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　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よろしくお願い申
し上げます。
　さて、昨年は全国民から注目された大きな出来事が二つありまし
た。7月に第24回参議院議員通常選挙、8月にはリオデジャネイロ
オリンピック・パラリンピックが開催され日本中が熱く燃えた夏であ
りました。
　参議院議員選挙におきましては自民党現職候補の岡田直樹さん
が圧勝、野党で連立を組んだ候補者に大差をつけ三選を果たしま
した。またこの選挙から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた
初の国政選挙となり、18歳、19歳の若者の選挙行動が注目され
る記憶に残る厳しい選挙でありました。
　リオデジャネイロオリンピックでは地元出身の川井梨紗子選手
がレスリング女子63kg級で金メダルを獲得、地元町民をはじめ多
くの県民や日本国民に感動を与えていただき、また津幡町の名が
大々的にクローズアップされました。本県出身のオリンピック選手
の中で唯一の金メダリストとなり、2020年の東京オリンピック・パ
ラリンピックでの連覇、そして妹の友香子さんとのＷ出場＆Ｗ金メ
ダルが期待され、今からその時が待ち遠しい限りです。
　さて、今年は年男で厄年（還暦）の私としては、昨年以上に積極
的に議員活動に集中、一政治家としても大きく羽ばたくぞ！と元旦
早朝に神前で誓ったところでもあります。河北縦断道路や県道莇
谷津幡線杉瀬バイパスも昨年開通、インフラ整備も順調に進んでい
る本町であります。県都金沢に隣接する本町は、能登（河北郡市以
北）から金沢へお勤めする方々のベットタウンとして、若干ではあり
ますが人口増の地域として注目されています。新しく転入されてき
た町民も含め、ふるさと愛を育み分かち合い、誰もが住んで良かっ
たと実感できる町づくり郷土づくりに、県政と町政のパイプ役に徹し
今年も微力ながら汗をかいて行くことをお誓い申し上げます。
　最後になりますが、皆様方には更なるご指導、ご支援を賜ります
ようお願い申し上げますとともに、この１年が皆様にとって良い年と
なりますようご祈念申し上げ,年頭のご挨拶といたします。

　平成29年1月

石川県議会議員　焼田 宏明　

ごあいさつ

県政報告会を開催

自由民主党

5月28日（土）
津幡町福祉センター大ホール

県政の様々な課題について、地元・津幡
町の視点からお話しさせていただきまし
た。また、岡田直樹参議院議員の時局講
演会も併せて開催し、安倍内閣の一翼を
担う財務副大臣の立場から国政について
語っていただきました。多くの方にご参加
いただきありがとうございました。

　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。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。
　昨年5月より舟田氏の後任として後援会長を務めさせて
いただいております。
　昨年は国外では、英国のＥＵ離脱、米国大統領選で共
和党ドナルド・トランプ氏の勝利、韓国朴大統領の弾劾訴
追案が可決されるなど予想を覆す出来事がいくつも起こり
ました。
　ロシアのプーチン大統領との日露首脳会談がありました

が、経済協力だけでなく北方領土問題が進展することを望
みます。
　国内では、熊本や鳥取、福島沖での地震による被害、台
風10号による被害など自然災害が相次ぎました。その都
度、本町は恵まれた地域であることを実感しています。一
方、明るい話題としては7月には18歳以上に選挙権が与
えられた初の国政選挙（参議院選挙）が実施され、自民党
が圧勝し、安倍政権は今現在も高い支持率を保っていま
す。8月にはリオデジャネイロオリンピックでの日本人選手
の活躍がありました。本町出身のレスリング女子63kg級
で川井梨紗子選手の金メダル獲得に、全町民が歓喜し元
気をもらいました。
　さて、焼田県議はこの春で議員活動7年目に入ります。
県議会での経験も積み、津幡町をはじめこの地域の発展
のために「さらに前へ」飛躍してもらいたいと願っております。
　本年も旧年にもまして、より一層のご指導ご支援を賜り
ますようお願申し上げ、後援会を代表してのごあいさつとい
たします。

やけだ宏明後援会会長　
山﨑 正

第3回 やけだ宏明かがやき杯ゴルフコンペ
10月10日（祝・体育の日）
石川ゴルフ倶楽部

恒例となったかがやき杯ゴルフコンペ、今回は190名が
参加して盛大に開催されました。大会長の矢田富郎町長
をはじめ、山田、徳野の両県議にも参加いただきました。
優勝は津幡町の坂田俊明さん、おめでとうございました。

新後援会長のごあいさつ
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はいろんなところで私が生まれた津幡町をＰＲさせてもらいま
す。」とのお言葉もいただきました。このあとレスリング金メダル
の川井梨紗子さん、それに奥様が津幡町出身であるというご
縁から落語家の月亭方正さんにも津幡町広報特使を委嘱する
ことにしています。いろんな場面で津幡町をＰＲしていただける
のではないでしょうか。大いに期待しております。
焼田：町長は「科学の町・つばた」を標ぼうして、まちなか科
学館もでき、いろいろな事業に取り組んでいます。
矢田： この事業も6年目に入りました。昨年12月には町文化
会館シグナスにおきまして科学の
祭典を実施しました。石川高専や
津幡高校、参加協力いただいた企
業による「おもしろ科学体験教室」、
吉本芸人のぶんぶんボウルも参加
しての「まちなか科学館出前ステー
ジ」、「善ちゃんの科学実験ショー」
など科学を身近に触れることがで
きる催しが行われ、多くの子供たち
や保護者の方々にご来場いただきました。これからもノーベル
賞受賞者がこの津幡町から出ることを願いながら、科学の町・
つばたのいろいろな事業を推進していきたいと思っています。
焼田：15年の暮れに地域おこしの起爆剤として、新たに津幡
ブランドとして11品目を認定しました。その活用法はどうなっ
ているのでしょうか。
矢田：津幡ブランドは優れた地元産品として認定した11品目
がありますが、それを昨年12月からふるさと納税の返礼品とし
て使わせていただいています。これはふるさと納税を増やすの
が目的ではなく、あくまでも津幡町が認定した素晴らしい商品
をいろいろな方々に知ってもらい、それによって津幡ブランドの
商品が少しでも広く衆知されることを願っての方策です。まだ
始めたばかりで成果を言えるようなところまで行っていません
が、今後いろいろな方法で町内外に津幡の魅力を発信・ＰＲ
していきたいと考えています。
焼田：昨年はいろいろな施設がオープンしましたし、町のイン
フラも整備されました。
矢田：昨年は４月にあがた公園が全面オープンしました。グラ

ウンドゴルフもできる公園で子供からお年寄りまで多くの方に
利用されています。同じく4月には津幡ふるさと歴史館「れきし
る」がオープン、町の歴史を保存・継承する拠点施設として大
いに活用してまいります。また、県の事業ですが河北縦断道路
が11月に全線開通となりました。通称杉瀬バイパスも12月に
は供用開始となるなど、いろいろな事業が完工したそんな1年
でした。平成29年度の予算編成はこれからですが、今年はい
よいよ「体験型観光交流公園」の工事に着手したいと思ってい
ます。まず進入道路からということになりますが、春頃までには

設計が終わり、年内にも土木工事
がスタートします。一期工事が終
わる4年後が楽しみです。
向：昨年は津幡町第5次総合計
画の初年度でしたが、地域性を生
かした施策をバックアップしていき
たいと思っております。また倶利伽
羅防災に予算がつき調査測量事
業が行われましたが、本年度決定

する取り付け位置に対しても提言できればと考えております。
さらに、倶利伽羅バイパスの4車線化、倶利伽羅トンネルの再
利用なども要望してまいります。体験型観光交流公園が着手
の年ですが、議会としても誘客につながる提案、工期の短縮に
協力をしていきたいと思っています。
矢田：また、念願の「室内温水プール」は平成29年度中には
建設地を決定したいと考えています。町民の皆様からの要望も
多く、一日も早くと思いつつも遅くなっていることを申し訳なく
思っています。さらにＩＲいしかわ鉄度の津幡駅東口と倶利伽
羅地区での新駅につきましては現在、有利な補助金について
検討しているところです。
焼田：今日はいろいろなお話をありがとうございました。

焼田：新年あけましておめでとうござ
います。今日は森林公園のインフォ
メーションセンター内の展示ギャラ
リーに来ています。昨年も矢田町長
と対談させていただきましたが、今年
は向議長にもご参加いただきました。
さて、昨年を振り返りますと津幡町に
とって素晴らしいことが続いた１年だ
と思います。
矢田：津幡町にすれば、なんといっ
ても金メダルだと思います。８月18
日の夜から19日の朝方にかけて、リ
オデジャネイロオリンピックのレスリ
ング女子63Ｋｇ級で川井梨紗子選
手が金メダルを取ったことですね。安
心して見ていられたというか、それだ
け川井選手が強かったのだと思いま
す。町初めての金メダルであり、この
上ない喜びというか、町民の皆さん方
も大変喜んでくれたと思います。下半

期は金メダルで沸いた沸いたの年になりました。
向：当日のパブリックビューイングにも200人以上の人が集
まって、大変盛り上がっていました。
焼田：全国のマスコミが取材に来ていて、津幡町の名前が日
本中に広がりました。
向：うれしかったのは、どこの議会へ行っても“おめでとう”と
言ってもらえたことです。
矢田：私も“おめでとう”といろんなところで言われました。
本当にうれしかったですね。９月11日には津幡スポーツ栄誉
賞をお渡ししました。村前町長さんがよく言っておられました。

「スポーツの強い町は元気がある！」私もスポーツが強ければ
強いほど元気度はアップすると思います。
向：それと、子ども達の頑張りがありました。ミニバス女子 
津幡スワンズの全国優勝に始まり、全日本中学選手権漕艇大

会で津幡南中学校ボート部が６種目中の３種目に優勝し、女
子は総合優勝を飾りました。また、津幡南中学校相撲部は全
国中学校相撲選手権大会において準優勝を飾りましたし、中
条ブルーインパルスの活躍と小中学生の活躍に目覚ましいもの
がありました。一生懸命頑張ってくれたと思います。議会として
もジュニアスポーツや中学校の部活を支援できるような施策の
提案をしていきたいと思っています。
焼田：川井選手のお母さんが金沢でレスリング教室をやって
いらっしゃいますが、津幡町でもジュニアのレスリング教室を
開けないかといった話もあります。
矢田：川井選手をはじめ、このような若い方々の活躍は本当に
うれしく、また大変ありがたいことです。元気な津幡町を全国
に発信していただきたいと思っています。これからもそれぞれ
の競技団体と相談しながらジュニアの育成をはじめ競技力向
上を目指したいと思います。
焼田：それと、これも大きな話題になりましたが、野際陽子さ
んが津幡町の広報特使に任命されました。
矢田：野際さんのお母さんが津幡町の方で、野際さんは津幡
で生まれ、小学校の頃に１年間、津幡町に疎開していらして終
戦を迎えられた。昨年の８月にロケに来られていて「私にとって
津幡町は平和の象徴の町で、ふるさとなんです。」とおっしゃっ
ていただいた。そんなご縁もあって、昨年11月23日、東京で
の関東ふるさと津幡会の席上、津幡町広報特使の委嘱状を手
渡しさせていただきました。その場で野際さんから「これから
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  鼎談を終えて
スポーツを通して町づくりを。科学や文化を通して町づく
りを。津幡町の新しい取り組みに夢が膨らみます。津幡
町を自慢できること、喜びを町民が共有できることは素
晴らしいことだと思います。
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　　  民俗文化、ふるさと文化について
ふるさとの春季祭礼や秋季祭礼の獅子舞などに使用し
ている獅子頭が注目を集めている。県はこの地域のふ

るさと文化である祭礼、特に獅子舞や獅子頭についてどの程度
まで映像や資料などで把握しているのか。地方創生が叫ばれ
ている今、獅子頭などを地域おこしに役立てることは、町会の
活性化や後継者の育成、後世に伝承することにもつながる。県
の後押しが必要だと考えるが所見を聞く。
◎谷本知事　石川県は獅子舞が盛んな土地柄であり、加賀地
方の獅子舞は大きな獅子を棒や刀などの武器により退治すると
いう勇壮な舞が特徴であり、能登地方の獅子舞は獅子そのもの
が小さく、天狗が細い竹などを持って獅子と一緒に舞い踊ると
いう特徴が見られる。いしかわ赤レンガミュージアムでは地域
の特色ある獅子舞について祭礼体感シアターであたかも祭りに
参加しているような臨場感で紹介、展示コーナーも設け、獅子
頭などの紹介をしている。いしかわ県民文化振興基金の公募助
成事業においては祭りの担い手の育成や祭りを広く普及するた
めの情報発信、取り組みを支援の対象にしている。

　　認知症地域サポート体制構築事業について
津幡町が開催する認知症フォーラムに参加した。家族
の思いを語った家族介護者の方の話には共感する方が

大勢いたのか、涙を拭う姿も見られ認知症を身近な問題として
痛感した。県内市町での認知症フォーラムなどの開催状況や
認知症の方と家族を支援する認知症サポーターはどれくらい
いるのか。また、認知症の方が行方不明になった場の取り組み
状況について聞くとともに、地域の見守り体制の充実に向け今
後どのように取り組むのか。
◎谷本知事　認知症高齢者とその家族を地域で見守り支え
合っていく体制の充実には取り組んでいかなければいけない。
行方不明問題などに迅速に対応できるよう、市町や警察のほか
民間事業者等とも連携をして早期発見に向けたネットワークづく
りに取り組むとともに、民生委員やボランティアなど地域の支援
の担い手の育成とその活動の充実を目的に認知症フォーラムを
開催した。来年度からは認知症を理解し日常業務の中で認知症
高齢者の行方不明時の捜索や見守りなどに協力をしてもらう企
業等を認知症ハートフルサポート企業として認定し、地域全体

で認知症高齢者とその家族を支援する体制を充実していく。
◎健康福祉部長　認知症に関する知識の普及啓発などを目的
とするフォーラム等は津幡町やかほく市など６市町で開催した。
また、認知症サポーターは約７万人が養成されている。認知症
高齢者の行方不明の対応として行政や警察、町内会、介護事
業所、交通機関などが協力して捜索する徘徊・見守りSOSネッ
トワークの構築が進められており、市町を越えて広域的に対応
するためのネットワークづくりに向け、情報伝達の模擬訓練を
市町や警察等の関係機関の参画を得て実施した。

　　若年性認知症について
認知症が65歳未満で発症した若年性認知症は、本人
や配偶者が現役世代であり、仕事に支障がでたり、仕

事をやめることになって経済的に困難な状況になってしまう。
企業や医療、介護の現場でもまだ認識が不足している。全国
的に若年性認知症の方は推計２万人から３万５千人とも言わ
れるが、県内の状況はどうか。来年度、予算計上するに当たり、
県としては相談に来る家族に対し具体的にどのような支援を
行っていくのか。
◎健康福祉部長　若年性認知症の方は本県において約400
人程度と推計される。若年性認知症は受診が遅れることが多い
こと、鬱病や更年期障害などと間違われるなど初期診断の難し
さ、就労継続が難しくなり経済的問題が生じることなど本人の
みならず家族にとっても多くの課題がある。来年度より若年性
認知症に関するワンストップの相談窓口を高松病院に設置し、
医療、介護、福祉、就労等の相談に総合的に対応するとともに、
地域包括支援センターの職員やケアマネージャーを対象とした
対応力向上研修などを実施する。若年性認知症の早期発見、
早期治療につなげるとともに、介護・福祉サービスの適切な利
用や就労への支援等を行う対応をしたい。

　　 野生鳥獣被害防止対策について
アライグマの県内の分布状況については津幡町以南の
６市町で生息が確認されている。津幡町でも捕獲記録

があり、能登地区でも早急に手を打たなければならない段階
に来ている。小松市においてアライグマ防除に関する講習会が
開催されたが、これからは開催地を能登地域にも広げ、拡散防
止対策の今後の計画を聞く。また近年、ハクビシンによる農作

平成28年 2月定例会一般質問  （3月8日）からの抜粋

焼田
宏明

焼田
宏明

焼田
宏明

焼田
宏明

焼田
宏明

焼田
宏明

焼田
宏明

やけだの

県議会リポート

物被害や生活環境被害をよく耳にする。民家に侵入してすみつ
き、ふん尿などによる悪臭被害が住民の健康問題にまで発展し
ている。県内におけるハクビシンの生息状況、そして農作物被
害状況や生活環境被害状況など現状などはどうなのか。ハクビ
シンもアライグマ同様、被害拡大防止に取り組むべきと考える。
◎環境部長　アライグマ防除講習会を小松市で開催したところ
37名の参加があり、捕獲おりの設置方法などアライグマの適切
な捕獲方法を習得してもらった。拡散防止対策として、各市町
が外来生物法に基づく防除実施計画を策定する必要があり、
働きかけを行っていく。来年度は能登地区を初め県内３カ
所で被害防止セミナーを開催する。ハクビシンは昭和58
年に旧山中町で初めて確認され、平成23年には輪島市
でも捕獲されていることから、分布域は県内全域に拡大し
ていると推定している。被害状況については農作物被害はス
イカやサツマイモなどの食害を受けており、生活環境被害は57
件の報告があり、その多くがふん尿被害となっている。ハクビシ
ンの捕獲数は昨年度89頭が捕獲されている。今後とも市町や
猟友会などと連携しながら被害拡大防止に取り組みたい。

　　Ｕターン学生向け奨学金について
来年度の商工労働部の重点主要施策に人材のＵＩター
ン、県内就職の推進が挙げられる。本県では理系大学

院修了者に限定し、ものづくり中小企業の研究開発人材確保
を目的として奨学金返還助成制度を創設するのに対し、福井
県では県外の大学や専門学校を卒業後、県内で専門性を生か
した分野に就職した場合、一人最大100万円の返済を支援す
る。岐阜県ではＵターンを条件に返済を免除する給付型奨学
金制度を創設し、大学卒業後には一人当たり月３万円を給付
している。県も対象を広げ、県外に進学した学生が県内の企

業に就職することを前提条件に、家庭の経済
状況や学業成績、将来展望などを十分審

査した上、返還不要の奨学金を支給する
制度を創設することができないか。
◎商工労働部長　新年度からの奨学金
返還助成制度の対象を理系大学院修了

者以外にも、県外に進学した大学生を対象
に県内企業に就職することを条件とする返還不

要の奨学金制度の創設について、本県においては現状でも学
部生を中心に約1300人がＵターン就職をしており、極めて大
きな財政負担となること。対象者を絞る場合その線引きが難し
いことや昨年行ったアンケート調査ではものづくり中小企業に
おいて研究開発を担う人材に対するニーズが高かったことなど
を総合的に勘案して、本県の産業の成長に資する研究開発人
材の確保を目的として助成対象者を理系大学院修了者とした。

平成28年 9月定例会一般質問  （9月16日）からの抜粋

　　      東京オリンピックに向けて
ことしの夏はリオデジャネイロオリンピックの応援で熱
く熱く燃え上がりました。本県から５名の選手が参加、

金メダル1個、銅メダル２個という輝かしい成績をおさめ、私
の地元津幡町ではレスリング女子６３キログラム級で初出場な
がら見事に金メダルを獲得した地元出身の川井梨紗子選手の
祝賀パレードと祝賀会が開催された。４年後に開催される東
京オリンピック・パラリンピックに向けて、今回リオデジャネイ
ロオリンピックに出場した選手に対し県としても力強く応援し
ていく必要があると思うが、知事の所見を聞く。
◎谷本知事　リオデジャネイロオリンピックには本県出身の選
手が５名出場し、レスリング女子に出場した川井梨紗子選手は
積極果敢に攻める姿勢を貫いて金メ
ダルを獲得した。柔道女子に出場し
た松本薫選手は２大会連続のメダ
ルとなる銅メダルを、競泳男子800
メートルリレーに出場した小堀勇氣
選手は同種目では５２年ぶりとなる
銅メダルを獲得した。こうした功績を
称え、川井選手には県民栄誉賞を、

松本選手と小堀選手にはスポーツ特別賞を贈呈した。今回メダ
ルを獲得できなかったトランポリン女子の中野蘭菜選手、ボー
ト男子の中野紘志選手を含む５名は、いずれも４年後の東京オ
リンピックに意欲を示している。今後さらに研さんを重ねてメダ
ルを獲得されることを大いに期待をする。

　　  機能別消防団員について
機能別消防団員は身体的な能力や仕事などの事情に応
じて特定の活動にのみ参加する消防団員のこと。昼夜

を限定した活動や特定の災害にのみ活動し、消防団活動を補
完する役割が期待されている。県内の消防団員の充足率は全
国平均を上回っているが、人口減少が著しい能登地域では今
後団員の確保が課題となり、消防団員の高齢化と減少は県内

における喫緊の課題である。機能別消防団員制度も
活用しながら地域防災力の維持向上を図る必要があ
る。本県における機能別消防団員制度の導入状況や
地域防災力の充実強化の面からどのように評価して
いるのか。
◎危機管理監　七尾市、津幡町など５市町で82名の
機能別消防団員が活動しており、その多くを消防団Ｏ
Ｂや元消防署員が占めている。津幡町の山間部にある
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9月11日 
金メダリストの川井梨紗子選手と

8月21日 
津幡レガッタに参加

10月29日 
委員会視察・
震災後の
熊本城（熊本）

4月25日 
国立近代美術館工芸館

（東京・千代田区）を視察

8月2日 
山田修路
参議院議員と

4月25日 
文科省にて

視察
＆

行事から

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。

河合谷地区では平日の日中、勤務などで地区を離れる消防団
員が多いことから、女性３名を含む住民等５名が機能別消防団
員として活動しており、地区内で発生した建物火災２件の初期
消火に加わり、延焼を防いだ実績もある。機能別消防団員の制
度は通常の消防団員の確保が困難な地域において、自らの地
域は自らで守るとの思いを持った幅広い層の住民に消防防災
活動に関わっていただき、地域防災力の維持向上を図る観点か
らも非常に有効である。今後とも市町や消防協会と連携しなが
ら機能別消防団員を含めた団員の確保に努めていく。

　　  生物多様性の国際会議について
ことしの１０月２７日から３日間、七尾市で生物や文化
の多様性について議論するアジア初の国際会議が開催

される。国連機関の幹部のほか、海外の研究者や政策担当者
も出席されるとのことで、この石川県において生物文化多様性
に関する活発な議論が行われることを期待する。アジア生物文
化多様性国際会議ではどのようなことが議論され、県として何
を発信していくつもりなのか。
◎谷本知事　第１回アジア生物文化多様性国際会議において
は、生物多様性の保全についての議論に加え、自然と文化のつ
ながりや生物多様性と文化の多様性の一体的な保全の重要性
に関する議論がなされ、この会議が我が国で最初に世界農業
遺産に認定をされた能登を主会場に開催されることに大きな意
義がある。世界農業遺産の認定効果が農林水産業の枠にとど
まらず、観光誘客やものづくり企業との新たな連携にもつながっ
ているわけで、自然や文化を生かして地域活性化を図っている
本県独自の取り組みをこの機会に紹介し、アジア各地域の発展
に貢献するとともに本県の豊かな文化や里山里海の魅力につい
ても発信をしていきたい。

　　　国道８号の県境整備促進について
倶利伽羅トンネルは49年が経過し、老朽化が進み歩
道もない状態。また、防災上も重要なルートであり、津

幡町としては国道８号を道路整備事業の最重点項目とし、整
備促進期成同盟会を組織し早期工事着手と完成に向け要望活
動を続けてきた。その結果、倶利伽羅地内で国道８号の新ルー
トが整備されることとなり、今年度は測量や地質調査を行い細
かなルートを決定すると聞く。総事業費は120億円を見込み、

完成時期は未定となっている。国道８号新倶利伽羅トンネル、
津幡北バイパス及び倶利伽羅バイパスの４車線化事業の早期
着手と完成に向けての所見を聞く。
◎谷本知事　石川、富山の県境部にある倶利伽羅トンネルにつ
いては建設から約５０年が経過し、老朽化が進行している上、
幅員が狭く、大型車等の安全な通行に支障を来たしており、トン
ネルを含む県境部は大雨の際に通行止めとなる事前通行規制
区間となっている。広域的な幹線道路として十分な機能を備え
ていない状況にあるため、国では今年度より新たなトンネルの整
備に着手をした。津幡北バイパスから富山県につながる区間は
交通量が増加しており、富山県との連携を密にして倶利伽羅ト
ンネルの早期工事着手に加え、国道８号の機能強化につながる
早期の４車線化について国に対して強く働きかけをしていく。

　　　石川県津幡漕艇競技場整備について
本漕艇場は平成２４年度に浚渫工事を実施し、管理棟
は平成２５年度に大規模改修工事を実施した。しかし、

管理棟自体が耐震化されておらず、管理棟に宿泊し合宿する
ことは無理があり、この夏に仙台大学ボート部は近隣の潟端
区集会所を借りて合宿を行い、京都大学ボート部は金大ボー
ト部の艇庫を借りて合宿を行った。地元の中学校や高等学校
の部活動でもこのすぐれた施設環境を生かし成果を上げてお
り、近い将来、マスターズ大会誘致を見据えていると聞く。県
は艇庫屋根などの改修、管理棟の耐震化対応や整備、コース
の備品再整備、定期的な浚渫工事を順次行い全国的な大会誘
致に備えていく必要がある。
◎教育長　津幡漕艇競技場の競技コースは、全日本選手権大
会等の開催が可能となるよう必要なコースの測量やブイ、ウイ
ンチ、浮き棧橋等の整備を実施し、平成２７年度に５年間のＢ
級公認コースの認定を受けた。平成２７年度には本競技場で
全国市町村交流レガッタ津幡大会が開催され、今年度全日本
中学選手権競漕大会の誘致にもつながった。また、建設から
４０年以上が経過した管理棟も施設の機能維持に必要な改修
を順次行っており、平成２５年度には屋根防水工事、シャワー
及びトイレの改修、２６年度には和室の畳の表がえ、消防設備
の取りかえ、２８年度には玄関アプローチの改修や階段手すり
の補修を実施した。今後、コースの浚渫も含めて必要な整備を
適時適切に行っていきたい。

焼田
宏明

焼田
宏明

焼田
宏明

7月20日 
委員会視察（県内・加賀）

10月26日 
委員会視察・
クルーズ船（福岡）

9月6日 
レガッタ優勝を宮下県議会議長に報告

10月27日 
委員会視察・有田焼窯元視察（佐賀）

11月7日 
防災ヘリに機上
真下に見る河北潟と津幡町 


