並行在来線対策特別委員会
９月２９日、並行在来線特別委員会が開催されました。私からは次のような質問をし、
答弁を得ました。
（笹岡）私の一般質問に、知事は
「新幹線の敦賀開業時にフリーゲージの導入が遅れ
た場合、在来特急を一定区間乗り入れすることが有効」
と答弁したが、是非
とも芦原温泉まで
「サンダーバート」
と
「しらさぎ」
を乗り入れしてほしい。そう
しなければ関西中京の客足が遠のき、死活問題となる。
（県） まだ何処から何処までとは言えないが、県民の要望や県内の事情を充分考慮し
て検討していきたい。
（笹岡）並行在来線の第３セクター運賃を低く抑えて、県民の利便性を保
つために、
「経営安定基金」
を設けるべきだ。
（県） 現在、経営基本調査をしており、運賃を抑えるために各種方策を検
討している。
（笹岡）あわら市から石川県の加賀市や小松市、金沢市に通勤通学する人
が多いので、金沢まで行く列車を上下２５本以上仕立ててほしい。
（県） 石川県とも第３セクター鉄道同士の連携について協議していく。
（笹岡）マイレール意識を醸成するために
「鉄道サポート団体」
を早めに設
立してほしい。
（県） そのような方策も含めて利用促進策も積極的に取り入れていきた
第３セクターへのサポート団体を提言した記事
い。

陳情・要請活動
７月３１日は、大阪の国道交通省近畿建設局の道路部長、８月２４日は、東京の国土交通省の石井大臣に、県議会の仲
間とともに中部縦貫道と国道８号線バイパスの延伸などについて陳情いたしました。
８月３０日は、福井県庁の辻土木部長に、南中央線と県道水口−牛ノ谷線の立体交差の早期事業化を陳情しました。
８月３１日は、西川知事と部局長に、市長や市議会議長とともにあわら市の重要要望事項を陳情しました。
１０月６日は、三国土木事務所所長に、３つの同盟会の役員さんとともに後山の県道改良、牛ノ谷の立体交差、南中央線
の立体交差を要請しました。
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県民を第一に、県民に寄り添う政治を
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あわら市での新幹線工事の安全性確保、工事後の県道補修、
開通後の最速列車「かがやき」の停車、北朝鮮ミサイル危機への
迅速な対応など、市民県民の代弁者として一般質問を致しました。
一般質問の質問項目
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

桐生選手９.９８新記録の記念モニュメント設置を
在来特急サンダーバード、しらさぎの存続を
芦原温泉駅に新幹線最速列車「かがやき」の停車を
柿原トンネル崩落事故で再発防止などの対策は？
新幹線工事後の県道補修の徹底を
本県にも北朝鮮ミサイル迎撃「ＰＡＣ−３」の配備を
実効性の高いミサイル避難訓練を
ミサイル避難マニュアルの作成や指導を
漁船やクルーズ船など船舶の安全確保を

今回は、全ての質問と答弁を詳しくご報告いたします。
① 桐生祥秀選手の大偉業を記念し、県営陸上競技場に桐生選手
の名前と９秒９８の記録、年月日等を刻んだ記念モニュメントを
立てるのが相当と提案するが、知事の答えを伺う。また、設置
する場合、どのような形を考えているのか、伺う。
答（知事）
近畿地方建設局に陳情

石井国交大臣に陳情

西川知事にあわら市の重要要望事項を陳情

国民が期待しておりました陸上男子１００メートルでの新記録９秒
９８という大記録が、ここ福井の地において誕生したことは、まことに
喜ばしいことであります。
当日、私も県営陸上競技場で競技を見ておりましたが、記録達成

私の一般質問を大きく報じる新聞

の皆さんの喜びを分かち合うことができたと思っております。また、表
彰式では、桐生選手に本県の新ブランド米「いちほまれ」を贈呈さ
せていただいたところであります。
県営陸上競技場は、福井国体･障スポに向け大規模な改修を行
三国土木に後山の県道改良を要請

三国土木に牛ノ谷の立体交差を要請

三国土木に南中央線の立体交差を要請

い、競技環境が整ったわけであります。今回のインターカレッジは、
福井国体のプレ大会を兼ねて関係者が誘致した大会であります。今

facebook

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

twitter

https://twitter.com/#!/k̲sasaoka

笹岡一彦ブログ

回の大記録の樹立は、国体などに向けて大きなはずみとなるものと考
えています。

検索

３回連続して積極的な提言を行う

県としても、桐生選手が大記録を樹立したことを讃
え、県営陸上競技場を舞台にしたその偉業を後代に

・県内全ての工事箇所について、安全確認を行うこと

伝える記念モニュメント等を、本県陸上競技の今後

・早急に原因を究明した上で、工事を進めること

の発展につながるよう、福井県陸上競技協会と協力

・地元区への説明をしっかりと行うこと

しながら設置してまいりたいと考えます。

・原因や今後の対策を県に報告すること

② フリーゲージトレイン開発遅れの対策について、

これを受けまして、機構は昨日、記者会見を行い、点

国土交通省に対して、どのような違う手段を求め

検の結果、柿原トンネルを除く着工済みの１８工区につい

ていくのか、また、どのような方向性で進めたい

て安全を確認したとの報告がありました。また、柿原トン

のか、北陸３県などで連携して取り組んでいく用

ネル工事については、学識経験者で構成するトンネル施

意はないのか、知事の所見を伺う。

工技術委員会が１７日に現地調査を行い、早急に原因
究明を進めるとの考えも明らかにしております。

答（知事）

今週、鉄道・運輸機構の理事長が来られますので、

フリーゲージトレインについては、平成２４年６月の
認可の際、敦賀駅において乗換え利便性向上策として

知事から工事の安全に万全を期すよう、再度申し入れま

導入が計画されていましたが、現在、北陸への導入の

す。

見通しは立っていないわけであります。

桐生選手のモニュメント設置を提言した記事

フリーゲージトレインが導入されず、敦賀駅で乗り換

⑤ 新幹線工事後の県道補修について、鉄道・運輸機構

える場合、石川県や富山県とは異なりまして、福井県

の事業費として国などから支出されると思うが、県と

にとって関西方面との時間短縮効果があまり感じられ

機構の協議がどのようになっているのか、伺う。また、

ないということになり、また、新幹線の建設財源への

県道の補修について、工事後に速やかに実施できるような予算措置が必要であるとともに、傷みの程度により、部分舗装、

影響などを考慮しますと、特急の乗り入れ、この問題

全面舗装という明確な基準も必要だが、その点も県民が納得するような用意があるのか、伺う。
答（総合政策部長）

については一定区間とすることが有効かというふうに
思っております。
県としては、与党検討委員会において、国交省やＪＲ

福井新聞ONLINE

桐生祥秀選手

県では、工事着手前に、鉄道・運輸機構とともに路面
状態などを確認し、工事用車両の運行台数の制限などに

西日本がフリーゲージトレインを、導入するかどうかと

ついて協議しておりますが、県道は工事用以外の車両も

いうことを早期に明らかにしていただくとともに、委員会

通行することから、工事後の補修費の負担を全て機構に

において議論されることになっている特急乗り入れにつ

求めることは難しいわけでございます。

いては、今言ったような見地から、県民益が十分、
最大限に確保されるよう検討を要請したいと考えてお

柿原トンネル崩落事故で安全対策を求める記事

新幹線最速列車「かがやき」
の停車を求める提言の記事

ります。

県では、日常のパトロールで県道の損傷状況を確認
し、局所的なひび割れ等が生じた場合は部分舗装、損
傷区間のひび割れ面積が４０％以上となった場合などは
全面舗装を行うという基準に基づき、予算を確保し、

③ 芦原温泉駅への通常型「かがやき」の停車への取組みについて、県はどのように考えているのか、伺う。
答（総合政策部長）
新幹線の運行ダイヤは、開業の約３か月前に決定されますが、これまでＪＲは『停車駅を増やすと「かがやき」の速達性の意
味を無くす』と言っております。

通行に支障がないよう補修を実施してきております。
県としては、地元の意見を十分にお聞きしながら、機
構と役割分担しながら必要な補修を適切に行ってまいり
たいと考えております。

開業当初から臨時便「かがやき」が上り下り１便停車しております新高岡駅では、市を中心に経済団体や市民が一体となっ
て利用促進運動を展開するなど、定期便の停車化を目指しておりますが、実現は厳しい状況であります。
金沢以西の全ての駅への「かがやき」停車につきましては、東京から本県、あるいは北陸から関西、中京方面への速達性が
損なわれるという課題がございます。
「かがやき」の県内駅への停車につきましては、加賀温泉駅など他の停車駅の動向を見ながら、利用頻度の高い時間帯に絞っ
て「かがやき」の停車を求めるなど、実現に向けて沿線市町等とともに検討していきたいと考えております。
まずは、現在、芦原温泉駅のサンダーバードの停車本数が加賀温泉駅よりも４本少ないことから、まずは停車本数を増やして
いくことが必要かと考えております。

⑥ 北朝鮮の弾道ミサイル発射を機に、自衛隊の配備だ
けでなく、本県への「ＰＡＣ−３」の常時配備を国
に強く求めるべきと考えるが、知事の所見を伺う。
答（知事）
弾道ミサイルの問題は、国家の安全保障、国防に関す
る大事な事項であり、国は、国民・自治体などに対し、
国際情勢、その対応状況などを分かりやすく知らせるとと
もに、適宜、適切な指示をすることが必要であります。

④ 北陸新幹線の柿原トンネルの土砂崩落事故に関し、再発防止に向けて、
鉄道・運輸機構などに対し、県としてどのように対応したのか、伺う。
答（総合政策部長）

まず国が自ら、防衛、防御以前の外交努力など様々な
対応が要るということが大前提でありますが、その上で原
子力発電所の防御については基本的にどのような考え方

今回の事故は、多くの地域住民が利用する市のグラウンドで発生したものであります。幸い人的被害はなかったものの、大惨

をするのか、またどのような機能や装備がこれについて

事となりかねない重大な事故であり、誠に遺憾であります。このため、県としても事故現場を確認するとともに、鉄道・運輸機構

必要なのか明らかにすべきであり、このことを国に対し、

に対し厳重に注意し、次のことを申し入れました。

然るべく要請をしてまいりたいと考えます。

私の提言を受けて西川知事が防衛省や水産庁に緊急要請した記事

厚生常任委員会

⑦ 実効性の高い、現実に県民が経験則として使える全県的なミサイル避難訓練が
必要だと思うが、県はどのように考えているのか、伺う。
答（安全環境部長）

９月２０日、厚生常任委員会が開催されました。私からは次のような質問をし、答弁
を得ました。

弾道ミサイルの件につきましては、先月２９日ミサイルの発射、通過した際には、北
海道など一部の地域において、
Ｊアラートの情報が十分伝わらなかったとか、あるいは

健康福祉部の審査

避難行動が住民によく十分理解されていなかったというようなことが報道等でされてお

子どもの貧困対策
（笹岡）県内の生活困窮者の数はどれだけで、県の子どもたちへの支援はどのように
なっているのか？
（県） 生活困窮者の相談数は年間約７００件、生活保護を受けている子どもの数は約２８０名おります。県は小中学生対象に
一人親家庭には６会場１４６５名、生活困窮者対象には３２会場３４５０名の学習教室を実施している。
（笹岡）本県では、
「子ども食堂」
は何か所あるか？
（県） 本県には、子ども食堂は９箇所ある。
（笹岡）それで、充分と考えているのか。明石市では小学校区に一つずつ整備されている。子どもの移動手段を考えると、遠
くへは行けず、９箇所では不十分。京都府では
「子ども食堂」
を８３から１１４に増やす目的で、今年から運営団体へ
※
の補助を開始している。また、フードバンク から食材を提供できるシステムを構築するなど、子どもたちが直接生き
るための食糧と栄養の支援を実施している。本県でも、
「子ども食堂」
への支援制度を創設して、数を増やしていくこと
を提言する。
（※フードバンク…処分される直前の食品を生活困窮者などに届ける機関）

ります。こういった課題についても、県としてしっかりまず検証していく必要があるとい
うふうに考えているところでございます。
県では、これまで、爆破テロなど武力攻撃に準ずる事態を想定して国民保護訓練
を実施してまいりましたが、今年度は、初めて、武力攻撃事態の一つでございます
弾道ミサイルを想定した訓練を実施していきたいと考えているところでございます。
訓練では、まず情報伝達や被害状況の把握など、初動対応の確認を行うとともに、
県民がミサイル発射時に自分の身を守るためにどのような行動を取るのか理解すること
も重要でございますので、住民参加の訓練についても、今後、国や市町などと協議
をしてまいりたいというふうに考えております。
訓練は一度だけではなく、継続して実施していくことが重要でございますので、今
後も訓練を重ねていくことにより、熟度を高めていきたいと考えているところでございま
す。

高齢者・障がい者の虐待防止策

⑧ 国民保護法に基づく避難施設をいくつ指定しており、ミサイル攻撃に対応できる
頑丈な建物や地下施設は県内にいくつあるのか。また、県民が取れる現実的避
難の在り方を示し、県民の犠牲を最小限にするための
「ミサイル避難マニュアル」

北朝鮮ミサイル対策を提言する記事

の作成や指導教育も必要だと思うが、考え方を伺う。
答（安全環境部長）
県の国民保護計画では、これはミサイル攻撃だけではございませんが、テロなどの事態にも備えて、学校や公民館など８４７の
施設を避難施設に指定をいたしております。
その中で、国が頑丈な建物であるとしているコンクリート造りの施設は６７６ございます。そのうち地下への避難が可能な
施設は１つございます。
なお、国は、避難施設として指定されているかどうかにかかわらず、近くの頑丈な建物や地下に避難するということを呼び
かけているところでございます。
また国は、
ミサイル発射時には、頑丈な建物に避難する他、近くに建物がない場合は、物陰に身を隠す、
あるいは、地面に伏せる、
屋内では窓から離れる、窓のない部屋に移動するなど、住民が取るべき行動というものを示しているところでございます。
県としては、市町と協力し、ホームページや広報誌、住民への出前講座、様々な機会を捉えて、住民が取るべき行動について
県民の理解というものを促進してまいりたいと考えているところでございます。
⑨ 船舶類への影響に対する配慮について、北朝鮮によるミサイル発射や違法操業が日本海クルーズや本県漁業などに与える
影響をどう考え、国や関係機関に対して、今後どのような対策を求めていくのか、伺う。
答（安全環境部長）
北朝鮮によるミサイル発射に伴うクルーズ船や漁船への影響について問い合わせをいたしております。各機関からは特に影
響はないというふうに聞いています。今後もミサイル発射の可能性があることから、引き続き状況の把握に努めていきたいという
ふうに考えているところでございます。
違法操業につきましては、水産庁および海上保安庁が漁業者団体からの要請を受け、６月下旬以降、集中取締りを実施して
おります。しかしながら本県甘えび漁の水揚額は、昨年より１,４００万円（約２割）減少しているというような状況でございます。
ミサイルや違法操業の問題は、国の安全保障、外交に関する事項でございます。国が責任を持って対応すべきでございます。
県としては、県民の安全・安心の確保とあわせて、観光や漁業などの経済活動に影響がないよう、しかるべく国の関係省庁
に対し、迅速かつ正確な情報提供および取締りの強化を要請してまいりたいと考えているところでございます。

◎動画見るには 「福井県議会」→「県議会録画中継」→「９月１３日一般質問・笹岡一彦議員」

（笹岡）障がい者や高齢者の福祉施設での虐待や殺人が増えている。こうした弱者からのＳＯＳが発信できるシステムはある
のか？
（県） 各施設から県に報告する形となっている。
（笹岡）全国では施設が隠蔽している間に犠牲者が広がった事例が多い。本
人や家族から発信しやすく、受信後に迅速に対応できる体制を要望
する。また、本県では子どもの虐待についての相談件数が過去最高と
なっているが、これを県はどう見るか？
（県） 以前より隣近所や医療機関から通報しやすい法制度に改正されたの
が、相談件数が増えた大きな要因だと見ている。
（笹岡）だが、４４％も全体数が増えている中で、実被害も同時に増えている
ことが大いに考えられ心配だ。より深く分析して対応し、犠牲者が出
ないように、警察や児童相談所が連携して事に当たってほしい。
国民健康保険の運営方針
（笹岡）県内市町の約半数が赤字だが、赤字解消の目標年次を定めるべきだ。
（県） 繰入の有無や額など市町に差があり、一律に赤字解消をしようとすると
保険料に大きく影響するので、市町が自主目標を立てて努力されたい。
（笹岡）保険料の算定方式から資産割が廃止されるが、それについても目標
年次が必要ではないか？
（県） ３年後の運営方針見直し時に状況を踏まえて目標設定できるかを検討
する。

国民健康保険の県内統一についての質問記事

安全環境部の審査
大飯原発の再稼動
（笹岡）大飯原発について、おおい町から再稼動判断が出ているが、県は幾
つかの条件を出している中で
「国からの説明」
を上げている。具体的に
はどのような考えか？
（県） 国のしかるべき人に、国民理解や使用済み核燃料、エネルギー基本計
画、地域振興などについて説明してもらう必要がある。
（笹岡）県民の安全を守るためには、広域避難計画を作成し、それに基づい
た避難訓練を早く実施するべきだが、どう考えるか？
（県） 近々国の防災会議で広域避難計画を決定される見込み。それを踏まえ
て避難訓練の実施について関係府県とともに検討したい。

大飯原発の再稼動について国の説明を
求める質問記事

