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■ 一般質問内容

　 ・世界農業遺産について

　 ・犯罪被害者支援について

　 ・域学連携について

　 ・消防防災ヘリの活用について

　 ・防災・公共事業の強化について

　 ・大気汚染について

■ 奥能登里山里海
　 アートプロジェクト実行委員会
　 概要・長期計画表 など

■ 活動紹介

平成 25 年 8 月発行第４号活動の一部紹介

トピックス
　先の参議院選挙では自民党が圧勝し、石川県においても６人の自民党
国会議員が誕生しました。景気の低迷・社会保障・外交・消費税等といっ
た諸問題があるなか、国民の願いは先ず政治を安定させ安倍政権の経済
政策である「アベノミクス」の第３の矢とされる成長戦略への期待が今
回の選挙結果であると思います。
これからが本当に大事な時期となってまいります。自民党県議として、
おごらず高ぶらず、気を引き締めて地方の元気を取り戻すために、地域
の声を県政・国政へと届ける役割を引き続き果たしてまいります。また、
北陸新幹線金沢開業まで約 1年半となりました。地域の繁栄の機会を逃
さぬよう、自分の耳で聞き・自分の目で確かめ・自分の言葉を発信する
地域に密着した県議会議員をめざし、今後も地道に活動をしていきたい
と思っております。
今後も変わらぬご支援とご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
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　「大地の芸術祭」は、越後妻有地域の里山を舞台に 3年に 1度開催
される世界最大規模の国際芸術祭です。地域に内在するさまざまな
価値をアートを媒介として掘り起こし、その魅力を高め、世界に発
信し、地域再生の道筋を築いていくことを目指す「大地の芸術祭の里」
の活動成果の 3 年ごとの発表の場として位置づけられています。
　「大地の芸術祭」には、個人のアーティストだけでなく、世界各国
の文化芸術機関が参加し、ワークショップやアートプロジェクトを
開催、国境を越えた協働が展開されています。

美しい自然と人間が交錯し交響してきた瀬戸内の島々に活力を取り
戻し、瀬戸内海が地球上のすべての地域の 『希望の海』 となること
を目指し、3年に一度の瀬戸内国際芸術祭の開催とその間をつなぐ
Art Setouchi の活動に取り組んでいます。
　瀬戸内国際芸術祭とArt Setouchi の活動は、舞台となるそれぞ
れの島で育まれてきた固有の民俗を活かし、島々で営まれてきた生
活、歴史に焦点を当て、アートが関わることによって住民、特に島
のお年寄りたちの元気を再生する機会を作り出していきます。

大地の芸術祭大地の芸術祭大地の芸術祭大地の芸術祭
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芸術祭は 3年に一度の開催とし、北陸新幹線の金沢開業に合わせて 14年度にプレ大会を開く。

里山や空き家などを活用する新潟県の「越後妻有大地の芸術祭」、香川県・岡山県にまたがる島々で現代

アートを展開する「瀬戸内国際芸術祭」と並ぶ、「日本三大芸術祭」を目指す。

プレ大会は珠洲市内 6地区の開催とし、「軽トラックでアートの出前」や「珠洲アート」、「軍手アート」

「かかし」などの制作を金沢美大などの教師や学生、国内外の作家が奥能登を舞台に進める。
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農業に着目した取り組みとのことであり、そのため、今回の会議の準備には、国レベルでは、生物多様性
を主管する環境省ではなく、農林水産省が関わっているとお聞きしています。
「生物多様性」と「世界農業遺産」の違いを理解されていない県民が、私を含め多いのではないでしょうか。
この際、双方の違いを分かりやすい言葉でお答えいただくとともに、会議の準備を県は農林水産部ではな
く、環境部で行っておられる意図はどこにあるのか、まず、お聞きします。
　国内のみならず海外からもハイクラスの方も出席されるとのことでありますが、具体的にどのようなこ
とが国際会議において討議されるのかお聞きします。
　この会議の成果が能登から世界に発信されることは、大変意義のあることと思います。加えて、能登に
とってはまたとない国際会議であり、海外からのハイクラスの参加者に能登の魅力を知っていただく絶好
の機会でもあります。
　海外からの参加者には、能登の現地視察も計画されているようですが、単なる通り一遍の視察ではなく、
能登の農業の現場を深く見て感動していただく仕掛けが必要と考えます。
この会議が、一過性のものに終わることなく、能登の農業に光が差し込み、能登が世界から注目される大
きなチャンスになることを能登の市町は大きな期待を寄せています。知事のご所見をお聞かせください。

　本県では、一昨年度と昨年度と二年続けて、生物多様性に関する国際会議が金沢で開催さ
れたこともあり、この議場においても、近年「生物多様性」という言葉を耳にするようにな
りました。一方、「世界農業遺産」は、専門家の言葉を借りれば、小規模な農業や伝統的な

にもなっておるわけでありますが、残念なことに生活様式の変化や過疎・高齢化などの影響により本県
の里山においても荒廃が進んでいる、これが実情であります。このため、里山に人の手を入れ活用する
ことで里山に新たな価値を創造していこう、そして、このことを通じて地域社会を維持し生物多様性を
保全するため、環境部に里山創成室というのを設置いたしまして元気な里山づくりに今取り組んでいる
ところでございます。
　一方、世界農業遺産は生産性に偏重した農業の振興により失われつつある地域固有の農業、あるいは
それが育んできた文化、農村景観、さらには生物多様性を次の次代へ継承することを目指す制度でござ
います。能登の里山里海はまさにそうした観点から、農業だけではなく生物多様性を育んできた地域の
暮らしそのものが総合的に評価され、世界農業遺産に認定をされたということでもございます。
　このように、世界農業遺産の目指すところは、元気な里山づくり、さらには生物多様性保全にも通ず
るものでありますことから、世界農業遺産国際会議の準備について農林水産部との十分な連携のもと、
環境部において行わせているところでございます。
　次に、今回の国際会議では初めて国際機関や各国政府のハイレベルの方々が集い、政治的な高い見地
から世界農業遺産について討論するハイレベルセッションが開催される予定であります。その具体的な
内容については、現在ＦＡＯと農林水産省が調整中でありますが、従来学術的な色彩が強かったこの国
際会議において、今回こうしたハイレベルセッションにより政策的な討論が行われ、世界農業遺産が地
域振興や農業振興などにつながっていくということは、この遺産の価値をさらに高め、ひいては国内外
の能登への注目や関心を高めることになるものと期待いたしております。
　また、その歓迎レセプションでは、能登の里山里海から生まれた豊かな食文化や伝統文化などに直接
触れていただくとともに、エクスカーションでは単なる通り一遍の視察ではなく、能登の農業を初めと
した地域の魅力をじかに感じていただけるものにしたい、このように考えております。加えて、県民の
皆さん方を対象とした記念シンポジウムを開催することで世界農業遺産に対する理解や関心を一層深め
ていただき、さらなる地域活性化の一助になればと考えているところでもございます。

生物多様性という言葉はなかなかなじみのない言葉ではありますが、さまざまな地域に
固有の自然があり、そうした環境に適応したさまざまな生き物がいわば生態系の中でつ
ながりを持って生きている、こういうことであろうというふうに理解いたしております。
本県では、県土の六割を里山が占めております。多くの生き物にとって貴重な生息空間

谷本知事 答弁

世界農業遺産について世界農業遺産について
平蔵とよし 質問

瀬戸内国際芸術祭視察

大地の芸術祭視察
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奥能登里山里海アートプロジェクト実行委員会は、世界農業遺産に認定された能登の里山里海を会場とし、金沢美術工

芸大学の教師や学生、そして国内外のアーティストが長期滞在しながら、フィールドワークによる現地調査を行い、使

用されていない住居・商業施設や工場・廃校となった小学校など、または奥能登の里山里海を使用し、その場の空間を

取り込んだアート作品を制作致します。プレ大会としての地域は、珠洲市内で上黒丸地区、宝立地区、飯田地区、蛸島地区、

三崎・寺家地区、狼煙日置地区の 6地区で展開予定です。昨年は、国内外で評価されている新潟県越後妻有アートトリ

エンナーレや瀬戸内国際芸術祭ベネッセアートサイト直島などのディレクター北川フラム氏を迎えシンポジュウムを開

催し、アジア全体を含めた能登地域の潜在的可能性を掘り起しながら今年度の方針を決定いたしました。また、空き家・

珠洲の祭り・珠洲の里山里海風景・珠洲の芸術作品などの調査も行いました。２５年度は、実際にアートプロジェクト

を行いプレ大会として地域再生にアートが有効に機能する事を実証し、「域学連携」で本大会に向けて行動を起こします。
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奥能登里山里海

アートプロジェクト実行委員会
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犯罪被害者支援について犯罪被害者支援について

も身近な市町においても相談窓口が設置されており、県としましては被害者からの相談に総合的に対応で
きるよう石川被害者等支援連絡協議会などを通じ、関係部局や警察、市町等との連携に努めております。
また、関係団体と連携し街頭キャンペーンやホームページ、パンフレット等により相談窓口や支援内容に
ついての周知を図っているところでございます。
　　昨年 4月に関越自動車道で発生しました高速ツアーバスの事故の際には、被害者からの相談に連携し
て対応するため町内連絡会議や市町担当課長会議を開催するとともに、休日に特別相談窓口を開設し弁護
士による相談を実施いたしました。今後とも被害者の視点に立ち、警察等との関係団体とも連携しながら
被害者への途切れのない支援に努めてまいりたいと考えております。

犯罪被害者等は、犯罪や事故による直接的な被害だけでなく、その後の精神的、経済的な苦
痛といった二次的被害を受けることも多いため、被害者からの相談を早急に受け付け、ニー
ズに応じた支援を迅速に提供することが重要であります。このため、県はもとより住民に最

県民文化局長 答弁

こうした動きの中、県警察本部においても、被害者支援室を設け、鋭意、被害者支援に取り組んでおられ
ると認識しております。
　また、事件・事故が発生した場合、まず被害者のケアに当たるのが警察であり、悲惨な事故や凶悪化す
る犯罪の被害者に対して、被害者支援室の方々を中心に、本当に献身的に支援していただいていることに
心より感謝申し上げます。
　各々のケースによって支援の難しさもあり、多くの緊張する時間を要すことも多々あると思いますので、
必要な体制強化もお願いをしておきます。
　殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は重症病、若しくは障害という
重大な被害を受けた犯罪被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害者等給付金制度が
あると聞いていますが、平成 24年度の給付実態を伺います。
　又、本県警察における犯罪被害者等に対する支援体制は、石川被害者等支援連絡協議会や被害者支援地
域ネットワーク、県・市・町の被害者支援窓口などがありますが、その取り組み状況について、また途切
れのない支援を展開する上での関係機関や団体、とりわけ民間の被害者支援団体との連携状況とその課題
について、御所見をお伺いいたします。

犯罪被害者の支援に関しては、国において昭和 56年に犯罪被害者等給付金支給法が施行
されて以来、平成 17年に犯罪被害者等基本法が施行され、同年 12月に犯罪被害者等基
本計画、平成 23年には第二次犯罪被害者等基本計画が閣議決定されております。

被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を
途切れなく行う必要があります。しかしながら、警察だけで被害者等のさまざまなニーズに応え、長期的
な支援を行うことには限界があることから、警察や行政、関係機関や民間被害者支援団体が連携して被害
者を支えていくことが重要であると考えております。そのため、県内唯一の民間被害者支援団体である公
益社団法人石川被害者サポートセンターは、被害者等のニーズに対して柔軟に対応できるよう臨床心理士
や弁護士、精神科医等の専門家を擁していることから、県警察としましても被害者等に対し積極的にサポー
トセンターを紹介するなど連携に努めているところであります。また、県警察から同センターに対し、中
学生や高校生を対象にした命の大切さを学ぶ教室や被害者支援フォーラムの開催を初めとした広報啓発活
動等の業務委託も行っており、このような活動についても連携しながら取り組みを行っているところであ
ります。

初めに、平成 24年度における犯罪被害者等給付金の支給状況につきましてはこれまでに三
件の事件についてその御遺族や被害者に対して合計 1,067 万円を支給しているところであ
ります。
　続きまして、民間の被害者支援団体との連携についてお答えいたします。被害者支援は

警察本部長 答弁

平蔵とよし 質問

７月に北川フラム氏事務所を訪問
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域学連携について域学連携について

継続的に取り組み、地域の活性化及び地域の人材育成
に資する活動のことを言うわけであります。
特に能登地域のような過疎化や高齢化が進む地域にお
いて、若い人材が入ることにより、住民とともに地域
の課題解決や地域おこし活動を実施することは、都会
の若者に地域への理解と、地域で活躍する人材として
育成することにつながるとともに、地域に気づきを促
し、地域の発展につながるものと思うわけであります。
珠洲市におきましても、里山里海自然学校をはじめ、
今年度新たに奥能登の自然を芸術の観点から地域資源
の掘り起こしをしようと地域と大学が連携し調査が始
まったところであります。
　そこで、本県での域学連携の取り組み状況はどのよ
うになっているのでしょうか。特に、大学が無い奥能
登地域の活動についてお聞きします。また、単年度で
はなく、継続的に実施していくことが重要であると思
うわけでありますが、そのためにも域学連携の活動に
対して県として積極的に支援をしていただければと思
いますが、ご所見をお伺い致します。

域学連携とは、大学生と大学教員が地域
の現場に入り、地域の住民やNPO等とと
もに、地域の課題解決又は地域づくりに

平蔵とよし 質問

大学地域連携の取り組みを進めております。具体的に
は大学コンソーシアム石川を通じて地域課題の解決に
取り組む大学のゼミナールや地域貢献活動を行う学生
グループの活動を支援しており、今年度は珠洲市狼煙
地区においてかかしのある風景を再現し地元観光の活
性化につなげる取り組みなど 16のゼミナール、11の
グループの活動を支援しております。
　奥能登地域での活動については県と奥能登2市2町、
県内三大学で構成される能登キャンパス構想推進協議
会におきまして、能登全体を一つのキャンパスと見立
て能登を舞台とした学生の交流や教育研究活動、地域
貢献活動の促進に取り組んでおります。この協議会は
平成 23年度から平成 27年度までの 5カ年にわたり
継続的に活動をすることとしております。今年度は県
内の学生 110人が珠洲のデカ曳山祭りなど奥能登の伝
統行事の継承に取り組む能登の祭りの輪プロジェクト
などの活動を行ったところであります。
　昨今、地域振興の手法として全国的にも大学地域連
携に対する関心が高まっております中、大学コンソー
シアム石川が平成 24年度の地域づくり総務大臣表彰
を受賞するなど、本県の大学地域連携の取り組みは高
い評価を受けております。これが先月珠洲市における
域学連携サミット in 能登を総務省との共催としたとい
う背景にもなったものでございます。県といたしまし
ては今後この強みに一層の磨きをかけ、さらなる地域
の活性化に結びつけていきたいと考えてまいります。

本県では人口当たりの学校数が全国第 2
位、学生数全国第 3位という高い高等教
育機関の集積を生かし、大学の知と学生
の若い力を地域の活力に結びつけるよう

企画振興部長 答弁

消防防災ヘリの活用について消防防災ヘリの活用について

な医療機器を積み込んで、奥能登地域の病院まで飛ん
で来るといった運用をしていただけないか」との要望
がありました。
　この要望を受けてか、早速、今回の当初予算において、
能登北部地域等の重症患者の救急搬送に、消防防災ヘ
リを活用するための予算を計上いただいたところであ
ります。　そこで、この予算では、消防防災ヘリの積
極的な活用に向けた仕組みづくりを行うとのことであ
りますが、消防防災ヘリの新たな運用をスムースに開
始するため、今後、関係機関との連携も含め、どのよ
うに取り組んでいこうと考えておられるのか、知事の
所見をお伺いします。　また、地元といたしましては、
一刻も早く、このような運用を始めていただきたいと
考えるものでありますが、実際に、いつ頃から運用す
る見通しであるのか、併せて、お聞かせ願います。

救急搬送体制の強化について、「消防防災
ヘリの運用方法を見直して、金沢の病院
から医師と看護師が搭乗し、また、必要

平蔵とよし 質問

いものの重症患者が発生をしますと三次救急医療機関
へ救急車で 1時間以上かけて搬送することがある、消
防防災ヘリを要請し医師が同乗していけば地元の病院
が医師不在になるという、こういう実情もお聞きをし
たわけであります。確かに能登北部においては重症患
者を三次救急医療機関へ搬送するのに 1時間以上かか
る割合が県平均と比べて高くなっております。そうし
た実態を踏まえ、このたび能登北部の救急搬送に当た
り医師及び看護師が同乗し、医療器材を搭載する形で
消防防災ヘリを積極的に活用することとし、そのため
の仕組みづくりを行うということにいたした次第であ
ります。
　実施にあたりましては地元の消防機関や公立病院を
初め、受け入れ側となる県立中央病院など関係機関に
よる連絡調整会議を開催をして綿密に連携を図るとい
うことにいたしております。また、現場では救急隊が
県立中央病院に搬送する必要のある患者かどうかを判
断する基準でありますとか、県立中央病院の医師及び
看護師の手配からヘリ搭乗までの手順などについて医
師、救急救命士等の実務担当者から成るワーキンググ
ループによりルールづくりを行うと同時に、救急隊員
に対する講習会なども行いまして円滑な実施につなげ
ていきたいというふうに考えております。
　消防防災ヘリの活用にあわせまして能登地域の病院
における勤務医の救急医療への対応能力を引き上げま
すために外傷診療に関する専門研修の受講についても
支援をするということにいたした次第であります。今
後とも能登北部地域の救急医療体制の強化に向け積極
的に取り組んでまいりたい、こういう考えであります。

去る 1月、能登北部 2市 2町の皆さん
方から救急医療体制の強化についての要
望がございました。その中で、数は少な

谷本知事 答弁

大気汚染について大気汚染について

を燃焼させると発生する「黒色炭素粒子」で、マスク繊
維を通り抜け、人の肺の奥に入り込んで肺ガンなど呼吸
器や循環器系の健康被害を引き起こす成分と聞いていま
す。報道によると、珠洲市三崎町小泊の里山里海自然学
校の観測所で大気を計測したところ、中国大陸から飛来
したとみられる「黒色炭素粒子」の濃度が、通常は大気
1立方メートル当たり0.3マイクログラムなのに対して、
1月 13日には 1時間測定値で 1.9 マイクログラム と 6
倍を超える高い濃度を示し、1日平均でも 1.3 マイクロ
グラムであったとのことであります。
　中国環境省は、1月に 15年度までには濃度を 5％下
げるとの目標を掲げたわけであります。日本の国が定め
た「ＰＭ２.５」の環境基準は、1日平均で大気 1立方メー
トル当たり 35マイクログラムであるのに対して、北京
では、1月12日に同900マイクログラムを記録しており、
目標をクリアしても、根本的な改善にはほど遠い状況と
なっていると報道がありました。 
　日本は、昭和 46年の公害国会で大気汚染防止法など
公害に対する法律を制定し、観測技術や除去技術も世界
一線級に進歩しており、これらの技術や製品を中国技術
者に提供し又、教えることが、県内の健康被害を抑える
事につながることと思えます。本県環境企業と中国企業
との技術提供を促進する考えがないのか、又、中国技術
者の受け入れ及び県環境技術者の派遣を行う計画がない
のかお尋ねをいたします。

　2月 5日の新聞に、中国汚染物質が本県
に飛来し、珠洲で通常の 6倍と報道がさ
れました。この汚染物質というのは、石炭

平蔵とよし 質問

るところであります。とりわけ大気汚染に関しては JICA
事業の採択を受けまして、平成 21年度から昨年度まで
の 3カ年にわたり江蘇省から技術研修員を延べ 7名受け
入れ、県の保健環境センターにおいて有害物質の測定技
術や自動車の排出ガスによる広域的な大気汚染の観測方
法などについて学んでいただくとともに、本県からも延
べ 5名の職員を派遣いたしまして江蘇省の観測センター
における測定技術の実施指導やセミナーの開催等を通じ
まして技術協力を行ってきたところであります。そして、
その成果の一つとして江蘇省では平成 23年から 27年
までの 5カ年の大気環境対策を取りまとめました青空プ
ロジェクトを制定し、具体的な取り組みを進めていると
ころであります。残念ながら現在、江蘇省側の都合で具
体的な技術交流は中断しておりますが、今後江蘇省等か
ら具体の要請等があれば本県としても積極的に対応して
まいりたいというふうに考えております。

中国との技術交流については、江蘇省との
友好交流に関する合意書に基づきまして平
成 8年度から環境分野について実施してい

環境部長 答弁

防災・公共事業の強化について防災・公共事業の強化について

2,853 億円を盛り込み、前年度比で 7,119 億円、率に
して 15.6％の増とのことであります。公共事業費は、
高度成長期に集中的に造られたインフラの老朽対策のほ
か、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震など防災力強
化に重点的に配分されたと新聞報道で記載され、3方を
海で囲まれている奥能登の住民は、防災・安全対策の公
共事業の進展に大いに期待しているところであります。
　反面、財政改革の元、各市町の職員は減少しており、
市町が管理する道路や橋梁の老朽化対策に対応する職員
の人材不足から速やかに建設が進まないのではと考えま
す。県民の安心安全を守るため、又、地域経済の活性化
のため、12年度補正予算から 13年度予算を効果的に
効率的に執行するため、3月から切れ目のない予算執行
を熱望するものであります。そこで、お伺いいたします。
　国では、国家公務員の新規採用を 395人追加採用す
ると聞いています。公共事業を計画的に発注するため、
本県においても、各種の技術職員を追加採用する予定が
ないのか、又、当面、再任用の技術職員を増やす計画が
ないのかお聞きします。
　更に、建設業者の応札拒否をなくすため、各月の発注
をどのような計画で行うのかお聞きします。

　国は、先般、2013年度予算案を発表し、
国土強靱化を進めるため、公共事業費は、
当初予算で４年ぶりに増額に転じ、5兆

平蔵とよし 質問

応としての増員は予定してはおりませんが、過去の国の
経済対策や能登半島地震への対応などの経験を踏まえる
と執行面で特段の問題は生じないものと考えておりま
す。しかしながら、なお一層万全を期すために今後の予
算執行については適時適切な発注に努めるほか、発注の
際の設計書の積算の財団法人いしかわまちづくり技術セ
ンターへの委託や舗装工事などにおける概算数量発注な
ど業務の省力化、効率化の工夫を行うこととしておりま
す。今後とも職員の健康管理にも十分配慮し円滑な業務
執行に努めてまいりたいと考えております。
　続きまして、建設業者の応札の問題についてでござい
ます。東日本大震災の被災地において復興に伴う大量の
公共工事の実施に伴い、資材の高騰や人手不足のため入
札不調が相次いでいることについては承知しておりま
す。本県では資材の単価については毎日調査を行い適宜
積算単価の変更を行っているほか、工事発注後において
も一定の価格変動があった場合には請負金額の変更を
行っております。また、建設業者が工事現場に専任で置
かなければならない主任技術者について、近接した現場
であれば兼務を認めるなど技術者の確保に向けた対応も
行ったところでございます。大型補正予算の執行におい
ては受注者の受注計画にも配慮し、いっときに集中しな
いよう適時適切な発注に努めてまいりたいと考えており
ます。

土木部の執行体制については現在 475名
の技術職員がおり、このうち再任用職員
は 19名でございます。国補正予算への対

土木部長 答弁

その他にも「ネット選挙」や「子宮頸がん対策」
等について、質問をしました。
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平蔵とよし 質問
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グループの活動を支援しており、今年度は珠洲市狼煙
地区においてかかしのある風景を再現し地元観光の活
性化につなげる取り組みなど 16のゼミナール、11の
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県内三大学で構成される能登キャンパス構想推進協議
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な医療機器を積み込んで、奥能登地域の病院まで飛ん
で来るといった運用をしていただけないか」との要望
がありました。
　この要望を受けてか、早速、今回の当初予算において、
能登北部地域等の重症患者の救急搬送に、消防防災ヘ
リを活用するための予算を計上いただいたところであ
ります。　そこで、この予算では、消防防災ヘリの積
極的な活用に向けた仕組みづくりを行うとのことであ
りますが、消防防災ヘリの新たな運用をスムースに開
始するため、今後、関係機関との連携も含め、どのよ
うに取り組んでいこうと考えておられるのか、知事の
所見をお伺いします。　また、地元といたしましては、
一刻も早く、このような運用を始めていただきたいと
考えるものでありますが、実際に、いつ頃から運用す
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救急搬送体制の強化について、「消防防災
ヘリの運用方法を見直して、金沢の病院
から医師と看護師が搭乗し、また、必要

平蔵とよし 質問

いものの重症患者が発生をしますと三次救急医療機関
へ救急車で 1時間以上かけて搬送することがある、消
防防災ヘリを要請し医師が同乗していけば地元の病院
が医師不在になるという、こういう実情もお聞きをし
たわけであります。確かに能登北部においては重症患
者を三次救急医療機関へ搬送するのに 1時間以上かか
る割合が県平均と比べて高くなっております。そうし
た実態を踏まえ、このたび能登北部の救急搬送に当た
り医師及び看護師が同乗し、医療器材を搭載する形で
消防防災ヘリを積極的に活用することとし、そのため
の仕組みづくりを行うということにいたした次第であ
ります。
　実施にあたりましては地元の消防機関や公立病院を
初め、受け入れ側となる県立中央病院など関係機関に
よる連絡調整会議を開催をして綿密に連携を図るとい
うことにいたしております。また、現場では救急隊が
県立中央病院に搬送する必要のある患者かどうかを判
断する基準でありますとか、県立中央病院の医師及び
看護師の手配からヘリ搭乗までの手順などについて医
師、救急救命士等の実務担当者から成るワーキンググ
ループによりルールづくりを行うと同時に、救急隊員
に対する講習会なども行いまして円滑な実施につなげ
ていきたいというふうに考えております。
　消防防災ヘリの活用にあわせまして能登地域の病院
における勤務医の救急医療への対応能力を引き上げま
すために外傷診療に関する専門研修の受講についても
支援をするということにいたした次第であります。今
後とも能登北部地域の救急医療体制の強化に向け積極
的に取り組んでまいりたい、こういう考えであります。

去る 1月、能登北部 2市 2町の皆さん
方から救急医療体制の強化についての要
望がございました。その中で、数は少な

谷本知事 答弁

大気汚染について大気汚染について

を燃焼させると発生する「黒色炭素粒子」で、マスク繊
維を通り抜け、人の肺の奥に入り込んで肺ガンなど呼吸
器や循環器系の健康被害を引き起こす成分と聞いていま
す。報道によると、珠洲市三崎町小泊の里山里海自然学
校の観測所で大気を計測したところ、中国大陸から飛来
したとみられる「黒色炭素粒子」の濃度が、通常は大気
1立方メートル当たり0.3マイクログラムなのに対して、
1月 13日には 1時間測定値で 1.9 マイクログラム と 6
倍を超える高い濃度を示し、1日平均でも 1.3 マイクロ
グラムであったとのことであります。
　中国環境省は、1月に 15年度までには濃度を 5％下
げるとの目標を掲げたわけであります。日本の国が定め
た「ＰＭ２.５」の環境基準は、1日平均で大気 1立方メー
トル当たり 35マイクログラムであるのに対して、北京
では、1月12日に同900マイクログラムを記録しており、
目標をクリアしても、根本的な改善にはほど遠い状況と
なっていると報道がありました。 
　日本は、昭和 46年の公害国会で大気汚染防止法など
公害に対する法律を制定し、観測技術や除去技術も世界
一線級に進歩しており、これらの技術や製品を中国技術
者に提供し又、教えることが、県内の健康被害を抑える
事につながることと思えます。本県環境企業と中国企業
との技術提供を促進する考えがないのか、又、中国技術
者の受け入れ及び県環境技術者の派遣を行う計画がない
のかお尋ねをいたします。

　2月 5日の新聞に、中国汚染物質が本県
に飛来し、珠洲で通常の 6倍と報道がさ
れました。この汚染物質というのは、石炭

平蔵とよし 質問

るところであります。とりわけ大気汚染に関しては JICA
事業の採択を受けまして、平成 21年度から昨年度まで
の 3カ年にわたり江蘇省から技術研修員を延べ 7名受け
入れ、県の保健環境センターにおいて有害物質の測定技
術や自動車の排出ガスによる広域的な大気汚染の観測方
法などについて学んでいただくとともに、本県からも延
べ 5名の職員を派遣いたしまして江蘇省の観測センター
における測定技術の実施指導やセミナーの開催等を通じ
まして技術協力を行ってきたところであります。そして、
その成果の一つとして江蘇省では平成 23年から 27年
までの 5カ年の大気環境対策を取りまとめました青空プ
ロジェクトを制定し、具体的な取り組みを進めていると
ころであります。残念ながら現在、江蘇省側の都合で具
体的な技術交流は中断しておりますが、今後江蘇省等か
ら具体の要請等があれば本県としても積極的に対応して
まいりたいというふうに考えております。

中国との技術交流については、江蘇省との
友好交流に関する合意書に基づきまして平
成 8年度から環境分野について実施してい

環境部長 答弁

防災・公共事業の強化について防災・公共事業の強化について

2,853 億円を盛り込み、前年度比で 7,119 億円、率に
して 15.6％の増とのことであります。公共事業費は、
高度成長期に集中的に造られたインフラの老朽対策のほ
か、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震など防災力強
化に重点的に配分されたと新聞報道で記載され、3方を
海で囲まれている奥能登の住民は、防災・安全対策の公
共事業の進展に大いに期待しているところであります。
　反面、財政改革の元、各市町の職員は減少しており、
市町が管理する道路や橋梁の老朽化対策に対応する職員
の人材不足から速やかに建設が進まないのではと考えま
す。県民の安心安全を守るため、又、地域経済の活性化
のため、12年度補正予算から 13年度予算を効果的に
効率的に執行するため、3月から切れ目のない予算執行
を熱望するものであります。そこで、お伺いいたします。
　国では、国家公務員の新規採用を 395人追加採用す
ると聞いています。公共事業を計画的に発注するため、
本県においても、各種の技術職員を追加採用する予定が
ないのか、又、当面、再任用の技術職員を増やす計画が
ないのかお聞きします。
　更に、建設業者の応札拒否をなくすため、各月の発注
をどのような計画で行うのかお聞きします。

　国は、先般、2013年度予算案を発表し、
国土強靱化を進めるため、公共事業費は、
当初予算で４年ぶりに増額に転じ、5兆

平蔵とよし 質問

応としての増員は予定してはおりませんが、過去の国の
経済対策や能登半島地震への対応などの経験を踏まえる
と執行面で特段の問題は生じないものと考えておりま
す。しかしながら、なお一層万全を期すために今後の予
算執行については適時適切な発注に努めるほか、発注の
際の設計書の積算の財団法人いしかわまちづくり技術セ
ンターへの委託や舗装工事などにおける概算数量発注な
ど業務の省力化、効率化の工夫を行うこととしておりま
す。今後とも職員の健康管理にも十分配慮し円滑な業務
執行に努めてまいりたいと考えております。
　続きまして、建設業者の応札の問題についてでござい
ます。東日本大震災の被災地において復興に伴う大量の
公共工事の実施に伴い、資材の高騰や人手不足のため入
札不調が相次いでいることについては承知しておりま
す。本県では資材の単価については毎日調査を行い適宜
積算単価の変更を行っているほか、工事発注後において
も一定の価格変動があった場合には請負金額の変更を
行っております。また、建設業者が工事現場に専任で置
かなければならない主任技術者について、近接した現場
であれば兼務を認めるなど技術者の確保に向けた対応も
行ったところでございます。大型補正予算の執行におい
ては受注者の受注計画にも配慮し、いっときに集中しな
いよう適時適切な発注に努めてまいりたいと考えており
ます。

土木部の執行体制については現在 475名
の技術職員がおり、このうち再任用職員
は 19名でございます。国補正予算への対

土木部長 答弁

その他にも「ネット選挙」や「子宮頸がん対策」
等について、質問をしました。
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犯罪被害者支援について犯罪被害者支援について

も身近な市町においても相談窓口が設置されており、県としましては被害者からの相談に総合的に対応で
きるよう石川被害者等支援連絡協議会などを通じ、関係部局や警察、市町等との連携に努めております。
また、関係団体と連携し街頭キャンペーンやホームページ、パンフレット等により相談窓口や支援内容に
ついての周知を図っているところでございます。
　　昨年 4月に関越自動車道で発生しました高速ツアーバスの事故の際には、被害者からの相談に連携し
て対応するため町内連絡会議や市町担当課長会議を開催するとともに、休日に特別相談窓口を開設し弁護
士による相談を実施いたしました。今後とも被害者の視点に立ち、警察等との関係団体とも連携しながら
被害者への途切れのない支援に努めてまいりたいと考えております。

犯罪被害者等は、犯罪や事故による直接的な被害だけでなく、その後の精神的、経済的な苦
痛といった二次的被害を受けることも多いため、被害者からの相談を早急に受け付け、ニー
ズに応じた支援を迅速に提供することが重要であります。このため、県はもとより住民に最

県民文化局長 答弁

こうした動きの中、県警察本部においても、被害者支援室を設け、鋭意、被害者支援に取り組んでおられ
ると認識しております。
　また、事件・事故が発生した場合、まず被害者のケアに当たるのが警察であり、悲惨な事故や凶悪化す
る犯罪の被害者に対して、被害者支援室の方々を中心に、本当に献身的に支援していただいていることに
心より感謝申し上げます。
　各々のケースによって支援の難しさもあり、多くの緊張する時間を要すことも多々あると思いますので、
必要な体制強化もお願いをしておきます。
　殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は重症病、若しくは障害という
重大な被害を受けた犯罪被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害者等給付金制度が
あると聞いていますが、平成 24年度の給付実態を伺います。
　又、本県警察における犯罪被害者等に対する支援体制は、石川被害者等支援連絡協議会や被害者支援地
域ネットワーク、県・市・町の被害者支援窓口などがありますが、その取り組み状況について、また途切
れのない支援を展開する上での関係機関や団体、とりわけ民間の被害者支援団体との連携状況とその課題
について、御所見をお伺いいたします。

犯罪被害者の支援に関しては、国において昭和 56年に犯罪被害者等給付金支給法が施行
されて以来、平成 17年に犯罪被害者等基本法が施行され、同年 12月に犯罪被害者等基
本計画、平成 23年には第二次犯罪被害者等基本計画が閣議決定されております。

被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を
途切れなく行う必要があります。しかしながら、警察だけで被害者等のさまざまなニーズに応え、長期的
な支援を行うことには限界があることから、警察や行政、関係機関や民間被害者支援団体が連携して被害
者を支えていくことが重要であると考えております。そのため、県内唯一の民間被害者支援団体である公
益社団法人石川被害者サポートセンターは、被害者等のニーズに対して柔軟に対応できるよう臨床心理士
や弁護士、精神科医等の専門家を擁していることから、県警察としましても被害者等に対し積極的にサポー
トセンターを紹介するなど連携に努めているところであります。また、県警察から同センターに対し、中
学生や高校生を対象にした命の大切さを学ぶ教室や被害者支援フォーラムの開催を初めとした広報啓発活
動等の業務委託も行っており、このような活動についても連携しながら取り組みを行っているところであ
ります。

初めに、平成 24年度における犯罪被害者等給付金の支給状況につきましてはこれまでに三
件の事件についてその御遺族や被害者に対して合計 1,067 万円を支給しているところであ
ります。
　続きまして、民間の被害者支援団体との連携についてお答えいたします。被害者支援は

警察本部長 答弁

平蔵とよし 質問

７月に北川フラム氏事務所を訪問
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　「大地の芸術祭」は、越後妻有地域の里山を舞台に 3年に 1度開催
される世界最大規模の国際芸術祭です。地域に内在するさまざまな
価値をアートを媒介として掘り起こし、その魅力を高め、世界に発
信し、地域再生の道筋を築いていくことを目指す「大地の芸術祭の里」
の活動成果の 3 年ごとの発表の場として位置づけられています。
　「大地の芸術祭」には、個人のアーティストだけでなく、世界各国
の文化芸術機関が参加し、ワークショップやアートプロジェクトを
開催、国境を越えた協働が展開されています。

美しい自然と人間が交錯し交響してきた瀬戸内の島々に活力を取り
戻し、瀬戸内海が地球上のすべての地域の 『希望の海』 となること
を目指し、3年に一度の瀬戸内国際芸術祭の開催とその間をつなぐ
Art Setouchi の活動に取り組んでいます。
　瀬戸内国際芸術祭とArt Setouchi の活動は、舞台となるそれぞ
れの島で育まれてきた固有の民俗を活かし、島々で営まれてきた生
活、歴史に焦点を当て、アートが関わることによって住民、特に島
のお年寄りたちの元気を再生する機会を作り出していきます。

大地の芸術祭大地の芸術祭大地の芸術祭大地の芸術祭

瀬戸内国際芸術祭瀬戸内国際芸術祭瀬戸内国際芸術祭瀬戸内国際芸術祭

芸術祭は 3年に一度の開催とし、北陸新幹線の金沢開業に合わせて 14年度にプレ大会を開く。

里山や空き家などを活用する新潟県の「越後妻有大地の芸術祭」、香川県・岡山県にまたがる島々で現代

アートを展開する「瀬戸内国際芸術祭」と並ぶ、「日本三大芸術祭」を目指す。

プレ大会は珠洲市内 6地区の開催とし、「軽トラックでアートの出前」や「珠洲アート」、「軍手アート」

「かかし」などの制作を金沢美大などの教師や学生、国内外の作家が奥能登を舞台に進める。

芸術祭は 3年に一度の開催とし、北陸新幹線の金沢開業に合わせて 14年度にプレ大会を開く。

里山や空き家などを活用する新潟県の「越後妻有大地の芸術祭」、香川県・岡山県にまたがる島々で現代

アートを展開する「瀬戸内国際芸術祭」と並ぶ、「日本三大芸術祭」を目指す。

プレ大会は珠洲市内 6地区の開催とし、「軽トラックでアートの出前」や「珠洲アート」、「軍手アート」

「かかし」などの制作を金沢美大などの教師や学生、国内外の作家が奥能登を舞台に進める。

一般質問内容（平成 25 年 3 月 1 日）一般質問内容（平成 25 年 3 月 1 日）
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農業に着目した取り組みとのことであり、そのため、今回の会議の準備には、国レベルでは、生物多様性
を主管する環境省ではなく、農林水産省が関わっているとお聞きしています。
「生物多様性」と「世界農業遺産」の違いを理解されていない県民が、私を含め多いのではないでしょうか。
この際、双方の違いを分かりやすい言葉でお答えいただくとともに、会議の準備を県は農林水産部ではな
く、環境部で行っておられる意図はどこにあるのか、まず、お聞きします。
　国内のみならず海外からもハイクラスの方も出席されるとのことでありますが、具体的にどのようなこ
とが国際会議において討議されるのかお聞きします。
　この会議の成果が能登から世界に発信されることは、大変意義のあることと思います。加えて、能登に
とってはまたとない国際会議であり、海外からのハイクラスの参加者に能登の魅力を知っていただく絶好
の機会でもあります。
　海外からの参加者には、能登の現地視察も計画されているようですが、単なる通り一遍の視察ではなく、
能登の農業の現場を深く見て感動していただく仕掛けが必要と考えます。
この会議が、一過性のものに終わることなく、能登の農業に光が差し込み、能登が世界から注目される大
きなチャンスになることを能登の市町は大きな期待を寄せています。知事のご所見をお聞かせください。

　本県では、一昨年度と昨年度と二年続けて、生物多様性に関する国際会議が金沢で開催さ
れたこともあり、この議場においても、近年「生物多様性」という言葉を耳にするようにな
りました。一方、「世界農業遺産」は、専門家の言葉を借りれば、小規模な農業や伝統的な

にもなっておるわけでありますが、残念なことに生活様式の変化や過疎・高齢化などの影響により本県
の里山においても荒廃が進んでいる、これが実情であります。このため、里山に人の手を入れ活用する
ことで里山に新たな価値を創造していこう、そして、このことを通じて地域社会を維持し生物多様性を
保全するため、環境部に里山創成室というのを設置いたしまして元気な里山づくりに今取り組んでいる
ところでございます。
　一方、世界農業遺産は生産性に偏重した農業の振興により失われつつある地域固有の農業、あるいは
それが育んできた文化、農村景観、さらには生物多様性を次の次代へ継承することを目指す制度でござ
います。能登の里山里海はまさにそうした観点から、農業だけではなく生物多様性を育んできた地域の
暮らしそのものが総合的に評価され、世界農業遺産に認定をされたということでもございます。
　このように、世界農業遺産の目指すところは、元気な里山づくり、さらには生物多様性保全にも通ず
るものでありますことから、世界農業遺産国際会議の準備について農林水産部との十分な連携のもと、
環境部において行わせているところでございます。
　次に、今回の国際会議では初めて国際機関や各国政府のハイレベルの方々が集い、政治的な高い見地
から世界農業遺産について討論するハイレベルセッションが開催される予定であります。その具体的な
内容については、現在ＦＡＯと農林水産省が調整中でありますが、従来学術的な色彩が強かったこの国
際会議において、今回こうしたハイレベルセッションにより政策的な討論が行われ、世界農業遺産が地
域振興や農業振興などにつながっていくということは、この遺産の価値をさらに高め、ひいては国内外
の能登への注目や関心を高めることになるものと期待いたしております。
　また、その歓迎レセプションでは、能登の里山里海から生まれた豊かな食文化や伝統文化などに直接
触れていただくとともに、エクスカーションでは単なる通り一遍の視察ではなく、能登の農業を初めと
した地域の魅力をじかに感じていただけるものにしたい、このように考えております。加えて、県民の
皆さん方を対象とした記念シンポジウムを開催することで世界農業遺産に対する理解や関心を一層深め
ていただき、さらなる地域活性化の一助になればと考えているところでもございます。

生物多様性という言葉はなかなかなじみのない言葉ではありますが、さまざまな地域に
固有の自然があり、そうした環境に適応したさまざまな生き物がいわば生態系の中でつ
ながりを持って生きている、こういうことであろうというふうに理解いたしております。
本県では、県土の六割を里山が占めております。多くの生き物にとって貴重な生息空間

谷本知事 答弁

世界農業遺産について世界農業遺産について
平蔵とよし 質問

瀬戸内国際芸術祭視察

大地の芸術祭視察
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しよと蔵平

珠洲の
未来のために
珠洲の

未来のために

教育

防災観光

あいさつあいさつ

平 蔵 と よ し 事 務 所 T E L ： 0768-84-1610
U R L ： http://www.heizou-toyoshi.jp/〒927-1223 石川県珠洲市宝立町鵜島ハ-97

詳しくは平蔵とよしオフィシャルブログで公開しております。 
  URL : http://ameblo.jp/heizou-toyoshi/

■ 一般質問内容

　 ・世界農業遺産について

　 ・犯罪被害者支援について

　 ・域学連携について

　 ・消防防災ヘリの活用について

　 ・防災・公共事業の強化について

　 ・大気汚染について

■ 奥能登里山里海
　 アートプロジェクト実行委員会
　 概要・長期計画表 など

■ 活動紹介

平成 25 年 8 月発行第４号活動の一部紹介

トピックス
　先の参議院選挙では自民党が圧勝し、石川県においても６人の自民党
国会議員が誕生しました。景気の低迷・社会保障・外交・消費税等といっ
た諸問題があるなか、国民の願いは先ず政治を安定させ安倍政権の経済
政策である「アベノミクス」の第３の矢とされる成長戦略への期待が今
回の選挙結果であると思います。
これからが本当に大事な時期となってまいります。自民党県議として、
おごらず高ぶらず、気を引き締めて地方の元気を取り戻すために、地域
の声を県政・国政へと届ける役割を引き続き果たしてまいります。また、
北陸新幹線金沢開業まで約 1年半となりました。地域の繁栄の機会を逃
さぬよう、自分の耳で聞き・自分の目で確かめ・自分の言葉を発信する
地域に密着した県議会議員をめざし、今後も地道に活動をしていきたい
と思っております。
今後も変わらぬご支援とご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

　先の参議院選挙では自民党が圧勝し、石川県においても６人の自民党
国会議員が誕生しました。景気の低迷・社会保障・外交・消費税等といっ
た諸問題があるなか、国民の願いは先ず政治を安定させ安倍政権の経済
政策である「アベノミクス」の第３の矢とされる成長戦略への期待が今
回の選挙結果であると思います。
これからが本当に大事な時期となってまいります。自民党県議として、
おごらず高ぶらず、気を引き締めて地方の元気を取り戻すために、地域
の声を県政・国政へと届ける役割を引き続き果たしてまいります。また、
北陸新幹線金沢開業まで約 1年半となりました。地域の繁栄の機会を逃
さぬよう、自分の耳で聞き・自分の目で確かめ・自分の言葉を発信する
地域に密着した県議会議員をめざし、今後も地道に活動をしていきたい
と思っております。
今後も変わらぬご支援とご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
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