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市民各位のお蔭様により
「自治振興功労者表彰」を受賞。また、あわら市議会議員と
雪害対策懇談会を持ち、その意見を反映して２月議会で一般質問を作成し、大雪への対応、
国道８号線の早期４車線化、産業の救済などを訴え、追加の補正予算につなげる。

県の大型会議の誘致補助金
国内会議（全国大会等）

発行者 笹岡一彦
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もう一つの重要なファクターに
「ＭＩＣＥ観光」
があります。石川県でも北陸新幹線の金
沢開業に合わせて多くのＭＩＣＥを誘致し、この上ない成果を上げました。本県も敦賀開
業まで残り５年余り、大きな会議や展示会ほど早くから開催地決定がなされるもので、今
こそＭＩＣＥ誘致に全力を挙げねばなりません。この場合、新幹線開業は一つの売りにな
りますが、やはり決め手は開催補助金です。
しかしながら、現在の補助金額は国内会議で石川県が６００万円、富山県が９００万円
に対して本県は僅か５０万円。国際会議では石川県が１,０５０万円、富山県が１,２００万
円に対して本県は僅か１５０万円と桁が違っており、これでは主催者たちも躊躇し、県民
も大会を誘致するのに、ついつい二の足を踏んでしまうでしょう。
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
めの補助制度などの戦略を今後どのように強化していくのかお示しください。
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。
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この度、
「第９５代福井県議会議長および福井県議会議員とし
て、県政の各分野で１５年にわたり幅広い活動を続け、地方自治
の進展に尽力し、県民福祉の向上と県勢の発展に寄与した」
ものと
して、名誉ある
「自治振興功労者表彰」
をいただきました。
これも、今日までご支援いただいたあわら市民の皆様方のお蔭
と、心より深く感謝申し上げます。今後もこれを励みに、佐々木新
市長を支えながら、あわら市の発展と福井県民の福祉向上のため
に尚一層精進していく所存でございますので、ご指導ご鞭撻のほど
宜しくお願い申し上げます。

雪でも
前へ！

※ 参加者ベースから、宿泊者ベースに変わり、
それぞれ１人１泊２,０００円
（国内会議）、
１万２,０００円
（国際会議）
が支給される。

あわら市男女共同参画ネットワークの皆様が県議会を傍聴

あわら市男女共同参画ネットワークの皆様

２月２８日、一般質問の１日目、あわら市男女共同参画ネット
ワークから女性ばかり９名の皆様が県議会を傍聴されました。
本会議場に入られる前に、大会議室でご挨拶させていただき、
県議会の概要や一般質問の見どころなどをご説明申し上げまし
た。そして、午前中４名の議員の一般質問を傍聴していただき、
私は４番目に質問に立たせていただきました。後学のためにご感
想をお聴きすると
「よく市民から聞き取りや調査をされていて、
私たちに身近な質問が多く、とても聞き易く分かり易かった」
と
のお声をいただき、とても励みになりました。今後とも、皆様の
代弁者として精進することをお約束して、お見送りをさせていた
だきました。終始、真摯に熱心に傍聴された皆様、ありがとう
ございました。次の機会も是非お待ち申し上げております。
私の一般質問を報じる新聞
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知事から「県政功労者・自治振興功労者表彰」を
受けた表彰式

県政功労者・自治振興功労者表彰
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一般質問の質問項目
① 国道８号線の立往生を献身的に支援したあわら市民に顕彰と謝意を
② 国道８号線の県境までの早期４車線化を求める
③ 北陸道の通行止めの判断には県や国の許可が必要な仕組みにするべき
④ 除雪体制が弱体化しており、今後さらに悪化する懸念あり、見直しが必要
⑤ 雪害を受けた店舗・企業・事業所に補助や無利子の緊急融資が必要
⑥ あわら温泉のホテル旅館のキャンセル１万件以上の救済策を求める
⑦ 芦原温泉駅から芦原温泉までのアクセス向上を求める
⑧ 農業用ハウス倒壊に撤去費および再建費の国・県の手厚い救済策を求める
⑨ 鳥獣害対策の固定柵が雪で破壊されている件で早期に修繕を求める
⑩ いちほまれの買い取り価格の向上やコストダウンなど生産者の利益を確保すべき
⑪ 農業法人の担い手を育成するために「畜産カレッジ」
「稲作カレッジ」が必要
⑫ ドクターヘリの福井県の単独導入および隣県３県との共同運航が必要

今回は、全ての質問と答弁を詳しくご報告いたします。
① 国道８号線の立往生を献身的に支援した
あわら市民に顕彰と謝意を
今回の大雪による国道８号での１,５００台の立往生は、
私の地元あわら市民にとって、南北移動の大幹線をマヒさせ
ただけでなく、街を東西に分断され、ライフラインである生
活道路が長きに亘って奪われたものでした。にも拘わらず、
あわら市民は立往生したドライバーのために、集落センター
などを休憩所として快く提供してもてなし、自らコメを炊いて
数千個のおにぎりを握り、それを配布することでドライバー
を励まし続け、１,５００台の中から一人の犠牲者も出ること
の無いように献身的な支援を惜しみませんでした。
こうした本県県民の温かさはニュースなどで全国に伝えら
れており、支援を行った市民県民に対して、知事はどのよう
に報い、顕彰し、謝意を表すのか先ずはお聞きします。
答（知事）
本県では、３８年、５６年、近年ではナホトカ号の重油流
出事故、福井豪雨平成１６年など様々な災害を最近では経験
し、その都度、県民が一致協力して困難を乗り越えてまいりま
した。
今回の豪雪においても、ただいまお話がありましたように、
国道８号線沿線の住民による厳しい気候の中で運転手への炊
き出しの提供、健康維持等、地域住民やボランティアによる様々
な応援、また高齢者へ
の 除 雪、学 校 の 保 護
者や教職員による通学
路の一斉除雪など、県
民が一体となって対応
にあたってまいりまし
た。
尽力いただいた県民
の皆様に対し、心から
感謝を申し上げたいと
思います。
今後は、この大雪に
関する様々な記録・資
料収集をとりまとめるわ
けでありますが、県民
がそれぞれ奮闘してい
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５回連続して一般質問に立つ

ただいた支援活動を十分まとめ、また様々な方面から、県民
共助の足跡として後世に伝え、また、できる限りのことをして
まいりたいと、そのように思っております。
（※ ７Ｐの追加補正予算①をご参照ください。）
② 国道８号線の県境までの早期４車線化を求める
国道８号福井バイパスは、福井県あわら市笹岡と越前市
塚原町を結ぶ、延長４２.２ kmの道路で、本県で開催され
た初めての国体である第２３回国民体育大会の開催に間に
合わせるべく、その2年前の昭和４１年から事業が始まりま
した。しかし既に着工から５２年もの年月が経過しているに
も拘わらず、本県２回目の福井しあわせ元気国体が開催され
る今も、坂井市丸岡町玄女からあわら市笹岡までの残り５.４
㎞が未整備となっており全線開通が未だ果たされておりませ
ん。県も市もそれぞれ期成同盟会を設けて毎年懸命に要請
を重ねていますが、ようやく今年２車線を国体開催までに供
用できるようになったのが現状であります。
また、あわら市笹岡から石川県加賀市熊坂町までの区間
も現在の２車線から４車線への拡幅計画があり、約３０年も
前の金津町時代に都市計画決定がされているにもかかわら
ず、未だに国の事業認可が下りずに手つかずの状態になっ
たままです。県の大雪被害についての報告書を見ると、今回
の国道８号１,５００台の立往生の直接原因となった６日午前
０時４０分のあわら市瓜生でのトレーラーの脱輪事故、同午
前５時４５分のあわら市笹岡路上でのチェーン装着、その後
の軒並み走行不能となったのも、いずれも国道８号の未整
備区間、すなわち片側１車線の区間でありました。これが仮
に４車 線であったならば、トレーラーの脱 輪も路 上での
チェーン装着もその後の甚大な１,５００台もの立往生には繋
がらなかったと思われます。これが遠因となり、６６時間に
も及ぶ通行止めが発生したことは紛れもない事実であり、ま
さに人災と言わざるを得ません。また、坂井市丸岡町上竹
田の国道３６４号において車中で亡くなった富山県在住の１９
歳の青年の死も、そうした国道８号の立往生を回避するた
めに起きた事故と考えられ、取り返しのつかない犠牲が出て
しまいました。これも、北陸の大動脈である一桁国道の８号
の整備を長年ないがしろにしてきた国の責任であり、県の努
力不足は否めないでしょう。
この犠牲を無駄にせず、大規模交通マヒの再発防止のた
めにも１日も早い笹岡までの４車線化と笹岡以北から加賀市

熊坂町までの８.７㎞の４車線への拡幅工事の事業認可を実
現させるため、県は国への要請活動に全力を挙げなければ
ならないと考えますが、知事はどのような決意で今後取り組
んで行くのかお答えください。
答（知事）
現在事業を行っております国道８号あわら市笹岡から坂井
市丸岡町玄女間５.４ｋｍは、この秋の国体までに暫定２車線
での開通に向け、順次工事が進められております。
この先、石川県境牛ノ谷峠まで石川県と相互に今事業を進
めなければなりませんが、この４車線化については、早急な整
備が必要であります。
これについては、石川県知事ともそうしていこうという合意を
既にとっておるところで
ございます。
今月２１日には石井
国 交 大 臣に、県 選出
国会議員や県議会議
長、沿線首長とともに
直 接 要 請し、また先
般、小此木防災担当
大臣もお見えになった
ので、求めたところで
あります。
こうした大きな課題
が 出 てまいりました
し、改めて国交省も強
く認識しておりますの
で、これを機に様々ソ
フト面の対応も重要で
ありますが、事業でもっ
て応えてほしいと大臣 高速道の通行止めの
に申しあげたところで 判断のあり方を是正
する提言
ございます。

県民への責任よりも中日本高速道路の立場への理解を優先
させたことであり、そこで１車線でも残して完全通行止めを
回避すべきだったと考えます。ここに、県の責任感が全く感
じられないのです。今後は、中日本高速道路だけに判断さ
せないよう、国土交通省や福井県の許可がなければ通行止
めできない仕組みにすることこそが再発防止につながる唯一
の道だと考えますが、県の所見を伺います。
答（知事）
北陸自動車道は、今回のような大雪でも止めてはならない
性質の道路でありまして、そうしたことがありましたので、
ＮＥＸ
ＣＯ中日本に対しては、６日朝に、私自ら社長に強くこうした
迅速な除雪と復旧を強く要請したところであります。
本来、発災時に局は地方団体を応援してくれなくてはなら
ない、こうした国の関係機関が、逆に我々がこれをやらざるを
えないということで、いちばん大事な数日間をより難儀をしたと
いうのが、実態かという風に思っているわけであります。
今回県では、県民のためといいましょうか、皆さんのために
できるだけリスクやいろんなことを引き受けましたが、国が大き
なパワーを持った所管をしている、これを履行する、そういう立
場にありませんので、県はスーパーマンではありませんから、そ
こまではできないと思います。国でしっかり責任をもってやって
いただくのがいちばん合理的だ、そんな風に思うのであります。
いずれにしても、公共の使命をこうした基幹的な道路管理
については、もっともっと十分に果たすべきと、このように思っ
ており、引き続き強く要請をし、いろんなシステムを作ってまい
りたいと、このように考えます。
（再質問）高速道路の通行止めの判断はこのままにしてお
いたら、また同じ事が起こりますよ。全国でも同様の事が幾
つも起こっている。こうした立ち往生が起きないように、先
ずは国土交通省が民間会社が責任回避のために国民の足を
安易に止めないように、しっかり指導するよう県が国に求め
るとともに、県も発言力を高めて欲しい。

③ 北陸道の通行止めの判断には県や国の許可が
必要な仕組みにするべき
また、今回は、２月５日の２３時４０分に北陸自動車道の
武生インターから加賀インターまでの区間が通行止めにな
り、そこから国道８号に大量流入した車両が立往生を起こし
たわけですが、これは場所こそ違え県内で同様の事態が今
まで何度も発生しており、その繰り返しとなっています。
今回も高速道路があまりにも安易に通行止めにしたことに
大きな原因があると考えます。４車線の上に除雪能力の高い
北陸道が通行止めになれば、２車線しかない国道８号が悲
惨な結果になるのは誰が考えても明らかです。約１,５００台
が６６時間もの立往生を引き起こした最悪の結果は、正しい
判断の下には生まれるわけがありません。どこかが間違って
いたに違いありません。例えば、北陸道を片面だけでも走
行車線を残しながら除雪したり、除雪車３台が斜めに並んで
行う低速走行の除雪をしたりして、減速はしても真夜中の全
面通行止めを何とか避ける方法があったのではないでしょう
か。そうすれば国道８号上でのここまでの大混乱は避けられ
たのではないかと推察されます。
今回の中日本高速道路の真夜中の全面通行止めの判断
は、中日本高速道路の単独の一方的判断であり、県はそれ
をそのまま受け入れただけとのことでしたが、それは、県の

④ 除雪体制が弱体化しており、今後さらに悪化する
懸念あり、見直しが必要
今回の豪雪対応の反省点として、除雪体制の弱体化が上げ
られます。道路延長が５６豪雪の時より県全体で１.６倍に増
加したにもかかわらず、建設業者の数は平成１２年の５,０３９
社をピークに年々減少して昨年には３,９５８社と４千社の大
台も割りました。平常時の業者保有の除雪車の台数も平成
２４年の４１２台から平成２９年の３５５台と約１４％も減少
しており、それにともないオペレーターの人数も減少し、尚
且つ高齢化しており、誰の目から見ても大幅に除雪体制が
弱体化しております。これは、県の防災力を維持するのに十
分な予算が配分されていないことを示しており、今後それが
さらに顕著化することに強い危惧を持ちます。この現状と今
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後の在り方を知事はどのように考えているのか伺います。
答（土木部長）
県では、県保有の除雪台数を増やすことによりまして、除
雪に必要な機械を確保して、５年前と比べて全体の除雪の機
械台数は減少していないということでございます。
今回のように市街地を含む平野部に長期間、降雪が続くよ
うな状況におきましては、拡幅、排雪に要する機械や、除雪
作業に従事するオペレーターの確保などに課題があることが明
らかになってきております。
今後、除雪業者や建設業界および市町の意見も十分に聞
きながら、県内には大型特殊免許を持つ資格の人が約２万８
千人ほどおりますので、新しくオペレーターとなり得ないかとか
いう観点で潜在的な人材の発掘を含めていきまして、除雪機
械やオペレーターの確保に取り組んでいきたいと考えておりま
す。
⑤ 雪害を受けた店舗・企業・事業所に補助や
無利子の緊急融資が必要
今回の大雪で、社屋や店舗、設備が損壊した事業所もあ
りますし、社員が出社できない、原材料が入って来ない、燃
料がない、生産できない、出荷できない、売る商品が来ない、
客が来ないなど、県内企業は大きな痛手を負いました。売
上高、生産高が全く無くなり、逆に除雪費がかさみ、人件
費などの固定費はそのまま重く圧し掛かり、収益を圧迫する
など大きな損害が出ております。また、越前和紙や越前漆
器など本県の財産である伝統工芸産地も厳しい痛手を受け
ています。
こうした雪害事業所に対する補助や無利子の緊急融資制
度などの救済策が必要だと思いますが、県としてどのように
考えるのか伺います。
答（知事）
今回の豪雪による中小企業の被害について、商工団体等を
した調査に回答のあった約２千社の状況をまとめたところ、社
屋、機械設備、車両などの損害が約５００社において発生を
しているとのことであります。
また、２月８日から県や商工団体に設置した特別相談窓口
では、２６日までに、福井市を中心に約１４０件のいろんな相
談が出ておりまして、
「社屋の損壊による修繕費用、また、出
荷停止に伴う売上減少により運転資金が必要」
という、こうい
う要請であります。
このため、今月２１日には、世耕経産大臣等に対しまして被
災中小企業の資金繰りや伝統工芸等の産地への支援を要望
しているところであります。
県としては、セーフティネットの保証や販路開拓など国の支
援制度の利用を促すとともに、県独自の政策についても検討し
てまいります。
（※ ７Ｐの追加補正予算②をご参照ください。）
⑥ あわら温泉のホテル旅館のキャンセル
１万件以上の救済策を求める
今回の豪雪により、あわら温泉のホテル・旅館では、２月
５日から１４日までの１０日間で、１万１,０４３人ものキャン
セル被害が出ております。こうした大雪や台風などの自然災
害については、客からキャンセル料を取ることができず、各
旅館とも平均１千万円以上の損出が発生しております。ま
た、その上に災害発生の地では寛げないとか、行っても観
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光スポットを回れないのではないかとの不安を観光客に与え
ており、今も尚、予約が全然入って来ないという二次被害や
風評被害に苛まれております。つまり、キャンセルによる物
的な損害だけでなく、観光地としてのイメージダウンという
心的損害も多く受けたということです。
これらの被害に対して直接的な手当と同時に、国内外に
対して正しい情報を発信し、安心してあわら温泉に来ていた
だけるようなイメージアップ対策など、県として何らかの支
援策が必要ですが、県の所見を伺います。
答（観光営業部長）
今回の大雪により、あわら温泉では多数のキャンセル被害
が発生したものの、交通アクセスの回復に伴い客足も戻ってき
ており、県においても、あわら温泉の元気な姿を強く全国に発
信してまいります。
具体的には、あわら市や同市観光協会、あわら温泉女将
の会等と協力し、関西地区のラジオで、あわら温泉はじめ県
内各観光地への来訪を呼びかけているほか、本日から大阪で
開催いたします
「越前・若狭の物産観光展」
でも、越前がに
等旬の食と元気な姿をアピールしてまいります。
さらに、３月には、明日からですね、東京において出向宣
伝を実施することとしておりまして、春に向けて引き続き、大
都市でのＰＲを行うとともに、大手旅行会社と協力をして、旅
行商品の造成や割引等のキャンペーンを実施するなど、観光
客の呼び戻しを図ってまいります。

雪に埋もれたあわら温泉

⑦ 芦原温泉駅からあわら温泉までのアクセス
向上を求める
ようやく大雪の落ち着いた２月１０日から１２日までの３連
休においても、
ＪＲはサンダーバード、しらさぎ、北陸新幹線
ともに運航していたため、こうした中にも有難いことにキャン
セルせずに遠くから到着された観光客がＪＲの芦原温泉駅に
溢れました。しかしながら、せっかく来ていただいたのに宿
泊施設から駅までの道が通行困難となり、長い間寒い駅で
待たされた挙句、約４時間かけて宿にようやく到着した方々
が続出しました。恐らく
「福井県やあわら温泉には二度と来
たくない」
と思われたのではないかと懸念します。
こうした信頼を裏切るようなことが二度とないように、芦
原温泉駅からあわら温泉までの間、現在工事を進めている
都市計画道路「金津−三国線」
で、融雪装置を完全整備する
とか、この間の除雪の優先順位を上げるとかの再発防止策
が必要です。本県を代表する観光地であるあわら温泉と新
幹線の駅ともなる芦原温泉駅間のアクセス向上を、県はど
のように考えているのか伺います。

答（土木部長）
都市計画道路「金津三国線」
につきましては、あわら市が整
備した約１.６ｋｍ、これはすでに整備されております。引き続
き県が整備しています芦原街道までの約１.０ｋｍを合わせまし
て、県道芦原丸岡線のバイパスとして、少々雪で遅れますが、
４月末までに供用開始を予定しております。これによりまして、
あわら温泉と芦原温泉駅間のアクセス向上が図られるものと考
えております。
しかしながら、新しいバイパス区間の沿道には人家等がな
く、十分な路肩がありますことから、精一杯機械除雪で対応
していきたいというふうに考えております。
⑧ 農業用ハウス倒壊に撤去費および再建費の
国・県の手厚い救済策を求める
今回の豪雪により、あわら市・坂井市でも多くの農業用
ハウスが倒壊しました。私の地元の坂井地区は、坂井北部
丘陵地を中心に、メロン、スイカ、トマトなどの特産地とし
て知られていますが、今回の雪害で５０９棟のハウスが倒壊
いたしました。ハウスを再建させるには、倒壊したハウスを
撤去する費用、業者に建ててもらう多くの費用がかかりま
す。また、金属パイプなどのハウス資材が品薄で手に入らな
いことに加えて組み立て業者も人手不足で手が回らず、最悪
この一年を棒に振り、年間収入ゼロとなるのではないかと心
配されています。その上現在、生産者は高齢者率が全体の
４０％から５０％と高く、農業共済への加入率も５０％にも
満たないことから、借金してまでハウスを再建する勇気が持
てず、このままでは大半がヤル気を失くし、特産地が大きく
弱体化、あるいは壊滅するかもしれないという危機感が広
がっております。
今一番大事なのは、被災した農業者
たちが再び立ち上がろうとするヤル気であり、これを守るこ
とが政治の役割であると考えます。
この一大産地を守るために県もハウス再建に向けて特別
な救済策を準備する用意があるようですが、具体的にはどの
ような救済策を考えているのか伺います。
また、国にも救済策を要請していると聞きますが、平成
２６年の関東大雪で多くのハウスが倒壊した際には、国から
も５０％を越える補助が実施されたとのことですが、同等の
手厚い救済策を求めます。現在その見通しはどうなっている
のか伺います。
園芸の他にも、多くの稲の育苗ハウスが倒壊し、苗が作
れなくなりました。それをカバーするＪＡの苗の供給量にも
限界があり、作付けが大幅減少する恐れがありますが、こ
の問題にもどう対処するのかお聞きします。
答（知事）
倒壊したハウスの撤去や再建については、要望した齋藤農
林水産大臣や小此木大臣に対し、局地的であっても甚大な
被害については変わりはないのであるから、これをしっかり支
援すべきであるということで、ハウスの１／２補助やハウス撤去
の１０／１０補助を強く要請しているところであります。
県では、国の支援制度を利用するなどして、被災した農業
者ができるだけ早く事業の生産を再開できるよう、また万が一
これによって農業をやれないことがないように努めてまいりたい
と思います。
特に、水稲育苗ハウスの倒壊により、新たに必要となった
苗については、その地区のＪＡの育苗施設から供給する工夫
などを行いまして、不足する場合には、隣接のＪＡからも供給

できる体制を作るなど、農家の皆さんが予定どおりに田植えが
できるよう努めてまいりたいと考えます。
（※ ７Ｐの追加補正予算③④をご参照ください。）

倒壊した農業用ハウス

⑨ 鳥獣害対策の固定柵が雪で破壊されている件で
早期に修繕を求める
今回の大雪で、有害鳥獣の個体数も減少するものと想定
されますが、この実情がわかるようになるにはまだ時間が掛
かるでしょう。一方で、確実にわかっているのが、今まで鳥
獣から農地を守ってきた固定の金網柵や捕獲用の箱ワナなど
が、大雪の重みで相当数破壊されてしまっていることであり
ます。
これらの被害を調査し、早期に修繕修復をしなければな
りませんが、どのように進めて行くのか県の所見を伺います。
答（農林水産部長）
今回の大雪によりまして、金網柵等の雪害でございますが、
現状といたしましては、まだ雪の下でございまして、市町から
は雪解けに合わせて早期に確認し、報告を求めているところで
ございます。
今後、被害を受けた金網柵があった場合には、事務的に
はその金網柵が国の事業を利用してやったものであれば、国
との間の財産処分等の手続、事務的には必要でございます
が、それさえすめば、新たな事業として国の事業が使えますの
で、再整備を進めていきたいと思っております。
また、修繕につきましては、多面的機能支払交付金であっ
たり、また、中山間地域等直接支払制度などを利用しまして
修繕を行い、春からの作物が被害を受けないように進めてい
きたいと思っております。
また、今回の大雪はいろいろな面で大きな被害を出しました
が、有害鳥獣の対策につきましてはメリットがあるところがござ
います。実は、シカの捕獲などを行う巻狩りをこの時期にする
わけでございますが、シカの動きが非常に悪くなっております。
そういう状況を利用しまして捕獲頭数を上げていきたいという
ことで、今、現場では巻狩りを実施して頂いております。
⑩ いちほまれの買い取り価格の向上や
コストダウンなど生産者の利益を確保すべき
今年は
「いちほまれ」
の本格生産および販売に向け、生産
拡大や首都圏への販路確保やＰＲ強化などが本議会に提案
されています。しかしながら、新しい生産者を増やさなけれ
ばならない今、
ＪＡ花咲ふくい管内でも１５０ｈａ募集してい
るところが１２０ｈａしか生産希望者が集まっていないという
状況があり、その原因を調べてみると、生産者間に
「いちほ
まれ」
を生産するメリット感が大変薄いということが浮かび上
がってまいりました。
その最大の理由は、
「いちほまれ」
の買い取り価格が６０㎏
１５,０００円ということで、普通のコシヒカリとあまり変わら
ないことから生産者の収入が増えないこと。
にもかかわらず、
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コスト面において肥料はコシヒカリの１.４倍程度必要とな
り、最低でもエコ栽培米を求められることから手間も余計に
掛かる上に、今年から宣伝費の負担分として種もみが値上
げされ、さらに生産者から敬遠されているわけです。加えて、
坂井地区では昨年の
「いちほまれ」
の収量が悪く、コシヒカリ
の８割程度に甘んじたことが、生産者の不安に拍車を掛けて
いるようです。
これだけの手間とコストが掛かるのならば、せめて１７,０００
円から１８,０００円で買い取られないとメリット感が無く、む
しろ不安感が拡大していくでしょう。
どのような逸品でも、ブランド化の途上では、過渡期の苦
しみは付き物でしょうが、将来的に具体的な見通しと、そこ
至るまでの手厚いサポートを明確にするのが県の仕事ではな
いでしょうか。こうした
「いちほまれ」生産者のメリット感をど
のように創出し、導いていく考えなのか伺います。
答（農林水産部長））
「いちほまれ」
は、コシヒカリを生んだ福井県が再び日本一
の米をつくるという、本県農業者の思いを込めた、育成してき
た米でございます。
昨年の
「いちほまれ」
は、県全体といたしましては、計画して
いた生産量６００トンを確保してまいりましたが、議員のおっ
しゃるとおり一部の生産者においては、予定した収量が得られ
ずに期待が外れたという生産者も見受けられました。
そのため、平成３０年の栽培にあたりましては、県とＪＡの
営農指導員が、それぞれの地域の土壌に合った肥料のやり方
であったり、水管理の仕方など、栽培期間中において生産者
に丁寧な個別指導を行い、県内全域で昨年以上の高い品質
と収量を確保していきたいと思っております。
また、有機栽培や農薬を減らした特別栽培など、
「いちほま
れ」
の高価格販売が期待できる栽培方法につきましても拡大し
ていきたいと思っております。

しかしながら、一方で高齢により廃業する畜産業者もお
り、事業継承や若手育成、県外からの移住定住者不足が課
題となっています。全国を見渡すと、畜産業をやりたい若者
は数多く、富山県では畜産の新規就農者に技術指導するだ
けでなく、廃業した厩舎の譲渡や貸与、設備資金などを用
意する
「畜産担い手育成ナビゲート事業」
がありますし、岐阜
県、長野県、島根県、山口県、大分県なども同様に様々な
支援をして畜産希望者の移住を進めております。
また、稲作においても、現在大規模化を目指して集落営
農や認定農家などの強化を進めていますが、今後のことを
考えると、今まで各家庭でそれぞれ稲作の知識や技術を教
えていたものを、法人に農地を預けたことにより農民意識が
薄れ、親から子への伝承が無くなり、その集落には住むも
のの、農業とは別世界の人ばかりとなる恐れがあります。
そうなると、集落営農法人の後継者や、専従社員において
将来人材不足が発生するのは、火を見るより明らかでしょう。
稲作の知識と技術を教える育成機関が必要だと考えます。
こうしたことから、本県でも園芸カレッジに続いて
「畜産カ
レッジ」
と
「稲作カレッジ」
を開設して、担い手や若い働き手
を育成する必要があるのではないでしょうか。県は、こうし
た
「畜産カレッジ」
や
「稲作カレッジ」
の必要性について、どう
考えるのかお答えください。
答（農林水産部長）
水田農業の後継者につきましては、集落営農組織であった
り、認定農業者であったり、皆様からは、就農前に栽培技術
や機械の使い方、また、組織の運営方法を十分習得した人
材を育成して、そういう人たちをそれぞれ斡旋してほしいとい
う要望が多くございます。
またこの件につきましては、
ＪＡ中央会、また県農業会議か
らも、人材を育成して、地域に定着させる仕組みを作るよう要
望がきているところでございます。今後どのように人材育成して
いくのかにつきましては、それぞれの要望を踏まえて検討して
まいりたいと思っております。
なお、畜産の後継者育成につきましては、県が所有してお
ります２つの牧場がございますが、そこで基本技術の研修を
行いまして、就農できる仕組みを整えているところでございま
す。過去５年間で見ますと、畜産業界以外からの参入であっ
たり、県外からの方であったり合計７名を育成しておりまして、
この仕組みを今後も継続していきたいと思っております。

ば、残りの地域はどうするのかという疑問が残ります。確か
に県内全域を見渡せば、これまで奥越と嶺南は比較的交通
の便が悪かったとも言えますが、それも今や舞鶴若狭道や中
部縦貫道の開通によって相当改善されつつあると言えます。
そもそもドクターヘリは、阪神大震災で市街地の道路が
壊滅し、必要な救急車が現場に到達できなかったことがきっ
かけとなって誕生したもので、ドクターヘリが必要な地域は
交通利便性が悪い地域とは限りません。本県でも今回のよ
うな大雪や豪雨、地震や津波などで道路が寸断、壊滅ある
いは大渋滞する時など、市街地の真ん中でもドクターヘリが
必要となります。
今年、石川県がドクターヘリの単独運航を実施すると聞い
ておりますが、石川県との共同運航もドクターヘリがカバー
する空白地域を解消する選択肢の一つでもありましょう。し
かし、それでも全県をカバーできるとは思えません。また、
地震や津波、大雪などは幾県にもわたる広域的な被害を受
ける可能性もあり、そうした時には当然のことながら地元県
の要救助者を優先することとなり、本県県民は後回しにされ
かねません。３つの隣県に助けてもらうばかりでは、幾ら運
航協定を交わしても、こうした不安が拭えず、県民はやはり
本県の単独運航を求めているのではないでしょうか。
ドクターヘリが出動することにより、救命率が約２０％向上
すると聞いております。県民の生命こそが福井県の生命であ
ります。本県も単独運航を実施した上で、３つの隣県とも連
携体制を取るべきだと考えますが、県の考え方を伺います。

答（知事）
ドクターヘリにつきましては、現場における医師の治療開始
までの時間が迅早くなり、救命・回復の効果が高いと言われ
ております。本県においては、まずは、本年９月から１０月をめ
どに、滋賀県、岐阜県との共同運航を開始したいと考えます。
一方、石川県との共同運航であり
ますけれども、石川県からは、本年
秋頃の運航開始後の出動状況を確
認した上で、本県と協議したいとい
う意向であります。
また、本県におけるドクターヘリの
単独導入については、費用、運航
経費、コスト面、専任の医師・看護
師の確保等の課題も見ながら、来
年度、これらについて医療・救急関
係者と協議し、検討して参りたいと
考えます。

◎動画見るには 「福井県議会」→「県議会録画中継」→「2月28日一般質問・笹岡一彦議員」

一般質問など県議会の議論を受けて追加された補正予算
私だけでなく多くの議員の質問や提言を受け、県が議会最終日の３月１６日に追加補正予算を発表しました。私も国道８号
線での瓜生、笹岡、熊坂３区をはじめとする尊い救援活動に対して県が報いることや、被災した中小企業や農業者への手厚
い救済策を求めましたので、こうした県の機敏な動きは評価したいと思います。

① 災害救助事業
国道８号線での食品、飲料水の配布、救護所への医師・看護師派遣、避難所での食料品の提供など被災者の救護や支
援物資の提供などの救援活動に要した費用を、市町実施分も含めて県が負担する事業
２１,５８６,０００円

② 中小企業緊急資金利子補給事業
被災した中小企業者に設備資金や運転資金の融資を受ける場合、利子について５年間、保証料について全期間、全額補
給する事業
融資枠‥‥２０億円
融資限度額‥‥１億円
融資期間‥‥１０年以内

③ 耐雪型園芸施設等支援事業
倒壊した園芸ハウスの再整備および撤去に係る費用を支援する事業
補助率‥‥撤去 １／３
（市町１／６）
再建 １／４〜１／３
（市町１／８〜１／６）

⑪ 農業法人の担い手を育成するために
「畜産カレッジ」
「稲作カレッジ」
が必要
一時、
ＴＰＰを前にした日本の畜産業は風前の灯のように
言われたこともありましたが、現在は、海外での品質評価が
高まるとともに国内でも根強い人気があるため、和牛の生産
が需要に追い付かず、単価も高止まりし、安定した収入を
上げている畜産業者も多くなってきております。また、乳牛
の方も、全国的に頭数が大幅に減少したため、バターが品
不足になるなど乳価が高値で推移しており、本県でも安定
的な酪農経営を進めているようです。
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求められる「畜産カレッジ」

⑫ ドクターヘリの福井県の単独導入および
隣県３県との共同運航が必要
県議会からの強い要望も受け、新年度にドクターヘリの岐
阜県・滋賀県との共同運航を実施することを決定したことは
評価しますが、これが奥越と嶺南だけをカバーするものなら

※ 国と市の補助分と合わせて、撤去は１０／１０、再建は８／１０程度となる見込みと聞いております。
※「耐雪型」
には固執せず、幅広いニーズに応えるよう、使い勝手の良い補助制度にするよう私からも県に注文いたしました。

④ 農業緊急資金利子補給事業
被災した農業者が必要となる設備資金や運転資金の融資を受ける場合、利子については５年間、保証料について全期間、
全額補給する事業
融資枠‥‥２億円
融資限度額‥‥３千万円
融資期間‥‥１０年以内
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