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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。
　令和 2 年春から県内に蔓延している新型コロナウイル
ス感染症も次 と々変異を繰り返し、感染力は強いものの
症状が無い、若しくは軽いため、厚生労働省は感染症
法上の分類見直しに向けた議論を昨年 12 月から本格
的に始めました。季節性インフルエンザと同じ「5 類」
への引き下げとなれば患者の診療費用負担等の問題も
あるため、今後の議論の成行きに注視したいものであり
ます。それまでは今まで通り三密を避けながら経済活動
を続け、少しでも早くマスク無しで普通に会話や食事の
出来る日が訪れることを心から願うものであります。
　さて、昨年は一昨年に行われた西田昭二代議士の衆
議院議員選挙に引続き、3 月の石川県知事選挙、その
後の津幡町長選挙、4 月の参議院議員石川選挙区補欠
選挙、そして 7 月の参議院議員選挙と10 カ月の間に 5
回も選挙が行われました。その中でも県知事選挙は保
守三つ巴の大激戦となり、私が支援した候補は残念な
がら涙を呑む結果となりました。
　新たに知事となった馳浩知事も厳しかった選挙結果を
踏まえ県内すべての市町を視察、それぞれの自治体の
課題や要望、そして県立高校などの県有施設の現状把
握に努めています。馳知事においては県内すべての自治
体を訪問することで、改めて「チーム石川」として県政

における大きな課題に対し一枚岩となって邁進できるよ
う努めており、私も県議会議員として施策の提言も含め、
地域の課題解決と安全安心の町づくりに知恵を出し、靴
底を減らしながら積極的に行動する所存であります。
　また、この 4 月末には県議となり丸 12 年となります。
ここ3 年間は新型コロナウイルス感染症との闘いであり
ましたが、ここからは 4 月 9 日投開票の統一地方選挙
において 4 回目の当選を果たすため、力いっぱい闘って
いく所存であります。次なる 4 期目のステージでは、昨
年 3 月に 4 期目のスタートを切った矢田町政が掲げる
施策実現に向け、少しでもお手伝い出来ればという思い
のもと、県政や国政とのパイプ役に徹しながらこれまで
以上に汗を掻いていく覚悟であります。皆様の力強いそ
して温かいご支援をもって再び県政の場へ押し上げてい
ただければと、心から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
なりますようご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたしま
す。
　令和 5 年 1 月

　　　石川県議会議員　

　　　焼田宏明

河北潟干拓土地改良区にて
県議会自民党執務室にて 石川県議会棟前にて

津幡町庁舎前にて矢田町長と 津幡ふるさと歴史館「れきしる」にて

自由民主党

やけだ宏明
プロフィール

  経歴
昭和32年8月13日生まれ■津幡高校、金沢経済大学卒業■昭和51年、日本フィルター工業（株）
入社■その後、津幡地区青年団団長、津幡町体育指導員など地域活動に取り組む■平成23年4
月、石川県議会議員選挙に河北郡選挙区から立候補し初当選（現在3期目）■平成29年、厚生
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員長■令和2年、県監査委員

●自由民主党石川県支部連合会組織広報本部長
●自由民主党津幡町支部長
●石川県議会改革推進会議会長
●石川県議会議員農業研究会事務局長
●能登総合開発推進協議会理事長
●河北潟干拓土地改良区理事長
●河北潟地区国営土地改良事業推進協議会副会長
●石川県基幹水利施設管理協議会会員
●河北郡市有害鳥獣対策協議会会長
●石川県ボート協会会長
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●石川県相撲連盟顧問
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国土交通省の役割
焼田 : 今回は国土交通大臣政務官の就任おめでとうご
ざいます。就任から5カ月が経ちましたが、お忙しい毎日
をお過ごしかと思っております。国土交通省は、国民の
生活に直結し、交通、運輸、建築、防災、気象、治安など
非常に守備範囲が広い行政省です。政務官は特にどん
な担務をされておられるのですか。
西田 : 国土交通省では、国民の皆さまの安全・安心の
確保、コロナ禍からの社会経済活動の確実な回復、活力
ある地方創りと分散型の国づくりといった取組みを進め
ています。今回、私は大臣政務官として、安全・危機管
理、海上保安関係施策や道路、自動車、海事、国際、観
光関係施策を担当することになりました。近年、自然災害
が頻発・激甚化する中で、引き続き、防災・減災、国土
強靱化のための取組みを着実に進めていきます。また、
一層厳しさを増す我が国周辺海域の情勢に対応して、戦
略的海上保安体制の構築を着実に進めていくこと。さら
に、我が国の経済成長の基盤となる社会資本の戦略的・
計画的な整備や国土交通分野における2050年カーボ
ンニュートラルの実現、デジタル・トランスフォーメーショ
ンの推進にも取り組んでいます。そして、交通分野におけ
る安全・安心の確保に取り組むとともに、コロナの影響
等により危機に瀕する観光業への継続的支援、観光需要
の回復を見据えた取組み等を進めていきます。

北陸新幹線の延伸
焼田 : 順にお伺いしようかと思いますが、まず、北陸新幹
線の敦賀開業が2年後に迫ってきました。その、開業効
果に期待しておりますが、石川県内全線開業の思いをお
聞かせください。また、大阪延伸への見通しについてお
聞きしたいと思います。
西田 : 金沢・敦賀間については、工期、事業費とも見直
し後の計画の範囲内で順調に進捗しており、引き続き、
令和5年度末の完成・開業に向けて最大限努力してい
きます。金沢・敦賀間が開業しますと、関西地方との移
動時間が短縮され、石川県においても、交流人口拡大や
利用者の利便性向上など様々な効果をもたらすものと考

えており、こうした効果を最大限発揮するため、新幹線開
業に向けて、駅周辺の開発整備や交通アクセスの充実、
観光関連事業など様々な取り組みが進められています。
また、敦賀・新大阪間については、現在、実施しておりま
す環境アセスについて、一部地域で、コロナの影響や事
業に対し反対のご意見があり、当初計画より遅れている
状況にあります。出来るだけ迅速に進めていきますが、一
方で沿線の住民感情も考慮しながら丁寧に実施していく
ことが本事業の円滑な推進に欠かせません。本事業は
京都駅や新大阪駅の位置や工法、地下水への影響、発
生土の処理など、施工上大変大きな課題があります。一
日も早い全線開業を実現する上では、これらについて目
途を立てることが必要不可欠です。こうした状況を踏ま
え、現在、来年度予算で本事業をどのように進めていく
か議論を行っているところです。与党整備委員会からも
課題解決に向けた具体的な方策について検討を行うよう
指示されており、本委員会とは年末の予算編成に向けて
緊密に連携して、しっかり取り組んで参りますのでご理解
を頂ければと思います。

コロナ後の観光政策
焼田 : コロナ禍により県内の観光業は大きな影響を受け
ました。かなり、県内への来客も増えてはいますが、第8
波の懸念もあり、厳しい状況にあります。旅行キャンペー
ンなど引き続きの対策が必須と考えますが、年を超えて
の対策はどうでしょうか。
西田 : 全国旅行支援の実施により、10月には日本人の
国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、高い需要
喚起の効果が現れているものと認識しています。年明け
以降については、必要な見直しを行った上で、1月10日
より全国旅行支援を実施しますが、その期限については
各都道府県の予算の範囲内で都道府県ごとに設定する

こととしています。支援水準の引き下げに伴い、都道府県
ごとの状況にもよりますが、少なくとも年度内は実施でき
る見込みです。執行状況を踏まえつつ、年度明けの実施
も念頭に考えております。また、需要喚起策だけでなく、
事業の高付加価値化、ＤＸ化なども含め、観光立国復活
の担い手となる関係者に対して多面的な支援を行ってま
いります。

災害への対策
焼田 : 大きな自然災害が後を絶ちません。県内において
も、小松など加賀地方において甚大な水害が発生しまし
た。その復旧対策の実情と、国土を守るというお立場で、
どう防災につなげていくことが大切なのでしょうか。
西田 : 気候変動による水災害リスクの増大に対し、「防
災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」の
取組みを着実に進めるとともに、来年度以降も必要な予
算が確保できるよう努めています。流域治水プロジェクト
に基づき、流下能力を確保する対策や護岸整備等につい
ても、流域の関係者が一体となって実施する「流域治水」

の取り組みとともに推進してまいります。各流域の河道
内の堆積土砂や樹木につきましては、測量・調査等を行
い治水上支障となるものについて、計画的に掘削や伐採
等を進めており、今後もコスト縮減に取り組みつつ、治水
安全度の向上、適切な河川管理を実施するために必要
な予算確保に努めていきます。

北朝鮮ミサイルへの対応
焼田 : 北朝鮮によるミサイル発射が頻繁に行われ、能登
沖での漁業に大きな影響をもたらしています。イカ釣り漁
をはじめ漁業は石川県にとって、ブランド力もあり、一次
産業の柱でもあります。安全操業対策はどうなっている
のでしょうか。

西田 : 北朝鮮による弾道ミサイルの可能性のあるものが
発射された場合、海上保安庁においては、船舶、海域利
用者等に対して、ミサイルの発射や落下推定に関し航行
警報及び海の安全情報を発出し、注意喚起を行っていま
す。具体的には、迅速な情報発信を行うため、防衛省か
らのミサイルの発射や落下推定に関する情報を内閣官
房経由で受信した場合には、航行警報及び海の安全情
報を発出するまでの手続きを自動化し、瞬時にこれらの
情報を発出するシステムを導入しています。航行警報は、
その受信が可能な設備を有する船舶を対象にしています
が、海の安全情報については、インターネットや登録いた
だいたメールアドレスに情報発信を行い、多くの海域利
用者等の方々に注意喚起を実施しているところです。ま
た、北朝鮮による弾道ミサイルの可能性があるものの発
射に際しては、巡視船艇・航空機を直ちに発動させる等
により、船舶の安全確認等を実施し、速やかに関係省庁
へ情報共有を図っています。

県境・国道8号線について
焼田 : 我が町・津幡町におきましては、小矢部市との国
道8号線・トンネルの拡張が冬の雪害対策や安全な交
通の確保のうえで、喫緊の課題でもあります。道路の整
備についての施策についてもお伺いいたします。
西田 : 倶利伽羅防災は、平成28年度に事業化し、国道
8号の事前通行規制区間（連続雨量180ミリ）の回避お
よび県境に位置するくりからトンネルの幅員狭小による
事故危険区間の解消を目的とした延長3.0kmの防災事
業です。整備により、災害に強く信頼性の高い幹線道路
ネットワークが確保されるとともに、安全・安心な住民生
活及び地域経済への支援が期待されます。令和4年度
は、調査設計および用地買収を推進するとともに、今年
度から新たに改良工事に着手したところで、引き続き、地
域の皆様のご理解ご協力を得ながら、早期開通を目指し
て事業を推進してまいります。

最後に
焼田 : 政務官は県議会におきましては私の1期先輩でも
あり、何かとご指導もいただきました。国会議員として、ま
た、先輩県議会議員として、何かアドバイスを一言お願い
いたします。
西田 : 焼田県議には、日ごろから大変お世話になってお
り、ありがとうございます。私が県議会議員の1期先輩で
もあり、当時から大変親しくさせていただきました。津幡
町にあっては、矢田町長と車の両輪として、これからも町
の課題を県政に届けるべく、その架け橋になっていただ
き、ますますのご活躍を期待しております。
焼田 : まだまだ、ふるさと能登のありようなどお聞きした
いのですが、今日は貴重なお話を聞けて、大変参考にな
りました。本日はお忙しい中、お時間を割いていただきま
して、本当にありがとうございました。一層のご活躍を期
待しております。

西田昭二
国土交通大臣
政務官に聞く

巻頭対談

大臣政務官室にて
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県議会リポート

災害救助犬について
毎年3月に災害救助犬審査会が行われている。今
年も4頭が災害救助犬として委嘱されたが、能登

地区は8年連続でゼロという。指導手の若い担い手の育
成も課題である。そのほとん
どはボランティアで活動して
おり、県内全域に災害救助
犬の空白地域をなくすことに
つなげたい。また、県森林公
園内に整備するいしかわ動
物愛護センター（仮称）を、

災害救助犬や指導手の発掘と育成につなげるための情報
発信基地として活用することも必要ではないか。災害救助
犬や指導手の確保、育成について聞く。
◎馳知事 : 平成15年に石川県救助犬協会連合会が設立
され、災害救助犬の育成に取り組んできたが、私もその協
会の役員をしている。優れた救助犬を確保するため、県森
林公園内に災害救助犬の能力向上や指導手の技術研さ
んのための訓練場を整備するとともに、全国唯一の災害救
助犬の嘱託制度を設け、毎年審査会を実施してきた。また
大規模災害に備え、全国最大の組織である一般社団法人
ジャパンケネルクラブなど4団体と協定を締結している。
災害救助犬や指導手の確保、育成については、いしかわ動
物愛護センターの活用を含め、石川県救助犬協会連合会
などから課題を丁寧に聞き検討したい。

県有スポーツ施設について
県が有するスポーツ施設は、野球場や陸上競技場、
体育館、プール、武道館、漕艇場、自転車競技場、

簡易グラウンドなど29施設ある。これらは国体など大き
な大会の開催に合わせて整備や改修が行われてきた。古
い順の施設をこれから順次建て替えしていくことで、県ス

ポーツ施設の環境整備、競技力向上と裾野の拡大を図っ
ていく必要がある。河北潟東部承水路にある県津幡漕艇
場の管理棟は今年で49年が経過し耐震化されていない。
県ボート協会は全日本マスターズレガッタ津幡大会の再
度誘致を検討している。この大会をこけら落し大会として
開催し、もうすぐ築50年となる県津幡漕艇場の再整備と
管理棟の建て替えを検討すべきではないか。

◎馳知事 : 津幡漕艇競技場は、県内で唯一の公式の全国
大会が開催できる公認ボートコースであり、これまでも大き
な大会が開催されてきたが、供用から48年が経過し、管理
棟をはじめ老朽化が進んでいる。スポーツ施設の整備に当
たっては老朽化の度合いや競技力向上のための機能充実
の必要性、利用者の利便性の向上などを総合的に勘案して
優先順位を整理するとともに、県財政の状況も見極めなが
ら実施してきた。この競技場の再整備も今後対応を検討し
ていく必要があると考えており、近いうちに視察する。

ツキノワグマ対策について
連日、熊目撃情報が各地である。津幡町では先月2
頭が捕獲されたが、その後も目撃情報が続いてい

る。秋にはブナの実が不足すると予想され、熊が餌を求め
て里山周辺に出没する危険性が高まる。注意喚起をホー
ムページで呼びかけているが、高齢者にも分かりやすい紙
ベースのものを対象地域全体に配布もしくは掲示すべき
だ。県は管理目標の推定個体数を1201頭と定め、安定
存続地域個体群としての規模を個体数800頭程度を目指
すとある。個体群の安定的な維持及び人身被害等の防止
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を図るには、年間捕獲を積極的に進めなければならない
が、熊捕獲に必要な第一種銃猟免許保持者は令和3年度
では669人。狩猟者確保施策により約100人増えている
とのことだが、高齢化しており、若い世代に狩猟技術を継
承することが喫緊の課題である。捕獲技術の向上及び捕
獲従事者の確保のための具体策について聞く。
◎生活環境部長 : ツキノワグマの人身被害の防止には集
落に隣接する草むらの刈り払いや収穫していない柿や栗
の木の伐採といった、熊を引き寄せないための行動を実践

していくことが何よりも大切だ。県
ではリーフレットの配布に加え新聞
広報や県のホームページ、SNSな
ど様々な広報媒体を活用。市や町
も防災無線や防災メール、全戸配
布の広報紙などを通じて広く周知を
している。里山地域の住民にとって

は切実な問題でもあることから、分かりやすい効果的な周
知に努めていく。ツキノワグマの捕獲には市や町が編成す
る捕獲隊が大きな役割を担っており、高齢化が進展してお
り、若い隊員の確保と技術の継承が大きな課題となってい
る。狩猟の魅力を伝えるセミナーを開催し、狩猟免許試験
の回数を増やしたところ、20代の狩猟免許保持者の増加
と捕獲隊員の確保につながっている。参加した学生からは

「大学で開催をすれば参加しやすい」との声も聞かれ、本
年度から県内の大学を活用してセミナーを開催する。捕獲
技術の継承については、若手の捕獲隊員が熟練の捕獲隊
員の熊猟に同行する実地研修を開催した。参加者から「現
場で生かせる実践的な技術を学ぶことができた」と好評で、
今年度も引き続き開催をする。

森林公園に向かう道路について
令和5年の開園50周年と北陸新幹線県内全線開
業を見据えた森林公園の魅力アップ事業が今年度

着工される。フィールドアスレチックスやバーベキュー場
などの改修と屋内木育施設の整備、いしかわ動物愛護セ
ンターの整備と森林公園に訪れる方が大幅に増えると予
想され、大いに期待したい。しかし、JR中津幡駅から約
600メートル区間は町道として歩道整備を行っているが、
その先の林道は歩道の傷みや老朽化し変形しているガー
ドレールもあり安全面で不安を感じる。この林道について
は、森林公園のリニューアルも見据え、歩行者の安全確保
に配慮が必要である。
◎観光戦略推進部長 : 森林公園に向かう林道は、歩行者
等の安全性確保の観点から必要な場所にはガードレール
などを設けるとともに、毎日巡回パトロールを行うことによ
り道路の状況を点検し、損傷等が判明した場合には随時
補修するなど毎年必要な整備を行っている。今後、利用者

の増加も想定され、必要に応じて修繕を行うなど安心して
利用いただける環境整備に取り組んでいく。

河北郡内を結ぶ道路の整備について
河北潟干拓地内幹線道路の県道昇格は毎年要望
書を提出、今年で26年経過するが回答は同じよう

な内容である。周辺の県道と比較して交通量の多さが歴
然であり、県道に昇格する数値との報告もある。河北郡の
町同士は連携する事業が多々あり、金沢医科大学病院へ
通うなどの往来の多さを考えると、道路の拡幅や歩道、街
路灯の整備も必要だ。河北郡の二町をつなぐ道路整備は
大変重要で、現存の道路の昇格は道路規格の見直しをも
含め、河北潟周辺関係者の悲願でもある。津幡町と内灘
町を結ぶ河北潟干拓地内幹線道路の県道昇格について問
う。
◎馳知事 : 河北潟干拓地内を東西に横断する道路は、国
が国営干拓事業で整備し、昭和61年に金沢市、内灘町及
び津幡町の一市二町に農道として譲与され、現在は市道、
町道として管理。関係する市町からは、通勤・通学や金沢
医科大学病院への往来などにより年々交通量が増加して
おり、夜間の安全性確保が必要であること、維持管理面で
は地盤が軟弱で道路の沈下が続いており、橋や横断水路
の前後で著しい段差が生じていることなどの課題を解消す
るため、県道昇格の要望があることは承知している。県とし
ては関係市町とともに道路の利用状況や沈下の実態調査
に取り組むことも検討したい。速やかに調査を実施するた
めに、県と関係市町が一堂に会し情報交換する場を設ける
よう、事務方に指示をする。

令和4年6月議会
一般質問より抜粋
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ツキノワグマによる人身被害対策について
熊出没警戒情報が発令された。これまで、自動撮影
カメラは県内何か所で設置されていたのか。今回

の補正予算では県内50か所に熊検知カメラを設置する
とあるが、具体的に設置する地域名とカメラの台数はどれ
ほどなのか。AIを活用した検知カメラを設置して、具体的
にどのように出没情報が生かされ捕獲等につなげていく
のか。

◎生活環境部長 : 県内98か所に98台を設置している。
新たな設置場所は人里近くで、出没情報が多い場所を想
定しており、具体的な場所や台数は市や町、専門家とも協
議の上、決定したい。熊の目撃情報は目撃から関係者に共
有されるまで、30分から40分、遅い場合は1時間以上か
かる場合がある。今回のカメラは、通信機能を有し、AIを
活用することで出没情報を数分で提供できるため、捕獲や
初動対応の迅速化が期待され、出没場所を特定することで
生息範囲を絞ることもでき対策の効率化も期待できる。

捕獲した熊やイノシシや鹿などの獣肉を有効活用
することも大切だ。ジビエ料理店などに供給し、味

わっていただくことは新たな魅力と里山の魅力向上につな
がる。
◎馳知事 : 捕獲したイノシシなど
をジビエとして有効活用することは
獣害対策を進める上で有益だ。料
理関係者や狩猟関係者、獣肉処理
施設などから成る研究会を立ち上
げ、ジビエ料理教室や食に関するイベントへの出展、県内
百貨店や首都圏でのいしかわ百万石マルシェなどの商談
会を通じたジビエ商品の販路開拓に取り組んでいる。獣肉
処理施設が県内各地で相次いで整備され、ジビエ料理を
提供する店舗が増加、利用は着実に進んでいる。

北陸3県連携について
8月の初旬に上京した際、県アンテナショップを視
察してきた。店舗のリニューアルが行われ、地下1

階にあるイートインコーナーはなくなった。地酒と冷蔵・
冷凍品の販売コーナーを充実させるとしたがイートイン
コーナーをなぜなくしたのか。日本橋三越前にある富山
県のアンテナショップにも行った。富山県は飲食に力を入
れており、和食レストランとバー・アンド・ラウンジを通じ
て県産の食材を使った料理と酒を全面的にアピールして
いる。本県もイートインコーナーを再整備し、料理で県独
特の食文化をアピールし、来県客確保に努めるべきだ。
◎商工労働部長 : 現在のアンテナショップは面積上の制
約から本格的な飲食店舗を運営することが困難であったた
め、地下フロアに8席のコーナーとして設置したが、利用客
数が少なく効率的ではなく、令和2年にリニューアルした際
に廃止した。アンテナショップにおいて県の豊かな食文化
のPRを行っていくということは重要で、試食、試飲や食の
体験イベントを充実することにより、多くのお客様に県の食
文化のPRをすることとした。喫茶コーナーもスペースの関
係で規模が小さく、様々な集客イベントに活用するスペース
としてリニューアルした。

「北陸は一つ」が口癖の馳知事は、新田富山県知事
と杉本福井県知事とともに連携を強くアピールして

いる。7月に、金沢クルーズターミナルで開催された北陸
3県の知事懇談会で、知事は「北陸300万人の一体感が
強まるほど地域間競争力は高まる」と語り、継続開催に意
欲を見せた。首都圏での情報発信についても、「メディア
露出を増やし、3県の広域的な周遊観光につなげてはどう
か」と提案し、10月から大手旅行会社が行う北陸キャン
ペーンに合わせて発信の場を設ける計画を示したが、どの
ような計画なのか。また、北陸三県広域連携研究会が設
置され、各県の部長クラスで構成されるという。懇談で合
意した一つに都内にある各県アンテナショップでの買い回
り促進の仕掛けとあるが、具体的にどのような方法で行う
のか。
◎馳知事 : 北陸新幹線の敦賀延伸は北陸に注目が集まる
絶好の機会であり、開業効果を最大限引き出すため、3県
が連携して魅力を発信していく。今年度から新たに北陸の
メディアでの露出拡大に取り組む。来月下旬に都内におい

て北陸の旬の観光素材を紹介するPR会議を開催する。旬
の魅力をしっかりとアピールすることで、今後予定される全
国旅行支援や大手旅行会社による誘客キャンペーン等に
よる北陸への誘客や広域周遊観光につなげていく。福井
県からは「スタンプラリーを行い、3県共同で魅力をPRし
てはどうか」という提案があった。誘客や特産品の魅力発
信に向けて相乗効果を生み出す仕掛けとなるようにしっか
りと検討していく。

福井県のアンテナショップが来年2月に銀座に新
たにオープンする。3県のアンテナショップが銀座、

日本橋周辺に集まることで、より一層の連携が図れるが、
これまでどのような連携を図ってきたのか。北陸3県連携
をアピールするには、北陸3県アンテナショップがあって
もいいのではないか。都道府県それぞれのアンテナショッ
プはあっても、地域としてはない。北陸新幹線敦賀開業と
大阪までの延伸の早期実現を目指すには、これまで以上
に北陸3県が連携し、機運を盛り立てていくことが望まれ
る。
◎馳知事 : これまでに北陸3県連携の取組は行っておら
ず、個別に連携してきた。観光パンフレットの相互設置、各
県の特産品の相互販売、食や工芸のイベントの相互実施
などがある。アンテナショップの連携については、委員が提
案された北陸3県合同のアンテナショップの開設について
は現実的にはなかなか難しいものの、相乗効果を最大限に
引き出すために連携していくことは極めて重要である。今
般、スタンプラリー等を進めていくこととしており、観光PR
や特産品の販売、食や工芸のイベント実施など連携による
多様な取組を行っていきたい。

農業農村整備事業の推進について
先月は県内各地で大雨が降り、災害が頻発した。県
内における農地・農業用施設の被害状況はどうだっ

たのか。先月の被害は、県内の過去の災害と比べ、どの程
度のものだったのか。速やかに応急復旧することや、復旧

工事をスムーズに進めることは大変重要なことで、来年の
営農に支障がないようお願いしたい。
◎農林水産部長 : 8月の大雨による農地・農業用施設の
被害は、県内の8市5町において、水田への土砂流入やの
り面崩壊など農地の被害が216件、4億5,000万円、ま
た頭首工や水路の破損など農業用施設の被害が416件、
15億円で、合計632件、19億5,000万円となっている。
被害額は浅野川豪雨があった平成20年7月の大雨による
被害額と同程度で、過去10年で最大の被害額である。

河北潟周辺には、農地の湛水被害を防止するため、
25か所の排水機場があるが、特に老朽化が進んで

いる排水機場が13か所ある。9か所の排水機場は国の
農地防災事業で整備されるが、残る4か所の排水機場の
整備も急ぐべきだ。

◎農林水産部長 : 河北潟周辺で老朽化が進んでいる4か
所の排水機場は、いずれも県営事業で改修する予定。具
体的には、緊急性が高い大場地区について、令和5年度の
着手を目指している。その他の3地区も、令和6年度の着
手に向けて国と協議している。

農村地域は過疎・高齢化などにより農業や農村の
担い手が減少しており、厳しい状況にある。津幡町

も特に中山間地域には傾斜が急な農地が多いため、田ん
ぼの区画が小さく、農道も狭く、大型機械の導入も難しい
状況だ。特に中山間地域において、今後、荒廃農地を増や
さないためにも、農家の担い手が耕作しやすいように圃場
整備を推進していくいことが重要であるがどのように考え
るのか。
◎馳知事 : 中山間地域で圃場整備を推進することは、荒
廃農地の発生防止、営農の効率化や生産コストの低減、担
い手への農地集積などを図る上で大変重要である。現在、
津幡町の笠野地区など中山間地域45地区で圃場整備事
業を実施している。圃場整備については多くの地域から要
望があり、圃場整備事業の説明会を開催し、地域の課題に
対する対応策を提案。必要な予算の確保を国に強く働き
かけていく。
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令和4年9月議会
予算委員会質疑より抜粋

（9月21日 ）




