
るが、富山県側に入ると極端に道路が狭く、曲がりくねり、急
勾配で県道とは思えない未整備状態にある。富山県に対し、
道路整備の必要性も含め積極的な働きかけをする必要があ
る。
◎土木部長　一般県道仮生末友線は、津幡町仮生から小矢
部市末友に至る7.7キロの生活道路で、石川県側は概ね２
車線が確保されているが、狭隘ですれ違いが困難な箇所が
北横根地内に一部あるので、現在路肩の拡幅整備を進めて
いる。また、富山県側の未改良の小矢部市八講田間1.7キロ
メートルの整備については、富山県に対して働きかけるよう
津幡町から要望があり、県際道路会議においてその旨を伝え
た。事業中区間の早期完成に努め、富山県に対し整備を求め
る地域の声を伝えていく。

特殊詐欺対策について
特殊詐欺がなくならない。被害に遭わないために通
話録音警告機の効果は結構あると聞く。県警察では

通話録音警告機を保有しており、さらに追加整備する予算を
計上予定とのこと。特殊詐欺被害の現状と保有する通話録
音警告機の貸出状況を聞く。また、広報啓発はどのように取
り組んでいくのか。支給された特別定額給付金等を狙った
新型コロナ感染症に便乗した詐欺の現状についても聞く。
◎警察本部長　特殊詐欺の被害総額は約１億４千万円で、
前年同期と比べ大幅に増加し深刻な情勢にある。警察官や
銀行協会職員等を名のる犯人が電話をして被害者宅を訪問
し、キャッシュカードをだまし取る手口が被害全体の７割で、

65歳以上の高齢者が約９割を占めている。通話録音警告機
の貸し出し可能な台数は129台で104台を貸し出している。
加えて新たに100台を拡充整備した。全警察署に積極的な
貸出しを指示した。普及方策はケーブルテレビ、回覧板、メー
ル、市町の広報紙への掲載等を通じて広報している。新型コ
ロナウイルス感染症に便乗した詐欺と思われる不審な電話等
に関する相談を14件受理しており、３件について被害を確認
し、２件を検挙した。被害に遭いやすい高齢者に対する広報
啓発とともに、犯行グループの取締りを徹底して詐欺の撲滅
を図っていく。

交通事故対策について
９月に津幡町の県道で宅配便の配達作業に当たって
いた32歳の会社員が83歳の高齢者が運転する軽ト

ラックにはねられる事故があった。会社員はドクターヘリで
救急搬送されたが、約１時間後に死亡。このような死亡事故
をこれ以上発生させないためにどのような抑止活動を展開
していくのか。また、高齢者の自動車運転に関し、免許証返
納も含めた対策を聞く。
◎警察本部長　交通事故により亡くなられた方が既に昨年
一年間の死者数を上回る33人となり、極めて憂慮すべき情
勢にある。９月以降、県警察では秋の全国交通運動をはじめ
とした2020交通死亡事故抑止100日作戦を展開する。薄
暮時間帯、夜間の交通事故防止、高齢者の交通事故防止を
重点にして広報啓発を強化する。11月には高齢者の交通安
全強化期間を設けて、高齢運転者に各種のシミュレータを活
用した体験・実践型の講習会を実施しており、75歳以上の
運転者に対しては加齢に応じた運転の在り方指導を個別面
談で実施している。また、運転に不安のある高齢運転者専用
#8080（ダイヤル・シャープ・ハレバレ）を設け、運転免許
証の自主返納者に対する各種の支援策の教示を行っている。
市町、関係機関等に対しては返納後の交通手段の確保支援
のさらなる充実を働きかける。
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自由民主党

ごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。
　皆様には益 ご々清栄のこととお慶び申し上げます。本年
も昨年同様どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　さて、昨年春からの新型コロナウイルス感染症が未だに
終息していない中、いつもと違う新年を迎え、皆様も少し
戸惑っていることと存じます。
　今年は谷本知事をはじめ県内の国会議員、首長、県議、
市議町議も新年互礼会や年賀の会等を自粛するなど、三
密を避けるための新しい生活様式、ソーシャルディスタン
スを厳守し新年をスタートさせています。普段通りの生活
を取り戻すために一刻も早い感染症に有効なワクチンの
開発と普及、そして終息を切に切に願うものであります。
　また、今年はコロナ禍により順延となった東京オリンピッ

ク・パラリンピックが予定通り開催され、人類が新型コロ
ナウイルスに打ち勝ったこと、またコントロール出来るよう
になった事の証となる大変意義ある大会として大成功とな
ることを心から願うものであります。また、女子レスリング
競技に津幡町出身の川合姉妹が出場、ダブルで金メダル
を獲得し再び本町のメインストリートを姉妹揃って凱旋パ
レードする姿を、町民の一人として是非見たいものであり、
力一杯応援したいと思います。
　また、昨年９月、安倍政権から菅政権に代りました。当初
は政権支持率も高水準を維持し、早いうちに衆議院解散・
総選挙を行うべきとの声もありましたが、新型コロナウイル
ス感染症対策を最優先にと考える菅総理、衆議院議員任
期満了までとの声も聞こえてきました。この10カ月以内に
は確実に選挙は行われるため、常在戦場の如く政務活動
に加え党務活動にも日々全力で取り組んで行く所存であり
ます。
　また、昨年３月末に谷本県知事から県監査委員の委嘱
を受け、昨年は定期監査で132箇所、財政的支援団体等
監査で21箇所、延べ監査日数は39日と、大変忙しい一
年でした。新型コロナウイルス感染症の影響により手取川
水道事業所や県立美術館などは直接訪問することが出来
ず、監査委員室にて監査をおこなったケースも一部ありま
したが、奥能登から南加賀まで全県に渡り出先機関や学
校などを訪問出来たことは、今後の政務活動や党務活動に
とって大きな収穫となり大変勉強となりました。
　この４月末で県議となり丸10年、今期の折り返しを向か
えます。これまでの政務活動や党務活動を通じて得た貴
重な経験や出会いを次なるステージに活かすため、皆様方
の更なる御支援を宜しくお願い申し上げます。
　最後になりますが、この一年が皆様にとって良い年とな
りますよう御祈念申し上げ、年頭の御挨拶といたします。
　令和3年1月

石川県議会議員　焼田 宏明　

焼田
宏明

焼田
宏明
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　令和3年の新春を迎え、謹んでごあいさつ
申し上げます。旧年中、焼田宏明県議はじめ
皆様にはお世話になり、感謝を申し上げます。
　一昨年9月、私は内閣官房副長官として政
府の中枢に入り、内政、外交はじめ安全保障
や危機管理等の重要課題に取り組ませてい
ただきました。また、新型コロナウイルス感染
症の大波が世界に広がり、日本もかつてない
緊急事態を挟んで長いコロナとの苦闘を強い
られることになりました。
　感染拡大防止と社会経済活動を両立させ、
夏の流行期を乗り越えた安倍前総理は持病
の再発のため退陣し、7年8か月にわたって
内閣の屋台骨であった菅官房長官が自民党
総裁選に勝利して第99代内閣総理大臣に就
任、「国民のために働く内閣」を旗印に、コロ
ナ対策と経済対策の両面で国難とも言うべき
現状の打開に全力を挙げています。
　菅総理は、秋田県の農家に生まれ、地元の
高校を卒業後、東京で段ボール工場や築地
市場などに勤めて学費を稼ぎながら大学を卒
業し、代議士秘書を経て横浜市議会から衆
議院に打って出た苦労人であります。世襲政

治家でないたたき上げの総理の誕生で、地方
の発展に心を砕き、皆様の生活を守る政治が
期待されます。
　菅内閣発足に伴い、私は引き続き官房副
長官を拝命しました。一層の重責に身の引き
締まる思いを抱きながら、これも皆様のお力
添えの賜物と厚く御礼申し上げます。微力な
がら、現下の危機を突破すべく重要課題に取
り組んで参る覚悟でございます。体は官邸に
あっても心は常に石川にありたいと思います。
今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。
　いよいよ7月には東京オリンピック、引き続
きパラリンピックが開催されます。津幡町出
身のレスリング競技の川井姉妹はじめ日本代
表選手の活躍が大きな感動を与えるものと期
待してやみません。あわせて、本年が日本に
とって平穏で、かつ力強い新年となるよう全
力を傾注したいと心に誓っております。
　結びに、焼田宏明県議のさらなる飛躍を願
い、新年が皆様にとりましてより良き年となり
ますよう、ご健勝ご活躍をお祈り申し上げ、年
頭のご挨拶とさせていただきます。

内閣官房副長官　
参議院議員　

岡田直樹

　新年あけましておめでとうございます。皆様
におかれては健やかに新しい年を迎えられま
したことを心よりお慶び申し上げます。
　焼田県議には早いもので、今年は初当選か
ら10年、また３期目の折り返しを迎えます。
これまで県議会にありましても、自民党県連に
ありましても徐々に重要な役職に就き、それら
を無難にこなしてこられました。県議会議員の
方々からも“大変まじめだ” “よく勉強してい
る”といった評価も聞こえてまいります。これ
からも地道に一歩ずつ前進をつづけていただ
きたいと思いますし、また津幡町や町民のため
にも大きな力を発揮してほしいと思います。
　昨年は、年明け早々から新型コロナウイル
ス染症の拡大によりいろいろな行事が中止と
なり、一年を通じて日本中が、いや世界中が
暗い年ではなかったでしょうか？日本国民にと
りましては待望の東京オリンピック・パラリン
ピックが中止となり、今年に延期されました。
今年こそは無事に開催され、レスリング競技
で津幡町出身の川井梨紗子選手・友香子選
手が姉妹揃って、金メダルを取ってほしいも
のであります。
　津幡町では、一昨年あたりから多くの大型
事業に着手しております。最も早かったのが
大坪工場用地の造成です。昨年春には完了
し、すでに４区画のうち２区画で売買の話が
まとまっています。
　一昨年夏に起工式が行われ、建設工事が
スタートした町役場庁舎も昨年末に完成しま
した。新年１月４日から業務が開始となり、1
月５日には落成記念式典を迎えました。「使い
やすい、わかりやすい庁舎」「災害に強い庁
舎」また「環境にやさしい庁舎」など５つのコ
ンセプトで町民の皆様をお迎えしたいと思っ

ています。
　昨年８月に着工した河合谷宿泊体験交流
施設は、今年夏にオープンします。旧河合谷
小学校跡地を活用した施設ですが、小さい子
供からお年寄りまで、町内外の方 に々広く利用
してほしいと願っています。
　住吉公園内に予定しています屋内温水
プールは昨年のうちに実施設計がほぼ終わり
ました。２～３年以内に完成を予定していま
す。町民の皆様から最も要望の強い事業であ
り一日も早い完成を目指します。
　体験型観光交流公園は、昨年「もみじ」を、
140本植えました。予定の3,000本にはまだ
まだですが、道路も一部でき着実に完成に向
け進んでいます。
　IRいしかわ鉄道の津幡駅東口と新駅設置
事業ですが、令和３年度から５年計画で駅前
広場や東西を結ぶ自由通路を含めた津幡駅
東口整備を予定しております。まず測量や地
質調査から始めます。また旭山工業団地への
アクセス道路もこの東口整備にあわせて計画
したいと考えています。東口が整備されれば、
石川工業高等専門学校と産学連携する研究
型企業の誘致や住宅団地の造成などいろい
ろな開発の可能性が広まると考えられます。
また津幡駅と倶利伽羅駅間の新駅につきまし
ても、俱利伽羅不動寺西之坊鳳凰殿や体験
型観光交流公園、俱利伽羅塾、それに運動
公園も近くにあり利用度は高いと思います。こ
れもやり遂げたい仕事であります。いろいろな
事業が今年も続きます。今年も焼田県議にお
世話になることが多い年になりそうです。
　最後になりましたが、焼田県議をはじめ皆
様にとりまして今年一年がすばらしい年にな
りますよう心からお祈り申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。旧年
中は格別なご高配を賜り、心より厚く御礼申
し上げます。皆様におかれましては輝かしい
新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は年初に中国武漢で発生した新型コ
ロナウイルス感染症が世界中に蔓延し、我
が国においても現在もなお、大都市をはじめ

様々な地域にまで影響を及ぼしております。
感染症の蔓延は国民にとって大変脅威であり
ます。今もなおコロナウイルスとの闘いの最前
線に立ち続ける、医療、介護などの現場の皆
さんの献身的な御尽力に、深い敬意とともに
心から感謝を申し上げる次第でございます。
引き続き強い危機感をもって、都道府県と緊

津幡町長　

矢田富郎

衆議院議員

西田昭二

新春メッセージ 密に連携しながら、医療提供体制の確保に取
り組んでまいります。
　私たち自由民主党は、政府・与党として、新
型コロナウイルスに対し引き続き強い危機感を
持って対処し国民の暮らしを守るために政府
与党一体で全力で取り組んでまいります。
　確実な感染拡大予防対策やワクチンの安
全かつ早期の接種、現在も日本中が大きな打
撃を受けております経済に対しても実効性の
ある力強い確実な対策を打ってまいります。
コロナ対策と経済対策の両輪で国民生活の
安定と、経済の立て直し。この大変重要な課
題を一挙に解決し、国民の皆さんの安全で安
心な生活を1日でも早く取り戻すために矢田
富郎津幡町長と焼田宏明石川県議とともに全
力を尽くします。
　本年は津幡町役場新庁舎による行政サー
ビスがスタートする記念すべき歴史的な年と
なります。「わかりやすい」「災害に強い」「環
境にやさしい」新庁舎はまさにこれからの時
代に沿った素晴らしい庁舎です。
　町民サービスの一層の向上と安全・安心

のための防災機能の強化、また組織運営の効
率化を図るために整備された新庁舎、福祉セ
ンターは、津幡町の皆さんにとって他に誇れ
る素晴らしい庁舎になることは間違いありま
せん。
　昨年は、明治23年11月に第1回帝国議
会開会してから130年の節目の年でありまし
た。先人たちの知恵や努力の積み重ねで今日
まで刻んできた歴史に学び、日々刻 と々変化
する状況にスピード感をもって対応し、国民
目線で改革を進め、皆様とともにまずは新型
コロナウイルスを何としても乗り越えられるよ
う令和２年度第３次補正予算、令和３年度予
算の早期の成立を目指します。
　また本年10月には衆議院の任期満了を迎
えます。私も引き続き町、県、国の強固な連携
で町民の皆様のために国会で活動ができるよ
うに粉骨砕身努力していく所存でございます。
　末筆ながら、焼田宏明石川県議の更なるご
活躍と津幡町の益々のご発展と町民の皆様
のご健勝・ご多幸をお祈り申し上げ、新年の
ご挨拶とさせていただきます。
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県民生活の安全・安心の確保と
県内企業への支援について　

新型コロナウイルスは今や日本だけでなく世界中に
感染が拡大しており、最悪の事態を想定しながら必

要な検査・医療提供体制の整備を行っていかなくてはなら
ない。一方、人やものの動きが停滞し、生産・消費活動が低
迷するなど、県民生活や地域経済にも大きな影響が生じてい
る。特に観光関連産業への影響は深刻で、観光立県を掲げ
る本県の産業基盤を揺るがしかねない。今こそ、雇用の維持
と事業者の事業継続に全力を挙げて取り組む必要がある。
◎谷本知事　検査・医療体制の充実強化、感染拡大の防
止など、あらゆる対策に全力で取り組んできた。一方で、宿泊
業、飲食業を中心として地域経済に深刻な影響が出ている。
人工呼吸器の整備をはじめとした検査・医療体制の強化を
進め、社会経済活動が回復するまで県内中小企業が持ちこた
えられるよう強力に支援する。時期を逸することなく観光誘客
を機動的に展開できるよう布石を打っていく。第二弾の緊急
対策として第三次３月補正予算を編成した。一日も早く元気
な石川を取り戻していきたい。

検査体制、医療体制について
検査体制についてはPCR検査機器を２機から４機へ
増設するほか、検査試薬を追加で確保するなど検査

体制の充実が図られている。医療提供体制についても引き
続き万全を期す必要があり、速やかに対策を打ち出すことが
重要である。具体的に示せ。
◎健康福祉部長　現時点で検査体制、医療提供体制は滞り
なく対応できているが、第二次３月補正予算も活用し、PCR
検査機器を増設するなど検査体制の充実を図る。さらなる患
者増にも備え、県下全域で500床以上を追加確保した。国
の動きに呼応し、患者を受け入れる医療機関に対する人工呼
吸器等の整備の支援や患者が入院するための空床の確保に
要する予算を確保し、感染者が急増した場合に必要となる設
備や病床の追加確保に対応できる体制を整える。また、患者
を移送する際に用いる陰圧装置を備えた車両を２台追加し、
計３台の体制とするほか、必要な検査試薬を追加確保した。

今回創設された特別融資制度について
様々なイベントが中止、延期となり、旅行を手控える
動きも加わり、飲食や宿泊、観光バス、イベント企画

などの事業者において大量のキャンセルが発生し、受注や予
約も全く入らない状況だ。また、世界的なサプライチェーン
にも影響し、今後、製造業にも大きな打撃を与える可能性が
ある。あらゆる手を尽くして中小・小規模事業者の事業を継
続し、雇用をしっかりと守り抜いていくことが求められる。今
回創設した特別融資制度は既存制度と比べどういった点で
踏み込んだものとなっているのか。

追加提案された令和元年度第三次補正予算案に
ついて、自由民主党石川県議会議員協議会を代表
して質疑に入る。
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県議会リポート

　新年あけましておめでとうございます。令
和元年７月の参議院選挙では焼田県議をは
じめ、津幡町の皆様から温かいご支援を頂
き、無事当選できました。心より御礼申し上げ
ます。今後ともご指導、ご鞭撻頂きますようお
願い申し上げます。　
　昨年、世界中で蔓延した新型コロナウイル
ス感染症は、国内でも緊急事態宣言が発令さ
れるなど全国に拡大し、現在も予断を許さな
い状況が続いています。
　この難局を乗り切るため、昨年の通常国会
では4月末に第1次補正予算を、6月中旬に
は第2次補正予算を成立させ、更に年末には
第３次補正予算案と、令和３年度の当初予算
案を閣議決定しました。
　今年の通常国会では、この２つの予算案を
速やかに成立させ、コロナ感染症対策と経済
対策を強力に推進していくことが必要です。
　現在、石川県をはじめ地方経済の状況は、
厳しいものがあります。感染症対策に留意し
ながら、経済活動の活性化を進めるため、予
算で措置した施策を地域の隅 ま々で早く行き

届くようにしなければなりません。このような
当面の施策と併せて、中長期的に、経済を成
長軌道に乗せていく様々な改革も必要です。
　5Gなど情報通信のインフラを整備すること
により、地方に居ても、都会と同じように仕事
や生活が可能となる、「新しい社会の建設」が
望まれています。
　現在、私は、国会では、予算委員会、農林
水産委員会（理事）、地方創生・消費者問題
特別委員会（筆頭理事）などに所属するととも
に、参議院自民の国会対策副委員長として、
国会運営にも携わっています。今後とも、国
政の場で地方の活性化が図られるよう、しっ
かりと活動してまいります。
　焼田県議と手を携え、津幡町の皆様と心ひ
とつにして、コロナ禍の困難に打ち勝ち、津幡
町や石川県の発展につながるよう、全力で取
り組みたいと存じます。
　焼田県議のなお一層のご活躍、併せて皆
様のご健勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げ
ます。本年も何卒宜しくお願い致します。

参議院議員　　

山田修路

　新年、明けましておめでとうございます。皆
様におかれましては、輝かしい初春をお迎え
のことと、心よりお慶び申し上げます。
　平素より、焼田先生から過分なるご指導を
賜っておりますし、津幡町や後援者の皆様か
らも、全国比例代表・参議院議員として活動
する私に対しまして、多大なご理解と温かい
お力添えを頂いております。ここに改めて、衷
心より感謝申し上げます。
　一昨年夏に、皆様のお力添えのもとで二期
目当選を果たさせて頂いた後は、昨年秋まで、
政府の一員である『経済産業大臣政務官』と
して、我が国の経済政策や地域産業政策の中
心で、多くの重要な仕事に励んで参りました。
　ただ、日本も世界も想定すらしていなかった
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい出
してからは、地域社会や経済が様々な影響を
受け、大混乱に陥ったことへの対応に追われ
ました。地域の仕事や雇用を守るために、我
が国初となる各種給付金や無利子融資など、
多くの支援事業を短期間で具現化し、困って
いる方々へ確実に支援を届けるために、粉骨
砕身努力を重ねて参りました。
　甚大な影響を受ける地方経済…これまで
の常識の枠を超えた政策の実現…出来ること
は全てやるという気概で、昼夜を問わず、一
心を尽くして仕事をする日々が数ヶ月間続き

ました。その間、焼田先生には、国で措置出
来ない細やかな支援策を石川県で構築して
頂くべく、専心ご努力頂きましたこと、今も深く
感謝しております。
　国が準備した支援事業をいち早く石川県
へ届け、足らざる部分を県の支援事業で補う
…
　津幡町や河北郡市の状況を的確に把握
し、医療や社会経済における緊急の課題など
を共有しながら、適宜適切な対応を実施する
ことが出来たのは、日頃から地域を歩き、地
域の皆様に寄り添って県政に取り組む焼田
先生の弛まぬご努力があったからこそと、尊
敬の念に堪えません。
　津幡町、河北郡市、石川県…関係する皆様
との連携協力のもと、中心となって汗をかき、
地域のため、県民のためにと実直に取り組む
姿勢に、私も多くのことを学ばせて頂いており
ます。愛する故郷からコロナ影響への不安を
取り除き、再び元気を取り戻すべく、私も専心
努力して参りますので、倍旧のご指導を賜りま
すよう、宜しくお願い申し上げます。
　結びに、焼田先生の尚一層のご活躍とご健
康を祈念し、併せて、新たな年が皆様お一人
おひとりにとって、希望に輝く幸多き一年にな
りますことを衷心より願いまして、年頭の御挨
拶とさせて頂きます。

参議院議員　

宮本周司

令和2年2月  第1回定例会
（ 3月23日）　
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命を守るための防災行政無線について
河川の氾濫及び堤防の決壊、土砂崩れ等が頻発して
いる。日中は気象情報や災害情報を素早く得ること

はできるが、就寝中の場合、防災行政無線を使って屋外ス
ピーカーで防災情報を伝達しているが、全ての住民に確実
に情報伝達ができるとは限らない。総務省消防庁が普及促
進を図っている防災行政無線の戸別受信機は家庭内で情報
を傍受することにより素早く避難行動を取れる。県内でも複
数の市町で整備されて
いるが、その状況につい
て聞く。設置が進んで
いない市町村を中心に
10万台の整備を目指す
とある。どのようにして
普及拡大につなげてい
くのか。
◎危機管理監　市町の戸別受信機の整備状況は、災害時に
避難情報等を一斉に伝達する手段として防災行政無線やＦ
Ｍ放送、有線放送のいずれかの手段を整備している。各家庭
で避難情報等を聞くことのできる戸別受信機の整備を進めて
いる団体は現在17市町で、全戸設置は５市町。避難情報等
を確実に伝達するためには手段の多様化を図ることが重要で
あり、様々な機会を通じて戸別受信機の整備・導入に向けて、
国の支援制度活用も含め助言を行っていく。

鳥獣被害対策について
昨年度のイノシシによる農作物被害額は８千万円を
超えている。山間地では積極的に捕獲に取り組み、捕

獲数は２年連続で１万頭を超えた。しかし、ジビエとして獣
肉処理施設で加工されているのは１割以下であり、多くは捕
獲近辺の山中に埋められている。埋設するための穴を掘る
作業負担が大きく、埋設処分するスペースにも限りがあると
いう。捕獲したイノシシの処分の現状と捕獲強化にどのよう
に取り組んでいくのか。
◎谷本知事　農作物被害を防止しようと防護柵、捕獲おり
の設置、捕獲技術の向上などの取り組みを進めてきた。その
結果、捕獲数は２年連続して１万頭を超え、農作物被害も約
３割減少するなど成果は上がってきている。さらなる防護柵、
捕獲おりの増設、専門家の派遣による狩猟者の確保、育成に
向けたセミナー、狩猟技術向上の研修などに取り組んでいる。
イノシシを里山の魅力ある食材として有効活用することは、捕
獲促進と被害防止を図る上で有益である。ジビエ料理フェア
や料理人向けの研修会開催など、ジビエ普及にも取り組んで
いる。

◎農林水産部長　捕獲したイノシシは、鳥獣保護管理法によ
り捕獲した場所に放置してはならないとされている。その処
分状況は捕獲した約１万３千４百頭のうち、自家消費または
ジビエとしての活用が約４千２百頭で32％、ごみ処分場搬
入が約２千百頭で16％、捕獲現場での埋設が約７千百頭で
５２％となっている。

治水対策等について
生活の安全・安心の確保に直接つながる河川の堆積
土砂除去の取り組みと堤防上面を舗装して強化を図

る対策の現状と今後の見通しについて聞く。また、堤防上面
を舗装することにより、自転車や歩行者の往来が増えており、
誤って川に転落してしまうと危惧する声もある。津幡川でも
４月に事故があった。対策が必要と考えるが所見を聞く。ま
た、河北潟干拓地を守る堤防が決壊した場合、広大な農地
の作物や酪農団地の乳牛等を一瞬にして失うことになる。
定期的に巡回管理されていると思うが、干拓地の堤防の状
況を聞く。
◎谷本知事　堆積土砂の除去は国の３か年緊急対策を最大
限に活用して、県下全域において対策が必要な81河川での
除去に全力で取り組んでいる。これまでに津幡川や材木川な
ど62河川で除去を終えた。堤防の上部を舗装し補強する対
策については、甚大
な被害が想定される
26の河川において
整備を進めている。
これまでに津幡川な
ど25の河川で着手
をして約31キロメー
トルの区間で整備を
終えた。来年の出水
期までに取り組みを
完了させる。
◎土木部長　川の転落防止柵は、洪水時の水防活動の支障
や堤防の弱体化につながることから安全上必要と認められる
部分に限っており、津幡川の堤防で舗装した区間は車止め
の設置により通行できる幅が狭くなった箇所に設置している。
その他の箇所には注意を喚起する看板設置などの安全対策
を検討している。河北潟干拓地の堤防は国営干拓事業で施
工され、二級河川河北潟の堤防として県が管理している。定
期的なパトロールに加え、豪雨時もパトロールを実施し堤防
の状況把握に努めている。干拓地の堤防は極めて軟弱な地
盤の上に整備されており、沈下を前提に計画されているため、
定期的にかさ上げを行い、高さを確保している。

一般県道仮生末友線について
津幡町仮生から富山県末友地内の一般国道359号
線につながる県道であり、本県側はほぼ整備されてい

◎谷本知事　県内中小企業の経営安定支援融資について９
月から売上減少率の判断期間を直近３か月から直近１か月
に短縮するなど、適用要件を緩和して資金繰り支援に取り組
んでいる。ホテルや旅館、飲食店、観光バスなどの事業者は
売上げや予約が急激に、かつ大幅に落ち込んでおり、第二弾
の資金繰り支援対策を講じる。直近２週間から１か月の売上
高が前年に比べて20％以上減少している事業者に対して、
融資枠100億円の特別融資を創設する。返済期間も最長10
年据置き３年とし、信用保証料については全融資期間にわ
たって免除する。関係機関に中小企業の資金繰り支援に万
全を期するよう要請し新たな融資制度を実施していく。

観光需要を回復させるための対策について
観光事業者の厳しい状況は自粛要請で出控えている
ことによるもの。今後の見通しが立たないことへの

不安は大きく、希望の持てるメッセージを発信することが必
要だ。感染収束が見えた段階で大がかりな観光誘客キャン
ペーンを展開し、観光需要回復に取り組むとの強い姿勢を
見せるべきだ。今を準備期間と捉え、観光客が本県を訪れる
ための仕組みをしっかりと行うべきではないか。
◎谷本知事　観光業は宿泊者数や予約が昨年同期の半分
程度であるとか、宴会は大部分がキャンセルといった厳しい
状況にある。もっとも今回の感染症によって本県の魅力や強

みが損なわれたわけではない。今やるべきことは事態収束に
兆しが見え始めた際に、誘客施策を速やかに実施する体制を
整えておくこと。国の緊急対策を積極的に活用し、新たな観
光資源を活用した旅行商品造成、誘客プロモーション映像
の制作、宿泊施設等の多言語表示等への支援など誘客拡大
の布石を打った上で、JRや大手旅行会社と連携して大規模
な誘客キャンペーンを実施し、旅行需要を速やかに回復させ
る。

航空路線の運航再開と安定運航について
小松空港、のと里山空港は新型コロナウイルス感染
症の影響により、小松空港では国際線全便が運休と

なり、国内線も羽田便、福岡便の一部が減便されるなど、減
便、運休が続発している。のと里山空港も多数のキャンセル
が発生し大変厳しい。事態の収束後、早期の運航再開と安
定運航が必要だと思うが取り組みを聞く。
◎企画振興部長　小松空港、のと里山空港ともに利用状況
が急激に悪化し、特に小松空港では国際線の全便運休など
深刻な状況が続いている。収束後、小松空港国際線の早期
の運航再開を要請するとともに安定運航を図るため、インバウ
ンド、アウトバウンド双方での利用促進に機動的に取り組ん
でいく。のと里山空港も首都圏からの利用促進に取り組める
よう所要の予算を計上した。
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裏面へ続く ↓

　この４月から県議会議員を代表して、初めて

監査委員になりました。毎月の例月出納検査、

支出負担行為検査、委員会議が行われるほ

か、県立高等学校、公社や農林土木事務所、

警察をはじめ沢山の県の施設、県のお金の

入っている事業所や団体など、能登の先端か

ら南加賀の県境まで年間40日を超えて忙しく

回っています。おかげさまでこの１年間は私に

とって本当に勉強になっています。こんなとこ

ろに無駄がある、随分やりくりに苦労している

んだ、廃止にしたらよいのにとか・・・今まで

見えなかったものが見え、これまで以上に県政

について真剣に考えるようになりました。この

重責は年度内まで続きますが、全力でその任

に当たりたいと思っています。

【監査委員とは】　県の予算の執行や財産の管理、地方公
営企業の経営のほか、一般行政事務について、公正で効率
的な運営が確保されているかどうかを点検する委員。知事
が議会の同意を得て選任する。定員は４人で２人は議員か
ら選ばれる。委員一人ひとりは独任制である。

この１年、
監査委員として。

写真は11月30日に行われた
県東京事務所とのＷＥＢ監査
風景です

令和2年 9月 
 第4回定例会 一般質問

（ 9月18日）




