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嶺北消防組合の出初め式

あわら市成人式

県道の通学路安全チェック

１月1２日、あわら消防団第１分団の砂田昌司分団長が
「知事表彰」を、第３分団が１２年半の無火災「竿頭綬」を受
けられ、あわら市民として大変誇らしい出初め式でした。

1月13日、市内のホテルで、元金津中から6組、元
芦原中から5組、
合計11クラスの新成人が集まり、
私からもお祝いの言葉を贈りました。

1月29日、
「一般県道金津−三国線」の翠明、光明、仏徳
寺、御鷹付近で、積雪時の歩道の安全性を実際に歩き
ながら点検し、問題の箇所を土木事務所に伝えました。

商工会の異業種交流会

県民功労者表彰式

清王校下の市政懇談会

2月6日、身近な丸岡の企業である小杉織物の小杉社長
や西洋菓子倶楽部の高倉社長らが講師となり、貴重な
苦労話を披露され、大変有意義な交流会となりました。

2月7日、あわら市からは、伊井の円道昭一さん
と二面温泉の納村亮さんのお二人が県政功労者
となられ、西川知事とともに祝福を贈りました。

2月10日、柿原、山西方寺、清王、嫁威、日の出、
山十楽、高塚、山室の8区役員の集合で、熱心に、
新幹線やトリムパークについて懇談しました。

自民党あわら市支部の総会

ＪＡ青年部の総会

細呂木区長会

2月16日、今夏の参議院選挙の公認候補の予備
選の材料を得るため、3名の候補者による立会
演説会を実施しました。

2月18日、
「日本の農業のあり方」を手作りの政策
集にまとめ、衆議院議員に陳情するなどの活発な
活動ぶりを拝見いたしました。

2月22日、細呂木19区長により熱心で建設的な
質疑応答が展開され、市政および県政について
の理解が深まりました。

新あわら消防庁舎の竣工式

国道・県道の建設既成同盟会

北潟漁協の総会

3月10日、千束区民の土地提供により、嶺北縦貫
道と市道に面した高台に立地する県下最先端機
能を有する新庁舎が完成しました。

3月14日、県道水口−牛ノ谷線、県道芦原停車場
−中川線および中川−松岡線、そして国道8号線
バイパス金津地域の3総会が開催されました。

3月16日、主力の小女子が砂浜の侵食により地
引網が難しくなっていることなど、課題をお聴き
して取り組ませていただいています。

坪江区長会

ＪＡ花咲ふくいの総代会

バイオマスセンター竣工式

3月16日、子供たちの通学路の安全確保として、
御簾尾から中川までの旧県道の大型車規制を4
月からスタートすることをご報告しました。

3月20日、本県がコシヒカリとハナエチゼンとも
に「特Ａ」を獲得できた原動力として、県下最大ＪＡ
の力は大変大きかったと実感しました。

3月27日、坂井森林組合の間伐材から木粉を作
り、それを原料にしてフクビ化学が射出整形する
新建材を製造するプラントが完成しました。

県民からのパブリックコメント募集中！
facebook
twitter

笹岡一彦ブログ

http://www.facebook.com/kazuhiko.sasaoka
https://twitter.com/#!/k̲sasaoka
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２月定例県議会の一般質問に立ち、芦原温泉駅での北陸新幹線の
“先行開業”と、原子力レスキュー隊の“国立化”を訴える。

本会議場を沸かせた一般質問

あわら市男女共同参画ネットワークの皆様が傍聴

３月６日、一般質問に立ちました。この日はあわら市の男女共同参画ネットワークの皆様をはじめ多くの傍聴者が来られ、大変活
気に満ちた本会議場となりました。私の質問に対しても｢その通り！｣ ｢笹岡節が聴けた｣との声が上がり、議場が大いに沸きました。
私が質問したのは、次の４項目です。
① 原子力レスキュー隊を国立化に
私が８年前から提言してきた｢原子力レスキュー隊｣が実現に近づいていることは喜ばしいが、電力事業者が創設運営する限り
は規模・能力ともに限界があり、このままでは県民救助ができないため、県は国に対して「レスキュー隊の国立化」を求めていく
べきであり、30㎞圏外にある春江の福井空港にその本部を置くべきではないか？
【答弁】県から、現在の主体である電気事業連合会に対して、能力が不十分な点を補完するよう強く要望した。今後も国に対
してもさらなる強化を要望し続けていく。本部の立地については、現在、電気事業者連合会の方で具体的な候補地について
検討を進めている。
② 北陸新幹線の芦原温泉駅での先行開業の可能性を探れ
福井国体のお客様を新幹線によって県内でお迎えするために、そして金沢開業と本県開業の時間差を短縮するために、また北
陸トンネルの難工事による開業遅れに保険を掛けるためにも、５年後に芦原温泉駅までを先行開業させる可能性を真剣に模索す
るべきではないか？
【答弁】国との事務レベルの会議においても、部分開業も含め、様々な課題について意見を交換している。既着工区間の先行
事例についても、石川県と情報交換も行っている。
③ ８０万人を割った本県の人口政策に新たな視点を
本県の人口減少に歯止めがかからない。人口減少の要因の一つとして専門家から指摘されている「非婚化、晩婚化」を改善
するために、教育面での工夫が必要ではないか？
【答弁】 今後、家庭科、保健体育、総合学習の中で、テレビ番組などの新教材を活用しながら、結婚や出産について正しい
理解が深まるように検討していく。
④ 女性活躍社会を実現するための努力点
本県では女性管理職割合が低いが、その要因の一つは県民の理解不足であり、もう一つは女性の側にも意識の壁があること
だが、県民全体の理解を広げる運動と男女共同参画教育の強化が必要ではないか？
【答弁】今後、男女共同参画の基礎となる教育や、地域における啓発を実施するとともに、企業におけるメンターの養成や
「ふ
くい女性活躍支援企業」
の登録拡大などを行っていく。
尚、下記アドレスにて一般質問の録画が見られます。(３／６笹岡一彦を選択して下さい)
http://info.pref.fukui.jp/gikai/live/index2.html

土木警察常任委員会

議会基本条例「作業部会」
の活動報告

３月８日、土木警察常任委員会で土木部の審査をいたしまし
た。
私からは、１１月の決算特別委員会で「九頭竜川下流域下水
道特別会計の予算の３０％を超える不用額を解消するために、市
町からの負担金を値下げすべき」との私の提言を受けて、今回「市
町(あわら市・坂井市・福井市)の負担金を１㎥につき５８円を５
２円に値下げする」議案を提出し即実行したことを評価しまし
た。
また、当初予算では、県内に１万戸もある空き家対策として、
僅か３０戸を対象とした補助制度が提案されたことについて、市町
と連携して「空き家対策協議会」等を設置して条例整備や制度
設計するなど、より積極的に取り組むよう提言いたしました。
その他、三国や福井の土木事務所の予算が減少傾向にある
が、各地予算配分については、防災力維持のために人口割合や、
金沢開業を睨んだ観光面からの観点を取り入れるよう提言した

①第11回作業部会
１月２２日、各委員に年末年始期間に宿題として考えてきていただいた条例全体の構想に
ついてそれぞれ説明してもらい、その上で重複しやすい条項に対して章と章の間の区分基準
を設けることを申し合わせしました。また、第一章総則につづく「第二章 議会と県民との
関係」について詳しく議論し、この章の原案を固めることができました。

２月２０日、
「文書質問」について他県の事例を確認するとともに、これを取り入れる場合の
配慮点について協議しました。また、「第三章 議会と知事の関係」について６名の作業メン
バーの案を摺り合わせながら、条例文案を構築していく作業を行い、第三章まで一致してまと
めることができました。
第12回作業部会
土木警察常任委員会で質問する

り、通学路の安全確保のために早めに残り８箇所の歩道整備を計画するよう進言したり、入札制度改革の中身の確認や、新幹
線を横断するあわら市北稲越の県道の跨線橋を早々に着手するよう求めました。
３月１１日は公安委員会（県警）の審査を行いました。私からは、所管事務について、学校内の体罰がいじめと同様に暴力と
いう犯罪として捉えられる社会認識になってきたが、体罰に対する警察の基本スタンスを聴きました。これには、県警から「いじめ」
同様に被害届けや通報、相談を受けて事件とするとの認識が示されました。
女性や子ども対象事案が急増している点について、さらなる摘発強化を求めたところ、児童虐待やＤＶも含めて、通報や被
害届けを出しやすいような環境を整えるなど積極的に取り組んでいくとの答弁がありました。
最後に、先般から県警が県議や市議や役所を対象に行った「不当要求に関するアンケート」について、この調査結果を十分
に生かし、暴力団やブラックジャーナリズムなど金銭等を不当要求する反社会的勢力に対しては、着手した以上は最後まで徹
底して取り締まっていくとの本部長の強い決意表明がありました。

新幹線・地域鉄道調査特別委員会

新幹線の部分開業について掘り下げた質問する私

第11回作業部会

②第12回作業部会

３月１３日、新幹線地域鉄道調査特別委員会が開催され
ました。
私からは、自公政権に変わってからの県の新幹線推進の戦
略を質しました。現在、安倍首相も太田国交相も非常に前向
きな姿勢を見せており、国土強靱化とアベノミクスにコミットし
た県の戦術転換が聴きたいと考えたからです。また、敦賀以
西ルート問題については、先般関西広域連合が３つのルート
の建設費の試算を行い、米原ルートが費用対効果で最も有利
などとして、３月末にも国に推薦ルートとして提言するとのこと
で、日本海国土軸や東海道新幹線の代替路線としての国家戦
略など全く感じられない浅薄な意見を容認していないで、本
県としての均衡ある県土の発展や嶺南地方の窮状に希望を
与えるような哲学のあるルート案を明確に示し、本県の主体
性をしっかりと見せるべきではないかと訴えました。

さらに、一般質問に続いて芦原温泉駅での部分開業について質問し、芦原温泉駅での部分開業については未だ国とも鉄道
運輸機構とも石川県とも意見交換すら実施されていないことが分かりました。当然、コストと収益の試算も、石川県との協議
も為されておらず、北陸トンネルや中池見湿地で進捗困難な事象が生じた場合の保険が全く掛かっていないことになります。
こうした現状を変えるには何が必要なのかと問えば、「何か不測の事態が起こること」だとの答弁がありましたが、福井以西で
不測の事態が発生してから部分開業への取り組みを始めたのでは福井国体には間に合うものも間に合わなくなり、また遅すぎて
保険にもならず、本県の観光や商工サー ビス業にとっては金沢開業とのタイムラグを真面に受け、その危機を避けることはで
きません。骨は折れるが失うものは何もないチャレンジを県がどうしてしないのか理解に苦しみます。
行政は、県民に最悪の将来をもたらさないように全ての可能性を追求し、最善を尽くす姿勢を忘れてはなりません。政治
力を活かすためにも、せめて行政でできる調査や情報収集をしっかり全うしてほしいものです。

③第13回作業部会
３月２２日、
「議会運営の原則」と「議会の権能の強化」の二つの章について協議しました。知
事に「反問権」を与えるか否かが論点となり、最初は一種の流行のように「反問権」を付与する市
町議会が続出し、一部のマスコミがこの条項の有無を公平性の目安にするなど浅薄な報道に流れた
ため、このような「アクセサリー」的な条項は止めて、質実な条例としたいという結論に達しました。

第13回作業部会

商店街再生策を模索するための視察
中小企業庁の「がんばる商店街７７」に選ばれた全国の名商店街と、挑戦したものの失敗してしまった商店街、その両
方の事例を視察して政策立案につながるよう研究を重ねています。車社会による郊外大型店舗の進出、ネット販売などに押
されて全国の商店街が衰退し、空き店舗化に歯止めがかからず、次々とシャッター通りが生まれているのが現状です。
福井県内でも、福井市、越前市、敦賀市、小浜市、勝山市そしてあわら市でも、中心市街地の空洞化が進んでおります。
大変厳しい状況の中、問題の根は深く、解決策を見出すのは至難の業だと思いますが、何とか商店街再生の糸口となるヒント
を見つけようと視察して来ました。人口の多い都市部でも逆に競争が激しく、生き残っている商店街にはリーダーとアイディアが
あり、大変参考になりました。政策立案はまだ先ですが、以下これまでの視察先をご報告します。
❶ ８月
❷ ８月
❸ 10月
❹ 11月
❺ 2月
❻ 2月
❼ 2月
❽ 2月
❾ 2月
❿ 2月
⓫ 3月
⓬ 3月
⓭ 3月
⓮ 3月
⓯ 3月

11日
12日
14日
14日
4日
5日
8日
9日
24日
25日
2日
3日
24日
25日
26日

東 京
東 京
大 阪
東 京
東 京
東 京
北海道
北海道
徳 島
徳 島
兵 庫
兵 庫
愛 知
東 京
東 京

本郷通り商店街(北海道)

北千住美観商店街 本町商店街
東和銀座商店街、砂町銀座商店街
空堀商店街、空堀通り商店街、はいからほり
ソラマチ商店街、押上駅前商店街
戸越銀座商店街、中延スキップロード商店街
武蔵小山商店街パルム、青物横丁商店街、平和坂通り商店街
小樽 小樽運河周辺商業集積(４商店街)
札幌 狸小路商店街、本郷通り商店街
元町、東新町、西新町、籠屋町、紺屋町、銀座の各商店街
中心市街地活性化対策室、
とくしまマルシェ
神戸 新長田駅周辺の11商店街
神戸 有馬地区の５商店街
名古屋 大須地区の８商店街
千歳烏山商店街、大山ハッピーロード商店街
巣鴨地蔵商店街、鳩の街通り商店街、
ＫＩＴＴＥ

東新町商店街(徳島)

長田地区商店街(兵庫)

砂町銀座商店街(東京)

空堀商店街(大阪)

大須商店街(愛知)

