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女将の会の白浪五人女将

健康長寿祭

本荘ふるさと祭

10月19日、芦原温泉女将の会が「夢プロジェクト」うららんの一環とし
て、歌舞伎の「白浪五人男」になぞらえて、見事なパフォーマンスを披露
し、私も「べにや！」
「はいや！」と屋号を掛け声させていただきました。

10月21日〜22日、金津地区と芦原地区双方に出席し、祝辞を述
べました。老人クラブの皆様の元気なお顔を拝見するとともに、
ボランティアの皆様の献身的なお世話ぶりに感銘を受けました。

10月25日、第29回本荘ふるさと祭に出席し、祝辞を述べまし
た。本荘春日神社の修復への県費投入や、本荘踏切や通学路の歩
道整備、本荘駐在所の更新などをご報告させていただきました。

細呂木ふれあい祭

あわら市文化祭・商工フェスタ

県農政連の幹部研修会

10月25日、第35回細呂木ふれあい祭に出席し、祝辞を述
べました。高塚神社の法面整備や新幹線の柿原不分断、観
音川の浚渫、樋山の通学歩道整備などをご報告しました。

11月3日、市民の文化の祭典と商工業の祭典の合同開催
に出席し、祝辞を述べました。時間の許す限りステージや
展示作品を拝見し、商業ブースを回らせていただきました。

11月18日、福井県農政連の幹部研修会に参加しました。
農政改革や農協改革、
ＴＰＰについての情報を得るととも
に、農政連の皆様のご意見を聴かせていただきました。

笹岡一彦●県議会報告

坪江区長会市政懇談会

剱岳かりんて祭

笹原議長市政報告会

11月23日、第33回剱岳かりんて祭に出席し、祝辞を述
べました。権世川の浚渫、石川県との共同イノシシ対策
施設整備、わかば太鼓への支援などをご報告しました。

11月２3日、笹原幸信市議会議長の市政報告会に瀧波参議
院議員とともに招かれ、下番蔵間交差点の通学歩道整備や
本荘地区・新郷地区の課題解決についてご報告しました。

新年号

稲田朋美政調会長のあわら市での初選挙を選対本部長として支え、
あわら市から国に要望しやすい“高得票率６７．
１％”を勝ち取る。

選対本部長としての決意を語る

11月21日、坪江地区区長会の市政懇談会に出席し、牛
ノ谷駅のトイレ新築への県費投入や国道８号線バイパス
の延伸、熊坂川・権世川の浚渫についてご報告しました。

平成27年

検索

みぞれ混じりの中、稲田候補
への支持を訴える

「必ず福井の農業を守る」
と
稲田氏は約束する

金津神社にて街頭演説後に野田
神社総代の音頭でガンバロー三唱

１２月２日〜１４日までが
選挙期間となった衆議院議
員選挙では、新１区となっ
たあわら市において、初選
挙となる稲田朋美自民党政
調会長の選挙運動を、あわ
ら市選対本部長として全力
で支えました。

シルバー人材センター10周年

第１回アイリス杯女子バレー大会

西川知事の県政報告会

11月25日、記念式典に出席し、祝辞を述べました。県議会
で最も発行回数の多い私の議員広報を、毎回あわら市全
戸に配布していただいていることを御礼申し上げました。

11月30日、小林化工株式会社さんのご協賛で、あわら市
の花に因み「アイリス杯」と改称して開催され、過去最多
12チームが初代女王の座を賭けて熱戦を展開しました。

11月30日、来賓として招かれ激励の言葉を述べました。
次の４年間は経験豊かな者が担当するべき未だ嘗てない
重要な４年間であり、
「継続は力なり」だとお話しました。

ＪＡ金津支店で開催された個人演説会で、選対本部長として重ねて
お願い。稲田氏と力を合わせて、県とあわら市を前へ進めます

稲田候補の代理で遊説した長女の稲田
珠青さんとともに聴客をお見送りする

最初の遊説は１２月５日、稲田朋美候補者本人とともに３時間半にわたって一緒に市内を街宣いたしました。折からの雪、あ
られ、雷の中、小林化工さん、
ＳＨＩＮＤＯさん、金津神社、
ＪＡ金津支店、
ＪＡ芦原支店、
ＪＡ北潟支店の各前に近隣の皆様方
にお集まりいただき、稲田候補から所信表明、私から稲田氏への支持を訴え、地元の代表にガンバロー三唱のご発声をいただ
きました。寒い中にもかかわらず、多くの皆様方が外で待っていてくださって、本人も感激しながら、初めての選挙区での貴
重な遊説機会を最大限に活かそうと、必死で政治信条や政策を訴えました。
二回目は１２月１１日、あわら市遊説と個人演説会を実施しました。稲田候補自身は党三役ということで全国を応援弁士とし
て飛び回っているため、代理で長女の稲田珠青さんが選挙カーに乗り込み、母親のために支持を訴えて回りました。
午後２時から轟木新田を皮切りに、本荘地区、新郷地区、里方地区、山方地区、芦原地区、波松地区、吉崎地区、細
呂木地区、坪江地区、剱岳地区、伊井地区を５時間かけて遊説をいたしました。寒い中、
また雨の降る中にも関わらず、多くの方々

生涯学習大会

国道305号線の冠水解決へ

北潟湖岸護岸工事を発注

にお出ましいただき、本荘地区では笹原市議会議長が、最初から細呂木地区までは北島友嗣農政連坂井地区支部長が、夕方

11月30日、徳丸俊夫さんや北潟東区をはじめボランティ
ア活動や花いっぱい運動、青少年健全育成などで活躍さ
れた市民や地区、団体が輝かしい表彰を受けられました。

12月3日、私から県に求めていた国道305号線の4ヶ所の
冠水問題の件で、三国土木が国道かさ上げの設計を発注
し、今後はそれを基に北潟地区との協議に入る予定です。

12月9日、北潟地区からご要望のあった波で崩れた北
潟湖岸の護岸工事を三国土木から発注し、延長80ｍを
114個の袋詰め玉石工法で来年3月までに施工します。

食事を取る暇も背広に着替える暇もなく個人演説会の会場に入り、あわら市の選対本部長として応援の弁、お願いの弁、本

県民からのパブリックコメント募集中！
facebook

からは山谷えり子大臣や橋本市長、坪田市議会副議長らも加わり、あわら市のために稲田氏への投票を訴えかけました。私は
人不在のお詫びを申し上げました。本人不在と知っていても会場には大勢の方がお集まりいただき、温かい雰囲気に包まれて
大いに盛り上がりました。

笹岡一彦ブログ

http://www.facebook.com/kazuhiko.sasaoka

検索

その結果、第１選挙区中２番目に高い６７．１％という得票率を得ることができ、今後私や市長、市議会議長らが稲田政調
会長にあわら市の課題解決を要望しやすい成績を収めることに成功し、安堵いたしました。これも偏にご支援いただいた皆様
方のお陰であり、あわら市民の厚いご支持の賜物と深く感謝するとともに、稲田氏と力を合わせて県と市を創生してまいります。

厚生常任委員会
１２月９日、県議会の厚生常任委員会が開催されました。
安全環境部関係では、私からは、エネルギーベストミクスがいつ
頃、どんな手続きで国から示される見通しなのかを質問しました。県
としては来年のＣＯＰ２１が年末に開かれ、地球温暖化への取り組み
を迫られることから、来夏には示されるものと考えているとの答弁が
ありました。
また、産廃公社と企業公社を統合するとの部長報告があり、これに
ついて質すと、今は両方共黒字経営だが、産廃公社は今後焼却施設
の設備更新や処分場用地の取得など多額の費用がかかることが予測
されることが分かりました。私から２月議会に統合後の詳しい経営計
厚生常任委員会で質問する私
画を出すように求めておきました。
健康福祉部関係では、私から、人口減少対策推進本部の議論の進捗について質問し、「他の２０以上の道府県では、合
計特殊出生率や人口増の数値目標を既に設定して取り組んでいる。国会でも『ひと・まち・しごと創生法』が１１月に成立し、
県に対して目標や基本方針、総合戦略の策定と公表を求めている。一日も早くこの目標、方針、戦略を策定し、県民に公表
して“県民運動”にまで高めていかなければならない」と訴えました。

先輩・同僚・後輩議員からメッセージが届く。
先輩議員から

山本芳男
（7期）

新 幹 線の工 期
３年前倒しや議
会基本条例成
立などに大きな
実績を積まれた
名議長でした。

前田康博
（5期）

（5期）

中川平一
（4期）

名 議 長 なのに
潔く退いた決断
は笹岡さんらし
く大 好きです。
ぜひ 国 政 に 上
げ たい 逸 材 で
す。

高い見識とバイ
タリティーで新
しい政治を切り
拓く姿は、まさ
に次 代 の 県 議
石橋壮一郎 会エースです。

地元への愛情、
仕 事 への 情 熱
とスピード感は
抜群です。国政
への 挑 戦 を期
吉田伊三郎 待しています。

（3期）

松井拓夫
（3期）

政治家になるべ
くして生まれて
き たと 思 わ せ
る、高い能力と
政治センスの持
ち主です。

仲倉典克
（3期）

県 議 会 随 一の
論客で、全国議
長 会 でも一 番
光 っ て い まし
た。あわら市 の
誇りだと思いま
す。

後輩議員から
誠 実 で 情 に厚
く、いつも後輩
たちの面倒見の
良 い 笹 岡 さん
を、皆大変に信
頼しております。

田中宏典
（2期）

県 民 への 深 い
愛 情 を 持 った
勉 強 家、努 力
家、行動家で、
その姿勢には頭
が下がります。

小寺惣吉
（1期）

ライト博士 の 政治学講座

島田欽一
（1期）

質 問の仕 方や
調 査の方 法を
手取り足取りご
指導いただきま
した。最も尊 敬
する先輩です。

〜正しい判断をするために〜

「ブラック雑誌(ユスリ・タカリ)の中傷記事に惑わされるな」編

頼みがある。
すぐに
来てくれ！

ハイ、
ブラック政界です。
カネ次第で、何でも
書きますぜ。

この金で、オレをホメて
Aの悪口をでっち上げて
ボロクソにたたけ！

お安い
御用で！
毎度あり〜
2

キリッ

補
Ａ候

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

Ａ候補は︑汚い悪人︒

Ｃ候補は︑
清潔で立派な人︒

⁝⁝⁝⁝⁝
⁝⁝⁝⁝⁝
⁝⁝⁝⁝⁝

ヒェーッ！
市民に
ウソは通用
しなかったかー。

こういう暴力には絶対負けない。
私は全力で仕事をして来た。後は、市民の
良識を信じて、正々堂々戦うぞ！
4
5

3

バンザ〜イ

シマッタ〜！
Ｃ候 補

選挙のライバル
Ａ候補は、信用も
実績も、
オレより
上だ。
クッソ〜！

ライト博士

政治の世界には、悲しいかな 暴力マスコミ、いわゆる「ブラック・ジャーナリズム」
が存在している。金次第で、候補者をホメたり、ケナしたりして、人々を誤解させよ
うとする雑誌や新聞のことじゃ。
政治改革のためにも、良識ある市民は、こんなものに惑わされちゃいかんぞ！

1

湖の漂着物の処分にも予算執行を求める私

私 たち一 期 生
の教育係として
大 変お世 話に
なり、
目標にして
いる 憧 れ の 先
輩議員です。

6

まとめ

① ブラック雑誌は金次第︒
ウソ・捏造記事を真に受けない︒
② 本人の日頃の人柄︑実績︑行動を
自分の目で判断しよう︒

決算特別委員会

畑 孝幸
（2期）

︻事例︼

１２月１１日、新幹線・地域鉄道等調査特別委員会が開催されまし
た。
私からは「福井駅先行開業論がＰＴで出ているが、石川県の動向
をどう認識しているか」と質しました。県は「本県と同様な構えで、
国での議論を見守っている」とのことでした。３年の工期短縮が決着し
た後、先行開業について石川県と連携して取り組む用意はあるのか」
と重ねて問うと、「まずは、国から要請されたときに意見が述べられる
ように、財源や物理的課題を検討しておきたい」との答弁でした。
また、敦賀以西ルート問題では、私から「知事は直ちに行動を起
こしたいと述べているが、具体的に何時、どのような行動をするつも
福井駅先行開業論や敦賀以西ルート問題について質問
りか」と質問したのに対して、
「先ずは事務レベルで石川や富山に若
する私
狭ルートの優位性を説明に行き、知事や副知事が次に政治的に動く
ことになるだろう」との答えでした。しかし、知事の言葉では直ぐにも知事自身が京都府知事に会って説得するというニュアンス
があることから、
「３年前倒しが決着した直後、来年の一月中に、知事が京都府知事と態勢づくりのために行動しなくては困る」
と迫りました。県の答えは「知事に伝える」という答えで、今後さらに知事に直接詰め寄っていくこととなりました。

１０月２１日、決算特別委員会が開催されました。
私からは、海岸漂着物対策費の執行率が低く、昨年の台風１８号の
ときに膨大な漂着物が本県海岸に押し寄せた際に十分に対応しても
余ったのかを確認させていただくとともに、現行の海岸漂着物の対象外
となっている湖沼の漂着物についても、本県の北潟湖や三方五湖などで
被害が出たときに適用できるよう、制度改正を要望いたしました。これ
に対して、担当者からそのような方向で検討するとの答弁がありました。
１０月２３日は、健康福祉部の所管事務と県立病院およびすこやかシル
バー病院の決算について審査いたしました。私からは、災害救助基金の
趣旨と使い方に限界があり活用しづらい点を指摘させていただいたととも
に、自殺者減少対策事業についての直近５年間の推移を質したり、事業
の効果的な目的目標の持ち方について提案させていただきました。

県議会トップの
政策立案能力、
質問能力、先見
力、行 動力は、
誰もが認めると
石川与三吉 ころです。

同僚議員から

（5期）

新幹線・地域鉄道等調査特別委員会

次の県 議 会の
大黒柱となる逸
材だと期待して
おります。私 の
最も信頼する後
輩議員です。

