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ごあいさつ
　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には益々ご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、新型コロナウイルス感染症も収束の兆しをみせ
てはいるものの新たな変異株、オミクロン株の感染状況
が気になるところです。第六波の襲来に備え、今暫くは三
密を避けながらの生活を続け、普通に会話や会食の出来
る日が少しでも早く訪れることを心から願うものです。
　さて、昨年は津幡町のスポーツ界にとって素晴らしい
一年でありました。その内容につきましては次ページで
の矢田町長との対談の中にありますのでご一読願えれば
と思いますが、本町の若い力が様々な場面で活躍してい
ることは私達の活動にも刺激となり勇気にもなります。今
年も更なる活躍に期待するとともに、力一杯応援していき
たいと思います。

　また、昨年9月には岸田政権が誕生。その後に衆議院
が解散、総選挙となりました。西田昭二代議士におきま
しては、派閥の長である岸田総理をはじめ多くの先輩議
員からの応援を受け、予想を覆す良い結果で選挙戦を終
えることが出来ました。私も投開票日の夜は、選対事務
局長として開票状況を報告していましたが、午後11時頃
に「当確」の一報が入った時の選対事務所内の興奮状況
は、忘れることの出来ない歓喜の光景でありました。ご支
援頂いた全ての方々に改めて感謝申し上げます。
　今年は石川県知事選挙、津幡町長選挙が控えていま
す。県知事選挙は谷本知事の勇退により新人同士の選
挙戦となりました。一か月後の津幡町長選挙は矢田町長
が4期目を目指す旨、昨年12月の町議会で表明されま
した。今の時点で他に立候補に向けた動きはみられませ
ん。どちらの選挙も常在戦場の如く、町が目指す方向性
を誤る事なく、全力で取り組む所存です。
　早いものでこの4月末で県議となり丸11年、今期も残
すところ1年となりました。ここ2年間は新型コロナウイ
ルス感染症との闘いであり、これまで慣例とされてきた行
事も新しい生活様式に基づき見直され簡略化されてきま
した。まずは新型コロナウイルス感染症の収束を目指す
とともに、鈍化している社会経済活動の立て直しに微力
ながらもお手伝い出来ればと思います。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4年1月

石川県議会議員　焼田 宏明　

進行や幅員が狭く、大型車等の安全な通行に支障を来たし
ている。大雨時にはトンネルの前後区間も事前通行規制と
なるなど、広域的な幹線道路として十分な機能を備えてい
ない。このため国では、平成28年度より新たなトンネルの
整備に着手し、測量や設計を完了させ、用地買収も順調に
進捗していることから、来年度より工事に着手する。広域交
流を促進し、災害に強い道路ネットワークを確保する上で
早期整備が必要と考えており、富山県と連携して、あらゆる
機会に国に対し強く働きかけをしていく。

主要地方道高松津幡線の津幡町舟橋
から庄地内区間の道路整備について

国道8号から本津幡駅につながり、町の中心市街
地への入り口であることから通勤時には車が多く通

る。一部区間は路肩が狭く、自転車通学する学生のすぐそ
ばを車が走るなど、安心して通行できない。また、大雪時
には消雪装置が必要である。当区間において路肩の拡幅
や消雪装置の整備を進めているが、現在の進捗状況を聞
く。
土木部長 : 津幡町舟橋から本津幡駅に向かう1・1キロ
区間は、道路の安全性の向上を図るため、昨年度より植樹
帯スペースを活用して路肩を広げ、消雪装置を整備する
事業に取り組んでいる。測量や設計を完了させ、本津幡駅

側から順次整備を進め
ることとし、今月末から
庄地内において路肩を
広げる工事に着手する。
一日も早い完成に向け、
整備促進に努めていく。

県有施設における屋外喫煙設備について

質問:自治体にとってたばこ税は貴重な税収といえる。た
ばこの売り上げの6割が税金にあたる。たばこ税収を維持
していくためには分煙化を推進することが望ましいと考え
るが、兼六園、金沢場公園の分煙の現状、スポーツ施設の
現状と今後の方針を訊ねる。観光立県として、非喫煙者と
喫煙者が共生できるよう喫煙設備の設置の充実を求める。

河北潟一周駅伝競走大会について

質問:先日、河北潟一周駅伝競走大会第100回記念式
典が行われた。知事からは150回を目指してとの激励が
あったが、資金面やスタッフ不足など課題も多い。日本一
の開催記録を持つこの大会を、継続し、発展させていくた
めの後押しを期待する。

ワークライフバランスの推進について

質問:仕事と生活の調和、ワークライフバランスを推進す
ることで、出生率向上につながるのではないか。県では男
性が子育てに参加しやすい職場環境づくりの取り組みとし
て「いしかわパパ子育て応援キャンペーン」を実施してい
るが、その内容を聞く。県として仕事と育児を両立できる
環境づくりを積極的に進めるべきだ。

令和3年12月14日 予算委員会での質問（要約）
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焼田 : 新年あけましておめでとうございます。先の12月
町議会（12月6日）で、この春の町長選挙に、4期目の
出馬を表明されました。これまでの3期を振り返ったうえ
で、4期目に向けての抱負をお聞きしたいと思います。

矢田 : 3期目は
ハード面での
事業が続いたと
言われています
が、この1年だ
けを振り返って
も、役場庁舎が
完成して1年が
経ちました。確
実に住民への

行政サービスは向上したのではないでしょうか。また、河
合谷宿泊体験交流施設も夏に完成してオープンから半
年が経ち、これも大きな期待感と反響の大きさに達成感
を感じています。
さらに、昨年はスポーツ面で大活躍がありました。8月の
東京オリンピックで川井梨紗子・友香子選手が姉妹揃っ
て金メダルを取ってくれました。11月にアゼルバイジャ
ン・バクーで開催された第35回トランポリン世界選手
権では太村成見選手が女子団体で優勝、シンクロナイズ
ドで銀メダルを獲得、12月に行われたアマチュア相撲日
本一を決める第70回全日本選手権では、日体大3年の
中村泰輝選手が見事、大舞台でアマチュア横綱に輝きま
した。将来は大相撲の横綱を目指してほしいものです。
また、全国小学生陸上のコンバインドBでは、英田小学
校6年の藤本茉優さんが優勝しました。いずれにしまし
ても、津幡町出身の若いスポーツ選手が活躍すると町が
明るくなり、元気になります。
焼田 : スポーツの面でいえば、待望の屋内温水プールの
完成も間近です。
矢田 : 屋内温水プールも来年の春には完成の見通しで
す。町民の皆さんの健康維持に一役買う施設になること
を期待しています。
焼田 : それにあわせて、プールの向かい側にあるサンラ
イフ津幡のトレーニングルームを模様替えしてレスリング
場という案もあります。
矢田 : プール完成後の取り組みになりますが、川井姉妹
の冠をつけるかどうかといったことも含め検討していきた

いと思います。
焼田 : 4期目に向けた思いとして、定住促進を掲げられ
ました。
矢田 : 11月の国勢調査人口等基本集計の公表では11
人ではありますが、人口減になりました。大変、残念に
思っており、4期目にあたっては、ぜひとも津幡町への定
住促進にこれまで以上に力を入れて取り組んでいきた
い。私はもちろん、町役場の職員、町民の皆さん一人一
人がまさにワンチームとなって、津幡町のPRをどんどん
やって、町の良さを知らしめる努力をしていきたい。津幡
町は、金沢駅までは車で20分、金沢市中心地にも25分
で行きます。この交通アクセスの良さをPRしたい。
焼田 : 従来の能登地域からの移住だけでなく、金沢市か
らも津幡町に移住する人が増えてもおかしくない利便性
です。また、都会に住む県外の若い子育て世代にも、積
極的に定住を進めたいですね。昨今はワークライフバラ
ンスがうたわれ、仕事中心の生活から家庭や地域との関
わりの時間を多くすることで、子育てしやすい地方の町が
注目されている。必ずしも都会で仕事をしなくても、地方
で働けるわけです。まさに津幡町は子育てしやすい町に
ぴったりの環境だと思います。
矢田 : その受け皿は十分にあると思っています。公園も
多いですし、スポーツイベントにも参加しやすい地域です
し、コミュニティ活動も盛んです。新しい人が来ても、受
け入れやすい町であることをアピールしていきたい。住
民が互いに声を掛け合う、いい意味でのつながりもあり
ます。定住促進に向けた様々な施策を考えて、実行に移
していくつもりです。
焼田 : 話は変わりますが、気になっているのは体験型観
光交流公園の途中経過が分からないように思います。進
捗状況はどうなっているのでしょうか。
矢田 : この事業は長い期間にわたる事業です。1期、2
期、3期と5年ずつ、1年ごとの見直しをかけながらの
17年間の事業です。昨年中にモミジの木3,000本を植
えるという目標のうち150本が植えられました。道路も一
部できてきて、いろんな果樹や野菜の園地もできるように
なります。2~3年もすれば、少し形になってくるのではな
いかと思います。
焼田 : 早く見たいという思いがあるものですから、ついつ
い、気になっています。そして、森林公園が来年5月に開
園50周年という大きな節目を迎えます。
矢田 : 森林公園は県政100年事業として誕生し、150
周年で開園50周年を迎えるわけです。県の施設ですか
ら、谷本知事には常々申し上げてきましたが、5,500万
円の調査費がつきました。計画では室内遊具施設に7億
円、炊飯広場やフィールドアスレチックのリニューアルに

2.5億円、見晴台に5,000万円など総額11億円もの事
業となります。特にメインとなる室内遊具施設は全天候
型の大型木製遊具の設置など木製にこだわったもので、
子供たちにとっては木育の観点からも期待できます。
焼田 : 私も東京おもちゃ館を視察してきて、大型木製遊
具で親子が木に触れ、木に親しむ様子を見てきました。
木育プログラムの大切さを実感しました。
矢田 : 幼児から大人まで楽しんでもらえるような、木にや
さしい町・津幡町
ならではのものを
期待したい。地元
小学校の体験プロ
グラムなども考えた
い。
焼田 : 令和4年度
中には、いしかわ動
物愛護センター（仮
称）も公園内に整備
されます。
矢田 : 森林公園の
入り口に近いことか
ら、南口運動広場にできると聞いています。また、北陸最
大規模のドッグランを併設するということでこれも数億円
かかります。
焼田 : 誘客だけでなく、定住促進の観点からも大きな役
割を果たしそうです。
矢田 : 町としてもこれからいろいろなアイディアを出し
て、県と連携しながらイベントなどをやっていきたいと思
います。知恵を絞っていくつもりです。
焼田 : 今日は矢田町長の4期目に向けた思いと、これか
らの津幡町の姿が少し見えたように感じました。ありがと
うございました。

人 が 集まる。
人に住んでもらう。
魅力ある津 幡 町を
　 　  目指して。

新春巻頭対談
  

矢田富郎津幡町長

×
 焼田宏明県議会議員
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やけだの

県議会リポート

防災士について

危機管理監室の重点施策に、令和6年度までに防
災士を1万2,000人の目標達成に向かって取り組

むとあり、防災士育成強化・資質向上推進を挙げている。
本県の防災士は7,174人。防災士の育成にどのように取
り組んでいくのか。防災士が実践的に活動できるノウハウ
を学ぶ初任者研修、最新の防災対策などを学ぶ定期研修
の参加状況と参加した防災士に対してアンケート調査を
行っているが、どのような意見があるのか。
危機管理監 : 防災士は地域防災活動のリーダーとして、
平時は防災意識の啓発や防災知識の普及、防災訓練への
参加促進、地区防災計画の作成などを担う。災害時は避
難誘導や救助、災害発生後は避難所運営や被災者支援な
どの中心的な役割を担う。今年度は850人程度の防災士
を育成する見込みで、来年度は育成講座の開催回数を年
10回に増やす。研修の受講率は初任者研修で約5割、定
期研修で約4割となっている。アンケートでは、「避難所運
営の課題が明確になった」、「図上演習を体験して避難所
運営の難しさを再認識できた」、「経験豊富な防災士の実
際の活動事例を聞けて参考になった」、「実際の避難所を
活用した訓練も実施したい」、「感染症対策についても詳し
く扱ってほしい」といった意見が寄せられている。

学校現場における防災について

多忙な教員が防災知識を習得し、ハザードマップ
等を作成することはボリューム的に大変難しいとい

う。各学校の教職員の中に防災士資格を有している人数
はどれだけか。子供たちとともに危険箇所や避難場所、避
難場所までの避難経路等を学習し、防災に対する知識を
高め、万が一に備えることが求められる。教育現場での防
災対策を聞く。
教育長 : 防災士の資格を有する小中学校の教員は約190
名である。防災教育は総合的な学習の時間、ホームルーム
などを活用して行われている。県教委では、学校防災アド
バイザーとして大学教授を小中高校に派遣して防災に関
する講話も行っている。学校の立地場所を考慮した実践的
な避難訓練や児童生徒が防災マップの作成を通じ、防災
意識の向上を図る取り組みも行われている。津幡町では中
学生がクイズラリーで校区内を歩く中、危険な場所を写真
で記録に取り、一つの地図にまとめて防災マップを作成す
る取り組みが行われた。

南海トラフ地震も前回の発生から70年以上が経
過し、地震発生の切迫性が非常に高まっている。防

災士に対する知事の所見を聞く。
谷本知事 : 平成19年の能登半島地震で地域の絆が被害
を最小限に食い止めた貴重な経験をした。以降、共助の要
であり、自主防災組織のリーダーとなる防災士の育成に積
極的に取り組んできた。防災士は自主防災活動の中心的役
割を担っている。自助、共助による防災、減災の取り組みを
広く県内各地に波及させ、地域防災力向上を図っていく。

消防団の充実強化と支援について

県民ふれあい公社と県消防協会との相互応援協定
の締結により、のとじま水族館、いしかわ動物園、

ふれあい昆虫館を消防団員と家族が利用する際には団体
割引をするという独自のサービスができた。県施設などへ
の優待制度はとてもよい制度だ。各消防団からの反応は

どうか。他県では消防団員を増やす施策としてどのような
ものがあるのか。
危機管理監 : 消防団員からは「家族で利用できる割引制
度があることはありがたい。積極的に利用したい」、「福利
厚生の一助となっている」との声がある。消防団員の確保
は全国的にも課題となっており、消防団員の安全装備品購
入費の助成、入団促進の取り組みに要する経費の補助な
どに取り組んでいる。女性消防団員の活性化を図るため、
新たに女性消防団員が取り組み事例を発表し、共有できる
意見交換の場を設けた。令和4年度に開催予定の全国女
性消防団員活性化石川大会につなげていきたい。

昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で、消防
ポンプ車操法大会が中止となった。全国大会出場

の切符を手にした消防団にとっては、とても名誉なことで、
自治体にとっても大きな勲章となる。消防団員のポンプ車
操法技術の継承と防火に対する啓発活動のため、ポンプ
車操法大会を開催すべきだ。日頃から消防団活動に真摯
に取り組んでいる消防団員に、知事からねぎらいの言葉が
ほしい。
谷本知事 : 消防団員には、本業を持ちながら日頃から消防
操法訓練のほか、啓発活動にも取り組んでもらっている。
降雪時には消火栓周りの除雪にも出動。火災や災害が発
生すれば昼夜を問わず現場に駆けつけ、最前線で命がけ
で消火や救助活動に当たっている。知事として心から感謝
を申し上げたい。気概と誇りを持って、地域の安全・安心
の確保に取り組んでほしい。県消防操法大会は、来年度は
感染症対策を十分講じた上で実施できるよう県消防協会と
も調整をしていきたい。

暴風、積雪時における倒木対策について

暴風災害や豪雪により倒木が道路をふさぎ、通行
止めになる被害が多発している。道路際の立木に

ついては、自治体と山林所
有者が事前に緊急事態に
備えることが必要だ。倒木
によって道路が不通とな
り、孤立してしまった集落
はどのくらいあったのか。
土木部長 : 積雪による倒木に伴い、県道花園藤野線の七
尾市熊淵地区と県道所司原神子原線の宝達志水町清水
原地区の2か所で孤立が発生した。両地区ともその日のう
ちに倒木処理が完了し孤立を解消させた。市町道で倒木
により孤立した案件は4か所だった。

行き止まり県道で迂回路がなく、孤立状態となりそ
うな箇所はどれくらいあるのか。倒木により電線に

接触し、停電を引き起こしたケースもある。豪雪となった場

合、食料の確保や医療機関への往来など、山間部の集落に
住む高齢者にとっては命取りになる。1月に発生した宝達
志水町での孤立の際には、どのような対応をしたのか。
土木部長 : 行き止まりの県道で、災害時に住民が孤立する
おそれがある道路は県内に2路線あるが、倒木や土砂災害
による長期の通行止めを実施したことはない。宝達志水町
では、町道には20本以上の倒木と3本の電柱の倒壊が確
認をされた。町では住民の健康状態や食料品の備蓄の確
認を行い、復旧作業を進めた。通信が途絶したことから無
線機を携帯した町職員が集落に常駐。県も職員2名を派
遣して被害状況を確認するとともに、電力事業者と調整し
て復旧作業を支援した結果、夜に孤立が解消された。電話
線も切断され、通信事業者3社に移動型携帯基地局の派
遣要請を行い通信が可能となった。今後とも孤立集落対
策を支援していく。

河北潟干拓地のコウノトリについて

河北潟干拓地内に日本コウノトリの会の立会いの
下、営巣塔が建てられ、私も足を運び、様子を見学

してきた。2月中旬にはコウノトリが飛来していた。全国
では既に50本以上の営巣塔が建てられている。営巣用
の塔は、子供たちの環境学習にも役立つ絶好の教材では
ないか。
生活環境部長 : コウノトリ
は野生での絶滅の危険性が
高い希少な鳥類。近年、生
息数が増加しており、飛翔
能力が高く行動範囲が広い
ことから、県内においても河
北潟干拓地をはじめ各地で
飛来が確認されている。営巣塔が建てられたことは意義の
ある取り組みであり、自然環境保全への理解が深まるきっ
かけにもなる。地元の子供たちの環境学習教材等に生かし
ていきたい。

コウノトリの楽園として、河北潟干拓地を県内外に
発信することは営農者にとっても販路拡大のチャン

スだ。営巣が定着した際には、コウノトリをデザインしたマ
スコットマークを河北潟農業生産物の統一マークとするこ
ともアイデアであり、さらなる活性化に向けて夢が広がる。
生産者自らが農産物の生産振興にしっかりと取り組むとと
もに、河北潟農業の魅力を発信することが重要だが知事
の思いを聞く。
谷本知事 : 河北潟干拓地は、レンコンの県内生産量の6
割、コマツナの4割、生乳の5割を生産するなど県を代表
する農業生産基地だ。生産・販路の拡大、加工品の開発
への支援に加えて、揚排水機場の整備を行い、農地のあっ

令和3年3月12日
予算委員会（抜粋）
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石川県森林公園について

石川県森林公園は2年後の令和5年5月に開園
50周年を迎える。また石川県政150周年となり、

記念事業にはどのようなサプライズがあるのか。9月補正
予算に開園50周年を見据えた森林公園の魅力アップとい
う事業名があり、園内の設備のリニューアル整備と全天候
型の屋内木育施設の整備等を行うとある。自然との触れ
合いの場として広く親しまれてきた同公園について、県は
どのような印象を持っているのか。三国山キャンプ場につ
いては、平成31年のリニューアルオープン以来、アウトド
ア志向の高まりもあって大変な人気と聞く。交通アクセス
も良く、小・中学校のバス遠足には最適地だ。しかし、屋
外施設が中心で、天候に左右されず楽しめればと以前か
ら強く望まれていたが、全天候型の集客施設や大型遊具
施設を備えた木育施設を整備するとある。整備の内容と
期待する効果について聞く。
谷本知事 : 県政100周年を記念して昭和48年にオープン
した日本海側では最も広い森林公園だ。全国植樹祭をは
じめ県民みどりの祭典などのイベントを開催すると同時に、
森づくりに関わる学習プログラムなどを実施してきた。近年
は健康志向やアウトドアブームを背景にウオーキングなど
を楽しむ公園として、入園者数も増加傾向にある。年間20
万人が利用し自然との触れ合いの場、憩いの場として定着

している。しかし、約半世紀が経過して施設の老朽化が進
んでおり、開園50周年の節目に当たり、人気の高いフィー
ルドアスレチックをバーベキュー場等に集約をして魅力
アップを図ることにした。新たに大型の木製遊具を備えた
全天候型の木育施設を整備し、森林公園にふさわしい新た
な魅力を創出したい。

いしかわ動物愛護センター（仮称）
開設について

動物愛護精神が高まり、犬猫の殺処分件数が大き
く減っており、同施設でも犬猫の殺処分ゼロを目指

すとある。飼育体験が可能なマッチング室や北陸最大規
模のドッグランを併設して、新たな森林公園の魅力となる。
森林公園内に動物愛護センターを整備する狙いを聞く。

谷本知事 : 人と動物が共生する社会の実現に向けて、石
川県動物の愛護及び管理に関する条例案を提案。動物の
保護や譲渡の推進、情報発信などの様々な活動に一体と
なって取り組む拠点として、森林公園内にいしかわ動物愛
護センター（仮称）を整備する。立地は公園入り口からの
アクセスや駐車スペースを考慮し、南口運動広場が最適と
考えている。県産材を活用し、温かみのある施設にすると
同時に、北陸最大級のドッグランや犬や猫の飼育体験がで
きるマッチング室を設けるなど工夫を凝らしたい。今後、設
計に着手をするが、地元津幡町とも十分連携を取り検討を
進めていく。

木育について

木育という言葉は2004年に北海道で生まれた言
葉。東京おもちゃ美術館では木育を木が好きな人

を育てる活動と捉え、おもちゃをはじめ木の香りに包まれ
て遊ぶ空間を提供している。また、木育の活動を知って
もらうための木育サミットを毎年主催している。また、富
山県、岐阜県、長野県の各自治体が参加しているウッドス
タート活動は、生まれた赤ちゃんに地産地消の木製玩具
をプレゼントする誕生祝い品事業や、地域材を活用したサ
ロンを整備する子育てサロン
の設立事業などを実施してい
る。この活動に参加すること
は林産業の活性化推進につな
がる。木育の推進に向けた県
の意見を聞く。
観光戦略推進部長 : 森林公園
では、天候に左右されずに利
用できる全天候型の木育施設
を整備する。乳幼児から大人
まで、木に触れ、親しむことが
できる大型木製遊具をはじめ
様々な木製遊具を整備し、木に触れる体験等の木育プログ
ラムを実施したい。津幡町とは森林セラピーや地元小学校
の自然学習などを連携して実施してきた。他県の先進事例
も参考にし、魅力的なプログラムを連携し検討していく。
農林水産部長 : ウッドスタート活動は、東京おもちゃ美術
館を運営するNPO法人が幼児期から木に親しむ機会を提
供することを目的とした活動であり、現在、全国53の市町
村が参画し、地域の木材で制作したオリジナルの玩具を新
生児に贈る事業どを行っている。幼児期から木に触れ、親
しむことは木材利用の意義や森林の働きを学ぶきっかけに
なり、木材の利用拡大や林産業の活性化にもつながる。い
しかわ森林環境税を活用し、保育所や幼稚園において県
産材を用いた工作体験等を行う木育出前講座を開催して
いる。

狩猟者の状況について

連日のように熊の目撃情報が届いている。津幡町
の有害鳥獣捕獲隊には目撃情報が入る都度出動依

頼があり、平日の日中は高齢者しかいないため、毎回出動
する人は限られ厳しい。免許所持者の平均年齢も60歳
を超え高齢化が進んでいる。免許所持者増加のための取
り組みを聞く。また、猟銃の免許所持者は厳格な銃の取扱
いや技能試験の難しさもあり、全体の約2割程度だ。銃猟
免許取得者を増やす取り組みはどうなっているのか。
生活環境部長 : 狩猟免許所持者の若い世代の受験者を
増やすことが重要であることから、試験を年4回に増やし、
若者に狩猟への魅力を伝えるセミナーを開催している。そ
の結果、令和2年度の狩猟免許所持者数は、試験を増や
す前と比較して千人以上増加し2,980人になり、60歳未
満の割合も5割に改善した。また、熊の捕獲体制の強化に
は銃猟免許所持者の確保が重要であり、銃による狩猟の
魅力を伝えるため、セミナーでベテラン指導者との座談会
やシミュレータによる銃猟模擬体験などを行っている。こう
した取組により、令和2年度の銃猟の免許所持者数は平
成27年度から約120人増加し702人になった。銃猟の狩
猟免許所持者の確保に努めていく。

国道8号倶利伽羅トンネルについて

1月の大雪で、北陸自動車道の石川─富山県境部
で車両が立ち往生し、通行止めが発生した。北陸

自動車道が麻痺してしまうと、国道8号と国道304号に
大きな交通障害が発生する。解決のためには国道8号の
強化が重要である。倶利伽羅トンネルの早期の完成が望
まれるが、進捗状況と今後のスケジュールを聞く。
谷本知事 : 国道8号は大雪時には北陸自動車道の迂回路
となり、防災面からも重要な路線である。県境部にある倶
利伽羅トンネルは、建設から50年以上経過し、老朽化の
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せんや経営、技術指導など新規就農者の確保、育成にも取
り組んできた。10年間で河北潟干拓地の農業生産額は約
25%増加し、着実に成果が上がっている。また、生産者と
消費者の触れ合いを通じた河北潟ふれあいフェスタや河
北潟ひまわり村といったイベントも開催している。河北潟農
業の魅力が広く浸透していることを実感している。意欲的
な生産者を後押しすると同時に、都市から近いという利点
を生かし、生産者と消費者の顔の見える関係づくりを促進
していくことが、河北潟農業の振興を図る一番の近道では
ないかと思う。

廃棄物の不法投棄について

津幡駅を利用し近隣の高校へ通う学生が、卒業と
同時に3年間使っていた自転車を乗り捨てていく

ケースが後を絶たない。津幡町では貼り紙をし、移動す
るよう促している。しかし、自転車が一旦は所有者の元に
帰ったものの、再び山林や湖沼などに不法投棄されるので

はと危惧されている。自転車を含め廃棄物の不法投棄の
現状と不法投棄を未然に防ぐための取り組みを聞く。ま
た、廃棄物の不法投棄の検挙件数及び検挙者数はどれく
らいか。悪質な不法投棄を取り締まるための取組につい
て聞く。
生活環境部長 : 廃棄物の不法投棄は年間数十件程度で
推移している。令和元年度は48件、家電製品など家庭生
活に起因するものが8割となっている。不法投棄を防ぐに
は、監視と啓発が重要であり、警告看板や監視カメラの設
置のほか、山間部などのパトロールやヘリコプターによる
空からのパトロールを行い、ホームページやパンフレット
などを通じて防止を呼びかけている。県境付近では、富山
県、福井県と合同のパトロールも行っている。
警察本部長 : 令和2年の廃棄物処理法に違反する不法
投棄事犯の検挙件数は46件、48人。悪質な不法投棄事
案を取り締まるための取組について、県警察では合同パト
ロールや県警ウェブサイトで不法投棄等に関する情報提供
を広く呼びかけている。悪質な不法投棄事案を早期に発見
し、積極的に取り締まる。

令和3年9月14日
一般質問（抜粋）
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