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令和４年福井県議会１２月議会報告

民主・みらい会派
代表質問より
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１ 知事の政治姿勢

２ 行財政改革

４ エネルギー行政

５ 福祉行政

① 新幹線敦賀以西への着工について
② 医療体制への対応
③ 原子力政策について
④ 旧統一教会の問題における県内での対応について

６ 経済・雇用行政

① マイナンバーカードへの対応について

① 福井県環境基本計画について

① 第７次福井県障がい者福祉計画について

① 外国人材の受け入れの状況について

１２月 代表質問項目

３ 交通体系の整備 ① 県内のデマンド交通の状況について
➁ 路線バスの状況と公共交通について

７ 公安行政 ① 大麻不法所持に対する取り組みについて



１２月 代表質問の中から１ 知事の政治姿勢
① 新幹線敦賀以西への着工について

質問１ 正念場を迎えた現時点における令和５年春着工の実現可能性について、知事の所見を伺う。

【知事】環境アセスメントの遅れなど非常に課題が山積をしている状況であり、行政手続として工事実施計画の認可、着工ということを来年度当初に行うと
いうのは大変厳しい状況にあるのではないかと考えている。２年前に北陸新幹線の工事が一年遅れ、沿線地域で２４１億円の事業費の負担が増えたということを
容認をする際に、与党のＰＴが令和５年度当初に着工するものとするという決議をし、当時の赤羽国土交通大臣がこれを重く受け止めるという発言をされておら
れるわけであり、それをこの年末の予算で政府・与党一体となって、解決を図っていただく必要があると考えている。
政府・与党の中でしっかりと議論していただきたい。また、私どもとしてもこういった状況の変化に応じて、機動的にまた要請活動等できるように考えていき

たい。

質問２ 京都や大阪といった関西圏の機運醸成に向け、具体的にどのような戦略を持って取り組むのか、知事の所見を伺う。

【知事】敦賀以西の早期の全線開業に向けては、何と言いましても関西地域における機運の醸成が非常に重要だと考えている。
大阪、京都の知事とも課題解決に引き続き、協力していくといったご発言もいただいて、大変前向きに取り組んでいただいていると考えており、両知事とも

連携をしながら、これからも早期全線開通に向けて、努力をしていきたいと考えている。

皆さんもご存じのように、令和４年１２月の時点で、令和５年度からの着工は実現しなかったわけですが、記録として、書き記します。

【所感】
国とのやり取りの中で、口頭での約束というものがいかに曖昧なものであるのかを感じざるを得ません。北陸新幹線に関して、２回目の残念な結果となってしまい

ました。ただ、それによって、丁寧な議論が進み、全ての方に愛される新幹線となることを願います。いずれにしても、３度目は許されません。



② 医療体制への対応

質問３ 12月補正予算において、新型コロナ・インフル同時流行対策事業を計上し、外来医療体制を強化するとしているが、
発熱時の相談、診療体制を具体的にどのように充実・強化するのか、知事の所見を伺う。

【知事】新型コロナとインフルエンザが同時に流行するというふうに言われておりまして、その場合、県内では１日に約５千人の感染者が出てくるという
ふうに言われております。これに対して、完全に導線が病院の中で分離できないような、そういう施設もあるわけですが、そういったところも含めて３２９施
設により動線が分けられなければ、時間帯を分けるとかドライブスルー方式にするなどの工夫もしていく。
県内では３２９の医療機関で発熱外来のご協力をいただけると、結果として５千名の１日の感染者の対応ができるという状況を医師会とともに作らせていた

だいた。また、発熱をしたときに、夜の場合もあるわけで、こういったときに電話で相談できるような窓口を２４時間体制で開設をさせていただく。

質問４ 国は第８波に向けて、感染状況のレベルの見直しを行うとともに対策強化策を決定した。知事は国の方針に沿って対
応するとしているが、具体的に要請を発出する基準、その内容をどのように考えるのか、所見を伺う。

【知事】国におきましては、重症化率があまり高くないというオミクロン株の特性を踏まえ、行動制限をあまりしないでなんとか感染の拡大を抑えていこ
うというような方針を示している。県としても、この基本的な方針を踏まえて実施をしていこうと考えている。
福井県では具体的には、病床使用率が５０％を超えてきた段階において、県独自の特別警報を出させていただき、感染対策の強化の要請をさせていただこう

と考えている。
まずはワクチンの接種、これを促進していく。また、県民の皆さまに「おはなしはマスク」ということで、会話時のマスク着用ですとか、換気の徹底、こう

いったことをお願いして、未然に防いでまいりたいと考えているところでごす。

【所感】
本県の取組みはとても評価しています。国の方針をしっかりと咀嚼して、本県の実態に即した取組体制がとられていること。また、医師会をはじめとする有識者の

考えをしっかりと吸い上げ、医師会との連携のもとに、取り組み体制を整えているという点でも、素晴らしさを感じています。



質問５ ４０年ルールを見直そうとする国の姿勢をどう評価するのか、また、核燃料サイクルなど解決していない様々な課題
に対し、立地地域として国に何を求めていくのか、知事の所見を伺う。

③ 原子力政策について

質問６ 老朽原発運転に関する人材育成や技術継承のためにも、原子力人材の育成・確保のための施策を計画的に進めるべき
と考えるが、知事の所見を伺う。

【知事】県としては、令和２年の３月に、国、電力事業者それから大学などが入って、嶺南Ｅコースト計画を策定させていただいたところですが、その一つの柱
が原子力人材の育成ということになっており、原子力従事者の技術力向上の研修であるとか、また廃炉措置の研究を志す学生の育成、さらには高校生のインターン
シップの実施、こういったことも掲げさせていただいている。今後とも原子力人材の育成・確保に努めてまいりたいと考えている。
また、もんじゅサイトにつきましては、国が新たな試験研究炉の建設、整備を考えているところで、原子力人材を育成する拠点となることに期待を持っているとこ

ろです。嶺南地域がこうした原子力人材の育成拠点となりますように、今後とも引き続き、嶺南Ｅコースト計画の推進に努めてまいりたいと考えております。

岸田政権の昨年の原子力政策転換には、いろいろな点で戸惑いを感じました。何よりも、国としての重要な案件であるだけに、まずは国会の場で十分に議論していくべき
事柄であると感じます。それがなされないまま、与党内にすら、いろいろな声が出ていること自体に不安を禁じえません。

【知事】申し上げるまでもなく、原子力発電については、安全最優先ということです。そういう意味では、規制委員会の方で１０年ごとにより厳しく審査を行っ
て認可を行っていくという方向を示されたことについては、地元としても安全・安心の一つの材料だと考えている。一方でこうした規制側とそれから安全利用が別々
に議論が行われている。こういうところが大変分かりにくいし、心配にもなるわけであり、政府として一体になって統一した見解を示しながら、国民に対しても説明
をしていただきたいと考えている。
核燃料サイクルについては、先月２８日原子力小委員会が開かれた中でアクションプラン案が示され、その中におきまして、使用済燃料対策などのバックエンドの

プロセス加速化、こういったことについて、国が主体的に対応していくということが示されたところです。
いずれにしても、これからも国に対しては私、審議会の委員もさせていただいておりますので、そういったところでも発言をさせていただきますし、また更に、

１０月に、西村大臣にお会いした時には、西村大臣に対して、必要な原子力の規模とその道筋、こういったものを含めて原子力の将来像の明確化であるとか、更には、
中間貯蔵施設に対する国の主体的な対応、こういったものを求めたところです。更には県民・国民に対する丁寧な説明、こういったことも含め、国には責任あるエネ
ルギー政策をしっかりと実行していただきたいと考えているところです。



質問７ 原子力防災訓練において、陸路での渋滞の発生をどれだけ想定しているのか、改めて避難計画を周知するとともに、
陸路以外の多様な避難手段の検討、確保が重要であると考えるが、知事の所見を伺う。

【知事】住民の避難につきましては、平成２６年に、３０ｋｍ圏内の全ての住民の方が圏外に出るまでの時間について試算を行っており、美浜地域につきまして
は、例えば大きな交通渋滞であるとか、積雪、こういった悪条件も念頭に置いた想定で計算をさせていただいて、最長１３時間４０分かかるといった結果が出ている。
また半島部において、陸路で避難ができない場合には、ヘリや船舶などを活用して避難を実施するということで、今回の避難訓練におきましても、水陸両用車を活

用した訓練を行わせていただき、多様な手段で避難ができるように確認をしている。
避難ルートとか避難先について、具体的な内容を住民の皆さまに、更によく分かっていただけるように周知をするとか、また、実動機関により多様な避難手段を確

保していただきながら、万が一の際の円滑な住民の避難に備えてまいりたいと考えている。

【所感】
12月に実施された原子力防災訓練ではありますが、前年の県が実施した訓練と比べて、避難対象が広がったということ以外、ほとんど違いは見られなかったという

のが正直なところです。 毎回、実効性という点での釈然としない思いが残ってしまうのは、残念な気がします。

質問８ 消費生活センターにおいて旧統一教会への寄付・献金、物品購入など金銭トラブルの相談状況と特別相談窓口の設置
等について、所見を伺う。

【安全環境部長】県の消費生活センターに寄せられました旧統一教会関係の相談は、国の独立情報行政法人であります国民生活センターのデータベースによ
りますと、平成２４年４月から先月までの約１０年半の間で８件となっている。
相談窓口ということでは、県消費生活センターでは、平成２３年度から福井弁護士会と連携して、月３回、対面の弁護士相談会を開催している。この相談会では、

悪質商法に限らず消費者の様々な相談に法律の専門家が直接対応いただいており、センターの相談員は、随時、弁護士のアドバイスを受けられる体制となっている。
これに加え、来年１月から２月に、県や市町の消費生活相談員等を対象として、弁護士による悪質商法対策の研修会の開催を検討しており、これにより相談員の能力
向上を図り、相談体制をさらに強化していきたいと考えている。

➃ 旧統一教会の問題における県内での対応について



２ 行財政改革について
① マイナンバーカードへの対応について

質問９ 県内の医療機関や薬局等のマイナンバーカードに対応するための環境整備を県としてどのように進めるのか、所見を
伺う。

【健康福祉部長】医療機関や薬局がマイナンバーカードに対応するためには、顔認証付きのカードリーダーを国に申込む必要がある。県内での申込率
は、これは１１月２０日時点の数字で９２．９％、これは全国２位の申込率となっています。また、運用開始の割合は４８．３％、こちらは全国４位となって
おり、いずれも全国の中でもかなり進んだ状況となっている。申込みと運用開始に差があるのは、機器の納入それからシステム改修に時間を要していることに
よる。また、カードリーダーですが、医療機関等１か所あたり少なくとも１台は国から無償提供されるほか、システム改修等については、国が費用の一部を補
助している。
今後、県としても、県医師会等を通じて各医療機関等に、機器が確保され次第速やかにシステム改修し、運用されますように働きかけていく。また、健康保

険証を兼ねたマイナンバーカードの取得促進についても、県内の全保険者が加入する保険者協議会を通じ、保険者へ要請してまいりたい。

３ 交通体系の整備について
① 県内のデマンド交通の状況について

質問10 県内におけるデマンド交通の導入状況を伺うとともに、観光誘客、そして生活支援という観点からの二次交通の充実
に向け、県として積極的にデマンド交通の導入を支援していくべきと考えるが、知事の所見を伺う。



➁ 路線バスの状況と公共交通について

質問11 本県における路線バスの運転手不足の状況をどのように改善していくのか、そして、路線バスを含む県内公共交通が
目指すべき方向性をどのように考えるか、知事の所見を伺う。

【知事】路線バスの運転手の不足、また高齢化は、現在、策定を行っております嶺北地域公共交通計画の協議会においても、大きな課題だという風に認識
されているところで、バスの運転手、これを確保していく必要があると考えている。 県としては、バス協会等と一緒に実施している人材確保のイベントの回
数を増やしたり運転の体験等ができるような内容を拡充しているというところである。また高校生とか女性とか、さらにはＵＩターン者、新しい層に対して募
集活動の強化も行っているところである。またこうした運転手の確保のほかに、域内交通の組み合わせにより、県内全域がスムーズに移動ができるような交通
ネットワークシステムの維持についても残していけるように努力をしていきたいと考えており、交通系ＩＣカードや観光客向けのＭａａＳといったものの導入
によってＤＸ化を進めながら、利便性向上さらには運行の効率化に努めてまいりたい。

【知事】デマンド交通は、決められたルートとかダイヤとか、それに関わらないで、柔軟にニーズに応じて運用ができるというメリットがある。今、実証
運行中の小浜市であるとか南越前町含め、現在１４の市や町で運行されているところである。また、坂井市におきましては、来年の１月からこのデマンド交通
を全市域に拡大をするというところである。
県においては、このデマンド方式のバス、それから乗合タクシー、こういったものの運行の補助もさせていただいており、ＡＩの配車システム、これを導入

するときの経費についても補助をさせていただいている。
ただ、デマンド交通の場合は、基本的には地域の住民の皆さんに向けた制度となっており、平日の昼間が中心であるとか、また事前に登録しておかなければ

いけないということで、あまり観光客の皆様は使いやすい状況にはない。そういったこともあり、例えば観光客の皆様には、越前市が行っておりますような観
光地の間を定額で移動できるタクシーといったことを含めて市や町に情報共有して広げていきたいと考えている。

【所感】
人口減と超高齢社会が進む中で、地域の高齢者の生活を支える移動手段を確保していくことは、喫緊の課題となっていきます。
その点で、デマンド交通の推進は、不可欠なものとも言えます。
問題は、その運営主体をどこが担っていくのかという問題です。財源としては、決して楽なものではないだけに、市町のみの力では運営できないのは言うまでもあ

りません。国、そして県の支援が不可欠な要素でもあります。２月議会で、再度取り上げていきたいと考えます。
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４ エネルギー行政について
① 福井県環境基本計画について

質問12 県民へ目標の見える化を推進していくためにも、計画期間を国の温室効果ガス削減マイナス４６％の目標年次であ
る２０３０年度に合わせるなど、県民の混乱を招かない実施期間にすべきと考えるが、所見を伺う。

【安全環境部長】環境基本計画は、地球温暖化対策だけでなく、自然環境の保全ですとか、廃棄物対策など、環境政策を総合的に表すものであり、こ
れまで社会情勢の変化などに対応いたしまして５年ごとに改定を重ねてきた。
このうち、地球温暖化対策に関しましては、既に平成３０年策定の現在の計画において、２０３０年の温室効果ガスの削減目標を定め施策を推進していると

ころで、今回、国の計画改定を踏まえ、削減目標を見直すということとしている。
温暖化対策は、今回の計画で終了するものではなく、２０３０年、さらには、２０５０年のカーボンニュートラルの実現に向け、継続的に実施していく必要

があると考えている。このため、計画期間は５年といたしまして情勢変化に柔軟に対応するとともに、例えば、電気自動車のような次世代自動車の導入といっ
た、主な温暖化対策については、この計画の最終年度であります２０２７年度と２０３０年度の２つの数値目標を掲げるなど、県民の皆さんの理解が進むよう
に工夫をしてまいりたい。

質問13 ２０５０年の温室効果ガス排出実質ゼロを実現するために、再生可能エネルギーの導入目標に洋上風力発電をはっ
きり位置付ける必要があると考えるが、所見を伺う。

【土木部長】再生可能エネルギーの導入目標に関しましては、陸上風力などの大規模な施設は運転開始までに相当の時間を要するということがある。
そのため、ＦＩＴ申請においても、２０３０年度までの事業開始を掲げているもの、これを算出基礎としているところである。
ただし、再生可能エネルギーの導入にあたっては、自然環境の影響への配慮を行うとともに、地元の理解を得ながら進めていく必要があると考えている。

このため陸上風力については、全国のこれまでの導入実績などにも照らしながら、ＦＩＴ申請の半分程度の導入量を見込んでいるところである。
洋上風力については、先行している秋田県などでも、運転開始は２０３０年頃ということになっており、本県の２０３０年度時点の導入目標に含めることは

難しいものと考えている。一方で、国は洋上風力を有望な再生可能エネルギーと位置付けている。本県におきましても、漁業者をはじめ地元の理解を得ながら
進めていくということを環境基本計画の中に記載してまいりたい。
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５ 福祉行政について
① 第７次福井県障がい者福祉計画について

質問14   バリアフリーに関するニーズ調査の進捗状況を伺うとともに、現在策定中の「第７次福井県障がい者福祉計画」に
おいて、具体的な目標を示し、確実に予算を確保すべきと考えるが、所見を伺う。

【健康福祉部長】今年、施設や障がい者、一般県民の方に対して行ったハートフル専用パーキングに関するアンケートの中で、必要なバリアフリーは
何かということもあわせて聞いたところ、最も多かった意見は手すりや段差の解消等であり、回答者の４割弱を占めた。次いで、トイレや駐車場等といったも
のが各１割という状況であった。
現状では、条例の基準を１００％満たす施設は全２，２９１施設のうち約３割でございますが、障がい者団体からは１００％は満たさないが、段差解消ある

いは多目的トイレの整備等により使いやすい施設も多いというふうに伺っており、まずは使いやすい施設の裾野を広げることが重要であると考えている。
このため、条例の基準を７０％以上満たすことで交付されるバリアフリー表示証の対象施設数などの目標を計画に位置付けまして、必要な予算を確保しなが

ら、バリアフリーを推進していきたいと考えています。

【所感】
今、求められているものは「多様性」「共生社会」をキーワードとする、誰もが社会の中で「最低限の安定と安心を感じて生活していくことのできる社会」の構築

であるのは言うまでもありません。その点で、障がい者福祉の中でも施設・設備の改善と確保は、最も取り組む方向が明確なものであると感じています。
財源確保の難しさは伴ってくるのは確かですが、それ以上に重要なものであるのは間違いありません。もちろん、はバランスは大切な要素ではあるとしても、喫緊

の課題として力を注ぐべき分野であることを機会あるごとに訴えていきたいと思います。



11

➀ 外国人材の受け入れの状況について

質問15 今年度の高度外国人材受け入れの実態を伺うとともに、人材不足の解消に向け、本県で働きたいと意欲を持った外国人
材を増やすための取り組みが必要と考えるが、所見を伺う。

【産業労働部長】法務省によると、本県において、高度外国人材である特定技能１号、こちらの在留資格を持つ外国人労働者は、令和４年６月末時点で
４７０人であり、３月末の３６６人に比べると１００名以上増加しているという状況である。こうした高度外国人材の採用・定着をさらに促進するため、県では今
年度から、外国人材の採用方法や従業員間のコミュニケーションなどの課題を抱える製造業や宿泊業１８社に対して、順次専門家を派遣し、伴走型で課題解決を
図っている。
引き続きこれらの施策を着実に実施するほか、本県企業を就業場所として選んでもらえるよう、海外の人材育成機関等において、本県の暮らしやすさや本県企業

の魅力といったものを外国人材に直接ＰＲするなど、外国人材を増やすための仕組みづくりを検討していく。

質問16 今回の物価・資材価格の高騰により、県が行う公共事業の事業費増嵩等の影響をどのように認識し、解決していく
か、所見を伺う。

【土木部長】県の公共事業の設計単価については、令和元年４月から令和４年４月の直近３か年で見ると、鉄筋が３６％、労務費が７％上昇しているところで
ある。さらに今年度に入ってからは、例えば鉄筋が２か月間で１４％と、資材によっては価格上昇が顕著となっており、様々な事業に影響が出ているものと認識して
いる。これらの資材価格などの上昇も踏まえ、今年度、県道福井森田丸岡線などの事業については、福井県公共事業等評価委員会における審議を経て、事業費の見直
しを行ったところである。
国土強靱化は喫緊の課題であるので、今後も社会経済情勢の変化を注視しながらコスト縮減など効率化を図りつつ、厳しい財政事情の中、選択と集中により、必要

な事業の着実な推進に努めていく。

６ 経済・雇用行政について
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質問17 来年度の福井駅周辺での集客を少しでも上げるため、工事期間の延長を放置するのではなく、更地状態の土地を有
効活用したイベントの実施など、「ピンチをチャンスに変える」、絶えず集客を生む仕掛けが必要と考えるが、所見
を伺う。

【産業労働部長】福井駅周辺への来街者は、昨年以降、概ね横ばいで推移はしているが、今後、再開発事業の遅れにより、駅前の集客に影響が出てく
る恐れもあると考えています。こうした中、県では、駅前の集客の核である西武福井店において、先月はダイノデパートを開催したほか、来年２月にはフード
フェアも予定している。また、福井市が駅前で行う「癒し」や「恐竜」等をテーマとした体験型イベントも支援している。
さらに、福井市では、駅周辺の買い物等に使用できる電子クーポン「まちなか割」の予算案を１２月議会に上程しており、その追加発行により、集客を図っ

ていく。
ご指摘のような工事の遅れが集客減少とならないよう、まちなか再生ファンドの活用も促し、店舗改修や設備導入による魅力的な店舗づくりについても応援し
ていきたいと考える。

【所感】
産業・労働という点では、今後少なくとも３つの視点が求められます。

（１）カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングが国内のグループ従業員の年収を最大で約４割上げるとしたように、今後、より高い海外
の賃金水準に近づけて、優秀な人材を確保するとしたものです。また、キャノンをはじめ、国内企業も賃上げを検討している状況です。
この賃金の引き上げは、労働人口が減少していく中で、人材確保の重要な要素になっていくのは間違いありません。

（２）働き方改革は、今や喫緊の課題です。特に、2024まで猶予措置を受けている研究開発業務、建設事業、自動車運転の業務、医師への規制が開始されることもあ
り、対応の手立てが求められます。
いずれにしても、まずは、残業をしなくても安定した生活が保障される賃金の確保がもとめられます。

（３）多様性に対する対応は、常に視野に入れていく必要があります。
障がい者の労働環境、LGBTQといったマイノリティに対しての配慮等が当然の社会となっていくのだと考えます。



５ 公安行政について
① 大麻不法所持に対する取り組みについて

質問18 県内における若者の大麻等違法薬物の所持の実態、入手方法等の認識、今後の違法薬物の根絶に向けた取組について、
警察本部長の所見を伺う。

【警察本部長】福井県内の20歳代以下の薬物事犯での検挙人員は、近年増加傾向にあり、特に大麻事犯では本年10月末現在15人と昨年の同期と比べ７人増
加をしているほか、未成年者も含まれており、大麻を中心に若者への薬物の広がりが懸念されるところである。また、この15人の内、ＳＮＳを通じて入手していた
者は８名と過半数を占め、ＳＮＳを通じた薬物の入手が広がっていると認識をしている。
これらの状況を踏まえて、薬物やＳＮＳの危険性を正しく認識できるよう、学校での薬物乱用防止教室や非行防止教室、教員や少年警察協助員などに対する研修

会の実施、ＳＮＳでの情報発信など、関係機関とも連携しながら、若者層に対する薬物犯罪の防止に向けた取組を推進している。また、ＳＮＳ上の捜査等を通じて
入手経路となり得る密売組織の摘発、サイバーパトロールによる違法・有害情報の排除についても、違法薬物根絶に向けて取り組んいく。

質問19 大麻所持の低年齢化がみられる状況において、薬物乱用防止教育の取り組みについて、教育長の所見を伺う。

【教育長】学校では、児童生徒等の薬物乱用の根絶に向けた規範意識の向上を図るため、薬物乱用防止教育を行っている。
県内では、小学校高学年から高校までの保健体育の授業などで啓発教育を行うとともに、すべての中学校・高校で、警察職員や学校薬剤師等を講師として毎年薬

物乱用防止教室を実施している。具体的には、薬物乱用の低年齢化の実態、薬物の入手や使用に至る誘惑、薬物乱用者の健康被害などを伝え、生徒の理解を深めて
いる。
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