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現職の⾈⼭やすえ参議院議員が
激闘を制し、３期⽬へ。

参院選2022が終わり、そして、これから。

 18⽇間に及ぶ熱い戦いは、現職の⾈⼭やす
え参議院議員が⾒事３回⽬の当選となり、幕
を閉じました。選挙戦直前まで対⽴構図が⾒
えないという異様な前哨戦にも関わらず、同
⽒が⼀貫して「⼭形県・地域の可能性を引き
出し、地域に活⼒を取り戻すことが⽇本を守
り、発展させるために不
可⽋である」という思い
を訴え続けてきた（当落
も含めた）18年間が実を
結んだものと考えます。
 私も、選挙対策本部で
は広報・政策部⾨を統括

させていただきましたが、これまでにない活
動を展開することができました。今回の選挙
戦を通じて痛感した現⾏選挙制度の良し悪し
を⾃分なりに総括して、次代に即した制度構
築の⼀助となるよう努めていく所存です。 
 また、３期⽬になれば、国会での存在感は
更に⼤きくなり、より私たちの思いを届け、
形にできると訴えてきましたが、早速、参議
院会派の議員会⻑に選任されました。新型コ
ロナ問題のみならず、相次ぐ⾃然災害への対
応や雪対策、⽶価下落等の農業をはじめとし
た⼀次産業対策、物価⾼騰等への家計対策や
教育・⼦育て、医療・福祉の課題など⼭積す
る諸問題の克服に向け、さらに連携を深めて
対処していきます。

 先般、国⺠⺠主党⼭形県連定期⼤会が開催
され、県連の組織運営を統括する要職である
幹事⻑に選任・就任いたしました。これまで
政務調査会⻑として、
⻑らく政策提⾔に尽⼒
してまいりましたが、
その経験を活かして、
新県連会⻑に就任され
た⾈⼭議員とともに、
希望ある国づくりや安
⼼・安全な県⼟づくり
に全⼒を尽くします。

国⺠⺠主党⼭形県連 幹事⻑へ。

【写真】前回2016年参院選で初めて
    ⾈⼭議員と顔を合わせた際。

農林⽔産常任委員⻑として、現場を⼤切に取り組む。
 本県農業界は、相次ぐ⾃然災害やウクライナ危機等の世界情勢により、不安定
な状況にあります。春先の低温や⾵の影響で、さくらんぼをはじめとした果樹の
⽣育に局地的な被害を受けました。また、先⽇の8/3∼の豪⾬によっては、⼤⾖
や⽔稲等の被害も確認され、今後の対策をしっかり議論し形にしていく必要があ
ります。また、農業⽤ため池等の強靭化も的確に進めていかなければなりません。

 ４⽉、JA⼭形中央会にて折原代表理事会⻑
と、また、⼭形県⼟地改良事業団体連合会に
て佐⾙会⻑理事と、それぞれ役員の皆様を交
えて意⾒交換の機会を頂きました。
 ⽶価下落や果樹収量維持、⼈材確保・育成、
⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦の⾒直し、並びに、
⼟地改良事業の現状や今後の在り⽅等につい
て、幅広い知⾒を得る貴重な場となりました。

 ５⽉、委員会の県内視察を実施。まず、村⼭市を視
察先に選定し、農観連携事業「アグリランドむらやま」
の取組、市内⼾沢地区の（株）Rose Cheekが⼿掛け
るバラを活⽤した６次産業の取組、県⽴村⼭産業⾼校
の農業科学部（部活動）によるサトイモの促成栽培や
微⽣物の研究について調査。委員⻑として、地元の活
動を知ってもらえるのは⼤変嬉しいことでありました。
とりわけ、⾼校⽣の研究やこれまでの様々な活動に対
して、委員・県職員各位も深く関⼼しておりました。
その他にも、(株)おしの農場、（株）全農ライフサポ
ート⼭形精⽶⼯場、⽩鷹町まちづくり複合施設、ＪA
全農⼭形おきたま園芸ステーション、(有)グリーンメ
ーカー⽊村、(有)安全野菜⼯場にて調査しました。
 ８⽉、２回⽬となる県内視察は最上地域を中⼼に、
⾦⼭町での落花⽣の産地形成の取組やもがみバイオマ
ス発電（株）、JAもがみ中央トマト選果場を視察。
 ご協⼒いただいた各位に⼼から御礼申し上げ、県政
の発展に繋げていきたいと思います。

JA⼭形中央会、及び県⼟地改良事業
団体連合会にて意⾒交換を実施。

さくらんぼの⽣育状況の調査に奔⾛。
イノシシの被害も随時確認。

 ４⽉の降雪や低温等により、村⼭市の⼾沢
地区を中⼼に、さくらんぼの結実に⼤きな影
響が出た園地を複数確認。県当局とともに、
⼾沢地区の園地を現地調査しましたが、低温
だけではなく、⾵対策の不徹底等も原因とし
て挙げられるようです。⽣産者への効果的な
情報提供の在り⽅など改良が必要に思えます。
 また、イノシシの⽣息数は減少傾向にあり
ますが（私⾒として豚熱が関係していると考
えますが）、依然として被害が確認できます。
引き続き、県当局への情報提供を実施しながら、抜本的な対策構築に努めます。

６⽉定例会、委員会では活発な議論が展開される。
 ６⽉、令和４年度の初めての定例会・常任委員会を開催。委員各位からは、
プレデビューした紅王の⽣産・販売戦略、県職員がさくらんぼの収穫作業等に
協⼒する「やまがたチェリサポ職員制度」の状況、肥料や資材の⾼騰への対応、
燃費⾼騰に伴う⽔産業への影
響など幅広い分野について質
疑・提⾔がなされました。こ
れを踏まえ、定例会最終⽇、
壇上での委員⻑報告を実施。

村⼭市役所 県⽴村⼭産業⾼校

株式会社Rose Cheek JA全農⼭形おきたま
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 8/3、置賜地域を中⼼に線状降
⽔帯が発⽣し、本県としては初め
てとなる⼤⾬特別警報が発令され、
記録的な豪⾬となりました。現に、
⻑井、⼩国、飯豊、⽶沢の観測地
点で過去最⾼の⽇降⾬量を記録し
ました。本報告書編集時点（8/7）
においては、⾏⽅不明者が１名、
川⻄町を中⼼に床上・床下浸⽔の
住家が複数確認され、⼩国町や飯
豊町では断⽔世帯が多数発⽣して
います。
 村⼭市においては、私の調査に
よれば、⼤旦川排⽔機場周辺にお
いて8/4の13時頃に最上川本川の
⽔位がピークに達し、その後緩や
かに減少しました。２年前の豪⾬
の際の内⽔氾濫も危惧されました
が、市内における降⾬量が多くな

 東北中央⾃動⾞道促進三県県議会協議会
理事として国交省へ要望活動。縦軸、横軸
の交通網が整備され、県⺠⽣活の発展、命
の道路として災害対応や救急医療等に効果
が発揮されること、村⼭市の治⽔対策等に
ついて意⾒を交わしました。
 また、吉村県知事への令和５年度村⼭市
重要事業に関する要望活動に同席し、雪対
策等について意⾒交換を実施しました。
加えて、主要地⽅道新庄次年⼦線道路改良
促進期成同盟会にて、関係⾃治体より要望
書の⼿交を受けました。

調節池（暫定）は今年度完成予定

 昨冬、⽔源が枯渇したため、万全の消雪散⽔
機能が発揮されなかった楯岡北町及び⼤上地内
の県道につき、⽔源の確保のため、150M掘削す
る⼯事に着⼿。揚⽔設備、操作盤、電気設備等
⼀式⼯事も合わせ、降雪期前までの⼯事完成を
⽬指します。何度も繰り返し訴え、地元要望も
加わった成果と考えますが、いずれにせよ、⽔源に当たり、消雪散⽔
に不可⽋な⽔量が確保されるよう願い、注視していきます。

⼀般県道【東根尾花沢線（楯岡北町〜⼤上）】
⽔源確保のため、早速、⼯事着⼿へ。

楯岡陸橋の段差解消へ。

国道347号線（富並）コンクリート側溝整備に向けて

主要地⽅道【新庄次年⼦村⼭線】
富並⼩学校付近〜400M区間、路⾯改修⼯事へ。

樽⽯川の護岸補強、
地元要望から速やかに完了。

⼤久保県営林、今年度も間伐事業実施へ。

⻄村⼭・北村⼭地域議員協議会
委員⻑を務める。
 ⻄村⼭・北村⼭地区の県議各位及び村⼭
総合⽀庁各振興局との質疑・提⾔の場を統
括・進⾏しました。

勉強会開催、調査活動など精⼒的に動く。
 「やまがた健康住宅」の普及・推進をテーマに東根市神町に
あるカナリエタウン住宅展⺬場で現地調査、意⾒交換会を主宰。
 また、循環型・脱炭素社会に
向けた取組等をテーマに県職員
を交えた勉強会も実施。
 その他、県動物愛護センター
にて猫収容の実態等を調査。ま
た、危険な現場等で能⼒が発揮
される無⼈操作可能な重機につ
いても知⾒を得るなどしました。

コロナ禍での芸術・⽂化活動を
⼤切にしていきたい。
 創琢書道展に顧問として出展させてい
ただきました。出展した【去華就実】の
意味をぜひ調べてみてください。村⼭市
書道会主催の筆供養にも出席させていた
だきました。

さまざまな要望活動にて課題を訴える、そして、聞く。

 当該陸橋の⻄側部分で⾞両通⾏する際、⼤き
く弾む箇所があります。こちらも改良に向け⼯
事が着⼿されます。混雑する時期を避けるため、
8/29の週に補修⼯事を実施予定であり、施⼯は
１週間程度を⾒込んでいます。

 国道347号線の⾼⽊酒造さん周辺が⼟側溝で
あり、⾬天時に⼟砂が埋塞し⽔が流出する恐れ
があるため、コンクリート側溝の整備が計画さ
れています。現在、現地測量が進められていま
すが、少しでも改良に繋がるよう当局と連携し
ていきます。

 ⼤⾼根郵便局前の県道400M区間（はとやさん
∼347号線⼗字路）の切削オーバーレイ⼯事によ
り路⾯改修が実施されます。現在公告中で８⽉
中旬に開札され、事業者が決まり次第、⼯事着
⼿となります。なお、⼯期は11⽉30⽇を予定し
ています。こちらも数年前から継続して訴えて
きたことに加え、地元要望も重なった成果と考えます。地域住⺠の
快適な⽣活に繋がるよう、引き続き、当局と連携していきます。

 樽⽯⼤学敷地に沿って流れる樽⽯川の護岸が
浸⾷を受けている箇所があり、関係者からの要
望をもとに、⾄急、当局と現地調査を実施。
すでに補強⼯事が完了しております。

 昨年度、県営林のうち唯⼀、搬出間伐事業（
５ha）を実施した⼤久保県営林。今年度も新た
に５haの搬出間伐事業が実施されます。
 ９⽉∼11⽉の期間において、作業道（500M）
の開設と間伐が⾏われ、12⽉に売払いが実施さ
れる予定です。

かったことから最悪な事態は免れ
たものと推察します。
 置賜を中⼼とした被災地域では、
今後、道路や河川の災害復旧はも
とより、災害関連法の適⽤や災害
廃棄物の取扱、これから徐々に明
らかになってくるであろう農業被
害等への対応など課題が⼭積して
います。村⼭市においても、⼤久
保遊⽔地における⽔稲や⼤⾖等の
被害がすでに確認されていますが、
２年前の豪⾬によって⽣じた約10
万㎥の残⼟について、繰り返し指
摘し、ようやく搬出されたばかり
です。遊⽔地は今後越流提が嵩上
げされる予定ですが、その分の下
流域への影響を考慮していく必要
があります。なお、⻑島築堤（約
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【北村⼭管内事業説明会】河川砂防事業費の前年度対⽐・⼤幅増を確認（写真下）。
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北村⼭地域管内の河川砂防事業費は前年度対⽐約２．５倍！ 着実に治⽔対策を進めていきたい。

地域の声を届け、カタチにしていく。
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