平成２９年度（春季）

議会報告会報告書

○１班

宮川公民館、今富公民館、内外海公民館

○２班

国富公民館、加斗公民館、雲浜公民館

○３班

西津公民館、小浜公民館、中名田公民館

○４班

遠敷公民館、口名田公民館、松永公民館
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小浜市議会
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会場／地区

議会報告会

平成２９年５月１０日 （水）

実施報告書

１９：００ ～２０：４５

宮川公民館

出 席 議 員 １班／風呂繁昭、佐久間博、熊谷久恵
参加者（市民） ２１名
報 告 事 項

司会・班長：熊谷、報告者（定例会報告）：佐久間、（政務活動費）：熊谷
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：風呂、書記：佐久間
【問】除雪と自主防災組織について問題意識を持った 【 今 後 の 対
応】
ということですか。

報告会におけ
る市民からの
意見・要望内
容

【答】今年は８０センチを超える大雪で、市役所や区
長に苦情が殺到したので取り上げました。
【問】除雪した後から雪が積もり、その上を除雪車両
が除雪をせずに走行していったことで圧雪が発生して
いた。除雪車がなぜ除雪をせずに素通りしていくのか
非常に大きな問題では。
【答】確かに苦情としても上がっていました。除雪の
範囲、時間が決まっているということで、そこに移動
しないとその時間からスタートができないのでバッカ

当日の回答ど
おり

当日の回答ど
おり

―上げた状態で移動をしたと聞いています。今回は非
常事態でかなりの降雪量だったので、市側も対応が遅
れたようです。
【問】北陸新幹線の開業に合わせた小浜市としての施
策を考えていかないといけないのでは。高校を卒業さ
れて、県外へ出られてしまう方、また定年になって戻
っては来られたが、嫁さんも子供も帰ってこない方が
いる状態の中で、なぜ帰ってこないのだというような
ことをアンケートにより分析する必要があるのでは。
【答】小浜市は新幹線は３０年先でなく何としても１ 当 日 の 回 答 ど
５年以内につけたいということです。また敦賀に新幹 おり
線が着くのは５年後で、これから小浜に人が入ってく
る受け入れ体制が必要だということで、企業誘致を含
めバスターミナル、泉町拡幅そして観光に力を入れる
ことで各地の整備を行っています。
帰ってくる方がないというのは、まず働く場所の問題
が大きな要因であり、市では外に出られた方に対して
アンケートをとっております。その中でも、仕事があ
れば帰りたいという方がたくさんあります。地元の高
校を出て大学を出られた方でも、Ｕターンするのに企
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業誘致も大きな課題です。
地元の人たちが残り働くことで人が増え、新幹線を１
５年で着ける方向で、議論を進めたいと思います。
【問】子どもの遊ばせる場がない。公園の整備ができ
ないのか。なぜ帰ってこないのかという理由や、まち
づくりについて、一旦都会に出た方の感覚を知り、そ
ういう方の意見も吸い上げるべきでは。
【答】都市計画法の中では公園の緑地は決められてい 行 政 側 と 協 議
ますが、その地区によって状況が異なります。皆さん し回答
にご意見を伺い、なぜ帰ってこられないのかアンケー
トを取ってはということも含め行政に伝えていきたい
と思います。
【問】安全な避難場所の確保が必要ではないか。
例えば、加茂神社の社務所は土砂災害のイエローゾー
ンに指定されていて建物は古い、歩いて避難できると
ころに安心して避難できる場所が近くにはないと、安
心して暮らせないのでは。
【答】市の指定避難所は公共施設というのが第１にな
り、地域の中では、例えば神社とか高台が指定されて
いる。行政に伝え協議していく。

行政側と協議
し回答

【問】政務活動費について領収書は原則として原本を
添付することを明確化とあるが、原則ということは例
外もあるということか。原本が要らない例外的な原本
にかわるものというのは具体的にはどういうものか。
【答】 ホームページに載せる場合に、原本の領収書 当 日 の 回 答 ど
がＡ４より大きいものを載せる場合にはコピーして載 おり
せるので、そういう領収書の添付です。提出は基本的
には原本です。
【問】今回の除雪は、県道や国道はきれいに除雪され
ていたが、市道でスノーポールがないと重機が歩道の
ブロックに当たり傷つける。心配しながら除雪するこ
とにより幅が狭くなり大型車のすれ違いができなくな
り渋滞が起こった。意見としてお伝えする。
【答】担当課に報告いたします。
【問】人口減少問題は国を挙げての喫緊の課題ですが、
現在宮川小学校の生徒が２０数名ということで、他の
小学校の１クラスより少ない状況では、行政サービス
にも支障を来してくると思う。小浜市が考えていただ
きたい。
2

行政に報告

【答】今の少子化問題の中で、市も子育て支援など徐々

行政に報告

にではありますが、住みよいまちづくりの環境づくり
をしております。ただ、一番問題なのは、生涯結婚し
ない男性、一回も結婚されてない方が２５％あります。
個人的な問題点としではなしに、婚活や相談所の設置
を県、小浜市が取り組みをしております。まず子供を
産み育てる環境をつくるということを含め、住みよく
て２人目、３人目が産み育てやすい環境をつくるべき
と思いますので、持ち帰りまして貴重なご意見を反映
いたします。
【問】小浜市は交通安全の意見を公募されたが、パブ
リックコメントを書いた人に返答しないのが疑問。内
容は認知症の人が車運転していて、家族が言ってもや
めてくれない状況の中で、介護タクシーまで利用しな
くても簡単に使えるものが必要という意見を書いた
が、記名でメールを送った本人に返答して欲しかった。
【答】それは確認をいたしましてお答えいたします。 行政に確認し
回答
【問】舞鶴道はできたけれど、宿泊ホテルが少ないな
ど、高速道路後の状況を分析して欲しい。
新幹線が５年後には敦賀終着、次は小浜に来る。そこ
で通過地になってしまわないよう小浜市と３町が協力
して、出遅れないように頑張って欲しい。国の事業、
県の事業を活用して、インフラ整備を進め、利用価値
が半減しないようにすることで新幹線が来た時には間
に合うと思う。
政務活動費について後払いもイメージ的にはよさそう
に見えるが逃げだと思う。最初にもらって、きちっと
自らの意識の中で使っていくのが一番いいのでは。小
浜市議会はやり過ぎではないか。
【答】新幹線のことにつきましては、環境アセスに３ 当日の回答ど
おり
年とか、あるいは用地買収に４年、それからいわゆる
開業の建設工事に６年という説明はありました。
嶺南の広域行政の中で介護保険、斎場、可燃ごみ施設、
観光も含めて最近設立した広域行政の中で議論をする
計画です。
政務活動費については、ご意見としてお伺いします。
【問】説明により原子力災害対策施設整備事業３億円
で市役所４階フロアに原子力災害対策施設整備工事を
実施すると分かったが、今ぐらいの内容を議会だより
3

にもう少し詳しく書いて欲しい。
【答】説明をしないとわからない書き方に関しまして 当 日 の 回 答 ど
おり
も、次には丁寧に分かるようにしたいと思います。
【問】宮川地区では小学校が３１年に廃校になってし
まう。その廃校跡利活用について宮川小学校を拠点と
してまちづくりを進めたいと思っています。総務省の
僻地対策事業というのを今年申し込んでみたが、だめ
で夢が途切れてしまっている状態ですので、市議会の
ほうからもご支援をよろしくお願いしたい。
【答】 教育委員会としては、廃校になった３１年の 行政側と協議
４月以降に公民館をその小学校内に持ってく案も地域
の皆さん方と相談して方向性を出すと聞いているので
確かめまして報告します。
【問】宮川地区は２年前から検討会を進めている。ア
ンケート結果を各集落に持っていって評価して、建築
家の先生にも見ていただき勉強会もして、耐震も行い
可能な活動はどのようなものかまで方向は出ている。
市の方針が出ないので足踏みしている状態。
【答】皆さんの声をお伝えし、方針を確認します。
【問】スクールバスに乗るまで長い距離を歩きバスに

し回答

行政側と協議
し回答

長時間乗り、家を出てから美郷小学校まで１時間３０
分となると、子供のいる家は宮川に住まなくなるので
は。
通学時間も含めて検討されているのか、また雨にぬれ
ないようなバス停を市にお願いしたい。
【答】農道から県道を回るというルートになっている 行 政 側 と 協 議
と聞いている。家の前まで迎えに来てほしいという意 し回答
見もあるが、ある程度は歩くことも必要という意見も
ある。今までとは違う形での通学になってくると思う。
市の動きや市民の方の要望を伝えながら協議していけ
るようにしていきたい。
【問】市内の活動事例で西津とか中名田が県外の防災
関係施設を視察されているというのは補助金を使って
行っているのか。
【答】西津地区、中名田地区について、補助金で行か
れたかどうかは確認して調べておきます。
【問】去年の実績として、約４万人の方がヒマワリを
見に来て下さり、観光バスも１月半の間に約８０台が
入っている。今年は既に予約のバスで１００台を超え
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行政側へ確認
し回答

ている。課題としてトイレがなく、公衆トイレを整備
できないかということ。去年、イベントのときは仮設
トイレを設置したが、夏の暑い時期で衛生的にもよく
ない。土地は提供するので、常設の公衆トイレをお願
いしたい。
【答】切なる思い、持ち帰らせていただきます。

行政に報告

アンケートの
記載内容、
概要

平成２９年

６月２８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

会場／地区

議会報告会

平成２９年５月１６日（火）

実施報告書

１９：００～２１：００

今富公民館

出 席 議 員 １班／富永芳夫、風呂繁昭、佐久間博、熊谷久恵
参加者（市民） ５０名
報 告 事 項

司会・班長：熊谷、報告者（定例会報告）、富永、（政務活動費）熊谷
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：風呂、書記：佐久間
【問】今回の雪害、都市整備課では１時間に１０セン 【今後の対応】
チの降雪というのは、ある程度予想されたのか。圧雪

報告会におけ
る市民からの
意見・要望内容

いうのは降れば必ず発生する、機械は何台ほどあるの
か。次年度以降どういう対応なのか方針を伺う。
【答】今までにない降雪８１センチ。都市整備課から 当 日 の 回 答 ど
予想ということは聞いていない。機械は３０台全てを おり
フル回転して除雪をした。
【問】除雪にあたっては主幹道路をまず確保するとい
うのが大事。火災が発生した時に雪で行けないのでは
困る。近隣の人は消火栓の近くを自分らでのけてい
る。
１時間に１０㎝降った、１日に８０㎝降った、想定外
だったでは納得出来ません、強く要望したい。
【答】基本的には主幹道路は第一に除雪という要望を 行政へ報告
担当部局に伝え、今年度は除雪計画の見直しがありま
すので、今回の意見をしっかり伝えます。
【問】除雪計画の会議に区の代表１人入れて、意見を
吸い上げていただきたい。
【答】要望については担当課の都市整備課に伝えま 行政へ報告
す。できるだけ地域に沿った形で計画の見直しが大切
で、今回のような想定外のときも地域住民と双方の協
力体制を強化し、安全に生活できるようにしたい。
【問】国道２７号線は車道をのけた雪が歩道に積み上
がっている。湯岡橋から多田の辺まで通学路になって
おり、若狭東高校の生徒や今富小学校の児童が通れな
くて、必然的に自転車や歩行者が車道を通り非常に危
険。生徒の安全のために通学路の歩道除雪は最優先出
来ないか。
行政へ報告
【答】早目に対応できるように伝えます。
【問】小浜市立の図書館の件ですが、以前に比べて駐
車場スペースが少ない。利用状況はどうなのか。川崎
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の方へ移転するというような動きはないのか。
２番目に、若狭歴史博物館の横の公園ですが、樹木も
大きく育ち公園らしくなったという感じを受けるが、
奥のかやぶき屋根の古民家は、中から腐り始めている
ような荒れた状態。その点について考えを伺う。
３番目に、高成寺裏の浜辺の海沿いにある岩場の橋が
腐食したのか欠けており、その隣の浜まで行けないが
復旧する予定はあるのか。
４番目に、小浜公園の梅田雲浜の碑の前の川にごみが
いっぱいたまり汚かった。観光客に悪い印象を持たれ
ると思いうがいかがか。
【答】１番目、図書館利用客の状況は手元に資料がご 行政へ報告
ざいません。移転については国からの補助を受けて図
書館を開館していることから、今の段階で移転を考え
ることは困難で、その場合は補助金を返さなければな
らないという問題が生じてきます。駐車場等の利用に
関しては理事者側にご意見を伝えます。
２番目、遠敷の若狭歴史博物館の公園のところの奥に 行政へ報告し回
ある古民家は県の所有になっています。産業教育常任 答
委員会で「公園、歴史民俗博物館に多くの来訪者があ
るのに、県に対してしっかり要望していないのは市の
対応が悪い」と質疑があり、５月に今後の方針を立て
る話を県と行うという事なので結果はご報告します。
３番目、高成寺裏の件は真珠浜のことだと思います
が、橋を復旧するようにしっかり担当部局に確認して
対応させていただきます。
４番目、婦人会の方々が毎月一回浜の清掃をしている
が、風が強く吹いたり海が荒れたりするとごみが青井
川に逆流してしまいます。ごみが集積するのを取り除

行政へ報告し回
答

当日の回答ど
おり

くように、地区の皆さんとご協議しながら対応してい
きたいと思います。
【問】公園の掃除のことだが、旭座ができる条件で掃
除することになっているのではなかったか。祭りの後
に疲れて出来ないと話を聞いたことがあるが、運動し
た人が清掃をしないといけないのでは。
【答】条件ということは伺っていないが、西組の方が 当 日 の 回 答 ど
中心的になってごみ袋などを市が負担する形で清掃 おり
いただいている。お祭りの後は必ずその祭礼委員会で
清掃しており、西組の方も婦人会を中心にして月１回
7

は掃除もしているので、どの部分を言われているのか
わかりませんが、地域の方は清掃をしておられます。
【問】「日刊福井」に去年の６月以降、オーイングの
社長は苦労されているとあった。市も寄附を受けて建
てたのだから、もっと協力すべきではないか。
【答】新聞報道にそういう書き方もあったが、交流人 当 日 の 回 答 ど
口が２０万人と伺っており、どういう場面で市が関与 おり
しないと言われているのかはわかりませんが、にぎわ
い創出のために市も汗を流していると思う。今後の動
向について議会のほうに持ち帰らせていただきたい。
【問】１８名の議員定数で１名欠員後そのまま１７名
だが、次回は１８名に戻されるのか。小浜市の人口も
減少している。議員で決められるのか、あるいは市民
から要望があって減らすのか。
２番目に、今回の大雪に対し除雪する側も夜を徹して
頑張っておられたが、様々な状況において民家の人か
らの電話苦情に対し、都市整備課ではどういう対応を
されているのかお聞きします。
【答】議員定数については、２年前の統一地方選挙で 当 日 の 回 答 ど
小浜市議会は無投票という形になり、１７期の議員は おり
当選してすぐに検証して４年後にまた同じことが起
きてはならないと認識しています。議会運営委員会を
中心に、この２年間の議会報告会の機会を通じて、市
民の皆様のご意見を聴取しており、さらに今年の８月
に市民１,０００名に郵送でアンケートを実施したい
と思っております。その中には議会に対する多くの設
問があり、議員定数に関してもご意見を聞く項目を予
定しています。アンケートの結果が１１月頃にまとま
る予定で、その後議会で検討し市民の皆さんに検討結
果等を提示させていただきます。
２番目、除雪について都市整備課を含め市に対して電 当 日 の 回 答 ど
話が鳴りっ放しだったと聞いている。現場の状況はわ おり
かりかねるが、除雪車が除けた雪が玄関の前に雪があ
ると言われ、除けても次々と積り、除雪も大変なので
解決策はなかなか厳しいと思われます。
【問】今富小学校は児童数が一番多い小学校。４年前
に和久里の区長と生守の区長とＰＴＡと校長と連名
で、ローソン和久里店の前の横断歩道が薄くなってい
るので書き直しを要望したがまだできていない。通学
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路の横断歩道ぐらい毎年書き直しできないものか。交
通事故防止の為なので、議員さんに頼むしかないと思
いますが無理でしょうか。
次に、カーブミラーが古さびで見にくい状態のところ
があるが、管理はどうしているのか。
行政へ報告
【答】調べて要望を伝えます。管理は確認します。
【問】小浜市議会を夜開くということは、今のとこ考
えておられませんか。
【答】議会の改革の一環で、全国には夜間議会を開い 当 日 の 回 答 ど
ているところもありますが、小浜市議会では夜間議会 おり
の点に関しては検討をしていません。平成１０年から
ケーブルテレビを使い実況で議会を放映しているの
でご覧ください。ただ、多くの方から夜間議会をとい
うお声がある時には検討をしてまいります。
【問】湯岡橋の歩道は柵が低く大変危険。小中学校の
通学路になっているため国へ要望事項として上げて
いただきたい。
まちづくり交付金事業が２９年で終わるということ
を聞いたが、まだ整備出来ていないところがある。引
き継ぎ交付金事業があるのか教えていただきたい。
【答】担当部局から湯岡橋の件は国へ強く要望してい 行政へ報告し回
きますという答えでしたが、引き続き強く国へ一層強 答
く働きかけるよう要望しておきます。
その社会資本整備のことにつきましては、それも引き
続き対応できるように担当部局に伝えておきます。

アンケートの
記載内容、
概要

平成２９年

６月２８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

会場／地区

平成２９年

議会報告会

実施報告書

５月１８日 （木） １９：００ ～２１：１５

内外海公民館

出 席 議 員 １班／富永芳夫、風呂繁昭、佐久間博、熊谷久恵
参加者（市民） ２６名
報 告 事 項

司会・班長：熊谷、報告者（定例会報告）富永、（政務活動費）：熊谷
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：風呂、書記：佐久間
【問】教員の働き方の改善に関する陳情、これはどうい 【今後の対応】
う内容で議決されたのか。

報告会におけ
る市民からの
意見・要望内
容

【答】先生方もかなり残業をされているのは認識してい 当 日 の 回 答 ど
る。陳情の趣旨は、残業手当が出るような方向性で進め おり
てくださいという意味と、残業なしになるようにという
意味の両方にとれる内容のため、委員会としては趣旨が
はっきりしていないということと、高校の教諭だけの問
題でなく、教員全体で考えていかないといけない問題で
あるということで不採択という形になりました。
【問】政務活動費の件ですが、以前は４万円もらってい
たのが半分になったというのは、何でも値上がりしてい
るのに、それだけ先生方は仕事をしていないことになら
ないか。私は倍、３倍くらい政務活動費を上げ勉強した
らいいと思うが意見を聞かせてほしい。
【答】値上げをというご意見、ありがたい部分もありま 当 日 の 回 答 ど
す。ただ、政務活動費というのは税金であり、いただい おり
た額に見合うだけのことをしっかりやるべきだと思い
ます。議会の中で議論させていただきたいと思います。
また４万円からなぜ２万円に減額したかということで
すが、平成２０年に使用基準を改めまして、以前は事務
所の経費、パソコン購入の全額、その政務活動費から使
えたのを按分規定で半額しか政務活動費と認めておら
ず、議員活動としての携帯電話使用料も４分の１にし、
上限を３,０００円に決めました。ただ、月額２万円で
は研修が高額で交通費もあるため非常に厳しい状況で
はあります。
【問】福井県内市町で政務活動費は小浜が一番低いの
か。
【答】あわら市を除き県下８市の中で、小浜市は一番少 当 日 の 回 答 ど
おり
なく、次に少ないのは勝山市の３万円です。
【問】政務活動費は不正のことばかりが表に出ています
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が、議員の調査研究は大切なことなので年額２４万円で
なく、１００万でも２００万でもいいと思う。どういう
ふうに有効に利用したかが大事で、議員が調査研究して
小浜市政に活用できるような事例があれば紹介しても
らうと良いと思うがいかがか。
【答】小浜市議会では議会のホームページに収支報告書 当 日 の 回 答 ど
等を掲載し、全国的にも三、四番目ぐらいから公開をし おり
ている。今回の改正の中で、研修や要望活動について実
施報告書の添付を義務づけ、今後ホームページに掲載さ
れ、議会の事務局で閲覧することも可能。各議員、研修
後は近い定例会のときに、一般質問の中で、先進地事例
として提案するなど市政に還元する形をとっています。
小浜市議会はしっかり理解してやっているとご理解く
ださい。
【問】２９年度予算で１６０億のうち公債費が１６億、
支出の１０％を占める公債はこれから先人口減による
収入の減、集落排水料金や除雪の費用など、住民サービ
スの低下が大きく問題になってくると思うが、これから
の取り組みについて方向性はどうなるのか。
【答】新幹線小浜京都ルートは４６年に来る予定です。 当 日 の 回 答 ど
県も市も１５年先の札幌開業より少しでも早い時期に おり
大阪までの全線開通となるよう一生懸命頑張っていま
す。今回新まちづくり基本構想及び基本計画策定に３１
５万円の予算ですが、今後この数年で新幹線開通を見据
えたまちづくりが行われ、小浜市の今後の方向性の一番
重要なところだと思います。
財政については当初予算１６６億２,９００万円は過去
に２番目に多く、約２億７,０００万円を貯金に当たる
部分の財政調整基金から取り崩さなければならない状
況です。ここ十数年で正規雇用約４００名・非正規雇用
約２００名から、正規雇用約３００名・非正規雇用約３
００名とし、人件費を約１０億円削減していますが、社
会保障費が約１０億円増加しています。市役所は市民課
窓口業務をアウトソーシングして、サービスの低下にな
らないよう配慮しながら、人件費削減の方向で進んでい
ます。市税は十数年前には約４０億円あったのが、４億
円減の３６億円ほどになっており、財政的には厳しい状
況は間違いありません。
【問】環境対策として、市町村ＣＯ２の削減という事業
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をされているところがあるが、地域の街路灯をＬＥＤ化
する事業はないのか。
【答】ごみの焼却はかなり研究を重ねて、ＣＯ２の削減 行 政 へ 報 告 し
になっており、環境基本計画を立てる中でもＣＯ２の削 回答
減はごみの減量化で取り組んでいる。現在新しく設置す
る防犯灯はＬＥＤ化になっているが、交換はしていない
と聞いている。ご意見として担当課のほうに伝えて、回
答いたします。
【問】小浜市では自転車で右側通行される方を見受けま
すが、自転車は軽車両で左側通行するのが普通だと思い
ます。都会では自転車ナビマークという車道の左側に自
転車の絵を描いて矢印がしてあるものが整備されてい
ているが、自転車ナビマークを整備する予定はあります
か。
【答】生活安全課のほうで確認をして、回答します。
【問】後期高齢者の事故が頻繁に全国で報道されている
が、免許証返納した場合どのような対応があるか。
【答】本年度予算で約８８人分を予定しており、タクシ
ーチケット１万円分、またはコミュニティバスの回数券
のどちらかの選択になり１万円分で、毎年増加の状況に

行政へ報告し
回答
当日の回答ど
おり

あります。
【問】原子力災害時における住民等の安全の確保で、市
役所の４階フロアに原子力災害対策施設工事を実施し
本部をつくるということですが、我々の逃げる場所を確
保していただきたい。トンネルの中といっても数も少な
いし、どうお考えなのかお聞きします。
【答】おっしゃるとおりで私も非常に不安です。今回、 当 日 の 回 答 ど
１００％県支出金の３億円で行われます。１０キロ区域 おり
内に所在する一時集合施設及び災害対策拠点施設につ
いて原子力災害対策を講じるとの法律があり、予算措置
されているのが一時集合施設、そして災害対策拠点施設
です。堅海のほうには既に一時集合施設はできているの
で、まだ小浜にない災害対策拠点施設をまず作って次の
段階に行くのではないかと思います。
【問】堅海の栽培センター地下室の避難場所があるが、
誰が優先に入るのかという声がある。全員が入れないな
ら、橋をかけてくれたほうがありがたい。
【答】市長部局へも、地元のご意見をお伝えします。 行政へ報告
【問】最近、災害において想定外を想定しなくてはいけ
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ない時代ですが、小浜市は北川、南川が氾濫して市街地
がダブル被害にあったときに、復旧について仮設住宅の
造成や、業者の関わりなどシミュレーションはあるの
か。
【答】そういうシミュレーションはありません。災害を 当 日 の 回 答 ど
想定することは大切だが、不安も煽る部分もあります。 おり
ハザードマップで、北川が氾濫した場合は、浸水状況を
シュミレーションできるものはあるが、仮設住宅という
のは、本当に災害が発生し災害救助法等が適用されて初
めてどれだけ仮設住宅をつくるという話になり、今の段
階で想定はしていません。
【問】どういう災害になったときに、市役所の職員が何
人ぐらい集まれるのか、市役所の機能をどうするかと
か、そんな細かいことまであるのでしょうか。
当日の回答ど
【答】それは出動マニュアルがあります。
【問】海と新鮮な魚、そして歴史というのが小浜のイメ おり
ージ。その両方があるのがこの内外海。新幹線開通を見
据えた小浜の活性化にむけたまちづくり等でもぜひと
も内外海を「特区」検討していただきたい。
人工知能ができると今の仕事の約半分がなくなると言
われているが、人口が減る中で人工知能がどんな影響を
与えるか、世の中が特に職業とか仕事も変わりそうだ
が、ぜひ議員の皆さんに研究していただきたい。
【答】新まちづくりの基本構想及び基本計画策定の中 行政へ報告
で、内外海が特区みたいな形で特別な配慮ができるよう
なことはないかというご意見、１つの考え方だと思いま
すので市長部局に伝えます。
人工知能の話は、我々もどれぐらい進んでいるのか勉強
させていただきます。
【問】内外海は広い、自動運転を実験するのはどうか。
【答】非常におもしろいと思います。お伝えします。 行政へ報告
【問】福井新聞に、市議会では原電に依存するまちづく
りではなく、原子力発電所から脱却するための議決をし
ているという記事もあった。小浜市は市民の働き口の確
保と市の財政もあり原子力発電所に頼らざるを得ない
というものの、我々はやはり一抹の不安もある。体験学
習の中学校で原子力発電所があるからやめるという学
校が出てきた。議会は脱却を議決しているが、市長はそ
うじゃないと。態勢として長い目で見るとどうなるの
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か。
【答】小浜市議会が６年前出した意見書は期限を定めて 当 日 の 回 答 ど
脱却する。そして安全対策をしっかりしよう。高寿命の おり
原子炉はもう廃止していくという内容。小浜市議会が再
稼働に反対ではなく、規制委員会が定める基準をクリア
したものは再稼働は仕方ないだろうという考えで、期限
を決めて脱却しろというスタンスです。
【問】除雪ですが、予算があれば機械を増やすことは可
能。オペレーターの養成も考えてもらえないか。
行政へ報告
【答】ご意見を担当課に伝えます。
【問】避難先が姫路ではだめだと思う。姉妹都市、友好
都市になっている奈良市など、つながりを大事にして決
めるべきでは。
行政へ報告
【答】ご意見を担当課に伝えます。
【問】避難道も滋賀県へ行く道は２車線の要望をされて
いるのか。２車線化によって観光客も来やすくなり１石
２鳥では。
【答】要望はないです。高規格道路というのは２０年前 行政へ報告
ぐらいから新規の路線指定がありません。ただ、滋賀県
と４車線道路で連携していくことは必要だと思うので、
市長部局にはご意見を伝えます。

アンケートの
記載内容、
概要

平成２９年

６月２８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

議会報告会

実施報告書

時

平成２９年

会場／地区

国富公民館

出 席 議 員

２班／垣本正直、能登恵子、竹本雅之、西本清司（計４名）

参加者（市民）
報 告 事 項

５月１０日 （水） １９：００ ～２０：４０

２０名

司会：垣本、報告者（定例会報告・政務活動費）：能登、
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：竹本、書記：西本
質問

１２月定例会の陳情：政府への｢農業者個別所得補償制度｣の復 【今後の対応】
活を求める陳情で、賛成少数で不採択とあるが詳細説明を。

回答

個別補償制度が終了しても、同様予算にて制度を変更して継続 当日の回答通リ
する旨の説明がされている。現行の個別補償は単に面積応分で
の補助で、小規模農家の恩恵には疑問があることを指摘する意
見もあり、賛成意見もあったが多数決で不採用となった。

報告会におけ
る市民からの 質問

小浜市下水道事業負担金及び分担金に関する条例の一部改正に

意見・要望内

ついて改正内容、名称変更の有無を問う。

容

回答

小浜美郷小学校建設地及び今富地区の住宅開発地等の認可区域 当日の回答通リ
の拡張に伴う対象地籍の変更を行うもので、名称変更等はない。

質問

今年の大雪は除雪作業に３日程要したと思うが、現在でもオペ
レーター等が減少傾向の中で、市道と県道を行政間で調整等出
来ないものか、同種の案等ないのか。

回答

オペレーター不足はご指摘の通リで、除雪車両とのバランスは 行政側と協議
けっして良いとは言えず、今後の課題として我々も行政側も問
題意識をもっており、改善策を探っていく。
行政間での相互調整は市内で一部特例的に道路条件を勘案し、
市道と県道を相互間調整する事例はあるが基本的に常時調整す
ることは想定されていないのが実情で、それぞれの除雪エリア
内の実施予算や、除雪路線設定率が１００％でなく様々な障害
がある。原則論に限定されず臨機応変な対応は必要で指摘の通
りであると認識しており、執行側に対応を求めていく。

意見

今回は区の対応（除雪機械の有無）で大きな差があり、問題解
決は住民意識で解決に近づくと実感した。

質問

農業集落排水事業の使用料について、今回料金改定で値上げと
なるが、過去の借入に対しての返済等を料金に反映していると
思うが、今後人口減少で大変厳しい状況と聞く、過去の高金利
を借り換えすることで改善等できないのか。
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回答

機会がある度に有利なものに借替は行っていると報告を受けて 行政側と協議
いる。この水道事業の借入れは国の貸付事業が基本となり、国
の意向もあり、一篇には改善しにくいこともあると聞く。
今後も指摘し、統合等も含め改善策を求めていく。

要望

公共下水との料金差はあると思うが、接続を含め今後料金の値
上げが無いような施策をお願いしたい。

回答

この件については、相当な時間をかけ議論しており、今後も行 当日の回答通リ
うつもりである。公共下水と農業集落排水では国の所管官庁が
異なり、縦割り行政の弊害がどれほど解消できるか不明である
が統合に向けて努力したい。

質問

｢災害指定区域の関する測量作業の実施について｣の内容で市よ
りの回覧版がまわってきたが、経緯等わかれば説明を願う。

回答

詳細については６月議会で条例案の上程がなされると聞いてい 当日の回答通リ
る。県が危険区域等の対策工事を実施する場合、その期間は災
害指定区域の指定が必要となりその条件を満たす為の条例で、
工事予算を付け早期工事着工のためには必須であり、工事完了
後は解除されると認識している。

質問

ふるさと納税に関して、小浜市は３億９,０００万円程と思うが
県内ではダントツでありこの要因は何か。

回答

ふるさと納税の募集を当初は市担当課が直接受付し納税業務や 当日の回答通リ
返礼品等業務を行っていたが、専門業者に委託しインターネッ
トにての取扱をしてから倍々と納税額が急増し、現在の４億近
い金額の実績となった。要因としては農産品、海産物加工品、
工芸品等地元産品の質の高さがあり、リピーターも相当あると
聞いている。返礼品仕入れは４～５割で賄っており、このうち
金額では、米が５０％を占めていると聞いている。
近々は国より返礼品調達率を３割にするようにと指導があり、
現在検討を進めている。納税者は調達価格には意識が行かず返
礼品の中身、品質で選定される特徴がある。
ネット申込は年配の方々には向かない面もあり、紙ベース、書
面申込も選択できるようになっていると聞いている。

要望

道の駅の管理者公募の意見があったが、市内で若い方が起業し
やすく、また出店しやすい環境、公募等に関してもスペースを
考慮する等の配慮を願う。

回答

希望は受け止め反映できるように努力したい。
起業や出店の機会をつくるのは当然であると認識している。
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当日の回答通リ

道の駅の指定管理の公募についてはシステムとして市民、市内
業者より仕入れするルールが５年前から決まっており、公平な
ルールでこれを覆すのは問題と思われる。公募すべきとの意見
とは５年まえから契約完了期日が決められており、早々の時期
から準備、広報すれば公平な機会が与えられるとの意味である。

アンケートの
記載内容、
概要

平成２９年 ６月２６日

小浜市議会議長

様
第２班
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班長

清 水 正 信

小浜市議会
日

時

会場／地区

議会報告会

実施報告書

平成２９年 ５月 １６日（火） １９：００～２０：４５
加斗公民館

出 席 議 員 ２班／ 竹本雅之、西本清司、能登恵子、垣本正直、清水正信
参加者（市民） ２３名
報 告 事 項

司会・班長：清水 報告者（定例会報告・政務活動費）：能登
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：竹本、書記：垣本
質問

①政務活動費が後払いになったということで、議員の他市町村

報告会におけ

への視察に影響は出ませんか。何ぼ努力して後払いにしても意

る市民からの

味がない。少ない政務活動費の中でなおかつ後払いということ

意見・要望内

で、金がないから行けないでは困る。

容

②小浜市は１２の行政区。議場の方を入れて市会議員の数を１
３人にしたらどうですか。昔は議員さんは議員年金いうのがあ
りましたが、我々でいう厚生年金、国民年金プラスになってい
たが、それもなくなった、もう少し若い人に議員さんに立候補
してもらえるよう、市議会を誘導していただきたい。歳費を少
し上げて、それを将来の議員年金みたいな形に充当できるよう
な方法で、今１８人が１３になっても歳費を減らすことがない
ので、若い人が出てこれるようにしてほしい。
③一般質問等なんかも今は平日ばかりですが、年４回のうちの
１回ぐらいは土日にやるとか、夜やるとか、市民がもっと関心
を持つようにしてほしい。
回答 ①後払いになっても活動には支障はないと思います。

議会で検討

後払いになったから活動が停滞するということもなければ、前
払いやったさかいに行きやすかったということはない。
②議員定数については、いろいろな考え方があるかと思う、定 当日の回答通り
数を減らす考え方、あるいはもっと増やしたほうがいいという
考え方がある、今後、議論をしていくことが必要だと思います。
昭和３８年以来、今の選挙制度になって初めて今回、選挙戦が
なかったわけです。より多くの皆さんに手を挙げていただくこ
とや、どうすれば議会の活性化につながるのかということにつ
いて市民の皆さんと共に考え、議論をして、いい結論を導かな
ければならないと考えています。
質問

加斗小学校の統廃合が小浜小学校と挙がっていましたが、統廃
合はなくなった。あとは小浜南小学校、今富小学校と合併する
のかわかりませんが、市議会の一般質問で小規模校小学校の質
問をされていましたが、子供が少ないと、加斗小学校も来年ぐ
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らいからいよいよ複式学級が始まります。複式になるぐらいな
ら統廃合して、競争心を植えつけたほうがいいと思っていまし
たけれども、ほかの学校へ行って、もう子供の声が聞けない地
区になった場合に、加斗は非常にさびしいものになる。
私は統廃合には反対です。
最後まで加斗小学校として独立して残れるような方策を考え、
その道があるのなら研究していただきたい。
回答

議会としてのご返事をするところなので、個人的な事はしゃべ 当日の回答通り
れないのでご了承ください。統廃合の指針という教育委員会か
ら出している指針の中身がちょっと偏っていましたので、その
ことを指摘させていただきました。

質問

除雪について、今回の雪は近年にない降雪だと思います。契約
業者の車両全てで３０台は少な過ぎる、もっと業者に依頼する
などしてほしい。小浜の市街地の中では最後まで圧雪がのこっ
た、今回の大雪での経験を生かしてほしいと思います。

回答 機械があっても運転する人が不足しているのが現状。

行政側と協議

業者により除雪地域が決まっている。市道延長が４３５キロメ
ートルあり、その内除雪路線というのが決まっております。そ
れが約２６０キロメートルとなっております。今回遅くなった
原因は圧雪でした、無理して押すと、塀を壊したりする、また
排雪作業が出てきましたので、なお遅れた事が原因でもありま
す。
質問 子供の医療費の助成事業ということで７,３１３万円いう説明が
ありましたが、高浜町は高卒までも無料ですか?
回答 はい、この４月からそういうふうに。
質問

お仕事されながら子育てしている方にとってみたら、子供の医
療費は非常に重要なことになっている、小浜も子育てという意
味から優先的に取り組んでほしい、お願いします。

回答

県は小学３年までは無料化です。小浜市は中学３年まで、高浜 行政側に伝える
町は今年度から高校生いうことです。
乳幼児の間は医療費がかかるのですが、高学年、中学生、高校
生は、部活でのけがとかいうのはあるんですが、医療費の絶対
額はそれだけ増えない。乳幼児医療費は高くつく。ですから、
拡大の方向で進んで行くと思います。

質問

原子力災害対策施設整備事業で３億円ですけれども、非常に甚
大な災害が起こったとき、小浜市にそんな本部をつくって、意
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味があるんです？

高浜町やおおい町の本部が拠点になるので

はないですか。
回答 小浜市は国から指示されてつくるもので、100％国からです。

当日の回答通り

原子力災害のときの対策本部は、高浜やおおい町にもあります。
小浜市や若狭町の立地以外の所はなかった。万一の放射能汚染
のときのために堅海には住民の避難施設としてつくられており
ます。
小浜市全体を指揮するため、庁舎の４階に対策本部になる会議
室を放射能汚染から守れるような形に整備します。
質問

真剣に原発を考え、小浜市こぞって１回避難訓練をする必要が
ある。その辺のことをもっと真剣になって考えてもらいたいで
す。

回答

小浜市も避難訓練はやっています。去年の秋、各地区１０名ず 当日の回答通り
つ、バスで越前市のほうまで全地区が避難しました、実効性が
あるかというと、いろいろな考え方もあろうかと思いますが、
国がやれる政策の中でやっている。

質問 自主防災組織について６１％、加斗は１００％。
どこの地区も体の不自由な方は災害のときには、私の地区は一
応区長さんと相談して、班長がその対象者の所へ行くとは決め
ているんですが。 ６１％とは、少ない。
回答

今年の４月１日現在で１４８区の内９１区が防災組織が結成さ 当日の回答通り
れています。１年前では８０区でした、年々組織率は上がって
います。加斗地区は１００％組織されています。
市の指導のもとに各地区単位で区長さんにお願いをして説明会
をやっております。
もう１つは、組織があっても実際に何かあったときに活動でき
るような取り組みが必要です。災害の状況によってどこへ避難
したらいいかとか、どうして自分の身を守るか、例えば地震の
時は、外へ出るよりも自宅の中で、１階よりも２階に上がれと
いう場合もあります。
災害の種類によって、そのときはどうするかということを地域
で対応ができる組織づくりをしていただいたらどうか。

質問

加斗の場合は公民館と小学校が自主避難所です。小学校は一昨
年度に耐震補強が終わったが、公民館は震度３が来たら潰れま
す。公民館はしっかり耐震補強を……。

回答

公民館の耐震は、今年から口名田公民館を行いますが、この加 当日の回答通り
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斗公民館も３７年で同じように建っています。
耐震診断の結果がＡからＥランクまであって、最低のＥが口名
田、加斗公民館はＢ、加斗公民館は３１年に耐震補強工事をす
るということになっております。
質問 新幹線が一応決まりました、今津までの快速鉄道基金を廃止し。
看板もおろした。小浜市の何十億かの基金の使い道について?
回答 今年１年間かけ、県も含めて全体でどうするかを検討します。

当日の回答通り

新幹線が小浜、京都駅を通るということで、快速鉄道の機能も
新幹線が果たせるというふうなこともあって活動休止となっ
た。
質問 新幹線は３０年かかるのか? １５年ですると言ってますが、北海
道新幹線が終わってから北陸新幹線の敦賀以西ですか?
小浜の駅はどの辺にできる？
回答

小浜線の東小浜駅及び小浜インターとの交通アクセスの良いと 当日の回答通り
こにつくってほしいと要望をしています。
全体のスケジュールは、能登議員が説明されたように、環境ア
セスで３年、用地買収と工事期間として１０年で、１３年。今
年から１３年後。北海道新幹線の前の年に開通。その計画をも
とに、市は駅を中心にした基本構想を、３年かけて新まちづく
り基本構想の計画を策定します。これは市としての単独の構想
ですが、３０年を半分の１５年ということを政府・与党、また
関係省庁にも働きかけている。
財源の確保と北陸新幹線の整備を優先してもらうよう運動を盛
り上げていこうということで、議会も取り組んでおります、市
民の皆さんにもそういった理解をしていただきたいと思いま
す。そのためにも京都や大阪府にも働きかけ、議会としても、
市長や関係団体と一体となって、取り組みをさせていただきた
いと思っております。

質問 定数是正も真剣に考えてください。
回答 検討します。

議会で検討
── 了 ──

アンケートの
記載内容、
概要
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平成 29 年 6 月 26 日

小浜市議会議長

小浜市議会
日

時

会場／地区

様

第２班
班長
議会報告会 実施報告書

清

水

正

信

平成２９年５月１８日 （木） １９：００～２１：００
雲浜公民館

出 席 議 員 ２班／ 清水正信、垣本正直、能登恵子、西本清司、竹本雅之
参加者（市民） ２９名
報 告 事 項

司会・班長：清水、報告者（定例会報告・政務活動費）：能登
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：竹本、書記：竹本

報告会におけ 質問 酒井家文庫の資料館はどうなっているのか。

【今後の対応】

る市民からの 回答 今、酒井家文庫の資料はすべて市立図書館にある。資料館は倉 当日の回答どおり
意見・要望内

庫として使っており、設置条例は残っている。

容
質問 除雪について３月議会で相当非難があったと思うが、市は非難
を受ける中で、議員が質問して資料に記載されている回答があ
ったのか、議会報告会があるからそのような回答がでたのか。
回答 今回、３０年に１回の大雪で全市に係る事項ということと、今 当日の回答どおり
年のような状況だと市だけでは対応できないこともあったた
め、地域のことは地域の方に守っていただくことが必要であり、
それには自主防災組織が重要な対策ではないかということで、
除雪と関連づけてテーマとさせていただいた。
３月定例会の常任委員会での除雪体制についての質問に対し
て、車両は少しずつ増強しているが、オペレーターのかわりが
いないという状況である。今後は、今年の雪を踏まえて、再度、
業者と検討をするという回答であった。
要望 昭和５８年の大雪のときは２月に２週間ぐらい続いた。今年の
ような除雪体制で、２週間も続いたときに、市はどんな対策を
とるのかということを、もっと質問していただきたい。
今回、除雪車両が３０台ということだが、昭和５８年のような
状況だと足りない。自主防災のことも踏まえて、きめ細かな対
策をつくらないと市民に大変な迷惑をかけることとなる。
議会も理事者の説明の丸飲みではなく、市民のために少し強い
気持ちで理事者にあたってほしい。見回りなどの対応を、市職
員はしていたのかどうかということも疑問に思う。市民から苦
情があるということは、サービスが不足していることなので、
今後、議員は行政に対して強い意見を言っていただきたい。
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回答 その件に関しては３月議会での一般質問、そして、全協でも全 行政に伝える
議員が理事者側に対して、様々な形で質疑をしている。

（回答を求める）

市道は全長４３５㎞で、そのうち除雪路線が２６０㎞、路線数
では５８４路線という中で、雪は金曜日から降り出し、土曜日

報告会におけ

になると「除雪車が来ない、どうなっているのか。
」という電話

る市民からの

が各議員に何本も入ったと思う。それに対して、
「優先順位があ

意見・要望内

るので、しばらく待ってほしい。」と対応したが、日曜日の昼に

容

なっても除雪車が行かなかった、というものである。
ご指摘の点は十分に理事者側にも伝えており、議員も十分にわ
かっている。理事者側も今後、その点を再度見直すと言ってい
る。初期対応が悪かったという訳ではないが、結果としては反
省することがたくさんあったと思う。十分に対応してまいりた
いと考えている。
質問 通学路の除雪はどうなのか。
回答 （参加者）今回、ＰＴＡに呼びかけがありＰＴＡで行った。

当日の回答どおり

意見 除雪のことで特に感じたのは、車のすれ違いができなかったこ 行政に伝える
とである。以前はそのような除雪はしてなかったと思う。それ （回答を求める）
と、城内２丁目で排雪をしようと思ったら一番浜側のとこに大
量の排雪が置いてあり、雪を捨てることができなかったが、ど
のような除雪をしたのかなと思う。
やはり経験不足の職員が多いと思う。重機があっても、それを
動かせる職員がいないことが問題では。市が重機を持っていな
がら、オペレーターを雇わなければならないことも大きな問題
と思う。宝の持ち腐れになっているのではないかと考える。
質問 養殖鯖の実際の収支はどうなっているのか。
回答 今は補助金で取り組んでいるが、補助金がなくなっても継続で 行政に伝える
きるような力をつけなければだめだと思う。補助金がなくなっ （回答を求める）
たときに、商業ベースに乗るような形へもっていかなければな
らないというのが、１つの大きな前提である。
質問 トラウトサーモンも毎日５０匹ずつ出荷していると聞いている
が、逃げるものもあり、全部が元気に育つこともないので、今
後が心配だが予算はどうなっているのか。
回答 サーモンも補助金が出ている。
質問 天然鯖が我々の口にも入るような単価になってきたと聞いた。
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当日の回答どおり

養殖鯖が１匹３，０００円ということだが、今年のように定置
網で何トンという鯖が獲れるとつり合いはとれるのか。養殖を
やっておられる方のことも含めて心配である。
回答 鯖街道が日本遺産になり、小浜を大きくＰＲするため力を入れ

当日の回答どおり

ている。生鯖で食べるとき、自然の鯖では危険性があるため養
殖鯖という価値を高めた販売をしている。今後はどのような付
加価値をつけていくかである。
質問 以前の報告会で、市長選挙も市議会議員選挙も無投票だったた
め、定数削減等について聞いたが議論したか、また結論は。
回答 アンケートを基に議会運営委員会で話をしている。

議会で協議

※やはり選挙しなければいけない。若い人にもっと関心を
持って出てもらわないと、まちは良くならないし議会も
活発にならない。
質問 チャンネルＯで放送している一般質問の視聴率は。
回答 数字は不明だが高視聴率である。

チャンネルＯに確認

質問 一般質問に対して、行政の答弁は検討するであり結論が出る話
ではない。議会と行政は政策論争をすることが本来の姿では。
回答 議員は自分の考え方の中で、理事者と議論を深めていくべきだ 当日の回答どおり
と思う。
意見 文化都市小浜というのなら、旭座をまちづくりの核にして文化 行政に伝える
的な行事を積極的に実施すると共に、文化会館の活用も図る必 （回答を求める）
要がある。
質問 舞若道の４車線化などのインフラ整備はできないのか。
回答 舞若道の４車線化は要望している。４車線化のめどは１日１万 当日の回答どおり
台だが、原発災害時の避難道としても必要なため、引き続き精
力的に取り組んでいく。
質問 一般道も市内は片側２車線区間が短い。
回答 一般道の４車線化の計画は当面はないと思う。

当日の回答どおり

質問 新幹線はどうなっているのか。
回答 財源の問題はあるが、札幌開業よりも前にということで、県、 当日の回答どおり
理事者などと共に２０３０年をめどに大阪までの全線開通を目
指して取り組んでいる。
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質問 現実の話としてはどうか。
回答 【１】整備路線の中で、ルート問題で唯一翻弄されたのは北陸 当日の回答どおり
新幹線だけ。それが元に戻っただけだと考えている。それを今
度は２０３０年までに全線開業することが、地域の発展につな
がることになる。
【２】国が、北陸新幹線の全線開業のめどは３０年後と言って 当日の回答どおり
いるのは、２０３０年の北海道新幹線開通後に財源を確保して
１５年というスパンで考えると３０年先になるが、福井県も小
浜市も２０２９年に開業という目標を立てて取り組んでいる。
それまでに小浜市は新まちづくりの基本構想を策定して、環境
アセス、都市計画決定などを経て、全体の基本計画をつくり直
すということになると思う。
新幹線の小浜駅は今の東小浜駅に併設し、小浜線との利便性が
高く交通アクセスのいいところを要望しており、その駅を中心
にしたまちづくり構想が立てられ、開発計画を策定していくこ
とになるので、その際は皆さんのご意見をお願いしたい。
質問 人口減は目に見えており、若い人に住んでもらわないと小浜は
だめになる。
回答 新幹線小浜駅の次は１９分で京都駅であり、企業誘致や京都の 当日の回答どおり
ベッドタウンという形の定住を図っていくことが、小浜のまち
づくりの基本ではないかと思う。
それが人口減の大きな歯止めになり、将来的な展望も開けてく
るという位置づけで基本計画をという思いがあるので、議会と
してもこれから議論していきたい。
質問 リゾート新線は百何十年来の若狭の住民の悲願だったが、新幹
線のルートが決定したことによりその構想は消えたが、新幹線
と新線とは意味が違う。説明願いたい。
回答 当初、新幹線は小浜から亀岡を通って大阪というルートで運動 当日の回答どおり
をしてきた。一方、快速鉄道は上中駅から今津を通って湖西線
で小浜から京都まで５５分ということだったが、新幹線が小浜
から京都という形で決着をした。
２つのルートの時間と料金などを比較した結果、国家プロジェ
クトである新幹線に優先的に取り組むことになった。
※その他、新幹線に取り込むことになった理由
①滋賀県の快速鉄道に対する熱意が薄かった
②快速鉄道の事業主体が決まらない
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③採算性が難しい
質問 原発の非常時に鉄道があれば逃げられる可能性は高いのでは。
回答 車両がない。また今後、小浜線を維持することが大変である。 当日の回答どおり
２００３年に５,０００人を超えていた１日の乗降客が、今は４,
０００人を割っていて年間１０億円からの赤字である。
あいあいバスの事業費も約１億かかっており、乗客１人当たり
の単価が約１,５００円かかっているが維持している。よって、
赤字になる快速鉄道を誰も運営できない。
質問 コンビニ収納サービスはもうできるのか。コンビニでは払えな
かったので市役所に行ったが。
回答 もう始まっている。納付書にバーコードが入っていればできる 当日の回答どおり
が、納税組合に入っている人はコンビニ収納はできない。
質問 議会報告会で各地区から出た意見はどのように対応しているの
か。また、報告会に若い方に参加してもらえるような努力を。
回答 報告会で議員が説明できなかったこと等を、班で議事録を全部 当日の回答どおり
精査し、今後、議員間で対応する必要がある項目について協議
している。もう１つは、理事者対応分は理事者側の考え方をま
とめていただいており、そういった形で取りまとめた報告書を、
公民館に配布している。
議会報告会へは、公民館から各種名簿をいただき案内をさせて
もらっているのが実態である。若い人に参加していただけるよ
う今後、検討させていただきたい。
質問 議会報告会の報告書を公民館に配布しているということだが、
報告会では当該地区以外の話題が出る。また、公民館に行かな
いこときもあるので、報告会の内容を議会だよりに掲載しては
どうか。
回答 紙面の都合上、市全体に関係する事項になるが議会だよりにも 当日の回答どおり
掲載している。
要望 過去何年間かの議会報告会の中で、去年の答えを聞いていない
という声を聞くので、漏れている部分があると思う。検討中や
どういう回答であったかという履歴がわかる資料ができればい
いと思う。
回答 ありがとうございます。皆さんのご意見を生かして、より良い 当日の回答どおり
ものにしていきたいと思う。
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質問 潰れそうな非常に危険な空き家を、市で撤去することはできる
のか、できないのか。
回答 今、小浜市空き家対策計画を条例化するように取り組んでいる。 当日の回答どおり
この計画が条例化されると、危険な空き家を特定空き家に指定
して解体対象となる。持ち主が解体しないときは、行政が代理
で解体する行政代執行を行い、行政が解体費用を持ち主に請求
することになる。
質問 解体の財源はどこから出てくるのか。
回答 市の財源である、地権者から回収することが前提になる。

当日の回答どおり

質問 地権者から回収できる状況ということは、悪意を持ってそのま
まにしていたということで、地権者が本来はできるというでは。
回答 とれる場合もあれば、半分しかとれない場合もある。最悪の場 当日の回答どおり
合、何年もかかってとれるか、とれないという問題も中には起
こるかもしれない。
※パブリックコメントは５月２９日から６月１９日の３週
間で、条例は９月議会で上程され、１０月１日に可決さ
れれば確定し、早くて１２月１日から施行される予定。
質問 空き家を地権者が財産放棄した場合は、強制的に解体か。
回答 それが危険な空き家の場合は行政代執行となる。

当日の回答どおり

質問 不動産は残るが。
回答 行政代執行は先行して市民の安全を守るもので、解体費用はそ 当日の回答どおり
の土地を売却してということもある。
（参加者）固定資産税が路線価より低い不動産が残っても、そ
れは何の価値もない。路線価や公示価格以下のものを売却して
も赤字である。
質問 国の補助金は。
回答 出ません。

当日の回答どおり

アンケートの
記載内容、
概要

平成２９年６月２６日

小浜市議会議長

様
第２班
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班長

清水

正信

小浜市議会
日

時

会場／地区

議会報告会

実施報告書

平成２９年５月１０日 （火） １９：００～２０：３０
西津公民館

出 席 議 員 ３班／池尾正彦、下中雅之、小澤長純、牧岡輝雄
参加者（市民） １８名
報 告 事 項

司会・班長：小澤、報告者（定例会報告）：牧岡、（政務活動費）：下中、
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：池尾
質問

雪害対策について、高齢者・障がい者について屋根の雪下ろし 【今後の対応】
制度利用の要請は何軒か、実績はどうか。

回答 何軒か数字はつかんでいない。
意見

当日の回答どおり

今回のような大雪では、多くの要望に（制度）対応できなかっ
たので、直接業者に頼むとか等の方法も考えた方が混乱しない

報告会におけ

と思うので議論してほしい。

る市民からの 質問 少子高齢化で空き家、廃屋が増えてきているが、今回の大雪で
意見・要望内

今にも潰れそうな建物への対応はどうか。

容

害虫等の衛生問題についても行政としてどのように考えている
のか。
回答 小浜市の戸数は、10,890 戸あり、そのうち空家は 2,380 戸ある。

当日の回答どおり

市内全域の管理不全状態の空き家等、今後の調査やパブリック
コメント等を受け、しっかり取り組んで行く。
予防、実態の把握など適正な管理についてもこれから取り組む
ことになるので、具体的なことは言えない。
質問 原子力災害対策施設整備事業に 3 億という大きな予算だが、資
機材など何に使用されるのか。
回答 3 億は県補助金で市からの支出分はない。4 階大会議室を災害対

当日の回答どおり

策本部にすることで、気密性を高める窓の改良や階段・エレベ
ーターの入り口に二重扉を設ける等、また、防災ネットワーク
等の整備で資機材等の整備ではない。
意見

高額な予算なのでどういう整備をされるのかしっかり取り組ん
でほしい。

質問 西津地区にスポットをあてた事業の予算の割り当てはあるのか
回答 事業費としての予算で、地域に配分するような予算立ではない。
質問

西津地区の自主防災組織が３地区あるということだが福谷区と
川東区とあとはどこか

回答 区長より３月に川西区が参加して３地区になったと回答。
質問

通学路の除雪について、学校の先生方が頑張っておられるのが
現状ですが、どのように取り組まれるのか、また、小学校など
に除雪機を置けないか。
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当日の回答どおり

回答

市道４３５㎞の内、指定箇所は、９８．６㎞、除雪路線２６０

当日の回答どおり

㎞あり、業業者の委託になっているが、それぞれ配置している
と聞いている。通学路については、子どもの通る場所全部の対
応は難しいが、除雪路線だけでも対応できるように考えていか
なければいけないし、除雪の妨げになる放置車両の指導なども
みんなで考えていかなければいけない。
意見 雪害時では排雪作業が重要になるので、除雪と排雪の連携を。
回答

災害時では地域の連携・協力が大切になるので、常日頃より手

当日の回答どおり

順の整理と対策を、そのためにも自主防災組織の結成をお願い
したい。
質問

獣害用の金網ですが、山手、甲ケ崎はできているが、福谷区は
できていない。農林水産課に聞いたら、金網が１m1,500 円かか
り、２㎞あるので 300 万円かかるが区では対応できない。獣は
できていないところから出てくるので、どうしたものか。

回答

口名田地区でも同じ状況で、現物支給を受けても高齢化で作業

行政側へ伝える

をする者がいない、業者に頼むと負担が大きいと悩んでおり、
市の方へも対策をお願いしたい。

アンケートの
記載内容、
概要

平成２９年６月２８日

小浜市議会議長

様
第３班
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班長

小澤

長純

小浜市議会
日

時

会場／地区

議会報告会

実施報告書

平成２９年５月１６日 （火） １９：００～２０：５０
小浜公民館

出 席 議 員 ３班／池尾正彦、下中雅之、小澤長純、牧岡輝雄
参加者（市民） ４９名
報 告 事 項

司会・班長：小澤、報告者（定例会報告）：牧岡、（政務活動費）：下中、
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：池尾
質問 政務活動費の後払いについて、改正のきっかけは何か。

【今後の対応】

回答

当日の回答どおり

小浜市の場合年額２４万円が前払いとなっているため、使い切
らなければならないという感覚が起こる可能性に対し、これは
税金だという認識で使ってもらうことが大切である。

報告会におけ
る市民からの 質問 昨年度の除雪にかかった費用はいくらか、５ページに 5,500 万
意見・要望内

円と書いてあるが当初予算はいくらか。

容
回答 今、数字をつかんでいない。
質問 政務活動費の中身はどのようなものか。
交通費で、電車のグリーン車などの使用も費用にあたるのか。
回答 資料購入（新聞等）
、先進地視察等での旅費・宿泊費などで、飲

当日の回答どおり

食費はダメです。
グリーン車も OK ですが、小分けで回数を行けるようにしてい
る。
質問

先進事例として遠敷地区は災害時における支援協力の協定を企
業と結ばれているが、自主防災組織の結成率が、１６％しかな
いのはなぜか、共助と公助、自助という区別が分からないので
すが、これを見ていると、私は公助、市の方でやるべきではな
いかと思う、除雪について、結果の報告で市の方へ要望しただ
け、予算などは補正で行うのか。駅前通り、旭座の通りに犬の
糞がたくさん落ちている。観光の都市として売り出しているが、
どうなのかと思うので対策を考えてほしい

回答

遠敷地区と生協とが災害時に区長会などを通して水や食料など
を優先的に供給する。行政の福祉避難所が開設するまで、デイ
サービスのフロアを開放するものです。
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当日の回答どおり

市が公助での対応は当然だが、急ぐ場合は共助や自助で、地域
の人が対応していただきたい。
質問 市の要請で区の自主防災会を作ったが、上の組織はどこか。
回答 市の生活安全課です。

当日の回答どおり

今回これだけの予算がかかったということで、除雪の予算は降
雪量が毎年一定ではないため補正での対応としている。
犬の糞の公害については、区長さんを通して、市に看板をつけ
てもらってから、ビニール袋をもって散歩される方も増えまし
たが、あらゆる機会を通してお願いをしていきたい。犬を飼っ
ておられる方のモラルの問題なので、声掛けや意識を高めてい
くことが大切。
質問

政務活動費が後払い方式に変わったということだが、一般的に
資料費などは自分で買うのがあたりまえで、これをやめようと
いう議論はなかったのか。

回答

以前は、政務調査費と言われ、法律にのっとり支給されており

当日の回答どおり

ました。平成 20 年に月額 40,000 円を 20,000 円に減額し、その
時もなくすという議論はありませんし、今回もなくすという議
論はありません。書籍についてのお話が出ていましたが、議長
がその購入や活動についてもしっかりチェックをしている。
質問

政務活動費で買った資料や書籍は議会や、小浜市で共有しては
どうか。
高成寺裏の三の浜へ行く道が長いこと壊れたまま、勢浜のとこ
ろにあった高橋長者の看板がなくなっている。
佐久間艇長の階段のところの街灯が壊れているが、あの時は、
道が崩れて上がれなかったが、地元が必要なければ、撤去との
話もあり、星の広場についても星は夜見るものだが、車で上が
りにくく小浜市は何のためにあの広場を作ったのか、市がなぜ
そんなことを言ってくるのか疑問です。

回答

書籍等の共有については、いろいろな状況もあるが、考えてい
くことも必要と思う。
青井公園の星の広場については市の方で草刈りをしていただい
ていますが、草木の伸びに追いつかないのが現状で、観光のお
客さんからも、いい公園なのでもっと活用をというご意見もい
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行政側へ伝える

ただいており、市のほうへも伝えておきます。
質問

青井の山の上に市民の森があり、記念植樹をされたが、単年度
事業でその後整備がされていなく、歩こう会で行かれても観光
の方がいかれても苦痛だと思うので考えてほしい。公園でゴル
フの練習をされている方もあり、犬の糞もそうですが、マナー
の問題で、なかなか難しいが、例えば犬の予防接種の時にチラ
シの配布などをして啓蒙してはどうか

回答

予防接種の時のチラシの配布など良いアイデアですので、是非

行政側へ伝える

ともお願いをしたいと思います。山の管理については、後瀬山
の国の史跡に小学校の跡地も追加史跡になりましたので、小浜
市若狭歴史基本計画構想で山全体を管理する計画もあるようで
すし、看板の設置も計画があるようですので、一度現場も見せ
ていただきたいと思う。
質問 コンビニ収納の 913 万円は、振り込みの手数料か
回答

振込手数料と回線使用料です。市役所で払い込んでいただくと

当日の回答どおり

かからないのですが、利便性の向上と収納率アップでこのよう
に書かせていただいている。
質問

昨年の質問で、観光まち歩きをしていただくと、トイレが必要
だと思うのですが、トイレの対応について回答はどうか。

回答

市内の公衆トイレについては、日吉のふれあいセンター前、香

当日の回答どおり

取のおばま公園駐車場、まちの駅の観光トイレ、駅通商店街が
設置していただいているトイレ等この近辺にはございます。ト
イレにつきましては、観光地の顔と言われたがそのとおりで、
洋式化や大規模改修などもしっかり取り組んで行かなければい
けないと聞いている。
質問

海岸通りの駐車場に観光バスが止まりますが、トイレがない。
トイレを作る予定はないのか、清掃費にお金がかかるというこ
とだが、観光協会などで負担できないか

回答 駐車場内のトイレを作る予定は聞いていない。
前回質問のありましたトイレも、案内など使いやすさについて
は、わかりやすい表示板の設置や散策マップ等にもトイレの箇
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当日の回答どおり

所を表示したいと聞いている。
意見 小浜地区は放生まつり等もあり,トイレの数が足らないので増や
してほしい。
回答 伝えておきます
質問

行政側へ伝える

小浜の３駅道の駅、まちの駅、海の駅の運営は、官で行ってい
るのか民か半官半民なのか教えてください。

回答

道の駅は㈱まちづくり小浜で半官半民、まちの駅はオーイング

当日の回答どおり

で民間、海の駅は食のまちづくり課で官です。濱の湯の部分は
指定管理になっております。
質問 指定管理はどのように決められているか。
公募の決定はどこがするのか。
回答 公募です。

当日の回答どおり

委員会は忘れましたが市の方で公募、決定します。
質問 議会で視察等行かれた時報告レポート等提出しているのか。
回答

視察資料については、保管しているし、レポート等は一般質問

当日の回答どおり

や全員協議会等での質問で生かしている。
意見 ３つの駅の発展は、議会の皆さんのお力添えが必要です。
視察等を活かして議会も頑張るので、市民もお願いしたいとい
うことで盛り上がりが出来ると思うので、レポート提出も政務
調査費の対象にもなるのでよろしくお願いします。
回答

ありがとうございます。３駅が発展していかなければというこ
とですが、市の方も昨年末、3 駅連携会議を立ち上げて、関係者
が一堂に会し盛り上げていくよう取り組んでいる。

質問

犬の糞の処理やトイレのことは商店街でも困っており、犬の糞
については、商店街の方々が自主的に処理をしているが、通行
のお客さんが踏んづけてしまうと散らばってしまい困ってい
る。昼間は見かけないので早朝や夜間かと思う。雨の日などは
アーケードがあるので、よそから散歩に来るが、その人たちの
33

当日の回答どおり

処理が悪いようだ。それ以外にも鳩の糞と野良猫の餌やりなど
猫が増えていて近隣のトラブルもなっている。
それと、駅通りのトイレは商店街が管理しているが水の出しっ
ぱなしやドアを壊されたり、掃除も商店街で毎日しているが維
持費が 30～40 万円ほどかかり市へ委託したい。はまかぜプラザ
のトイレも祭の巡行や休憩所として使っていただきたいと 240
万かけて改修したがこちらも維持費が大変で、補助金など議会
の応援もお願いしたい。
回答

市への要請もされているようですが、お聞きしましたことは議

行政側へ伝える

会としても伝えていきます。
質問 5 月 1 日の新聞記事に管理会社としてオーイングさんとまちづ
くり協議会の木下さんのコメントが出ていたが、あの記事を見
て愕然とした。せっかくいいものが出来たと喜んでいたが、記
事では年 2 回の協議会で任せっぱなしとあるが、行政は、こん
な形でこんなことをしてほしい等、共助として地域へお願いす
るとよいのではと考えるが、何かアドバイスはないか。
災害避難時での避難のありかたについて、避難の際の声掛けや
災害救助支援中の事故について、加害者になった場合の保険は
ないのか。
回答 5 月 1 日の新聞記事は一体感がなかったと書かれていたと思う

行政側へ伝える

が、私たちが指定管理者の中へ入るのはむずかしい。一体感が
ないということは、話し合いが少なかったと思うので誤解のな
いように意思の疎通が大切、マスコミによって表現のしかたの
違いもあるかと思うので注視していきたい。
保険のことについて、そこまでは考えていないと思うが、ご意
見は市へ伝える。

アンケートの
記載内容、
概要

平成２９年６月２８日

小浜市議会議長

様
第３班
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班長

小澤

長純

小浜市議会
日

時

会場／地区

議会報告会

実施報告書

平成２９年５月１８日 （木） １９：００～２０：３０
中名田公民館

出 席 議 員 ３班／池尾正彦、下中雅之、小澤長純、牧岡輝雄
参加者（市民） １９名
報 告 事 項

司会・班長：小澤、報告者（定例会報告）：牧岡、（政務活動費）：下中、
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：池尾
質問 いずみ町の拡張と、まちの駅はやっていけるのか心配。

【今後の対応】

回答

当日の回答どおり

いずみ町の拡幅は３１年度までの工事で計画通り進んでおり、
今年は調査が全部終わる予定で、半分ぐらい用地買収が進んで
おり、今年度はいずみ町のポケットパーク（いずみの広場）の
設計にもかかります。

報告会におけ

旭座については、先日の新聞にも出ておりましたが、指定管理

る市民からの

者とまちの人で運営委員会みたいなものを作って協議しており

意見・要望内

ますが、スタートして１年余りですので、平日の賑わいはまだ

容

まだですが、３月８日に１年早く２０万人に達成しています。
小浜地区のまちづくり協議会など諸団体と、どういう活用がい
いのか検討しており、濱参道でのテント市、放生まつりの練習
も行っており、地区の行事など活用するよう地域も盛りあげて
いきたい。
質問

除雪について、１月２月に降った雪は昼間の雪で、今回のよう
に短時間で降る雪もあり、また、除雪の基準も国道、県道、市
道と除雪スタートのところや業者との契約等いろいろ決まって
いると思うが、地元業者も 2 軒から 1 軒に減っていることなど、
地域の実情に合わせた除雪ができないか。

回答

今、市道は４３５キロあり、雪監路線約１００キロを含めて除

行政側へ伝える

雪路線は約２６０キロある。除雪は、準備体制、平常体制、警
戒、緊急体制に基づいて除雪を行っていますが、計画の見直し
も含め地域の実情に合った除雪も大切ですので、市の方に伝え
ていきます。
質問

除雪について２名の方がフルで動いていただいたが、休憩や睡
眠もとらなければいけないので、地域内に資格を持ったオペレ
ーターの方もいるので補助要員の予算も検討してほしい。
労働基準のこともあり契約はどのようにしているのか、雪がな
くなるまで除雪しなければならないのか。

回答

補助要員については、そのとおりだと思うので、市の担当のほ
うへ伝えておきます。
今回のようなケースもありますので、地元要望や計画等確認し
35

後日報告

て連絡します。
質問 政務活動費は月２万円でどのような活動ができるのか。
回答

政務活動費については、県内各市でも違い、９市ある中で福井

当日の回答どおり

市は月額１５万円、敦賀市は４万円、小浜市も平成２０年まで
は４万円でしたが、２万円に下げ、領収書も１円まで添付とし
て、議会事務局でも、インターネットでも閲覧できるようにし
ており、様子を見て足らなければまた戻せばということで決め
た。
何に使っているかと言いますと、調査研究費とか、研修費、行
政視察・陳情活動に使えます。新幹線の要望活動にも旅費や宿
泊費等使わせて頂いているし、資料購入費では、この報告会の
資料等使用している。
意見

多面的の事業で、金額によっては入札になるが、災害などで、
地元の業者にお世話になるので、できるだけ地元を使ってほし
い。

回答 災害等地元は大切なことなので、伝えておきます。
質問

行政側へ伝える

上水、農業用水の負担金が上がるということだが、人口が減っ
ていく中でまだまだ住みにくくなるが、対策はないのか。

回答

人口減少に伴い維持管理は大変だが、人口減少で空き家対策も

当日の回答どおり

問題になっており、空き家の率も中名田が高いようで、市の方
でも対策を計画している。
市の現状は、公共下水も県下で一番高く、農業用水はもひとつ
高く、漁業集落排水は、もっと高いので、受益者負担の原則は
あるが、今後の改善が必要だ。
質問

中名田の高齢化が進んで子どもがいない。若い人たちが住みた
くなる方策はないか。

回答

中名田へ戻ってもらうことが大切で、地域皆で誇りをもって地

当日の回答どおり

域を盛り上げることが大切だと思う。中名田地域は連携もあり、
まちづくり協議会も頑張っておられると思うし、新幹線も京都
まで１９分ということもあり市全体で取り組んで行かなければ
いけない。
質問

政務活動費について、２８年度の残余金はどのくらいあったの
か、活動の成果が上がるのであれば、前の金額に戻しても良い
のではと思う。

回答 残預金はありますが、現在まとめている最中です。
建設的なご意見ありがとうございます。私たちは先進的なとこ
ろへの視察にも行かせていただき、レポートの提出を義務付け
ましたし、報告会の中で、やはり、活動費がこれだけいるので、
４万円に戻してという現実の議論が大切と思います。
36

当日の回答どおり

質問 「ビジット OBAMA」推進事業で、1,361 万円上がっているが国
内外の営業や出向宣伝とは、
回答 大阪、関西の領事館レセプションなどでの PR 活動など少しずつ

当日の回答どおり

広がっているとおもいます。

アンケートの
記載内容、
概要

平成２９年６月２８日

小浜市議会議長

様
第３班
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班長

小澤

長純

小浜市議会
日

時

平成２９年

会場／地区

遠敷公民館

議会報告会

実施報告書

５月１０日 （水）１９：００～２１：００

出 席 議 員 ４班／藤田善平、三木尚、今井伸治、藤田靖人
参加者（市民） ３４名
報 告 事 項

司会・班長：今井、報告者（定例会報告）：三木、（政務活動費）：藤田善
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：藤田靖、書記：三木
（質問）真鯖の養殖事業について、消費者の購入する単価設定が高す 【今後の対応】
ぎる。3000 円の刺身を食べるのか。成功する見通しがあるのか。
（回答）今回日本遺産「御食国若狭と鯖街道」に認定されて、小浜の 当日の回答通り
売りはやはりサバということで、サバ復活プロジェクトでサバ
を PR したい。ノルウェー産の焼きサバでなく、生の刺身で食べ

報告会におけ

れるサバを関サバに匹敵する名産品に育てたいと、前向きで取

る市民からの

り組んでいる。

意見・要望内
容

（質問）今津・上中間の琵琶湖若狭湾快速鉄道は断念するのか。大変
残念である。また、積立金の使い道等の対策は考えているのか。
（回答）県も積立をして８０億円ある。今年度中に使い道を考えたい。 当日の回答通り
県の分も含めて嶺南の発展のために使いたいし使ってほしい。
（質問）新幹線の小浜駅はどこに考えているのか。これからのまちづ
くりに連動できるのか。
（回答）東小浜周辺となっているが、詳細は不明である。駅の位置が 当日の回答通り
決まれば、住宅・商店街・道路・農地等まちづくりに大いに関
係する。
（質問）人口減少対策を小浜市も率先して取り組むべきである。
市の非正規職員やパートの職員を正規職員として採用して雇用
を広げていかないと民間も正規職員の採用をしない。
小浜市が率先して採用すべきでないのか。
（回答）正職員の減少は職員の士気の向上にも影響を与える。意見と 担当課に伝える
して担当課に伝える。
（質問）美郷小学校の新設に間に合うよう通学路の確保を図るべきで
ある。JR の踏切に対して歩道橋か地下道で対策してほしい。
（回答）担当課に伝える。
担当課に伝える
（質問）今年 2 月の大雪の時に東高校の生徒たちが朝から夕方まで雪
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かきをやってくれて大変助かった。
市の除雪車がやってきたのは夕方で、道路が踏み固められてか
ちんかちんの状態になっていて除雪にならなかった。
除雪機械を区で所有できないものか。
（回答）まちづくり協議会でリースとかガソリン代の補助を検討され
ているので相談してほしい。

当日の回答通り

（質問）国体に関して、多くの来訪者に対する宿泊等の受け入れ態勢
は大丈夫なのか。
（回答）当地の宿泊施設の抑えは事前調査で問題ないと聞いている。
当日の回答通り
（質問）遠敷の若狭の里公園の中の木造建築物が老朽化している。県
の博物館の来訪者に対してもイメージが悪すぎる。
（回答）県の所有物件で修理には何千万円もかかる、地区としてそこ
を活用していただければ県としては応援する用意があると聞い 当日の回答通り
ている。
（質問）現在の青井の葬祭場がみすぼらしくて残念である。人生最後
の場所としてあまりにも貧相である。参列者に対しても小浜市
のイメージが悪すぎる。
（回答）建て替えについては市としても考えている。三市町の広域で
場所等の検討を進めている。

当日の回答通り

（質問）過去の台風 18 号の時に老人施設孫子老に対し、市から避難指
示を出したため、夜中に職員が入居者を公民館へ連れてきた。
その途中の道路が水没していたりして、避難行為自体が極めて
危険な行動であった。他の所でも避難途中に災害にあったりし
ている。避難指示や避難命令は画一的に出すものでなく、慎重
であるべきだし、行動するほうも普段から災害対策をよく考え
ておくべきである。
（回答）地域の事は地域の人が一番わかっているので、防災組織を作
っていろいろなケースを市当局とよく打ち合わせしてほしい。

当日の回答通り

アンケートの
記載内容、
概要

平成２８年６月２９日

小浜市議会議長

様
第４班
39

班長

今井

伸治

小浜市議会
日

時

会場／地区

平成２９年

議会報告会

実施報告書

５月１６日 （火）１９：００～２１：００

口名田公民館

出 席 議 員 ４班／藤田善平、三木尚、今井伸治、藤田靖人
参加者（市民） ２９名
報 告 事 項

司会・班長：今井、報告者（定例会報告）：三木、（政務活動費）：藤田善
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：藤田靖、書記：今井
質問

公民館・保育所や学校など公共の建物の駐車場の除雪は出来な 【今後の対応】
いか。避難所になっていることもあり、学校では授業時間を潰
して職員や子どもに雪かきをさせるのは本末転倒ではないか。
大きい機械でかけば時間もかからないのでは。

回答

市では緊急車両の通行を最優先に除雪計画を立てていて、それ 行政側に伝える
をもとに除雪を行っている。昔に比べて土建業者の体力も弱っ

報告会におけ

ていて、大雪の場合除雪機械の台数も限られ、道の除雪で一杯

る市民からの

となり施設まで手が回らない。費用の面もあり早急に結論は出

意見・要望内

ないと思うが、議会として積極的に行政と議論していく。

容
質問

公民館には簡易的な除雪機はあるが、オペレーターは館長しか
いないので、早朝５時や６時となると館長の負担がすごく高く
なる。地区の人も各地区で除雪に手一杯である。例えばオペレ
ーターの養成とかを考えてもらいたい。

回答

市としてはまちづくり協議会での対応を期待している。

行政側に伝える

降雪の場合小浜市全域が降るので、他地区からの応援は難しい。
消防団も仕事を持ってるし定員の件があるので増員もままなら
ない。
しかし家から出れない、高齢者とか、通学が出来ない等も事実
なので自主防災組織と絡めて行政と話をしていく。
意見

政務活動費が２万円に減額されたというのは評価できるという
こともあるが、反面２万円では難しいとも思う。いろんな考え
方があるがやる人については、５万円でも１０万円でも出して、
それをもとにして市に貢献してほしい。金額が少ないから美徳
とはならないと思うので、２万円もらって１万円残った５千円
残ったではまずいと思う。目一杯使ってもらってそれ以上の活
動をお願いしたい。

回答

安けりゃいいと思っていない。支出には小浜市は他所に比べて 当日の回答通り
かなりきつい縛りをかけている。
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我々もご意向に添うべくもっともっと勉強して活動したい。
質問

口名田公民館が避難場所になっているが、小浜市のハザードマ
ップを見ると黄色になっている。そんなところに避難場所があ
ってもいいのか。口田縄も集会場が避難場所だが、地図では土
砂が流れてくるとなっている。なぜそうなるのか。

回答

一応公共的な建物が指定されている。災害も地震、台風とか火 行政側に伝える
災等いろいろあるし、その時その時の判断での行動も必要。
今決めてある公共建物は耐震・収容人員、集中管理等の話で、
実際の地形、避難経路等のリスクも勘案して、実情を一番わか
っている地域の人たちと行政とが一緒に再検証することも必
要。

質問

ふるさと納税は小浜市の場合返礼率は何パーセントか。

回答

大体５０～５２％だと思う。

質問

ビジットＯＢＡＭＡ推進事業で、京都には外国人があふれてい

当日の回答通り

るので、彼らを誘客する方策。大阪までの定期便を京都回りに
するとかの考え方はどうか。
回答

新幹線が出来ると１９分で小浜へ来れるので、県境が取れるの 行政側に伝える
かなと期待している。その為にも早期の新幹線の全線開業が必
要。
それまで小浜市もいろいろ外国人招致の仕掛けをやって呼び込
む努力も必要。

アンケートの
記載内容、
概要

平成２９年６月１５日

小浜市議会議長

下中
第４班
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雅之

様

班長

今井

伸治

小浜市議会
日

時

会場／地区

議会報告会

平成２９年５月１８日 （木）

実施報告書

19：00～20：50

松永公民館

出 席 議 員 ４班／今井伸治、藤田善平、三木尚、藤田靖人
参加者（市民） ２０名
報 告 事 項

司会・班長：今井、報告者（定例会報告）：三木、（政務活動費）：藤田善、
（統一テーマ/除雪と自主防災組織）：藤田靖、書記：藤田靖
(質問）災害が起きないように各地区で陳情などをしていると聞いてい 【今後の対応】
るが、河川のしゅんせつなどの取り組みについてお聞きしたい
(回答）南川、北川など小浜市内のすべての川で、中州が出来きたり雑 当日の回答通り
木がかなり生い茂っている状況で、議会も各地区、市役所と協力し

報告会におけ 常々、要望や陳情を繰り返していますが、なかなか取り組んではいた
る市民からの だけない状態です。今後も粘り強く要望を行って行きたい。
意見・要望内
容

(質問）各集落などでは高齢化もあり、今年のような大雪の場合どうす
ることも出来ない。道幅４メーター以上の市道が優先するのは分かる
が、２メーター５０ぐらいの細い道もなんとか除雪対応してほしい。
(回答）今回のように市内全域での大雪だとオペレーター不足などもあ 当日の回答通り
り、すぐに答えは出ないように思うが、地域での助け合いなども含め、
市とも協議している。
(質問）若狭広域行政事務組合の条例について、設立負担金や組織の内
容などを聞きたい。
(回答）広域でないと取れない国の補助金を獲得し、小浜市長が管理者 当日の回答通り
になり、若狭町と小浜市とおおい町と高浜町で組織します。まずはご
み処理施設の建設、運営の準備の為の事務組合を設立するための条例
(質問）若狭広域行政事務組合では４つの市町の介護保険料などの統一
は考えているのか？
(回答）介護認定については広域でという自治体はあるが、介護保険料 行政側に伝える
も含めまだこれからの議論になると思う。
(質問）嶺南の自治体は高齢化がどんどん進んでいるので介護認定の不
透明な部分をなくし介護保険料の格差をなくしてほしい。
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(回答）嶺南には広域行政組合や一部事務組合などもあるので各市町の 当日の回答通り
議会、議員とも良い議論に勤めたい。
(質問）農業集落排水の管理に対する条例の改正が出ているが、そろそ
ろ大規模な改修時期にだんだん入ってきていると思う、借り入れの金
額も違うということで、なかなか統合するのは難しいかもしれないが、
公共下水道との統合は考えているのか
(回答）議会の中でも議論しております。人数割と水量割の解消も含め 行政側に伝える
市役所では将来的に統合していく方針と聞いています。
(質問）農業集落排水が公共下水道と統合した場合新たな加入金は発生
するのか。
(回答）統合する前に農業集落排水が現在抱えている起債の償還などで 行政側に伝える
の支払いはあるかもしれないが、加入金というのはないと思う。
(質問）快速鉄道の運動が発展的に解消になり、それの積み立てが８０
億ほどあると思いますが、その使い道について、今後のどういう方向
に使っていくのかなど、今どの程度検討されているのか。
(回答）快速鉄道の積立金ですが、今回の当初予算では積み立て金は今 行政側に伝える
年度から取りやめになりました、その積立金の使い道については現在
は決まってない状況でございます。
(質問）新しい葬祭場についてはどうなっているのか。現在の場所で建
て替えるのか。
(回答）これも小浜市、おおい町、高浜町の３市町の広域で協議中でご 当日の回答通り
ざいます。現在の青井は地元住民の反対があるので場所は移転します。
(質問）美郷小学校の建設進捗状況と現在の学校の建物、土地の閉校後
の利用方法などの検討はされているのか。
(回答）美郷小学校は予定通り建物の建設工事は進んでおり、現在は通 当日の回答通り
学路、スクールバス運行などを協議中です。跡地と建物については老
朽化で取り壊しの可能性もあるが、今後、地区住民と市で利用方法を
検討する聞いています。
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(質問）公立小浜病院のことなんですが、高度救急救命医療という病院
のわりには、お医者さんが、いなくて、他院へ転院の途中で命を落と
しているという事例を聞いたことがあるが、お医者さんの確保にどう
いう努力をされているのか、お聞きしたい。
(回答）京都大学への寄附講座からの医師派遣、大学医学部に入学され 行政側に伝える
る場合の補助金が昨年度まで約１０年間あり、それらの取り組みによ
り少しずつ医師は増えつつある。
(質問）市民の中には舞鶴の共済病院のほうが良い医療を受けられると
言う人がいるが、小浜病院はどのような対策をとっているのか。
(回答）小浜病院は救急医療も対応する若狭地方の中核病院です。地域 行政側に伝える
の人にとってもなくすわけには行かないと思う、小浜病院にも専門分
野に長けた医師もおり、病状により紹介などもしていただける。うわ
さで左右されずなくなるべく小浜病院に相談してほしい
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