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本会議質問項目 

平成 28 年 2 月議会定例会 

１ 物流を生かした中山間地域の活性化への取り組みについて 

2 ニホンジカ捕獲対策の強化について 

3 地域医療構想に基づく今後の地域医療の確保について 

4 ひきこもり対策について 

5 認証森林の拡大と県産材の利用拡大について 

6 農業利用が困難な耕作放棄地対策について 

7 浜岡原発について 

 

平成 28 年 12 月議会定例会 

  

１ 浜岡原発について                         

２ 中山間地域への移住者の受け入れ態勢の充実について         

３ 県民幸福度の最大化について                    

４ ひきこもり対策について                      

５ ビジネス林業について                       

６ インフラの老朽化対策における新技術の活用について 

 

平成 29 年 6 月議会定例会 

  

１ 浜岡原発について                         

 (1) 浜岡原発一、二号機の廃止に伴う放射性廃棄物           

 (2) 浜岡原発における最近のトラブルの発生              

２ 清水天然ガス火力発電所建設計画について              

 (1) 環境への影響                          

 (2) 清水都心ウオーターフロント地区との関連 

３ ワサビの世界農業遺産に向けての取り組みについて          

４ 林業の振興について                        

５ 公契約条例について 
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平成 30 年 6 月議会定例会 
 
 

１ ワサビ栽培の振興について                     

２ 糸魚川―静岡構造線の活用について                 

３ 自動運転の実用化について                     

  (1)公共交通機関の自動運転                     

    ＥＶ化と関連産業の振興                      

４ 再生可能エネルギーの普及と環境への配慮について          

  (1)再生可能エネルギーの導入拡大                  

    太陽光パネル廃棄物の増加への対応                 

５ リニア中央新幹線の工事に係る影響について             

６ 放射性物質汚染対処特措法の本県への影響について      

 

 

 

平成 28 年 2 ⽉議会定例会 

○議⻑ ただいまから会議を再開します。 

  通告により、三⼗三番 ⼩⻑井由雄君。 

○三⼗三番（⼩⻑井由雄君） 私はふじのくに県⺠クラブ所属議員として当⾯する県

政の諸課題について知事及び関係部局⻑に⼀括質問⽅式でお伺いします。 

 初めに、物流を⽣かした中⼭間地域の活性化への取り組みについて伺います。 

 少⼦⾼齢化を背景として、過疎化が進む中⼭間地域では商店の撤退、廃業や⾞を運

転しない⽅の増加などに伴い買い物難⺠と⾔われる住⺠が増加し、移動販売や⽇⽤品

の宅配などによる買い物⽀援サービスのニーズが⾼まっています。また中⼭間地域で
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は在来作物などの魅⼒的な地域特産品があるものの物流網が整っていないなどの問題

で販路拡⼤が困難な場合が⾒受けられます。 

 このような現状を踏まえて、物流・交通事業者とＮＰＯ法⼈などとの協働による取

り組みが実験的に⾏われました。それは宅配サービスの維持改善や買い物弱者⽀援に

も役⽴つ新たな物流システムの構築に向けた国⼟交通省の地域を⽀える持続可能な物

流ネットワークの構築に関するモデル事業として全国で五カ所選定されたものです。

静岡市葵区⽟川地区においてもきこりと花屋で切り拓く⾥⼭の未来といった事業名で

路線バス事業者や地元の関係者が取り組んだと伺っております。 

 ⽟川地区は、静岡市街地から⾞で約四⼗分と都市部から⽐較的近い⽴地でありなが

ら平成⼗五年から平成⼆⼗七年で⼈⼝が約三割減少するとともに、⾼齢化率が四五％

を超えるなど過疎化、⾼齢化が進⾏している地区であります。この⽟川地区を対象と

する取り組みは路線バスを活⽤し、ひとり暮らしやバス停から離れて居住している⾼

齢者世帯を対象とした買い物⽀援として御⽤聞きにより注⽂のあった⽶や⽜乳などの

⽇⽤品を都市部から⽟川地区に運ぶとともに、⽟川地区でとれた緑茶や紅茶などの農

産物や華道で⽤いる枝物やコケ類などを都市部へ運ぶという試みです。このような輸

送の効率化による取り組みは中⼭間地域の活性化や⽣活の向上に結びつける新たな仕

組みとして期待できるものであり、あわせて⾼齢者や空き家の⾒守りも実施できるも

のです。 

 ⼈⼝減少社会が進展する中、これまでの買い物⽀援サービスだけでなく今回のよう
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に効率的な物流ネットワークを活⽤した取り組みも必要と考えられますが、県はこれ

を今後どのように進めていくつもりか伺います。 

 

○川勝知事。   

○知事（川勝平太君） ⼩⻑井議員におかれましては、この三⽉末で退職する部⻑以

下職員に対しまして温かいねぎらいの⾔葉とお励ましの⾔葉を頂戴いたしましてあり

がたく、彼らにかわりまして厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 ⼩⻑井議員にお答えいたします。 

 物流を⽣かした中⼭間地域の活性化への取り組みについてであります。 

 少⼦⾼齢化の進展により⼈⼝減少・超⾼齢社会の到来が確実に⾒込まれる中、⼈⼝

が減少しても快適で安全な暮らしを維持するには持続可能な社会システムの構築が必

要であります。特に過疎化、⾼齢化が著しい中⼭間地域におきましては物流網の脆弱

化に伴う課題の解決が求められております。このため県庁内に物流に関する課題解決

を図るプロジェクトチームを⽴ち上げまして地域を⽀える持続可能な物流システムの

構築をテーマの⼀つとして取り組んでまいりました。国⼟交通省のモデル事業の採択

を受け、静岡市⽟川地区でその実証実験を⾏ったところでございます。 

 この実験の結果、⽟川地区では個々の家庭への御⽤聞きや農産物加⼯所を⽴ち上げ

る地元住⺠の活動が⽣まれますとともに、新たな特産品の開発や御⽤聞きの⾼齢者へ

の⾒守りにつながるなどの効果がありました。その中には私のすぐそばで働いている
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好⻘年がおりまして、知事公室なんですが、⼟⽇にそこに⾏って汗を流しておりまし

てこれもその成果の⼀つであります。⽟川の雑誌も出しておりましてまことに⽴派な

ものでございまして私も愛読をしております。そうした効果が出ました。 

 ⼀⽅、この取り組みを持続可能なものとするためには中⼭間地域と都市部の双⽅向

での物流量の拡⼤や都市部で販売する特産品の魅⼒の向上と供給量の確保などの課題

も明らかになりました。来年度は⽟川地区における地域主体のこの取り組みが課題を

克服して経済性の⾼い持続可能な物流システムとなるよう⽀援するとともに、他の地

域においても取り組みを促進してまいります。 

 県といたしましては、地域の実情や既存の交通体系を考慮して持続可能で効率的な

物流ネットワークを構築し、地元特産品の販路拡⼤と⽣活⽀援サービスの提供を両⽴

する取り組みを広め、中⼭間地域を初めとした⼈⼝減少の著しい地域におきましても

快適で安全な⽣活を営むことができる地域づくりを進めます。 

 といいますよりも、私は近代百五⼗年間都市化あるいは都市に住むことがハイカラ

であると⾔われてまいりましたけれどもそうではなくて、これからの新しい魅⼒的な

⽣活スタイルは中⼭間地域においてこそ営まれ得ると。こういう⼤きなパラダイムシ

フトといいますか価値転換をつくり上げたいというふうに思っております。内陸のフ

ロンティアを拓く取り組みの中には新しいライフスタイルの確⽴というのも⼊ってお

りますがこうしたものをいきなり個⼈がやるのは難しゅうございますので、内浦であ

るとか阿蔵⼭であるとかそうした県が関与しております――内浦は沼津でございます
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がそうしたところを中⼼にやりまして、議員のいらっしゃるようなこのすばらしい伝

統と歴史と、また静岡県にとっては恩⼈でございます聖⼀国師のふるさとでもござい

ますので、そういうところこそ実は本当の桃源郷であると。こういう価値観を⽇本中

でやっていくことが地⽅創⽣の柱の⼀つでもあろうかというふうに考えている次第で

ございます。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、ニホンジカ捕獲対策の強化について伺います。 

 農⼭村における野⽣⿃獣による被害は、⽣産者の⽣産意欲を奪ってしまうほどの深

刻な状況にありそれにより耕作放棄地の拡⼤に拍⾞がかかることにもなっています。

三⼗年から四⼗年前はハクビシンによる農作物被害が⼤きな問題となっていました。

その後⾥⼭にはあまりあらわれなかったイノシシの被害が拡⼤し、伊⾖の波勝崎の野

猿公園や⼤分の⾼崎⼭⾃然動物園で⽬にするくらいだと思っていたニホンザルが集落

へ出現し、奈良公園に⾏かなければ⾒られなかったニホンジカや南アルプスへ登って

もまれにしか⾒ることができないと⾔われていたニホンカモシカが今では⾝近に⽣息

し珍しいものではなくなるとともに、農林産物の被害は急拡⼤してきました。 

 県内の野⽣⿃獣による農林産物の被害額は、平成⼆⼗⼀年度の約七億円をピークと

して平成⼆⼗六年度には約四億⼋千万円となるなど減少傾向にあります。しかし内訳
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を⾒るとニホンジカによる被害は毎年⼀億四千万円程度で推移しており、これまで被

害が⼤きかった伊⾖地域や富⼠地域だけでなく県内全域に広がっております。 

 私の地元である静岡市でも、ミカンやお茶が⾷べられて収穫量が減ったり杉やヒノ

キの苗⽊も⾷べられてだめになり丹精込めて育てたヒノキの⽪が?がされて価値が著し

く低下したりとニホンカモシカによる⾷害とあわせて農林業に⼤きな被害を与えてお

ります。 

 また、これに加えてニホンジカはユネスコエコパークに登録された南アルプスの⾼

⼭植物を⾷害により衰退させるなど⽣態系への脅威にもなっており、近年市街地へも

出没して市⺠に不安を与えるなどその被害は年々深刻な状況にあります。 

 県はこれまで、特に被害の⼤きい伊⾖地域や富⼠地域を中⼼にニホンジカの⽣息数

管理を進めておりますが、こうした状況を鑑みるとより⼀層の捕獲の強化を図りつつ

県内全域に対策を広げていく必要があると考えます。またそうした管理を継続的に実

施していくためには狩猟や獲物の利活⽤によりビジネスが成り⽴つような⽅策を進め

ることも肝要と思われますが、喫緊の課題としては何としても早急にニホンジカの⽣

息数を減らし被害を抑えることが求められています。 

 そこで、来年度は県として具体的にどのように取り組んでいくのか伺います。 

 

○池⾕くらし・環境部⻑。 

○くらし・環境部⻑（池⾕ 廣君） ニホンジカ捕獲対策の強化についてお答えいた
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します。 

 ニホンジカにつきましては、第⼆種特定⿃獣管理計画に基づき被害が甚⼤な伊⾖及

び富⼠地域を中⼼に管理捕獲を実施し、両地域の昨年度の捕獲数は約⼀万三千頭で五

年前の⼆倍に達していますが依然として個体数は減少せず危機的状況にあります。 

 このため、平成⼆⼗⼋年度は⼤型囲いわなによる⼀⻫捕獲を拡⼤するとともに、新

たに農作物等の被害の深刻な伊⾖地域の⾥⼭においてわなを使った集中捕獲を導⼊す

るなど捕獲の強化に努めてまいります。また本年度から開始した南アルプスにおける

試験捕獲につきましては本格実施に向けて範囲を拡⼤して実施する予定であります。 

 さらに、天⻯川や⼤井川などの上流域でも有害⿃獣の⽣息密度や捕獲数が増加して

いること、管理捕獲実施地域以外のまさに県内全域において有害⿃獣の被害が拡⼤、

深刻化し⼀層の対応を求める声が⾼まっていることから平成⼆⼗九年度からの次期管

理計画におきましては管理捕獲地域の拡⼤を視野に⼊れて検討を進めてまいります。 

 また、捕獲のインセンティブを⾼める⽅策として捕獲した獣⾁を市場に流通させる

ことが効果的であることから経営が順調な南伊⾖町の⺠活による獣⾁処理施設の成功

事例の他地域への紹介などビジネス化の取り組みの拡⼤も促進し、官⺠⼀体となって

捕獲強化に努めてまいります。以上であります。 
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〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、地域医療構想に基づく今後の地域医療の確保について伺います。 

 ⽇本の⾼齢化は急速に進⾏しており、⼗年先の⼆〇⼆五年には国⺠の三⼈に⼀⼈が

六⼗五歳以上になると推計されています。本県においても平成⼆⼗七年四⽉⼀⽇現在

の六⼗五歳以上の⾼齢者⼈⼝は百万⼈を超え、さらに⼆〇⼆五年には百⼗万⼈をも超

え⾼齢化率は三⼀・六％になると推計されております。⾼齢化が進⾏する⽇本におい

て将来地域で必要となる医療の確保は重要な課題であります。課題解決に向けて国は

昨年六⽉、⼆〇⼆五年に向けた医療提供体制等の改⾰を進めることを⽬的に医療介護

総合確保推進法を制定し各都道府県は同法に基づき地域医療構想の策定が求められま

した。この構想はいわゆる団塊の世代が七⼗五歳以上となる⼆〇⼆五年に向けて必要

となる地域医療の確保を⽬的にしたもので、本県も本年度中の策定を⽬指して現在検

討を重ねていると伺っております。 

 今回の構想の策定に当たっては、国が⼆〇⼀三年の全国の医療需要いわゆるナショ

ナルデータベースを分析、都道府県ごとの需要量を⽰し各都道府県はこのデータをも

とに各地域の事情や特性を考慮して将来の需要量を推計するといった画期的な⼿法を

取り⼊れて進めていると伺っております。これまでにも増して詳細な分析による、よ

り本来あるべき姿に近い構想となるものと期待しているところであります。 

 しかしながら、構想は策定すれば終了ではありません。むしろスタートでありま

す。この構想をどのように推進していくのかが最も重要です。また構想の実現のため
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に⾏政が強制的に⺠間の医療機関の活動に影響を与えることはできないことは⾔うま

でもありません。 そこで、今回の地域医療構想により必要となる医療機能の確保に

向けた⽅針と取り組みについて、県の所⾒を伺います。 

 

○⼭⼝健康福祉部⻑。 

○健康福祉部⻑（⼭⼝重則君） 地域医療構想に基づく今後の地域医療の確保につい

てお答えいたします。 

 県では、地域医療構想により⽰す⼆〇⼆五年に必要な医療機能を確保していくため

地域での関係者による協議に基づく医療機関の⾃主的な取り組みを促していくことを

基本的な⽅針としております。このため構想策定後は医師会や⻭科医師会を初め病院

団体や市町と医療保険者などから成る地域医療構想調整会議を構想区域ごとに設け、

病床機能の分化連携を初め在宅医療の確保や医療と介護の連携など各地域にふさわし

い医療提供体制について協議を進めることとしております。 

 また、県ではこの調整会議での議論を通じて明らかとなる医療機関における病床機

能の転換や在宅医療の充実、医療⼈材の確保といった⾃主的な取り組みを地域医療介

護総合確保基⾦などを活⽤して積極的に⽀援していくとともに、県全域の課題である

医師確保や医療と介護の連携などに取り組み、地域医療機能の充実と強化に努めてま

いります。 

 県といたしましては、地域医療構想に基づき効率的で質の⾼い地域医療を確保して
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いくため、医療機関はもとより市町や関係団体等とも協⼒しながら全⼒を挙げて県⺠

が将来にわたり安⼼して暮らせるふじのくにの実現を⽬指してまいります。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、ひきこもり対策について伺います。 

 ひきこもりに特化した第⼀次相談窓⼝としての機能を有するひきこもり地域⽀援セ

ンターについては、平成⼆⼗⼀年度から国の補助事業として整備が始まり現時点で都

道府県と指定都市において六⼗四カ所が設置されていると伺っております。 

 県内の状況を⾒ても、平成⼆⼗⼀年の浜松市、平成⼆⼗五年の静岡県に続き昨年四

⽉には静岡市がひきこもり地域⽀援センター「ＤａｎＤａｎしずおか」を開設し、ひ

きこもり者への⽀援体制が整ってきました。静岡県ひきこもり⽀援センターにおける

相談や⽀援の件数はセンターを設置する前と⽐べ約⼆・五倍以上となっています。本

⼈からの相談も多く寄せられており相談や⾯接を継続していくことでひきこもり状態

の改善が⾒られる⽅もいらっしゃると伺っております。特にひきこもり状態が⻑期化

している場合などその改善には時間がかかるため改善状況に応じた適切な⽀援を継続

して提供していく必要があります。 

 このことから、ひきこもり⽀援センターに求められる役割としてセンターだけで⽀

援を続けるのではなく相談者の状況を的確に把握した上で相談内容等に応じて医療、
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保健、福祉、教育、就労等の適切な関係機関へつなぐなど市町や地域で活動するＮＰ

Ｏ法⼈などとも連携して⾝近な地域において切れ⽬のない⽀援を提供できる体制が必

要です。 

 そこで、ひきこもり当事者や家族が⾝近な地域で継続した⽀援を受ける体制を整え

るために地域で活動するＮＰＯ法⼈などとどのように連携してひきこもり対策を進め

ていくのか、県の考えを伺います。 

 

〇⼭⼝ 健康福祉部⻑  

ひきこもり対策についてであります。 

 ひきこもりが⻑期化している⽅の改善には⻑い時間を要することから、県ひきこも

り⽀援センターによる⽀援だけではなく市町やＮＰＯ法⼈などと連携して⾝近な地域

において継続した⽀援を提供していくことが重要であります。 

 このため、ひきこもり⽀援センターでは福祉や教育、就労などの⽀援を⾏うＮＰＯ

法⼈や⾏政機関の職員による互いの活動内容を発表する情報交換会を開催すること

で、さまざまな分野の⽴場から相談者の状況に応じた⽀援の提供ができる協⼒関係を

構築しております。また困難事例に対応するための具体的な⽀援⽅法を学ぶ研修会な

どを開催して⽀援に携わる職員の資質向上にも努め、⼀⼈⼀⼈に合わせた適切な⽀援

を提供することとしております。 

 来年度からは、ＮＰＯ法⼈などに委託してひきこもり⽀援センターの相談により改
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善が⾒られ社会とかかわる意欲を持ち始めた⽅々が集まり⾃宅以外で安⼼して過ごせ

る居場所を⾝近な地域に設置し、ひきこもりの⽅が社会参加の第⼀歩を踏み出すため

の⽀援としてまいります。 

 県といたしましては、ひきこもり⽀援を⾏う市町やＮＰＯ法⼈など関係団体と連携

を強化し、⾝近な地域において本⼈や家族の気持ちに寄り添い継続した⽀援ができる

体制づくりに取り組んでまいります。以上であります。 

 

⼩⻑井議員 （再質問） 

ひきこもりについてです。 

 ひきこもりについては今議会でも⼤⽯裕之議員からの質問がありました。⾮常に複

雑な問題で、しかも⻑期間にわたり、⾼齢化するとさらに⼤きな問題になっていくと

いうようなことであり、このひきこもりの問題は解決するのに⾮常に時間のかかる問

題です。これは⾏政がかかわるという点はもちろんあると思いますが先ほどもお話が

ありましたとおり地域で活動するＮＰＯ法⼈などに、⽐重を移してやっていただくと

いうようなことが必要ではないかと考えます。このようなＮＰＯ法⼈への、育成⽀

援。これを、強⼒に進めていく必要があると思いますが考えをお聞かせください。 

 

〇⼭⼝ 健康福祉部⻑ 
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○健康福祉部⻑（⼭⼝重則君） ⼩⻑井議員のひきこもり対策についての再質問につ

いてお答えいたします。 

 ひきこもり⽀援に取り組むＮＰＯ法⼈の育成⽀援について、いかがなものかという

ことだと思いますが、確かに先⽣御指摘のとおりＮＰＯ法⼈というのは地域の特⾊、

地域の状況等を⼗分把握しているところでございますので今後ともこのＮＰＯ法⼈を

しっかり県としても連携して育て、育成していくことが⾮常に⼤事だと考えておりま

す。 

 そのため、県におきましては県ひきこもり⽀援センターが開催している情報交換会

や研修会をやっているわけですがそこには多くのＮＰＯ法⼈の⽅が参加をしていただ

いておりまして、⾮常に団体間の協⼒関係がわかるようになったとか⽀援の仕⽅がわ

かるようになったと⾮常に好評でございましたので、この情報交換会や研修会を来年

度はさらに充実して取り組むことによってこのＮＰＯ法⼈をしっかり⽀援育成してい

きたいと思っております。 

 また、先ほど答弁でも答えましたが来年度新たに取り組む居場所の設置に当たりま

してはこのＮＰＯ法⼈に運営を委託するというような形で地域のＮＰＯ法⼈をしっか

り育成⽀援に役⽴てていきたいと考えております。以上でございます。 
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⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、認証森林の拡⼤と県産材の利⽤拡⼤について伺います。 

 東京オリンピック・パラリンピックにおける新国⽴競技場の建設などを契機とし

て、全国で森林認証材の活⽤への期待がにわかに膨らんでいるところです。東京オリ

ンピック・パラリンピックは本県においても森林認証の推進や県産材の利⽤拡⼤を図

る絶好の機会となるものです。県内では昨年⼗⼀⽉に業界と⾏政が⼀体となりオール

静岡で森林認証を推進するための組織である静岡県森林認証推進協議会が設⽴されま

した。また⼗⼆⽉には県と協議会が協⼒して“ふじのくに”森林認証シンポジウムが開

催され「あざれあ」⼤ホールが満員となる三百三⼗⼈の関係者が集まるなど県内での

関⼼の⾼さがあらわれています。私もこのシンポジウムに参加しましたが基調講演で

⽰された県産材の販路拡⼤に向けた森林認証の重要さやパネリストの環境と経済を両

⽴させた森林経営に関する⾼い意識、会場の熱気などを肌で感じ⼤変感銘を受けたと

ころです。 

 さらに県では、先⽉⼗⽇から知事のトップセールスで幕をあけた本県独⾃の静岡県

産材の⾒本市森林の都しずおか物語ショーＴＯＫＹＯ×静岡の⽊を新宿で開催し⾸都

圏に向けて森林認証材を含めた県産材の品質や供給⼒、豊富な品ぞろえについてアピ

ールしております。 

 私も参加したところ、東京オリンピック・パラリンピックの施設建設に携わるであ

ろう建築設計事務所の設計⼠や⽊材を調達する商社のバイヤーなどが多数参加してお
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り本県の森林認証材に対する関⼼の⾼さを⽬の当たりにしました。こうしたことから

東京オリンピック・パラリンピックを契機として⾒込まれる森林認証材の需要拡⼤の

流れを絶好の機会と捉え、森林認証材の供給⼒を⾼めていくことが必要です。 

 そのためには、オール静岡で環境と経済を両⽴させた国際基準の森林認証の取得拡

⼤を図ることが急務であります。また森林認証の推進とともに静岡県産⽊材の利⽤拡

⼤を⽬指すために県内の⽊材関係団体と県の連携により供給体制を整えることも必要

です。そうしたことをあわせて世界⽔準の森林経営と森林・林業・⽊材産業の再⽣に

つながるものと考えます。 

 そこで、九⽉議会の本会議で答弁されている森林認証の取得拡⼤に関する仕組みづ

くりについて県はどのように進めていくのか。また他県においては東京オリンピッ

ク・パラリンピックの施設の関連業者が県の⽊材を優先して調達できる制度を導⼊す

るなどの取り組みが始まっていると聞きます。本県においても県産材の利⽤拡⼤に向

け早急に供給体制の強化を図るべきと考えますが本県の取り組みについて伺います。 

 

〇川勝知事 答弁  

 認証森林の拡⼤と県産材の利⽤拡⼤についてであります。 

 東京オリンピック・パラリンピックを契機に、森林認証材の利⽤の拡⼤が⾒込まれ

ることから認証森林のさらなる拡⼤と供給体制の整備により県産材全体の利⽤拡⼤に

つなげてまいりたいと考えております。 



 

18 
 

 本県におきましても、認証材を促進するための関係者の全体の会合が中⾕先⽣を会

⻑として今進んでおります。これからのオリンピック、既に東京オリンピックの前の

このリオデジャネイロ、さらにロンドンオリンピックにおきまして認証材しか使っち

ゃいけないというそういうのが国際的な潮流でございます。本県は国際的な認証であ

りますＦＳＣが四万五千ヘクタールございます。これは全国で⼆位です。⾸都圏に⼀

番近いところ、⼭梨県と静岡県がその⼀位、⼆位を占めております。 

 もう⼀つ、⽇本の認証でございますＳＧＥＣというのは本県はたしか⼗位だと思い

ますけれども⼀位は北海道、⼆位が熊本、宮崎、⿃取、⼤分、徳島といったところで

⾸都圏から遠うございますので順位は⼗位というところでございますけれどもメリッ

トはあると。したがって、本県はＳＧＥＣ――これは⽇本の認証ですけれどもことし

中にヨーロッパの認証とともに国際認証になるということでございますので、⾸都圏

のものでお使いになるならばふじのくにのものをお使いくださいと。こういう運動を

御⼀緒に推進してまいりたいと思っております。 

 この認証森林の拡⼤につきましては、認証に必要な審査等の経費を縮減する仕組み

づくりが重要であります。既に天⻯地域では約四万ヘクタール、⼋千⼈の森林所有者

が⼀つのグループとなって認証を取得し個⼈の負担軽減を図っている事例がございま

す。こうしたことからこれを参考にしまして県内全域でグループ化による認証取得を

進めることとしております。 

 このため、先⽉県内⼆カ所で市町や森林組合などを対象に森林認証取得の必要性と
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あわせ、グループで取得した場合の経費負担や事務⼿続に関する研修会を開催いたし

ました。今後は県営林が中⼼となって周辺の森林を取り込むなどのグループ化を進め

てまいります。あわせて静岡県森林認証推進協議会、これが中⾕会⻑さんの会でござ

いますが審査⼿続のマニュアルの作成や認証グループへの参加を促すポータルサイト

の開設を⽀援いたします。 

 県産材の利⽤拡⼤につきましては、多様なニーズに応じて⽊材を適切に供給する体

制の構築が極めて重要です。今年度はまず認証森林の多い天⻯、⼤井川、静岡地域を

対象に個々の製材⼯場が得意とする分野の専⾨性を⽣かしながらも相互に連携して⽊

材製品を安定的に供給する共同体制の構築に向けた取り組みを⽀援しているところで

ございます。来年度からはこれを全県に拡⼤してまいります。 

 県としましては、環境と経済を両⽴させた世界レベルの森林管理の実現と、静岡ブ

ランドの県産材、その供給⼒の強化を図り、本県の森林・林業の再⽣を加速し、もり

の都として名実ともに確⽴してまいりたいと考えております。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、農業利⽤が困難な耕作放棄地対策について伺います。 

 耕作放棄地は、病害⾍、⿃獣被害の発⽣、県⼟保全機能の低下、農村景観の悪化な

どの影響を周辺農地や集落環境に及ぼすため地域農業の存続や、ひいては地域そのも
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のの存続を危うくするものであります。このため荒廃した⽀障物の解消整備を⾏い適

切な保全管理を⾏うことが地域の課題となっております。 

 こうした中、県では耕作放棄地対策に積極的に取り組みこれまでに約⼆千六百ヘク

タールの再⽣実績を上げてきました。しかしこのような努⼒にもかかわらず⼆〇⼀五

年農林業センサスの結果速報によれば⼆〇⼀〇年に⽐べ耕作放棄地は三百七⼗五ヘク

タール増加しております。 

 私の住む静岡市北部の中⼭間地域では、農家の皆さんが先祖伝来引き継がれてきた

傾斜地の農地を荒らさないよう丹精込めて耕作してきました。中には⾼収益作物であ

ったお茶の⽣産拡⼤を図るため開墾により経営⾯積を増加しながら茶業を続けてきた

⽅もおります。しかし近年のお茶の価格低迷で茶業の継続が厳しくなり、他の⾼収益

作物への転換も⾒当たらず、⾼齢化とともに跡継ぎもいない状況の中、断腸の思いで

耕作を断念せざるを得ない農家も出てきております。また傾斜地のため作業効率が悪

いことから担い⼿が借り受けての耕作もままならない状況となっております。 

 私は、こうしたことが本県における耕作放棄地の増加要因ではないかと考えており

ます。耕作放棄地対策として平たん地など営農が可能なところでは従来どおりの農業

利⽤を進めていくことが重要でありますが、⼀⽅で急傾斜地等により耕作条件が悪く

営農の継続が困難なところではもとの⼭に返すなど別の利⽤を図っていくことも必要

ではないかと思っております。 
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 そこで、農業利⽤が困難な耕作放棄地対策に対する県の取り組みについて伺いま

す。 

 

○野知交通基盤部⻑。 

○交通基盤部⻑（野知泰裕君） 農業利⽤が困難な耕作放棄地対策についてお答えい

たします。 

 農地は、⾷料の安定供給にとって不可⽋な資源であり有効に利⽤される農地の確保

が重要でありますことから本県ではこれまで農業利⽤を⽬的とした耕作放棄地の再⽣

を⽀援してまいりました。耕作放棄地の中には急傾斜地や排⽔不良等の不利な条件の

ために借り⼿がなくみずからの⼒では保全管理が困難な農地も存在しており、この解

消が課題となっております。 

 このような耕作放棄地のうち、既に森林の様相を呈しているなど農地への復元が困

難で周辺の営農や景観等に⽀障を及ぼさない耕作放棄地については農業委員会による

⾮農地化の⼿続を促進してまいります。 

 ⼀⽅、周辺の営農や景観等に⽀障を及ぼす耕作放棄地については地域住⺠の皆様や

農業者等が協⼒して景観作物の植栽や林地化等により適正に管理をしていくことが有

効であります。このため来年度の新規事業により現場条件の異なるモデル地区を抽出

して、例えば茶園で放棄された茶の⽊を除去して景観作物への転換などを実施し、具

体的な⽀障物の除去⽅法や保全管理等のあり⽅などの適切な対策⽅法を検討してまい
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ります。 

 県といたしましては、農業利⽤が困難な耕作放棄地の解消を促進するとともに、良

好な耕作条件を確保する農業⽣産基盤整備や多⾯的機能⽀払制度等の活⽤による耕作

放棄地の発⽣抑制や再⽣利⽤を促進し、豊かで美しい農⼭村の創造に努めてまいりま

す。以上であります。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、浜岡原発について伺います。 

 去る⼆⽉九⽇に開催された静岡県防災・原⼦⼒学術会議平成⼆⼗七年度第⼆回原⼦

⼒分科会で、浜岡原発において過酷事故が発⽣し放射性物質及び放射線が放出される

事態に備えた住⺠等の避難、⼀時移転及び屋内避難の判断基準、避難先、避難経路、

避難⼿段などを定めた浜岡地域原⼦⼒災害広域避難計画案が発表され、三⽉中に確定

されるとの報告がありました。この避難計画はＰＡＺ・ＵＰＺ圏に係る⼗⼀市町の住

⺠九⼗四万⼆千⼈余を対象としており、避難先の設定においては原⼦⼒災害が単独で

発⽣した場合の避難先と⼤規模地震との複合災害などで単独で発⽣した場合に設定さ

れた避難先に避難できない場合の避難先が設定されています。 

 福島では、五年を経過した現在でも⼗万⼈が仮設住宅や他市、他県で避難⽣活を余

儀なくされている状況です。静岡県の避難計画では避難者の受け⼊れ期間は⼀カ⽉程
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度としております。それ以降は静岡県、国により調整するとしていますが複合災害の

中での調整は困難が予想され、⼀カ⽉程度というのは余りにも短く⾮現実的ではない

かと考えますが御所⾒を伺います。 

 

○外岡危機管理監 

○危機管理監（外岡達朗君） 浜岡原発についてお答えいたします。 

 現在策定中の浜岡地域原⼦⼒災害広域避難計画に⽰す避難は、住⺠の避難を迅速確

実に実施するための緊急的なものであり滞在期間は原則⼀カ⽉程度としております。

避難が⻑期化する場合には国の⽀援を受け、できるだけ速やかにホテル、旅館、公営

住宅へ移転していただくなどの対応を検討してまいります。 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 県の計画案では避難経路への障害の発⽣が想定されていません。最⾼の技術で最強

の強度に建設された原⼦炉に⽀障が出るほどの震災に⾒舞われたとき既存の道路や橋

が無傷で済むことは考えられません。ＰＡＺ・ＵＰＺ圏内市町⼈⼝九⼗四万⼈余のう

ちの⼤勢の⼈たちが何⽇にもわたって放射性物質で汚染された地域から避難できない

状況にあることも想定されるのではないかと考えますが御所⾒を伺います。 
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○外岡危機管理監 

避難経路の確保に当たっては、緊急輸送路等の整備や橋梁の耐震対策を進めるととも

に、新たにスマートフォン等を活⽤し避難経路の状況を住⺠へ提供するシステムを整

備するなど的確に情報を伝達し、円滑な避難の実施に努めてまいります。 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 私の住む静岡市はＰＡＺ・ＵＰＺ圏外となりますが、昨年度県が公表した浜岡原発

事故時の放射性物質拡散シミュレーションによると気象条件等によっては静岡市にも

放射性物質の影響が及び住⺠が被曝の危険にさらされる事態も想定されます。ＰＡＺ

圏、ＵＰＺ圏に限定しないで県⺠に被害の及ぶおそれのある範囲を含めた対策が必要

と思いますが御所⾒を伺います。 

 

○外岡危機管理監。 

三⼗⼀キロメートル圏内である原⼦⼒災害対策重点区域を越えて放射能の影響が及ぶ

おそれがある場合には、国がモニタリングを⾏い必要に応じ屋内退避等を指⽰するこ

とから県は市町と連携し防災⾏政無線等のさまざまな⼿段を⽤いて住⺠への迅速な情

報伝達等を⾏ってまいります。 
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〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、浜岡原発廃炉の可能性について伺います。 

 知事は、かねてから浜岡原発の最良のあり⽅として廃炉転⽤で試験研究施設にする

ことを提⾔されてきました。⼀、⼆号炉の廃炉に引き続く三、四、五号炉の研究施設

への転⽤で⻑期間にわたり地元は国家的な⼤型プロジェクトによる雇⽤の確保等や何

よりも⼤地震、⼤津波による原発災害の恐怖から解放されます。川勝知事にはこれま

で以上に積極的な提⾔を期待しますが、考えをお聞かせください。 

 

○外岡危機管理監 

中部電⼒は、浜岡原⼦⼒発電所に原⼦⼒安全技術研究所を設置し廃炉技術等の公募研

究に取り組んでおり、国際的にも注⽬される原⼦⼒の安全技術のメッカとなる可能性

を有しております。県といたしましてはこの取り組みに注⽬するとともに、引き続き

安全の確保を求めてまいります。以上であります。 

 

〇⼩⻑井議員 （再質問） 

浜岡原発についてです。 

 避難計画についての御答弁をいただきました。難しい計画作成だと思います。これ

は本来、国のやるべき仕事ではないかなと思います。⼤地震と原発事故が重なって発
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⽣する複合災害時には、果たして短時間で避難ができるのかどうかは⾮常に疑問であ

ります。特に東海地震の予想震源域は、ＰＡＺ・ＵＰＺ圏の直下でありますからこの

直下型地震に襲われたら交通インフラ等に⼤きな被害の発⽣が予想されます。そうな

ると⾞での避難は⼤変難しいことになります。つまり地震と原発事故が重なった複合

災害の場合の実効性のある避難計画の作成は、⾮常に難しいんじゃないかと思います

が、御所⾒を伺います。 

 ⼆点⽬。知事は、今議会で憲法の第⼀章は天皇、そして第⼆章戦争の放棄の前に第

⼆章として国⼟を⼤切にして後世に継承していかなければならないということをいれ

るべきだとおっしゃっておりました。我々⽇本⼈にとって、このかけがえのない⽇本

の⾃然と国⼟。これを守っていかなければなりません。とりわけ霊峰富⼠を何万年に

もわたって、放射能という有害物質によって汚染するなどということは許されないと

思います。 

 知事はこれまで、この浜岡原発の再稼働問題について、⾃分が知事の間には再稼働

させない、と本議会でもおっしゃってきました。その知事の⾔葉を受けて当局は、川

勝知事の意思をどのように政策に反映し展開していくのか伺います。 

 

○外岡危機管理監 

○危機管理監（外岡達朗君） 浜岡原発についての再質問にお答えいたします。 

 複合災害時の避難の実効性の確保についてでございますが、避難経路の確保に当た
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りましては緊急輸送路等の整備や橋梁の耐震対策を平素から進めますとともに、発災

時には迅速に被害状況を把握し、早期の警戒に努め、確実な避難の実施を図ってまい

りたいと考えてございます。 

 ⼆点⽬の、再稼働に関する御質問でございますが浜岡原⼦⼒発電所については原⼦

⼒規制委員会が新規制基準への適合性を審査中であること、安全対策の⼯事を実施中

であることなどの課題がございますので再稼働できる状況にはないと考えてございま

す。 

 県では、防災・原⼦⼒学術会議を中⼼に浜岡原⼦⼒発電所の安全性について独⾃に

検証をしてまいります。また国には厳格な審査というものを求めてまいります。県と

いたしましては引き続き中部電⼒に対し浜岡原⼦⼒発電所の安全確保を求めてまいり

ます。 

 なお、避難計画については再稼働の有無にかかわらずしっかり策定していく必要が

あると思いますので策定を進めてまいります。以上でございます。 

 

 以上で私の質問は終わりますが、結びにふじのくに県⺠クラブを代表してこの三⽉

末をもって退職されます職員の皆様に⼀⾔お礼を申し上げます。 

 本年度末で退職されます職員の皆様は、⽩井企画広報部⻑、池⾕くらし・環境部

⻑、野知交通基盤部⻑、⼭﨑⼈事委員会事務局⻑、鈴⽊監査委員会事務局⻑を初め知

事部局で⼆百⼆⼗七名、教育委員会で七百三⼗⼀名、警察本部で百⼋⼗四名、合わせ
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て現時点で千百四⼗⼆名と伺っております。最も早い⽅で昭和四⼗九年に⼊庁され、

以来今⽇まで県⺠の福祉向上を初め本県の発展のために御尽⼒されたことに改めて敬

意を表します。⼊庁から今⽇まで必ずしも平たんな道のりばかりではなかったとも存

じますがそれらも全て乗り越えみずからの仕事をなし遂げた達成感を今はお持ちにな

っているのではないでしょうか。 

 このたび定年とはいえ⼼⾝ともにまだまだ若い皆さんです。今⽇までの豊富な経験

と⾒識を⽣かし新たな⼈⽣を歩まれますよう御祈念を申し上げますと同時に、折に触

れ後輩に対しまして御指導賜れば幸いに存じます。皆様の御多幸を⼼より御祈念申し

上げまして私の質問を終わります。 

 

 

平成 28 年 12 月議会定例会 

 

○議⻑ ただいまから会議を再開します。 

 通告により、三⼗三番 ⼩⻑井由雄君。 

○三⼗三番（⼩⻑井由雄君） 通告に基づき知事、副知事及び関係部局⻑に⼀括質問

⽅式で伺います。 

 最初に、浜岡原発について伺います。 

 川勝知事は、⼆〇〇九年七⽉の知事就任直後の⼋⽉⼗⼀⽇に発⽣したマグニチュー
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ド六・五最⼤震度六弱の駿河湾地震を経験したことにより、浜岡に原発がある静岡県

のトップにいることの重たさを改めて感じられたのではないかと推察します。また⼆

〇⼀⼀年の東⽇本⼤震災による福島第⼀原発の事故を受けて当時の菅総理によって停

⽌要請された浜岡原発についても、浜岡原発の直下は予測される東海地震の震源域で

被害が拡⼤する直下型地震に⾒舞われる危険性の⾮常に⾼い場所であり、さらに巨⼤

な地震となることが予測される南海トラフ地震では⼤きな揺れと巨⼤津波に襲われる

ことからその危険性を強く感じられたのではないかと思います。 

 知事は、⼀期⽬就任後に静岡県独⾃に浜岡原発の安全性を検証する静岡県防災・原

⼦⼒学術会議を設置しさまざまな⾒地からの検証を進めてこられましたが、このよう

な中、本会議答弁や記者会⾒等で御⾃⾝の浜岡原発に対する考えをさまざまに次のよ

うに述べられております。 

 浜岡にある使⽤済み核燃料については⾏き場がなく、新たに予定している乾式貯蔵

施設を含め、浜岡原発の敷地内で保管すべきである、また⽇本中の原発では原発施設

内で保管できる核燃料の量が残り少なくなっており、浜岡原発についても使⽤済み核

燃料の保管できる量は数年分しか残っていないから再稼働はできない、浜岡原発の今

後については安全⽂化、安全技術の世界のメッカとして創造すべき等々であります。 

 本年⼗⽉⼗七⽇の記者会⾒では、⿅児島県や新潟県の原発⽴地県の知事選挙におい

て原発に対して慎重な政策を掲げる候補者が当選したことを受け、政府が進める原発

政策について苦⾔を呈されるとともに浜岡原発について公開の場で徹底的に議論すべ
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きだとの御発⾔をされております。前回の⼆〇⼀三年の知事選挙の直後、知事職は天

職だと考えているとおっしゃっていましたが、今回はまだ来年の出⾺についての意思

は⽰されておりません。しかしどなたが⽴候補しても浜岡原発は川勝知事がおっしゃ

るとおり知事選の重要な争点だと考えます。 

 そこで改めてお伺いします。県⺠の⽣命財産を守る⽴場のトップにある静岡県の知

事として、特に浜岡原発の現状についてどのような認識を持ち、今後どのようにこの

問題に対峙されていくのかお聞かせください。 

 

○川勝知事。 

○知事（川勝平太君） ⼩⻑井議員にお答えいたします。 

 浜岡原発についてであります。 

 原⼦⼒発電は、ＣＯ２を出さない、そして低価格であるということで⽇本の国策に

⼀時期なっておりましたけれども、東⽇本⼤震災における福島第⼀原発の事故を受け

まして環境に対しても問題があると、そしてまた廃炉にするためのコストも巨⼤なも

のに上る、コスト⾯でも問題があるということで、今原発にかかわる政策は揺れてい

るというか従来のものと⼤きく変わりつつあります。 

 そうした中で、原発はもともと安全性というものが前提になっておりました。浜岡

原発においても全く同様でありまして、今浜岡原発におきましては何よりも安全性が

優先されているものという認識を持っております。といいますのも中部電⼒は平成⼆
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⼗三年の五⽉六⽇に菅⾸相の要請によりまして、その⼀週間後にとまっていた定期点

検中の三号機はもとより稼働中の四号機、五号機も全⾯停⽌されました。 

 この決定に⾄る前、また後におきまして、その前におきましては原⼦⼒担当の細野

補佐官、菅⾸相の発表後には⽔野社⻑、そしてまた菅⾸相とも直接話をいたしまし

た。すなわち五⽉六⽇と七⽇のことでございますけれども、私の考えは今東電が管轄

している地域、それは伊⾖半島も含んでおりますけれども、そこにおいてはいわゆる

計画停電を含め電⼒が不⾜していると。浜岡原発は四号機、五号機は安全ということ

で今稼働しているのであり、かつ電⼒不⾜が⽣じているのでこれをとめる必要はない

と。少なくともこの夏の電⼒需要の⾼騰に対しましてこれに対応することができる。

また三⽉、四⽉、それぞれ四号機、五号機が定期点検を迎えると、そのときに判断す

ればいいと。夏と冬にかかわる電⼒は使命として供給するべきであるというのが私の

意⾒でありました。 

 しかしながら、この要請は要請でありまして、中部電⼒のほうはその要請を真摯に

受けとめるという形で全ての号機を停⽌すると。そして安全に乗り出すというこうい

う御決意をされたわけなのでありまして、私は中部電⼒は安全を最優先する姿勢に変

えられたというふうに理解をしているところであります。事実中部電⼒は防潮堤、防

波堤を初めとする各種の安全対策を⾏われておりまして、また我々との公開の研究会

におきまして原⼦⼒安全技術研究所を発電所内に設けるということも決定をされまし

て、安全技術に関する研究公募もなさり、また研究結果につきましては公開をされて
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おりまして、そして廃⽌措置中の⼀号機、⼆号機のうち⼀号機におきまして国際機関

との原⼦炉材料の健全性に関する共同研究等を実施されておりまして、浜岡原発に関

しましては安全技術、安全⽂化のメッカとなるというそういう姿勢が⽰されているも

のと私は受けとめております。 

 ⼀⽅、原⼦⼒規制委員会による新規制基準への適合性審査であるとか、またこれが

途中であるとか、さらにまた使⽤済み核燃料の処理⽅法をどうするかといったことの

課題も残されておりますが、基本的に浜岡原発の今後につきましては議員御紹介いた

だきましたとおり、私は安全⽂化、安全技術の世界のメッカとして創造するべきであ

るというのが私の意⾒であります。そしてそれは再稼働がないという想定のもとで考

えております。 

 この点につきまして、知事選あるいは政治の争点にするべきかどうかということで

ありますけれども、当然争点にするべきものであります。残念ながら直近の御前崎市

⻑選におきましてはこの点が触れられませんでした。まことに残念に思っておりま

す。原発の問題ではありませんけれども、例えば沼津の⾼架事業に関しましても沼津

市⻑選で明確な争点にならなかったというのを残念に思っております。 

 ⼀⽅、原発が争点になった⿅児島県知事選におきましては県知事さんはいわば再稼

働をとめるという⽅向でしたけれども、⼗分に下調べをされなかった結果、今腰砕け

になっているという現状になっております。と申しますのもやはり電⼒会社それぞれ

所轄している地域におきまして最も依存している電⼒は何かということがございま



 

33 
 

す。御案内のように原発を持っている九つの電⼒会社のうち最も依存率が低いのが静

岡の浜岡原⼦⼒発電所、中部電⼒でございます。したがいまして中部電⼒と⽐べたと

きに九州電⼒、あるいは四国電⼒、あるいは北海道等々こうしたところは原⼦⼒発電

に⼤きく依存しておりますからもし電⼒を供給できなくなれば、電⼒会社というのは

安全性は当然でありますけれども電⼒を供給するのが存在理由でありますからその存

在理由を問われることになります。したがって極めて難しい状況の中でそれぞれの御

事情があるというふうに理解しているわけです。 

 ですから、お尋ねの浜岡原⼦⼒発電所につきましては、再稼働はないという想定の

もとでこれを安全技術、安全⽂化のメッカにするべきであるという考えであります。

しかしながら県内におきましては⾸⻑さんの中にもつい先ごろまで廃炉にするべきで

あると、あるいは現在でも永久停⽌にするべきであるというふうに声⾼に叫ばれてい

る⽅もいらっしゃいます。しかし廃炉にするあるいは永久停⽌にすると、それが安全

性を確保するかどうかということについてただ⼼配だと⾔われるだけでですね、中⾝

がないというのが現状ではないかと思います。私どもは浜岡原⼦⼒発電所について公

開の研究もされており、そこに研究所もございますからそこの中⾝を知ってどうする

のがいいかということを考えるべきであるというふうに思っております。なかんずく

浜岡原⼦⼒発電所には三千⼈以上の⽅たちが働いておられます。⼀⼈につき三⼈家族

であるとすれば⼀万⼈近い⼈たちの⽣計のもとになっているところであります。その

⼈たちのこともあわせて考えねばならないということでございます。その⼈たちがど
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のようにしたら希望を持てるかということを考えねばならないということでありま

す。 

 電⼒会社は安全性はもとより電⼒を供給しなくてはなりません。供給するための原

⼦⼒発電所は難しいにしても、しかしながら研究をする中で若⼲の発電もできるでし

ょう。少なくとも浜岡原⼦⼒発電所は今発電所であるにもかかわらず受電をしている

という、本来の中部電⼒の存在理由が問われているということを深く反省するべきで

あると思います。しかもそこから⾼圧の送電線が各地に渡されておりますけれどもこ

の⾼圧の送電線はおよそ三百六⼗万キロワット分を供給する能⼒を持っているわけで

す。これが全く稼働していないということでありますからこうしたことをどういうふ

うにするかということもあわせて考えるべきであると。原発の中における安全性だけ

ではなくてこれを災いをいかにして福と変えるかというために既存の施設をどう活⽤

するかということを考えるべきであるというのが私の⽴場でありまして、そうした⽴

場、⼀つの⽴場でしかありません。 

 やはり、しっかりと争点にして、争点にできないような⼈は結局問題を先送りする

だけです。だから何の問題の解決にもなりません。ただただ⾃分の主張を⾔うとい

う、それは主張は根拠がなければ全くもうそれはオオカミの遠ぼえでしかないという

ふうに思います。そうした意味でこれは当然争点にするべき問題である、極めて重要

な問題であるというふうに考えているところであります。 

 私ども県といたしましては、今後とも国に対しては厳正な審査を求めます。これは
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安全性を確保するためには審査を拒否してはなりません。オープンにしなくてはなら

ないと考えるからであります。また本県が持っております防災・原⼦⼒学術会議を中

⼼にいたしまして浜岡原⼦⼒発電所の安全性について独⾃に検証を⾏い、ついては安

全性にかかわる技術を商品としていくと。いずれどの原発も⽇本中、世界中の原発も

必ず廃炉になります。そのときにこうした沸騰型の発電所に対して廃炉にする技術は

どうしたものが⼀番最適かということがもしそこで開発されれば、それはそのまま商

品になるわけであります。つまり存在理由が出てくるわけです。 

 そうしたことも踏まえまして、私は安全性の確認を中部電⼒御⾃⾝が安全性に軸⾜

を移すというふうに取締役会でお決めになり、それを公開して社⻑が⾔われて今⽇に

⾄っているわけでありますから、これを軸にした⽣き残り作戦を今考えるべきである

と。⾔いかえますと安全性の確認を最優先に取り組んでいくというのが我々県の今後

の姿勢であります。 

 その他の御質問につきましては副知事、関係部局⻑から御答弁を申し上げます。 

 

〇⼩⻑井議員 （要望） 

 浜岡原発についてですが、浜岡原発は予想される東海地震の震源域の真上にありま

す。この地震では直下型の地震となる可能性が⾼く、県内の被害は甚⼤なものになる

と予測をされます。震源域の真上にある浜岡原発は、これもまた⼤きな被害を受ける

ことが懸念されます。 



 

36 
 

 浜岡原発が過酷事故に⾒舞われれば東名⾼速、新幹線、ＪＲ、国道⼀号線、この⽇

本の⼤動脈が分断されて⼤混乱に陥ることになります。静岡県内でも原発事故が起こ

れば、四百三⼗九品⽬に及ぶ静岡県の⾷材、それから七百四品⽬の花、富⼠⼭世界⽂

化遺産を初めとする多数の資源。こういったものが⼤打撃を受けます。 

 知事は、⼆〇⼀⼀年九⽉議会で浜岡原発の再開の是⾮を考える上で⼤前提として⼀

〇〇％の安全を追求していかなければならないとおっしゃいました。先ほどもそうい

うふうにおっしゃっていただいたと思います。東⽇本⼤震災前までは⼤多数の国⺠の

皆さんと同じように⽌める、冷やす、閉じ込めるで、これで⼀〇〇％放射能が外へ出

ないと説明を聞かされていたと思います。しかしそれは間違った安全神話でした。 

 そして、近ごろでは三⼗⼀キロ圏から出れば安全だと思わせるような話になってい

るように感じます。三⼗⼀キロ圏から出れば放射能からは安全だという保障はどこに

もありません。第⼀、九⼗四万⼈もの県⺠が地震被害地の中を短時間で三⼗⼀キロ圏

から脱出できるでしょうか。福島第⼀原発から三百五⼗キロ離れた、しかも偏⻄⾵の

流れる⽅⾓から反対のこの静岡県でも通常以上の⾼い線量が観測されてお茶への被害

は甚⼤なものがありました。 

 原発事故は国⺠⽣活を根底から覆します。経済も⽂化も芸術も教育も、⽣活の全て

何もかもです。原発の危険性を無視するのは無責任だと思います。福島第⼀原発の事

故で国⺠はそのことに気づきました。問題はそこでどういう⾏動をとるかだというこ

とだと思います。浜岡原発について知事も先ほどおっしゃいました。ぜひとも来年の
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知事選の争点として活発な議論を知事も含めてやっていただきますように、お願いを

させていただきます。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、中⼭間地域への移住者の受け⼊れ体制の充実について伺います。 

 さきに公表された⼆〇⼀五年国勢調査⼈⼝等基本集計結果によると本県の⼈⼝は、

三百七⼗万三百五⼈で前回の⼆〇⼀〇年調査と⽐べて六万四千七百⼆⼈と⼤幅な⼈⼝

減少となりました。 

 私の地元である静岡市の中⼭間地域では、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化が都市部に先⾏し

て進んでおり、地域の⼩学校には児童が⼀⼈もいない学年がありました。しかしこと

しになって⼤川⼩学校、⼤川中学校に県外から児童⽣徒が転校してきました。ことし

四⽉に新年度が始まった時点では⼤川⼩学校の半分の三学年には児童が⼀⼈もいなか

ったのですが、この御家族が移住して来られたことにより夏休み明けからは児童がい

ないのは⼆年⽣のみとなりました。またほかにも移住されてきた御家族があり、どち

らにも就学前の⼦供がいらっしゃることから⼤川⼩学校では今後も新⼊学児童を迎え

⼊れることができそうです。 

 中⼭間地域は、市街地に⽐べ不動産業者や就職先となる事業所が少ないことなども

あり、移住しようとする⽅にとっては住宅を確保したり仕事先を⾒つけることは⼤き
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な課題であります。⼤川地区には⼤川地域振興協議会という地域団体があり、⼦育て

をしやすい地域づくりをテーマとして移住促進に⼒を⼊れ、移住者の受け⼊れ情報の

発信や空き家情報の集約、移住希望者への地域案内などの活動を⾏っており、その成

果として本年⼆組の御家族の移住が実現しました。 

 静岡市では中⼭間地域に集落⽀援員を配置し地域活動や移住促進への⼤きな⼒とな

っております。また地域おこし協⼒隊を委嘱し同様の取り組みを⾏っている市町もあ

ると聞いておりますが、このような⾏政を補完する⽅々の専⾨性の向上も必要ではな

いかと考えます。⼈⼝減少対策として、どこの地域でも移住促進に向けた取り組みを

⾏っていますが、条件が不利な中⼭間地域だからこそ移住者を迎え⼊れるために移住

後の住居や仕事の紹介等について都市部以上に地域で細やかな対応をする必要があり

ます。住む家もない、働く場所もない、地域のことを教えてくれる⼈もいない、これ

では移住をしたくてもできません。 

 県内の中⼭間地域では⼤川地域振興協議会のように地域の活性化のために取り組ん

でいる団体が多くあります。県や市町が移住・定住に取り組むに当たり、このような

仕事や住居等の課題にも地域団体と連携することで移住希望者に対しよりきめ細かく

対応するような受け⼊れ体制ができるものと考えます。 

 移住者がスムーズに地域に定着できるためには空き家の確保や雇⽤のあっせん等を

含めた受け⼊れ体制を充実させることが重要になると考えますが、県では今後どのよ

うに取り組んでいくのか伺います。 
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○髙⽊くらし・環境部⻑。 

○くらし・環境部⻑（髙⽊利夫君） 中⼭間地域への移住者の受け⼊れ体制の充実に

ついてお答えいたします。 

 都市部に⽐べ就職先や利⽤できる家屋も限られる中⼭間地域では地域団体、集落⽀

援員を初めとした地元に密着した⽅々による移住希望者へのきめ細かなサポートが必

要とされています。中⼭間地域での取り組み例として藤枝市瀬⼾ノ⾕地区では⽥舎暮

らし⾒聞会として地域おこし協⼒隊員が空き家を改修した⾃宅を公開したところ、地

元の空き家所有者に貸すことへの安⼼感が⽣まれ、住まいを提供する⽅がふえたとこ

ろでございます。また富⼠宮市猪之頭地区では移住希望者の求めに応じ⾃治会の役員

が空き家や活⽤できる農地を紹介するなど地域総ぐるみで取り組んだ結果、移住者⼀

家を迎え⼊れることになりました。 

 県といたしましては、こうした取り組みが中⼭間地域での移住促進につながると考

えておりますことから、市町や地域団体などで構成いたしますふじのくにに住みかえ

る推進本部の地域⽀部会議を開催し、それぞれの地域団体が成功事例やノウハウを共

有できるように図ってまいりました。また中⼭間地域では⼈と⼈とのつながりを⼤切

にしていることから地元と移住希望者を結ぶ⼈材の確保が重要でありますので、地域

活性化や移住促進の核となる集落⽀援員の養成や地域おこし協⼒隊等の活⽤を促進
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し、中⼭間地域への移住の受け⼊れ体制の充実に努めてまいります。以上でありま

す。 

 

〇⼩⻑井議員 （再質問） 

中⼭間地への移住者の受け⼊れ体制の充実です。 

先ほどお答えいただいたなかでの問題は、仕事の雇⽤の確保ということだと思いま

す。仕事はどこにあるか、雇⽤があるのか。この情報は移住してこようとする皆さん

には⾮常に重要なことになっています。これについては、わかりやすく、雇⽤を探し

やすい。そういう状況をつくれないかどうか、もう⼀度お伺いをいたします。以上、

答弁を求めます。 

 

○髙⽊くらし・環境部⻑。 

○くらし・環境部⻑（髙⽊利夫君） 中⼭間地域への移住者の受け⼊れの体制の充実

についての再質問にお答えいたします。 

仕事の確保ということで、わかりやすいそういった仕事の紹介ができないかというお

話がございましたけれども、今実際にハローワークにつきましてもインターネットで

検索ができます。市町村単位ということで、あと沿線沿いという形での検索ができる

もんですから、まずこれについてしっかり広めていきたいと思います。 
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 また、市町によってはもう求⼈情報を掲載しているホームページもございますの

で、そういった点の中で中⼭間地域におけるそういった仕事の紹介というのもぜひで

きるような形で、これについては東京にあります移住相談センターも含めまして紹介

するように努めてまいります。以上でございます。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

次に、県⺠幸福度の最⼤化について伺います。 

来年度、総仕上げの時期を迎える総合計画後期アクションプランでは、本県の⽬指す

姿として県⺠幸福度の最⼤化を掲げております。 

 幸福度の考え⽅についてはさまざまあり、主なものでは国連による世界幸福度報告

書の中で⽰されている世界幸福度ランキングが⼀般によく知られています。国内の⾃

治体レベルでも熊本県の県⺠幸福量や東京都荒川区による荒川区⺠総幸福度や新潟市

による市⺠の幸福度などで独⾃の考え⽅が⽰されています。国においても内閣府に設

置された幸福度に関する研究会が⼆〇⼀⼀年⼗⼆⽉に幸福度指標試案として報告書を

取りまとめるなど、さまざまな幸福度の考え⽅が提唱されているところです。 

 静岡県では、富国有徳の理想郷“ふじのくに”づくりを掲げ、⽬指す姿を「住んでよ

し 訪れてよし」、「⽣んでよし 育ててよし」、「学んでよし 働いてよし」の理

想郷とし、この実現に向けて県⺠幸福度の最⼤化を図ることとしています。 
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 幸福の実感には個⼈差があり、さまざまな構成要因があり数値化が難しく、時々の

社会情勢で揺れ動きます。また地域により、世代間によっても求める幸福の形が異な

るもので、従来取り上げられてきた経済的な⾯だけでは到底議論できなくなっていま

す。 

 私は、常々県内で⽣活している全ての皆さんが静岡県⺠でよかった、静岡県⺠で幸

せだと感じられる地域であり続けることが理想であると思っています。命のとうとさ

や⼼の豊かさを育み助け合いの精神を持つこと、また未来も安⼼して暮らすことがで

き、美しい⾃然を守り地球を⼤切にしていくことが幸福度の最⼤化につながるものと

考えます。住んでいる⼈も訪れる⼈も幸せと感じることができる地域になることが私

の理想であり、誰もが幸せと感じる地域をつくっていくことは何よりも重要であると

思っています。 

 県は、県⺠幸福度の最⼤化を⽬指してどのような静岡県にしていこうと考えている

のか、御所⾒を伺います。 

 また、県⺠幸福度とは何であるのか、その最⼤化とは何を⽰しているのかというこ

とが、県⺠にとってわかりにくいのではないかと思います。総仕上げの時期を迎える

総合計画後期アクションプランの評価をする上でも、県独⾃のできるだけわかりやす

く親しみやすい、⾒える化された幸福度の指標が必要ではないかと考えますが、その

取り組みについて伺います。 
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○吉林副知事 

○副知事（吉林章仁君） 県⺠幸福度の最⼤化についてお答えいたします。 

 県では、富国有徳の理想郷づくりの基本理念のもと、県⺠幸福度の最⼤化を⽬指し

県⺠誰もが誇りと希望を持って物⼼ともに豊かに暮らすことができる社会の実現に取

り組んでおります。 

 県⺠幸福度の最⼤化を図りますためには、県⺠の暮らしの不安を払拭し、⼀⼈⼀⼈

の希望をかなえることを基本とすべきと考えております。そのため知事と同様に私も

できる限り直接現地に出向き、県⺠の皆様の声をお聞きし、問題を解決していく現場

主義に努めているところでございます。 

 幸福の実感は個⼈によって異なり、客観的な指標であらわすことは重要である⼀⽅

適正に⽰すには難しい⾯があると認識をしております。⾼度成⻑時代が終えんし物の

豊かさより⼼の豊かさを重視する意識が⾼まっている昨今、物質的、経済的な指標で

なく、⼈の⽣き⽅に基づく幸福度の指標化を求める動きが国連を初め国や地⽅⾃治体

において進められていることは議員御指摘のとおりでございます。 

 このため県では、本年度さらなる県⺠幸福度の向上に向け主観的な観点と客観的な

観点の双⽅からさまざまな幸福度の定義を総合的に研究いたしますとともに、若者や

⼥性、転⼊者、転出者など県⺠の皆様の御意⾒や実感を改めて把握をいたしまして幸

福度に寄与する指標の分析を⾏っているところでございます。その内容に基づきまし

て新たに県⺠の皆様にわかりやすく⾒える化された⽬標の設定を⾏うこととしており
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まして、これを次期総合計画の策定に活⽤してまいりたいと考えております。 

 今後とも、最終年度となります総合計画後期アクションプランに掲げる「住んでよ

し 訪れてよし」、「⽣んでよし 育ててよし」、「学んでよし 働いてよし」、

「⽣まれてよし ⽼いてよし」の理想郷づくりを引き続き着実に進めてまいります。 

 さらに、県⺠幸福度の最⼤化を⽬指し、後期アクションプランの総仕上げが新たな

出発との考えのもと、県⺠の皆様が多様な価値観に基づく⽣活を営むことができ、⼈

⽣の質を⾼めながら活躍できる社会の実現を図ってまいります。以上であります。 

 

〇⼩⻑井議員 （要望） 

県⺠幸福度の最⼤化についてですが、⾼齢化社会へ移⾏する時期に従来のような経済

を重視している考え⽅と異なる指標の必要性というのが⾼まっているんではないかと

思います。今回指標を作成するということで、この新しい尺度を通じた県政の取り組

み、⾒直しや施策、政策への活⽤というふうにつながっていくのではないかなと思い

ますので、県⺠にわかりやすい指標の作成をしていただきたいと思います。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、ひきこもり対策について伺います。 
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 内閣府が⾏ったひきこもりに関する若者の⽣活に関する調査の結果が九⽉七⽇に公

表されました。この調査は⼆〇⼀〇年に続き⼆回⽬の調査となります。全国⼗五歳以

上三⼗九歳以下の本⼈と同居する成⼈家族五千⼈を対象に⾏っていることから、既に

⼭形県と島根県が⾏った調査では約半数を占める四⼗歳以上については調査の対象外

となっています。さらにひきこもりの定義では家事⼿伝いや主婦ということで引きこ

もる⼥性を除外しているなど、引きこもる⼥性の存在もデータに反映されていませ

ん。 

 また、前回の調査でひきこもり層に占める割合が⼆三・七％と最も多かった三⼗五

から三⼗九歳の層の追跡調査も⾏われていません。さらに百五⼗五万⼈と推計したひ

きこもり親和群についても今回は算出されておりません。県が県内には約七千世帯に

いると予測している根拠も⼆〇〇⼆年から⼆〇〇五年に⾏われたＷＨＯによる世界精

神保健調査のデータから推計したものです。このような点から、公表された調査は必

ずしもひきこもり層の実態をあらわすことにはなっていないと考えます。 

 しかしながら、これまでに全国でひきこもり地域⽀援センターが六⼗七カ所設置さ

れ、ひきこもり状態にある⽅への⽀援体制が徐々に進められてきました。 

 今回の調査では、ひきこもりの期間が「七年以上」が最も多く約三五％を占めてお

り期間が⻑期化していることや、前回⼆三・七％を占めていた三⼗五歳から三⼗九歳

の世代の⼈たちは年齢を重ね今回の調査では調査対象の年齢層から外れているので、

そのままひきこもりが継続して⾼齢化が進んでいる可能性があり、深刻な状態が浮き
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彫りとなっています。引きこもったまま⾼齢化すると、⾃分の収⼊がなく親の年⾦な

どに頼って⽣活していた⼈が親亡き後たちまち⽣活に困窮して⽣活保護などの公的⽀

援が必要になる可能性もあることから、社会全体で取り組まなければならない課題で

あります。 

 ことし⼆⽉本会議の質問において、ひきこもり対策はひきこもり⽀援センターだけ

で⽀援することは難しく、市町やＮＰＯ法⼈など関係機関との連携が重要であること

を質問させていただきました。その際ひきこもり⽀援を充実するため県のひきこもり

⽀援センターに本年度からＮＰＯ法⼈などに運営を委託して新たに居場所を設置する

ことを御答弁いただきました。 

 その後の設置状況と、今度どのように機能を強化していくのか、県の考えを伺いま

す。 

 

○⼭⼝健康福祉部⻑ 

○健康福祉部⻑（⼭⼝重則君） ひきこもり対策についてお答えいたします。 

 県では、平成⼆⼗五年度にひきこもり⽀援センターを設置し相談⽀援や家族教室を

⾏うなどひきこもりの⽅やその家族の⽅々の⽀援に努めております。 

 ひきこもりの状態の改善が進み社会と交流する意欲を持ち始めた⽅につきまして

は、⾃宅以外で過ごすことができる居場所を⽤意することが⾃⽴を進める上で⼤切な

ことから、本年度よりＮＰＯ法⼈や社会福祉法⼈と協働して九⽉⼀⽇から県内四カ所
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で居場所を設置し、⼗⽉末時点で三⼗四名の⽅が利⽤するなど社会参加に向けた⽀援

をしております。居場所におきましては利⽤者同⼠が交流するプログラムを⽤意し、

仲間で共同して⾏うゲームや料理などを通じて他⼈とのかかわりを持てるための⽀援

を⾏っております。 

 また、ひきこもりの改善には本⼈の気持ちに寄り添った⽀援を続けていくことが有

効であることから、ひきこもり⽀援センターと居場所が連携して本⼈の状態を共有し

⽀援⽅針の協議を⾏うなど⽀援が途切れることがないように努めております。 

 今後は、福祉を初め教育や就労などの⽀援を⾏う関係機関との情報交換会や困難事

例に対応するための研修会などに関係するＮＰＯ法⼈や社会福祉法⼈にも参加してい

ただき、⽀援員の専⾨性の向上や⽀援団体相互の連携を促すなど関係する法⼈の育成

にも努め、居場所において本⼈の状態に応じた適切な⽀援を提供できるよう機能を充

実し強化してまいります。 

 県といたしましては、引き続きひきこもりに悩む本⼈や家族の気持ちに寄り添う⽀

援をしっかり⾏ってまいります。また市町やＮＰＯ法⼈などの関係団体との連携を⼀

層強化して、社会全体で⽀援できる体制づくりに取り組んでまいります。以上であり

ます。 

 

〇⼩⻑井議員 （再質問） 

 ひきこもり問題については、ひきこもりの⻑期間化、年⻑化による深刻な状態も⾒
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られ、何よりも問題の性質上実数を把握することが困難であります。親が⾒ることが

できるうちは問題とならなかったことが、親が⾼齢化し介護が必要になった場合には

引きこもっている⽅との共倒れのおそれもある悲惨な状況になります。ひきこもりに

関しては国の対応もおくれており、まだ法制化もされておりません。そのために予算

づけになる根拠となる法律がないなど⾃治体の皆さんも苦労されていると思います。 

 そのような中での本年からの県独⾃に四カ所の居場所を設置していただいた意義は

⾮常に⼤きいと考えます。ひきこもり⽀援に⼀歩を踏み出してくださったと多くの関

係者の皆さんが評価しております。ただ課題もあり、現在は週⼀回の開設となってお

りますが、この開設⽇数をふやしていただくことが求められます。横浜市、愛知県、

⼤阪、京都などでは平⽇の毎⽇の開設体制をとっており、そこに相談員を置き、また

就労⽀援も⾏っていると聞いています。これから⾼齢化の進む中で⼤きな社会問題に

なっていくと思われますが、このひきこもり問題について知事はどのような御認識を

持っているのかお聞かせをいただきたいと思います。 

 

○⼭⼝健康福祉部⻑ 

○健康福祉部⻑（⼭⼝重則君） ひきこもり対策の再質問についてお答えします。 

 ひきこもり問題につきましては今議員もおっしゃったとおり、⾼齢化等を伴います

と⾮常に孤⽴化だけでなく⽣活の仕⽅というのも⾮常に問題になってきますので、ひ

きこもりにつきましては治療が⻑期にかかりますが、早期にひきこもりについて相談
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をしていただき早期に対応していくというのが⾮常に⼤事だと思っています。そうし

たことからひきこもりについては、ひきこもり⽀援センターがありますが、そこに相

談窓⼝もありますので積極的に活⽤を促していきたいと思っております。 

 そして、今年度からやりました居場所につきましては、⾮常に効果が⾼いというの

も聞いておりますので、この居場所、先ほど週⼀回についてということですがこれは

またＮＰＯ法⼈とのやり⽅等も聞きながらまた最も効果的な⽅法等もこちらのほうで

協議をさせていただきながら、最も最適な回数にしていきたいと考えております。以

上です。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、ビジネス林業について伺います。 

 県は、充実した森林資源を活⽤し、県産材の需要と供給の⼀体的な創造を図るふじ

のくに森林・林業再⽣プロジェクトに⼆〇⼀⼆年度から取り組んでいます。この結

果、新たな設備投資により規模の拡⼤を図る製材⼯場や、昨年⼆⽉には富⼠市内に年

間⼗三万⽴⽅メートルを超える⽊材を必要とする新たな合板⼯場が竣⼯式を迎えて稼

働するなど県産材の受け⼊れ体制が整ってきました。 

 ⼀⽅で、供給側である県産材の⽣産に⽬を向けてみると、私の地元である静岡市の

⽇向⾺込地区においては⽇向⾺込地区総合治⼭事業推進協議会と静岡市森林組合が連
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携して昨年度から百年の森プロジェクトを開始し、このプロジェクトの⼀環として約

三百ヘクタールの森林経営計画が策定されました。さらに今年度は新たに五百ヘクタ

ール程度の計画を策定する予定となっており、森林資源の活⽤に向けた取り組みが始

まっています。全県的にも施業の集約化やおくれている路網の整備、⾼性能林業機械

の導⼊などにより⽣産量は⼤幅に増加していると聞いております。しかし県が⽬標と

する⽊材⽣産量五⼗万⽴⽅メートルの達成に向けてはまだ道半ばとも聞いておりま

す。 

 また、地域密着型の製材⼯場では、それぞれが得意とする製品によって必要とする

丸太の規格が決まっていたり、合板⼯場においては多少⽊材に曲がりがあっても⼤量

かつ年間を通じた安定的な供給を必要とするなどそれぞれの⼯場によって求める規

格、品質は多様であり、必要とされる時期や量も異なることなどから需要と供給のバ

ランスがとれるまでには⾄っていないというのが現状であります。⽊材供給側として

の林業界においては、急激に増加し変化してきた原⽊需要の多様なニーズに対して応

えるべく努⼒をされているところでありますが、いまだ調整局⾯にとどまりその対応

にもがいている最中にあるのではないかと感じております。 

 こうした局⾯を打開し需要に⾒合った丸太を安定的に供給していくために、県では

ビジネスとしての林業への転換、促進に意欲のある林業事業体の⽣産性の向上ととも

に、建設会社などの新規参⼊を図ることによりニーズに応じた計画⽣産と直送販売に

よるマーケットインの原⽊供給と森林所有者への収益還元をふやす低コスト⽣産を実
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践するビジネス林業の促進に努めているということです。県の森林共⽣基本計画の⽬

的である森林を守り育て⽣かす森林との共⽣の取り組みにより、美しく恵み豊かで魅

⼒あふれるふじのくにもりの都しずおかを創造し、未来に引き継ぐためにも林業経営

などを担う⼈材の育成や確保を着実に進めていくことが⼤変重要だと考えておりま

す。 

 県は、これまでビジネス林業を担う⼈材育成に取り組んでおりますが、今後どのよ

うに進めていくのか伺います。 

 

○若原農林⽔産戦略監 

○農林⽔産戦略監（若原幸雄君） ビジネス林業についてお答えいたします。 

 現在の本県林業をめぐる状況を⾒ますと、住宅等の従来の需要が減少傾向にある

中、本県の森林資源の多くが出荷適期であります樹齢五⼗年前後に達しております。

本県林業を持続的に発展させていくためには、こうした条件が重なっている今県産材

の需要と供給を⼀体的に創造していく必要があるとの考えのもと、ふじのくに森林・

林業再⽣プロジェクトに取り組んでおります。 

 需要の創造につきましては、御指摘のとおり⽬標の五⼗万⽴⽅メートルのめどが⽴

っております。他⽅、供給の創造でございますが、こちらは売りたいものを⽣産する

プロダクトアウトの発想を売れるものを⽣産するというマーケットインの発想こちら

に転換していただいた上で、売れるものを⽣産してもなお収益が得られるそうした経
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営に変えていく。こういったビジネス林業の育成と考えております。 

 現時点では⽬標としております五⼗万⽴⽅メートルの達成には⾄っておりませんけ

れども、需要に関しましては先ほど申し上げたとおりめどが⽴っている中、こちら供

給側の状況による部分が⼤きいのではないかというふうに認識をしておるところでご

ざいます。 

 県といたしましては、これまで各事業体が抱える課題に応じたビジネス林業促進事

業を通じまして発想の転換を図るとともに、低コストの⽊材⽣産を実践する森林技術

者などビジネス林業の現場を担う⼈材の育成を⽀援してまいりました。今後は、こう

した事業を引き続き⾏いましてビジネス林業の育成を進めるとともに、ビジネス林業

に転換したというふうに認められるような、そうした経営体につきましては事業の集

約でございますとか林業機械の導⼊、⼈員の増強などを通じました事業規模の拡⼤、

こういったものを⽀援してまいりたいと考えておるところでございます。以上であり

ます。 

 

〇⼩⻑井議員 （要望） 

この県の⽀援策、林業経営をしっかりやっていこうという皆さんには⾮常にありがた

いものだと伺っております。その中で例えば林業分野で講師を派遣というようなメニ

ューもあるようですが、林業では派遣する講師の確保が難しいということがあるので

はないかと思いますが、ぜひともニーズに応じた⽀援を充実していただくようにお願
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いします。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、インフラの⽼朽化対策における新技術の活⽤についてであります。 

 我が国の⽣活や経済活動を⽀える基盤として整備されてきた橋梁や道路などインフ

ラの急速な⽼朽化が懸念されております。本県においては、今年七⽉に静岡市清⽔区

のトンネルで銘板が剝離して落下する事故がありました。幸いにも通⾏⼈や⾞への被

害はなかったものの、⽼朽化するインフラの管理に対する県⺠の関⼼や不安が⾼まっ

ているところです。今後⾼度経済成⻑期に整備されたインフラの多くが建設後五⼗年

以上を経過し更新の時期を迎え、これにより⼆⼗年後のインフラの維持管理・更新費

⽤が現状より⼤幅に増⼤する⾒込みです。 

 膨⼤な数のインフラを管理する静岡県においても、例えば建設後五⼗年を経過した

橋梁の割合が現在の約三⼋％から⼆⼗年後には約七六％と倍増するなど⽼朽化が進み

ます。公共⼟⽊施設全体としては年間の維持管理・更新費⽤が現在の約⼆百五⼗三億

円から今後は三⼗年間の平均で約五百億円と⼆倍に膨らむ⾒込みであり、今後県財政

を圧迫する危機的な状況になることが想定されます。こうした状況の中、必要なイン

フラ機能を維持し、県⺠に求められる⾏政サービスを持続的に提供していくために

は、施設の建設から点検や補修、更新まで⾒通したトータルコストの縮減を⾏いなが
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ら⽼朽化対策を戦略的に進めていく必要があると考えます。 

 県では、静岡県公共施設等総合管理計画により予防保全の考え⽅に基づく計画的な

維持管理、更新を⾏うため、舗装や橋梁、トンネルなど⼆⼗七の個別施設の点検、診

断や、これに基づく中⻑期の施設の維持管理計画を策定する作業を進めていると聞い

ております。またこの計画の中では補修や更新等に関する技術に関してコスト縮減を

図るため新技術の導⼊を位置づけております。⺠間事業者等が開発したすぐれた新技

術をデータベースに掲載し情報提供することで、⼯事や調査点検などに活⽤を図る登

録制度を有していると伺っています。 

 さて、七⽉⼗⼆⽇の静岡新聞に建設業者と沼津⼯業⾼等専⾨学校の研究室がタッグ

を組み、ロボットによる橋の新たな点検システムを考案するという記事が掲載されて

おりました。これは国の⽀援のもとに建設現場におけるすぐれたアイデアや⼯夫を発

掘し、実⽤化に向けた全国四つの⾼等専⾨学校と建設業者が⼀緒に技術開発を進める

建設現場実装プロジェクトの取り組みの⼀つであります。膨⼤な数のインフラを管理

する静岡県においても施設の点検や補修、更新に、⺠間にある技術を積極的に掘り起

こし活⽤することが重要だと考えます。 

 そこで、インフラの維持管理・更新費⽤を低減し効率化するための取り組みとし

て、⽼朽化対策における新技術の活⽤について県の取り組み状況と今後の⽅向性につ

いて伺います。 
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○村松交通基盤部⻑。 

○交通基盤部⻑（村松 篤君） インフラの⽼朽化対策における新技術の活⽤につい

てお答えいたします。 

 県のインフラの⽼朽化対策については、橋梁、舗装、トンネルにおいて損傷の推移

を適切に予測し計画的な補修を⾏って⻑寿命化を図る予防保全の考え⽅に基づき、維

持管理、更新をする段階に全国に先駆けて来年度から移⾏する予定であり、あわせて

対策をより効果的に進めるため新技術の導⼊をさらに推進することとしております。 

 本県では、平成⼗年度に新技術の登録制度を設けこれまでに四百九⼗件を登録して

おり、設計段階から活⽤を促すことで現場への普及を図っております。このうちイン

フラの⽼朽化対策に役⽴つ新技術の登録は四⼗四件ありますが、昨年度の活⽤は特殊

なコーティング材による舗装のひび割れ抑制など六件にとどまっております。このた

め、昨年度から国の新技術の登録制度であるＮＥＴＩＳと登録情報を共有化すること

により認知度の向上を図っております。 

 また、富⼠市のベンチャー企業によるレーザーを活⽤したさびの除去技術や浜松市

の電⼦機器メーカーによる⾮破壊試験など本県の企業が保有する技術に対し施⼯機会

を提供することにより建設現場への導⼊を促進するなど、現場ニーズに応じたより広

範な技術の活⽤について現在検討を進めているところであります。 

 県といたしましては、こうした取り組みにより新技術の活⽤を促進し、低コストで



 

56 
 

質の⾼い効果的なインフラの⽼朽化対策を進めてまいります。以上であります。 

 

 

 

平成 29 年 6 ⽉議会定例会 

 

○副議⻑ ただいまから会議を再開いたします。 

 通告により、三⼗四番 ⼩⻑井由雄君。 

○三⼗四番（⼩⻑井由雄君） 私はふじのくに県⺠クラブ所属議員として、知事、副

知事及び関係部局⻑に通告に基づき⼀括質問⽅式で伺います。 

 最初に、浜岡原発についてのうち、浜岡原発⼀、⼆号機の廃⽌に伴う放射性廃棄物

について伺います。 

 中部電⼒が⼆〇〇九年に浜岡原発⼀、⼆号機の廃⽌を決定してから九年が経過しま

した。現在は廃⽌措置計画に基づき段階的に解体撤去⼯事を実施しているところで、

計画されている四段階の区分のうち第⼀段階の解体⼯事準備期間が終わり、現在は⼆

〇⼆⼆年度までの完了を⾒込む原⼦炉領域周辺設備解体撤去期間に⼊っているという

ことであります。その後は第三段階の原⼦炉領域解体撤去期間、第四段階の建屋等解

体撤去期間となり、計画どおりに進めば⼆〇三六年度までに廃⽌作業を終了すること
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となっています。 

 廃⽌措置の⼯事に伴う撤去物のうち、放射性廃棄物の量は⼀、⼆号機の合計で約⼆

万トンの発⽣を⾒込むということです。今後原⼦炉の解体へと進んでいくと放射能レ

ベルの⾼い放射性廃棄物が発⽣してきます。現在は東⽇本⼤震災の福島第⼀原発事故

を受け、国の要請で三、四、五号機も停⽌されてはいますが、敷地内には放射能を帯

びた多量の廃棄物が存在しており全く危険のない状況であるとは⾔い切れないと思い

ます。 

 ⼀、⼆号機の廃⽌に伴う放射性廃棄物の発⽣や敷地外への搬出について、県への報

告はどのようにされるのか、またそれに対して県はどのように対応することになるの

か伺います。 

 

○杉保危機管理部⻑ 

○危機管理部⻑（杉保聡正君） 浜岡原発についてのうち、浜岡原発⼀、⼆号機の廃

⽌に伴う放射性廃棄物についてお答えいたします。 

 中部電⼒の計画では、浜岡原⼦⼒発電所⼀、⼆号機の廃⽌措置に伴い発⽣する約⼆

万トンの放射性廃棄物のうち、平成三⼗四年度までの予定で現在進められている第⼆

段階では約四千トンが発⽣する⾒込みであります。この放射性廃棄物については現時

点では処分先が未定であり、当⾯は⼀、⼆号機の建屋内に⾦属容器に⼊れて貯蔵し安

全に保管するとしております。 
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 放射性廃棄物の適切な管理は浜岡原⼦⼒発電所の安全上重要な課題であります。県

は中部電⼒と締結した浜岡原⼦⼒発電所の安全確保等に関する協定に基づく四半期ご

との定期通報により、設備、機器の解体撤去の状況やそれに伴う放射性物質を含む廃

棄物の発⽣量を把握するとともに、保管の状況を現場で確認してまいります。 

 また今後、放射性廃棄物の処分先が決定され敷地外に搬出することになった場合に

は、低レベル放射性廃棄物の輸送の安全確保に関する協定に基づき具体的な輸送計画

について中部電⼒と事前に協議し、実際の搬出時には県の職員が⽴ち会い放射線量を

把握するなどして安全が確保されていることを確認することとしております。 

 原⼦⼒発電所においては安全の確保が何よりも重要であり、県といたしましては、

県⺠の安全と安⼼を第⼀に中部電⼒に対して放射性廃棄物の安全な管理の徹底を求め

てまいります。 

 

〇⼩⻑井議員 (要望) 

 まず、浜岡原発における最近のトラブルの発⽣に関して、南海トラフ地震や東海地

震では浜岡原発の直下が震源地になるというふうに予想されております。これによっ

て原発の機器への重⼤な影響が懸念をされるところであります。 

 先ほど⼆件のトラブルを紹介しましたが、あのような状態でもし稼働中に事故があ

れば重⼤な事態に陥った可能性のあるトラブルです。全機廃炉が県⺠の安全のために

は重要だと考えますが、県⺠の命を守る、を第⼀に掲げている川勝県政では知事が記
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者会⾒でおっしゃったように浜岡原発は再稼働させないという⽅針を貫いていただく

ことを強くお願いいたします。 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、浜岡原発における最近のトラブルの発⽣について伺います。 

 浜岡原発は、⼆〇⼀⼀年から全機停⽌していますが、だからといって安全であると

いうことではありません。原発施設ではわずかなミスで重⼤な事態に陥ることもあり

ます。したがって完全に解体撤去が完了してしまうまでは⽬を離すことのできない施

設でもあります。停⽌中のこの六年間にも事故やトラブルが発⽣しています。最近で

は原⼦炉建屋からの放射性物質の放出を防ぐ設備が不適切な状態のままで核燃料を取

り扱う作業をしたということがありました。これは原⼦炉施設保安規定の違反のうち

四段階で⼆番⽬に重い違反とされているものです。 

 また、原⼦炉内の蒸気を放出するときに放射性物質を除去するフィルターを備えた

三、四号機のフィルターベントの設置⼯事では⾦具百⼗九個が不適切に取りつけられ

ていたという問題も発⽣しています。このようにヒューマンエラーも少なからず発⽣

しております。 

 全機停⽌してから六年間が経過する中、安全を維持確保するという点で不安がなく

なりませんが、県の認識を伺います。 
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○杉保危機管理部⻑ 

浜岡原発における最近のトラブルの発⽣についてであります。 

 浜岡原⼦⼒発電所では、平成⼆⼗六年度以降⽕災報知機の誤作動などの軽微な事例

を除き三⼗三件のトラブルが発⽣をしており、そのうち⼗⼀件はヒューマンエラーを

原因としております。ヒューマンエラーは⼤きな事故につながる可能性を秘めており

県も憂慮しているところであります。特に御指摘のあった⼆件は原⼦⼒発電所の安全

確保上重要な設備で発⽣したものであるとともに、個⼈のミスにとどまらず部署間や

関連会社とのコミュニケーション不⾜を原因としており、中部電⼒の安全に対する意

識の低下も懸念され、原⼦⼒発電所を管理する組織として県⺠の信頼を揺るがしかね

ないものと認識しております。 

 県といたしましては、これらの事案については報道機関に公開の場で中部電⼒に説

明を求め、直接的な原因はもとより発⽣につながった管理体制の問題等組織としての

根本的な原因究明と再発防⽌対策の徹底を要請しているところであります。原⼦⼒発

電所においては安全の確保が何よりも優先され、それは運転を停⽌していても変わら

ないものであります。中部電⼒には全社を挙げての対応を求めているところであり、

今後現場での点検を含めその取り組みをしっかりと確認をしてまいります。以上であ

ります。 
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〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、清⽔天然ガス⽕⼒発電所の建設計画についてのうち、環境への影響について

伺います。 

 清⽔港は、三保半島に囲まれた⽇本屈指の良港であり、清⽔のまちは海とともに発

展してきました。⾼度成⻑時代には鉄鋼業などの⼯場が⽴ち並び輸⼊⽊材を利⽤した

製材業も盛んであり、漁業基地としても⼤型漁船が寄港し造船業などの港湾関連産業

が栄える活気あふれるまちでした。 

 しかし近年、産業構造が⼤きく変化する中でこれまで清⽔を⽀えてきた重厚⻑⼤型

の産業は衰退してきました。そのような中で静岡県と静岡市は交流⼈⼝の拡⼤を⽬指

した港づくりを進めるという共通の⽬標を持って、ＪＲ清⽔駅周辺から清⽔港の江尻

地区と⽇の出地区⼀帯を清⽔都⼼ウオーターフロント地区と位置づけ平成⼆⼗四年か

ら活性化に取り組んでいます。これまで官⺠による清⽔港客船誘致委員会の取り組み

や富⼠⼭の世界遺産登録、世界で最も美しい湾クラブへの加盟、クルーズ船の寄港急

増など交流拠点の創出に向けた動きが活発になっています。 

 また静岡市は、海洋産業の拡⼤と⼈材育成を⼀体で進める国際海洋⽂化都市の実現

を⽬指して新しい清⽔都⼼づくりに取り組んでいるところであります。静岡市は先

⽇、国内では最深の駿河湾の魅⼒などを紹介する海洋・地球に関する総合博物館をコ

ンセプトとして整備を進める清⽔港海洋⽂化拠点施設の基本構想を発表するなど、教



 

62 
 

育、観光振興を推進し港湾⼯業都市からの転換を図り、⼆〇⼀九年には開港百⼆⼗年

を迎える港町清⽔の新しいまちづくりを進めようとしています。 

 このような中で、旧東燃ゼネラル⽯油などにより設⽴された清⽔天然ガス発電合同

会社によりＪＲ清⽔駅、⿂河岸、駅前商店街、住宅地、⾼層マンションなど⼈⼝の密

集する場所からわずか数百メートルの隣接地へ出⼒合計約百⼗万キロワットの天然ガ

ス⽕⼒発電所の建設計画が進められています。計画では⼆〇⼀⼋年着⼯、⼆〇⼆⼆年

度中の稼働を⽬指して建設するということであります。現在までのところ建設計画に

係る諸⼿続のうち環境影響評価については、計画段階での配慮事項の検討結果を記載

した配慮書、アセスする項⽬や⽅法などを記載した⽅法書が事業者から知事に送付さ

れておりますが、⼤気環境、⽔環境、⽣態系、景観、地盤、液状化、漁業等、重要だ

と考えられる項⽬について送付時には現況での環境調査と予測、評価の予定されてい

ない点がたくさんあります。 

 ⽕⼒発電所が建設されることによる清⽔地区の環境への影響について、どのように

認識しているのか伺います。 

 

○髙⽊くらし・環境部⻑ 

○くらし・環境部⻑（髙⽊利夫君） 清⽔天然ガス⽕⼒発電所建設計画についてのう

ち、環境への影響についてお答えいたします。 

 事業が予定されている清⽔地区は、多くの⼈々が居住する⽣活の場であるととも
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に、清⽔港周辺のにぎわいやクルーズ船の寄港など⼈々が集う交流機能を有しており

ます。また世界遺産富⼠⼭やその構成資産である三保松原等のすぐれた景観に恵まれ

ており、事業実施に当たってはこうした地域特性を踏まえ、環境の保全について⼗分

に配慮をしていくことが重要であると認識しております。 

 このため、県では環境影響評価審査会の答申を踏まえ、事業者に対して騒⾳や振

動、排出ガスなどによる地域住⺠の⽣活や清⽔地区を訪れる⼈々が集う施設への影響

や煙突などの配置が富⼠⼭を仰ぎ⾒るこの地域の景観に及ぼす影響を回避、低減する

ように求めてまいりました。また発電所からの排⽔に伴う⽔の汚れや⽔温の変化が海

域に⽣息する動植物に及ぼす影響など事業者が選定していない項⽬についても調査、

予測及び評価を⾏うように求めてまいりました。 

 さらには、南海トラフ巨⼤地震等への災害に対する安全対策につきましても地域住

⺠等に丁寧な説明を⾏い懸念の払拭に努めるとともに、⼗分な検討を⾏い万全の対策

を講じるよう意⾒を述べてまいりました。 

 今後、事業者から環境影響評価の準備書が提出されることになります。県といたし

ましては、県全体の環境保全に係る計画や政策との整合性等の観点からその内容を精

査し必要に応じて意⾒を述べてまいります。以上であります。 

 

〇⼩⻑井議員 （再質問） 
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清⽔の天然ガス⽕⼒発電所についての再質問をいたします。 

 環境への影響、現在事業者から環境影響配慮書、環境影響評価⽅法書が送付されて

おり、その後出⼒規模も変更されておりますが、環境に関して⼤きな問題があると専

⾨家が指摘しています。 

 例えば、⼤気環境については局所⾵による⼤気拡散のシミュレーションが⾏われて

おらず、特に海岸部で発⽣する海⾵前線による逆転層による評価が不⾜しています。

また煙の⼤気拡散現象であるダウンウォッシュ、ダウンドラフトの予測評価も必要だ

と思います。つけ加えれば、清⽔地区の地形は⻄に有度⼭、北側に南アルプスの⼭麓

に囲まれているため排出物質が上空によどむ形になっております。また供⽤開始に伴

い⼤量の湿潤な⽔蒸気、この百⼗万キロという出⼒でございますので多分⼀⽇に⼆万

九千⽴⽅の⽔が蒸発すると。これは通常の⼩中学校のプールの六⼗杯分の⽔が蒸発す

るというふうになるかと思います。これは住⺠の⽣活に⼤変⼤きな影響を及ぼすこと

になります。 

 また、⽔環境においてはマイナス⼗度の冷排⽔が⼤量に清⽔港湾に排出されるにも

かかわらず、周辺海域の塩分濃度、⽔質の変化に対する影響評価がされていません。

この排⽔による⽣態系に与える影響も評価はされていません。 

 また、景観においては清⽔の景観は富⼠⼭と三保松原、⽇本平とが⼀体の景観を⾼

く評価されているものであります。クルーズ船の誘致を推進していることから、海上

からの景観が重要であるにもかかわらずそれも評価をされていません。 
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 さらに、地盤液状化については⼆次的被害が発⽣すると周辺に甚⼤な被害をもたら

すことが予想されております。しかし地震の液状化が環境影響評価の対象になってお

りません。漁業においても排⽔の⽔質、特に⽔温の変化による駿河湾の特産であるサ

クラエビ、シラウオ等に与える影響も評価をされていません。 

 以上のように、この建設計画は環境に与える影響が⾮常に⼤きいにもかかわらずそ

う評価されていない点が多々あります。これから準備書が出されるということで、ど

んな扱いなのか、それもありません。特に⼤気については⽣物指標として亜硫酸濃度

が〇・〇三％になると⽰すというウメノキゴケという地⾐類があります。清⽔市街地

ではこのウメノキゴケは現在確認できないということです。この上さらに⼤気を悪化

させる要因を持ち込むのかどうかという判断もしなければなりません。 

 以上、環境に関しての問題点について指摘しましたが、どのような問題意識をお持

ちか、御所⾒を伺います。 

 

○川勝知事。 

○知事（川勝平太君） 清⽔天然ガス⽕⼒発電所建設計画についての再質問にお答え

いたします。 

 私は、⼩⻑井議員がこの⽕⼒発電所について披歴されました⾒解はまことにもっと

もなことであるというふうに考えております。 

 まず第⼀に、この環境影響評価についてでありますが、⼤気、⽔にかかわる影響に
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ついては御指摘のとおりだと存じます。また景観についても同じであります。これに

つきましてはこの計画が持ち上がりましたときの経緯というのがございます。平成⼆

⼗三年、三・⼀⼀の事故がございまして、御案内のように関東⾸都圏におきましては

東電の管轄内で電⼒不⾜が厳しく⽣じました。周波数が違いますので、したがって六

⼗、五⼗、これを変えねばなりません。そんな周波数を変える場所というのは⻑野県

の朝⽇村と佐久間、そしてこの清⽔にしかありませんで、当時は百万キロワット分し

か変えられなかったと。今はそれが⼆百万キロワット以上に増強中です。ともあれ、

その当時の事情というのは電⼒不⾜をどうするかということでありました。私はＪビ

レッジにまいりました。そこで広野というところがございまして、百万キロワットの

⽕⼒発電所が建設されておりました。すなわちこれから原発が使えない以上代替エネ

ルギーとしてすぐに建設ができて、技術を持っているのは⽕⼒発電だということであ

ったわけであります。 

 私は、そうした脈絡の中でこの⽕⼒発電所の計画が持ち上がったというふうに考え

ております。あそこのところはまさにこの周波数を変える場所でもありますし、した

がってエネルギーという観点からとると極めて合理的な判断であったと思います。 

 ⼀⽅、環境あるいは景観、あるいは観光というその観点は当時は⽐較的希薄であっ

たと存じますが、しかし今はまさにその観光⽴国、あるいは環境、こうしたものに対

する関⼼が極めて⾼まっております。むしろこれが中⼼にさえなっているのが今の現

状ではないかというふうに存じます。 
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 そうした中で、交通基盤部を中⼼にふじのくに静岡県全体を回遊式庭園にしよう

と、そしてまた三⼗五市町はそれぞれガーデンシティーというふうに位置づけよう

と、そしてまたそれぞれめぐるところには富⼠⼭あり、伊⾖半島あり、南アルプスあ

り、浜名湖あり等々、それぞれ世界クラスの美しい⾃然景観群があるということ、そ

してまた静岡県には美しく品格のある⾢として認定されているものが百以上ありま

す。その中でも⽇本で最も美しい⾢に認定されているものが⼆つございます。 

 こうした事柄が何を意味しているかというと、静岡県はまさにその庭園の地域であ

るということでございます。そうしたことと、あそこに⽕⼒発電所があるということ

が果たして合うのかどうかということが問われると存じます。環境、景観、そうした

こととエネルギーと、どちらをとるかということでございますが、おのずと結論は出

ているというふうに私は思います。 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、清⽔天然ガス⽕⼒発電所と清⽔都⼼ウオーターフロント地区との関連につい

て伺います。 

 清⽔港は、昭和三⼗九年に最初の臨港地区が指定された当時と社会的・地理的環境

が変化してきております。本年⼀⽉には官⺠連携による国際クルーズ拠点を形成する

港湾の⼀つに選定されました。このことは世界遺産富⼠⼭、世界で最も美しい湾クラ

ブに加盟した駿河湾など知事が⾔うところの場の⼒が評価されたものであります。 
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 このような世界クラスの国際クルーズ拠点の形成に向けて取り組んでいる清⽔都⼼

ウオーターフロント地区近接地に⽕⼒発電所を建設することについて、知事の御所⾒

を伺います。 

 

○鈴⽊交通基盤部⻑。 

○交通基盤部⻑（鈴⽊克英君） 清⽔天然ガス⽕⼒発電所建設計画についてのうち、

清⽔都⼼ウオーターフロント地区との関連についてお答えいたします。 

 清⽔港袖師地区における⽕⼒発電所建設予定地は、発電所の⽴地も可能な⼯業港区

としてかねてより指定されております。当該⼯業港区はＬＮＧタンクや⽯油タンクな

どが設置され、県内各地域へのエネルギー供給を⽀える重要な役割を担っておりま

す。 

 県が静岡市等と設置した清⽔都⼼ウオーターフロント地区開発推進会議では、対象

エリアとなります江尻地区、⽇の出地区に近接する⼯業港区の状況を認識した上で江

尻、⽇の出両地区の魅⼒を⼀層⾼める清⽔都⼼ウオーターフロント地区開発基本⽅針

を策定し、にぎわいと交流空間創出の⽅向性を⽰したところです。⽕⼒発電所の設置

に関しましては社会的影響が⼤きいことから、事業者は電源開発⼿続を進める過程で

環境影響評価などの必要な⼿続を⾏うとともに、地元住⺠への⼗分な説明が求められ

るものと考えております。 

 県といたしましては、このような経過を経て経済産業⼤⾂が⼯事計画を審査しこれ
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を受理した場合には港湾管理上の必要な⾏政⼿続について関係法令に基づき適切に対

処してまいります。以上であります。  

 

〇⼩⻑井議員 （再質問） 

清⽔都⼼ウオーターフロント地区との関連について伺います。 

 ⼀九九〇年代に三保に⽯炭⽕⼒発電所建設計画が持ち上がりました。当時の議事録

を読むと県議会で建設の是⾮について活発な議論が展開されております。当時の⻫藤

知事は平成四年⼆⽉⼆⼗六⽇の知事議案説明において、⻑期的、広域的な視点に⽴っ

て三保地域、清⽔港、静清庵地域のあるべき姿を考えたとき、エネルギー基地の⽴地

にはより広域的な⾒地から適地を広く探すことは可能であっても三保の景観や清⽔港

の諸機能、有限に等しい海洋資源を他に求めることは不可能と⾔っても過⾔ではな

い、将来の中部⽇本の海の⽞関⼝清⽔港、静岡県の中枢、静清庵において計画されて

いることには⼤いに疑問が持たれるとして⽕⼒発電所の⽴地については適当とは⾔い

がたい、賛成しかねると。地元清⽔市においても地域の振興、活性化についてはいま

⼀度再考を要するものであるというふうに所信表明されております。まさにこの選択

により三保松原は富⼠⼭世界⽂化遺産の構成資産に登録されたことになります。これ

によって世界との交流拠点の創出、世界クラスのクルーズ拠点の形成に向け、また清

⽔都⼼ウオーターフロントと位置づけての活性化に取り組むということが可能となっ

ています。 
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 今回の⽕⼒発電所の建設予定地は、県と市が⼀緒に推進し県も投資している清⽔都

⼼ウオーターフロント地区に近接しており清⽔地区の港を⽣かしたまちづくりに影響

を及ぼすものと考えます。 

 この近接地に⽕⼒発電所を建設することについて再度、知事の御所⾒をお伺いいた

します。 

 

〇川勝知事  

ウオーターフロントとの関係ですけれども、県市⼀体でやっておりますけれども、ウ

オーターフロント、これは今まさに海洋⽂化都市をつくろう、あるいはクルーズ船の

拠点港となろうと、そしてそれが国交省から認めていただいて、まさにこの観光⽴国

を今、清⽔港を拠点としてやっていこうということでございますから、それと⽕⼒発

電所があることと、それを促進することになるのかと、観光をですね。ならないと思

います。 

 しかし、議員御指摘のとおりこれは県市⼀体でやっていかなくちゃいかんというこ

とであります。ですから歩調を合わせることがとても⼤切でございまして、この歩調

を合わすのに若⼲時間が要るかなというふうに私は思っておりまして、余り過激な発

⾔をするとまたハレーションを起こしかねないですね。しかしこの件について⼩⻑井

議員が⾔われた事柄に満腔からの賛意を表しまして、御懸念についても共有している

ということを申し上げたく存じます。以上でございます。 
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〇⼩⻑井議員 （要望） 

○三⼗四番（⼩⻑井由雄君） ありがとうございました。 

 これは平成⼆⼗六年の統計ですけれど、国⼟交通省中部地⽅整備局のホームページ

によりますと、クルーズ船が⼀回清⽔港へ来るとその経済効果は六千四百万円と⾮常

に⼤きな経済効果があるということです。知事にも清⽔港について私と同じような考

えを持っていていただけるということは、ありがたいと思っております。 

 知事、選挙が終わりましてから仏の川勝になるということです。静岡市と県ととも

に選挙後に始める第⼀歩としてこの清⽔の⽕⼒発電、これについてどうするかという

ことをぜひ静岡市の⽥辺市⻑と話をしていただきたいと、思っております。清⽔は、

⻫藤知事が三保松原を守ってきたと同じように、あのときは⽞関先にかまどはつくら

ないというようなこともおっしゃいましたけれども、今度は、もう既に応接間に⼊っ

ているわけでございます。次の間は居間です。ぜひともこの清⽔港について静岡市と

⼿を携えてやっていただきたいと思います。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、ワサビの世界農業遺産に向けての取り組みについて伺います。 

 静岡県でワサビが栽培されるようになったのは慶⻑年間、⼀五九六年から⼀六⼀五
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年です。当時駿河の国安倍川上流の有東⽊村において、村⼈がワサビ⼭と呼ぶ⼭の渓

⾕⼀⾯に⾃⽣しているワサビをとって湧⽔に植えたのが始まりです。育ちがよかった

ので、そこかしこに⾕川の⽔を引いて⼩規模ながら栽培を⾏うようになったと伝わっ

ています。 

 当時、駿府城に隠居していた徳川家康公に有東⽊の庄屋からワサビが献上されまし

た。家康はその⾹⾟味と⽢みのすぐれていることを賞賛し、有東⽊のワサビは⾨外不

出の天下の御法度品になったと⾔われています。そして四百年の時を経て本年三⽉、

知事が会⻑を務める静岡わさび農業遺産推進協議会が申請した静岡⽔わさびの伝統栽

培（発祥の地が伝える⼈とわさびの歴史）が農林⽔産省から⽇本農業遺産として認定

されるとともに、世界農業遺産の認定申請が承認されました。世界農業遺産として認

定され、静岡県で五⼗三番⽬の世界クラスの資源、⼈材群に加わることを期待してい

ます。 

 本県では、平成⼆⼗五年五⽉に静岡の茶草場農法が世界農業遺産の認定を受けてい

ますが、静岡のワサビ栽培についても世界農業遺産の認定を受けることがまずは第⼀

歩であります。関係者、関係団体の皆様が⼀丸となって認定を⽬指していただきたい

と思っています。 

 そこで、静岡⽔ワサビの伝統栽培において、世界農業遺産に向けたスケジュールと

農業遺産の認定によりどのような効果が期待されるのか、あわせてワサビの⽣産振興

に向けた今後の県の取り組みについて伺います。 
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○川勝知事 

○知事（川勝平太君） ⼩⻑井議員にお答えをいたします。 

 ワサビの世界農業遺産に向けての取り組みについてであります。 

 静岡⽔ワサビの伝統栽培は、静岡市有東⽊地区において初めて栽培されて以降四百

年にも及ぶ歴史と和⾷⽂化への貢献、豊富な湧⽔を活⽤した独⾃の栽培技術と⽣物多

様性の保全、すぐれた景観などが評価され本年三⽉に⽇本農業遺産に認定されました

ことは議員御指摘のとおりでございます。五⽉には私が会⻑を務める静岡わさび農業

遺産推進協議会から世界農業遺産認定の申請書原案を農林⽔産省へ提出したところで

あります。今後九⽉に予定されている国内専⾨家へのプレゼンテーションを経て国連

⾷糧農業機関へ正式に申請する予定となっております。 

 今後、世界農業遺産認定を契機に国内だけでなく海外からも注⽬が⾼まり、ブラン

ド⼒もますます向上すると⾒込まれます。そこから⽣産者の⽅々も⼀層誇りを持って

ワサビ栽培に取り組まれることが期待されます。 

 また、観光交流客が増加することが⾒込まれる中、ワサビ産業のみならず宿泊施

設、直売所など⼭間地域の活性化にも好影響が期待されます。さらにワサビ⽥の保全

に向けた機運が⾼まることで地域の⼦供たちの環境学習や企業の社会貢献活動への波

及も想定され、これを期待しております。地元では来訪者の増加に対応するためワサ

ビ⽥周辺の遊歩道の設置を検討されていますので、県は受け⼊れ体制の整備について
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⽀援をしてまいります。 

 さらに、協議会が主体となりまして複数⾔語によるホームページやパンフレットを

作成いたします。そのことにより独⾃の栽培⽅法や樹⽊に囲まれ四季折々に移り変わ

る景観など、静岡ワサビの、またそれを取り巻く環境の魅⼒発信に取り組んでまいり

ます。 

 県といたしましては、こうした取り組みに加え農林技術研究所が開発いたしました

⽣育が早くこれまでの品種に⽐べ⽣産量の増加が期待できる新品種「伊づま」の普及

や優良種苗の安定供給技術の確⽴、ワサビの運搬等の作業省⼒化のための作業道並び

にモノレールの整備の⽀援等により⽣産振興を図ってまいります。あわせまして名実

ともに⽇本⼀のワサビ産地として、静岡ワサビのブランド⼒強化に取り組んでまいり

ます。 

 

〇⼩⻑井議員 （再質問） 

ワサビの世界遺産に向けての取り組みについてお伺いをさせていただきます。 

 このワサビでは、メリクロン苗の⽣産というのが⾮常に⽣産者から求められており

ます。メリクロン苗の施設の整備、これについての考えをお伺いいたします。 
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○吉⽥農林⽔産戦略監 

○農林⽔産戦略監（吉⽥ 茂君） ワサビの世界農業遺産登録に向けての取り組みに

ついてのうち、静岡⽔ワサビの伝統栽培のメリクロン苗について再質問にお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 この静岡⽔ワサビの伝統栽培持続のためには、もちろん優良苗の確保が⼤事でござ

いまして、そのためには議員御指摘のありましたメリクロン苗、これはワサビの成⻑

点を、これはウイルスがいない状態でございますので、これを無菌的に培養して苗を

つくることによってほぼ無菌に近い苗が得られるということでございます。静岡県で

もこのウイルスフリーのメリクロン苗を使ってございますが、これも議員の御指摘に

ございましたように本県では北海道の⼠幌農協、あるいは⼭梨県の種苗会社といった

他県に⽣産を依頼しているところでございます。 

 このような他県の⽣産が、やや時間もたって不安定になってきたこともございます

ことから、現在県内各産地では種苗、育苗施設の整備をしようということが盛り上が

っております。安倍におきましては安倍⼭葵業組合の有志が育苗施設を既に建設をし

ていただいておりますし、伊⾖市等におきましてもそのような計画がございます。 

 このような中で、メリクロン苗施設の設備が計画を盛り上がってくれば、県といた

しましてもこれに対しまして何らかの⽀援の⽅法を検討させていただきたいというふ

うに考えているところでございます。以上でございます。 
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〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、林業の振興について伺います。 

 第⼀次産業におけるＩＣＴの活⽤は、さまざまなテーマで研究開発が進⾏してお

り、農業分野では施設園芸における環境制御技術の導⼊やＧＰＳ等を利⽤した無⼈⾛

⾏トラクターのロボット化など⼀部では既に商品化、実⽤化されているものもありま

す。⼀⽅⾃然や⽴地条件がさまざまでありパターン化した⽣産ができない林業分野に

おいては、こうしたＩＣＴの活⽤は難しいものと認識しておりました。しかし本年五

⽉末に静岡県森林・林業・林産業活性化促進議員連盟が実施した先進地視察の⼀員と

して⻑野県内の⼤型製材⼯場やビッグハットで開催された国際ウッドフェア⼆〇⼀七

を視察したところ、林業の分野においてもＩＣＴの活⽤が進んでいることを実感いた

しました。⼤型製材⼯場は森林資源を無駄なく活⽤しその利益を⼭側に還元すること

で林業を産業として復活させ、森林の再⽣や⽊材産業の振興を図る取り組みである信

州Ｆ・ＰＯＷＥＲプロジェクトのメーン施設として新たに建設されたものでした。こ

こでは製材された材料を超⾼速カメラでスキャニングし、⼨法や製品の⽋点を感知し

てグレード分けし適材を⾃動的に組み込んで、これまで活⽤が進んでいなかったアカ

マツやナラなどを材料とした製品が次々と製造されていました。 

 また、同時に視察したウッドフェアには本県内でも普及が進んでいる⽴⽊の伐採か

ら⽟切りを⾏い丸太を⽣産する機械であるハーベスタなど国内外から⾼性能の林業機
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械や⽊質バイオマスを中⼼とした最新の製品、技術のほか、⾏政、⼤学機関の取り組

みなど幅広く展⽰されていました。特に⽴⽊の本数や⼤きさを⼩型無⼈機のドローン

やレーザセンシングの技術を⽤いて正確に効率的にはかる技術には⼤変驚かされまし

た。⼭の⽊を⼀本⼀本はかるのは⼤変⼿間のかかる作業であり、ドローン等の活⽤に

より⽊の太さ、⾼さ、形状が⾃動的に短時間ではかることができることは林業経営に

最も重要な⽣産計画の精度を⾼めその作成作業の軽減・効率化につながるものと実感

できました。これにより計画⽣産が可能となり、ビジネスとしての林業の促進や⼈材

不⾜の改善も図ることが期待できます。実⽤化の間近なものや既に商品化されたもの

もありＩＣＴによる次世代型林業の技術は加速的に進んでおりますが、そうした技術

や商品はまだまだ⾼額であり導⼊をためらわせる要因にもなっています。 

 今後林業の振興にはＩＣＴによる次世代林業技術の取り組みが重要だと考えます

が、どのように取り組み普及させていくのかお伺いします。 

 

○難波副知事 

○副知事（難波喬司君） 林業の振興についてお答えをいたします。 

 県内の成熟した森林資源を有効に活⽤し、林業や⽊材産業の振興を図るためには製

材⼯場や合板⼯場等の需要者のニーズに応じた県産材の安定的な供給が極めて重要で

あることから、⽊材流通全体で需給の最適化を図ることが求められています。 

 このため、森林・林業研究センターでは今年度からＩＣＴを活⽤して森林資源の状
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況、林業事業体の丸太の⽣産場所や量、⽣産時期等の供給情報と⽊材加⼯業者が希望

する量や納期、材質等の需要情報を⼀元的に管理するシステムの開発に着⼿をいたし

ました。さらに⽊材流通のかなめである静岡県森林組合連合会と連携し、システムの

実⽤化に向けそれを動かす⽊材需給コーディネーターや原⽊選別評価⼠などの⼈材育

成に取り組み、⽊材⽣産、流通、加⼯にかかわる全ての関係者が参加できるプラット

ホームを構築してまいります。 

 また県は先⽉、林業関係者を対象に技術⾰新セミナーを開催をいたしました。セミ

ナーではドローンや地上からのレーザー照射により⼀本⼀本の⽴⽊を⾼い精度で効率

的に計測する技術など森林資源の状況を把握する最先端のＩＣＴを紹介をしました。 

 県といたしましては、このようなセミナーなどを通じＩＣＴ活⽤の機運を⾼めると

ともに、ＩＣＴによる次世代林業技術を開発しこの技術を各地域の林業事業体や⽊材

加⼯業者が活⽤することで林業の成⻑産業化を進めてまいります。以上であります。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、公契約条例について伺います。 

 県は、公契約を締結し多くの事務事業を執⾏していますが、公契約の原資は貴重な

税⾦であることから経費の節減など効率的に執⾏するのは当然であります。しかし⼀

⽅で公契約に従事する労働者は⾏き過ぎた価格競争によるダンピング受注などによっ
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て雇⽤不安、労働条件の劣悪化、担い⼿不⾜などのさまざまな問題にさらされている

という指摘もなされています。 

 平成⼆⼗六年国においては、公共⼯事品確法、⼊契法、建設業法のいわゆる担い⼿

三法を改正し、以降も建設業における社会保険加⼊指導を徹底するほか技能資格、職

歴をデータベース登録して⾒える化する建設キャリアアップシステムの導⼊を決定す

るなどインフラの品質や担い⼿確保の措置を講じております。 

 本県でも、公契約に従事することの多い建設業において社会保険の加⼊指導の徹底

や公共⼯事設計労務単価の引き上げによる適切な予定価格の設定、また静岡どぼくら

ぶを⽴ち上げ、建設事業の重要性や仕事としての魅⼒を紹介する取り組みなどにより

建設業の⼈材確保に尽⼒してきました。 

 しかしながら、昨今の少⼦⾼齢化により⼈⼿不⾜がさらに進みさまざまな業種にお

いて担い⼿の確保が⼤きな課題となっております。例えば県内の建設業にあっては、

平成⼆⼗⼋年にはその就労者はピーク時から約三四％の減少、また平成⼆⼗七年の就

業者割合は五⼗歳以上では四六・四％、三⼗歳未満は九・⼋％となっており将来的な

⼈⼿不⾜が危惧されている状況であります。 

 担い⼿確保はもちろん、雇⽤の安定化等のためには現場で働く労働者や職⼈の賃⾦

をしっかり確保すべきで、特に⻑い年⽉をかけて⾝につけた技術・技能が労働条件⾯

で⼗分に評価されるべきであります。また⻑時間労働の是正などの労働関係法令の遵

守、社会保険等の加⼊などの労働環境を整えることも必要になります。担い⼿を確保
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し雇⽤を安定化させることは地域産業の維持発展、ひいては地域経済の活性化につな

がることから、これらに資する⼊札制度の運⽤⾯での改善だけでなく公契約条例が有

効な⼿段であると考えます。 

 他県では、建設⼯事だけでなく業務委託などの契約も対象にして、適正な労働環境

の確保に加え障害者雇⽤、男⼥共同参画社会の推進など社会的価値の実現を図る公契

約条例を制定する取り組みが進んでおります。 

 例えば、⻑野県、岐⾩県や愛知県ではそうした基本理念や⽅針を定めた条例を制定

し、奈良県や岩⼿県では地域別最低賃⾦の⽀払いや社会保険等加⼊の遵守を義務づけ

た条例を制定しております。実際に条例が施⾏されてから⼀年から⼆年程度でありま

すが、今後その成果が期待されるものであります。 

 本県では、平成⼆⼗六年九⽉定例会において我が会派の林議員が条例化に向けた検

討に⼊るべきであるとの質問をしておりますが、その後の取り組み状況と今後の考え

⽅を伺います。以上、答弁を求めます。 

 

○杉⼭出納局⻑ 

○出納局⻑（杉⼭⾏由君） 公契約条例についてお答えいたします。 

 県では、平成⼆⼗六年度に公契約のあり⽅を検討する庁内ワーキンググループを設

置し先⾏して条例化していた奈良県や岩⼿県の制定経緯や内容を調査研究したほか、

⼆⼗七年度には県が締結した公契約に係る賃⾦等の実態調査を⾏いました。その結果
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回答があった約⼆千⼆百契約において地域別最低賃⾦については全ての契約で遵守さ

れている⼀⽅、社会保険等については⼯事請負契約において約⼋％が未加⼊でありま

した。 

 このため県では、県発注建設⼯事の元請や⼀次下請に加え今年度から⼆次下請以下

についても社会保険等の加⼊を求めることとしております。この取り組み以外にも、

総合評価⽅式の⼊札過程において新卒者の雇⽤実績や仕事と家庭の両⽴を⽀援する取

り組みなどを評価項⽬に加える改善を⾏っております。 

 今後労働⼒⼈⼝の減少が⾒込まれる中、本県産業を担う⼈材を確保するため働く

⼈々が活躍しやすい環境を整備することが求められ、本県の公契約に従事する⽅々に

つきましても労働環境の改善を積極的に進める必要があると考えております。こうし

た認識のもと、その後新たに公契約条例を制定した愛知県を初め奈良県などにおける

条例施⾏後の実情を調査するほか、事業者を初め関係団体の御意⾒も頂戴しながら条

例制定も含めた公契約のあり⽅について検討してまいります。以上であります。 

 

〇⼩⻑井議員 （要望） 

次に、公契約条例についてです。 

 今、お答えで検討していくとのお答えをいただきました。検討していくための学識

経験者や事業団体、労働団体、あるいは業界関係者、こういった⽅たちによって構成

される検討会議の設置が求められると思いますので、ぜひともその⽅向でやっていた
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だくように要望いたします。 

以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

平成 30 年 6 ⽉議会定例会 

○副議⻑ ただいまから会議を再開します。 

 通告により、三⼗六番 ⼩⻑井由雄君。 

○三⼗六番（⼩⻑井由雄君） 私はふじのくに県⺠クラブ所属議員として、県政の諸

課題について通告に従い、知事、副知事並びに関係部局⻑に⼀括質問⽅式にて質問し

ます。 

 初めに、ワサビ栽培の振興について伺います。 

 静岡⽔わさびの伝統栽培が静岡の茶草場農法に次いで静岡県で⼆例⽬の世界農業遺

産に認定されました。本県はワサビ栽培の発祥の地であり、県内の七市六町で四百年

以上も伝統的なワサビ栽培が継承されてきました。 

 ⼆〇⼀六年に川勝知事を会⻑として設⽴した静岡わさび農業遺産推進協議会の世界

農業遺産へ向けての申請書は、準備期間がわずか半年という短い時間で作成されたと

聞いています。申請に当たり農林⽔産省世界農業遺産等専⾨家会議の委員から申請地

域の範囲が広過ぎるという指摘を受け静岡地域と伊⾖地域に絞ることになり御殿場
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市、⼩⼭町、富⼠宮市、浜松市が申請地域から外れることになりました。しかしこれ

らの地域の理解と協⼒もいただき県内のワサビ栽培地域、⽣産者、関係者の協⼒で認

定されたものです。 

 本県の⼆〇⼀六年の⽔ワサビ栽培⾯積は百⼆⼗⼀ヘクタール、ワサビ全体の産出額

は四⼗億円と全国の産出額の七五％を占めています。しかし⾼齢化や担い⼿不⾜に加

え定植苗の供給不⾜などにより⽣産量はピーク時の⼀九九五年の四百⼋⼗五トンに対

し⼆〇⼀六年には⼆百三⼗⼋トンと半減しました。昨今の⽇本⾷ブームにより海外で

の需要は⾼まっていますが国内需要も満たせていないのが現状であり、喫緊の課題と

してメリクロン苗とそれを親株にした⼆次増殖苗や優良な実⽣苗の供給体制の早急な

整備が必要です。 

 世界農業遺産認定を契機としワサビの⽣産振興や地域経済の活性化が期待できる⼀

⽅、伝統的なワサビ栽培を継承、保全していくため地域⼀丸となった取り組みが必要

であり、今後も全国⼀のシェアを続けるために抱える課題に迅速に対応することが重

要です。 

 そこで、静岡⽔わさびの伝統栽培を後世へ継承、保全し全国⼀のシェアを占め続け

るための課題解決へ向けての取り組みと世界農業遺産認定の認知度を⾼めていくため

どのような情報を発信していくのか伺います。 
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○川勝知事 

○知事（川勝平太君） ⼩⻑井議員にお答えいたします。 

 危機意識に照らされた現状認識、多く学ぶところがありました。 

 私は、今回はワサビの栽培の振興についてお答えをいたします。 

 このたび、環境に負荷をかけない農業システムと美しい景観、独⾃の⾷⽂化などが

⾼く評価されまして静岡⽔わさびの伝統栽培が世界農業遺産に認定されましたことは

本県のワサビ栽培の振興にとりまして⼤きな画期をなす出来事でございました。他⽅

議員御指摘のとおり、近年ワサビの需要は⾼まりつつありますが苗の供給不⾜は深刻

であります。平成⼆⼗九年の伊⾖農業センターの調査によりますとワサビの苗全体の

需要数が⼀千六百万本と、しかしながら不⾜数は⼆百万本、⼋分の七しか供給ができ

ない状態ということでございます。あわせて⽣産者の⾼齢化や担い⼿の減少などによ

り⽣産量が落ち込む状況が続いています。とりわけワサビの苗の安定供給が喫緊の課

題であると認識しております。 

 このため、県では無病性――病気にかかりにくいことを特⾊とするメリクロン苗を

使った苗の増産技術の開発に関⼼を持っておりまして、先般⼩⻑井議員と御⼀緒に有

東⽊の現場を⾒せていただきましたけれども、そのような増産技術に関⼼を持ってい

るところでございます。また従来からの種から育てる実⽣苗をふやす⽅法につきまし

ても、花の苗の⽣産者とワサビの⽣産者が連携する⽣産体制の強化を図りワサビ苗の

確保に努めているところであります。さらにＡＯＩ―ＰＡＲＣを活⽤いたしまして⺠
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間企業と協働して新しい育苗技術の開発に着⼿いたしました。 

 担い⼿の確保につきましては、ワサビ⽥の保全と伝統的な栽培⽅法を後世へ継承し

ていくため若⼿⽣産者を対象に畳⽯式ワサビ⽥の造成技術や栽培管理技術を習得する

機会を提供するとともに、新規就農者への⽀援も積極的に進めているところです。 

 あわせて、世界農業遺産として認知度を⾼めていくための情報発信につきましては

来⽉⼆⼗三⽇に伊⾖市におきまして⽣産者や商⼯観光業者、地域住⺠が⼀体となって

農業遺産の価値を⾼め⽣かしていくための記念フォーラムを開催いたします。御尽⼒

賜りました武内和彦先⽣に基調講演を賜ります。さらに関連商品の認定制度の創設や

産地ならではの⾷⽂化を広く国内外に発信してまいります。 

 県といたしましては、こうした取り組みを通しまして本県の⾼い品質を誇るワサビ

栽培の⼀層の振興に努めてまいります。 

 その他の御質問につきましては、副知事、関係部局⻑から御答弁を申し上げます。 

 

〇⼩⻑井議員 （要望） 

ワサビ栽培につきましては、ＡＯＩ―ＰＡＲＣを活⽤しての苗をつくっていくという

ようなお答えをいただきましたが、⽣産農家の皆さんはやはり優良なメリクロン苗が

県内で栽培されるということを望んでおりますのでまたぜひその辺のところも検討し

ていただきたいとそのように思います。 
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〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、⽷⿂川―静岡構造線の活⽤について伺います。 

 昨年の春、静岡市清⽔区⻄⾥の⼩判沢で⽇本列島中央部を横断し東北⽇本と⻄南⽇

本を分ける延⻑⼆百五⼗キロメートルにも及ぶ⽷⿂川―静岡構造線の新たな巨⼤露頭

が発⾒されました。今回発⾒された露頭の断層⾯は⾼さ⼆⼗メートル以上で⻑さ百メ

ートル以上連続した県内最⼤のものです。専⾨家によると学術上極めて貴重なものだ

といいます。 

 この断層は、⻯⽖⼭東側の穂積神社を通り新東名⾼速道路巴川橋から⿇機団地、県

⽴総合病院、駿府城公園を経て駿河湾に連続しています。⼆〇〇九年の静岡地震で

は、この断層沿いは震度階級が⾼く駿府城の⽯垣や⺠家の⽡屋根が被害に遭いまし

た。⽷静線の露頭は⼭梨県早川町で国の天然記念物になっています。また新潟県⽷⿂

川市ではフォッサマグナなどを含めたジオサイトが⽇本で初めて世界ジオパークに認

定されフォッサマグナミュージアムが開設されています。静岡市内で発⾒された露頭

も他県のものと同様、⽂化財指定やジオパーク認定を視野に⼊れてもよい価値のある

ものだと考えます。今後研究を進めれば学術や教育分野だけでなく観光、地域振興へ

の活⽤なども期待できる⾮常に重要で⼤きな可能性を秘めたものです。 

 そこで、今回発⾒された⽷⿂川―静岡構造線の断層⾯である巨⼤露頭は、将来的に
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は伊⾖半島ユネスコ世界ジオパークを参考にジオパーク認定も視野に⼊れるなど観光

を通じた地域活性化のために活⽤を図るべきだと考えますが御所⾒を伺います。 

 

〇渡邉⽂化・観光部⻑ 

○⽂化・観光部⻑（渡邉眞⼀郎君） ⽷⿂川―静岡構造線の活⽤についてお答えいた

します。 

 昨年の春、静岡市内において地質学者で⼯学博⼠の塩坂邦雄⽒により発⾒された⽷

⿂川―静岡構造線の巨⼤露頭は県内最⼤で学術上極めて貴重な資源であるとの専⾨家

の指摘もあり学術や観光、地域振興などへ活⽤できる可能性を秘めていると考えてお

ります。地質的価値に着⽬した伊⾖半島におきましては地元七市⼋町が中⼼となり⺠

間団体や地域住⺠を巻き込みながら研究員による学術的な調査研究を⾏う体制を整え

るとともに、中央拠点施設ジオリアの開設、ジオガイドの養成やジオ教育の実践など

観光資源としての魅⼒を⾼め広く情報発信していくためのさまざまな取り組みを⾏っ

てまいりました。こうした実績を積み重ねた結果が本年四⽉のユネスコ世界ジオパー

クの認定につながり、多くの⼈々が伊⾖半島を訪れるようになっております。 

 こうしたことから、⽷⿂川―静岡構造線の巨⼤露頭につきましても、地元静岡市を

初め地域住⺠や研究者などの関係者が協⼒してその価値を保全し広く伝える活動等に

取り組まれることにより地域の活性化に資するものになると考えております。 

 県といたしましては、地域の関係の皆様に伊⾖半島ジオパークへの⽀援を通じて培
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った知⾒や経験に基づいたアドバイスを⾏い観光誘客などに向けた地元での取り組み

を促してまいります。以上であります。 

 

〇⼩⻑井議員 （再質問） 

⽷⿂川―静岡構造線についてですが、ユネスコ世界ジオパークに認定されている周辺

の新潟県内の区間はジオサイトとなっています。このジオサイトを静岡県まで拡⼤し

てもらうということは可能ではないかなと考えます。 

 新潟、⻑野、⼭梨、静岡、この四県にまたがるジオサイトを働きかけていく、そし

て将来は観光利⽤そしてまた⽷静線のミュージアムを建設するとそういうことも可能

だと思いますが、県の考えをお伺いします。 

 

○渡邉⽂化・観光部⻑。 

○⽂化・観光部⻑（渡邉眞⼀郎君） ⽷⿂川のジオパークについて、これを拡⼤して

はどうかというふうな夢のあるお話をいただきました。ありがとうございました。 

 これにつきまして、ジオパークの設定ということになりますとこちらにつきまして

は明確なエリアを決めていくということになります。伊⾖半島の場合には七市⼋町

と。⽷⿂川の場合には⽷⿂川市市域全体が指定ということになります。そしてルール

上これを⼀割以上拡⼤するということになりますと、これは変更とかそういった⼿続

ではなくて改めて新たに申請をし直すということになるというふうに承知しておりま
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すので、先⽣御指摘のような形で中部地域における全体のジオというふうな形になり

ますとこれは新たな申請をしていくという形になろうかと存じます。そういたします

と、先ほども答弁いたしましたが学術調査でありますとか広く周知を図るための情報

発信ですとかそういったことにつきまして地元の市町あるいは地元の⽅々と連携をし

た活動の積み重ねこういったものがやはり求められてこようかと思います。また隣県

様にお声をかけていくということに関しましてもまずは膝元、地元静岡の活動という

ものが動き出しがございませんとなかなか広めていくのも難しいかというふうに思っ

ております。 

 以上から、先ほどの繰り返しにはなりますものの、まずは私ども伊⾖半島ジオパー

クこれで培いました経験等々これをアドバイスというふうな形で地元にお⽰しをして

いきましてそういった動きというものを促してまいりたいこのように考えておりま

す。以上であります。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、⾃動運転の実⽤化についてのうち、公共交通機関の⾃動運転について伺いま

す。 

 現在、⼈⼯知能技術として最も進んでいるのは⾃動運転技術の分野だと⾔われてい

ます。近年世界の⾃動⾞メーカーがしのぎを削って開発を進めており、公道での⾃動
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運転の実証実験が重ねられていると報道されています。 

 我が国においても、国⼟交通省による中⼭間地域における道の駅を拠点とした⾃動

運転サービスの実証実験を初め全国各地で実験が⾏われています。政府は過疎地域等

の公共交通において無⼈⾃動運転移動サービスを⼆〇⼆〇年までに導⼊する⽬標を設

定し研究開発を進めています。近い将来の⾃動運転の実⽤化は現実のものとなること

が期待されます。 

 ⼀⽅、県内の路線バス事業においては運転⼿不⾜が深刻です。加えて五⼗歳以上の

バス運転⼿の割合は約五割を占め、運転⼿の⾼齢化がさらなる⼈⼿不⾜につながるこ

とが懸念されています。また⾼齢化社会の進展により免許返納後の⾼齢者の移動⼿段

の確保が⼤きな課題となっています。 

 このような課題に対処するため、県が主導して⾃動運転に係るプロジェクトを進め

ていくとの報道がありました。早期実⽤化に向けて期待しているところですが、本県

においてこのプロジェクトを実施する意義について伺います。 

 

〇難波副知事 

○副知事（難波喬司君） ⾃動運転の実⽤化についてのうち、公共交通機関の⾃動運

転についてお答えをいたします。 

 本県の路線バス系統数は、利⽤者の減少や運転⼿不⾜により平成⼆⼗⼋年度までの

三年間で約⼀割減少したほか運⾏している系統の約三分の⼀が⾏政の財政⽀援を受け
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ているなど、路線の維持は⼤変厳しい状況にあります。⼀⽅路線バスの抱える課題を

解決するための⼀つとして現在⾃動⾞の⾃動運転への取り組みが世界規模で活発に展

開されており、⾃動運転が実⽤化されれば公共交通を維持する上で有効な⼿段になる

と考えております。しかし⾃動運転技術の確⽴や法制度の整備、公共交通事業として

のビジネスモデルの確⽴などの多くの課題が存在をしております。 

 このため、県では本年五⽉、⾃動⾞メーカー、⼤学、地図作成会社等と連携をして

⾃動運転にかかわるプロジェクトを⽴ち上げました。⾃動運転の実⽤化に向けては⾞

両、運転を制御するソフトウェア、⾛⾏のベースとなる地図などが必要となるため連

携機関がこれらを準備し、県は道路の三次元座標データや実験場所を提供するほか関

連法規制の確認や地域との意⾒交換を⾏うとともにプロジェクトの推進役を務めるこ

ととしております。 

 公共交通機関の⾃動運転化に当たりましてはさまざまな道路状況において⾛⾏安全

性が確保されていることが不可⽋であることから、本プロジェクトではまず⼩型の電

気⾃動⾞を⽤いて本年度⼩笠⼭総合運動公園付近で実証実験を⾏い、その後さらに県

内各地で⾃動運転の⾛⾏実験を展開していきたいと考えております。また試験⾞両に

乗⾞された⽅、地域住⺠の⽅々などを対象に⾃動運転に対する期待や不安、改善すべ

き点などについて御意⾒をお聞きし利⽤される⽅の視点から実⽤化に当たって必要と

なる諸条件を検証してまいります。 

 近い将来の⾃動運転の実⽤化に向けて、速やかに県内で次世代モビリティーによる
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公共交通サービスが提供されるよう、県といたしましては新しい⽇本づくりのモデ

ル、拠点を⽬指して関係機関とともに本プロジェクトに取り組んでまいります。以上

であります。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、ＥＶ化と関連産業の振興について伺います。 

 ⾃動⾞産業界では世界的にＥＶ化や⾃動運転などの技術⾰新が急速に進んでいま

す。静岡経済研究所の独⾃試算では、ＥＶ化が普及した場合の⾃動⾞業界に与える影

響度を⽰すＥＶショック度が本県は全国⼆位とされました。将来的には⾃動⾞部品出

荷額が半減するおそれがあり、ガソリン⾞部品から転換するＥＶシフトという課題が

⽰されました。 

 昨年、ドイツのアウディが緊急時だけ運転⼿が操作するレベルスリーの機能を持つ

⾃動⾞を世界で初めて発売しました。また先⽉にはＥＵ委員会が⼆〇三〇年代に運転

⼿が要らない完全⾃動運転の社会を実現するための⾏程表を発表するなど、世界で導

⼊の動きが進んでいます。このように国内外で急速に普及拡⼤が進むＥＶや⾃動運転

の分野は今後ビジネスチャンスの拡⼤が期待されます。 

 この分野へより多くの県内企業が参⼊するために、県はどのような施策を講じてい

くのか伺います。 
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○天野経済産業部⻑ 

○経済産業部⻑（天野朗彦君） ⾃動運転の実⽤化についてのうち、ＥＶ化と関連産

業の振興についてお答えいたします。 

 世界で急速に進むＥＶ化や⾃動運転化などの動きは本県の製造品出荷額等の四分の

⼀を占める⾃動⾞産業に⼤きな影響を与えるものであり、産学官が共通の認識を持っ

て迅速かつ的確に対応することが重要と考えております。⼀⽅で産業構造が⼤きく変

化しようとするときは新たなビジネスチャンスが⽣まれる契機ともなります。 

 このため、県では去る六⽉五⽇にＥＶなど次世代⾃動⾞への参⼊や他の成⻑分野へ

の事業転換を⽬指す企業への⽀援を検討する静岡県ＥＶ化・⾃動運転化等対応研究会

を⽴ち上げたところです。トヨタやスズキ、ホンダなどの国内主要⾃動⾞メーカーや

県内部品メーカー、国、⼤学、産業⽀援機関など⼆⼗⼀企業、団体が参加し、第⼀回

会合では各社の共通の基盤を⽣かすことで製品開発がスピードアップする、企業間で

のシナジー効果に期待するなど活発な意⾒交換がなされました。今後⼗⽉までに研究

会を四回程度開催して結果を取りまとめ具体的な施策に反映させてまいります。 

 県といたしましては、こうした研究会での議論や産業界の現場の声をしっかりと受

けとめまして急速に進むＥＶ、⾃動運転の分野により多くの県内企業が参⼊できるよ

う浜松地域イノベーション推進機構の次世代⾃動⾞センターなどと連携をしながら幅

広いプラットホームを構築していくことで本県経済を⽀える⾃動⾞関連産業の⼒強い
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成⻑を⽀えてまいります。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、再⽣可能エネルギーの普及と環境への配慮についてのうち、再⽣可能エネル

ギーの導⼊拡⼤について伺います。 

 再⽣可能エネルギーは、世界的には太陽光発電と⾵⼒発電が著しい成⻑を遂げてお

ります。中でも太陽光発電事業は他の発電事業と異なり参⼊障壁が低く、事業期間中

の事業主体の変更も⾏われやすい事業であるためさまざまな事業者が参⼊していま

す。固定価格買い取り制度が導⼊されると太陽光パネルの⼀般住宅への普及が進み、

⼟地価格の安い⼭間部などにおいては⼤規模に太陽光パネルを設置して⼤容量発電事

業を⾏う事業者も多く⾒られるようになりました。 

 その結果⼆〇⼀⼆年七⽉に買い取り制度が導⼊されて以降太陽光発電は⼋・六倍に

増加しました。本県においても、恵まれた⽇照環境を⽣かした太陽光発電を中⼼に急

速に導⼊が拡⼤しており、制度導⼊前に⽐べて⼋・⼀倍に増加しています。 

 本県は太陽光のみならず豊富な⽔や森林、温泉など再⽣可能エネルギーとして活⽤

可能な多様な地域資源を有しているとともに、エネルギー関連設備等の開発に必要な

技術⼒を持った企業が多数存在します。地域が有する多様な資源と県内企業の技術⼒
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を活⽤しエネルギーの地産地消に加え経済的にも地元に還元する形での導⼊拡⼤を図

るべきだと考えます。県としてどのように取り組んでいくのか伺います。 

 

○天野経済産業部⻑ 

再⽣可能エネルギーの普及と環境への配慮についてのうち、再⽣可能エネルギーの導

⼊拡⼤についてであります。 

 県では、エネルギーの安定供給と地域経済の活性化を⽬指しふじのくにエネルギー

総合戦略に基づき再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤と地域企業によるエネルギー関連産

業への参⼊促進に取り組んでおります。 

 具体的には、中⼩企業等が⾏う⼩⽔⼒、バイオマス、温泉熱等の利活⽤設備の導⼊

に対する助成等の⽀援を⾏うとともに、昨年度からは⾷品廃棄物をエネルギー源とし

て有効活⽤するため県⼯業技術研究所が開発した安価で⼩型なメタン発酵プラントの

実⽤化に向け地域の⾷品加⼯事業者やプラントメーカー等と連携し実証事業を進めて

いるところであります。また地域企業によるエネルギーをつくる創エネ、エネルギー

をためる蓄エネに関する技術開発や事業化を促進するため、この七⽉にも産学官⾦に

よる協議会を設⽴いたしまして講習会の実施や⼤学、試験研究機関とのマッチング等

の⽀援を⾏ってまいります。 

 今後も、本県が有する多様な地域資源と地域企業の⾼度な技術⼒を最⼤限に⽣かし

ましてエネルギー産業の振興による地域経済の活性化を図りながら再⽣可能エネルギ
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ーのさらなる導⼊拡⼤に取り組んでまいります。以上であります。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、太陽光パネル廃棄物の増加への対応について伺います。 

 再⽣可能エネルギーは、拡⼤するに伴い施設設備等に関するトラブル、苦情も増加

しています。その⼤半が域外資本の太陽光発電に対する⾬⽔や⼟砂災害、景観、住⺠

理解に対する苦情で、⾵⼒、バイオマス発電でも騒⾳や低周波の問題が発⽣していま

す。 

 県の実態調査では県内の⼗市町でトラブル発⽣の事例があるということです。中で

も太陽光パネルの耐⽤年数は⼆⼗年から三⼗年程度とされているので、寿命や修理交

換に伴い⼆〇三〇年代半ばから使⽤済みパネルの排出量が急増することによる問題の

発⽣が懸念されます。買い取り期間が終了し使⽤している太陽光パネルが耐⽤年数を

迎えると投資対象としての魅⼒もなくなり、事業から撤退する事業者や投資家が⼀気

にふえる可能性があります。そのときに⼀部の事業者が太陽光パネルをそのまま事業

⽤地に放棄するなど不法投棄まがいの⾏為が⾏われることが危惧され、感電や⼟壌汚

染につながるおそれもあります。 

 これらの問題に対応するためには、太陽光パネルの廃棄に関する処理体制の構築が

必要と考えますがどのように対応していくのか伺います。 
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○鈴⽊くらし・環境部⻑。 

○くらし・環境部⻑（鈴⽊ 亨君） 再⽣可能エネルギーの普及と環境への配慮につ

いてのうち、太陽光パネル廃棄物の増加への対応についてお答えいたします。 

 再⽣可能エネルギー固定価格買取制度の導⼊などにより急激に普及した太陽光発電

につきましては、パネルの処理費⽤が制度上確実には担保されていないことにより今

後⼤量に⽣じる使⽤済みパネルの放置や不法投棄による⼟壌汚染などの環境への影響

が懸念されております。 

 このため、県では他の都道府県と連携して⾃動⾞リサイクル法と同様に処理費⽤が

確実に担保されるシステムの導⼊を関係省庁に要望し、国においても使⽤済みパネル

の適正なリサイクル、処分のための施策のあり⽅について法整備を含め検討を進めて

いるところであります。 

 県といたしましては、太陽光発電事業者が事業終了後適切な処分を確実に⾏うよう

国と連携して適正処理の周知に努めるとともに、より実効性のある処理体制が早期に

導⼊されるようあらゆる機会を通じて今後も引き続き国に働きかけてまいります。 

 

〇⼩⻑井議員 （要望） 

太陽光パネル廃棄物の増加についての対応については、国も法整備の検討を始めたと

いうことです。特に危惧するのは近い将来使えなくなった、使わなくなった太陽光パ
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ネルが放置されたり、放棄されそのまま残るとということが。特に中⼭間地ではこう

いう問題が起こりやすいのではないかと思います。そういったことがないように国と

連携してというような話もありましたが、今のうちから県としても対策を検討してい

ただくようにお願いをします。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、リニア中央新幹線の⼯事に係る影響について伺います。 

 リニア中央新幹線の静岡⼯区では、南アルプス地下のトンネル掘削により想定され

る⼤井川⽔系の流量減少と⽣態系への影響や残⼟処分地の安全性等、⼤井川⽔系を利

⽤する⼋市⼆町六⼗⼆万⼈の⽣活とユネスコエコパークにも指定されている⾃然環境

への影響等について問題が解決されていません。 

 ＪＲ東海は、⼯事終了後には最⼤毎秒約⼆トンの⽔が減少すると試算しています。

これは流域住⺠が使⽤する⽔道⽤⽔、あるいは流域で使⽤される⼯業⽤⽔の取⽔量と

同程度の⽔量であり、下流域への影響ははかり知れません。この⼆トンの減⽔量の根

拠をＪＲ東海はどのように説明しているのか伺います。 

 次に、南アルプスには多くの構造線が発達しており、その多くは破砕帯を伴い断層

粘⼟に流出を抑えられた⼤量の地下⽔が帯⽔しています。さらにこの地下⽔は三百メ

ートルから千四百メートルの⼟かぶりで被圧され強⼤な圧⼒がかかっています。そこ
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へトンネル⼯事の掘削を⾏えば⻑時間かけて帯⽔した地下⽔が⼀気に噴出してしま

い、渇⽔期でも⼀定量の⽔を安定的に供給している地下⽔源は枯渇し、ＪＲ東海が⼤

井川へポンプアップして戻すという⽔それ⾃体がかれてしまうのではないかと危惧さ

れます。 

 丹那トンネル⼯事では芦ノ湖の三杯分の⽔が噴出したと⾔われ、将来にわたる⽔枯

れが起こりました。ＪＲ東海は、この⽔枯れの可能性についてどのように説明してい

るのか伺います。 

 仮に湧⽔があれば、その湧⽔全量⼤井川へ戻す設備を⽤意すると⾔っているようで

す。しかし椹島の⼯事⽤排⽔トンネルの出⼝上流の減⽔した地域や⽀流の沢などの⽣

態系への影響についてＪＲ東海はどのように説明しているのか伺います。 

 

○鈴⽊くらし・環境部⻑。 

リニア中央新幹線の⼯事に係る影響についてであります。 

 環境影響評価⼿続において、ＪＲ東海は最⼤毎秒⼆トンの減⽔量の根拠については

地形や地盤、⽔循環、トンネル掘削状況をもとに地下⽔への影響を予測するプログラ

ムにより算定した結果としています。地下⽔の⽔がれそのものの可能性についてＪＲ

東海は⾔及しておりませんが、地下⽔の⽔位への影響については、県内のトンネル区

間全般としては⼩さいものの破砕帯等の周辺の⼀部においては⽔位に影響を及ぼす可

能性があると予測しています。 
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 椹島の導⽔路トンネル出⼝上流の地域や⽀流の沢の⽣態系への影響につきまして

は、ＪＲ東海は沢⽔に依存する動物について、トンネル区間全般では影響は⼩さいも

のの破砕帯等の周辺の⼀部においては影響を及ぼす可能性があるとしています。 

 

〇⼩⻑井議員 （再質問） 

 リニア中央新幹線についてです。 

 ⽔の問題。⼆トンの減⽔の根拠というのが、この算定は平成⼆⼗五年九⽉の環境影

響評価準備書資料編で⽰された算定⽅法による算定で毎秒⼆・〇三トンの減少という

数字が出たものと思います。しかし算定数値は透⽔係数がモデルの⼊⼒条件によって

変わるものです。南アルプスには多くの断層があり、それぞれの透⽔係数が違いま

す。その調査を現場でやったとの報告は聞いておりません。したがってこの⼊⼒数値

は、条件の⼀般的なもの、あるいは仮定のものではないかなと考えます。算定結果は

⼊⼒条件によっていかようにもなるものですから、トンネル掘削による⼆トンの減⽔

という根拠にはならないと考えます。 

 また⽔枯れの問題、ＪＲは触れていないということですがこの最初に⾔った⼆トン

の減⽔ということは仮定のものであるなら、この⽔枯れもかなりのもの、⽔が枯れて

しまうと、そういう状況も現出するものと思いますが、それぞれ県の⾒解をお伺いし

ます。 

 さらに椹島の排⽔⼝の上流部、これの影響は⼩さいというようなことでしたが、先
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ほどと同じ理由で⼆トンの減⽔についての説明は納得できないものです。南アルプス

エコパークの更新にも⼤きな影響が出るのではないかと危惧しますが、県の⾒解をお

伺いをいたします。 

 

○鈴⽊くらし・環境部⻑ 

○くらし・環境部⻑（鈴⽊ 亨君） リニア中央新幹線の⼯事に係る影響に関する再

質問にお答えいたします。 

 まず、⼤井川の減⽔量最⼤毎秒⼆トンというものは⽔量減少の環境影響評価におけ

る環境への影響予測のために解析したものでありまして、県としましては不確実性が

⾼いものであり、技術的に可能な最⼤限の湧⽔を⼤井川に戻す対策をとることを求め

ております。 

 それから⽔枯れの問題と椹島のあたりの⽣態系の影響への懸念でございますけれど

も、ＪＲ東海が述べております地下⽔の⽔位への影響の⼩さいということは影響⾯積

が⼩さいことを述べておりまして、地下⽔の⽔位への影響や⽣態系への影響につきま

してはモニタリングを定期的に実施しその結果を県等に報告し対策措置の実施を現在

求めております。 

 それからエコパークの登録、更新に影響があるんじゃないかというお話がございま

したけれども、県としてはそのような事態を招かないようにリニアの影響を最⼤限低

減できるようにＪＲ東海と⾃然環境保全協定等を締結しながら環境保全を図っていき
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たいと考えております。 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、発⽣⼟置き場について伺います。 

 ＪＲ東海は、県内で発⽣する三百七⼗万⽴⽅メートルに上る発⽣⼟置き場として七

カ所を計画しており、最⼤の場所が⼤井川と燕沢合流地点左岸になります。しかし地

元に詳しい専⾨家によるとこの地点は崩壊危険地とされ対岸には⼭体崩壊を起こして

いる千枚崩れがあり、その崩壊による⼟⽯流が⼤井川を対岸側へと押し出す地形とな

っています。この千枚沢上流部には不安定⼟塊があり、集中豪⾬で⼟⽯流の発⽣する

危険が極めて⾼い場所だと⾔われます。不安定⼟塊が崩壊すれば⼤井川をせきとめる

天然のダムができる可能性があり、その天然ダムが決壊した場合には下流域への影響

はもちろんですが積み上げられた発⽣⼟を洗堀するおそれがあります。この点をＪＲ

東海はどのように説明しているのか伺います。 

 また、専⾨家の現地調査で燕沢発⽣⼟置き場には⼆カ所の地すべりが存在すると指

摘されています。ＪＲ東海から提出された資料ではこの点についての報告はされてい

ないということですが、県の⾒解を伺います。 

 

○鈴⽊くらし・環境部⻑ 
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燕沢の発⽣⼟置き場の危険性につきましては、ＪＲ東海は擁壁の位置や形状、盛り⼟

の⼯法等を考慮すれば⼟⽯流の拡散、減速の役割は果たせるものと考えており、今後

発⽣⼟置き場の位置や形状等による下流域への影響についての検討を⾏い適切な計画

を作成していくとしています。 

 地すべりが存在するとの指摘につきましては、県では⼟⽯流、地すべり等の⼤規模

な⼟砂移動なども想定し⽣態系全体や景観への影響も考慮した⼗分な調査を実施した

上で対策を講じるようＪＲ東海に求めております。今後これらの調査結果に基づき提

出される発⽣⼟置き場管理計画等により発⽣⼟置き場の状況や適性等を確認し意⾒を

述べてまいります。 

 県といたしましては、ＪＲ東海に対し環境への影響が回避されるよう確実な環境保

全措置を引き続き求めてまいります。 

 

〇⼩⻑井議員 （再質問） 

残⼟処分地の問題ですが、この地点は燕沢、⼤崩壊地でありまして擁壁の位置とか形

状あるいは⼯法等を考慮するということですが、それで耐えられるような⼟砂の量で

はないと、聞いておりますが、県はどのように考えるのか⾒解を聞かせていただきた

いと思います。 

発⽣⼟置き場についての地すべりが⼆カ所ある。この件についてもこれから正式に決

まった段階で県としては対処していくということだと思いますので、これは意⾒です
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が、決まった段階ではしっかり対応していただきたいと思います。以上、答弁を求め

ます。 

 

○鈴⽊くらし・環境部⻑ 

燕沢の発⽣⼟置き場の危険性についてでございますが、県では⼟⽯流、地すべり等の

⼤規模な⼟砂移動などを想定して調査を実施しその対策を講じるようにＪＲ東海に求

めております。 

 今後、この調査から成ります発⽣⼟置き場管理計画等において発⽣⼟置き場の状況

や適性等を中央新幹線環境保全連絡会議というようなところで確認してまいりたいと

考えております。以上です。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

 次に、放射性物質汚染対処特措法の本県への影響について伺います。 

 原⼦炉等規制法上、放射性廃棄物は原⼦⼒発電所や低レベル放射性廃棄物埋設セン

ターで管理されることになっています。しかし福島第⼀原発の事故当時は放出された

⼤量の放射性物質による環境汚染へ対処する法制度はありませんでした。 

 そこで、⼤量に発⽣した災害廃棄物の処理を促進するため制定されたのが放射性物
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質汚染対処特措法です。この特措法では⼋千ベクレル以下の廃棄物は廃棄物処理法に

従って処理を⾏うとしています。しかしこの⼋千ベクレルという基準は⼆〇〇五年か

ら国内で適⽤され放射能基準値以下とされてきた百ベクレルの⼋⼗倍です。それにも

かかわらず通常の廃棄物とほぼ同様の処理を可能としています。 

 さらに、⼋千ベクレルを超える廃棄物は国が処理するものとして指定することにな

っていますが、⼆〇⼀六年四⽉に特措法の施⾏規則が改正され再度の測定で⼋千ベク

レルを下回った廃棄物なら国が指定を解除できることになりました。しかし指定解除

したものについての公表はしないとのことです。現状ではこの廃棄物も通常の廃棄物

と同様に処理することができるため住⺠にとって⼤きな不安材料となります。 

 県は、国に対し指定解除したものについて公表するように要望するべきではないか

と考えますが、県の⾒解を伺います。また県も独⾃に情報収集して⼀般に公表するべ

きではないかと考えますが、⾒解を伺います。 

 

○鈴⽊くらし・環境部⻑。 

放射性物質汚染対処特措法の本県への影響についてであります。 

 東⽇本⼤震災により発⽣した放射性廃棄物については、放射性セシウム濃度が⼀定

以上の廃棄物を国が指定し厳格な管理基準のもと保管されておりますが、⼈の健康に

影響がなくなったレベルのものについては国が指定解除をすることにより家庭ごみと

同様の処分ができるようになっております。 
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 県では、放射性廃棄物の指定は国が⾏ったものであることから指定の解除情報の提

供も国がみずから⾏うべきものと考えており、国に積極的に要望してまいります。ま

た指定を解除された廃棄物は⼈の健康に影響がないレベルのものであり、指定されて

いない放射性廃棄物との均衡からも国と同様情報提供は考えておりません。 

 

 

〇⼩⻑井議員 （質問） 

天⻯川上流の⻑野県宮⽥村における最終処分場の建設計画について 

 特措法の制定により静岡県にも⼤きな懸念材料が発⽣しております。それは天⻯川

上流の⻑野県上伊那郡宮⽥村の天⻯川と⼤⽥切川が合流する氾濫原に、⼋千ベクレル

以下でありますが放射性物質に汚染された廃棄物の埋め⽴てを前提として⼗⼆万⼆千

四百⽴⽅メートルもの埋め⽴て容積の最終処分場の建設が⼆〇⼆〇年度中の稼働を⽬

指して計画されていることです。建設予定地には三⽅向からの流れの強い地下⽔が存

在し⽔位も⾼く、過去に何度も⼤⽔害を経験している地域で処分場の⽴地としては適

さない場所だと⾔われています。放射性物質の拡散による新たな汚染の発⽣や地域の

環境、経済へのはかり知れない影響、さらに下流域の⼈々や⽣態系へ影響を及ぼすお

それがあることから周辺住⺠は計画撤回に向けた⼗万⼈の反対署名を集めるなどの活

動を⾏っています。また宮⽥村村議会も⻑野県へ基準・制限の確⽴を求める意⾒書を

提出したと聞いています。 
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 環境省の安全性評価検討ワーキンググループでは、五千ベクレルの汚染⼟が百ベク

レルまで減衰するのに百六⼗三年から百七⼗⼀年かかるとの試算が⽰されています。

そのように⻑期間にわたって安全が維持され続ける廃棄物処理施設ができるのかは甚

だ疑問です。 

 天⻯川は県⻄部の重要河川であり、その⽔系の利⽤は上⽔道で百⼋万⼈、⽤⽔では

三⽅原⽤⽔など四つの農業⽤⽔と中遠⼯業⽤⽔道などの三⼯業⽤⽔、さらに発電⽤⽔

としても⼗⼀カ所の利⽤があります。また夏場には鮎釣り⼈でにぎわう川でこの川の

⽔は遠州灘、駿河湾へと流れ込んでいきます。 

 そこで伺いますが、この処分場建設計画について県はどのように把握し、本県にど

のような影響があると認識しているのかあわせて伺います。 

 他県のことではありますが、環境への影響が県境をまたぐ建設計画がある場合には

関係⾃治体が協議することもあると聞いております。流域⼀帯への影響の⼤きさを考

えると、⻑野県や関係⾃治体との協議の場を早急に設ける必要があると考えますが御

所⾒を伺います。以上、答弁を求めます。  

 

○鈴⽊くらし・環境部⻑。 

 天⻯川上流の⻑野県宮⽥村における最終処分場の建設計画につきましては、地元住

⺠と事業者との間で話し合いが続いており、施設設置の許可権者である⻑野県への具

体的な計画協議がいまだ⾏われておらず現時点では本県への影響を確認できる段階に
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はありません。 

 県といたしましては、県⺠の安⼼を確保するため引き続き⻑野県や宮⽥村からの情

報収集を⾏い事業の進捗状況に応じて⻑野県と協議し施設の安全性を確認してまいり

ます。以上であります。 

 

〇⼩⻑井議員 （要望） 

放射性物質の汚染対処特別法の影響についてですが、⼋千ベクレルは⼈の健康に影響

がないというような⾔い⽅に聞こえましたが、⼋千ベクレルで⼈の健康に影響がない

ということは実証されたものではないと、私は認識しております。 

 それから宮⽥村の最終処分場の建設計画です。これはまだ産廃業者から⻑野県への

計画協議が⾏われていないということ、それは承知しています。それは地元及び周辺

の住⺠が反対運動をしている。この反対が⾮常に強いからということがあるからだ思

います。この施設は⾼い濃度の放射性物質に汚染された廃棄物を埋め⽴てるというこ

とです。果たして将来にわたり安全が本当に確保されるのかどうなのかということは

疑問です。静岡県からも⻑野県へそのような懸念を伝えていただく、機会を捉えて伝

えていただきたいと思います。 

 

○⼩⻑井議員 

○三⼗六番（⼩⻑井由雄君） ありがとうございました。 
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 昨⽇、塚本議員への御答弁で河川流量の減少の程度を計測や解析によって特定する

ことは現在の技術⼒では不可能だというふうなお答えがあったと思います。私もその

とおりだと思います。やってみないとわからない。 

 今回の質問では⼤井川、天⻯川、県内の重要河川の⼆河川について質問を取り上げ

ました。川に関することはその流域全体で考えなければいけないと思っております。

その中⼼となるのは県であり、県の役割の重要さを私⾃⾝も改めて再認識したところ

でございます。流域に不利益をもたらす事案には今後も毅然として対応していくこと

をお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 




