●国体のバレーボール競技に会場責任者として携わる。
１０月４日に開会式が行なわれた
「福井しあわせ元気国体 バレーボール競技」
は、５日か
らあわら市のトリムパーク体育館で成年女子の部が始まり、私も県バレーボール協会副会長
として会場責任者という立場で、８日までの５日間に亘って関係者の皆様とともに国体に携わ
りました。何年も前から視察、計画策定、準備、打ち合わせ会議、抽選会、プレ大会の
実施など準備を進めてまいりましたが、多くの皆様方のご協力により、全て滞りなく成功する
ことができました。これも日本、そして県および市バレーボール協会員、県および市職員、ボ
ランティアの皆様や高校生競技補助員、小中学生応援団の皆様、救護班、消防署や防犯隊、
ふるまい関係や出店者の皆様のご協力のお蔭と感謝申し上げます。
最後に、大会運営にともに苦労したスタッフたちと一緒に記念撮影。
皆本当によく頑張って下さいました。責任者として心より感謝申し上げ
ます。有難うございました。本県選手団が天皇杯、皇后杯をダブル受
賞したことは、私たちにとって最高の喜びであり、何よりのご褒美でした。

防犯隊や消防署の皆様方と

弁当配布などボランティアの皆様方
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常に、県民に寄り添う温かい政治を

優勝者などへ表彰式での賞状授与

笹岡一彦 県議会報告

国体バレーボール競技のスタッフたち
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８回連続で一般質問に立つ。貿易協定の本県への影響、国道８号線の早期４車
線化、行き過ぎたタイヤチェーン義務化、
「いちほまれ」の安全性戦略、梨農家
への経営支援、
２つの県道の立体交差の進捗状況などについて県政を質す。

●
「障スポ」
の知的障がい者バレーボール競技で主管者の役割を果たす。
１０月１２〜１４日、あわら市のトリムパーク体育館で開催された
「全国障害者スポーツ大
会 福井しあわせ元気大会 知的障がい者バレーボール競技」
は、あわら市バレーボール協会
や県内バレーボール協会、ボランティアや学生の皆様などのご協力により、成功裡に終えるこ
とができました。選手の皆さんにも気持よくプレーしてもらえた
ようで、今後の社会生活に向けて自信と誇りを手にした大会に
なってくれれば幸いです。国体バレーボールから障スポのバレー
ボールまで、合計8日間にわたって頑張ってくれたあわら市バ
レーボール協会の仲間に心より労いの言葉を贈ります。私も大
会主管者のあわら市バレーボール協会会長として、責任を果
たせたことに深く安堵しております。

障スポ・バレー
ボール競技の
開会式挨拶

テレビ中継された一般質問

常に、県民の立場から、県民の代
弁者として、県民に寄り添う県議会
議員を目指してまいります。

障スポのバレーボール競技スタッフたちと

一般質問の質問項目

●新しい県道バイパスに、
県内初「児童通学路の減速マーク」

① ＴＰＰ１１と日本とＥＵの経済連携協定の本県への影響は？
② 国道８号線の早期４車線化に向けて知事の決意は？
③ タイヤチェーン義務化の指定区間や時期、降雪の程度、取締りの有無は？
④「いちほまれ」の安全性アピールと情報管理の徹底を！
⑤ 日本一早い梨の灯を消すな！梨農家のグループ化で経営支援を！
⑥ 県道水口牛ノ谷線の牛ノ谷立体交差の進捗状況は？
⑦ 県道トリムパークかなづ線（南中央線）立体交差の方式と今後のスケジュールは？

１２月１１日、あわら市に新しく開通した県道芦原・丸岡線の重義
−田中々バイパスに、２か所にわたって、県内初の通学路安全注意
の道路マークが施工されました。これは登校時に１時間当たり２５０
台以上の車両が通行し、カーブと隆起で見通しが悪く、芦原小学校
児童の登校に危険を感じた番田区の島浦文貴子供会会長さんから私
に依頼があり、私からあわら警察署と県公安委員会にお願いして各種
調査を経て、このほど県内初の道路標示として施工され、広くテレビ
や新聞でも報道されたものです。早速、島浦会長さんからお礼のメー
ルをいただき、喜んでいただけて私も嬉しく思います。このマークを見
たドライバーの皆様、どうか児童の通学時には減速徐行運転をお願
い申し上げます。（旅館 「越路」
の前あたり）

今回も、全ての質問と答弁を詳しくご報告いたします。
① ＴＰＰ１１と日本とＥＵとの経済連携協定が及ぼす本県への影響は？
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日本など１１か国が参加する環太平洋連携協定いわゆる
ＴＰＰ１１が今月３０日に発効する運びとなりました。日本、
カナダ、ペルー、オーストラリア、ベトナムなど１１か国間
の関税を引き下げ、農産物で９８.５％、工業品で９９.９％、
最終的には１００％関税が撤廃されますし、サービスや投
資の自由化、そして知的財産、金融、電子商取引など、幅広い分野においてビジ
ネス・ルールも統一されます。
一方で、政府が今国会提出予定のＥＵとのＥＰＡも、来年２月１日に発効する見

私の一般質問を報じる新聞
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通しとなりました。日本車の関税が８年間でゼロになるのを
はじめ、自動車部品も全体の９２％の品目で無関税となると
ともに、
ＥＵ産のワインの関税もゼロとなり、ソフトチーズも
16年後に関税ゼロとなります。
これに関して、現在、国から県に対して、どのような情報
が提供されているのか。そして、県として農業をはじめとする
本県産業全般や県民生活にどのような影響があると考えてい
るのか。また、それらの影響に対して、県はどのような対策
を用意して待ち受けるのか伺います。
答
（知事）
国は、
ＴＰＰ１１か国やＥＵ全体との経済連携協定について、
貿易拡大等による中長期的な効果を、実質ＧＤＰで２.５％上昇、
雇用創出７５万人と試算しております。本県から対象国への輸
出額は４４０億円あまりであり、県全体の輸出額の２４％を占
めます。今後更なる輸出拡大に向け、関税撤廃等の経済連
携のメリットを県内企業に広く周知するなど、海外への販路拡
大を支援しています。
一方、農林水産物への影響については、国は生産減少額
を最大で２,６００億円と試算していますが、コメについては、
Ｔ
ＰＰ１１か国の国別輸入枠が約８万ｔから０.８万ｔに減少した
ことから、本県への影響は少ないと思います。
県では、この問題について平成２７年度から国のＴＰＰ対策
事業を活用し、大規模施設園芸やＪＡの集出荷施設の整備、
認定農業者等への農業機械の導入支援などを実施しており、
今後とも総合的に本県農業の体質強化を図る方向でこの問題
に対応していきたいと考えております。
② 国道８号線の早期４車線化に向けて知事の決意は？
県は、
「今後の大雪に関する対策」
と
して、除雪車両と道路監視カメラの
増強や、待避所、雪捨て場の新設な
どをし、10月には国道８号の熊坂除
雪基地等で国土交通省、福井県、石
川県らが参加して、
「雪害対応合同訓練」
が行われました。こ
れはこれで有意義だとは思いますが、飽くまで対症療法であっ
て、根本治療にはなりません。やはり、１,５００台の車両が
立往生した主因は国道８号がボトルネックになっていることで
あり、２車線区間の早期４車線化が抜本的な対策として必要
不可欠なのです。１１月２８日、私は国道８号の残り１４.１
㎞の２車線区間の早期４車線化を求めて、稲田衆議院議員
同行の下、あわら市長、同盟会会長らとともに、塚田国土交
通副大臣のもとへ、あわら市民５,０００名を超える署名簿を
持って、事業化を強く要請してまいりました。副大臣や事務
次官も
「この冬は大変ご迷惑を掛けて申し訳ない。２度とあの
ような立往生はさせない。また都市計画決定から３０年以上
お待たせして、これも申し訳ない。事業化に努力していく」
と
の回答がありました。また、今月１７日には、県境を越えて
「あ
わら市と加賀市の合同期成同盟会」
が設立される運びとなり、
県と県、市と市が力を合わせて今こそ４車線化を実現しなけ
ればなりません。
知事は、石川県の谷本知事との合同要請などもされていま
すが、長年の懸案解消のために、さらなる努力が県民から求
められています。今後国道８号の２車線区間の早期４車線化
に対して、どのような決意で取り組んでいくのか伺います。
答
（知事）
国道８号の福井県・石川県境部の４車線化でありますが、
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平成３年度に都市計画を決定するなど、長年にわたって取り
組んでいます。特に今年の大雪をもとに、平時あるいは災害
時を問わず、安全かつ円滑な交通を抜本的に確保するために
は、その実現が重要であります。
特に石川県の谷本知事とはこの問題について意識を共有し、
今年の５月には国交省への要望、６月には中部圏知事会議で
も共同提案をしています。また、先月１３日には国交省へ共同
要望し、関係者から
「事業化に向けて取り組んでいる」
との前
向きな発言をいただいているところであります。
今後も、石川県、また谷本知事と緊密に連携しながら、県
選出国会議員、県議会、地元の市等、福井・石川の両県の
共通の重要課題として対応し、国交省等に対し、早期４車線
化を強く求めてまいります。
③ タイヤチェーン義務化の指定区間や時期、
降雪の程度、
取締りの有無は？
一方で、国土交通省は、北陸道や
国道８号などで大雪警報が発令され
る際に、一般車両にもタイヤチェーン
装着を義務付け、今月上旬にも実施
すると発表しましたが、このことに多
くの県民が困惑しております。確かに冬用タイヤだけではス
タックして立往生の原因になるとの理由は解りますが、性急
な進め方や行き過ぎた規制は返って混乱を生みます。そもそ
も本県では、冬用タイヤに履き替えるだけで、チェーンを付け
ないのが一般的で、県民からは
「チェーンを持ってないし、付
けたこともない。スタッドレスタイヤで十分。チェーン義務化
は大型車だけでいい」
との声が圧倒的に多く聞かれます。大雪
警報は再三出されますが、地域によっては殆ど降雪しない場
合もありますし、国道が唯一の生活道路という地域もあります。
県は、こうした県民の声をどのように受け止めているのか。
また、義務化するのであれば、県道や県管理の国道も対象と
なるのか。どの程度の降雪で、どのような区間に対して、い
つからタイヤチェーンの義務化を行うのか。そして、県警察
としては、それについて取締りを行うのか否かお聞きします。
答
（土木部長）
チェーン規制につきましては、道路管理者が、区間を定めて、
規制標識を設置して、タイヤチェーンを取り付けていない車両
の通行を禁止する制度として、国が導入を進めているものでご
ざいます。現在、国は直轄国道、高速道路など具体的な区間、
実施時期を検討している状況にあるというふうに承知しており
ます。制度については、今まだ、こういったさまざまな検討が
なされているという状況でございますので、県道や県管理の国
道での実施については、現時点では考えていないというところ
でございます。
また、このチェーン規制について、国ではパブリックコメント
を実施して意見の募集をしておりますので、さまざまな意見が
あることについては承知しているものというふうに思いますけれ
ども、県といたしましても、これらの声があることの他、直轄
国道でありますとか、高速道路の規制区間を回避した車両が
県管理道路に流入する等といった懸念があることについても国
に伝えているところでございます。
答
（警察本部長）
国道８号の対策に関し、タイヤチェーンの着装が義務化さ
れた場合、取締りを行うのか否かについて、お尋ねがござい
ました。

答
（知事）
食品の安全安心は必須の条件であり、
「いちほまれ」
の生産
に当たりましては、農薬や肥料が適正に使用されていることを
生産者ごとの栽培履歴で確認しております。また、昨年から
試験販売を開始したわけでありますが、販売店の意見を反映し、
本年は、栽培基準を次の４つに区分し生産・販売を行ってい
ます。
④「いちほまれ」
の安全性アピールと情報管理の徹底を！
・ＪＡＳ有機米
・ 無農薬・無化学肥料米
「いちほまれ」
が本格生産となった
・ 農薬・化学肥料を５割以上削減した特別栽培米
本年ではありますが、未だに生産者
の中にはいろいろと葛藤があるようで、 ・ 農薬・化学肥料を２割削減したエコ栽培米
この結果、有機米につきましてはキロ２,１６０円、無農薬
ある坂井地区の生産者によれば、必
米につきましてはキロ１,４２５円という高値で他県産米を大き
要な情報が必要な時期に届かずに損
く上回る価格で販売を実現しています。
害を被り、今年は
「いちほまれ」
を作ったけれど、来年はわか
今後、新たに整備する小ロットに対応したカントリーエレベー
らないという話が聞かれました。それは、自分たちが目指し
ていた等級が消えてしまったということでした。
「いちほまれ」 ターの活用や、消費者・販売店のニーズ、販売の現場の状
況を見極めながら、ある程度継続しなければなりませんが、そ
には、特別栽培米、エコ栽培米があり、特別栽培米は①か
ういうものを的確に反映し栽培基準を検討するなど、ブランド
ら④までの認定区分に分かれており、
①は完全無農薬、無化
力をさらに高め、ご指摘の点を踏まえながら、
「いちほまれ」
を
学肥料、
②は無農薬、化学肥料５０％以下、
③は農薬５０％以
日本一の米に育ててまいりたいと考えます。
下、有機肥料、
④は農薬と化学肥料ともに５０％以下という
答
（農林水産部長）
基準になっております。
③で使用する有機肥料には、緑肥いわ
「いちほまれ」
の生産に当たりましては、県とＪＡの指導員が、
ゆるクリムソン・クローバーを鋤き込んで肥料とする手法も使
随時、栽培研修会、現地巡回を行い、生育状況に応じてき
われますが、その栽培には大変手間も費用もかかります。し
め細かい指導をしているほか、栽培基準や販売方法などの重
かし少しでも
「いちほまれ」
を高品位米として生産したいという
農家の熱い志により、これに挑戦した篤農家も見られたようで、 要な情報につきましては、生産者に直接伝えているところです。
今後は、より丁寧に生産者に消費者や販売店のニーズを伝
本県生産者の意識が高いのは有り難いことです。ところが、
えるとともに、しっかりと意見を聴いて、生産者お一人おひと
今年収穫した後になって、顧客からの注文がエコ栽培や④が
りの理解と信頼を深め、生産者、県、
ＪＡが力を合わせて
「い
主で、
③は少なかったという理由で突然③で生産されたもの
ちほまれ」
のブランド化を進めてまいります。
が、心ならずも④として出荷させられてしまい、せっかくの苦
労が報われず大変残念がっているという複数の事例がありま
⑤ 日本一早い梨の灯を消すな！梨農家のグループ化を進めよ！
した。
今から１６年前に、県は
「日本一早
調べてみると、
③が廃止されたという情報は、県の出先機
い梨」
づくりを提唱し、県内農家に広
関にもＪＡにも十分に伝わっていなかったということが分かり
く参入を呼びかけました。呼びかけに
ました。ここで重要なのは、一つは安全性のアピールであり、
応えたあわら市・坂井市の５件の農
もう一つは情報伝達の確実性の問題です。
家が県の補助を受けてハウスを建て、
先ず前者は、
「いちほまれ」
が今後益々拡大発展していくた
暖房機を設置して、技術指導を受けながら栽培を始めました。
めに、ブランド米としての安全性のイメージをどう作り、守っ
しかし、その後、佐賀県産や熊本県産の早生品種が８月初
ていくかということです。コシヒカリでは、生産者のエコファー
旬に出るようになり、それまで盆前に出していた福井県産も
マー化を進め、お蔭で福井県産コシヒカリはエコなイメージ
努力して７月下旬に出せるようにしましたが、そうした競争の
を確立することができました。然るに、その上を行かなけれ
下、燃料費などのコストが上昇して採算性も悪くなって行き
ばならない
「いちほまれ」
で化学肥料を使用するグレードを設
ました。県からは販路開拓などのサポートもなく、逆に雪や
定するのには少なからず無理があります。先程の事例におい
台風によってハウスが倒壊するなどの自然災害があり、次第
ても、
「いちほまれ」
の特別栽培米は③を捨てて④に統一した
に生産農家が減少したとのことでした。
わけですが、
「いちほまれ」
最大のライバルの一つでもある山形
新しい事を始めるのは躍動感があって元気が出ますが、そ
県の
「つや姫」
の栽培基準は④であり、後から追い掛ける
「い
れを継続することが肝要であります。こと農業においては、
ちほまれ」
は少なくとも③以上を目指すべきです。
県が提唱した以上、粘り強く農家をサポートし、自立できる
食味や一等米比率も大事ですが、健康志向が高く特に食
まで運んで行かなくては、今後県の呼び掛けには県民は乗り
品の安全安心を強く求める時代には安全性が購入判断を大
づらくなってしまうでしょうし、県行政の信頼性にも関わるこ
きく左右します。
「いちほまれ」
の戦略上、現在の栽培基準を
とだと危惧します。
見直し、さらにブランド力を高めるべきだと考えますが、県
せっかく始めた
「日本一早い梨づくり」
の灯を消さないよう
の所見を伺います。
また後者において、県の本庁、出先、
ＪＡ、生産者などの間で、 に、県として、しっかりとした政策の立て直しをするべきだと
考えますが、県の方針をお聴きします。
重要な情報の行き違いにより、生産者の努力や遣り甲斐を低
また、
「日本一早い梨」
に限らず、あわら市・坂井市などの
下させないような徹底した情報管理が必要だと思いますが、
梨農家の数も、高齢化や後継者不足により１０年前の半数以
その点はどのように改善していくのか伺います。
下に減少し、残りの農家も平均年齢が７０才以上となり、こ
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現在、国土交通省を中心に検討が進められており、先般、
パブリックコメントが終了したものと承知をしております。制度
の詳細については、明らかにされておりませんが、国における
検討結果を踏まえ、法令改正がなされた場合には、その制度・
趣旨をよく見極めまして、行政機関として適切に対処していく
ことになると、こう考えております。

れからさらに廃業する農家が続出するのではないかと心配さ
れます。園芸カレッジ卒業生などの参加もありますが、それ
も追い付かない状況です。そこで稲作や水田園芸を集落営農
でやるように、産地の梨農家を集約し、グループ経営体とし
て組織化し、経営の継続、技術の継承、コストの効率化など
を図るべきだと思いますが、県の考え方を伺います。
答
（農林水産部長）
本県のナシは、４８ヘクタールで、１,３００トン、３７０万個
を生産していまして、その出荷額は３.３億円になっております。
ハウスに暖房機を設置して栽培する
「日本一早いナシ」
は、燃
油の高騰によりまして暖房コストが増大したことから、
ＪＡ、生
産者と協議して、平成１７年度からは暖房を使わずに７月下
旬に出荷することとしております。このハウスナシは、
ＪＡの直売
所に贈答用として、通常の２倍の１玉２００円で約４,０００玉
が出荷され、高い評価を得ているところです。
今後は、７月下旬からのハウスナシ、８月の幸水、９月の豊水、
あきづきに、１０月の新興、甘太（かんた）
を加えまして、出荷
時期の拡大とあわせて、意欲ある生産者や組織を育成して、
ナシの生産を拡大してまいります。
答
（農林水産部長）
ナシ産地では、これまで、生産の低コスト化や効率化を図
るため、作業の共同化を進め、現在３つの組織がナシ園の半
分に当たる、２５ヘクタールで共同防除を行っております。また、
園芸カレッジ修了生２名が里親制度を活用して技術を習得し、
坂井北部丘陵地の高齢化した生産者のナシ園を継承している
ところです。
今後、さらなる産地の発展に向けて、このナシ園継承の経
営モデルの事例の紹介あるいは園地の斡旋、乗用防除機や
草刈機の共同利用を支援し、効率的な生産を進めてまいります。

答
（土木部長）
県道水口牛ノ谷線は、牛ノ谷集落内でＪＲ北陸線の交差部
の道路幅が狭いというところがございまして、大型車が通行で
きないということから、平成１１年度からバイパスによる改良に
着手したところでございます。
一部用地交渉難航しましたけれども、説明会を開催するこ
と等で、丁寧に対応することによりまして、２６年度に用地補
償を完了したというところでございます。
ＪＲ北陸線との立体交差部についてはアンダー方式と考えて
おりましたけれども、コストの縮減、それから工期の短縮とい
うことを図るためにオーバー方式に見直すことで、
ＪＲ西日本と
施工方法、手順について協議を重ねているところでございます。
この内容が新たな経営主体に確実に引き継がれるよう、
ＪＲ
西日本との協議をしっかりと整え、工事着手につなげてまいり
たいと考えております。
⑦ 県道トリムパークかなづ線（南中央線）立体交差の
方式と今後のスケジュールは？

トリムパークかなづは、平成８年に、福井・
坂井地域の県民を利用対象者として、あわ
ら市山室に整備された総合公園です。多目
的体育館、多目的グランド、ゲートボール場、
テニス場をはじめ、広大な芝生広場や日本
庭園を設置しています。１０月には、国体と
障スポのバレーボール競技が開催され、県
内外から連日多くの人々が来訪されました。
この県施設であるトリムパークかなづと県道福井金津線を
つないでいるのが県道トリムパークかなづ線で、トリムパーク
ができた平成８年頃からＪＲ北陸線を交差する計画がありま
した。しかしながら、交差する地点が北陸新幹線のルートと
⑥ 県道水口牛ノ谷線の牛ノ谷立体交差の進捗状況は？
も重なっていたことから、新幹線が認可されるか否かが明白
になるまでは事業化しないという県の方針により、以来２０
県道水口牛ノ谷線は、あわら市中
年以上封印され、６年前の新幹線の敦賀までの認可により解
心部と国道８号とをつなぐ新幹線開
禁され、再び県とあわら市の間で協議が始まったものです。
業時の二次交通にも欠かせない道路
で、細呂木地区を南北に貫く幹線です。 現在は県道芦原停車場中川線の一部を借りて大きく迂回する
その県道の牛ノ谷地区でバイパス道
形で何とか嶺北縦貫線と繋がっている非常に変則的な県道と
路を建設中ですが、現在はＪＲ北陸線との立体交差事業が足
なっております。
私たちの度重なる陳情により、平成２８年度に北稲越から
踏みしている状況です。用地の方は一時難航したものの、平
菅野にわたる縦断図、すなわちＪＲ北陸線と北陸新幹線と竹
成２６年度には全て買収が完了しており、その際私は当時の
田川をどのように交差するのかを表す概略設計費を含む調査
県土木部長に、平成２９〜３０年にかけて北陸線の下をくぐ
るアンダー方式で着工をするという方針を確認しております。 費１千万円を予算化し、その図面を元に鉄道運輸機構と県と
しかしながら、その後、北陸新幹線の敦賀開業が３年前倒し
あわら市が協議を進めてまいりました。そして、県がＪＲをオー
となり、工事期間が北陸線の経営主体の交代を跨ぐことから、 バーで越えるのか、平面交差するのか選択肢を検討して案を
絞り込み、あわら市や鉄道運輸機構に示すという運びになっ
ＪＲが難色を示し出すとともに、１日の工事を２時間以内とす
ると強化されたＪＲの安全規程により、工事費が跳ね上がり、 ております。
この道路は、あわら市の東西を結ぶ機能の高い道路となり、
アンダー方式は困難となりました。その後、県と地元が何度
も話し合い、オーバー方式の方向で一致したのです。
新幹線の芦原温泉駅前の混雑を解消し、金津小学校、金津
そして、昨年１２月２１日、私は期成同盟会会長、牛ノ谷区長、 中学校、金津高校などの通学路の安全を確保する重要な道
細呂木区長会、市の幹部らとともに、３千名を超える署名簿
路となります。一日も早い整備が待ち望まれております。
を付けて、県土木部長に陳情し、強く実現を訴えました。
県として、どちらに絞り込んだのか。また、今後どのような
こうした要請を受け、県はこの事業にどのような時間的目
スケジュールで、この計画を進めて行くのか伺います。
標を立てて、現在どこまで進捗しているのか。また、平成34
答
（知事）
年度末に、北陸線の経営主体がＪＲから第３セクターに移行
県道トリムパークかなづ線は、
「総合公園トリムパークかなづ」
する際、未だ設立されていない第３セクターに上手く引き継
へのアクセス道路であるとともに、あわら市内の東西をつなぐ重
げるかどうか、地元住民は大変心配しております。こうした
要な幹線道路であります。新しいバイパスは、区間が７６０ｍで、
部分を県はどう補って行くつもりなのか伺います。
北陸新幹線、
ＪＲ北陸線と交差し、さらに一級河川竹田川を渡
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る複雑な狭い場所での構造となります。このため、２９年に北
陸新幹線高架橋の高さが決まったことを受け、交差方法の検
討を進めてまいりました。
現在、まずＪＲをオーバー方式で越え、北陸新幹線高架下
をくぐり、竹田川を渡る立体交差とすることを前提に、
ＪＲ西日

本と鋭意協議を行っております。
引き続きＪＲ西日本および鉄道機構と協議を進め、あわら市
とも協力しながら、早期の事業化を検討してまいりたいと考え
ます。

◎動画見るには 「福井県議会」 → 「県議会録画中継」 → 「12月5日一般質問・笹岡一彦議員」

土木警察常任委員会
１２月１１日、土木警察常任委員会が開催されました。

【土木部】

（タイヤチェーン義務化）
笹 岡 昨日、国交省からタイヤチェーン義務化する区間
が発表されましたが、私の地元の熊坂から笹岡ま
での国道８号の４㎞区間も指定されました。どの
ような理由でここを指定したのでしょうか？
保全課長 その区間は勾配があり、今年の豪雪で１,５００台が
立往生した原因となった先頭車両がスタックした地
点ということで指定したと国から聞いております。
笹 岡 この熊坂と笹岡は、
３０豪雪で立往生ドライバーた
ちを献身的に救済した恩人です。そして、地元民にとって毎日会社や学校、
病院に通う生活道路です。恩人の生活に不便を掛けて仇で返す形となり、
地元は混乱し憤慨しています。指定前に地元の意見を聴くべきでした。
丁寧な地元説明が必要だと思いますが如何ですか？
土木部長 規制は、
どういうタイミングで出されるのかしっかり情報提供がないと現場に
混乱が起きると国に伝えております。十
分な説明が行き渡ってないところもござ
います。引き続き国に丁寧な対応を求め
てまいります。
笹 岡 ２つの集落をがんじがらめにして住民の
生活が疲弊すれば、
この不便さは人口減
少にも拍車を掛けかねません。進め方
も性急で規制内容も行き過ぎています。
土木部長 まずは、
しっかりと除雪します。それでも雪
が激しくなったときに、
チェーンを付けて
走行してもらうという意味合いがある一般
的な雪の時ではなく、
記録的な豪雪時の
み対象となるので、
区間に設定されたこと
で、
不便が生じるものではございません。
（福井・石川両県合同雪害対応訓練）
笹 岡 訓練により想定外の問題点を見つけ出すことが一つ
の意義だと思いますが、
そうした課題は見つからな
かったのでしょうか？
土木部長 課題としては、石川県と福井県の双方の細かさが合っ
ておらず、
同じ想定でやるべきだとの意見を申し上げま
した。
笹 岡 タイムライン
（段階的行動計画）
も県議会に公表し
て、
チェックを受けるべきです。そして、県民にも周
知すべきだと思いますが。
保全課長 現在は内部的な計画という意味合いが濃いですが、
ご
指摘を受け検討してみます。
笹 岡 ３０豪雪では、北陸道の通行止めが立往生の大きな
要因になりましたが、
「冬期道路情報連絡室」
の仕切

り役が県から国に移行して再発防止にしてほしい。
保全課長 ご指摘は十分受け止めて、高速道路は最大限の除雪
に努め、安易な通行止めは極力回避するという方向で
対応してまいります。
笹 岡 県の
「雪対策基本計画」
では、県道の歩道の除雪に
ついても書かれていますが、芦原温泉駅前通りなど
は県が早期除雪し、
小型除雪機械などのハード整備
と地区住民との協力体制づくりなどのソフト面を
しっかりと用意してほしい。
保全課長 県の除雪力と県民のご協力
が、
それぞれ機能するようソ
フト・ハード両面でしっかり
と努力してまいります。
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【公安委員会】
（県警察）

（タイヤチェーン義務化の取締り）
笹 岡 警察庁から義務化区間がされましたが、性急な規制
は混乱を招くし、行き過ぎた取締りは反発を招きま
す。指定された熊坂区と笹岡区は今年の大雪で立
往生したドライバーを救済するのに献身的な功労の
あった集落。地元の皆さんは大変迷惑に感じ、憤慨
しています。恩を仇で返すようなことは理解を得ら
れません。初年度の取締りに大きな危惧を抱きま
す。どのタイミングで取り締まるのですか？
交通部長 「大雪特別警報」
の発令された時となります。昨年で
は３回だけ出されております。
笹 岡 大型の営業車と軽トラなどの一般車両、冬用タイヤ
と普通タイヤ、
これを同等に扱うのに無理がありま
す。熊坂区などは村の中の移動にも国道を使いま
す。生活大変が不便になってしまいます。
交通部長 開始時期や制度の詳細がまだ解りません。良く見極
めて適切に対処してまいります。
笹 岡 チェーンは切れるから付けたり外したりするのが県
民の負担となります。だからチェーンは廃れ、
スタッ
ドレスが普及しました。それに逆行しています。もし、
この区間でネズミ捕りのような取締りをするのなら、
返って交通渋滞を招くでしょう。スタックの原因に
なった先頭車両１台を検挙するくらいが妥当。地元
県民もそう思っていると考えますがどうですか？
交通部長 取締りの基本は交通秩序と安全を守ることです。現
状でも笹岡議員の言われるように事故を起こした普
通タイヤ車を検挙しております。
笹 岡 私の希望としては、初年度は周知徹底に尽くし、取締
りは２年目以降からにしてほしい。県民の立場で考
え、
無理のない形で周知と理解を得てから指導に
入ってほしい。女性や年配の方、地元民に十分に配
慮することを求めます。
本部長 取り締まらないとは言えませんが、県民に理解される
ような取締りをやって行きたいと考えます。

（薬物犯容疑者の逃走と書類紛失）
笹 岡 11月に福井市で、
薬物捜査で事情を聴いていた男が
逃走して、
家宅捜査令状など12通が紛失した件、
県民
は不安に思ったでしょう。国体などで警察が頑張って
いる中で、
警察の威信も傷つき残念です。２度と起こ

し上げます。お陰様で５,０８６名の署名が集まり、１１月２８日に、稲田
朋美先生同行の下、私と佐々木市長と竹内同盟会会長とで、国土交通
省の塚田副大臣、森事務次官に陳情し、あわら市民を代表して署名簿
を提出させていただきました。国交省側からは、
「あわら市民の皆様に大
変ご迷惑をかけて申し訳ない。加賀市でも都市計画決定できるように国
から計画を提示する。二度とあのような立往生が無いように近畿と北陸
の地域整備局にも発破をかける。１日も早い事業化のために努力をする」
との回答を得ました。

●国道交通省近畿地方整備局に
国道８号線の早期４車線化を陳情する。

らないように万全を期してほしい。何故起こったので
すか?
刑事部長 現場が混乱していました。誠に遺憾に思います。男を
制止する中で書類の管理が等閑になりました。
笹 岡 車で逃げたとのことですが、誰の車を使いましたか？
刑事部長 関係者の車で逃げました。キーが差してありました。
今後は捜査員と書類管理者を明確に分担するよう考
えています。また、各警察署を循環指導していきます。
笹 岡 それをチェックし、発進できないようにしておくべき
でした。また、書類の収納方法に問題があり、書類
の管理を徹底するべき。紛失したのはどんな重みの
書類でしたか？
刑事部長 捜索差押許可状と請求書で、有効期間は失効してお
り、悪用の心配はございません。
笹 岡 それにしても書類が出て来ないのが不思議です。逃
走車両の中に隠してあるとか、逃げた男は確保され
た後、書類の所在について供述してないのですか？
刑事部長 今懸命に捜査しております。
笹 岡 その書類は、
今後の捜査や裁判に影響ないのですか？
刑事部長 影響はないものと思います。
笹 岡 再発防止に向けて本部長の決意をお聞きしたい。
本部長 ご指摘を真摯に受け止めます。説得や危険行為に対す
る対処の技術を習熟させるよう指導を徹底していきます。

●国土交通副大臣に国道８号線の早期４車線化を求める
署名５,０００人分を提出し、市長、
同盟会長とともに陳情する。
今年の大雪で１,５００
台が立ち往生した国道８
号線の早期４車線化を
求める署名に協力いただ
きまして誠に有難うござ
いました。竹内幸雄同盟
会 会 長や長 谷川幸 治
氏、区 長 会やあわら市
商工会など多くの皆様方
のご尽力に心より感謝申
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塚田副大臣に5千余名の
署名簿を手渡す

森事務次官に４車線化の早期実現を訴える

稲田朋美代議士も陳情に
同行してくださる

１１月５日、福井県議会の高規格道路建設促進議員連盟
の仲間たちとともに、名古屋にある中日本高速道路株式会
社（ＮＥＸＣＯ中日本）
と大阪にある西日本高速道路株式会
社（ＮＥＸＣＯ西日本）、そして国土交通省・近畿地方整備
局に、中部縦貫道の延伸、舞鶴若狭道の４車線化、国道
８号線の４車線化などを要望する陳情をいたしました。

NEXCO中日本とNEXCO西日本とに要望書を渡す

国交省近畿整備局長に直接要請する

●国道交通省福井河川国道事務所に国道８号線の早期４車線化を陳情する。
１０月２６日、国土交通省の福井河川国道事務所に、佐々木あわら市
長や森市議会議長、竹内期成同盟会会長、関係市議会議員さんらととも
に、国道８号線の早期４車線化や雪対策のための高速道路通行止めの回
避などを要請いたしました。私からは、
「玄女−笹岡までは国体までに二車
線供用されたが、５０年かかってしまった。すぐに、４車線化の予算獲得
をしてほしい。また、笹岡以北の事業認可も計画的に期限を設けて取り組
んでほしい」
と強く要望いたしました。

●各地区やヤング世代に県政報告会を実施する
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、吉崎で
「笹岡一彦
県政報告会」
を開催し、その後も引き続き、９月２４日
に温泉地区、１０月１６日に北潟地区、１０月２９日に
里方地区でも同様に実施させていただき、これであわ
ら市内１２地区での開催を完了しました。各地区でご
意見やご要望をお聴きするとともに、それに対してでき
ることは迅速に対応させていただきました。また、意
見交換会の中で出たご質問にも丁寧に説明をさせて
いただき、会派のことや雑誌のことなどご心配をお掛
けした点についても、十分にご理解納得していただい
たものと考えております。
さらには、９月２７日に４５歳以下のヤング世代にも
お集まりいただき、子育てや女性活躍支援政策、人
口減少対策など熱心に耳を傾けていただくとともに、
若い世代ならではのご意見やご要望を伺い、一方的
ではない双方向的な
「県政報告会」
が実施できました
ことを、皆様に心より感謝申し上げます。

国交省福井事務所長に要望する

温泉地区の県政報告会

北潟地区の県政報告会

里方地区の県政報告会

ヤング世代への県政報告会
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