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　新年明けましておめでとうございます。皆様には益々ご
清栄のこととお慶び申し上げます。本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます。
　昨年 12月に行われた第 46 回衆議院議員選挙におきま
して、皆様方のお力により自由民主党の石川県候補３人
が圧勝し、自公合わせ325 議席を確保、３年４カ月続いた
民主党政権に見切りをつけ政権奪還できましたことに御
礼申し上げます。
　私も自由民主党津幡町支部長を拝命し初めての国政選
挙であったため、地元町議のお力をお借りし、地区の皆様
方や企業等を訪問、北村しげお候補の支持拡大をお願い
してきたことが、実を結んだと喜んでいる次第です。諸先
輩方から自分の選挙と思い、こまめにお願いに回ることが
将来的に自分の選挙にも繋がると御指導を受け実行した
ことが、最高の結果として表れましたことに、心から感謝
いたします。
　今年の夏には参議院議員選挙があり、また皆様方のお
力をお借りする事となりますが、宜しくお願いいたします。
　さて、昨年は６月の定例会に登壇の機会を頂き、たば
この分煙化推進、森林公園振興策、並行在来線第３セク

ター、再生可能エネルギー、葉タバコ廃作農家への支援
状況について、それぞれ質問し県執行部から前向きな答
弁を頂くことができました。
　また、12月の予算委員会では、河北潟東部承水路にあ
る石川県津幡漕艇場の浚渫工事についてと、ボーイスカウ
ト津幡第一団の真夏における氷室行脚にともないボーイ
スカウト活動の現状や活動の意義に対する考えを聞き、あ
たたかい答弁を頂くことができました。
　今年も地元・津幡町や内灘町、かほく市について県政
で発言し続けることは勿論ですが、再来年３月の北陸新幹
線金沢開業を見据え、提言等をしていきたいと考えていま
す。また、３月11日には東日本大震災発生から丸二年と
なりますが、一刻も早い復旧・復興を願うと同時に、防災
体制の再構築と対策を見直すため、私なりに微力ながらも
お手伝いしていく所存です。
　最後に、皆様方には更なるご指導、ご支援賜わりますよ
うお願い申し上げますとともに、この一年が良い年となり
ますようお祈り申し上げ、年頭の御挨拶といたします。
平成 25 年１月
                            　　石川県議会議員　焼田  宏明
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町民の安全・安心を第一に。
焼田議員：新年明けましておめでとうございます。昨
年も年頭に対談をさせていただきましたが、今年は南
田議長にもご参加いただきました。よろしくお願い
いたします。さっそくですが、矢田町長には昨年の津
幡町政を振り返ってみて、やりとげたこと、実現した
ことについての想いをお聞きしたいと思います。
矢田町長：具体的にこんなものができたよというも
のが無いのですが、一昨年の東北大震災の経験から実
感したことは、町民の安全・安心を第一に考えていく
ことでした。そのために、さまざまな取り組みをして
きたつもりです。まず、3 月に福岡県岡垣町と、10 月
には和歌山県の上富田町と新たに災害時相互応援協
定を結びました。お互いの町に何かあったときに助
け合うためのものです。また、11 月には避難所で仕
切りとか簡易ベッドとかに役立つ段ボールメーカー

と災害支援協定を結ぶなど、いくつかの民間企業とも
万が一の場合の協力体制をお願いしました。また、目
玉として準備してきたデジタル防災行政無線も今年
度中には工事が完了します。さらに計画していた小学
校・中学校の体育館すべての耐震化工事も終了しま
す。公共施設では役場以外はすべて終わることになり
ます ( 笑い )。町民の命といいますか安全・安心を守
るという見えないところではありますが、一番大事な
ことが提案・実現したと思っています。防災で完全と
いうことはありませんが、防災対策を町の一番の課題
として取り組んだ結果として、ちょっと胸を張れるか
なと思っています。
南田議長：町民の安全・安心の対策をしっかりでき
たことは議会としても評価しています。そして、災害
対策の一部として社会福祉協議会の充実を図ること
も重要ではないでしょうか。場所が狭いので、町長に
はそのあたりもお願いしたいと思っているのですが。
矢田町長：充実を図るため、町行政としての対応を検
討しています。場所が狭いことは承知していますが、
役場も建ってから 44 年が経っています。福祉サー
ビスや相談活動・ボランティア活動など社会福祉協
議会の充実に向けて町としても十分に対応したいと
思っています。
焼田議員：先程、役場の耐震化だけが残っているとい

うお話でしたが、役場の耐震工事を進めるのか、いっ
そ、建て替えるほうがいいのか判断する時期も来てい
るのではないでしょうか。
矢田町長：早計には思いますが、どちらにしろ費用の
かかることですから慎重に考えたいですね。それと
は別に、町独自としてお金もあまり掛からない小水力
発電についても、地元の高専やプロのコンサルティン
グ会社など地元企業と一緒に「官学産」で取り組んで
いきます。まず調査費をつけます。
南田議長：河合谷地区が候補に挙がっています。電力
量は小さいですが、その地域の半分ぐらい賄うくらいに
なればいいですね。いざという時の防犯灯になるような
ものだったり、災害時に役立つことも考えられます。

新幹線開業に向けて。
焼田議員 : 次にお伺いしたいのは、2 年後に迫った新
幹線開業に対してどう対策を考えておられるのかと
いうことです。交流人口の増加を見据えた観光資源
の開発は、津幡町にとっても最重要課題ではないかと
思います。
矢田町長：新幹線の開業効果といいますか、間違いな
く石川県には多くの方が訪れると思います。その内
の 1 割の方に津幡町に来てもらいたいものだと思っ
ています。その受け皿の整備をしなければなりませ
ん。その一つが農業公園でして、議会にも構想を提案
し、少し形が見えてきつつあります。津幡町ならでは
のおもてなしに力を注いでいきたいですね。
南田議長：津幡町には旅館はあるのですが、残念なが
ら泊まれるホテルがありません。ビジネスホテルの
誘致ができないものでしょうか。交通アクセスも良
いので金沢市内のホテルに流れてしまうのでしょう
が、経営的にむずかしい面もあるでしょうが、津幡駅
辺りに建つと利便性が増すと思います。
焼田議員：開業まで２年ちょっと・・・開業効果を
波及させるためにも、新しい仕掛けが必要ですね。

森林公園の整備と活性化。
矢田町長：森林公園の活性化にも力を注ぎます。森林
セラピーなど健康に対する関心の高まりもあり、25
年度は具体的に森林セラピー基地の設置を考えてい
ます。需要はあると思います。連動して MISIA さん
を中心に多彩なゲストによる ｢MISIA の森｣ での、環
境をテーマにした大規模なコンサートが開催できれ
ば大きな話題になるでしょうし、発信力になると思い
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ます。森林公園に着実に来てもらえるような整備が
できつつある。そのためにも活用の多角的な提案を
県に対して行いたいので、県議にもぜひ助力をお願い
する次第です。
南田議長：話はそれるかもしれませんが、森林浴をア
ピールしたＣＭ作品が某放送局で流れました。見事
にＣＭ大賞を獲得したこともあり、大いに宣伝できた
のではないでしょうか。
矢田町長：あの作品は役場の職員が自ら作ったこと
にも評価をしたいと思います。役場全体ががんばろ
うという気にもなりますね。
焼田議員：森林公園とともに河北潟の親水公園の整
備も観光の大きな目玉になっていくのではないで
しょうか。漕艇場周辺に遊歩道が整備できれば、野鳥
の観察などもできる自然公園となります。現在の管
理棟も古くなってきました。宿泊や食事もできるよ
うになれば、全国からの合宿施設にもなります。
矢田町長：森林と水辺という自然に触れ合う町・津
幡をアピールできれば観光資源としても魅力が倍増
します。潟の親水公園は県の管理ですから県議に大
いに期待します。
焼田議員：承知しました。県議会でも精一杯質問して
いきます。まこも、つばた弁当、森林浴など津幡の良
さを町民の力で生かしていくことが大切になってき
ます。津幡の魅力発信を次のテーマに掲げて、観光を
新幹線対策の柱としていく必要があります。

並行在来線と駅の整備を。
焼田議員：次にお聞きしたいのは、並行在来線の問題
です。金沢駅から富山県境まで約 21 キロの間に、津
幡町では津幡駅と倶利伽羅駅がありますし、JR 七尾
線には本津幡、中津幡、能瀬と３つの駅があります。
通勤・通学の足としても大きな影響が考えられます。
町長は設立準備会社の役員に就任していますが、並行
在来線についてどのようにお考えですか。
矢田町長：並行在来線と JR 七尾線という別々の会社

が運行することになれば、従来の運賃が倍になること
も考えられます。大きく跳ね上がる運賃のアップ率
を抑えることやなんらかの補助も必要になるかもし
れません。今まで、本津幡駅や中津幡駅から通勤通学
していた乗降客が津幡駅から乗り降りすることが増
えると予想されます。おそらく津幡駅の乗降客は増
えるでしょうし、自転車の利用者が増えることも考え
られます。そのため津幡駅の環境整備ではバリアフ
リー化、エレベーターの設置、あふれている駐輪場の
整備などを県に要望しているところです。２階部分
に駐車場を移すことも検討しています。
南田議長：存続のためには工夫が要ります。例えば、
東京の蒲田駅では「蒲田行進曲」が流れますが、そん
な工夫があっていいのではないでしょうか。倶利伽羅
駅のネーミングも、大河ドラマの誘致と併せて倶利伽
羅古戦場駅と改称してみるとかはどうなんでしょう。
焼田議員：中津幡駅も森林公園口駅と改称してみる
のもいい。名称一つで、目的地が分かり易くなったり、
行きやすくなることもあるのではないでしょうか。
矢田町長：駅名を変えることはなかなか難しい話で
す。全国の切符なども代えなければならず費用が随
分とかかるらしいですよ。それよりも第 3 セクター
になったら駅を新設できないものかと考えています。
竹橋駅ができたらおもしろい駅になります。運動公
園、農業公園、倶利迦羅不動尊西之坊鳳凰殿に近接し
ていますし、活用範囲も広い。需要はあると考えてい
ます。金沢市にも花園駅を作れば、お互い協力してや
れないかと。いずれにしても存続のためにいろんな
アイデアを出しあっていくつもりです。
南田議長：３セク形式で、住民持ち株制度の導入など
も考えられますし、マイレールの意識を持って、並行
在来線を愛着のあるものにしていきたいですね。最
近、本津幡駅の前にオシャレなベルギーのワッフルの
お店ができて話題になっています。こういった個の
魅力がもっともっと広がれば、駅の魅力や町の魅力と
なるのではないでしょうか。
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通年議会の本格的実施に向けて。
焼田議員：さて津幡町では、今年度から議会が通年
議会をはじめました。議会が主体性を持つという意
味で、大変意義のある試みだと思っていますが、１年
やってきてどういう変化がでてきていますか。
南田議長：この１年は通年議会の試行段階でした。特
にやりにくくなったこともないですし、今年の４月か
らになりますが本格的に実行に移したいと考えてい
ます。県内からの議員視察もあります。議会が主導権
を担って、町を活性化していく。これもまた、町の活
性化に繋がるのではないでしょうか。議会改革の柱
として議会がイニシアティブを取るというスタイル
を確立して、しっかりと点検をして支障がないように
運営していくつもりです。もう一つ、津幡町議会で自
慢できることは傍聴席がいつもいっぱいということ
です。これは県内では、おそらくわが町だけだと思い
ます。区長さんがしっかりと議会に聞きに来ておら
れるのが理由なんですが、開かれた町政という意味で
も素晴しいことだと思っています。
矢田町長：いずれにしろ、開かれた町政を目指して、
職員の一人一人が、もっともっと町のことを知る必
要があります。些細なことでも、今起きていることを
しっかりと情報として集め、コミュニケーションを
とっていきたいと思っています。この点では、議会・
議員の皆さんにもぜひ、ご協力をお願いいたします。

住民参加のアイディアを活かす。
焼田議員：最後に、新しい年の初めとして 25 年度の
抱負をお聞かせください。
矢田町長：25 年度は公約のメドを立てていきたいと
思います。まず、要望の多い温水プールの建設には熱
意を持って取り組んでいくつもりです。ある程度の
スケールの大きさが必要で、ざっと見積っても 20 億
円ぐらいはかかるそうなので、なかなか町単独では建
設ができません。民間に主導的にやってもらって、住

民持ち株制度、いわゆる会員制とかの導入も考えてみ
たいと思います。農業公園も議会に基本構想をお話
できました。将来的にいいものになると思っていま
す。そして、安全・安心な町づくりに向けて、さらに
しっかりと取り組んでまいります。
南田議長：地元を愛するプロジェクトを実施してい
る南アルプス市の取り組みも参考になると思います。
ふるさとを愛する心で、住民参加型の盛り上げる手法
を行政が考える必要があります。
矢田町長：いろんなものがあっていいのではない
でしょうか。住民が関心を持つ企画をもっともっと
行っていくつもりです。
焼田議員：私も今春で丸２年が経ちます。町政としっ
かりタッグを組んでいくつもりです。議会だけでな
く、発言する場所を増やしていくことから始める１年
にしてまいります。
矢田町長：お願いですが、県と市町村長との連携・連
絡をもっとしっかりと議会事務局にやってほしいと
思っています。大事な会議への出席などは首長さん
達とのスケジュール調整を図ってほしいものです。
県議会議員と首長さんとの連携は非常に大切です。
焼田議員：今日は貴重なご意見をお聞きしました。
しっかりと受け止め県政に活かしてまいります。あ
りがとうございました。
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  たばこの禁煙、分煙について
焼田宏明：今年のたばこ税収は72億円に上る貴重な財
源であり、国にとっても年間約1兆円の税収を賄う財政
物資だ。昨年度の県たばこ税収は予想より4億円上振れ
し、ありがたい増収となった。津幡町では地元のJTグ
ループの工場存続により雇用安定、固定資産税の維持確
保のため庁舎内全面禁煙から分煙庁舎へ戻し、8月から
利用開始となる。貴重な県たばこ税収を維持するために
も分煙化を推進し、喫煙者と非喫煙者の共存を図るべき
と思う。公共施設が喫煙室を設置する際に県で補助制度
を創設してはどうか。
谷本知事：たばこは健康への悪影響が顕著であり、受動
喫煙についても避けなければならない。公共的な空間に
ついては原則禁煙であるべきと思う。全面禁煙が困難な
場合はそれぞれの状況に応じた適切な受動喫煙防止対
策を進めることが重要。県ではいしかわ健康フロンティ
ア戦略や石川県がん対策推進計画に基づき、完全分煙の
実施率など数値目標を掲げて普及啓発に努めると同時
に、禁煙化に取り組む企業の表彰も行っている。

   県森林公園の振興策について
焼田宏明：国際生物多様性の日を前に森林公園MISIA
の森において「いしかわグリーンウェイブ 2012 in 
MISIAの森」が行われた。当日はMISIAさんと津幡町立
英田小学校の児童が一緒にコナラの苗木を植樹した。森
林公園は入園者も前年度よりも約1万人も増え、イン
フォメーションセンター内にある森のレストランもリ
ニューアルオープンした。また、森林の持ついやし効果

を活用した森林セラピー基地やロードにより健康増進
や地域振興への取り組みが進めらている。森林公園はよ
り一層の利用促進、魅力向上や活性化を図っていかねば
ならない。宿泊施設や入浴施設を望む声があり、森林公
園をアピールしていく具体的なビジョンを聞く。
観光交流局長：これまでも森林公園の活性化に取り組
んできた。インフォメーションセンターの設置、園内林
道の大規模修繕や携帯電話の不感地帯の解消、子供連れ
家族向けのパンフレットでのPRや学校遠足の誘致、企
業と連携した森の保全活動など利用者のリピーター化
にも取り組んできた。新たな利便施設の設置は、森林公
園は保健休養林施設としては全国屈指の規模を誇るこ
とから新幹線金沢開業を控え、いやしや健康増進を求め
て来園する県内外からの利用者の期待に応えたい。

　  北陸新幹線第三セクターについて
焼田宏明：並行在来線経営計画の概要が示された。県と
19市町と民間が出資して第三セクターを設立、オール
石川で支えることとなっているが、開業準備費など全体
で九十億円から百億円が必要と想定され、開業後10年
間で累計20億円程度の赤字になるという。区間は金沢
駅から富山県との境まで約21キロだが、倶利伽羅駅を
観光ボランティアの拠点にできないかという声がある。
津幡町が誘致を働きかけている大河ドラマが放映され
れば、火牛戦法の舞台を一目見ようと倶利伽羅駅に降り
立つ観光客も増える。譲渡された駅舎をリフォームし、
利用者の増加対策に役立ててはどうか。
企画振興部長：安定的な経営のためにも利用者を増や
す取り組みに知恵を絞っていく。3月に策定した経営計

やけだの県議会リポート

 第2回定例会  6 月 19 日　　一般質問から ( 一部抜粋 )

 12月議会・予算特別委員会での質問の要旨

画においても利活用の促進を柱とした。「利用者が快適
に利用できる駅とするための協力を地元市町や住民に
求めること」、「利用者のマイレール意識を高め、利用促
進を図る」といったことが経営計画に盛り込まれてい
る。沿線の魅力づくりや住民参加による駅づくりは重要
な観点である。駅の改修についても費用を誰が負担し、
費用負担に見合った利用者の増加が見込まれるか、さま
ざまな建設的なアイデアに耳を傾けたい。

再生可能エネルギーについて
焼田宏明：7月から再生可能エネルギーの固定価格買
取制度がスタートする。県内には白山市の徳光パーキン
グエリアにトルネード型の風力発電施設が、珠洲市で太
陽光発電施設の建設がスタートした。能登有料道路を走
ると幾つもの風力発電施設が見られる。再生可能エネル
ギーの役割をどのくらいまで高めようとしているのか。
県自らが再生可能エネルギー施設を建設する考えはな
いか。
谷本知事：再生可能エネルギーはクリーンな電源とし
て地球温暖化への有効な対策。県では安定的で効率的な
発電方法の小水力発電について農業用水利施設や砂防
堰堤等における活用に向けた可能性調査を実施し、県
有施設における太陽光発電の導入可能性調査を実施す
るなど、再生可能エネルギーの導入促進に向けた取り組
みを行っている。エネルギー政策の大もとは国が責任を
持って対応すべきであり、県としては、国のエネルギー

政策の見直しの動向等を見極めながら導入促進の取り
組みを進めたい。

葉たばこ廃作農家の
作物転換支援について

焼田宏明：昨年12月議会でも取り上げたが、県当局か
らは「葉たばこ転換支援チームを設置し、農家に対して
個々に見合った作物を提案し耕作放棄地の発生を防ぐ」
との前向きな答弁をもらった。しかし、高齢化などの理
由で他の作物への転換が進まない農家も多い。志賀町富
来地区では収入が見通せない野菜の栽培に消極的な農
家も多く、葉たばこ以外の作物生産には支障も多いとい
う。葉たばこの廃作に対し県内では作物転換はどの程度
進んでいるのか。志賀町富来地区での作物転換に対しど
のような対応を考えているのか。
農林水産部長：昨年度の葉たばこの廃作募集で49戸の
申し込みがあった。カボチャ、バレイショなどの作物転
換が行われており、土地利用が決まっていない残りも
個々に見合った作物提案を行い、市町、JAなどと進めて
いる。志賀町富来地区の砂丘畑はアルカリ性が強く肥料
が効きにくい、作物が育ちにくいといった課題があり、
ゴボウなどこの地域の土壌に適した作物の選定や栽培
技術の実証などに取り組んでいる。

●石川県津幡漕艇場の浚渫工事の現状と将来的な整備について
●ボーイスカウト活動の現状や活動の意義について
　青少年に対する防災教育の必要性と加盟員数の減少の歯止めに対して

議会での質問の様子はホームページから
映像でご覧になれます。

●６月議会での一般質問　●12月議会・予算委員会での質問

視 察
＆

行事から いちいち会東京視察〔2月7・8日〕

宏友会総会〔2月11日〕

AED講習（事務所）〔2月15日〕

欧州行政視察〔5月〕

伝統的工芸品事業活性化
石川県議会議員連盟

（京都）視察
〔1月26・27日〕



駐車場あります。

やけだ宏明事務所
〒929−0327　
石川県河北郡
津幡町庄ウ57−1
電話：076-288-7828  
FAX：076-288-7827

お近くにお越しの際は、
気軽にお立ち寄りください。

やけだ宏明の
公式HPを
開設しています。
http://www.yakeda.jp/

ぜひ、ご覧ください。

橋本聖子さんの講演会場にて〔5月20日〕

いちいち会重伝建視察（京都）〔7月3日〕

新幹線対策特別委員会
（青い森鉄道）
〔10月5日〕

宏友会のゴルフコンペ
〔5月29日〕

県内の林産業の視察（林ベニヤ産業）
〔5月24日〕森林整備事業視察〔5月24日〕

砂防事業研究会視察（白山）〔10月11日〕

宏友会黒部ダム視察〔7月29日〕

環境農林建設委員会九州視察
（新大分発電所）〔10月16日〕

能登空港利用促進議員連盟（吉野ヶ里遺跡）
〔10月24日〕

秋季祭礼（妻と）
〔9月15日〕

第4回 飛べ！まこも　めざせ日本一 in津幡
(森林公園）〔10月14日〕

視 察
＆

行事から

ブログも
更新中！

やけだ宏明の
県政 360度 365日

李登輝元台湾総統表敬訪問〔10月8日〕


