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令和３年１１月定例会 一般質問 質疑記録（速報版） 

 

（質問者；畑原勇太） 

皆様、おはようございます。自由民主党の畑原勇太です。 

令和３年最後の定例会で一般質問の機会を賜りましたことに感謝申し上げます。 

新型コロナウイルスとの闘いが始まってから、まもなく２年が経とうとしています。 

今年６月末頃から始まった第５波では、新規感染者数、入院患者数ともに過去最大

となる一方、重症化率や致死率は大きく低下しました。また、緊急事態宣言等が全面

的に解除された１０月以降は、それまでのようなリバウンドによる感染再拡大は見ら

れず、全国的に感染状況は落ち着いた状況が続いています。海外メディアは、現在の

日本のこうした状況を「驚くべき成功例」と取り上げました。 

この要因として、私たちの行動変容が定着してきたことに加え、ワクチン接種の浸

透が大きく影響していることは間違いありません。 

ワクチンについて、野党は当初、海外の治験データによる特例承認に慎重な対応を

求めていましたが、今年の通常国会終盤には、「ワクチン接種の遅れは政府の失策」で

あると、スタンスが大きく変わりました。また、希望するすべての高齢者の接種を７

月末までに完了することを目指す中、野党は、「自治体が置かれた実態を踏まえないま

ま、根拠もなく７月末と言ったのではないか」と述べましたが、関係するすべての方々

のご尽力により、予定どおり７月末に完了しました。 

ワクチン接種のここまでの浸透も、現在の落ち着いた感染状況も、菅前総理のリー

ダーシップなくしては成し得なかったと思います。政治は、批判を受けながらも信念

を持って、現実的な政策を着実に実行して結果を出していくことがいかに重要である

かということを改めて感じています。 

今後も警戒が必要である状況に変わりはありませんが、飲食店では、以前のように

は客足が戻らないという話もお聞きしていますので、コロナと共存する社会経済活動

に具体的な道筋をつけるべく、私も全力で取り組んでいく覚悟であることを申し上げ、

通告に従い、質問させていただきます。 

 

まず、「基地交付金による地域振興」についてお尋ねします。 

岩国基地に関する諸問題については、私は、その解決に向けて誰よりも大きな責任

を負っていると自覚し、登壇の機会をいただくたびに質問してきました。 

特に基地交付金については、住民生活の安心・安全の確保と基地周辺地域の発展に

向け、制度の継続や拡充、運用改善などに努めていく必要があり、先月１１日にも、

県及び２市２町の基地議連で構成する「岩国基地問題議員連盟連絡協議会」の幹事長

として、顧問の柳居議長、代表の槙本先生らとともに、国に対して、市町への交付金

制度の継続と恒久化、県交付金の確実な予算措置と運用改善などを強く要望してきま
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した。 

基地に関する交付金のうち、いわゆる県交付金は、米軍基地があることによってこ

れからも続く地域と住民の負担と、国策への貢献に見合う地域振興策として、広域自

治体である県が、市町の枠を超え、産業振興等の面で果たすべき役割に着目して措置

されているものであり、これまで、道路や港湾、岩国錦帯橋空港の整備などに有効に

活用され、基地周辺地域の発展に確実につながってきたと考えています。 

そこで、県がこの県交付金を活用して整備を進めている県立武道館と、現在検討中

の県東部地域の産業振興支援機能の構築について、質問させていただきます。 

 

まず、「県立武道館の整備」についてです。 

この夏、スポーツの持つ「力」が、コロナ禍に苦しむ世界を希望の光で明るく照ら

しました。 

東京オリンピック・パラリンピック開催について、大会前、菅総理は、「やめること

は一番簡単なこと、楽なことだ。挑戦するのが政府の役割だ」と述べられました。ホ

スト国のリーダーとしてのこの覚悟がなければ、この時のために鍛錬を積んできた世

界のアスリートが晴れ舞台に立つことも、コロナ禍に苦しむ世界の人々に夢と希望を

与えることもできず、私たちが連日、あれほどの感動を味わうこともありませんでし

た。 

開催さえ危ぶまれた両大会が、多くの方々のご尽力により１年越しで開催され、最

高の舞台で最高のパフォーマンスを発揮される選手の皆さんの姿に、改めて、スポー

ツが持つ「力」を痛感し、スポーツの発展に尽力していかなければならない、県東部

地域の県立武道館の整備を急がなければならないとの意を新たにしました。 

過去の一般質問でも述べたように、県東部地域では柔道や剣道などの武道系競技が

盛んで、活動の場を求める声は非常に大きいものがあります。また、東京オリンピッ

クでの活躍も記憶に新しいところですが、愛知県から岩国工業高校に進学した加納虹

輝(こうき)選手が金メダルを獲得したフェンシングや、徳田新之介(しんのすけ)・廉之

介(れんのすけ)両選手が兄弟でオリンピック出場を果たしたハンドボールなど、県東

部地域には全国レベルの競技があり、地域の誇りであると同時に、本県にとって大き

な財産となっています。さらに、岩国基地と共存する地域として、スポーツを通じた

日米交流も積極的に進められており、交流の促進や地域の活性化の面からも、県立武

道館の整備には大きな期待があります。 

こうした地域の実情を踏まえ、私は、今年２月定例会の一般質問において、基本計

画の策定に当たり、新たに整備する県立武道館が、県東部地域の活性化とスポーツ交

流の推進につながる施設となるよう、利用者の利便性を確保するとともに、国体等の

全国規模の開催基準を充足しつつ、より安価な費用で整備・維持管理が可能な施設と

なるよう検討を進めていただきたいとお願いしました。 
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県が１０月に発表された基本計画では、こうした点について十分な検討がなされ、

その結果がしっかり反映されているものと評価しています。 

今後は、基本計画に掲げるスケジュールに従い、着実に事業を進めていただきたい

と思いますが、着工が令和７年度、供用開始が令和１０年度とまだまだ時間を要する

事業であることから、地域のニーズや期待も踏まえ、出来るだけ早期の供用開始に向

けて一層のご尽力をお願いしたいと考えています。 

そこでお尋ねします。 

県東部地域の県立武道館の早期整備に向けて、今後どのように取り組まれるのか、

ご所見をお伺いします。 

 

次に、「県東部地域の産業振興支援機能の構築」についてです。 

私は、令和元年６月定例会で、県東部地域の産業振興に係る支援機能の構築につい

て、地元市や商工団体等と連携した県の取り組みについて質問しました。 

本県の瀬戸内海沿岸には全国有数の石油化学コンビナートが形成され、岩国・大竹

地区もその一角をなしていますが、岩国基地と共存する岩国・和木地域には、その制

約から、宇部・小野田地域や周南地域のような大規模で一体的なコンビナートは形成

されず、都市基盤や産業環境の整備においても、建築物の高さ規制や土地利用の制限

を受けてきました。 

また、この地域の中小企業にとっては、やまぐち産業振興財団や産業技術センター

など、県央部に集中する県の産業支援機関からの支援や利活用も容易ではない状況が

あります。 

こうした実情も踏まえ、県では、岩国市及び商工団体から要望を受け、平成３０年

度から、県東部地域の産業振興に向けた必要な機能の調査や課題の整理を行われ、翌

令和元年度には、導入する支援機能の絞り込みと、その導入に必要な設備や施設規模

などを検討した上で、基本構想を取りまとめられました。しかしながら、その後の新

型コロナの感染拡大などを踏まえ、現在は、新しい生活様式への対応や支援機能の充

実など、基本構想の見直しを進められているものと認識しています。 

地元商工会議所では、これまで、地域の事業者による外国人向けのビジネス展開や、

新たなビジネスの創出に向けた支援など、事業者支援の強化に積極的に取り組まれて

いますが、コロナ禍という未曽有の事態が、事業者の意欲や経営に大きな影響を及ぼ

している現在の状況にあっては、地域の産業と雇用を守るため、これまでよりも一段

上の、さらに手厚い行政の支援が必要と考えます。 

そのため、県には、県東部地域における中小企業を守り育てるため、商工団体等の

取り組みをしっかり後押ししつつ、事業者が抱える様々な経営課題などに対して、よ

り専門性の高い支援を、総合的かつ継続的に実施できる仕組みや体制を構築していた

だきたいと考えており、支援拠点の整備を含め、産業振興支援機能が早期に構築され
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ることを期待しています。 

そこでお尋ねします。 

県東部地域の産業振興に係る支援機能の構築に向けて、地元市や商工団体等と連携

し、今後どのように取り組んでいかれるのか、ご所見をお伺いします。 

 

次に、「コロナ後を見据えた本県観光の魅力向上」についてお尋ねします。 

現在、本県の新型コロナウイルスの感染状況は、非常に低い水準で推移しており、

社会は徐々に元気を取り戻しつつあります。国においては、ワクチン接種の進展や治

療薬の普及、感染防止対策の浸透を踏まえ、行動制限を段階的に緩和し、一日も早い

社会経済活動の再開に向けた取り組みを活発化させており、とりわけ地方経済の牽引

役である観光業の復活が強く期待されます。自民党山口県連においても、コロナ後を

見据えた経済再生の取り組みをリードするため、先日、県に対し、本県の地域産業を

支える観光業への支援策の拡充について要請を行ったところです。 

こうした中、県では、「プレミアム宿泊券・フェリー券」や「旅々やまぐち県民割」

といった観光需要喚起策を講じるなど、経済回復に向けた集中的な対策を積極的に展

開されていますが、コロナ禍で落ち込んだ本県観光がもう一度輝きを取り戻すために

は、私は、こうした短期集中的な対策だけでなく、受入環境の整備に地道に取り組み、

本県観光のファンやリピーターを創出することが必須であると考えています。 

その一つは、新幹線駅、空港、港湾など、本県の玄関口となっている場所周辺の景

観美化です。これらは本県の顔とも言える場所であり、県外からの観光客の第一印象

がここで決まると言っても過言ではありません。県内の駅や空港に降り立った県外か

らの観光客の皆様に、草刈りや清掃が行き届いた、整然として清潔感のある街並みで

気持ちよく旅をスタートしていただき、そして、楽しい思い出と本県への好意的なイ

メージを持って旅を終えていただく。玄関口には、そんな美しい環境が必要です。 

そして、もう一つは、観光地におけるトイレの整備です。近年、他県や観光庁では、

観光客の利便性や魅力向上の観点から、トイレの整備を着々と進められていますが、

本県では、未だ和式便器の公衆トイレも少なくありません。私の地元岩国市では、錦

帯橋や吉香公園をはじめ、主要な観光地では、温水洗浄便座付トイレの導入が進んで

おり、多くの観光客に気持ちよく利用していただいているものと思います。また、２

０１８年の道の駅全国ランキングで１位を獲得した「道の駅北浦街道豊北」では、響

灘の絶景を見渡せる温水便座の付いたきれいなトイレが整備されており、１位獲得の

原動力にもなりました。清潔感があり機能性のあるトイレは、観光地のイメージに直

結するものであり、おもてなしの観点からも計画的な整備が必要です。 

感染状況が落ち着き、今後の観光需要の増大が見込まれ、本県観光の底上げを図ら

なければならない今こそ、こうしたこれまでなかなか対策の行き届かなかった分野に

目を向けるべきと考えます。 
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そこでお尋ねします。 

本県観光の再生に向け、短期集中的な対策に加え、受入環境の整備に地道に取り組

み、本県観光の魅力向上につなげていくべきと考えますが、ご所見をお伺いします。 

 

次に、「カーボンニュートラルに向けた森林づくりの推進」についてお尋ねします。 

昨年１０月、菅政権において、２０５０年カーボンニュートラルが宣言されました。

この宣言は、各種産業界において衝撃をもって受け止められる一方、先日、トヨタ、

マツダをはじめとした５社の自動車メーカーが、カーボンニュートラルの実現に向け、

内燃機関を活用した燃料の選択肢を広げる挑戦について共同で発表されたように、温

室効果ガスの排出削減に向けた具体的な動きも始まっています。本県経済は、瀬戸内

コンビナートなど、石炭使用量が多い産業に支えられている構造にあることから、カ

ーボンニュートラルを実現するためには、他県に比べて高いハードルを乗り越えてい

く取り組みが求められます。 

カーボンニュートラルは、「二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出を全体

としてゼロとすること」であり、これを達成するためには、温室効果ガスの排出量の

削減に加えて、吸収作用の保全と強化を進めていく必要があります。そして、この吸

収作用の強化に向けて、最も高い効果が期待されるのが、森林が有する地球環境保全

機能です。 

農林水産省では、今年５月、持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料

システム戦略」が策定され、その具体的な取り組みの柱である「イノベーション等に

よる持続的生産体制の構築」において、「農地・森林・海洋への炭素の長期・大量貯蔵」

が位置付けられています。 

本県では、平成１７年度から森林づくり県民税をいち早く導入し、県民の皆様のご

理解とご協力をいただきながら、森林の整備に取り組んでこられ、国においても、「森

林環境税」と「森林環境譲与税」が創設され、一昨年度から取り組みがスタートして

います。 

こうした制度を活用した森林整備は、環境保全機能の向上に大きく寄与する一方で、

森林による炭素の長期・大量貯蔵に向けては、その整備だけでなく、適期の伐採とそ

の後の植林を行う再造林の取り組みを推進するとともに、森林資源を有効に利用する

好循環の仕組みを構築していかなければなりません。私は、県土の約７割を森林が占

め、二次産業に特化している産業構造を有する本県であるからこそ、全国に先駆けて、

林業の構造変革やデジタル技術の活用などにより、カーボンニュートラルを進めてい

くことが重要だと考えています。 

そこでお尋ねします。 

カーボンニュートラルの実現に向けて、森林が有する炭素の長期・大量貯蔵機能が

最大限発揮されるよう、今後どのように取り組まれるのか、ご所見をお伺いします。 
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次に、「岩国・和木地域の道路整備の推進」についてお尋ねします。 

人口減少や少子高齢化の進展が、コロナ禍をきっかけに加速することも懸念される

中、地域の強みを活かした地方創生や、人やモノの安全で円滑な移動の確保、激甚化

する災害への対応力の強化を図るためには、その基盤となる道路の整備は非常に重要

です。 

このため、私は、「道路は地域の命、活力の源」との思いを胸に、道路ネットワーク

の骨格を形成する幹線道路から、安心・安全な暮らしを支える生活道路に至るまで、

住民の皆様の多様なニーズをしっかりとお聞きし、地域の課題や実情に応じて、その

整備の必要性をきめ細かく訴えてきました。しかしながら、岩国・和木地域の道路は、

これまでの国や県、地元関係者らが一体となった取り組みにより、目に見えて整備の

成果が現れつつある一方で、市街地では慢性的な渋滞に加え、通学路における児童・

生徒の事故や、災害時の集落の孤立のリスクがあるなど、依然として、解決すべき多

くの課題を抱えています。 

現在、整備が進められている「国道２号岩国大竹道路」や「国道１８８号藤生長野

バイパス」は、県東部地域の円滑な物流や交流人口の拡大に加え、大規模災害時の緊

急輸送道路や避難路として、国土強靭化にも資するものであり、その早期完成に向け、

さらに強力に事業を推進していく必要があると考えます。このうち、「国道１８８号藤

生長野バイパス」は、今年１０月には地元説明会が開催され、国から詳細なルートや

事業のスケジュールが示されるなど、事業が着々と進められており、バイパスへのア

クセス道路の具体化も早急に行っていく必要があると考えます。 

また、国では、本年６月、千葉県八街市(やちまたし)で下校中の小学生５人がトラッ

クにはねられ死傷した事故など、登下校中の小学生らの事故が相次いだことを受け、

このような痛ましい事故が二度と起きないよう、改めて、通学路の総点検を行い、交

通安全のための緊急対策を拡充・強化し、速やかに実行に移す取り組みが行われてい

ます。岩国・和木地域でも、通学路として歩行者や自転車が多い「県道北中山岩国線」

や「県道岩国錦線」など、子どもの安全を守るため、歩道整備などの対策を、加速す

る必要があると考えます。 

そこでお尋ねします。 

岩国・和木地域の社会経済活動を支え、地域住民の生活の向上に大きく寄与する道

路の整備を重点的・計画的に推し進めていくべきと考えますが、今後どのように取り

組まれるのか、ご所見をお伺いします。 

 

次に、「ダムによる治水対策」についてお尋ねします。 

地球温暖化の影響による台風の大型化やゲリラ豪雨の頻発化に伴い、近年、水害か

ら住民を守る治水対策の重要性が高まっており、国も、流域治水をはじめとした防災・
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減災、国土強靭化の取り組みを推進しています。 

今後の治水対策を考える上では、土地利用規制による被害対象の減少や、避難体制

の強化による被害の軽減などの視点も必要ですが、まずは、氾濫を防ぐ取り組みを進

めることが何より重要です。本県でも、河川整備計画に基づいた河川改修など、ハー

ド整備を着実に進める必要があると思いますが、その中でも、ダムの整備は、広域に

わたって洪水調節に大きな効果を発揮するものであり、治水対策の充実・強化を図る

上で不可欠です。 

現在、県内では、平瀬ダムをはじめ３つのダムの整備が進められていますが、激甚

化する自然災害への対応を急ぐためにも、県には、地域への影響にも十分配慮しなが

ら、各ダムの早期整備に向け、事業を着実に進めていただきたいと考えています。 

また、ダムの洪水調節機能を最大限発揮するためには、その運用においても、実効

性を高める取り組みが必要です。例えば、錦川水系では、現在建設中の平瀬ダムが完

成すると、水系内で６番目のダムとなるため、その運用にあたっては、水系にある複

数のダムが連携を取り、効率的・効果的な実施が重要になってきます。全国的に、ダ

ムの事前放流を効率的に実施して、河川の氾濫防止を図るべきとの声が高まる中、本

県の一級水系と二級水系に整備されている治水ダムについては、昨年度、事前放流の

実施方針を定めた治水協定を締結されました。 

新たなダムが整備された場合には、事前放流を含めたダムの運用について検討する

ことになると思いますが、ダムの事前放流は、利水者への影響が大きいことから、河

川管理者やダム管理者、利水者などが十分に協議を重ね、合意を形成した上で、取り

組みを進めていく必要があります。県には、ダムの計画的な整備に加え、事前放流を

含めたダムの運用の実効性を向上させ、洪水調節機能を一層高めることにより、県民

の安全で安心なくらしの確保を積極的に進めていただきたいと思います。 

そこでお尋ねします。 

水害から、流域住民をはじめとした県民のくらしを守るため、ダムによる治水対策

について、今後どのように取り組まれるのか、ご所見をお伺いしまして、私の一般質

問を終わらせていただきます。 

ご静聴、ありがとうございました。 
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（答弁者；村岡知事） 

畑原議員の御質問のうち、私からは、基地交付金による地域振興に関する県東部地

域の産業振興支援機能の構築についてのお尋ねにお答えします。 

産業活動やまちづくりなどに様々な制約を受ける基地周辺地域の振興に向けて、私

は、米軍再編に係る県交付金を有効に活用し、地元のニーズにしっかりと対応した支

援策を講じていくことが重要と考えています。 

このため、地元市町や商工団体の御意見等を伺いながら、産業振興支援機能の構築

に向けた検討を進めており、デジタル化など社会変革の動きや感染症の拡大などへの

対応を図る観点から、導入機能の拡充や候補地の見直しを図り、改めて、基本構想案

を取りまとめたところです。 

まず、導入機能については、地元企業の支援ニーズを踏まえ、デジタル技術を活用

した事業展開に向けたＤＸ支援機能や、水素利活用など脱炭素化の動きにも対応した

新たな付加価値の創出に向けたオープンイノベーション機能など、支援機能の充実を

図っています。 

また、岩国市内に防衛装備庁の試験評価施設が設置されたことを契機として、同施

設利用企業によるサテライトオフィスとしての利活用を想定するほか、ウェブ会議の

活用などによる「新しい生活様式」にも対応することとしています。 

さらに、こうした機能を十分に活かし、東部地域の産業振興における企業支援やビ

ジネス交流の中核的な拠点とするため、商工団体や公共施設との連携による拠点性の

向上や交通アクセスなどを総合的に勘案し、岩国商工会館敷地を候補地に選定したと

ころです。 

今後は、この構想を基に、ＤＸ支援機能における高度専門人材の配置や最先端の機

器整備、オープンイノベーション機能における企業間のコミュニティ形成に資する環

境づくりなど、機能や整備内容を具体化してまいります。 

さらに、産業支援機関のブランチ機能としての効果的な連携の在り方や、施設全体

の推進体制、適正な事業規模、スケジュールなどを検討し、基本計画の策定に繋げて

まいります。 

また、基本計画の策定に当たっては、県、地元市町や商工団体、産業支援機関、さ

らにＤＸの専門家などで構成する検討組織を立ち上げて進めることとし、基地議連の

御意見を十分お聞きしながら施設イメージを具現化し、整備内容等を取りまとめてま

いります。 

私は、関係機関と緊密な連携を図りながら、効果的な産業振興に係る支援機能の早

期構築に向けて着実に取り組んでまいります。 

その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 

 

（答弁者；三坂観光スポーツ文化部長） 
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県立武道館の整備についてのお尋ねにお答えします。 

県東部地域の県立武道館については、大規模大会の誘致・開催や、競技の普及、競

技力の向上を図る上で必要な施設として、岩国市をはじめ地元からの強い要望を踏ま

え、整備の具体化に向け、本年１０月に基本計画を策定したところです。 

この計画では、県立武道館の早期整備を実現し、岩国市総合体育館との連携による

全国規模の大会誘致や多様なスポーツ交流の促進につながるよう、必要な規模・機能

を備えた施設を岩国運動公園内に整備することとし、これを計画的に進めるため、事

業スケジュールを定めたところです。 

具体的なスケジュールとしては、先月末に業者選定のための公告を行うなど、基本

設計及び実施設計の準備を進めているところであり、今後は、令和６年度に設計業務

を完了し、令和７年度に着工、令和１０年度の供用開始を目指してまいります。 

また、お示しのとおり、武道館の整備とともに、供用開始後の施設の有効活用を図

っていくことが重要と考えています。 

このため、大規模大会の開催等によるスポーツの普及や日米交流などを通じた、積

極的な利活用が促進されるとともに、岩国運動公園との一体的な管理運営による効率

的な運用が図られるよう、引き続き、岩国市と協議してまいります。 

県としては、地元岩国市等としっかりと連携しながら、県立武道館の早期整備に向

けて、計画的かつ着実に取り組んでまいります。 

 

（答弁者；三坂観光スポーツ文化部長） 

次に、コロナ後を見据えた本県観光の魅力向上についてのお尋ねにお答えします。 

コロナ禍により深刻なダメージを受けた本県観光の再生に向けては、観光産業の早

期回復を図る短期集中的な取組に加え、コロナ収束後も見据えた魅力ある観光地づく

りを積極的に推進していくことが必要です。 

とりわけ、本県を訪れる国内外の旅行者が、快適な観光を楽しみ、満足していただ

くためには、お示しの景観美化やトイレ整備をはじめ、おもてなしの基本となる環境

整備が重要です。 

このため、県では、本年策定した「山口県観光Ｖ字回復プラン」に基づき、感染収

束後の観光振興につながる、観光客の受入環境の整備に向けた取組を進めていくこと

としています。 

まず、本県の玄関口となる空港等においては、その景観美化を図るため、施設管理

者や地元市町、地域住民等により、清掃やバラの植栽、工芸品の展示などが行われて

おり、こうした取組が県内で更に促進されるよう、「やまぐちＤＭＯ」を通じて各地域

の観光団体等に働きかけてまいります。 

また、観光地におけるトイレの整備については、これまで、国の支援制度を活用し

ながら、自然公園や道の駅の駐車場に設置されたトイレの高機能化等を進めてきたと
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ころであり、今後も市町や関係団体と連携しながら、計画的な整備に取り組んでまい

ります。 

さらに、こうした環境整備の取組に加え、自然景観など本県の強みを生かした観光

資源の磨き上げや、観光客のニーズを踏まえた付加価値の高い観光コンテンツの開発

を積極的に支援することにより、魅力ある観光地づくりを推進することとしています。 

県としては、今後とも、やまぐちＤＭＯをはじめ、市町や関係団体等と緊密に連携

しながら、観光客にとって満足度の高い受入環境の整備等に積極的に取り組み、本県

観光の一層の魅力向上につなげてまいります。 

 

（答弁者；松岡農林水産部長） 

カーボンニュートラルに向けた森林づくりの推進についてのお尋ねにお答えしま

す。 

県土の約７割を占める森林は、水源のかん養や県土の保全、地球温暖化の防止など、

県民の豊かな暮らしを支える様々な機能を有しています。 

こうした森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、県では、森林づくり県

民税により、荒廃した森林の整備等を計画的に実施するとともに、森林環境譲与税を

活用して、市町や関係団体等との連携の下、森林の適正管理に取り組んでいるところ

です。 

こうした中、国において、２０５０年カーボンニュートラルが宣言されたことを踏

まえ、今後、森林が有するＣＯ２吸収機能や、木材利用による炭素貯蔵機能を最大限

発揮させていく必要があります。 

このため、県民税等を活用した森林整備と併せ、利用期を迎えている人工林につい

て、主伐・再造林の着実な実施や建築物における木材利用等を促進し、「伐って、使っ

て、植える」循環利用の確立に積極的に取り組むこととしています。 

まず、主伐・再造林の着実な実施に向けて、大きな費用負担や造林作業の担い手不

足が再造林の支障となっている現状を踏まえ、新たな技術を取り入れた、省力かつ低

コストな造林体系の確立を目指します。 

具体的には、レーザー計測やドローン画像等、複数のデジタル技術を活用した森林

施業の省力化や、現在、個別に実施されている主伐と再造林の一貫作業化、さらには、

成長に優れ、ＣＯ２の吸収が旺盛な早生樹の活用などを組み合わせた取組を、全国に

先駆けて展開します。 

次に、建築物における木材利用等に向けては、本年１０月に施行された、いわゆる

「木材利用促進法」の改正も踏まえながら、従来の公共建築物や住宅だけでなく、民

間の非住宅建築物の木造化、建築物の内装や家具・建具等への木材利用を促進します。 

加えて、こうした森林資源の循環利用から生じる伐採残さや間伐材等の森林バイオ

マスは、化石燃料の代替となることから、そのエネルギー利用を一層進め、ＣＯ２の
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排出抑制にも繋げます。 

県としては、関係団体等と緊密に連携しながら、ＣＯ２吸収機能等が最大限発揮さ

れるよう、カーボンニュートラルに繋がる、森林資源の循環利用の確立に積極的に取

り組んでまいります。 

 

（答弁者；和田土木建築部長） 

岩国・和木地域の道路整備の推進についてのお尋ねにお答えします。 

岩国・和木地域では、これまでも、市街地における慢性的な渋滞の解消や安心・安

全の確保等に向け、県道岩国大竹線森ヶ原バイパスなどの整備を進めてきたところで

す。 

しかしながら、お示しのとおり、依然として多くの課題が残されていることから、

県としても、これらを解消するため、幹線道路の整備や生活道路の安全対策等を推進

していく必要があると認識しています。 

まず、幹線道路については、国道２号岩国・大竹道路や国道１８８号藤生長野バイ

パスの早期完成に向け、柳居県議会議長をはじめ、地元県議会議員の皆様のお力添え

を頂きながら、期成同盟会とも連携し、国への働きかけなどの取組を進めているとこ

ろです。 

具体的には、先月１１日の政府要望では斉藤国土交通大臣に、また、２６日の地元

期成同盟会による要望では泉田国土交通大臣政務官に、当該道路の早期完成を強く訴

えたところです。 

県としては、引き続き、こうした取組を強力に進めるとともに、国・県・市が一体

となり、これらの事業の円滑な推進に向けた環境整備に取り組んでまいります。 

また、藤生長野バイパスの整備効果を最大限に発揮させるためには、地区ごとの特

性や交通課題等を考慮しながら、効果的なアクセス道路の整備を行うことが重要です。 

このため、国及び岩国市との役割分担の下、５地区において、その整備を図ること

とし、そのうち、県では、藤生地区及び黒磯地区で、市が進める福祉・交流まちづく

り事業等とあわせ、具体化を図っていく考えです。 

次に、生活道路については、千葉県の事故を受け、学校、警察等と連携して実施し

た通学路の緊急点検の結果なども踏まえ、効果的な安全対策を速やかに実施すること

が必要です。 

お示しの県道北中山岩国線の瀬田地区や県道岩国錦線の多田地区においては、歩道

整備による抜本的な対策を鋭意進めるとともに、ドライバーに注意喚起を促す路面標

示などの即効性のある対策も取り入れながら、早期の交通安全の確保に努める考えで

す。 

県としては、今後とも、地域活力の創出や、県民の安心・安全の確保を図るため、

岩国・和木地域はもとより、県内全域の幹線道路から地域に密着した生活道路に至る
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道路網の整備を計画的かつ着実に推進してまいります。 

 

（答弁者；和田土木建築部長） 

次に、ダムによる治水対策についてのお尋ねにお答えします。 

近年、気候変動に起因する水害が、全国で頻発化・激甚化しており、こうした災害

から県民の生命・財産を守るためには、河川やダムの整備等の治水対策は極めて重要

であると考えています。 

とりわけ、ダムは、洪水を貯留し、下流域の浸水被害の防止・軽減に極めて有効な

機能を有することから、県では、現在、平瀬ダムなど３つのダムの整備に取り組んで

いるところです。 

具体的には、平瀬ダムについては、現在、ダム本体工事や地すべり防止工事が概ね

完了し、管理に必要な機器の設置等を行っており、令和４年秋頃から、ダムを満水に

して安全性を確認する試験湛水を実施することとしています。 

また、大河内川ダムについては、付替道路工事等を進めるとともに、木屋川ダムに

ついては、今年度から工事着手に向けた測量を開始したところです。 

加えて、ダムの整備効果をより高めるため、県では、令和２年度より、利水者等と

治水協定を締結し、県が管理する１７水系１９ダムについて、事前放流を行うことが

出来る体制を整えたところです。 

このうち、複数のダムを有する錦川水系については、平瀬ダムの運用開始に合わせ、

各ダムの特性を踏まえつつ、相互に連携を図ることで、より効率的・効果的に事前放

流を実施する必要があると考えています。 

一方で、お示しのとおり、利水を目的として貯めた水を放流する事前放流は、利水

者への影響が大きいことから、事前に関係者の十分な合意形成を図ることが重要です。 

このため、県では、工業用水や水道用水などの利水者とで構成する協議会を設置し、

事前放流の実施方法等について、令和５年度の出水期からの運用開始に向け、具体的

な検討を進めることとしています。 

県としては、県民の安心・安全の確保のため、引き続き、ダムを計画的に整備する

とともに、事前放流をはじめとしたダムの整備効果を高める運用を行うなど、治水機

能の強化に取り組んでまいります。 

 


