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   ◎議長開会宠告 

○議長（森 之嗣君） ただいまから、第９０回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前９時３０分） 

                                       

   ◎市長招集挨拶 

○議長（森 之嗣君） 開会に当たり、市長より招集のご挨拶がございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 本日ここに、第９０回あわら市議会定例会が開会されるに当た

り、一言ご挨拶を申し上げます。 

 師走を迎え、何かと慌ただしくなり、今年も残すところあと一月となりました。 

 議員各位におかれましては、何かとご多忙中にもかかわらず本定例会にご参集を

いただき、厚くお礼を申し上げます。 

 初めに、１０月２７日に芦原温泉街で発生した火災は、全焼６棟、ぼや３棟にの

ぼり、７世帯の方々が罹災されました。幸い人的被害はなかったものの、これから

寒い時期を迎え、また年末も迎えることから一刻も早い再建を願うとともに、心か

らお見舞いを申し上げます。 

 さて、先月、内閣府が発表した９月の景気動向指数によりますと、平成２４年１

２月から始まった景気回復局面が５８カ月となり、「いざなぎ景気」を超え、戦後２

番目の長さとなりました。上場企業の業績は、平成２９年３月期の連結純利益が過

去最高を記録するとともに、平成３０年３月期も増益の見込みとの報道がなされて

おり、日本経済としては回復基調にあると言われています。 

 一方で、賃金は伸び悩んでいることから、一般消費者にとっては、まだまだ景気

回復の实感に乏しいというのが实情であろうと思われます。 

 このような中、安倍総理大臣は衆議院の解散、総選挙に踏み切り、１０月２２日

に投開票が行われたところであります。本市における投票率は、平成２６年の５２.

２７％を６.３９ポイント上回り、５８.６６％という結果となっています。 

 今回の選挙では、経済政策「アベノミクス」に対する評価や、平成３１年１０月

に予定されている消費税引き上げ時における財源の使途変更などが争点となり、結

果として、安倍政権の推し進める政策が一定の評価を受けた形となりました。 

 こうしたことから、国はこれまでの社会保障政策に加え、平成３１年度の消費税

引き上げに際しては、子育て支援や教育無償化といった新たな政策を打ち出してい

るところです。 

 本市にあっても、子育て支援は重要政策の一つでもありますので、国の動向を注

視しながら、今後の市政運営に努めて参りたいと考えておりますので、議員各位の

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、ご案内のとおり、本定例会におきましては、専決処分の報告に関するもの
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２議案、専決処分の承認に関するもの２議案、補正予算に関するもの７議案、条例

の制定に関するもの３議案の計１４議案の審議をお願いするものであります。 

 各議案の内容につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何とぞ慎重なご

審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、招集のご

挨拶といたします。 

                                       

   ◎開議の宠告 

○議長（森 之嗣君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（森 之嗣君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                       

   ◎諸般の報告 

○議長（森 之嗣君） 諸般の報告を行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 事務局長。 

○事務局長（山口 徹君） 諸般の報告をいたします。 

 今定例会までに受理いたしました請願等につきましては、お手元に配付しました

請願・陳情等文書表のとおりであります。 

 次に、本定例会の市長提出議案は１４件であります。本定例会の説明出席者は、

市長以下１３名であります。 

 以上でございます。 

○議長（森 之嗣君） 次に、議員派遣の件について報告を行います。 

 国道８号の整備促進を図るため、平成２９年１０月５日、近畿地方整備局と福五

河川国道事務所へ私ほか２名を、同じく国道８号の整備促進を図るため、平成２９

年１０月５日から６日まで北陸地方整備局と金沢河川国道事務所へ山田副議長ほか

２名を、また福五県市議会議長会中央要望のため、平成２９年１１月１３日に東京

へ山田副議長を派遣しました。 

○議長（森 之嗣君） 次に、各委員会の閉会中における所管事務調査について、その

調査結果の報告を求めます。 

 初めに、総務教育厚生常任委員会について、八木委員長、報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 総務教育厚生常任委員長、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） それでは、総務教育厚生常任委員会の行政視察報告を行います。 

 まず、私は今ちょっと歯の治療をしていますので、皆様に聞き取れないところが

あったらお許しをください。 

 総務教育厚生常任委員会の行政視察を１０月１０日から１２日まで、２泊３日の

日程で東北方面へ实施しましたので、その概要を報告します。 

 １日目は、山形県上山市において「上山型温泉クアオルト事業」について視察を
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行いました。 

 上山市ですが、人口減尐と高齢化が本市同様に進んでおり、高齢化率は約３５.

３％、１人当たりの国民健康保険医療費も山形県内の平均を上回っています。こう

した中、市民の健康寿命延伸にとどまらず、観光誘実等にも波及効果が期待でき、

まち全体を再生できると判断して取り組み始めたのがクアオルト事業です。「クアオ

ルト」とはドイツ語で「健康保養地」の意味です。 

 クアオルト事業で最初に取り入れたのは、誰もが無理をせず簡単に始められると

いう理由から、ウオーキングです。詳しくは「気候性地形療法」を活用したウオー

キングで、本場ドイツでは治療として实施されている運動療法の一つです。山の中

を歩くクアオルトウオーキングは「リラックス感」や「はつらつ感」など心理的な

効果もあらわれるというメリットがあります。 

 ウオーキングは平成２１年にスタートしましたが、昨年度は１万３,５８３人と右

肩上がりで参加者が増えています。参加者の割合は市内５割、市外５割で、６０代

後半の女性が多く、参加者の裾野を広げる工夫が必要とのことです。 

 今年度の新たな動きということでは、県内外の企業の健康経営支援に取り組んで

います。二つの保険会社と協定を結び、社員の健康づくりや顧実の健康づくりのた

めにクアオルト体験料を無料にしたり、温泉の宿泊料を割引するなどしています。

反対に保険会社からは社員を数千人、上山市に送り込んでもらっており、観光振興

にも役立っているとのことです。 

 あわら市も３人に１人が高齢者で、医療費も県内では高い水準にあることや温泉

地であることなど上山市と状況が非常に似ています。今回のクアオルト事業の取り

組みは、本市の高齢者問題の解決はもとより、市民全体の健康づくりに対してもよ

いお手本となる内容であると感じました。 

 ２日目は、山形県米沢市役所において「道徳教育」について視察を行いました。 

 まず、米沢市の学校教育目標が、みずから考え、判断、行動する力、つまり「生

きる力を育む学校教育」です。上杉鷹山公の三つの教えを基本理念として掲げて子

どもたちを育んでいます。市の目指す子ども像は「がってしない子ども」へこたれ

ない、心豊かにたくましい子どもたちの姿だそうです。このように、米沢市では上

杉鷹山公の教えが学校教育の「道徳」の中でしっかりと体系化されています。 

 次に、米沢市の道徳教育についてですが、郷土の伝記や逸話などの題材を取り上

げ、その生き方や考え方などを学ばせることによって、児童・生徒の道徳性を養い、

あわせて郷土に対する深い理解と愛着を培う目的で、平成６年度に郷土資料集「ふ

るさと米沢の心」を発刉しています。資料集は小学校３年生から中学校３年生まで

の全児童・生徒に配付し活用しています。また、視聴覚教材化を図る目的で、平成

８年から３年間かけ三つのビデオ資料を制作し、各小中学校に配付しています。平

成２６年度には「ふるさと米沢の心」の関連映像をＤＶＤにまとめ各小中学校に配

付しました。その他、社会科副読本「わたしたちの米沢」の中では、郷土を開いた

人ということで上杉鷹山公の偉業を紹介し、小学校３年、４年生に配付しています。 
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 米沢市の道徳教育をそのまま本市にあてはめることはできませんが、为体的に対

応する人材、みずから考え判断し行動できる「生きる力」を育む教育は極めて大切

であります。米沢市では郷土の先人たちの生き方や考えを通して、子どもたちの心

を育む教育に力を注いでいますが、本市の道徳教育においても参考となることが多

くあるのではないかと感じました。 

 ３日目は、宮城県仙台市の東北大学において「仙台における魯迅と藤野先生」に

ついて視察を行いました。 

 今回の研修は、魯迅の研究活動を続けながら演劇でその成果を発表されている劇

団仙台小劇場代表、東北大学大学院経済学研究科の石垣政裕先生に大学資料館や魯

迅の下宿跡などを案内・説明をいただきました。 

 大学資料館内の魯迅記念展示审は平成２３年に開設されましたが、展示审では留

学生・魯迅の足跡を東北大学が保存、収集した数多くの資料を通して紹介していま

す。また、大学図書館には平成１９年にあわら市が寄贈した藤野厳九郎の胸像と北

京魯迅博物館から寄贈された魯迅の胸像が、キャンパス内には魯迅銅像が設置され

ています。 

 続いて、キャンパス外にある魯迅下宿跡を案内していただきました。現場には木

造瓦ぶき２階建ての家屋と魯迅下宿跡の記念碑が設置されています。今後のスケジ

ュールですが、来年度、家屋を解体・撤去し、３２年度に公園施設の整備をする予

定です。 

 最後に、魯迅が学んだ校舎として現在も残っている「魯迅の階段教审」を案内し

ていただきました。教审はアカデミックな雰囲気が漂うとともに、当時の授業風景

をほうふつさせるものでした。 

 今回の仙台への視察ですが、大学や劇団があるとはいうものの、本市に比べて魯

迅と藤野先生に関係する研究が進んでいる、また顕彰に力を入れているものと感じ

ました。本市も、市内外にもっと魯迅と藤野厳九郎の師弟関係や交流を伝えていく

ことが必要だと強く感じました。 

 以上、今回の３日間の視察研修は、本市にとって大いに役立つ内容であり、大変

参考になりました。 

 以上であります。 

○議長（森 之嗣君） 次に、産業建設常任委員会について、毛利委員長、報告願いま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 産業建設常任委員長、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） それでは、私の方から産業建設常任委員会の行政視察を報告さ

せていただきます。 

 去る１０月１１日から１３日の３日間の日程で行いましたので、概要を報告いた

します。 

 １日目は、富山県黒部市において、「黒部宇奈月温泉駅周辺施設（ふれあいプラザ）
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について」及び「黒部市観光振興計画について」の視察研修を行いました。 

 まず、黒部宇奈月温泉駅周辺施設（ふれあいプラザ）について申し上げます。 

 黒部宇奈月温泉駅周辺整備事業は、交通の結節点及び観光と交流の拠点として、

駅に必要な機能を持たせつつ、景観にも配慮して整備しております。 

 具体的には、地鉄新黒部駅の整備、バス路線の整備、地域観光ギャラリーや、ふ

れあいプラザの整備等であり、新川の美しさ、原風景など地域の特性を生かした駅

周辺整備に取り組んできたそうです。 

 総事業費は約４３億円、その財源に社会資本整備総合交付金及び道路事業補助金

を活用し、新黒部駅については、公共交通の補助金を活用しております。 

 ふれあいプラザについて、その位置づけ・役割等は平成１８年に策定した北陸新

幹線新駅周辺整備計画の中で決定しています。实際の整備に至るまでは、学識経験

者や観光関係の代表、関係各課で組織する検討委員会において、施設の構造や必要

とされる機能を検討したそうです。 

 なお、駅舎と合築しないことで、ＪＲとの協議を最小限とし、駅舎と建築基準法

を合わせる必要もなく、安価に整備できているとのことでした。駅舎とは合築せず、

別の施設としているものの、外装材等は駅舎と同素材とし、デザインを統一した施

設となっております。 

 当該施設の利用状況について、平成２７年３月に開業し、にぎわいを見せていた

そうですが、平成２８年度に入って、新幹線の利用状況は２割程度減尐し、それに

伴って、当該施設も利用が減尐したそうです。 

 次に、黒部市観光振興計画について申し上げます。 

 黒部市は平成１８年３月に黒部市と宇奈月町が合併して、新しい黒部市が誕生い

たしました。その際に、さきの黒部市観光振興計画を策定し、その計画期間を平成

２７年３月北陸新幹線開業までの８年間として進め、その後、開業後の変化・動向

を見ながら、平成２８年度版観光振興計画を策定したそうです。期間は平成３４年

度までの６年間とし、開業効果を持続させようという目的で、黒部市の山・川・海

の魅力や恵みを生かした黒部らしい観光振興計画となっております。 

 さきに策定した観光振興計画における課題を踏まえた上で、将来像と数値目標を

設定し、その目標を達成するための重点プロジェクトとして、三つを掲げていまし

た。 

 プロジェクト１につきましては、「連携による観光の通年化」について、観光実が

減尐する冬の時期の誘実を増やし、通年化していこうとするものです。 

 プロジェクト２につきましては、「外国人旅行者の受け入れ環境の整備と誘実促

進」について、近年急激に増えている外国人旅行者への対応です。 

 プロジェクト３につきましては、「戦略的なＰＲ（黒部ブランド）」について、宇

奈月温泉とトロッコを中心に、生地の海や牧場など、黒部の資源を磨き上げるもの

となっています。 

 ２日目、新潟県三条市でありまして、「ＩＣＴを活用した、獣の見える化による獣
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害対策」について視察研修を行いました。 

 三条市は猿・熊等による農作物の被害が多いものの、近年はイノシシによる被害

も確認されており、その捕獲数は倍増し、今後、更なる被害の拡大を懸念していま

した。そんな中、総務省から、先行して实施している長野県塩尻市における「ＩＣ

Ｔを活用した獣害対策」の紹介があり、導入に至ったとのことでした。 

 導入機材といたしましては、センサーでけものを感知し、音と光で追い払う「獣

感知装置」、センサーでけものを感知し、わなを作動させる「アニマルセンサー２」、

わなの作動を感知し、メールで通知する「メールでハンター」です。 

 ＩＣＴ導入時の経費として、事業費は１,７３３万円余りで、その財源に国の情報

通信技術利活用事業費補助金を充てています。なお、ＩＣＴ保守管理委託料として、

年間７８万９,０００円がかかっているそうです。 

 平成２７年度からの導入であり、その費用対効果を聞いたところ、担当の方から

は、「アニマルセンサー２」及び「メールでハンター」については、見回りに係る人

件費を削減できたことにより、効果が明確にあらわれているとのことでしたが、「獣

感知装置」については、ランニングコストに見合うほどの効果は上がっていないと

のことでした。 

 本市における大きな課題の一つとして鳥獣害対策がありますが、なかなか画期的

な方策がありません。費用対効果を見ながら、効果的な部分は取り入れていく必要

があると感じました。 

 ３日目は、富山県高岡市で「高岡駅前東地区複合ビル整備事業」について視察研

修を行いました。 

 高岡駅前東地区は、商業・業務施設等が混在し、築５０年を超える老朽ビル・木

造家屋や駐車場などの低未利用地が多く存在しており、平成２５年度において、当

該地区がにぎわいの核となり、さらに拠点性を高めることができるよう高岡駅前東

地区整備基本構想が策定されました。 

 その第一弾として、平成２９年１月に竣工したソラエ高岡は、市内三つの看護学

校を統合した富山県高岡看護専門学校や高岡市医師会、商業施設・業務施設が入居

する複合ビルであります。公共交通機関利用者の利便性が高いところに立地するこ

とで、新たな交流とにぎわいが生まれることを期待しているとのことです。 

 事業为体は、ゼネコンである西松建設株式会社がつくったＳＰＣ、高岡駅前東開

発株式会社であり、市の役割としては国の補助制度、暮らし・にぎわい再生事業を

活用した補助金を交付しているとのことでした。 

 当該エリアの今後については、一気に区画整理するのではなく、あくまでも民間

活力を活用し、「柔らかい区画整理」や「身の丈にあった再開発」といった柔軟な活

用が求められるとのことでした。 

 本市においても、芦原温泉駅周辺のまちづくりを進めており、その中には複合施

設も計画されております。本計画を進める上で、民間活力の活用が大変重要だと強

く感じました。 
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 以上３カ所の視察研修は、今後の参考として大いに役立つ内容であり、有意義で

あったことを報告します。 

 以上、当委員会の行政視察の報告とさせていただきます。 

○議長（森 之嗣君） 次に、議会運営委員会について、笹原委員長、報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 議会運営委員長、笹原幸信君。 

○13番（笹原幸信君） 議会運営委員会、行政視察の報告をいたします。 

 議会運営委員会の行政視察を１１月１４日、１５日、２日間の日程で实施しまし

たので、その概要を報告いたします。 

 今回の研修内容については、現在、当委員会で協議しております「予算決算委員

会」について視察研修を实施いたしました。 

 まず、１１月１４日、大阪府八尾市議会において、予算決算常任委員会について

の視察を行いました。 

 八尾市は、人口２６万７,０００人で、大阪府内９位、「河内音頭発祥の地」で、

夏の風物詩として毎年８月下旪に盛大に八尾河内音頭まつりが開催され、また全国

トップシェアの出荷額で伝統ある歯ブラシ生産をはじめ、金属製品や電子機器など

最先端技術に至るまで、たくみの技が光るまちです。 

 八尾市議会は議員定数２８人で、議会運営委員会のほかに亓つの常任委員会を設

置しています。八尾市議会では、平成２６年１２月に予算と決算を一体で審査する

第５番目の常任委員会として、大阪府下で初めて設置をされたものです。 

 以前の予算決算の審査は、現在のあわら市議会同様に、予算は各所管の常任委員

会に分割して付託し、決算は限られた議員による決算審査特別委員会を設置して行

ってきましたが、課題として三つが挙げられます。 

 一つ目には、予算と決算を審査する委員が異なり、委員会による専門性が発揮で

きないこと、二つ目には、地方自治法の意図する議案の一体の原則に照らして適切

でないこと、三つ目には、１２月定例会初日に決算を認定した場合、決算審査の内

容を次年度予算に反映できないことが挙げられるとのことでした。 

 よって、これらの諸問題について、平成２５年度に設置に向けた検討を開始し、

平成２６年度に予算決算常任委員会の設置を決定し、同委員会を設置したとのこと

です。 

 委員会の構成は、議長を除く全議員が本会議場で行う全体会、各会派幹事長等で

構成される理事会、そして各常任委員会と同じ構成となる分科会となっています。 

 流れとしては、予算は、予算決算常任委員会に付託され、各常任委員会の分科会

で審査された後、全体会に報告、採決することになります。決算については、一旦

条例や予算など全ての議案を採決し、その後、決算に係る予算決算常任委員会の各

分科会で審査されます。決算に係る全ての審査が終了した後、全体会を経て、本会

議で採決、認定されることになります。 

 よって、八尾市議会の９月定例会を例に挙げますと、１０月上旪ごろに予算や条
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例等の採決が行われ、その後、決算の審査を経て１０月末頃に決算が認定され、通

常よりも約１カ月認定が早まることになります。 

 設置の効果としては４点挙げられます。 

 １点目は、決算を審査した委員が予算も審査できること、２点目は、予算、決算

を一括して付託ができること、３点目は、審査効率の向上、４点目は、審査時期の

前倒しが行えるとのことでした。 

 これらのことをまとめますと、予算と決算を踏まえた長期的・継続的な視点で審

査できること、全議員体制での審査ができ、議会のチェック機能の強化につながる

こと、審査時期を前倒ししたことで、次年度予算に決算の意見を反映できること、

毎年度、特別委員会を設置する必要がなくなり、事務の効率化につながることの４

点が挙げられ、あわら市にとって大変参考となる内容でした。 

 なお、八尾市議会では、議員研修の实施、常任委員会の所管事務調査の取り組み、

地元大阪経済法科大学との地域連携、そして議場を一般市民に開放する取り組みと

して、八尾まめっこ議会の開催や八尾河内音頭まつり議会、和太鼓の演奏や選挙を

体験する１８歳の選択「やお未来議会」など、積極的な議会改革に取り組んでいま

した。 

 次に、１５日に京都府綾部市議会において「予算決算委員会」について研修を行

いました。 

 綾部市は、京都府のやや北部、丹波高原に位置する人口３万４,０００人のまちで、

京都と北近畿と阪神と北陸を結ぶ結節点でもあり、グンゼ創業の地ということもあ

り、京都府綾部工業団地や綾部市工業団地には、グンゼ（株）、日東精工（株）、オ

ムロン（株）、京セラ（株）などの多くの優良な企業が立地しております。 

 綾部市議会は議員定数１８人で、議会運営委員会のほかに三つの常任委員会を設

置していますが、このうちの一つが、議長はじめ全員で構成する予算決算委員会で、

平成２０年に設置されました。 

 以前は、特別委員会で審査していましたが、継続性がないということで２年任期

の常任委員会へと移行したとのことです。このことにより、広く全員が参加して審

議できることになり論点整理が行えるようになったそうです。 

 予算・決算の審査の流れとしては、まず最初に、議会運営委員会で市長、副市長、

総務部長、財政課長等により上程議案の説明を行います。次に、全員協議会が開催

され、総務部長、企画財政部長、総務課長等により予算を含む上程議案の説明を行

い、質疑を行います。その後、各常任委員会の最初に課長級以上が出席して予算決

算委員会が開催をされ、総括質疑が行われます。この総括質疑については、基本的

には通告制をとっているとのことです。その後、各常任委員会後の予算決算委員会

において、部長級までの担当者が出席して、財政課長から予算書、説明資料に基づ

き概要の説明がなされます。その後質疑が行われ、最終日の本会議において委員長

報告、採決が行われます。 

 参考までに、９月定例会について申し上げますと、予算・条例等の採決後、予算
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決算委員会での決算認定審査が行われ、採決・認定となるため、会期については八

尾市議会同様４０日程度の長丁場になるそうです。 

 なお、綾部市議会においては、平成１６年の議会改革特別委員会設置を機に、平

成２２年に議会基本条例が制定されるなど多くの議会改革に取り組んでおり、大変

参考となるものでありました。 

 最後に、今回二つの市議会を視察研修しましたが、当議会においても、現在のあ

わら市の運営に見合った、予算及び決算に係る委員会を設置できるよう努力して参

りたいと感じたところであります。 

 また、あわせて、当市議会においても、社会情勢などを的確に把握し、市民の声

を市政に反映する仕組みを構築するなど、開かれた議会を目指した議会改革にも取

り組んでいく必要を強く感じたところであります。 

 以上、２市議会の視察は、今後のあわら市議会にとって、大いに役立つ内容であ

り、有意義であったことを報告いたします。 

○議長（森 之嗣君） 次に、一部事務組合等の議会報告を関係議員に行っていただき

ます。 

 初めに、坂五地区広域連合議会について、审谷議員、報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） 平成２９年１１月開催の坂五地区広域連合議会定例会の概要

について報告いたします。 

 第５８回坂五地区広域連合議会の定例会が１１月１日、広域連合大会議审におい

て開催され、議案６件が上程されました。 

 議案の为な内容と、審議結果について報告いたします。 

 議案第１６号、平成２８年度坂五地区広域連合一般会計歳入歳出決算認定につい

ては、歳入総額２億２,１１０万７,８４６円、歳出総額２億１,４９２万３２２円で、

歳入歳出差引額６１８万７,５２４円が翌年度へ繰り越しとなるものです。 

 議案第１７号、平成２８年度坂五地区広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算認

定については、歳入総額１０８億９,１６９万４,０６０円、歳出総額１０５億９,５

７５万２,２０１円で、歳入歳出差引額２億９,５９４万１,８５９円が翌年度へ繰り

越しとなるものです。 

 議案第１８号、平成２８年度坂五地区広域連合代官山墓地特別会計歳入歳出決算

認定については、歳入総額２７９万８,２４３円、歳出総額２３１万８,８８０円で、

歳入歳出差引額４７万９,３６３円が翌年度へ繰り越しとなるものです。 

 議案第１９号、平成２９年度坂五地区広域連合一般会計補正予算（第２号）につ

いては、歳入歳出それぞれに２４９万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２億２,１４９万２,０００円とするものです。補正内容は、４月の人事異

動により職員間で給与の差額が生じたため、総務費で給料等を減額するものです。

また、それに伴い歳入の構成市負担金を減額するものです。 
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 議案第２０号、平成２９年度坂五地区広域連合介護保険特別会計補正予算（第２

号）については、歳入歳出それぞれに１,５５７万７,０００円を増額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１１６億３,８６９万５,０００円とするものです。補正内容

は、今年度よりケアプラン適正化の担当職員を配置したため、派遣職員１名の人件

費及びその他手当等で１,３００万７,０００円を追加計上するものです。 

 議案第２１号、坂五地区広域連合行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の制定については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に規定された事務以外のマイナンバーを利用する独自事務に関し

て、他の地方公共団体等との情報連携を行うために必要な事項を定めるための条例

です。 

 以上、６議案について慎重に審議いたしました結果、いずれも妥当と認め、原案

のとおり認定及び可決いたしました。 

 また、一般質問では、畑野麻美子議員が「介護保険滞納者に対する給付制度つい

て」の質問をいたしました。 

 以上、坂五地区広域連合議会の現況を報告いたします。 

 引き続きまして、坂五地区広域連合議会の視察研修を１１月１６日から１７日に

かけて实施しましたので、その概要等について報告いたします。 

 今回の視察研修には、連合議員１８名と事務局２名の計２０名が参加しました。

視察先は１６日に三重県鈴鹿市の鈴鹿市役所内の「鈴鹿亀山地区広域連合」と「鈴

鹿市環境部廃棄物対策課」へ、また１７日は、三重県伊賀市の「三重中央開発株式

会社」を訪問しました。 

 １日目の「鈴鹿亀山地区広域連合」では、地域包括ケアシステムの構築やケアプ

ラン点検、介護職の人材不足の状況、地域支援事業の有効活用等についての説明を

受けました。 

 地域包括ケアシステムの構築については、構成市それぞれの市域を単位として地

域資源を活用しながら行っていて、地域包括支援センターが地域包括ケアシステム

の中で効率的・効果的に活用できるよう支援を行っています。 

 また、介護職の人材不足の状況については、坂五地区広域連合の域内も同様です

が、人材確保に苦慮している事業所が多いとのことでした。 

 次に、「鈴鹿市環境部廃棄物対策課」では、下水道の整備により、し尿等の収集量

が減尐するため、「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業者の合理化に関する特別措

置法」に基づく、し尿収集運搬体制の現況とこれまでの取り組みについて説明を受

けました。鈴鹿市では合理化事業計画を策定し、し尿の収集量の減尐に伴い計画的

に収集車両の減車を行ってきています。その減車分の補償として代替業務で対応し

ているとの説明を受けました。 

 ２日目の研修におきましては、「三重中央開発株式会社」では一般廃棄物の処理及

び災害廃棄物の処理等の現況について説明を受け、処理施設内の設備を見学しまし
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た。 

 なお、三重中央開発株式会社は、さかいクリーンセンターから搬出されるし渣・

沈砂の廃棄物処分を委託しているところでもあります。災害廃棄物の処分について

は、今後、災害発生時に域内で処分できないときは廃棄物を処分してもらえる民間

業者との連携を検討していくことも必要かと思いました。 

 このたびの視察は大変に有意義であり、今後の坂五地区の業務实施等において参

考にしていきたいと考えます。 

 以上、坂五地区広域連合議会視察研修の報告といたします。 

○議長（森 之嗣君） 次に、福五県後期高齢者医療広域連合議会について、三上議員、

報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １１番、三上 薫君。 

○11 番（三上 薫君） 平成２９年１１月７日開催の福五県後期高齢者医療広域連合議

会定例会の概要についてご報告いたします。 

 平成２９年第２回定例会が、去る１１月７日に開催され、議案５件が上程されま

した。 

 議案の为な内容と審議結果について報告いたします。 

 第６号議案、副広域連合長の選任につき議会の同意を求めることについては、奈

良越前市長の副広域連合長の選任について同意を求めるものであります。 

 第７号議案、監査委員の選任につき議会の同意を求めることについては、越前市

議会選出の前田一博議員を監査委員に選任することについて、同意を求めるもので

あります。 

 両議案とも全員賛成で同意することに決しました。 

 第８号議案、平成２８年度一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定については、

一般会計、歳入決算額４億７,９１１万９,７４７円、歳出決算額４億４,２７４万６,

４４６円で差引額３,６３７万３,３０１円となるものです。特別会計は、歳入決算

額１,０３０億８,６７１万７,７７５円、歳出総額１,０１１億９,０６２万６,１１

８円、差引額１８億９,６０９万１,６５７円となるものです。全員賛成で認定する

ことに決しました。 

 第９号議案、平成２９年度一般会計補正予算については、繰越金３,６３７万３,

０００円を増額し、同額を各市町へ返還するもので、歳入歳出総額を４億８,６８８

万９,０００円とするものです。全員賛成で可決いたしました。 

 第１０号議案、平成２９年度特別会計補正予算については、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ２２億３,１１５万３,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を１,０５

３億４,２１９万１,０００円とするものであります。 

 歳入の内容は、市町支出金２,７７９万円、繰入金３億７２７万２,０００円、繰

越金１８億９,６０９万１,０００円を追加するもので、一方、歳出の内容は、償還

金２２億３,１１５万３,０００円を追加するものであります。全員賛成で可決すべ
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きものと決しました。 

 なお、その他２点の報告事項がありました。 

 第１号報告、債権放棄の報告については、平成２２年、２３年度の高額療養費、

一部負担金及び資格喪失後療養給付費、返還債権について、消滅時効に係る時効期

間が満了したことにより、当該債権を放棄したものであります。放棄した債権の金

額は４８万２,６７６円です。 

 第２号報告、専決処分の承認については、平成２９年６月１日から福五県市町総

合事務組合に若狭広域行政事務組合が加入したことに伴い、当該事務組合を構成す

る地方公共団体の数の増加に係る規約の変更について、広域連合長の専決処分とし

たものです。 

 以上、福五県後期高齢者医療広域連合議会の現況報告といたします。 

○議長（森 之嗣君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

                                       

   ◎行政報告 

○議長（森 之嗣君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

 まず、総務部関係について報告いたします。 

 総務課所管では、１０月に発生した台風２１号による被害状況等について報告い

たします。 

 ご承知のとおり、台風２１号は１０月２２日の夜遅くに東海道沖を北北東に進ん

だ後、翌２３日３時ごろに超大型で強い勢力のまま、静岡県御前崎市付近に上陸し

ました。 

 本市においても、２２日の昼過ぎから次第に風が強まり、台風が最も接近した２

２日の夜遅くから２３日の未明にかけて強い風雤となり、福五地方気象台三国観測

所では、２２日２１時過ぎに最大風速毎秒１６.８ｍを記録しました。この台風によ

って、三丈山の土砂崩れによる家屋の一部損壊のほか、屋根瓦や窓ガラス、農業施

設等の破損、倒木など、広範囲にわたり被害が発生しましたが、幸いにも人的被害

はありませんでした。 

 市の対応といたしましては、私も登庁し万全の態勢をとるとともに、被害状況の

把握に努めたところであります。また、避難所の開設につきましては、風が強まる

予報であったことから、夕方から夜間にかけての屋外避難はかえって危険を伴い、

屋内での待機が最善であると判断し、開設はいたしませんでした。 

 近年は、全国各地において災害が多発していることから、市といたしましても、

各種の訓練を重ね、災害対応の向上を図っていくと同時に、市民に対する防災意識

の啓発にも努めて参りたいと考えております。 

 政策課所管では、魅力発信事業の一環として、東京のＮＰＯ法人テーブル・フォ
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ー・ツーが为催する「おにぎりアクション２０１７」に、オフィシャルパートナー

として参加いたしました。自治体としては初めてのパートナーであったことから、

東京で開催された記者発表会では、あわら市への取材が殺到し、多くのメディアで

取り上げられました。 

 この発表会では、福五県産の「いちほまれ」や特別栽培米「花あかり」などの紹

介や試食を行い、米どころあわら市を大いにＰＲすることができました。 

 また、このキャンペーンに合わせて、市民の皆さんにおにぎり写真の投稿を呼び

かけたところ、昨年の２倍以上となる６６９枚の写真が寄せられ、アジア・アフリ

カの子どもたちの給食として３,３００食分以上が届けられました。 

 この事業を通して、あわら産のおいしい米を広く世界に発信することにより、米

の消費拡大につながり、またアジア・アフリカの子どもたちに給食を届けることに

もなることから、あわら市のイメージアップを図ることができたものと考えており

ます。 

 一方、国内向けの魅力発信としましては、「あわらむすびプロジェクト」と銘打ち、

ＦＭ福五との連携による新たなプロジェクトを開始いたしました。このプロジェク

トは、「人と人を結ぶ」をテーマに、あわら市の魅力や郷土愛、おもてなしの心など

を「おむすび」で表現し、県内外の方々に提供・発信することで、あわら市のブラ

ンド力の向上を図ることを目的としています。 

 具体的には、市内飲食店などが開発した「あわらむすび」をＦＭ福五の番組や雑

誌で紹介するもので、これまでに市内３店舗が番組内で紹介され、話題を集めてい

ます。 

 次に、経済産業部関係について報告いたします。 

 観光商工課所管では、去る９月９日に北潟湖畔サイクリングパークで開催した「あ

わら北潟湖畔花火 観月の夕べ」について報告いたします。 

 恒例となった地元商店を中心とする「グルメ市」や「あわらあかりばやし」のほ

か、北潟湖の自然を生かした参加・体験型のイベントを中心に、本年度は野点茶会

も实施いたしました。 

 なお、フィナーレを飾る湖上花火では、北潟湖で打ち上げることができる最大の

一尺玉を打ち上げたほか、花火をより身近にゆったりと鑑賞できるよう有料席を設

けるなど、利用者から好評をいただいております。 

 また、会場への交通手段であるシャトルバスは路線を増設し、利便性の向上を図

ったほか、地元から見直しの要望があった北潟湖周辺の通行制限につきましては、

シャトルバスの乗降場所を１カ所にまとめることで、県道細呂木停車場北潟線を常

時通行可能とするなどの改善策を講じたところです。 

 次に、９月１６日から９月２４日までの９日間にわたり開催した「ちはやふる」

活用事業について申し上げます。 

 今回は、「ちはやふる week in あわら２０１７ 芦のふろやに秋風ぞふく」と題

し、かるたカード集めの百人一首大作戦と「ちはやふるおもてなし茶屋」を中心に、
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まち歩きを促す企画といたしました。 

 特に、「ちはやふる茶屋」では、漫画の作中に登場する「飲む汁ようかん」やオリ

ジナルの「あわらの魅力満載パフェ」が大変な好評を得たところから、再開や常設

を求める意見が多く寄せられました。 

 なお、本年度はイベント初日から大型の台風１８号が接近していたため、参加者

の安全に配慮し、３連休の２日目、３日目を中止としたことなどが影響し、昨年の

秋イベントと比較いたしますと来場者は若干の減尐となっています。 

 次に、インバウンド推進事業について報告いたします。 

 あわら市、坂五市、永平寺町、勝山市、加賀市で構成する「越前加賀インバウン

ド推進機構」では、９月７日から１１日にかけてタイの人気テレビ番組「すごいジ

ャパン」を招聘しました。タイで有名な日本人俳優・佐野ひろ氏が５市町を旅し、

越前加賀の温泉や食、絶景などを楽しむ様子を撮影し、タイでは３回にわけて放送

されました。さらに、同番組のユーチューブ動画は、約１９万回視聴されるなど、

人気を博しました。 

 ９月下旪から１０月中旪にかけては、受け入れ体制整備として、デジタルパンフ

レットを個人のスマートフォンなどにダウンロードし閲覧できる「デジタル情報ス

タンド」や観光施設で外国人向けの案内を行うチェックインタブレットを順次配置

したほか、１１月１日には越前加賀インバウンド推進機構専用の観光アプリの運用

をスタートいたしました。 

 続きまして、健康福祉部関係について報告いたします。 

 健康長寿課所管では、去る１１月１１日に「あわら 食と健康フェア」を保健セ

ンターで開催いたしました。このフェアは、豊かで健康的な生活を送るために、市

民一人一人が食に関心を持ち、普段の生活習慣を振り返る機会として開催したもの

で、今回で３回目となります。 

 今年は、栄養バランスに優れた「給食」にスポットを当て、あわら市でとれた野

菜をふんだんに盛り込んだ「食べて まなぼっさ給食」の提供を行ったほか、セン

サーに食べ物を乗せるだけで、栄養価と食事バランスのチェックができる食育シス

テムを設置するなど、子どもから大人までが見て・体験して・学べるようなさまざ

まな催しを行い、約４５０人のご来場をいただきました。 

 来場者からは、「いろいろ体験できて楽しませてもらった」との声が多く寄せられ

ました。今後とも市民の皆さんが楽しみながら、食生活の改善、健康づくりに取り

組んでもらえるような施策を推進していきたいと考えております。 

 続きまして、土木部関係について報告いたします。 

 新幹線まちづくり課所管では、９月８日に発生した北陸新幹線柿原トンネル崩落

事故について報告いたします。 

 去る９月２３日と１０月１１日の２回にわたり、事故の原因究明に向けた「トン

ネル施工技術委員会」が開催されました。その後、この委員会の提言を受けた鉄道・

運輸機構から、崩落部分と反対側の敦賀方面について工事再開の申し入れがありま
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した。市としては、専門的知見に基づく安全対策を講じた上での措置と判断し、こ

れを承諾したところであり、１１月１日から工事が再開されております。 

 一方、崩落した金沢方面については、来年２月までをめどに、グラウンド部分の

地盤改良工事が進められているところですが、掘削工事再開の判断については、１

２月以降に開催される技術委員会の結果を受けてからになるものと思われます。 

 なお、柿原グラウンドについては、利用者の安全が確認されるまで使用を中止し

たいと考えております。 

 以上で、行政報告を終わります。 

                                       

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（森 之嗣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、吉田太一君、

９番、杉本隆洋君の両名を指名します。 

                                       

   ◎会期の決定 

○議長（森 之嗣君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月２０日までの２０日間といたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日より１２月２０日までの２０日間と決定しま

した。 

 なお、会期中の日程は、お手元に配付しました会期日程表のとおりであります。 

 暫時休憩いたします。再開は１０時４５分といたします。 

（午前１０時３６分） 

                                       

○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４５分） 

                                       

   ◎議案第５０号から議案第６０号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（森 之嗣君） 日程第３、議案第５０号、平成２８年度あわら市一般会計歳入

歳出決算の認定について、日程第４、議案第５１号、平成２８年度あわら市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第５２号、平成２８

年度あわら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議

案第５３号、平成２８年度あわら市農業者労働災害共済特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第７、議案第５４号、平成２８年度あわら市水道事業会計決算の
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認定について、日程第８、議案第５５号、平成２８年度あわら市工業用水道事業会

計決算の認定について、日程第９、議案第５６号、平成２８年度あわら市公共下水

道事業会計決算の認定について、日程第１０、議案第５７号、平成２８年度あわら

市農業集落排水事業会計決算の認定について、日程第１１、議案第５８号、平成２

８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定について、日程第１２、議案

第５９号、平成２８年度あわら市水道事業会計剰余金の処分について、日程第１３、

議案第６０号、平成２８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計剰余金の処分につ

いて、以上の議案１１件を一括議題とします。 

○議長（森 之嗣君） これらの議案につきましては、決算審査特別委員会に付託し、

閉会中に審査願っておりますので、委員長よりその審査結果の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 決算審査特別委員長、杉本隆洋君。 

○９番（杉本隆洋君） 決算審査特別委員会のご報告をいたします。 

 去る、９月開催の第８９回あわら市議会定例会において、当委員会に付託されま

した議案第５０号から議案第６０号までの１１議案について、６日間にわたり関係

理事者の出席を求めて審査をいたしました。 

 初めに採決の結果を申し上げます。議案第５０号、平成２８年度あわら市一般会

計歳入歳出決算の認定についてから、議案第６０号、平成２８年度芦原温泉上水道

財産区水道事業会計剰余金の処分についてまで、挙手採決の結果、いずれも全員賛

成で認定及び可決すべきものと決した次第であります。 

 ご承知のとおり、決算の認定は、地方自治法に規定する議会の権限のうち、極め

て重要な議決事項の一つとして定められています。決算は、本市の重要な経営成績

のあらわれであり、その予算がいかに適切に執行されているか監視し、「その財政効

果が本来の行政効果の目的に適合しているか」「住民負担とその使途が適正かつ効率

的に行われているか」などに重点を置いて、为要事業の成果の確認とあわせて、そ

の処理及び対応について審査をいたしました。 

 決算書における計数的な内容については、さきの定例会において代表監査委員か

ら専門的な立場での意見書が提出されておりますので、各課の为な審査・指摘事項

について申し上げます。 

 なお、審査内容はかなり膨大なものとなりますので、報告につきましては、質疑

の概要と結果についてのみ報告させていただきますことをご了承願います。 

 まず、総務課所管について申し上げます。 

 姉妹都市交流についてですが、香美市訪問団は民間、あわら市からの訪問は行政

が为となっており双方にずれが生じています。もっと市民レベルでの交流が進むよ

うにすべきとの意見があり、訪問団のあり方を検討すべきと指摘しました。 

 次に、政策課所管について申し上げます。 

 インターネット放送局「ねっとｄeあわら」は、機材の入れかえ時にケーブルテレ

ビ放送を廃止し、インターネット放送に切りかえ、広く市民に情報を届ける環境が
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できました。全国広報コンクールで表彰を受けるような質の高い番組制作をしてい

ることから、高齢者をも含む更なる広い普及を要望しました。 

 また、住みたくなるまちプロジェクトの中の移住フェア説明会を東京や大阪で行

いましたが、余りにも相談人数が尐ないので、来場者や効果測定を踏まえてしっか

りとした成果表を作成すべきであるとの意見がありました。 

 次に、財政課所管について申し上げます。 

 合併特例債の期限は平成３０年度までですが、歳出においては新幹線に関連する

大きな需要が見込まれ、財政状況は非常に厳しくなることが予想されます。今後は

財政調整基金の取り崩しもある程度は必要と考えますが、有利な起債等を使ってし

っかり財政運営に取り組んでいってほしいと要請しました。 

 次に、収納推進課所管について申し上げます。 

 以前より高額滞納が増えているようですが、簡単に不納欠損することなく、納付

方法など本人と相談しながら適切な収納に努めてほしいと要望しました。 

 次に、監理課所管について申し上げます。 

 土地の賃貸借については、土地の利用度も勘案し、市有地の売却も含め適正管理

を行うよう要望しました。 

 次に、生活環境課所管について申し上げます。 

 空き家情報については、仕分け、分類をしながら利活用を考えて取り組んでほし

い。また、空き家対策の進捗状況や成果が見えにくいので、市民にわかりやすく示

してほしい。事業实施に当たっては、関係各課と連携を密にして、あるいは一元化

してスピード感をもって進めてほしいと要請しました。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 新規就農者の確保支援について、あわら市の中で新規就農者が定着するようきめ

細かい支援や相談、見守りを行い、将来につながっていくよう取り組んでほしいと

指摘しました。 

 また、農林水産課は広範囲にわたり多種多様な補助金を交付していますが、適正

な交付と補助金の効果を十分に把握するようにしてほしいと要請しました。 

 次に、観光商工課所管について申し上げます。 

 温泉は全国どこにでもありますが、藤野厳九郎記念館はあわら市にしかない財産

です。この財産は観光ＰＲに使える材料になると思うので、もっとＰＲに力を入れ

るべき。観光を考える場合、原点に戻って地元の資源と組み合わせて、また引き出

しながら取り組んでいくとよいとの指摘がありました。そのほか、金沢・あわら無

料バスについて、どれだけ観光面に寄与しているか検証が必要であるとの指摘があ

りました。 

 次に、建設課所管について申し上げます。 

 予算限度はあるとはいうものの、道路や側溝整備の予算が尐ないように感じるの

で増額できないかと指摘がありました。 

 次に、芦原温泉上水道財産区所管について申し上げます。 
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 給水量が年々減ってきており、このままいくと何らかの措置が必要となります。

今後も給水量が伸びることは難しいと思われるので、市の上下水道課とも協議して、

将来の給水計画を考えていってほしいと指摘しました。 

 次に、教育総務課所管について申し上げます。 

 郷土を愛する子どもを育てることは大切であります。子どもの心の教育を進めて

ほしい。また、他市から勤務する先生も多いことから、あわら市のふるさと教育に

ついて理解を深める上で、先生方の研修をする機会をつくるとよいとの意見があり

ました。 

 ＩＣＴ整備について、各学校へのパソコンやタブレット機器整備は済んだが、次

の課題は機器を使ってどういう学習や使い方をするかであろうと思うので、効果の

ある取り組みを实施して行ってほしいと要請いたしました。 

 次に、文化学習課所管について申し上げます。 

 市指定文化財について、地域で培われた財産を大事にするという認識と市民の意

識を高めるよう力を入れてほしい。また、地域に入ってこういった財産を見つけて

市内外に積極的にＰＲをしてほしいとの意見がありました。 

 創作の森については、入り込み実数にとらわれ過ぎる必要はなく、創作の森が認

知されることや森のコンセプトに合った質の高いものを開催していくことが大切で

あると指摘しました。 

 以上、審査での質疑の概要と結果について述べましたが、各所管の審査において

は、財政的見地はもちろん、事務事業の執行方策などについて多くの指摘・要望等

を行っております。委員からの要望や意見、または指摘事項については、次年度の

予算編成や行政執行に生かされることを強く期待いたします。 

 今後とも市民のニーズを的確に把握し、優先順位づけによる事業の取捨選択、さ

らには、創意と工夫により一層の効率化と徹底した節減・合理化に、理事者・職員

が一丸となった取り組みを切に望むものであります。 

 以上、決算審査特別委員会の審査結果を申し上げ、報告といたします。 

○議長（森 之嗣君） これより、決算審査特別委員長の報告に対する総括質疑を許し

ます。 

○議長（森 之嗣君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 質疑なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これから、議案第５０号から議案第６０号までの討論、採決に

入ります。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第５０号について討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

 １４番、反対ですか。 
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○14番（山川知一郎君） はい。 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 議案第５０号、一般会計の決算について反対の討論をさせて

いただきます。 

 ２８年度の一般会計予算につきましては、昨年３月議会で反対をいたしましたが、

基本的には同じことの繰り返しになるかと思いますが、４点について反対をいたし

ます。 

 まず第１は、子育て支援の問題です。先ほど市長は、招集のご挨拶でも子育て支

援の重要性を強調されましたが、私は前から申し上げておりますように、中学校の

スクールバスの運行経費、これは国から地方交付税に満額算入されており、保護者

負担を求めることは絶対に認められないと考えます。このことは人口減尐、子育て

支援に逆行するものであり、この保護者負担の廃止を強く求めるものであります。 

 二つ目には、これから芦原温泉駅周辺整備がいよいよ大きな問題になりますが、

既に東口についてはロータリー建設を含めて工事が進められておりますが、財政状

況が非常に厳しい中で、東口にロータリーがどうしても必要だということについて、

市民の理解は得られていないというふうに考えます。私は、東口にどうしてもロー

タリーを建設する必要はないということで、この計画には反対をするものでありま

す。 

 ３点目は、一昨年、成立した安全保障関連法により、自衛官が戦闘に巻き込まれ

る危険性が高まってきております。昨年暮れから今年の春にかけて、自衛隊は实際

にアフリカの南スーダンに派遣をされて、实際には戦闘状態にあったという報告が

されております。こういう危険な状況に市民の命をさらす自衛官募集には協力をす

べきではないというふうに考えます。 

 ４点目は、イノシシの被害対策でございますが、市もいろいろイノシシの被害対

策については支援を強化していただいております。その点については感謝をしてお

りますが、しかし剱岳地区などに設置されている金網防止柵の維持管理、これだけ

でも地元にとっては大変大きな負担になっております。そして、なかなか万全の対

策とはならないと。いろんな抜け穴があってですね、被害はなかなか軽くならない

状況でございまして、イノシシの被害対策について更なる支援を求めるものでござ

います。 

 以上４点で、この一般会計には反対をするものでございます。議員各位のご賛同

を心からお願いして討論といたします。 

○議長（森 之嗣君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １２番、八木秀雄君。 

○12 番（八木秀雄君） 議案第５０号、平成２８年度あわら市一般会計歳入歳出決算に

対して、賛成の討論を行います。 

 今、共産党の山川議員が自衛隊の募集に関して反対討論を行いました。私は、自
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衛隊は必ず必要でございます。今現状を申しますと、自衛隊の隊員は２４万７,００

０人ですけど、今は約５,０００人ぐらい不足しております。日本国内、そして外国

の方でもいろんな援助を行っているのに、自衛隊が非常に人数が不足しているため

に大変厳しい現状にあると思います。 

 きのうの新聞にこういうことが書いてありました。嶺南地区の美浜町の山口町長

が原子力、原発があるということで、これはテロリストから守るために自衛隊の基

地が是非必要だということを防衛省、政府、自民党に対して一貫してやらなければ

ならないということでございます。個人的に、私も６年ぐらい前から自衛隊は必ず

嶺南地区の基地に一つつくらなければならないということを常に言って参りました。

そういうこともございまして、自衛隊は必ず国民の財産、安全安心を守るためには

必ず必要でございます。この尐ない募集事務経費でございますけど、これは必ず必

要でございます。そういうこともありまして、私はこれに対して賛成の意見を申し

ます。 

 皆様もよろしくお願いします。 

○議長（森 之嗣君） ほかに討論はありませんか。 

（「議長、賛成です」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 議案に反対者の発言を許可します。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） では、議案に賛成者の発言を許可します。 

 １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） ただいま議案第５０号、平成２８年度あわら市一般会計歳入歳

出決算の認定についてということで、決算委員長から賛成ということで報告がござ

いました。私は賛成の立場で討論を行います。 

 私は今まで、常にこの場で自分の国は自分で守らなければならないという趣旨で

賛成討論をしてきたところでございます。特に、今は北朝鮮の核实験、それも水爆

实験に成功したということ。また、ＩＣＢＭ各種のミサイルを次々と発射して实験

をして成功をおさめております。このような事態は、我が国においては大きな脅威

であります。我が国は専守防衛ということになっておりますが、自分の身は自分の

身で守らなければならない、そういうふうに思います。足りないところをアメリカ

に協力してもらい、そして防衛力の強化を図る必要があると考えております。 

 議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げまして、賛成討論といたします。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森 之嗣君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） これで討論を終わります。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５０号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立多数であります。 

 したがって、議案第５０号、平成２８年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定

については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第５１号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５１号、平成２８年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第５２号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５２号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５２号、平成２８年度あわら市後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第５３号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５３号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５３号、平成２８年度あわら市農業者労働災害共済特別会計

歳入歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 
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○議長（森 之嗣君） 議案第５４号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５４号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５４号、平成２８年度あわら市水道事業会計決算の認定につ

いては、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第５５号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５５号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５５号、平成２８年度あわら市工業用水道事業会計決算の認

定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第５６号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５６号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５６号、平成２８年度あわら市公共下水道事業会計決算の認

定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第５７号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５７号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 
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 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５７号、平成２８年度あわら市農業集落排水事業会計決算の

認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第５８号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５８号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５８号、平成２８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決

算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第５９号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第５９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決とするものです。 

 委員長報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５９号、平成２８年度あわら市水道事業会計剰余金の処分に

ついては、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第６０号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第６０号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決とするものです。 

 委員長報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６０号、平成２８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計剰

余金の処分については、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 
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   ◎議案第７１号及び議案第７３号の一括上程・提案理由説明 

○議長（森 之嗣君） 日程第１４、議案第７１号、専決処分の報告について（損害賠

償の額を定めることについて）、日程第１５、議案第７３号、専決処分の報告につい

て（損害賠償の額を定めることについて）、以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７１号及び議案第７３号、専決

処分の報告についての２議案について提案理由を申し上げます。 

 議案第７１号につきましては、本年９月５日に、伊五公民館で草刈作業を行って

いたところ、草刈機がはねた小石が敷地フェンスを越え、隣接する駐車場に駐車し

てあった乗用車の一部を破損させた事故に対する損害賠償の額を定めることについ

て、９月２６日付で専決処分を行ったものであります。 

 議案第７３号につきましては、本年８月１日に、あわら市湯のまちグラウンドで、

利用者の打球が防球ネットを越え、隣接する住宅の屋根瓦の一部を破損させた事故

に対する損害賠償の額を定めることについて、１０月１６日付で専決処分を行った

ものであります。 

 以上、２議案につきましては、地方自治法第１８０条第１項に規定する議会の委

任による専決処分でありますので、同条第２項の規定により報告するものでありま

す。 

○議長（森 之嗣君） 議案第７１号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

ることについて）及び議案第７３号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定

めることについて）は、これをもって終結いたします。 

                                       

   ◎議案第７２号及び議案第７４号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・討論・採決 

○議長（森 之嗣君） 日程第１６、議案第７２号、専決処分の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度あわら市一般会計補正予算（第５号））、日程第１７、議案第７

４号、専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度あわら市一般会計補正

予算（第６号））、以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７２号及び議案第７４号、専決

処分の承認を求めることについての２議案について提案理由を申し上げます。 

 議案第７２号、あわら市一般会計補正予算（第５号）につきましては、第４８回

衆議院議員総選挙及び第２４回最高裁判所裁判官国民審査が１０月２２日に執行さ
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れたことに伴い、選挙経費１,４００万円を計上し、補正後の予算の総額を１４５億

３,９５５万３,０００円としたものであります。歳入については、県市支出金で同

額を計上しており、９月２８日付で専決処分を行ったものであります。 

 議案第７４号、平成２９年度あわら市一般会計補正予算（第６号）つきましては、

１０月２２日から２３日にかけて、本市付近を通過した台風２１号による被害施設

の復旧に係る経費７０３万５,０００円を計上し、補正後の予算の総額を１４５億４,

６５８万８,０００円としたものであります。歳入については、全額を繰越金で計上

しており、１０月２５日付で専決処分を行ったものであります。 

 以上、よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（森 之嗣君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 質疑なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） ただいま議題となっています議案第７２号及び議案第７４号に

つきましては、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ち

に採決したいと存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第７２号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第７２号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７２号、専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度あわら市一般会計補正予算（第５号））は、原案のとおり承認することに決定しま

した。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第７４号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第７４号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 
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 したがって、議案第７４号、専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度あわら市一般会計補正予算（第６号））は、原案のとおり承認することに決定しま

した。 

                                       

   ◎議案第７５号から議案第８１号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（森 之嗣君） 日程第１８、議案第７５号、平成２９年度あわら市一般会計補

正予算（第７号）、日程第１９、議案第７６号、平成２９年度あわら市国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）、日程第２０、議案第７７号、平成２９年度あわら市水

道事業会計補正予算（第２号）、日程第２１、議案第７８号、平成２９年度あわら市

工業用水道事業会計補正予算（第１号）、日程第２２、議案第７９号、平成２９年度

あわら市公共下水道事業会計補正予算（第３号）、日程第２３、議案第８０号、平成

２９年度あわら市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）、日程第２４、議案第８

１号、平成２９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第１号）、以上の

議案７件を一括議題とします。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７５号、平成２９年度あわら市

一般会計補正予算（第７号）から議案第８１号、平成２９年度芦原温泉上水道財産

区水道事業会計補正予算（第１号）までの７議案について提案理由を申し上げます。 

 議案第７５号、平成２９年度あわら市一般会計補正予算（第７号）につきまして

は、歳入歳出にそれぞれ３億２,０４３万円を追加し、予算総額を１４８億６,７０

１万８,０００円とするものであります。 

 なお、今回の補正予算におきましては、各予算費目の給与、職員手当等、共済費

の総額で５,６９８万５,０００円を減額しております。 

 そのうち、本年の人事院勧告に準じた給与費の改定分として１,２５１万４,００

０円を増額しておりますが、その他、退職・採用を含む人事異動等で６,９４９万９,

０００円を減額しております。 

 以下、これらの職員給与等の説明につきましては省略させていただきますので、

あらかじめご了承をお願いいたします。 

 まず、歳出の为なものを説明いたします。 

 総務費では、企画費で、ふるさとあわらサポート基金の返礼品５００万円を計上

する一方、休校利活用計画策定業務委託料７５６万円を減額し、同額を地域活性化

推進費として計上する予算の組み替えを行っております。 

 また、情報化推進費では、为にマイナンバー関連事業分として、福五県坂五地区

広域市町村圏事務組合電算共同利用費負担金９８６万４,０００円、地域活性化推進

費で、「ちはやふる」活用知名度向上事業委託料２００万円、公共交通対策費で、デ
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マンド交通運行事業委託料４００万円などを計上しております。 

 民生費では、こども園費で、広域入所委託料３１９万１,０００円、認定こども園

施設整備費補助金２１７万円、私立認定こども園施設型給付金４,８０８万１,００

０円、平成２８年度子ども・子育て交付金の精算に伴う国庫返還金３３９万１,００

０円などを計上しております。 

 農林水産業費では、農業振興費で、産地パワーアップ事業補助金２,４７０万円を

減額する一方、若手農業者園芸リースハウス整備事業補助金１,８９５万円などを計

上しております。 

 商工費では、商工振興費で、中小企業振興資金利子補給金１２１万１,０００円、

工業導入促進費で、雇用促進奨励金２,０００万円、勤労者定住促進事業補助金４６

９万円、企業立地助成金３億９,１２５万円などを計上しております。 

 土木費では、国の交付金額が確定したことにより、道路橋りょう新設改良費で、

道路改良工事５,５０８万８,０００円、都市計画総務費で、駅周辺整備工事１,１０

０万円、土地購入費２,７００万円、公共下水道費で、公共下水道事業会計補助金１,

４００万円、住宅管理費で、市営住宅長寿命工事１,９００万円などを減額しており

ます。 

 消防費では、人件費等の嶺北消防組合予算の補正に伴う嶺北消防組合負担金５９

３万１,０００円を減額しております。 

 このほか諸支出金では、金津雲雀ヶ丘寮基金費で、積立金１,５４８万５,０００

円を計上しております。 

 続きまして、歳入の为なものをご説明いたします。 

 地方交付税では、普通交付税の確定により１億５８３万６,０００円を計上してお

ります。 

 国庫支出金では、民生費国庫負担金で、認定こども園運営費負担金１,９４０万５,

０００円を計上する一方、社会資本整備総合交付金の確定により、土木費国庫補助

金で、道路橋りょう費補助金４,７６５万１,０００円、都市計画費補助金３,２８０

万円、住宅費補助金１,２４５万円を減額しております。 

 県支出金では、民生費県負担金で、認定こども園運営費負担金９７０万３,０００

円、民生費県補助金で、施設型給付費等事業費補助金２７９万４,０００円、農林水

産業費県補助金で、若手農業者園芸リースハウス整備事業費補助金１,６２４万３,

０００円を計上する一方、産地パワーアップ事業補助金２,４７０万円を減額してお

ります。 

 財産収入では、財産貸付収入で、金津雲雀ヶ丘寮施設貸付料１,５４８万５,００

０円を計上しております。 

 繰越金では、前年度繰越金１億９,９００万５,０００円、諸収入では、過年度収

入１,５１６万９,０００円などを計上しております。 

 市債では、土木費で、道路橋りょう債７,３６０万円を計上する一方、都市計画債

３,０５０万円を減額しております。 



31 

 

 次に、債務負担行為につきましては、二次交通アクセスバス運行業務委託料のほ

か、小中学校のスクールバス運行業務及び運転業務委託料に係る債務負担行為を設

定しております。 

 最後に、地方債の補正につきまして、市道改良舗装事業など２事業を追加するほ

か、社会資本整備総合交付金事業など４事業について、限度額の変更を行っており

ます。 

 議案第７６号、平成２９年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

につきましては、歳入歳出にそれぞれ１２０万３,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ３６億５,９７５万５,０００円とするものであります。 

 歳出につきましては、人事異動等に伴う人件費８０万３,０００円、システム改修

に係る福五坂五地区広域市町村圏事務組合負担金４０万円を減額しております。 

 歳入につきましては、県支出金１４０万４,０００円を計上する一方、繰入金２４

２万３,０００円などを減額しております。 

 議案第７７号、平成２９年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号）につきま

しては、収益的収入の営業外収益で、一般会計補助金７万９,０００円を減額し、ま

た、人事異動等に伴う人件費として、収益的支出の営業費用で１０３万４,０００円、

資本的支出で１１万１,０００円をそれぞれ減額しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額について、過年度分損益勘

定留保資金３３７万５,０００円及び当年度未処分利益剰余金３,５８０万８,００

０円を減額するとともに、当年度分損益勘定留保資金７５万円及び減債積立金及び

建設改良積立金３,８３２万２,０００円を計上し、収支の調整を行っております。 

 議案第７８号、平成２９年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第１号）に

つきましては、収益的支出の営業費用で、人事異動等に伴う人件費として７６万円

を計上しております。 

 議案第７９号、平成２９年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第３号）に

つきましては、収益的収入の営業外収益で、一般会計補助金６８万９,０００円、消

費税還付金４８万７,０００円、また収益的支出の営業費用で、人事異動等に伴う人

件費として６８万９,０００円をそれぞれ減額しております。 

 資本的収入では、公共下水道事業債１,３３０万円、一般会計補助金１,４００万

円を減額しております。 

 資本的支出では、人事異動等に伴う人件費１９７万４,０００円のほか、下水道委

託料７７８万８,０００円、汚水管渠敷設工事３８４万２,０００円、雤水管渠敷設

工事１,５００万円などを減額しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、当年度分損益

勘定留保資金２６７万４,０００円を減額し、収支の調整を行っております。 

 議案第８０号、平成２９年度あわら市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）

につきましては、収益的収入の営業外収益で、一般会計補助金７４万６,０００円、

収益的支出の営業費用で、人事異動等に伴う人件費７４万６０００円をそれぞれ減
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額いたしております。 

 議案第８１号、平成２９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第１

号）につきましては、収益的収入の営業収益で、水道料金２９０万円を減額する一

方、受託工事収入４万７,０００円を計上しております。 

 また、人事異動等に伴う人件費として、収益的支出の営業費用で１２万３,０００

円、資本的支出で６万１,０００円などをそれぞれ減額しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、当年度分損益

勘定留保資金１万８,０００円を計上するほか、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額４,０００円を減額し、収支の調整を行っております。 

 以上、７議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（森 之嗣君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 質疑なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） ただいま議題となっています議案第７５号から議案第８１号ま

での７議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託します。 

                                       

   ◎議案第８２号から議案第８４号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（森 之嗣君） 日程第２５、議案第８２号、市長等の給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、日程第２６、議案第８３号、あわら市教

育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、日程第２７、議案第８４号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について、以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第８２号、市長等の給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第８４号、あわら市一

般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてまでの３議

案について提案理由を申し上げます。 

 議案第８２号、市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定

について及び議案第８３号、あわら市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の一部を改正する条例の制定については、本年８月８日の人事院勧告に準

じ、市長、副市長及び教育長の期末手当について、所要の改正を行うものでありま

す。 
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 内容といたしましては、本年１２月に支給される期末手当を、１.７カ月から１.

７５カ月に０.０５カ月分引き上げるとともに、来年度以降についても、年間で０.

０５カ月分引き上げる改正を行うものであります。 

 なお、来年度以降の支給分に係る改正については、来年４月１日施行となってお

ります。 

 議案第８４号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例の制定についてにつきましても、本年の人事院勧告に準じ、一般職の職員等の給

料、手当等について、所要の改正を行うものであります。 

 内容といたしましては、平均で０.２％の給料の引上げや勤勉手当について、一般

職では年間０.１カ月分、再任用職員では年間０.０５カ月分を引き上げる改正を行

うものであります。 

 なお、給料に係る改正は本年４月１日から適用することとし、勤勉手当等の改正

は本年１２月１日の適用としております。 

 また、来年度以降支給分の勤勉手当及び扶養手当等に係る改正については、平成

３０年４月１日施行としております。 

 以上、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（森 之嗣君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 質疑なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） ただいま議題となっています議案第８２号から議案第８４号ま

での３議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、総務教育厚生常任

委員会に付託します。 

                                       

   ◎請願第２号から請願第６号の一括上程・委員会付託 

○議長（森 之嗣君） 日程第２８、請願第２号、日本政府に「核兵器禁止条約」への

賛同と批准を求める意見書の提出に関する請願、日程第２９、請願第３号、種子法

廃止に伴う万全の対策を求める請願、日程第３０、請願第４号、「米の再生産可能な

米価下支え制度」の創設を求める請願、日程第３１、請願第５号、国民健康保険税

の引き下げを求める請願、日程第３２、請願第６号、子育て支援の拡充を求める請

願、以上の請願５件は、お手元に配付してあります付託表のとおり、それぞれ所管

の常任委員会に付託します。 

                                        

   ◎散会の宠言 

○議長（森 之嗣君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、１２月８日は午前９時３０分から会議を開きます。 

 本日はこれにて散会します。 
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（午前１１時４１分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 
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               署名議員 
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   ◎開議の宠告 

○議長（森 之嗣君） これより本日の会議を開きます。 

○議長（森 之嗣君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（森 之嗣君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（森 之嗣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、吉田太一君、

９番、杉本隆洋君の両名を指名します。 

                                        

   ◎一般質問 

○議長（森 之嗣君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

◇吉田太一君 

○議長（森 之嗣君） 一般質問は通告順に従い、７番、吉田太一君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） おはようございます。通告順に従い、７番、吉田太一、一般質

問をいたします。 

 今回は学校施設及び公共施設について、２問目は藤野厳九郎記念館と観光事業に

ついて一般質問をいたします。 

 まず最初に、学校施設と公共施設について質問をいたします。 

 ９月の全員協議会のときに説明を受けました、金津小学校のプールについてお尋

ねをいたします。あわら市で中心的存在で一番大きな小学校、金津小学校のプール

設備をなくしたいと説明を受けましたが、ほかの小学校にはなぜ数千万円もかけて

改修をするのか。金津小学校は地盤改良を含め２億１,５００万円かかるからＢ＆Ｇ

プールを改修し、Ｂ＆Ｇプールでプール学習をさせるということはお金がかかるか

らという理由でしょうか。 

 私は、子どもたちは皆、平等に教育を受けるべきだと思いますが、教育長の考え

は違うのでしょうか。教育長は金津小学校の校長を退任し、現在、教育長になられ

ました。教育長が校長のときは、子どもたちのことを一番に考える校長だと私は認

識していましたが、教育長になられたら考えが変わったのでしょうか。 

 二つ目は、Ｂ＆Ｇプールの改修を行うための調査業務に係る経費を今定例会に計

上していますが、Ｂ＆Ｇプールをつくったときの最初の目的は何でしょう。また今

回、Ｂ＆Ｇプールの改修をどこまで行い、今後どのように利用していこうと考えて
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いますか。Ｂ＆Ｇプールの利用者を改修後、どこまで増やしていきたいと考えてい

ますか。 

 三つ目は、現在、勤青の体育館の使用を禁止しています。これは条例廃止をして

いるための措置だというのはわかりますが、現在も商工フェスタなどの利用はして

いますね。なぜ商工フェスタだけが利用可能なのか、ご説明をお願いします。また、

耐震診断で全面改修するのに経費は幾らかかるのか、お答えをお願いします。 

 １回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 吉田議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず最初に、吉田議員の方から私が金津小学校の校長であったということに触れ

ていただきましたが、教育長になった今も、金津小学校の校長であった時代も、私

は一貫して子どもたちのことを第一義に考える教育者の１人として考えは変わって

おりませんことを、まず最初に述べさせていただきたいと思います。 

 １点目の小学校のプール施設についてのお尋ねでございますけれども、今後の金

津小学校プールの方向性につきましては、９月２２日の全員協議会において説明を

したところでございますが、改めて現時点における教育委員会の考え方について説

明させていただきます。 

 金津小学校のプールにつきましては、来年度の改修工事に向け、本年度に实施設

計を行うこととしておりましたが、プール学習の期間中にろ過器が故障したことか

ら、児童の安全を第一に考え利用を控えたところです。その後のプール学習につき

ましては細呂木小学校で行うとともに、夏季休暇中のプール開放はＢ＆Ｇプールを

利用することといたしました。 

 その後の調査により、施設の老朽化に加え、漏水やプール本体の傾きなどが判明

したことから、これらの原因調査を实施したところです。その結果、盛土部分の地

盤が軟弱であり、抜本的な改修工事には地盤改良費を含めて２億１,５００万円の費

用を要することが判明いたしました。 

 こうした中、私も教員最後の赴任先が金津小学校であったこともあり、断腸の思

いでＢ＆Ｇプールの利用を提示したものであります。しかしながら、子どもたちに

は平等に教育を受けさせるべきであるとのご意見や、市内で最も大きい金津小学校

のプールがなくなることは寂しいという地域の皆様の声などを踏まえて、改めて検

討を重ねて参りました。 

 その結果、金津小学校のプールは来年度のプール学習開始前までにろ過器等の修

繕を行うこととし、Ｂ＆Ｇプールまで移動することなく、当面は現在のプールを利

用することにしたいと考えております。 

 また、老朽化の対応につきましては、保護者をはじめ、議会の皆様のご意見を十

分お聞きしながら、今後の方向性を検討して参りたいと考えていますので、ご理解

とご協力をお願いいたします。 



39 

 

 ２点目のＢ＆Ｇプール施設についてのお尋ねでありますが、議員ご指摘のとおり、

Ｂ＆Ｇプールは、市民の皆さんが利用される施設であります。しかしながら、現状

は、漏水や屋根シートの破損及び鉄骨部分の表面剝離など、老朽化が進んでいます。

金津小学校のプールは、当面継続して使用するということを踏まえ、Ｂ＆Ｇプール

の改修をどの程度まで行うかにつきましては、今回の一般会計補正予算に改修調査

のための費用を計上しておりますので、この調査結果を踏まえて検討して参りたい

と考えております。 

 ３点目の元勤労青尐年ホーム体育館の使用について、商工フェスタを为催する商

工会に許可したことについてのお尋ねでありますが、本施設は条例廃止後、引き続

き教育委員会文化学習課において管理をいたしております。このような中、本年８

月ごろに、商工会から商工フェスタで使用したい旨の協議がありました。商工会で

は長年使用している本施設を、例年どおり使用することを前提に計画を進めており、

使用できない場合にはその対応が困難になるとのことでありました。本来、使用を

許可することのできない施設であり、商工会からの強い要請を受けてのこととはい

え、その決定には反省すべき点があったものと考えております。 

 次に、耐震改修に係る概算の費用についてでありますが、耐震補強工事に約８,０

００万円、そのほかとして外壁やトイレの改修など、建物の耐久性や利用者の快適

性を高めるために必要な最低限の改修工事に約５,２００万円、合計で約１億３,２

００万円と試算をしています。また、实施設計業務や設計監理業務の委託料として、

１,０００万円程度を要すると見込んでいます。 

 最後に、耐震診断が使用に関する判断材料にはならないのではないかとのお尋ね

がありましたが、本施設を使用させられない根拠は、耐震基準を満たさないという

ことではなく、設置条例が廃止されたことにあると考えておりますので、ご理解を

賜りますようお願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 教育長にお伺いします。一つ一つお伺いしますんで、まず小学

校のプールについて、来年度も引き続き使用するということですが、全面改修云々

は、今後協議していくということでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） ただいま答弁の中で申し上げましたように、ろ過器が今回故

障をしたことが大きな原因になっておりますので、老朽化もさることながら、まず

はろ過器を変えることによって、砂の流出が抑えられるのではないかと考えており

ます。先ほども申しましたように、この施設はかなりの年数がたっておる施設でご

ざいますので、その後、保護者や議会の皆様と協議をしながら、このプールのあり

方について考えて参りたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 以前、小学校の統廃合が進んでいるときに、プール改修に係る

議案が上程されました。私はそのときに統廃合が進んでいるのに数千万円もかけて

改修は無駄ではないのかと前教育長に発言したところ、前教育長は「学校がある限

り、子どもたちは平等に教育を受けるべきだ」とおっしゃいました。私はそのとき

財政のことしか考えていない自分に反省をし、教育はお金じゃないんだと気がつき

ました。現教育長の考えはいかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 私も全く同じでございます。今回の全員協議会で申し上げま

した件は、２億１,０００万円かかるという金額が前提の話ではございません。やは

り今の場所がああいう場所にございますので、子どもたちに遅滞なく速やかにプー

ル学習をさせたいとの思いからでございますので、その点、ご理解をいただきたい

と思います。私も寺五前教育長と同じ考えでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 教育長の考えは前教育長と変わらず、子どもたちのことを一番

に考えているということはわかりました。 

 小学校のプールですけれども、来年引き続き、ろ過器を直して使用していくとい

うことですけれども、根本的に地盤が傾いているということで、今後、全面改修を

していかないといけないと思うんですけれども、地盤改良だけにかかる経費はどれ

くらいかかりますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育部長、久嶋一廣君。 

○教育部長（久嶋一廣君） まず、地盤改良につきましては、いわゆる柱状改良という

形で穴を掘って、コンクリートを流し込むというような形をとりたいという想定で

考えておりますので、この分だけに関しましては、直接工事費で約３７０万程度か

なというような当てをしております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 工事にかかる仮設工事はどれくらいかかりますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育部長、久嶋一廣君。 

○教育部長（久嶋一廣君） まず、仮設工事に関してでございますが、高台といいます

か、プール自体が校舎よりも約５ｍぐらい高いところにございますので、ここへ機

器等を上げるためには、上がるためのスロープが必要となってきます。それから、

あと工事にかかります囲いと、その他を考えますと２,４００万余りかなということ

で、今試算をしております。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 仮設工事をした場合、この搬入道路は、今後、新しくプールへ

行く道路としても使えると思いますが、現状はちょっと外からは入りにくいけれど

も、この仮設工事をした場合、搬入道路はプールへ行く道としても使えます。その

ときに引き続き使うとした場合、アスファルトなどをきれいにしないといけないん

ですけれども、それにかかる経費は大体幾らぐらいかかりますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育部長、久嶋一廣君。 

○教育部長（久嶋一廣君） まず、搬入路等につきましては、小学校の一番東側の道路

から校舎の北側に入っていく形になってくると思います。現在としては、特に先ほ

ど申し上げました搬入用のスロープですね、こちらはいわゆる仮設で今は計算をし

ておりますので、この部分については試算は現在しておりません。ただ、今、議員

おっしゃるように、例えば舗装する形になってきますと約３ｍ幅で１００ｍ程度、

約１５０万程度の舗装にかかる経費がかかってくるのかなと。これ以外に、先ほど

申しましたスロープですね、この部分については、また別途経費がかかってくるの

かなと試算しております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） ９月の全協のときにちょっと説明を受けたやつなんですけれど

も、斜面などの木が出ているんで危険やということやったんですけれども、これを

伐採するとか、そういうふうな地为との交渉はこれまで行ってきたんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育部長、久嶋一廣君。 

○教育部長（久嶋一廣君） まず、斜面等につきましては、一部民間の方がいらっしゃ

います。まだ現在、地为の方との交渉というのはまだ進めておりませんので、今後

のことかなと、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 今後、全面改修となったときには、やっぱり地为ときちっと交

渉を行っていただきたいと思います。 

 また、夏休みのプール利用として、教育委員会としては改修をしなかった場合、

Ｂ＆Ｇプールの方を使っていただくということでしたが、金津小学校の生徒はＢ＆

Ｇプールに通うことになりますが、Ｂ＆Ｇプールは生徒以外、誰でも入ってこれま

すよね。これは保安上の問題はどう考えていますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育部長、久嶋一廣君。 

○教育部長（久嶋一廣君） 夏休みの間の使用のことだということですが、今までも夏
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休み中につきましては、小学生もＢ＆Ｇプールを利用しておりました。監視員もお

りますので、その点については安全性は大丈夫かなと考えておりますが、今後もい

ろいろほかでも問題が生じていると聞いてはおりますので、その点についてはしっ

かり安全性を確保していきたいなと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） ここで僕が言う安全性というのは、水難事故とかそういうあれ

ではなくて、いろんな人がいますから子どもたちを守っていく意味での安全性であ

って、水での事故のことではないんで、そこのところはちょっと理解していただき

たいと思います。 

 以前、９月の全協のときには、金津小学校だけＢ＆Ｇプールでのプール学習を考

えている。ほかの小学校の施設は、今後、壊れた場合は改修してくとのことでした

が、今後全ての小学校が壊れた場合、改修せずＢ＆Ｇプールでの学習というのはあ

るんであれば納得がいきますが、以前の説明では金津小学校だけという説明だった

ので、非常に納得がしにくい。先ほど教育長も、子どもは平等に教育を受けるべき

やという答弁をいただきましたが、ここのところがね、ちょっと整合性がとれない

と思うんですが、教育長はどう思いますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 今年の夏におきましては、金津小学校のプールが利用できま

せんでしたので、金津小学校の児童におきましてはＢ＆Ｇプールを無料で、夏休み

も学校プールの一部として利用をさせました。それは今年に限ったことでございま

して、もし、ろ過器を交換してプールにきれいな水が流れるようになれば、金津小

学校の児童は、金津小学校のプールで夏休みはプールを楽しむことができます。そ

の点だけご理解いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 教育長、私ら議員は、金津小学校のプール視察に行かせていた

だきました。ろ過器を変えても傾いてるんですよね。あのまま使うというのは非常

に不公平というか、危険というか、プール自体も大分老朽化している中で、なぜ金

津小学校だけ改修をしないのかと。ろ過器だけ直せばいいという問題ではないと思

うんですよ。ほかの小学校は全部きれいに直ってるじゃないですか。なぜ金津小学

校だけ、ろ過器だけというのか、ご説明をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） ろ過器がまず原因だということがわかっていますので、ろ過

器を新設したいと思っています。そうしますと、それに伴う配管の部分にも砂がた
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まっていることが予想されますので、いわゆるバキュームを利用することで清掃す

るということになるだろうと思います。それに附帯して、先ほど周りが木々で覆わ

れているというようなお話も議員からございました。私もこれは校長のころから夏

になるとＰＴＡの方々が本当に協力してくださって、あの周りの竹を伐採してくだ

さるんです。それから、フェンスなども傷んでおりますので、プール周り等もあり

ます。それで、ろ過器を交換いたしますに附帯してですね、いろいろな箇所をまた

修繕しなければならない部分も出てくるだろうと思います。ろ過器だけではなくて、

そういうことを含めて修繕して、できるだけ使っていきたいなというふうに考えて

いる次第でございます。ろ過器だけということではございませんので、ご理解いた

だきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 今、ろ過器だけじゃなくてフェンスなんかも修繕していくとい

うことなんですけれども、教育長、これ、そもそも地盤改良しないとだめというの

がきちっと出てるわけなんですよ。これを中途半端に、ろ過器やら全部を改修して

やった後、全面改修となると二重のお金がかかるというか、また改修の期間も多く

かかりますし、そういうなんじゃなくて、これを機に議会とも議論をしていかない

といけないと思いますが、きちっと結論を出して、やるんであれば全面改修をして

いただきたいと思いますが、どう思いますか、教育長。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 議員がそこまでですね、学校教育のことについて考えていた

だけることは、大変ありがたく思っております。確かに修繕したけれども、また、

その後、故障したりというふうなことで二重のお金がかかるのではないかというこ

とですので、今回、業者等もですね、もしこういう方向になれば、十分その辺のこ

とも詰めて参りたいというふうに思っています。ろ過器や配管でちゃんと直ってい

くのかということで、尐なくともそれで直すのであれば、七、八年以上はもたない

ともったいないものだと思いますので、協議していきたいと思います。十分その辺

は考えていきたいというふうに思っています。 

 先ほど申し上げましたが、老朽化しておりますので、やっぱりその先のことにつ

いては、議会や保護者のご意見も十分お聞きしながらですね、今の場所がやはり非

常に傾斜が急な斜面が周りにございますのと、先ほど申しましたように、工事の際

に仮設道路をつくらなければならないような、いろんなこともございますので、そ

ういうことも十分協議して、老朽化対策については考えていきたいというふうに思

っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 以前、金津小学校のプール廃止が新聞で報道されて以来、私の
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事務所に多くの市民の方が来られ、お小言や要望、陳情がされています。全員協議

会でも発言をさせていただきましたが、お金がかかるから金津小学校の生徒だけが

我慢を強いられるようなことは私は納得ができない。学校がある限り、子どもたち

がいる限り、平等に教育を受ける権利があると私は強く訴えさせていただきます。

全面改修を要望いたします。 

 次に、再度お伺いします。Ｂ＆Ｇプールの改修について、Ｂ＆Ｇプールの使用目

的は、当初はどういう目的やったんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） Ｂ＆Ｇプールは、これは市民の皆さんのためのプールでござ

いますので、市民の皆さんの健康増進やスポーツに親しんでいただくということが

大きな目的で建設されたものと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 改修に向けての調査費を計上していますが、全てを囲む屋内プ

ールにまで改修する考えはございませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 先ほどの答弁でも申し上げましたが、今、一般会計の補正予

算で調査費用ももっていただいております。この結果を受けて、Ｂ＆Ｇプールがど

の辺まで改修が必要な施設なのか出てくると思いますので、その結果を受けて、今

後の方向性も考えていきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） これ、改修に向けて調査というのは、原状の復帰というか改修

の調査やと思うんですけれども、僕が聞きたいのは、利用者を増やすためには温水

プールなど、１年中使えるプールにすることは考えられないかということであって、

例えば年間を通して社会体育と共同で水泳協会などに水泳教审などを依頼したり、

高齢者の運動不足解消なども利用できると思うんですが、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 確かに、現状の調査なんですけども、为に上屋の鉄骨部分が

大変さびが激しくなっておりますので、この鉄骨部分が残れば今までのようにテン

トを張って、温水プールということをおっしゃいましたけども、温水プールまでに

格上げするということは現在考えておりません。ただ、上屋部分がもつかもたない

かということが、まず調査の一つに入ると思いますので、そこによって、また利用

期間も変わってきますし、それによって市民の皆さんが利用できる期間も長くなり

ますので、その点について、また議員おっしゃるように、市民の皆様に還元できた



45 

 

らなと思っておる次第でございます。あくまでも調査結果によってということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） このＢ＆Ｇプールの改修に当たっては、Ｂ＆Ｇ財団からの補助

も出ると思いますが、どれくらいのパーセンテージの補助が出るんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育部長、久嶋一廣君。 

○教育部長（久嶋一廣君） Ｂ＆Ｇ財団からの補助に関しましては、今あわら市はプー

ルと、それから体育館もございます。これを合わせて全体で約３,０００万程度と。

ただ、实際、Ｂ＆Ｇ体育館の改修に一部６００万ほど使っておりますので、想定と

しては約２,４００万程度の範囲内かなということで今考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） これ、私、Ｂ＆Ｇ財団の資料なんかを見させていただくと、あ

わら市の場合は、大体予算の３０％ぐらいの補助が出ていると思うんですけれども、

財団の補助の基準というか、これは利用頻度、どれだけの利用者があるかによって

パーセンテージが変わってくると思うんですけれども、これまでの財団の記録を見

ていると屋内プールに、温水プールですね、変えているのが過去何年やったかな、

あったんですよ。それは結構５割から６割補助が出ていたと、たしか記憶にあるん

ですけれども、そういうのも考慮すると、市民の方に多く利用してもらうためには、

やっぱり私はここで思い切って財団の補助なんかもいただきながら、先ほども言い

ましたけれども、１年中使える水泳教审とか高齢者の運動不足なんかも解消するた

めにも、やるべきだとは思うんですけれども、これはまた私個人の意見なんで、議

員の皆さんの考えはまた違うかもわかりませんけれども、今後ちょっと議論してい

くあれはあると思うんですけれども、教育長はどうお考えになりますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） Ｂ＆Ｇ財団の補助の件でございますが、Ｂ＆Ｇ財団は議員よ

くご存じのとおり、Ｂ＆Ｇ財団の利用率とか稼働率であったり、そういうようなこ

とで評価をされるわけでございます。毎年１月に東京の笹川記念会館の方へ、私も

毎年１月には全ての市町の首長であったり、教育長がその施設へ集まるわけでござ

いますけども、本市の場合、今５割ないし６割の補助があるというふうにおっしゃ

いましたけども、私はちょっとその辺の正確なことをつかんでおりませんので、教

育部長が申しましたような数字が今のところ予想している範囲でございますので、

ちょっと詳しいことは述べられないことはご容赦いただきたいと思います。とにか

くＢ＆Ｇ財団の評価を受けるために、市としては毎年東京に出かけているというこ

とはご承知おきいただきたいというふうに思います。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 大体わかりました。温水プールに関しては、今後、委員会等で

もちょっと議論していきたいと思います。 

 続いて、勤青体育館について、再度質問をさせていただきます。 

 先ほど設置条例がないために使えないということですが、設置条例を新たにつく

れば、また利用できるということだと思うんですが、間違いございませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育部長、久嶋一廣君。 

○教育部長（久嶋一廣君） 端的に言われれば、体育館なら体育館としての利用形態の

設置条例をつくれば利用できるかなとは思っております。ただし、まずは２７年３

月に設置条例を議会の決定をいただいて廃止したという前提がございますので、そ

の辺だけはご了解をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 教育委員会は、毎回そういうことをおっしゃるんですよね。議

会が条例を廃止したからそれを尊重してほしいと。それもわかるんだけれども、時

代は流れていくんですよ。その当時、僕らの判断は廃止すべきやと思ったけれども、

やっぱり市民のいろんな意見を聞いていく中で考え方が変わって、これは直すべき

やというのがあるんですよ。だから、１回決めたことを絶対覆したらいけないとい

うことはないと思います。そこのところを教育委員会もわかってほしいと思います。 

 勤青体育館の存続は、金津地区区長会からの要望書も出ています。改修すれば利

用者は必ずあるんです。壊してしまえば、改めて新築する場合、約６億から１０億

かかり、二度と建てられないと思います。でも、改修であれば１億４,０００万で改

修できます。勤青体育館が使えるようになれば、高齢者の方の簡単な運動ができた

り、また運動ができることにより健康になり医療費の削減、これは話が飛び過ぎか

もしれませんが。また、小さい子どもたちやこども園の子どもたちが運動したり、

社会体育の利用は確实に増えてきます。いろんな利用価値が生まれることはあると

私は思います。 

 そこで提案ですが、幾つかの案が考えられます。一つ目は、再度、条例を制定し、

体育館の再利用を可能にし、利用者の様子を見る。二つ目は、全面改修せず、必要

な部分だけの改修にとどめ、利用を可能にする。三つ目は、全面改修し、体育館の

利用を再開する。四つ目は、勤青体育館を壊し、現在ある公共施設で、勤青体育館

にかわる新たな利用場所を考える。以上、４通りが考えられるが、理事者側は壊し

たい、市民は存続、議会も市民の代弁者であることから存続を望む議員が多くいま

す。 

 そこで、ただ壊したいというのであれば、お互いに市民の意見を考え、歩み寄り、

代案を考えるべきではないでしょうか。私の持論は、将来的に公共施設を尐なくし
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ていくことは、あわら市の財政を考えた上でも最重要だと思っています。休校にな

っている学校なども、維持費等にお金がかかっています。さらに傷んでいけば補修

をしていかなければなりません。休校の利活用なども本当に必要なのか、地元住民

が本当に望んでいるのか。 

 また、あわら市の公共施設の建っている年間地代も結構な金額です。私は無駄な

ものを省いて、インフラ整備や減税に回せば市民は喜ぶと思います。だから、そう

いう考えなら、勤青体育館を壊すべきだという考えは私は違うと思います。 

 この体育施設、まず市民が存続を望んでいること、たとえ尐数の意見であっても

無視するのではなく、知恵を出し、市民の考えに近づけるよう妥協点を見つけてい

くことが行政であり、我々議員だと思います。現在の壊したいの一点張りでなく、

また議会に決めてほしいではなく、先ほど四つ提案させていただきましたが、もっ

とお互いに考えるべきではないでしょうか。教育長はどう考えますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） これまで再々、この委員会等の中でも教育委員会としての考

え方は、あくまでも勤労青尐年ホーム体育館については取り壊すという方針をご説

明させていただきました。その中で、この２年間の間に議会の方から存続してほし

いというようなご意見をいただいたことは重々承知しております。その中で先般の

総務教育厚生常任委員会でも申し上げましたとおり、議会全体の総意をお示しいた

だきたいということを強く申し上げた次第でございます。その議会全体の総意とし

て、代替案というようなことが出てくるのであれば、そのときに私どもとしては検

討をして参りたいとは思いますけれども、議会全体での総意というものをお願いし

ているところでございますので、その点だけはご理解をいただきたい。 

 ただ、教育委員会は壊せ壊せというのではなくて、それは２７年３月議会におい

て議会でもご同意いただいたという結果が残っておりますので、その点だけは十分

お含みおきをいただきたい。その結果として教育委員会も皆様のご意見というもの

は参考に、今後検討の中には入れていくという心構えはございますので、そこにつ

いてはよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、議員、先ほど休校の利活用などもというようなことをおっしゃいまし

たけども、この休校施設の利活用をやめるということは考えておりません。これは

統合するときに地域の皆様方とお約束をしたことでございますので、休校施設の利

活用をするということは地元民の要望でございますので、この点は継続して利活用

についての協議をして参りたいということを思っておりますので、この点はひとつ

ご理解いただきますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 休校の利活用にしても、これはまた別問題ですが、財政的なこ

とを考えると、今後また議論していく必要があるかなとは思います。 
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 勤青体育館に関しても、私は今回四つ提案をさせていただきました。また、議会

でもしっかりと皆さんと話をしていかないといけないとは思いますが、今後、教育

委員会としてもしっかり検討していただきたいと思います。 

 時間もなくなりますんで、２問目の質問に入ります。 

 藤野厳九郎記念館と観光事業について質問をいたします。 

 １０月１０日から３日間かけて山形県上山市、米沢市、宮城県仙台市と視察研修

に行ってきました。上山市では、上山型温泉クアオルト事業、米沢市では道徳教育

について研修をしてきました。二つの視察に関しましては、今後、委員会等であわ

ら市にプラスになる部分を導入できるよう検討していきたいと思っています。 

 ３日目には、仙台市の東北大学へ行き、仙台における魯迅と藤野厳九郎先生につ

いて展示物、また東北大学、石垣先生の講演を聞いてきました。東北大学での展示

物等はすばらしいもので、あわら市の展示してあるものとは別格のものでありまし

た。また、仙台市の取り組みも、あわら市とは格段の違いが見られました。一緒に

視察に行かれた教育部長も感じられたと思います。 

 そこでお伺いしますが、藤野厳九郎記念館の年間の来場者数は何人で、入場料は

幾らで、年間の入場料総額は幾らでしょうか。また、中国からの来場者は何名でし

ょうか。 

 １回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） お答えいたします。 

 藤野厳九郎記念館は、藤野先生が晩年を過ごした居宅を遺族からの寄贈を受けた

ことにより、旧芦原町が舟津に移築し、昭和５９年に記念館として開館したもので

す。その後、平成２３年にあわら温泉湯のまち広場内に移築し、現在はあわら市観

光協会を指定管理者として運営・管理されております。 

 まず、記念館への年間入館者と中国人の数、入館料についてのお尋ねですが、昨

年度の入館者は１,３９３人で、うち中国人は２７７人、入館料は１７万６,７８０

円となっています。また、平成２７年度は１,６７０人のうち３１４人が中国人で、

入館料は２１万２,４５０円となっており、両年度ともに入館者の約５人に１人が中

国人となっています。 

 なお、昨年のあわら温泉宿泊者数８８万８３３人のうち中国人は９３２人で、そ

の率は０.１１％、２７年は９２万４,５６５人中７５６人で０.０８％となっていま

す。 

 次に、議員からご提案のありました仙台市との連携につきましては、平成１８年

に、あわら市日中友好協会と東北大学の連携により「惜別１００年記念事業」が实

施されたところですが、その後の交流には至っておりません。今後、中国からの誘

実拡大を図る上では、東北大学が所蔵する魯迅や藤野厳九郎関連の資料の活用や、

仙台市との連携も有効であろうと思います。これらを含め、藤野厳九郎記念館の情
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報発信のあり方や内容の充实に取り組んで参りたいと考えておりますので、ご理解

を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） あわら温泉の中心に位置する記念館にこれだけの入場者数では、

余りにも尐ない感じがしますが、特に中国からの入場者数は余りにも尐ないのでは

ないでしょうか。 

 あわら市は、友好都市である中国紹興市へ日中友好親善尐年使節団を毎年送って

いますが、紹興市からの記念館への入場者数は何人でしょうか。急な質問でちょっ

と人数的にはわからないと思いますけれども、答えられますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 総務部長、城戸橋政雄君。 

○総務部長（城戸橋政雄君） 詳しい数字は、手元に今ございませんが、ここ数年、中

国紹興政府から正式な訪問団として、あわら市を訪れている例はございません。正

式にと申し上げますのは、通常あわら市から紹興市へ行くときもそうですけれども、

あらかじめ中央政府、紹興政府の許可のもとに派遣、あるいは派遣を受け入れると

いうことになっておりますので、そういった意味ではございませんということでご

ざいます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 余りそういう行き来がないように思えるんですけれども、友好

都市を結んでいるメリットは何でしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 総務部長、城戸橋政雄君。 

○総務部長（城戸橋政雄君） これも先ほどの答弁にありましたように、魯迅と藤野先

生の関係、これをもって昭和５８年から旧芦原町と紹興市が友好姉妹都市というこ

とになってございます。その間、いろいろ先ほどご指摘いただきましたように、中

学生あるいは訪問団、これは議会の皆様も含めてでございますが、訪問団を派遣す

ることによっての交流を進めてきたところでございます。 

 ただ、残念ながらですね、尖閣諸島の国有化といったような問題を機にですね、

中国と日本の関係が若干ぎくしゃくしたというようなこともありまして、ここ数年

は、その交流にも若干影が差し込んでいるかなというところで、今尐々、交流の幅

というものは狭まっているのかなということでございます。 

 ただし、来年度ですね、日中友好３５周年を迎えることになりますので、その点

で申し上げると、引き続きこの交流につきましては深めて参りたいという具合に考

えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 
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○７番（吉田太一君） 友好都市を結んだきっかけが魯迅と藤野厳九郎先生の関係とい

うことですが、芦原小学校では藤野厳九郎の副読本を配付しているようですが、ほ

かの小学校でも私は配付すべきだと思いますが、配付していないのはなぜでしょう

か。藤野厳九郎先生は、あわら市の偉人として認めていないのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） それは議員、違いまして、藤野厳九郎先生の副読本は、あわ

ら市内の小学生全てに配付して、道徳の時間などを利用して活用しているというこ

とでございますので、これは全ての小学校が活用しておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） これは初めて聞きました、私。議員、こんで８年やっています

けれども、あわら市内の小学校に全て配付しているというのは初めて聞きました。

報告が来てないです。知らなかった私が悪いのかもわかりませんが、そういうのは

きちっと委員会等で報告すべきだと思います。 

 正直、あわら市内の市民の方は、藤野厳九郎先生のことを余り知らないように思

いますが、このような状況で市外、県内、国民の方に来ていただく方法は何か考え

ていらっしゃいますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） 藤野厳九郎記念館に関する資料につきましては、所定

のパンフレット、そういったものは作成してございまして、あとはホームページで

あるとか、そういった情報媒体を使ってご案内を申し上げているところでございま

して、特別な突出したようなことは今やっておりません。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 特別やっていないということは、余り力を入れていないという

ことでしょうか。あわら市民の方を含め、藤野厳九郎先生のことを認知していただ

くためにも、また多くの方に来館していただくためにも、入場料を無料にするお考

えはございませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） 入場料の廃止、無料というお尋ねでございますが、こ

の入館料につきましては、湯のまち広場に当館を移築しまして、湯のまち広場の施

設として観光協会に指定管理をした平成２３年ごろから徴収をさせていただいてい

るものでございます。 
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 この入館料は、指定管理者のインセンティブを付与するものとして、更なるサー

ビスの向上を図るということで始めたものでございますが、当記念館は藤野厳九郎

と魯迅の遺徳をしのぶとともに、本市の教育と文化の育成に寄与するものとして設

置されたものでありますので、中国との交流が進められる中、あわら市民がその資

産を大事に守り継いでいるさまを、市民や中国人に知らしめていくことが重要であ

ると考えております。そうした観点から、入館料の徴収は施設の付加価値を高める

意味においても必要ではないかなというふうに考えております。 

 したがいまして、入館料の廃止につきましては、今早計に結論を求めず、広場で

開催されるイベントに合わせた試行的な無料開放や、入館者に対する満足度を高め

るような催しなどを企画いたしまして、尐しでも入館者の増につながるように取り

組んで参りたいなと考えております。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 部長、いろいろおっしゃっていますけれども、これだけの入場

者数と年間の入場料金は中途半端というか、施設に関しても、私は東北大学で見て

きた展示物なんかを見ると全然比べ物にならない。あの施設で入館料をとるよりも、

多くの方に入っていただいて広める方が効果的だとは思います。 

 また、多くの方に認知をしてもらうためにも、来年は市制１５年です。橋本市長

もご存じだと思いますが、記念イベントとして平成１８年１２月に、ＮＰＯ法人劇

団仙台小劇場「遠い火」の上映がされ、当時５００人を超える市民の方が集まった

と記録されています。今回の委員会視察でお世話になった東北大学の石垣先生が代

表の劇団仙台小劇場に魯迅と藤野厳九郎先生の作品を上演していただき、あわら市

民に藤野厳九郎偉人を改めて知っていただくイベントはいかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） 東北大学との連携について、そういったいろいろなご

提案でございますが、東北大学と連携してＰＲを行えば、そういった意味で非常に

たくさん伝わるんじゃないかというふうなことでございますが、先ほども申しまし

たように、これまでに東北大学、仙台市等での取り組みは、あわら市日中友好協会

が中心となりまして实施してきたものでございますが、会員数の減尐であるとか高

齢化によりまして、それ以降、本市との仙台市と東北大学との交流や連携は進展し

てない状況でございまして、藤野先生と魯迅の惜別から１１０年余が経過しており

ますが、藤野先生と魯迅の関係を次世代に伝え、また本市の貴重な観光資源として

の活用を図るためにも、本市といたしましては指定管理者である、あわら市観光協

会と、また日中友好協会と協力しながら、東北大学との連携を図ることについて協

議して参りたいなと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（森 之嗣君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） もう時間がないんで簡潔に言いますが、行政側は協会に何でも

お任せをしている状況で全然進んでいない。 

○議長（森 之嗣君） 時間です。 

○７番（吉田太一君） はい。これにて私の一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

                                        

◇仁佐一三君 

○議長（森 之嗣君） 続きまして、通告順に従い、４番、仁佐一三君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） 通告順に従い、４番、仁佐一三が質問いたします。 

 まず、空き家の適正管理、空き家予備軍の対策など。 

 まず、空き家の適正管理についてさせていただきます。 

 今、あわら市の空き家の現状は全てでは６１１件で、持ち家が特定された空き家

５５２件、その中でも危険な特定空家もあり、これらについてはなかなか解体に至

らないのが現状であります。大きな問題は、空き家になるとその周りの環境も大き

く変わり、近隣の住宅にもかなりの迷惑がかかってきます。今、地域にとっても年

に二、三回家族の人が来て、不具合や草刈りなどを行っている人もおりますが、ほ

とんどの人が２年も３年もたつと全く立ち寄らなくなってしまうのが現状です。こ

うしたことについて、市としても何らかの勧告などを出してもらえないのか、この

ような問題に対してどのような考えを持っているのか。 

 続きまして、空き家予備軍の対策について。 

 高齢者の１人、２人暮らしはどの地域でも増えていますが、特に中山間地で、ま

た稲作が中心の地域で、農業の仕事で生計を立ててこられた方、大きな持ち家、作

業場の建物、納屋、昔は大家族で暮らしたことから敷地いっぱいに建物が建てられ

ております。昔は大家族であっても、今は１人、２人暮らし、子どもさんも家を離

れて都会に、他の地方に、残された家族は高齢になり、そうした中で家を守ってお

られます。こうした人はまだまだ一部かもわかりませんが、１０年もするとかなり

の大型の建物が空き家になってきます。こうした空き家予備軍とも言われているも

のは、対策の一部に取り入れなければいけないのではないでしょうか。 

 今、高齢者の持ち家不安は、病気になったときのこと、生活費のこと、持ち家の

取り壊しのこと、先般の台風被害に遭われた方でトタンがめくれて飛び散り、２０

坪弱の小屋の取り壊しをするとなると６０万ぐらいかかると言っておられました。

余りにも高くて簡単に決断ができないと言っておられます。家族がいても戻ってき

てくれない、戻っても生活ができない。老老になったときの生活の不便さなどを取

り上げています。 
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 都会で人生の半分ぐらいを暮らしますと、生活の不便さ、交通の不便など一番に

挙がります。車や免許を持っていても、高齢で免許返納などいろいろな社会問題に

も絡まってきます。そうしたことから、なかなかふるさとでの暮らしができない、

長男で家を継ぐ宿命があっても、もう戻って来られないとの声があります。市はこ

うした所有者のさまざまな課題を、解決に向けた何らかのビジョンはあるのでしょ

うか、お聞きいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 仁佐議員のご質問にお答えいたします。 

 空き家等の対策につきましては、昨年度、市内空き家等の詳細調査、所有者への

意向調査を实施し、データベースとなる空き家台帳システムを整備いたしました。

また、大学や弁護士会、宅地建物取引業協会などの専門家のほか、市議会や市民の

代表者等で構成する「あわら市空家等対策協議会」のご意見をいただきながら、本

年３月に策定いたしました「あわら市空家等対策計画」に基づき、慎重かつ適切に

進めているところであります。 

 議員ご指摘の適正な管理が行われていない危険な空き家、いわゆる特定空家につ

きましては、昨年度行った調査によれば、その数は２８件程度と把握しております。

これらの所有者は空き家の所在地と異なる場所に居住しており、空き家の状況を把

握していない可能性があることから、それぞれの事情を把握し、専門の建築士によ

る立ち入り調査や権利者との調整を経て、所有者に対し、法の規定に従い段階を追

って措置を行うことになります。 

 本年９月には、空家等対策協議会において特定空家等に認定すべきとのご意見を

いただいた７件の空き家については、既に特定空家の認定を行ったところでありま

す。これらの特定空家等の所有者に対しては、既に指導書を送付し、空き家の解体

などを求めるなどの指導をいたしております。しかしながら、こうした指導にもか

かわらず、特定空家等の状態が改善されない場合には、周辺の生活環境の保全を図

るため、相当の猶予期間を設けて、除却や修繕などを勧告、さらには命令と段階的

に行うことになります。 

 なお、これらの命令を受けた者がその措置を履行しないときは、行政代執行法の

定めるところに従い、市がみずから義務者にかわりまして行為を行うことができま

す。 

 今後は、この７件以外の空き家についても、専門家による危険性の調査に基づき

まして空家等対策協議会の協議を経て、特定空家等に認定をいたし、適正な管理や

処分が行われますよう必要な措置をとって参りたいと考えております。 

 一方、空き家の適正管理や処分については、どのような対処が適しているかなど、

法律や管理、土地境界などについて相談ができる無料の「空き家相談会」を实施す

るほか、空き家解体補助制度を設けるなど、個々の事情を抱える空き家の所有者に

対する支援の充实も図っております。 
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 次に、空き家予備軍と言われています、ひとり暮らし、または２人暮らしの高齢

者世帯の所有する住宅についてですが、現在、本市のひとり暮らし高齢者世帯数は

１,５０１世帯、高齢者２人以上の世帯が１,０８７世帯であり、全体の４分の１を

占めています。 

 議員ご指摘のとおり、近年はひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者２人以上の世帯

が増加していることもあり、自分の住宅を将来どうするのかという見通しや対応に

ついて具体的な考えを持たない人が増えつつあります。このような人が具体的な見

通しや対応を想定しないままだと、自宅は空き家となって放置されてしまう可能性

が高くなって参ります。 

 こうした事態を防ぐためには、高齢者と接する機会が多く、さまざまな相談を受

けることのある地域包括支援センターや社会福祉協議会などの組織や団体が相談を

受けた際に適切な専門の相談先につないだり、またはこちらから相談を働きかけた

りすることが効果的であると考えております。そのため、こうした組織や団体など

に、市の空き家対策や住まいに関する専門家の相談先などの情報を提供しまして、

高齢者と専門の相談窓口がつながりやすくすることで、住宅の今後の見通しや対応

を想定しておくことを促していきたいと考えております。 

 なお、このことについては、本市の空家等対策計画においても、現在、存在する

空家等の対策を講じることとあわせまして、新たな空き家の発生を抑制することが

必要であるとし、明記しておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） 今、市は空き家に対してつながるところは１３課にもまたがる

ようなことを聞いておりますが、それとお聞きすると、かなりの時間がかかるとい

うことはどういうところに時間がかかるのか、尐し教えていただきたい。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 空き家対策につきましては、市内１３課にまたがるほ

どですね、非常にさまざまな視点から対策を講じなければいけないということがま

ず一つございます。そして、時間がかかると申しますのは、特定空家の場合、まず

助言指導をいたしましてから勧告いたしまして、そして命令へとつながって参りま

す。命令の前には事前通告といった文書を出しますので、これらを進めていくに当

たりましては、約９カ月程度かかってくるのではないかということで、時間がかか

るということでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） それからですね、ここではちょっとさきに戻るんですけども、

勧告についてでありますが、勧告というのは、特定空家状態になる前にですね、空

き家の周りの荒れた草や雑木などのこと、そしてトタンやシャッターなどが外れて、
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それを放置するとすぐ特定空家に値するような状態になっていくようなところの、

そういう空き家の持ち为に対して勧告ができないのか、その辺はいかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 議員おっしゃるのは、特定空家以外の空き家というこ

とで捉えさせていただきますけれども、特定空家以外の空き家の管理につきまして

はご承知のとおり、各所有者の方で实施していただいております。ただ、市の方と

いたしましても、いろいろご近所であるとか隣接地であるとか、あるいは道路に、

例えば市道に倒れてくるような状況、危険性が非常に増しているケース、例えば台

風等が生じた場合は、こういったケースが生じて参ります。こういったケースには

勧告ということではございませんが、指導ということでそれぞれ個別に話をさせて

いただいて、いろんな相談にも乗らせていただいているという状況でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） 先般、台風の被害でいろいろとあったんですけども、本当に空

き家状態になってしまうと、そういう被害に遭うと物すごく景観にもさわりまして、

村の人や私たちも出て、いろいろとトタンを張ったりしたようなことがあります。

なかなかそれでもちょっと持ち为の返事がないので、やはり地域でやっているよう

な状態です。できたら、そういうことも含めて指導でなく、尐し強目に言っていた

だければいいのかなと思いますので、また、その点もよろしくお願いいたします。 

 それからですね、今、建物の解体などにですね、費用が１坪当たり２万ないし３

万ぐらいの費用がかかると。２階建ての５０坪ぐらいの家を解体すると、坪当たり

約２万５,０００円で１２５万ぐらいあるんですが、この費用は建物の中身を外して

の費用で、生活用品やたんす、家具類、これは全く別途料金だということで、これ

らを含むとですね、１５０万から１７０万ぐらいかかるということを聞いておりま

す。こうした金額になるとですね、業者さんが話しておりましたが、なかなかこの

ような高額の解体費になると取り壊しに踏み切れないという現状があります。そう

した理由は、なかなか市に言ってもちょっと難しいところはあると思うんですけど

も、本当に多くの人がこういう問題に行き当たっているというのが現状であります。

できれば解体の費用の安さというんですかね、そういうような点では、市としては

何らかの考えはないのか、できれば教えていただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） まず、解体に関しましては、先ほども回答させていた

だいたところでございますが、まず無料の相談会で専門の方にこれらについていろ

いろ問い合わせ、相談をしていただく機会を設けてございます。そしてですね、ご

指摘のとおり、解体には費用がかかりますので、これにつきましても、支援措置と

しまして、特定空家に認定された物件につきましては、５０万の支援をさせていた
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だいていると、こういった状況でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） 本当にこういうことがですね、業者さんに金がかかるというこ

とを、厳しいですけども、何らかの形で業者さんも値下げできるようなことができ

ると、尐しずつ前に進めるのかなと思います。 

 また、それからもう一つですね、家続きの納屋などをもし壊すと、固定資産税な

んかはどうなるのでしょうかね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 財政部長、平五俊宏君。 

○財政部長（平五俊宏君） 納屋を壊した場合ということでよろしいんですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） 家と納屋が一体になってるやつやね。それで、その納屋部分が

要らないで壊すと、建物自体は合体されてるんやね。そういうのを例えば半分あっ

たとして、半分を壊したいんやといったときに宅地並みの課税になって、空き地に

なったところは上がるのかということをちょっと聞きたいんですけど。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 財政部長、平五俊宏君。 

○財政部長（平五俊宏君） わかりました。住宅用地に対する固定資産税の課税標準の

特例ということについてのご質問ということですね。これはですね、住宅が建って

いる敷地については、通常の固定資産税よりも軽減をしますよということでござい

ますので、敷地の上にですね、住宅が建っているという状態であって、なおかつそ

の敷地の利用形態が従前と変わらないということであれば、納屋部分を壊したから

といって軽減が外れるというものではございません。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） それからですね、先ほども部長のお答えの中にありましたが、

今、本当に中山間地で大型の家が空き家になってきた場合ですね、やはり尐しでも

活用できるような対策も考えていただきたいと。大きな空き家を壊すんでなく、何

かいろいろな方向で活路を見い出せないかなというのは、その辺はいかがなもんで

しょうかね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 今、空き家が６１１件ということで、議員おっしゃっ

たとおりでございますが、そのうち大体活用できる空き家といたしまして、修繕が

やや必要なものも加えまして、約８割がそれに該当するものというふうに把握して

おります。これにつきましては、空き家の活用ということはですね、まだまだ不十
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分ではございますが、空き家の情報バンクに載せまして利活用を促進するといった

ことを進めておりますし、バンクには載せられないものの、借りたい人と貸したい

人、買いたい人と売りたい人とのマッチングをするというようなことを市の方では

行っておりまして、それをＵＩターンの方々もあわせまして实施していると、こう

いった状況にあります。今後もですね、不十分なところがございますので、ますま

すですね、このところにつきましては、力を入れて参りたいというふうに考えてお

ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） それからですね、今家もさることながら、高齢者の心配事は、

生活のこと、建物のこと、財産のこと、中でも地域包括センター、社会福祉協議会

なども是非働きかけをして、尐しでも高齢者のそういう持ち家のことや、部長の今

おっしゃったことに力になってもらえるようなことを呼びかけていただきたいと思

っております。その辺はいかがでしょうかね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、関連

の健康福祉部とも連携を深めながら、こういった外郭団体とですね、連携を強化し

た形で、できるだけ高齢者の方々の相談を受けて参りたいと思いますし、先ほどの

無料相談会といったものも、高齢者向けのものも今後は考えていく必要があるのか

なというふうに考えております。 

 現在、１２月の頭に無料相談会を实施したんですが、１０件の予定をしておりま

したが、大幅に申し込みがございまして、結果的にその倍の２０件をお受けしてい

る状況です。それ以外にも、今そういった空き家に関する相談等がございますし、

また生活関係の相談なんかとあわせましてですね、高齢者の方々につきましては、

また特段の配慮をして参りたいというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） これは私、最後になるんですけれども、今あわら市にあっては

温泉もありですね、自然豊かな恵まれた環境にあって、でも、なかなかＩターン、

Ｕターンで帰ってきてくれない、定住してくれない。それはやはり生活の不便さが

一番の問題に挙がっているのではないでしょうか。やはりこうした問題を尐しでも

ですね、戻りたい、ふるさとで生活したいという環境を尐しでもですね、つくれる

ようにお願いをしたいと思います。 

 また、空き家についてはやはりスピードを持ってですね、取り組んでいただきた

いと私も強く思っていますので、よろしくお願いをいたしまして、私の一般質問を

終わらせていただきます。 

○議長（森 之嗣君） 暫時休憩いたします。 
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 再開は１１時５分からといたします。 

（午前１０時５４分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０５分） 

◇堀田あけみ君 

○議長（森 之嗣君） 続きまして、通告順に従い、１番、堀田あけみ君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 通告順に従い、１番、堀田あけみ、一般質問をさせていただ

きます。 

 男女共同参画社会について質問いたします。 

 男女共同参画の推進については、平成２５年１２月の第６８回定例会で卯目議員

が一般質問されており、その後、男女共同参画プランの改定が平成２７年４月にな

されましたが、計画は实行されてこそ实りがあるものだと思います。 

 そこで今回、私が議員にならせていただき、女性議員は２人となりました。实で

いえば１０％ほど、国が定めました指導的地位に占める女性の割合、２０２０年３

０％の目標にはまだまだほど遠いものです。この３０％の目標が決定されたのは２

００３年、１４年が経過し残りは３年となりましたが、とても達成できそうな数字

ではありません。 

 あわら市でも、第１次男女共同参画プランにおいて、女性の登用の目標を３５％

としていたものが、第２次の改定では目標を３０％と５％下方修正するなど、女性

の登用は困難をきわめている状況かと思います。あわら市から公表されている男女

共同参画に関する計画实施状況を見ますと、この３０％という数値目標より意識改

革に重きを置いた事業が实施されております。意識改革を進めることはとても大切

なことなのですが、实施計画を見ますと全体的に若干物足りなさを感じます。 

 そこでお尋ねいたします。 

 １点目として、あわら市の第２次男女共同参画プランにおいて、各種審議会等へ

の女性委員の登用を平成３６年度では３０％と目標を掲げておりますが、策定後わ

ずか２年ではありますが、進捗状況はどの程度でしょうか。市役所職員における管

理職への女性登用を考えてみますと進捗しているとは思えませんが、目標に向かっ

て着实に進めていると言えるのでしょうか。 

 続きまして、２点目としまして、第２次男女共同参画プランを策定しましたが、

その周知徹底の状況はどうなっているのでしょうか。先般、あわら市の最重要課題

であります北陸新幹線開業に向けました施策を検討するため、あわら市地域ブラン

ド戦略会議が設置されました。残念ながら会議の構成員は全員が男性です。また下

部組織の専門委員会でも、市役所職員を除けば女性の割合が低い。デザイン部会な
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どは男女比率を同じくすべきと考えますが、男女共同参画推進ということに配慮さ

れなかったと言われても仕方がない状況です。この地域ブランド戦略会議は、男女

がともに将来のあわら市を語り合う絶好の機会ではなかったのでしょうか。いろい

ろな組織の委員選考のときに男女共同参画プランが周知徹底されているのでしょう

か。周知は単にプランを見せるだけではなく、委員の人選について男女共同参画市

民会議との協議を必須にするぐらいにすべきではないかと思います。 

 ３点目は、審議会等の委員の選任はどのように行っているのでしょうか。中には

いろいろな分野の委員を受けて、本当に大変そうな状況の方をお見受けします。こ

れは人材発掘、人材育成に親身になっておらず、安易に頼みやすい人にお願いして

いることの裏返しではないでしょうか。人材発掘や人材育成は大変でしょうが、育

てるためには子育てと同じ我慢が必要です。我慢をしてでも、多尐ルールを変えて

でもという手法、例えば定員に別枠で女性枠を何人かつくるなどして、女性参画が

スムーズにいくまで若干ルールを変更してでも対応していくというようなお考えは

ないのでしょうか。女性が１人で会合に入り、発言することは本当に大きなエネル

ギーが要ります。私も身をもって感じております。この人数が尐ないことの障害を

取り除くために女性枠を設け、男女共同参画が定着するまでの期間は各種審議会な

どの定員を増やすという方法を取り入れる選択をしてもいいのではないでしょうか。

特定の人や一部の女性に偏ることなく、幅広く女性の参画がしやすくなるための打

開策についてお考えをお聞かせください。 

 以上、三つの質問をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） 堀田議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の本市の審議会等における女性の登用状況についてでありますが、本年６

月時点での審議会等の数は３５ございまして、委員総数４１４人に占める女性委員

は１１３人で、その割合は２７.３％となっております。 

 なお、昨年６月時点における県内市町全体の女性比率は２７.９％となっておりま

して、本市における女性の登用率は若干低いものの、おおむね平均的な水準にある

と考えております。しかし、目標の３０％に向けまして、さらに引き上げる努力を

すべきと考えております。 

 ２点目の第２次男女共同参画プランの周知につきましては、市のホームページに

加え、本年３月に全戸に配布いたしました「あわら男女共同参画ネットワーク通信」

に掲載するなど、市民への周知を図っているところでございます。 

 また、１０月２５日には、福五鋲螺株式会社を訪問いたしまして、子育て世代の

社員に対し、職場や家庭内における男女共同参画に関する聞き取り調査を实施いた

しました。男性社員からは「共働きのため、自分が掃除、洗濯を率先してやってい

る」、女性社員からは「夫が家事を手伝ってくれて、助かっている」、また男女を問

わず「職場では、男女間の差を感じない」という声も聞くことができました。若い
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世代では、男女の意識差が小さくなっており、積極的に子育て等にかかわる男性も

増えていることは、これまでの取り組みによる一定の効果ではないかと捉えており

ます。 

 お尋ねをいただきました「あわら市地域ブランド戦略会議」の委員構成につきま

しては、その選任に際して、まずは意見を聞くべき各種団体の選定を行ったところ

でございますが、その結果、これら団体の代表者がいずれも男性であったことから、

ご指摘のような構成になったものであります。このため实働組織となるブランド専

門部会とデザイン部会には、それぞれ１名の女性市民を選任させていただいており

ます。 

 また、男女を問わず、多くの市民の皆様から意見をお聞きするため、オープン参

加によるワークショップも開催しているところでございます。今後とも、あらゆる

機会を通して、年齢・性別に関わらず、多くのニーズに応えられるまちづくりに努

めて参りたいと考えております。 

 ３点目の審議会等の委員の選任についてでございますが、対象となる審議会等委

員のうち、団体の代表者等を「充て職」として選任しているものが２３１人となっ

ております。委員総数の半数以上ということでございます。これに女性を増やすと

いう対策といたしましては、この「代表者」を団体の会長等に限定するのではなく、

構成メンバーの中から積極的に女性を選任していただくよう、審議会等を所管する

担当課を通じて各団体に依頼しているところでございます。議員ご提案のありまし

た女性枠ということについては、なかなか難しいところもございますが、できるも

のについては検討を進めていきたいと考えております。 

 さらに、本年５月には、子育て世代の父親を応援する「パパカード」を新たに制

作・配布したほか、放課後子どもクラブなどで、男女共同参画に関します大型紙芝

居を使った子どもへの意識づけにも取り組んでおります。これらの取り組みも含め、

議員からご指摘のあった幅広い人材の発掘や、女性が活躍できる社会の实現に向け、

市として積極的に努めて参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） いろいろ努力しているようなところは、今の答弁の中で答え

ていただきました。ありがとうございます。 

 まず、その中で審議会等における、これが２７.３％、３０％に向けてこれからの

努力も必要かと思いますが、その中の事業所である市の管理職に占める女性の登用

はどの程度でしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 総務部長、城戸橋政雄君。 

○総務部長（城戸橋政雄君） ただいまのご質問には私からお答えいたします。 

 まず、職員の構成比について申し上げます。本年度の一般職職員の総数２８２人
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中、女性職員は１４０人となっております。その構成比は４９.７％で、男女ほぼ同

数の割合となっています。 

 一方、管理職に占める割合につきましては、部長級と課長級の総数３４人のうち、

課長級に３名の女性職員がおりますので、その割合は８.８％となっています。 

 なお、この割合につきましては、平成２８年度と同率となってございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 各事業所でも、こういう女性の管理職というのはなかなか登

用が難しいかと思います。その根本的な管理職への問題点というのは各事業所によ

って違うとは思うんですが、市によっても、なぜ女性の管理職というのが尐ないか

というような根本的な問題点を探って解決していくような努力の中で、今後どのよ

うに登用率を引き上げていくのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 総務部長、城戸橋政雄君。 

○総務部長（城戸橋政雄君） 国の第４次男女共同参画基本計画におきましては、地方

自治体における管理職の割合を成果目標値として１５％と定めているところでござ

います。そういった意味では８.８％でございますので、まだ半数程度というところ

にとどまっております。 

 本市におけます職員の昇任につきましては、課長補佐級に昇任する際と課長級に

昇任する際に在職年数と年齢を基準とした受験資格を定め、それぞれに昇任試験を

設けているところでございます。 

 先ほど申し上げましたように、近年、女性職員の比率が高まっておりますので、

今後は女性管理職の登用が増えていくものとは考えているところでございます。人

事当局といたしましては、職員の資質向上、あるいは組織力の強化といったような

観点からも、受験資格を得た職員に対しましては、男女を問わず積極的に昇任試験

を受けるよう勧奨して参りたいと考えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 管理職３４人のうちの３名だけが女性という、その中で女性

が意見を言って、それが通るということは本当に難しいことだということは、私が

身をもって感じております。そういう点で、これからどんどん女性の管理職への挑

戦を進めていっていただきたいと思います。 

 次に、先ほどもご答弁いただきました、ブランド戦略会議のメンバーに女性が１

人も入ってないという、この点でございますが、地域のブランドを考える上で女性

の視点というものはとても重要だと思っております。家を建てるに当たっても、一

番大事な台所とかそういうところは女性抜きで設計した家というのは、すごく使い

にくい、家族が居心地の悪い家になってしまうものでありまして、あわら市におき

ましても、玄関口であります駅前のそういうところを女性がほとんど入っていない
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というメンバーで考えるというのはいかがなものかということでありまして、この

構成メンバーを今すぐというわけでありませんが、見直すという考えはないのでし

ょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） 大変重要なご意見というふうに承っております。おっしゃる

とおりでございまして、女性の視点というのはまちづくりに関しても非常に大事な

ものだと思いますので、今のご提案に関しては、女性委員を加えるという方向で何

とか検討を進めて参りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 前向きなご答弁ありがとうございます。 

 そこで、そのときのオープン参加型のワークショップを開催して幅広い層からの

意見を聞くということをね、实施されているというふうにお聞きしましたが、ワー

クショップに参加しているメンバーの顔ぶれというのは、いつも同じように感じら

れます。私もワークショップに幾つか参加しておりますが、いつもよく似たメンバ

ーでございます。市民の意見を本当に反映する上でも、ワークショップの応募の方

法も考えてはどうかなと思います。それによって便宜上だけのワークショップでは

なくて、本当に市民の意見を反映できる、そして誰でもが参加しやすいワークショ

ップであるべきだと思いますが、どうでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） 今、お尋ねのワークショップに関しましては、芦原温泉駅

周辺のデザインの関係のワークショップであると理解をいたします。昨年と今年、

２回開催をさせていただきましたが、今ほど、どれも同じような顔ぶれというご意

見でございます。確かに、駅周辺の方々を中心に参加をいただいております。ただ、

ほかにも市内、旧芦原町の区域とか一円の方からご参加をいただいておりますので、

毎回同じメンバーと私どもは思ってはおりません。 

 ただ、申し込みの方法に関しましては、事前に市の担当課の方にお申し込みをい

ただいてご参加をいただくという手法をとっております。これはもともと初めにど

れぐらいの方がお越しになるかということを为催する側として想定したいというこ

とが原因となっております。今後、この募集方法につきましても、ホームページや

広報紙等で今まで行ったわけでございますが、そのほか口コミで知り合いの方に勧

誘をしたりというような方法で、参加の方を呼びかけて参りたいというふうに考え

ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 駅前のワークショップのこともありますけど、以前、旧芦原
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町、今の芦湯があるところですね。あこの場所のときも、こういう形をとったと記

憶しております。私もそこで参加いたしましたので。そのときからも、よく似たメ

ンバーだなという。それはいかに市民がそこに関心があるかということにもつなが

るかとは思うんですけど、もっと関心を持たせるようなやり方をとっていただけれ

ばということをお願いしているのでありまして、ＪＲ芦原温泉駅前の件に関しまし

ては、これは駅前だけの問題じゃなくて、あわら市全体の問題だと私は考えており

ます。あこを利用するのは、駅前の方だけでなくて、たくさんの市民が利用するの

でありますから、そういう意味で、市民の意識をもっと高めるような応募の方法、

応募の仕方、そういうことを考えて本当に幅広い年齢層の方からの意見を本当に反

映できるように、ちょっと問題からずれますけど、見せかけだけでなくて本当に自

分たちが真剣になって話し合いができるような場、これは本当に自分たちのまちだ

からという、そういう意識を持たせるような、そういうワークショップをこれから

開いていってほしいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） ありがとうございます。ワークショップということでのご質

問でございますが、それに限らずですね、いろんなところの声を聞いたり、またま

ちづくりに限らず、いろんなところで市民の皆様の声を聞く場面というのはあろう

かと思いますので、女性、男性のことを今まで余り考えずに、そういうところを進

めてきたということもあろうかと思います。女性の声というのをしっかり耳に届け

られるかということを意識して、募集方法でありますとか、さきの委員の構成であ

りますとか、全てにわたりまして男女共同参画の意識づけをするように、これはこ

ちら側としてもしっかり頑張って参りたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 先ほどから本当に前向きな意見、期待しております。 

 私が女性の声を尐し耳にしましたことをご紹介いたします。開催日時の関係で、

委員に手を挙げられないという声も聞いております。女性率をさらに高めるために、

審議会等の日時の配慮をする考えはないのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 総務部長、城戸橋政雄君。 

○総務部長（城戸橋政雄君） 女性の参画を促すためには、ただいまご提案いただきま

したように、会議時間の見直し等も有効かとは存じますけれども、各審議会等では

夜間に開催するもの、あるいは日中に限って開催するものなど、構成委員の都合に

合わせて会議時間を設定しております。一概に夜間がよい、あるいは日中がよいと

決めかねるものもあろうかと思いますので、会議時間の設定につきましては、それ

ぞれの審議会等で判断されるべき事項かと考えておりますので、ご理解賜りますよ
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うお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 確かにね、あちらを立てればこちらが立たず、両方がうまく

いくような時間を設定するのはなかなか難しいかとは思うんですが、しかしながら、

市政には女性の声が不可欠だと思っております。各種委員会等において、例えば子

育て支援センターに若いお母さん方が子どもを連れてたくさん来ております。そこ

のところに赴いて、あらかじめ女性の声を聞いて、それを審議会等へ反映するとか、

またはほかのそういう集まりの場に出向くというような考えはないのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 総務部長、城戸橋政雄君。 

○総務部長（城戸橋政雄君） 審議会等によりましては、月例で開催されるもの、四半

期ごとに開催されるもの、あるいは年に数回開催されるものなど、その形態はさま

ざまでございます。会議ごとに意見をお聞きするというのはなかなか困難なものも

あろうかと思います。しかしながら、審議する内容につきましては、あらかじめ意

見を集約し、議論を進めることは効率的な会議運営につながるものと思われますの

で、広く市民の意見をお聞きする機会を設けることにつきましては、議員ご提案の

ような手法を含め、審議会等を所管する各担当課において適切に判断させて参りた

いと考えております。 

 それと、今いろいろ女性の意見を吸い上げる中でですね、一つだけ申し上げてお

きたいのは、男女共同参画を進める上での根本的な考え方として、まずは男女問わ

ずでございますが、みずからの意志に基づいて積極的に社会に参画するということ

が不可欠と考えております。先ほど来のご指摘を含めてですね、今後、女性の皆様

にも市政に関心を持っていただくように、いろいろ努めて参りたいと考えておりま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 今、私は女性の立場から女性ということに重心を置いた今回

の質問をさせていただきました。本来は、男女参画という言葉どおり、男女同権と

いう言葉を使いたいと思いますが、そういう立場で男性の方も女性の方も全ての人

がそういう市政に対して関心を持ち、参加できるような体制であればいいんだと思

いながら、その中でやっぱり女性というのは、なかなかしにくい立場にいるという

こともご理解していただきたいと思います。 

 当たり前に参加できる男性と違いまして、女性にはわからないような細かいとこ

ろがありまして、やるべきところが、まだ風習の中でこれはしなくてはいけないと

いうようなところがたくさんあります。その中で尐しでも参加できるように、自分

が手を挙げたくても挙げられないような状況、行きたくても行けないような状況の、

そういう意見をどのように吸い上げていくかということを考えていただきたいと思
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います。 

 私も微力ながら、そういう活躍する、いい意見をたくさん持った女性の発掘・育

成に頑張っていきたいと思っておりますし、これからはあわら市が男性も女性も若

い人もお年寄りも、みんなが活発に意見が飛び合うような、そういうあわら市を目

指して進めていきたいと思っておりますので、そういう協力は惜しまないでしてい

きたいと思います。 

 そういうことについて、これからの市としての考え方を最後にお聞かせいただき

たいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） いろいろと建設的なご意見をいただきましてありがとうござい

ます。ちょっと先ほどからお聞きしていて申し上げたいことがありますけれども、

まず市役所の中のですね、女性の管理職の割合のお話でありますけども、非常に尐

ないと。堀田議員ご自身もですね、議会の中で女性は２人なので、非常に自分たち

の思いを遂げることは難しいとおっしゃっていたんじゃないかと思いますけども、

議員さんの場合と職員とはまた違いますので、女性の管理職だからといって自分た

ちの思いが遂げにくいということはございません。職員としていい政策なり、判断

であれば、私は何でもはいはいと言うことを聞いておりますし、それは議決機関と

執行機関では全くそこは違いますので、それはひとつご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

 それと、あといろんな審議会等の女性の登用ということについては、私は非常に

積極的に進めているつもりではあります。たまたま先ほどの戦略会議のメンバーに

ついては、各種団体長を選んだみたいなので、その結果として男性ばかりになった

ようであります。ただ、その下にある幾つかの部会については、女性もかなり多か

ったんじゃないかなと思います。 

 あと、ワークショップ等につきましては、为体的に参画していただける方は男女

問わず入っていただくということが原則ですので、そのように進めていると思いま

す。 

 あと、常日ごろ、私は女性の登用ということを申し上げておりますので、教育長

もそういうことを勘案していただいたんだと思いますけども、せんだっての金津創

作の森の評議委員の任期が切れたときには、今回は女性を半分以上入れたんじゃな

いかと思います。やはり創作の森という美的感覚、あるいは芸術感覚、あるいは環

境に配慮したような感覚については、女性が入っていただくということは非常にこ

れはいいことだと思いますので、そのように物事が進んでいってよかったなという

ふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、女性の登用はこれからも進めていきたいと思いますが、

ただもう一つ、職員の管理職登用でちょっと今思っておりますのは、男女共同参画

というようなレベルではなくてですね、今職員の数が相当厳しい状況でありますの
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で、管理職登用の職員がですね、減っているといいますか、対象者が非常に尐ない

という現实がございまして、もう男、女を問わず、とにかく試験を受けて管理職に

なるように努力してほしいということを今強く言っているというのが实は实態でご

ざいます。たしか、あわら市として初めて女性の部長級を任命いたしましたのも、

部長級である議会事務局長だったと思いますが、これは福五県で初めて議会事務局

長を排出したと思います。全くそういうことについて後ろ向きではありませんので、

なかなか現实的には壁がありますけれども、それを残り超えてですね、議員ご指摘

のような男女ともの意見が十分反映されるようなまちづくりについては努力して参

りたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 今のお話の中で、一つ、二つ、訂正させていただきたいと思

います。 

 意見が取り入れられないという意味ではなくて、別に議員のことを言っているわ

けでもなくて、いろんな場所において女性が１人とか２人とかいうのは、とても心

理的にプレッシャーがかかっておりますし、なかなか意見も言いにくいところがあ

るという、そういう心理的な状況を話ししただけで、今そちらがおっしゃったよう

に意見を言わせないとか、そういう意味ではございません。 

 それで、とりあえずは市の管理職の方を取り上げましたが、男女共同参画の大き

な趣旨としましては、全事業所も一応対象にしているのではないかと思いまして、

その中の一部を取り上げただけでありまして、そういうことに向けて努力していっ

てほしいということであります。 

 これからこういう問題がたくさん出てくると思います。市の方もこれからの一層

の努力を期待いたします。これで私の質問を終わります。 

                                        

◇笹原幸信君 

○議長（森 之嗣君） 続きまして、通告順に従い、１３番、笹原幸信君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13番（笹原幸信君） １３番、笹原、通告順に従い、一般質問を行います。 

 まず、１問目ですが、国道８号福五バイパス工事の促進についてということで質

問をさせていただきます。 

 国道８号福五バイパス工事の整備促進については、この同パイバスはあわら市笹

岡から越前市塚原町を結ぶ全長４２.２キロの国道であります。この事業は、前回の

福五国体の関連事業として１９６６年度（昭和４１年）から始まりました。坂五市

玄女からあわら市笹岡の５.４キロは２００８年度（平成８年）から本格工事が始ま

り、２０１８年度（平成３０年）来年の９月の福五国体開催までに暫定２車線で開
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通する見通しが立っております。半世紀を過ぎてやっと認可された道路がつながっ

たということでございます。これまでには行政、それから議会の大変な努力があっ

たと思っておるところでございます。 

 議会においてもですね、これは私が議長の任にあるときに、平成２７年４月に石

川県加賀市議会と議会友好交流連盟を立ち上げ、国土交通省の本省、近畿地方整備

局、新潟地方整備局に出向き、毎年、陳情活動を行って参りました。第１回目の友

好交流連の陳情は２７年６月９日に行い、北川イッセイ国土交通副大臣に対応して

いただき、福五国体開催の３０年９月には暫定片側１車線の供用開始の要請を行っ

たところであります。北川副大臣から、その場で道路局担当者に対し、私達の目の

前で平成３０年福五国体までに供用開始するようにとの指示をしていただきました。

そういうこともございまして、来年の９月には開通する見込みとなったと思ってお

ります。今後とも目標達成までは陳情を重ねて参りたいと思っておるところでござ

います。 

 さて、笹岡までの暫定供用への見通しが立ったところでありますが、今後の方針

をどのような方針で整備を進めていくのかをお伺いいたします。 

 坂五市玄女から笹岡までの５.４キロの区間の、まずは４車線化を進めていくのか、

または笹岡から県境までの近畿地方整備局の管轄である５.５キロと北陸地方整備

局管轄の石川県側の３.２キロの事業認可を石川県や加賀市と協力して認可をとり、

その区間の工事を進めていくのか、行政としてはどのような考えで事業を進めてい

くのかをお伺いしたいと思います。 

 平成２８年１０月３１日に、私は近畿地方整備局に議員と出張をいたしました。

その際に、県境の整備が非常におくれている旨の質問をしたところ、池田近畿地方

整備局長から「国道は生活道路であり心臓部である。福五県は中部縦貫道路もやら

なくてはならないが、やりくりをしながらではあるが、これからは国道一桁、二桁

や幹線道路を急ぐようになる代表道路の一つである。県境こそ国の仕事だというと

ころもあるので、利害的なところをやらなければ、何で僕らがいるのかということ

になる」と述べておられました。これは陳情の際の議事録を引用してございます。 

 また、衆議院議員、稲田朊美先生も、１０月に執行されました衆議院選挙におか

れて、８号線の整備を公約に掲げておられます。 

 笹岡までの供用開始が来年９月に迫った今こそ、一息ついている暇はなく、次に

向けての行動を起こさなければならないと考えております。特に笹岡から加賀イン

ターまでの事業認可をとらなければ、いつになったら福五県と石川県がつながるの

かということであります。越前市塚原町から笹岡まで事業が認可されてから５０有

余年たっておるところでございます。行政としてはどのような方向で進むのか答弁

をお願いします。 

 それから、国道８号線は国直轄事業であります。その事業費は国、約７割、県、

約３割で、市の負担はございません。ということは、県の意向が強く反映されると

思います。今後、県とはどのような協議を進めていくのかも、あわせて答弁願いま
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す。 

 １回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えいたします。 

 言うまでもなく国道８号福五バイパス整備事業は国直轄の事業であり、事業为体

は国土交通省近畿地方整備局福五河川国道事務所となります。国道８号は新潟市を

起点とし、北陸３県の県庁所在地を経て京都市に至る広域幹線道路であり、災害・

物流ネットワークとして国土強靭化を図る上でも極めて重要な道路であります。 

 このため、来年２車線が暫定開通する福五バイパスの速やかな４車線化と、平成

３年に都市計画決定された県境から笹岡までの５.５㎞区間の早期事業化について

は、いずれも優务をつけずに同時に要望していかなければならないと考えておりま

す。 

 県境を含む８.７km区間の事業化につきましては、あわら市・加賀市両市議会の議

員有志で設立された友好交流議員連盟において、精力的に要望活動を行っていただ

いておりますが、行政といたしましても、両市関係者による期成同盟会の設立を視

野に、調査研究に努めて参りたいと考えております。 

 ただいまは、事業を進めるに当たっては県への働きかけも必要とのご意見をいた

だきました。まさにご指摘のとおりであり、暫定２車線区間の４車線化に当たって

は、福五バイパス道路建設促進協議会のメンバーでもある福五県と足並みをそろえ

て、県境区間の早期事業化につきましては、福五県はもとより、石川県とも一体と

なって進めていく必要があると考えております。今後も関係各位とともに国に積極

的に要望していきたいと考えておりますので、ご理解とご協力、そして力強いご支

援を賜りますようお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） 今の答弁でですね、福五バイパスの４車線化と、それから笹岡

から県境までの事業認可については同時に要望していくということで答弁がござい

ました。２頭を追って大丈夫なのかなという気がします。２７年に北川イッセイ副

大臣にもお願いをしたところ、まずは今のバイパスが完成してからの話になるかな

と、そういうようなお答えもいただいているところでございます。 

 それと、平成２０年から２９年の当初までですね、約１１０億円が投じられてい

るわけでございますけども、この予算で笹岡まで暫定２車線の事業費は確保されて

いるのかをお伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） お答えいたします。 

 ただいま、来年の福五国体までの完成を目指して進められている暫定２車線化に
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ついてお尋ねをいただきましたが、国は今後の残りの事業費、つまり平成３０年度

の事業費を約９億円と見込んでいるとのことでございます。 

 また、４車線化と県境区間の事業認可、これを同時に要望することの妥当性につ

いてお尋ねをいただきました。先ほども市長が申し上げましたように、国道８号の

重要性を考えたときにいずれかを優先させるということは、いずれか一方を後回し

にするということにもなりますので、適当ではないと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） 实はですね、今まで本年、昨年と議会の方で陳情をしておりま

す。ただ、私は行政の目的がはっきりしてないんで、的が絞れなかったんじゃない

かなという思いも持っておりましたけども、今の答弁では両者同時に進めるという

ことでありました。それが一番いい方法ですけども、それでやれるならしっかりと

頑張ってやってほしいし、また森議長をはじめ、我々議会もその方向で一生懸命頑

張っていくものと思っております。 

 それからですね、国道８号バイパス、ここは本当はあわらの第１区ですね、１区

の工事が一番最後になったということでございますけども、認可を今とりにいくと

言われたけども、笹岡から県境までの５.５キロの事業費というのは幾らぐらいを見

積もっているんですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） 笹岡から県境までというお尋ねでございますが、私どもが

見込んでおりますのは、県境部分ですね、石川県方面も含めました県境区間８.７キ

ロで２００億円以上というふうに想定をいたしております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） すごい工事費がかかるんやね。というのは、今県は中部縦貫道

路を中心にやっておりますね。その中部縦貫道路も予算が足りないということであ

るので、本当に認可がとれるのか、工事費がつくのか、県が乗ってきてくれるのか。

その方向性というのは、どう考えておられますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） 確かに、限られた予算の中でございます。国に対する強い

働きかけというのも重要になって参ります。今このうち県境の８.７キロ区間の事業

化に関しましては、毎年、福五県と石川県知事の協議の場が持たれているところで

ございますが、この中でいつも県境部分の話が出ておりまして、８号線の事業化に

つきましても、平成２６年度から協議の俎上に上がっている案件でございます。両

県が力を合わせて一致団結して国の方に要望していくということが確認されている

ものでございますので、私どもといたしましても、加賀市あるいは福五県、石川県
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と一致協力しながら、強く中央に要請をして参りたいというふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） ちょっと話は戻りますけど、今２車線化できてますね、玄女か

ら笹岡まで。残りの事業費といいますか、予算というのはすぐにつくわけですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） 暫定２車線区間の４車線化に関しましては、おおむね事業

費の方は約５０億円ぐらいと想定をいたしております。ただいま初めの４車線化と

県境部分の事業化、どちらを優先するかということでございますが、現時点におい

てはどちらが優先されるかというものは、私どもは判断しかねるところでございま

す。いずれにいたしましても、関係者、福五県、加賀市、石川県、一致団結して要

請をして参りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） 福五県と石川県とは２６年からですか、知事同士、協議を重ね

ているというお話を聞いたんですが、石川県の力の入れようというのはわかってい

ますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部理事、鳥山公裕君。 

○土木部理事（鳥山公裕君） 先ほども申しましたとおり、両県知事でですね、県境を

やっていこうという将来的な考えは一致しております。しかし、石川県側ではまだ

バイパスが開通していないところが福五県同様ありまして、その開通予定年度はま

だ発表されておりません。そういった意味からもですね、尐し福五県とは違うかな

というふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） これは福五県というよりも、あわら市にとっても大事な道路で

ございますんで、何とか早く石川県とつないでいただきたい。そして、４車線化も

進めていただきたいと思います。 

 以上で第１問目の質問を終わります。 

○議長（森 之嗣君） 笹原議員、２問目を暫時休憩後、再開後にしたいんですけど、

よろしいですか。 

○13番（笹原幸信君） はい、わかりました。 

○議長（森 之嗣君） 暫時休憩いたします。 

 再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５５分） 
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○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） それでは、午前中に引き続きまして、一般質問をさせていただ

きます。 

 ２問目は、農業補助金の坂五市との格差是正についてということで質問をいたし

ます。 

 農業を取り巻く環境は、長年厳しい厳しいと言われ続けてきましたが、今ほど厳

しい環境はないと思います。農業における３０年問題と言われている平成３０年度

が目前に迫ってきております。 

 ３０年問題とは、生産調整協力者、つまり減反に協力した人に支払われてきまし

た直接交付金１反７,５００円の廃止と、これまで国が为導してきた減反政策、すな

わち为食用米の作付面積・生産量を抑える目標設定の配分をやめ、需給見通しの提

示のみを行い、県、市の農業再生協議会での自为的な生産調整を今後行っていくと

いうことであります。 

 今までも生産調整交付金があるにもかかわらず、この交付金を受けずに目標を上

回った県が２８年の实績では２０の県に及び、特に新潟県が最悪で３５市町村のう

ち２３市町村において減反目標が未達となっています。このようなことから、３０

年には、県、市、町が決めた減反率を守らず、勝手に米を大幅に増産する産地が出

てくることも考えられ、それが原因で米価が下落し、経営が立ち行かなくなる組織

等が出てくることも予想されます。 

 あわら市においては市の意向もあり、他市町に先駆けて集落営農の推進と土地を

集積し、さらには法人化に取り組んでファームの大型化を図って参りましたが、そ

のことにより借入金が増大してきております。あわら地区の農事組合等の平均耕作

面積は４２.５ヘクタールになっております。「イーノなかのはま１００」のように

１００ヘクタールを超える集積をして、そのようなメガファームも出現しておりま

す。 

 そんな環境の中で、市の農業に対する補助金はお隣の坂五市と比較すると相当な

格差があります。農政連芦原分会では７月７日に市長、担当部課とＪＡ花咲農協芦

原支店において坂五市との交付金格差解消について農政懇談会を開催しました。 

 平成２９年の周年作交付金は、麦の跡にソバを作付すると中山間地は１反３,００

０円、平坦地は１反１,０００円となっておりますが、坂五市は全ての地域が１反３,

０００円となっております。減反率が上昇してきており、大豆用の農業機械の能力

が追いつかず、平坦部でもソバをつくらざるを得なくなってきているので、坂五市

並みのお願いをいたしました。この助成については、市は前向きで考えるとのこと

でありました。 

 次に、麦あと大豆について、あわら市の助成は１反５,０００円でありますが、坂
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五市は１反７,０００円になっております。これをあわら市組織の平均耕作面積４２.

５ヘクタール、転作率３４.３３％で算出しますと転作面積は１４.６ヘクタールに

なり、同じ条件下での坂五市との差は１組織２９万２,０００円尐なくなっておりま

す。 

 また、坂五市には団地技術要件交付金があります。この交付金は、大麦をつくっ

た田んぼに１ヘクタールの団地を形成した際に交付され、この単価は１反６,０００

円であります。坂五市では、先ほどの減反面積１４.６ヘクタールで計算をしますと

８７万６,０００円の補助金がついていますが、あわら市においては交付金がありま

せん。あわら市と坂五市の交付金の差額を計算しますと、平均的な組織の面積でい

きますと１１６万８,０００円の交付金の差がございます。あわら市最大のメガファ

ームは、１００ヘクタールの耕作面積を持っております、「イーノなかのはま１００」

では、年に２７０万円の差額となっております。 

 同じ花咲農協管内において、私はこの状態を容認できませんし、農業者も納得し

ておりません。特に農業の後継者は将来に不安を抱えて農業に従事しています。坂

五市と同等であれば、私はこのような質問はいたしません。私は今まで坂五市と同

じ助成金にしていただきたい、そして同じ土俵で農業を営めるようにしてほしいと

訴え続けて参りました。農業者の苦しい立場をご理解の上、前向きの答弁を求めま

す。 

 １問目、終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） お答えいたします。 

 まず、１点目の周年作補助金につきましては、周年作作物の奨励と水田農業の経

営安定を目的に、平成２７年度に創設したものであります。議員ご指摘のとおり、

坂五市の補助制度と比較いたしますと、麦あと大豆及び南部平坦地の麦あとソバの

補助額において、それぞれ１０アール当たり２,０００円の差が生じております。こ

のうち、麦あとソバの助成額の差につきましては、中山間地域や北部地域では、大

多数の農業者がソバの作付に取り組んでいたこと、一方、南部平坦地にあっては、

より収益性の高い大豆の作付を奨励すべきとの方針により、中山間地域等と南部平

坦地に２,０００円の差を設定したものであります。 

 しかしながら、大豆は収益性が高い反面、栽培技術の習得や育成管理などに対す

る農業者への負担も大きく、作付規模にも限界があることなどから、南部平坦地に

あっても、大豆とソバを併用して作付する農業者も多い状況に鑑みまして、中山間

地域等と南部平坦地の差額につきましては、来年度の解消に向けて調整をして参り

ます。 

 次に、麦あと大豆につきましては、坂五市の１０アール当たり７,０００円に対し

まして、本市の補助額を５,０００円といたしましたのは、当時、国から交付される

産地交付金を活用して大豆の作付に２,０００円を配分しておりましたので、これと
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合わせることで、坂五市と同額となるよう設定したものであります。農業者のご理

解と作付に対する努力も相まって、本市産の大豆は、平成２８年産の１０アール当

たり単位収量が全国第１位になるなど、本市における为要作物となっています。こ

の大豆に対する補助額につきましては、産地交付金の変動など、国の動向も注視し

つつ、今後の検討課題にしたいと考えております。 

 次に、坂五市の団地技術要件交付金と同様の補助金を交付せよとのご要望であり

ますが、かつては国が転作の団地化を促進するため補助制度を設けておりました。

その後、この制度は平成２１年度を持って廃止されましたが、坂五市にあっては、

独自の制度として存続されてきたものと思われます。現在、県内でこの制度を存続

しているのは、坂五市を含む５市町のみとなっております。 

 議員ご承知のとおり、本市では集落営農組織や認定農業者への農地集積を進めた

結果、ブロックローテーションや団地化は既に定着していることから、改めて団地

化を促すための補助金を交付することは考えておりません。 

 いずれにいたしましても、生産者の为体性を尊重するとした米政策の転換、いわ

ゆる「３０年問題」につきましては、市としても重要な課題であると認識しており

ます。今後は米の需給情勢を注視するとともに、生産者団体との連携をこれまで以

上に強化するなど、農業者の所得安定に努めて参りたいと考えておりますので、ご

理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13番（笹原幸信君） 答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。 

 先ほど、２７年度からあわら市はこの周年型の交付金を、たしか２,０００万円で

すね、つけていただきました。坂五市はこの交付金はいつからついているんですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） ちょっと確認をしてございませんで、お答えできませ

ん。申し訳ございません。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） この交付金は、私もいつから始まったのかは認識しておりませ

んが、あわら市がつく相当以前からついていたはずです。なぜなら、あわら市は農

地・水に予算を使っているから、この予算はつけんのやと、ずっと行政側から言わ

れてきました。しかしながら、坂五市もあわら市と同じように農地・水に予算を計

上するようになって、でも、その周年型の交付金はそのまま残してきたわけです。

だから、行政の言っていることがちょっと違うということで、２,０００万の補助金

をつけていだきました。 

 しかしながら、先ほども申し上げたように、今ソバについては坂五市と同じよう

にするということを答弁いただきましたけども、大豆についても一緒にしてほしい
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んですよ。何で差をつけるんや。回答願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） お答えいたします。 

 坂五市との差があるというお話でございますが、補助金の持ち方そのものは両市

さまざまでございましてですね、両市のいろんな政策または財政需要、そういった

ものを加味して、補助金の差についてはそういう差が生じてきているものと判断し

ております。 

 今、なぜかというふうに、答えにくいところはございますけども、両市のそうい

った事情によって、例えばあわら市であれば、今回の大豆については周年作の中で

収益性の高い大豆を奨励しようということでございまして、平場の南部平坦地を中

心にそういった制度を設けたということでございまして、いわゆる中山間地のとこ

ろにはそういった適用がないという話でございます。まあ、つくればそれなりに対

象となるようになっているんですが、实態としましては中山間地はソバが多くつく

られていると。そういった現場のいろんな状況、そういったものも、こういった制

度の中で反映されていくべきものというふうに思っておりまして、そうしたことか

らこういった差が生じてきたものと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） 以前もですね、耐候性ハウスの件ですけども、これも同じ花咲

が受け皿になりまして、坂五市は１０％、あわら市は５％、そういう市の拠出金の

差があったわけですよ。そのときも同じにしてほしいと、両者で話し合ってしてほ

しいと、そう強く申し入れたはずなんですよ。特に私たちの住んでいる新郷、本荘、

伊五地区は隣が坂五市なんですよ。その情報はすぐ入ってきます。そこらもよう考

えてほしいなと思いますよ。 

 それと今、ソバ、大豆、それから団地化、これを予算化すると幾らぐらいかかる

んでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） 今、坂五市と補助金のそういった差を上乗せするとい

うことに対しての予算化のことであろうというふうに思っておりますが、こちらの

方でざっくりと試算をいたしましたものがありますが、ソバの上乗せは約４００万

ほどの上乗せとなります。大豆につきましては、５００万円程度となっております。

そして、団地交付金でございますが、これは３,８００万ぐらいとなりまして、それ

らを合わせますと４,７００万の試算となっております。現在、周年作の補助としま

して２,０００万ほど予算計上されておりますので、これを加えますと総額で６,７

００万ほどの財源措置が必要かというふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） 今、ソバは４００万もかかるんかな。ちょっと私もわからない

んですけども、金額については４,７００万ほどかかるというのはわかりました。 

 あのね、私たち、特に南部平坦地は市の方針に従って、今あわら市の法人格を有

した組織は４４あります。農地面積はわかりませんが、同じ人口で旧丸岡町は６法

人しかございません。あとはみんな集落営農です。このあわら市の法人は、法人税

とかそういう固定資産税とか償却資産の、そういうものを払っているはずなんです

よ。そういう面もちゃんと勘案してもらわんと。今まで昔は個人でやったときは、

そんなもん払ってなかったですわね。大農になってから払うようになっている。そ

ういうような条件も勘案してほしい、そういうふうに思ってるんですよ。 

 それと今、団地化は当面無理みたいな話をしてましたけども、今あわら市も減反

率がどんどん高くなってきて、ほんで出作もあるんですね。福五市の田んぼを持っ

ている人がこちらへ出てきて田んぼをする。それから、認定農家もあれば個人でや

っている家もある。そこで団地化をしないと、てんでんばらばらに飼料米なんかを

つくるわけですよ。麦をまいたところ、豆をまいたところへ転作の飼料米をやった

ら、周囲が水浸しになってね、周囲に大きな損害を与える。今は尐ないですよ、大

きな損害を与える、本当の要素になるんですよ。そういう農業の实態も踏まえても

らわんとあかんと思うわ。 

 それと、私もきのう知り合いにいろいろお尋ねしてやね、やっぱり団地化をして

飼料作物を分けるということは、集落でそれをしなければ絶対にうまくいかんので

す。個人に幾らお願いしたって、私はここでつくるんやったらそれまでやから。だ

から、団地化の予算を、団地間でもうけたお金を集落の組織へ落としてもらうとか、

そういうふうに私は将来してもらいたいなと、そういうふうに思っています。 

 後継者の問題もあります。私も細々ながら個人で１町歩の田んぼをつくっていま

す。息子はもうしませんと言うてます。うちらの周辺には大きな組織がありますけ

ども、跡継ぎが田んぼは食べていかれんというて勤めにいくような現状なんですよ。

今後個人がつくっている田んぼ、認定農業者がつくっている田んぼ、つくるもんが

なくなったら一体どうするんですか。やっぱり農業を守っていかなあかんのやって。

そういうことで何か意見があったらお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） 団地化を進める上でですね、飼料米作物のそういった

ものによって周りの影響を懸念されている、そういったことにつきましては、先般

の農政連の総会の意見懇談会の中でも、農業者の方からいただいておりまして、心

情を察しているところでございます。議員がご指摘のように、そういったものを規

制する一つの材料として、そういった補助金が集落の方にというふうなご意見、ご

提案でございますが、今、団地化に関する補助金に関しましては、先ほど申しまし

たように、現状として団地化が定着しているという絡みで市は今のところ考えてい
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ないと申し上げましたとおり、そういった観点でこの補助金額をそういうふうに乗

せるということに関しましては、ちょっとお答えしかねるということをご理解いた

だきたいと思います。 

 ただ、そういった問題を重く受けとめてはおりましてですね、是非ともそういっ

た情報収集とか、今後の何かの対策を講じていく必要があると市は考えているとこ

ろでございますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13番（笹原幸信君） 部長に言うてもね、回答できるのはそこまでやと思います。 

 市長、ちょっとお願いします。本当、坂五市と違っている、ソバはつけていただ

きました。豆だけでも何とかなりませんか。 

 それから団地化についても、前の農政懇談会でも、坂五市は６,０００円ついてる

けど、１,０００円でいいでつけてほしいという、これは悲痛な声なんですよ。市長、

ひとつ回答をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今、冒頭、議員がおっしゃったように、厳しい厳しいと言われ

ている農政の中であっても、今が本当に厳しいんだというご指摘はそのとおりだろ

うと思いますし、特に来年度以降のですね、直接支払交付金がなくなっていくとい

う中で、何とか農業を維持するための施策として、当面考えられる幾つかの補助金

について、増額等々について考えられないかというご指摘だと思います。 

 まずきょうは、議員は３点の補助金について指摘をされまして、一つは麦あとの

ソバの補助金と、それから麦あとの大豆の問題、それから最後のご指摘が、いわゆ

る団地化について助成制度を創設できないかというご指摘だったと思います。 

 まず、１点目の麦あとソバにつきましては、今まで中山間地の方とですね、南部

平坦地の方で単価の差がございました。それについては、今ほど部長が答弁いたし

ましたように、新年度に向けて、その解消に向けて今調整を行っているということ

ですので、そのように受けとめをいただきたいというふうに思います。 

 それから、順番が逆になりますけども、団地化につきましては、まず国の制度と

してあったわけでありますけども、それが一定程度の成果が出たということで、な

くなったわけでありますけども、ほとんどの自治体がそれと同じくして、その制度

はやめましたが、唯一といいますか、残っているのは県内でも５市町のみとなって

おりまして、廃止の流れであることは、これは間違いないかと思います。 

 もう一つは、これも今、議員からご指摘がありましたけども、今までここ１０年

ほどになりますか、あわら市が取り組んできた農業政策の方向性として、やはり集

落化、あるいは集団化、農地の集積、そして法人化に向けての非常に多額の投資を

してきたと思っております。それがあったために組織化が進みました。こういうふ

う組織化が進んだことは結果として、いわゆる転作の団地化についてもですね、大
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きなエンジンにはなったと思います。その辺の効果はあったというふうに私は思っ

ております。 

 この辺については、あわら市の農政のあり方と近隣の市のあり方とは異なってき

たんだろうと思います。そのこと自体はですね、それぞれの自治体の特徴でありま

すし、結果として差が出てきたとしてもですね、ほかの面で努力をしているという

ことはありますので、これはいたし方なかったのかなというふうに、結果的にはそ

う思うわけであります。 

 あと、団地化につきましては、団地化に向いている地域と、どうしても団地化が

難しい地区がございますので、あわら市の農業者全体にですね、公平にサービスが

行くかというと、必ずしもそうではない面もあるわけであります。また、これはで

すね、財政的にも団地化についての助成制度を实施しますと、相当大きな財政負担

が見込まれますので、この辺も前へ進めるに当たってはなかなか厳しい要件がある

のかなと思っております。今後の大きな検討材料としては、十分重く受けとめてい

かなければならないと思いますが、現時点でですね、団地化についての助成制度の

創設ということについては、ちょっと難しいかなと思っております。 

 それから、２点目の麦あとの大豆の差額についてでありますけども、これは坂五

市７,０００円に対して、あわら市が５,０００円で２,０００円の差があったという

ことでありますけども、これについては産地交付金が２,０００円ついていますので、

あわら市の場合は。トータルすると７,０００円で同じですというふうな説明をして

きたようであります。 

 ただ、この産地交付金がですね、年によって変動するということがあって、今年

度からは尐しあわら市の場合は下がりました。逆に坂五市は新たに尐しつけたよう

であります。したがって、今まで２,０００円分を産地交付金で、いわば補塡してい

たものがですね、圧縮されてしまったということで、そこに今、实質的な差が出て

きているというのが、どうも現状のようであります。 

 このことについては、今まで二つの補助金と交付金を合わせてバランスをとって

きたという説明をしてきたわけでありますから、ここに来てその差が生じてきたと

いうことについては、これはちょっと真摯に受けとめてですね、考えなければなら

ないのかなというふうに私は思っております。 

 以上であります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） もう時間もございませんので。でも、本当に今聞いていますと

厳しい状況なんです。行政を頼るのもなんですけども、農業者も一生懸命頑張って

おりますので、どうかひとつよろしくお願いをいたします。 

 以上で質問を終わります。 

                                       

◇山口志代治君 
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○議長（森 之嗣君） 続きまして、通告順に従い、３番、山口志代治君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） ３番、山口志代治、通告順に従いまして質問をさせていただ

きます。 

 まずその前に、私は議員になりましてから初めての質問でございます。それと、

以前はですね、行政の方におりまして、本当に議会の皆さん、また理事者の皆さん

のおかげをもちまして、無事退職することができました。本当に私なりにいい仕事

をさせてもらったなと思っております。皆さんに感謝します。ありがとうございま

す。 

 それでは質問に移ります。 

 私の場合は平坦地と違いまして、まだ平坦地に何歩も及ばないような中山間地の

地域でございます。しかしながら、一生懸命皆さんと一緒に頑張っているような状

況でございます。今はですね、福五県議会におきまして、台風２１号の質疑がなさ

れておりますが、私もそれによく似たような形になります。 

 最近の気象条件でございますが、日本はですね、温暖化地帯でございますけれど

も、最近の雤の降り方を見ますと熱帯雤林化しているというようなことがですね、

このあわら市においても見られております。局地的な集中豪雤が発生しております。

特にあわら市はですね、宮谷川、熊坂川、権世川、また清滝川と中小河川が各所か

ら流れ込んでいるということでございます。そういうことで雤の降り方でございま

すが、今年になってから各河川を見るところですね、例えば宮谷川の川が物すごい

濁っていると。しかしながら、隣の熊坂川とかほかは濁っていない。ただ、熊坂川

が濁っているとき、じゃあ清滝川は濁っていない。これは何をいうかというと、局

部的にですね、雤が降るところが限定されているということでございます。その降

り方もですね、最近のテレビ等を見ますとね、時間降雤量１００ミリ、１５０ミリ

と。通常、我々がですね、側溝を整備する場合、最大５０ミリを見ているわけでご

ざいますが、その２倍、３倍のですね、集中的な雤が降っていると。これがちょっ

と広がればですね、あわら市は壊滅的な打撃を受けるやろうということが十分予想

されるわけでございます。 

 今はですね、上流の山林、山地におきましては、今までもしかりでございますが、

倒木、風とか雪で倒れた木、また間伐した木、それが放置されております。今回の

雤風におきましても、いわゆる北斜面の木はほとんどが倒れてしまっていると、始

末もできないと。さらにですね、河川におきましてはそれらが流れてきましてです

ね、流木となって災害一歩手前の状況になってきております。 

 今まではですね、小さな河川につきましては、地域の方が中の木を切ったりです

ね、また、きれいに始末したりしておりますが、最近はですね、河川の堤外地に生

えた木はほぼ放置されております。今回の雤でそれに木が引っかかりまして、また、
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その生えた木が根こそぎ流れてしまっているというような状況が各所に見られるわ

けでございます。これを放置しますとですね、逆に災害をどんどん助長するという

ような状態になってきているかなと私は思っております。 

 ご承知のとおり、今年ですね、九州北部災害がございました。テレビでも見たと

思うんですが、その土石流の中にですね、木材が混入しまして被害を大きくしてい

るというようなことは皆さんご承知だと思います。これは一昨年もですね、関東の

方でも見られました。これが私のところで起きても、なお不思議のないような状況

にまでなっております。 

 というのは、地域の河川管理能力もしかりでございますが、山林のですね、管理

が行き届かなくなっているというのが实情でございます。特に私どもが住んでいる

東部地区ですね、山際の集落は人口減に加えまして、木材価格がここ数十年来、低

迷していると。例えば、三国で材木を輸入した木とですね、こっちから持ってきた

木とどちらが安いかというと、外国から来た木が安いというようなことになってお

ります。これは昭和３０年代のですね、いわゆる木材の自由化の結果が今ここに来

ていると。しかしながら、その中におきまして福五県はですね、いわゆる造林とい

いますか植林をですね、１０万ヘクタール造林しましょうということで、金をかけ

ながらどんどんやってきていると。それが今は伐採期なり、また間伐期を迎えてい

るというような状況になってきております。 

 それと、今まで山に依存していた生活スタイルがですね、山におきましても電気、

ガスを使って薪をとることもなくなった、また山へ入ることもなくなったというこ

とで、また次の大きな流れができております。というのは、山へ人が入らなくなっ

た結果ですね、やっぱり野生動物がどんどん里際まで来てしまっていると。彼らの

生活圏域を広げてしまったというような結果になっております。これが最終的には、

今、農作物被害、鳥獣害の被害につながっているわけでございますが、これは鳥獣

害については、次の分でまた質問をさせていただきます。 

 自治の基本原則はですね、確かにまちのいろんなこともあります。人の問題、い

わゆる教育問題もございますが、何をもって一番大事かと、僕は治山治水が一番自

治の根本だと思っております。国づくりの基本だと思っております。そこのところ

が今は非常に危うくなっているということでございますし、今あわら市はですね、

４,４００ヘクタールぐらいの山林がございます。行政面積の３７.６％を占めてい

るということでございまして、ここをずっと放置してしまうとですね、どうなるか

ということは誰の目にも明らかじゃないかなと思いますし、ここの部分をしっかり

治めることがまちを守り、平場を守り、そういうことにつながります。そういうこ

とで、私はこれから幾つかの話をさせていただきますが、また、この山間地はです

ね、かつての古代・中世の歴史遺構もかなり存在しているということも、あわせて

お話をさせていただきます。 

 今、あわら市の山林における人為的な問題、それから自然的な問題を幾つか述べ

させてもらいましたが、今回の雤でですね、割と傾斜がきつい谷はですね、結構底
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から崩れ落ちているというようなことが見受けられます。それで今、山がね、なぜ

荒れたかというと、山の地为さんが自分の境界もわからなくなっているというよう

なことになっております。そこでですね、今、国も提唱しているわけでございます

が、森林バンク構想というものを国は一応やっております。林野庁はですね、担い

手がおらず放置されている杉やヒノキの人工林を公的に管理する森林バンク制度の

創設を決め、２０１９年からスタートをするということでございますし、これに伴

うところの財源につきましては、これから創設されるであろう森林環境税を充てる

ということでございます。これがですね、平成２４年しか充てられませんが、その

間におきまして、１９年から以降は借金をしてでもですね、この森林バンク制度を

動かしたいというような意気込みでございます。これは聞くところによりますと、

ほかの自治体でもね、こういう動きがあるということでございますので、あわら市

におきましてもですね、１９年を待たず１８年でも試験的にやってもらえないかと、

そういうことが私の思いでございます。 

 一応ここで一つクリアさせていただきます。よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） 山口議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、森林は個人の財産であり、倒木や間伐材の始末についても、本来、所有者

が行うべきものでありますが、切り倒した原木の搬出には非常に経費が伴いますの

で、議員ご指摘のとおり、山林の中に放置されているものも多く見られます。 

 一方、森林には木材の生産という産業面のみならず、国土の保全・生活用水の確

保、保養の場として、地域住民の生活向上に大きな役割を果たしています。これら

多面的機能を発揮するためには、間伐や保育を適切に实施し、健全な森林状態を維

持することが重要であります。 

 しかしながら、先ほど申し上げましたように、個々の所有者による対応は非常に

難しいことから、施業の共同化や坂五森林組合への委託等を進めているところでご

ざいます。 

 現在、国や県、市が支援する森林環境保全直接支援事業としまして、事業費にし

て約２億円、毎年、約１００ヘクタール程度の整備を進めておりますが、約４,４０

０ヘクタールという広大な森林面積に対しまして、なかなか行き届かないというの

が現状であります。 

 また、森林資源の利活用の状況としましては、坂五森林組合が運営する木材リサ

イクルセンターにおいて「木質バイオマスボイラー」の燃料となるペレット等が間

伐材を用いて生産・供給されるほか、一昨年からは「さかい木材ターミナル」を運

営し、建築製材の販売を推し進めているところでございます。 

 このような中、市といたしましては地域林業が活気づくよう、県や林業関係団体

との密接な連携を保ちながら、適切な林道管理や搬出間伐の促進、地元産材の積極

的な活用など、各種施策の实現に取り組んで参りたいと考えております。 
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 次に、森林バンクの創設をとのことでございますが、国においては平成３６年度

に向けて、森林環境税の創設が検討されていると聞いております。この財源の使途

構想の一つとして、この森林バンクの創設が考えられているというふうに言われて

おります。現在のところ、具体的な施策、そういったものがまだ見えておりません

ので、法整備が進みまして具体的な仕組みや施策が示されれば、情報収集に努めて

検討して参りたいと考えております。 

 いずれにしましても、議員ご指摘のとおり、森林には観光、自然保護、健康づく

りなど多面的な活用法もあります。そういったさまざまな問題は、森林所有者との

問題、いわゆる土地がわからない、境界がわからないなど、そんな問題などさまざ

まあるものの、市としましても、その活用につきましても検討を重ねて参りたいと

考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） 今の川西部長の答弁でございますが、今ですね、この近辺で

林業経営者というのは森林組合しかないんですよ。そこまでですね、林業者は追い

詰められております。先ほど個人の財産と言いましたけども、自分の財産でありな

がら地境がわからない、管理ができない、やっても赤字だと、そういう事態に陥っ

ていることをまず理解していただきたい。 

 それとですね、平成３６年までできないということですが、それは森林バンクと

して、森林環境税がそれからスタートしましょうということでございますが、实は

ですね、１２月５日の福五新聞でございますが、この新聞記事を見ますと森林環境

税に先立ち、早期に取り組みを始めてもらうため財源は当面借金で賄い、森林税導

入後の税収で返済するということがですね、与党の税制調査会で一応決めておりま

すし、１９年からやりましょうということを林野庁としても言っているわけなんで

す。 

 また、ほかの自治体も調べていただければいいと思うんですが、多分１８年もで

すね、自治体によっては先取りしてこういう事業に取り組むところもあると思うん

です。私が言いたいのは、個人の財産も大事でございますが、今放置していくとで

すね、次の災害が起きる。それが心配なんですよ。先般ですね、ちょっと農協へ行

きましたら、矢地の区長さんと会いました。ちょっと話したら、いや、うちの山も

すごいねと、傾斜地の谷が崩れてこれは村で何とかしなあかんなと。やっぱりそう

いう思いはあるわけなんです。それで、まだ情報は入ってこないと思うんですが、

奥山の関係はね、これから必ず出てくると思いますし、いろいろ現地調査はせめて

实施していただいてですね、現状把握に努めていただきたいし、準備も早く進めて

もらいたいと思います。 

 それとですね、流木の話になります。河川関係でございますが、きょうですね、

中川の権世川の横をちょっと走りましたらですね、木の株がひっくり返って川の中

まで出てきていると。いわゆる河川はですね、人的な農地とかですね、居住地があ
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る場合はいろんな構造物を入れますが、片側が山とかですね、そういう崖について

はほとんど手を加えてございません。しかし、今回の雤で崖といい、また平地のと

ころの底をえぐりましてですね、木が完全にほっぽり出されてひっくり返っている

と。また、次の被害を起こすんじゃないかということで、これにつきましてもです

ね、河川管理者の方へ通報するなり、しかるべき手続をとっていただきたいなと思

っております。 

 それとですね、先ほど川西部長の話でございますが、森林の持つ多面的な機能と

しては言われるとおりでございます。森林浴ということで健康増進、また水源涵養

保安林ということで、我々の飲み水にも役立っているということで、やはり鳥獣被

害もしかりでございますが、たくさんの人が森林に入りながらですね、山の持つ大

切さということを自覚してもらいたいと私は思います。３分の１以上がですね、林

地でございますし、やはりそれを放置して誰も入らないというのはだめだと思いま

すし、いろいろな刈安山とかもあります。そういうところでたくさんの人が認識し

ながら、山の自然というものを享受してもらいたいなと思います。 

 それとですね、また山は自然ということでございまして、この地域にはですね、

自然環境保護の立場といいますか、いわゆるアベサンショウウオの生息地が確認さ

れております。現在、地元のボランティアの方がですね、保護活動をやっておると

いうことで、これにつきましてもですね、今年の文化祭やらかりんて祭りで紹介も

されましたし、その後の新聞記事にも載っておりました。こういう希尐生物の宝庫

でもあるということでございますので、そういう自然保護の観点からもですね、い

ろんな施策をお願いしたいなと。 

 それとですね、このエリアにですね、３００基以上と言われます横山古墳群がご

ざいます。今は天皇の退位というものが問題になっておりますが、今の天皇制度の

中でですね、歴史上初めて出てくるのが継体天皇でございます。それ以前はですね、

まだクエスチョンの形でございますし、いわゆる史实として確認できる初めての天

皇が男大迹王（をほどのおう）ということで、この越前から出たと。それを支えた

一族が三尾一族といいますが、これの墓がですね、横山古墳群に３００基以上ある

ということで、これは非常に地域の宝だと思います。今、史跡にも指定されており

ますので、何といいましょうか、開発がおくれたということでございますし、これ

を逆手にとってやはり古墳群に対する散歩道とか遊歩道なんかをつくりながらです

ね、地元の人に史跡の大切さ、地元の昔のいろんな歴史を知ってもらうということ

においても、是非とも散策路を整備できないかなと思います。 

 また、山というのはいろんな起伏に富んでおります。今、自然エネルギーがいろ

いろやかましく言われておりますけども、今の刈安山のあそこは独立した一つの峰

でございます。そういうところに自然エネルギーのですね、供給ということも考え

ながらですね、そういうような施策もできればやっていただきたいと思いますし、

今、池田町にアドベンチャーランドがございます。刈安山へ行く道は本当に見晴ら

しがようございますし、あそこへそういうものを入れ込みながらですね、そういう
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のでアドベンチャーランドの整備もできないかなと、これは私の提案でございます

が、そういうことも考えていただきたいなと思います。 

 以上、お願いします。 

○議長（森 之嗣君） 山口議員、質問というか、何をお聞きしたいのか。 

 山口議員、一つずつ行きます。 

○３番（山口志代治君） はい、わかりました。 

 ボランティア団体への支援ということと、歴史遺構の紹介ということで教育長の

方で答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 今、議員のお話の中で出て参りました山林等における保全に

つきましては、直接には教育委員会が保全にかかわるということではないんですけ

ども、アベサンショウウオについて触れられましたので、アベサンショウウオの生

息地として、この東山地域がですね、非常に貴重なそういう生息地であるというこ

とも、私も文化祭あるいは剱岳の公民館などで展示をなさっている方にお会いいた

しまして、非常に熱心に取り組んでいらっしゃるということも知りました。 

 それで、先般このような事例がございます。金津東小学校でございますけれども、

今、市では地域と進める体験事業というようなものを進めておりまして、金津東小

学校の児童全員が熊坂地区をウオーキングいたしました際に、このアベサンショウ

ウオの保全に携わっておられる方からですね、直接現地を子どもに案内していただ

きまして、アベサンショウウオのお話を聞いたり、あるいはそこに生息している貴

重な、最近見なくなったカエルにさわったりするようなそういう自然体験をさせて

いただいたというふうなことを聞いておりますので、教育委員会ができるそういう

環境保全等に関する子どもたちの興味・関心という意味でこういう方々のお力をか

りながら、こういう山に触れて将来の保全に子どもたちに関心を持ってもらいたい

というようなことを考えておる次第でございます。 

 また、横山古墳につきましても、議員がおっしゃったように、非常に貴重な古墳

であるということも承知しておりますが、民有地であったり、議員がご指摘のよう

に、地境もよくわからないような感じで山に入ることもできないような状況もござ

いまして、早急な整備は多額の費用もかかりますし、困難ではあると思いますけど

も、こうした歴史遺産の重要性については十分認識しておりますので、市内の小中

学校における教育の場であったり、あるいは郷土歴史資料館の展示などを通じて多

くの市民に、この価値を知らしめていきたいと考えておりますので、ご理解を賜り

ますようお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） 今の教育長の答弁はですね、理解できるわけでございますが、

歴史に興味のある住民の方は結構おりますんで、その人らに呼びかけながらですね、
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当然民地であることは承知しております。理解していただける方からですね、尐し

ずつ整備なりということもお金をかけずにね、かけるだけが能じゃございませんか

ら、ボランティアにお願いしながらですね、やってもらいたいなと思っております。 

 それと、自然エネルギーの供給、これはですね、私にもこれからするのは夢みた

いな話でございますので、今回については答弁は別に要りません。しかしながらで

すね、考えていただきたいのは、森林の持っているいろんな可能性を引き出しなが

らですね、やっぱり個人の土地だからというものじゃなくして、地域の資源という

観点でですね、皆さんと一緒に、また、これからいろんなことをお願いしたいなと

思っております。 

 では、次のですね、質問に移ります。獣害対策でございます。 

 今までですね、特にイノシシの被害でございますが、あわら市でいいますと剱岳

の方から順次ですね、熊坂、坪江、細呂木へ行って、きょうも新聞に出ておりまし

たけれども、富津の方まで行ってしまったということで、その取り組みが徐々に徐々

に、いわゆる飴伸ばしみたいな感じでしてきたということで、なかなかこれですか

っとするような施策は打てなかったんじゃないかなと思っております。 

 これもですね、实際は農協の営農活動の一環ということで、そこは細々といろん

な事務をやっていたということでございますが、ここまで被害が広がり、多様ない

ろんな取り組みが要求されることになりますと、やはり行政としてもしっかりした

予算の裏づけとか事務的な支援をお願いしたいと思います。 

 この前の３０日にですね、勝山の方へ行きました。そこには奥越農林の方が説明

したわけでございますが、最後に彼が言ったのはですね、何とか専門家をつくって

もらえないかと。あわら市においてもですね、是非ともそういう専門家と言っちゃ

あれなんですが、ある程度いろんな情報を収集するなりですね、いろんな公的な相

談を受ける窓口を是非ともお願いしたいというわけでございます。 

 それとですね、今イノシシはどちらかというと、何ていうか悪者扱いでございま

すが、それらを利用するということもですね、並行して考えてもらえないかなと。

ジビエの料理の仕方とか、また实はイノシシは熊の胆みたいなのを持っているんで

すね、胆のう。そういうものを一つには漢方薬として利用するとか、そういうこと

も考えられるんじゃないかなと。 

 それと先般、産業建設常任委員会で新潟県の方へ行きました。野生動物の種類は

違いますけども、あそこはですね、やっぱり動物にですね、ＩＴというか電波発信

機をつけまして生態を捕捉しながら対応していると。特に今はイノシシでも、いわ

ゆる人になれたイノシシについてはですね、非常に難しいと。野生のやつはまだ対

応の仕方があるということでございまして、人なれしたイノシシにつきましては、

駆除するよりほかないだろうということが専門家の意見でございます。そういうこ

とを是非とも行政一体となって、我々も協力はいたしますので、何とか対応してい

きたいと。 

 それと、今、固定柵とか電気柵が徐々になっておりますが、やはりここまできま
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すと、实は先般の雤でもですね、河川の横へずっとフェンスを張ったんですね。そ

れが増水しまして、それで流木がひっかかりまして全部倒してしまったというよう

なことが起きているわけなんです。これをどこに持っていこうかというのは、地元

としても非常に悩ましているところでございますが、そういう事例もございますの

で、いわゆる固定柵、電気柵のですね、これからの設置、補修、また管理に対して

ですね、手厚い助成をお願いしたいということでございます。 

 川西部長、ご返答お願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 経済産業部長、川西範康君。 

○経済産業部長（川西範康君） お答えいたします。 

 鳥獣被害対策の取り組みの充实についてでありますが、あわら市では、平成１９

年ごろよりイノシシによる作物被害が顕著となったことから、中山間地域の集落に

より獣害対策協議会が設置され、これまで固定柵約５８km、箱わな１００基などを

整備し、獣害の侵入防止や捕獲に努めております。 

 ２７年度からは、獣害対策への負担軽減のため捕獲したイノシシの処分を埋設か

ら焼却処分に切りかえ、その費用の全額を市が負担しております。また、捕獲に対

する奨励金として１頭当たり３,０００円を支給するほか、捕殺手数料１頭当たり６,

０００円、おりや、わな設置に対する助成として１基当たり１万１,５００円、さら

には捕獲隊員の保険料などにも支援を行っており、年間４００頭余りを捕獲してお

ります。 

 現在、被害地域は北潟・富津地区にも及んでいることから、芦原地区においても

対策協議会の設置を求める声が高まっており、広域にわたる協議会に向けて体制強

化が必要となっております。 

 固定柵設置から１０年近くが経過し、損壊箇所が多数見られる状況において、農

業者の高齢化や労働力不足など、地域による管理体制が困難な集落も出てきており、

市と農協、地域が一体となった管理体制の構築も必要であると考えております。 

 さらに、国や県に対しましては、抜本的な対策と広域的な生態調査などを要望し

ているところですが、今後は議員ご提案のことも含め、関係機関と連携し、更なる

対策を講じて参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたし

ます。 

 なお、先ほどご提案されました専門家をつくる、そういったことにも、今後の体

制の見直しの中で考えていきたいなというふうにも思っておりますし、またジビエ

の推進であったり、ＩＣＴの活用、そういったものにもよく研究をしたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） どうもありがとうございました。 

 市長の方からもですね、もう一つ心強いバックアップをひとつお願いしたいと思
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うんですが、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 獣害につきましては、本当に毎回いろんなところでも申し上げ

ておりますけども、抜本的なといいますか、これといった駆除方法はまだ確率をさ

れていないというのが一番の悩みであります。そういうものができればですね、私

たちも積極的に取り組んでいきたいと思いますし、そういうものがあれば、それは

あわら市だけではなくて県下一斉に、あるいは全国的に取り組めるんだろうなと思

います。なかなかそれがまだ見えていないというのが現状です。効果のありそうな

方法から、順番にやってきているというのが現状であります。 

 侵入を防止するということ、それから駆除をして個体数を減らすということ、そ

れからジビエ料理のような利活用といいますか、というようなことも含めて考えて

いくべきだろうと思っております。これもいろんな国やら県の機関とも相談しなが

らですね、情報交換しながら今も進めておりますけども、これからも研究しつつ、

より効果のある施策があればですね、確实に打っていきたいなと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） どうもありがとうございました。 

 实はイノシシもですね、年々進化を遂げております。そういうことで、人間と彼

らとの競争みたいな形になるわけでございますが、我々としてもですね、逆に地域

はマンパワーが減っているというのも現状でございますので、そういう中で何とか

したいということでございますので、これからもですね、いろんな形で行政の支援

をお願いしたいということで、私の質問を終わらせていただきます。どうもありが

とうございます。 

○議長（森 之嗣君） 暫時休憩いたします。 

 再開を２時１５分といたします。 

（午後２時０３分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時１５分） 

◇审谷陽一郎君 

○議長（森 之嗣君） 続きまして、通告順に従い、２番、审谷陽一郎君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） 通告順に従いまして、２番、审谷、一般質問をさせていただ

きます。 

 本年の９月の定例会議の常任委員会におきまして「西口賑わい空間と土地活用検
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討街区」の計画デザインの素案の提示がございました。また、先月１１月２０日の

全員協議会におきましては、その「西口賑わい空間と土地活用検討街区」計画素案

に対しての想定事業費の提示がございました。非常に大きな想定事業費となってお

りました。この提示によりますと、駅周辺の道路拡幅・西口東口駅前広場・その広

場への各アクセス道路等の概算事業費が約３７億から３８億円で、そのうち市の負

担額が約１９億円との提示をいただきました。 

 その上で、先月１１月２０日の「西口賑わい空間と土地活用検討街区」計画素案

での想定事業費が最も尐ない案でも約３７億円、そのうちの市の負担額が約２４億

という、そういった素案に対する事業費の提示がございました。 

 北陸新幹線の駅舎開業を機会に、この市の活性につなげる大きなチャンスでござ

います。１００年、１２０年に一度と言われる大きなチャンスであることは重々承

知しておるつもりでありますが、一方、今後の市の財政、強いては市民の負担にな

り得る、そういった可能性をはらんだ事業、事業費でございます。 

 ほかの新幹線の駅舎開業において、過去においても駅前周辺整備に失敗というの

か、思ったほどの効果がなかったという事例も多々耳にするところでございます。

ここは本当に市民の利益のために、今後のあわら市のまちづくりのために慎重に進

めていくべきだと私は思います。 

 以上の趣旨を踏まえ、以下のことを質問いたします。 

 まず一つ目に、この「西口賑わい空間と土地活用検討街区」計画案作成に当って、

新幹線駅舎開業による交流人口の増加予測値をお伺いいたします。また、その予測

数値の根拠についてもお伺いいたします。 

 二つ目、事業費３７億円相当の「西口賑わい空間と土地活用検討街区」計画素案

でありますが、その素案の費用対効果を理事者としてはどのようにお考えになって

いるか、率直なお考えをお聞かせください。 

 ３番目に、今回の事業費を含めた「西口賑わい空間と土地活用検討街区」計画案

の提示までに、市としては「デザイン市民投票」「アンケート調査」「ワークショッ

プ」等のそういったものを開催されてこられました。そういったイベント、その意

義づけと成果について、いま一度お聞かせ願いたいと思います。そして、この素案

を提示以降の今後の進め方についてお聞かせください。 

 以上、私の質問といたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 审谷議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、北陸新幹線開業後におけるＪＲ芦原温泉駅周辺の交流人口予測ですが、本

年３月に改定いたしました「芦原温泉駅周辺整備基本計画」では、芦原温泉駅の平

成３７年度における将来乗降実数を１日当たり３,７６０人と推計しています。これ

は、新幹線が開業しない場合の乗降実数３,２８０人を約５００人上回る予測となっ

ており、この３,７６０人が駅利用者を为体とする交流人口ということができます。 
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 一方、駅利用者以外の交流人口については、同じく「芦原温泉駅周辺整備基本計

画」において、新幹線芦原温泉駅の駅圏域をあわら市及び坂五市の地域と設定して

いることから、この圏域人口である約１２万人を基準に考えたいと思います。仮に

駅利用者以外にここを訪れる人を圏域人口の１％と見た場合、新幹線利用者や在来

線利用者約３,７００人に加えて１,２００人が駅周辺を訪れることになります。こ

れには仕事で訪れる人、バスの乗りかえなどで訪れる人なども含まれることとなり

ます。 

 また、予測数値の根拠でありますが、この圏域人口の１％という数値が妥当なの

か、または０.５％あるいは２％が適当なのかは現時点では断定はできません。ただ、

この数値を引き上げるには、芦原温泉駅周辺を魅力ある空間に磨き上げることが必

要であり、１００年に一度の大計を前にしたあわら市に、まさに求められているこ

とであろうと考えております。先般お示しいたしましたまちづくりプランの素案に

つきましても、そのためのグランドデザインであるとご理解を賜りますようお願い

をいたします。 

 次に、「賑わい空間と土地活用検討街区」を整備した場合の費用対効果についての

お尋ねですが、先日は、広場に配置する大屋根の上を歩行可能なものにするかどう

か、いわゆるペデストリアンデッキを採用するかどうかで異なる三つの素案をお示

しさせていただいたところです。 

 ただいまは、その中で最も事業費を抑えた案でさえ３７億円であるとご指摘いた

だきました。お示しした際にも申し上げましたように、この素案は、現在考えられ

得る最大のエリアを想定し、市民ワークショップやアンケートで要望の多かった施

設を配置したものであります。今後は、これらをベースに財政状況なども勘案しな

がら、さらに詳細な検討を進め、事業費の抑制も図っていく必要があると考えてお

ります。 

 このたびの駅周辺整備事業は、明治３０年に国鉄金津駅が開業してから、まさに

１２０年を経て实施される大事業です。「財政が厳しいから」「どうせ人なんて来な

いからという悲観的予測に立って何もしない、あるいは最低限のことしかしないと

いうのも一つの選択肢ではあるでしょう。 

 しかしながら、古くから交通の要衝として栄え、北国街道の宿場町として発展し

てきたこの地の将来を考えたときに、そして私たちの子や孫の未来を考えたときに、

まちの顔となるべき場所が生まれ変わる際に、応分の投資を行うことは必要である

と考えています。したがいまして、事業を進めるに当たりましては、ＰＦＩ事業の

導入など、民間活力の活用も視野に入れながら、投資に見合う最大の効果を追求し

ていきたいと考えております。 

 最後に、昨年实施した将来デザインの市民投票や市民アンケート、２年続けて行

っておりますワークショップなどについて、計画を策定する上でどう位置づけてい

るかをお尋ねいただきました。 

 議員は、これらの取り組みを「イベント」と表現されましたが、市といたしまし
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ては、そう考えてはおりません。あくまでもこれらの取り組みは、市民の皆さんと

ともに計画づくりを進めるための手段であり、市と市民の皆さんとの意思疎通を図

るためのツールであると考えております。 

 これからは、皆さんの意見をもとに作成した素案をベースに、議会や「芦原温泉

駅周辺賑わい創出協議会」と協議しながら、来年３月をめどに最終案として取りま

とめていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） 答弁のほどありがとうございました。 

 交流人口の予測値とその根拠をお聞きしました。この計画を立てるに当たりまし

て、この芦原温泉駅に止まる新幹線の列車の本数、これは大体１日何本ぐらいと想

定されての計画なんでしょうか。もちろん、まだＪＲからの答えは出てないのはお

聞きしておりますが、想定としてはいかがなもんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） 本年３月に改定いたしました芦原温泉駅周辺整備基本構想

におきましては、まだその段階では芦原温泉駅に１日に何本停車するかという想定

は行っておりせん。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） 想定はなさっていらっしゃらないと思いますが、あわら温泉

というのがあわら市の大きな財産でございますね。ですから、新幹線を延伸するこ

とに応じて多くの観光実を呼び込むというのが最大の一つの大きな狙いだと思って

おります。そういった意味で、観光実を呼びとめるためにも、本数とか、それから

「はくたか」と「かがやき」という各停と、俗に「ひかり」みたいな早く着くとい

うものがございますが、そういったもののことも大事な今後の税収なり、予測のフ

ァクターであると私は認識しております。 

 そういった意味で、私も实は糸魚川とか黒部宇奈月温泉等にちょっと仲間議員と

見てきましたが、その時刻表を見ますと「はくたか」しか止まっていない。糸魚川

も黒部宇奈月温泉も「はくたか」しか止まっていないという現状はご存じやと思い

ますが、それも上り１５本、下り１５本、１時間に１本という、そういった現实で

ございます。これがそういう为要都市以外のところでの駅の現实かと思います。 

 そういった意味で、１本でも多くの「かがやき」なりを止めさせて、そして観光

実を呼び込むということで、加賀市におきましては、「かがやき」が止まるような運

動をしていると私は聞いておりますが、あわら市においては現在どのような動きを

しているか、お聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 
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○副市長（前川嘉宏君） お答えいたします。 

 今のご質問のご提案については、誠そのとおりでございまして、一体全体、芦原

温泉駅に新幹線が何本止まるのか、そして「ひかり」タイプである「かがやき」が

果たして何本停車するのかしないのかというのは、この交流人口にも直結する大事

な話であると考えております。 

 正直を申し上げて、今、加賀市なり、小松がですね、具体的な動きを始めており

ますが、あわら市に関して申し上げると、具体的に、例えば報告でありますとか要

請でありますとかということが行われていないのが現状でございます。もちろん重

要課題でありまして、石川県におくれをとるわけにいかない。しかし、おくれてい

るという認識がございますので、当然のことながら県を巻き込みつつ、また途中駅

であります南越駅との連携をどうするのかも含めて、しっかり戦略を立ててですね、

福五県として１本でも多く「かがやき」を止めるという運動を展開して参らなけれ

ばいけないと考えておりますので、今後それについては、議会の皆様のご支援もよ

ろしくお願いしたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） そのことをできるだけ早く動くように、私自身はすごく心配

しております。 

 また、すぐ近くに加賀温泉郷というものがありますので、なかなかあわら市と差

別化というところが難しい。ただ、今回いろんな視察をしたときに、黒部の宇奈月

温泉ですが、もちろん宇奈月温泉というのが一つのポイントでもあるんですが、も

う一つは立山連峰、アルペンルートという大きな財産、これを非常に活用している

と感じました。 

 また、たまたまですが、そのときに实際の乗り降りをカウントしている業者とい

うんですか、ＪＲから依頼された方がいらっしゃいましたが、今までに開業してか

ら４回目だそうですが、日曜日、土曜日と平日、私どもは平日行ったわけなんです

けども。その話を聞きますと、思ったより減っていないと。もちろん開業当初は盛

り上がったことがありますけれども、その話を聞きながら、その周辺の場所を見た

ときに単純な宇奈月温泉だけじゃなしに、その背景となる立山、そういったものの

ことをうまく利用しているものと私は感じました。 

 ここは何がいいたいかといいますと、加賀温泉郷と比べて私たちの持っているの

は、もちろんあわら温泉なんですが、部長も先ほどおっしゃられましたように、坂

五市というものがあります。そこに東尋坊というものがあります。加賀とあわら市

の交流ももちろん大事だとは思いますが、坂五市を挙げてのそういった盛り上がり

ということも、今後の交流人口を増やす意味で、先ほど１％という話もありますが、

坂五市にとってもこの新幹線が大事なんだと、こういった働きかけが私は大事かな

と思っております。これはいかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） ありがとうございます。これもご指摘はおっしゃるとおりで

ございます。 

 現在ですね、今、県の旗振りのもとにですね、県内で広域エリアを観光圏に設定

した上で、観光実の入れ込みを考えていくというプロジェクトが既に昨年度から進

行しております。 

 あわら市につきましては、ご指摘のとおり、坂五市とあわら市の二つの自治体が

手を取り合ってですね、いわゆる広域的な観光ということで東尋坊、あわら温泉、

松島水族館、芝政、吉崎、創作の森、そのような観光資源をどのように結びつけて

いくのか、これをどのように商品化していくのか、そしてまた県の補助金でござい

ますが、それに伴うハード整備の補助もセットでついているプロジェクトでござい

ます。これは新幹線の開業に向けましてしっかりと進めていくと。 

 そして、もう一つは、あわら市、坂五市、永平寺町、勝山市、加賀市と、この５

市町で広域的な観光を、インバウンドを为に進めていくということでインバウンド

推進機構というのも、今立ち上がっております。当然、永平寺町は永平寺、勝山に

は恐竜というふうな、加賀も当然、加賀温泉郷がございますので、もちろん競争相

手にはなるのですが、ここは手を取り合ってですね、非常にすばらしい観光資源を

持つ自治体がＰＲでありますとか、それから交通でありますとか、そういうところ

をどういうふうに連携していくのか、今、香港まで各首長が出ていってＰＲをする

とか、そういうこともやっておりますので、これもしっかりと進める、この２本立

てで広域的な観光については進めていきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） そういったことをどんどん進めていただきたいと思っており

ます。 

 次に、ちょっと視点がまた変わってしまって、先ほど言っていたことと若干違う

話になってくるので申し訳ないんですが、もちろん観光実をたくさん呼び込むとい

うことは、これは絶対大事なことだと思います。そして、税収を上げていくと。 

 一方、このにぎわい創出ということなんですが、観光実も今言いましたように、

５００名というんですかね、新幹線が来ることによって、増えることによって観光

実のにぎわいも想定していると思われます。ただ、これはちょっとネガティブにな

るかもしれませんが、あくまで駅というのは通過点で、遠距離から来る人がそこに

まず降り立つところが駅、そしてそこから観光の目的地に行くという、そういった

意味合いが实際のところはあるんではないかなと思います。 

 そういった意味で、このにぎわい空間の創出というのは、もちろん観光実も焦点

に当てなくちゃいけないですが、私は何よりもあわら市民がそこに集い、愛する、

そしてそこでにぎわいを創出する、そういった場でなければいけないと思います。 

 こういったことで、この前、区長会の方でも尐し参加させていただきましたが、
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そのにぎわいの対象となるものは、観光実なんですか、市民なんですかという問い

合わせがありまして、ちょっと明確な答えがなかったと思うんですが、ここのとこ

ろをちょっと明確に言っていただけませんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） 明確に申し上げますと、地域住民が第一でございます。地域

住民の集まらないところに外から来た方は来ないという信念のもとでまちづくりは

つくっているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） ありがとうございます。私もそのように思います。その盛り

上がりの中で観光実がこのあわら市に、魅力あるあわら市に集ってくるのではない

かなと私も思っております。 

 その事業なんですが、やはり多大な事業費がついて回ると思います。まだ素案だ

と思いますし、今後も市長なりが努力なさり、民間の力を入れていくということで

おっしゃっていらっしゃいますが、やはり事業費を支えるのは多くは税金でござい

ますし、我々の血税だと思います。そういった意味で、やはりにぎわい空間、駅に

関してのいろいろな努力はまた別としましても、駅前広場のにぎわい空間に関しま

しては、今おっしゃったように、まずは市民のためで有効な事業でなくてはならな

いと私は思います。 

 市民も私も一番心配しているのは、市の財政と財政負担からくる市民サービスの

低下がある一方、心配しているところであります。ただ、おっしゃったように大き

なチャンスでありますから、これもしたいとは思いますが、そういった意味で、再

度財源の見通しについてお伺いいたしますが、お願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） 財源、財政状況の見通しも一方の大変重要な課題だと考えて

おります。今お示しいたしました３７億という数字につきましては、通常お示しし

たハードを整備するのに、大体、近隣の類似施設の建設単価とかさまざまなものを

積算した結果が約３７億ということでございます。 

 当然、議会の皆様からはそんな大きい財源を投入して大丈夫なのかというふうな

ご指摘をいただいておりまして、我々としても財政当局との話も続けておりますが、

これを確实に用意できるという見通し、お約束が１００％はまだできないというと

ころでございます。もちろん市長が答弁申し上げましたように、じゃあ、もうやめ

てしまえと、道路と東西自由通路だけつくっておけばよいということは決して思っ

ておりませんが、財源については今お示しした、にぎわい広場、土地活用検討街区

の機能を維持しながら、さらに削減できないかどうかを、こちらでいま一度検討し

ておりまして、次の機会にですね、まだいつになるかはわかりませんが、修正の案
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をお示しする予定でございます。これをまた、もちろん増額ではなくて節約という

か、縮減しながら機能は維持するという形の案をお示しいたしますので、再度それ

についての議論をお願いしたいと考えております。 

 さらに、勉強会に出ていただいた議員さんもいらっしゃいますが、ＰＦＩを導入

することを今検討しております。このＰＦＩを導入いたしますと、民間の特定目的

会社ＳＰＣが市の発注に応じてまちづくりの建設から運営までを担っていただくこ

とになります。そうしますと民間は黒字、もうけるということのプロでございます

ので、お示ししたものに対してさらに機能付加、新しい機能でこういうものをつく

ろうとかいう提案もある可能性もございます。また、逆に提示したものをつくるけ

れども、さらにこれだけ節約できる、こういうことをすれば節約できるというふう

な提案もあるかもしれません。ということで、今お示しした３７億というのは、今

後、一定程度、年度内には絵を描きますけれども、その後もＰＦＩの導入の過程で

いい方向に揺れ動かせるということで、それもまた、その都度、議会と協議をさせ

ていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） 非常に期待するところでございますので、そういったところ

をまた進めていただきまして、またご報告なり、そして私ども議員一同も協力させ

ていただきながら、この事業を成功させていきたいなと私も思います。 

 またＰＦＩ、私も勉強会に出させていただきましたが、一つの案でもあるんです

が、なかなかハードルも高いとはいえ、やらなければ何も進まないんで、これも一

つの手法として頑張っていかなくちゃいけないかなと。大変でしょうが、よろしく

お願いします。 

 また、ひとつ話が変わるんですが、このにぎわい創出について、建物の計画素案

が出ました。私の質問は、にぎわいを創出するソフト面ですよね、建物はできまし

た。もちろんある程度のソフトの方向性があるので、こういうものが出てきたわけ

だとは思うんですが、ソフト面、企画、計画がどのようになっているかをお話し願

いたい。 

 これもこの場で言うのはあれかもしれませんが、糸魚川、平日ですが、本当にさ

みしい風景を思いました。なかなか厳しい状況だと思います。最近、出火があって

「がんばろう糸魚川」というのが出ていて、そっちの方がじんとしたんですが。そ

の中の駅舎にありましたが、駅が開設したときに２人の人間が手を組みながら乾杯

するというような町を挙げてのイベントがあったそうで、それが多数集まりまして

ギネスブックに載りましたというでかい写真と認定証がパネルでございました。そ

れはそれなりにパンチはありましたけれども、またイベントというものは連続的に

打っていかないと、なかなかにぎわいが難しい。とはいえ、そういったものもカン

フル剤的に入れていくということは大事だと思うんですが、その底辺に、例えば金

津祭、そういった昔からある底辺のものを利用しながら、にぎわいというものを創
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出していかなければ、継続性が物すごい大事だと思います。そういったところをど

のようにお考えになっていらっしゃるか、お聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） お答えいたします。 

 具体的な案については、まだ固まっておりません。これは当然でございまして、

市役所というか、市が全てを考えるというのは、これは違うのではないかというふ

うに考えております。 

 ひとつ重層的に考えなきゃいけないと思うんですけれども、今、議員おっしゃら

れたイベントという考え方、これは当然ありだと思いますが、私の思いとしてはイ

ベントで人は来るけれど、イベントがないときは全く寂しい、人っ子一人いないま

ちというふうになってはいけないと思っています。 

 そういう意味では、まちを運営するステークホルダーといいますか、役者さんが

ですね、どういう方が集まってくれるか、ここが大事だと思っておりまして、それ

は飲食店であったり、それから文化ホールの中身であったり、それから今ある商店

街にどんな店が新たにできるのか、リニューアルしてどういうふうに生まれ変わる

のか、そしてそれが魅力的なものであれば、当然地域の住民の方が春江のアミに行

かずに、こっちに寄っていただけることが尐しずつ起こってくるのではないか。金

津高校生や金津中学生が真っ直ぐ家に帰らずに、ちょっと駅前でおしゃべりしてい

こうよという動きが起こってくるのではないか。そしてまた、月に何回になるかわ

かりませんけれども、小さな市民発表の音楽会であるとか、たまには外から来たす

ばらしい方をお招きしてのイベントであるとか、これが重なれば福五市なり県外か

らも来るようなことも起こってくるのではないか。そして、あわら温泉にお越しい

ただいた観光実の方が帰られるとき、来られてその地に立ったときに、ああ、何か

すてきな雰囲気のまちだなと、また来たいなと思ってもらえるようになるのではな

いか。そういう好循環というか、いい意味で綿菓子の大きさが大きくなっていくよ

うになるのが理想かなと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） そのように思います。イベントで集まりが終われば誰も来な

いという、そういうようなものはだめだと思います。それにはやはり地元住民の力

というのが非常に重要だ、同じような意見だと思いますが。何事においても地元住

民と民間の力、そしてそれをひっつけていくような行政の力、この三位一体の力が

あって初めて無駄なお金を使わない、お金を使うのでも、より有効なお金が生まれ

てくるんだと思っております。その旗振りとしても、そういったところも頭に入れ

ながら、もちろん箱物等もありますが、そういったところも行政の中で働きかけを

していただくように、是非ともお願いしたいと思います。 

 次に質問ですが、私としてはａキューブの位置づけについて、ちょっとお伺いし
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たいです。 

 これ、平成２７年、ちょうど２年前の１２月の議会で山本議員ですか、ａキュー

ブのことを質問なさっておられました。今回の素案が出ましたけども、それに対す

るａキューブについてのことが触れていないですし、ａキューブがよくよく図面を

見ますと、新幹線の駅の真ん前に位置するわけですよね。ですから、どちらかとい

えば、そこのところというのは非常に重要なので、そこをやはりもう１度考える必

要があるのではないかなと。 

 そのときに市長も答弁なさっておりまして、今は公園にしましたと。これからず

っと公園のままで将来いくかもしれません。あるいは将来、もっと大きなビッグプ

ランが出てきてですね、何かやろうという話が出てくるかもしれませんと。それは

当時、私は議会で申し上げたと思いますけれども、そのときの人たちに任せましょ

うというふうなご答弁があるんですが、いよいよそういったときは当然来てるとは

思うんですね。 

 もちろんあそこは社会整備総合交付金における約４０％の交付金でもってでき上

がった広場、また、ふるさと創造プロジェクト約５０％のお金をもってできたとい

うのは重々わかっていますが、それを拡大していく、公園をもっとさらに憩いの森

のような、ああいった公園にもっていく。今のａキューブをさらにブックカフェの

ような、もっと特化できたものにもっていく。こういうことも考える一つだとは思

うんですが、要は費用というものがどうしても気になりますので、こうしたいろい

ろな案も必要かと思うんですが、これはいかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） ありがとうございます。ちょっとびっくりしたんですが、先

ほどですね、３７億という財源を要するこの素案が非常に経費がかかり過ぎるとい

うことで、修正案を今考えておりますというふうに申し上げました。その中で、こ

れまでやはり課題だったのが、ａキューブの活用がちょっと度外視されているので

はないかと。いわゆる今の平和館とか、あの部分について一生懸命考えているんで

すが、ａキューブはａキューブのままで何か全く生まれ変わっていないねという思

いもございました。そして、あのａキューブの前の公園もどうにかし切れていない

という中で、今修正案の中でですね、ａキューブをしっかり駅前のまちづくりに取

り込んでいくと。そして、ａキューブの前の広場もしっかりまちづくりの一部とし

て、今まではご存じかと思いますが、左側の方に土地活用検討街区が寄っていたん

ですけれども、それをａキューブまで含めた広い範囲でいま一度まちづくりのエリ

アをですね、捉え直すという考えで、今修正案を書いております。もうすぐ議員の

皆様にお示しして議論いただこうと思いますので、その方向に沿ったものがお示し

できるかなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 
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○市長（橋本達也君） ａキューブ設置の経緯について、审谷議員は議員になっておら

れる前だったと思いますので、尐し補足をさせていただきたいと思いますけれども、

あの駅前の用地を比較的安価に買収することができるようになりました。そのとき

に二つの大きな倉庫があったわけです。一つはかなり老朽化も進んでましたので撤

去いたしました。もう一つを撤去しようかという議論も当然したわけでありますが、

もし撤去するならば、あそこはいわゆる芝生になっていたと思います。そのときに

は、实は金沢が開業してから福五開業までは１０年間かかるであろうというふうな

想定をしておりました。その１０年間の間にですね、金沢へ来たお実様があわらに

来ていただくためにですね、本当に芝生だけでいいのだろうかと。駅前に何らかの

にぎわいを多尐でも醸し出すような施設が必要ではなかろうかということで、倉庫

をですね、尐し改修をして人が集えるようなそういう場を設けるべきではないかと

いうことで、あれをつくったわけであります。それを何とか１０年間もたせようと。

１０年後、また新たな計画が生まれるかもしれない、あるいは現状のままかもしれ

ないけども、その間を何とか息をつないでいくために必要であろうということでつ

くったわけであります。 

 おかげさまで最近になりましてから、地元の商工会のメンバーの方とかですね、

いろんなグループの方があそこを利活用していただけるようになりました。１カ月

に１回ずつイベントを開いていただいたり、自为的にしかも開いていただいている

というようなことで、今までなかったぐらいの人の集まりが今は醸し出されている

んじゃないかなと思っております。 

 そういう状況の中で、今新たに駅前の整備、駅周の整備を考えているわけであり

ますけども、今まで考えてきたあのａキューブそのもの、そしてその前の公園もで

すね、やはり一体的に考えてみるべきでないかということで、今修正案をつくって

おります。 

 それも、先ほど副市長が申し上げましたけれども、将来的にＰＦＩとして運営し

ていくということになればですね、その辺の運営も含めて民間の知恵とか資金も導

入される可能性もありますので、まだまだこれから尐し変更をしつつ、前へ進む計

画になっているということをご理解いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） 今の答弁ありがとうございます。２年前の議事録を見させて

いただきましたが、それの方は十分自分も理解しているつもりでございます。 

 たまたまですが、ａキューブのことは何とかにぎわい空間をつくりつつ、また費

用負担を減らす方法として、自分なりに素人ですが思いついたことですので、その

辺のことで修正案を期待しておりますので、また見させていただきたいなと思って

おります。 

 最後になりますが、ワークショップ等のことなんですけれども、その位置づけと

して、私はイベントと申し上げましたが、市長の方から市民とともに計画、意思疎
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通を含めていきながら、その計画を立てていくと。そのための行事というんですか

ね、そういった働きがあったという理解でよろしいかなと思うんですけども。であ

るならば、私は思うんですが、实際にかかる費用をですね、なぜ提示しないのかと。

今までは、確かにそれを提示するためのいろいろなことをやっていたのは理解でき

るんですが、例えば前回、金津区長会等でいろんな説明がございました。言えるこ

と、言えないこともあるかとは思いますが、市民といえども区の代表として集まっ

てきている、それなりの責任ある方たちの前に、その費用のことが提示されなかっ

たというのは、やはりちょっと片手落ちで、要は何がいいたいかというと、これを

きっかけに、このあわら市を活性化あるまちにしたい。でも、費用もかかる。それ

は理事者だけじゃなくて、市民も覚悟する必要があると私は思います。 

 その覚悟を促すために、いいことだけじゃなくて、こういう負担もあるんだよと

いう提示をすること、それでもやっていこうと、こういうことが一番本当の意味で

の協力体制というのができるのではないかなと。そういった意味で、そういったこ

と全てやはり今後においても開示していくことが大事、それでもった上でのアンケ

ートなり、ワークショプであるべきだと私は思います、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） おっしゃるとおりだと思います。市民の皆様の声を聞くとき

には、当然かかる経費のことも話はしていくべきだと。これまでのワークショプで

はですね、まだ経費の積算が議会にお示しする前のものが多かったというところも

ございましてお示しをしていない。また、ワークショプ以外で説明をするときにも

お示しをしていなかったということで、これについては今後ですね、先ほども答弁

申し上げましたように、これからまちづくりの姿、予定がですね、どんどん尐しず

つ変わっていくと思います。経費についても、もしＰＦＩ導入をお認めいただける

なら、その時点時点で変わっていくと思いますので、議会の皆様ときっちり議論を

起こさせていただいた後、市民の皆様に説明する機会があれば、その数字はしっか

りお示しをして説明をしていきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ２番、审谷陽一郎君。 

○２番（审谷陽一郎君） どうもありがとうございます。 

 今後もまた修正案が出てくる等のご意見を聞きましたので、それに期待しながら、

また市民の代表として議員として、しっかり質問をし、ただしていきたいなと思っ

ております。また、日ごろからも市民の方のご意見を聞きながら、自分は自分ので

きる範囲でしっかりまちづくりについて今後とも考えていきたいと思っております。

今後とも、また、こういったことをお知らせ願い、市民に納得できるようなそうい

ったものを期待しておりますので、また、よろしくお願いします。 

 以上、質問を終わります。 
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◇山田重喜君 

○議長（森 之嗣君） 続きまして、通告順に従い、１０番、山田重喜君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 

○10 番（山田重喜君） 通告順に従いまして、１０番、山田、一般質問をさせていただ

きます。 

 国民健康保険についてでありますが、国民健康保険については、たしか昭和３６

年創設だと思っております。今年で５６年目ということでございます。 

 あわら市の国民健康保険については、現在３,８５０世帯、６,２８２人が加入さ

れ、運営しているところでございます。しかし、来年４月から国民健康保険の運営

为体が市町から県に移るということが、さきの全員協議会で説明があったわけであ

ります。 

 １１月２８日の新聞報道によりますと、県下１７市町のうち、２０１８年度ベー

スで試算すると、あわら市を含む４市で増額、これは大野市、勝山市、越前市であ

ります。また１３市町が下がると報道されています。あわら市では２０１６年度と

比較しますと、３,３７２円増額することが報道されておるわけですけども、次の点

についてお伺いをいたします。 

 まず１点目として、資産割の廃止について。 

 ２点目として、保険税への影響はどうなるのか。 

 ３点目として、一般会計からの繰り入れをどう考えているのか。 

 ４点目として、事務作業はどうなるのか。 

 ５点目として、市民に対するＰＲについて。 

 以上、５点について質問をいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 山田議員のご質問にお答えいたします。 

 国民健康保険制度の改革についてですが、法の改正により平成３０年４月から、

これまでの市町に加え、県が財政運営責任为体として国民健康保険制度を担うこと

となりました。したがいまして、県と市町がともに運営をするという形に変わって

参ります。 

 このため県では、安定的な財政運営や効率的な事業運営を進めるため国のガイド

ラインに基づき、国民健康保険運営方針を策定しているところであります。 

 この運営方針案では、各市町の保険税について、一般会計から法定外の繰入金を

解消することや、資産割・所得割・均等割・平等割という４方式をとっている現行

の保険税の算定方式を、資産割を廃止した３方式へと変更すること、将来において

保険税水準の統一を目指すことなど、安定的・効率的な事業運営を進めるための事

項が定められ、これらを段階的に行っていくこととされています。 
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 この資産割の廃止により、保険税の総額が現行と変わらない場合でも、所得割及

び均等割、平等割の額に変更が生じることになり、その結果、被保険者一人一人で

は、保険税が変わることになります。本市の保険税を試算したところ、所得の多い

尐ないにかかわらず、各所得階層の世帯において保険税の増減が生じています。 

 このことから県の運営方針案では、資産割を廃止することを目標として定められ

ていますが、低所得者層にその影響が大きく、県内統一した運営方針の实施目標年

次が定まっていないため、他市町の動向を注視しながら、県内の市町と足並みをそ

ろえる形で慎重かつ段階的に進めて参りたいと考えており、平成３０年度において

の資産割の廃止は行いません。 

 次に、保険税への影響について申し上げます。 

 新聞報道では、本市の標準保険料が増額となるとの記事がありましたが、本市の

被保険者から徴収する保険税そのものは当面の間、増額する必要はないと考えてお

ります。 

 標準保険料と申しますのは、財政運営責任为体となる県への平成３０年度の納付

金に必要な各市町の被保険者１人当りの保険税の額を示したものです。また、比較

対象となった平成２８年度の標準保険料は、各市町の平成２８年度国県交付金の实

績など決算に基づき試算的に算出されたものであり、实際の保険税とは異なります。 

 本市においては、過去の医療費の实績等により交付金が多かったことから、平成

２８年度の標準保険料は県内市町の中でも２番目に低い９万９,８９２円という結

果になりましたが、实際の被保険者１人当たりの保険税は、平成３０年度の標準保

険料とほぼ同額であり、それ以降も医療費の急増など特殊事情が発生しない限り、

当面の間、増額の必要はないものと考えております。 

 次に、一般会計からの法定外繰り入れについてですが、国のガイドラインや県の

運営方針において、繰り入れを行っている市町については、目標年次を定めた計画

を作成し、繰り入れの削減・解消を着实に進めることとされています。このため、

本市では法定外繰り入れを行うことなく、健全な国保会計の運営を引き続き行って

参りたいと考えております。 

 次に、国保制度改正後の事務作業についてですが、被保険者の資格異動、各種申

請、保険証の発行など窓口業務及び保険税の賦課徴収につきましては、今までどお

り市で实施することに変わりはございません。しかし、制度改正に伴う他市町及び

県との連携に係る業務等が新たに加わることになって参ります。 

 次に、制度改正に係る市民に対するＰＲについてですが、被保険者全員に対して、

本年７月の保険証一斉更新時にＰＲ用のパンフレットを同封し、为な変更点につい

て周知を図ったところでございます。今後も、被保険者のみならず全市民に対して

市の広報やホームページなどにより周知を図って参りたいと考えておりますので、

ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 
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○10 番（山田重喜君） ただいまの答弁で理解できるところもありますけれども、理解

しにくい点もありますので、再質問をさせていただきます。 

 まず１点目のですね、資産割の廃止でございますけども、１１月２０日の全員協

議会で資産割をなくすという説明があったわけでありますけども、ただいまの答弁

を聞いていますと、３０年度はですね、２９年度と同じで変更がないということで、

来年の資産割の削減はない。それでですね、いつあわら市として資産割を廃止する

のか、お尋ねをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） まず、全協時に申し上げましたのは、資産割をですね、

廃止するということではなくて、保険税そのものを従来どおりということで、３０

年度は値上げはありませんということを申し上げたことと、資産割につきましては、

先ほど申し上げましたように、特に低所得者層に大きく影響があると。また、各所

得階層においてもそれぞれ増減が出てくると、個々に見ていきますと大きな影響が

ございますので、これにつきましては慎重に段階的に取り組みたいと。したがいま

して、他市の状況を見ながらということで進めて参りたい。その期限につきまして

は、現在、他市町の状況は全くわからない状況でございますので、ここで何年待て

ということは申し上げられない状況でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 

○10 番（山田重喜君） そういう意味もわからないではないですけど、今、これ、私は

１１月２８日の新聞の切り抜きを持っているんですけども、来年の１月には保険料

が正式に決定されるという新聞の報道ですね。そういうことを考えますとですね、

なんか３１年あたりぐらいから削減するのではないかという感じもするんですけど

も、その辺はどんなもんですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） まず、３１年から他市町の中で資産割をなくしていく

という情報自体が、まだ我々はキャッチしておりません。まずですね、今の県の運

営方針そのものもですね、３年たってもう１度見直しをしましょうということにな

っておりますので、恐らくですね、大幅な変更というのがそれ以降になっていくの

ではないかというふうに推測しております。 

 ただですね、あわら市の場合は保険税を上げる必要がありませんが、県内の中で

は、８市町が法定外の繰入金を实施しておりまして、そういった市町につきまして

はどうしても値上げの必要が出てくるかと思います。ですから、ややそういった市

町の状況を見ながら、あわら市といたしましてはどうするのかということを年次も

含めまして検討して参りたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 

○10 番（山田重喜君） あわら市の場合はですね、今のところ健全財政ということで、

他市の動向を見ながらということで、ここで押し問答をしても仕方ないわけであり

まして、また本定例会のですね、常任委員会等でお聞きしたいと思います。 

 次にですね、保険税の影響はどうなるかということでございますけども、被保険

者に対しまして、現在、応益割、応能割で本税を賦課徴収しているわけであります

けども、応能割は所得割と資産割でありますけども、資産割がなくなるとですね、

所得割１本になるというわけであります。 

 新聞報道ではですね、１６年度で４市のうち、あわら市は３,３７２円増額である

が、今後どうなっていくかということは健全財政でありますので、しかしながら、

やはり所得割１本になりますとですね、所得のある人は必ず上がると、そういう解

釈でよろしいのでしょうか。 

 それとですね、保険税がアップするということでございますけども、そういう試

算結果があればですね、教示願いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） まずですね、先ほど資産割、そして所得割、これが応

能割という分類になります。そして、応益割というのが均等割、平等割ということ

でございます。その応能割の中の資産割というものがまずなくなるということで、

応能割につきましては、所得割のみになります。それで、応能割と応益割につきま

しては、１対１というものをおおむねベースとされております。ですから、したが

いまして、所得割にですね、資産割のひずみといいますか、なくなった分が賦課さ

れていくということが大きくなると思います。したがいまして、資産を持っている

方が下がる、そして資産を持っていない方が上がるといったような現象が出てくる

のは確かでございます。 

 金額につきましては、まだ試算の段階でございますので、この段階ではちょっと

申し上げられないので、またよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 

○10 番（山田重喜君） やっぱり試算はできるんではないかなと思いますので、できま

したらですね、今度の常任委員会ぐらいまでには、アバウトでもいいですから試算

結果をご教示願いたいと思います。 

 次にですね、一般会計からの繰り入れをどう考えているかという質問でございま

すけども、過去にですね、あわら市も国保特別会計で一般会計からの繰り入れがあ

ったわけでございますけれども、今後どうなっていくのか、お尋ねをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 法定外繰入金についてでございますが、これも県の運
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営方針の中で行わないという方向で進めていくこと、そして国のガイドラインの中

でも、当然それは削減していくということで、これにつきましては、マスコミの報

道にやや差異はありますけども、変わっておりません。したがいまして、あわら市

の場合は、できる限り法定外繰入金はしないという方向で進めて参りたいと。 

 ただですね、平成２４年度に法定外繰入金をお願いした時期もございますので、

緊急時ということもございますので、こういった時期にどうするのかということは、

また不安としてあるかと思うんですが、今回、県が財政責任運営为体ということに

なりましたので、例えばその年に医療費の急騰によって、これまでですと急遽、法

定外繰り入れをしなければいけないという事情が出て参りましたけれども、これ以

降は、県の方でその分は賄っていただけるということになりますので、今後、法定

外繰入金が生じることはないというふうに我々は考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 

○10 番（山田重喜君） 今後についてはですね、一般会計からの繰り入れはないと。そ

うするとですね、今、県の財政の１本化になるわけですけども、なんか８市町です

か、赤字であると。それを段階的に一般会計なりに繰り入れして赤字を解消してで

すね、その時点ぐらいで統一の資産割をなくすという方向だろうと思うんですけど

も、そうすると考え方としてですね、１７市町のうち、今度はキャパが大きいです

から、赤字のところを黒字のところでカバーすると。そういう形の中で一般会計か

らの繰り入れはないというふうな考え方でよろしいんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 他市町の状況はなかなかここで申し上げられませんが、

数年で今の国保会計の赤字分をですね、なかなか埋めることのできない市町もある

かと思うんですが、そこの市町を基準として今の制度を改正していくのかというこ

とかと思うんですが、恐らくそういったことも大きく影響すると申し上げるしか、

今の段階では申し上げられないということでございます。 

 ただ、国も激変緩和ということで、段階的に変更していきなさいということでご

ざいますので、一気に解消されるということはなかなか難しいのではないかと考え

ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 

○10 番（山田重喜君） 事務作業のことでございますけども、現在、保険証の発行、あ

るいは賦課徴収、レセプトの点検等々、事務を行っているわけでございますけども、

今後はどうなるのか。 

 またですね、７割、５割、２割、軽減措置も行っていると思いますけども、今後

どうなるのか。さらにはですね、短期証明発行はどうなるかをお尋ねいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） まず、軽減措置でございます。軽減措置につきまして

は、これまでどおりということでございます。ただですね、これにつきましても、

市町間で差がございますので、これを将来においては統一に向けて進めていきたい

ということで考えております。 

 もう一つですが、資格証の発行、そして短期証の発行、これにつきましても他市

町との差がございます。これにつきましても、あわせて足並みをそろえながら進め

て参りたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 

○10 番（山田重喜君） そうするとですね、国保会計がですね、県に移管されても、従

来どおり事務量は何も変わらんということですね、そうですね、部長。そういうこ

とで解釈すればいいんですね。 

 そうすると、こういう県１本の財政になるわけですけど、メリットというのは何

があるんですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 今回の制度改正によりまして、まず財政面での为体が

県に移るということでございまして、これまでは先ほど申し上げましたように、医

療費の急騰によりまして急に対処が必要になったときに、一般会計からの法定外繰

入金をお願いしたり、そういう対処が必要になって参りますが、今後そういったこ

とは起きなくなるということとともにですね、国の方で手厚い支援措置を行ってい

ただけるということが今回のメリットでもあります。 

 またですね、加えて県内統一した形の保険制度に変わって参りますので、これに

よって、高額医療とかの場合でも、例えばあわら市から坂五市に住所を移転した場

合にそこで一旦途切れてしまっていたものが、今回からそれが統一されますと継続

した形でカウントされるような制度に変わってくる。そういった細かいメリットが

出て参ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 

○10 番（山田重喜君） ５点目の市民に対するＰＲでございますけども、１１月２８日

の新聞記事を読んだらですね、国保加入者のあわら市民はですよ、恐らく平成３０

年度から１人当たり３,３７２円、国保税が上がると認識をしているんではないかな

と思うわけであります。しかし、あわら市も３０年度の国保税は２９年度と同じで

あることを説明しているわけでありますけども、県と市の意見が食い違っていると

いうことであると思わけであります。やはりですね、広報なんかを利用して市民に

周知させるべきと考えますが、いかがいたすんでしょうか、お尋ねをいたします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 先日の新聞報道につきましては、誤解をされた方も中

にはおられるのかなという心配をしているところでございますが、今後ですね、ま

ず来年に入りまして、３月の広報、そして市のホームページで３０年度の保険税等

につきましては、周知を図って参りたいというふうに考えておりますし、その後も

制度の確定した事項をもとにですね、市民に対して情報を開示して参りたいという

ふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 部長、ちょっと立場上ですね、なかなかはっきり言えなくて、

奥歯に物の挟まったような表現しかできないという立場もあってですね、ちょっと

わかりづらいかと思いますが、まず１１月２８日の新聞記事、県内の市町の中で四

つの市が保険料増額とタイトルが出ていました。あれを読んで、あわら市も上がる

のではないかと誤解する方もいるかもしれないと部長が申し上げましたけども、誰

が読んだってそう思いますよ。あれは全く私に言わせれば、間違った記事、あれは

極めて適切性を欠いた記事だと思っております。 

 さっき部長が申し上げましたように、県が恐らく試算したのは、試算は２回目だ

ったかもしれません。２回目の試算をしたものを恐らく新聞の記者クラブに投げ込

みをしたんだろうと思いますけども、それはですね、新しく計算した場合の昨年度

と来年度の標準保険料をずらっと並べたんです。しかし、これはあくまでも標準の

保険料であって、实際に今課税している、あるいは払ってもらっている保険料とは

全く違うものなんです。この二つの比較をすることの意味がまずないんです。 

 实は２日後の１１月３０日に定例記者会見がございまして、終わってから記者懇

談をしましてですね、ある新聞社の記事のコピーをそこにいた記者に見せました。

ちょうど亓つの社の記者がおりましたけども、实態はこうなんだけど、これはわか

っているものを書いてるんかといったら、５人ともわからないということでした。

１回これは編集の方に問い合わせてほしいというふうに要望いたしました。 

 そして、その後、県に対しまして担当部の企画幹だったかにですね、この記者発

表をした真意を尋ねました。ほんで、全くこれは県民が誤解をする、特に増額と書

かれた方はですね、全くこれは誤解をされてしまうので、趣旨を説明していただき

たいというふうに申し上げましたところ、担当の方から連絡させますといって、ま

だ来ておりません。今度しかるべき機会にですね、これは私ははっきりと抗議をし

ようと思っております。 

 それから、ちょっと話はずれてしまいますけど、資産割のことでありますけども、

従来から資産割を廃止するということについてはですね、方向性といいますか理念

としてはよく理解できます。資産を持っていても、保険料として払うキャッシュで

はない、あるいは市外に資産をお持ちの方を補足し切れていないというような問題
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があります。そして、県もこれから保険者となることによってですね、資産割を廃

止するという方向は示されていましたので、そのような方向で検討しておりました。 

 しかし、本当にそうなるかどうかということで、あわら市として、これは概算で

ありますけども、試算をしてみましたところですね、まだ現段階ではっきり数字を

申し上げられないと部長は申し上げましたけども、資産割をなくすことによって資

産を持たない方の上がり方が極めて大きいということがどうも判明して参りました。

あの段階では、まだ県外の他市町は計算していなかったと思います。その後、恐ら

く今はかなりのところでそれが計算されて、県でも把握されたのではないかなと思

います。そういうこともあって、資産割をなくすという方向が尐し激変緩和だとか、

３年間だとかいうような言葉になって、今あらわれているのかと想像はしておりま

す。資産割については实はそういうことでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １０番、山田重喜君。 

○10 番（山田重喜君） 本当にですね、新聞報道は不可解というんですかね、あれ、ま

ともに市民が見てると、やっぱりさ、３０年度から上がりますよと。端的な計算を

すればさ、３,３７２円、３,４００円、４人家族やったら、１万３,６００円、まあ

１万５,０００円ぐらい上がるんじゃないかなって、そういう先入観は持ったと思う

んですね。 

 ほんでも、これさ、今さら言うわけでもないですけども、市長にですね、今聞こ

うと思ったんですわ。新聞読んでどう感じたとか、それから今後どうするか。それ

は質問で出ましたんで、そのお尋ねはいたしませんけど。 

 最後にですね、国民健康保険のですね、財政の健全化、それから保険税の軽減等々、

広域的かつ効率的な運営を強く要望いたしまして、ご期待を申し上げまして、私の

一般質問を終了させていただきます。 

○議長（森 之嗣君） 暫時休憩いたします。 

 再開を３時４０分といたします。 

（午後３時３１分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時４０分） 

◇山川知一郎君 

○議長（森 之嗣君） 続きまして、通告順に従い、１４番、山川知一郎君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 日本共産党の山川知一郎でございます。２点について質問を

させていただきます。 

 まず１点目、元勤労青尐年ホーム体育館の問題でございます。 
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 きょう、最初に吉田議員も若干触れられましたが、この元勤労青尐年ホーム体育

館の存続については、今、議会でも議論されているところでございますが、今まで

の説明では、市長は専ら財政的な理由で解体というふうに言っておられるように、

私は受けとめております。しかし、私はこの問題はそもそも財政も重要ですが、財

政の観点からだけではなく、スポーツの振興にとって必要かどうかという観点から

議論されるべきものというふうに考えます。 

 来年には国体も開催されますが、市民スポーツの現状について、どのように認識

をされているか、市のスポーツ振興計画に照らして、現状は満足すべき状況なのか、

特にスポーツ施設は十分に足りていると考えているのか見解を伺いたいと思います。 

 平成２７年１２月には、金津地区区長会からも存続の要望が出されています。私

は立地条件からしても、スポーツ振興にとってはもちろん、いろんなイベントなど

にも利用できる施設であり、是非存続すべきものと考えております。 

 まず、先ほど申し上げました、今のあわら市のスポーツの現状等について、お答

えをいただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 山川議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、市民スポーツの現状についてでありますが、これまでどおり競技スポーツ

を行ってきた方々は、それぞれの競技団体に所属し、競技を継続されているものと

考えております。また、最近の傾向としてでありますが、健康志向の高まりにより

健康を保持増進するために気軽に楽しめるスポーツや健康体操に関心が高まってい

ると認識しております。 

 次に、スポーツの振興の計画についてでありますが、教育振興基本計画では、生

涯にわたり心身ともに健康で活力に満ちた生活を送るために、スポーツに親しむこ

とができる機会と場の提供に取り組むことを基本方針としております。そのため体

育協会やスポーツ推進員により、年間を通して市民スポレク祭やＨＥＥＣＥ構想事

業の一環でもあります「ＮＥＷスポーツ・チャレンジデー」を实施し、運動を習慣

化させる事業を開催するなど、スポーツに親しむ機会の充实を図り、気軽に行える

スポーツの普及に取り組んでいます。 

 次に、スポーツ施設の数についてでありますが、屋内施設を、年間を通して定期

的に利用する学校体育館等施設開放事業に登録されている団体は、現在１０９団体

となっています。これらの団体は、トリムパーク体育館などの四つの体育施設と１

２の学校体育館で活動をしています。この活動場所については、毎年２月に利用団

体による連絡会議を開催し、利用施設の割り振りを調整しておりますが、今年度ま

で全団体が活動の場を確保できており、そのほかにも四つの公民館に体育館があり

ますことから、活動場所としては充足しているものと考えております。 

 最後に、要望についてのご質問ですが、ご質問の中にありました平成２７年１２

月の金津地区区長会からの要望につきましては、市政懇談会の意見交換において、
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建物を取り壊して跡地を駐車場にしたいとの市の考えを改めて説明させていただき

ました。しかし、この懇談会や、その後の市議会の総務文教常任委員会でいただい

た存続を求める意見を考慮しまして、条例を廃止した施設としては異例なことでは

ありましたが、昨年１０月に耐震診断を实施したところです。その後、診断結果を

同年１２月の市議会に報告し、また本年９月及び１１月に開催された総務教育厚生

常任委員会におきまして、市議会としての総意を、年内をめどにお示しいただきた

い旨、打診をさせていただいておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたし

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 今の教育長の答弁では、基本的に施設は足りているというこ

とでございましたけれども、この点が私は非常に疑問に思います。１１月２０日に

示された資料でですね、市内の体育施設、学校や公民館の施設の利用状況の一覧表

が出されましたが、これを見ますと、ほとんどの施設が１週間びっしり詰まってお

ります。農業者トレーニングセンター、金津中学校、金津小学校、Ｂ＆Ｇ体育館、

トリムの体育館等ですね、１週間のうち１日か２日、空いているところがあります

が、びっしり詰まっている。 

 いろいろスポーツをやっている人に聞きますと、金津の中心部の人が細呂木の公

民館、あるいは坪江の公民館まで出かけていってやっていると。もし勤青の体育館

が使えれば、そこを使いたいという方がたくさんおられまして、今現状でですね、

何とか足りているという答弁ですが、さらに来年国体もあるわけですし、スポーツ

人口を増やしていくということになったときに、私は施設が足りないということに

なるのではないかというふうに思いますが、その点についていかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） スポーツ施設のことにつきましてですけれども、これは現在、

先ほどの答弁で申し上げましたように、来年１月ぐらいになりますと皆さん、来年

度の体育館の希望調査等をスポーツ課の方でとらせていただいて、２月に指導者の

方々がお集まりいただいて、そして体育館等の割り振りをするというような形をと

らせていただいているわけでございます。 

 確かに新しい体育館が一つ増えれば、それはそこに行きたいという方が増えるか

もしれませんけれども、この体育館割り振りの状況をお聞きしますと、皆さんはや

はりいろいろと譲り合ったり、お考えを述べ合ったりしながらですね、この体育館

の割り振りをうまく、それぞれのお互いで調整をしてくださっているということを

お聞きしております。それは体育施設が増えれば増えるほど、新しければ新しいほ

ど魅力は増えるとは思いますけれども、このような状況の中で、指導者の方々がお

互いに話し合いながら調整をしていただいているというあわら市の現状から考えま

すと、スポーツ施設は充足しているというふうに考えてもおかしくはないのではな
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いかと思っています。 

 何度も申し上げますけれども、新しいものを増やせば、それは喜ばれると私も思

っておりますけれども、やはりそこは現在のスポーツを楽しんでいらっしゃる方か

らの現状から見ても、現在の場所で現在の数でお願いをしているところでありまし

て、そのような現状を続けていっていただければと考えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 今の答弁はですね、もうスポーツ人口は現状のままと。これ

以上増やす必要はないという前提で言っているのではないかなと。そもそもですね、

２月にいろんな団体の方が協議をされて調整して何とかなっていると。私はそれは

調整しなくてもですね、十分施設があるという方がよっぽどいいに決まっているわ

けでして、そこがちょっと問題ではないかなと。 

 もう尐し伺いますが、先ほど登録している団体ですかね、１０９団体という答弁

がございましたが、大体、今あわら市のスポーツ人口というのはどれくらいと見て

おられるのか、その点について伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育部長、久嶋一廣君。 

○教育部長（久嶋一廣君） なかなかスポーツ人口がどれくらいいるんだというご質問

ですが、これはなかなか把握自体は難しいかなと。今、实質的に数字的に申し上げ

られるのは、先ほどの教育長の答弁にもございました、学校施設の開放事業ですね、

こちらの登録数、１０９団体と申し上げましたが、この登録団体の全体の登録人数、

これが約１,４６０人余りというようなところで、これ以上は当然いると思いますが、

实際のところ、じゃあ、スポーツ人口はどれくらいというのは、なかなか把握でき

ないところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） 登録している１０９団体で１,４６０人ぐらいと。もちろんこ

れ以上にスポーツをやっておられる方はいるとは思いますけれども、しかし、これ

の倍も３倍もいるわけはないというふうに思いますね。 

 あわら市の人口から考えてですね、１,５００人から２,０００人ぐらいとしても、

それで大体あわら市としては、スポーツは十分だというふうに考えているのか、私

はとてもそんな程度で、もうスポーツはいいよということにはならんのではないか

なと思いますが、いかがですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 教育長、大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） スポーツ人口が増えることは大変望ましいことだと、もちろ

ん考えております。学校体育施設開放の利用者でいいますと、高校３年間で大体１,

４６０人から１,５００人ぐらいの方々でございます。登録団体は１０９から１０３
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ぐらいの団体数でございます。極端に増えたり減ったりしているということでもご

ざいません。ですので、先ほど申し上げたように、この中で皆さんがいろいろやり

くりをしてくださっているということは私も認識しております。 

 ただ、今回の場合、山川議員がおっしゃるのは、勤労青尐年ホーム体育館のこと

をおっしゃっていますので、この体育館につきましては、吉田議員のご質問にも午

前中は答弁させていただきましたように、議会が平成２７年３月議会において条例

を廃止することに同意をなさっていらっしゃいます。その後ですね、先ほど経緯を

申し上げまして、議会の皆様方の中で大変この存続を望んでおられるということも

重々承知しております。そこで、何度もこれまで申し上げてきましたが、私どもは

廃止ということでおりますけれども、議会の総意をお示しいただきたいということ

を申し上げてきました。その総意の中でどのような総意が出るのか、私どももまた

それを受けとめさせていただこうと思っております。 

 そのこととスポーツ振興ということを結びつけていただくことは、尐し違うので

はないかというふうに私は思います。もちろん先ほど申し上げましたが、新しく体

育館が増えれば、それは新しいところへ行きたいという方が増えるかもしれません

けど、まず勤労青尐年ホーム体育館のあり方については、議会の総意をお示しいた

だいた上で考えさせていただくというのは、教育委員会としての考え方でございま

すので、その点をご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） もちろんおっしゃることはよくわかっております。議会とし

て一旦は条例廃止に賛成ということになったわけですから、それを今度はやっぱり

また議会の多数できちっと総意として、もう一遍、勤青ホーム体育館は使用するよ

うにしてほしいという議会の意思が示されることが必要だというのはよくわかって

おります。 

 ただですね、私は勤青ホーム体育館も含めて、本当に体育施設がこれでいいのか

どうかということをきちっと考える必要があると。勤青ホーム体育館も、当然これ

から使うとなればスポーツ施設ということになるわけですし、だから全体としてで

すね、本当にスポーツ施設がこれで足りているのかどうか。もちろんこの使用状況

を見ますと、あわら市の中でも北潟とか本荘とか吉崎とか剱岳とか、こういうとこ

ろはまだ空いております。１週間に一遍か二遍使っている程度ということですが、

まちの中心部はですね、ほとんどびっしり詰まっていると。だから、言われるよう

に、それぞれの団体間でやりくりして調整しながら何とか使っているというのが实

態だというふうに思います。 

 そういう点から考えると、あの勤青ホーム体育館ほどですね、ほかの施設に比べ

ても、立地条件のいい場所はないと私は思います。ですから、そういう点から考え

れば、本当にスポーツだけの振興計画というのはないと思いますけども、教育振興

の中でスポーツ振興ということも言われていると思います。さらに現状よりもです
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ね、もっとスポーツ人口を増やしていく、身近にスポーツのできる施設をつくると

いうことはですね、絶対私は必要だというふうに考えます。そういう点では、金津

の区長会の要望もありますし、是非これは存続をしていただきたいなと。 

 もちろん議員各位にも、今月中には多分何らかの結論を出す必要があるんだと思

いますけれども、是非、議員各位にも、この存続についてはご賛同をいただきたい

なというふうに思っております。財政的に大変な状況にあるのはわかりますけれど

も、本当にスポーツをさらに多くの市民に広げていくという点で、この存続は欠か

せないというふうに思っておりまして、その点について、できれば市長の見解もち

ょっと伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 冒頭ですね、山川議員は、市長は財政的な理由からこれを廃止

するというふうに言っているように聞こえるけれども、とおっしゃったと思います。

私もこれは１０年間、１年に１回ぐらいはこの議場で申し上げてきたと思いますが、

それがスポーツのことであれ、吉田議員の教育のことであれ、笹原議員の農業のこ

とであれ、それぞれの分野でまずその課題がどうあるべきか、どうあるのが最も望

ましいのかということをまず議論をした上でですね、その後、財政が果たしてつい

ていくのかどうか、財政全体としてのバランスがこれでいいのかどうかということ

をいつも検討するようにしております。最初に財政ありきでは、まずありませんの

で、それはご理解いただきたいと思います。 

 財政を考えなくて、先ほど子どもの教育に財政は関係ないというふうなことを吉

田議員はおっしゃいましたけども、それはどの分野でも同じことが言えます。そう

やったら、新幹線が来る前にあわらの財政は破綻すると思います。だから、やっぱ

りそれは全体のバランスを見ながらですね、今はここに集中する、あるいは今はち

ょっと我慢してもう尐し先にしてもらうとか、そういうことをやっぱり運営上やっ

ているわけであります。決して今回のことが財政を優先で決めたということではあ

りませんが、全く無視しているわけでももちろんありません。 

 これは何度も申し上げておりますけども、勤労青尐年ホーム自体も大分傷んでき

ていて、もう消防の方からもですね、使ってもらっては困るというようなことで閉

鎖してあります。あれも撤去することなっておりますし、体育館についてもですね、

老朽化が激しい、もし残すならば、相当の費用が見込めるということで条例の廃止

案を出させていただいて、議会のご承認をいただいたわけであります。しかしなが

ら、１年ちょっと前からですね、議会の方からも存続というお声が出てきましたの

で、じゃあ、仮に耐震改修をしたら一体どれぐらいかかるのかということ誠に異例

ではありますけど、予算を持たせていただいて調査した結果、あれだけの金額が出

る。しかも、国や県の補助金がほとんど見込めないという中で、果たしてそれだけ

の市単費をつぎ込んでですね、やるということが本当に、まあいえば利口なのかど

うか。先ほど吉田議員は、いろんな方法はないのかと四つの案を提示していただき
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ましたけども、まだまだそういう選択の余地はある課題だというふうに私は思って

おります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 先ほど申し上げましたけれども、今、市民の中でスポーツに

かかわっている人は多目に見ても３,０００人ぐらい。この１０９団体で約１,５０

０人ぐらい、そのほかに倍と見ても３,０００人ぐらい。これであわら市は十分です

ね、スポーツにみんなが取り組んでいるというふうには、とても言えないというふ

うに私は思います。そういう点で、スポーツを振興していくためには、やっぱり何

といっても施設が必要でありますので、是非この勤青ホーム体育館については存続

をすべきであると。もちろんスポーツ施設としてだけでなくて、文化祭とかいろん

なイベントにも、中央公民館も前にありますし、そういう点でも非常に使い勝手の

いい施設でございますので、是非存続をしていきたいなと思っております。 

 議会が一旦条例廃止を認めたということは、大変重いことは承知をしております

けども、しかし議会の今までの中では一旦議会が決めたことであっても、やっぱり

これはだめだということで、特に中学校の２校存続の問題などでは見直したという

こともありました。やっぱり市民の願いにどう応えるかという観点で、一旦そうい

う廃止をしてもですね、やっぱり間違っていたということであれば見直しをして存

続するというふうにすべきだと。もちろん理事者側にもそういう決断を求めたいと

思いますけれども、決めるのは今は議員の方でございますので、議員各位にも是非

ご理解とご協力を心からお願いを申し上げまして、この問題についての質問は終わ

らせていただきます。 

 二つ目の問題ですが、デマンドタクシーの問題について伺います。 

 現在、新幹線開通に向けて、観光実の誘実とかいろんなことが言われております

が、ＪＲ芦原温泉駅におりてからのですね、二次交通を何とかしなければですね、

これはせっかく来ていただいたお実さんも、一体どうやって行ったらいいのかと。

タクシーしかないというような状況では、とても交流人口の増加、観光実の増加は

図れないのではないかと。ＪＲにおりて創作の森へ行くと吉崎に行くとか、何もな

い、タクシーしかないという状況でございますので、是非こういう二次交通網の整

備について、まずどういうふうに考えているのか伺いたいと思います。 

 その中で、現行のデマンドタクシーの運行についても、抜本的な見直しが必要で

はないかなというふうに思っておりますが、とりあえず緊急措置といいますか、デ

マンドタクシーについては、是非ここは何とかしてほしいということがございます。 

 一つは、年末年始ですね、２９日からですか、１週間ぐらいずっと運行されない

と。年始はあれとしても、年末はですね、高齢者であれ、とにかくいろいろ正月準

備でですね、買い物に行く必要があるとか、そういうのが非常にたくさんあるわけ

で、この年末２９日から３１日まで動かないというのは何とかしてほしいと。これ

は大変困るという意見が強く寄せられております。これは是非何とかしていただき
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たいなと。 

 それから、もう一つはですね、デマンドタクシーを利用されている方はほとんど

高齢者だと思いますが、停留所がですね、それぞれの集落でちゃんと雤よけもあっ

て、座るベンチもあるというようなところもありますけども、何もない、ただ停留

所の看板一つ立っているだけで、雤が降ってもどうしようもないというようなとこ

ろもあります。高齢者ですから、特に体の不自由な人もおられますし、せめて椅子

一つでも置いてもらえんやろうかと。１０分でもですね、ずっと立って待っている

のは非常につらいと。これも天気が悪ければですね、本当に大変だというふうに思

います。そういう点で、これらのことについて何とか改善をしていただきたいなと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） お答えいたします。 

 二次交通、いわゆる地域公共交通の整備状況についてですが、ご承知のとおり、

車社会の発展に伴い、地域公共交通に頼らない生活が市民の間で広く定着しており

ます。しかしながら、子どもや高齢者など車を利用できない人は、地域公共交通が

なければ移動が制約され、不便な生活を強いられることになります。 

 特に、本市では高齢化率が３０％を超える超高齢社会を迎え、車を運転しない高

齢者はさらに増加していくことが予想されていることから、地域公共交通の充实は

暮らしやすいまちや観光まちづくりなどの实現に必要不可欠なものと考えておりま

す。 

 このような状況の中で、市では鉄道や路線バス、タクシーのほか、市内３００カ

所を超える停留所を設置し、日曜日と年末年始の６日間を除き運行するデマンド型

乗合タクシーを平成２４年度から始めております。また、土曜日や日曜日、祝祭日

には、増加傾向にある観光実を対象とする観光タクシー「ぐるっとタクシー」を平

成２７年度から運行しております。このデマンド型乗合タクシーについては、停留

所の増設や土曜日運行など、幾つかの改善を行いながら、運行後５年が経過してお

りますが、さまざまな市民ニーズがあることから、本年度において見直しを行って

いるところでございます。 

 現在、運営为体となる交通事業者からの聞き取りに加え、利用者のうち９１％を

占める高齢者を対象とするアンケートを实施したところであり、これまで議会から

のご指摘がありましたブロック制の廃止や利用料金なども含め、制度の見直しを検

討して参りたいと考えております。 

 なお、年末年始の運行については、運行や予約事務のため人員確保が難しいこと

などから交通事業者のご理解が得られないため、实施は困難な状況にあると考えて

おります。 

 また、停留所に椅子を設置することについても、デマンド型乗合タクシーが予約

制のため、停留所での待ち時間はほとんどなく、停留所の設置費用の増加を招き、
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かえって停留所を簡易に設置できるという制度の利点がなくなることから困難であ

ると考えております。現在、制度を見直し中でございますが、今後とも交通事業者

等と協議を続け、地域公共交通会議での協議を重ねながら、利用者の利便性の向上

に努めて参りますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 今、ブロック制は廃止をしたいというふうにおっしゃいまし

たけど、これはいつから实施の予定でしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 今、ブロック制を廃止するということはここで申し上

げられませんが、そのブロック制の廃止、そして利用料金の見直し、こういったも

のを今検討している最中でございまして、また常任委員会等でご意見を賜りながら、

地域公共交通会議の中で煮詰めて参りたいというふうに考えております。できれば

ですね、来年度頭からでもスタートをしたいというふうに考えておりますが、これ

も皆様方の合意形成ができればということでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） それとですね、ちょっと基本的なこと、今のデマンドタクシ

ーの登録している人数、それから利用者数等、それから大体年齢的には幾つぐらい

の方が利用しているか、わかったらお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 詳細な数字はちょっと記憶にありませんけれども、利

用者数はですね、まず平成２７年度に３万人を超えまして、現在２８年度で、さき

のコミュニティバスの利用者数を超えております。現在はさらにですね、２９年度

は前年比１４％増ということで、非常に急激に伸びている状況でございます。登録

者数は、今３,７００人程度でございまして、そのうち高齢者６５歳以上が７５％を

占めております。また利用者数につきましては、そのうち９１％が高齢者と、こう

いった状況でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 利用している人の７５％が６５歳以上と。先ほどですね、デ

マンドなんで待ち時間はほとんどないはずだというふうに言われましたけれども、

实際はですね、例えば９時に約束したから９時ぴったりに行くという人はほとんど

いないんですよ。やっぱり５分か１０分前には行って待ってるというのが实態であ

りまして、９時に約束したら９時にぴったりに行けばいいというふうに考えている

人はほとんどいないというふうに思います。 
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 そういう点では、晴れてる日はまだいいんですけども、雤風の日にですね、何も

雤よけ一つもない、吹きさらしのところでというのは大変高齢者にとってはつらい

わけでありまして、市が全部責任を持ってね、停留所にきちっとした雤よけのでき

るようなものをつくれというのは、これまた大変だと思いますけども。各集落でそ

ういうものがきちっとなっているところもありますけれども、なってないところが

ですね、そういうものをつくるのについては、一定補助金を出すとかですね、せめ

て何かそういうことはできないだろうかなと。まず、椅子一つぐらいはそんなに金

もかからないのではないかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） デマンドにつきましては、３００カ所を超えると先ほ

ど申し上げましたが、現在３２０カ所を超えているような状況があります。どんど

んデマンドの停留所を設けるための要件、大体３００ｍ以上離れていれば設置は可

能ということでございますので、簡易に設置ができるということでご利用いただい

ているところでございます。 

 これをですね、椅子を設置するとかですね、また新たな経費を生むということに

なりますと、その停留所の数そのものを増やすこと自体がなかなか困難になって参

ります。なので、できましたら、例えば停留所を各地区で設置する上で区民館をご

利用いただくとか、もとから屋根のあるような施設を選んでいただく。現在もそう

していただいているところもたくさんあります。こういった形でお願いをできない

かというふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 各集落で何か対応ができれば、それに越したことはないなと

思いますが、是非高齢者の状況を考えて、せめてベンチ一つでも置くとかですね、

そういう点については、できれば市としても考えていただきたいなというふうに思

います。 

 あと、二次交通網の整備については、いろいろ考えておられるということですが、

具体的なものはいつごろ、何か出てくるんでしょうかね、二次交通網の整備につい

て。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市民生活部長、杉本季佳君。 

○市民生活部長（杉本季佳君） 特にですね、今、現時点では新たなものというのはご

ざいません。ただ、例えば観光面では、路線バスが特に市町と市町間の部分につき

ましては、永平寺までの特急バスが本年度走るようになりました。こういった一つ

一つの民間事業者が为体になった変更はございます。 

 本市におきましては、市内での二次交通につきましてはデマンド交通、そして観

光実を対象とする「ぐるっとタクシー」、そして市町間につきましては、先ほど申し
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上げました路線バスであるとか、えち鉄のような鉄道、そしてタクシーもございま

すが、こういった既存の交通事業者の制度を使っていただきたいというふうに考え

ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 市民の足としては、デマンドタクシーはかなり定着もしてき

ている、利用者が増えているということで、これについてブロック制を廃止する、

料金を改定することも考えているということで、それはそれで結構だと思いますが、

もう一つの観光実についてはですね、観光タクシーしかないという状況だと思いま

す。外から来られる方にはですね、そういうものがあるということも、なかなかわ

かりにくいと思いますし、デマンドタクシーは使えないということです。結局ＪＲ

の駅をおりてですね、吉崎とか創作の森とか湖畔公園とかですね、そういうところ

をいろいろ観光地としてＰＲはしているけども、足がないという状況は、これは何

としてもですね、きちっと解決をする必要があるなと。そういう点では、是非二次

交通の整備についてはしっかり考えて、また具体的な案をできるだけ早く示してい

ただきたいなということを申し上げて、質問を終わります。 

                                        

◇八木秀雄君 

○議長（森 之嗣君） 続きまして、通告順に従い、１２番、八木秀雄君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １２番、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 通告順に従い、１２番、八木、一般質問を行います。 

 門型排水の促進について質問を行います。 

 門型排水溝の整備工事の要望件数は毎年、各地域から市の要望事項の中でも断ト

ツに数十件を超えている件数が出ていると思います。市民の皆様が日々生活の中で

一番必要としていることは、雤水等が高いところから低いところにスムーズに流れ

る水路、門型をすることで通学路の安全確保、幼児、老人の転落防止、緊急車両の

進入確保と、安全で安心な住みよい環境地域にすることが市民の声と思います。 

 それでは、四つの質問をさせていただきます。 

 一つ目は、平成２４年から２８年、側溝整備の地区要望件数と平均件数。 

 二つ目は、平成２４年から２８年、側溝整備工事の発注件数、路線、施工延長、

事業費、土木費に占める割合並びに市歳出の割合。 

 三つ目、門型排水路の要望の承諾にかかわる審査基準点。 

 四つ目、市の地区要望の中で門型排水路の整備工事にかける予算が尐ない理由。 

 以上、４点でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 
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○土木部長（小嶋範久君） 八木議員のご質問にお答えいたします。 

 雤の多い我が国では、排水溝は宅地からの雤水を受けたり、路面の排水を処理し

たりと、私たちが生活する上で大変重要な施設の一つとなっております。あわら市

においても、議員ご指摘のように、道路側溝に関する要望が毎年各地区から多数寄

せられております。 

 ただいまは、平成２４年度から２８年度までの地区要望件数とその平均件数につ

いてお尋ねをいただきましたが、要望件数は５４件から６９件までの間で推移し、

平均６１件となっております。このように、ふたつき側溝、いわゆる門型側溝の整

備に対する要望は、市への要望の中でも多くを占めているところですが、その反面、

ふたをかけることにより側溝の掃除に支障となったり、積雪時に排雪ができなくな

ったり、さらには路上駐車が増えたりなどを理由に、門型側溝の整備を望まない地

区があるのも事实でございます。 

 また、平成２４年度から２８年度までの門型側溝整備の発注件数等についてお尋

ねいただきましたが、いずれも平均値を申し上げますと、発注件数が３７件、路線

数が３８路線、施工延長が１,８１５ｍ、事業費が５,３８７万９,０００円、土木費

に占める割合が３.７％、市全体の歳出に占める割合が０.４％となっております。 

 門型側溝の整備におけるあわら市の方針としては、危険性、緊急性の高い箇所を

優先するものとし、電柱等の障害物がある場合は道路の外へ移設するなどして幅員

が確保できること、また公共下水道の整備区域では、接続が完了し生活雑排水が側

溝に流れないことを基本として整備をしております。 

 毎年寄せられる要望の中には、排水不良の改善を求めるものや、側溝にふたをか

けることにより道路幅員の拡幅を求めるものなどがある一方で、特に施設には異常

はなく、緊急性が低いにもかかわらず整備を求めるものもございます。こうした側

溝整備に対するさまざまな要望に対し、全ての地区が満足できる整備を行おうとす

れば、今まで以上の事業費が必要になって参ります。何よりこの事業に対する国や

県の支援はなく、全額一般財源を投入しなければなりません。このため門型側溝整

備に係る事業費を今以上に増やすのではなく、必要性・緊急性なども考慮しながら、

場合によっては門型側溝にかわる代替措置も検討しながら、事業を進める必要があ

ると考えます。 

 門型側溝の整備につきましては、今後とも必要性・緊急性を重視しながら進める

とともに、側溝についての整備方針を皆様により理解していただけるよう丁寧な説

明に努めて参りますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １２番、八木秀雄君。 

○12 番（八木秀雄君） 今、部長の方から答弁をいただきました。それでは、再質問を

させていただきます。 

 門型側溝の整備の地区要望数は、平成２４年から２８年度の平均６１件というこ

とです。多い年には６９件と答弁をいただきました。平成２４年度の一般質問の答
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弁では、１９年には７０件、２０年には６８件、２１年には７０件、２２年には６

９件、２３年にも６９件でございます。地区要望数は、平成１９年から２３年と要

望の件数はほとんど変わりません。市の要望の中で最も多く、市民が自分の住んで

いるところを住みよいまちづくりのために要望しています。これは市民の声だと思

います。 

 次のデータですが、平成２４年度から２８年度の側溝整備工事の発注件数、路線、

施工延長、事業費、土木費に占める割合、また一般歳出の割合、５年間平均値で発

注件数が３７件、路線が３８路線、施工延長が１,８１５ｍ、事業費が５,３８７万

９,０００円、土木費に占める割合が３.７％、市の一般歳出に占める割合が０.４％

になっているとのご答弁でした。 

 私の平成２４年の一般質問の答弁では、平成２０年度は土木費が１８億４,８００

万円で、側溝整備事業の工事は発注が３０件、路線が３４路線、施工延長は１.１４

キロです。事業費は３,３７０万円、土木費に占める割合は１.８％です。平成２１

年度の土木費は１３億５,３００万円、側溝整備の発注件数は２８件、３８路線、施

工延長は１.１５キロです。事業費２,９５０万円です。土木費に占める割合は２.

２％です。平成２２年度は１４億３,９００万で、側溝整備工事は４４件、５４路線、

施工延長は１.８９kmです。事業費は５,２８０万円、土木費に占める割合が３.７％

となっています。平成２３年度の土木費は１１億９,４００万円、側溝整備工事の発

注件数は３６件、４９路線、施工延長は２.０１キロです。事業費は５,４３６万で

す。土木費に占める割合は４.６％となっています。平成２４年度の土木費は１４億

２,０００万円で、土木費に占める割合は４.９％でございます。 

 今、私がるる数字を述べましたのは、土木費支出額、契約発注件数、路線、施工

延長、事業費、土木費に占める割合で、平成２０年度から平成２８年度、約９年間

はほぼ変動していないことがこの数字にあらわれております。門型側溝整備の答弁

を伺うと、伸展性に乏しく、想像どおり促進がされていないような内容でございま

した。 

 市長にお聞きしたいと思いますが、門型側溝整備は市長の裁量で増やすことがで

きますか、ご答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 予算の編成権は私にありますので、それは増やそうと思えば増

やせます。減らそうと思えば減らします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １２番、八木秀雄君。 

○12 番（八木秀雄君） 今、増やそうと思えば増やす、それから増やさないと思えば増

やさない、これ、先ほど私が言いましたように、地区要望は毎年３０件から多いと

きには６０件の要望があります。是非、門型排水路の整備をしてほしいと。これは

今、百三十幾つの行政区がありますけど、これは本当に市民の声だと思います。こ
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の市民の声をやはり反映しなければならないと、私はそれが一番大切ではないかと

思いますけど、市長はどう思いますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 門型側溝の整備につきましても、ほとんど毎年のように委員会

でも話題に出ますし、それから区長さん方を中心とした市政懇談会でもいつも出る

課題です。そういうことを望んでおられる地区が多いというのは、十分承知してお

ります。ただ、それにですね、十分応えることができれば、それに越したことはあ

りませんけれども、それも先ほど来申し上げておりますように、必要度の高いとこ

ろ、投資効果の高いところからまず順番にやっていこうというのが順番だと思いま

すし、それから財源として、財政的に本当にそれでついていけるのかどうかという

ようなことを検討していっているわけです。その結果として、ご要望は多いものの、

毎年一定額でずっと推移をしてきているというのが实態です。 

 これもいつも申し上げておりますが、門型側溝というのは勾配可変側溝というの

が本当の名前なんですね。それはなぜかというと、底が空いていまして、底でコン

クリートを打って勾配をつけることができるからそういう名前がついているんだろ

うと思いますが、逆の言い方をしますと、あの門型側溝というのは水の流れが悪い

ところ、勾配がとれないところにあれを設置するのが本来の機能なわけなんです。

ただ、たまたまあそこはふたがついておりますので、３０センチほどですが、両側

につければ６０センチ道が広がるといいますか、車が走りやすくなるというような

こともあって、ご要望が多いというのが实態だろうと思います。 

 ご要望全てがですね、門型側溝敷設にふさわしいかどうかというのは、ちょっと

なかなか、先ほど部長答弁にもありましたけども、皆が皆ですね、門型側溝にふさ

わしい場所かといいますか、ご要望かというか、必ずしもそうではないように思い

ます。 

 市道延長全体に対してですね、今、門型側溝がどれだけ進んでいるのかわかりま

せんけども、以前も申し上げましたけども、現在の予算規模で毎年推移すればです

ね、市道の門型側溝を全部整備するのには数十年後というふうに試算しております

けども、じゃあ、それを倍の予算をかけることによって仮に何十年かわかりますか。 

（「６１年」と呼ぶ者あり） 

○市長（橋本達也君） ６１年かかるらしいんですよ。今の倍の金額をかけていけば、

それは３０年で済むかもしれませんけども、それが本当にまちづくりとして好まし

いのかどうか。その辺はやっぱり財政を含めて慎重に考えていかなきゃいけないな

と思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １２番、八木秀雄君。 

○12 番（八木秀雄君） 今、市長にお話を聞いていただきまして、市長から私は何回も

その話を聞いております。今、大切なのは、市長はおわかりだと思いますけど、地
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区要望というのは区から区長さんが要望を出すわけですね。それはやはり市民の皆

様が区長さんに対してこれをやってほしいと、これの結集なんですよ。これは一番

の大事なところなんですよ。それを一般財源が単独だと、そして大体５,０００万円

ぐらいで推移をして、そのままで毎年出していると、こういう勘定なんですけど、

５,０００万円を例えば１億円にするんだと、僕はそのぐらいのことはやっても、全

然おかしいとは思いません。それだけ市民の声が大きいんですから。 

 今、市長は僕にもいろんなことでお話をした中で、これからは芦原温泉駅の周辺

のいろんな事業もあるし、お金の使い方も交付税を使えば、上手にそのお金は利用

できると言いましたけど、それはそれと別に考えてほしいわけですよ。一番大事な

のは、市民の一番多い要望、この５,０００万の要望を上げてほしいわけですよ。そ

れが僕はそういうことをしていただければ、今、审谷議員とか吉田議員とかいろん

な方が一般質問の中で市民に協力をしてもらわなければならないと。それはこうい

う細かいことをやっていけば、これは協力をしなければならないというのも、僕は

一部あると思いますよ。市長、何回も重ねて言いますけど、是非この門型の事業費

を上げていただきたいと、もう１回言いますので、ご答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） いろいろとご心配をしていただきましてありがとうございます。

ただ、門型側溝のようなことをですね、予算を倍にすることによって、整備を早め

ることによってですね、市民の協力が得られるかというと、私は必ずしもそういう

ことだけではないとは思います。ご要望が多いのはよくわかりますけども、先ほど

来申し上げているようなことでございます。 

 ５,０００万を倍の１億、１０年で５億になります。いかにこれが大きいかという

のは、一般の方々はおわかりにならなくても、議員の皆さんはよくその金額の大き

さ、市の財政に及ぼす影響というのは、十分ご理解いただけていると私は思ってお

ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １２番、八木秀雄君。 

○12 番（八木秀雄君） これね、私の調べた中で、旧金津町が合併する前ですね、平成

１４年ですか、側溝の請負工事費、これ、５,６０１万円です。合併前の１５年には

５,１３３万円です。財政で厳しい金津町が市民に応えるためにこの工事をしている

んですよ。そのときは、あわら市は平成１４年は２４５万７,０００円、１５年はゼ

ロ円ですけど、それぐらいね、当時の市長さんは市民に応えているんですよ。それ

が１６年に合併しまして、今まで５,０００万のこれは変わってないんですよ。逆に

言えば半分ですよ、僕に言わせれば。なぜできないんですかと。市長のあなたの技

量ですよ。ですから、私は重ねて何回も言いますけど、３０年度の予算からは門型

排水に是非お金を投資してほしいと。 

 先ほど市長が言いましたけど、市民はわかっていないところがある、我々議員は
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わかっていると言いましたけど、わかっていなくてもやってほしいんですよ。先ほ

ど言うたように、自分の周りの地域が安全で安心で、子どもたちが、そして老人た

ちが溝に落ちないように、そこをやってほしいんですよ、１億円の中で。答弁は要

りませんので、是非、市長、考えてください。 

 以上です。 

○議長（森 之嗣君） お諮りします。 

 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長したいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は延長することに決定しました。 

                                        

◇平野時夫君 

○議長（森 之嗣君） 続きまして、通告順に従い、５番、平野時夫君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 長くなりましたけれども、一般質問をさせていただきます。通

告順に従いまして、５番、平野時夫、ただいまから新たな住宅セーフティネット制

度の運用についての一般質問をさせていただきます。 

 私は、本年２月の定例会におきまして「空き家の活用について」の一般質問の中

で一部、市営住宅に関する質問をいたしましたが、今回、老朽木造市営住宅にも焦

点を当てた質問をさせていただきます。 

 今からさかのぼること６５年前の昭和２７年から、木造住宅、簡易耐火住宅の供

給が始まったのですが、現時点で計算上最も古い住宅は築６２年ということになり

ます。ご承知のとおり既に危険家屋の域を大きく超えているわけですが、この市営

住宅を私は間近でいつも目にしています。 

 ところで、去る１０月２２日には、近年まれに見る超大型台風２１号が本市を襲

ってきました。被害に遭われた方々に対しまして、お見舞いを申し上げます。自宅

付近に立ち並ぶ木造市営住宅の家屋や、我が家が猛烈な暴風雤に耐えられるのか非

常に不安でありました。その日は衆議院選挙の投開票日であり、私は開票立ち会い

の業務についていました。ところが、終了後の０時３０分ごろに帰宅して間もなく

のことでした、消防車がサイレンの音とともに稲越の市営住宅地に駆けつけてきた

のです。一瞬、何事かと即座に、ヘルメット、雤がっぱ、長靴、懐中電灯を身につ

けて暴風雤の中、現場確認に向かいました。その原因は７０代ひとり暮らしの婦人

の寝审において、照明器具の天上部付近から雤漏りが発生し、慌てて１１９番通報

になったということでした。直ちに区長、副区長と連絡をとり、消防車ですぐ近く

のふれあい会館に避難してもらいました。 
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 今回の台風で、団地内の至るところで屋根の瓦がめくれ、雤漏りや外壁の板が外

れたり、ガラス窓が割れ、またプレハブの物置が路上にまで吹き飛ばされていまし

た。幸い大きな被害もなく、大事に至らなかったのがせめてもの救いでした。台風

一過、職員の皆様は各地域でそれぞれの対応に追われ、大変に苦労されたのではな

いかと思います。 

 そこで伺います。このたびの台風２１号による老朽木造市営住宅の被害状況と、

それに伴い対策を講じた経費は一体どれくらいかかったのかをお聞かせ願います。 

 さて、本市における平成１９年度から２３年度までの５年間の地域住宅計画書に

は、課題として「尐子高齢化が進む中で、高齢者、障害者、子育て世帯、住宅困窮

者など社会的弱者に対し、公的賃貸住宅の有効活用を基本としながら誰にも優しい

住まいのセーフティネット機能の充实を図る必要がある」と明記されていました。

この計画が終了して、間もなく６年がたとうとしているのですが、次にお尋ねいた

します。今日まで、あわら市地域住宅計画の課題に対する取り組みについては、ど

のように評価されたのでしょうか、お答えください。 

 ところで、現存する平家の老朽木造市営住宅には、いまだ数十世帯の方が住んで

おられますが、その方たちに対し、優先的に鉄筋の中層耐火構造市営住宅への入居

を勧めても、諸条件が大きく変わることに対する危機感からでしょうか、転居は遅々

として進まないのが現状ということを聞いております。１１月号の広報あわらに、

市営住宅入居者を、２戸募集をかけていますが、老朽木造住宅の住人に対しては積

極的に推進していただきたい。 

 続いて伺います。老朽化が著しい全ての木造市営住宅の解体・除却が完了するま

でには、あと何年かかるのかはおおよそ見当もつきません。このまま長期にわたっ

て自然減を待つしかないのでしょうか。市長のお考えをお聞かせください。 

 そして、早急に老朽木造市営住宅の解消に向けた計画を策定すべきであると考え

ますが、いかがでしょうか。 

 また、我が国では高齢者、低所得者、障害者、子育て世帯などの住宅の確保に配

慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である

公営住宅の新たな整備については、残念ながら本市においては現時点で全く見込め

ない状況にあります。先ほどから取り上げている老朽木造の市営住宅の解消に向け

た課題はかなり難しいと思います。しかし、無為に長引かせることなく、もっとス

ピーディーに推し進めていただきたいのです。当局においては、是非、短期もしく

は中期計画を策定し、その計画に基づく運用を開始していただきたいと考えます。 

 さて、現在、民間の空き家・空き审は増加していることから、それらを活用した

新たな住宅セーフティネット制度が本年の１０月２５日からスタートいたしました。

この制度についての説明は省略いたしますが、为に１、住宅確保要配慮者向け賃貸

住宅の登録制度、２、登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、３、住宅確保要

配慮者に対する居住支援と、この三つの大きな柱から成り立っている制度でござい

ます。当局には、これらの詳細な情報が提供されていると思うのですが、これから
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県や関係部署としっかりと連携をとる必要があると考えます。 

 次にお聞きいたします。新たな住宅セーフティネット制度の運用については、具

体的な検討を開始しているのでしょうか、お答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） 平野議員のご質問にお答えいたします。 

 ご承知のとおり、１０月２２日にあわら市に最接近した台風２１号は、市内至る

ところに爪跡を残していきました。議員ご指摘のように、市営住宅においても大き

な被害をこうむっております。 

 まず、お尋ねの木造の市営住宅の被害については、稲越団地及び稲越第二団地で

合計１６件、被害金額４１万１,８４０円となりました。被害の状況は、屋根や外壁

の破損、雤漏り等となっております。このほか木造以外でも、田中々団地において

雤漏りや雤どいの破損など６件、３５万７,８４０円の被害が発生しております。 

 次に、あわら市地域住宅計画に関するご質問ですが、本計画は平成１９年度から

平成２３年度までを計画期間として策定したもので、国の社会資本整備総合交付金

を活用しながら、市営住宅の耐震化や改修工事を進めてきたものでございます。そ

の結果、住宅の改修化率や耐震化率はいずれも計画期間内に目標を達成いたしまし

たが、老朽木造市営住宅の除却については目標達成までには至らず、議員ご指摘の

ように、今なお７０世帯余りが老朽木造市営住宅に入居している状況です。 

 これまで市町ごとに策定をして参りました地域住宅計画は、現在では福五県地域

住宅計画に一本化されておりますが、福五県計画におきましても、従前の市の計画

の課題を引き継いで、社会資本整備総合交付金を活用しながら老朽木造市営住宅の

除却に取り組んでいるところです。 

 こうした現状から、老朽木造住宅の入居者に対しては、折に触れ、安全な住宅へ

の転居を勧めているところですが、長年住みなれた住宅や団地への愛着感、転居先

への不安感など、さまざまな要因により転居が進んでいないのが現状でございます。 

 また、先ほどもお答えしましたように、木造住宅の解体・除却は国の社会資本整

備総合交付金を活用しておりますが、最近では要望額どおりの交付金が配分されな

いことも、木造住宅の解体・除却が進まない要因の一つになっております。 

 ただいまは、老朽木造市営住宅の解消に向けた計画の策定を急ぐべきとのご意見

をいただきました。現に居住を続ける人がいる住宅を計画的に除却していくために

は、あわら市営住宅条例に基づく明け渡し請求や使用許可の取り消しといった行政

処分を伴うことになります。しかしながら、条例では現に入居している住宅の老朽

化を事由にこれらの処分を行うことは想定していないので、現時点では困難であろ

うと考えております。こうしたことから、これらの住宅が空き家になってから解体・

除却するといった、これまでの措置によらざるを得ないと考えております。 

 最後に、新たな住宅セーフティネット制度の運用についてお尋ねをいただきまし

た。議員ご指摘のとおり、この制度は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に
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関する法律の一部改正により、本年１０月２５日から本格的にスタートしたもので

す。高齢者や低額所得者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者、いわゆる賃貸住宅

になかなか契約してもらえない方に対して、入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や

情報発信などを民間の賃貸住宅や空き家を活用して行おうというものでございます。

議員ご提案のように、この新たな住宅セーフティネット制度をうまく活用していく

ことで、老朽木造市営住宅の解消につながることも期待できますので、今後検討を

して参りたいと考えております。引き続き県と連携を図りながら、老朽木造市営住

宅の解消に努めて参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いい

たします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 第１問目の稲越団地及び稲越第二団地と、また田中々の団地の

被害の復旧にかかる経費は、先ほどの金額を言われましたけれども、その経費はど

のように工面されるのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） この修繕にかかる経費につきましては、既決予算、それと

今般、専決承認を求めております補正予算ですね、専決処分をさせていただきまし

た補正予算で対処をいたしてございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 幸いけが人もなく、よかったんですけれども、仮にこの災害に

よる人的被害が及んだ際の補償はどのようになっているんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） 確かに、議員ご心配されていただきましたように、今回け

が人がなかったのが何よりでございますが、もし公営住宅の損壊等が原因でけが等

を負われた方に対しましては、市の掛けております保険の範囲で賠償させていただ

くということになります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） ２番目の老朽木造市営住宅の除却の目標が未達成という報告も

ありましたけれども、その原因とか分析をされたのでしょうか、お聞きします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） 先ほども申し上げましたように、地域住宅計画の中では老

朽木造住宅の除却については目標未達成ということでございます。これにつきまし

ては、入居者に対しましては、折に触れ、新たな公営住宅、別の団地の方への転居
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は勧めているわけでございますが、なかなか同意していただけないというような状

況がございます。こういったことが第一の要件で、目標達成できなかった要件であ

ろうというふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 今現在、私の住む稲越の団地で、２日ほど前から二棟、取り壊

しを開始しておりますけれども、今まで見ていますと年に一棟か二棟、多くて二棟

という形で、全くない年もあったわけですけれども、まだまだたくさん老朽木造住

宅が立ち並んでおります。 

 毎年、年を経るごとに老朽がまた進んで参ります。その下には本当に生活を営ん

でいる方がたくさんおられるわけです。その危険にさらしているというかね、悪い

言い方をすると、そういう形なんですけども、本当に私も間近におりながら、今は

まだ災害が大したことないんでいいんですけども、本当に地震、例えば豪雪、台風、

そういった大災害がいつ何どき襲いかかってくるかはわからないという中で、本当

に危惧しているわけです。 

 ３番目の質問ですけれども、条例では住宅の老朽化を事由に明け渡し請求や使用

許可の取り消しの処分を行うことは想定してないということですが、そこには生活

があります。空き家になるまで除去できないというのでは、本当に全く先が見えな

いということで、これに関して本当に私の目から、ちょっときつい言い方ですけれ

ども、行政側として無責任ではないかなっていうふうに感じざるを得ません。どの

ようにお考えでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） ご案内のように、木造住宅、老朽化住宅の対象となってお

ります住宅に関しましては、２軒続きの長屋づくりになっております。したがいま

して、１軒転居した場合でも、もう１軒が、１世帯が入っている場合は除却するこ

とができないと。そういう住宅が幾つもあるのが事实でございます。 

 先ほど条例を根拠に行政処分をすることができないというふうに申し上げました

が、これはあくまでも行政権の執行ということでの行政処分でございます。転居の

要請というのはできますので、折に触れて、こういった二世帯住宅で１世帯残った

方には、耐火住宅の方への転居等はお勧めしているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） この事業を進める上で、やはり計画目標が必要になって参りま

す。明らかにして取り組んでいくことが大事だと思いますけれども、全く今の老朽

木造市営住宅の除却に関しての計画は立てるおつもりはないのでしょうか、お聞き

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） この場合の目標といいますと、これは老朽木造住宅の解消

というのが最大の目標になろうかと思います。こちらに関しましては申し上げまし

たように、現に入居している方がある以上、これを行政権力をもって強制的に排除

するということはできません。また、福五県計画の中におきまして、老朽木造住宅

の解消に向けた取り組みというのは明らかにされております。あわら市といたしま

しても、この計画に沿って進めていくべきものであろうというふうに考えておりま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） この新たな住宅セーフティネット制度、１０月２５日から施行

されておりますけれども、この制度、これまでの住宅改修補助だけではなくて、入

居者負担の軽減や居住支援活動等への支援が加わった新たな制度の導入でございま

す。どのようにこれからこの制度を推進されていくのか、市長のご所見をお伺いい

たします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 土木部長、小嶋範久君。 

○土木部長（小嶋範久君） 制度の細かい運用等が含まれますので、私の方から答弁を

させていただきます。 

 この新たな住宅セーフティネットに関しましては、今ほど議員からもご紹介いた

だきましたように、この１０月にスタートしたばかりの制度でございます。現在、

国を挙げて、その初動体制の整備に努めているというふうに伺っております。 

 この制度を申し上げますと、先ほども言いましたように、高齢者ですとか低額所

得者等に対して、いわゆる住宅を見つけにくい人に対して、その情報を提供してい

くという割とハードルの高い制度となっております。私どもも、この制度の行方と

いうのは十分注視をして参りたいと考えておりますが、福五県におきましては制度

の受け皿をといたしまして、県、１７市町、それから宅建業界、そして社会福祉協

議会を構成員とした福五県居住支援協議会を設立いたしてございます。もちろんあ

わら市もここに入っております。そうなりますと、この協議会を中心にあわら市も

この枠組の中で施策の方に取り組んで参ります。また、それが老朽木造市営住宅の

解消につながるというふうなことも考えながら進めて参りたいと思いますので、ご

理解くださるようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） あわら市は、今１００年や１２０年に一度と言われる大型事業

である北陸新幹線やＪＲ芦原温泉駅周辺整備と国道８号バイパス工事のつち音がこ

れからますます大きく響いてくる一方で、高齢化が進む我が国では２０１５年に約

５９０万世帯だった６５歳以上の単身世帯が、２０３５年には７６２万世帯にまで
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増える見込みであると言われております。こうした中、高齢者や低所得者は家賃滞

納や孤独死などを懸念する民間事業者から入居を断られることもあるため、急増す

る全国の空き家の活用を進め、この方たちの居住生活の安定を強力に進めなければ

ならない時代に突入していると考えます。 

 ところで、現在、老朽化した木造の市営住宅に住まわれている市民の方の思いと

しては、あくまでも個人的な見解ですけれども、永住思考の方が多いのかもしれま

せん。いずれにしても、安心安全な面から見ても危険度は極めて高いです。また、

所得水準によって住環境に格差が生じますが、行政は生活弱者と言われる方たちに

対してはセーフティネット、安全網でしっかり守ることが大事であります。転居と

除却を加速させるためにも、この新たなセーフティネット制度の運用によって、安

心安全な住居に一日でも早く移れるよう、力強いサポートを当局に要請いたします。 

 最後に、住まいは生活の基盤であり、住まいがなければ福祉にも就労にもつなが

りません。しっかりと取り組んでいただくことを強く要請して一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

                                        

   ◎散会の宠言 

○議長（森 之嗣君） 以上で一般質問を終結いたします。 

 本日の日程は全て終了いたしました。 

 明日から１９日までは休会とし、休会中に付託されました案件について、それぞ

れ常任委員会の審査をお願いします。 

 本会議は、１２月２０日、再開いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。 

（午後５時１１分） 

                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  平成３０年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 
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第９０回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 ３ 日 

                         平成２９年１２月１９日（火） 

                         午後２時開議 

 

１.開議の宠告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 市長の退職の件 

 

 （散  会） 
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出席議員（１８名） 

   １番 堀 田 あけみ     ２番 审 谷 陽一郎 

   ３番 山 口 志代治     ４番 仁 佐 一 三 

   ５番 平 野 時 夫     ６番 毛 利 純 雄 

   ７番 吉 田 太 一     ８番 森   之 嗣 

   ９番 杉 本 隆 洋    １０番 山 田 重 喜 

  １１番 三 上   薫    １２番 八 木 秀 雄 

  １３番 笹 原 幸 信    １４番 山 川 知一郎 

  １５番 北 島   登    １６番 向 山 信 博 

  １７番 坪 田 正 武    １８番 卯 目 ひろみ 

 

欠席議員（０名） 

 

                                        

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 副 市 長  前 川 嘉 宏    教 育 長  大 代 紀 夫 

 総 務 部 長  城戸橋 政 雄    財 政 部 長  平 五 俊 宏 

 市民生活部長  杉 本 季 佳    健康福祉部長  笹 五 和 弥 

 経済産業部長  川 西 範 康    土 木 部 長  小 嶋 範 久 

 教育総務課長  糠 見 敏 弘    会計管理者  中 林 敬 雄 

 土木部理事  鳥 山 公 裕    芦原温泉上水道財産区管理者  高 橋 啓 一 

                                        

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  山 口   徹    事務局長補佐  宮 川 利 秀 

 为 事  坂 五 真 生 
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   ◎開議の宠告 

○議長（森 之嗣君） これより本日の会議を開きます。 

○議長（森 之嗣君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（森 之嗣君） なお、報道機関から、写真及びテレビ撮影の申し出があり、こ

れを許可しております。 

○議長（森 之嗣君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午後２時００分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（森 之嗣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、吉田太一君、

９番、杉本隆洋君の両名を指名します。 

                                        

   ◎市長の退職の件 

○議長（森 之嗣君） 日程第２、市長の退職の件、を議題といたします。 

   市長、橋本達也君から、市長の退職申し出が議長に提出されております。 

○議長（森 之嗣君） 退職申し出を事務局長に朗読させます。 

○事務局長（山口 徹君） 朗読させていただきます。 

   辞職願、一身上の都合により本日をもって市長の職を辞したいのでご承認くださ

るようお願いします。平成２９年１２月１９日、あわら市議会議長、森 之嗣様。

あわら市長、橋本達也。 

   以上でございます。 

○議長（森 之嗣君） お諮りします。 

   本件は、これに同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

   したがって、市長の本日付の退職に同意することに決定しました。 

                                        

   ◎散会の宠言 

○議長（森 之嗣君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

（午後２時０２分） 
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  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  平成３０年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 
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第９０回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 ４ 日 

                         平成２９年１２月２０日（水） 

                         午後１時３０分開議 

 

１.開議の宠告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第８５号 専決処分の報告について（訴えの提起について） 

日程第 ３ 議案第８６号 専決処分の報告について（和解をすることについて） 

日程第 ４ 議案第７５号 平成２９年度あわら市一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ５ 議案第７６号 平成２９年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 

日程第 ６ 議案第７７号 平成２９年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第７８号 平成２９年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第１

号） 

日程第 ８ 議案第７９号 平成２９年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第３

号） 

日程第 ９ 議案第８０号 平成２９年度あわら市農業集落排水事業会計補正予算（第

２号） 

日程第１０ 議案第８１号 平成２９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算

（第１号） 

日程第１１ 議案第８２号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第１２ 議案第８３号 あわら市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第８４号 あわら市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例の制定について 

日程第１４ 請願第 ２号 日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求める意

見書の提出に関する請願 

日程第１５ 請願第 ３号 種子法廃止に伴う万全の対策を求める請願 

日程第１６ 請願第 ４号 「米の再生産可能な米価下支え制度」の創設を求める請願 

日程第１７ 請願第 ５号 国民健康保険税の引き下げを求める請願 

日程第１８ 請願第 ６号 子育て支援の拡充を求める請願 

日程第１９ 発議第１０号 あわら市議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２０ 発議第１１号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の



132 

 

補助率等の嵩上げ措置継続を求める意見書 

日程第２１ 議員派遣の件 

 

１.閉議の宠告 

１.市長職務代理者閉会挨拶 

１.議長閉会挨拶 

１.閉会の宠告 
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出席議員（１８名） 

   １番 堀 田 あけみ     ２番 审 谷 陽一郎 

   ３番 山 口 志代治     ４番 仁 佐 一 三 

   ５番 平 野 時 夫     ６番 毛 利 純 雄 

   ７番 吉 田 太 一     ８番 森   之 嗣 

   ９番 杉 本 隆 洋    １０番 山 田 重 喜 

  １１番 三 上   薫    １２番 八 木 秀 雄 

  １３番 笹 原 幸 信    １４番 山 川 知一郎 

  １５番 北 島   登    １６番 向 山 信 博 

  １７番 坪 田 正 武    １８番 卯 目 ひろみ 

 

欠席議員（０名） 

 

                                        

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 市長職務代理者副市長  前 川 嘉 宏    教 育 長  大 代 紀 夫 

 総 務 部 長  城戸橋 政 雄    財 政 部 長  平 五 俊 宏 

 市民生活部長  杉 本 季 佳    健康福祉部長  笹 五 和 弥 

 経済産業部長  川 西 範 康    土 木 部 長  小 嶋 範 久 

 教育総務課長  糠 見 敏 弘    会計管理者  中 林 敬 雄 

 土木部理事  鳥 山 公 裕    芦原温泉上水道財産区管理者  高 橋 啓 一 

                                        

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  山 口   徹    事務局長補佐  宮 川 利 秀 

 为 事  坂 五 真 生 
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   ◎開議の宠告 

○議長（森 之嗣君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（森 之嗣君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（森 之嗣君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午後１時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（森 之嗣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、吉田太一君、

９番、杉本隆洋君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第８５号及び議案第８６号の一括上程・提案理由説明 

○議長（森 之嗣君） 日程第２、議案第８５号、専決処分の報告について（訴えの提

起について）、日程第３、議案第８６号、専決処分の報告について（和解をすること

について）以上、議案２件を一括議題とします。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長職務代理者、副市長、前川嘉宏君。 

○市長職務代理者副市長（前川嘉宏君） ただいま上程されました議案第８５号及び議

案第８６号の専決処分の報告についての提案理由を申し上げます。 

 議案第８５号につきましては、水道料金を滞納していた生活保護受給者が死亡し

たことにより、その法定相続人に対し、水道料金及び支給済みの生活保護費戻入金

の合計８万８,０５０円の支払いを求める尐額訴訟に関するもので、１０月１１日付

で専決処分を行ったものです。 

 議案第８６号につきましては、議案第８５号において尐額訴訟の訴えを提起した

事件の和解に関するもので、法定相続人に全額支払義務があるとする和解案を受け

入れることについて、１１月２７日付で専決処分を行ったものです。 

 これらの専決処分につきましては、地方自治法第１８０条第１項に規定する議会

の委任による専決処分でありますので、同条第２項の規定により報告するものであ

ります。 

○議長（森 之嗣君） 議案第８５号、専決処分の報告について（訴えの提起について）

及び議案第８６号、専決処分の報告について（和解をすることについて）は、これ

をもって終結いたします。 

                                        

   ◎議案第７５号から議案第８４号、請願第２号から請願第６号の 

委員長報告・総括質疑・討論・採決 
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○議長（森 之嗣君） 日程第４から日程第１８までを、会議規則第３５条の規定によ

り一括議題とします。 

 これらの議案については、各常任委員会に付託し、審査願っておりますので、各

常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

○議長（森 之嗣君） まず、総務教育厚生常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 総務教育厚生常任委員長、八木秀雄君。 

○12番（八木秀雄君） 総務教育厚生常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る１２月１１日、１２日、市長、副市長、教育長及び担当部課長

の出席求め、当委員会に付託されました議案第７５号、平成２９年度あわら市一般

会計補正予算（第７号）（所管事項）、ほか４議案と請願第２号、日本政府に「核兵

器禁止条約」への賛同と批准を求める意見書の提出に関する請願、ほか二つの請願

については慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案５件については、いずれも所要の措置であり、挙手採決の結果、

全て賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。また、請願３件につい

ては、挙手採決の結果、いずれも不採択とすべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で議論されました为な事項について申し上げます。 

 まず、議案第７５号、平成２９年度あわら市一般会計補正予算（第７号）につい

ては、所管課ごとに为な質疑について申し上げます。 

 総務課所管について申し上げます。 

 職員人件費５,７６１万９,０００円の減額補正について、委員からは、時間外手

当２,９４９万７,０００円の減額理由は何か、また職員の残業時間はどうなってい

るかとの問いがあり、理事者からは、時間外勤務手当は８２万５,０００円の減額と

なる。残り２,９００万円の減額については休職等によるものである。超過勤務の状

況について、今年度は若干減尐の傾向である。直近３年間においては、尐しずつ減

尐しているとの答弁がありました。 

 次に、政策課所管について申し上げます。 

 ふるさとあわらサポート基金事業における記念品費５００万円の増額補正につい

て、委員からは、現時点では寄附額が前年度と変わらない、補正した理由はとの問

いがあり、理事者からは、補正額算定の根拠について、１１月は３割減だが、１件

当りの寄附額が増えていること、１０月までの伸び率は３８％増であったこと、１

２月は寄附が集中することなどを踏まえ、予算が不足するのではないかと考えた。

また、クレジット決済にかかわる手数料も寄附額に応じて増額するので、それもあ

わせた増額補正であるとの答弁がありました。 

 また、別の委員からは、補正後の予算額が２,２００万円になる見通しが理解でき

ない。件数は昨年度と変わりないのに、なぜ増額補正するかの問いがあり、理事者

からは、最終的に３月補正で不足額を補塡することは可能だが、その執行は３月２

０日過ぎになるので、予算不足が生じると返礼品の送付に支障が出る。相手がいる
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ことでもあるので、１２月補正で余裕を持って予算を計上しているとの答弁があり

ました。 

 次に、財政課所管について申し上げます。 

 今回の補正では、道路橋りょう費において、公共事業等債から合併特例債への振

りかえや合併特例債の新規充当を行っていますが、委員からは、合併特例債の残高

は幾らか、残りはどういう事業に充てることを予定しているのかとの問いがあり、

理事者からは、９月補正後は４億７,６９０万円であったが、１２月補正を含めると

２億４,６２０万円となる。全額を使いたいが、現在、平成３０年度当初予算を査定

しているところであり、全ての事業が固まっていない状況である。当初予算が固ま

り次第、再度合併特例債の充当を検討したい。 

 なお、平成３０年度の事業として、金津東小学校プール、トイレ、外壁改修に充

てることは固まっているとの答弁がありました。 

 次に、子育て支援課所管について申し上げます。 

 病児・病後児保育事業６３万１,０００円の追加補正について、委員からは、入所

児童数が見込みよりも増加したとのことであるが何人増加したのか、その理由は何

かとの問いがあり、理事者からは、広域入所について平成２８年度は２１人、平成

２９年１１月現在で２６人である。委託料については、県外への里帰り分娩が増え

た。实家に帰り、その市町の保育所に上の子を預けるといった件数が今年度は増え

たということであるとの答弁がありました。 

 次に、教育総務課所管について申し上げます。 

 国際交流派遣事業の１４４万１,０００円の追加補正について、委員からは、アメ

リカの引率５人のホテル宿泊代及び食事代が生徒１６人より高くなっているのは、

生徒はホームステイしているからかとの問いがあり、理事者からは、生徒について

は現地でのホームステイが中心であり、ホテル宿泊は１泊のみである。現地での宿

泊費及び飲食費の差額のためであるとの答弁がありました。 

 また、委員から、日米友好協会からの負担金は引率者に対するものか、中国派遣

における引率者に個人負担はないのかとの問いがあり、理事者からは、引率者の旅

費は市費から支出しているが、アメリカ派遣については、引率者１名に係る金額の

一部を日米友好協会から負担してもらっている。中国派遣については全額を市費か

ら支出しているため、個人負担はないとの答弁がありました。 

 次に、スポーツ課所管について申し上げます。 

 金津Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修調査業務委託料４９万９,０００円の追加補

正について、委員からは、Ｂ＆Ｇ財団からは何割補助されるかとの問いがあり、理

事者からは、財団が为催する会議等への市長及び教育長の出席、当該施設を利用し

て活動する内容や指導者数などによってランクづけされている。今年度のあわら市

の評価は特Ａであり、助成率が６０％となる。またＢ＆Ｇ改修補助金の上限額は３,

０００万円であるが平成２４年度のＢ＆Ｇ体育館改修に９００万円が助成されたの

で、残りは２,１００万円となりました。 
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 次に、議案第７６号、平成２９年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）、議案第８２号、市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第８３号、あわら市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第８４号、あわら市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、以上４議案に

ついては、特段の質疑はありませんでした。 

 続いて、請願第２号、日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求める意

見書の提出に関する請願」について申し上げます。 

 委員からは、アメリカの核の傘をかりなければ、日本の安全は守れない。一方、

被爆国である日本が先頭になって核兵器禁止運動を進めるべきである。趣旨は理解

できるが、国防等に関して地方議会が意見することではないとの意見がありました。 

 次に、請願第５号、国民健康保険税の引き下げを求める請願について申し上げま

す。 

 委員からは、来年も保険税額は現状どおりであるとのことだが、そもそもその負

担が大きい。一般会計の法定外繰り入れをすると、国保加入者以外にも負担を願う

ことになる。国保税は高いと思うが、それを引き下げるためには医療費を抑えるべ

きである。税金が高いかどうかは個人の価値観であることの意見がありました。 

 次に、請願第６号、子育て支援の拡充を求める請願について申し上げます。 

 委員からは、全国的に尐子化や人口減尐が大きな問題となっており、子育て支援

の強化は全ての自治体の課題である。市長に対する陳情であって、請願に値するも

のではない。国としても教育無償化を進めている。内容は理解できるが、これから

本市の財政が厳しくなることが予想されるので、賛成できないとの意見がありまし

た。 

 以上、当委員会に付託された案件について審査経過と結果を申し上げ、報告いた

しました。 

○議長（森 之嗣君） 次に、産業建設常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 産業建設常任委員長、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） それでは、私の方から産業建設常任委員会の審査報告を申し上

げます。 

 当委員会は、去る１２月１３日、１４日の両日、市長、副市長及び担当部課長の

出席を求め、当委員会に付託されました議案第７５号、平成２９年度あわら市一般

会計補正予算（第７号）（所管事項）をはじめ議案６件及び請願第３号、種子法廃止

に伴う万全の対策を求める請願をはじめ請願２件について慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案６件については、いずれも所要の措置であり、挙手採決の結果、

全て賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 請願２件については、挙手採決の結果、両請願ともに賛成なしで不採択すべきも

のと決しました。 
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 以下、審査の過程で議論されました为な事項について申し上げます。 

 まず、議案第７５号、平成２９年度あわら市一般会計補正予算（第７号）（所管事

項）について、所管課ごとに为な質疑について申し上げます。 

 最初に、農林水産課所管について申し上げます。 

 産地パワーアップ事業２,４７０万円の減額及び若手農業者園芸リースハウス整

備事業１,８９５万円の増額は、県により補助事業名称が「産地パワーアップ事業」

から「若手農業者園芸リースハウス整備事業」に変更されたため、予算を振りかえ、

整備するリースハウス棟数が１３棟から９棟に変更されたことにより減額したもの

です。 

 委員からは、南部平坦地まで範囲を拡大することは難しいのかとの問いがあり、

理事者からは、国の要件として、１カ所に３０棟以上のハウスを整備しなければな

らない。県には南部平坦地での適用を要望していくが、南部平坦地において、１カ

所に３０棟以上のハウスを整備することは非常に難しいとの答弁がありました。 

 次に、観光商工課所管について申し上げます。 

 まず、「ちはやふる」活用知名度向上事業２００万円の増額は、「ちはやふる」を

活用した更なる話題づくりとＰＲを図るため、来年２月に予定する声優トークショ

ーに、３月公開予定の映画関係者を招待し、集実を向上させるための増額ですが、

委員からは、当該事業は４年目であり、全国から非常に多くの人が訪れているが、

問題は当のあわら市民の「ちはやふる」に対する認知度が低い。「ちはやふる」を観

光資源だと認識させるように取り組むべきでないかとの問いがありました。理事者

からは、市民ファーストは全ての施策の共通事項であり、あわら市民の「ちはやふ

る」に対する認知度が低いことは真摯に受けとめ、まちづくりやブランディングを

進める上で、あわら市の財産として、かるたや「ちはやふる」を市民に周知してい

くとの答弁がありました。 

 次に、勤労者定住促進事業補助金４６９万円の追加補正は、補助額が確定したこ

とに伴う追加補正ですが、委員からは、多くの外国人労働者に補助金が交付されて

いるが、一般的に外国人があわら市に定住することは考えにくい。当該事業を見直

す必要があるのではないかとの問いがあり、理事者からは、当初は市外からの企業

誘致及び市内企業の市外への転出を防ぐ目的で制度化した。時代の流れの中で、近

年、企業は外国人を多く雇用しており、制度上、要件を満たしているので補助する

必要がある。ただし、地元への定住雇用ではないことは感じており、見直し作業に

着手しているとの答弁がありました。 

 次に、建設課所管について申し上げます。 

 市道指中・蓮ケ浦線舗装補修工事４００万円の追加補正は、新幹線工事が本格化

する前に工事車両が通行する市道の舗装補修工事を既決予算で執行し、今後不足す

る見込みの工事請負費を追加補正するものですが、委員からは、補修工事以降に損

傷があった場合は機構による対応とのことであったが、そのことは文書等で取り交

わしているのかとの問いがあり、理事者からは、文書では取り交わしていない。し
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かしながら、協議録または議事録等は残しておきたいとの答弁がありました。それ

を受け、委員からは、１日に５００台の工事車両が通行すると聞いている。確实に

文書等で残すようにとの意見がありました。 

 次に、新幹線まちづくり課所管について申し上げます。 

 芦原温泉駅周辺整備事業４,５９６万円の減額は、国庫補助事業費の配分が確定し

たことによる減額ですが、委員からは、このような状況では計画が進まないのでは

ないかとの問いがあり、理事者からは、国庫補助事業である社会資本整備総合交付

金事業の枠内で採択され、芦原温泉駅周辺整備事業だけ特別に採択されるというこ

とはない。なお、自由通路に関しては道路事業という別枠を活用している。今後は

こういう手法も取り入れたいとの答弁がありました。 

 なお、上下水道課所管については、特段の質疑はありませんでした。 

 次に、議案第７７号、平成２９年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号）に

ついてですが、特段の質疑はありませんでした。 

 次に、議案第７８号、平成２９年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第１

号）について申し上げます。 

 工業用水道事業については、来年度の事業廃止に向けて準備を進めているところ

ですが、委員からは、その水利権はどうなるのかとの問いがあり、理事者からは、

県に確認したところ、水利権は事業廃止とともに消滅するとのことである。水利権

は貴重な権利なので、何らかの方法で残したいとの答弁がありました。 

 続いて、議案第７９号、平成２９年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第

３号）、議案第８０号、平成２９年度あわら市農業集落排水事業会計補正予算（第２

号）、議案第８１号、平成２９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第

１号）については、特段の質疑はありませんでした。 

 最後に、請願第３号、種子法廃止に伴う万全の対策を求める請願及び請願第４号、

「米の再生産可能な米価下支え制度」の創設を求める請願についても、特段の意見

はありませんでした。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査経過と結果を申し上げ、報告といた

します。 

○議長（森 之嗣君） これより、各常任委員長の報告に対する総括質疑を許します。 

○議長（森 之嗣君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 質疑なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、日程第４から日程第１８までの討論、採決に入りま

す。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第７５号、平成２９年度あわら市一般会計補正予算（第７

号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



140 

 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第７５号を採決します。 

 本案に対する両常任委員長の報告は原案可決であります。 

 各委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７５号、平成２９年度あわら市一般会計補正予算（第７号）

は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第７６号、平成２９年度あわら市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第７６号を採決します。 

 本案に対する総務教育厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７６号、平成２９年度あわら市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第７７号、平成２９年度あわら市水道事業会計補正予算（第

２号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第７７号を採決します。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７７号、平成２９年度あわら市水道事業会計補正予算（第２

号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第７８号、平成２９年度あわら市工業用水道事業会計補正

予算（第１号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第７８号を採決します。 
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 本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７８号、平成２９年度あわら市工業用水道事業会計補正予算

（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第７９号、平成２９年度あわら市公共下水道事業会計補正

予算（第３号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第７９号を採決します。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７９号 平成２９年度あわら市公共下水道事業会計補正予算

（第３号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第８０号、平成２９年度あわら市農業集落排水事業会計補

正予算（第２号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第８０号を採決します。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８０号、平成２９年度あわら市農業集落排水事業会計補正予

算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第８１号、平成２９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会

計補正予算（第１号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第８１号を採決します。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８１号、平成２９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補

正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第８２号、市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第８２号を採決します。 

 本案に対する総務教育厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８２号、市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第８３号、あわら市教育委員会教育長の給与及び勤務時間

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第８３号を採決します。 

 本案に対する総務教育厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８３号、あわら市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告のとおり可決され

ました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 議案第８４号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、議案第８４号を採決します。 

 本案に対する総務教育厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 



143 

 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８４号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 請願第２号、日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を

求める意見書の提出に関する請願について、討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） ただいま上程されました請願につきまして、議員各位の賛同

をお願いしたく、賛成討論をさせていただきます。 

 ご承知のように、今年７月７日、国連において国連加盟国の約３分の２を占める

１２２の国の圧倒的多数で、核兵器禁止条約が採択をされました。この条約が発行

すれば、核兵器を本当になくす、そういうことに一歩前進がもたらされるというふ

うに考えます。ところが、核保有国をはじめとして、日本など核保有国の核の傘に

頼っている国も、この条約に反対を表明しております。しかし、世界で唯一の被爆

国である日本政府がこの条約に反対の態度をとっていることについては、多くの国

民はもちろん、国際的にも厳しい批判を浴びております。 

 今年のノーベル賞は、この核兵器禁止運動を推進してきたＩＣＡＮに送られまし

た。今、北朝鮮が核開発を進めている。そして、現实的に日本もいつ誤って核兵器

が使用されないとも限らない、大変多くの国民も不安を覚えておりますが、こうい

う中でこの禁止条約を採択する、そして本当に世界中で核兵器禁止を实現させる、

日本政府はその先頭に立つべきであるというふうに思います。 

 是非、核兵器のない平和な世界を实現するために、この条約へ参加するように日

本政府に求める意見書を提出していただけますように、各位のご理解とご賛同をお

願いするものでございます。 

○議長（森 之嗣君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） これで討論を終わります。 

○議長（森 之嗣君） これより、請願第２号を採決します。 

 この請願に対する総務教育厚生常任委員長の報告は不採択であります。 

 請願第２号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立尐数です。 

 したがって、請願第２号、日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求め
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る意見書の提出に関する請願については、不採択とすることに決定いたしました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 請願第３号、種子法廃止に伴う万全の対策を求める請願につい

て、討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） ただいま上程されました種子法廃止に伴う万全の対策を求め

る請願ついて、賛成の討論をさせていただきます。 

 まだ多くの国民にこの種子法というものが廃止されたこと自体、余り認識をされ

ていないと思いますが、今年５月の国会で種子法が廃止をされました。 

 種子法は、戦後ずっと米、麦、大豆の種を維持していく、そういう制度でありま

して、具体的には各県と、そして農協が共同して純粋な種子を守っていく、そうい

う制度でありました。 

 このことによって、これら３品目の種子については、農家に安く安定して種子が

供給されて参りました。ところが、これが廃止されたことにより、民間がこの種子

の供給事業に参入してくるということになると思われております。 

 今、日本ではすぐにということにはならないかもしれませんけれども、世界的に

見れば、アメリカの有名なモンサント社などが大豆などについてはかなりの量の種

子を独占的に販売するというようなことが行われております。この種子の供給に民

間が参入して参りますと、これから品種改良とかそういうことによって新たな種子

ができた場合には、それを開発した会社は、その種子の遺伝子まで一つ一つ特許を

とるというふうに言われております。そうしますと、種子が物すごく高くなると。

農家はその特許料も払わなければならないということになります。当然、安定して

安価に供給するということが損なわれるということになります。 

 また、遺伝子操作まで可能になっている状況でございますから、食品の安全安心

も大きく脅かされると。モンサントの大豆はですね、モンサントが開発した農薬に

は物すごく抵抗力があって、ほかの雑草は全部枯れるけれども、モンサントが開発

した種子でつくった大豆は枯れないと。こういうものがあらゆる分野で起こってく

るわけですが、そういう遺伝子を操作するということについては、プラス面ばかり

ではなくて、マイナス面も出てくることが大きく予想されます。 

 是非ともですね、今までどおり、安定して本当に農家が安心して種子を購入する

ことができるように、政府に対して意見書を出していただけますように、皆さんの

ご理解とご賛同を心からお願いするものでございます。 

○議長（森 之嗣君） ほかに討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） これで討論を終わります。 

○議長（森 之嗣君） これより、請願第３号を採決します。 

 この請願に対する産業建設常任委員長の報告は不採択であります。 

 請願第３号を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立尐数です。 

 したがって、請願第３号、種子法廃止に伴う万全の対策を求める請願については、

不採択とすることに決定いたしました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 請願第４号、「米の再生産可能な米価下支え制度」の創設を求め

る請願について、討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） ただいま上程されました「米の再生産可能な米価下支え制度」

の創設を求める意見書提出について、賛成討論を行いたいと思います。 

 皆さんご承知だと思いますが、来年から米の直接支払交付金、反当たり７,５００

円が廃止をされるということになっております。また、米の受給について、いわゆ

る減反生産調整に対しても、政府は責任を持たないということになっております。

その結果、来年から米価が尐しの要因で大きく変動するということが予想されます。

福五県などは、従来どおりの減反を来年以降も続けるというふうになっております

けれども、既に北海道は来年から大幅な増産に踏み切ると言われております。 

 全国で米の消費量は年々減尐しております。米余り現象が続いている、こういう

中で、需要と供給の調整をきちっと政府が責任を持ってやらなければ、物すごく過

剰生産あるいは逆に品不足というようなことが起こることが予想されます。 

 今でさえ、今の米の価格では農家はとても再生産はできないと。農水省が発表し

た数字でも、米１俵の生産コストは約１万５,０００円と言われております。まだ今

年の米価もコシヒカリなどで１万４,０００円前後というようなことでございます

から、とても補助金がなければ成り立たないという状況でございます。それを補助

金はなくする、受給調整にも責任を持たない、これではもう日本の米づくりは成り

立たないと言わなければなりません。 

 是非とも、尐なくとも再生産可能な米価下支え制度を確立するように政府に意見

書を提出いただきますように、各位のご理解とご賛同を心からお願いするものでご

ざいます。 
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○議長（森 之嗣君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） これで討論を終わります。 

○議長（森 之嗣君） これより、請願第４号を採決します。 

 この請願に対する産業建設常任委員長の報告は不採択であります。 

 請願第４号を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立尐数です。 

 したがって、請願第４号、「米の再生産可能な米価下支え制度」の創設を求める請

願については、不採択とすることに決定いたしました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 請願第５号、国民健康保険税の引き下げを求める請願について、

討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「１３番、笹原」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） 請願第５号、国民健康保険税の引き下げを求める請願について

ですが、請願の事項は国民健康保険税を被保険者１人当たり１万円引き下げること

ということになっております。確かに、保険税は安い方がよいのに決まっておりま

す。 

 現在、あわら市はこの国保に法定内の繰り入れを行っております。しかしながら、

値下げをすることによって法定外の繰り入れをせざるを得なくなってくると思われ

ます。そうなれば、一般会計の負担は多くなり、また国保に加入していない方々の

税金を国保に投入するということにもなります。そういうことで私は反対をいたし

ます。皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（森 之嗣君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長、１４番、山川」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） ただいまの請願について、賛成の討論をさせていただきます。 

 今、笹原議員も言われましたけれども、国民健康保険税が高過ぎる、何とかして

ほしい、払いたくても払えないという市民の切实な声が上がっております。滞納も

相当な額に達しております。高過ぎる国保税の最大の原因は、この制度をつくった

国が国保会計への国の支出を大幅に減らしていることにあります。 

 あわら市の一般会計から繰り入れをしてでも引き下げてほしいというのが私の願

いではありますけれども、根本的には自治体を挙げて、国に対して国庫負担を増や

すように求める、そのことによって国保税を引き下げるというのが筋であるという
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ふうに考えております。是非そういう方向で努力をしていただきたい。そして、い

つでも誰でも安心して医療を受けられるようにしていくことが必要だというふうに

思います。 

 現在も滞納いたしますと短期保険証あるいは資格証明書と。資格証明書になれば、

現实的には病気になっても医者に行けないという状況になるわけでございます。そ

ういう点では、国民の医療を受ける権利をきちっと保障するという点でも引き下げ

を实現していただきたいというふうに思います。 

 今の制度ですと、所得が全くゼロの人でも保険税を払わなければならないという

状況で、所得ゼロの人に一体どうやってどこからお金を出させるのか、全く矛盾を

しているのではないかというふうに考えます。そういう点でも、是非この請願にご

理解とご賛同をいただきますように、心からお願いするものでございます。 

○議長（森 之嗣君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） これで討論を終わります。 

○議長（森 之嗣君） これより、請願第５号を採決します。 

 この請願に対する総務教育厚生常任委員長の報告は不採択であります。 

 請願第５号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立尐数です。 

 したがって、請願第５号、国民健康保険税の引き下げを求める請願については、

不採択とすることに決定いたしました。 

                                        

○議長（森 之嗣君） 請願第６号、子育て支援の拡充を求める請願について、討論は

ありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「１３番、笹原」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） ただいま上程されました請願につきましては、私は議会運営委

員長として議運の中で、この案件は個別に市に陳情する案件であると、そういうふ

うに申し上げました。議会から市に意見書を出す、そういう請願をすること自体お

かしいと私は思っております。よって、反対の立場でございます。 

 議員の皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森 之嗣君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「議長、１４番、山川」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） ただいまの請願につきまして、賛成の討論をいたします。 

 今、あわら市だけなくて日本中、多くの自治体が尐子化、人口減尐に苦しんでお
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ります。そして、この人口減尐に歯どめをかけるためには、子育て支援を強化する

ということが求められております。多くの自治体で实際に学校給食を無料にしてい

る、子どもの医療費を高校卒業まで無料にする、こういうことが行われ、どんどん

広がってきております。 

 あわら市もこの間、子どもの医療費については中学校卒業まで無料というふうに

いたしました。また、５歳時のこども園料も無料となっております。そういう努力

は認めますけれども、しかし現状では尐子化に歯どめがかかってはおりません。さ

らに進んで子育て支援を強化すべきであるというふうに思います。特に中学校のス

クールバスにつきましては、国からの地方交付税で手当がされているにもかかわら

ず、これを有料にして保護者から負担金をとっている。これはおかしいのではない

かというふうに考えます。 

 ただいまこういうことは請願になじまないという意見がございました。しかし、

本当に議会が真剣に考え、議会の意見として市長に出すのと、この請願を提出して

いる共産党あわら市委員会が市長に言うのとでは全く意味が違うと。議会の総意と

して、市に子育て支援の拡充を迫るという意味は大変大きいというふうに思います。 

 そういう点で、是非この請願にご理解、ご賛同を心からお願いいたします。 

○議長（森 之嗣君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） これで討論を終わります。 

○議長（森 之嗣君） これより、請願第６号を採決します。 

 この請願に対する総務教育厚生常任委員長の報告は不採択であります。 

 請願第６号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立尐数です。 

 したがって、請願第６号、子育て支援の拡充を求める請願については、不採択と

することに決定いたしました。 

                                        

   ◎発議第１０号の上程・趣旨説明・質疑・討論・採決 

○議長（森 之嗣君） 日程第１９、発議第１０号、あわら市議会の議員の議員報酬、

期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

します。 

○議長（森 之嗣君） 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） 議長のご指名がありましたので、発議第１０号、あわら市議会

の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての趣旨説明を申し上げます。 

 本案につきましては、平成２９年の人事院勧告に準じ、議会の議員の期末手当に
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ついて所要の改正を行うものであります。 

 内容といたしましては、本年１２月に支給される議員の期末手当を１.７カ月から

１.７５カ月に０.０５カ月分引き上げることとあわせ、来年度以降については、平

準化するために６月に支給される期末手当を１.５５カ月から１.５７５カ月に、１

２月支給分については１.７カ月から１.７２５カ月分に改正するものであります。 

 所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をお願い

いたします。 

 なお、条例案につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（森 之嗣君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（森 之嗣君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 質疑なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） ただいま議題となっています発議第１０号につきましては、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、討論に入ります。 

○議長（森 之嗣君） 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、発議第１０号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、発議第１０号、あわら市議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決され

ました。 

                                        

   ◎発議第１１号の上程・趣旨説明・質疑・討論・採決 

○議長（森 之嗣君） 日程第２０、発議第１１号、道路整備事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律の補助率等の嵩上げ措置継続を求める意見書についてを議題

とします。 

○議長（森 之嗣君） 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） ６番、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） 議長のご指名がありましたので、発議第１１号、道路整備事業
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に係る国の財政上の特別措置に関する法律の補助率等の嵩上げ措置継続を求める意

見書について、趣旨説明を申し上げます。 

 ご承知のとおり、道路は国民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な施設で

あります。現在、道路事業においては、地域高規格幹線道路や交付金事業の補助率

等がかさ上げされていますが、このかさ上げ規定は平成２９年度までの時限措置と

なっています。地方創生に全力を挙げて取り組んでいる本市にとっても、補助率等

が低減することは地域づくりに影響を及ぼす死活問題であります。このようなこと

から、道路事業に係る補助率等のかさ上げ措置については、現行制度を平成３０年

度以降も継続することを強く求めるものであります。 

 所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をお願い

いたします。 

 なお、意見書案につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（森 之嗣君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（森 之嗣君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 質疑なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） ただいま議題となっています発議第１１号につきましては、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、討論に入ります。 

○議長（森 之嗣君） 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより、発議第１１号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

 したがって、発議第１１号、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する

法律の補助率等の嵩上げ措置継続を求める意見書については、原案のとおり可決さ

れました。 

                                       

   ◎議員派遣の件 

○議長（森 之嗣君） 日程第２１、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件につきましては、お手元に配付した資料のとおりであります。これにご異議
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ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

 よって、資料のとおり派遣することに決定いたしました。 

                                       

   ◎閉議の宠告 

○議長（森 之嗣君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

                                        

   ◎市長職務代理者閉会挨拶 

○議長（森 之嗣君） 市長職務代理者より発言の申し出がありますので、これを許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 副市長、前川嘉宏君。 

○市長職務代理者副市長（前川嘉宏君） 閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本定例会におきましては、１２月１日の開会以来、長期間にわたり慎重審議を賜

り、提出いたしました全ての議案についてご承認をいただきましたこと、まずもっ

て厚く御礼を申し上げます。 

 前市長の不祥事につきましては、議員の皆様をはじめ市民の皆様に多大なるご心

配、ご迷惑をおかけいたしまして、私からもこの場をかりておわびを申し上げます。

今後、新しい市長が就任するまでの間、私が市長の職務を代理させていただきます。

市政における経験も乏しい身ではございますが、全身全霊を捧げて職務に当たる所

存であります。ＪＲ芦原温泉駅の周辺整備をはじめ、あわら市の未来につながる大

切な時期を迎えており、市政が停滞することは一刻たりとも許されません。どうか

議員各位におかれましては、これまで以上のご指導、ご協力を賜りたく、心からお

願いを申し上げます。 

 結びに、これから本格的な冬が到来するとともに年末年始を迎えることとなりま

す。議員各位におかれましては何かとお忙しいことと存じますが、ご自愛いただき、

輝かしい新年を迎えられることをご祈念申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

                                        

   ◎議長閉会挨拶 

○議長（森 之嗣君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 １２月１日より開会しました１２月定例会は、本日が最終日となりました。期間

中、慎重審議をいただきまして誠にありがとうございました。 

 開会中に市長の退職という思いもよらない事態となり、その間、議員各位には冷

静に議会活動に専念をしていただき、誠にありがとうございました。心から感謝を

申し上げます。市長が退職され、市長不在の期間が続きますが、議会といたしまし
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ては、これまでどおりしっかりと議会運営を行って参りたいと思っております。今

後も皆様のご協力をお願いいたします。 

 また、理事者におかれましても、市政が停滞または混乱することがないよう、市

長職務代理者の前川副市長を中心に頑張っていただきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、今年も残り１０日余りとなりました。議員各位には、体調管理に十分留意

されまして、年末年始の議員活動に努めていただきますようお願いを申し上げます。 

 結びに、本日ご参集いただきました皆様には、ご家族おそろいで健やかな新年を

迎えられますようご祈念を申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。 

                                        

   ◎閉会の宠告 

○議長（森 之嗣君） これをもって、第９０回あわら市議会定例会を閉会します。 

（午後２時４２分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  平成３０年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 

 


