
11月15日　
世界文化遺産・
端島炭鉱（軍艦島）を訪問

10月29日　
倶利伽羅源平の郷 ござっさい祭りにて

西田昭二代議士にとって、
初の要望表敬訪問となる

10月31日　
県基幹水利管理施設協議会の要望活動で上京、
山田修路政務官訪問

11月13日　
都道府県議会議員研究交流大会（東京）
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有害鳥獣イノシシ利活用について、
平戸市を訪問
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ぜひ、ご覧ください。

　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、昨年の大きな出来事としては第４８回衆議院議員総選挙が
あげられます。９月１９日に現職北村代議士が突然の引退表明、そ
の後に大急ぎで後継者を模索する中、私の一期先輩の西田昭二県
議が出馬することとなりました。
　１０月１０日公示で２２日が投開票という非常にタイトなスケ
ジュールの中、自民党石川県第三選挙区内すべての支部が組織力
と機動力を最大限に活かして戦った結果、初陣を辛くも勝利で飾る
ことができました。
　当初から知名度不足を問題視されていましたが、「能登（第三区）
から自民党の灯を消してはならない」という西田候補の心からの訴
えが、大勢の支持者の心に届き、共感を得たからこそ良い結果に繋
がったと思います。
　西田昭二代議士を大きく育てる責任は、西田代議士を担ぎ出した
石川県第三選挙区内の私を含めた自民党県議団にあると思います。
これからも引き続き西田代議士が国政の場で仕事に集中できるよう
地元の環境整備（支援体制）を行っていく所存でありますので御支
援賜りますようお願い申し上げます。
　また、この３月には石川県知事選挙、４月には津幡町長選挙が控
えております。既に両選挙とも現職が出馬表明し、私としても現職支
持の立場から選挙戦には前面に立って挑む覚悟でありますので、昨
年の衆議院議員選挙同様に御支援を賜りますよう心からお願い申し
上げます。
　昨年は２月定例会と１２月予算委員会におきまして大規模火災対
策や防犯ボランティア、道路整備事業などについて質問の機会を得
ました。今年も県政課題や政策に対しての質問を通じ、本県や津幡
町、この地域が、住んで良かったと実感できる郷土づくりに、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。
　平成30年1月

石川県議会議員　焼田 宏明　

ごあいさつ

自由民主党

第4回 やけだ宏明かがやき杯ゴルフコンペ
■10月9日（月）  ■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。今年は
190名が参加して盛大に行われました。
大会長の矢田富郎町長をはじめ、今回は衆議
院選挙の前日ということもあり、西田昭二候補も
会場に顔を見せました。優勝は大西隆志さん、
おめでとうございました。

視察
＆

行事から



1

矢田：自転車でも来れますし、町民バスのルート
を変えるようなことをすれば、町の中心街に近い
ところですから、喜んでいただけると確信しており
ます。20年来の宿題でしたし、公約でしたので前
に進んだことを喜んでいます。来年度に計画を策
定し、できれば35年度を目途に25メートルプー
ルで６コース程度のものを整備したいと考えてい
ます。町営としますが民間のノウハウも生かして、
運用は指定管理に委託する形になるのではないで
しょうか。
焼田：施設内にはプールだけでなく、お風呂や女
性に人気のフィットネスのトレーニングマシーンな
ども置いていただければ、大いに町民の健康拠点
になります。また、川井梨沙子選手がオリンピック
に続き、昨年は世界選手権大会でも金メダルを取
られました。妹の友香子選手とともに東京オリン
ピックでの活躍も期待されます。今こそ、レスリン
グ振興でまちづくりに活かしていく良いタイミング
ではないでしょうか。
矢田：２年半後のオリンピックでは、ぜひ姉妹で
金メダル２個を持って帰ってきていただきたいと
期待しています。この機会に、サンライフ津幡か
総合体育館を念頭にレスリングのジュニア選手を
育成するレスリング場を確保し、マットの購入など
の整備をしたいと考えています。子供らが真剣に
取り組めるような教室や指導者などの体制づくり
を考えてみたいと思います。
焼田：町の産業振興では新たに工業団地を整備
することにもなりました。
矢田：土地開発公社が所管している旭山工業団
地も富田工業用地も全部売れてしまいまして、空
き区画がありません。数社からの問い合わせも
あって、新たに大坪地区工業用地の取得造成事
業に取り組みます。26,000㎡の面積が取れそう
で、もう既に入りたいと希望する企業もあると聞い
ています。手続きもありますが、この５月から造成
工事に入り、32年春には分譲を開始したいと思っ
ています。
焼田：津幡駅東口と新駅整備計画も町のかたち
を変える計画です。
矢田：東口については利用者の利便性を基本に、
ロータリーを造って大型バスの発着場を整備する
アイディアを持っています。駅だけが整備される
のではなく、東口周辺の地域の開発に繋がらなけ
れば意味がないので、将来的な視野で企業や住
宅が集積できる工夫を考えながら進めていくつも
りです。計画書ができれば、東口と新駅それぞれ

に「整備促進期成同盟会」を組織して推進したい
と考えています。
焼田：私もよく県議会で河北潟の県津幡漕艇場
について質問させて頂きますが、ここ数年来、中央
大学が津幡町内の集会場等で夏合宿を行い、成
果を上げていると伺っています。日本海側屈指の
県漕艇場の整備を進め、大学等の合宿誘致に繋
がればと思います。また、森林公園の活用につきま
しても県議会で何度も質問をしています。今は地
滑り対策で三国山キャンプ場は閉鎖されています
が、来春にはログハウス等の建て替えも含め、キャ
ンプ場は使用できるようになると聞いています。
矢田：森林公園は去年45周年で、４年後には
開園50周年を迎えます。先日、知事にあった時
も、何か面白いことをできないか考えていると伝え
ました。今からですが、アイディアが具体化してく
れば、県議からも知事にお話していただきたいと
思っています。
焼田：そのほかにも、いろいろなプロジェクトが進
行中です。
矢田：特定の大学が決まっているわけではありま
せんが、私立大学の誘致も推進するため、補助金
交付要綱も作りたいと考えています。合葬墓整備
につきましても募集が始まります。いろんなことが
俎上に上っていますが、予算の中での話なので一
朝一夕に進んでいくとも思いませんが、優先順位
を見ながら、一歩ずつ着実に前に進めていきたい
と思っています。県の補助金等もたくさんあります
から県議のご協力もお願いいたします。
焼田：今日は津幡町の近未来の姿といいますか、
その一端をいろいろお聞きすることができました。
改めまして、4月の町長選挙を迎えますが、私ども
もしっかりと応援していきます。ありがとうござい
ました。

津幡町長矢田富郎× 県議会議員焼田宏明

焼田：新年あけましておめでとうございます。今
日は津幡町文化会館シグナスの中にあります茶室
において、矢田町長と対談の機会をいただきまし
た。さて、昨年は衆議院議員選挙で、県議会で私
の１期先輩である西田昭二氏が石川３区で初当
選しました。そして、この３月には知事選があり、
そのあとに町長選挙があります。矢田町長は昨年
12月の町議会で３期目の出馬を表明をされまし
た。ビジョンもいくつか示されました。これまでの
４年間を振り返るとともに、これからの４年間に向
けた抱負も少しお話をいただければと思います。
矢田：そうですね。早いもので、あっという間の８
年間であったなという気もしますけど、この１２月
４日に町議会におきまして、３期目に向けての抱
負を申し上げました。町民の皆さんの安全・安心
を第一に考え、住んで良かったと思えるまちづくり
に取り組んできたつもりです。１期、２期、３期と
言わば“ホップ・ステップ・ジャンプ”という思い
もありますが、いろんな大きな事業が立て続けに
計画されていまして、楽しみにしたいと思います。
しかしお金のかかることですから苦しみもついてき
ます。町の予算の中でやって、町民の福祉の向上

に充てなければならないと思います。
焼田：特に庁舎の建て替えとなってきますとまと
まったお金が必要です。
矢田：これまで少しずつ整備基金を積んできまし
た。実は１昨年の熊本地震で町村の役所がかな
り被害を受けた。耐震補強の建て替えをしたかっ
たのにまとまった金がなくてできませんでしたとい
う声が国に届いて「市町村役場緊急保全事業」と
いう財源を創設されました。時限で34年度までと
いうことなので、この機会を逃さず対応することと
しました。実は３年前から職員でプロジェクトチー
ムをつくって、検討してきまして、建て替えの方が
いいだろうとの結論を出しています。30年度中に
基本設計・実施設計をやって、31年度・32年
度に完成したいと思っています。町民の皆さんに
迷惑をかけないように、仮設庁舎も設けることな
く、完成すれば速やかに移転して業務開始をし、
そのあとに古い庁舎を解体撤去することにしてい
ます。４階建てで床面積が3900㎡から5500㎡ぐ
らいになります。あわせて福祉センターもリニュー
アルします。
焼田：町の顔が新しくなるわけですから、レイアウ
トとかも楽しみですね。
矢田：議会の皆さん方とも相談しながら整備して
いきたいと思っています。
焼田：20年以上の懸案だった室内温水プールの
建設についても最終的に建設予定地が決まりまし
た。
矢田：17か所の候補地から５か所に絞り、最終
的に建設場所を住吉公園に決めました。これも
12月議会で公表さていただきました。
焼田：まちなかにできるということは利便性から
言っても、住民の方々、とりわけ高齢者の健康増
進にも大いに役立つと思います。
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大規模火災対策について
新潟県糸魚川市において約150棟の家屋が焼失する
大規模火災が発生した。折からの強風により飛び火、

火災が拡散し鎮火までに約３０時間を要した。また２月６日早
朝、津幡町で４棟を全焼する火災が発生した。出火元の工場は
ＪＲ七尾線の踏切のそばにあり、周辺の道路幅も狭く、周辺の
消火栓や少し離れた用水もせきとめるなどして懸命の消火活
動にあたった。いま一度、消防体制の再点検が必要である。歴
史的な建造物やまち並み、住宅が密集し消防自動車が進入し
づらい集落などを早急に点検・把握するよう各自治体に要請
した結果はどうか。延焼拡大が懸念される地域における消火
栓や防火水槽などをしっかりと整備する必要がある。
危機管理監　糸魚川市の大火を受けて、県内の各消防本部に

対し広報車などで火災予防の呼びかけ、消防水利の確認、住

宅が密集するなど延焼拡大のおそれのある地域に対する警戒

の強化を通知した。県内全ての消防本部で住宅密集地域など

において緊急点検を実施し、消防車の進入経路について再確

認を行う。火災発生地点や風速などを想定し、消火活動を検証

する図上訓練についても実施した。消火栓の整備については地

方交付税措置が、防火水槽整備に対しては国庫補助金や交付

税措置のある起債制度があり、この制度を活用して市町におい

て計画的に整備が進められている。防災・減災対策に必要な

財源の確保と充実強化を働きかけていく。

防災まちづくりとボランティアについて
金沢市内において不審火が相次いだこともあり、小立
野３丁目と石引２丁目の一部で、約２０年ぶりに夜の見

回り活動を再開した。県において本年度は県内で７回、防犯ボ
ランティアリーダー養成講座を開催している。講座の実施状
況及び成果などについて聞く。また、年度の施策概要には防
犯ボランティアステップアップ講座の実施とあるが、リーダー
養成講座と比較し違いは何なのか。県内各地では多くの自主
防犯ボランティア団体が日々活動を行っている。登下校の見守
り、防火活動としての夜回り、夜間の防犯パトロールなど多く

の人の支えによって安全で安心な社会がつくられている。ボラ
ンティア団体が今後も活動を継続し、犯罪のない安全・安心
なまちづくりに携わってもらうための支援、防犯まちづくり推
進に向けた県の考えを聞く。
谷本知事　安全・安心なまちづくりには、防犯ボランティア団

体による防犯パトロールや子供に対する見守りといった地道な

活動が大きく貢献している。これまで防犯ボランティアの担い手

となる方々への養成講座により人材育成に取り組むとともに、そ

の活性化を図っていくため、活動のポイントや具体的事例をま

とめた活動マニュアルを作成して市町や防犯ボランティア団体

等で活用している。また、防犯まちづくり推進協議会を開催し、

防犯対策などの報告や警察からの幅広い情報提供も行ってい

る。県内における窃盗などの刑法犯の認知件数はピーク時から

３分の１にまで減ってきている。今後とも警察、市町や事業者、

関係団体と一丸となって誰もが安全・安心に暮らせるそういう

社会の実現に取り組んでいく。

県民文化局長　これまで防犯ボランティアの地域における活性

化と裾野の拡大のため防犯ボランティアリーダー養成研修を開

催してきた。この講座には県内全市町からこの３年間で26回、

延べ約1,500人の防犯ボランティアの担い手に参加してもらっ

た。来年度からはステップアップ講座として内容を充実し、特殊

詐欺等に対する役割や先進的な取り組みを紹介し、防犯のレベ

ルアップを図ることとしている。

ＮＨＫ大河ドラマ誘致推進事業について
昨年11月、ＮＨＫ大河ドラマを誘致するための「義仲
と巴」広域連携推進会議と情報発信を目的とした「義

仲と巴」フォーラムin石川が津幡町文化会館シグナスで開催
された。会議は参加各県で毎年１回開催、本県での開催は初
めてだった。今回の会議では2020年以降の放映実現を目指
し、情報発信やアピールを継続していくことを確認。来場した
約800人を前に日本史家・河井敦さんが講演、女優・若村
麻由美さんによる「木曽の最期」の語りもあり、大盛況で幕を
閉じた。その際、県の積極的な取り組みを聞いたが、目標とす
る誘致決定と放映実現に向け、県はリーダーシップを発揮し

平成29年 2月定例会一般質問  （2月28日）からの抜粋

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

積極的に取り組む必要がある。
観光戦略推進部長　木曾義仲と巴御前を主人公とした大河ド

ラマ誘致には、本県及び津幡町など県内７市町を含む６県35

市町村で構成される「義仲・巴」広域連携推進会議が中心とな

り、平成２２年以降、ＮＨＫの要望活動やフォーラムの開催によ

る機運の醸成に努めてきた。昨年11月に本県で初めて「義仲・

巴」フォーラムを倶利伽羅古戦場などのゆかりがある津幡町で

開催をした。県内外から約800名の参加があり、義仲と巴に対

する理解と関心を深めてもらえた。ＮＨＫ大河ドラマの誘致は決

して容易なものではないが、本県のＰＲや観光誘客に大きな効

果が期待でき、今後とも関係の県や市町と十分連携をし粘り強

く誘致活動に取り組んでいく。

津幡駅前消雪装置整備について
津幡駅の利用者は、北陸新幹線金沢開業後にIRいし
かわ鉄道へ生まれ変わり予想以上に増加している。朝

夕に津幡駅へ家族を送迎する車が多く見られ、冬期は駅前が
大変混雑する状況だ。27年にも質問し、「通勤・通学や送迎
などの利用者が多い津幡駅前の整備を優先して進める」との
答弁を得、今年度は消雪の井戸工事に着手した。主要地方道

高松津幡線の津幡駅前消雪装置整備は地元が強く熱望してい
る事業であり、早急に消雪装置を整備して欲しい。今年度の工
事の成果と今後の整備計画を聞く。
土木部長　津幡駅前の主要地方道高松津幡線は交通量が多

く、人家が連檐しており路肩も狭いことから、平成２５年度に消

雪装置を整備するための水源調査を実施し、確保できる見通し

となったことから昨年度までに詳細設計を行った。この区間は

延長が約２キロメートルと長いので工区を分割し、まずは利用

者が多い津幡駅前から太田までの工区を優先的に整備し、今

年度は散水用の井戸の掘削工事を実施した。来年度は津幡駅

前で約300メートルの配管工事を実施して、降雪期には消雪

装置を稼働させる予定である。

一般県道莇谷津幡線の整備について
津幡町の中心部と富山県境の莇谷を結ぶ県道莇谷津
幡線は、倉見インターチェンジにアクセスする津幡町に

とって大変重要な道路である。昨年12月に杉瀬バイパスが完
成供用し、津幡北バイパスへのアクセスが非常に良くなった。
津幡北バイパスから県境までの区間も笠野トンネルが拡幅さ
れるなど２車線整備が進んでいるが、残る七黒から鳥越の区

焼田
宏明

ふるさと石川のために、能登の発展のために。特別寄稿

　新年あけましておめでとうございます。衆議院議員の
西田昭二です。日頃から焼田県議をお支えいただいてお
ります後援会の皆様には、先の衆議院総選挙において私
に多大なるご支持、ご協力をいただきました事に心から
お礼を申し上げます。今回の選挙は長年ご尽力いただい
た北村前代議士の引退表明で、急遽の出馬となりました
が「自民の灯を守りぬく」との思いで、今までに地方議員
として過疎地域の課題に取り組んできた経験を生かし、
地方目線で国に地域の声を届けることを訴え、大きな責
任を賜りました。現在、本県にとっても大変脅威である北
朝鮮の弾道ミサイルの問題や北朝鮮船籍の大和堆への
不法操業など、国際社会とともにあらゆる事態に備えて
北朝鮮への圧力を一層強化の為、全力で取り組んでまい
ります。
　焼田県議におかれましては来春で３期目としての改選
を迎え、いよいよ県議会でも中堅議員として更なる飛躍

が期待をされております。今後とも矢田町長と二人三脚
で地域の発展の為にご尽力を頂きますよう、心からお願
いを申し上げると共に私も全力で応援をさせていただき
たいと思っております。
　焼田県議並びに後援会の皆様方の今年一年のご健勝
とご多幸を祈念いたしましてご挨拶の言葉といたします。

衆議院議員 西田昭二

防災

11月1日、初登院で議員バッジをつけてもらう。緊張の
中にも、決意を新たに。
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住宅地及び山林の地籍調査について
土地の境界や面積を確定する地籍調査の実施状況は
どうなっているのか。その予算の推移を聞く。所有者
不明の土地、とりわけ山林の所有者不明は今後も増え
続けると思われる。森林環境税の導入に先立ち、山林
を市町が購入して公有林化し、森林整備に充てるなど
の施策について聞く。

バイオマスメタン発酵施設について
メタン活用いしかわモデルの１号機として中能登町バ
イオマスメタン発酵施設が本格稼働したが、二酸化炭
素の25倍の温室効果があるメタンを発電に活かすこ
とは地球温暖化防止につながり、汚泥は肥料として農
業にも寄与し、循環型社会の形成にも大きく寄与する。
県内自治体に積極的にセールスすべきではないか。

出雲大社

社会福祉法人こうほうえん
（オールジャパンケアコンテスト事務局）

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。

焼田
宏明

間は道路幅が狭く車両や歩行者の安全な通行に支障をきたし
ている。この区間の整備にはバイパスが計画されており、地元
は一日も早い本格的な事業着手を熱望している。調査や設計
が進み、事業着手の準備は整ったと考えるが今後の整備計画
はどうなっているか。
谷本知事　一般県道莇谷津幡線は津幡の市街地から富山県境

の莇谷地内に係る路線で、沿線集落を結ぶ生活道路であり富山

県小矢部市に至る県際道路でもある。幅員が狭くカーブも連続

し、安全性が十分確保されていなかったことから緊急性の高い

箇所より順次整備を進めており、昨年には津幡から杉瀬地内の

バイパスを供用した。残る七黒から鳥越地内は人家連檐部を迂

回するバイパス整備を計画し、測量や設計を完了。用地取得に

向けた準備が整ったことから来年度より本格的に事業を進める。

津幡市街地と富山県とのアクセス向上にも大きく貢献する。

外国人とのコミュニケーション対策について
訪日外国人が急増している。日本語をよく理解できな
い外国人からの110番通報に対し、通訳官を交え三者

が相互に通話して通話内容などを把握する110番三者通話が
ある。最初は警察官５人を指定通訳官とし４カ国語で対応して
いたが、北陸新幹線の開業後は９名に強化したとある。今後、
金沢港に寄港し発着するクルーズ船の増便や航空機利用によ
り外国人観光客はさらに拡大すると予想される。定住者も増え
ている。会話による意思疎通が少し困難で、事件や事故、困っ
たことがあった場合、頼りにするのは警察だ。今の人員配置で
今後も電話対応は可能なのか。また、交番で対応する場合の
意思疎通は大丈夫なのか。語学能力を有する警察官の体制は
どうなっているのか。採用計画や人員育成方針、署内での英語
教育の奨励などについて聞く。

警察本部長　外国人からの110番通報に備えるため、24年か

ら語学能力を有する警察官を通訳官として指定し、110番通報

者と通信指令課の担当官に通訳官を交えた三者が同時に通話

できる三者通話システムを構築している。北陸新幹線金沢開業

後は５カ国語について９名の通訳官を指定している。昨年、こ

のシステムを活用した通報は９件あり、対応は現体制で可能と

考えるが、今後必要に応じ体制の見直しを検討する。鉄道警察

隊や金沢駅前交番に語学が堪能な警察官を配置して対応、全

ての交番・駐在所にイラストを指さすことで意思伝達ができる

コミュニケーション支援ボードを配備している。現在12言語の

通訳・翻訳が可能な警察官32名を国際捜査官等に指定して

おり、県下の警察署には７言語に対応可能な16名を、警察本

部には10言語に対応可能な16名を配置している。28年度の

警察官採用試験からは英語、中国語、韓国語の３カ国語につい

て一定の語学能力を有する受験者への加点制度を導入してい

る。採用後は英会話講習で能力向上を図っているほか、国際捜

査官等育成のため警察大学校において言語別の語学研修を受

けさせている。今後とも外国人と円滑なコミュニケーションを図

れる警察官の採用・育成に努める。

平成29年度 予算委員会  （12月14日）からの抜粋

厚生文教委員会
加賀地区調査
7月21日

社会福祉法人和光認定こども園
（食育を重視、自分で考える給食を実施）

県議会厚生文教委員会委員長として、

毎月開かれる常任委員会の進行に努

めるとともに、委員会視察では視察先

での質問などを積極的に指導してき

ました。

厚生文教委員会県外調査（島根県・鳥取県・岡山県・大阪府）
8月21日～23日

島根県立中央病院
(ドクターヘリの運用体制)

岡山県立図書館
（利用者数、貸出件数日本一）

特別史跡 旧閑谷学校講堂（国宝）

大阪府立咲くやこの花高等学校
（中高一貫校でキャリア教育に注力）

厚生文教委員会能登地区調査  10月26日～27日

いしかわ師範塾・教育総合研修センター
辰口・芳珠記念病院

県議会厚生文教委員会
委員長としての１年

石川医療センター

七尾市立七尾中学校 七尾特別支援学校輪島分校 總持寺 ライフサポート村とも さくらこども園




