ならず者国

家に何を言っても安全にはつながりません。最近でも、６月５日日

曜日に北朝鮮は８発のミサイルを発射しました。  

例えば、漁業を生業としている関係者にとっては、こんな不安な

ことはございません。産業の根幹に関わる安全が脅かされる国際的

な犯罪に対して、本当は全ての産業に関わる話ではありますが、富

山県在籍の漁船などの安全確保にどのように取り組んでいるのか、

産業界を代表して堀口農林水産部長に取組をお伺いして、今回の一

般質問を終わります。  

 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）ビヨンドコロナ補助金の拡充についての御質問

にお答えをいたします。  

 ビヨンドコロナ補助金は、まず２月の補正予算で議決いただいた

10億円について、５月 13日までの約１か月半募集を実施しました。

13.8億円分の申請があり、現在、順次採択の手続を進めています。  

 次は、当初予算として議決いただいた 10億円について第２次募集

を行いますが、昨今の物価高騰等による県内中小企業の厳しい経営

状況を踏まえまして、本議会には６月補正予算の中に 10億円追加を

お願いしております。対象要件に、これまでの売上高減少に加えて
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利益率が５％以上減少した場合を追加したこと、御評価いただきま

してありがとうございます。そして、さらに原材料費などの削減な

どを図る取組を支援する省エネ・コスト削減枠、このような部門を

新たにつくりました。これも新しい取組です。  

募集に当たりましては、県や新世紀産業機構などのホームページ

に加えまして、商工団体、金融機関などの御協力もいただき、広く

周知に努めます。そして、昨年度のリバイバル補助金におけるＤＸ

の活用や新分野への挑戦などの優良事例について、商工団体など支

援機関における助言などにより横展開を図っていきたいと考えてお

ります。  

 そして、申請の受付期間について御指摘をいただきました。事業

者の皆さんが、生産性向上や経営基盤強化の取組を十分に検討して

いただけるように、６月下旬から２か月程度、確保することとして

おります。  

 さらに、新たな取組であれば、１次募集で既に採択された事業者

さんでも、省エネ・コスト削減枠では申請可能とすることなども含

めまして、できるだけ多くの県内事業者に有効に御活用いただくこ

とで、事業活動の再建や成長発展につながるように支援をしてまい

りたいと思います。  

 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、米粉の消費拡大についての御質問

にお答えいたします。  

 今、世界的に小麦価格が高騰しております。そして、品不足につ
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きましても大きな懸念となっております。一方で、国内では米需要

が減少し、消費拡大が課題となっている。  

米粉につきましては、菓子・料理用、パン用、麺用といった用途

別基準が導入されるなど、使いやすい環境が整い、小麦粉との価格

差も縮小しております。八嶋議員御指摘いただいたとおり、この機

を捉え、米粉の需要を喚起し、そして活用を定着させたいと考えて

おります。  

 米粉は 2000年代後半から活用が推進されてきておりますけれども、

小麦との価格差に加えまして、冷めると硬くなる、膨らまないなど

の難点もあり、 2011年頃をピークに需要量が減少しておりました。

しかし、米粉専用の米品種の開発が進みまして、小麦粉と同様の微

細粉化が実現し、これによってパンが膨らみやすくなったというこ

と、そしてグルテンフリーでの調理・加工技術が向上いたしました。

これによって近年需要が増加しておりまして、令和３年度は全国で

4.1万トンとなっております。  

 ただ、国内の主食用の米の需要は年間 704万トン、そして小麦は

570万トンです。国内でも、そして輸出といった可能性も含めまし

て、まだまだ拡大の可能性があると考えております。  

 一方で、県内の米粉用米の生産は近年増加しておりますけれども、

令和３年度で 979トンというふうになっております。ただ、県内の

出荷は学校給食用の米粉パンなどに 24トン、そして、そのほか洋菓

子などで約 50の事業者に出荷しておりますけれども、限定的でござ

いまして、大半は県外出荷と推計されております。  

 富山県は米どころであります。小麦代替として、より多くの米粉

が県内で活用されて、富山米を使ったパンや麺が一般的に販売、提
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供されるようになってほしいというふうに願っております。  

 県内での米粉の消費拡大を図るために、食品製造業者や飲食店な

どを対象に、米粉の専門家や製粉会社などを講師とした研修会を開

く、そして特性、種類を踏まえた商品開発の促進、米粉の商品やメ

ニューのコンテストによって商品情報を発信していく、そして県内

で一般的に購入できるように小売店などへ働きかけていく、こうい

ったことを進めていきたいと考えておりまして、所要額を今般提出

の６月補正予算案に計上しているところでございます。よろしくお

願いしたいと思います。  

○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、クルーズ船に関する御質

問にお答えいたします。  

 ちなみに、お恥ずかしながら、言及いただいています私の誕生日

は国連が定める世界海の日だということでございまして、以下、お

答えしていきたいと思います。  

 新型コロナの影響により、令和２年度、３年度は、予定されてい

た県内の寄港が全て中止となりました。先月、神戸港を発着地とし

て日本を一周するぱしふぃっくびいなすが２年８か月ぶりに寄港し、

多くの乗船客に立山黒部アルペンルートや内川をはじめ、県内の観

光地を訪れていただいたところでございます。  

 また、一昨日は伏木富山港を発着地とするにっぽん丸―八嶋議

員、お越しいただきありがとうございます―にっぽん丸が函館、

白神山地に向けて出港し、あした帰港する予定となっておるところ

でございます。  
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 政府による外国人観光客の受入れ再開など、水際対策の緩和が進

められる中、クルーズ船の県内寄港は、観光振興や地域活性化、産

業振興の面で大きな効果が期待できることから、感染対策に万全を

期しつつ積極的に誘致したいと考えてございます。  

 クルーズ市場は二、三年後を見据えた寄港が計画されており、伏

木富山港においても、今年度以降、令和６年度までの外国船の寄港

について、クルーズ船社から複数の問合せをいただいており、中に

は海外での販売が始まっているものもございます。海外船の寄港に

当たっては、国における海外船社向けのガイドラインの策定が必要

ですから、この早期策定が望まれるところでございます。  

 県ではこれまでも、クルーズ船社や旅行会社を訪問し、本県の多

彩な観光資源などをＰＲしてまいりましたが、見本市への出展や船

会社等の招聘など、積極的に誘致の取組を行ってきたところでござ

います。  

 今後とも、クルーズ船受入れのための連絡調整会議を都度開催い

たしまして、港湾所在市、国や県市の衛生部局等関係機関と連携し

て、感染防止対策を含む受入れ体制を整え、５月に寄港した際にド

ローンで撮影したぱしふぃっくびいなすの動画も活用しながら、誘

致活動に積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。  

○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）北朝鮮のミサイル発射に対する漁船の

安全確保についての御質問にお答えします。  

 今年に入りまして、北朝鮮から日本海へ向けてのミサイルの発射

回数は 16回を数えており、議員御紹介のとおり、３月 24日には、北
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海道渡島半島の西方約 150キロの日本のＥＥＺ（排他的経済水域）

内に落下するなど、日本海等で操業する漁業者の安全が脅かされて

おります。  

 本県では、ベニズワイガニやバイガイを漁獲するかごなわ漁船 13

隻、イカ釣り漁船１隻が富山湾の沖合や日本海で操業しているほか、

太平洋では富山県籍のサンマ漁船８隻が操業しております。  

 これらの漁業者の安全確保について、県では事前に北朝鮮による

ミサイル発射の準備や兆候等の情報が得られた際には、県内各漁協

に注意を呼びかけますとともに、出漁の有無などを確認しておりま

す。  

 実際にミサイルが発射された際には、水産庁から漁船や各漁協に

漁業無線により直ちに情報発信されますほか、県からも直接、県漁

業協同組合連合会や各漁協に連絡を行っております。  

 また、ＥＥＺ内にミサイルが落下した場合には、富山湾沖合や日

本海で操業する漁船については、県から直ちに県漁連を通じて操業

位置と安否を確認するとともに、太平洋で操業しているサンマ漁船

については水産庁が中央団体を通じて同様の確認を行っており、水

産庁からの速やかな情報収集を行っているところです。  

 引き続き、こうした非常時における迅速な情報把握や情報提供に

努めますなど、漁業者の皆さんが安心して操業できますよう、国や

漁業団体と連携いたしまして、漁船の安全確保に適切に対処してま

いります。  

○副議長（瘧師富士夫君）以上で八嶋浩久君の質問は終了しました。  

 暫時休憩いたします。休憩時間は 10分間といたします。  

 午後３時 00分休憩  


