平成２９年度（秋季）

議会報告会報告書

○１班

松永公民館、宮川公民館、西津公民館

○２班

中名田公民館、内外海公民館、口名田公民館

○３班

国富公民館、遠敷公民館、加斗公民館

○４班

今富公民館、雲浜公民館、小浜公民館

小

浜

市

議

会

小浜市議会
日

時

議会報告会

実施報告書

平成 29 年 11 月 14 日（火）19：00～21：00

会場／地区

松永公民館／松永地区

出 席 議 員

1 班／熊谷久恵、今井伸治、能登恵子、垣本正直、清水正信

（計 5 名）

参加者（市民） 28 名
報 告 事 項

司会・班長：熊谷久恵、 報告者（定例会報告）
：清水正信、
（地域包括支援センターについて）：能登恵子、
質問

書記：能登恵子

地域包括支援センターの体制図、広報おばまと今回の資料の図 【今後の対応】
とどちらが正しいのか。

回答

包括支援と介護は重なる部分も多く図式にするのはむずかしい 当日の回答と
のですが、今回議会報告会の資料の方がより正確です。

質問

報告会に
おける

おり

今の図ですが、松永は委託のほうに回る地区ですが、なんで市
の方に矢印が多く、こちらは少ないのか。

回答

認知症支援総合事業や在宅医療・介護連携体制整備事業は医療 当日の回答と

市民からの

関係者等との連携が必要ですし、ケアマネージャーへの指導や おり

意見・

研修事業は全体でしなければならないので。委託事業者への圏

要望内容

域地区は矢印の無いところは、全体の責任として市が持ってお
り連携しています。
質問

介護認定をしてもらう場合には、市役所の福祉担当課が窓口で
すか。

回答

認定も社協包括に相談していただくと、つないでくれます。

当日の回答と
おり

質問

以前、窓口で介護認定に時間がかかるし受けられないし、質問
しても理由の返答も無い。他の使える制度も教えてもらえなか
った。そういうことも、社協さんにしてもらえるのか。非該当
だけの返事が来るような市役所の仕事を社協に丸投げして、は
たして親身に相談に乗ってくれるのか心配だ。

回答

必要な方には、介護認定審査会が終わるまでに介護を受ける方 当日の回答と
法もありますし、その受けられない理由も聞くことができます。 おり
2 圏域化することによりきめ細やかな相談にいち早く取り組め
る利点がある。

質問

いろんな支援があっても、こちらから聞かないと教えてくれな
い。

回答

小浜市独自の事業「高齢者障害者自立支援事業」
「軽度の生活支 当日の回答と
援事業」があります。配食サービス、外出支援サービス、介護 おり
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用品支援、緊急通報装置の貸与、家族介護支援交流事業など。
その人に合った支援を親切に情報提供し寄り添う窓口でありた
いと思います。
質問

小浜病院のことですが、７階ベッド数の多いところに夜勤４~
５人で、その奥にはＨＣＵがありナースセンターには誰もいな
い、看護師不足が見て取れ、受ける側も介護する側も苦労して
いるが、看護学校の生徒さんが小浜病院に残ってくれない状況
をご存知ですか。
実際、現場に医師がおらず電話で指示を受けての処方とか、何
時間も後に手当してくれるのが実態。命にかかわること、そん
な医療の現場の声だと、受診したくない。医療の現場の声を聞
いて対策を講じてほしい。

回答

報告会で皆さんの医療体制のご意見があったことは、病院議会 行政に伝える
を通じて病院管理者の方へ伝えますし、看護師・医師不足につ （回答を求める）
いても、今までも要望していますが引き続き申し出します。
基準は満たしていますが、十分ではないのは認識しています。
１５０億を投資し、設備・医療機器などは充実しましたが、マ
ンパワーが足りないというのは現実で残念なところ。

質問

やはり、より良い医療を目指していただきたいのと、現場を見
て現状を把握していただきたい。

回答

貴重なご意見、真摯に受け止めて改善に向かうようやっていき 当日の回答ど
たい。

質問

おり

松永川の浚渫について、今年の台風で「危険氾濫水位」という
放送が流れていた。だが、あの雨と風の中、どこへ逃げていく
のかが難しいところだった。そこで、南川・北川等の浚渫を要
望します。特に松永川と遠敷川の合流、下の方も副堤的なもの
が重なって水量が流れない、あふれ出てくる可能性があるので
は。北川の場合は、江古川との関連もあり、海まで直線的に持
っていったらあそこもあまり氾濫しないのでは。
日笠川の排水路は、平野の橋の下で、北川の川床の方が上がっ
ているので、日笠の田の水が抜けない。松永の大豆も全部の田
も水没。国分寺も浸かった。人命を守るため、北川の土砂を取
っていただきたい。

回答

今回の台風 21 号に関して、結構早めに南側の水位が上がり避 当日の回答と
難指示まで出たのですが、北川は、江古川の合流の水位を下げ おり
るため浜中のところから上を一部浚渫し終わっているので、ほ
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とんど上がっていなかった。言われるように、浚渫をしないと
当然遠敷川、それに接する松永川の水位が下がらないというの
はその通りです。松永地区から市長あてに地区要望を出してい
ただいており、その回答では、松永川に関してですが、一昨年
は三分一地係の浚渫を 500ｍ３、昨年は東市場付近 600ｍ３の予
算要求したことが昨年の地区要望にあります。河川管理者の福
井県から、
「昨年浚渫を予定していたが、予算の関係上できなか
ったが、今年度は特に河積を阻害している個所について、浚渫
並びに雑木伐採を実施する計画です。7 月下旬に上野大橋、西
街道付近および大河原橋において実施した。また、浚渫残土の
処分先の確保について、情報提供等の地元との協力をお願いし
たい。
」と松永地区に回答されています。
質問

毎年 4 月に行われる若狭マラソンについて、今は出場する人が
いないのですが、車椅子のランナーの参加の件を、検討してい
ただきたい。今年 6 月に、上中のあじさいマラソンに、私と子
どもと一緒に走ったのですが、そこで重度の障がいを持ったお
子さんたちを車いすで押して走っておられるお母さんと知り合
いになりまして、車いすといっても普通の車いすでなく丈夫な
車いすですが、ほかの敦賀マラソンとか、若狭マラソンでは断
わられる。若狭マラソンも出たいとおっしゃる重度のお子さん
ですが、お母さんと一緒に走っていると子どもさんもすごく笑
顔で大変喜んでいました。障がい者の方も参加できるよう検討
していただければ、私もうれしいですし宜しくお願いします。

回答

あじさいマラソンでは、そのような前例があるということです 行政に伝える
ので、若狭マラソンではどの様な形でなら可能なのか、負担の （回答を求める）
ないような形で可能か、市に伝えさせていただきます。

質問

小浜病院の議員さんが目の前にいるという機会があまりないも
んで。小浜病院の人事について、非常に申し上げにくいのです
が、正直言って天下りがひどくなっています。再雇用した人に
役職がついていたり、役職が付いたまま再雇用したりというの
が、いろいろ問題に出ています。議員さんが見られその人事に
なったのか、病院側の判断でそうなったのか。役職が付くとい
うことは、そこにお金が回るということので、それでお金がな
いと言われても、下々で働いている人間としては、それはない
だろうと思うんです。議員さんがどう動いているのか。

回答

今、小浜病院は 4 市町の自治体で経営している組合組織です。 行政に伝える
小浜市長が管理者でトップを務め、美浜町長、若狭町長、おお （回答を求める）
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い町長が副管理者となり、経営上の財政的な内容を管理してい
ます。一方、医療や病院内の人事に関しては病院長が担当し、
議員には人事の権限などはないのですが、そのような問題や先
ほどの患者に対して非常におかしいんじゃないかというのに対
しても、議会としては病院の地域医療に対する向上のための体
制として、人事も含めて要求・指摘することができます。組織
の中での人材確保という面で、病院では考えて人事の配置をさ
れているのではないかと思いますが、私たちの出来る範囲で改
善するよう努めさせていただきます。
質問

松永地区を通るあいあいバスですが、縦貫線方面を取ってバス
停を新たに造ってもらいたい。お店も多いし、年配の方はうれ
しいのではと思いますが。

回答

他の地区からの要望もありました。それに対する市の回答です 行政に伝える
が、あそこは 4 車線で走行車線と追い越し車線があるんですが、 （回答を求める）
駐車帯がなくそこにバス停を造ることは今のところ困難と。改
めて、将来とも縦貫線沿いにはいろんな施設が集中する可能性
もありますので、当然、小浜市の市民の皆さんの利便性に応え
るため、あいあいバスの利用を高めるうえで、そういったご意
見については、担当課へ伝えさせていただきます。

質問

企業団地についてお聞きします。今、特に若狭高校なり若狭東
高校等を卒業して、県外に出ていく生徒が多くなって、地元で
就職する生徒も少なくなっている状況ですが、今の企業進出状
況はどれぐらいなのか、そして、なぜ小浜市の中心部でなく加
斗へもっていったか。通勤が大変ではないか、また人が集まら
ないのではないか、企業団地として小さいのではないかなど。

回答

なぜ加斗なのかというと、誘致しているからですが、小浜西イ 当日の回答と
ンターや西街道と地元の道路との交差点にもなっています。ま おり
ちの中は都市計画地域であるため企業団地が作れず、地価も高
い。企業も便利さと地価の安い所を求められておられる。西街
道には、レタス工場も決定しておりますし、加斗、下加斗の工
業団地予定地は 10ha と大きく、今相談中と聞いている。松永
地区も、企業誘致に頑張っていただけたらと思います。

質問

小浜は小売りとかサービス事業が中心になっていて、どうして
も働く内容がパート的になってしまう。大学や短大、専門学校
等を卒業して、小浜に帰って就職したいとしても、正職員とし
て就職するところがないから、都会から帰ってこない。Ｉター
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ンもない、もう少し考えていく必要があるのでは。
回答

今、小浜の工業出荷額でいうと、製造業で 4 人以上の従業員が 当日の回答と
勤めるのが 73 社。そして全体の工業出荷額が 346 億 6,500 万 おり
で、以前と比べれば、製造業が空洞化している。その中で、地
域の人口を増やすためには、雇用と所得をどう守っていくか、
竜前工業団地の残っている土地も、鋭意営業努力をして交渉し
ている所でもあります。所得と雇用を守ること、そのためにも、
やはり一日でも早い北陸新幹線、2030 年を目標に、全力で地域
を挙げて取り組んでいきたい、前を向いて進みたいとしか今は
申し上げらない。一生懸命取り組んでまいります。

質問

一般質問で、小学校の統合の廃校跡地の検討ですが、平成 30
年に廃校になり市が 2 年間は管理することになっているようで
すが、その後どうなるのか。地区側から働き掛けていくのか、
市側から何か持ってきてくれるのか。方向性をお聞きしたい。

回答

2 年後統合されて、4 校の現在の学校が空きます。教育委員会 当日の回答と
は、すぐに地区が利用したいからといって使えるのかとなると、 おり
校舎については、美郷小学校の備品をすべて新しく揃えるとい
うことまで考えていない。使えるものは使っていこうとい考え
方で現在調査中です。
校舎については、教育施設としての役目が終わったあと、教育
財産から普通財産にします。教育委員会では、長くて 2 年は置
いてくださいという回答です。宮川の例を取りますと、耐用年
数 60 年まで、あと 5 年ぐらいしか無い。松永の場合、現在で
53 年経過後 3 年ですから、4 年しか残ってないです。宮川の場
合、この間の台風で避難場所になったのですが、屋上からも壁
からも雨漏りして大変で、そんな施設を、地区で使うのに市が
どれだけ改修をして使えるようにしてもらえるかというと、非
常に難しい。何千万もかけることは市も考えてないと思う。耐
震改修はしてあるので、あと 10 年や 20 年は持つだろうが、電
気設備、給排水、トイレは小学生対象だし、教室も広くする必
要があっても、壁や柱は取れないなど、使い道が制限されてお
り、宮川の検討委員会もしばらく休憩しているところです。
区長要望の回答として、学校施設としては、基本的には敷地面
積や建物が大きく、一括利用が困難であることや、校舎の耐用
年数が迫っていることなど、利活用に向けた課題が多くあるの
が現状。市では、耐用年数が経過した施設は安全性の観点から
公共施設としての利用を控えているが、地域の活性に向け住民
にスポット的な利用を許可している。施設の処分方法も、解体
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の他、民間への売却、活用なども視野に入れた検討が必要。学
校施設は地区のシンボル的な施設でもあるため、施設の在り方
については、地区と十分な協議をしていきたいとの回答です。
意見

方向性はわかりました。基本的に、体育館とグラウンドぐらい
は残していただきたい。敬老会や体育祭などの地区の行事をす
る場所が必要。個人的な意見やけど、校舎は砕いてもろて良い。

質問

今のところ 30 年後の開業といわれる北陸新幹線の敦賀以西ル
ートのことですが、工期の短縮に向けてどのような運動をされ
るのか、関西の方でも機運が盛り上がっているようですが、そ
のルートの調査も市議会の方に情報は入っているのか。それと、
快速鉄道が発展的に解消するということで、その積立 80 億円
の使い道を検討されているなら、お聞きしたい。

回答

北陸新幹線、小浜市の考えとして①新幹線の開業年度ですが、 当日の回答と
昨年から調査に入って、環境アセスで約 6 年。それから北海道 おり
新幹線が開通するまでの予算しか無いというのが国の考え方。
一年でも早く、財源措置をして開業するよう北陸新幹線の沿線
自治体（埼玉から北陸経由して富山、石川、福井、京都、大阪
の各沿線）の期成同盟会が、工期に関して北海道新幹線より早
く全線開業を要望しています。当然福井県も、県議も決議し、
北陸経済界も小浜市議もその決議を再三行って、重要要望事項
としています。短縮には、環境アセスを 3 年で、敦賀開業まで
に着工しないと、10 年後の北海道新幹線の開業よりも遅くなる
ということで政府与党に財源確保のお願いをしています。ルー
ト調査の件ですが、議員も知っています。宮川、今富、中名田、
名田庄方面のボーリング調査のため、それぞれ区長さんに了解
をもらうため説明に入っていると聞いています。調査が終わっ
た段階で、ルートや駅の位置が決ります。①の環境アセスを 3
年、②駅の位置が決まれば、その周辺のまちづくり計画を作っ
ていかなければならない。小浜市の総合計画、都市マス、地域
の用途指定変更など、計画性をもって対応すべく、市ではプロ
ジェクトチームを作り、若手ワーキンググループの中で現在検
討をしています。先般、その中間報告がありました。また、特
別常任委員では、各種団体長の皆さんとの年度内意見交換会の
予定もしています。また、快速鉄道の基金の使い道の件ですが、
今、嶺南広域行政組で検討することになっています。年度内に、
その方向が決まることになっていますが、具体的な使い道につ
いては協議中なので分かりません。小浜市は約 14 億円。県が
50 億円、全体で約 80 億円。各自治体の持ち分として、それを
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返せという話は無いようで、嶺南広域の中で共通した使い道で
対応できるよう、県の 50 億も生かしたいという考えで協議す
るようです。

平成２９年１２月２１日

小浜市議会議長

下中雅之様
第１班
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班長

熊谷

久恵

小浜市議会
日

時

議会報告会

実施報告書

平成 29 年 11 月 17 日（金）19：00～20：55

会場／地区

宮川公民館／宮川地区

出 席 議 員

1 班／熊谷久恵、今井伸治、能登恵子、垣本正直、清水正信

(計 5 名)

参加者（市民） 27 名
報 告 事 項

司会・班長：熊谷久恵、

報告者(定例会報告)：清水正信、

(地域包括支援センターについて)：能登恵子、
質問

書記：垣本正直

台風21号では、避難場所として宮川小学校で翌日の３時ごろま 【今後の対応】
で泊まっていかれた方が、寒いということで毛布を調達したん
ですけど、毛布は防災倉庫に入っている。大雨の中、毛布を取

報告会におけ

りに行った。小学校でも保管する場所があれば、少しでも保管

る市民からの

していただくと迅速に対応できるのではないか。

意見・要望内 回答

今後こういったことのないように、毛布等の避難に必要な用具 行政に伝える

容

も含めて対応するよう市に伝えます。

質問

(回答を求める)

宮川公民館に避難するよりも小学校の方が安全だと思っていま
す。ここは一番危険なところです。そういう避難場所を設定す
るということ自体が間違っているんじゃないかなと思っていま
すので、是非ともこれは見直していただいて小学校を第１避難
地にしたほうがいいと思います。

回答

避難場所の公民館よりも小学校のほうがより安全というのは、 行政に伝える
私も十分認識をしております。１２地区とも避難所は地区ごと (回答を求める)
に、それぞれ２カ所決めている。今回の場合、選挙の投票所と
重なった関係で、小学校への避難体制をとった。
宮川地区では公民館よりも小学校が安全というのはわかってい
るものですから皆さんは小学校へ避難するが、市の職員は公民
館に詰めている状態であり、これまでも指摘をしております。

質問

21日の夕方、防災無線で情報提供をしていただき非常にありが
たかったと思っています。
けれど一番大事なときに無線が聞こえなくなった。
多分そのときに宮川地区防災無線がダウンし、後で支障が出て
いたという話は聞きました。
防災無線はそういうときに役立つのが一番の目的であるのに、
そこが達成できていなかったことは非常に残念です。ぜひとも
そこのところはフォローできる体制を作っていただきたい。

回答

防災無線の件ですが、一時的に強い風の中では各戸に確実に伝 行政に伝える
(回答を求める)

わらないと思います。
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今後のお願いとして、各地域では危険な場所や、水の出具合に
より避難することで、なお危険なこともあります、各区の自主
防災組織を生かしていただき、区長さんはじめ代理さんの役割
で住民の皆さんに安全な所に居ていただく体制をお願いした
い。
特に小浜市は早目に情報を流します、まだそんな状況でないこ
ろから避難勧告で、その準備をしていただき、高齢者や不自由
な方はその時点で避難していただく、それも明るいうちの避難
をお願いしています。
避難指示が出たら、その対象地域の皆さんのお互いの協力で、
まだ避難されていない人や、一人暮らしの方にも是非、自助・
共助の中でご協力いただきたいと思います。
今の無線の放送が途切れたとことについては、市の担当に申し
伝えます。

質問

竹長区でも大きな被害が起き、夜中に役員と防犯隊の皆さんで
最小限のことを雨風の中で、安全な作業はヘルメット１つ無い
状況でできるはずがない。何か起きたとき何も対策が出来てな
かったと批判を受けるだけ、是非このこともお願いしたい。

回答

防災活動についてですが、あのような強風や雨の中、水防団、 行政に伝える
消防団の方々が活動されていました。非常にご苦労なことです (回答は求めない)
が、やはり、財産も大事ですが人命第一です。防災活動に当た
られる方は危険のないように、気を付けていただきたい。
自分の家は自分で守るなんていうケースもあると思いますが、
各集落の自主防災活動の中で、皆さんが危険な目に合わない取
り組みをしていただくよう周知をお願いしたい。

質問

市議会だよりのふるさと小浜ＭＩＲＡＩ事業で、子供たちの提
案事業があり効果も出ているという文言がある、これは今後、
子供たちが未来を担う事業を提案して何かそういったことをさ
れていると思います。詳しく聞かせていただきたい。

回答

ふるさと小浜ＭＩＲＡＩ事業は、昨年度は西津小学校と遠敷小 当日の回答どお
学校が対象になっていたと思います。遠敷小学校では鯖街道を り
起点にした取り組みで、子どもたちが地域の方々に取材をし、
その中で鯖街道を実際に歩いて京都まで行き、それをＰＲする
ため、遠敷の国道２７号の交差点のところに横断幕を張られま
した。自分たちの地域をしっかりと学びながらそれを外に発信
する取り組みをされています。
西津小学校では、地蔵盆をテーマにされまして、地域の地蔵盆
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の歌をＣＤにして、地域の方々に発表するという事業であった
と思います。
その発表会では、市長も聞く場を設けられています。
実際に子供たちが学び、そしてそれを地域の方々に発表すると
いうことで双方に地元愛というのを育めるような活動をされて
おられます。
過去は、地域の中で学習はしていてもなかなか外に発信する形
にするということが少なかったようですが、ふるさと小浜ＭＩ
ＲＡＩ事業は、県も今回その事業に取り組み始めまして、小浜
市では以前から取り組んでいました。

意見

今後就職するときに都会に出てもまたＵターンで帰ってくると 行政に伝える
か、そういうことを学んで、地域でもこういう仕事があるとい (回答を求める)
うことを授業の一環としてやっていると思っていました。
また、県の二中の３年生のアンケートの中に、今の中学３年生
は、学力は別ですけれども、人のためになるような仕事につき
たいという回答が９３％か９４％で、全国に比べ非常にいい数
字でしたので、こういった事に予算をつけて、若い子も地元に
根づいてくれるという仕掛けにしていただけたら、ということ
でお聞きしました。

質問

小浜市は協働のまちづくりの組織をスタートしてから２年半、
宮川地区では１年半になる。９月の定例議会で議員から協働の
まちづくり事業の今後のことを質問されていましたが、大体小
浜市の動きいうのはそれで分かりましたが、協働のまちづくり
に移行し、全体の着地点がわからずに、地区としてはスタート
した。今まで諸先輩方が各種取り組みをやっていただいたこと
を継続しているが組織的にも課題があると思っている。
来年から残りの地区もスタートできそうなので、何か市からま
ちづくりを動かすようなそんな仕掛けをしていただけないか。
そんな中で、各地区の課題が浮かび上がってきていいまちづく
りが出来るようになると私は思っております。
例えばこの間の台風で災害を受け、助成金の中ではお金がない
現状で、都市整備課へ災害復旧をお願いしているけれども、
ちょっとしたぐらいなら協議会の助成金の中でやって、助成金
の補正を考えていただくなど、いちいち市役所にお願いしなく
ても、まち協の中で議論すれば少々のことは出来る、そんな予
算措置ができないか、是非とも今後の課題として検討していっ
てもらいたいと思います。
予算の件と、何かモデル的な取り組みについてお願いします。
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回答

市から提案してもいいのですが、地区として特色のある取り組 行政に伝える
みに加えて、地域の弱点を克服出来るような予算の使い方を考 (回答を求める)
えていただければ、また違った意味で助成金の使い道も生まれ
ると思います。
助成金は人口割住民１人当たり１００円、それから９０万、６
０万の上乗せです。６０万の上乗せについては、全１２地区足
並みが揃ってから２年間はそのままいくそうですが、３２年以
降の上乗せ分は見直されるのではないかと思います。
また、公民館をコミュニティーセンター化することにより、生
涯学習としての社会教育の拠点の公民館のあり方や、これから
地区がどう取り組んでいくのか、その辺はいろいろな考え方が
ある中で議論を深めていかなければならないと思います。
今言われたことについても市は検討されていると思いますの
で、そういったことについては伝えます。

質問

地域包括支援センターの説明の中の成年後見人制度が紹介され
ていましたが、これについて簡単に説明していただきたい。

回答

例えばご自分で判断ができない、お金の管理ができなくなった 当日の回答どお
ときに法的な資格を持った方がその方のお金を預かり、例えば り
病院に入院しその方の医療費を払う、施設に入るときもその方
の施設に必要な金額を払う、家庭においても生活費を管理して
支払いなどを受け持つ役割を後見人と言います。
お金だけではなく、その方が、例えば介護が必要ならばその介
護の包括支援センターの方々と相談しケアマネジャーさんに介
護度を見てもらい必要な支援をする。そこに必要な金額を支払
っていくという役割をします。これは、社会福祉協議会や、市
でも予算を持っておりまして、市がお金を預かるという役割を
するときもあります。個人でお支払いできる能力がある場合は
個人で雇うことがあります。専門の方を雇ってすることができ
ます。
１人で住んでいて認知症になりそうなときというのはあらかじ
めこの包括支援センターに相談していただいて、見守りから始
めていただいて、それからそういう支援制度に移行していくと
いうやり方もあります。
それと、障害者の子供を持っておられる親御さんがお年を召さ
れてきて、子供さんはお金の管理ができないし心配だからとい
うことで相談に来られることがありますけれど、そういう方の
相談にも乗って、例えば自分が亡くなる間際、自分もお金の管
理ができなくなった場合は、スムーズに移行できるよう早くか
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ら相談しておればスムーズなバトンタッチができる、というこ
とも社会福祉協議会では早くからやっております。

質問

資格を持った方、市内にはこういった管理ができる方というの
はいらっしゃるのですか。

回答

弁護士もそうですし、社協の職員さんや市役所職員さんの中に 当日の回答どお
もおられます。

質問

り

北陸新幹線のルートは宮川のどこか通ると思うんですが、大体
予想のルートが出ているのか、わかっておられるなら教えてい
ただきたい。

回答

北陸新幹線のルートは、東小浜付近となっています。市では、 当日の回答どお
小浜線の乗りかえの利便性、高速道路のインターチェンジから り
のアクセスのいいところに駅をつくってくださいという要望を
しています。
ルートにつきましては、現在、地質調査に入っております。宮
川でも調査に入るようにお聞きしています。１カ所されると思
うんですが、そこが真ん中でなく、一応その地点を幅員として
６キロの範囲と聞いています。
大体ルートが決まるのは、今年から２年後ぐらいでルートは公
表されると思います。
それから、環境アセスが終われば着工ということになります。
小浜市では今後、駅を中心にした交通網の整備、道路、その付
近のまちづくり計画をつくる必要があり、ワーキンググループ
でまちづくりの基本計画作成に向けて取り組んでおります。
総合計画や都市計画マスタープランの見直しも含めてそういっ
た新幹線に合わせたまちづくりとして今後まとめていく必要が
あり、ルートや駅の位置についても非常に関心を持って取り組
んでいます。
北海道札幌開業までに、北陸新幹線の大阪までの全線開業を目
指して、議会も市長はじめ小浜市としても全力で取り組んでお
りますので、皆さん方のご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。

質問

リゾート新線で積み立てたお金の使い方について。
京都方面に向かってのアクセスのための１つの手段であったか
と思う。そう考えると、新幹線が通るとしても、例えば道路を
使ったアクセスも強化するとか、そこら辺の利用も１つあると
思ったりしている。
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嶺南のためにという中でもどういう方向で使うか、市議会はど
のようにお考えか伺いたい。

回答

積立金の使い道は、今年中に嶺南広域行政組合の中で方向をま 当日の回答どお
とめることになっています。

り

新幹線小浜・京都ルートが決まったことで、リゾート新線の取
り組みについては休止をすることになった。

意見

新幹線では京都まで１９分で行けるようになりますが、高規格 行政に伝える
的な道路交通網を、小浜と滋賀県あるいは今津方面とを結んで、 (回答は求めない)
車で移動した場合は１時間から２時間という格差がでます。
車でも早く移動したいということになってくると思う。
せっかく貯めたリゾート新線の積み立て金を、自動車交通のア
クセス改善に使っていただきたいと思います。

平成 29 年 12 月 18 日

小浜市議会議長

様
第1班
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班長

熊谷

久恵

小浜市議会
日

時

実施報告書

平成 29 年 11 月 21 日（火）19：00～21：00

会 場 ／ 地 区

西津公民館／西津地区

出 席 議 員

1 班／

参加者（市民）

18 名

報 告 事 項

議会報告会

熊谷久恵、今井伸治、能登恵子、垣本正直、清水正信（計 5 名）

司会・班長：熊谷久恵、 報告者（定例会報告）
：清水正信、
（地域包括支援センターについて）
：能登恵子、 書記：熊谷久恵
質問

町中には融雪があるが、西津地域に融雪装置がない。国道１６２ 【今後の対応】
号の西津ママーストアから福谷の交番まで、融雪装置を作れない
か。国道１６２号を除雪車両や大型車両が行き来し、道路にでこ
ぼこや大きな水たまりができる。県が管理する道路で、我々が要
望しても通らない。市議会としてのお考えをお尋ねしたい。

回答

今年２月の雪は、市道に関しては除雪能力の関係で、後手に回っ 行政に伝える

報告会におけ

た部分があり大変ご迷惑をおかけした。本年度、事業者の方に３ (回答を求める)

る市民からの

台増強し、除雪体制も予算も今年の２月を参考に３,０００万円

意見・要望内容

を増額した。国道１６２号は県の除雪車が通る。小浜市の市道は
全部で４４８キロあり、そのうち除雪対象は３分の２も満たない
のが現状である。
融雪は西津橋から下りのところで止まっている。地下水の関係も
あり、設置できないのが現状。市にも伝えるが、市内の広範囲に
除雪が来なかったこともご理解いただきたい。
質問

除雪費について、住民の生活が大事。９,０００万円の費用が計
上されているが、ほかの費用と比べて多くはない。小浜市に訪れ
る観光客のために使うのではなく、市民の生活の費用をもっと充
実してほしい。
道路の陥没については、去年から北塩谷区から市への要望事項に
なっているが、市からの回答は、県レベルの話になるので重要度
と優先度でやっているというが重要度はどの程度か。ここは西津
小学校の通学路になっており、車がはねた雨水をかぶるという状
況も見かける。議員の皆さんにもお力添えをお願いしたい。

回答

市のほうに、お伝えさせていただく。

行政に伝える
(回答を求める)

質問

地域包括支援の取り組みの質問の中で、相談者がどの程度納得さ
れたのか、解決されているのかお尋ねしたい。実は、市内の施設
に入れず、父が敦賀、母がおおい町の施設に入っている。施設の
充実あるいは要介護度、要支援度の見直しをもう少し柔軟にでき
ないか。施設に入れてほしいが、なかなか入れてもらえない。
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回答

包括支援というのは、軽度の方、介護認定までの方たちのための 行政に伝える
制度で、医療費・介護費用を少しでも軽減させるための対策とし (回答を求める)
て包括支援センターができた。待機している方も多く、家事支援
や医療・介護などを派遣しサポートしている。小浜市独自に在宅
高齢者福祉事業もあり、例えば、配食サービス、外出支援サービ
ス、介護用品支給事業もあり、緊急通報装置の貸与もある。家族
介護の人たちが疲れないように支援する家族介護者の交流事業
や、要介護老人住居の整備事業、上限８０万で家の改装費用もで
る。また、介護支援支給事業では、要介護５だと家庭で介護され
ている方にお金の支援もある。その他、ふれあいサロンでの見守
り、ストレス解消、筋肉トレーニングも小浜市独自でやっている
包括支援事業である。小浜市には認知症専門の施設はないが、い
ろいろな制度を組み合わせてサポートできるので、相談に行って
ほしい。

質問

これからの高齢化社会、自分の父親、母親がこういった事態に追
い込まれたら、考えなければいけないこと。世話をする家族の健
康状態も考え、施設の充実など整備を考えてほしいと思う。

回答

施設に入れずご家庭で介護している方のためにショートステイ 当日の回答通り
があり、ケアマネに相談されると良い。福祉の充実は大切なこと。
できるだけ進むよう考えたいと思う。

質問

地域包括センターの説明で、３番のセンターの事業内容のところ
の（１）のところで、この事業が対象とする対象者のことが書い
てあり、地域包括支援センターが対象とされている「高齢者」と
ある。
（２）のところには「高齢者等」という「等」の字があり、
その辺の対象者の具体的な部分について伺う。

回答

介護保険は６５歳が対象者だが、介護保険料は４０歳から負担

行政に伝える

いただき、例えば、特定疾病の方、障害者手帳の所持者にも、こ (回答を求める)
の介護を使っていただける。６５歳を過ぎたら障害者の支援が介
護に転換するのだが、４０歳からも使える場合もあるので「等」
になっている。身体的、家庭的状況によるものもあるので、詳し
くは担当課のほうに問い合わせてください。
質問

地区の人で猫をかわいがって飼っている人がいる一方、猫は一番
嫌いという人もその地区におられる。今は冬なので、家の中で飼
っているが、春先、夏は猫を日中外で遊ばせて、他人の土地や庭
でフンをして夜帰ってくるという状況。された猫嫌いな人には迷
惑な話で、どうしたらよいか事例や知恵はないか。
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回答

若狭の里の公園で、何匹もの野良猫が繁殖して、その付近の人か 当日の回答通り
らの苦情があった。若狭の里公園は県の施設で、小浜市が指定管
理を受けて業者に委託し清掃管理をしている。施設管理は県なの
で、県民相談室や市にも話をしたが、飼い猫と野良猫の違いもあ
り、簡単に野良猫を捕獲できないと言われた。原因は野良猫に餌
をやる方がいて、そこで野良猫が繁殖して、迷惑な現状になって
いた。最近、理由はわからないが、行政のほうで措置をされたの
か餌をやらなくなったようで、猫がそこに住みつかなくなった。
行政は、ペットの飼い方のマナーを周知・広報を出すなど、何か
対応できることがあると思う。
区長は近いだけにやりにくいと思うが、そこは割り切って市に相
談してほしい。区の中での話し合いで解決は難しいと思う。

質問

近年は異常気象で、国道１６２号の福谷区では、大雨になると若
宮台の入り口が冠水する。これを踏まえて、県立大学や避難場所
には、何名の方が避難されていたのか。

回答

西津小学校の避難者数は１０人、県立大学では２６１名。

質問

普段の避難所は公民館で西津小学校はない。避難の放送を受け

当日の回答通り

て、すぐに動けばいいのだろうが、ある程度降らないと動かない。
近所に高齢者の独り暮らしや２人暮らしの方が居て、私は誘導す
る立場にあるが、本当に連れていくのが良いのか躊躇する。冠水
している道路に誰も立っていないし、冠水注意の指示もなかっ
た。大雨のときにはどなたか立っていただくか、キケンを知らせ
る指示をしてほしい。
回答

今回の台風では、高齢者の避難開始は４時に発令している。台風 行政に伝える
は来るのがわかっている為、明るいうちに避難してくださいとい (回答を求める)
う意味で、４時に避難所も開設した。今回、北川、遠敷川、松永
川が氾濫危険水位に達したことによる避難指示を１０時４０分
に、南川が氾濫危険水位に達したことによる避難指示を１１時１
５分に緊急発令しました。川際で、決壊したら流されるという場
合を除き、２階建ての家なら夜中は２階に垂直避難することも必
要。防災訓練等で徹底していただくと良いのではないか。

質問

北塩谷区で独り暮らしの高齢者の方で、私と副区長で対応し雨風
が強い中５時過ぎに小学校に避難をしてもらった。小学校の玄関
前が校庭で、車の乗り入れが禁止となっている。手前で雨風のな
か降ろしたが、お年寄りも足腰が弱く背負うこともできず、傘も
差せない状態であった。車で小学校の校庭に乗り入れていいかを
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確認してほしい。
今回、避難所を応急的に小学校に設けたと思うが、体操のマット
レスを使用したが非常に寒かった。これだと家に居たほうがよか
ったという話を聞いた。公民館はテレビや暖房器具があり、小学
校は一切なく情報が入ってこない。避難所とするからには暖房器
具や、情報を得る手段の整備をしてほしい。
回答

今回は選挙で避難所の変更があり、小学校には毛布が常備されて 行政に伝える
おらず寒かったという苦情も何カ所からか出ている。やはり避難 (回答を求める)
所と指定をする以上は体制を整える必要があると伝える。ただ非
常時であり、その辺りを自覚してもらうことも必要だと思う。一
時避難ということで水ぐらいは少なくとも持っていくなどの意
識を持って、防災訓練等でみんなに周知徹底していただきたい。
今のことは市に伝える。
小学校の校庭の体育館の玄関前まで車を乗り入れていいかも確
認しておく。

質問

温水プールなので冬場に行きたいと思うが、健康管理センターの
方から、「小浜市は予算がないので、水温、室温を制限されてい
るので、冬は風邪を引かないように行かないほうがいい」と言わ
れた。そんなに予算がないのか。

回答

そのようなことを聞いたので、どのような節約の仕方をしている 行政に伝える
のかと聞いたが、
「そんなにけちったりはしていない」という返 (回答を求める)
事。現場が肌で感じる温度と管理している温度の感じ方に、温度
差を感じた。冬になってきたので、再度確認をさせていただく。

質問

小浜市は観光に予算を使われているが、西津の箸のふるさと館は
５時に閉まり、フィッシャーマンズ・ワーフもその頃閉まる。私
たちが観光地へ行くと、５時や５時半は、どこの施設も開いてい
るイメージ。県外や外国から来られる方に対し、早くしまい過ぎ
ではないか。

回答

この件は、観光課へ伝えます。

行政に伝える
(回答を求める)

質問

空き家の件ですが、地区内の障害者でひとり暮らしの方が、施設
に入りその家が空き家になった。この前の台風でその家からいろ
いろなものが飛んで、近くの駐車場に停めてあった車に当たって
傷がついたと近所の人から苦情がきた。空き家の持ち主も障害者
でお金がない感じで、苦情を言われた人も今回は弁償してもらわ
なくてもいいと言ってくれるが、今後どうすればよいか。

回答

議会だより１５３号の５ページにある議案第７３号の小浜市空 行政に伝える
17

き家等の適正な管理に関する条例の制定が９月議会で通ってい (回答を求める)
る。その中で危険な空き家については、まず指導や要望など、持
ち主の方に対応するようにお願いする。最終的にこのままでは危
険な場合は行政が解体まで行うことができ、費用については持ち
主に請求するという形。一度行政に相談いただくとよいが、時間
はかかると思う。
質問

除雪車や除雪機でやるのは限られた範囲でしかできないと思う
ので、除雪のボランティアを募ってやってみてはどうかと思う。
周りに高齢者しかいないという状況であったら、市でボランティ
アを募集し、高齢者の方が市へ要望したら、若者、若狭高校や東
高校に依頼し除雪を行うなどもできると思うので、市のほうで除
雪のボランティアを募ってみてはどうか。

回答

議会報告会参加者の最年少の高校生からそのようなボランティ 行政に伝える
ア精神を醸成するような提案をいただけるのは嬉しい。とても大 (回答を求める)
事なことで、何もかも市にお願いというのは限界もある。ＰＴＡ
が通学路などの除雪に当たる、また各地域や各区の方が除雪対応
されているところもある。自分たちの地域は自分たちで守ってい
く意識を持つのが、コミュニティーのきっかけになる。若い方か
らそういうご意見があったことは非常にありがたく、市へも伝え
る。
除雪体制については、緊急時の対応もあり、毎日の生活に不便の
ないようひとり暮らしや障害者の方、家の方が出入りされる分だ
けを除雪することもある。除雪に関してそういった取り組みをす
ることも、これからの地域づくりとして考えていく課題である。
また、災害として取り上げられた大雪、風災害、土砂災害、洪水
は、今までにも小浜市で災害ボランティア制度というのをつくっ
ている。社協へ申し出て登録してもらうと、災害援助を要請した
場合に登録された方が行くという形になっている。除雪も含めて
の対応が、災害ボランティア制度の中にあるのか調べておく。

質問

１０軒余りある行き止まりの市道を、除雪業者を雇い１２万
５,０００円使ったのだが、除雪車が間に合わない場合は、写真
とか領収書があれば、費用が出る可能性があるか。私は２台も除
雪車を手配できたのだが、行政はなぜ後手後手になるのか。

回答

例えば自分たちで車を出したとか、ガソリン代等は請求できる補 行政に伝える
助制度はあるが、業者の手間賃や費用は出ない。私の区でも小さ (回答を求める)
いパワーショベル２台と、軽トラのダンプで漁港まで雪を捨てに
いき２日ほどかかった。ガソリン代は請求していないが、区費か
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らお礼はした。
また、市の都市整備課では、各集落の除雪指定の場所が決まって
おり台帳に記載されている。除雪箇所の変更や指定延長などは、
区長や役員さんが都市整備課へ相談に行かれると良い。
加斗地域は宝くじ助成金で除雪機をもらって村に置いてあり、村
の人がそれを使って除雪している。松永も声もかけないけれどみ
んな家から出てきて、雪かきしながらコミュニケーションをとる
ような習慣がある。そういうことも皆さんの地域で検討してほし
い。
除雪についてのマナーで、路上駐車していると除雪車が行かな
い。雪が降ると思ったら、除雪の邪魔にならないところに置いて
ほしい。出やすいところ、道路の近くなどに置いてあると、十分
な除雪もせずに帰ってしまう場合もあるので、地区内にでも一言
声かけして、配慮をお願いしたい。
質問

西津漁港を雪捨て場に許可いただけないか。川崎まで行くことが
困難で、海への雪捨てを臨機応変にしていただきたい。

回答

法律ではだめとのこと。雪だけではなく石や砂利も一緒に運んで 行政に伝える
しまうからということだが、今回のように特別な場合は何らかの (回答を求める)
対策がとれないか、事前に検討いただけるよう伝える。

質問

この議会報告会は意見が活発に出て、大変いい報告会であった。
このようにチームを組んで、月１回は各小学区、各中学区、西津
地区の各区に行くなど、動く議員さんでいてほしい。これだけ疑
問があるので、もっと教えてほしいこと、代弁してほしいことが
出てくると思う。その辺はどのようにお考えか。

回答

議会報告会は、全地区、年に２回実施している。出席者の固定化 当日の回答通り
という問題もあり、若い人、女の人にも来ていただけるように思
案している。今はこの体制だが、意見交換会のような形にして、
婦人会、老人会、まち協の代表などと新たな意見交換をしたいと
も考えている。全員でこのようにチームを組むのは年に２回。今
はこれでやらせていただきたい。

意見

ぜひ実行して、開かれた議会、動く議員で、地域や市に密着した
議員でいていただきたい。市議会議員全員３６５日、市政を考え
ているということならば、こんなに嬉しいことはない。それを信
じて、応援させていただく。

平成 29 年 12 月 28 日

小浜市議会議長

下中
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雅之 様
第１班

班長

熊谷

久恵

小浜市議会
日

時

議会報告会

実施報告書

平成 29 年 11 月 14 日（火）19：00～21：00

会場／地区

中名田公民館／中名田地区

出 席 議 員

2 班／竹本雅之、小澤長純、三木 尚、風呂繁昭（計 4 名）

参加者（市民） 15 名
報 告 事 項

司会・班長：風呂繁昭、報告者（定例会報告）：三木

尚、

（地域包括支援センター）：小澤長純、書記：竹本雅之
質問

中名田全体で獣害対策をする場合の補助金給付の方法を教えて 【今後の対応】
ほしい。

回答

区長会長さんが地区要望でまとめて行政側に回答を求める形が 当日の回答どおり
通常である。
柵は現物支給で無料提供だが、高齢化等の理由により地区での
施工が困難なところがある。その場合、業者に依頼すると距離

報告会におけ

により莫大な金額になるため、なかなかできないのが現状であ

る市民からの

る。

意見・要望内
容

質問

獣害対策についての議員提出議案は出せないのか。

回答

各地区の要望・対応を調査研究してまとめて、議員提出議案と 当日の回答どおり
いう方法はある。
市内では柵がほとんどできており、できていないのが口名田と
中名田ということで、部分的な話になり、全体としてそのよう
な提案を出すことは難しいと思う。
郡部の話なので継続して区長要望の中に入れるべきである。

質問

鹿・猪・猿が出るところは危険であり、都会から子供と田舎に
住みたいと思っても無理である。村づくりや人口増を考えるの
であれば獣害対策は必要なので、そういう方向性からのアクシ
ョンを起こしてほしい。

回答

人づくり、村づくりということも観点に入れながら対応してい 行政に伝える
きたい。

質問

（回答は求めない）

９月の定例会の概要の陳情の中で、
「大飯原発３・４号機の再稼
働以前に３０キロ圏自治体と住民への納得できる説明を求める
陳情」が継続審査になった理由は。

回答

大飯原子力発電所３、４号機の再稼働を認めないでいただきた 当日の回答どおり
いという陳情書である。原子力発電は地域経済にとってプラス
であり国のエネルギー政策である等の議論の中で、拙速に意見
書を出すのではなく、様子を見て勉強をして議論を深めていく
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という形で継続審査となった。
委員会でも大分議論したが、内容を確認させていただいたとき
に意見が前回と変わったので、もう一度慎重に審議してからと
いう形になった。
要望項目の中に現実的でない項目が多々あり、総合的に判断し
て今回は継続して審議しようということになった。
質問

小浜市議会としてはどうなのか。継続ではなく、はっきりと意
思表示をしたほうがいいのでは。

回答

６年前に出した小浜市議会の意見書の内容は、将来的には原発 当日の回答どおり
はゼロの方向へ、ただ当面はエネルギー事情を考えるとやむを
得ないというスタンスであり、議会の総意となる。

質問

前に、なかなか企業誘致のできない県が刑務所の誘致をしたこ
とをテレビで見た。誘致の際は、不安を感じるという意見が多
く出たが、今は警察の警備関係がしっかりしており、逆に安全
に守られているということである。また、それに付帯した企業
が来て、新たな雇用が生まれている。どのように企業誘致を進
めているのか。

回答

企業誘致は地元に声がけをして理解を得ることが基本である。 行政に伝える
本市では、以前カーボン樹脂会社の誘致の話があったが、公害 （回答を求める）
の有無の問題で、地元の反対がありだめになったと伺っている。
日本電産も３００数名いるが、企業側にも理工系の方を選ぶな
どの条件があり、５０人ぐらい採用する中で地元採用は１人か
２人ぐらいしか採用されないという難しい部分もある。企業誘
致を怠っているわけではない。

平成３０年１月６日

小浜市議会議長 様
第２班
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班長

風呂

繁昭

小浜市議会
日

時

議会報告会

実施報告書

平成 29 年 11 月 17 日（金）19：00～21：00

会場／地区

内外海公民館／内外海地区

出 席 議 員

2 班／竹本雅之、小澤長純、三木 尚、風呂繁昭（計 4 名）

参加者（市民） 19 名
報 告 事 項

司会・班長：風呂繁昭、報告者（定例会報告）：三木

尚、

（地域包括支援センター）：小澤長純、書記：竹本雅之
質問

都市整備課で把握している空家の数は何軒か。

【今後の対応】

回答

７３５軒と聞いている。

当日の回答どおり

質問

甲ケ崎区にも空家が２軒あり、台風２１号台で被害を受けた。
小浜市空家等対策事業補正予算額は４９１万３０００円だが、
当区の場合は、海外に行っている人と年配の方の家屋なので、

報告会におけ

そういうところにも予算をつけてほしい。通学路でもあるので

る市民からの

区で応急処置はしたが、他人の家なのであまり勝手に手を加え

意見・要望内

ることができない。

容

回答

空家数７３５軒は、各区長さんに調査依頼をして出てきたもの 行政に伝える
である。空家が被害を受けたときは、区長さんを通じて行政側

（回答は求めない）

にお願いしていただきたい。
法律が改正され、緊急安全措置ということで危険な建物に対し
て市が手を入れることが可能になったもので、市は条例を制定
して、特別に危険な３件の家屋の解体等に予算措置がされたと
いうことである。
質問

行政執行に至るためにはどのような状況にならないとだめなの
か、本人への通知はどういった状況でしてもらえるのか、持ち
主への指導は行政からどういう範囲でしていただけるのかを聞
かせてほしい。

回答

所有者がわかっている場合は連絡なりお願いに行き、所有者が 当日の回答どおり
わからない場合は探して対応する。

質問

都市整備課に確認したところ、手紙で連絡しているということ
であった。都市整備課が動いていないとは言っていないが、空
家を自分で管理できないのに手紙でいいのかと思う。

回答

電話があれば電話をするが、近くに所有者がいないなど距離的 当日の回答どおり
に所有者の方が離れている場合は手紙しか連絡方法はない。

質問

志積に、大分前に家が燃えてから放置されている空家が１軒あ
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り、それが変わっていないので区としても対応しかねている。
回答

その当時、市は何もできなかったが法律が改正されたので、都 当日の回答どおり
市整備課に状況をお知らせいただくと、本当に危険で取り壊さ
ないとだめな状況かどうかを調査する。
この法律はできたばかりで、即時に対応できるかどうかは疑問
である。今度の３軒は、通行人等に多大な危険を及ぼす対象で
あり、しかも所有者が動いてくれないという中で、ようやく取
りかかれるという状況である。

質問

解体費用は所有者に請求するのか。

回答

所有者に請求する。危険で放置できない状況であるため、緊急 当日の回答どおり
的に市で安全措置をとるというものである。

質問

空家の件で、危険な家屋を市が解体したとき、市は所有者に請
求するということだが、所有者は財産がありながら払わない場
合は差し押さえができるのか。

回答

当然、差し押さえ等も可能とは思う。

行政に伝える
（回答を求める）

質問

１１月１４日にＪアラートの訓練があった。Ｊアラートが鳴っ
たら、家屋や地下壕に避難するということであったが地下壕は
ない。今後、検討願いたい。

回答

訓練を積み重ねていく中で、その都度課題を見つけて改善を図 行政に伝える
っていく。物陰に身を伏せたり、地域によってはトンネルを利

（回答は求めない）

用することも１つの方法である。
質問

内外海地区および内外海各区の要望事項の執行件数と執行率
は。
（３月末までの見込みも含めて）

回答

後日、回答させていただく。

行政に伝える
（回答を求める）

質問

阿納区は防災行政無線屋外子局が村の端にある関係で、先日の
Ｊアラートの放送が風向きにより聞きづらい場所があった。１
地区に１つしか設置はできないのか。できれば、阿納・犬熊間
にも設置を。

回答

１区に２カ所設置ができるかどうか調べる。

行政に伝える
（回答を求める）

質問

「鯖、復活」プレミアム養殖拡大プロジェクトが９月補正後ど
のようになるのかと、堅海にできる水産振興センターについて
教えてほしい。

回答

９月補正はサバ養殖の技術確立にあたっての課題の一つに給餌 当日の回答どおり
23

の効率化があり、リアルタイムな水温、水中酸素濃度データを
測定しつつ、給餌量や給餌のタイミングをデジタル化し、効率
的な養殖技術を実現するための実証を行う経費である。今はサ
バの種苗を買い入れているが、今後は卵から育てる方法も考え
ていると聞いている。
水産振興センターは、平成３１年開設で既存施設の活用を図る
ということで、栽培漁業センター内に整備されるのでは。学術
研究、産業支援、人材育成を推進する水産学術産業拠点の中核
的な役割を担う施設ということである。
質問

内外海は病院・市役所・買い物などに行くには車がないと動け
ない。若狭町はデマンドタクシーが運行しているが、小浜市で
も中心市街地と内外海みたいなところと分けて、交通インフラ
を考えていただくことが必要では。高齢者には住みづらい町に
なってきている。

回答

現状では一部の地域のみデマンドタクシーを運行している。今 行政に伝える
のご意見は検討させていただく。

質問

（回答を求める）

小浜市は、ふるさと納税の返礼品を寄付額の３割までとしたが、
全国の自治体全部が３割まで下げたのか。３割と５割では品物
と取扱高も違ってくるので、元に戻すように検討してほしい。

回答

下げていないところもあると思う。

行政に伝える
（回答を求める）

質問

人口を増やすのに市外から人を呼び込む方法もあるが、それを
する場合、例えば税金を安くする等の特典が必要と思うが、人
口増未来創造課はどのような対策をしているのか。

回答

若い人が働ける場所づくり等を考えている。働く場所・雇用先 行政に伝える
の確保を進めていかないと本当に人口は減っていく。

平成３０年１月６日

（回答を求める）

小浜市議会議長 様
第２班
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班長

風呂

繁昭

小浜市議会
日

時

議会報告会

実施報告書

平成 29 年 11 月 21 日 （火）19：00～21：00

会場／地区

口名田公民館／口名田地区

出 席 議 員

2 班／竹本雅之、小澤長純、三木 尚、風呂繁昭（計 4 名）

参加者（市民） 29 名
報 告 事 項

司会・班長：風呂繁昭、報告者（定例会報告）：三木

尚、

（地域包括支援センターについて）
：小澤長純、書記：竹本雅之
【今後の対応】

質問

空家率のデータはあるのか。

回答

各地区の区長さんに調査をお願いして、小浜市では７３５軒が 当日の回答どおり
空家であるという調査結果が出ており、率は１７.８％である。

質問

空家の定義とは。

回答

人が住んでいなければ、空家と理解している。

当日の回答どおり

報告会におけ
る市民からの 質問

全国的に空家が増加しているが、少子高齢化だけが原因でない

意見・要望内

と思う。国の機関を全国各地に分散すれば地方が活性化して、

容

空家が増加することを解消できると思う。≪意見≫
回答

今、全国で約７５０万戸が空家になっており、東京でも約８２ 当日の回答どおり
万戸が空き家になっている。空家の増加は土地の相続問題も原
因の一つである。
子供さんが、就職、進学で都会へ出て帰ってこないことも原因
である。小浜市は県内でも一番空家率が高いようなので、今般、
小浜市は条例を制定して緊急安全措置がとれることになった。

質問

別荘は空家とは違うのか。

回答

生活の実態がないため空家になると思うが、９月補正予算の対 当日の回答どおり
象となった空家とは違う。

質問

前回の市議会議員の選挙は無投票であったが、小浜市の人口が
３万人を切った状況の中、類似市との議員定数の比較と、次回
の選挙での議員定数の見直しはどうなっているのか。

回答

議会運営全般を担当する議会運営委員会で、今後、定数につい 当日の回答どおり
て協議される。

質問

地域包括支援センターの営業日が月曜日から金曜日であるが、
休日に相談できるように改善をぜひお願いしたい。

回答

全国的には休日に対応しているところもたくさんあり、市も今 行政に伝える
後検討すると聞いている。
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（回答を求める）

質問

今後、高齢化が進むと扶助費が増加し財政を圧迫する。また、
美郷小学校建設費の増大と開校後は通学バスの運行経費等が必
要となるが、美郷小学校建設後、健全財政を保っていけるのか。

回答

毎年、起債償還が１６億円から１７億円あり、今後は美郷小学 当日の回答どおり
校の起債償還が加算される。財政調整基金は年々減少し、今、
１４億円余りである。普通ならこの時期に出てこなければなら
ない中長期財政計画も出ていない。
美郷小学校の建設費は今の時点では２４億円だが、開校後の運
営費の説明は現在のところはない。税収は減少しており、地方
交付税も減額の方向であるため厳しい財政状況である。

質問

４校試案はまだ生きているのか。

回答

試案に対して検討に入るということは聞いている。

質問

台風２１号のとき、県道中井青井線の口名田橋から不動寺坂間

当日の回答どおり

が冠水して通行できなかったが、南川の河川危険水位からする
と道路が低いことが冠水する理由だと思う。
また同線は道路幅員が狭いため、通勤・通学時間帯は車両が通
行禁止となるので、部分的なかさ上げや改良が必要なことを県
に伝えてほしい。
回答

冠水については市も県にも要望している。今後も引き続き要望 行政に伝える
していく。

質問

（回答を求める）

２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに
参加する選手が実施するキャンプ（大会期間前の事前トレーニ
ング）誘致に、福井県では鯖江と越前市が立候補しているが、
小浜市では誘致計画はないのか。

回答

必須条件として、①練習施設はトレーニング会場として、各競

行政に伝える

技ＩＦ技術要件を満たす機能や仕様が備わっていること②宿泊

（回答は求めない）

施設は旅館業法の「ホテル営業」等の許可を受けている施設、
貸室・貸家施設、又は大学の学生寮や合宿寮などの施設である
ことがあげられる。
それに加え、競技用具・移動に不可欠な交通手段などの諸環境
が整っていること、医療体制、警備体制などについて、詳細な
事項があり、特に①の練習施設の条件クリアが難しい。
市から議会にそのような提案はないが伝えておく。
質問

来年度には、市内全地区でまちづくり協議会ができると聞いて
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いるが、各地区では地域の活性化につながる行事をしているの
で、議員や関係する市職員に見てもらい、意見を言ってもらう
ことがコミュニティーの推進になると思う。それを強く望む。
回答

部長、課長のほか担当部局の職員が行事に顔を出し、地域とコ 行政に伝える
ミュニケーションをとってほしい要望として承る。

質問

（回答は求めない）

北陸新幹線の敦賀～大阪間のルートが決定したが、市としての
まちづくりの具体的な案はあるのか。

回答

市は基本計画の策定に向けて、若手の職員で構成するワーキン 行政に伝える
ググループが先進地視察に行って、まちづくりの勉強をしてい

（回答は求めない）

る。しかし、市民の声がそのまちづくりにどれだけ反映される
のかということが非常に大事であるので、今後、市民の意見が
届けられる場をつくることを市に伝えたい。
質問

各家庭に設置されている防災行政無線について、設置場所の変
更や電池の確認がされているにも関わらず、年数経過とともに
雑音で聞こえなくなった。緊急放送であるので改善をお願いし

回答

たい。

当日の回答どおり

他地区でも同様のことを聞いているので、直接、生活安全課に
電話していただきたい。

平成３０年１月６日

小浜市議会議長 様
第２班
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班長

風呂

繁昭

小浜市議会
日

時

議会報告会

平成 29 年 11 月 14 日 （火）

実施報告書

19：00～20：30

会場／地区

国富公民館／国富地区

出 席 議 員

3 班／池尾正彦、藤田善平、西本清司、牧岡輝雄 （計 4 名）

参加者（市民） 21 名
報 告 事 項

司会・班長・報告者：池尾正彦、報告者（定例会報告）：西本清司、
（地域包括支援センターについて）
：藤田善平、書記：牧岡輝雄
意見

支援センターが２ヶ所になって、家族がデイサービスを受けた 【今後の対応】
が、ありがたい制度で感謝している。

報告会におけ 質問

後見人制度がありますか

る市民からの 回答

あります。この地域は、遠敷の社協の方になるが何でも相談し

意見・要望内

てください。

当日の回答どおり

容
質問

空き家の定義について教えてください。

回答

基本的に、一定期間以上住まれていないのが空き家です。２６

当日の回答どおり

年度に区長さんにお世話になって調査したところ、小浜市の空
き家は、７３５軒でした。空き家対策は、小浜市空き家対策会
議を開いて、空き家対策特別措置法に基づき指定していきます。
今、放っておけない「特定空き家」が３軒あり、予算化しない
と解体できないので、緊急措置費として予算化し、この費用は
所有者等へ請求します。

質問

空き家を更地にすると固定資産税が高くなると聞いているが、
事実ですか。

回答

更地にすると固定資産税は高くなります。高くなるからと言っ

当日の回答どおり

て、迷惑のかかる放置空き家は、法律上解体することが出来る
ようになったということです。

質問

今年は大きな台風が３つも来た。台風２１号では、太良庄区へ
入る主要道路、生活道路の３本が流木や土砂で冠水し太良庄全
体が孤立した。ここ３年毎年冠水を繰り返しているが、冠水被
害への理解と対策をお願いしたい。

回答

市議会も切実な悩みや被害の状況を認識している。解決策につ

行政に伝える

いては、高塚橋まで導流堤を延長する、ポンプアップに関して

（回答を求める）

も数十億かかる等、どれも採用に至っていないが、市を通して
国や関係機関にお願いしている。江古川区についても輪中堤の
事業認可に向けて手続き中と聞いておりますので、区長様の強
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い要望があったことを担当課へ伝えます。

質問

北川は天井川ですぐに土砂が堆積する。北川の浚渫を数年前に
してもらったが、すぐに土砂が溜まるので対策をうってほしい。
土砂は遠敷川、松永川も半分つかっており、取っても取っても
下流の方へ堆積するので、災害があって取るのではなく、事故
が起きる前に取ってほしい。

回答

平成２５年の台風のときに橋が決壊してしまい、そのときは激
甚災害の指定を受け予算をつけていただきました。

行政に伝える
（回答を求める）

国の予算のつけ方は、県に対して包括的に出しており、おそら
く普段の防災・災害対策についてもそのような予算付けで、激
甚指定のような箇所付の予算になっていないと思う。防災・災
害対策については地元の皆様を含め、我々もしっかり取り組ん
で行かなければいけない。
議会では、台風５号から１８号、２１号に対して、避難所開設

当日の回答どおり

から時系列での報告があり、避難所での運営や、連絡方法など
お聞きしました。皆様の声を議会の全員協議会でも伝えてあり
ますので、気づいたことは何でも述べてください。

質問

北川、南川流域の地区において、避難勧告、避難指示が出され
ましたが、避難所に入れるキャパの避難所開設か、また避難者
全員に配布できる備蓄はあるのかお尋ねします。

回答

備蓄はされておりますが、数量までは確認しておりません。備

当日の回答どおり

蓄について、水や食料の配布ですが何日も家に帰れないときや
自助努力できないときに配布するように説明をうけたと思いま
す。災害の対応については、自主防災組織や、消防団など地域
の自助が一番で、これはどの地域でも同じだと思います。

質問

避難所の県立大学について、台風２１号のときは西津、雲浜、
国富などいろいろな地区から、２００名を超える方が身を寄せ
ました。避難所が寒かったのでカーテンを閉めてくださいと市
の職員に頼んだが、県の施設で勝手に触れないという話を聞き
非常に残念な思いをした。避難所については県の施設であって
も使い勝手がいいように打ち合わせしておくべきではないか。

回答

小浜市が借りたとしても、職員が避難者の対応をしているわけ

行政に伝える

で、特に災害時の対応については暖房などきめ細かな対応がで

（回答を求める）

きるよう伝えていきます。

平成３０年１月４日

小浜市議会議長 様
第３班
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班長

池尾

正彦

小浜市議会
日

時

議会報告会

平成 29 年 11 月 17 日 （金）

実施報告書

19：～20：50

会場／地区

遠敷公民館／遠敷地区

出 席 議 員

3 班／池尾正彦、藤田善平、西本清司、牧岡輝雄（計４名）

参加者（市民） 20 名
報 告 事 項

司会・班長：池尾正彦、報告者（定例会報告）：西本清司、
報告者（地域包括支援センターについて）
：藤田善平、書記：牧岡輝雄
質問

【今後の対応】

何件かありますが、
1、姫神社の前の地下水が吹き出しているが、冬場の融雪に使え
ないか。
2、台風２１号、２２号があり松永川と遠敷川の間に国分の田ん
ぼがあるが、そこが１m 近く浸水していた。遠敷川も川床が高

報告会におけ

いので水がはけないのだが、松永川、遠敷川の浚渫をしないと

る市民からの

松永、遠敷の住民はどこへもいけないので考えてほしい。

意見・要望内

3、美郷小学校建築に伴うに土木と博物館の間の踏切の確保、拡

容

幅、歩道橋など JR との協議の進捗は、また、土木の前から田
中病院までの交差点の整備について片側に歩道が出来ればうれ
しいが進捗はどうか。
4、池田中学校の問題があったが、議会ではどのような対応をさ
れているか。学校では問題なしと言われているが、他の人に聞
くと問題があると聞く。
回答

1、湧き水は、最初平成２８年春ごろから水が出たり止まったり
しているが、調査の結果原因はわからない。噴き出した水は側

行政に伝える
（回答を求めない）

溝へ流すように考えていくようですが、融雪の話は伝えておき
ます。
2、台風で国分のところの宮さんの木が倒れましたが、区長要望
にて、市の方で対応すると思います。浸水の件は構造的に遊水

行政に伝える
（回答を求めない）

地になっており、堤防や、ポンプでの排水には膨大な費用が掛
かり、すぐに対応は難しいと思うが松永川の浚渫など地元の意
向は伝えてあります。遠敷川の浚渫も何年か前にしましたが、
台風が来るとすぐにまた埋まってしまう。北川もそうだが雑木
が林のように植わっており、洪水があるとだめなことは市の方
も認識しておりますので、また強く言っておきます。
3、小学校横の踏切は、市、教育委員会としては、交渉している

行政に伝える

が線路をくぐる、上をまたぐなど技術的に困難ということのよ

（回答を求める）

うで、踏切の拡幅も開校するまでには困難と聞いている。
4、議会には説明はないが、教育委員会で各学校に対して指導し
ていると思う。
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当日の回答どおり

意見

外構について住民委員会で、インターロッキングはきれいだが、
目地のところに土ほこりがたまり、苔が生えることや、高い木
を植えん方がよい等伝えてあるので、住民委員会での意見を反
映してほしい。

回答

もう一回確認しながら見ていきます。

質問

子どもの通学路は踏切を通ることに決定したのか。

回答

そこを通っていくと思います。

質問

若狭の里公園の堤防沿いは木が欝蒼としており、子どもだけで

当日の回答どおり

当日の回答どおり

歩かせるのは大変心配なので、堤防沿いを歩かせるようなこと
の無いようにお願いします。
回答

踏切番を立てるなど安全に通学できるよう強く言っておきま
す。

意見

行政に伝える
（回答を求めない）

先日、二中でも地域学校協議委員会がありました。いろんな生
徒がいると思うが、仲間や友達がいて楽しいところ、テストの
成績だけではない等、包括的に情報を共有しながら、みんなで
育てる学校づくりを要望した。

要望

3 年ほど前に老人会の研修でも話しましたが、南川、北川は特
に台風の時期に夜中満潮などで海から上がってくるものを吸い
込んで、流れない等、物理的なこともあるが、川床が高く砂利
だらけなっており防災の面でも浚渫の必要性がある。もうひと
つ金屋の橋のことですが、あそこは橋桁が 5 つあり、25 年の
18 号台風の時に、ケヤキの木が根っこをつけたまま流れてき
て、橋桁で止まった。橋を早く直さないとゴミが詰まり川が氾
濫して中の宮のところが決壊する可能性があり、救急車も消防
車も通れない橋なので、現場を見に来て相談してほしい。
包括支援センターが出来たのは、非常に結構、小浜市の 31％が
70 歳以上になっています。私の区も 77 世帯あって 13 人が一
人暮らしです。少子高齢化が進む中若者が育つような地域にな
るよう地域が一緒になって盛り上げる、各地区もそうだと思う
ので、議会のほうも、そう言う所に気配りした行政であってほ
しい。

回答

ありがとうございました。いろいろな面で気配りするのは当然
のことで、全力で問題への対応をしていきます。
学校の件については、学校を支えていくのは保護者であり先生
のサポートをしてあげてほしい。先生方だけでは対応できない
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当日の回答どおり

ところも多いと思う。
質問

先ほど話に出ておりました土木事務所の横は、朝 8 時の通学の
時間帯になると自動車が 2 台通るのが精いっぱいで、特に雪の
時などは 1 台しか通れない。踏切の拡幅は JR に要望してもら
わないといけない。
通学の見守隊は、朝はいいけれど帰りの時間がバラバラなので、
安全確保のためにも歩道を設置してほしい。また、遠敷橋の JR
小浜線の下が非常に汚いので、若狭の里公園周辺の環境整備も
是非してほしい。

回答

若狭の里公園の裏の方は、人も通らないこともあり、草も多く

当日の回答どおり

歩きにくいなど通学路にならないと思う。今まで 4 キロが基準
でしたが、今度は 2 キロぐらいで子ども達がバス通学になると
思います。
質問

道路わきにセイタカアワダチソウ、黄色い花がいっぱいある。
以前キンケイギクの駆除の運動があり、だいぶん駆除されたが、
小浜市も予算化しなくても社会奉仕の時など啓蒙活動してほし
い。ぜひ市議会のほうでも提案してほしい。

回答

担当課のほうへ伝えておきます。

行政に伝える
（回答を求めない）

意見

包括支援センター、やすらぎ荘の改修などありがとうございま
した。ふれあいサロンの交流など健康長寿課から提案がありや
ろうということになりましたが、お年寄りの交際範囲が、町単
位なので、話が進みませんでした。少人数での社協さんのふれ
あいサロンなどは盛況で、これらをもっと空家を活用してでき
ればと思っています。

回答

ありがとうございます。

質問

二中生徒の通学路の街灯について、南川から 100 満ボルトの横

当日の回答どおり

を通って、和久里のあたりへ出るが、冬場は日暮れが早く自転
車通学の安全の面で、市議会でも考えていただきたい。事故防
止の反射材のタスキや反射するものを身に着けることも検討し
ていただきたい。
回答

今までもお話は聞いており、その都度都市整備課や教育委員会

行政に伝える

のほうには言ってあり、教育委員会もその認識はしている。

（回答を求めない）

自転車のステッカーのことも再度申し上げておく。
質問

若狭の里公園の民家が、寄贈された方のことを考えると廃邸で
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きないと聞くが、小学校、博物館がある県立の公園に廃墟のよ
うな建物があると観光としての若狭小浜がとても恥ずかしいの
で、修繕か撤去か早く結論を出してほしい。
新幹線のルート決定について、ボーリングも始まったと聞きま
すが、ルートの決定を急ぎ土地提供の協力を求めることが早い
開業に繋がると思う。
竜前の企業団地の今の状況をお聞きしたい。
堅海の港のところにヘリポートができているが分かっていれば
教えてほしい。
防災無線の活用について、小浜市の観光やスポーツイベントの
告知に使えないか、チャンネル O やチラシの告知での案内があ
るが、過ぎてから行きたかったということもたくさんある。
回答

新幹線のことは市の方でも若手職員を中心にまちづくりのこと

当日の回答どおり

に取り組んでおり、それらについても議会は意見を言っていき
たい。
若狭の里公園については、委員会でも質問をしており、県の判
断を待っている状態です。
竜前の企業団地については、現在 4 社、サッシサービス、松尾、

当日の回答どおり

日本電産テクノモーター、幸池商店が進出で、現在、何社かの
問い合わせがあるが、交渉中という説明をうけている。
防災行政無線については、有線であったものを国の無線化施策

当日の回答どおり

で設置しており、行政からはイベントの案内に活用することは
原則指導できませんが、区長の判断で使用されているところも
ある。
ヘリポートについては、大飯原電の敷地から出る砕石の荷揚げ
場がありましたが、分かりませんので調べておきます。

平成３０年１月４日

行政に伝える
（回答を求める）

小浜市議会議長 様
第３班
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班長

池尾

正彦

小浜市議会
日

時

議会報告会

実施報告書

平成 29 年 11 月 21 日（火）19：00～21：00

会場／地区

加斗公民館／加斗地区

出 席 議 員

3 班／池尾正彦、藤田善平、西本清司、牧岡輝雄（計４名）

参加者（市民） 18 名
報 告 事 項

司会・班長：池尾正彦、 報告者（定例会報告）
：西本清司、
（地域包括支援センターについて）
：藤田善平、
質問

書記：牧岡輝雄

小浜市企業振興助成金補正予算額 1,670 万円について、昔あっ 【今後の対応】
た酒屋をつぶして、また酒蔵を作って助成するということです
か、

回答

今までの機器など利用して、中井で新しく起業されたので条例

当日の回答どおり

に合わせて決議をしました。

報告会におけ
る市民からの 質問

地酒愛好家の作るような酒蔵には補助金は出せないと思うが、

意見・要望内 回答

起業される計画書は出してもらいますし、建物の図面や資金計

容

画、生産計画や雇用等審査して助成をしていきます。

質問

当日の回答どおり

小浜市の空き家について、石川県金沢市と小浜市を一緒にでき
ないが、金沢なんかは空き家を購入した場合 500 万円の補助金
が出るということだが、一度調べてみてください。
小浜市の都市整備課の人に聞いたら 50 万円やとか、そんなん
では、なかなか空き家も埋まらないと思うし、小浜に来てよか
った、空き家を購入してよかったと言ってもらえるよう補助金
の増額を計画的に考えてみてください。

回答

空き家については、2 種類ありまして、先ほどの利用する空き

当日の回答どおり

家と、迷惑のかかる危険な空き家があります。区長さんにお世
話になりました小浜市の空き家調査では、730 軒の空き家があ
り、危険な空き家の取り壊しなど有識者会議を行い危険な空き
家を特定空き家等に指定をして解体をする等、条例の制定も行
いました。それから、建物が古くなっていきますと優遇措置で
減税がありましたが、特定空き家等に指定されますと逆に税金
が上がるように税制が変わりました。

質問

旭座は買ったのか、それとも寄付ですか。

回答

建物は寄付と聞いています。

質問

地面はオーイングに貸しているのですか。

回答

地面はオーイングが買われたと聞いております。
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当日の回答どおり

当日の回答どおり

質問

加斗の工業団地の話が出ているが、小浜市の対応が非常に遅い。
美浜町の工業団地は、小浜市より後にできて 2 つの分譲が売れ
た。
竜前の土地も売れるとか売れないとか話にならん。議員も市に
ハッパをかけてもらわんとダメや。

回答

竜前の企業団地はご指摘の通りまだ半分 18,000 ㎡残っており

当日の回答どおり

ます。その他は（有）サッシサービス工業、松尾株式会社、日
本電産テクノモータ㈱、㈱幸池商店さんに買っていただいてお
り、残りについても問い合わせのある企業と継続して交渉中で
あり、その詳細は相手のあることから公表できないとのことで
す。加斗の団地についても、農振除外地の 5ha を先行整備し、
その分譲地が完売したのち、残地の整備に入る。今、進出予定
の企業もあると聞き、地権者の方はご存知かもしれませんが、
行政からの説明はなく、この程度の説明しかできません。

質問

小浜市の議員定数の削減について、もう少し減らして 13 人で
も行けると思う。その代わり議員年金なんかを復活して、20 代、
30 代の若い人達が市会議員をやってみたいと言って出てくる
ような風潮を作ってほしい。

回答

議会運営委員会で、現在アンケートを集計しており、単純に人

当日の回答どおり

数だけの問題ではなく、集約したものを審議委員会にかけて決
めていきたいと考えています。

意見

市議会の先生方は、次は県会議員に、市長に出る気構えを見せ
てほしい。

回答

市長選に出る出ないは別として、小浜市の発展のため、その意

当日の回答どおり

気込みは強いものを持っております。

質問

介護給付費の準備基金積立金 3,746 万 6,701 円があるが財源は
どこから、取り崩しはあったのかですか。

回答

財源は皆様の介護保険料と国、県等の負担金で運用し、準備基
金積立金は運営期間中の余剰金の積み立てや次年度余剰金積み
立て等で、保険料の調整に使い毎年積み立てるものではありま
せん。

意見

大飯原発の 3・4 号機の稼働について避難訓練が必要と思うが、
27 号線は海岸沿いを走っており使えないのではないか、高速道
路もすぐ止まるし、ここ 1・2 年の内に小浜市全員の訓練が必
要と思うが原発に関しては議題に上がっていない。
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当日の回答どおり

回答

地域防災・原子力安全対策特別委員会で陳情などを受けその中

当日の回答どおり

で議論をしている。

意見

6 年間テレビで東北を見ていると小浜市は隣接だが、災害があ
れば東北と同じことになると思うので、避難については真剣に
考えてほしい、どこへ避難するのかわからない市民にも指導し
てほしい。

回答

UPZ 内に泊、堅海が入っており緊急避難の時に使用するヘリポ

行政に伝える

ート基地もできており、口名田、遠敷小学校のグラウンドも内

（回答を求めない）

閣府のことですが、国、県で対応を取っていると聞いている。
避難場所については、私たちも行きましたが、実際に市民の方
は避難される体制、交通事情など悩んでおられましたことも踏
まえ、総合防災委員会の方へ伝えたいと思います。

質問

先日 10 月 9 日に拉致・特定失踪者問題の早期解決を願う福井
県集会を小浜市文化会館で開催させていただきましたところ、
皆様のご支援とお力添えのおかげで、大成功のうちに終了する
ことができ、ありがとうございました。正直ご存じのとおり、
進展していないのが現状です。地村らは帰ってきましたけれど
も、横田めぐみさんをはじめ１２名の方々がまだ日本に帰国を
果たせずにいます。この拉致問題は被害者全員が帰ってこなけ
れば、解決しない問題でございますので、今後とも拉致問題解
決につきましても議会の先生方のお力で何とかよろしくお願い
したいと思っております。
明日１０月２２日から小浜市民体育館におきまして、来年の国
体に向けてのプレ大会、全日本社会人選手権大会と全日本女子
大会の選抜大会、レディースカップが行われます。私たちはよ
く文化会館を会議や何やかやで使わせていただき、先ほど申し
ましたように、先月の集会もここで使わせていただいたが、そ
ういう多くの人が集まってくる、小浜市を代表する文化施設、
体育施設の周りに駐車場がないということが、大変不便だなと
いう思いがします。私の意見は前から出ているとは思いますが、
例えば、口名田に陸上競技場の立派なのがある。ああいうとこ
ろへ体育施設を持っていく、また文化会館とか、文化施設とか
そういうものをある一ヶ所に固めて、周りにしっかり広い駐車
場も完備する。福祉施設についても駐車場完備をする。そこに
住む住民の使いやすさとか、県外から、市外から来ていただけ
るお客様とか、そういう方々のことも考えると、公共施設の再
配置がとても大事じゃないかなと思いっております。

回答

今年、総合グラウンドでラグビーフットボールのプレ大会もあ
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当日の回答どおり

りました。結構な人数が来られるということで、駐車場が問題
になりましたし、体育館の駐車場も今回本当にプレ大会をどう
するのか、体育館の駐車台数を増数する、プレ大会については
グラウンドを駐車場に使用するなど、いつも駐車場が問題にな
っています。特に雨の日などは泥だらけのグラウンドに車を入
れなければならないなど来場者のことをいつも心配していま
す。国は広域の事業でないと補助金が出ないので、人口が減っ
ていく中で、今後どのようにお金を使っていくのか考えなけれ
ばならないと思います。
拉致問題も森本さんを中心に今、同級生の方に一生懸命やって
いただいておりまして、委員会のほうとしてもその動きに対し
まして本当に感謝しております。何かありましたら議会のほう
へ教えていただきたいと思います。皆、一致団結して行動して
いくと思いますので、よろしくお願いいたします。

質問

今の報告とか、包括支援センターの話、市で取り組んでいる空
き家対策等、包括支援センターも暮らしを地域でサポートする
となっているが、そういった市で吸い上げた情報とかは、ちゃ
んと地域の人に届いているのか。各区長さんも変わるとまたわ
からなくなったりして、大変なのが担当課だけということが
多々あると思うので、もうちょっと市民の人も動けるような情
報を出していただけると、ありがたいと思うので、促しをして
いただけたらなと思います。

回答

質問

お話をお聞きいたしましたので、そういうような趣旨のことを

行政に伝える

理事者側にお伝えいたします。

（回答を求めない）

小浜市の建設業会が加斗地区の荒木地区に残土処理事業の開設
を認可されたということを、我々の区の市道残土を排出するた
めのダンプの運般作業に使わせてくれというようなことを、回
覧で初めてわかったんですけれども、こういう残土処理の認可
がおりたのはご存じでしょうか？

区長

約２年前から。荒木の区長さんも来ているので、多分ご存じや

回答

と思いますが、荒木の区を中心に説明会をされまして、あれは
正式に市の開発工事とか、県の林地開発とか、いろいろな届け
は全部出ております。実際のところ、もうじき残土を運び込み
たいということで上加斗さんのほうに通行のお願いに寄せてい
ただいたが、通行は困るということで、今、黒駒が頼まれてお
ります。それについて業会さんは正規に手続を踏んで、県にも
届けてやっておられます。
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当日の回答どおり

質問

この前の台風でブルーシートが少し倒れているが、あれは南川
の浚渫した泥やと思います。あれが今その残土処理施設に何か
ずっとあるようなことを聞きまして、それを埋め立てしている
のではないかなと思うのですが、一遍、確認していただけませ
んか。

区長

あれは船だまりか、どこかの土を浚渫したやつを持ってきて、

回答

小浜側のほうに埋め立てるべきものだが、その埋め立ての許可

当日の回答どおり

がまだおりなくて、あそこに仮積みをしてシートをかけて飛ん
でいかないようにしている。その潮のついた水があそこへ行く
ことについては堰堤をつくり、そこで埋めると。今もう許可が
おりましたので、野球場みたいにきれいにして、植栽をして最
後は仕上げて帰ると聞いています。

回答

今回の台風被害の費用については、今とりあえず１０月に

行政に伝える

２，５３０万円ほど専決で処理をし、台風の被害が全部明らか

（回答を求める）

になれば、この１２月議会に再度補正として出します。漁港と
河川は県の管理と市の管理があり、県の場合は知らされないこ
とが多いが、問い合わせをすれば調べて報告してくれますし、
業会さんは谷田部にプラントを持っておられ分別もされておら
れると思いますので、浚渫土のことも一度確認させていただき
ます。

平成３０年１月４日

小浜市議会議長 様
第３班
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班長

池尾

正彦

小浜市議会
日

時

議会報告会

実施報告書

平成 29 年 11 月 14 日（火）19：00～21：00

会場／地区

今富公民館／今富地区

出 席 議 員

4 班／富永芳夫、下中雅之、佐久間博、藤田靖人（計 4 名）

参加者（市民） 49 名
報 告 事 項

司会・班長：富永芳夫、 報告者（定例会報告）
：下中雅之、
（地域包括支援センターについて）：佐久間博、
質問

書記：藤田靖人

地域包括支援センターの業務内容について資料ではわかりにく 【今後の対応】
いのだが、直営についてのカラー部分と白黒部分は違うのでは。

回答

少しややこしい図ですが医療と介護と介護予防を総括したシス 当日の回答どお
テムをつくっているということで白黒のページの説明がわかり り
やすいと思う。

報告会におけ 質問

選挙の投票日と台風が重なったが公民館は避難所として開設し

る市民からの

てほしい。特に今富公民館は防災機能があるので。

意見・要望内 回答

開票準備にも職員が行っており、２つを開設するということは 行政に伝える

容

まず不可能であったということはご理解していただきたい。

（回答を求める）

しかし、対応の甘さもあったように思う。市長部局のほうに伝
えさせていただきます。
質問

和久里の水位計の故障について、今後の対応は

回答

こちらも故障には驚いている。当日は県の職員が目視で随時報 当日の回答どお
告していたと聞いている。現在は応急措置済みで今年度中に新 り
調する予定である。

質問

避難所を小学校でも同時に対応できないか。

回答

今のところ公民館のみでの対応となっている。避難に危険が伴 当日の回答どお
う場合、自宅でのタテ避難などの自己防災を考えてほしい。

質問

り

南川、多田川、森川の浚渫(シュンセツ)と改修など災害対応に
ついてはどのようになっているのか。

回答

現在も引き続き県に要望している。県の河川計画では平成３７ 当日の回答どお
年度に多田川と森川の合流地点の改修を行う予定である。

質問

り

台風時、市の電話対応がはっきりしない。夜中の避難勧告は実
際には危険が伴う場合がありチャンネルＯなどのコメントを工
夫してほしい。今回の各地区の検証はどうなっているのか。

回答

１４時に連絡会議、１６時に市内全域に避難準備、高齢者等避 行政に伝える
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難開始を発令。１５カ所の避難所を開設。１９時３０分、災害 （回答を求める）
対策本部を設置。台風接近に伴い、各河川の水位が上昇し、２
０時４５分、北川、遠敷川、松永川が避難氾濫水位に達する見
込みとなったため、対象地域に避難勧告発令。２２時１０分、
全ての対象河川において避難氾濫水位に達する見込みとなった
ため、市内全域を対象に避難勧告発令。２２時４０分、北川、
遠敷川、松永川において、氾濫危険水位に達する見込みとなっ
たため、対象地域に避難指示、緊急を発令。２２時５０分、土
砂災害警戒情報の注意喚起を出しました。遠敷地区、松永地区
の一部に土砂災害警戒情報が発表されたため、対象地域に注意
喚起をいたしました。２３時１５分、避難指示、緊急発令、南
川が氾濫危険水位に達したため、対象地域に避難指示を発令い
たしました。１０月２３日、２時５分、土砂災害警戒情報の注
意喚起を中名田地区全域、口名田地区の一部に、土砂災害警戒
情報が発表されたため、対象地域に注意喚起をいたしました。
それで、朝方の９時、朝方というか、午前９時に避難指示、避
難勧告を解除いたしました。市内の全ての対象河川において、
避難氾濫水位を下回ったため、市内全域を対象に解除、その後、
避難所を順次閉鎖し、避難準備、高齢者等避難開始を解除いた
しました。家屋等の被害状況は、床上浸水がありません。床下
浸水が６棟、屋根一部破損が１３棟、外壁一部破損が７棟。こ
れは１１月３日現在で市が把握しているだけで、屋根の損壊と
か外壁の損壊はもっともっとたくさんあったと思っておりま
す。それから、避難者数は、一番多いときで７０４名になって
いる。
今後、市民の皆さんへの災害防災のための啓発をしっかりとす
るように我々も市に伝えていきますので、また皆様は、やはり
自助共助の中で、まず自分の命は自分が守るという形の中で、
十分準備をしていただきたい。
質問

地域包括支援センターの人員配置体制について、他市町との比
較、保健師と社会福祉士が何名か対象者何名に対してなどわか
ればお願いします。

回答

現在、詳細な資料は持ち合わせていないので担当課に確認し、 行政に伝える
公民館を通じて回答する。

質問

市道森川線では行き違いがうまく出来ないので通学、通勤時に
渋滞が起こる。拡幅工事について工事の内容等、いつからやる
のかをお聞きしたい。
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（回答を求める）

回答

市道森川線と国道との交差点付近では一部狭小な部分があり、 当日の回答どお
すれ違い等で通行に支障を来しているというのは、今富地区と り
しても把握しており、以前からの要望事項となっております。
今年も区長会から要望いただいている。森川線につきましては、
社会資本整備計画というものでこの事業を予定しているが、平
成２７年度に、県と事業計画の協議を市も行ったが、市道に接
するこの森川の河川整備の具体的な計画というのが未定であ
り、河川及び道路整備の二重投資になるとの懸念もあるとのこ
となどを踏まえ、県と引き続き意見交換を行っていくというふ
うにはお聞きしております。しっかり課題解決に向けて頑張っ
ていきたいと思いますので、ご理解のほどをお願いしたいと思
います。

質問

あいあいバスについて午前と午後に１回ずつになっているが、
便数を増やす、予約で家の近くまで来てくれるなどの考えはな
いか。高齢者が免許を返納する場合もあるので不便の解消をお
願いしたい。

回答

内外海ではデマンド型タクシーや乗り合いのタクシーなど、中 行政に伝える
名田ではまちづくり協議会の中で、地域での乗り合いの軽自動 （回答を求める）
車の運行などを行っている。今富地区で対応できるか意見とい
う形で担当課に伝えさせていただきたい。

質問

まちの駅、道の駅、海の駅の３駅を回ってる周遊バスについて、
ほとんど乗っていないように思うが、利用率はどうなっている
のか。
それと、よその道の駅にくらべて販売スペースが狭く物品が少
ないように思うが、将来のことを考えスペースの拡大と、品ぞ
ろえも多くできないものかなというふうに思うが、それについ
てお聞きしたい

回答

現在、３駅を回っている周遊バスは、県の補助金を使い試験運 行政に伝える
転中ということです。催し物の関係や時期、季節などにより乗 （回答を求める）
降客の数が少ない場合がある。より効率的な運用や、その運行
の手順というのを導き出すというようなことを聞いておりま
す。我々議会も見守っているというような現状でございます。
道の駅については、梅街道ができたときに、農林水産省とかの
補助金、農業予算のほうで地域の農産物を加工するというよう
なことでできた施設というのをお聞きしておりまして、インタ
ーが来る時、急遽、物販の施設ができた為小さな施設となった。
今年度から市でもバス停の造成を進め設計に入っている。道の
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駅では、土日等で大々的にフリーマーケットもするということ
を聞いている。議会でも今お聞きしたような意見もどんどん市
のほうへぶつけていきます。前向きなご意見ありがとうござい
ます。
質問

今富小学校では雨の日に北風がすごいと廊下のひび割れに雨水
が吹き込んで水浸しになり、カビの原因になっている。それは
市議会と市は知っておられるか。早めに改善してほしい。

回答

調べさせていただいて、原課のほうに提言させていただきたい 行政に伝える
と思います。

質問

（回答を求める）

新聞の市長の行動を見ていると、出張が多いと思うが。あれだ
け出張しておって、行政の仕事ができているのかと思うが、ど
うか。
以前、聞いたときには、それは答えられないって断られたんで
す。

回答

業務はしっかりできていることは確かですが、議会報告ではな 当日の回答どお
く夢トークなどで聞いていただけるといいと思います。

り

ここではお答えできかねます。
質問

子供たちが小浜市に定着する率が悪いと思う。議会として、若
い人を定着させるための工場誘致とか、働き口の確保とかとい
うのは、市とどのようにされているのかお聞きしたいと思う。
優秀な子供たちが県外へ出て行くと、何のために小浜市がお金
を使って子供の教育をしているかと思うと残念に感じる。

回答

小浜市の高校生のアンケートによりますと、地元だから帰りた 当日の回答どお
い、でも、就職口がない。勤め口はあるがミスマッチで、ここ り
に行きたくないという場合もございます。小浜市の企業誘致で
来た日本電産が増員をかけているが、大学の工学部を出た人な
どの条件があり難しい部分もある。レタス工場の増設など企業
誘致もできているが補助金なども活用し、これから敦賀まで新
幹線がついたときに、少しでも働く場所をつくることが、近々
の課題と考えている、議会としても現状を把握しながら企業誘
致に力を入れておりますのでご理解ください。

質問

９月議会の補正予算に小浜市空き家対策事業補正予算案という
のが出てくるが、小浜市空き家等対策協議会という組織につい
てどのような方が所属しているのかお聞きしたい。
そして、その権限はどういうふうなものがあるのか。
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空き家を壊すような権利があるのかどうか。
回答

その協議会のメンバーは、京都の大学の専門家の先生が委員長 当日の回答どお
をされている。あとのメンバーは、議会、連合区長会や、地域 り
の代表の方々数名、司法書士、それから建築の専門家、不動産
の専門家で構成されている。
最終権限は市長となっており、協議会が認定した空き家が近隣
に被害を及ぼす場合などには市長が措置命令を下せるというよ
うになっている。今回の予算の中では３軒の空き家が緊急安全
措置という対応をするというものです。
一応緊急安全措置では、危険な住宅を解体しその木材などを敷
地内に危険のないようにおいておくもので、費用についてはそ
の持ち主に請求するということになっております

質問

加賀に家が１軒あるが、各自治体で空き家対策をしているので
あれば処置をしたほうが良いのか。

回答

空き家の特別措置法は国が制定したので適切な対処をお願いし 当日の回答どお
ます。

平成

２９年 １２月

２８日

り

小浜市議会議長
第４班
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様
班長

富永

芳夫

小浜市議会
日

時

議会報告会

実施報告書

平成 29 年 11 月 17 日（金）19：00～21：00

会場／地区

雲浜公民館(交流ターミナルセンター)／雲浜地区

出 席 議 員

4 班／富永芳夫、下中雅之、佐久間博、藤田靖人

参加者（市民） 23 名
報 告 事 項

司会・班長：富永芳夫、 報告者（定例会報告）
：下中雅之、
（地域包括支援センターについて）：佐久間博、
質問

書記：藤田靖人

資料４の日常生活圏の高齢者人口は約４,０００人ずつですが、 【今後の対応】
これはひとり暮らしの人口のことでしょうか。それとも同居し 行政に伝える
ている方たちのことも含まれますか。トータルの高齢者ですか。 （回答を求める）

回答

詳細には正確な数字がまだ読めていませんので、公民館を通じ
また後ほどお伝えしたいと思います。

報告会におけ 質問

高齢者人口は地域によって比率が大分違うと思う。田舎のほう

る市民からの

の人は案外、外に出て仕事するからパーセンテージ的には少な

意見・要望内

いのかなという感じがしますので、できれば比率も明記すれば

容

何をすればいいのか分かるのではないかと思います。
回答

このご質問に対しても正確な数値を出して公民館に報告させて 行政に伝える
いただきます。それでご了承いただきたいと思います。

質問

（回答を求める）

民生委員で地域包括支援センターに相談すると、丁寧に対応し
てくれてすごくありがたいと思っています。
人員配置が何人ずつぐらいなのか。
委託包括のほうは管理者が兼務となっているが、この兼務とい
うのは市直営からの兼務なのか、それとも委託の包括の中で他
のものと兼務しているのか教えてほしい。

回答

人員配置ですが、市直営包括の１圏域やったころは１０人体制 当日の回答どお
でやっておりましたが、社会福祉協議会のほうにも置くことに り
なりました。そこで３人が入られ、市のほうは１０人から９人
になったことで、トータルで２人増えたということになります。
しっかり連携をしているので、兼務も含めて充実した内容にな
っております。大変対応が良いということで、大変職員も喜び
ます。しっかり伝えておきます。

質問

除雪機械は合計何台になったのかということと、ふるさと寄附
金をＰＲするのに専門業者に委託していることですが、委託料
は幾らぐらいになるのか。

回答

数字に関するものは、正確なものをお伝えしたいと思いますの 行政に伝える
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で、後ほど公民館を通して返答いたします。

（回答を求める）

できればご意見等とかに関して、これは一体どうなっているの
かなどを言っていただけると本当にありがたいかなと思いま
す。
正確な数字を持ってきていないということは、本当にお許し願
いたいと思います。
質問

酒井家文庫を議会だよりに載せていただいたのは良かったと思
う。
酒井家文庫を市民に見ていただけるような方法はないのか。
宝の持ち腐れになっていると思う。

回答

議会でも予算審査の中で議論があり、現在、学識経験者と文化 行政に伝える
課の職員で組織する酒井家文庫等保存活用協議会というものを （回答を求める）
昨年の６月に立ち上げ、未整理の古文書類の解読、または調査
作業等の学術的な調査を行っている。
議会も市民の方々へ広くＰＲできるようにしたいと考えてい
る。貴重なご意見、大変ありがとうございます。

質問

三井家の建物の活用についても、市長の夢トークにそういう話
は一切出ていない。
観光面でもプラスになるのでそれの活用を考えてほしい。

回答

担当課に伝えたいと思う、ご意見有難うございます。

行政に伝える
（回答を求める）

質問

昨年度の大雪では特に細い住宅街などの道の除雪が進まなくて
苦労した。
今回の補正予算で除雪車が増えたが、除雪オペレーターはどう
確保するのか。
経験ある市民などによる登録制にしてはどうか。

回答

議会の常任委員会の中で何度も議論があり、要望等もたくさん 行政に伝える
出している。

（回答を求める）

除雪車オペレーターは委託業者と協議してＯＢの方など新しい
方への声かけで人員配置を増やすということを聞いている。
市の除雪は幹線道路など優先順位があるのが現状で、前回のよ
うな雪の場合、市民の協力も必要になってくると思うのでよろ
しくお願いしたい。
質問

除雪後、川崎まで雪を運ぶのは大変で、重要な交差点には排水
溝が近くにあるので、グレーチングなど簡単に開けられる蓋な
どで流雪溝を作るなどしてはどうか。
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流雪溝とか排雪溝にたまった雪を地下水で流すようにすれば効
率的な除雪ができるんではないかと考える。
回答

貴重なご意見、ありがとうございます。所管のほうに伝えてお 行政に伝える
きます

質問

（回答を求める）

理事者側からじゃなく、議会のほうから提案することは考えて
いるのか。
他市町の議会でも議会提案型があるように聞くが、２～３年ぐ
らいで担当課が変わる職員より期を重ねられた市議会議員のほ
うが様々な問題に詳しいと思う。
新聞では議員提案型は全国で１０％未満、それと、要は理事者
側からの原案どおり可決というのは、全国平均で９９％らしい
です。だから、これではなかなかうまくいかんと思いますので、
市長も無投票、議会も無投票というような現在で、ぜひ議員提
案型の議会運営を考えてみてはどうか。

回答

二元代表制という形の中で、議会は執行権がなく議決権しかな 当日の回答どお
い。

り

議決権の中で政策条例と言われる政策にかかわる条例を議会が
提案することができますし、我々もそれはもうやらなければな
らないということは重々わかっていて、今年も管外視察があっ
たときにはその点について視察研修してまいりました。今、県
が聴覚障害者の方に対する政策条例を策定中だということにな
っていますが、小浜市もできるだけ早く皆様のご意見に添うよ
うな政策条例をつくっていきたいと。やはりそれだけの資質も
持たなければならないという思いは非常に持っています。
ただ、執行部に比べると職員の数が少なくて、そういうサポー
トもできない部分がある。視察研修した議会では議会事務局の
職員に政策法務の職員が３名ぐらいいる。
今後サポートの体制も必要かなと思う。
ご指摘いただいた貴重なご意見に関しましては、また議会の中
で十分議論を重ねたいと思います。
質問

美郷小学校のスクールバスの費用のことで予想より費用がかか
るというようなことを聞いたが本当なのか。
（質問１）
雲浜小学校が統廃合から外れたとか新聞に載ったとかという話
を聞いたが本当なのか。
（質問２）
県会議員が政務活動費の不適切な使い方で新聞に載ったが、市
議会議員も政務活動費があるのか。小浜市は領収書を出さない
ともらえないという明朗なところだとは聞いているが、どのよ
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うな項目に支出が多かったのかを知らせてほしいと思います。
（質問３）
回答

試算の段階なので、まだ何とも分からない。うわさだと思う。 当日の回答どお
（答え１）

り

雲浜小学校のあり方については、あり方審議会という会を雲浜
小学校の中で作っている。今、平成１６年に出した要望案とい
うのがあり、それについては今の段階ではその中には考えない
でおこうという結論が出ている。今後、まだ、例えば西津小学
校と合併することもまた可能性として異例のケースはあるかも
しれないが、その段階でまた協議をするということで、決して
雲浜小学校が外れたということではない。（答え２）
小浜市の政務活動費の額は現在一人一ヶ月につき２万円です。
これは平成２０年に４万円から２万円に減額をした。
どの項目で一番たくさん支出されているかは研修研究費という
項目での支出が多かったと思う。
また領収書も全部添付し、議会のホームページで全て公開する
という形は、全国でもほんとうに５番目以内に入っていると思
います。
今年の３月定例会では、より透明性を高める為、それまで前払
い制を後払い制にいたしました。
２９年度の政務活動費はすべて自分のお金を出して使い、来年
の４月に報告書を出して認められたら後払いで政務活動費が入
るという形です。
前払いと後払いの違いは、政務活動費に使ったぶんを請求する
形になるので、不正があった場合は詐欺罪になる可能性がある。
我々議員にとっても収支報告書が少しでも間違っていたら大変
なことになるということを考えている。
これまでどおり議長をはじめとした議会事務局が議員の提出し
た収支報告書をしっかりチェックしている状況ですので、ご理
解いただきたいと思います。（答え３）
質問

南川の右岸堤防が工事用道路になる件で、工事用道路が堤防上
に造られるということですが、工事が終わってからどういう形
で残るのか。原型復旧ではなく出来れば歩道は通学路の安全も
含めて片側に３メートルぐらい残して欲しい。小浜市から県に
要求されているのか。
それと竹原橋を見てもらったらわかると思いますが、後づけの
水道と下水管が桁についている。今度、仮の歩道橋ができた場
合、今通っている下水管、水道管はどう迂回するのか。
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特に今の歩道橋にそういうものを流す場合、一番町から橋が２
メートルぐらい高くなり上下水道が大変なことになるように思
う。城内の下水などはどこに敷設するのかなど、すごく心配し
ている。議会でもそのような話があれば詰めてほしい。
回答

ご意見、担当課に伝えますので、よろしくお願いいたします。

行政に伝える
（回答を求める）

質問

コンパクトシティーについての協議会というのを聞いたが、コ
ンパクトティーのエリアが南川から西と、小浜地区それから今
富地区の伏原が入っていたように思う。今富地区と西津地区以
南は入ってなくて、その協議について区長さん方に説明をいた
だいたが、納得できないものがあってなかなか理解ができない。
協議会または検討会というのは設置されているのか、それを議
員の皆さんは把握されているのか。

回答

将来の新幹線構想を見据えたときにどの辺までを中心にコンパ 行政に伝える
クトシティーをつくるか今、検討に入ったところでございます。 （回答を求める）
大雨などの災害対応などを含め、どのような住居地域にして行
くのか様々な角度からの検討会です。
ただ、小浜市の意向として、新幹線の駅がまだ決定されていな
いので、新たに考え直す場合もあるが、高速道路の近くから病
院のエリアのところぐらいまでで、住居地域をあまり広げすぎ
るとインフラ整備に大変投資がかかることから、極力現在の地
区割りを生かし充実させていきたいという方向ですが、まだ検
討段階です。

質問

コンパクトシティーという考え方に高速インターや東小浜付近
が出てくると再開発になるように思う。
既存の地区を充実されるのは分かるが、各地区で説明会などを
開くべきではないか。

回答

エリアに入る、入らない等の問題ではなく、空き家対策も含め 行政に伝える
て、現状の居住地域を中心に、このエリアにコンパクトな社会 （回答を求める）
整備などをして新しい方々に住んでいただく検討を行ってい
る。
いただいたご意見は担当課のほうに伝えておきますので、回答
があると思います。よろしくお願いをいたします。

質問

議会報告の決算報告、決算認定で周遊観光プラットフォーム整
備事業というのがあるんですが、バスを利用する市民の駐車場
はどうするのか。
（質問１）
ふるさとＭＩＲＡＩ事業で、子供たちの提案事業もあり効果は
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出ているという、提案事業が何かを教えてほしい。
（質問２）
一般質問の中で協働のまちづくりの検証と公民館のコミュニテ
ィーセンター化についてどのように考えているのか。
以前の公民館から随分さま変わりをしているが、公民館を教育
委員会から市長部局にもっていくのか、公民館は教育委員会の
施設というような考え方なのか、議員はどう思っておられるの
かをお尋ねしたい。
（質問３）
新聞に出ているが、大病院４００床、５００床という形で、紹
介がないと５,０００円になるということ、それになおかつ受診
料もかかるというようなことなんですが、これはまだ先の話で
すけども、高齢者にとっては大変な負担になると思う。小浜病
院議会や市議会のほうでもよく議論をお願いしたい。（質問４）
回答

舞若道への高速バスの停留所を作る事業で、四季彩館の後ろ側 当日の回答どお
と道の駅物販施設の後ろ側に現在、関係者の駐車場になってい り
るスペースを整備して一般の方の駐車場にする予定と聞いてい
る。今現在ある道路沿いの駐車場も利用するという答弁内容で
した。
（答え１）
小浜ＭＩＲＡＩ事業に関しては西津公民館で高齢者対象の喫茶 当日の回答どお
店を西津小学校の子供の提案でやっています。（答え２）

り

１２地区の、２地区を残して１０地区にまちづくり協議会とい 行政に伝える
うのが立ち上がっています。

（回答を求める）

小浜市では公民館をコミュニティーセンター化に移行する予定
をしているということです。
コミュニティーセンターと公民館活動の違いは、例えば営利目
的の事業でもオーケーとなり、全国的な流れの中で３２年度に
は自主的な地域活動が行われるコミュニティーセンター化を進
めていきたいというような答弁だったと思います。
今までは公民館の館長がいろんな団体のまとめ役をされていた
が、今後はまちづくり協議会が前身としてコミュニティーセン
ター長というのを決める。センター長の決め方など決まってい
ないが、コミュニティーセンター化している自治体の内容を踏
まえて市と地域のかかわりなど、これから検討していくとのこ
とです。
（答え３）
ほとんどの自治体病院が赤字経営の中、病院の方向性は国の方 議会で検討
針によって変わってきています。かかりつけ医と総合病院との 行政に伝える
連携なんかがこれからの地域の課題です。
様々な面から小浜病院をどうしていくのかがこれからの検討課
題になると思います。（答え４）
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（回答を求める）

質問

コミュニティーセンター化になると従来からの社会教育という
ものがなくなってしまうんじゃないかなという危惧をしており
ます。
営利目的の事業が進むといろいろな業者が入ってくる可能性も
あり、どのような対応をするのか、歯止めが利かなくなったり
するなどの課題が出てくるように思うが。
議会として公民館のありかたについて議論をお願いしたい。

回答

公民館の社会教育の場が変わるのではないかということです 行政に伝える
が、コミュニティーセンターになると設置主体が教育委員会か （回答を求める）
ら今度は市長部局に所管が変わりますし、また運営主体も教育
委員会から自治組織等の団体ということになります。
各地区でまちづくり協議会が進んでいる中、現在の教育委員会
の所管ですと、営利的な地域活動など何もできないですが、そ
のようなこともできるということです。
コミュニティーセンターになれば教育委員会所管の予算が、市
からの管理委託費ということになります。
この議論に関しましては、今、まだ最中です。
議会がというよりも議員の中でもいろいろ考え方もあるかと思
いますので、今後さらに議論は深めたいと思っています。

質問

私が心配していますのは、県内の市で十何年前に、各公民館に
人件費なども全部ひっくるめて予算が下りたときに、体協や老
人会、婦人会活動費の取り合いがあり実際の社会活動ができな
くなるとのことでした。
やはり教育委員会、社会教育の分野は社会教育分野で予算を出
す。事業に合わせて市長部局なら市長部局が公民館に補助を出
すというような形でしないと、そういうことになってくるので
はないかと思うんです。
雲浜地区の場合は体育祭もふるさと祭りも地区住民から協力金
などで運営しています。それが連帯意識を醸成していると思う
ので、そういう意味からすると、十分そういう面では公民館が
盛り上げられている。お金だけでなく公民館は住民の協力がな
かったら運営できないと思いますので、議会でもよく議論をお
願いしたいなと思います。

回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後その点につきまして、 議会で検討
しっかり市にも伝えながら、議会としても議論を深めてまいり 行政に伝える
たいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

質問

統廃合の遠敷地区ですが、竜前付近では西街道を境にスクール
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（回答を求める）

バス通学と徒歩通学に分かれているように聞いたがどうなの
か。
今後の統廃合のときにバス通学で同じ問題が出てくると思う
が、その対応をどうされているかお聞きしたい。
回答

今、担当の教育長も教育部長も聞いていると思います。

行政に伝える

しっかりした回答が返ってくると思いますので、よろしくお願 （回答を求める）
いいたします。

平成

２９年 １２月２８日

小浜市議会議長
第４班

51

様
班長

富永

芳夫

小浜市議会
日

時

議会報告会

実施報告書

平成 29 年 11 月 21 日（火）19：00～21：00

会場／地区

小浜公民館（ふれあいセンター）／小浜地区

出 席 議 員

4 班／富永芳夫、下中雅之、佐久間博、藤田靖人（計 4 名）

参加者（市民） 24 名
報 告 事 項

司会・班長：富永芳夫、 報告者（定例会報告）
：下中雅之、
（地域包括支援センターについて）：佐久間博、
質問

書記：藤田靖人

地域包括支援センターについて、２ヶ所で対応するということ 【今後の対応】
ですが、私が気になるのは、ケアマネジャーと、社会福祉士、
保健師、そういう方々が十分対応できるだけの人員が確保され
ているのかお聞きします。

回答

市直営のときは、１０人体制で行っていた。ご質問のありまし 当日の回答どお
た、２カ所に分かれてからは市直営で９人、社会福祉協議会で り

報告会におけ

は３人ということで、全体で合計１２人の担当者になり、市と

る市民からの

２つの支援センターが連携をとっているので、人員的には充足

意見・要望内

しているということです。

容
質問

対応できるような人間が確保されていない状況で結局、看護師
さん、ケアマネジャーさんに大変負担が多くなっているような
気がするが。

回答

４月に始まってから、相談件数も対応もうまくいっていると聞 当日の回答どお
いている。

り

場所は２ヶ所になるが、もともと小浜市全域を小浜市の直営で
見ていた場所なので、十分に連携もとれているということで、
こちらのほうが充足しているということです。
質問

この包括支援センターの事業で民生委員さんとの連携はどうい
う関係になっているのかをお聞きします。

回答

民生委員さんは各地区の実情を一番よくご存じの方ですので、 当日の回答どお
包括支援センターのほうに民生委員さんから連絡が入ったり、 り
また、民生委員さんの紹介で高齢者の方々をケアするというふ
うなシステムが組まれておりますので、連携が密になっており
ます。

質問

地域包括支援センターの件ですが、必要としている方がひとり
暮らしで、こういう印刷物が来ても、なかなか理解できないん
じゃないかなという心配はある。一気にというわけにいかない
ですが、今後そういう方々に告知や理解をしていただくような
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取り組みはされるのでしょうか。
回答

一番大切なのは区長さんや、地域に密着して生活をしている人 当日の回答どお
たちからの情報や、そういう方々との連携が大切だと思う。以 り
前にもひとり暮らしの方へのアンケートをとったりしていただ
いている。各区の方々がその人をケアするようにして、文字が
小さくて読めない場合は、電話番号だけも覚えていただいたり、
かわりに電話してあげるとか、何かあったときは地域力で全体
にボトムアップをしていくことが大切だなと思っています。
我々議会も高齢者が増えてくる時代ですので、しっかりと努力
していきたいと考えております。

質問

小浜公園の真珠浜から登っていく道路ですが、以前の道から比
べると、全く整備されていない状態になっています。あの状態
だと散歩することができない。つい最近も通行止めになってお
り、ずっと放置状態です。
昔はたくさん通られる方もいて、ユースホステルもあり、掃除
される方もおられた。今は雑草が生え過ぎて通れないこともあ
るが、崖崩れが補修されていない。あの場所にお金をどれぐら
い使っていいのかというような問題もあると思うが、昔の姿か
ら見ると、寂しい状況です。
今後どういうふうにされていくのか計画とかがありましたら、
教えてください。

回答

海岸のほうも含めて市の調査では、かなり抜本的な工事が必要 行政に伝える
(回答を求める）

ということです。
星の広場に行く道路は四年ほど前に地元の振興会から要望を出
している。
公園からの遊歩道は整備された状態で上って行ける。
道路はその後も土砂崩れが続いているが生活道路ではないので
費用対効果の面から大きな工事が出来ないのが現状で後回しに
なっている。
地域の人からのご意見もお聞きしまして、検討していきたいと
思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
質問

費用が多くかかるのであればしかたないとも思うが、徐々に少
しずつでもきれいにして、また花見のときとか、歩けるぐらい
にはしてほしいと希望します。

回答

議会報告会の中での意見として取りまとめさせていただき、担 行政に伝える
当の部署のほうに伝えますので、よろしくお願いします。
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(回答を求める）

質問

２８年度決算認定の中で、産業教育分科会の中の「マーメイド
テラス詳細調査業務について結果と今後の生かし方」と書いて
あるが、このマーメイドテラスをどのように調査されたか教え
ていただきたい。

回答

昨年度、マーメイドテラスの詳細調査を業務委託した結果報告 当日の回答どお
書について委員会の中で審査がありました。旧堀川から海に注 り
いでいる一帯の部分から暗渠になっている部分と、その周辺の
全部コンクリートの腐食や強度についての調査を行ったという
ことです。結果は腐食や劣化は思ったより進んでいなかったと
いうことです。打点調査でも、しばらくは耐える強度はあると
の結果でした。

質問

除雪対策費で、今年度は除雪機械の３台増と人手の増強も考え
ていくということで、機械が３台増えれば、その分人も、操作
する人も増える。業者の人数は一緒だと思うので、人手を増や
すということをどのように考えているのか、教えていただきた
いと思います。

回答

議会へは、建設機構と市の協議があり、その中でオペレーター 当日の回答どお
ＯＢへの声かけと、新人も養成するというようなことで回答を り
いただいたということです。

質問

春の議会報告会で、災害時の共助についてですが、地域住民が
車椅子の高齢者などと一緒に避難する際、もし何か事故があり
高齢者に怪我を負わせてしまうような場合になった時、交通災
害の保険のように簡単な掛け金で被害者に対する保険のような
ものはないのか？というような質問をさせていただいたが回答
はどうなっているのか。

回答

前回の回答は公民館のほうへお送りしていると思います。

行政に伝える
(回答を求める）

質問

公民館へ回答は届いていても、今回の議会報告の冒頭にでも前
回の報告会の回答をしていただきたいと思います。

回答

わかりました。公民館にも回答させていただいて、ホームペー 議会で検討
ジにも出ていると思いますが、次から皆さんの関心のある問題 (回答を求める）
に対し、前回の回答という形で報告させていただくような方法
を、帰って議会で検討させていただきたいと思います。

質問

これから人口が減ってくる中にあって、小浜地区の区長さんで
も区長が２回目とか、３回目であるということを聞いています。
数年前から区の役もさせてもらっていますが、昔と違い、役が
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どんどん若い方に降りてきていることを実感します。
仕事が一番忙しい世代が、区、子供会、ＰＴＡなど一人が複数
の役目を重複して受け持つような時代がどんどん進んでいくの
ではないかと思います。
議会のほうで取り上げられたこと、考えてらっしゃること、ま
た、行政の動きなど教えいただけたらと思います。
回答

他の地区では民生委員さんや区長など様々な役目をする方がい 行政に伝える
ないなど課題を抱えているところが多くあります。地区によっ (回答を求める）
ての事情や環境は違うが議会でも把握しており重要な問題だと
考えています。
この問題は議会でも積極的に取り上げていくようにさせていた
だきたいと思っていますし、市でも人口減少対策ビジョンを考
えていますので、議会ではそれを精査して、皆さんの意見をそ
こに盛り込むような形で持っていけたらと思っております。た
だ、なかなか早急に答えの出るものではないように思うので、
少し長い目で見守っていただけるとありがたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

質問

小浜から外に出ている子供が里帰り出産で、上の子供をつれて
帰ってその子を保育園へ入れたいというような場合に、一時預
かりなど市として保育園の体制が出来ているのか。小浜で保育
園が満杯の場合はあるのか分かる範囲で教えてほしい。

回答

小浜の場合は保育園にまだ余裕があると聞いている。

行政に伝える

他市町の子供を受け入れるような制度があるのか確認して対応 (回答を求める）
させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
意見

実はうちは石川県能美市の娘と孫が里帰り出産で９～１２月い
っぱいまで、浜っ子保育園で上の子を預かっていただいていま
す。小浜市とその能美市と協定があるように聞いたが。
現に今、３カ月の間預かってもらっています。

回答

ありがとうございます。

当日の回答どお

今年９月１日に子育て関連の総合的な支援を行う窓口ができ り
た。これが健康管理センターの中に設置された子育て世代包括
支援センターです。
また、市役所の子ども未来課に子育てなんでも相談窓口が新た
に設置されまして、子育てに関しての相談等を今まで以上にき
め細かに相談していただけるような体制はつくりましたので、
気軽に聞いていただけるとありがたいと思います。
細やかな資料をこの場では持ち合わせていないので、大変に不
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完全燃焼的な答えになってしまったことをご容赦願いたいと思
います。
質問

来年、国体があります。小浜市でもいくつかの競技会場か指定
されて、市税も投じて開催されます。
ただ単に国体を開催するのではなく、官民一緒になって小浜の
いいところを見ていただき、ＰＲも兼ねて、また地元にお金が
おちるような今何かそういうことを考えておられるなら、聞か
せてほしいと思います。

回答

小浜市はラグビー、ウエイトリフティング、ビーチバレーの大 当日の回答どお
会などが開催されます。施設の中で問題は駐車場で、特にラグ り
ビー会場には駐車場が少ないので、他のエリアからのバス移動
を考えている。また、宿泊施設は市内のホテルに加え内外海の
民宿等々も利用する。この機会に小浜のよさを知っていただい
て、国体で来られた方がもう一度今度は観光で来ていただける
様、小浜市の官民一体での盛り上げも必要です。
小浜市も小さい町なのでボランティアスタッフなどの人員が少
ない懸念もあり相当な動員がどの大会も要ると思う。
現在は職員やボランティアの方々とともに各競技団体も一生懸
命準備に入っている状況です。
４７都道府県の選手、大会関係者の方々が来られる福井の陸上
競技場のオープニングに、放生祭の出し物が小浜市の代表とし
てＰＲに行ってまいりますので、小浜市のイメージアップにな
るのではないかと思っております。

意見

５０年に１回の国体となります。これを好機に捉えて、行政だ
けではなく官民一体となり、協力依頼など良い協議をしていき
ながら、盛り上げていければと思う。議会もご協力をまたよろ
しくお願いいたします。

回答

先ほどウエイトリフティングのプレ大会開会式に出てまいりま 当日の回答どお
したが、全国から選手が集まって盛大な開会式を開くことがで り
きました。その中で、県外からこられている大会長などが、奈
良飛鳥の時代には朝廷に食材を献上していた御食国若狭小浜に
来られたことを喜んでおられ、小浜を楽しんでいきたいという
ようなことを言われました。
しっかりと市民全体で盛り上げておもてなしができるような、
ああ、ここに来てよかったなと、小浜でこの大会を開催して参
加することができてよかったなというような取り組みがしっか
りできていくように、議員として改善できること、やるべきこ
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とは提案していきたいと思っておりますので、どうかよろしく
お願いをいたします。
質問

台風が続けて来た後、地域の人から、家の前の道路舗装が壊れ
て穴があいているような状態で、市に直すようお願いしてほし
いと聞き、市役所に直してもらうように言ったが、対応しても
らえていない。センターラインがあるような広い道は、老朽化
すれば舗装し直すように思うが、町中の細い道は放置状態のよ
うに思う。市街地でも農村部でも、その様な道路を点検、舗装
をし直していくというような市のシステムはないのか。
道の横にあるような溝や暗渠の整備も何回も陳情を繰り返さな
ければ良くならないのか。わからないので、教えていただけま
すか。

回答

昭和に舗装した道路や側溝などの経年劣化が台風などで傷み出 行政に伝える
(回答を求める）

ているのが現状です。
市が委託して、パトロールをしていますが、舗装道すべてをす
ぐに補修していくというと、市も莫大な金額になってきますの
で、危ない箇所、それから、交通量の多いところなど優先順位
をつけての補修になっている。議論がありそういう答えでした。
質問

何回も簡易的な補修を繰り返してアスファルトを埋めたり、コ
ンクリートを埋めて、雨が降れば、水たまりができているよう
な道路があります。そういう道路は、住んでいる人も、言って
もだめなんやなという思いを抱いているんじゃないかなと思う
が。

回答

放置状態だと、市道の場合、市の責任になります。

行政に伝える

台風や災害時など穴や亀裂などの情報はその区長さんや近隣住 (回答を求める）
民の方からいただかなければダメだと思いますので、危険な箇
所は市のほうへご連絡をお願いします。
また議会報告の中で報告書としまして、そのような意見があっ
たということは担当課に伝えますし、担当課のほうからも回答
もあるかとは思いますので、ご意見ありがとうございます。
質問

議会だよりの中で９月定例会の概要のページと隣のページで同
じような説明がダブっているような感じを受ける。
条例の一覧表で見ると、３つですかね。隣は２９年度第４回定
例会採決結果、と可決された条例案や、議案などが挙げられて
いて、条例の表題がある、右側でも主なものとして条例、陳情、
意見書など内容が書いてあるが、よく読むと同じように表題だ
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けまず並んで同じことをダブって書いていると思う。
理事者側や提案者側がするべきものかもしれませんが、具体的
な改正内容や審査事項などを載せたほうが良いのではと思う
が。我々が見ていても、少しわかりづらい部分があるので、限
られた紙面をもっと有効活用してはどうでしょう。
議会だけでできる話ですので、要望します。
回答

確かに同じことがダブっているように感じます。後ろの特集ペ 議会で検討
ージなどに気をとられて、１ページ、２ページ目が慣例的にな (回答を求める）
っていたような気がいたします。ページ数を無駄にせず、うま
く生かした議会だよりにしていくようにこちらで検討いたしま
す。貴重なご意見ありがとうございます。
広報委員会のほうにしっかり伝えて、評価されるような議会だ
よりを目指しますので、よろしくお願いいたします。

質問

議会報告とは関係ないので申し訳ないが、台風で小浜信金駅通
り支店の隣の塀が歩道のほうに倒れている。
個人の所有物かもしれないが、駅通りの良く目立つ場所なので
報告させていただきます。

回答

調査させていただいた上で、多分、個人の所有されている塀だ 行政に伝える
と思いますが、行政でできるようなことでしたら、議会報告会 (回答を求める）
でのご意見があったということを伝えて、改善させていただき
ますので、よろしくお願いいたします。

平成３０年

１月９日

小浜市議会議長

様
第４班
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班長

富永

芳夫

