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国から表彰を受けた
「あわら湯けむり創生塾」
の前田健二塾長からコメント
「10年後のあわら市を私たちの手で」
皆さんは
「あわら湯けむり創生塾」
という名前をご存じでしょうか？
私たちは
「あわら温泉屋台村・湯けむり横丁」
「湯めぐり手形」
「おしえる座ぁ」
を運営する団
体です。設立から10年以上が経ち、あわら温泉街の賑わいを創出しています。
平成16年3月に、旧金津町・芦原町が市町村合併をし、あわら市が誕生しました。これ
を機に、両町の青年たちが
「10年後のあわら市を、私たち青年で創っていこう」
という思いの
もと、
「RATY（Realize After Ten Years）」
という活性化研究会が立ち上がりました。この生
みの親が、実は県議会議員の笹岡一彦先生なのです。「旧町の垣根を越えて、新しいあわ
ら市を創造していく青年を集めたから、リードしてやってくれ。」
と笹岡先生から依頼を受け、
私は参加いたしました。
その後、
「福井県ブランド創造活動推進事業」
の認定を受け、県の補助金をいただき、名
前を
「RATY」
から
「あわら湯けむり創生塾」
と改称し、活動に取り組みました。しかし道のり
は険しく、幾度となく壁にぶち当たり困難を極めました。特に
「屋台村」
の開設には多額の資
金が必要で、銀行からの借り入れには、笹岡先生が保証人になってくださって力強いバック
アップをしていただき、ピンチを乗り越えることが出来ました。
おかげで現在の賑わいを創ることが出来、あわら温泉も
「男の一人旅全国人気ナンバー１」
などに認められて、昨年国交省より優秀な地域づくりの取組として、
「政策投資銀行賞」
を受
賞し、本年も総務省より
「地方自治民間団体功労賞」
を受賞することが出来ました。
「まちづくりは人づくり」
私たち創生塾を生み、お育て頂いた笹岡一彦先生に心より感謝申し上げると共に、先生の
取り組みが本当に深く地域に生かされていることを、これからも実践証明して参ります。
「前へ」
私たちは、これからも笹岡一彦先生と共に、あわら市発展のために歩んで
参ります！
あわら湯けむり創生塾
塾長 前田 健二

台風２１号被害のパトロール

あわら温泉屋台村「湯けむり横丁」

あわらおもてなし
キャラクター
「湯巡権三」

あわら温泉情報処「おしえる座ぁ」

１０月２７日深夜に発生したあ
わら市の火災現場を翌朝視察し
ました。現場検証中の消防署員
や警察関係者を労うとともに、
地元区長さんや近隣の方々を回
りお見舞い申し上げました。ま
た、地元市議会議員と協議しな
あわら火災の現場
がら、被災者に対して県と市で
できるだけの支援ができるよう努力しようと申し合わせました。

委員会の県外視察

稲田朋美氏を囲んだあわら政治懇談会

１１月１１日、稲田朋美衆議
院議員をお招きして、１２名の
市議会議員をはじめ市長や商工
会、農政連などからご出席をい
ただき、
「あわら政治懇談会」
を開催させていただきました。
政治懇談会参加メンバー
あわら市が抱える北陸新幹線
の駅と駅周辺整備や立体交差、国道８号線の４車線化と笹岡以北
の事業認可、
３０年度からの農業支援、米価維持、鳥獣害対策など、
多岐にわたって要請するとともに、稲田先生と親しく意見交換いたし
ました。

１１月１８〜１９日、お招きを受け、細呂木地区区長会の研修旅行に参加させていただきま
した。岐阜、愛知、三重と大変内容の濃い視察をさせていただきながら、区長さんたちの色々
な話を聴かせていただき、とても良い勉強となりました。
細呂木区長会の研修旅行
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あわら火災や台風被害の復旧支援、全国知事会による米価維持活動、
芦原温泉駅にサンダーバード停車の増便、全国大会や国際会議の誘致
補助金の増額、
ミュージアム観光の強化など16項目を提言、
質問しました。
一般質問の質問項目

あわら火災現場視察とお見舞い

区長会の研修旅行

発行者 笹岡一彦

県民を第一に、県民に寄り添う政治を

１０月２２日深夜から
翌未明に掛けて襲来し
た台風２１号の被害を
調 べるために、あわら
市全域をパトロールしま
した。即対応すべき点
や調査が必要な箇所に
嵩上げした北潟の305号線
ついては三国土木事務
所と坂井農林総合事務所に連絡し、対応を求めました。

１０月３１日〜１１月
１日、厚生常任委員会
の県外視察で静岡県を
訪問しました。ドクター
ヘリを運行する伊豆半
島の順天堂病院や静岡
県がんセンター、静岡
ドクターヘリのヘリポート
県危機管理局東部方面
本部を視察させていただきました。福井県にもドクターヘリ
が必要と確信し、１２月議会で導入を訴える決意をいたしま
した。
（前頁の厚生常任委員会を参照して下さい）
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あわら火災の復旧支援を求める
台風２１号による農林水産被害への支援を求める
コメの生産目標管理を全国知事会などで行い、米価維持を図れ
ミサイル防災訓練の課題は？
防衛省、水産庁、首相官邸へのミサイル防衛策要請の返事は？
原子力レスキュー隊の強化を求める
フリーゲージの代替特急の運行は、
「芦原温泉駅」までを求める
サンダーバードの「芦原温泉駅」停車本数の増加を求める
北陸新幹線シャトルタイプ「つるぎ」の「芦原温泉駅」停車を求める
新幹線駅舎デザインで、県内駅の統一感とは何を指すのか？
柿原トンネル事故への対応と安全確保、工期への影響は？
リゾート新線基金５０億円の使い道は？
医師不足をカバーする医師確保策の強化を求める
福井国体における小中高生の積極的参加による「盛り上げ」を求める
国体や新幹線開業時に、県内ミュージアムでの魅力的な企画展を求める
新幹線開業時に、国際会議や全国大会などの誘致補助金の増額を求める

４回連続して一般質問に立つ

今回は、全ての質問と答弁を詳しくご報告いたします。
問一 あわら火災と台風被害の復旧について
① 被災者や地域とともに県とあわら市が連携して１日も早い修景復旧を図るべき
と考えるが、現在のところどのような対応がされているのか、伺う。
答
（安全環境部長）
あわら市の火災におきましては、市は、相談窓口を設け、被災者への見舞金の支
給、市営住宅への優先的入居、市税の減免等を行うほか、火災直後の１０月２８日
からは周辺交通確保のため、道路上の瓦礫等の撤去を行ったところでございます。
火災時の建物解体や瓦礫撤去につきましては、国等の支援制度はなく、原則とし
て、被災者自らが行う必要がございます。現在、被災者が共同で、敷地内の建物の
解体を完了し、今後の瓦礫撤去に向けた話し合いを行っているところでございます。
なお、火災を含む災害による被害額が住宅・家財の２分の１以上の場合、法律
により、所得額に応じて所得税が軽減免除されることになっております。
また、県では、この火災を受け、防災広報の強化、初期消火体制の確認、消火
設備や消火栓の総点検など、火災防止対策の徹底について、県内各消防に通知を
したところでございます。

私の一般質問を
報じる新聞

② あわら市でも多くの被害が出た台風２１号。全県的な農林水
産業の被害状況はどうだったのか、また、被災者への対応
はどうなっているのか、伺う。
答（知事）
今回の台風による農林水産業の被害でありますが、
ＪＡ中央会
の田波会長また漁協の平野会長から直接その被害状況を伺って
おります。農道、漁港、林道等の被害が約６００か所、パイプ
ハウスの破損・ビニール破れなどが約６５０棟、養殖生簀の破
損６０基、定置網の破れ１５地区などとなっており、農林水産物
の被害については、今後、収穫状況等によりさらに詳細な把握
がなされる予定であります。
日常生活に影響の大きい農業集落排水施設は、災害発生直
後から応急復旧を実施しており、農道や林道等については、今
後、災害査定を受け、必要な予算措置を行います。
さらに、被災者が経営維持のために必要な資金を無利子で借
入できるよう、市町に加えＪＡグループや県信用漁業協同組合と
協力し利子補給を行っており、来年の作付などに間に合うよう応
援をしてまいります。
問二 農業政策について
③ 都道府県が主体的にコメの生産目標を厳守するような管理
組織を創設し調整すべきであり、全国知事会などでコメの生
産目標管理について各県の指導力を上げていく議論を進
め、米価を高めることで各県農業を守っていく考えがないの
か、伺う。
答（知事）
平成３０年度以降は、国による需給調整から、生産者や農業
団体が自ら米の需給に応じた生産を行うことになっております。こ
のため、東京、大阪を除く４５道府県では、農業団体で構成す
る各道府県農業再生協議会が、国からの米の需給動向の情報を
基に、生産数量の目安を示すことになっております。
全国の動きとしては、全国農業協同組合中央会が中心となり、
米穀機構、コメ卸売業者などで構成する全国組織をつくり、国に
代わって実質、生産調整を推進すると聞いています。
県としては、県農業再生協議会の一員として、
ＪＡと一体とな
り、米価を維持し、安心して生産者が営農を継続できるよう、需
給対応の生産を進めてまいります。
問三 ミサイル防災について
④ 今回のミサイルを想定した国民保護共同訓練の課題は何で
あったのか、今後、どのように改善していくのか、また、原
発へのミサイル攻撃を想定した訓練を行う考えはないのか、
伺う。
答（知事）
今回の訓練では、ミサイルが発射された際の具体的な放送内
容等をまずは住民に知っていただくという、そういう機会として役
立ったというふうに思います。学校では、事前に生徒が避難行動
について学び、また、この事柄の理解が深まるようにしたところで
ありまして、こうしたことからも、市町からの意見があったところで
あります。
一方で、今回は、テレビ・ラジオ、携帯電話の緊急速報のメー
ルは使用せず、屋外スピーカーのみで情報伝達を行ったため、ス
ピーカーの音が聞こえにくかったとの指摘もあり、今後、スピーカー
の増設や、携帯メールの登録促進など情報伝達手段の多様化に
ついて、市町と改善に努めて参ります。
また、こうしたことはこうしたこととして重要なのでありますけれ

ども、何と言っても北朝鮮の問題は、国の安全保障、国防に関
する重要な事項であり、ミサイル攻撃を想定した住民避難につい
ては、様々な想定があり得るのでありまして、国が被害想定や対
象範囲、またその背景となる全般的なことをしっかりやっていただ
くことが、何と言っても必要だと思っております。
このため、９月には原子力防災担当大臣等に対し、避難等が
必要となる場合の県や市町の対応を明らかにするよう要請してお
り、引き続き、国に対し、不測の事態に備え、万全の措置を講
ずるよう求めて参ります。
⑤ 防衛相の
「緊急時にＰＡＣ−３を速やかに展開する」
との回答
については、緊急時では間に合わず、１日も早い常時配備
が必要だと思うが、考え方を伺う。また、水産庁や首相官
邸への要請に対し、具体的対応についての言及が得られた
のか、伺う。
答（知事）
９月末に小野寺防衛大臣に対し、原子力発電所の防御につい
て明らかにするよう要請し、大臣からは、
「イージス艦での対応や、
緊急時にはＰＡＣ−３の部隊を速やかに展開する。
」
ということを
おっしゃっております。要請については、
「しっかりその後も検討す
る。
」
という発言はいただいております。
また、杉田内閣官房副長官に対し、原子力発電所の立地地
域の不安を解消するため、内閣官房が中心となり、関係省庁連
携のもとに取り組むことを要請し、副長官からは、政府としてしっ
かり対応する旨の回答をいただきました。
それから、水産庁長官に対し、漁業者が安全に操業できるよ
福井新聞
う、迅速かつ的確な情報提供を行うことを要請し、長官からは、
発射情報を自動的に漁船に伝える新しい無線システムの導入を検
討するとの回答をいただいております。
また、提案理由で申し上げましたが、ミサイルに対する国の防
御や漁船の漂着というような問題があるわけでありまして、県とし
ても、嶺南地域における自衛隊の基地整備、それから沿岸警備
の強化等を一層、日本海側で強化していただくことが何としても
大事だと、このように思っております。
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問四 原子力レスキュー隊について
⑥ 原子力レスキュー隊には3班しかなく、４基の原発が同時発
災した場合、最後の１基には手が回らないことになり、明ら
かに、現在の原子力レスキュー隊では能力不足になると思う
が、どう考えるのか、伺う。
答（安全環境部長）
各原子力発電所では、過酷事故に備え、新規制基準に基づ
き、資機材や人員体制を整備しており、まずは事業者が、速や
かに事故制圧に当たり、事態の収拾を図ることがまずは何よりも
重要であると考えております。
また、原子力レスキュー
（原子力緊急事態支援センター）
は、
発電所構内が高放射線環境となった場合に、ロボット等を用い
て、サイト全体の現場状況の情報収集や空間線量の測定など、
事故制圧が効果的に行われるよう支援する組織でございます。
原子力レスキューは、本年９月に関西電力が実施した訓練に
参加をしておりまして、大飯と高浜に要員と資機材を派遣し、発
電所員と協働して複数のサイトにおける事故制圧訓練を実施した
ところでございます。
今後とも、原子力レスキューは県内外の発電所の実践的な制
圧訓練に参加し、課題を検証して事故制圧体制の実効性を高め
ていくことが重要であると考えております。また、県といたしまして
は、原子力レスキューの機能が向上していくことが重要であると、

こういうふうに考えておりますので、災害対応資機材の技術開発
等に対して、国の支援を強く求めてまいりたいと考えております。
問五 北陸新幹線の諸課題について
⑦ フリーゲージ導入が遅れた時、在来特急の乗り入れ区間
は、当然、
「芦原温泉駅」
までの間をイメージしていると思う
が、知事の言う
「一定区間」
とは、どこからどこを指すのか、
また、北陸へのフリーゲージ導入の前提となる九州新幹線
長崎ルートの整備のあり方に関する現在の国の検討状況
や、今後の見通しをどのように見ているのか、伺う。
答（知事）
特急の乗り入れについては、石川県まで乗り入れることになり
ますと新幹線の建設財源などさまざまな影響が大きいわけであり
ますので、福井駅までの乗り入れを求めた３月の県議会の意見
書も念頭に、乗り入れを行う場合においても福井県内に留めるの
がよいのではないかという趣旨を申し上げたところであります。
九州新幹線長崎ルートの整備のあり方については、現在、国
において、与党検討委員会から求められたフル規格、ミニ新幹
線、フリーゲージトレインの３方式それぞれ建設費や投資効果を
比較する調査を行っております。これと並行して、新幹線の車両
の摩耗といいますか、どれくらい損耗が行われるかという対策に
関する技術開発も引き続き行っていると聞いております。
そこで与党検討委員会は、今年度末を目途に報告される国の
調査結果を踏まえ、関係者の聞き取りを経て、長崎ルートの整
備方針を決定するということを考えております。
県としては、国に対し、フリーゲージトレインの導入方針につ
いては速やかに結論を得たうえで、適切に対応するよう、１０月
の工事実施計画認可の際にも申し入れを行っているところであり
ます。
⑧ 現行の特急サンダーバードの
「芦原温泉駅」
での停車回数を
増やすことについて、どのような取組みをしているのか、伺
う。
答（総合政策部長）
かがやきの停車駅や運行本数につきまして、
ＪＲ西日本は、速
達性を確保しつつ、今後の利用状況を踏まえて決定するとしてお
り、開業前の特急の利用状況などを参考に決定するものと考えら
れます。
現在も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本少ないという状況もございます。芦原温泉駅の利用拡大
を図り、特急の停車本数を増やすことが重要であります。県では
あわら市に対しまして、まずは芦原温泉駅の時間帯ごとおよび終
日の乗降客数を調査するなど現状を把握するよう求めております。
県としては、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、方法はいろいろとあると思いますが、実現に向け
てあわら市を中心に沿線市町ととともに検討を進めてまいりたいと
考えております。
⑨ フリーゲージも特急乗り入れもなくなった場合、シャトルタ
イプの
「つるぎ」
が富山−敦賀間を
「かがやき」
に準ずる
「準か
がやき」
として運行される可能性が高いと思われるが、
「つる
ぎ」
の県内停車駅について、
どのように考えているのか、
伺う。
答（総合政策部長）
現在、金沢・富山間につきまして、金沢駅発着のサンダーバー
ドやしらさぎとの乗り継ぎを想定し、かがやき、はくたかのほか、
つるぎが１日に１８本運行しており、この区間のつるぎの停車駅
は、はくたかと同じとなっております。
新幹線敦賀駅は、新幹線と特急との上下乗換え施設となって

おりまして、１階部分にサンダーバードとしらさぎの両方が乗り入
れる状況も想定されることから、現在の金沢駅とは状況が異なっ
ております。また、かがやきとかはくたかは東京・敦賀間を運行
するのを前提としておりますが、つるぎには北陸と関西、あるいは
北陸と中京の鉄道の旅客流動を処理する観点から補完するような
役割もあります。こうしたことからつるぎの運行本数というのは朝
夕を中心に限定的になるのではないかと考えられます。
敦賀開業後のつるぎの運行本数や停車駅につきましては、金
沢開業時と同様に、開業の約７か月前にＪＲ西日本が決定するこ
とになると考えられます。
⑩ 知事が言う駅舎デザイン案の
「統一感」
とは何を指すもの
か、それぞれの駅でどのような機能が必要で、本県の個性
やおもてなしの表現について、どのように考えているのか、
伺う。
答（知事）
先月、鉄道・運輸機構が駅設置市への提案について県に報告
がありましたが、各駅舎のデザインは、風土や伝統文化など地域
の多様な特性を反映したつもりであるという、そういうデザインに
なっております。
一方で、駅利用者の皆さんに本県の印象を持ってもらうために
は、駅の内装、内部も含めて県内４駅舎にある程度統一感を持
たせられないかという難しい課題があるわけであります。例えば、
駅名の表示方法を統一するとか、あるいは外装のその当地ならで
はの写真スポットとして何かうまく活用できないかとか、いろいろ
なことがあり得るわけでありまして、今後、駅設置市と協議してい
きたいと考えます。
待合室やお母さんたちの授乳室など駅利用者が使用する施設
や機能については、県はこれまで駅利用者の利便性ができる限り
向上するよう求めてきており、現在、鉄道機構とＪＲが検討を進
めております。
また、観光案内所、物産展示などおもてなし機能については、
現在、駅設置となる市が中心となり、駅周辺整備と併せて検討
を進めており、県としても、地域の魅力を発信できる駅となるよう、
機構やＪＲと調整を行うなど駅設置市を応援してまいりたいと思い
ますし、また議会の皆様にもさまざまな地域でのご意見を発して
いただければと、このように思うものであります。
⑪ あわら市柿原でのトンネル陥没事故について、トンネル施工
技術委員会の報告にどう対応したのか、今後の予定や安全
確保について伺う。また、全体的な工期に影響がないのか、
伺う。
答（総合政策部長）
柿原トンネル陥没事故につきまして、今週月曜日、４日でした
が、技術委員会が開催され、陥没箇所付近の地形・地質や地
下水の状況把握の不足、地盤のゆるみや地下水位の確認不足に
よる排水処理計画等の検討が不十分さ、トンネル施工時の坑内
排水処理が不十分など、複数の原因が複合して起きたものと結
論付けられました。また、地形・地質や地下水の事前調査、湧
水処理の方法などの再発防止策を取りまとめ、機構に対し提言
を行ったところであります。
県では、委員会直後に鉄道・運輸機構に対しまして、委員会
の結論を踏まえた具体的な再発防止策や復旧工事のスケジュー
ルなど今後の対応や開業時期への影響の有無をあわら市と県に
早急に説明するよう求め、来週１１日に報告を受けることになって
おります。
県としては、地元区に事故原因や工事内容について速やかに
丁寧に説明を行い、万全の安全対策を講じるとともに、平成３４

年度末の敦賀開業に影響が出ないよう、工事の進捗管理を徹底
するよう機構に強く求めてまいります。
⑫ リゾート新線基金約５０億円の使途について、１２月にも広
域行政組合において方向性を決定し、議会とも協議して結
論を出したいと答弁があったが、現在の進捗状況を伺う。
答（総合政策部長）
）
嶺南６市町では、現在、広域行政組合において、新幹線開業
に向け、地域で取り組むべきプロジェクトについて、市長・町長
レベルで協議を進めており、まとまり次第、基金の活用策を県に
要望したいと伺っております。
リゾート新線が目指していた、関西との移動時間短縮につきま
しては、新幹線小浜―京都ルートの決定により、大幅に短縮さ
れる目途が立ったものの、敦賀以西の整備に対して、多額の地
元負担が求められることになります。
県としましては、まずは、嶺南市町の要望を伺った上で、基金
の活用について検討を行い、議会とも協議しながら結論を得てま
いりたいと考えております。
問六 医師の確保について
⑬ 全体的な医師確保についてより強化すべきだし、医師不足
が顕著な専門分野の医師確保対策についても、今後どのよ
うに考えているのか、伺う。
答（知事）
本県のお医者さんの数、医師数は全国平均を上回っておりま
すけども、地域や診療科での偏りが見られ、診療科では内科や
産婦人科の医師確保が課題であります。
このため、これまで、医学生への修学資金貸与に加え、福井
大学、それから中核病院からの医師派遣、年10人を行い、医師
の県内定着に努めております。
このことによりまして、公的病院に派遣している医師数は平成
２４年度２１人から本年度は３９人と増えており、さらに２年後に
は６０人を超える見込みであります。
今後は、専門医を目指す研修医や、研修医を確保した病院へ
の応援、指導医資格の取得支援などにより、不足する診療科の
医師の確保に努めてまいります。
問七 福井国体について
⑭ 国体の成功は、一つは
「競技成績」
、もう一つは
「福井県が
好きになり、また来たいと思ってもらえる印象」
ではないか、
愛媛国体では青少年が大いに活躍した。本県でも、小中高
生の参加によりムードを盛り上げることが必要だが、県およ
び教育委員会はどのように考えているのか、伺う。
答（国体推進局長）
国体・障スポの成功には、本県選手団の活躍に加えまして、
国体と障スポの融合を進めておりますけれども、障害のあるなしに
関わらず多くの県民の方の観戦や参加を得て、全国から来られる
方々に良い大会であったと実感してもらうことが重要であります。
県では、市町、教育委員会との協力のもと、式典演技や競技
補助、花いっぱい運動や応援のぼり旗の作成に加えまして、開
閉会式の入場行進の際には、都道府県応援団を配置するなど、
多くの児童・生徒の参加を予定しております。
そのほか、企業や団体にも応援やおもてなしに参加していただ
いて、県民お薦めの食べ物や土産物を紹介するアプリの活用や、

今年の愛媛国体でもおもてなし広場で行いました
「いちほまれ」
や
「恐竜」
といった福井のトップブランドをＰＲしてまいります。
答（教育長）
国体・障スポの成功につきましては、本県を訪れる方々に福井
に来てよかったと思ってもらえるよう、県民全体で関わっていくこ
とが重要だと考えております。
このため、高校を中心に競技補助員や本県とりわけ母校の選
手の応援などに参加をすることとしており、各学校において行事
等の調整を行っております。
また、これらの生徒以外にも多くの子ども達が国体に参加でき
るよう、教育活動として応援や観戦することを検討しています。
地元での国体開催は５０年に一度の機会でありますので、多く
の児童生徒が県民と一体となって本県のみならず他県の選手を
応援し、国体・障スポを盛り上げるとともに、将来の福井県を担
う子ども達に生涯にわたり記憶に残る参加体験をしてもらいたいと
考えております。
問八 ミュージアム観光について
⑮ 国体開催時には、
「幕末明治福井１５０年博」
も準備されてい
るが、北陸新幹線開業に合わせた魅力的な企画展を準備し
ておくことが肝要であり、県立ミュージアムの有効な活用法
について、どのように考えているのか、伺う。
答（知事）
国体が開催される来年は、全国からの大会参加者を呼び込む
ため、
「幕末明治福井１５０年博」
を開き、県立歴史博物館をはじ
め、県や全市町の文化施設において、ゆかりの深い、例えば高
知県などの県から集めた資料を来年１１月まで切れ目なく展示を
したいと思います。
また、県立美術館では、印象派のターナーやモネなどのウェー
ルズ国立美術館所蔵の作品を紹介する特別展を開きます。恐竜
博物館では、映画
「ジュラシック・ワールドⅡ」
にも登場が見込ま
れる恐竜の特別展などを開催したいと考えております。
北陸新幹線開業に向けましては、首都圏からの集客を促進す
るため、県内のみならず他県の学芸員や研究者等との連携も図り
ながら、全国的にも話題となる大型企画展の開催、外国人観光
客向けの多言語案内、北陸三県での連携企画などを検討してま
いります。
⑯ 新幹線開業に向けて、本県へのＭＩＣＥ※ 誘致にどのように
取り組んでいくのか、そのための補助制度などは、石川県や
富山県の12分の1から24分の1しかないが、今後どのよう
に強化していくのか、伺う。
答（知事）
ＭＩＣＥについては、
これまで福井観光コンベンションビューロー
を中心に誘客活動を行っており、平成２８年度は１０５件のコン
ベンションが開かれたものの、件数を更に増やすことや、より大き
な規模の会議を誘致することなどが課題であります。
このため、他県と比べ誘致の専任職員が少ないことや、県と市
町が２分の１負担している助成額の上限が低いことなどについ
て、福井市をはじめ関係市町・団体、経済界とも十分協議をし、
組織体制の見直し、補助制度の拡充などを図って参りたいと考
えます。
※ＭＩＣＥ・
・
・国際的な会議や学会、
見本市などの総称。
Meeting
（会議）
、
Incentive
travel
（報奨旅行）
、
Convention
（国際会議）
、
Exhibition
（展示会）
の頭文字。
観光よ
りも滞在時間が長く経済効果が高いとされる。
政府が国内への誘致を推進している。

◎動画見るには 「福井県議会」→「県議会録画中継」→「12月6日一般質問・笹岡一彦議員」

厚生常任委員会
１２月１２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。

健康福祉部の審査
ドクターヘリの導入を求める
（笹岡）静岡県のドクターヘリを視察した時には、年間１,０１８回出動して、そ
の約２０％の人が九死に一生を得られたと聞いた。つまり年間２００人
以上の方が命を助けられたことになる。初期費用４億円と毎年２千万円
のコストが掛かるが、県民の生命の対価と考えると安いものだ。山村や
水上で働く人もいる。１日も早いドクターヘリの導入を強く求める。
（県） ドクターヘリの重要性は認識しており、３月までに単独運航の方向性を出
せるよう努力したい。併せて滋賀県や岐阜県との共同運航も検討し、年
度内に導入の可否を決める。
（笹岡）あわら市などは、石川県境の町で、ヘリの到達時間を考えれば、石川
県も共同導入の対象に加えるべき。
（県） 石川県は、現在来年度導入に向けて準備をしている。石川県も考慮に入
れたい。
医師不足を解消策
（笹岡）福井県が実施している
「医師修学資金貸与制度」
は定員枠が１０名と
なっているが、希望者は多いのか？
（県） 定員を大きく上回る希望者数がある。
（笹岡）静岡県では、福井県の８倍の定員枠で強力に医師不足を解消しつつあ
る。本県も希望者が多いのなら、定員枠を増やすべきではないか？
（県） 来年度から導入される新専門医制度をにらみ、専門医を目指す後期研修
医の支援制度を創設したい。
（笹岡）それは、評価したい。医師不足が著しい内科、小児科、産婦人科、麻
酔科、救急科、整形外科、総合診療科などを対象にするのか？
（県） その７科を対象に年間１８万円ずつを支給するとともに、受け入れた医療
機関の環境整備や指導医の旅費なども支援
する。

ドクターへり実現に大きく前進し、医師確
保も強化することを大きく伝える記事

安全環境部の審査
環境基本計画
（笹岡）一般廃棄物のリサイクル率の推移を見ると、
現在の目標２０％から大きく下回っており、
５年前もその前も目標達成できていない。今
回の計画は５年後に目標達成できるのか？
（県） 昨年度は１６.１％だったが、今年度は１７.２％
となっており、市町と一緒に施策を行い達成し
ていきたい。
（笹岡）３度も目標達成できておらず、計画の進捗管
理に問題がある。次は、どのような機関が
進捗管理するのか？
（県） 環境基本計画の策定委員会と庁内環境会議
で進捗管理をしていく。
（笹岡）
「食べきり運動」
や
「分別作業」
で協力してい
ただいている県民に申し訳ないことにならな
いように、行政の信用を掛けて責任を持って
やってもらいたい。

ドクターヘリ導入と、遅れている
リサイクル推進を指摘する記事

