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本年度の県政調査チームの活動状況 

 

１ 県政調査チームの概要 

 

 福井県議会では、設置されている４つの常任委員会ごとに、各会派か

ら選出された議員および議会局職員で構成する「県政調査チーム」を、

令和元年度から設けている。ここでは、定例会ごとに論点となる県政課

題について調査するほか、委員会で議論される行政計画の勉強会や視

察のための事前調査等を実施し、その調査内容を常任委員会の委員で

ある各議員と共有することで委員会審議の充実を図っている。 

 

 

〈県政調査チームの活動〉 
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２ 本年度の取り組み 

  

定例会ごとに行う論点整理では、本会議や委員会において議論され

る主な県政課題について、執行機関の動向や過去の答弁のほか、他県に

おける先進事例等を参考に、提言や質疑すべき内容を検討した。 

今年度は、新たに年間を通じて継続的に調査を行う「年間テーマ」を

設定して、勉強会や執行機関との意見交換、チーム員による視察調査等

を実施した。こういった取り組みは、各常任委員会での議論だけでなく、

各会派の代表質問や議員の一般質問における提言等に活かされている。 

  

 

〈年間テーマと主な活動〉 

   〇総務教育 「ＤＸの推進」 

     ６月 1 日 本県のＤＸ推進に関する勉強会 

   〇厚  生 「再生可能エネルギーの導入促進」 

「社会的養育の推進」 

６月 18 日 社会的養育に関する勉強会 

〇産  業 「コロナ禍における経済・雇用維持対策」 

「持続可能な一次産業の発展に向けての取組」 

11 月 18 日 ふくいワインカレッジ視察調査 

〇土木警察 「流域治水プロジェクトの策定」 

６月８日 流域治水プロジェクトに関する勉強会 

 

  



3 

３ 各県政調査チームの活動状況 

総務教育 

佐藤正雄、西本正俊（リーダー）、辻一憲（～９月定例会）、 

長田光広、北川博規（12 月定例会～）、田中三津彦、兼井大、 

議会局 議事調査課（半藤、山本、福岡） 

 

 

○令和３年５月１８日 

第１回調査 「県政調査チームにおける年間テーマ選定」 

・年間を通じて継続的な調査、研究を行うテーマについて協議 

・決定したテーマに基づく今年度の取組を協議 

〈年間テーマ〉「ＤＸの推進について」 

◇９月に発足するデジタル庁の狙いと目指す姿 

  ◇福井県ＤＸ推進プログラムの目的と方向性の検証       

  ◇デジタル県庁が果たす働き方改革 

   ◇ＤＸの推進による県民生活の変化 

 

○令和３年６月１日 

第２回調査 「本県におけるＤＸ推進についての勉強会」 

・第１回調査において選定した

年間テーマに基づき、理事者を

招いての勉強会を実施 

・ＤＸの目的と役割、「スマート

ふくいの実現」に向けた県の方

針や取組事例等について確認

し、意見交換を実施 

 

 
（ＤＸの推進について意見交換を行う様子） 
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○令和３年６月１８日 

第３回調査 「６月定例会常任委員会の論点整理」 

・北陸新幹線の工事の進捗状況や敦賀以西の着工、特急存続問題や並行

在来線、地域鉄道を中心に協議。そのほか県の働き方改革、県立高校

の魅力化、嶺南地域教育プログラムについて協議 

・年間テーマのＤＸ推進について、茨城県が埼玉県と共同利用する給与

システムの概要、デジタル庁創設に関する国の検討状況等を協議 

 

〈 ６月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（教育委員会） 

・県立高校の魅力化に関する十分な予算と必要な人員確保を提言 

・県立高校に魅力化に関し、中高連携の必要性を提言 

・学校教育におけるＤＸの推進について確認 

（総務部） 

・押印廃止による業務軽減の見える化について提言 

・県立高校の魅力化に関し、高大連携の現状について確認 

・職員の業務軽減のためにＯＢやボランティアの活用を提言 

（地域戦略部） 

・地域公共交通に対する支援内容について確認 

・デジタル化に伴う個人情報流出のリスクについて県の認識を確認 

・ＪＲ小浜線、越美北線の減便に対する県の認識を確認 

※閉会日に「地域鉄道の存続に向けた国の更なる支援を求める意見書」可決 

・並行在来線について、ＪＲ西日本に出資を求めることを提言 

・北陸新幹線金沢・敦賀間の工事認可について、ＦＧＴ導入が前提であるという

議会側の認識について県の見解を確認 

・行政のＤＸ推進について、県と市町との関係性について確認 

・共創会議について、小浜市と若狭町がメンバーになっていないことに関する県

の見解を確認 

 

〈 議員研修会 （令和３年８月 23 日） 〉 

  JR ローカル線の減便など地域鉄道に関する常任委員会の議論等を踏まえ、

専門家を招き、地域鉄道の維持・活性化について研修会開催 

演題 「地域公共交通政策の課題‐脱炭素社会とQOLの向上をめざして‐」 

    講師  宇都宮 浄人 氏 （関西大学 経済学部 教授） 
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○令和３年９月９日 

第４回調査「９月定例会常任委員会の論点整理」 

・６月定例会に続き、北陸新幹線の工事の進捗状況や敦賀以西の着工、

特急存続問題や並行在来線、地域鉄道を中心に協議。 

・2020 年度の決算状況、共創会議における検討状況、過疎地域持続的

発展計画、福井県立学校設置条例の一部改正及び中高一貫教育の検

証結果、教員免許の偽造問題について協議 

・年間テーマのＤＸ推進について、職員採用試験における「デジタル」

区分の創設、キャリアパスモデルを示した長野県の事業概要や、デジ

タル庁におけるデジタル改革の進め方について協議 

 

〈 ９月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（教育委員会） 

・高志高校への普通科系専門学科の設置による影響について確認 

・教員免許の偽造が発覚するまでの経緯と課題について確認 

（総務部） 

・特定地域の振興を促進するための県税に課税特例の対象について 確認 

・総務部におけるＤＸ推進の状況について確認 

（地域戦略部） 

・ＪＲローカル線利用促進特別対策事業の詳細について確認 

・並行在来線の経営計画案について、県内地域鉄道の連携・統合の見 通し、経

営安定基金の取扱いについて確認 

・ＪＲ西日本から並行在来線会社への資産譲渡等に関する詳細を確認 

・ＪＲ越美北線の利用活性化策について確認 

・過疎地域持続的発展方針の目的と今後の戦略について確認 

・県庁におけるＤＸ推進の進捗状況について確認 
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〈 総務教育常任委員会 県内視察（令和３年 11 月 8 日） 〉 

（若狭湾エネルギー研究センター） 

・嶺南Ｅコースト計画に基づく実用化に向けた研究を推進するとともに、原子力

立地地域の将来像を見据えた研究開発、産業支援、人材育成・交流の方向性等

を確認するため、若狭湾エネルギー研究センターの現地視察を実施。理事者等

からの概要説明を受けるとともに、施設見学等を実施 

 

 

 

 

 

 

 

（福井県立大学あわらキャンパス） 

・令和２年４月にあわらキャンパスに生物資源学部創造農学科を開設し、第一、

第二期の学生が「食」「農」「環境」の関わりを総合的に学んでいる福井県立大

学を現地視察 

・「農」が持つ機能、農業生産技術から実践的な経営、農業農村のマネジメント、

環境保全まで学生の学びの状況や人材育成の目標を確認。 

また、新学部・学科創設の検討状況等について確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（若狭湾エネルギー研究センター 施設見学の様子） 

（福井県立大学あわらキャンパス 理事者説明の様子） 
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○令和３年 12 月３日 

第５回調査「12 月定例会 常任委員会の論点整理」 

・北陸新幹線敦賀以西やえちぜん鉄道の次期支援スキームを中心に協

議。そのほか大学生の中退等の状況確認や嶺南Ｅコーストに掲げる

原子力リサイクルビジネスの検討状況、タブレット端末の有効な活

用方法と課題、部活動の地域移行等について協議 

・県庁におけるＤＸ推進本部会議の概要、デジタル臨時行政調査会およ

びデジタル田園都市国家構想実現会議の論点を協議 

・先進事例として、富山県における地域交通ビジョンの見直しの事例を

協議 

 

〈 12 月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（教育委員会） 

・部活動の地域移行に関する実証研究の成果と課題等について確認 

・嶺南地域教育プログラムと教員採用の嶺南枠との関係について確認 

（総務部） 

・大学生の中退等について県立大学の状況を確認 

・公共施設等総合管理計画の改定状況について確認 

（地域戦略部） 

・えちぜん鉄道の次期支援スキーム、大雪時の除雪体制について確認 

・ＪＲ西日本の経営状況が与える北陸新幹線への影響について確認 

・北陸新幹線敦賀以西について、関西方面での機運醸成の戦略について確認 

・嶺南Ｅコースト計画と共創会議の関係性について確認 
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○令和４年２月 16 日 

第６回調査「２月定例会 常任委員会の論点整理」 

・北陸新幹線敦賀以西や共創会議の論点等を中心に協議。そのほか職員

採用倍率、コロナ後の反転攻勢のための財政運営の立て直し、公共施

設等総合管理計画の見直し、並行在来線の駅周辺のまちづくり、人口

減少対策と若者支援、県立高校入学者選抜の状況等について協議 

・先進事例として、滋賀県で 2022 年度から導入予定の地域デジタル通

貨「ビワコイン（仮称）」について協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 ２月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（教育委員会） 

・県立高校入学者選抜の実施状況等について確認 

・志望倍率が低下する教員の人材確保策について確認 

（総務部） 

・県職員の志望倍率を上げるための工夫を確認 

・公共施設等総合管理計画における今後の更新経費の対する見解について確認 

（地域戦略部） 

・北陸新幹線敦賀車両基地における地元との調整状況について確認 

・並行在来線の駅周辺整備の対する支援内容について確認 

・ＪＲローカル線の今後の在り方や県の対応方針について確認 

・人口減少対策のデータ分析に関する成果等について確認 
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厚  生  

島田欽一、小堀友廣（リーダー）、西本恵一、野田哲生、山浦光一郎 

議会局 議事調査課（藤井、深谷、三輪） 

 

○令和３年５月１８日 

第１回調査 「県政調査チームにおける年間テーマ選定」 

・年間を通じて継続的な調査、研究を行うテーマについて協議 

・決定したテーマに基づく今年度の取組を協議 

〈年間テーマ〉 

「再生可能エネルギー、水素の導入促進」 

◇2050 年カーボンニュートラル実現に向けた実効性、継続性のある施策 

   ◇再生可能エネルギーの導入目標設定等、次期環境基本計画の改定方針 

   「社会的養育の推進」 

◇社会的養育推進計画の進捗状況 

    ◇フォスタリング機関の運営見通し 

 

 

○令和３年６月１８日 

第２回調査 「社会的養育の推進に関する勉強会」 

・第１回調査において選定した年間テーマに基づき、理事者を招いての

勉強会を実施 

・福井県社会的養育推進計画（R2.3 策定）の進捗状況を通して、本県

の現状や今後の取組みについて確認するとともに、理事者との意見

交換を実施 
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○令和３年６月１８日 

第３回調査 「６月定例会常任委員会の論点整理」 

・エネルギー基本計画の見直しにおける原子力政策の方向性、令和３年

１月大雪の対応と降雪期に向けた対策、再生可能エネルギーの導入

促進策、新型コロナウイルス対策を中心に協議 

・年間テーマの社会的養育の推進について、埼玉県における、児童養護

施設の退所児童等への支援策を協議 

 

〈 ６月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（安全環境部） 

・エネルギー基本計画見直しにおける原子力政策の明確化を指摘 

・再生可能エネルギーの導入拡大について提言、メガソーラー設置等への県の指

導体制等を確認 

・令和３年１月大雪の対応と今後の対策を確認 

（健康福祉部） 

・新型コロナウイルスワクチンの接種体制と課題を確認、マスク会食の広報等、

今後の対策を確認 

・児童相談所の体制、児童養護施設への負担金の状況等を確認 

 

 

○令和３年９月９日 

第４回調査「９月定例会常任委員会の論点整理」 

・原子力防災訓練の実施方針、エネルギー基本計画見直し案への認識、

新型コロナウイルス対策について協議 

・年間テーマの再生可能エネルギー、水素の導入促進について、先進事

例として、東京都における再生可能エネルギーのグループ購入促進

モデル事業、群馬県における太陽光発電設備等初期費用０円事業に

ついて協議 
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〈 ９月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（安全環境部） 

・原子力政策に対する国民理解促進、次期エネルギー基本計画見直しに向け、県

としての方針をしっかり立て議論することを提言 

・原子力防災訓練の実施方針を確認、訓練規模を含め、実効性のある訓練とする

よう提言 

・県内の再生可能エネルギー比率や電力量を公表し、再生可能エネルギーの導入

目標を設定するよう提言 

・風力発電事業計画の今後の見通し、地元理解の進め方を確認し、特に洋上風力

について、国との協議等をしっかり進めるよう提言 

（健康福祉部） 

・新型コロナウイルス感染症対策について、宿泊療養施設や臨時医療機関を含め

た医療体制、保健所の業務体制、行政検査体制について確認 

・コロナ禍における生活困窮者への支援策について確認、支援を必要とする方に

確実に届くような取組みを提言 

・県内すべてにおいて県費で保育料を無料にするなど、本県にしかできない、イ

ンパクトのある子育て支援策の実現を提言 

 

 

〈 厚生常任委員会 県内視察（令和３年 11 月８日） 〉 

（福井県年縞博物館） 

・北陸新幹線県内開業を控え、年縞の認知度をさらに高め、観光産業へとつなげ

ていくことが期待されることから、年縞博物館の運営状況について現地調査を

実施し、博物館の運営状況や研究成果を活かすための取組み等について確認 

 

 

 

 

 

       

 

 

  （福井県年縞博物館 施設見学の様子） 
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（福井県立病院 ドクターヘリ） 

・単独運航を開始したドクターヘリにより、救命率の向上など本県の緊急医療体

制の強化が期待される中、基地病院としての体制整備の状況、運航状況等につ

いて現地調査により確認 

 

 

 

 

 

 

 

      （福井県立病院 ドクターヘリ運航状況等説明の様子） 

 

 

○令和３年１２月３日 

第５回調査「１２月定例会 常任委員会の論点整理」 

・原子力防災訓練の評価と課題、災害対策、温暖化対策、新型コロナウ

イルス対策、ヤングケアラーへの支援策を中心に協議 

・先進事例として、国や他県におけるヤングケアラーへの支援策の実施

状況とともに、本県の実態調査の結果を踏まえた支援策について協

議 

 

〈 12 月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（安全環境部） 

・再生可能エネルギーの導入拡大に向け、特に県内で計画が進む洋上風力発電に

ついて、県の事業体制を含め今後の見通しを確認 

・突然の災害への備えとして、事前の準備も含め、県民にしっかり周知できる体

制を整えるよう提言 

・災害時の安否不明者の公表について、県内で統一した仕組みとするよう提言 
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（健康福祉部） 

・新型コロナウイルス感染症対策について、県内の検査体制、３回目のワクチン

接種の見通しと課題等を確認 

・改定予定の県立病院経営改革プランについて、プランの実現に向けた具体策を

確認し、計画策定に合わせ、財政計画も同時に示すよう提言 

・ヤングケアラーについて、認知度を高めていく方策について確認し、調査結果

を踏まえ適切な支援策を提言 

 

 

○令和４年２月１６日 

第６回調査「２月定例会 常任委員会の論点整理」 

・新型コロナウイルス対策、再生可能エネルギーの導入拡大、安定ヨウ

素剤の事前配布、歯の健康づくり等を中心に協議 

・先進事例として他自治体における児童虐待防止対策を検討するとと

もに、本県における自立援助ホームの状況等、社会的養育推進の取組

み状況について協議 

 

〈 ２月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（安全環境部） 

・自転車教室等の交通安全教室が実施できることや、保険への加入が必要である

こと等について、あらゆる媒体を活用して周知するよう提言 

・犯罪被害者への支援策について確認 

・敦賀市民間最終処分場のこれまでの事業費の実績や現状、今後の見通し等につ

いて確認 

・再生可能エネルギーの導入目標等、次期環境基本計画の方針について確認 

・高速炉の日米協力を踏まえ、本県における高速炉の方針等について確認 

（健康福祉部） 

・新型コロナウイルス感染症対策について、保健所業務の逼迫状況、自宅経過観

察の課題、宿泊療養施設の現状と今後の運営方針等について確認。感染拡大防

止のため、宿泊療養施設の積極的な活用を提言 

・社会福祉施設・医療機関等職員の処遇改善について、申請状況や今後の対応方

針等を確認 

・UPZ 内における安定ヨウ素剤の事前配布方法と時期を確認 

・子育て支援策の具体策について確認 
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産  業 

力野 豊（リーダー）、細川かをり、渡辺 大輔、山本 建 

議会局 議事調査課（藤井、朝日、坂本） 

 

 

 

 

 

 

 

○令和３年５月１８日 

第１回調査 「県政調査チームにおける年間テーマ選定」 

・年間を通じて継続的な調査、研究を行うテーマについて協議 

・決定したテーマに基づく今年度の取組を協議 

〈年間テーマ〉 

「コロナ禍における経済・雇用維持対策」 

「持続可能な一次産業の発展に向けての取組」 

 

 

○令和３年６月２５日 

第２回調査 「６月定例会常任委員会の論点整理」 

・観光業・飲食業への支援、県内経済・雇用情勢、県産農作物の販路拡

大支援を中心に協議 

・年間テーマに関する先進事例として、愛媛県の官民共創デジタルプラ

ットフォーム「エールラボえひめ」構築について紹介 

 

 

（県政調査チームでの議論の様子） 
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〈 ６月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（交流文化部） 

・コロナ禍の観光産業の現状、秋冬に向けた施策について確認 

・移住定住促進のために設けた移住パートナー企業制度について確認 

・古民家や町屋のリノベーションが移住やワーケーションにつながるように市町

との連携を提言 

（産業労働部） 

・県内企業の雇用情勢、女性の雇用状況や再雇用支援を確認 

・事業承継支援の現状とコロナ禍における課題を確認 

・県内企業のＤＸの取組状況を確認 

（農林水産部） 

・いちほまれの販売状況および海外輸出戦略を確認 

・県産そばのブランド確立に向けた取組や体制の強化を要望 

・ワインカレッジの状況を確認 

 

 

○令和３年９月１５日 

第３回調査「９月定例会常任委員会の論点整理」 

・新型コロナ第５波の観光業・飲食業への影響と支援、県内の経済・雇

用情勢、県産米の現状と対策、県産材販売促進策を中心に協議 

・年間テーマの先進事例として、島根県ほかで発足している「特定地域

づくり事業協同組合」について協議 

 

〈 ９月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（交流文化部） 

・「ふくい de お得キャンペーン」の現状を確認し、10 月にも観光促進策を実施

するよう提言 

・観光地域づくりマネージャーの状況について、女性の視点を取り入れた事業と

するよう提言 

・令和２年６月に始まった特定地域づくり事業協同組合制度を研究し、福井でも

半農半Ｘといった働き方ができる受け皿の整備を提言 
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（６次産業化等に取組む事業者との意見交換） 

 

 

（産業労働部） 

・移転後のアンテナショップの目標来館者数や売上の算定根拠を確認し、県内企

業の売上が伸びるよう目標設定を提言 

・「ふく割」について、アナログ（紙媒体）の併用を提言 

（農林水産部） 

・いちほまれの現在の販売状況と来年の生産数量、生産農家の要件緩和の見通し

について確認 

・米価下落による収入減少対策としての収入保険加入促進事業について、加入率

や目標加入数の確認と来年度以降の支援を要請 

 

 

〈 産業常任委員会 県内視察（令和３年 11 月 8 日） 〉 

（坂井農林総合事務所・川合農園） 

・交流人口を拡大するため農遊コンシェルジュや 6 次産業化に取り組んでいる事

業者との意見交換を実施 
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（福井港の荷役作業の様子） 

 

（スマート農業の事例について説明を受ける様子） 

 

（福井埠頭株式会社） 

・福井港の現在取り扱っている荷役の状況や敦賀港との連携の状況について、現

地調査を実施。今後のポートセールスの方向性や昨今のカーボンニュートラル

実現に向けた動きについて確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ふくいＤＸオープンラボ） 

・コロナ禍により企業のＤＸ推進が急務となっており、人材育成や資金支援には

大きな期待が寄せられていることから、ＤＸオープンラボの事業や設備等を調

査 
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○令和３年１１月１８日 

第４回調査 「ふくいワインカレッジ視察」 

・年間テーマである「持続可能な一次産業の発展に向けての取組」につ

いて、決算審査でその成果が議論となった「ふくいワインカレッジ」

を現地調査 

・卒業生に対して、ワイナリー開業に必要な費用やワインの販路開拓、

ぶどう栽培の助言など、継続的な支援の必要性について議論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（実習圃場を視察） 

（研修生が販売予定のワイン） 
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○令和３年１２月９日 

第５回調査「１２月定例会 常任委員会の論点整理」 

・観光業への支援、県内の経済・雇用情勢、県産米の販売状況と来年度

の作付け等について協議 

・先進事例として、山口県における漁業就業者確保策について協議 

 

〈 12 月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（交流文化部） 

・近隣府県を対象とした観光キャンペーンの状況やキャンペーン終了後の近隣府

県との協力体制の構築を提言 

・六呂師高原活性化構想について、中部縦貫自動車道の開通等を見越した整備ス

ケジュールを確認 

・観光地域づくりマネージャーやスーパーバイザーの活用策を確認 

・ワクチン・検査パッケージを活用とイベント等の入場制限の基準を確認 

（産業労働部） 

・原油価格高騰の影響による県内経済の影響、対策 

（農林水産部） 

・県内有害鳥獣捕獲隊員の人数、平均年齢の現状、特定鳥獣管理計画を遂行する

ための新たな隊員の育成策を確認 

・いちほまれを含む県産米の販売状況および来年の生産数量を確認 

・ワインカレッジ・ワイナリー開業コースにおける、開業に向けた支援や開業後

の連携、県内ワイナリーの将来的な展望を確認（12 月定例会一般質問） 
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○令和４年２月１６日 

第６回調査「２月定例会 常任委員会の論点整理」 

・新幹線開業対策、第 6 波や原油高の県内経済・雇用情勢への影響、米

の需要拡大に向けた取組等を協議 

・先進事例として、飛騨信用組合や木更津市、深谷市等が取組んでいる

地域通貨の導入事例、静岡県のイスラム圏旅行者を対象とした誘客

の取組を協議 

  

〈 ２月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（交流文化部） 

・六呂師高原活性化構想における施設の設置・管理について、民間との役割分担

に対する県の考え方を確認 

・ふくい桜マラソンの経済効果、参加者の抽選方法、参加者の輸送計画等を確認 

・一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）の障がい者の観覧料及び駐車場規模を確認 

・新年度予算に計上されている様々な芸術文化への支援事業の情報が、広く個人

で活動しているアーティストにも届くよう要望 

（産業労働部） 

・コロナ対策と社会経済活動との両立を見据え、根本的な景気回復に向けた対策

や出口戦略が必要であると提言 

※常任委員会後の予算決算特別委員会においても、議員より事業者に対する県

の更なる経済支援策を求める声が相次ぎ、県は、閉会日に事業者支援を拡充

する「令和２年度追加補正予算案」を提出。急遽、予算決算特別委員会を開

催して審議の上、追加補正予算案を可決 

・長期化する原材料価格の高騰への対策が必要と提言 

・企業誘致をさらに進めるための企業誘致補助金の改正内容について確認 

・企業倒産は記録的な低水準であるが、今後反動で倒産の増加が懸念されるため、

制度融資の条件変更が可能であることを周知する等県内企業の支援を要望 

・アンテナショップのリニューアルが当初の予定から遅れている理由を確認 

（農林水産部） 

・米の消費拡大に向け、新潟県のように若者に米食が定着する取り組みを提言 

・４月から施行される改正種苗法について、本県の自家増殖の基準等を確認 

・県に交付された森林環境譲与税を活用した山林整備を提言 

・福井県第二種特定鳥獣管理計画について、現在は鳥獣それぞれに担当部局が異

なるが、山を総合的に考えるための話合いの機会を設けるべきと提言  
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土木警察 

鈴木宏治、西畑知佐代（12 月定例会～）、清水智信（リーダー）、 

北川博規（～９月定例会）、松崎雄城 

議会局 議事調査課（半藤、門前、渡邊） 

 

 

○令和３年５月１８日 

第１回調査 「県政調査チームにおける年間テーマ選定」 

・年間を通じて継続的な調査、研究を行うテーマについて協議 

・決定したテーマに基づく今年度の取組を協議 

〈年間テーマ〉「流域治水プロジェクトの策定」 

◇福井県二級水系流域治水協議会における議論の状況 

◇プロジェクト策定に向けた進捗状況 

◇プロジェクト策定後の取組と進め方 

 

 

○令和３年６月８日 

第２回調査 「流域治水プロジェクトについての勉強会」 

・第１回調査において選定した年間テーマに基づき、理事者を招いての

勉強会を実施 

・流域治水の考え方や取組事例、また策定予定の流域治水プロジェクト

の検討状況等について確認し、意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

（流域治水のあり方について意見交換を行う様子） 
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○令和３年６月２４日 

第３回調査 「６月定例会常任委員会の論点整理」 

・令和３年１月大雪の対応と今後の強化策、県道路整備プログラム（案）

中間とりまとめを中心に協議。そのほか建設人材の確保策や交通事

故対策について協議 

・年間テーマの先進事例として、兵庫県総合治水条例の概要について協

議。空き家対策の先進事例についても協議 

 

〈 ６月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（警察本部） 

・交通安全対策として反射材の普及のあり方や活用法を提言 

・横断歩道前の一時停止義務の広報の重要性を指摘 

（土木部） 

・人材の高齢化を踏まえた除雪オペレータの確保について提言 

・道路整備プログラムにおける事業化検討箇所の選定にあたり、建設業界の育成

という観点からも地域バランスを考慮して選定するよう提言 

 

 

○令和３年９月１５日 

第４回調査「９月定例会常任委員会の論点整理」 

・静岡県熱海市での土石流災害を受け、県内の盛土対策を中心に協議。

また、策定予定の「福井県道路整備プログラム」や道路等の老朽化対

策について協議 

・先進事例である広島県や富山県高岡市における空き家対策を協議 

 

〈 9 月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（土木部） 

・道路整備プログラムの策定経緯と前回プログラムに基づく事業の進捗状況を確

認し、着実な事業推進を要望 

・舞鶴若狭自動車道の事業進捗と建設発生土の対応について確認 
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・盛土対策についての方向性を確認するとともに、不適正盛土の危険性に鑑み国

の指針等を待たずに前倒しで対策を講じるよう提言 

・道路の老朽化の状況、建設産業カレッジにおける取組と展望を確認 

 

〈 土木警察常任委員会 県内視察（令和３年 11 月 19 日） 〉 

・年間テーマに基づき、一級河川北川および二級河川南川、多田川の治水対策に

ついて、現地視察を実施。北川において流域関係者等と意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

（一級河川北川 霞堤 現場視察）    

 

 

 

○令和３年１２月９日 

第５回調査「１２月定例会 常任委員会の論点整理」 

・改訂予定の「敦賀港港湾計画」や大雪対策を中心に協議。また、福井

港丸岡インター連絡道路の事業費増に至った経緯の確認や高齢ドラ

イバーの事故対策について協議 

・年間テーマの先進事例として、滋賀県における水害マップの事例や盛

土の不適切処分への取組事例について協議 

 

〈 12 月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（警察本部） 

・改正道路交通法により創設される安全運転サポート車限定免許および運転技能

検査の運用方法等について確認 
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（土木部） 

・物流拠点としての敦賀港の機能強化に向けて、他港との連携や人員体制の強化、

荷役機械の増強等について提言 

・豪雪地帯対策特別措置法の特例措置の活用状況や課題を確認 

※閉会日に「豪雪地帯対策特別措置法の改正等に関する意見書」可決 

・福井港丸岡インター連絡道路の事業費増の要因と開通時期について質し、早期

開通を実現するよう要請 

・大雪時の通行止めの運用や除雪体制について確認 

 

 

○令和４年２月２２日 

第６回調査「２月定例会 常任委員会の論点整理」 

・本年度策定または改定予定の「二級河川流域治水プロジェクト」 「住

宅・宅地マスタープラン」を中心に協議。改正予定の豪雪地帯対策特

別措置法や盛土に関する新法への対応のほか、成人年齢の引き下げ

による消費者被害対策、デジタルを活用した交通安全対策について

協議 

・先進事例として、兵庫県で制定予定の空き家活用につながる規制緩和

を盛り込んだ条例の概要や、東京都品川区で行われている AI 装置を

活用した詐欺被害防止事例、兵庫県加古川市の防犯カメラを活用し

た子どもの安全対策について協議 

 

〈 2 月定例会 常任委員会における主な議論 〉 

（警察本部） 

・成人年齢引き下げに伴う犯罪被害防止に向けた対策について確認 

・SNS による犯罪被害対策について、被害防止対策の取組内容を確認 

・最近増えているコンピュータウイルス（エモテット）への対応について確認 

（土木部） 

・空き家対策として、新事業において同居近居を進めるための広報の工夫や、市

街地と郊外における補助額の設定について増額を含めた再検討を要請すると

ともに、危険空き家への代執行の必要性について指摘 

・治水対策について、流域治水対策における関係者との協議状況やプロジェクト

策定対象外の河川への対応について確認 


