●全国的豪雨災害の中、
３日連続で
「早朝パトロール」
を実施する
７月６〜８日、西日本を中心とした広域豪雨にあたり、あわら市にも避難勧告が出されたのを受け、3日連続で早朝５時から、あ
わら市全域の河川、湖沼、道路をパトロールしました。主に、危険性のある金津、伊井、坪江、剱岳、細呂木、吉崎、北潟を回り、
竹田川、高間川、熊坂川、権世川、清滝川、沢尻川、観音川、北潟湖などの水位と、国道や県道、市道の冠水などをチェックしました。
県や市と連絡を取り合い、細呂木の土砂崩れの恒久対策や熊坂の市道の法面崩壊防止などについても迅速な対応を求めました。
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北潟湖畔

●北潟地区区長会に同行して三国土木事務所に陳情する
７月１１日、北潟地区から県への要望事項を陳情するために、北潟地区区長会ならびに仁佐一三市議会議員、佐孝幸一郎元
県議とともに、県三国土木事務所に陳情しました。６月１４日に区長会と一緒に要望を取りまとめ、７月８日に区長会とともに現場
を回り、当日にもう一度自分で気になる現場を確認して、県への説明のための作図や写真撮影をして臨みました。それをベースに
議論は深まり、佐賀会長はじめ北潟区長会の皆様の熱意が充分に伝わった陳情となりました。また帰りに、あわら警察署の交通
課に寄って、富津区の横断歩道の設置と区内速度制限を要望いたしました。

北潟地区区長会の皆様とともに三国土木
事務所に陳情

北潟地区区長会の区長、副区長、市議、
元県議の皆様

●国土交通省へ国道８号線早期４車線化を陳情する
７月１３日、福井県議会の高規格道路議員連盟で上京し、議員仲間とともに、国交省、財務省、自民党本部、公明党幹部に
陳情し、中部縦貫の延伸と国道８号線の早期４車線化を強く要望しました。国交省の高橋克法政務官は私の大学の２年後輩に当
たり、
「大雪で１５００台立往生した国道８号あわら市区間を、早く４車線化して先輩の顔を立ててください」と申し上げると、高橋
政務官も「先輩の言葉は重いです」と受けて下さり、一気に場が和むとともに、話が盛り上がりました。その他、自民党の竹下亘
総務会長、公明党の井上幹事長、稲田朋美衆議院議員、財務省で本県出身の中山光輝主計官にも要望し、精力的な一日を手
応えを感じながら終えることができました。
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６回連続で一般質問に立つ。農業用ハウスの再建、雪害企業の救済、イノシシ固
定柵の修繕、国道８号線の早期４車線化、いちほまれの課題、中山間地対策など
地元に立脚したテーマについて県政を質す。西日本豪雨ではパトロールを実施。

6月県議会でも一般質問に立つ
仁佐市議会議員とともに竹内所長に訴える
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常に、県民に寄り添う温かい政治を
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私の一般質問を
報じる新聞

一般質問の質問項目
① 農業用ハウスの再建状況はどうか？
② 雪害を受けた中小企業への救済状況はどうか？
③ 雪でつぶれたイノシシ固定柵の被害状況と再整備の進捗状況は？
④ 国道8号線の早期4車線化への国の対応はどうか？
⑤ 国の言う「予防的通行止め」を県は受け入れるのか？
⑥「いちほまれ」の諸課題について改善をするべき。
⑦ 中山間地が維持できるような対策を求める。
⑧ 北陸新幹線の敦賀−新大阪間について新財源案を国に提案すべき。
⑨ フリーゲージトレインの導入断念に当たり、在来特急の存続を国に主張すべき。
⑩ 並行在来線の石川県との乗り入れは？「金沢−福井間」を実現すべき。
⑪ ドクターヘリの岐阜県や滋賀県、石川県との共同運航の具体的内容は？
⑫ 危険なブロック塀の点検の在り方と今後の改善計画は？

① 農業用ハウスの再建

大学の後輩、高橋克法国交政務官に要請

竹下亘自民党総務会長に要請

井上公明党幹事長に要請

稲田朋美衆議院議員に要請
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２月議会において、大雪で倒壊した農業用ハウスの撤去と再建のための早急な補
助制度を設けるよう訴えました。それを受けて県も
「耐雪型園芸施設等支援事業」
を創設し、国、市町、
ＪＡなどからも３月下旬には支援策が打ち出され、続いて４月
には育苗ハウスに対しても制度が追加されたのは迅速な措置でした。
しかし私が心配したのは、この大雪によって離農者が出ないかという点と、
「耐雪
型」
という縛りにより利用できない農業者が出ることでした。
今回離農者は何人何処に出たのか、また現在再建を目指している822棟の中、
補助制度を使ったものと自力再建したものは、それぞれ何棟で、自力再建者は何故
制度を利用しなかったのか、県の補助総額はどうだったかお聞きします。また、
「農
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業緊急資金利子補給事業」
は、どのような利用結果だったの
かも伺います。
答（農林水産部長）
被害を受けた農家524戸のうち離農した人は出ておりませ
ん。再建しない137戸の農家は、露地栽培への転換あるいは
ハウス規模を縮小して営農を継続しております。
補助制度を使って再建するハウスは614棟であり、これに要
する費用は、県費および国費の総額は、約７.２億円となって
おります。自力で再建したハウスは208棟ありまして、補助制
度を利用しなかった主な理由は、①部分的な損壊で被害が軽
微であり、修繕を行った。②50㎡程度と小さく、家庭菜園用
のハウスであった。③古い部材を使って再建をした。となって
おります。農業緊急資金等の利子補給事業につきましては、
現在、36件、１億１千万円の借入れ申込みがあり、ハウスの
再建資金が主な用途となっております。
② 雪害事業所の救済
同じく２月議会で、雪害により社屋や店舗、設備を損壊し
たり、生産や販売の機会を失くしたりした事業所に対して、
無利子の緊急融資制度を設けるよう訴えました。これについ
ても、県は
「中小企業緊急資金利子補給事業」
を融資枠20
億円として閉会日に打ち出し、さらに４月に融資枠を106億
円に広げて事業拡大をしたことは妥当でした。
今回、大雪のために廃業や倒産に追い込まれた事業所は
無かったのか。また最終的にこの
「利子補給事業」
を何社が
幾ら利用し、その反応はどうだったのか伺います。
答（産業労働部長）
大雪による事業者への影響につきまして、福井県信用保証
協会や各金融機関、商工会議所・商工会に確認をしました
が、雪害を直接の原因とする廃業や倒産については承知して
ございません。
また、中小企業緊急資金貸付につきましては、融資枠106
億円に対して、昨日までに543社、合計で103億円の融資が
実行されているところでございまして、金融機関からは、大雪
の被害を受けた企業の資金繰りの安定化につながったとの評
価を得ております。
③ 雪でつぶれた固定柵の更新申請状況は？
今回の大雪で、県内の鳥獣害対策のための固定柵等が押
し潰される被害が出ました。あわら市でも細呂木、坪江、
剱岳地区などで合計700ｍが損壊し、今もイノシシやシカな
どの脅威にさらされているところです。今後早急に整備する
必要がありますが、県は２月議会で、新たな事業として国の
事業が使えるので順次再整備を進めていくとの答弁でした。
現在、県内の固定柵等の被害状況と、再整備の進捗状況
はどのようかお答えください。
答（産業労働部長）
30年２月豪雪によりまして、鳥獣の侵入防止柵につきまして
は、嶺北の５市町（34集落）
において、約７.７キロメートルの
被害がありました。
このうち、被害が軽微な約７キロメートルにつきましては、
金網やワイヤーメッシュの張替、傷んだ支柱の交換など、集
落が自ら修繕を行い、約８割方が完了しております。
一方、被害が大きく修繕では復旧できない約700メートルに
つきましては、既存の交付金事業を活用した再整備の手続き
を進めており、７月からの着手を予定しております。
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④ 国道８号の早期４車線化への国への対応は？
２月 議 会 で、私 は
知 事に国 道８号の早
期４車線化を求めまし
た。知 事 は、石 井 国
交大臣や小此木防災
担当大臣に要請してい
るとのことでしたが、
国の出 方を見ている
と、国道８号に幾つか待避所を設けて牽引機械を配備する
とか、除雪機械を増強して機動力を強化するとか私たちが求
めている根本的解決とは程遠い対応をしているとしか思えま
せん。５月22日に谷本石川県知事とともに西川知事が国土
交通省の高橋政務官に国道８号線の４車線化を要望した際
も、高橋政務官は
「４車線化は時間がかかるが、暫定的な
対策など様々な議論をしている」
などと４車線化についての内
容は乏しく、５月15日にあわら市議会と加賀市議会が合同
で秋元国交副大臣に要請した際も
「まずは逃げ道をつくる調
査を進める。必ず４車線というのではなく、現場を見ながら
対応していきたい」
といずれも４車線化には後ろ向きな対応
でした。
二度とあのような事態を防ぐため、国道８号笹岡以北の４
車線化事業認可を何としても勝ち取らなければなりません
が、このように国の腰が重い中、知事は今後どのような手段
でこれを実現していくのか伺います。
答（知事）
５月に公表された国交省の
「大雪時の道路交通確保対策中
間まとめ」
においても、ハード対策の強化として、主要国道の
４車線化をあげています。今月14日の福井におけるシンポジウ
ム、これは近畿地方整備局の池田局長もこれに参加をしてお
り、積極的にこういうことをやろうということでありましたが、
「国
道８号の４車線化が大きな課題である」
という発言をしておら
れるところでありまして、基本的に今回の８号線の問題につい
て、迷惑をかけて申し訳ないという気持ちの中で、何とかやろ
うということを思っておられた、このように認識をしているわけ
であります。
４車線化については、先月22日に石川県の谷本知事とも共
同しながら、国交省に直接要望したほか、中部圏知事会議で
も、石川県と合同で提言をしているわけであります。引き続き、
県境区間の４車線化の早期事業化と事業中の区間のさらなる
プラス２車線化ですね、これについて、国に対し強く求めてま
いりたいと思います。インフラの充実が基本的な、恒久的な除
雪対策であるということを強く国交省に認識をさらに求めてま
いりたいと考えます。
⑤ 予防的通行規制
国交省の冬期道路交通確保対策検討委員会で出ている
「予防的通行規制」
は
「集中的な大雪により車両の停留の発
生が予見される場合には、通行止め時間の最小化を図るこ
とを目的に、車両の滞留が発生する前に予防的な通行規制
を行い、集中除雪を実施する」
ものと聞いていますが、県民
は
「予防的通行規制」
に対して強い疑念を抱いています。一
時的にでも高速道路を通行止めにしたら、それより道幅の
狭い国道や県道で必ず立ち往生が生じるのは当然のこと
で、極力高速道路を通行止めにしないようにあらゆる努力を
するのが先決であると考えます。そのためには、先ず、各イ

ンターの入口でタイヤのチェックをして、ノーマルタイヤは入
れないこと、高速道路は減速運転や単独車線運行でもいい
から最大限の除雪を続けて絶対に通行止めをかけないこと
が重要であります。
現在、北陸地方整備局と近畿地方整備局、そして両県な
どが国道８号線冬期道路交通確保対策検討会議で議論して
いるとのことですが、この
「予防的通行規制」
については、ど
のような扱いになっているのか。また、本県として北陸道や
舞鶴若狭道の
「通行止め」
に対して、一切受け入れる考えが
ないことを改めて確認したいと思いますが、如何でしようか。
答（知事）
北陸自動車道は、東西の国土軸であり、関東周辺の高速
道路に比べて非常に交
通量が多いということが
今回の課題で、国交省
のみなさんも認識を強く
されたところであります。
基本的に止まってはなら
ない道路であるところを
我々は主張してまいりま
した。県としては、一般道と比べて基本的に管理をしやすい
道路でありますし、通行止めにならないよう最大限の除雪に
努めるべきと考えており、国交省に繰り返し要請してきている
わけであります。会議の中でも多くの委員もそうした考えを示し
たところであります。
その結果、国交省が発表した中間のまとめでは、
「通行止め
をしないように最大限の除雪に努めるべきである」
とされていま
す、そのうえで、
「道路ネットワーク全体としての通行止め時間
の最小化を図るため、予防的な通行規制を行い集中的な除
雪作業を実施すべき」
とされております。除雪をする際に、そう
いうことがあるかという、そういう意味かと私は理解していま
す。
現在、近畿および北陸地方整備局が、この中間とりまとめ
を踏まえて、国道８号線等における大雪対策の具体的な取り
組みを検討しているところでございます。
県としては、最大限の除雪を行った上で、通行止め時間の
最小化を図るために行う予防的な通行規制については、広域
的な迂回路の確保、大型車のチェーン等の装着の徹底などに
取り組み、集中的な除雪作業のためにこれが実施されるべき
ものと考えているところであります。
除雪費で困窮する市町に対する県の基本的スタンスは?
福井市が、大雪による除雪費の嵩みが原因で市の財政問
題が発生し、県に財政支援を要請しています。これに対して
県は
「県と市は対等・協力の関係であり、助言はするが支援
は筋違い。先ずは自助努力を」
という旨の答弁をされました。
今回の大雪により、県内の殆どの市町において除雪費は大
幅に膨らんでいますし、今後人口減少社会の中で市町の税
収は減少する傾向にあり、自然災害の増加も見込まれてい
ます。その上、本県の市町は福井国体に向けてのインフラ
整備や北陸新幹線開業に向けての財政投資、地域鉄道への
負担など、他県に比べても財政支出が増加していく状況にあ
ります。そうなれば、今後福井市のように災害を受け県に財
政支援を求めて来るケースもあろうかと予測されます。
こうした市町の求めに対して、県は一切の財政支援をしな
いのか。それとも一定の基準を以て対応していくのか、お答

えください。
答（総務部長）
県といたしましては、これまで各市町が行う、例えば北陸新
幹線開業に向けたまちづくりなどに支援を行い、市町の財政
負担の軽減を図っております。今後とも、それぞれの地域の
発展を応援してまいります。
そうした一方、各自治体は、地方財政法上、災害等、突
発的な財政需要が生じたとしても、赤字にならないよう、自ら
の責任において、健全な財政運営を行うことが求められており
ます。
また、地方公共団体相互間の財政規律を守るという観点か
ら、県が市町の財源不足を補てんするような制度は適切でな
いとされており、県の調査では、全国的にもこうした制度を設
けているところはない状況でございます。
災害対応については、県民・市民の安全を守るため、一
致協力して行う必要があり、２月の大雪においても、一定の役
割分担のもとで、県と市町が協力して全力で除排雪にあたっ
たところでございます。県といたしましては、今回財政上の課
題が明らかになりました福井市はもとより、各市町からそれぞ
れの課題について幅広く相談に応じながら、行財政運営にか
かる助言等を、適時適切に行っていく所存でございます。
⑥ いちほまれの課題
「いちほまれ」
の本格生産が始まりました。昨年の５倍の
約3,000ｔを目標に県内各地で栽培中です。私の地元の坂
井地区でも、昨年の30haから今年は160haへと５倍以上
に栽培面積は増えておりますが、実際にはＪＡが、
「いちほま
れ」
の栽培者を募集するのに大変苦労したようで、最終的に
はＪＡの役員をしている認定農業者に無理に受けてもらった
のが実情のようです。組合員も多くが
「いちほまれ」
を日本一
のコメにしようと、その成功を願い、大変協力的であるにも
かかわらず、何故このように
「いちほまれ」
を敬遠するのか、
その大きな原因は収益性が良くないことです。
先ずは収量ですが、昨年坂井地区ではコシヒカリだったら
反当り９俵獲れるところを、６〜７俵しか獲れなかったこと
が大きく響いております。その対策として今年は坂井地区の
土壌改良をするため、田植え時の側条施肥だけでなく、代
掻き時の全層施肥を増やし、さらに後２回ほど施肥回数を
追加するというものですが、このコストアップがまた収益を
圧迫する悪循環を生んでいます。また、コシヒカリだと900
㎏のフレコンバックに投入すればいいところを、
「いちほまれ」
は30㎏の袋詰めを強いられ、コシヒカリと比べて幾つもの
工程が増えてしまいます。そのほかＧＡＰだタンパク比率だ
と多くの縛りからくるコストも重なり、より多くの手間とコス
トが掛かってしまい、結果的にコシヒカリよりも収益が悪く
なるのです。
ＪＡに米を出す場合、コシヒカリなら13,000
円、
「いちほまれ」
なら15,000円と内金に2,000円の差額が
ありますが、
「いちほまれ」
は買い取り制のためにそれ以上の
収入が入らないのに比べ、コシヒカリは後から清算金として
約1,000円が農家に入って来るため、その差額は1,000円
以下となり、それも前述の余計に掛かるコストで削られ、結
局
「いちほまれ」
はむしろ不利になるとのことです。
この不利な状況の中でも進んで県の政策に協力しようとい
う貴重な農家に対して、逆に種もみにキロ当たり1,000円の
広告料を課すというのは、金額の問題だけではなく、協力者
に対して失礼だという受け取られ方をされているようで、こ
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れもマイナスとなっております。
このように栽培法が未だ完全に
確立しておらず、収益的にも不利
で、協力者にリスペクトのない
「い
ちほまれ」
に対して、多くの農業者
はもう少し栽培法が確立し、採算
性が確実になってから参画しよう
という消極的な姿勢に留まってい
るのです。
来年再来年と栽培者をさらに増
やしていかなければならないのに、これらの点が今後の広が
りに向けて大きなブレーキとなっております。本県の穀倉地
帯である坂井地区のコメの生産力が無ければ
「いちほまれ」
のブランド米としての地位確立は見込めません。こうした課
題を県は真摯に受け止め、一日も早く改善するべきだと考え
ますが、県の所見を伺います。
答（農林水産部長）
「いちほまれ」
につきましては、昨年、坂井地区などの一部
の生産者において予定した収量が得られなかったものの、県
全体では目標の収量を得てコシヒカリを超える所得を確保でき
ております。
今年は、田んぼや生育にあわせまして、肥料や水管理を改
善することで、地力と肥料をバランス良く効かせ、茎の数が増
え過ぎないようにしたことにより、現在、１平米当たり５４０本
と良好な生育となっております。
こうしたことによりまして、コシヒカリを超える収量となる
「い
ちほまれ」
の能力を十分に引き出しまして、今年秋には高い収
量を確保し、生産者の所得向上につなげてまいりたいと考え
ております。
⑦ 中山間地対策
生産調整の廃止、コメ
の直接払交付金の廃止な
ど、平成30年問題で多く
の県内農家は不安を抱え
ているのが現 状です。県
は、主食用米の全国的生
産数量については、新潟
県や青森、秋田、岩手、福島などの東北の県らは増産して
いるものの、関西、中四国、九州などの各県は飼料用米へ
のシフト等により減産しており、全体的には昨年並みで、米
価は維持できるとの見方を示しており、加えて戦略作物とし
ての飼料用米、麦、大豆や、そば、野菜などへの国の交付
金の下支えにより、農業所得と利益は確保できると見ている
ようです。
しかしながら、中山間地では、その頼みの戦略作物につ
いても、日照時間が少なく、圃場面積も小さい。おまけに
沼田、深田など湿田が多く、麦やソバは湿害を受けやすく、
大豆は大幅に地力を吸い取るため、作り続けることはできず
に、結果的に十分な収量が上がりません。また、山に囲ま
れているために有害鳥獣の被害が多く、平地と比べて大きな
コスト負担となっています。そのために集落営農も成り立た
ず、法人化もままなりませんし、認定農業者にも耕作を引き
受けてもらえない状況です。
中山間地域等直接支払制度もありますが、それを充当し
ても追いつかないというのが現状です。このままでは、高齢
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化と後継者不足により離農者が多く出て、廃村する集落が
続出し、耕作放棄地は荒れ地となって自然環境が破壊され、
治水力も衰退し、近隣の集落や市街地にも悪影響を及ぼす
ことになるでしょう。本県各地でこうした廃村が相次げば、
やがては本県自体も
「幸福度日本一」
などと言ってはいられな
くなる事態となります。
県は、中山間地向けに、県産ワインのためのブドウづくり
や、農家レストランや農家民宿等の整備支援を図っています
が、ブドウづくりに適した気候や土壌の条件もあり、レスト
ランや宿泊所経営にも一定の資本が必要で、まだまだ県内
中山間地にとっては、現実味の感じられないフワフワした政
策にしか映っていないのが現状です。今、県に求められてい
るのは県内の多くの中山間地のどの集落でも取り組める、よ
り汎用性の高い現実的な政策だと思いますが、県の所見を
求めます。
答（知事）
県におきましては、中山間地域を対象に、これまで長期に
渡って地域営農サポートにより、900集落1,500ヘクタールの
小区画の圃場の農作業支援を続けております、また、農家レ
ストランや小規模な直売所などへも支援しております。こうした
地域は水質というか水の質はいいわけですが、傾斜、また圃
場が比較的小さいといった生産条件のもとにあるわけでありま
すので、昨年度いろいろアンケートをとりまして次のような要望
が出ております。
①地域営農サポートを続けて欲しいという意向が集落の半
分以上ある
②農家レストランや農家民宿等を行いたいという集落も80
集落ある
③小規模でも営農を続けたいので支援が欲しいというような
集落もある
これを受けまして、中山間集落の営農支援を強化するため、
こうした事業の他に本年度から予算をお願いしまして新たに、
規模拡大を伴わない小規模な集落営農を行うために必要な機
械整備についても支援することとしているのであります。
⑧ 北陸新幹線「敦賀−新大阪間」の新財源案を提案すべき
北陸新幹線の敦賀−新大阪間については、県内外の推進
会議体において、敦賀開業に続いて切れ目ない着工というこ
とで、2023年度着工、2030年度末頃開業を目指すという
決議が相次いでなされています。もとより北海道新幹線札幌
開業後の着工であるとか、2046年度開業では、本県と関
西との間に交通の障壁ができてしまい、どちらも経済的損出
を被ることは間違いありません。そうならないためにも、財
源確保が重要なのは言うまでもありません。しかしながら、
ここに来て、開業２年の北海道新幹線が利用者数の21％激
減により100億円の営業赤字を計上し、財務省もこれに厳
しい評価を下しておりますし、九州新幹線長崎ルートは、フ
リーゲージトレインの導入が断念され、
ＪＲ九州は
「フル規
格」
を要望しており、そうなれば5300億円の追加財源が必
要となることから、財務省の北陸新幹線への予算配分はさ
らに厳しさを増す恐れがあると懸念します。
北陸新幹線は、金沢開業３年目にして利用実績が前年と
同水準を維持するとともに、
ＪＲ西日本だけでも年間約500
億円以上も新幹線収益が増えており、その収益性は整備新
幹線の中でも最も優等生であります。また、先日も大阪で地
震がありましたが、東海、東南海、南海大地震が高い確率

で発生が予測されている今、国土強靭化の面でも１日も早く
東海道新幹線の代替路線として整備されるべき国家的急務
であるはずです。
６月２１日には、北陸新幹線の早期全線開業に向けて議
論する自民党のワーキングチームの初会合が開かれ、本県
選出の高木毅衆議院議員が代表世話人に就かれました。そ
の高木氏に聴くと、
「西川知事にもワーキングチームで意見を
聴く必要もあろうと思う」
とのお話もあり、こうした場をどん
どん生かして積極的に行動する姿勢が求められていると思い
ます。県は、以前にも金沢−敦賀間で財源案を提案して３
年前倒しを実現しましたが、敦賀−新大阪間においても北
信越５県や関西の沿線府県と力を合わせて優位性を訴え、
具体的財源案などを提案をしていくべきだと考えますが、知
事の所見を伺います。
答（知事）
大阪までの全線開業を１年でも早く実現するためには、建
設財源を実際として早期に確保・決定するという見通しを立
てなければなりません。
敦賀以西ルートを検討する与党検討委員会等の場で、財
源案としてこれまで国費の増額、貸付料の算定期間の延長、
整備新幹線設備の売却などを福井県からすでに提案をいたし
ております。
また、先月22日の北陸新幹線の促進大会において、新たに、
鉄道・運輸機構がＪＲ北海道やＪＲ四国の経営安定のために
無利子で貸し付けた資金の償還金の活用を提案し、沿線府
県や関西経済連合会、関西広域連合と一体となって、建設
財源の確保・決定に向け早急に動き出すよう、政府・与党に
強く要請をしたところであります。
こうした要請に応える形で設けられました自民党の沿線国会
議員による財源検討のワーキング
グループにおいて、県選出国会
議員には県が提案している財源
案も十分に参考にしていただい
て、この議論をぜひとも主導をし
ていただきたいと強く申し上げて
いるところであります。
⑨ フリーゲージトレイン導入断念に当たり、
在来特急の存続を国に主張すべき
また、現在、北陸新幹線へのフリーゲージ導入は正式に
は断念されていませんが、５月11日に与党検討委員会の山
本幸三委員長は、
ＪＲ九州がフリーゲージ導入を断念したこ
とから
「事実上、フリーゲージは無理だと理解している」
と断
念する方針を示唆しています。本県も国に対して夏までにそ
の判断を下すように求めているところですが、もう国の結論
は既に見えております。一方県内では、鯖江市長を中心にフ
リーゲージの代替措置として在来特急の乗り入れ存続が訴
えられ、昨年２月県議会でもその趣旨の意見書を全会一致
で議決し、知事も昨年の９月議会に
「在来特急の乗り入れは
一定区間有効」
との前向きな答弁をされています。
国の正式なフリーゲージ断念の判断が下りた時こそ、県
がその代替措置を国に求める絶好のタイミングであり、それ
を待ち構えなければなりません。今まで、新幹線の財源で
あるＪＲからの貸付料に悪影響になるとの理由から、県はこ
の件では慎重な立場をとって来ましたが、前提が整った以
上、県民の利便性確保のために、この機を生かして新幹線

の利益を在来特急が侵食する分は、国の責任で代替措置を
取るべきだと明確に主張すべきだと思いますが、知事の所見
を伺います。
答（総合政策部長）
フリーゲージトレインに
つきましては、九州の長
崎ルートでの導入が事実
上困難になっている状況
に鑑 みれば、国 やＪＲ西
日本が北陸へのフリーゲージトレイン導入の可否を速やかに決
定すべきであり、導入しないのであれば、認可の際に導入を
計画していた国が在来特急の乗り入れも含め代替策を講じる
べきであります。
このことにつきましては、知事、議長で今月１３日、国土交
通省鉄道局長に対して要望したところでありまして、今後も求
めてまいります。
在来特急の乗り入れにつきましては、新幹線の収支悪化に
より、整備財源となります貸付料が減少するほか、①ＪＲ西日
本への特急運行委託経費の発生。②並行在来線会社の貨物
線路使用料の減少などの課題があり、並行在来線会社や地
元自治体の大きな負担を招くことになります。
与党検討委員会は昨年、特急の運行継続を重要課題とし
て位置付けておりまして、こうした課題を十分考慮し、検討い
ただけるよう引き続き働きかけてまいります。
⑩ 並行在来線の石川県との乗り入れは?
「福井−金沢間」
で実現すべき
今回、県が提出した
「並行在来線の経営・運行に関する
基本方針案」
では、運行計画の中で、利用形態に応じて県
境を越える相互乗り入れを行う方向で検討し、石川県と協
議を進めるとされていますが、これについては本県から多く
の人たちが石川県へと、そして同様に石川県から本県へと、
通勤通学をはじめ活発な行き来をしております、私も以前か
ら石川県との相互乗り入れを求めてまいりましたが、範囲的
には是非とも県民からの要望の多い福井駅から金沢駅まで
の相互乗り入れを実現していただきたいと思います。
現段階で、県が考えているＩＲいしかわ鉄道との乗り入れ
範囲のイメージはどこからどこまでなのか伺います。
答（総合政策部長）
石川との県境を跨ぐ普通列車につきましては、現在、上下
46本のうち福井・金沢間が40本、武生・金沢間が１本、敦賀・
金沢間が５本運行されておりまして、通勤・通学を中心に一
日あたり1,700人が利用しております。
ちなみに、近県ではＩＲいしかわ鉄道が、富山県の富山駅
まで乗り入れております。あいの風とやま鉄道では、石川県の
金沢駅まで、また、新潟県の糸魚川駅まで乗り入れを行って
おります。えちごトキめき鉄道は、富山県の泊駅まで乗り入れ
を行っております。
こうした先行県の考え方を参考に、今後、石川県との連絡
調整会議におきまして、現在の運行形態を基本に、需要に見
合った運行区間や本数・車両数、ダイヤなど収支への影響も
考慮しながら協議してまいります。
⑪ ドクターへりの岐阜県、滋賀県、石川県との
共同運航の具体的内容は？
今年度から、岐阜県と滋賀県とドクターヘリの共同運航を
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開始することが打ち
出されました。その
場 合、本 県 の 消 防
組織や医療機関など
との緊密な通信体制
やカバーする地域な
ど連携の在り方を明
確にする必要がある
と思います。
岐阜県や滋賀県とは、どのような協定を取り交わすのかそ
の具体的内容とともに正式な運航開始日を伺います。また、
石川県との共同運航については石川県の運航開始後、協議
を開始したいとの意向でしたが、今後のスケジュールについ
てどう考えているのかお答下さい。
答（健康福祉部長）
まず、岐阜県でございますが、現在、岐阜県内のドクター
ヘリの出動件数が大幅に増加しているため、本県との共同運
航の課題について協議中でございまして、今のところ、運航時
期は未定となっております。
一方、滋賀県との共同運航につきましては、現在、本県の
医療・消防関係者を交え、ドクターヘリの出動要請基準であ
りますとか、患者の搬送手順などの具体的な運用方法を確認・
調整し、協定書の内容を協議しているところでございます。日
にちまではまだ決まっておりませんが、10月を目途に滋賀県か
らのドクターヘリの運航を開始したいと考えております。
また、石川県でございますが、石川県からは、本県との共
同運航について、石川県が本年秋頃予定の単独運航開始の
後に出動状況を確認する必要があると聞いております。その状
況を見ながら、来年度、協議を進めたいと考えております。
⑫ 危険なブロック塀の点検の在り方と改善計画は？
今日は70年前に福井地震の発生した日ですが、先週発生
した大阪北部地震でも、小学校４年生の女児が学校施設の
一部である塀の倒壊により、幼い命を落としました。今回の
地震はマグニチュード6.1の中規模地震で、全国のどこでも

発生する可能性があると
されています。県内でも、
学校周辺や通学路上に災
害時に危険な構築物が存
在していることが懸念さ
れます。これを受けて、
知事は
「県内で既に小中
学校周辺の安全確認、再点検を指示した」
と述べています。
しかしながら、建築基準法の知識や耐震診断の技術のない
一般の自治体職員や教職員が点検しても、それは検査のた
めの検査であって、実際のところ殆ど役に立ちません。
今回の悲劇も、防災アドバイザーが危険性を指摘したの
にもかかわらず、市の教育委員会職員が目視や打音検査で
点検しただけで了としてしまったことが、避けられた事故を
避けきれなかった原因となりました。
現在、本県内で点検や確認作業をしているのは建築基準
法を熟知した専門家なのか、それとも一般の行政職員や教
育関係者なのか伺います。
答（教育長）
県では、地震発生後、直ちに学校施設における危険なブロッ
ク塀などの点検を市町と協力して実施いたしました。
今回の点検は、国交省の通知を参考に、壁の高さや控壁
の有無など、目視や触診で確認できる範囲のものであるため、
県立学校では学校職員が実施し、市町におきましても、教育
委員会や学校の職員が実施しております。簡易な内容ではご
ざいますが、重大な危険性は確認できたものと考えておりま
す。なお、点検にあたりましては、県教育庁の建築職員が、
法令上の基準や点検の留意点など、情報提供を十分に行うと
ともに、随時相談に応じるなど対応いたしました。
今後、県立学校につきましては、建築職員を中心に、専門
家の意見を聞きながら、適切な改修方法を検討し、早急に改
善を進めてまいります。また、市町につきましても、改善に向
けた取組みを要請してまいります。

◎動画見るには 「福井県議会」→「県議会録画中継」→「6月28日一般質問・笹岡一彦議員」

土木警察常任委員会
７月３日、土木警察常任委員会が開催されました。
【土木部】
まず、土木部の審査では、私からは
「県道水口−牛ノ谷線」
の牛ノ谷立体交差について
「牛ノ谷立体交差は、鯖江、半田の次と言われ、４年前には当時の土木部長が29年度
には着工すると約束した。新幹線の３年前倒しがあり、
ＪＲからの経営分離が早まったと
いう事情はわかるが、用地買収も４年前に完了しており、昨年は地元3000余名の署名
簿も提出している。１日も早い着工を求める」
と訴えました。それに対して県からは
「秋ま
でにＪＲの方で設計し、カーブがあるので電車から視野が安全に取れるか、またさらに
コストダウンできないか検討する。それを踏まえて、設計ができ次第、
ＪＲとの協議を開始する」
との答弁を得ました。
また、雪対策として県が国に提案しているところの
「国道８号線に新たに６箇所の待避所を設置するというのは、どこの区間に
設置するのか」
と質すと、県は、
「二車線区間のあわら市地係に多く設置したいと思う」
と答えました。
そして、大阪北部地震を受けて、
「県有施設でブロック塀を点検したのか」
と質問すると、県は
「県有２施設で建築基準法に適
合しない箇所が見つかった。」
との答弁がありました。「民間からの相談を受けて、建て替える県民に補助制度が必要なのではな
いか」
と問うと
「国の動きを見ながら県としても考えたい」
との答えでした。
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【公安委員会】
次に、公安委員会では、私から
「富山市で発生した交番での拳
銃強奪事件を受けて、本県では交番の裏口管理はどうしているの
か」
という問いに対して、県警は
「訪問者が裏口に来た場合、正面
玄関から出て訪問者を確認するように指導している」
と答えまし
た。
また、
「学校では、銃を持った侵入者を想定していないので、今
後は考えていくべきだ」
と訴えると
「努力していきたい」
との答弁で
した。
新潟の小２女児殺害事件で、犯人が前月にも少女にわいせつ行
為をして書類送検されていたにもかかわらず、警察から学校にその
情報は行ってなかったが、本県でもそうなのか」
と問い質すと
「個人
情報や人権問題が壁となっていて、公表できない」
との答えでした。
あおり運転について
「県警ヘリとパトカーで空陸一体となった取締
りで、あおり運転の検挙数はいくらあったのか？」
と質すと、
「一週間
の取締りで、２０件摘発した」
との答弁でした。「その中で、あおり運転が元で、傷害や物損などに発展
し一発免停となる
『危険性帯有者』
に該当する悪質な者はいなかったか」
という問いには
「そういう事例
は、今回はありませんでした」
との答えでした。

●安倍総理から招待され、
「桜を見る会」
に出席しました
４月１４日、安倍晋三総理大臣からご招待を受
け、新宿御苑での「総理と桜を見る会」に出席い
たしました。安倍総理はじめ閣僚や与党幹部、国
会議員そしてピョンチャンオリンピック、パラリンピッ
クで活躍した高木美帆さんはじめとするメダリストの
皆さん、著名人、そして地方議員や首長が集まり、
盛大に国の安泰と平和を寿ぎました。

「総理と桜を見る会」の会場にて

安倍晋三総理が参加者全員とハイタッチ

●県道「芦原−丸岡線」
バイパス開通式を挙行する
４月２８日、県道「芦原−丸岡線」のバイパス道路（重
義〜田中々）1.0ｋｍが全線開通し、県市町村職員共済
組合保養所「越路」にて、西川知事や佐々木あわら市長
ら関係者約100名が出席のもと、開通式典が執り行われ
ました。その後、舗装仕立ての新道路上で芦原こども園と
あわら敬愛こども園の５歳児のこどもたちによる「はぴねす
ダンス」が元気に披露され、私もテープカットに参加させ
ていただき、山口輝望さんご一家４世代を先頭に多くの市民が歩いて渡り初めを行って開通を祝いまし
た。長年苦労して開通に漕ぎ着けた道路だけに、私も感慨ひとしおでした。

●２国会議員とともに
「県政報告会」
を実施する
５月１３日、県政報告会を開催したところ、雨の中
にもかかわらず多くの皆様にご参加いただき盛大に挙
行することができました。今回は、国政についても市
民の皆様にご報告しようと稲田先生、滝波先生から
も報告をしていただきました。
私からは、国道８号線の早期４車線化、県道芦
原−丸岡線の開通、牛ノ谷立体交差、南中央線の
国道、県道、新幹線、産業、福祉など
会場一杯にご来場いただいた皆様が
3年間の県政報告をする
熱心に聴いてくださる
延伸、農業用ハウス再建支援、新幹線開業後の在
来特急存続、新幹線芦原温泉駅の周辺整備についての意見など、約４５分間にわたって県政報告をさせていただきました。夜は、
あわら市の各地区代表の方など錚々たるメンバーと今後の課題などを話し合う懇談会を開催し、７０名の方がご参加していただき、
貴重な意見交換の機会を得ました。これを基に政策へと反映していきたいと考えております。佐々木康男あわら市長にも昼も夜もご
参加いただき、あわら市の未来について語り合いました。ご参加いただいた皆様、ご多用の中を大変有難うございました。
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