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自由民主党

　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、昨年夏に行われました参議院議員選挙では、自由
民主党候補の山田修路氏を圧勝に導いていただき、失って
いたポストを奪還することができました。また、全国商工会
が推薦する能美市の宮本周司氏が、地元石川県在住の全
国区候補としては48年ぶりに議席を手にすることができ、
県内には6名の国会議員が誕生し、保守王国の復活となり
ました。これもひとえに、自由民主党に対する信頼と期待の
表れと確信しております。
　私も自由民主党津幡町支部長として、国政選挙において
連勝させていただいたのも、地元町議や地区の皆様、そし
て地元企業等々のお力添え無くしてはありえなかったと心
から感謝申し上げる次第です。
　今年は、２月末に石川県知事選挙があり、４月には矢田
富郎津幡町長の二期目に向けた挑戦が待っています。二つ
の選挙で勝利することは勿論の事、津幡町のもつ国政・県
政・町政に対する熱い思いを県下に知らしめる絶好のチャ
ンスと捉え、皆様方とともに戦う所存です。
　さて、昨年は2月と11月の定例会、9月の予算委員会と
質問の機会をいただきました。その中での質問内容や答弁
につきましては、別ページに掲載してありますので、一読し
ていただければ幸いです。
　今、目の前に北陸新幹線金沢開業という大きな転換期が
迫っております。歴史的な１ページの幕開けとなることは間
違いありません。首都圏からの観光客を玄関口となる金沢
駅から能登や加賀へと、各自治体が地元の魅力をアピール
しながら誘客を競い合っています。のと里山海道の無料化
やバイパスの整備等に加え、河北郡市は金沢駅から20～
30分で訪問できる手軽さと、豊かな自然と施設が豊富にあ

ることをアピールすることにより、少しでも多くの方に足を運
んでいただきたいものです。そして、並行在来線「IRいしか
わ鉄道」の運営や活用にも知恵を出し合っていかねばと考
えております。
　また、風化させてならないのは、３月11日で丸３年となる
東日本大震災の記憶です。多くの事を学び、結ばれた絆を
無駄にせず、防災体制の再構築と対策を見直すため昨年
防災対策特別委員会の委員となりました。委員会での視察
や質疑等を通じ、安全・安心の郷土づくりに少しでも貢献
できればと決意を新たにする次第です。
　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、年頭のご挨拶といたします。

　平成26年１月

石川県議会議員　焼田 宏明　

　新年明けましておめでとうございます。皆様
にはますますお清栄のこととお慶び申し上げま
す。日頃から、焼田宏明後援会にご理解とご
支援を賜りありがとうございます。
　新しい年に入り、政治も経済も大きく動き
だしそうです。日本人はどちらかといえば変化
を嫌う保守的な面が強い国民だと思われます
が、一旦変化すると大変動を起こせる能力を
秘めているはずです。私も自分なりに変化に
合わせて変えようと思っているのですが、今日
のスピードにはとても追いついていけるもので
はありません。ただ経験だけはたっぷりとある
と思いますので、役立つこともあるかもしれま
せん。それだけが取り柄です。

　世界の人達が驚く日本人の特異性に誇りを
持って、たくさんある困難を乗り越えようでは
ありませんか。
　焼田宏明県議の素晴らしさは「若さ、まじめ
さ、優しさ」です。これに経験がプラスされれ
ば飛躍することは間違いないはずです。県議
会においてしっかりと役割を果たし、津幡町、
河北郡、石川県のために仕事をしていただき
たいと思っております。
　１年3か月後には統一地方選挙もあり、2
回目の審判を迎えることとなります。なにとぞ、
本年も焼田宏明県議への一層のご指導・ご
支援を賜りますよう心よりお願い申し上げ、後
援会を代表してのごあいさつといたします。

焼田宏明後援会会長
            舟田  勉

後援会からの
ごあいさつ

防災対策特別委員会視察
（宮城県仙台空港）
〔10月10日〕

基幹水利施設管理協議会・台湾訪問
〔11月9日〕

11月

10月 12月

ごあいさつ

倶利伽羅源平の郷・ござっさい祭り
〔10月27日〕

矢田富郎政治活動
30周年感謝の集い
〔12月1日〕
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新春メッセージ

　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新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
　旧年中は格別なご高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。本年も尚一層のご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。
　一昨年末に行われた総選挙では、焼田県議
（自民党津幡町支部長）を筆頭に、支部一丸
となって津幡町一円に支援の輪を広げていただ
き、政権奪還を果たすことができました。また、
昨年の参院選においても、自民党への絶大なる
ご支持をいただき、国会の「ねじれ」を解消して
政治が前へ進み始めたところであります。
　日本再生を使命とした安倍政権が発足した
一昨年末、私は総務大臣政務官兼内閣府大臣
政務官を拝命し、「地域活性化」を主な任務と
して地方行財政に取り組んでまいりました。「地
方の元気が日本の元気」を合言葉に、政府の一
員として地域活性化のための様々な施策に取り
組み、総務行政の担う役割の大きさ、国民の皆

様の期待の大きさを肌身で感じる日々でした。
　その上で、ふるさと石川県に活力を与え、明る
い未来を切り拓くためには、県都金沢に隣接す
る津幡町が果たす役割は大きく、地理的利便性
を活用した町づくりが求められます。北陸新幹
線金沢開業が来春に迫り、その先には東京オリ
ンピックが控えています。これらを好機と捉え、
その効果を町全体へ波及させていくために、森
林公園や特産品等の津幡町の魅力アピール、
NHK大河ドラマ「義仲と巴」の誘致活動等、引
き続き町・県・国がしっかりと連携をしていか
ねばなりません。そのためには、何事にも真摯
に取り組み、県政においても存在感を増す焼田
県議のリーダーシップ、そして行動力が大変重
要であり、期待をしています。私もその一翼を担
い、尽力してまいる所存です。
　結びに、津幡町の今後益々のご発展と町民の
皆様のご健勝とご多幸を祈念し、年頭のご挨拶
とさせていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中、皆様には大変お世話になり、ありがとう
ございました。本年もなにとぞよろしくお願い申し上
げます。
　昨年７月の参院選で焼田先生を先頭に皆様のお
力添えで石川県選挙区では山田修路参議院議員、
全国比例区では久しぶりに県内より宮本周司参議
院議員を誕生させていただきました。改めて感謝申
し上げます。
　さて、衆参の「ねじれ」が解消された後、初の本
格的国会となった第185臨時国会で安倍内閣は、
「成長戦略実行国会」と位置づけ、デフレ脱却と経
済再生に最優先で取り組み、企業再編や新規参入
を推進する『産業競争力強化法案』や地域限定で
大幅に規制を緩和する『国家戦略特区関連法案』
などを成立させ、「アベノミクス」の効果を上げる決
意でした。
　その中で私は昨年10月、参議院自民党の国会対
策委員長代理に任命され、閣議決定され提出され
る法律案・条約などを、政府与党の国会における
代表者として、最前線で野党と折衝し、いかに滞り
なく、成立させるかを考え奔走してきました。
　55日間の会期で、提出された法律案・条約・協
定などは66件。そのうち51件成立できたのは、極

めて短期の臨時国会としては大きな成果でした。
　特に今回は、重要法案が臨時国会として異例な
ほど多く、その審議にあたっては官邸との調整も頻
繁に行い、１件でも掛け違えると全体の審議日程に
大きく影響するため、早朝より深夜まで、時には土日
もなく、緊張の連続の55日間でした。
　中でも、特定秘密保護法は国民の安全を守るた
めに重要で、一部で誤解されているような国民の目
や耳をふさぐようなものでは決してありません。国会
を取り巻くデモ隊の叫び声、また採決直前には、本
会議場に傍聴席から靴まで投げ込まれましたが、こ
のような暴力的行為に負けず、法案を通したことは
政治家として一つの勲章とひそかに思っています。
　今月召集される通常国会では、5.5兆円規模とな
る補正予算の審議から始まり、約150日間の会期
で100件以上の法律案・条約が提出されると思い
ます。
　通常国会でも、おごることなく、たかぶることなく、
丁寧な国会運営を肝に銘じ、日本の経済再生と地
域の皆様の生活向上に資する様々な政策や法律案
の成立に全力で取り組んでいきます。
　最後に焼田先生はじめ皆様の本年のご健勝ご多
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。

　あけましておめでとうございます。
　昨年夏には、焼田県議をはじめ津幡町の皆
様には大変なご支援をいただきました。皆様の
ご厚情に対し、心よりお礼申し上げます。
　半年が過ぎ、私も全力で活動を始めていま
す。
　金沢市駅西本町に事務所を設け、石川県で
の活動の拠点としています。県内各地を回りな
がら、県民の皆さんのお声をお聞きし、直面し
ている様々な課題について、県庁や国の機関に
も足を運び、解決策を模索しています。
　国政においても、これまでの国家公務員とし
ての経験を活かしながら、石川県の発展に貢献
できるよう努めています。秋の臨時国会では、２
回にわたって質問に立ちました。自民党の会合
でも、政策の方向が、石川県の状況に適合する
ものとなるよう発言しています。これまでは、公
務員として政府の側に立って、政策を説明する
立場でした。今は、政府に対し政策の改善を求
めたり、注文を付ける立場になりました。

　この半年の間に、「TPPの問題」や「コメの生
産調整のあり方」など、津幡町をはじめ地域経
済にとって重大な影響のある事柄が検討・議論
されてきました。私自身も、このような検討の過
程で、一定の役割は果たせたものと思っていま
す。
　津幡町は、金沢という大消費地に近いことか
ら、農業を始めとして地場産業は、大きな可能
性のある地域と思っています。一方で、水害が
発生するなど解決すべき課題もあります。これ
からも、津幡町の発展につながるように、また、
皆様のご恩に報いることのできるよう、しっかり
と仕事をしていきたいと思っています。
　新しい年が皆様にとって、良い年になりますよ
う祈念いたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様にはお揃いで新しい年を迎えられました
ことを心からお慶び申し上げます。
　焼田県議には日頃から津幡町政進展のため
大変お世話になっております。厚くお礼申し上
げます。
　月日の経つのは早いものです。焼田県議が初
陣を飾って、まもなく3年が経過します。これま
で県議会の一般質問で、また予算委員会の場
で、いろいろな質問で谷本知事をはじめ県執行
部を質してこられました。
　津幡町の観光行政推進のため、大河ドラマ
「義仲・巴」誘致に向けての質問もありました。
道路行政では、もう残りは津幡町のみになりつ
つある河北縦断道路の全線供用開始に向けた
ものもありました。
　また、北陸新幹線金沢開業となる来年の秋に
行われる全国市町村交流レガッタや平成28年
夏に予定されています全日本中学選手権競漕
大会が開催される会場となる石川県津幡漕艇
競技場の整備などにも大きなご尽力をいただい
ております。

　その他、石川県森林公園や河北潟の振興策
など、津幡町をはじめ、河北郡市、更には石川
県全体にかかわることについて広く質問され、
一年生議員とは思えないような活躍をされてお
られます。
　焼田県議を後援する者のひとりとして、大変
うれしく思いますし、また心強く思っております。
　さて、新しい年を迎え、統一地方選挙まで残
すところ1年3か月余りとなりました。私の友人
の県議に焼田県議のことを尋ねますと「大変、
まじめである」との定評があります。この“まじ
め”というのは変な意味で言っているのではなく
“しっかりとちゃんとした仕事をする”という意味
であります。焼田県議には初心を忘れることな
く、これからも、これまで同様、津幡町はじめ河
北郡市のために、そして石川県のために大きな
力を発揮していただきたいと思います。
　最後になりましたが、焼田県議の今後益々の
ご健勝ご活躍を心からお祈り申し上げます。
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　　  消防団員加入促進について
従業員が消防団に加入する建設業者などに県発注工
事の入札参加資格の評価を加点することとなりまし

た。消防団加入が事業所貢献となれば、団員活動の増加に
つながり事業所の社会貢献度も高く評価される。消防団員
の増加を図るための手段として消防団協力事業所表示制度
の推進を図るほか、より一層の消防団員の確保につながるよ
う全ての事業所を対象に何らかの特典を与えるなどの支援
策を講じる必要がある。県の所見を聞く。
危機管理監：消防団協力事業所表示制度を創設し、169の
事業所を認定し表示証を交付している。消防団活動に協力
をいただいている事業所を評価、顕彰するため、2名以上の
消防団員を10年以上継続して雇用し団員の活動を支援し
ている138の事業所に対して知事感謝状を贈呈し、ホーム
ページでも事業所を紹介している。企業の消防団活動の理
解と協力は欠くことのできないものであり、協力事業所表示
制度も周知をしながら消防団活動に対する理解と協力が得
られるよう働きかける。

　　  石川県産食材求評懇談会2013冬について
東京・六本木のレストラン「CROSS　TOKYO」で
石川県産食材求評懇談会2013冬が開催された。石

川県産食材を首都圏に積極的に売り込みをするこの求評懇
談会には約200人が来場した。会場は活気にあふれ、34の
ブースは自慢の食材であふれ返ったが、今回来場した方々に
対し、今後どのようにアプローチをしていくのか。東京に首都
圏誘客推進室が設置されるが、年間を通じて石川県産食材
の魅力を売り込むためにも最前線で取り組んでいただきたい。
まずは生産現場へ視察に来てもらうことから始めてはどうか。
また、求評懇談会の成果をどのように評価しているのか。
谷本正憲知事：今年度第2回目の県産食材求評懇談会を
都内で開催した。私も出席して大いにPRした。首都圏のホ
テルやレストランのシェフや多くの関係者に出席をいただき、
期待をしていた以上の受注がある。定番メニューとして県産
食材を継続的に扱う店も増えてきた。当日も都内幾つかのホ
テルで県産食材を使ったいしかわフェアが開催され、大いに
本県の魅力発信につながっている。加えて、参加した生産者
が消費者のニーズを直接把握する上で、どうすれば売れるか
を知るきっかけともなり、今後の生産活動にフィードバック
しているという声も聞く。これまでの取り組みに大変意を強
くしている。

地籍調査について
土地取引のトラブル防止のため境界線を明確にする
地籍調査の進捗率は、14.5%と全国の50%を大き

く下回っている。県内の状況を見ると完了は野々市市のみ、
実施中は7市町、休止は9市町、未着手は2市ある。津幡
町は実施中で進捗率は7.5%。担当者に聞くと、地権者立ち
会いのもと杭を一本打つだけでも日程の調整などに時間が
かかること、認識の違いによってはなかなか位置が決まらな
いとのこと。また、山林を相続する場合、名義が数代前のた
めなかなか進展しない。町内全体の調査が完了するまでに
百年はかかるという。公共事業のための土地買い取りや災害
復旧の場合の土地取得など少しでも早く手がけるため、県内
市町の地籍を調査、整備する必要がある。財政支援も含め
県の所見を聞く。
農林水産部長：地籍調査の進捗率が低い理由としては市町
の財政上の問題のほか、地権者の利害が絡むため境界確認
が難しいこと、本県面積の7割以上を占める林地の境界確
認が相続等によりほとんどできないことなどが挙げられる。
県では地籍調査の進捗を図るため、市町負担分は特別交付
税による財源措置があることの周知や市町担当職員に対す
る制度の説明会の開催、住民に対しての啓発普及による意
識向上など取り組みの推進に努めてきた。その結果、平成
25年度からは2市が地籍調査を再開する。

　    鳥獣被害などについて
「イノシシ被害、能登で増」という記事を目にした。能
登地区では昨年ゼロだった能登町が167万円の被

害、珠洲市においては前年の4倍となる221万円の被害、8
市町で増加傾向にある。イノシシ被害の現状と対策について
聞く。また、鳥獣被害防止特措法の一部改正が、可決成立
した。県内の被害防止計画作成状況はどうなっているのか。
市町鳥獣被害対策実施隊を設置することとなっているが、県
内の編成状況はどうか。県として各市町との情報交換及び
共有化を図るための体制、対策はどうか。
農林水産部長：鳥獣による農林業被害金額は平成24年度
で6100万円、うちイノシシによるものは15市町で3500
万円弱ある。防止対策としては、餌となる野菜くずなどを放
置しないこと、狩猟や捕獲おりの設置や防護柵の設置による
水田や畑への侵入防止などに取り組んでおり、被害防止対
策の実施が比較的早かった加賀地域は被害額が減少してい
る。鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画は全ての市

町において策定されており、鳥獣被害対策実施隊も17市町
において設置。また、県及び市町相互の連携と情報共有を
図るため逐次連絡会議を開催しているほか、集落の実態に
応じた対策を指導・支援するための現地指導チームを各農
林総合事務所に設置をした。

　並行在来線について
並行在来線の利用者の利便性の向上と増加対策とし
て、津幡町では北陸新幹線と七尾線の分岐点である

津幡駅において駅前の駐輪場、駐車場の整備を行うと聞く。
駅周辺整備は並行在来線の利活用促進にもつながるものと
考えるが、県はどのように積極的に支援していくのか。津幡
駅前の主要地方道高松津幡線については津幡町の中心部を
通り、車や人通りが多いにもかかわらず消雪設備が設置され
ていないため、冬場の安全な通行に支障を来している。ぜひ
消雪装置を整備していただきたい。
土木部長：津幡駅前の駐車場や駐輪場の再整備はかねてよ
り津幡町から相談を受け、計画づくりや整備手法について助
言をしてきた。国の補正予算によりこの整備費が確保された
ことから津幡町が具体的な設計や工事に着手することとなっ
ており、北陸新幹線金沢開業までに完成供用が図られるよ
う技術的指導や国への予算要望など引き続き支援していく。
主要地方道高松津幡線の消雪設備の整備については、津幡
町加賀爪から太田間はJR津幡駅へのアクセス道路であると
ともに周辺に小中学校や商業施設が立地しており、地域住
民の重要な生活道路であることから、消雪装置が必要な箇
所であると認識している。まずは周辺での水源の利用状況を
調査し必要な水量が確保できるか見極め検討したい。

             県住宅供給公社の解散に伴う
　　影響などについて

県住宅供給公社の解散に向け、県土地開発公社へ
津幡町のニュータウン井上の荘と内灘町の白帆台

ニュータウンの未処分地270区画、71256平方メートル、
価格にして34億1263万円を譲渡した。ニュータウン井上
の荘と白帆台ニュータウンでは近年分譲開始された区画の
販売状況が芳しくないと聞く。井上の荘でも早春住宅展や
ゴールデンウイークの住宅展が開催されるが、住宅メーカー
は県住宅供給公社の解散により住宅販売能力の低下や安心
感が薄らいでいくのではと懸念を抱いており、土地開発公社
による事業の継続、支援を強く望んでいる。県土地開発公社
が責任を持って住宅メーカーと協力し、未処分地の販売促
進に当たるなど4月からの住宅供給を手がけることとなる県
土地開発公社の決意と所見を聞く。
参事：住宅供給公社解散後は宅地販売業務を土地開発公
社に引き継ぐこととなるため、新たに分譲係を設置し住宅
メーカーなどと連携を図りながら販売促進に努めていく。具
体的には住宅購入者に対する住宅建設や設備購入費の一
部を助成するマイホーム応援キャンペーンのほか、住宅メー
カーに対するモデル住宅建設への支援や住宅展の開催支援
など、これまで行ってきた支援策を引き続き実施する。5月
末まで春のマイホーム応援キャンペーンを実施している。住
宅展も例年どおり井上の荘では2回、白帆台ではゴールデン
ウイークにそれぞれ開催する。引き続き住宅メーカーで組織
する井上の荘住宅展実施委員会や白帆台販売促進協議会と
もさらに連携を密にして、一区画でも多く販売できるよう努
める。

　　　西部承水路のしゅんせつ工事について
8月23日の豪雨で、かほく市や内灘町の県道や主要
地方道が通行止めとなったが、西部承水路はこの地

区の洪水対策として重要な役割があり、また、東部承水路
にも6河川から相当の土砂の流入があったと思う。計画的な
しゅんせつ工事が必要だ。
土木部長：西部承水路の堆積土砂の除去は今年度は宮坂
地内で実施する。東部承水路は9月補正で津幡川や能瀬川
などの上流部で8月の豪雨で新たに堆積した土砂の除去を
緊急的に実施する。

          津幡漕艇競技場の整備について
今年の夏、県議会チームとしてつばたレガッタに参加
したが、改めて漕艇場の整備と自然保護の必要を痛

感した。補正予算の中に津幡漕艇競技場の整備費が計上さ
れているが、その内容と時期を聞く。
教育長：津幡漕艇競技場は建設から40年が経過し、老
朽化が進んでいる。年度内に管理棟の防水工事並びにシャ
ワーとトイレの改修の完成を予定している。

　　2020年東京オリンピックの
 　　キャンプ地誘致について

2020年の東京オリンピック開催が決まったが、ボー
ト競技をはじめ本県が得意とする競技の施設を整備

して、キャンプ地誘致に取り組むべきではないか。
教育長：キャンプ地誘致はハード面とともに市町や競技団
体の全面的な支援と協力が必要になる。海外チームから具
体的な照会や申し入れがあった段階で検討していきたい。

 9月議会・予算委員会での質疑の要旨  9月26日

 平成25年2月議会での一般質問  3月5日 (一部抜粋)

やけだの県議会リポート
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12月議会・一般質問の要旨  12月6日

自主防災組織と防災士について
自主防災組織の県内の数は1672団体、組織がカバーする
世帯数は全世帯の78.7%となった。防災士も来年度中にも
3千人を超える見通しで、「1町会に1人」となる4千人確保
に向けているが、自主防災組織も無く、防災士もいない地区
の現状はどうなっているのか。自主防災組織における防災士
の役割や、地域の消防団員との連携について聞く。

ふるさと納税について
ふるさと納税は自治体にとって情報を発信する上で有効
なツールの一つである。これまで本県に対し、何人の方
が、どれくらい「ふるさと納税」をされ、それは全国比較
では、どのくらいの位置にあるのか。

「いしかわの応援団」としてもっと増やす方策として、この
制度を大いに活用してはどうか。

観光情報の提供について
北陸新幹線が開通しても、その効果は一時的なもので、
リピーターを取り込むには、食をアピールしなければい
けない。おもてなしする側の窓口である県がリーダーシッ
プをとり、有効な情報発信網を構築してこそ、戦略的な
誘客活動に繋がる。ホームページにおける「観光情報」
内容の再構築と手法について聞く。

テレビドラマ等誘致活動について
2002年、NHK大河ドラマ「利家とまつ」放映の際に設
立された「大河ドラマ石川県推進協議会」は、今存在し
ているのか。NHK大河ドラマ「義仲と巴」（仮称）をの誘
致は、本県に於いては幹事を務める津幡町のみが積極的
に推進を唱え、未だ県内の誘致ムードは高まっていない。
県としてどのように誘致活動を進めていくのか。

河北潟干拓地の有効利用について
干拓地内への進入路に案内看板を整備して、目的地へ
確実に誘導できるようにして頂きたい。農産物の直売所
を設け、カフェ又はレストラン併設の総合直売所を設置
するなど、河北潟干拓地における生産者と消費者との交
流やイメージアップ対策について、どのような支援をこれ
から行っていくのか。

河北縦断道路の整備について
河北縦断道路はかほく市と津幡町の企業誘致や地域振
興を図るうえで、更には災害時の緊急輸送道路として、
地域住民の安全で安心な暮らしを支える大変重要な道
路。地元ではバイパスとなる河北縦断道路の一日でも早
い完成を望んでいる。現在の進捗状況と今後の予定につ
いて聞く。

　　県内外来生物の問題について
県内の特定外来生物の中で、アライグマがこれから
爆発的に広がる恐れがあるとHPに記載されている。

生息状況はどうなっており、被害拡散の防止策を聞く。また、
ミドリガメの個体調査と被害調査を実施し把握しているの
か。
環境部長：アライグマの捕獲数は85頭で増加している。特
に加賀市、小松市など南加賀に多く生息していると推定し、
防除計画を策定し実施している。今後、捕獲従事者を養成
するための講習や防除マニュアルの作成を年度内に行う。ミ
ドリガメはペットとして飼育され
ていたものが遺棄されており、現
在、環境部でデータ収集をしてい
る。河北潟などの湖沼を中心に広
く分布していると考える。農業被
害は今のところないが注視してい
きたい。

　　高齢者の運転免許証更新時の講習と
予備検査について

高齢者ドライバーの実態と、70歳以上を対象にした
高齢者講習、75歳以上を対象にした講習予備検査と

高齢者講習の内容はどうなっているのか。また、自主返納制
度の取り組みについても聞く。
県警本部長：25年8月末で70歳以上の方は86441人、
75歳以上は4241人が免許を保有している。高齢者講習は
視力を基にした運転適性検査と実車による運転行動診断に
より安全運転指導を行っている。75歳以上を対象にした講

習予備検査は事故の記憶力や判断力の状況
を自覚してもらう検査で、30分ほどの簡易
な検査となっている。免許証の自主返納は
高齢者の交通事故の減少に効果的と考えて
いるが、日常生活が不便になるという点で
躊躇する方も多い。県内の市町に対して新
たな支援策の実施を働きかけていく。

焼田
宏明 焼田

宏明

議会での質問の様子はホームページから県議会のホームページにアクセスし、映像でご覧になれます。

きものの集い〔1月14日〕

北村茂男政務官を町議会議長・
副議長と訪問〔1月18日〕

しいのき迎賓館にて
自民党一期生議員と研修
〔1月21日〕

うまいもんウォークでミスつばた白鳥姫と
〔3月10日〕

奥能登視察
（男女滝にて）
〔3月17日〕

能登総合開発促進協議会にて直島視察
〔3月25日〕

秋田県視察〔4月6日〕

いしかわ伝統工芸フェア
（東京ドームシティ）〔2月8日〕

東京葛飾区伝統産業館
〔2月7日〕 長女・美咲の結婚式

〔2月23日〕

参議院議員・橋本聖子氏後援会
〔5月19日〕

JT将棋日本シリーズにて
郷田九段と〔7月12日〕

総務企画委員会視察
「小松みよっさ」
〔7月23日〕

佐々木代議士と
国土交通省・
増田事務次官を表敬訪問
〔9月3日〕

鹿児島・指宿「たまて箱号」を視察
〔10月18日〕

総務企画委員会視察
「富来太陽光パネル発電所」
〔8月29日〕

全国都道府県
議会議員親善野球大会inぐんま
〔8月23〜 25日〕

ひまわり村開村式
〔7月26日〕

公明党 漆原国対委員長が
事務所に来訪〔2月11日〕
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4月

5月

7月

8月

10月

つばたレガッタに
県議会議員チームで参加
〔8月18日〕

9月


