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２期目スタート

次 への発進︒

４月の県議会議員選挙後、５月９日から 14 日までの日程で、臨時議会が開催されました。この臨時議会で、柳居
俊学議長が再選され、新たに藤生通陽副議長と島田教明議会運営委員長が選任され、県議会三役が決まりました。
また、この臨時議会で、畑原勇太は県の予算や組織、岩国基地に関する課題などを所管する総務企画委員会に属
することが決まり、合わせて総務企画副委員長に選任されました。また、６月12日からは、６月定例会が開催され、
一般質問の最終日となる６月 21 日に、畑原勇太は２回目となる一般質問に登壇いたしました。一般質問は、まず
冒頭で、２期目を迎えた畑原勇太の決意を述べさせていただいた後、①基地に係る交付金制度、②岩国・和木地域
の特性を踏まえた産業振興（産業支援施設の整備、道路網の整備など）、③県民が安心できる医療提供体制の整備、
④スマート農業の確立による中山間地域農業の推進の４項目について質問しましたので、質疑の概要を皆様にご
報告します。そして、24 日、25 日の両日で開催された総務企画委員会では、篠﨑圭二委員長と一緒に委員会に臨
みました。副委員長として委員長を補佐するとともに、岩国基地に関する質疑など執行部への質問も行いました。
の道路整備の 3 点を質問しました。
福田商工労働部長や森若土木建築部長から答弁
があり、特に、道路整備の関係では県道岩国
大竹線森ヶ原地区バイパスについてトン
ネル本体工事の完了で今年度中の全線
開通に目処が立ったとの答弁があり
ました。

１ 基地に係る交付金制度について
再編関連特別地域整備事業、いわゆる「県
交付金」について国の基準がまだまだ厳
しいところがありますので、その運用
改善を質し、合わせて、２年後に制
度の終了を迎える市町への再編交
付金について、その延長を含め
た対応などについての県の見解
を尋ねました。
村岡知事から、「空母艦載機
移駐により、航空機騒音など、
さらに負担を抱え続けていく
こととなる岩国基地周辺地域
において、県交付金や再編交
付金など、基地負担と貢献に
見合う地域振興策が一層充実す
るよう、地元市町や基地議連と
一体となって取り組む」との答弁
がありました。

３ 県民が安心できる医療
提供体制の整備について
昨年６月の一般質問で、中
山間地域における医療提供体
制の確保・充実について質問
しましたので、今議会では、
将来の本県の医療を担う若手
医師の確保に向けた取組につ
いて県の方針を尋ねました。
村岡知事から、今年度、医師
確保の方針や確保すべき目標医
師数のほか、目標を達成するため
の対策を盛り込んだ「医師確保計画」
を策定した上で、若手医師の確保・定着
に積極的に取り組むとの答弁がありました。

２ 岩国・和木地域の特性を
踏まえた産業振興について

安倍内閣が掲げる地方創生の流れを確かなも
４ スマート農業の確立による
６月21日、本会議で２度目
のとし、地域の活力を生み出すためにも、まずは、
中山間地域農業の推進について
の一般質問を行う畑原勇太。
産業力の強化を図ることが重要です。また、山口県東
部の県境に位置し、基地とともに歩んできた岩国・和木地域は、
中山間地域に多彩な人材を呼び込む観点から、スマート農業
基地周辺部における建築物の高度規制や土地利用の制限を受け
の確立による中山間地域農業の推進について質問しました。
てきたという特性があります。こうした地域の特性を踏まえた
山根農林水産部長から、中山間地域の特性に応じたスマート
産業振興について、
① 県東部地域の産業振興の拠点となる支援
農業技術を確立し、全国に向けた成果の発信を通じて、意欲あ
施設の整備等、
② 政府関係機関の岩国への移転を活かした産業
る若者の本県での就農が拡大するようスピード感をもって取り
振興、
③ 国道 188 号藤生長野バイパスなどの岩国・和木地域↗
組むとの答弁がありました。
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畑原勇太後援会会長

隅

日︒山口県議会議員選挙の告示
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後援会長挨拶

今 年 の ３月

日であるこの日を︑私は緊張感で胸が張り裂け

そうな思いで迎えました︒畑原勇太後援会会長

として︑畑原勇太さんを是非とも立派な成績で

当選させなければならないという覚悟の一方で︑

選挙は水物︑魔物︑何があるか解らない︑考え

たくはないが︑万が一の事態も想定しなければ

などなど︑心の中をよぎる不安を隠すのが精一

杯で︑そんな気持ちを押し隠して出陣式の挨拶

をさせていただきました︒

しかし︑私の不安は︑４月７日の投開票日に

一掃されました︒畑原勇太さんは︑あの父親の

★はたはら勇太の活動を掲載しているホームページもご覧ください。 また、
Ｅメールでのご意見も、
お気軽にお寄せ下さい。

基成氏も成し遂げられなかった︑岩国市・和木

町選挙区でのトップ当選を果たし︑見事に二期

目のスタートを切ることができました︒支えて

いただいた多くの皆様の思いに感激で一杯です︒

と

順調な二期目のスタートですが︑畑原勇太さ

yuta hatahara

んの政治家としての道のりはこれからです︒本
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岩国・和木地域のために︑県政のために頑張る
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と信じます︒次の時代を創る政治家になると信
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じますので︑どうか後援会の皆様には︑さらな
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るご支援を賜りますよう心からお願いを申し上

げます︒

はたはら勇太事務所

域振興対策など岩国・和木地域の皆さんに直
結した事項も所管する委員会です︒副委員長
として︑篠﨑圭二委員長と一緒になって委員
会の運営に務めるとともに︑県政の諸課題の

︵注︶

は岩国基地に関する

克服に全力で取り組みたいと思っています︒
また︑基地議連
様々な課題に対応してきた大変重要な議連で
す︒幹事長としての責任の重さを改めて感じ
ていますが︑亡き父が会長を務めたこともあ
り︑特別な思いがあります︒会長を務められ
る柳居議長をはじめとした諸先輩議員のご指
導をいただきながら︑また︑岩国市議会や和
木町議会の皆様ともしっかりと連携して︑そ
の職責を務める覚悟です︒
幹事長に就任した直後︑６月６日には︑柳
居議長に同行して国への特別要望に参り︑安
倍総理や菅官房長官をはじめとして直接要望
を行いましたし︑７月３日には︑岩国市に来
られた岩屋防衛大臣に︑改めて特別要望の内
容の具現化について私からもお話をさせてい

ればならないことがたくさんあります︒

北村経夫候補の当選に向けて私も全力で頑張
りました︒この参院選でも︑多くの皆様から
自公政権に大きな支援と支持をいただいたと
思いますから︑安倍総理には︑新しい令和の

と

県議選 │岩国・和木地域

まずは４月の県議会議員選挙での当選︑おめで

の隅々まで 歩 く ︒
Ｑ
とうございます︒２期目の選挙戦を終えた感想は︒

︵畑原勇太︶ありがとうございます︒本当に
多くの方に支えていただき︑当選を果たすこ
とができました︒私を支えていただいた皆様
のご期待にお応えできるよう︑岩国市・和木
町選挙区選出の県議会議員として全身全霊︑
全力を尽くすことをお誓いします︒
私にとって最初の選挙は１年前の補欠選
挙︒おっしゃるとおり無投票での当選でした
から︑遊説などは告示日の１日だけで︑あっ
から１年︒２度目の選挙となる今回の県議会
慌ただしい１年を過ごし︑県議選を迎えまし
口泰明先生にご挨拶に伺い︑親しくお話をお

県議選の後に︑安倍総理︑菅官房長官︑山

総務企画副委員長も︑基地議連幹事長も重
聞かせいただきました︒また︑県議会を牽引

ただきました︒

町選挙区に︑現職５名と新人２名の７名の立
責で︑今︑すごい緊張感とやる気に満ちてい

た︒今回の県議選︑定数５名の岩国市・和木
候補があり︑その中で勝たなければならない
される柳居議長には公私ともにご指導をいた

りたいと思います︒

的に仰っていて︑私もそうなれるように頑張

述べられていますが︑まさに政治の責任を端

して︑決意を持って進めること﹂の大切さを

菅官房長官が﹁政治が方向性を明確に指示

う強い思いです︒

身がもっともっと精進しないといけないとい

のは︑圧倒されるような思いとともに︑私自

ている偉大な方々を目の当たりにして感じる

だいています︒国政︑県政の中心で活躍され

ます︒

島町︑広島県大竹市の各議会に議員連盟が設置さ

解決のために︑山口県︑岩国市︑和木町︑周防大

﹁岩国基地問題議員連盟連絡協議
︵注︶基地議連 …
会﹂の略称︒米軍岩国基地に関する様々な課題の

厳しい選挙でした︒幸い︑多くの皆様のお力
添えにより︑１２︐２５２票の得票をいただ
き︑トップの成績で当選をさせていただくこ
とができました︒改めて責任の大きさを感じ
ていますし︑必ず皆様のご期待にお応えでき
年に設置された連絡協議会︒畑原勇

れ︑この５つの議連が結束して行動することを目
太の父・基成もこの基地議連の会長を務めていた︒

的に︑平成

選挙は岩国市と和木町に住まれている皆様

るように頑張りたいと思います︒
や企業の皆様に直接お会いしてお話しできる
絶好の機会であり︑選挙区内を隅々まで隈な
く歩き︑ひとりでも多くの方からお話を聞か
せていただこう︑また︑私の考え方︑政策提

ない人口の減少や少子・高齢化など大きな課

今︑岩国・和木地域も︑山口県も︑止まら
Ｑ

題に直面していますが︑ピンチはチャンスで

言を知っていただこうという思いで︑一分一
秒を惜しんで選挙区内を回らせていただきま
木地域のために︑山口県のために︑

歳のまだ

７月の参議院議員選挙では︑林芳正候補や

した︒このことは︑これからの４年間︑い

学ばなけ

の人間です︒

まだ発展途上

すが︑

何度も申し上げていま

︵畑原勇太︶私自身︑

ください︒

向けて︑決意をお聴かせ

だと思います︒次に

はこれからへの一歩

重責を果たすこと

いと願っています︒

す︒必ず克服できると思います︒

え︑今後の私の政治活動のベースになると考
えています︒

５月臨時議会では総務企画副委員長に就任︒

やる気に満ちています︒
Ｑ
また︑若手の議員としては異例の抜擢で基地議連
幹事長にも就任されました︒今のお気持ちは︒

︵畑原勇太︶大きな役をいただきました︒ま
ず︑総務企画委員会の副委員長です︒県議会
には６つの常任委員会がありますが︑総務企
画委員会は総務部︑総合企画部︑産業戦略部
などの政策の審議や︑県全体の予算や組織な

頑張ってください︒期待しています︒

お願い申し上げます︒

頑張ります︒皆様のさらなるご支援を心から

︵畑原勇太︶ありがとうございます︒全力で

Ｑ

に全身全霊︑邁進する覚悟です︒

とした﹁勇太の活力創出ビジョン８﹂の実現

様とのお約束である強い産業づくりなどを柱

は国と県と市町をつなぐ役割を︑そして︑皆

し︑実現する責務があると思いますから︑私

役割︑また︑新しい地域のビジョンを提案

ために︑県議会議員は国と県と市町をつなぐ

地域を創っていかなければなりません︒その

面する課題を克服し︑次の時代を︑活力ある

倍政権の下で︑国と県と市町が連携して︑直

国・和木地域にとって︑山口県にとって︑安

りを進めることは何より心強いことです︒岩

安定した政権の下で︑国づくり︑地域づく

ればならないと考えています︒

も ︑ 自 由 民 主 党 の 一 員 と して支えていかなけ

引していただきたいと願っていますし︑私

時 代 を 迎 え た 日 本 の国づくりをしっかりと牽

７月３日、岩屋防衛大臣が来県。岩国市役所で行われた大臣と
の面談に基地議連幹事長として出席し、県交付金などについて
要請を行いました（写真左が岩屋防衛大臣。右から２ 人目が畑原勇太）。

すごい緊張感と

新しい令和の時代に、山口県議会議員として２期目を迎えた畑原勇太。県議会
では、総務企画副委員長や基地議連幹事長の重責も担います。次に向けてスター
トした畑原勇太の県づくり、岩国・和木地域の地域づくりへの決意を語ります。

６月６日、村岡知事、柳居県議会議長や福田市長と一
緒に、安倍総理に岩国基地関連の特別要望を行いま
した（写真中央が安倍総理。右から３人目が畑原勇太）。

さらに成長していただきた

大きな役割︑大きな責任を担われ︑岩国・和

ピンチはチャンス︒
政権の安定は心強い︒
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議員選挙までは︑駆け足で走り抜けるような

畑原勇太の決意。

３月29日、県議選初日。出陣式の後、選挙カーに乗り、挨拶をする畑原勇太。

ど６つの委員会の中で最も広い分野を所管し
ています︒岩国基地を巡る諸課題や基
地交付金を活用したまちづく
り︑さらには岩国大竹
コンビナートなど
の瀬戸内産
業の再生
強化︑中
山間地
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という間に終わったという感じでした︒あれ

次への発進。

Yuta Hatahara Interview

