●あわら全市１２地区で県政報告会を実施。
稲田朋美先生は坪江に・滝波宏文先生は細呂木に駆け付ける。
７月２３日の山方地区を皮切りに、剱岳、細呂木、新郷、本荘、伊井、金津、坪江、吉崎、温泉、里方、北潟と全１２地区で
「笹
岡一彦県政報告会」
を開催中です。坪江地区では、稲田朋美衆議院議員が、細呂木地区では、滝波宏文参議院議員が駆け付
けてくださり、一緒に報告会をさせていただきました。猛暑の中にもかかわらず、どの地区でも多くの皆様がお集まりくださり、熱
心に報告に耳を傾けていただいたばかりか、各地区のご要望について意見交換したり、政治姿勢についての温かいご理解や激
励もいただき、一方的ではない双方向的で自由闊達な、そして今まで漠然とした部分もすっきり明確になって、相互理解が大変
進んだ身のある
「県政報告会」
となりました。今後とも
「県民に寄り添う県議会議員」
を目指して全力で精進してまいります。
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７回連続で一般質問に立つ。芦原温泉駅周辺整備への県のバックアップ強化や国道８号
線の雪対策、福井米の販売戦略、農機購入補助金の拡充強化、新設ホテル誘致補助金の
背景、ドクターヘリの早期導入について県政を質す。台風２１号ではパトロールを実施。

稲田朋美先生と合同で、坪江地区で報告会

滝波宏文先生と一緒に、細呂木地区で報告会

●嶺北消防組合の消防総合訓練に参加する
8月5日、午前7時から、坂井市三国の九頭竜川浄化セン
ターで、嶺北消防組合の消防総合訓練が開始され、私も防
災服で出席させていただきました。付近住民約200名と署員
団員約800名の大訓練で、想定は三国沖での地震発生によ
る災害事故への対応でした。早朝にもかかわらず大変な暑さ
の中、あわら消防団の皆さんは水防訓練で汗にまみれて土と
格闘されており、本当に頭の下がる思いでした。どこを拝見し
ても規律正しいリーダーシップの下に、非常にキビキビとした
動きで訓練されており、市民の一人としても誇らしく頼もしい
気持ちになりました。参加された皆様、お疲れ様でした。

地元に立脚した
12の課題について質問

一般質問の質問項目

整列した「あわら消防団」10の分団の勇姿

●台風２１号、翌朝「早朝パトロール」
を実施する
９月５日、福井県を直撃した大型で強い勢力の台風２１号の被
害状況を知るために、あわら市土木部からの情報を基に、影響の
あった箇所を中心にパトロールを実施しました。
県道や市道の街路樹が倒れることはありませんでしたが、道路
脇の樹木が倒れ掛かり、道路を塞いでいる箇所があり、現場を視
察しました。また、梨の落下などの農業被害もあり、被災された皆
様に心よりお見舞いを申し上げます。尚、豪雨や台風で起きた土
砂崩れや北潟湖への水路閉塞、後山の溜池法面崩壊などは、９
月補正予算で国から災害復旧事業が認められましたので、今後早
急に工事を進めてまいります。
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⑫

北陸新幹線へのフリゲージ導入断念で在来特急の存続を！
新幹線建設費の高騰は国の負担にするべき！
芦原温泉駅の新幹線駅周辺整備で県補助金制度の新設を！
「いちほまれ」の今年の品質と収量は？
福井県が開発した新酒米の販売戦略は？
農機購入の補助制度はより幅広い拡充強化を！
国道８号線雪対策で各種新設定の選定基準は？
雪対策における国・県・市の連携は？
冬期道路情報連絡室の主体変更の理由は？
ドクターヘリの隣県との共同運航早期導入を！
新設大手ホテル誘致補助金の候補地は？
国際的大手ホテルを誘致できる勝算は？

今回も、全ての質問と答弁を詳しくご報告いたします。
①
伊井地区の倒木現場を視察する
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北陸新幹線へのフリゲージ導入断念で在来特急の存続を！

8月27日、与党整備新幹線PTの会議が開催され、その席上で国
土交通省から北陸新幹線へのフリーゲージトレイン導入は正式に断
念するとの報告がありました。これに対して、知事は
「国交省とJR西
日本は、新幹線敦賀駅での乗り継ぎ特急の全便確保や、大阪や名古
私の一般質問を報じる新聞
屋方面からの特急乗り入れなどを実施すべきだ」
とのコメントを発表
されました。これは、昨年福井県議会が可決した
「在来特急の存続と乗り入れを」
という趣旨の意見書にしっかりと合致した言
葉であると評価します。
しかし、6月県議会まで知事は、私の質問に対して
「在来特急の乗り入れは、新幹線の収支悪化により、整備財源となる貸
1

付料が減少するほか、JR西日本のへの特急運行委託費の発
生や、並行在来線会社の貨物線路使用料の減少などの課題
があると難色を示しておりました。この点をどのように整理し
て今回の見解に至ったのかお示しください。
また、PTの岸田座長は、国交省に対して地元への丁寧な
対応を求め、去る29日に知事が国交省に要請された時に、
蒲生鉄道局長が
「地元に混乱を与え反省すべきと思ってい
る。解決策を探っていきたい」
と応じたとのことです。この言
葉は
「フリーゲージ導入断念は国の責任であり、地元に迷惑
をかけないよう国が責任を持って解決策を示すことを約束し
た」
というふうに理解すればいいのか、また、その際国交省
から県に対して何らかの具体的な方法論やスケジュールなど
が示されなかったのか伺います。
答
（知事）
新幹線の整備に伴う特急乗り入れにつきましては、県議会や
一部沿線市町の議会が意見書を可決していることから、鉄道
局、国交省に要請をしているわけでありますが、一方で新幹線
の収支への影響や並行在来線会社の経営への問題など、別の
問題が生ずるという課題が一方であるわけでありまして、このこ
とを十分考慮しながら、どのような解決策がベストかを国やJR
と協議し、対策を見つけ出していくかと、こういうことになるかと
思います。
国交省の要請の際、蒲生鉄道局長からは、新幹線と特急の
乗り継ぎについては、ダイヤ等の問題があり、開業までの間に
ぜひ整理をし、対応したいという発言がありました。一方、フリー
ゲージ導入に対する国の責任や特急乗り入れについては、今
回の段階では特に踏み込んだ発言がその場ではありませんの
で、なおこれから、詰めていくことになるかと思います。
②

新幹線建設費の高騰は国の負担にするべき！

7月26日、自民党の作業部会において、北陸新幹線
「金沢
敦賀間」
の建設費が当初計画より2,260億円増えて1兆4千
億円程度になる見通しであることが、国土交通省から報告さ
れました。その要因は人件費や消費税のアップ分、そして耐
震設計基準の強化などによるものであることも併せて説明さ
れました。出席した議員からは23年春の開業を厳守するた
めにも、例年755億円を計上してきた国費やJRからの貸付
料の増額を求める声が多く上がったとのことでした。
これを受ける形で、国交省は2019年度予算の概算要求に
おいて、例年よりも国費を増額するために、
「事項要求」
をして
おります。国費の増額は、敦賀から新大阪までの早期整備に
おける建設財源が増強されることとなり、本県としても歓迎す
べきでありますが、一方で国費に比例して地方負担が増える
という心配も生じて来ました。
整備新幹線の建設費は、JRが支払う貸付料を除いた残り
を国と地方が2対1で負担するルールになっており、国費は平
成27年度から年間定額の755億円で推移してきました。今
回建設費は約19%増加しており、このままこのルールが変わ
らなければ、貸付料が増えずに国費だけが増えても、地方の
負担は増えることになってしまい
ます。同一区間内の工事におい
て民間であるJRの貸付料を増や
すのは難しいとみられる中、県と
同様に負担をしなければならな
い新幹線駅を立地する予定の市
も不安を感じております。
2

知事は、これについて、
「年末の政府予算案で国費増額に
加え、十分な貸付料の確保などの財政措置を講じるべきだ」
とコメントするとともに、福井市で安倍総理と面談した折、
「地
方自治体に過度の負担が生じないように」
と重ねて要望されま
した。
もし、貸付料がそのままで、国費だけが建設費の値上がり
分に応じて増額となる場合、県内で新幹線駅を擁する市の負
担はどのように変わって来るのか。また、JRの貸付料がどの
くらい増額すれば、県と市の負担は従来通りの水準を維持で
きるのか、国と地方などの負担割合のルールが変わる可能性
もあるのかお聞きします。
答
（総合政策部長）
駅設置4市は、駅部およびそれに接続する用途地域、合計
約13kmの区間の建設費について、県負担額の10分の1を負
担することになっております。これは、昨年認可もございました
が、県内事業費が昨年の段階で全体8,000億でございますが、
そのうち、この4市の関わる負担分は45億でございまして、一
方、県は約1,300億円。これで比べますと約30分の1でござい
ます。
今回、県内の建設費が1,350億円増えますけれども、現時
点ではこの駅設置市の負担区間の建設費の増加分は明らかに
なっておりません。年末までの予算編成過程の中で増加分の
財源が決定されることから、その財源構成や駅設置市の負担
区間の建設費も見ながら、4市の負担額について試算していく
こととなります。
先ほども、現段階では30分の1と申し上げましたので、あま
り大きくならないのではないかと考えております。また、今回の
建設費の増加により、国と地方などの負担割合のルールが変
わるのかどうかということにつきましては、今現在、国費の増額
も要望しておりますし、現時点ではわからないというところでご
ざいます。
③ 芦原温泉駅の新幹線駅周辺整備で県補助金制度の新設を！
私の地元あわら市は、北陸新
幹線の駅を擁する自治体です。そ
の駅舎と駅周辺整備にかかる費用
は、駅舎と市街用途地域880m
に関しては、あわら市の負担は全
体の30分の1程度と聞いており、
高崎-長野間を例に沿えば約3億5千万円ほどの負担となりま
す。また、駅西と駅東をつなぎ、新幹線のコンコースとなる
自由通路は市道となるため、あわら市が施工主体となるわけ
ですが、これに約23億円もかかります。その上、観光案内・
魅力体感施設やウェルカムホール、屋根付き広場などの整備
に約12億円、東西のロータリーやアクセス道路、市道の付
け替えなどに17億円、西側の立体駐車場に8億円、締めて
約64億円もかかる計算になります。その他に、町の顔となる
駅前ゾーンの
「土地活用検討区域」
を再開発するのにも多額の
資金が必要となることが予測されます。
さらには、並行在来線の第三セクター化により、新会社へ
の出資金や経営安定基金への拠出金などの負担も億単位で
重なることになるでしょう。
福井市には今日まで、新幹線関連の県からの支援金とし
て、連続立体交差に250億円、駅周辺土地区画整理支援事
業に50億円、ハピリン、ハピテラス、アオッサ建設に20億円、
合計320億円が拠出されています。

しかしながら、福井駅を除く芦原温泉駅、南越駅、敦賀
駅の3駅に対しては、現在見えている県からのバックアップ
が、三駅周辺整備推進事業3億円のみとなっており、十分な
支援と言うには程遠い感があります。福井駅は県都の駅です
が、芦原温泉は坂井地区の駅、南越駅は丹南地区の駅、敦
賀駅は二州地区の駅とそれぞれ地区の代表の駅でありますか
ら、大きな格差を感じざるを得ません。
勿論、開業後の経済波及効果や固定資産税などによる税
収増も見込まれますが、これらは開業後に初めて現れ、大き
な支出の後にタイムラグを以て少しずつ入って来る収入である
ため、さらに資金繰りの苦労や公債の金利負担なども重なっ
て来る恐れもあります。
このように、新幹線駅を立地する3市の負担は重く、現在
の県の支援体制では非常に厳しいものがあります。県として、
新たな支援策を考えていくべきだと思いますが、その点をど
のように考えているのかお聴きします。
答
（総合政策部長）
新幹線駅周辺については、市が主体となって、財政負担を
念頭に計画を策定し整備を行うことが基本であります。
県では、県内各地域の玄関口となります新幹線駅周辺の整備
を促進するため、平成28年9月に補助制度を設け、
・芦原温泉駅の西口駅前広場や西口賑わい空間
・南越駅の西口駅前広場、観光交流センター
・敦賀駅の東口駅前広場
など市が行う整備に対し支援を行うほか、各駅にアクセスする
県道の整備も進めております。
制度創設後、3市におけるまちづくりの事業内容が具体化
し、また、一部事業内容も変更され事業費が増加していること
は承知しておりますが、地方債活用による負担の平準化や新幹
線開業後の税収増が見込まれることから、市の財政には大き
な影響を与えることはないと考えております。
④ 「いちほまれ」の今年の品質と収量は？
本県の新品種ブランド米
「いちほまれ」
は本格生産の大詰め
を迎え、8月8日には生産者を対象にした研修会が開催され
ました。ここでは今年は高温少雨が続いているため、圃場を
乾かさないよう水管理の徹底や、適期収穫とその後の過乾燥
を防ぎ、品質を確保するよう呼びかけられました。
7〜8月は大変な猛暑で、平年より出穂が早く、胴割れの
発生も懸念されたことから、ハナエチゼンやコシヒカリについ
ては
「胴割れ注意報」
が発令されています。
現在、早稲品種のハナエチゼンが出荷されておりますが、
これについては猛暑の被害は無かったとの農林水産部長の報
告で安堵いたしました。
しかし、今年本格生産元年となっている
「いちほまれ」
につ
いても、目標の生産量3,000tが無事にクリアできるのか、自
慢の品質は確保できるのか心配です。
いよいよ収穫が直後に迫り、多くが見通せる時期となり、
その収量や品質についても県農
業試験場や実証田などで随時
チェックしていることと思います
が、
「いちほまれ」
は予定通り順
調に生育しているのかどうか、
現在の県の見込みを伺います。
答
（知事）
本年産の
「いちほまれ」
につきま

しては、農業試験場や県内40か所の現地圃場で、毎週、生
育調査を行っております。これに基づいて、全ての生産者に田
植えから収穫まできめ細かな栽培指導をすすめています。
最も作付けが多い坂井地区では、県とJAの指導員が管理の
ポイントや、それぞれの圃場を巡回しながら、圃場ごとの生育
に合わせた肥料や水管理など肥培管理を指導している結果、
現状では、穂数が昨年に比べ約1割以上多くなっており、現時
点では昨年の県平均単収500キロを上回る生育ではないかと考
えられます。
県全体でも生育が順調であり、今後も適期収穫やおいしさ
を保つ水分に仕上げることにより、いろいろまた、気候の状況
も変動したら大変でありますので、そんなこともよく考えながら、
品質・食味の良い
「いちほまれ」
約3,000トンの収穫を見込んで
まいりたいと考えます。
⑤

福井県が開発した新酒米の販売戦略は？

7月31日、県の農業試験場で開発してきた日本酒用の新し
い酒米が完成したとの発表がありました。山田錦と別品種と
交配させ、山田錦よりも栽培しやすく収量も多い品種となり、
山田錦と同様に35%まで精米可能な粒が実るため、雑味が
極力少なく、華やかな香りのする大吟醸酒ができるとのこと
です。
同様に、現在、大吟醸に合う新しい酵母も開発中で、
「米、
酵母、水」
すべて福井県産の酒を誕生させる予定で、平成35
年には300tを生産し、最高級の地酒づくりを目指すことに
なっており、今からその酒を飲むのが楽しみであります。
今後、酵母の開発はいつ頃を目指し、現在どのような進捗
状況なのか、平成32年度に販売開始としていますが、初年
度の酒米の生産目標や酒の生産量はどうなのか、伺います。
また、県酒造組合の要望を受けての開発と聞きましたが、
限られた生産量の中でこの酒米を使った大吟醸を製造販売す
る酒造メーカーを公平に選定しなければなりません。それは
どのような方法で進めて行くのか、目指す価格帯については
どう考えているのか伺います。
答
（知事）
大吟醸酒に適した酵母の開発については、食品加工研究所
において、約7,000株から60株まで候補を絞りこんだところであ
り、今年度中に、アルコールの生産能力が高く、華やかな香り
を出す酵母を1株選抜することになっています。
新しい酒米については、こうしたことによって、来年度から生
産を開始することにより、約30トンの酒米を作る予定でありま
す。この30トンの酒米で大吟醸酒を製造すると、一升瓶で1万
本いわゆる1,000斗が生産できるという
ことであります。
答
（農林水産部長）
新たな酒米につきましては、地酒の
ブランド力向上を図るため、大吟醸用
の酒米を開発してほしいとの県酒造組
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合からの要望を受け、農業試験場で開発したものであります。
県酒造組合が各蔵元からの希望に基づきお米を分けることにな
ります。
お酒の価格につきましては、蔵元が自分の商品につけるとい
うものでありますけれども、原材料である
「お米、酵母、水」
す
べてが福井県産である最高級のおいしい大吟醸の地酒を造ろ
うということで進めておりますので、これにふさわしい価格を、
それぞれの蔵元が設定することになると考えております。
⑥

農機購入の補助制度はより幅広い拡充強化を！

現代の農業には欠かせない
農業機械の更新に、県内農業
者は大変苦悩しております。
例えば、代表的な農機である
大型コンバインハーベスター
は1台約1千万円しますが、稼
働1千時間が限界と言われて
おり、7年目あたりからベアリング類が擦り減るなど経年化が
目立ち出し、10年までには新しい機械を買い替えなくては立
ち行かなくなります。そのほか、トラクターやトラクターに付
けて使用するプラウやロータリー、ハロー、プランター、ブロー
ドキャスター、マニュアスプレッダー、カルチベーターなどの
付属機械、そして田植え機や移植機、乾燥機やもみすり機な
ど、利幅を圧迫する農業機械コストは高まる一方です。その
上、トラクターやコンバインは昨今の排ガス規制により軒並
み10%程度値上がりしており、農業経営難に拍車を掛けて
いる状況です。
こうした農業機械の購入を支援するため、集落営農や認定
農家に対する農機購入の補助制度は、現在、国と県で用意
されており、国の方は上限が1千万円まで、10分の3の補助
率で必ず同額の融資を受けなければならない縛りがあり、さ
らに耕作面積や法人化などの項目がポイント制となっており、
その点数が多い順から採択されるという厳しさで、採用され
る確率が極めて低く、大変使い辛いものとなっております。
また、県の制度は上限が2,700万円まで、3分の1の補助
率で、3年間の間に現況より10haの規模拡大をしなければ
ならない縛りがあり、この要件も重く圧し掛かり、同様に使
い辛いものとなっております。
加えて、今年度からスタートした県の小規模経営体向けの
補助制度も、市町の補助制度が必要条件となっており、しか
も市町と同額補助という縛りがあり、補助制度の無い町や補
助率の低い町で頑張る農業者には使い辛いものがあります。
特に、10〜20haを耕作する集落営農や認定農家にとって
は、既に周囲の農地が他の法人の管理下として固まってしまっ
ており、耕作面積を拡大したくても拡大しようのない場合が
多く、従って農機が古くなっても買い換えられず、経営難に陥
るというジレンマが生じてきます。逆に飽和状態の中でこれ以
上の規模拡大を求めるのは農業法人同士の過当競争を招き、
共倒れする恐れが出てきます。このままでは、県が目指す規
模拡大や園芸振興よりも、むしろ農業法人の倒産・廃業、離
農者の続出、後継者離れ、耕作放棄地の拡大、廃村、さら
なる人口減少と言った負の連鎖が現実化してしまうでしょう。
そうならないためにも、県として規模拡大にこだわらない
使い勝手の良いきめ細やかな県単補助制度を考えていく必要
があると思います。例えば、
「いちほまれ」
や
「新しい酒米」
栽培
など新品種奨励、エコ農法や有機栽培の奨励等を要件にし
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た補助制度など、より幅広いメニューを揃え、その中で適合
するものを無理なく選べるような工夫が求められています。
県として、こうした農業者の苦悩を真摯に汲み取り、農業
者のニーズに応えるために、農機補助制度の拡充を検討する
べきだと思いますが、県の所見を伺います。
答
（農林水産部長）
県では、水田で500万円以上の所得をあげ、営農を継続、
発展させるため、40ヘクタール以上の経営規模への拡大や園
芸の導入を進めております。
これらに必要な機械整備に対しまして、初期投資の負担を軽
減するための支援を行っており、毎年20経営体に補助している
ところです。
本年度からは、新たに規模拡大が難しい小規模な農業者
が、営農継続ができるようにということで、市町とともにこういっ
た農家の必要な機械整備に支援しているところでございます。
本年度は敦賀市、鯖江市、あわら市で5つの経営体に補助を
行うこととしており、引き続き、これらの事業を活用し、それぞ
れの地域に応じた営農が展開できるよう、市町とともに支援し
ていきたいと考えております。
⑦

国道８号線雪対策で各種新設定の選定基準は？

8月6日、国土交通省福井河川国道事務所にて、今年の記
録的な大雪により国道8号線で1,500台の車が立往生した問
題を受け、国県、関係市などでつくる対策会議は、3回目の
会議が開かれ、集中的な大雪に備えた対策に関する
「中間と
りまとめ」
を示しました。また、県からも
「今後の大雪に関す
る対策案」
が提出されました。
そ の 中 に は、国 道8号 の 坂 井 市 羽 崎加 賀 市 熊 坂 間
20.6kmを
「除雪優先区間」
に設定し、除雪車を集中的に投
入することや、福井バイパス沿いに
「排雪場所」
を新設するこ
となどが上げられております。
この
「除雪優先区間」
20.6kmは、急勾配や路肩幅員が狭
小な部分だけでなく、平坦地で4車線の部分も多く含まれて
いますが、どのような基準で区
間設定したのか、また、
「排雪場
所」
や
「車両待避スペース」
は何
に考慮して今後設置場所を特定
するのか伺います。
答
（土木部長）
今年の2月の豪雪を踏まえました、石川県境側の
「除雪優先
区間」
ですけれども、ご指摘のように、
・縦断勾配5%以上の箇所
・狭い路肩が連続する箇所
・過去から大雪時に立ち往生が多発している箇所
こういったものを含んで、除雪機械が転回するスペース、こうい
うものも考慮したうえで、集中して除雪する一連の区間として設
定されたというものでございます。
また、
「排雪場所」
につきましては、除雪箇所から雪を捨てる
箇所までの運搬時間の短縮というものも考慮して、例えば9月1
日に開通いたしました福井バイパス沿いの4車線化のための用
地に新設すること等が検討されております、それから
「車両待避
スペース」
についてですけれども、過去の立ち往生発生箇所と
いうものも考慮して、機械それから待避場所、配置できる場所
といこうとで、それらを考慮して設置するものというふうに聞いて
おります。

⑧

雪対策における国・県・市の連携は？

今回の中間まとめでも、国保有の除雪車にGPS機能を付
けて、履歴の把握と効率的な再配備をすることが歌われてい
ます。県は既に6月補正で約500台の除雪車にGPS機能を
付ける予算化をしていますが、残りの市町が保有の除雪車に
ついては定かではありません。
今回のまとめでは、国、県、市が保有する全ての除雪車に
GPSを付けて総合的に連携管理することが必要だと思います
が、市町の方はどうなっているのか伺います。
答
（土木部長）
県では、今回の除雪機械へのGPS設置と併せまして、これ
だけでなく除雪後の路面の状況、これの確認機能でありますと
か、カメラの増設ということも含めて、関係機関と連携して除雪
前後の路面の状況等を情報共有を図ることで円滑にして、広
域的に実施する県の除排雪を中心に効率化を図るということを
目指しております。
市町の除排雪につきましては、エリアで細かく区分して実施
しているということがございますので、いわゆる長い路線で実施
している県道とは除雪の状況が異なっております。
GPSについては、それぞれの市町でどのように活用できるの
かということを検討していただくことがまず必要なのかなと考えて
おります。なお、今のところでございますけれども、市町から具
体的にGPSの設置、それから活用を進めるという話は聞いてい
ないというのが現状でございます。
また、導入します県のシステムの構成でありますとか運用結
果というものについては、GPSの設置も含めて、市町に適した
除排雪の効率化を検討する材料として、活用していただけるよ
うに情報提供してまいりたい、このように考えております。
⑨

冬期道路情報連絡室の主体変更の理由は？

また、
「冬期道路情報連絡室」
は、従来から管理者が異なる
道路も緊密な連携を図るために大雪警報発令時に開設されて
きたわけですが、これまで県主体だったのを、今後は国交省
の福井河川国道事務所が担うことに移行したのは、2月議会
で私が訴えたようにNEXCOに安易に通行止めをさせないよ
うに、最も睨みが効く国の機関が主体を担うべきという指摘
と合致し、歓迎します。
このように連絡室の主体を変更した狙いは一体何なのか
伺います。また、
「広域迂回」
とはどの範囲で行うのかお聴き
します。
答
（知事）
記録的な大雪等に迅速に、適確に対応するためには、国道
8号はもとより、北陸自動車道、中部縦貫自動車道など、主要
な幹線道路において、県境を跨ぐ区間の問題や、異なる道路
管理者同士が、緊急な連携をして、道路のネットワークの確保
が重要であります。
このため、県としては、これまで、県の方から要請して、福
井県が初めてそれを要請して福井県で出来上がったものだった
のですが、ようやく現状の冬期の連絡体制を整えて参りました
が、それでは不十分でありまして、国自身が自ら作り、県がそ
こにいろいろ発言をするというのが望
ましいということで、今回2月の大雪
を踏まえまして、本来、広域的な状
況共有や道路管理者間の調整が行
える国が主体となって、連絡室を設
置しますということになったということ

であります。
また、広域迂回の必要範囲については、関係機関が連携を
図り、周辺を含め影響する範囲を十分に考慮し、判断すること
になります。
例えば、今年2月の大雪のような場合には、東海北陸自動車
道を利用した米原から小矢部までや、中部縦貫自動車道への
広域的な迂回が考えられますので、今回7月豪雨の際には、石
川県境および滋賀県境でそれぞれの区間ごとに迂回路を設定
したということであります。いずれにしても、大風呂敷を広げな
ければこの問題は解決できないと、このように思っております。
⑩ ドクターヘリの隣県との共同運航早期導入を！
ドクターヘリについては、6月議会の私の一般質問では、
滋賀県との共同運航については、10月を目途に開始したいと
のことでしたが、ひと月前倒しして9月下旬にスタートするこ
とになったのは嶺南の県民にとって大変喜ばしいところです。
ただ、岐阜県については、共同運航について協議をしてい
ますが、岐阜県内の出動件数が大変増加しており、どの程
度奥越にまで手を回せるのかという点で課題が出ているよう
です。
また、坂井地区と吉田郡をカバーすべき石川県との共同運
航も、秋頃予定の単独運航開始後の出動状況を確認する必
要があるため、その状況を見ながら来年度、協議を進めたい
とのことでした。
岐阜県との協議において、協定内容や運行手順などで、ど
のような点が現在議論のポイントとなっているのか伺います。
また、石川県とは来年度
からの協議を目指している
ようですが、石川県は何時
から単独運航を開始し、何
時までの出動状況を対象に
本県との共同運航の可能性
を確認しようと考えている
のかお聴きします。
答
（健康福祉部長）
まず、岐阜県との共同運航でございますが、現在、岐阜県
内の出動件数が大幅に増加しているため、運航エリアやドクター
ヘリの医療処置が有効と考えられる症例、出動件数見込など
について、協議を継続しているところでございます。
また、石川県でございますが、石川県は今月24日からドクター
ヘリの運航を開始する予定と聞いております。本県との共同運
航につきましては、運航開始後の出動状況を確認しながら、
来年度に入ってから協議を進めるとの意向でございます。
⑪

新設大手ホテル誘致補助金の候補地は？

県は、従来の
「企業立地補助金」
の対象業種に大規模なコ
ンベンションホールを有するホテルを追加し、誘致を促進す
るために、土地取得費、建物等建設費、設備等取得費を支
援する上限20億円、補助率25%の制度を新たに打ち出しま
した。補 助 条 件として、客 室 数 が200以 上であること、
1,000人規模のコンベンション機能を有することが求められ
ています。
ヒルトンやハイアットなど国際的な知名度と高い評価を得
ているホテルを誘致することで、インバウンドなどの受け皿整
備を強化し、北陸新幹線各駅周辺で進むまちづくりを支援す
るのが狙いとのことです。そうなると、芦原温泉、福井、南越、
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敦賀の各駅周辺に立地することになります。
1,000人規模の国際会議や全国大会をするには、そのホ
テル以外にも宿泊のキャパシティーを有した町でないとコンベ
ンション自体を開催することが不可能となりますが、県として
どの駅の周辺をイメージしているのか伺います。
答
（産業労働部長）
北陸新幹線の敦賀までの開業に向けて、国内外からの観光
客やコンベンション開催による交流人口拡大に対応するため、
大規模なコンベンション機能を有するホテルの誘致を進める必
要があると考えております。支援制度は、特定の場所を想定し
たものではありませんけれども、ホテル側といたしましては、交
通の利便性や周辺の賑わいなど、集客可能性の高い場所を選
定するものと考えられるところでございます。
⑫

国際的大手ホテルを誘致できる勝算は？

ヒルトンなど国際的ホテルチェーンが進出するには、かなり
の需要が見込まれることが必要条件となり、シビアなマーケ
ティングが行われるでしょうが、如何に新幹線が延伸してくる
本県と言えども、
これが大きな壁となるのではないでしょうか。

県として、これまでに可能性が感じられるような何等かの
オファー等が有ったのかどうか、それとも確信できる勝算等
があるのならば、それをお示しください。
答
（知事）
ホテル誘致に向け、これまで幅広くホテル関係者などから情
報収集を行っており、これに基づき今回ご提案申し上げており
ます新たな支援制度をお認めいただければ、より具体的に誘致
活動が行えるかと思います。
国内のインバウンド観光客が増加する中、これまでは東京な
ど都市部にしかなかった大手ホテルチェーンにも地方に関心を
向ける動きが出始めているわけであります。
福井県には、歴史や文化・伝統、観光資源、食など、イン
バウンド観光客を惹きつける
多くの魅力があり、新幹線
県内開業のチャンスがありま
すので、この効果を最大限
引き出せるよう、ホテルの誘
致実現につなげてまいりたい
と考えております。

◎動画見るには 「福井県議会」 → 「県議会録画中継」 → 「9月5日一般質問・笹岡一彦議員」

農業振興対策特別委員会
8月3日、農業振興対策特別委員会が開催されました。私からは
「7月の西日本豪雨の時、本県でも大雨が降り、あわら市で
も後山の溜池が崩れたり、赤尾の川から湖へ流れ出る箇所が土砂で塞がった。災害復旧事業でしっかりと直してもらいたい」
と訴えました。
また、
「7月から8月にかけて猛暑が続いており農作物の少雨高温の状態が心配だ。県と
しての対策は打っているのか? 」
という質問をしました。県は
「圃場を乾かさないよう水管理
の徹底や、適期収穫とその後の過乾燥を防ぎ、品質を確保するよう呼びかけるとともに、
平年より出穂が早く、胴割れの発生も懸念されたことから、ハナエチゼンやコシヒカリに
ついては
『胴割れ注意報』
を発令しました」
と答弁しました。
また、
「『種子法』
が4月に廃止され、価格上昇や品質低下、不安定供給など県内農家も
心配しているが、地域固有種の保護も懸念される。どのように
守っていくつもりか? 」
と質問したのに対し、県は
「国の種子法の
代わりに県の
『主要農作物種子生産要綱』
を策定し、国からの
交付金も安定的に確保される見通しで、県としてもその予算を
使って要綱に則り、奨励品種等決定審査会や種子協会の運営
により、価格・品質・供給・固有種などをしっかりと守っていく」
と答弁しました。
また、人材確保の面で私から、
「農業従事者が10年で3割激減
している。しかも65才以上が65%を占め、減少が加速している。
農業後継者を確保するために、2月議会で私が要望した
『稲作カ
レッジ』
や
『畜産カレッジ』
の実現が重要だと思うが、これについ
てもしっかりと取り組んでほしい」
と強く要望いたしました。

土木警察常任委員会
9月7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
「北海道で地震があったが、道路が液状化で大きく陥
没した。本県の県道や県有施設について液状化対策はしているのか?」
という問いに対して、
県は
「道路も建物もボーリング調査により地盤を確認しており心配ない」
との答弁でした。
また私から
「本県の橋やトンネルの点検と補修はどれだけ進んでいるのか?」
という問いに対し
て
「点検は83%済んでおり今年完了する。予算も毎年極力付けて補修すべきものは補修を進
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めている」
との回答でした。さらに私から
「大阪北部地震でブロック塀が倒
れ、本県でも点検したが、県有施設はどうだったのか?」
との質問に対して
「福
井合同庁舎に1か所発見され、既に一部解体し、高さを低くする工事を完
了した」
との答弁でした。
大雪対策では、私から
「あわら市は県境にあり、国道8号線の除雪は
福井・石川両県の共同計画や合同訓練など連携が重要だが、どのように
考えているのか? 」
との質問に対して、
「石川県とは国道8号線の除雪対策
について協議をしており、行動計画に基づき合同訓練も実施するつもり
だ。降雪時には、3パーティーで県境を除雪する」
との回答でした。
【公安委員会】
次に、公安委員会では、私から
「福井国体で行幸啓される天皇皇后両
陛下の警護で、過去の国体でも路上や会場で暴挙を起こした者がいた。
身分確認や持ち物検査など抜かりはないか?」
という問いに対して、県警は
「会場では、IDカード確認や手荷物検査を実施する。
『福井テロ対策パー
トナーシップ推進会議』
などの組織で警備の輪を広げたり、県営体育館
やフェンシング会場で対テロ合同訓練も重ねている」
との答弁でした。
来県する選手や役員らが繁華街や暴力団事務所付近で被害に遭わない
ような対策は取っているのか?」
という問いに対して、県警は
「他県警察から
も応援を得て、そうした場所は警官がパトロールする」
との答えでした。
また、
「富田林署で起こった接見室の点検や逃走防止システムなどは、本
県ではどのようになっているのか?」
と質したところ、
「本県では全て点検済み
であり、接見室の出入りはセンサーが感知する上に、出た後に必ず署員の
前を通る仕組みになっており、何重にも防止策が取られている」
とのことで
した。

●あわら市の重要要望事項を佐々木市長らとともに知事に陳情する
7月30日、あわら市から県への要望活動として、佐々木市長や森議長らとともに
西川知事に陳情しました。今回は、佐々木市長のデビュー戦でもあり、緊張感も
ありましたが、冗談を挟みながら、真剣な中にも柔らかい雰囲気づくり役に回ると
ともに、継続的な案件については私からも知事に強く要望させていただきました。
市の部長さんたちも落ち着いて内容説明をされ、知事も評価していました。あわら
市は現在も、市長、市議会、県議が力を合わせて一体となって陳情しており、こ
れが知事、国会議員から見ても、大変予算が付け易い形となっているようです。

●国道８号線福井バイパス
「笹岡−玄女間」開通式を挙行する
９月１日、国道８号線
福井バイパスの
「あわら
市笹岡〜坂井市玄女
間」
が開通し、坪江公民
館で開通式が挙行され
ました。以前は毎年約４
億円ずつ予算が付いて
いましたが、民 主 党 政
権下では実質５千万円しか与えられず、地元住民の皆様と
ともに悔しい思いを共有した時代もありましたが、そんな時
に救世主のように手を差し伸べてくださったのが稲田朋美先
生でした。その時はまだ隣の選挙区の先生でしたし、自民
党は野党時代でしたが、稲田先生が８億円獲得してくださっ
たのを皮切りに、政調会長になられて、10億、14億、20
億と増額してくださり、国体までに何とか２車線供用するこ
とができました。今後とも、石川県加賀市熊坂までの４車線化を目指して、稲田先生や滝波先生、佐々木市長や市議会議員の
皆様、今署名活動を展開されている竹内幸雄会長や長谷川幸治氏ら地元同盟会の皆様と力を合わせて頑張ってまいります。署
名は何とか１万部を集めて、国土交通省の本庁に提出する運びで、稲田先生との打ち合わせができておりますので、どうか市民
の皆様も、早期４車線化ための署名活動に是非ともご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
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