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日程第 ９ 議案第 ７号 平成２４年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２

号） 

日程第１０ 議案第 ８号 平成２４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１１ 議案第 ９号 平成２５年度あわら市一般会計予算 

日程第１２ 議案第１０号 平成２５年度あわら市国民健康保険特別会計予算 

日程第１３ 議案第１１号 平成２５年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１４ 議案第１２号 平成２５年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算 

日程第１５ 議案第１３号 平成２５年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算 

日程第１６ 議案第１４号 平成２５年度あわら市水道事業会計予算 

日程第１７ 議案第１５号 平成２５年度あわら市工業用水道事業会計予算 

日程第１８ 議案第１６号 平成２５年度あわら市公共下水道事業会計予算 

日程第１９ 議案第１７号 平成２５年度あわら市農業集落排水事業会計予算 

日程第２０ 議案第１８号 平成２５年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算 
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日程第２１ 議案第１９号 あわら市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい

て 

日程第２２ 議案第２０号 あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条例の制定に

ついて 

日程第２３ 議案第２１号 あわら市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基

準を定める条例の制定について 

日程第２４ 議案第２２号 あわら市水道事業水道の布設工事の監督及び水道技術管理

者に関する条例の制定について 

日程第２５ 議案第２３号 芦原温泉上水道財産区水道事業水道の布設工事の監督及び

水道技術管理者に関する条例の制定について 

日程第２６ 議案第２４号 あわら市まちづくり基本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２５号 あわら市重度障害者（児）医療費助成条例の一部を改正す

る等の条例の制定について 

日程第２８ 議案第２６号 あわら市企業立地の促進等による地域における産業集積の

形成及び活性化に関する法律第10条第１項の規定に基づく

準則を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２９ 議案第２７号 あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３０ 議案第２８号 あわら市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３１ 議案第２９号 あわら市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に

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３２ 議案第３０号 あわら市就学支援委員会条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第３３ 議案第３１号 あわら市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３４ 議案第３２号 あわら市放課後子どもクラブ事業の実施に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第３５ 議案第３３号 福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更について 

日程第３６ 議案第３４号 坂井地区広域連合規約の変更について 

日程第３７ 議案第３５号 市道路線の認定について 

日程第３８ 議案第３６号 あわら市教育委員会委員の任命について 

日程第３９ 議案第３７号 あわら市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第４０ 議案第３８号 あわら市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第４１ 議案第３９号 あわら市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第４２ 請願第 １号 日本軍「慰安婦」問題の１日も早い法的解決、謝罪と補償

を求める意見書提出に関する請願 

日程第４３ 請願第 ２号 特急「サンダーバード」「しらさぎ」の存続を求める意見書

採択のための請願 

日程第４４ 請願第 ３号 「食料自給率 50％達成目標の設置及びＴＰＰ（環太平洋連
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携協定）参加を行わないことを政府に強く求める意見書」

提出に関する請願 

日程第４５ 発議第 １号 あわら市議会会議規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

日程第４６ 発議第 ２号 あわら市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

 （散  会） 
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   ◎議長開会宣告 

○議長（向山信博君） ただいまから、第６４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（向山信博君） 開会に当たり、市長より招集のご挨拶があります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第６４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。 

 今月は雪が舞う寒い日が続きましたが、少しずつ日が長くなり春の訪れが近いこ

とを感じられるようになって参りました。議員各位にはご健勝にてお過ごしのこと

と心よりお喜び申し上げます。 

 さて、嶺北消防組合が平成２３年９月から花乃杜五丁目において建設を進めて参

りました嶺北あわら消防署庁舎がこのほど完成をいしました。この新しい庁舎は高

い耐震性と最新の設備を有し、市の消防活動の拠点となることはもちろん、災害対

策本部も設置が可能な防災活動の拠点とも言える施設であります。また、併設され

た訓練棟には消火訓練や濃煙が充満した状態を体験できる施設もあり、自主防災組

織や自衛消防隊が訓練を実施する際、大いに利用していただきたいと考えておりま

す。市といたしましては今後、この庁舎の機能を十分に活用に、災害に強く市民が

安心して暮らせる安全なまちづくりを嶺北消防組合と一体となって進めて参る所存

であります。なお、来月１０日には落成式及び見学会を開催いたしますので、議員

各位のご臨席をよろしくお願いいたします。 

 さて、本定例会は新年度予算をご審議いただく最も重要な議会でございます。提

出いたします議案は専決処分の報告に関するもの１議案、専決処分の承認に関する

もの１議案、平成２４年度補正予算及び平成２５年度当初予算に関するもの１６議

案、条例の制定または改正に関するもの１４議案、一部事務組合規約の変更に関す

るもの１議案、広域連合規約の変更に関するもの１議案、市道路線の認定に関する

もの１議案のほか人事に関するもの４議案の全３９議案であります。 

 各議案の内容、提案の趣旨につきましては後ほどご説明申し上げますが、何とぞ

慎重なご審議いただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げ、招集のご

挨拶といたします。 

                                       

   ◎開議の宣告 

○議長（向山信博君） 本日の出席議員数は、１７名であります。杉田剛君は欠席の届

けが出ております。 

 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。 
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○議長（向山信博君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

                                       

   ◎諸般の報告 

○議長（向山信博君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 局長。 

○事務局長（道地菊代君） 諸般の報告をいたします。 

 平成２４年１２月４日招集の第６３回あわら市議会定例会において議決されまし

た議案につきましては、１２月２１日付で市長あてに会議結果の報告を行っており

ます。 

 今定例会までに受理いたしました陳情等につきましては、お手元に配布してあり

ます陳情等文書表のとおりであります。 

 次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案３９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（向山信博君） 次に、一部事務組合の議会報告を関係議員にしていただきます。 

 初めに、福井坂井地区広域市町村圏事務組合議会について報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １２番 丸谷浩二君。 

○12 番（丸谷浩二君） おはようございます。福井坂井地区広域市町村圏事務組合議会

及び行政視察の報告をいたします。 

 平成２４年１１月開催の定例議会の概要について報告をいたします。 

 第１５５回組合議会定例会が去る１１月２８日、広域圏事務組合事務所２階会議

室において開催をされ、議案１件が上程をされました。 

 議案の主な内容と審議結果について報告いたします。 

 議案第８号、平成２３年度福井坂井地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出

決算認定については、歳入合計、予算現額２３億５３６万４,０００円に対し収入済

額は２３億７,０５４万６,５０８円であり、支出済額は２１億６,９６２万２７７円

であります。歳入歳出差額２億９２万６,２３１円は平成２４年度に繰り越しとなる

ものであります。議案について慎重に審議いたしました結果、本案は妥当と認め原

案のとおり認定されました。 

 その後、一般質問が行われ、坂井市の川畑議員から清掃センターにおける廃棄物

の持ち込みについてという質問がありました。 

 次に行政視察を実施しておりますので、その報告をいたします。去る１月２４日

大阪市環境局舞洲工場と大阪市北港処分地（夢洲）を、翌２５日は大阪市西淀川区

の野村興産株式会社関西工場を視察をいたしました。 

 舞洲工場につきましては、埋立地に建てられましたごみの焼却処分施設であり、

平成１３年４月より稼働しており、総事業費６０９億円、工事期間丸４年をかけ建
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設されたもので、最大処理能力としまして、ごみ焼却は４５０トンの２基で１日９

００トン、粗大ゴミ処理は１日１７０トンの能力があり、大阪市内１０カ所の施設

では最大級の施設であります。当然、有害物質の発生抑制などの公害防止措置はも

とより余熱の再利用として発電量は工場内の電気はすべて賄った上で売電は昨年約

５億円に達しているとのことであります。また過去１０年間の平均売上としまして

鉄８,０００万円、アルミ６００万円とのことであります。 

 大きさも大きいですけども、まず建物のデザインにびっくりしました。一見遊園

地と見間違えるほどであります。デザインをされたのはウイーン生まれの自然保護

建築家のフリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー氏でデザイン料は約１億円強

とのことでありました。工場の周辺や建物の屋上や至るところに緑化を積極的に取

り入れ、１０年後、２０年後は木々が大きくなり建物を緑が包むような形となって

おります。 

 次に北港処分地について申し上げます。そこは夢洲と呼ばれ、全体の埋立面積は

３９０万㎡で、うち７３万㎡が舞洲をはじめ大阪市内の施設で発生する焼却残滓と

下水処理で発生する残滓で埋め立てをし、ほかは市内の土木工事で発生する残土等

で埋められております。当然、発生する汚水の処理も化学的に処理をされており、

一部埋め立てが完了したところはペーパードライ方式で土中の水分を除去中であり

ました。埋立完了がされた場所については今年度、メガソーラーをつくる予定であ

るとのことでありました。 

 翌２５日には野村興産関西工場を視察いたしました。当工場は産業廃棄物の中間

処理工場で、主に蛍光灯、乾電池の処理を行っているものであります。乾電池は集

約し直接北海道の処分工場に送っておられ、工場内はほとんど蛍光灯の破砕、分別

を行い、水銀含有物の分離、ガラス素材の原料を取り出し、それぞれに再利用する

ために他の処理工場に搬出をしております。蛍光灯に使われている水銀の量は２０

ワットの直管１本で仁丹１粒ぐらいの量がガス化されて入っています。当然、あわ

ら市の蛍光灯も当工場に送っておられますが、割れたものは不燃物として扱われて

おります。割れれば水銀ガスが空気中や土壌に入るわけで、今まで余り気にとめな

かったことが環境に影響すると思うと、改めて考え直さなければと思ったところで

あります。 

 ２日の視察を終え、多様化されているごみ処理や今後、笹岡の延命工事も控え、

蛍光灯、乾電池等有害物質を含む処理等、今後の環境を考える上で、更なる対応を

考えなければと感じた次第であります。 

 以上で組合議会並びに行政視察の報告といたします。 

○議長（向山信博君） 次に、嶺北消防組合議会について報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番 坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） 嶺北消防組合臨時議会の報告をいたします。 

 開催日は平成２４年１１月２９日、嶺北消防署本部にて行いました。出席者は向
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山議長、八木議員、三上議員、吉田議員と私、坪田であります。 

 上程議案は議案１１号、平成２３年度嶺北消防組合一般会計歳入歳出の決算につ

いて、議案１２号、平成２４年度嶺北消防組合一般会計補正予算について、議案１

３号、嶺北消防組合本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する条例につ

いてであります。議案１１、１２号は、全員協議会で理事者より議案の説明を受け

ました。議案１３号は４月１日より移転する嶺北あわら消防署の住所変更でありま

す。ちなみに、新しい嶺北あわら消防署の住所はあわら市花乃杜五丁目２番３号で

あります。全員協議会の後、本会議にて採決の結果、すべて原案のとおり可決いた

しました。 

 そのほか、議案外での報告をいたします。まず初めに、嶺北あわら消防署の移転

スケジュールであります。これは、先ほど市長挨拶にもありましたが、３月１０日

落成式、中身はテープカット、式典、施設見学、訓練披露、そして最後に一般見学

会となっております。続きまして、３月中に金津消防署及び芦原消防署より物品の

移動、４月１日、緊急車両移動、司令装置の切りかえ工事を行います。当日４月１

日夕方１７日より運用開始となります。 

 次に、嶺北消防春江庁舎を移転する計画。具体的には現在の既存車庫を解体して

後方に消防車車庫の新築、総合支所、１、２階を改修いたします。工期は平成２５

年９月着工、２７月２月完成予定、工事費は概算で約３億円であります。 

 続きまして、消防緊急デジタル無線整備の計画。現在はアナログ方式であります。

設置箇所は庁舎本部、あわら署、坂井２１分団、ここは東尋坊あたりであります。

それと竹田小学校の跡地、４基地であります。整備概算予算は約５億６,０００万円、

２５年度実施、平成２６年、２７年の工事で平成２８年６月運用開始となります。 

 以上、嶺北消防組合議会の報告を終わります。 

○議長（向山信博君） 次に、坂井地区広域連合議会について報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 坂井地区広域連合議会の報告をいたします。 

 平成２５年２月開催の坂井地区広域連合議会定例会の概要について報告をいたし

ます。 

 第４４回、坂井地区広域連合議会の定例会が去る２月４日から７日にかけて坂井

市議会議場において開催され、議案１３件が上程されました。 

 議案の主な内容と、審議結果について報告いたします。 

 議案第１号、平成２４年度坂井地区広域連合一般会計補正予算（第４号）につい

ては、職員人件費の執行見込みによる減額、旧し尿処理施設跡地利用の確定により

計画に係る委託料の不用による減額、し尿収集運搬車外装化事業補助金の不用によ

る減額、クリーンセンター管理運営費、一般廃棄物処分費の執行見込みによる減額

の補正を行ったもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２１万９,０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を２億９,６８０万４,０００円とするものでござ
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います。 

 議案第２号、平成２４年度坂井地区広域連合介護保険特別会計補正予算（第５号）

については、一部事務組合等の統合に伴う職員数の増による人件費の増額、厚生労

働省のシステム改修に伴う介護保険システム改修業務委託料、保険給付費の執行見

込みによる各介護サービス給付費の増額または減額の補正を行ったもので、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,０５８万３,０００円を増額し、歳入歳出予算

の総額を９８億２,８９３万１,０００円とするものでございます。 

 議案第３号、平成２４年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計補正予算（第２

号）」については、墓地公園内の、立ち枯れになっている生垣の撤去とその植栽につ

いての工事費の補正を行ったもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２

０万円を増額し、歳入歳出予算の総額を７１２万２,０００円とするものでございま

す。 

 議案第４号、平成２５年度坂井地区広域連合一般会計予算については、歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出それぞれ２億２,１０３万４,０００円とするもので、広域

連合の運営に係る諸経費、代官山斎苑の管理運営に係る経費、し尿汚泥の収集、運

搬及び処理に係る経費が計上されております。また、歳入予算の分担金及び負担金、

１億９,８７７万４,０００円のうち、あわら市の負担金は７,０２８万１,０００円

となっております。 

 議案第５号、平成２５年度坂井地区広域連合介護保険特別会計予算については、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９９億９,２１１万１,０００円とするも

ので、対前年比５億７,４２３万３,０００円の増額、率にして６.１％の増となりま

す。主なものといたしましては、平成２４年度から平成２６年度までを計画期間と

する第５期介護保険事業計画に基づき、保険給付費９５億２６３万９,０００円、地

域支援事業費２億８,４７０万円などが計上されております。また、歳入予算の分担

金及び負担金１４億１,８８４万６,０００円のうち、あわら市の負担金は３億９,７

６７万３,０００円となっております。 

 議案第６号、平成２５年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計予算については、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２３６万４,０００円とするもので、主な

ものといたしましては、指定管理者委託料２００万円などが計上されております。 

 議案第７号、坂井地区広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第８号、坂井地区広域連合指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について、議案第９号、坂井地区広域連合指定地域密着型サービス事業

者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の

制定について、以上３議案は、介護保険法の改正により、指定地域密着型サービス

等に関する基準を条例で定めることとされたことに伴い、広域連合の独自基準を設

定した条例を制定するものであります。 

 議案第１０号、坂井地区広域連合障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委
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員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定については、障害者自立支援

法の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第１１号、代官山斎苑の設置及び管理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１２号、代官山墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例

の制定について、以上２議案は、代官山斎苑及び墓地の施設管理を指定管理者に行

わせるに当たり、所要の改正を行うものでございます。 

 議案第１３号、指定管理者の指定については、代官山斎苑及び墓地の施設管理を

指定管理者に行わせるに当たり、議会の議決を求めるもので、指定管理者を株式会

社法美社坂井支店とし、指定期間を２５年４月１日から５年間とするものです。 

 以上、１３議案につきまして慎重に審議いたしました結果、いずれも妥当と認め、

原案のとおり可決いたしました。 

 また、一般質問では、坂井市議会選出の畑野麻美子議員が定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業の開始に当たってについて、質問をいたしました。 

 以上、坂井地区広域連合議会の報告といたします。 

○議長（向山信博君） これで諸般の報告を終わります。 

                                       

   ◎行政報告 

○議長（向山信博君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 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、市民福祉部関係でございますが、市民生活課所管では、デマンド交通につ

いて報告いたします。 

 昨年４月からコミュニティバスにかわる地域の公共交通手段として運行を開始し

ました乗合タクシーは、現在２,１９０人の登録があり、平均で１日当たり７８人に

ご利用をいただいております。来年度の事業につきましては、利用者から寄せられ

た要望をもとに、土曜日の運行や病院等での待ち時間を短縮するなど、さらに利用

しやすい制度になるよう、運行事業者の協力を得ながら進めて参りたいと考えてお

ります。 

 次に、子育て支援課所管では、幼保一体化の取り組みについてご報告いたします。 

 幼保一体化につきましては、平成２７年４月から、市内全域で実施することを予

定しており、現在、新たな私立認定こども園の設置や金津保育所の大規模改修工事

の実施に向けて準備を進めております。私立認定こども園につきましては、県内の

社会福祉法人等を対象に設置及び運営を行う事業者の公募を行い、応募があった法

人の中から事業者の選定を行っております。決定後は、平成２７年４月の開園に向

け、ソフト、ハードの両面から、事業者を支援、指導していく予定であります。 

 一方、金津保育所の大規模改修工事は、平成２６年度末までに終える予定であり、

設計業務委託料など関係経費を平成２５年度当初予算案に計上させていただいてお
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りますので、よろしく願いいたします。 

 健康長寿課所管では、現在、あわら市、坂井市、坂井地区広域連合、坂井地区医

師会及び県が東京大学と連携して進めております在宅ケアのモデル事業について報

告いたします。 

 この事業につきましては、住み慣れた我が家で最期まで自分らしくとの患者の思

いをかなえられる体制を構築するため、平成２２年から検討を行って参りました。

昨年９月４日には、医療、介護、行政関係者による推進協議会を設置し、本格的な

体制づくりに入っております。また、在宅ケアには医療と介護の連携が不可欠であ

ることから、昨年１２月２日には坂井地区広域連合の主催で、医師、看護師、薬剤

師、ケアマネジャー、介護福祉士など多職種による連携会議を開催いたしました。

今後は、在宅患者の情報共有システムの構築や住民啓発のためのＤＶＤ、番組制作

等を県、東京大学、坂井地区医師会と連携して行うとともに、地区へ出向いての在

宅ケア出前講座や住民集会など啓発活動にも力を入れて参りたいと考えております。 

 次に、経済産業部関係でございますが、観光商工課所管では、昨年１年間のあわ

ら市の観光についてまとめた観光白書について申し上げます。 

 昨年１年間に、あわら市を訪れた観光客数は１３８万１,８００人で、前年度と比

較し１２万３,６００人、率にして９.８％の増となりました。このうち、芦原温泉

の宿泊客数は７８万６,９００人で、前年度の７０万４,５００人と比較し８万２,４

００人、１１.７％の増となりました。 

 この要因としましては、全国展開の大型温泉リゾート施設が、昨年２月に芦原温

泉で開業したことが一番大きく、そのほか前年に発生した大雪や東日本大震災の影

響による上半期の落ち込みが例年並みに戻ったこと、また、夏季の入込数が増加し

たことなども挙げられます。 

 今後とも、平成２７年３月の北陸新幹線金沢開業を見据え、あわら市の基幹産業

の一つである観光事業がますます発展するよう、魅力あるまちづくりに積極的に取

り組んで参りたいと考えております。 

 最後に、教育委員会関係でございますが、教育総務課所管の日中友好親善少年使

節団の派遣中止について報告いたします。 

 昨年末に派遣を予定していた第２７次日中友好親善少年使節団につきましては、

日中関係の悪化に伴い、今年３月まで派遣を延期したところであります。しかしな

がら、北京市などにおけるＰＭ２.５の大量発生による大気汚染の影響もあり、この

ほど正式に派遣の中止を決定いたしました。 

 受け入れ先である紹興市人民政府からは、中国国内の情勢は落ち着いているとの

情報を得ており、こういう時期だからこそ、子どもたちによる草の根交流が、日中

両国の交流発展に大きく貢献するとの意見もありました。しかしながら、最近、大

気汚染による中国国内の外出自粛に関する報道が多くなるに従い、保護者の皆様か

ら、訪問を心配する声が市及び学校に多く寄せられるようになりました。 

 こうしたことから、学校や保護者の皆様と十分話し合いを行った結果、大変残念
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ではありますが、今年度の日中友好親善少年使節団の派遣は取りやめることとした

ものです。平成２５年度以降、環境が好転いたしましたら、派遣の再開も検討した

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（向山信博君） 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、１番、吉田太一君、

２番、森 之嗣君の両名を指名します。 

                                       

   ◎会期の決定 

○議長（向山信博君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２２日までの２４日間といたしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 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３月２２日までの２４日間と決定しまし

た。 

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

                                       

   ◎議案第１号の上程・提案理由説明 

○議長（向山信博君） 日程第３、議案第１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）を議題とします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） 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１号、専決処分の報告につい

ての提案理由を申し上げます。 

 本案は、市の公用車による車両破損事故に係る損害賠償の額を定めたものであり

ます。 

 この事故は、昨年１２月６日に市の公用車を坂井健康福祉センターの駐車帯に入

れ降車する際に、開けたドアが強風にあおられて横に駐車してあった軽ワゴン車に

接触し、側面を損壊させたものであり、損害賠償の額を定めることについて、１２

月２４日付けで専決処分を行ったものであります。 

 本件につきましては、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（向山信博君） 議案第１号は、これをもって終決いたします。 
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   ◎議案第２号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第４、議案第２号、専決処分の承認を求めることについて

（平成２４年度あわら市一般会計補正予算（第８号））についてを議題とします。 

○議長（向山信博君） 本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（向山信博君） 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２号、専決処分の承認を求め

ることについての提案理由を申し上げます。 

 本案は、平成２４年度あわら市一般会計補正予算（第８号）で、歳入歳出それぞ

れ１,４１０万円の追加を専決処分したものであります。これに伴い、補正後の予算

総額は、歳入歳出それぞれ１４０億８,６８３万２,０００円となっております。 

 補正の内容といたしましては、土木費の除雪対策費で除雪委託料など１,０１４万

６,０００円、災害復旧費の農業用施設災害復旧費で工事請負費３４５万６,０００

円、道路橋りょう災害復旧費で伐採委託料４９万８,０００円を追加計上しておりま

す。 

 これに伴う歳入といたしましては、県支出金４９８万４,０００円、繰越金９３８

万円、市債５０万円を追加する一方、災害復旧費分担金７６万４,０００円を減額し

ております。 

 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（向山信博君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（向山信博君） ただ今議題となっております議案第２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、異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第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（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２号は原案のとおり承認することに決定しました。 
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   ◎議案第３号から議案８号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第５、議案第３号、平成２４年度あわら市一般会計補正予

算（第９号）、日程第６、議案第４号、平成２４年度あわら市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）、日程第７、議案第５号、平成２４年度あわら市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）、日程第８、議案第６号、平成２４年度あわら市水道事

業会計補正予算（第２号）、日程第９、議案第７号、平成２４年度あわら市公共下水

道事業会計補正予算（第２号）。日程第１０、議案第８号、平成２４年度あわら市農

業集落排水事業会計補正予算（第２号）、以上の議案６件を一括議題とします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） 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３号、平成２４年度あわら市一

般会計補正予算（第９号）から議案第８号、平成２４年度あわら市農業集落排水事

業会計補正予算（第２号）までの６議案について、概要を説明いたします。 

 議案第３号の一般会計補正予算（第９号）につきましては、１５億８,６３２万２,

０００円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１５６億７,３１５万４,

０００円とするものであります。 

 今回の補正につきましては、年度末補正でありますので、その多くが、各歳出項

目において、事業費の確定や精算等により生じた不用額を減額したものとなってお

ります。また、これらの余剰の財源が生じたことなどから、財政調整基金の取り崩

し分１億９,０００万円を減額するとともに新たに１億４,９９９万９,０００円を

積み立てております。 

 それでは、歳出の主なものからご説明いたします。 

 まず、総務費では、文書管理費で例規集の追録及びデータ更新委託料１７４万３,

０００円、企画費で福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金１９９万３,０００円、

広報費でケーブルテレビ番組制作委託料１７５万３,０００円をそれぞれ減額いた

しております。また、公共交通対策費でデマンド交通運行事業委託料２,５９３万５,

０００円を減額する一方、広域生活路線維持対策等事業補助金１,４５７万３,００

０円を追加計上いたしております。 

 民生費では、社会福祉総務費で国民健康保険特別会計繰出金９８７万円、老人福

祉総務費で坂井地区広域連合負担金３０２万９,０００円を追加計上する一方、後期

高齢者医療広域連合療養給付費負担金４,９３３万３,０００円を減額いたしており

ます。また、保育所費で私立保育所措置委託料など４,９４８万１,０００円、新た

な認定こども園の整備に係る土地購入費１億２,９２３万５,０００円、幼児園費で

２幼児園の措置委託料１,２２７万２,０００円、生活保護扶助費で生活保護費２,０

００万円をそれぞれ追加計上いたしております。 

 衛生費では、予防費で予防接種委託料１,４８４万５,０００円、保健費で妊婦・
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乳児健診委託料２１２万５,０００円、塵芥処理費で福井坂井地区広域市町村圏事務

組合負担金８７４万７,０００円を減額いたしております。 

 労働費では、労働諸費で就職困難者等雇用補助金１３５万６,０００円、緊急雇用

対策費で臨時職員に係る社会保険料及び賃金４４５万７,０００円のほか、地域資源

コーディネート事業など４事業の委託料５１１万７,０００円を減額いたしており

ます。 

 農林水産業費では、農業振興費で野菜生産価格安定事業、環境保全型農業支援事

業など７事業に係る負担金及び補助金４８９万３,０００円、農地集積実践事業補助

金返還金５６３万５,０００円をそれぞれ減額いたしております。また、農地費で、

あわら夢ぐるま公園整備に係る事業費として設計業務委託料１,５００万円、工事請

負費１億５００万円、土地購入費１,０００万円の計１億３,０００万円、県営かん

がい排水事業負担金１,８２７万円、経営体育成基盤整備事業負担金７５０万円、農

道保全対策事業負担金２,５００万円を追加計上するほか、農地・水・環境協議会負

担金４５２万２,０００円、坂井北部土地改良区事務所運営補助金４２０万６,００

０円を減額いたしております。 

 商工費では、観光施設費で湯のまち広場に新たに整備する足湯に係る事業費とし

て設計業務委託料１,０００万円、工事請負費１億７,０００万円の計１億８,０００

万円、過疎集落等自立再生緊急対策事業補助金２,３００万６,０００円を追加計上

いたしております。 

 土木費では、道路橋りょう新設改良費で測量業務委託料５００万円、道路改良工

事請負費５,１００万円、県営道路改良事業負担金１,７２６万３,０００円、除雪対

策費で除雪トラックの購入費１,５１３万４,０００円を追加計上する一方、公共下

水道費で公共下水道事業会計補助金２,５４０万円、住宅管理費で公営住宅長寿命化

事業に係る委託料１６５万７,０００円、工事請負費５０１万４,０００円、補償金

２３６万３,０００円を減額いたしております。 

 消防費では、常備消防費で嶺北消防組合負担金１億２０４万１,０００円を減額い

たしております。 

 教育費では、学校管理費で北潟、波松、本荘の３小学校のプール改修事業に係る

工事請負費３,５９２万２,０００円を減額するほか、複合生涯学習施設整備費で生

涯学習館の駐車場整備に係る経費１,２９０万６,０００円を追加計上いたしており

ます。また、体育施設費で市民武道館の耐震補強、改修に係る工事請負費１,７２１

万１,０００円を減額するほか、給食センター整備費で同センターの整備に係る工事

請負費、事業用備品購入費などの経費１０億７,２１６万円を追加計上いたしており

ます。 

 災害復旧費では、農地災害復旧費で災害復旧事業補助金１３１万３,０００円、農

業用施設災害復旧費で災害復旧事業補助金４２２万２,０００円、道路橋りょう災害

復旧費２３４万２,０００円、河川災害復旧費で１３０万２,０００円をそれぞれ減

額いたしております。 
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 このほか、公債費関係では、地方債償還に係る利子２,５９０万７,０００円を減

額するほか、諸支出金では、財政調整基金費で積立金１億４,９９９万９,０００円

を追加計上いたしております。 

 次に、歳入でありますが、地方特例交付金で４０９万２,０００円、地方交付税で

１億８,４２９万７,０００円、分担金及び負担金で１,１６７万４,０００円、国庫

支出金で２億５,５８８万９,０００円、財産収入で２８８万３,０００円、寄附金で

２２８万１,０００円、繰越金で２億２,００１万１,０００円、市債で１１億１,１

６４万円をそれぞれ追加計上する一方、使用料及び手数料で１００万円、県支出金

で９６０万４,０００円、繰入金で１億８,９１６万１,０００円、諸収入で６６８万

円を減額いたしております。 

 次に、繰越明許費でありますが、農林水産業費で県営かんがい排水事業負担金２,

６３９万円、経営体育成基盤整備事業負担金７９４万５,０００円、農道保全対策事

業負担金３,５００万円、あわら夢ぐるまバリューアップ事業１億３,０００万円、

県営林道事業負担金５００万円、商工費で過疎集落等自立再生緊急対策事業２,３０

０万６,０００円、温泉情緒あふれる華やぎのまちづくり事業１億８,０００万円、

土木費で除雪対策経費１,５３０万円、道路一般改良舗装事業６,３１０万円、県営

道路改良事業負担金２,０６６万７,０００円、地方道路交付金事業３,４５５万円、

芦原温泉駅周辺整備事業２,７５０万円、北陸新幹線建設事業負担金１万７,０００

円、教育費で本荘公民館建設事業１３０万円、複合生涯学習施設整備費６億４３万

２,０００円、給食センター整備事業１２億７,１５１万８,０００円、災害復旧費で

農業用施設災害復旧単独事業１０８万４,０００円、農業用施設災害復旧補助事業９

１３万６,０００円をそれぞれ翌年度に繰り越して使用できる経費として定めてお

ります。 

 最後に地方債の補正でありますが、社会資本整備総合交付金事業など７件を追加

するとともに、県営かんがい排水事業など１４件について所要の変更を行うほか、

バイオマス供給施設整備事業については廃止することとしております。 

 議案第４号の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、２,６９

１万３,０００円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３億１７万７,

０００円とするものであります。 

 歳出といたしましては、退職被保険者等療養給付費１,４００万円、償還金３８６

万９,０００円、基金積立金８,０００万円を追加計上する一方、一般保険者療養給

付費５,２００万円、高額医療費拠出金２７９万８,０００円、保険財政共同安定化

事業拠出金１,２１９万円１,０００円、特定健康審査等事業費３９６万７,０００円

を減額いたしております。 

 歳入といたしましては、前期高齢者交付金４,８３６万８,０００円、療養給付費

等交付金１億３１７万円、保険財政共同安定化事業交付金１,０６９万５,０００円、

一般会計繰入金９８７万円、その他繰越金４２９万円を追加計上する一方、国の療

養給付費等負担金６,７３７万６,０００円のほか、高額医療費共同事業負担金１４
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０万円、特定健康診査等負担金２６４万４,０００円、財政調整交付金２,３３９万

９,０００円、県財政調整交付金３,９１８万３,０００円を減額いたしております。 

 議案第５号の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきましては、１,８

２２万４,０００円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億４７２万

４,０００円とするものであります。 

 歳出といたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金１,８４３万円を追加計上

し、一般管理費２０万６,０００円を減額するものであります。 

 これに伴う歳入につきましては、後期高齢者医療保険料１,２３１万９,０００円、

繰越金６１０万５,０００円を追加計上する一方、一般会計繰入金２０万円を減額い

たしております。 

 議案第６号の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

業収益で消火栓維持管理負担金１６万７,０００円、水道加入負担金６５０万円を追

加計上する一方、水道料金１,０００万円、下水道使用料徴収業務負担金７２万１,

０００円を減額いたしております。 

 収益的支出では、営業費用で消費税及び地方消費税３５万円を追加計上する一方、

水質検査業務委託料９９万円、企業債利息７２万６,０００円を減額し、補正後の予

定額を７億８,７６２万８,０００円とするものであります。 

 また、資本的収入及び支出の収入の部では、他会計工事負担金５１万４,０００円

を追加計上するほか、上水道事業債１,２００万円を減額いたしております。 

 一方、支出の部では、調査設計業務委託料１,０００万円を減額し、補正後の予定

額を２億７,４８２万９,０００円とするものであります。 

 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１９６万３,０００円を追加計上するとともに、消費税資本的収支調整

額４７万７,０００円を減額し、収支の調整を行っております。 

 議案第７号の公共下水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益的支

出の営業費用の管渠費で下水道管補修に係る工事請負費など７５２万円、ポンプ場

費で設備修繕料など１９８万円、雨水処理費で都市排水路補修工事費５０万円、総

係費で下水道使用料徴収業務負担金など１１１万６,０００円、流域下水道費で維持

管理負担金４００万円、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費で企業債利息９

４０万５,０００円をそれぞれ減額し、収益的支出予定額を１０億２,９４５万４,０

００円とするものであります。 

 また、資本的収入では、分担金及び負担金１,１６０万円を追加計上する一方、下

水道事業債４,０２０万円、他会計補助金２,５４０万円を減額しております。 

 一方、資本的支出では、建設改良費で汚水管渠布設工事費１,０４８万６,０００

円、九頭竜川流域下水道事業建設負担金１,７５３万６,０００円を追加計上するほ

か、汚水、雨水に係る管渠布設工事費、長寿命化計画策定委託料など８,２２８万６,

０００円、企業債償還金１,７５８万２,０００円を減額し、補正後の予定額を１３

億５６６万２,０００円とするものであります。 
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 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、過年度分損益

勘定留保資金４８万７,０００円を追加するとともに、当年度分消費税資本的収支調

整額１,４３２万３,０００円、当年度分損益勘定留保資金４０１万円を減額し、収

支の調整を行っております。 

 議案第８号の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

収入の営業収益で下水道使用料３０万円を減額する一方、収益的支出の営業費用で

処理場に係る修繕料１６０万円、動力費３０万円を減額し、補正後の予定額を５,０

６９万２,０００円とするものであります。 

 以上が補正予算の概要でございます。 

 これら６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（向山信博君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

 ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ２点、ちょっと質問をしたいと思いますが、先ほど市長の行

政報告にもございましたが、公共交通、乗り合いタクシーですが、平均１日７８人

の利用という報告がございましたが、今年、今のところ先月末、１月末までで前年

度コミュニティバスのときと比べて利用人数の変化、これはどんなものかというの

を、ちょっと伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事。 

○市民福祉部理事（坂東雅実君） 山川知一郎議員のご質問にお答えをいたします。 

 平成２４年度のデマンド交通の利用実績でございますけれども、先ほどの市長の

行政報告の中でも報告いたしましたように、１月末現在で利用の登録者数２,１９０

人、それから利用者数でございますけれども１万４,３８５人となってございます。

ちなみに、このデマンド交通の運行日数でございますけれども、１月末現在で２０

６日ということになっております。また、平成２３年度まで運行いたしておりまし

たコミュニティバスでございますけれども、こちらの方、利用者数３万３５９人、

これにつきましてはスクールバス、また小中学校の通学者、含めております。この

通学者を除きますと２万４,５００人という利用者数でございます。こちらの方の運

行日数でございますけれども３６２日ということで、年末年始を除いた毎日運行し

ているということでございます。これでコミュニティバスと、このデマンド、比較

いたしますと、先ほど行政報告の中で１日平均、デマンド交通が７８人ということ

で申し上げてございます。このコミュニティバスにつきましては、１日平均、通学

者を除きますと６８人ということでございますので、利用者数はこのデマンド交通

の方が伸びているということでございます。ただ、運行日数の違いがございます。

単純に比較はできませんけれども、１日平均で申し上げますと、そういうことにな
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ります。ただ、この７８人、これは１月の平均ということでございまして、年間平

均しますと、やはり７０人を超していくということでございますので、よろしくお

願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） もう１点、補正予算にあわら夢ぐるまバリューアップ事業で

富津のところに農村公園を整備するということで１億３,０００万円計上されてお

りますが、新聞等によりますと駐車場等を整備するということですが、もう少し詳

しい整備の内容を伺いたいということと、それから、これを整備した後の維持管理

をどうするのかと。それと、このことについて地元の富津の区との話は、どういう

ふういなっているか。富津の区の方も維持管理とか、そういうことに今後かかわら

れるのか、そこらのことも含めてお伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） ただいまのあわら夢ぐるま公園整備後の維持関係等々

につきましてのお答えをさせていただきます。 

 この公園整備の概要でございますが、これにつきましては主に芝生広場、これら

につきまして約８,０００㎡ほどの芝生広場の整備と。この中には若干の遊具とトイ

レ等の附属設備も整備するということでございます。また、この公園に附属いたし

まして駐車場の整備、また、この公園に入りますところの取りつけ道路の整備等を

考えてございます。また、これらの整備後でございますが、維持管理につきまして

は現時点では指定管理者による維持管理を考えてございます。指定管理者の指定に

当たりましては、地元農家との連携によりますところの農業振興を視野に入れまし

て、公募により、この指定管理者を決定したいと考えてございます。また、区との

話し合いでございますが、これらにつきましても現在、富津区とも今後の事業の進

め方、また先ほど指定管理者という中で、それらの話も含めまして今後、さらにお

話し合いを進めさせていただきまして、最終的に、この地元区が指定管理云々と、

これは未定でございますが、公募によりますところの指定管理者での維持管理を現

在考えているところでございますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 今の件で、現在は休んでいますが、昨年までは農産物の売店

がありまして、土日だけでしたか、きららの丘がやってたと思いますが、その部分

はどうなるのか。何か今の話で指定管理者を公募するということですが、農産物、

売っているところの運営というのは、どうなるのかということと、あそこに広場を

つくって遊具とトイレを整備をしたいということですが、バーベキューができるよ

うにしてほしいという意見も、かなりあったんではないかというふうに思うんです
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が、そういうことは検討されたのでしょうか。そのことについても、ちょっと伺い

たいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） お答えをいたします。 

 現在、農産物販売所の運営を行ってございますが、これらの運営につきましても

広場の管理と合わせまして一括した指定管理者の方で維持管理を今後お願いしてい

こうというふうな現在の考え方でございます。また、今、議員言われました施設の

中でバーベキュー施設、これらにつきましても今後、予算をお認めいただいた以降

に施設の内容につきましては関係機関ともいろいろ相談しながら進めて参りたいと

考えてございます。当然、そういう整備に当たりましては、議会のご意見等もお聞

きすることになってございますので、また、その点でもよろしくお願いをいたした

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（向山信博君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これをもって質疑を終結いたします。 

○議長（向山信博君） ただ今、議題となっています、議案第３号から議案第８号まで

の６議案は、お手元に配布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。 

 暫時休憩します。再開を１０時４５分とします。 

（午前 10時 34 分） 

                                        

○議長（向山信博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 10時 44 分） 

                                       

   ◎議案第９号から議案第１８号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第１１、議案第９号、平成２５年度あわら市一般会計予算、

日程第１２、議案第１０号、平成２５年度あわら市国民健康保険特別会計予算、日

程第１３、議案第１１号、平成２５年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算、日

程第１４、議案第１２号、平成２５年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算、

日程第１５、議案第１３号、平成２５年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予

算、日程第１６、議案第１４号、平成２５年度あわら市水道事業会計予算、日程第

１７、議案第１５号、平成２５年度あわら市工業用水道事業会計予算、日程第１８、

議案第１６号、平成２５年度あわら市公共下水道事業会計予算、日程第１９、議案

第１７号、平成２５年度あわら市農業集落排水事業会計予算、日程第２０、議案第

１８号、平成２５年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算、以上の議案１０件
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を一括議題とします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） 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９号、平成２５年度あわら市

一般会計予算から議案第１８号、平成２５年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計

予算までの平成２５年度１０会計予算につきまして、予算編成の基本方針を申し上

げます。 

 政府においては、本年１月２４日に、平成２５年度予算編成の基本方針を閣議決

定しております。この基本方針では、日本経済再生に向けた取り組みとして、大胆

な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の三本の矢を一体と

して実行していくこととしております。これにより、国は平成２５年度予算につい

て、緊急経済対策に基づく大型補正予算と一体的なものとして編成をし、景気の底

割れの回避とデフレからの早期脱却及び成長力の強化を図ることとしております。

一方で、地方財政対策においては、地方が安定的に財政運営を行うことができるよ

う、一般財源総額は平成２４年度と同水準を確保するとされたものの、その内訳と

しては地方税の増収を見込んだものであり、地方交付税総額は、対前年度比で３,９

２１億円減の１７兆６２４億円とされ、非常に厳しい財政運営が求められる内容と

なっております。 

 このような状況の中、本市の平成２５年度予算については、若い世代が住み生み

育てたくなるまちづくりを推進するため、ＨＥＥＣＥ構想として体系化した３１事

業に加え、特に平成２５年度は、北陸新幹線の開業を見据えたＪＲ芦原温泉駅周辺

整備や、芦原温泉街の再生整備、幼保一体化に向けた環境整備等について重点を置

いた予算編成を行っております。 

 平成１６年に誕生したあわら市も、本年で合併から１０年目を迎え、平成２６年

度からは、地方交付税の一本算定への移行が段階的に進みます。こうした非常に厳

しい財政状況が続く中、市政を取り巻く情勢の変化に的確かつ機動的に対応するた

めにも、安定的な財政基盤を確立することが不可欠であります。 

 このため、実質公債費比率や将来負担比率などの財政健全化指数にも留意しなが

ら、合併特例債等の優遇債や今般の緊急経済対策を可能な限り有効に活用し、予算

を編成したものであります。 

 以上が予算編成の基本方針であります。 

 なお、各会計予算の内容につきましては、副市長から説明を申し上げますので、

よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 副市長、北島善雄君。 

○副市長（北島善雄君） それでは、私の方から平成２５年度の一般会計の当初予算及

び各特別会計の予算につきましての概要の説明をさせていただきます。 
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 まず、議案第９号、平成２５年度あわら市一般会計予算についてでございますけ

れども、本案は、歳入歳出それぞれ１２２億７,０００万円と定めるもので、前年度

当初予算と比較いたしまして３億９,０００万円、３.１％の減となっております。 

 予算総額が減となりました主な要因といたしましては、国の緊急経済対策に対応

するため、給食センター整備事業等の普通建設事業を前倒しし、平成２４年度補正

予算に計上したことや、昨年度実施いたしましたあわら消防署庁舎建設事業等が完

了したことが挙げられます。 

 それではまず、主な歳入について申し上げます。 

 第１款、市税は、総額４３億９,６９１万５,０００円で、前年度と比較して３,２

００万円、０.７％の増となっております。 

 これは、主として、土地評価の下落に伴う固定資産税の減額が前年度比で１,００

０万円程度見込まれる一方で、前年度における調定の状況等を勘案し、たばこ税で

２,７００万円、入湯税で１,０００万円の増収を見込んだためであります。 

 第２款、地方譲与税から第９款、地方特例交付金までは、前年度における調定の

状況や県の見込額等を勘案し、合計で５億５,５７０万円を計上いたしております。

前年度比０.９％の微減となっております。 

 第１０款、地方交付税は、前年度と比較して５,０００万円の減、２８億円を計上

いたしております。平成２４年度の普通交付税の決定額は２６億３,４２９万７,０

００円でありますが、国の地方財政計画では平成２５年度の交付税総額は、前年度

比２.２％の減となることや、市税の増収分等も勘案し、普通交付税については、前

年度比５,０００万円減の２４億円の計上となりました。また、特別交付税につきま

しては、前年度と同額の４億円を計上いたしております。 

 第１２款、分担金及び負担金は、保育所・幼児園の保育料などで、前年度比２２.

７％の増となる３億４,７９６万３,０００円を計上いたしております。増となった

主な要因といたしましては、給食センター方式への移行に伴う対象児童、生徒数の

増加による給食費負担金の増が挙げられます。 

 第１３款、使用料及び手数料は、市営住宅使用料、一般廃棄物処理手数料、幼稚

園保育料などで、前年度比３.８％の増となる１億７,４０３万２,０００円を計上い

たしております。 

 第１４款、国庫支出金は、前年度比２.３％の増となる１２億９,２５１万６,００

０円を計上いたしております。増となった主な要因といたしましては、公営住宅長

寿命化事業による社会資本整備総合交付金の増が挙げられます。 

 第１５款、県支出金は、前年度比５.３％の増となる７億６,６２８万９,０００円

を計上いたしております。増となりました主な要因といたしましては、ふるさと創

造プロジェクト事業補助金及び観光まちなみ魅力アップ事業補助金の増が挙げられ

ます。 

 第１８款、繰入金は、前年度比７９.５％の大幅増となる４億７,２６６万２,００

０円を計上いたしております。これは、財政調整基金繰入金を昨年に比べ１億８,０
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００万円増の４億４,０００万円、計上したことによるものであります。 

 第２０款、諸収入につきましては、前年度比９％の減となる３億８,６７０万３,

０００円を計上いたしております。内容といたしましては、各種貸付制度に係る預

託金等の貸付金元利収入１億８,３６４万３,０００円、地域支援包括的支援・任意

事業受託費などの受託事業収入８,４４４万１,０００円、雑入１億４７３万５,００

０円が主なものであります。また、減となりました主な要因といたしましては、関

連事業完了に伴う最終処分場建設事業関連交付金の減が挙げられます。 

 第２１款、市債は、前年度比３９.２％の減となる１０億４,６００万円を計上い

たしております。減となりました主な要因といたしましては、あわら消防署庁舎建

設事業等が完了したことが挙げられます。内容といたしましては、臨時財政対策債

６億４,０００万円、土木債１億９,４６０万円、教育債１億４,０９０万円等となっ

ております。なお、このうち平成２５年度の合併特例債としては、２億７,８９０万

円を予定いたしております。 

 次に、歳出でありますが、まず、性質別の状況を申し上げます。 

 人件費等の義務的経費は、総額で５９億８,３７５万７,０００円、構成比は４８.

８％で、前年度と比較して２.４％の増となっております。また、義務的経費以外の

その他の経費は、総額で６２億８,６２４万３,０００円、構成比は５１.２％で、前

年度と比較して７.８％の減であります。 

 増減の主な内容を申し上げますと、人件費では、退職手当特別負担金の増等によ

り４,５６９万６,０００円の増、扶助費では、生活保護扶助費の増額等により、４,

９９２万９,０００円の増、物件費では、給食センター整備事業に伴う備品購入費な

どの増で１億５,８７４万円の増でございます。補助費等で、あわら消防署庁舎建設

に伴う嶺北消防組合負担金の減等により６億４,２０３万１,０００円の減となって

おります。普通建設事業費では、市民武道館の耐震補強・改修工事の終了や土地改

良事業償還金補助金の減がある一方で、各小中学校給食搬入口改修工事や市営住宅

長寿命化工事等により５,０８４万６,０００円の増となっております。 

 次に、目的別の概要を申し上げます。 

 第１款、議会費は１億８,２８１万９,０００円で、前年度と比較して５６９万円

５,０００円、３.０％の減となっております。減となりました主な要因といたしま

しては、議員共済組合負担金の減が挙げられます。 

 第２款、総務費は１２億２,２１０万４,０００円で、前年度と比較して１億４,８

００万４,０００円、１３.８％の増となっております。増となりました主な要因と

いたしましては、退職手当特別負担金の増や、市議会議員選挙経費等が挙げられま

す。 

 主な内容といたしましては、第１項、総務管理費で、福井坂井地区広域市町村圏

事務組合負担金１億３,３０４万６,０００円、埋蔵文化財センター解体工事２,５０

０万円、第２項、徴税費で、路線価区域標準宅地評価業務委託料１,６６６万６,０

００円、市税過誤納還付金２,０００万円、第３項、戸籍住民基本台帳費で、戸籍副
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本データ作成システム構築業務委託料３０９万８,０００円、第５項、統計調査費で、

住宅・土地統計調査事業等の基幹統計費３９３万２,０００円、第７項、諸費で、防

犯灯設置事業補助金６００万円、デマンド交通運行事業委託料２,５５８万７,００

０円、ＪＲ芦原温泉駅バリアフリー整備事業補助金６６０万２,０００円などをそれ

ぞれ計上いたしております。 

 第３款、民生費では４１億１,００１万４,０００円で、前年度と比較して７６万

円の微増となっております。 

 民生費の主な内容といたしましては、第１項、社会福祉費で、国民健康保険特別

会計繰出金１億５,７８３万円、重度障害者(児)医療費助成費１億４,９００万円、

障害者自立支援給付事業４億５,１９３万円、共通費・介護保険費に係る坂井地区広

域連合負担金４億８６６万４,０００円、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金

３億４,４４０万円、後期高齢者医療特別会計繰出金７,１９８万２,０００円、養護

老人ホーム新築工事実施設計委託料２,５００万円、老人保護施設措置費１億１,１

００万円、第２項、児童福祉費で、子ども医療費助成費６,７４０万円、児童手当支

給費４億５,５４０万円、児童扶養手当支給費９,８００万円、私立保育所・幼児園

措置委託料６億１,３００万円、第３項、生活保護費で、生活保護給付費３億円など

をそれぞれ計上いたしております。 

 第４款、衛生費では８億２,６３５万４,０００円で、前年度と比較して２,３８８

万５,０００円、３.０％の増となっております。 

 衛生費の主な内容といたしましては、第１項、保健衛生費で、予防接種事業５,８

１７万１,０００円、妊婦・乳児健康診査事業２,４０５万８,０００円、環境衛生に

係る坂井地区広域連合負担金３,９６６万７,０００円、葬祭費に係る坂井地区広域

連合負担金１,９３２万１,０００円、高料金対策等に係る水道事業会計補助金１億

３,７５０万円、第２項、清掃費で、一般廃棄物収集委託料７,０６１万３,０００円、

資源ゴミ収集委託料３,８４５万２,０００円、清掃センターなどに係る福井坂井地

区広域市町村圏事務組合負担金２億７,８４２万８,０００円、資源回収奨励事業補

助金８３０万円などを計上いたしております。 

 第５款、労働費は１億７５８万１,０００円で、前年度と比較して１,８８５万２,

０００円、１４.９％の減となっております。減となりました主な要因といたしまし

ては、緊急雇用創出事業が縮小されたことが挙げられます。 

 第６款、農林水産業費は４億４,５３７万８,０００円で、前年度と比較して１億

３,２３１万９,０００円、２２.９％の減となっております。減とりました主な要因

といたしましては、土地改良事業償還金補助金の減が挙げられます。 

 主な内容といたしましては、第１項、農業費で、鳥獣害防止総合対策事業補助金

１,７３７万３,０００円、環境保全型農業支援事業補助金１,４００万円、農地・水・

環境協議会負担金４,６０２万１,０００円、県営かんがい排水事業負担金２,０４７

万６,０００円、農道保全対策事業負担金３,４８５万円、農業集落排水事業会計負

担金１,５５８万１,０００円、農業集落排水事業会計補助金２,６５０万円、第２項、
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林業費で、松食い虫被害総合対策委託料５２５万円、森林整備地域活動支援交付金

事業補助金６７０万８,０００円などを計上いたしております。 

 第７款、商工費では４億４,５７３万８,０００円で、前年度と比較して８,５８２

万２,０００円、２３.８％の増となっております。増とりました主な要因といたし

ましては、観光まちなみ魅力アップ事業、ふるさと創造プロジェクト事業等が挙げ

られます。 

 主な内容といたしましては、商工会運営事業補助金１,６００万４,０００円、中

小企業振興資金預託金１億円、観光まちなみ魅力アップ事業３６０万円、ふるさと

創造プロジェクト事業６,１００万円、観光地周遊バス実証化事業負担金３７０万円、

観光事業補助金１,７８５万円、学生合宿誘致事業補助金１,３００万円、セントピ

アあわら管理委託料３,９２０万円、あわら温泉湯のまち広場管理委託料６７７万５,

０００円、産業団地整備事業特別会計繰出金５５６万８,０００円などを計上いたし

ております。 

 第８款、土木費は１３億５,７５７万１,０００円で、前年度と比較して８,４３６

万円、５.９％の減となっております。 

 主な内容といたしましては、第２項、道路橋りょう費で、一般市道に係る舗装補

修工事費２,０００万円、改良工事費７,８２０万円のほか、社会資本整備総合交付

金事業の千束・赤尾線６,９５０万円、橋梁修繕工事費２,２００万円、県営道路改

良事業負担金１,３６０万円、除雪作業委託料１,３００万円、第４項、都市計画費

で、社会資本整備総合交付金事業の芦原温泉駅周辺整備事業４,５２０万３,０００

円、北陸新幹線建設事業負担金６５万円、公共下水道事業会計負担金及び補助金４

億８,６３９万３,０００円、社会資本整備総合交付金事業の公共下水道事業会計補

助金２億２,５００万円、第５項、住宅費で、公営住宅長寿命化事業１億８万９,０

００円などを計上いたしております。 

 第９款、消防費は５億１,８３０万５,０００円で、前年度と比較して５億９,２４

４万９,０００円、５３.３％の大幅減となっております。これは、先ほども申し上

げましたが、あわら消防署庁舎建設事業の完了に伴う嶺北消防組合負担金の減によ

るものであります。消防費の主な内容といたしましては、嶺北消防組合負担金４億

８,２８５万円、災害情報テレフォンサービス設備設置工事４５０万円、防災行政無

線整備工事６３０万円などを計上いたしております。 

 第１０款、教育費は１５億８,７７０万８,０００円で、前年度と比較して１億３,

９０７万３,０００円、９.６％の増となっております。増となりました主な要因と

しては、給食センター整備事業等が挙げられます。 

 教育費の主な内容といたしましては、第２項、小学校費で、複式学級解消等に係

る臨時講師賃金３,６２４万２,０００円、各小学校の改修・補修工事等で７,４２１

万９,０００円、スクールバス運行業務委託料２,１２３万７,０００円、第３項、中

学校費で、臨時講師賃金１,２４５万７,０００円、スクールバス運行業務委託料３,

３２９万１,０００円、第４項、幼稚園費で、放課後児童健全育成事業１,１２０万
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３,０００円、第５項、社会教育費で、放課後子どもプラン推進事業３,６２０万９,

０００円、金津創作の森管理委託料７,９３８万３,０００円、金津創作の森財団運

営補助金１,０００万円、複合生涯学習施設の運営管理に要する経費１,１２１万８,

０００円、第６項、保健体育費で、体育協会活動事業補助金７１１万２,０００円、

トリムマラソン開催経費４５６万５,０００円、各小中学校給食搬入口改修工事や備

品購入費等の給食センター整備事業１億９,９２８万７,０００円などを計上いたし

ております。 

 第１１款、災害復旧費は１３０万円で、前年度と同額の計上となっております。 

 第１２款、公債費は１４億４,９６６万３,０００円で、前年度と比較して４,６２

６万４,０００円、３.３％の増となっております。内容は、市債の償還元金１２億

１,７０６万６,０００円で、償還利子２億３,２５９万７,０００円で、一時借入金

利子２０万円を含んでおります。 

 第１３款、諸支出金は５４６万５,０００円で、前年度と比較して１３万３,００

０円、２.４％の減で、内容といたしましては各基金の利子分等の積立金であります。 

 第１４款、予備費は１,０００万円で、前年度と同額を計上いたしております。 

 次に、特別会計でございますけれども、まず、議案第１０号、平成２５年度あわ

ら市国民健康保険特別会計予算について申し上げます。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ３１億８,５３０万円で、前年度と比較して４００

万円、０.１％の増となっております。 

 主な内容でございますけれども、歳入におきましては、国民健康保険税６億９,９

３９万円、国庫支出金５億９,７４６万９,０００円、療養給付費等交付金３億７,２

７３万円、前期高齢者交付金８億円、共同事業交付金３億７,４５０万４,０００円

などを計上いたしております。なお、一般会計からの繰入金は、１億５,７８２万９,

０００円となっております。 

 また、歳出におきましては、保険給付費２２億２,６５３万７,０００円、後期高

齢者支援金等３億５,００７万１,０００円、介護納付金１億５,８００万円、共同事

業拠出金３億７,４５０万７,０００円などを計上いたしております。 

 議案第１１号、平成２５年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算について申し

上げます。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億８,９００万円で、前年度と比較して２５０

万円、０.９％の増となっております。 

 主な内容でありますが、歳入におきましては、後期高齢者医療保険料２億１,５２

０万円、一般会計繰入金７,１９４万９,０００円などを計上いたしております。な

お、繰入金の内訳は、保険料軽減分として６,９８５万５,０００円、事務費分とし

て２０９万４,０００円となっております。 

 また、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金２億８,５０６万５,０００円を

計上いたしております。 

 議案第１２号、平成２５年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算について申
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し上げます。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ５５８万円で、前年度と比較して４２万５,００

０円、８.２％の増となっております。 

 平成２５年度においても、昨年度に引き続き、未売却となっております産業団地

用地の販売促進のための人件費・旅費等のほか用地の維持管理に係る経費を計上し

たもので、歳入は、一般会計繰入金等を充てております。 

 議案第１３号、平成２５年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算について

申し上げます。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ５０６万９,０００円で、前年度と比較して２万

１,０００円、０.４％の減となっております。 

 主な内容でありますが、歳入においては、共済掛金１６０万円、基金繰入金２８

９万３,０００円などを計上いたしております。 

 また、歳出では、総務管理費８９万２,０００円、共済給付金１６０万円などを計

上いたしております。 

 議案第１４号、平成２５年度あわら市水道事業会計予算について申し上げます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入につきましてですが、前年度当初予算に比較し

て０.１％の減となる７億９,９９０万円を計上いたしております。 

 また、支出におきましては、前年度当初予算に比較して０.１％の増となる７億９,

２２９万６,０００円を計上いたしております。 

 次に、資本的収入及び支出の収入につきましては、前年度当初予算に比較して４

１.８％の増となる９,０７８万４,０００円を計上いたしております。 

 また、支出におきましても、６.０％の増となる３億２０２万４,０００円を計上

いたしております。 

 主な内容といたしましては、老朽管の布設替えなどの配水設備改良費６,４００万

円、企業債償還金１億８,０６０万６,０００円であります。 

 なお、収益的収入及び支出の営業外収益で、一般会計からの高料金対策補助金１

億３,７５０万円を計上いたしております。 

 議案第１５号、平成２５年度あわら市工業用水道事業会計予算について申し上げ

ます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入につきましては、前年度当初予算に比較して０.

２％の減となる１,１０３万１,０００円を計上いたしております。 

 また、支出におきましても、前年度当初予算に比較して微減となる１,０５８万９,

０００円を計上いたしております。 

 なお、平成２５年度も建設改良等の予定がないため、本会計は収益的収支の計上

のみとなっております。 

 議案第１６号、平成２５年度あわら市公共下水道事業会計予算について申し上げ

ます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入につきましては、前年度当初予算に比較して９.
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８％の減となる９億６,２４７万８,０００円を計上いたしております。 

 また、支出におきましても、前年度当初予算に比較して１０.１％減の９億４,９

７５万８,０００円を計上いたしております。 

 次に、資本的収入及び支出の収入につきましては、前年度当初予算に比較して２.

９％の減となる９億８,５８３万９,０００円を計上いたしております。 

 また、支出におきましても、３.４％の減となる１３億２,９３０万７,０００円を

計上いたしております。 

 なお、平成２５年度の建設事業は、社会資本整備総合交付金分で４億５,０００万

円、市単独事業分で１,４１０万円を予定いたしております。また、収益的収入及び

支出の営業外収益で、一般会計からの高資本対策補助金１億１,３３０万円を計上い

たしております。 

 議案第１７号、平成２５年度あわら市農業集落排水事業会計予算について申し上

げます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入につきましては、前年度当初予算に比較して２.

６％の減となる５,１１０万５,０００円を計上いたしております。 

 また、支出におきましても、前年度当初予算に比較して２.４％の減となる５,０

９８万６,０００円を、計上いたしております。 

 次に、資本的収入及び支出の収入につきましては、前年度当初予算に比較して６.

９％の増となる１,２３０万円を、支出におきましても、前年度当初予算に比較して

２.６％の増となる２,７８５万８,０００円を計上いたしております。 

 なお、収益的収入で２,３２０万円、資本的収入で３３０万円の一般会計補助金を

計上いたしております。 

 議案第１８号、平成２５年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算について申

し上げます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入につきましては、前年度当初予算に比較して６.

３％の増となる１億６,８６１万５,０００円を計上いたしております。 

 これに対し、支出におきましては、前年度当初予算に比較して０.５％の減となる

１億５,９３５万７,０００円を計上いたしております。 

 次に、資本的収入及び支出の収入につきましては、前年度当初予算同額の２１万

５,０００円を計上いたしております。 

 また、支出におきましては、前年度当初予算に比較して３５.１％の減となる２,

１２６万６,０００円を計上いたしております。 

 主な内容といたしましては、配水管布設替等の配水設備改良費５３２万５,０００

円、事務費１,４４４万１,０００円であります。 

 以上、あわら市各会計及び芦原温泉上水道財産区水道事業会計に係る平成２５年

度当初予算の概要を申し上げました。 

 十分なるご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げ

まして説明とさせていただきます。 
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○議長（向山信博君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（向山信博君） ただ今、議題となっています、議案第９号から議案第１８号ま

での１０議案は、お手元に配布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１９号から議案第３２号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第２１、議案第１９号、あわら市新型インフルエンザ等対

策本部条例の制定について、日程第２２、議案第２０号、あわら市道路の構造の技

術的基準等に関する条例の制定について、日程第２３、議案第２１号、あわら市準

用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について、日

程第２４、議案第２２号、あわら市水道事業水道の布設工事の監督及び水道技術管

理者に関する条例の制定について、日程第２５、議案第２３号、芦原温泉上水道財

産区水道事業水道の布設工事の監督及び水道技術管理者に関する条例の制定につい

て、日程第２６、議案第２４号、あわら市まちづくり基本条例の一部を改正する条

例の制定について、程第２７、議案第２５号、あわら市重度障害者（児）医療費助

成条例の一部を改正する等の条例の制定について、日程第２８、議案第２６号、あ

わら市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法

律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、日程第２９、議案第２７号、あわら市公園条例の一部を改正する条例の制

定について、日程第３０、議案第２８号、あわら市下水道条例の一部を改正する条

例の制定について、日程第３１、議案２９号、あわら市公共下水道事業及び農業集

落排水事業の設置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３

２、議案第３０号、あわら市就学支援委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、日程第３３、議案第３１号、あわら市公民館条例の一部を改正する条例の制

定について、日程第３４、議案第３２号、あわら市放課後子どもクラブ事業の実施

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上の議案１４件を一括議題

とします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） 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１９号、あわら市新型インフル

エンザ等対策本部条例の制定についてから議案第３２号、あわら市放課後子どもク

ラブ事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの１４議案

の提案理由を申し上げます。 
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 まず、議案第１９号、あわら市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい

ては、新型インフルエンザ等対策特別措置法により、政府が新型インフルエンザ等

緊急事態宣言を発した場合には、市に対策本部を設けることが義務付けられたため、

本部の組織構成や招集方法等を規定した新たな条例を制定するものであります。 

 議案第２０号、あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条例の制定について

は、地域の自主性及び自立性を高めるための関係法律の整備に関する法律、いわゆ

る地域主権改革一括法により道路法等の一部が改正され、市道の構造の技術的基準

については、市が条例で規定することとされたため、新たに条例を制定するもので

あります。内容といたしましては、市が道路を建設する場合の幅員、設計速度、道

路標識等の技術的基準について、政令を参酌し整備をするものであります。 

 議案第２１号、あわら市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定

める条例の制定については、前条例の例と同じく地域主権改革一括法により河川法

の一部が改正され、市が管理する準用河川の管理施設等の構造の技術的基準につい

ては、市が条例で規定することとされたため、新たに条例を制定するものでありま

す。内容といたしましては、市が準用河川の堤防、水門、橋等の管理施設を建設す

る場合の技術的基準について、政令を参酌し整備をするものであります。 

 議案第２２号、あわら市水道事業 水道の布設工事の監督及び水道技術管理者に

関する条例の制定についても、前条例の例と同じく地域主権改革一括法により水道

法の一部が改正され、市が行う水道事業における水道の布設工事の監督及び水道技

術管理者の資格については、市が条例で規定することとされたため、新たに条例を

制定するものであります。内容といたしましては、市の水道事業における水道の布

設工事の監督及び水道技術管理者の資格について、政令を参酌し整備をするもので

あります。 

 議案第２３号、芦原温泉上水道財産区市水道事業、水道の布設工事の監督及び水

道技術管理者に関する条例の制定についても、前条例の例と同じく地域主権改革一

括法により水道法の一部が改正され、財産区が行う水道事業における水道の布設工

事の監督及び水道技術管理者の資格については、市が条例で規定することとされた

ため、新たに条例を制定するものであります。内容といたしましては、財産区の水

道事業における水道の布設工事の監督及び水道技術管理者の資格について、政令を

参酌し整備をするものであります。 

 議案第２４号、あわら市まちづくり基本条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、地方自治法が改正され、条例中に引用している条文が削除されたことに伴い、

所要の改正を行うものであります。 

 議案第２５号、あわら市重度障害者（児）医療費助成条例の一部を改正する等の

条例の制定については、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に改正されたことに伴い、条例中の引用法律名の改正及び

関係のあるホームヘルプサービス手数料条例の廃止を行うものであります。 

 議案第２６号、あわら市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及
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び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改

正する条例の制定については、産業集積に関する基本計画の見直しに伴い、条例中

の用語の削除を行うものであります。 

 議案第２７号、あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定については、地域

主権改革一括法により都市公園法等の一部が改正され、都市公園の設置、配置、規

模等の基準については、市が条例で規定することとされたため、政令を参酌した当

該規定を追加するものであります。 

 議案第２８号、あわら市下水道条例の一部を改正する条例の制定については、地

域主権改革一括法により下水道法の一部が改正され、市が設置する下水道施設の構

造基準等については、市が条例で規定することとされたため、政令を参酌した当該

規定を追加するものであります。 

 議案第２９号、あわら市公共下水道事業及び農集落排水事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定については、地域主権改革一括法により下水道法の

一部が改正され、公共下水道の事業計画については、国の認可から協議に変更され

たため、条例中の用語の改正等を行うものであります。 

 議案第３０号。あわら市就学支援委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、多様化する就学支援対象者に適切な支援を行うため、委員の数を１５人以内

から１８人以内に増やす改正を行うものであります。 

 議案第３１号、あわら市公民館条例の一部を改正する条例の制定については、公

民館活動を充実させるため、学校教育、社会教育関係者、学識経験者など１０人以

内で構成する公民館運営審議会を設置したいので、必要な改正を行うものでありま

す。 

 議案第３２号、あわら市放課後子どもクラブ事業の実施に関する条例の一部を改

正する条例の制定については、これまで、放課後子どもクラブ事業に利用料の減免

規定がなかったため、当該規定を設けるもので、生活保護世帯については全額を、

市民税所得割が非課税又は５,０００円以下の世帯については２分の１を減額する

などの規定を追加しております。 

 以上、１４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（向山信博君） 上程議案に対する総括を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（向山信博君） ただ今、議題となっています、議案第１９号から議案第３２号

までの１４議案は、お手元に配布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３３号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 
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○議長（向山信博君） 日程第３５、議案第３３号、福井坂井地区広域市町村圏事務組

合規約の変更について、を議題とします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） 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３３号、福井坂井地区広域市町

村圏事務組合規約の変更についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、福井市が福井坂井地区広域市町村圏事務組合の電算業務の共同処理から

離脱したことに伴い、議員の定数について見直しが行われた結果、福井市に係る議

員の定数を３人減ずる改正を行うものであります。 

 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（向山信博君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています、議案第３３号は、お手元に配布してあります議案

付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託します。 

                                       

   ◎議案第３４号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第３６、議案第３４号、坂井地区広域連合規約の変更につ

いて、を議題とします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） 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３４号、坂井地区広域連合規約

の変更についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に改正されたことに伴い、規約中の用語について、所要の改正を行うも

のであります。 

 よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（向山信博君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています、議案第３４号は、お手元に配布してあります議案

付託表のとおり、厚生経済常任委員会に付託します。 
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   ◎議案第３５号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第３７、議案第３５号、市道路線の認定についてを議題と

します。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） 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３５号、市道路線の認定につい

ての提案理由を申し上げます。 

 本案は、市道路線の見直しを行った結果、横垣団地５号線、横垣団地６号線及び

北潟西５号線の３路線を新たに市道として認定するものであります。いずれも市道

と認定し、市において管理すべき路線と認められるものであります。 

 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（向山信博君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています、議案第３５号は、お手元に配布してあります議案

付託表のとおり、厚生経済常任委員会に付託します。 

                                       

   ◎議案第３６号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第３８、議案第３６号、あわら市教育委員会委員の任命に

ついてを議題とします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） 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３６号、あわら市教育委員会委

員の任命についての提案理由を申し上げます。 

 議案第３６号につきましては、現教育委員会委員の手塚和典氏が、本年５月１１

日で任期満了となるため、その後任として、あわら市番田第１号８番地５、玉川洋

一氏を委員に選任いたしたいので、この案を提出するものであります。 

 同氏は、人格、識見ともに教育委員会委員として適任であると思われますので、

よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（向山信博君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第３６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
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ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、討論、採決に入ります。 

 議案第３６号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第３６号を採決します。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３６号は、同意することに決定しました。 

                                       

   ◎議案第３７号から議案３９号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第３９、議案第３７号、あわら市固定資産評価審査委員会

委員の選任について、日程第４０、議案第３８号、あわら市固定資産評価審査委員

会委員の選任について、日程第４１、議案第３９号、あわら市固定資産評価審査委

員会委員の選任について、以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） 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３７号から議案第３９号まで

の、あわら市固定資産評価審査委員会委員の選任についての提案理由を申し上げま

す。 

 これら３議案につきましては、現固定資産評価審査委員会委員を選任することに

ついて、議会の同意をお願いするものであります。 

 議案第３７号につきましては、固定資産評価審査委員会委員の黒田 哲氏が本年

５月１０日で任期満了となるため、同氏を引き続き委員に選任いたしたいので、こ

の案を提出するものであります。 

 議案第３８号につきましては、現固定資産評価審査委員会委員の伊藤清明氏が本

年５月１０日で任期満了となるため、その後任として、あわら市中浜第３５号３２

番地、山口博行氏を委員に選任いたしたいので、この案を提出するものであります。 

 議案第３９号につきましては、現固定資産評価審査委員会委員の森 佳寿代氏が

本年５月１０日で任期満了となるため、その後任として、あわら市春宮三丁目１５

番１３号、五十嵐正枝氏を委員に選任いたしたいので、この案を提出するものであ

ります。 

 ３氏は、人格、識見ともに固定資産評価審査委員会委員に適任であると思われま
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すので、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（向山信博君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

 ただ今、議題となっていります議案第３７号から議案第３９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、直ちに採決いたした

いと存知ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３７号について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

 議案第３７号を採決します。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３７号は同意することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３８号について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

 議案第３８号を採決します。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３８号は同意することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３９号について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第３９号を採決します。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３９号は同意することに決定しました。 
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   ◎請願第１号から請願第３号の委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第４２、請願第１号、日本軍「慰安婦」問題の１日も早い

法的解決、謝罪と補償を求める意見書提出に関する請願、日程第４３、請願第２号、

特急「サンダーバード」「しらさぎ」の存続を求める意見書採択のための請願、日程

第４４、請願第３号、「食料自給率５０％達成目標の設置及びＴＰＰ（環太平洋連携

協定）参加を行わないことを政府に強く求める意見書」提出に関する請願、以上の

請願３件は、お手元に配布してあります付託表のとおり、厚生経済常任委員会に付

託します。 

                                       

   ◎発議第１号から発議第２号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第４５、発議第１号、あわら市議会会議規則の一部を改正

する規則の制定について、日程第４６、発議第２号、あわら市議会委員会条例の一

部を改正する条例の制定について、以上、議案２件を一括議題とします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） １２番、丸谷浩二君。 

○12 番（丸谷浩二君） 発議第１号、あわら市議会会議規則の一部を改正する規則の制

定について、趣旨説明を申し上げます。 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、本会議における公聴会の開催及

び参考人の招致を行うことができることと改正されたことから、本規則の所要の改

正を行うものであります。 

 次に、発議第２号、あわら市議会委員会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。 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、委員会に関する事項が条例に委

任されたため、本条例の所要の改正を行うものであります。 

 以上、発議２件につきまして所定の賛成者を得て提出いたしておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（向山信博君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています発議第１号と発議第２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） 
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○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（向山信博君） 発議第１号について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

 これより発議第１号を採決します。 

 本案を提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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、発議第１号は提案のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 発議第２号について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

 これより発議第２号を採決いたします。 

 本案を提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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、発議第２号は提案のとおり可決されました。 

                                        

   ◎散会の宣言 

○議長（向山信博君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 なお、３月５日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

 本日は、これにて解散します。 

（午前 11時 51 分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  平成２５年  月  日 

 

               議  長 

 

               署名議員 

 

               署名議員 
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１.開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
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   ◎開議の宣告 

○議長（向山信博君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（向山信博君） 本日の出席議員数は、１７名であります。 

 杉田 剛君は欠席の届けが出ております。 

 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（向山信博君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前９時 29分） 

                                       

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（向山信博君） 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、１番、吉田太一君、

２番、森 之嗣君の両名を指名します。 

                                       

   ◎一般質問 

○議長（向山信博君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

◇吉田太一君 

○議長（向山信博君） 一般質問は通告順に従い、１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（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） おはようございます。通告順に従い、１番、吉田太一、一般質

問をさせていただきます。今回も大きく分けて二つの質問をさせていただきます。 

 ２０１４年の北陸新幹線金沢開業に向けて橋本市長は観光施策充実を図る周辺整

備を一気に加速させる、金沢開業、県内開業に的確に対応できるかが、あわら市観

光の未来を左右すると言っていますが、私もまさにそのとおりだと思います。北陸

新幹線金沢開業と敦賀延伸に向け、観光施策充実を図るハード事業としてＪＲ芦原

温泉駅周辺整備事業に４,５２０万円、あわら温泉街の修景整備などに係る設計委託

料に４,９００万円、あわら温泉湯のまち広場での足湯の整備に１億８,０００万円

などが上程されています。あわら温泉街の修景整備では足湯、石畳の歩道、せせら

ぎを設けるなど温泉らしいまちづくりになっていくのかなと思いますが、ここで一

つ目の質問をさせていただきます。 

 観光まちなみ魅力アップ事業の概要は、どのようなものでしょうか。また、石畳

の歩道はどこにつくる予定なのでしょうか。せせらぎは、どこにつくるのでしょう

か。足湯に関しては、あわら温泉湯のまち広場をつくるときにも一般質問をさせて

いただきましたが、温泉場に足湯がないのは温泉のまちとして物足りない、是非つ

くってほしいと発言をさせていただきましたが、当時、市長は財源がないというこ

とでつくれないと発言をされました。私は、温泉街は観光客が街並みを歩いて回る
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姿こそ温泉地のあるべき姿だと思っています。その第一歩は、私は足湯だと思って

います。足湯整備に１億８,０００万とは、どのような足湯をつくるのでしょうか。

これも大事なことですが、維持管理はどこがみるのでしょうか。また予算的に、ど

れくらいみているのでしょうか。 

 以上のことについて経済産業部長、お答えをお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） 吉田議員のご質問にお答えをいたします。 

 県が創設しました観光まちなみ魅力アップ事業につきましては、北陸新幹線金沢

開業や舞鶴若狭自動車道の全線開通等に向けて、地域の歴史、文化、自然、産業な

どを生かした観光地づくりを行う事業でございます。この事業につきましては、社

会資本整備総合交付金を活用して行うまちなみ整備事業に県が上乗せをして支援す

るもので、補助率につきましては、国、県を合わせまして８割または７割となって

いる状況でございます。あわら市では、事業名を温泉情緒あふれる華やぎのまちづ

くりとしまして、２４年度から２７年度までの４カ年で総事業費約７億６,０００万

円を予定いたしております。 

 基本となりますまちづくり計画の策定状況について申し上げますと、昨年１１月

に観光団体や地元区、専門家、市職員１４人で構成します観光まちづくり推進会議

を立ち上げ、これまでに４回の会議を開催し、今月中に計画を取りまとめることと

いたしております。 

 また、事業の内容といたしましては、今回の補正予算に計上しましたあわら温泉

湯のまち広場内に整備いたします足湯施設に１億８,０００万円のほかに、温泉街の

幹線市道３路線の修景街路整備に５億２,５００万円、駐車場やポケットパーク等の

整備に５,７００万円を予定いたしております。これらの整備によりまして、北陸新

幹線金沢開業や舞鶴若狭自動車道全線開通後の観光客をあわら温泉に引き寄せると

ともに、宿泊客のまち歩きを促すことで滞在時間を引き伸ばし、温泉街の活性化を

図ろうとするものであります。 

 次に、石畳の歩道とせせらぎについて申し上げます。先ほど申し上げました幹線

市道３路線の修景街路整備では、敷石などを敷き詰めた石畳風の歩道整備を予定し

ております。このうち、温泉街を南北に走ります市道田中々舟津線につきましては、

歩行者の通行を優先する歩車共存道路の整備を念頭に、温泉情緒あふれる華やぎの

まちづくりにふさわしい整備を検討いたしております。具体的には、石畳風の道路

に加え、せせらぎや休憩施設、植栽、照明等を効果的に配置し、まち歩きのメーン

ストリートにしたいと考えており、今後予定の調査、設計業務において詳細を詰め

まして具体化して参りたいと考えてございます。 

 また、足湯についてでありますが、この足湯を本事業の中核施設と位置づけ、規

模あるいは機能面において先行する他の温泉地を上回る話題性のあるものにしたい

と考えております。今後、プロポーザル方式によりまして実施設計者を決定し、デ
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ザイン性、機能性、独創性のある施設に仕上げて参りたいと考えてございます。ま

た、足湯施設の維持管理につきましては、指定管理者制度による運営を予定してお

ります。年間の維持管理費につきましては、実施設計を進める過程で、具体的な試

算をして参りたいと考えてございますので、ご理解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（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 今、プロポーザルで行うと聞きましたが、私はどうにも足湯に

１億８,０００万というのがイメージができないんです。あわら温泉湯のまち広場、

あれをつくるのに１億５,０００万円。あの公園よりもお金がかかるという足湯は、

どのようなものか。今後、税収の好転がのぞめない状況、２０１４年度、来年度か

ら地方交付税の優遇措置が段階的になくなっていくことを考えれば、市の財政が厳

しくなっていくことは明らかだと思います。私は、足湯をつくることは、先ほども

言いましたが賛成です。しかし、このような多額の金額をかけてつくる足湯に対し

ては、不安を考えます。 

 プロポーザルでということでしたが、ある程度のイメージができていないと金額

が出ないとは思いますが、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） 再質問にお答えいたします。 

 議員ご指摘のように地方交付税優遇措置の段階的削減、また企業立地助成金、起

債の償還、義務的経費の増大等、市の財政を取り巻く状況は本当に今後、厳しくな

ることが見込まれております。今回の事業につきましては、その中で温泉街の魅力

づくりには欠かせない事業ということでとらえてございます。 

 お尋ねの足湯のイメージでございますが、この施設につきましては市の貴重な観

光資源であります天然温泉を利用しました市民や観光客が集まり交流する施設とし

て整備し、魅力あるあわら温泉の観光の拠点として整備していくものでございます。

現時点での施設のイメージでございますが、建設場所につきましては伝統芸能館南

隣の約２５０㎡の敷地に３０人程度が同時に入れるような規模で、構造的には木造

平屋建てを計画しております。 

 施設のコンセプトといたしましては、昭和３１年の芦原大火等により失われまし

た伝統的な意匠、技法を再現した建屋としまして、各旅館が持っているような趣の

ある庭園をも配置したような温泉情緒を醸し出す、そういうようなものであって、

かつデザイン性やら機能性、独創性をあわせ持った施設となるようプロポーザルコ

ンペにおいて提案をしていただきたいと現在考えてございます。また、隣接します

あわら温泉屋台村、湯けむり橫丁、これとの相乗効果を引き出せるような仕掛けや

機能等も組み込んで参りたいと、このように考えてございますので、よろしくお願

いをいたします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 再度、部長、お聞きしますが、何度も言いますが、１億８,００

０万の足湯をつくるということは当然、維持管理費もそれなりの金額がかかってく

ると予想されます。つくった当初はいいんですけれども、足湯が老朽化していけば

当然、補修となってきます。そのときの金額も大きいものとなると予想されます。

指定管理者に任せるといっても、大型補修は当然、市の財源からとなってくるでし

ょう。私は新しい施設をつくるときに利用頻度、範囲、維持管理と５年、１０年先

を考えてつくっていくべきだと思いますが、このことについて部長、再度お尋ねし

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） お答えをいたします。 

 具体的な維持管理の経費につきましては、この時点では申し上げることはできま

せんが、この足湯があわら温泉の観光の拠点ということになることから、ある程度

の維持管理費は必要かと考えてございます。その中で、プロポーザルを行う中で維

持管理経費、補修費などのランニングコスト等を算定、明示し、それに基づく省エ

ネ、また省資源にも配慮した提案を取り入れて参りたいと考えてございます。具体

的な維持管理費の明示につきましては、今後とさせていただきますよう、よろしく

お願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 景観だけ整備されて中身がないものでは私はいけないと思いま

す。このように温泉地としての整備がなされていく中で、あわら市の役割、あわら

市観光協会の役割、旅館組合の役割、それぞれあると思います。それぞれの役割に

ついて市としての方向性、どのように各団体に指導していくのか、市長のお考えを

お聞きかせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今、ご指摘ありましたように、例えば足湯一つだけ取ってみま

しても１億８,０００万という巨費を投じるわけであります。たまたまですけども、

今回は２４年度の補正予算に予算計上させていただいております。といいますは従

来、この華やぎのまちづくりは県の魅力アップ事業で対応しようというふうに考え

ておりましたが、国の緊急経済対策が出ましたので、あえて魅力アップ事業から外

して、この事業だけは補正予算で対応させていただきました。これによりまして、

市の実質的は負担はほとんどないというぐらい、非常に有利な制度でありましたの

で、あえて、これだけは別にして補正に上げさせていただいたということでありま

す。 
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 ただし今、議員ご指摘のように、将来の維持管理、これは足湯だけではありませ

んけども、すべての公共的な施設については、それは考えなければいけないと思い

ます。そういうことを考えても、なおかつそれに見合うだけの効果というものを求

めていかなければならない。まさにその効果を求めるためにはソフトが大事であり

ますし、今、議員ご指摘のように各種団体との連携といいますか、をどうしていく

のかということが非常に私は大事だというふうに思っております。今、この足湯な

り、あるいは魅力アップで整備する事業そのものについて具体的にはどの団体とど

のような協議をしているかということについては、まだこれからの話でありますか

ら明確にお答えすることはできませんが、非常に象徴的な話といたしまして、つい

せんだっても、ある観光の専門の先生をお招きいただしまして検討会を行いました。

そのときに、例えば足湯一つをとってみても、足湯をつくって、そのまま放置しと

いたんでは何にもならないと。かえって閑古鳥が鳴くし寂しい状況になるであろう

と。例えば、吹きさらしの状況で足湯をつくって、あるいは、だれもそこで相手を

する人がいなかったり、足をふくタオルがなかったりというようなことではいけな

いので、例えばそこで、いつもまちのことを語ってくれる語り部がそこにいるとか、

あるいは、事のよしあしは別、可能性は別として、例えばそこでラーメンを食べた

いんだというときにはラーメンを持ってくる、そういうふうなことをするべきでな

いかとか、そういうことを今後、まちの人たちと十分話し合いをして、よりよいも

のに仕上げていくべきであろうというふうなご指摘がありました。 

 吉田議員のご指摘は、まさに私はそういうことだろうというふうに思っておりま

す。足湯一つをとりましても、まだまだ可能性はあると思いますし、皆さんととも

に考えていくべきことはあろうかと思います。それは、まさにこれから十分検討し

ていきたいと思っておりますし、そういうことができるか、できないかによって、

私はこの事業が成功するか、失敗に終わるかの分岐点だというふうに思います。非

常に私は大事なご指摘だろうと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 先日もテレビで見ましたが、熱海温泉の復活をかけた自治体の

取り組みを見ました。自治体の取り組みなしではあわら温泉の復活はできないと思

います。市長、期待をしています。あわら市旅館組合、あわら市観光協会、しっか

りと連携を組ながら取り組んでいただきたいと思います。 

 続いて２問目の質問に入ります。昨年の９月の一般質問ではいじめの問題につい

て、１２月議会では２学期制、小学校の統廃合、中高一貫教育について質問をさせ

ていただきました。県の中高一貫教育では高志高校に併設型の学校をつくるとの発

表がありました。今議会で、私にとっては１５回目の定例議会です。教育委員会に

対しての質問は今回で９回目となります。私は、子供は無限の樹形図、１人の子供

が育てば、その子供がまた子供を生み、永遠に広がっていく樹形図だと思っていま

す。つまり、１人の子供を育てることは、たくさんの未来をつくることだと思いま
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す。家庭ではもちろんですが、教師も子供を育てる意味では人の未来をつくる大事

な役割を担っていると思います。ですから、私は議員活動の中でも特に教育関係に

は力を入れさせていただいています。教育委員会の役割は大変重要です。 

 そこでは、あわら市内にはないと思いますが、学級崩壊、モンスターペアレント

など複雑化する学校現場では、教育のマニュアル化によって教師が萎縮し、事なか

れ主義に陥ってはないでしょうか。私は先生方に自信を持ってやっていただき、萎

縮させることなく応援をしていくのが教育委員会だと思っています。あらゆる問題、

学校、教育間でのジャッジメントをするのが教育委員会です。そこで、今回は体罰

について質問をさせていただきます。 

 昨年、体罰を受け自殺者が出たことにより、マスコミ等でも取り上げられ、社会

問題となっている体罰について、そもそも学校教育法の第１１条、学生、生徒等の

懲戒で、校長及び教員は教育上、必要があると認めるときは文部科学大臣の定める

ところにより学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加

えることはできないと書かれています。つまり、体罰は違法。でも懲戒を加えるこ

とはできる、要するに、懲らしめることはできると解釈されます。げんこつ、正座、

教室に立たせるなど、どこまでが懲戒で、どこからが体罰なのか大変区別がつけに

くいところがあります。あわら市内にはないと思いますが、荒れている学校などで

は、「おまえら、手を出せないんだろう」と意図的にけんかを売ってくる生徒がいる

とも聞きます。そんな生徒を押さえつけることさえ体罰というのであれば、私は教

育などはできないと思います。そこで、教育長は体罰と懲戒の定義はどこだと思い

ますか。 

 また、県でも、この事件により、教育委員会では調査をし、県内では１３件の体

罰があったと確認されました。あわら市内ではどうでしょうか。小中学校での体罰

の報告は受けていますか。また、スポーツ少年団等での体罰の報告は受けています

か。スポーツにおいての指導と体罰の因果関係についての見解はどうでしょうか。

また、生活指導においての指導と体罰の因果関係について、どのような見解でしょ

うか。過去において各学校に対し体罰についての教育委員会の指導は、どのように

行ってきたのでしょうか。 

 以上のことについて教育長、回答をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） お答えいたします。 

 先ごろ、大阪市の高等学校において、部活動顧問による体罰により、生徒が尊い

命を失うという重大な事案が発生したことは、大変悲しいことであり、しかも教育

に対する信頼を損なう残念な出来事でありました。児童・生徒への指導に対し、身

体に対する侵害や肉体的苦痛を与える体罰は、いかなる理由があっても行ってはな

りません。教育委員会としましては、今一度この問題を真摯に受けとめ、日ごろか

ら教員、児童・生徒、保護者間での信頼関係を築いていくことが大切であると考え
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ております。 

 さて、１点目の体罰と懲戒の違いはどこかというご質問ですが、はっきりとした

定義づけで区別することはなかなか難しいことだと思います。ただ、殴る、ける、

平手でたたくなど、身体を侵害する行為は明らかに体罰ですし、長時間にわたる正

座や直立を強いるような肉体的苦痛を与える行為も体罰と言わざるを得ません。一

方、授業中、教室に起立させたり、罰として学習課題や清掃活動を課したり、立ち

歩きの多い児童・生徒をしかって席につかせることは懲戒の範囲内ととらえていま

す。また、教員に対する児童・生徒からの暴力行為に対して、教員が防衛のために

やむを得ずにとった行為は、体罰に該当しないものと考えられます。 

 続いて２点目の体罰の報告についてですが、１月下旬に、各学校の校長が、中学

校では部活動の顧問、副顧問及び各部の主将を中心に、体罰を含め行き過ぎた行為

や気がかりな点について聴取を行いました。また、小学校では、管理職が日ごろか

ら把握している気がかりな点について、教職員から聞き取り調査を行っております。 

 その結果、教職員の指導に一貫性がないとか顧問が部活動を簡単にやめさせてく

れなかった、相談に対する対応に誠意が感じられなかった等の気がかりな事案が全

部で５件、市に報告され、県にも報告しております。しかし、これらについては、

いずれも暴言等を含めた体罰事案には該当しておりませんでした。したがいまして、

先日新聞等で報道されました県内の体罰事案１３件の中に、あわら市の事案は含ま

れておりません。また、調査対象期間は２４年４月から平成２５年１末までであり

ます。 

 ３点目のスポーツ少年団等での体罰の報告につきましては、現在報告は受けてお

りませんが、２月８日に開催した各団の代表指導者で組織する運営委員会の席で体

罰防止についてお願いをしております。 

 ４点目のスポーツについての指導と体罰の因果関係についてですが、勝利至上主

義に走り、もう一つ上の結果を求めるため、過激な指導となり、体罰が団員の能力

向上に成果があると指導者が信じていることに要因があると考えております。今後

の取組みといたしましては、平成２１年度に策定した、あわら市スポーツ少年団活

動方針に基づき活動するよう指導して参ります。また、各団の指導内容を観察する

とともに、会議等において体罰が発生しないよう引き続き注意して参ります。 

 ５点目の学校生活における指導と体罰の因果関係についてですが、今回の調査結

果を分析しますと、体罰が起きる背景には、教員の人権に対する認識が不十分であ

る、自分の指導法が間違っていないという過信がある、教員と児童・生徒とのコミ

ュニケーションが不十分で信頼関係が築かれていない、部活動の指導を顧問に任せ

っきりで、副顧問が機能していないなど、多くの要因があることが明らかになりま

した。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり体罰は暴力、人権侵害であり、

決して許されるものではありません。今後は、より一層体罰を許容しない土壌づく

りに努め、学校の法令順守の確立に努めて参りたいと考えております。 

 最後の体罰についての学校への指導についてですが、私は毎年一、二回市内全て
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の学校を訪問しますが、そのたびに体罰や暴言を含めた不祥事の防止について、全

教職員に示達しております。また、２月１８日の校長会では、体罰の根絶に向けて、

教職員の意識改革を図ること、管理職をはじめ全校での指導体制を確立すること、

事例研修や校内研修を含め研修を充実すること、悩みや不安を相談できる体制づく

りを確立することなどにより、校長のリーダーシップのもと、体罰のない学校づく

りを推進するよう指示したところであります。 

 また３月中旬には県内部活動指導者を対象にした体罰をなくすための指導者研修

会の開催も予定されております。 

 いずれにしましても、体罰の原因は教員の指導力不足によるものです。今後とも

授業力や生徒指導力、部活動の指導力を向上させ、子供たちの自立心を高める時代

に合った指導の充実に心がけて参りたいと考えております。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 幸い、あわら市内においては問題になる報告はないと聞きまし

た。体罰等の取り組みについても聞きました。報道等によると教育委員会の隠ぺい

など問題な教育委員会が取りざたされていますが、あわら市の教育委員会には、こ

のようなことがないと信じています。今後とも、しっかりと子供たちのため、頑張

っていただきたいと思います。 

 これにて私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

                                     

◇笹原幸信君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、７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（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 市政会、笹原幸信であります。 

 今回、災害時の住民の避難についてということで質問をいたします。 

 本市は平成１６年３月に合併して１０年目に入りました。いま一度、気を引き締

めて市民の安心、安全について考えなければならないと思い質問をいたします。今

回、質問をしますのは、平成２４年の議会報告会におきまして拠点避難所のかぎは

どうなっているのかという質問がございました。翌日、それを受けまして、担当課

の総務の方へ伝えました。総務課と、それから学校公民館は教育総務課が担当でご

ざいますので、教育総務課が協議をいたしまして、その回答をいただきました。そ

の回答の内容は、災害が発生した際には、まず市の職員が市役所へ被害の状況等の

報告と現状を報告しまして善後策を役所で打ち合わせをした後に学校、公民館のか

ぎを持って当該の拠点避難所へ戻るという回答でございました。この回答を質問し

た方に連絡をしましたが、それでは遅すぎて不十分であるとのご意見をいただきま
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した。市で決めてある災害時の市民の避難については、まず各地区で決められてい

る自主避難所から、例えば集落センターとか、そういうところですけども、集落セ

ンターに避難をして、災害対策本部から避難勧告、避難指示があった際に拠点避難

所に避難をすることになっていますが、最初から拠点避難所へ避難すると思ってい

る市民も多いのではないかと思います。このことに関して区長及び住民への周知が

徹底されていないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、最初に１次避難所に避難ということになっていても、目の前に去年避難所

があれば、その方へ避難をすると思います。ところが学校や公民館、拠点避難所の

かぎがなくて中へ入れないとなると、非常に不便であり不安が募って参ります。防

災関係の所管課は総務課であります。拠点避難所の大部分は、先ほども申し上げて

いるように学校、公民館を所管するのは教育委員会であります。拠点避難所のかぎ

の管理を含め、内部の連携はとれているのかどうかをお伺いをいたします。 

 それから拠点避難所の食糧、水、トイレ等の手配はすぐとれるのかもお伺いをい

たします。また、医薬品等の備蓄はどうなっているのか、その点もお願いをいたし

ます。 

 次に、今の拠点避難場所の設定は各小学校区の単位、あるいは地区区長会の区域

でなされているのだと思いますが、例えば合併等によりまして地区の境界に住んで

いる方には、近くにほかの地区の拠点避難所があるにもかかわらず遠方にある指定

された避難所に行かなければならないのか、疑問のあるところであり、市としてど

のように考えるのかをお願いをいたします。 

 防災関係ですけども、大分以前に県の補助で電柱に海抜を表示すると聞いており

ましたが、いまだ実施されておりません。どうなっているのか、お答えをしていた

だきたいと思います。自分の住んでいるところが海抜何メーターであるのか知っと

くのは非常に関心があることではないかと、そういうふうに思います。実施しなく

なった理由について、なぜ実施しなくなったのか、報告を願いたいと思います。 

 最後に、水防倉庫ですけども、これは建設課の所管ですが、一輪車の空気がほと

んどないのが見受けられました。万一の場合、使用不可能にならないよう、点検を

しっかりすべきだと思います。それと空気入れも備えるべきだと思いますが、いか

がでしょうか。 

 以上、１回目の質問、終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 総務部長、小坂康夫君。 

○総務部長（小坂康夫君） 笹原議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、災害時の住民避難の流れを説明させていただきます。 

 大規模な災害が発生し、あるいは発生する可能性が極めて高い場合には、市は直

ちに災害対策本部を設置して拠点避難場所での避難所開設の必要性の有無や避難勧

告、避難指示等を発するかどうかを検討をいたします。そして、それらが必要であ

ると決定した場合、まず、避難所の開設準備に取りかかります。 
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 しかしながら、例えば、災害が地震による場合は避難所となる体育館等の施設に

ついて、窓ガラスの破片や、天井の照明などの落下物がないか、床や壁の安全性は

保たれているかどうかなどの点検を行って、飲料水、食糧の手配、職員の配置など

に目処がついた段階で、開設するということになります。この準備が整うまでの間、

さらには避難勧告等が出るまでの間は、住民の皆様には各区の自主防災組織あるい

は区が決めた自主避難場所である集落センター、区民館等に避難するとともに地区

での応急対応に当たっていただくことになります。 

 以上が住民避難の大きな流れでございますが、現在、市内１３１区中７８区に自

主防災組織が設立されており、設立前の説明会あるいは設立後の講習会などの際に

は、必ずこれらのことを説明させていただいております。また、市の総合防災訓練

におきましても、一たん、集落センター、区民館等に集合し、自主防災組織の会長

或いは区長が参集状況を確認してから拠点避難場所へ移動することとしております。 

 今後、更なる自主防災組織の設立を促進し、避難手順等の説明の機会を増やすと

ともに、総合防災訓練を毎年地区を変えて実施していくことで、区長や住民の皆様

に対し、より一層の周知徹底を図っていきたいと考えておりますので、ご理解をお

願いいたします。 

 ２点目の市の組織内の連携につきましては、災害対策本部の構成員には当然、教

育委員会職員も入っていること、また、今ほど申し上げましたとおり、災害発生後

直ちに避難所を開設できるものではないことから、避難場所の鍵を管理している所

管課と防災担当課が違うことによる問題は発生しないと考えております。 

 また、水と食糧につきましては、県の備蓄基準を上回る数量を榛ノ木原の大型倉

庫に保管してあり、緊急時の応急対応が可能となっておりますが、簡易トイレにつ

きましては、同基準はないものの、十分な数量があるとは言えないのが現状であり、

災害時には必需品であることから、今後、備蓄量を増やしていきたいと考えており

ます。 

 ３点目の拠点避難場所の設定につきましては、現在、小学校単位あるいは地区区

長会の区域等で設定をしております。しかしながら、もともと旧町ごとの設定であ

るため、合併し市になった後、旧両町の境にある区においては、議員ご指摘のとお

り、他地区の拠点避難場所の方が、自分の住んでいる地区の第１次避難場所より近

いという事例があるのも事実であります。 

 避難勧告、避難指示等は、指定された拠点避難場所でなければ避難できないとの

強制力を持つものではなく、それ以外の場所に避難した場合に受け入れてもらえな

いというものではありませんが、指定という言葉から半強制的に感じられ、なぜ、

わざわざ遠方まで行かなければならないのかとの疑問を持つ方もおられると思いま

す。しかしながら、小学校あるいは地区区長会を単位とする避難所には、地縁によ

る結びつきが強く、顔見知りが多いため、安否確認がしやすい、まとまりやすい、

避難者同士で話がしやすいなどの大きな長所もあります。 

 もちろん、被害状況によっては、指定避難場所への経路が遮断されていたり、当
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該避難所そのものが大きな被害を受けて使用できない場合もあり得るわけですから、

そのような場合は、適宜、指定する避難場所を変更することもあります。 

 いずれにいたしましても、拠点避難場所の設定につきましては、住民の皆様のご

意見も伺いながら、今後、防災計画の見直しの中で、検討をして参りたいと考えて

おります。 

 ４点目の電柱に海抜表示をすることにつきましては、当初、県の津波シミュレー

ションが発表されるまでは、竹田川の遡上も考慮し、市内の広い範囲で津波による

被害が出ることを想定しておりましたが、昨年９月に県から発表された被害見込は、

吉崎地区、浜坂区の一部や人家のない沿岸部など限定的なものでございました。 

 このため、海抜表示につきましては、当面、県のシミュレーションで被害が予想

される両地区及び海岸の一部に設置することに計画を変更し、昨年１２月には、両

地区においてシミュレーション結果の説明会を兼ねて、避難経路や海抜表示板の設

置場所を行政、住民が一緒に検討するワークショップを開催いたしました。 

 今後、これらの結果をもとに設置場所を決定し、平成２５年度の補正予算におい

て、必要な経費を計上させていただきたいと考えておりますので、ご理解をお願い

いたします。 

 最後、５点目の水防倉庫の資材の管理につきましては、現在、建設課が管理して

いる水防倉庫は瓜生、榛ノ木原、上番の３カ所にあり、土嚢袋、たる木、スコップ、

鎌、ハンマーなどの資材、機具が保管されております。毎年、５月の全国水防月間

に合わせて在庫数の調査や点検を行っておりますが、一輪車のタイヤの空気圧点検

までは行っておりませんでした。 

 今後は、一輪車のタイヤの空気圧点検を実施することはもちろんのこと、いつで

も、すぐに使えるようにノーパンクタイヤの仕様に順次変えていくことも考えてお

りますので、ご理解をお願いをいたします。 

 以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 今、回答をいただいたんですけど、一番聞きたかったかぎの取

り扱いについての回答がありませんでしたね。地震等が発生して道路が寸断された

状況で、例えば当該の地区から職員が歩いて市役所に向かう。そこで市役所でいろ

いろ食糧、トイレ、水、そういうもの、災害状況の報告とか、そういうものを打ち

合わせをした後、かぎを持って拠点避難所へ行くのでは相当の時間がかかると予想

されます。 

 私は、これは質問のされた方も言われたんですけど、やっぱりかぎの取り扱いに

ついては拠点避難所近くの市の職員か、またはその地区の部長、課長なり、また区

長さんといっても、なかなか難しいところ、ありますんで、そういう方がかぎを持

っていていただいて、災害が発生した際に拠点避難所の方へ行って、まず避難所の

安全確認、先ほど言われたガラスが割れていないか、天井から落下物が中へ入った
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場合、落ちてこないか、そういうものを確認して、安全が確認されたんなら、すぐ

に拠点避難所のかぎをあけるべきであろうと私は思います。先ほど質問したように、

１次避難所が遠くにあって、目の前に拠点避難所があれば、災害が起きたら必ず近

くの人が拠点避難所へ避難すると思うんです。ですから、かぎの扱いについて、一

遍市役所へ来てから、また持って、遠くですと波松、新郷、剱岳ですわね。そこへ、

極端に言うと車が通らんような状況であれば、歩いて行かなあかんという、そうい

うふうな状況も考えられます。ですから、そのところを総務部として、どういうふ

うに今後対処されていくのかをお聞きしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 総務部長、小坂康夫君。 

○総務部長（小坂康夫君） 確かに議員ご指摘のように拠点避難所が家のすぐ目の前に

あるという場合は、集落の１次避難所なり拠点避難所が遠い場合は、そこへ直接駆

けつけるということも想定はできます。市では防災計画のほかに職員の初動マニュ

アルというのを作成しておりまして、各職員が拠点避難所の場合ですと、どこに行

くのか、配置されて、どういう行動をとるのか、どういう責任を持っていくのかと

いうような初動マニュアル等も策定をしております。今後、県の防災計画の一部改

正に伴って市の防災計画も今改正していくわけですけども、それと併せて初動マニ

ュアルも改正をしていきたいというふうに考えております。その中で、そういった

かぎの管理、例えば今、答弁しましたように、まずは職員が一たん役所に集合して、

それからまた拠点避難所へ向かうというような、防災計画の中では、そういう形に

なっておりますけども、その拠点避難所の近くにいる職員にまずかぎを持たせて、

まずその職員は大きな災害が起きたとき、家屋が倒壊するとか、倒壊する恐れがあ

るような大災害が起きたときは、役所にまず来るんではなくて近くの避難所へ行っ

て、そこで開設準備をするというようなことも考えながら、初動マニュアルも改正

をしていきたいというふうに考えておりますんで、ご理解をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 確かに、地震とか災害は多種多様でございまして、いろんな場

合が想定されると思います。ただ、やっぱり、市の役割というのは市民の安心、安

全が第一であります。心して対処いただきたいと、そういうふうに思います。 

 それから公民館とか体育館、拠点避難所、それとか１次避難所もそうですけども、

災害が起きた場合に収容しきれないのではないのかと、そういう思いも持っており

ますが、防災担当として、どういうお考えでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 総務部長、小坂康夫君。 

○総務部長（小坂康夫君） ご指摘のとおり、例えば公民館とか体育館、特に小さい公

民館等は収容しきれない場合があるかもしれません。ただ、それはいわゆる避難所

としての建物の中で収容しきれないというようなことでございますけども、市の場
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合は避難所というよりも避難場所として、例えばグラウンドとか駐車場も含めて避

難場所というような設定をしてございます。例えば、過去の大震災の例を見ますと、

体育館等がある避難場所に集合するわけですけども、大震災の場合なんかは予震等

の関係で体育館の中に怖くていない、グラウンドやら駐車場に出てるというような

例も多数ございます。市としては建物を避難所としているのではなくて、敷地全体

を含めて避難場所としているということで考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） それから、医薬品の備蓄というのは、先ほど質問したんですけ

ど、医薬品の備蓄というのは、どういうふうな格好になっているんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 総務部長、小坂康夫君。 

○総務部長（小坂康夫君） 医薬品につきましては、一口に医薬品といっても湿布薬と

か風邪薬とか胃腸薬とか、そういった一般薬品から医師とか薬剤師のもとに処方さ

れる医療用医薬品まで、たくさん種類も多岐にわたっております。今、市では包帯

とか湿布薬、あと消毒液等などは、こういったジュラルミンの箱に入れて各避難所

に備蓄をいたしております。県では、医薬品の卸売業者と災害直後に必要となる一

時薬品の確保につきましては、災害協定を結んでおりまして、また市は坂井地区医

師会とも、そういった災害協定を結んでおります。ほかの関係で薬品の保管という

ことになりますと、市でもちょっと管理ができ切れないというものがございますん

で、医薬品が必要な場合は県の健康福祉センターとか、あと医師会と連絡を密にし

ながら、その都度、その都度で対応してい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（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 一つ聞くのを忘れたんですけど、食糧とか水とかは備蓄してお

りますね。トイレはどうなっているんでしょうかね。いつも地震なんか大災害が起

きますとトイレが一番心配だという話をよく聞くんですけども、トイレの手配とい

うか備蓄というまでいってないと思うんですけど、その点はどうなっているんでし

ょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 総務部長、小坂康夫君。 

○総務部長（小坂康夫君） トイレにつきましては、先ほど第１回目の質問で答弁があ

りましたとおり、今現在では、ちょっと備蓄量、基準はないんですけども、ちょっ

と不足しておりますんで、２５年度の予算の中で備蓄数を確保したいというふうに

考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） すいません、答弁があったらしいんで、ちょっと聞き漏らしま
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した。 

 先ほど総務部長が水防倉庫について答弁をされました。本当に、ちょっと水防倉

庫、入ったときに一輪車が並んでて手でさわったら、もう全然空気がないと。これ

では、もう災害のときには全然間に合わないと、全部手で運ばなあかん、そういう

ことのないように徹底をしてほしいと思いますし、先ほど提案されましたように、

やっぱりノーパンクタイヤがいいんじゃないかなと、そういうふうに思いますね。

災害時に機材が使えないというのは一番情けないというか、何をしてるんやという、

住民の方からも何をしてるんやという非難も出てくると思うんです。ですから、で

きましたら全部ノーパンクタイヤにかえていただきたいなと、そういうふうに思い

ます。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（向山信博君） 暫時休憩をいたします。再開は１０時４０分とします。 

（午前 10時 28 分） 

                                       

○議長（向山信博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 10時 40 分） 

◇八木秀雄君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、６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（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 議長のお許しを得ましたので、真政会、６番八木秀雄が一般質

問をさせていただきます。 

 今回は大きく三つの質問をさせていただきます。一つ目は観光まちなみ魅力アッ

プ事業の温泉情緒あふれる華やぎのまちづくり計画について、二つ目は北陸新幹線

開業に伴う芦原温泉駅のダイヤについて、三つ目は２０１８年の福井国体について、

その三つを質問させてもらいます。 

 まず最初に、観光まちなみ魅力アップ事業の温泉情緒あふれる華やぎのまちづく

り事業計画について。この事業期間は平成２４年に計画策定し２５年度から平成２

９年度までに、先ほど吉田議員も言いましたように温泉施設、足湯の整備、それか

ら市道芦原三国線の整備、市道中央線の整備、市道田中々舟津線の整備、湯のまち

南口駐車場の整備、それから、えち鉄の新設事業と、このように計画をされていま

す。これも福井県の西川知事が北陸新幹線金沢開業、そして舞鶴若狭自動車道全面

開通に向けての観光地の魅力アップ、観光地づくりのスピードアップを図るため、

社会資本整備総合交付金を活用して市町が実施するまちなみ整備事業に対して上乗

せしての事業であります。西川知事の温泉観光地あわら市に対する思いと期待の入

った事業だと思います。あわら市の負担金も少なくあわら温泉にとってはチャンス

であり、大きな賭けでもあり失敗はあってはならいと、このように思います。 
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 それでは、質問内容は、一つ、平成２４年１１月２４日から観光まちづくり推進

会議が４回行われてるというように聞きました。主な意見は何かということが一つ

目の質問です。それから２番目に、平成２５年２月１２日から１３日に金沢市、七

尾市に視察を行っております。この何か参考すべき点があったかということでござ

います。三つ目は、今回の事業で観光にぎわい空間の形成を行うが、現あわら温泉

の街路灯２００基の更新、新設は含まれているのかと。 

 以上、三つのことについてご答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） 八木議員のご質問にお答えいたします。 

 あわら温泉街の整備に向けた観光まちづくり推進会議では、委員の皆様方からさ

まざまな意見が出されております。その中から幾つかをご紹介いたします。 

 あわら温泉を象徴するもの、あわららしさとは何か、あわら温泉に不足している

まちの雰囲気を醸し出すにはどのようにしたらよいか、観光客にまち歩きを楽しん

でもらうには何が必要かといったものが多く、これらの意見に対しましては、あわ

ら温泉の環境や食の恵みは白山と白山から生まれた水から成るものであるといった

ものや、あわら温泉が最も輝いていた大正時代や昭和初期を中心とした雰囲気を再

現してはどうか、まち歩きのできる観光地は常識であり、あわら温泉も急いで環境

整備をする必要があるといった提案が出されております。事務局では現在、これら

の意見を集約し、観光まちづくり計画の取りまとめを行っているところであります。 

 次に、２月１２日と１３日に実施した金沢市と七尾市での視察研修についてであ

りますが、金沢市では、金沢開業に向けた各種施策の効果が最大限発揮できるよう、

金沢魅力発信行動計画をまとめまして、現在は、前期と中期計画を終了し、最終段

階の後期計画に全力で取り組んでいるとのことでありました。 

 七尾市は、温泉地としての規模があわら温泉と同様の和倉温泉を有しており、温

泉と海、また、おもてなしをキーワードに地元住民と行政が景観協定を結び、和倉

らしいまちづくりを推進しているとのことでありました。 

 まちづくりの方針としては、金沢市、七尾市ともに必要なハードは官で行い、ソ

フトは民で行うという役割分担が確立しており、両市からは、まちづくりに関して

は市民による自発的な活動が必須であるとの指摘を受けたところであります。 

 また、首都圏や北陸新幹線沿線地域の観光客を誘致するためには、北陸の観光地

同士が競い合うのではなく、協力して誘客を図るべきとの提案がなされました。具

体的には、金沢に足りない観光メニューをあわら温泉が補ったり、あるいは、北陸

を周遊する観光ルートを提案し合い、お互い手を携えて誘客に努めようとのご提案

でありました。 

 いずれも、十分検討に値する事項でありまして、金沢開業までの間に、あわら市

として、これらに関しまして積極的に提案していくべきと考えております。 
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 次に、温泉街の街路灯についてでありますが、今回の整備対象としております３

路線につきましては、既存の街路灯を撤去し、新たな照明設備を整備することとい

たしております。しかしながら、その他の街路灯につきましては、他の地区との整

合性もありますので、関係する地元区や観光協会との協議を重ね、また進めまして、

整備費用も含め行政との役割分担に一定のご理解をいただきながら整備を進めて参

りたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 今、部長の方から三つのことについて答弁をいただきました。 

 そこで、一つ目の質問に対して、私なりに推進委員会が１４名の方が４回にわた

りいろんな意見を出し合ったということで、そのご報告がございました。私自身、

思いましたのは、私自身も６３年間、芦原のお湯を使って小さいときからお風呂に

入らせていただいてる、親にお風呂に連れていただくと。これは、お風呂に入らせ

ていただくという言葉よりも、お湯をいただいてるというような、そういう表現の

方がいいんではないかと、きのう、ちょっとセントピアでお風呂に入っていた方に、

そういう具合に言われまして、あ、お風呂をいただいてるんだなと、そういう気持

ちが必要ですということを、ちょっと余計なことですけど、今思い出しました。 

 そこで、私なりの一番印象に残ったのは、あわら温泉を象徴するもの、それから、

あわららしさは何かと、この意見が非常に私にはずきっと来たというんですか、や

はりこのことを自分なりに、ちょっと分析しますと、ハード面とかソフト面を中に

取り入れ、市民の方やあわら温泉街を訪れ方が、この町中を探索したときに温泉の

歴史とか、温泉で癒されてる情緒が漂ってる、そういうようなのが、ぴんと来るよ

うな僕は象徴であったり、あわららしさでなければならないと思います。いろんな

石畳とか足湯とか、そういうものも必要だと思います。ですけど、やはり私なりに

思うのは、歴史を考えて、ここでいろんな方が癒やされたり、病気を治されたりと、

そういうところが、市民の方も、もちろん、重ねて言いますけど、観光客の方が、

何とかそういうようなのが漂ってくるような、是非町並みにする必要があると思い

ます。これについても、私はこういう一つの意見が、すごくよかったんではないか

と思いますし、市長はどのような意見を重視して、この町並みづくりに取り組むか

ということも、ちょっと市長にお聞きをしたいと思います。 

 それから、七尾と金沢市へ行ってきたということで、そのことのご報告を受けま

した。私も昨年ですかね、ある高校の先生が「一遍七尾へ行ってきね」と、あそこ

は多目的グラウンドというんですか、いろんなもので使われるもので、非常にうま

くいってるから、１回見てくださいということで行ってきました。これ、だれが多

目的グラウンドというか、そういう情報を仕掛けたんですかと聞きましたら、サッ

カー協会ですか、観光協会ですか、旅館組合ですかという具合にお聞きしましたら、

いや、違います、星陵高校の川崎先生が仕掛けましたよと、こういう具合に言われ

まして、それが非常に何か僕は七尾市へ、ちょっと自分なりに行ってきました印象
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でございました。 

 それから、この３番目、今、街路灯、２００基あると。これが今、部長のお答え

によりますと、３路線については、きちんと新しいのと取りかえるというような答

弁をいただいたように感じます。ほかのところは、いろんな他のところもあります

から、いろんな整合性とか、いろんなこともあって、観光協会とか、いろんなとこ

ろとご相談を協議しながら徐々にやっていくというような話を、ご答弁をいただい

たんですけど、これ、街路灯の歴史を、ちょっと私なりに調べてきました。これは

昭和３０年代に街路灯が、当時の芦原の町長である寺尾町長さんが、自分が観光協

会の会長と兼務してるときに２００基の街路灯をつくりまして、そして町並みを非

常に明るくして誘客の方がそぞろ歩きできるような、そういうことをして、非常に

注目をされたと。竹内管理者も、ここにいらっしゃいますけど、そのことは、よく

ご存じだと思います。管理は市が行っていたと、このように聞いてます。 

 それが、だんだんと昭和３０年ですから、もう本当に５０年ぐらい前の話なんで

すけど、これもだんだんと古くなってくるということで、平成１２年に芦原町の商

工会が、これを、もうすべて新しいのと取りかえようということで予算を決めまし

たら２億円ぐらいの予算がかかるということで、これが本当、うまくいけばよかっ

たんですけど、そこで本当に一新すればよかったんですけど、これもなかなか実現

できなかったという経緯がございます。そして、今聞きますと、観光協会がそれを

維持管理してるということで、それを何とか、今まで本当に維持管理してました。

それで僕、どういう具合の維持管理をしてたんだという具合に、ちょっと担当者の

方に聞きましたら、風が吹いたときには観光協会の職員がすべて出まして、街路灯

が風で揺さぶられて倒壊しないか見て歩くんだということを、もう風が吹くと必ず、

そういう具合にしてますと。しかし、ここ何年かの間に住宅の軒先が崩壊をしたと

か、それから車に当たったというのも専決処分とか、そういう具合にお聞きしてま

す。本当に僕自身も風が吹いたときに必ず見に行って、私自身も４カ所ぐらい、危

ないところを指摘しまして、すぐ観光協会の方に対応するように、僕も言ったこと

があります。 

 今、部長の方から、この２９年度までに新しくするところはいいんですけど、こ

の２００基というのは、旅館がだんだんと規模が大きくなりますと、やっぱり郊外

に出なければならないと。そうすると、郊外から町並みにそぞろ歩きするために、

その２００基のうちの幾つかが郊外に、こういう具合に点々と街路灯をつけてるわ

けですね。それをもって皆さん、ぞろぞろと歩いて、まちの繁華街でいろんな楽し

みをするということなんですね。その部分が今、協議しますと。これ、もし人がそ

ぞろ歩きして風の強いときに偶然出くわして、ばんと観光客とか、それから市民の

方に当たったら、これはもうとんでもない全国的なニュースになると思いますよ。

皆さん、想像してくださいよ。ですから僕、これ、市長、今からまた協議しますと

いうので、そのタイミング等は、とっくに僕は過ぎてるんではないかと思いますの

で、是非金沢開業というまでに、こういうことが今、事業を行ってるときに、万が



 

57 

 

一街路灯が倒れたことによって人がけがをしたということで、これ、もう今までや

ってることも、みんな水の泡になると思いますよ。私は、それぐらいの危機感を持

って、ここで質問しています。市長、この辺も今、部長から協議していくというこ

とですけど、これは絶対待ったなしのことだと思います。ですから、ちょっと市長

のお考えを、是非お聞きしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） まず１点目のことにお答えいたします。 

 まだ、この温泉街のまちづくりにつきましては、推進協議会等で概略を決定して

いただきました。県の方との打ち合わせも済みまして、今から、これも具体化する

ために設計等の予算を持ったところでありますので、まだまだ具体的なことは、ま

だ申し上げられませんが、私の思いといたしましてはですけども、あわら温泉街に

せよ、それからＪＲ芦原温泉駅前、金津市街地にせよ、全く私は同じでありますけ

ども、とにかくお客さんに周遊していただく、めぐっていただくというような仕掛

けが大事であろうというふうに思っております。そのためのいろんな手だてを、拠

点的なもの、あるいはその拠点と拠点を結ぶもの、あるいは今、議員もおっしゃい

ましたけども、歴史を感じさせるもの、らしさを感じさせるもの、情緒を感じさせ

るもの、そういういろんなものを、これからつくっていかなければならないと思い

ます。それはハード的なものもあれば、ソフト的なこともあろうかと思います。そ

ういうもの、すべて駆使して、とにかく滞在していただく、滞在時間を長く持って

いただいて町中を周遊していただくと、そういうふうなことが一番の大事なところ

かなというふうに思っております。 

 それから、２番目は街路灯の話でありますが、今の観光協会が管理している街路

灯は２５０基ぐらい確かあると思います。今の計画いたしておりますのは、まだま

だ具体化はこれからでありますけども、整備をしようと考えている市内の三つの路

線につきましては、これは極めて政策的な意味合いがありますので、この事業の中

で、それこそ情緒のある照明を、これからつくっていかなければならないだろうと

いうふうに思っております。今議員のご指摘は、恐らくそれ以外の街路灯について

の整備のお話だろうと思います。今、計画しております３路線につきましては、お

およそ現在４０基ぐらいが該当するんじゃないかなと思います、現在ある街灯です

けども。それを、じゃ、この事業の方で整備したといたしますと、あと２００ちょ

っとぐらいの街路灯のことかと思います。これは、議員、よくご存じの上でご質問

されていると思いますけれども、これは観光協会の管理であります。万が一、倒壊

などして人にけがをさせたり、車に当たったりというようなことをあると、大変な

これはイメージダウンになるというお話でありますけども、全くそのとおりであり

まして、ただ、これは冷たいように思われるかもしれませんけども、管理責任者の

問題でありまして、これは現在は市ではありません。市でないにもかかわらず、市

が整備をせよという根拠について、これは議員、なかなか議員ご自身も、その根拠
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はなるところは乏しいんではないでしょうか。そういうことが非常に問題としてあ

りますので、これは管理者である観光協会、あるいは場合によっては地元の区の方

ともご相談しながら、どのようなことが可能なのかを、これから見当していきたい

と、そういうふうにお答えしているのであります。ご懸念はよくわかりますけども、

たまたま今、２７年の金沢新幹線開業に向けて行う事業が今あるから、そこですべ

てを解決せよと言われましても、これはほかの区との関係もございますので、今、

じゃ、やりましょうということは到底まだ今の段階では言えないというふうに思っ

ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 市長のご答弁、よくわかりました。しかし、やはりあわら市の

首長さんは市長でございます。そして、そこにいろんな旅館組合とか観光協会、い

ろんな諸団体がありますので、やはり僕は市長、是非市民の方は、よくわかってる

んですよ、何をしなければならないと。これは、僕は個人的には市長が決断をして、

事業をやるんだ、これを直すんだと。これは賛同してくれますよ。人のけがを未然

に防ぐ、これは僕が一番大事だと思いますので、もう一度、市長に、そのことだけ

私の方からお願いをしときます。 

 続きまして北陸新幹線開業に伴う芦原温泉のダイヤについてということで、でき

れば２０１８年の福井国体開催までに、福井まで開業していただくのが本県とか経

済界の強い要望だと、このように新聞等にも書いてありました。私たちあわら市民

も一刻も早い開業を望んでいるということで、一番関心のあるのは、市民は開業に

伴い新幹線が芦原温泉駅のダイヤが幾つ来るんだということで、一つ目の質問も、

ＪＲが開業直前時に合わせてダイヤ編成が定まります。同時に当芦原温泉駅の停車

ダイヤの数も決まります。そこで、停車本数の定めになる最重点事項は何かと思わ

れますか。二つ目に、芦原温泉駅に列車が停車するダイヤの数は上下何本必要か。

加賀温泉駅と同数でも良いか、それ以上か。三つ目に、ＪＲ北陸本線、芦原温泉駅

に乗降する人は利便性が悪くて年々減少していると聞いていますが開業までに年々

乗降客を増やす策、改善はあるのか、これについてお答えをお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 土木部理事、松浦好孝君。 

○土木部理事（松浦好孝君） お答えします。 

 ご質問の順とは異なりますが、新幹線のダイヤにつきましては、開業直前にＪＲ

が決めます。そして、この停車本数を決定する最も大きな要因は、芦原温泉駅にお

ける乗降客数と考えられます。そのため、まずは、平成２７年３月の金沢開業によ

り北関東や長野方面から金沢まで来た観光客をいかに芦原温泉駅まで呼び込むかが

重要であり、先のご質問にもありました温泉情緒あふれる華やぎのまちづくり事業

をはじめ芦原温泉駅周辺の整備など、住民とともに、あわら市の魅力アップを図っ

て、誘客を図って参ります。 
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 また、新幹線の停車本数についてでございますが、現在、特急サンダーバードと

しらさぎが、芦原温泉駅で上下合せて１日に６１本、加賀温泉で上下合せて１日に

６４本が停車しており、フリーゲージトレインを含め、これらの数字以上の停車本

数を望んでおります。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 今、松浦理事の方から恐らく開業の６カ月ぐらい前に、この時

刻表が出てくるという具合にお聞きしました。それまでに、やはりＪＲもいろんな

調査をして、本当に芦原温泉は駅で今、乗降する客は大体、通勤客や観光客を含め

て３,２００人ぐらいだと、このように聞いております。非常に、それだけの方がお

りていただけるんですけど、この数字は、やはり６１本ですか、最低でも６１本の

本数を確保するのには、僕はちょっと足りないんではないかなと思います。そして、

なおかつ、やはり今問題になっている非常に高齢化して車で来る方よりも、どうし

ても列車で来たいという方が芦原温泉駅に来ると、もう本当にそこでエレベーター

とかエスカレーターがないために、ちょっと、すごくここのイメージが悪くなると

いうことでございます。にもかかわらず市長、やはり何とか開業までに、今、明日

からでも、当然やってると思いますけど、乗降客を１日３,２００人以上を、やはり

アップする、右肩上がりにするのには、やはりいろんな議論をしました。だけど、

やはりもう１度、６１本の確保するための、乗降客というのが一番のキーになると

思いますので、何か市長なりの決意というんですか、こういう具合にして乗降客を

増やすんだと、これを、是非お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今、理事も答弁いたしましたが、乗降客数を増やすこと自体が

目的ではないんですけども、乗降客数が増えるようなまちづくりを平成２７年の金

沢新幹線開業までに、できるだけのことをやって、新幹線の芦原温泉駅ができるま

でに３,２００が４,０００、５,０００となるような努力を今まさに本格化すると、

加速をするということであります。もう、それに尽きると思います。今、ちょっと

ＪＲ芦原温泉駅の現駅の整備の問題、バリアフリーの問題、ちょっと触れられまし

たけども、まさにそういうことについても今、県と協力しながら国に対して強力に

今、設置に向けての要望活動を続けているところであります。県もあわら市も一部

分、予算化してございますので、何とか、この国の事業採択を得られるように県と

ともに努力をして参りたいというふうに思っております。 

○議長（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） それでは三つ目、福井国体、２０１８年に福井国体があるとい

うことでございまして、あわら市も３競技が決まりました。皆さんもご存じのとお

りにカヌーのスピード、それからバレーボール、そしてゴルフ、このことが決定し

まして、市の体育協会もそれに向けて着々と進んでるということで、そこでちょっ
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と質問があるんですけど、この３競技が行われるということで、市において、どの

ようなメリットがあるかということと、またここは大事なことだと思いますけど、

国体でやはり地元の選手が活躍する、これがやっぱり、おもてなしして、競技の運

営とか、いろんなボランティアをしてても、滞在に関しても、やはり地元の選手が、

きょう出るんだぞ、この種目に出るんだぞというのが我々、お手伝いしている側と

しては、やっぱり非常に気になりますので、その辺の育成をしてるかというような

ことについて、計画があるかについて、ちょっとそれについて教育長の方からご答

弁をお願いします。 

○議長（向山信博君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） お答えいたします。 

 １点目の福井国体でのあわら市におけるメリットについては、子供の体力向上や

心身の育成、高齢者の健康増進や生きがいづくりが図られ、市民に夢と希望を与え、

相互の連帯感や郷土意識が高まります。さらに、国体を契機に育成・強化された選

手が将来は指導者となり、その指導者が発掘、育成した人材からトップアスリート

が生まれ競技力の向上が期待できます。また、国体参加のために全国から集まる大

勢の選手、役員の宿泊は、その競技の開催市町での宿泊が原則となっていますので、

あわら温泉の宿泊客数の増加が見込まれます。 

 ２点目の国体開催に向けた地元選手の育成、出場計画についてでございますが、

県競技力向上対策本部が、県体育協会、各競技団体と協力し、競技力向上対策を実

施しています。あわら市においては、重点強化校の指定はございませんが、強化推

進校として芦原中学校はサッカー、金津中学校は新体操、金津高校はカヌーとアー

チェリーが指定され、県内合宿や強豪チームとの練習試合などが支援内容として予

定されております。また、現在、ゴルフ競技では４人の小中学生が、カヌー競技で

は５人の中高生が国体強化選手として練習会に参加しています。 

 市といたしましては、毎年８月に北潟湖で開催されています、あわらカップ、カ

ヌーポロ大会の中で、ポロ艇での簡単なレーシング競技の実施やカヌーレーシング

競技の紹介等を通して、市民への理解と普及を図るとともに、国体後も競技が継続

されるよう、県、競技団体と一体となり競技力の向上に努めて参りたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 今、教育長の方からいろんなメリットがありますよと。私も１

９ぐらいのときに福井国体を選手ではなかったんですけど、近場に行って見に行っ

たとか、いろんなことで、それ以降の、例えばサッカー場が芦原中学校、両面あり

まして、その後、北信越大会のサッカー大会が長年続いたと。それからフジタです

かね、ヤンマーですか、芦原中学校を利用してキャンプに来たとか、先生もご存じ

と思いますけど、いろんなことで非常に今の芦原中学校がサッカーが強いというと、

何かあれなんですけど、その辺に僕はあると。指導者も育って、優秀な指導者が、
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そこでまた活躍してるということでございます。そんなことで、非常にいい効果が

出てると。それが今、二巡目で行われるということになりますね。 

 今、僕、非常に関心のあるのは、カヌーのレーシングなんですけど、教育長、こ

れは１回振り返っていただきたいのは、カヌーポロを北潟湖で行うというたときの、

ちょっと経緯を、是非もう一度思い出していただきたいと。恐らく日本を代表する

選手が、こんなことを言うと大変失礼ですけど、あわらから出るというのは、あん

まり考えてなかったんではないかと。しかし、やはり、あわらのカヌーポロを選手

としてワールドカップに出る、これはもう実際、市の職員の方にも何名かいらっし

ゃいますし、これはもう本当にカヌーポロを一番最初にやるときに、僕にも、ちょ

っと相談を受けたこともあるんですけど、非常にこういう結果が出てるんです。で

すから、今カヌーポロが８月にございますというようなお話、聞きましたけど、是

非、その中でレーシングのスピードみたいなことも一部取り入れるというご説明あ

りました。それで、是非、これね、教育長、競技種目を増やしていただければ、ま

たそれによって関心がある人が、僕は増えてくると思います。ポロよりも、僕は個

人で、いや２人で争いたいんだという選手は必ず出てくると思います。ですから、

是非国体に向けて選手を強化していけば、後についてくる方が出てくると思います

ので、そうすればポロもレーシングも両方、あわらから、これはまた選手が出ます

ので、是非そこの辺のことも踏まえてやっていただきたいと、このように思います。 

 どうですか、教育長。 

○議長（向山信博君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 今、議員ご発言のとおりだと思いますし、今ほど私も、その

ように答弁させていただきました。ポロだけでなくレーシングも兼ねて、最初は簡

単な遊びから発展するようなレースが、だんだん興味を覚えて、子供たちは強くな

っていくというふうに思いますし、また一般の方でも、これならポロと違って自分

にもできるから、やってみようかというようなことが広がりにつながるんではない

かというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○６番（八木秀雄君） 質問を終わります。 

                                       

◇坪田正武君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、１１番、坪田正武君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） 通告順に従い、１１番、市政会、坪田正武、一般質問を行いま

す。前文を省略いたしまして本題に入ります。 

 まず１番目の質問をいたします。各地区からの要望事項に対する市の対応につい

てであります。毎年１２月になりますと、各地区より新年度予算に申請できるよう
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に要望書が提出されます。これについて、いまいち満足のできる回答でないことを

踏まえ、質問をいたします。 

 先般、細呂木地区の市政懇談会に出席をいたしました。市長挨拶の後、各地区の

要望書の審議となりました。当地区の要望書は１９集落で約６０件あります。あわ

ら市全部だと相当の件数があるものと推測いたします。要望の中身はいろいろで、

中身の重なるものは道路整備に伴う門型側溝の設置、また集中豪雨での河川の改修

とさまざまですが、これらの行政の回答は、共通していることは門型側溝の場合は

門型側溝の基本方針によります。いずれ全部ではありませんが、県道絡みになると、

所管が違うから県土木事務所へのとの一辺倒の回答であります。予算がないことの

理由から、このような回答になるのだと思いますが、各地区が期待する回答は、も

っと具体的なものが欲しいはずです。このことを踏まえ、市長にお願いですが、書

面だけで判断をせず、一集落の最優先順位の場所を担当課と同行して、区長さんの

要望書を一緒に見て、実践の把握ができないかをお尋ねいたします。 

 以上、一つ目を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 土木部長、細川秀己君。 

○土木部長（細川秀己君） 坪田議員のご質問にお答えいたします。 

 毎年、各地区より要望書の提出をいただいておりますが、その内容は市政全般に

わたっていることから、要望内容に応じ所管課を分担し回答を取りまとめまして、

それぞれの地区に回答しております。 

 建設課所管の門型側溝の整備や河川改修等に関しましては、毎年２００件前後と

非常に多くの要望が提出されております。回答に際しましては、もっと具体的な回

答を望んでいるとのことですが、事業の実施に当たりましては、まず市内全域を対

象に施工箇所を決定する必要がございます。したがいまして、全地区の要望書が出

そろってから市内全地区で調整を行うことになり、具体的な実施方針につきまして

は、年度末または新年度当初の決定となります。 

 このことから、年末や新年の当初に開催されます市政懇談会の中での回答では、

門型側溝整備等の整備の基本方針を中心とした回答にならざるを得ない状況となっ

ております。 

 また、集落ごとに個別に立会いをすることは、時間的な制約など、さまざまな制

約の中で厳しいと考えておりますが、例えば、地区ごとに実施するなどの方策を今

後、検討していきたいと考えておりますので、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（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） 今の趣旨は大体読めました。読めましたけども、これ、市長に

お願いなんですが、私、昔いろんなあちこち営業したとき越前市の合併前の今立町、

ここへ私、ちょっとよく行ってたこと、あるんですが、ここのこの間まで衆議院議
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員でした若泉町長さんだったんですが、この方はなかなか、ある意味ではワンマン

だったんですけども、私の思うにはですよ。同じような要望がたくさん出てきまし

て、この町長は何をしたかといいますと、各集落を３日ぐらいかけて、だーっと担

当を連れて、やる各最優先の箇所を決めて、ここはやれ、ここはだめ、ここはやれ

と即決である程度回答して、大きなものは、ちょっと持ち越しということで、改め

て検討したそうですが、そのときの町の職員のいろいろ感想を、非常に強引である

と。何かやりにくかった面があったけれども、トップが言うんだから、やらざるを

得んだろうということで、そこは大きな１００％の投資はできなかったけども、す

ぐ対応したと。こんなことがあって、ある意味では、もうその後、区長さんから再々

のことはなくて、毎年それをやってたんですが、それでほとんど解決したというよ

うなことで、それも一つのパフォーマンス的にもいいんではないかなと。 

 そんなことを踏まえ、今、福島の被災地の現場を、一時は地元の議員さんなんか

が行ったんでしょうけども、昨年から、今年に入ってからですか、被災地の現場を

首相をはじめ各大臣が現場を見て回っている様子が、よくテレビで放映されていま

す。本当に、いろいろ同行してるのが、そこの地区の知事さんなり首長、そういう

方を見ていくと、トップが、いわゆる国が上が見てるがということで安堵をしてる

ような様子が伺えるんですが、こんなことを踏まえ、先ほどの土木部長の話では、

時間的余裕がないと言うんだけど、これは市長も是非何かうまく時間をコントロー

ルしながら、１日朝からすれば相当の件数、回れると思うんで、やはりそれを大名

行列ではないけども、各所管と一緒に現場を見たりして、結論は別としまして、や

っぱり見てもらうということで区長さんは、ああ、市の方も来てくれたということ

で、やっぱりある程度、安堵感もあるし、同じ悩みをやっぱり共通してくれたなと、

そんな思いがするんではないんですけど、そんなことは市長、どんなもんでしょう

かね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今、昔の今立町の例だとか現在の東北の被災地の例、大変示唆

に富んだご提案をいただきました。また十分これは考えさせていただきたいと思い

ます。ただ、今、門型側溝の希望というのは非常に多うございます。これは、いつ

も各地区の区長さんだとか役員さんの会合で、この話が出ますと私、いつも申し上

げておりますが、現在、門型側溝等に投じている予算規模でいきますと、すべての

対象を完成させるためには６０年とか８０年ぐらいかかってしまう、それぐらい延

長が長くなっております。そういうこともありまして、各地区の要望に対して、あ

なたの区の要望箇所は第何番目ですよというようなことは、とても、まだ言えるよ

うな、そんな状態でないのが現実であります。したがいまして私、決して現場、見

ていないわけではありません。施工箇所はすべて見ております。ただ、要望箇所を

すべて回るとなると、これはとても時間ないという話でありまして、今、そのよう

な状況の中で、もし私が現場を見て、地元の区長さんなり役員さんと一緒に現場を
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歩きますと、見たけれどもほとんど実施できない状況が出現されます。これは、果

たして本当にいいのかどうかというのは、ちょっと考えなければいけないのかなと

思います。 

 それと、私が現場に行って、自分の考え方で、ここはやる、ここはやらないとや

りますと、土木の専門ではありませんので、どうしても政治的な判断をしてしまい

がちになります。これはいたし方のないことでありますけども。私は、それは必ず

しもいいことではないのではないかというふうに思います。やはり、それぞれの所

管の専門の者が見て、優先順位だとか緊急性等々を勘案して、一番効率のいいやり

方を決めていると思いますので、私は、それを尊重しております。決められたこと

は、すべて現場を見ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） 市長の言うことは最もだと思います。ただ私の思うのは、やっ

ぱり来てくれたなというだけで、ある程度、安堵のことがあるんでないかなと、口

説きも含めて悩みを話すと。ちょっと余談ですけどね、昔嫁いだお嫁さんがお盆な

り正月に帰ってきて、向こうのしゅうとさんなんかの、ある程度、悩みなどを話す

と、その生んだお母さんは、どうにもならないけど、多少、同じ悩みを持っとるお

母さんが聞いてくれたということで、幾らか肩の荷がおりて、また嫁ぎ先へ行って

頑張ろうという気持ちになるようなことは、これに当てはまるかどうかは別として、

聞いてくれる方がいると多少、肩の荷もおりると、こんな思いがありますので、そ

ういうことも、ひとつ含めて、今後ひとつよろしく前向きに考えていただきたいと

思います。 

 次、集中豪雨で河川の改修をお願いしたいということです。これは高塚地係の黒

谷川の河川の幅に地中に３００から５００パイのパイプを埋めて高塚、いわゆる中

央区の雨による不安を解消できないかと。ここは、ご存じの方もいらっしゃいます

けども、ここは上流は山十楽地係、それから千束地係から流れる水の約９０％以上

は、この黒谷川にそそぎます。これが県道水口牛ノ谷線の下を流れて宮谷川に進み

ますが、排水溝が小さくさばききれないと。そのために逆流して高塚の住宅中央に

流れてくるというようなことのもう一つと、もう一つは、これは深田川増水に伴う

一般的な対応に、これは山室地係なんですが、というよりトリムパークなんですが、

ここにトリムパークから出る水が一時的にためるように貯水池があるんですが、ほ

とんど、これが有効にできてない。ほとんどたまってないですね、雨が降っても。

これを、やっぱりうまくためるように考案できないかということ。これも同じよう

に一気に集中に出てきますので、一番末端のちょうど菅野地係のところで、やはり

絞ってますから、さばけなくてだんだん逆流して、これは田んぼに冠水するという

ようなことなんですが、これも、もっとトリムパークの貯水池をうまく使って、そ

こで落ちついたら水を流すということをすれば相当緩和されるんじゃないかなと思

いますし、もちろん菅野の方の高くなってる、菅野の辺の近くの砂なんかの撤去も
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お願いできないかなと、そこら辺、ちょっと二つ踏まえて、ひとつお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 土木部長、細川秀己君。 

○土木部長（細川秀己君） お答えいたします。 

 まず黒谷川についてでございますが、この河川につきましては坂井北部丘陵地の

源に圃場集落団地等の排水を取り入れながら中央区、高塚区の集落内を通り、重要

河川である宮谷川へ流入している坂井北部土地改良区管理の河川となってございま

す。昨年の７月の記録的な豪雨をはじめ、これまでもたびたび河川の中、下流の市

街地ではんらんが起きており、その対策が求められております。これまでもボトル

ネックとなっていました県道水口牛ノ谷線の横断側溝の改修を三国土木事務所に行

っていただきましたが、依然として全域で流下能力不足となっているのが現状でご

ざいます。改修するための事業としては、特に県道から下流につきましては、将来

の北陸新幹線関連の事業による高塚跨線橋のかけかえ等も勘案しながら検討したい

と考えておりますが、全面的な抜本的な改修はさまざまな面で困難であります。当

面は実行可能な範囲での対応を検討していきたいと考えてございます。 

 次に、深田川の排水対策ですが、議員ご指摘のトリムパークかなづの調整池につ

きましては、公園整備に当たって従前の地形から整備することによって増加する雨

流流出量に対応するため一時的に雨水を貯留し、下流に負荷を与えないようにする

ことを目的に設置されたものでございます。現状においては一部、管理に問題があ

ると思われますので、関係機関とも連携し適正な管理に努めることにより下流の深

田川への負荷が少しでも軽減されるよう配慮したいと考えております。 

 最後に黒谷川と深田川の準用河川の認定ですが、市では認定に関する基準を平成

２０年に内規として設けております。現在、あわら市の準用河川につきましては、

宮谷川、東谷川、波松川、辻川の４河川ですが、国を含めて河川改修に関する予算

は大変厳しいものがございます。具体的に申し上げますと国からの補助を受けて河

川改修を行う場合の条件としましては、補助率が３分の１で総事業費４億円以上と

なってございます。現在、県内では福井市のみで実施されていることを聞いており

ます。ご質問の河川は、いずれも上流や中流は圃場の排水となっていることから、

従来のとおり農林サイドで管理し、土地改良事業での方策を探るのがよいか、ある

いは準用河川として通常の維持管理を行っていくのか、今後、関係の皆様と協議し

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） おおむね言ってることは理解しました。ただ、今トリムパーク

の貯水池のたまってないというのは管理と言ってますけど、私、よく雨が降ったと

きに見に行くんですが、公園の方から出てくる水は正直言って貯水池になってるん

だけど、完全に入ってるよりは、ほとんど少ないです。その枠がいわゆる門型側溝

に流れて深田川に自然に入ってしまっていると。だから、この水が特に公園の駐車
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場なり上の芝生の方から上がってくるあの道で、うまくあそこで縁切りをして、貯

水池にうまく入れるように、やっぱり道筋をつくってやらないと、幾ら今、整備し

たって、同じようなことで水流れると思いますので、これは今後、トリムパークの

ことも含めて一遍、雨の降った日に水の流れをお互いに見ながら、どこのところに

縁切りするか、どこに配管を設けて貯水池に入るか、１度やっぱりお互いに検証し

てみたいと、こんな思いがありますので、よろしくお願いします。 

 もう一つ、いわゆる今の深田川も両方とも、いわゆる小川扱いなんですね、市は。

何か農林だとか土地改良のお話しましたけども、是非、これを河川扱いになれるよ

うに、相当時間がかかるでしょうけども、是非、ひとつ前向きに検討していただき

たいと思いますので、何か新幹線を含めた高架線のことに考えてやるようなお話あ

りましたけども、これはもう相当先の話なんで、そのうち何回か集中豪雨が来ると、

同じような轍もありますので、そこらも踏まえて、ひとつ前向きに検討をお願いし

たいと思います。要望書に関しては以上で終わります。 

 次に、２番目の質問に入ります。あわら市合併１０周年に伴い、これまでの成果

と今後のまちづくりについてをお尋ねいたします。 

 合併するとき、私ども議員は合併して良かったと思われるまちにしたいと市民に

約束をしました。人それぞれですが、良いかどうかは判断できませんが、市長は、

この１０年間、どのように感じていますか。また、今後のまちづくりに、どのよう

なかじ取りをしていきますか、お尋ねします。 

 合併してすぐに中学校の統合か二校存続かのまちを二分にしての市長選挙があり、

二校存続の橋本政権が誕生しました。その後、合併特例債を使いながら両中学校の

大規模改修工事、各小学校の耐震工事、旧芦原町舎を改修し保育園の建設、（仮称）

生涯学習館、あわら消防署の新築、給食センターの新築、その他、乗り合いタクシ

ーの導入、また長年の夢でありました北陸新幹線、金沢、敦賀間の認可と、あわら

市にとっては、まさにとんとん拍子で明るいことばかりであります。確かに建物へ

の投資は目を見はるほどの進展ですが、ハードの面で整備について市長はどのよう

に感じてますか。また、今後のまちについて展望のかじ取りはどのように考えてま

すかをお尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

 平成１６年に誕生したあわら市は、この３月で市制施行から１０年目を数えるこ

ととなりました。私は、平成１９年の市長就任から今日まで、若い世代が住み、生

み、育てたくなるまちの実現を重点政策に掲げ、ただ今ご紹介いただいたような事

業に取り組んできたところであります。 

 これらの事業を順調に進めることができたのは、合併特例債の有効活用が大きな

要因であったことはご指摘のとおりです。ただ、合併特例債以外にも、例えば小中

学校の耐震改修や、芦原庁舎の改修、あわら温泉湯のまち広場の整備など、その事
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業を行うときどきに、国や県の交付金や補助金なども適切かつ効果的に活用して参

りました。 

 これらを活用して取り組んできたまちづくり事業のうち、特にハード事業に対す

る私の考えについてお尋ねいただきました。 

 私がまちづくりを進めるに当たってまず重視したのが、最初の選挙の際に公約で

掲げた優れた環境における教育の実現であります。そのために、議会の皆さんとも

相談しながら、二つの中学校の大規模改修に着手し、順次小学校の耐震改修へと事

業を進めて参りました。以後、芦原庁舎の改修や、湯のまち広場の整備、あわら消

防署の新築などに取り組み、現在は、（仮称）生涯学習館、給食センター、さらには

新たな認定こども園の建設などを進めながら、重要政策である若い世代が住み、生

み、育てたくなるまちの実現を目指しているところであります。 

 ここで、これらのハード事業を概観し、その評価をいたしますと、やはり、県下

に先駆け全ての小中学校において耐震化を完了し、教育現場における安全安心を確

立することができたことが、最も大きな成果ではなかったかと考えております。そ

して、市民の皆さんとのお約束を一つ一つ果たせてきたことをうれしく思っている

ところであります。 

 今後は、２年後に迫った北陸新幹線金沢開業と、その後の県内延伸を見据えなが

ら、芦原温泉駅やその周辺、あわら温泉街などにおいてハード事業を進めていくわ

けですが、合併特例債の発行枠や期限も制限されてくる中で、よりよい成果を収め

ていくために、国や県の支援策に関する情報収集と最大限の活用、さらには一層の

行財政改革に取り組んで、市民の皆さんに満足していただけるまちの実現に取り組

んで参りたいと考えております。 

 以上であります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） わかりました。わかりましたというより結果ですから、今後の

ことも多少見ますけども。先ほど合併特例債のことを、ちょっと聞きましたけど、

これは、あと何年まで有効であって、あとどれぐらい金額があるのか。もう一つは、

それで何か具体的な物件が、目の前の計画があるのかなかをお尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 財政部長、田崎正實君。 

○財政部長（田崎正實君） 合併特例債についてのお尋ねですが、合併特例債を起こす

ことができる期間といいますは合併後１０年ということでなっておりましたが、と

いうこことで、あわら市においては平成２５年度までというのが一つの区切りにな

っております。しかしながら、昨年、法律の改正によりまして、その期間が５年延

長となりまして、平成３０年度までが可能となりました。ただし、これをするため

には平成２５年度中に新市の建設計画を変更いたしまして延長することが必要とな

ります。 
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 それから、合併特例債の金額のご質問でございますが、今までも何回か申し上げ

てきましたように、あわら市として合併特例債が発行できる限度額は９４億６,０９

０万円でございます。それから、現在までの発行済み額といいますのは、これはあ

くまでも２５年度の予算、それから２４年度も途中になっておりますので、それら

は予算ベースでやった場合でございますが、８２億３,７９０万ということでござい

ます。そうしますと、差し引きして残りは１２億２,３００万というふうなことにな

ります。 

 それから、最後の、どういうふうな事業に充当するのかといいますと、これは具

体的な事業というのは、ここではなかなか申し上げられないわけですが、例えば北

陸新幹線に関連する事業ですとか、その他、普通建設事業の中で起債を起こした場

合に、交付税措置のない、または交付税参入の非常に低いような事業、そういうも

のに重点的に充てていくのが通常かなというふうに考えております。 

 以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） 理解しました。あと約１２億円ぐらいで５年といいますと、単

純にいきますと年間２億円ちょっとぐらいのことになるわけですけども、これは見

えてないといいますので、今後の計画案を注意しながら見守って、そのときで、ま

たいろんな指摘なり確認をしていきたいと思います。 

 それと、先ほど市長のありましたけども、市民が満足してもらえるようなまちの

実現というのは、具体的にどんなことを言ってるんかなということが、ちょっと見

えなかったんですが、これは何かありますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 満足とか幸福というのは、非常に個人的な価値観の問題ですか

ら、非常に難しいんでありますけども、例えば、これだけ日本中のまちが都市間競

争を進めている中で、なおかつ人口減少、あるいは高齢化社会の中で仮に私が掲げ

ております若い世代が住んで、生んで、育てたくなるようなまちが、もし実現した

とすれば、これは恐らく相当市民にとって満足度の高い幸福として感じていただけ

るまちではないかなというふうに思っておりまして、極めて高い理想像ではありま

すけども、やはりそういうまちづくりに向かって努力をしていきたいというふうに

思っているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） 単純に満足となってくると、金銭的な感覚でいくと、何かここ

へきて得したなと思われることが、何か満足かなということの一つの違った角度か

ら見ると、あるような気がするんです。それが何かと申しますと、医療だとか公共

の入場料なり入浴料、こういうものは、あわら市民だということで、例えば２割な
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り３割なり安くなるんだとか、そういう、もっと何かそういうものを市民に、あわ

ら市民の証明書みたいなものを発行してやるとか、もう一つ、京都市は６５歳以上

で納税証明書があると、あそこの都市バスは全部無料なんですね。俗にパスポート

みたいなのを発行するんですよ。たまたま先般、ちょっと、あそこ１日乗り放題５

００円というパスポートがありますので、それに乗って一緒に、むちゃくちゃ混ん

でまして、近くにお年寄りの方がいて、せっかくこんな券あるのに、どうして使わ

ないんですかと聞いたら、いや、京都市民は、こういう特権があるんですよという

ことで、なるほどなと。確か、あそこはいろんな観光がたくさん、もう何千万人も

来てますから、いろんなことが施策できるんでしょうけど、そんなことは市長は、

何か考え方としてはありませんか。 

 というのは、ちなみに敦賀市のちょうどインターチェンジの上に入浴場がありま

すね。温泉がありますね。あそこは敦賀市民は３０％引きで入れるんですね。その

ほか、南条町のそまやま荘やったかな、なんかでも、やっぱり市民ということで安

く入っていけるというような多少なり、やっぱりそこの住んでる方が特権だと。い

ろんな払っているのが、外来の人も同じ金額、市民も同じ金額じゃ、何か多少差が

あってもいいんではないかなと、こんな思いがするんですけど、こんな企画は今後、

考える余地はありますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 例えば、いろんな施設の利用料金を一概に市民の方が安くとい

うことは、市外の人の料金と異なってるものもありますし、ただそういうことを推

し進めていくことが本当に満足につながるかどうかというと、ちょっと私は必ずし

も、はい、そうですというふうに、ちょっとお答えにくいなという感じは受けてお

ります。例えば、これは今、観光協会の方に指定管理でお願いしておりますけども、

セントピアあわらにつきましても、確かこの前、各区長さん方にお願いして、区民

の方の慰安のために使っていただきたいということで安く入浴券を販売をしたとい

う話も聞いておりまして、かなりの区の方のご理解とご協力をいただいたというよ

うに喜んでおりました。例えば、そういうことは一つのメリットにつながるのかな

というふうに思っております。 

 ちょっと議員ご指摘の本筋とは離れるかもしれませんけども、満足感というお話

がありましたが、私はある市政懇談会の場所で、非常に若いお母さんだと思います

けども、あわら市民であることのお得感が欲しいという発言をされたのが、非常に

私、印象に残っているんです。ひょっとすると今、坪田議員のご指摘の満足という

のも似たところがあるのかなという気が、ちょっとしております。ただ、私、その

場所では申し上げなかったんですけども、非常に私、大事なおもしろい言葉だと思

いました、お得感というのは。といいますのは、どうしても人間というのは、人か

らもらったり、していただいたことは、よくわかるんですが、そのお母さんに、本

当は私、言いたかったんです。といいますのは、そのお母さんが果たして子供さん
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を保育所に預けておられたかどうかわかりませんけども、例えば今、ゼロ歳児保育、

やっておりますけども、ゼロ歳児保育に係る経費は１人百二、三十万になるはずな

んです。これは、ご存じないから仕方ないんですけども、これは大変なお得感とし

て受けとめていただくべきことではないかなと、そのとき感じました。まさに、私

たちの社会というのは、お互い助け合いでありますし、みんなが集めた税金で運営

されているんでありまして、そのことの満足感だとかお得感ということに、もう少

し我々市民は、お互いに気づき合うべきではないかなと、そんなことを実は思って

おりまして、そういうことを気づくことが、私はむしろ、そのまちの満足感につな

がるんじゃないかなというふうには思っているところであります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） 確かに、今の保育所の関係は、だけど、そういうお子さんを持

っている方は認識してますけどね、全く近くにいないと、え、そんなん、無料だっ

たのということで、初めて認識を新たにする方もいると思いますし、なぜ安くする

かというと、そこへ安くすれば人が行く。そこで、また幾らかお金が落ちる。そこ

へまたにぎわいができるということの大きな相乗効果が出るかと思って、そういう

話をしましたんで、ひとつ何か機会があったら、そんなことも、是非ひとつ考えて

いただきたいと思います。 

 次に、最後の質問をいたします。新幹線金沢開業に向けて、まちづくりを進めて

いくと思いますが、開業の数カ月前からイベントを企画し、あわら温泉の誘致を図

るような計画はありますか。開業後は芦原温泉駅前に建設中のにぎわい広場を核と

して一過性のイベントでない、例えば四季を通じてグレードの高いイベントを開催

する、また週末は何かのイベントが行われている。また生涯学習館までの、にぎわ

いのための路上イベントなどを実施していけばいいのではないかと思いますが、そ

れと現在、ふるさと創造プロジェクト事業においてハード整備を含め継続的なある

企画を提案しますが、どのように思いますかということをお尋ねいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 新幹線の金沢開業に向けて、ハード面はもちろんですけども、

いろんなにぎわいを醸し出すようなイベントを含めたソフト面を考えるべきではな

いか。特に、一時的なものではなくて、１年を通じたもの、あるいはグレードの高

いものを考えるべきではないかというご指摘、全く私もそのとおりだろうと思いま

す。ただ、このことにつきましては、あわら市だけではありませんで、県の方とも、

いろいろと今、協力しながら事業計画を進めております。 

 例えばですが現在、ＪＲグループ６社と福井、石川、富山３県で、デスティネー

ションキャンペーンと銘打ったイベントの共同実施に向けて今、協議を進めている

とのことでございます。これは平成２６年の秋にプレキャンペーンを開催いたしま

して、翌２７年の秋には本キャンペーンを実施することとしております。これが実
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現いたしますと、ＪＲグループによる福井県向けの大型観光キャンペーンとしては

平成１１年以来となりまして、過去の例を申し上げるまでもなく多くの観光客が見

込めるものと考えております。 

 なお、従来からＪＲ西日本が主催しております全国展開キャンペーンのジャパニ

ーズビューティー北陸につきましては、既に、あわら市からも観光素材や旅行商品

の提供を行っておりますが、今後とも積極的な取り組みを推進していきたいと考え

ております。 

 また、本年秋に福井で開催される国際会議、ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ国

際パートナーシップ第４回定例会合や、平成２６年に予定しております市制施行１

０周年記念事業、あわら温泉開湯１３０周年記念祭などに合わせたイベント開催や

情報発信を図りまして、金沢開業に向けた誘客活動を積極的に進めて参りたいと考

えております。 

 さらに、今議員の方からもちょっとご指摘ありましたけれども、県のふるさと創

造プロジェクト補助金を活用いたしました金津本陣にぎわいづくりプロジェクトで

は、スイーツマルシェや議員ご指摘のにぎわい市の開催なども計画しており、これ

らのイベントが魅力にあふれて、持続性のあるものとなるように本プロジェクトの

中心となる地域住民の方々とともに実現を図って参りたいと考えておりますので、

ご理解をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） ちょっと時間をオーバー、使ってごめんなさい。私、持ち時間

ありますので。今、わかりました。 

 先日、議会での市長の行政報告で、昨年１年間、あわら市を訪れた観光数は１３

８万人、前年度比較して９.９％の増、このうちあわら温泉の宿泊数は７８万６,９

００人と前年の７０万４,５００人と比較し８万２,４００人増となっていますとの

報告がありました。このうちＪＲを利用してきた観光客のデータはありますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） お答えをいたします。 

 今、私の手元には、ＪＲを使っての誘客の数というのは現在のところ、持ち合わ

せてございません。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） これは、いろんな今、芦原温泉駅のエレベーター設置だとか、

そういうことを含めた形で、これぐらい観光客は人がおりたんだと。それからあわ

ら市にはこんだけ使ってるということで、やっぱりデータとしては持っとくべきで

はないかなと、そんな思いがしますので、今後も、それだけはやっぱりカウントし

ていくようにお願いをしたいと思います。ないんであれば、またわかった時点で教
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えてください。単純計算で、あわら温泉、約８０万人来るわけですから、いい方で

すよ、この３割がＪＲを使っていただければ２４万人ぐらい来るという数なんで、

それは逆に１割にしても、やっぱり８万人ぐらい来るんで、そういうことを、ひと

つ考えていただきたいなと、そんな思いがいたします。 

 それと、先ほどＪＲグループ６社とありましたけど、先般のさっき八木議員が言

ったように、私たち委員会でも金沢市の新幹線のところへ視察に行ったんですよ。

そうしましたら、こういう北陸新幹線に向けての金沢魅力発信行動計画と、長々と

ありまして、これ見たら、本当に１人も金沢から出さないぞと。いわゆる取り囲ん

で、魅力あるものを企画することで担当者自身も、もう本当に、それこそネズミ一

匹も外へ出さんというぐらいな気持ちでやって、同じ金沢にいながら能登方面だと

か加賀温泉に出さないんかなと思うけど、我々も必死なんですと。いかに金沢市内

にとめておくかが必死なんですと。同じ金沢市内でも重なる兼六園だとか、ひがし

茶屋街だということは皆さん、ご存じなんだけども、俗に片町の兼六園の下の繁華

街、こういうところは、やっぱり逆に人が来ないんじゃないかといって心配して、

そこでもやっぱり人を何とか誘致しようというような、こんな意気込みになってま

して、その中で何が言いたいかといいますと、ＪＲのことが書いてありまして、金

沢はＪＲは６社行ってないんですよ。使ってるのはＪＲ西日本と東日本と東海、そ

れと旅行会社。本当に、それは九州やら北海道から誘致したって、なかなか、それ

は至難の業ですから、ＪＲが前向きなことをわからんでもないけども、やっぱり焦

点を絞って、金沢がやってるようにＪＲ西日本と東日本、東海、ここらなんかから

来るお客さんが一番強いんではないかなと、こんなことを言ってましたのと、金沢

で言うのには、いわゆる全部、東京の方は東京駅から考えるんだと。京都へ行くに

２時間何ぼで来たというけど、埼玉だとか群馬県の人は途中で乗ってくれば、金沢

まで１時間何ぼで来てまうという、そんなことを逆にキャッチフレーズとして挙が

ってることを言ってまして、話はちょっと飛びますけども、金沢で私ら行きました

ら、こんなペットボトル、お茶をいただきました。これ、何でこんなん申したかと

いいますと、ここのキャップが家紋なんですね、前田家の、梅のね。これはお城な

んかあると、そういうキャッチフレーズができるんですけども、そんなことを踏ま

えて、財産区の水があるんですけども、ひとつ、あわらをＰＲするようなデザイン

を意匠を研究するとか、そんな企画は、急に振ったんであれなんですけども、あり

ませんでしょうか。ちょっとお尋ねします。簡潔でいいです。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 上水道財産区管理者、竹内正文君。 

○芦原温泉上水道財産区管理者（竹内正文君） ただいま坪田議員さんから、非常にユ

ニークな、またいいご意見をいただきました。まだ水道部では財産区ではペットボ

トルをやってから２年ほどしかたっておりませんし、その途中に、ああいう福井で

の問題が発生いたしまして風評被害をこうむった関係で当初の計画どおりに販売が

伸びなかったといようなきらいがあります。しかしながら、あのペットボトルをつ
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くったもともとの発想の中には温泉を宣伝するということも、あのペットボトルの

中に我々は思いを込めて、あれをつくったわけでありまして、そういった意味で、

ただあのデザイン料が極めて、デザイン料といいますか、デザインを変えることに

よって非常にまたいろんな経費がかかるわけなんですね。しかしながら、今言われ

ましたように、そのことによって、あわら温泉の効果を生むということならば、多

少の経費がかかっても今後、そういうふうな前向きな考えで取り組んで参りたいと

いうふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（向山信博君） １１番、坪田正武君。 

○11 番（坪田正武君） 管理者、ありがとうございました。是非、ひとつ本当に経費の

かかることですから一概には難しいですけども、先々新幹線を踏まえて、何か前向

きに考えていただければ非常に助かります。よろしくお願いします。 

 それで市長、よく市長トップ営業といいますかね、皆さんご存じの宮崎県知事、

東国原知事は、トップ営業といいますか、常に中央に出て、あの方はああいったキ

ャラクターを持ってますから人気もあるんでしょうけども、見ると、ほとんどあの

知事さんなり市長さんが中央に行って、いろんなＰＲをすると。そんなことを、や

っぱりよく営業では先手をすることは攻撃は最大の防御なんだと。だから常に先手

先手と行くんだと。こういうことは、やはり行政も含め、観光協会が一緒になって、

そういった旅行会社なり東海など行って、具体的に、ある意味では格安のクーポン

券を発行して、このあわら温泉を含めて１周したら東京から幾らだとか、どこで幾

らと、こんな企画を、やっぱりいろんな提案をしてやっていくのが、一つの施策だ

と思うんです。ただ、いろんなもの、イベントをしても、なかなか来てくれないし、

やっぱりここへ来る策としては、そういったクーポン券みたいなものを発行するな

り、例えば、ここへ来たら安く幾らか、何割引に食事を何でもできるだとか、そう

いったＰＲをやっていかないと、なかなか、ただ来てくれといっても、魅力あるこ

とではないという気がするし、金沢もあんな形で迎えてますから、相当のエネルギ

ーを使ってやらないと、こっちへ来られんかないうふうに思いました。 

 きのうの福井市議会の一般質問なんか見ますと、福井市は１年前にフルマラソン

を企画しませんかというふうなことを書いてあるし、金沢は２０１５年に金沢フル

マラソンをやるみたいなんですね。そのときには、どんなゲストを呼ぶんか、わか

りませんけども、たまたま、このあわら市は、今年のトリムマラソンは谷川さんを

呼んだ、１０周年記念のマラソンをしますけどね、そういうことも、やっぱり一つ、

人をどーんと集める企画として、今後のいろいろ問題あるかと思いますけども、そ

んな構想は多少は何か見えていますでしょうか、お尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 最初、金沢の取り組みについてのご紹介がありましたけども、

当面は北陸新幹線のターミナル駅になる金沢市さえが相当な力を入れて、今、頑張

っています。能登は能登で一生懸命、今、引っ張ろうとしてます。ちょっとおもし
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ろい列車を走らせようかというような話までありまして、指宿の方の玉手箱号を意

識してるんだろうと思いますけど、そんな努力もしてます。加賀は加賀でもちろん

引っ張ってますし、福井、そしてあわらも、それに負けず今から頑張るということ

であります。今、その中で、ＪＲ６社と私、さっき申し上げましたのは、デスティ

ネーションキャンペーンに携わるのがＪＲ６社ということでありまして、当面、我々

がターゲットとすべきは議員ご指摘のとおりＪＲ東であり西だろうと思います。 

 これもご指摘いただきましたけども、特に北関東の方々から見れば、金沢、北陸

までは非常に時間が短縮されるというご指摘、全くそのとおりでありまして、その

辺が我々がねらっていくべきかなと思います。例えば、長野にいたしましても、従

来よりも２時間半短縮されます。半分になります。福井からも、もちろん長野は近

くなるわけでありますけども、長野からも近くなるわけで、お互い人口交流を伸ば

していくという意味では、非常に新幹線の持つ力の大きさというものを改めて感じ

ているところであります。その中で、特にお客さんをどんどん引き寄せるためには、

割引だとかクーポンだとかのご指摘ありました。またフルマラソンというようなこ

ともありました。いろんなことを、これから今、考えていかなければならないと思

います。私、いろんなことをチャレンジしてみればいいと思います。一つやって、

それが、ばんと当たるなんてことは、そうありませんので、いろんなことをやって

みればいいと思いますが、その中で今、トップセールのお話もございました。私が

直接出かけていって効果があると思えば、私はいつでも飛んでいくつもりでありま

す。別にマスコミに取り上げられれば、それはいいですけども、なかなかそうはい

きません。ただ、取り上げられませんけれども、私なりにせんだっても昨年１２月

にＪＴＢの田川社長さんにも直接お会いいたしまして、いろいろと協力依頼をいた

しまして、色よい返事をいただいております。ＪＴＢ、ご存じのように日本のトッ

プの会社でありますから、そういう努力はいたしておりますし、３日ほど前にも、

たまたま福井県に来られたＪＴＢの執行役員の方に、直接お会いいたしまして、い

ろんなお話をさせていただきました。何らトップセールス、嫌がってるわけでも何

でもありませんので、効果があるタイミングだと思えば、これからも一生懸命前へ

出て頑張っ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（向山信博君） １１番、坪田 正武君。 

○11 番（坪田正武君） 市長の前向きな発言はたくさんちょうだいいたしまして、それ

を期待して今後、お互いに一緒に観光誘致を全力で取り組んでいければ幸いでござ

います。どうもありがとうございました。終わります。 

○議長（向山信博君） 暫時休憩いたします。再開は１３時といたします。 

（午後０時 07分） 

                                      

○議長（向山信博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時 00分） 
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 ◇山川知一郎君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、８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（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ８番、日本共産党の山川知一郎です。２点について質問をい

たします。 

 第一の問題は、今までも申し上げて参りましたが、小中学校、義務教育のおける

教育費の父母負担についてでございます。市長は若い世代が生み、住み、育てたく

なるまちを市政運営の基本に掲げておられますが、そのためには安心できる医療、

介護、子育ての施策を充実させる必要があると考えます。子供の医療費助成を中学

卒業までとするなど、今までの市政では評価できる点もありますが、県内で最も高

い国保税や高すぎる介護利用料、大きな負担となっている教育費の父母負担などは

強く改善を求めたいというふうに思います。特に義務教育における教育費の父母負

担は憲法２６条の規定に反するものでありますし、早急になくすべきものと考えま

す。財政が厳しいからとの言いわけは許されないと思います。それで、市内小中学

校における父母負担の実態はどうなっているか伺いたいと思います。 

 また市長は、この憲法２６条と現実、あわら市だけでなくて、ほとんどの自治体

でいろんな名目で小中学校における父母負担がされているというのが現実だと思い

ますが、この憲法と現実との解離について、どのように考えるのか、伺いたいと思

います。私は当面、父母負担の中でも中学校のスクールバスについては速やかに無

料化すべきだというふうに考えます。小学校のスクールバスは無料しておりますが、

中学校だけ有料とする根拠、理由があるでしょうか。また、スクールバスの事業費

については国も基本的には憲法２６条の規定に従って普通交付税の算定基準となる

基準財政需要額に参入することとしており、基本的には交付税で手当てをしている

わけでありますから、ここから考えても有料とすることは許されないというふうに

思います。さらに、スクールバスを利用している生徒は、市内周辺部に居住してい

る者であります。周辺部は、例えば高校生の通学のための公共交通機関は全くなく、

父母が送迎しなければならないなど、中心部に比べれば何かと不便と負担を強いら

れているわけでありまして、これを緩和することこそ市政に求められているのでは

ないでしょうか。スクールバス利用料の廃止とＪＲでの通学者に対する交通費全額

補助を速やかに実現するよう、強く求めたいと思いますが、市長及び教育長の見解

を伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、高橋瑞峰君。 

○教育部長（高橋瑞峰君） 山川議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の児童・生徒１人当たりの父母負担についてですが、小学校では学用品、

児童会費、ＰＴＡ会費など年間約２６,０００円、同様に中学校では約５１,０００



 

76 

 

円となっております。 

 なお、憲法第２６条第２項後段の義務教育の無償とは、授業料のみの無償を指し、

教材費等まで無償にすることまでも保障したものではないとの最高裁の判決も出て

おります。また、授業料以外では、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す

る法律第３条の規定により、教科用図書が無償で給付されております。したがいま

して、それ以外の費用につきましては、保護者にご負担いただくべきものと考えて

おります。 

 ２点目のスクールバスが小学校は無料、中学校は有料としている根拠についてで

すが、小学校の無料につきましては、過去の学校統廃合に伴う措置であり、それが

現在まで継続されているものであります。 

 一方、中学校につきましては、学校近隣の生徒は徒歩通学、自転車通学としてい

ることから、これらの生徒との公平性の確保、また利用者負担の原則に基づき、ス

クールバス利用者には応分のご負担をお願いしているものであります。 

 ３点目の地方交付税の算定基準に関するご質問にお答えいたします。 

 議員ご承知のとおり、地方交付税制度は、自治体の標準的な財政規模を算出する

ための数値である基準財政需要額と基準財政収入額によって算出される地方交付税

を、それぞれの自治体が地域の実情に応じて、一般財源として自由に活用できる財

政調整システムであり、基準財政需要額の個々の経費について、国庫補助金のよう

な特定財源として、予算化が義務づけられるものではありません。したがいまして、

スクールバスの経費が地方交付税の算定基準に入っていることを根拠に保護者負担

をゼロにすることはできないと考えておりますので、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（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 小学校では２万６,０００円、中学校では５万１,０００円の

負担となっているということでありますが、今の教育長は憲法２６条の規定は授業

料にだけ適用されるもので、それ以外のものについて、すべて無償ではないという

見解ですが、２６条を読んで、授業料だけだというのは、一般的にはまともに読め

ば、これは授業料のことだけ言っているというふうには、とても解釈できないので

はないかと。今の教育部長の答弁は、そういう点ではおかしいというふうに私は思

います。 

 それから、地方交付税の算定基準に入っているからといって無料にすべきという

ものではないと。今の地方交付税が十分ではないということは、よく承知をしてお

りますし、さらに国は合併を推進して、そしてあわら市も来年からそうですが、１

０年過ぎると交付税を下げていくと、こういう状況にあるわけで、なかなか交付税

が来ているから、それで無料にできないという財政的な事情はわかりますけれども、

ただ考え方としては、地方交付税の算定基準にスクールバス事業費というものは算

定するということになっているわけでありますから、国も基本的には２６条の規定
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からいって、スクールバスは公費で賄うべきという考えでやっているというふうに

私は思います。そういう点では、今の答弁は、ちょっと納得しがたいというふうに

思いますが、先日、新聞で報道されましたが、永平寺町は今年度から学校給食費を

無償化するということであります。永平寺町は保育料も県内で最も低いと。それか

ら中学校卒業までの医療費も無料にしておりますし、インフルエンザの予防接種も

無料にしております。永平寺の町長は、新聞で見ますと、このことが若い人たちの

定住を促進する、それから少子化対策として有効であるというふうに言っておられ

ます。まさに、橋本市長が常日ごろ言っておられる若い世代が住み、生み、育てた

くなるまちと共通の考え方ではないかというふうに私は思いましたが、そういう点

からいって、是非この２６条の解釈の問題は置くとしても、本当にあわら市の少子

化対策、そして定住人口を増やしていくという点からも、それからまた昨年、確か

市政報告会か何かの場であったと思いますが、これは議会も中心市街地の活性化と

いうことでなくて、周辺部の過疎地域の活性化こそ重要な課題だという指摘があり

ましたけれども、そういう点から考えても、さっきも言いましたが、周辺部は何か

と不便と負担を強いられているわけでありまして、是非、このスクールバスの無料

化については前向きに検討していただきたいなというふうに思いますが、このこと

について市長の見解を伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ちょっと教育分野から外れて、まちづくりといいますか子育て

の分野の方に入ってきているので私の方が答弁させていただきますが、まず無償化

の話につきましては、教育部長、答弁いたしましたように、最高裁のそういう判例

もあるようでありますので、最高裁の判例に背いてまでも今、負担しなければなら

ないというふうに、ちょっと私自身は今、考えられないのではないかなというふう

に思います。 

 交付税の問題につきましては、これも先ほど答弁いたしましたが、交付金だとか

補助金のようなものではなくて、あくまでも計算の中にバスを運行してるかどうか

も入れているというだけの話であります。議員は、計算上ではあってもスクールバ

スの運行を算定基準に入れているんだから無償化すべきとおっしゃいましたけども、

例えば交付税の算定基準なんかは非常に難しいらしいんですけども、面積だとか道

路の延長等も入っております。すべての道路延長に、すべて何か門型側溝しなけれ

ばならないと、決してそんなこと、あるわけではありませんので、そういうあくま

でも計算上の一つの基準になってるというふうに私どもは理解をいたしております。 

 それから給食費の問題、確かにこれは永平寺町が新年度から無償化をするという

ふうなお話を伺いました。これは考え方なのかもしれませんけども、じゃ、給食は

無料にしましょう、教育費は無料にしましょう、バスは無料にしましょう、施設利

用費は無料にしましょう。それによって若い世代が集まるのか。私は必ずしもそう

は思いません。なぜならば、いつも申し上げておりますけれども、若い世代が集ま
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ってくるためには、これだけあれば必ず成功するというものがないと思います。ま

ず働く場だとか基盤整備、そういうものがなければ、恐らく若い人たちは集まって

こないと思います。そういうことにすべて税金を使い切った場合に、果たして産業

の育成ができるのかどうか、働く場を確保できるのかどうか。私は、やっぱり全体

としてバランスを見なければ、初期の目的は達成できないだろうというふうに思っ

ております。私は永平寺町のことは決して批判するわけではありません。それはそ

れで立派な考え方、理念に基づいた施策だろうというふうに思いますし、尊重はい

たしますが、ただ、こういうことを競争を始めますと、これは日本中は非常におか

しくなってしまうんじゃないかなというふうな危惧を持っているところであります。 

 それから、スクールバスの運行等につきましても、周辺部の人たちが大変不便を

かこってるのでやるべきではないかという根拠を挙げられました。確かに今、だん

だん公共交通機関が少なくなってきている中で大変そういう面では気の毒な面はあ

りますけれども、これも今、先ほどの部長の方が答弁いたしましたように、基本的

には近くの者は徒歩で、あるいは遠くの者は自転車でというふうな形になっており

ます。これも全体のバランスの中で、やっぱり考えていかなければならないんじゃ

ないかなと。周辺部といいますか、市の境目のところをすべて救い切らなければな

らないかというと、やはり投資の効果、あるいはバランスということも行政上は考

えなければならないだろうというふうに思っております。 

 そういうことで、ご理解いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 私は、別に一面的に、そういう教育費を無償にしろとか、何

もかも安くしろとか言っているわけではないわけで、市長は全体のバランスを考え

る必要があると。それはそのとおりだというふうに思います。だから、そういう点

では、何人かの議員も言っておりますが、今、湯のまち広場の整備、足湯なんかに

多額の投資をすると、そういうことよりも、こういうことの方が優先すべきことで

はないかということで申し上げているわけでありまして、是非、そのあたりは考え

ていただきたいなと。市長はよくご存じだと思いますが、合併するまでの芦原町に

は義務教育に関する費用の住民負担を禁止する条例というのがありました。合併の

ときに、どういう経過で、これが廃止されたのか、よくちょっと私もわかりません

が、これも昭和４２年に、この条例はできておりますけれども、そういう基本的に

は、義務教育費は無償という考え方から、こういう条例が定められたのではないか

なと。ですから、やはり私は本当に子育てが安心できる、そういうためには、やっ

ぱり保育料なり、それから別に今、私はだから本当はスクールバスも、それから給

食費も、それから、さっき報告ありましたが、小学校、中学校におけるさまざまな

名目での費用負担、こういうものを一挙に全部なくせということではなくて、とり

あえずスクールバスの費用については無償にすべきではないかということを求めて

いるわけであります。是非前向きに検討をいただきたいなと。 
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 それから、ちょっと教育委員会に伺いたいと思いますが、先ほど小学校では２万

６,０００円、中学校では５万１,０００円ということだということでしたが、私が

担当のところに聞きましたときには、これはきちんとつかんでいない、調べますと

いう答えでした。各学校で、どれだけの費用を徴収しているかということについて

は、教育委員会は、きちんと日常的につかんで適正かどうかということの指導はす

べきではないかと。もう、どれだけ父母から徴収しようと、それはもう各学校の裁

量に任せてるというのでは、まずいのではないのかなというふうに思いますが、私

は少なくとも毎年１回ぐらいは各学校、どれだけの父母負担を徴収しているか、そ

ういうことは定期的にきちんと把握すべき、そして、その上に立って適正かどうか

ということも教育委員会としては指導すべきだというふうに思いますが、この点に

ついては、どうお考えでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、高橋瑞峰君。 

○教育部長（高橋瑞峰君） ただいまのご質問でございますが、一応、各学校ごとに、

学年ごとに年間の実際、保護者の方が負担している金額の把握をいたしております。

実際、その額が適正かどうかまでは、うちの方から指導等はいたしておりません。

学校の裁量に任せている部分がございます。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 私も今、きちっと実態を正確にはつかんでおりませんが、今

までには県内でもＰＴＡ会費という名目で徴収していて、そして、そのＰＴＡ会費

で学校のいろんな備品を整備するとか、そういうことが行われてきて、問題になり

ました。ですから、やっぱり本当に徴収しているのが妥当かどうか、それから、そ

の使い道が本当に妥当かということについては、私は現場任せではなくて、教育委

員会としてきちんと把握をして指導すべきだというふうに思いますので、その点に

ついては強く要望をしておきたいというふうに思いますし、それから今、市内の小

学校、中学校、全部の平均で２万６,０００円と５万１,０００円ということだと思

いますが、できれば各学校ごとの明細を委員会なりに提出をしていただきたいとい

うことをお願いをしておきたいと思います。そのことについて、よろしいでしょう

か。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、高橋瑞峰君。 

○教育部長（高橋瑞峰君） ただいまの書類というか各学校ごとの費用の提出というこ

とでございますが、この点につきましては、また総務文教常任委員長とも相談をい

たしまして処置をしたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 
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○８番（山川知一郎君） ちょっと前後しますが、先ほどのやつで、今、まだスクール

バスができて以降、ＪＲで通学している子供の人数というのは、わかりますかね。

わかったら、ちょっとお願いしたいと。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、高橋瑞峰君。 

○教育部長（高橋瑞峰君） 現在、ＪＲにつきましては、昨年、２３年度で２７名の方

が利用しております。それから、今まだ２月までなんですが、２４年度につきまし

ては現在２３人の方が利用をいたしております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 先ほども、繰り返しになりますけど、周辺部は、やっぱりい

ろいろ何かと負担を強いられているわけでございますので、是非前向きに検討して

いただきたいなというふうに思います。 

 では、次の問題に移りたいと思いますが、吉田議員や八木議員からも出ましたが、

足湯の問題でございます。２０１７年の新幹線金沢開業を見据えて観光の活性化を

図るとして、北陸最大級の足湯の設置と石畳の歩道などが提案されておりますが、

唐突な提案であり、本当に効果があるのか、多くの市民から疑問の声が挙がってお

ります。先ほどの質問にもありましたが、この企画は地元住民や観光関連業者など

の本当に要望で出てきたのでしょうか。どのような議論を経て提案されることにな

ったのか、伺いたいと思います。 

 また、全国的に足湯で成功している例はあるでしょうか。これまで観光活性化の

ためには、大分県の湯布院のように地元農家との連携や、それから加賀市の市長が

提案している祈りの道構想など、根本的に考えるべきことがあるのではないかとい

うふうに思います。補助金が出るから、とりあえずというのでは活性化にはならず、

税金のむだ遣いということになりかねません。この点について市長の見解を伺いた

いと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） お答えをいたします。 

 再来年の３月に迫った北陸新幹線金沢開業を見据え、沿線各地では、観光を中心

としたまちづくりと経済の活性化に向け、様々な施策を打ち出しており、地域間の

競争はますます激化いたしております。 

 このような中、本市におきましても、国、県の補助事業をフルに活用しまして、

金沢開業に向けたまちづくりを加速することが重要と考え、県が創設した観光まち

なみ魅力アップ事業の採択に向け、課横断的に協議を重ねてきたものであります。 

 議員ご指摘のとおり、単にハード整備を行えば効果を発揮し、町中が賑い、また

経済が活性化するとは考えておりません。観光客のニーズに合ったハード整備はも

ちろんですが、いかにして観光客の満足度を高め、滞在時間を延ばしていくか、ま
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た、消費単価を高めつつリピーターを増やすといった課題に対しましては、おもて

なしをキーワードとしたソフト事業の充実が不可欠であることは、由布院など全国

で評価の高い温泉地の事例を見るまでもなく明らかであります。 

 さらに、これらソフト事業の充実には、観光関係者のみならず、そこに住む地域

住民の意識の高まりが大切であり、今回のまちなみ整備と並行しまして、観光団体

や地域が主体となったソフト事業を促進していくことは、ハード整備以上に重要で

あると考えております。 

 次に、足湯の整備についてでありますが、先のあわら温泉湯のまち広場整備に際

しまして、計画策定のために開催したワークショップでは、参加された多くの委員

から足湯の整備を求める声がありました。これを受け、整備計画の初期の段階では

広場内に足湯を設けることとしておりましたが、諸般の事情で整備を見送った経緯

がございます。また、気軽に楽しめる足湯は、人気温泉観光地におけるまち歩きで

は必須の施設とされていることから、今回、改めて足湯整備を計画したものであり

ます。 

 次に、足湯で観光の活性化に成功している事例はあるかとのご質問ですが、現在、

日本一の足湯とされているものとしましては、長崎県雲仙温泉にある全長１０５ｍ

の足湯ほっとふっと１０５や、栃木県那須塩原温泉の全周６０ｍの回遊型足湯湯っ

歩の里があります。これらの足湯はそのスケールやインパクトの強さから、多くの

観光客が訪れているとのことであります。 

 全国各地の足湯は、観光地における魅力の一つとして整備され、誘客を図るため

のＰＲ施設であるとも言われております。したがいまして、足湯そのものがあわら

温泉を活性化するものではなく、観光客のまち歩きを促す素材として活用すること

で、温泉街の活性化を図ることが重要であると考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ちょっと経過で、先の広場の整備のときのワークショップの

中で足湯をという意見があったということですが、先の吉田議員の質疑の中でか、

１４名の委員でなる推進委員会、推進会議でしたか、を４回やったと。その中でも、

この足湯をつくってほしいというような意見はあったのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） お答えいたします。 

 ええ、その中でも足湯の希望はございました。足湯と並行いたしまして露天風呂

ですか、こういう要望もございました。そういう中で、先ほど申し上げましたよう

に、湯のまち広場整備のときにできなかった足湯につきまして、今回の整備を行う

ということで、皆さん方のコンセンサスを得たという状況でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 
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○８番（山川知一郎君） 全国的に足湯での成功例として雲仙や那須塩原ということで

ございますが、ここについて、もう少しちょっと詳しく伺いたいんですが、ただ単

独に足湯があるだけなのか、いろんなほかの施設と一緒になって、その中の一部に

足湯があるのか。私は今の湯のまち広場にぽつんと足湯をつくっても、人が集まる

のには、例えば何か物品を販売するところとか、飲食をするところとか、そういう

ものと何か一緒にしなければ、足湯だけを売り物にしても、なかなか難しいのでは

ないかなと。今、あの広場には伝統芸能館や、それから厳九郎記念館がありますが、

現状は、特に伝統芸能館などはほとんど何か、やっているのか、いないのかわから

ないようなのが現状ではないかというふうに思いますが、そういうものとセットに

して、その中の一部に足湯があるというようなことで、何かそこらの売り出し方と

いうかＰＲの仕方というのも、いろいろ考える必要があると思いますが、そういう

点、雲仙や那須塩原は、どういうなのか、ちょっともう少し詳しい説明をお願いし

たいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） お答えをいたします。 

 先ほど申し上げました足湯施設につきましては、本当に日本全国に知られている

施設でございます。ただ、先ほども申しましたように、この施設だけで誘客を図る

ということはできません。そこの当地の温泉にすばらしい足湯があるということが

ＰＲされまして、そこで一遍行ってみたいというような形の中で、関係する施設も

ございますし、そこに住んでおられます方々、また議員言われましたように食、こ

れらをうまくミックスしながら、まち歩きもやってございますし、温泉そのものの

誘客の価値を高めているというようなことでございまして、あくまでも施設単独で

の誘客が可能ということではございません。議員ご指摘のとおり、いろんな施設を

混ぜ合わせて、またその地域に住まわれる方も一緒になって、この誘客に取り組ん

でいるという状況でございます。それが訪れる方々が多くなっていると、それにつ

ながっているということでございます。 

 あわら市におきましても、そういうような形を目指しながら今後、この足湯を活

用しながら、そういうシステムづくりといいますか、それらを地域の方々と考えな

がら進めていきたいと、そういうふうに考えてございますので、よろしくお願いい

たします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） そういう点で考えますと今、さっきも言いましたが、足湯だ

けでなくて、今現にある伝統芸能館や厳九郎記念館、こういうものも、もう少しい

ろいろ工夫が要るのではないかということと、それから、あの広場については最初

から問題になっておりましたが、駐車場が狭いと。現状では観光バスは全く入れな

いような状況になっておりますが、今回の整備に合わせて、私はどうしても、せめ
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てバス２台分ぐらいは入れるような駐車場というのがないと、今の駅の裏といいま

すか、南側に駐車場があっても、やっぱりそれではなかなか一体感がないし、バス

をおりてから、かなり歩かねばならんということになりますし、そういう点で、駐

車場の拡張。それから、もう一つは、湯けむり橫丁も最初からいろいろ問題になっ

ておりましたが、何か湯けむり橫丁は一応、創生塾に任せているということもある

のかもしれませんが、広場の整備とは、いつも切り離して論じられてきております

けれども、私は一体のものとして整備をする必要があるのではないかと。湯けむり

橫丁は、存続するのであれば、もう少し、前から何回か申し上げましたが、例えば、

あれを全部カバーする屋根をつくるとか、もう少し間を広げて真ん中でお客が飲み

食いできるような場にするとか、そういうふうなことをすべきではないかというふ

うに思いますが、そのあたり、あの広場全体の整備というのを、今度の足湯の設置

とあわせて考えているのかどうか、そのあたりについて考え方を伺いたいと思いま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 特に足湯を中心にして、いろいろとご心配いただいております。

今、２４年度の補正予算の中で足湯だけぼんと出しましたので、ちょっと足湯だけ

がクローズアップされて見られてしまってるのかなと思いますが、決してそうでは

ありませんで、市街地全体の整備計画の中の一つが足湯であるというふうに、まず

ご理解いただきたいというふうに思います。 

 その足湯につきましては、先ほど吉田議員でしたか、八木議員でしたか、ご答弁

にお答えしましたが、そこに来られるお客様のことを考えずに、ただ建物だけ建て

ておけばいいかというと、決してそうではなくて、そのソフトを、これからいろい

ろ考えていかなければいけないと思ってますし、それがなかったら、これは本当に

閑古鳥が鳴いてしまうようなことになると思います。かなりな規模のものをつくる

予定でおりますので、そこそこお客さんが来ていただけると思いますけども、決し

て私はそれでは十分でないと思っております。足湯そのもののにぎわいを出すため

のソフトをどうするか。いろんなことを、これから市民の皆様とともに考えていか

なければいけないと思っておりますし、さらに今、議員ご指摘のように、その近辺

にある幾つかの施設、これとの有機的な結合も図っていかなければならないと思っ

ておりますが、実は私は湯けむり橫丁にせよ、伝統芸能館にしろ、厳九郎記念館に

しろ、その施設だけではなくて、私は温泉街全体をステージにしていくべきだろう

というふうに思っております。その中にもいろんな仕掛けをして、お客様に歩いて

いただくと。それが全体としてお客様をもてなすような市街地づくりをしていけた

らと思っております。 

 さらには今、足湯に焦点が当たっておりますけども、私は金津の市街地において

も、それが妥当してると思います。といいますのは、芦原の市街地よりも、むしろ

金津の市街地の方が、そういう観光資源としてのおもしろみのある素材がたくさん
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あるわけであります。そこで、私はお客さんが歩いていただくような仕掛けを今か

らつくっていこうと思っております。そこへ来られたお客さんが足湯にもつかって

いただくと、そういうスケールで、これから考えていくべきだろうというふうに思

っております。芦原の旅館へ泊まりにこられた方が朝、ＪＲの駅前へ来て時間が余

ってるから、少し散策して歩こうかということもありがたいんですけども、むしろ

金津の市街地の中、非常におもしろいところがあるんで、そこを目がけて来たお客

さんが夜、あわら温泉へ来ていただいて足湯に入っていただいたり旅館へ泊まって

いただくというような、それぐらいのことを、やっぱり目指していくべきはないか

なと思っております。そういう少し大きいスケールで、これからは取り組んでいこ

うと思っておりますんで、そういうふうにご理解いただきたいというふうに思いま

す。 

 それと、バスにつきましては今、せめて２台ほどとまるスペースとおっしゃいま

した。確かに、バスがつらなって足湯であれ、温泉街であり、金津の市街地へ来て

もらえるようになることを目指していかなければいけませんけども、今、湯のまち

駅前だけでとらえてみますと、ちょっとバスの駐車場をつくるにしても、物理的に

ちょっとスペースがないのかなという感じはいたしております。お客様の便利、負

便利の問題もありますけども、一つの考え方としては、あまり町中に大きな車を入

れないというのも、一つのやり方かなと思います。そういう考え方にもし立てば、

ちょっと離れるかもしれませんけども、えち鉄、湯のまち駅の裏側の駐車場を使っ

ていただいて、あとは歩いていただくということも、やり方としてはあるのかなと

いうふうに思ってはおります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 今、市長言われたようなソフト面といいますか、そういう観

光戦略、そういうものがなかなか見えてこないので、ぽっと足湯とか、そういうこ

とだけがぽっと出てくると、非常にちょっと足湯だけに１億８,０００万なんて何だ

ということになるというふうに思うんですが。先ほどの説明では、１億８,０００万

の中には、足湯と、それから建物、木造平家建ての建物と、それから庭園も入れる

と。これをプロポーザルコンペでやるというふうな説明でございましたけども、な

ぜ、私はこれをプロポーザルにするのか、プロポーザルにするのは足湯と庭園と皆、

一体のものとして考えるということでは利点はあるかもしれませんけども、給食セ

ンターの厨房設備のようにプロポーザルをやれば実質、その業者が工事の落札にな

る可能性というのが非常に高くなるというふうに思いますし、そういう点では今回

の足湯と庭と建物と、なぜプロポーザルにせないかんのか、余り理由がよくわから

ない。これは、是非別々に考えるべきではないかなと思いますし、それから庭園を

なぜつくるのか。今の広場の整備については、ワークショップをかなり何回も重ね

てやってできたわけですが、完成してもう２年足らずで、またあれを掘り返すとい

うことになるわけで、前回の整備は全くもう、全部とは言いませんが、かなりの部
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分はむだということになるわけですね、結果的には。今回、また同じ過ちを繰り返

すのではないかなというふうに大変心配をいたします。そういう点では、そこら辺

について、どう考えるのか、庭園でそこら中から立派な庭やというてお客さんが来

るほどのものは、あそこにはとても無理だというふうに思いますし、なぜ庭園まで

入れるのかということと、湯布院のように農家との連携とか、そういうソフト面、

観光戦略といいますか、そういうものは、これからいつごろまでに、それがどうい

う手続でつくるのか、そこらの見通しについても、ちょっと伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先ほども申し上げましたけど、足湯については、ちょっとそれ

だけ単独に２４年度の補正に回したものですから、ちょっと目立ってしまったんで

すけども、全体計画は、これから議会にご相談していく予定になっております。こ

の事業につきましては、前回も全員協議会かどちらかで申し上げたかもしれません

が、非常に補助率の高い事業でありまして、県との調整も同時並行的に進めており

ました。最終的に県のご了解といいますか調整が済むまでは、なかなか公表できな

かったという経緯もありまして、やや唐突に出てきたような印象を持たせてしまっ

たかなという感じは持っております。もう少し時間的に余裕があればいいんですけ

ども、これも全員協議会等でお話申し上げたかと思いますけども、この事業、２４、

２５、２６は８割が出てくるわけですね。ところが、その次の年になりますと７割

に減りますので、なるべく早くスタートさせたかったということが、やや発表のお

くれたような印象を与えてしまった一つの原因かなというふうに思っております。 

 あと、今の農家との連携等とのお話ありましたけども、当然それも今、考えてお

りまして、そういうソフト面についても今後２年間の間で形にしていきたいと思い

ますし、そのタイムスケジュール等々につきましては、また議会を通じてご相談を

させていただきたいというふうに思っております。 

 あと、先ほどご質問で抜けておりましたけども、幾つかの施設をもう少し総合的

に整備する考えはあるのかというお話がありましたけども、今、伝統芸能館にして

も、藤野厳九郎館にしても整備したところでありますから、これ自体は特別に手を

加えて云々する予定はありません。ただ、屋台村につきましては、これは今、管理

が観光協会の方になっておりますので直接的なことは言われませんけども、お客様

の増える見込みがたってきた段階で、もし事業主体が、これはお客様の利便性のた

めに、じゃ、やろうかということになれば、またこれは市としても十分、それは相

談をさせていただきたいというふうに思っております。 

 それから、あと、プロポーザル云々のことは、また部長が答弁いたしますけども、

一たんつくった庭といいますか芝生の部分が一部分、足湯のスペースになりますの

で、むだになるのではないかというお話です。確かに、そういう意味ではむだにな

ったのかもしれません。ただ、当時はすべての事業費１億５,０００万円でありまし

たので、その中で足湯となると、ちょっとこれは中途半端といいますか、非常に規



 

86 

 

模の小さなものになってしまって投資効果が見込めないだろうということで、これ

は断念した経緯があります。そのときは、全くこういう事業は出ていなかったんで

すけども、その後、北陸新幹線の県内延伸が決まって、いよいよこれは本格的な対

応しなければならないという県の思いもあって、こういう非常に有利な事業を創設

していただいたわけであります。まさに、そのタイミングで、これからこの事業に

乗っかっていこうというふうに考えているわけであります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 経済産業部長、嶋屋昭則君。 

○経済産業部長（嶋屋昭則君） お答えいたします。 

 プロポーザルの件につきましてでございますが、これにつきましては吉田議員の

ご質問にもお答えしたところでございますが、昭和３１年当時の芦原大火により失

われた伝統的な意匠、技法等を再現するようなことでプロポーザルの仕様書の中に

入れまして、実施設計に当たってのプロポーザルを行いたいということでございま

して、その中で示されてきますデザインと内装関係、それと先ほど庭園と申しまし

たが、それらについての形もプロポーザルの中で見て決定をした方が、よりわかり

やすいのではないかと。そのプロポーザルに当たりましては当然、市民の方々にも

見ていただきます。最終的には選考委員会の中での決定になろうかと思いますが、

実施設計はそのような形でやらせていただきたいと。 

 それと、庭園を配するということでございますが、これにつきましては、あわら

温泉各旅館、立派な庭園、持ってございます。これらと並べるということではござ

いませんが、最終的にはあわら温泉の中の旅館の中の庭園も見ていただくというよ

うな形の中で、ここにも若干の庭園を配して、各旅館が持っております庭園とのオ

ープンガーデンと申しますか、そのような形でのまち歩きも推進していきたいとい

う意味での庭園の配置というようなことを現在検討しているところでございます。

よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ちょっと今の説明では、庭園については、私は本当に各旅館

にある庭を、もっとオープンにして見ていただくということを積極的に考えるべき

だと思いますし、それと肩を並べるような庭園を、あそこにわざわざつくる必要は

ないのではないかと。それよりも、むしろつくるのであれば、最初も言いましたが、

何かものを物品販売するとか、そういう人が集まるような仕組みを考える方がいい

のではないかと。 

 前回のあそこの広場の整備も、何か確か県の方が急にお金を出すということにな

って、慌ててやって、ワークショップで出たいろいろな意見は余り生かされなかっ

たというふうに聞いておりますけれども、今回またその二の舞にならないように、

是非十分考えていただきたいなということをお願いして、質問を終わります。 
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◇卯目ひろみ君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、１４番、卯目ひろみ君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） 通告順に従いまして１４番、卯目ひろみ、一般質問をさせて

いただきます。 

 去年の秋だったと思うんですけど、今、私が質問しようとしております消費者教

育推進法というのが平成２４年１２月１３日に公布されました。その前に先立ちま

して、この方案を国会へ提出した、そのもとになられたワーキンググループの座長

なんですが、その方の道のりといいますか、いろいろしたご苦労話を聞く機会があ

りました。それをお聞きしましたときに、これは、是非、以前から思ってはいたん

ですが、是非このあわら市でも、どういうふうに考えていらっしゃるのか聞きたい

と思いまして、きょう質問をする次第です。 

 ２４年１２月１３日に公布されて、まだほんの生まれたてのほやほやなんですが、

背景には過去に悪徳商法が横行したり、またお年寄りとか若者たちがだまされて、

消費者被害が後を絶たなかったこと、そういった人たちを保護すると同時に、自分

自身が自立しなければ、なかなか改善していかないだろうという、そういうことも、

これはあるようです。たくさんある中の、また一つの例かもしれませんが、大切な

財産がなぜ簡単に奪われてしまうのか。善良な人たちがオレオレ詐欺のように電話

の声にまどわされて、どうしてお金を振り込んでしまうのか。こんなことは遠い話

のように思っていました。でも、私の周りでも被害にこそ遭わなかったものの、オ

レオレ詐欺の電話があり、話してるうちに何となくおかしいなと思って気がついた

そうです。そして振り込むまでは至らなかった、大事には至らなかったという知人

も出てきまして、ますます大変なんだなという実感がわきました。 

 消費者ローンですとか、またカードローンによる多重債務で、返済で苦しんでい

る方、そういうお話の方なんかも、いろいろあります。このような話というのは、

決して他人事ではないと思います。私たちにも、いつ降りかかってくるかもわかり

ません。だれの身にも起こりうる問題として真剣に考えなくてはならない、そうい

った時期に今、まさに来ているのではないかと思います。これからは、みずから考

えて行動のできる自立した消費者、そういうものを育てていく必要もあるのではな

いかと思います。 

 消費者教育の基本理念として、幼児期から高齢期までのそれぞれの段階に応じて、

また年齢ですとか障害の有無、その他の特性に配慮した適切な方法で行わなければ

ならないとあります。学校、地域、家庭、職域、その他のさまざまな場で行わなけ

ればならない総合的な施策であるとあります。 

 質問なんですが、一つ目、現在わかっているオレオレ詐欺に代表される消費者被

害に遭った人数、金額は、このあわら市では、どのくらいありますか。 
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 ２番目、消費者相談窓口では、どのような相談の傾向がありますか。 

 ３番目、消費者教育をどのように認識しているでしょうか。 

 ４番目、学校、地域、家庭、職域で、これまでにも行ってきた教育、あるいは周

知啓蒙は、どのようなものであったかお聞きします。 

 ５番目、今後、保育園、幼児園、小中、高校の授業に消費者教育を取り入れるよ

うな、そういった予定はありますか、お聞きいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、坂東雅実君。 

○市民福祉部理事（坂東雅実君） 卯目議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、オレオレ詐欺に代表されます消費者被害の状況について説明をさせてい

ただきます。 

 オレオレ詐欺は、振り込め詐欺、これの代表的な手口でございます。ほかにも架

空請求詐欺、それから融資保証金詐欺、還付金詐欺などがございます。警察庁と福

井県警察本部の発表によりますと、これら振り込め詐欺の平成２４年中、こちらの

被害件数と被害額でございますけれども、全国で６,４０１件、１５５億２,１６５

万円と、福井県では１４件、２,５６２万円となっておりますが、あわら市では現在、

被害に遭ったという相談は受けておりません。しかし、これらはあくまでも認知件

数ということでございまして、実際には被害に遭っても誰にも相談できずにいる人

がいると思われます。また、オレオレ詐欺と還付金詐欺は６０歳代以上の高齢者の

方の被害が９０％以上を超えているということでございます。 

 次に、消費者相談窓口での相談内容でございますが、現在、市民生活課内の消費

者センターを設置してございまして、兼務ではございますが職員２名が相談員の業

務を担当いたしております。平成２３年度の相談件数でございますが、電話での問

い合わせを含めまして１０２件ございます。その内容は多種多様にわたっておりま

す。多い順から訪問販売、迷惑メール、インターネット通販、多重債務となってお

ります。その他に、他機関が実施しております法律無料相談ですとか福井県消費生

活センターを紹介、斡旋したケースも２３件ございました。また、相談に来られる

人の年齢層は、相談内容によってさまざまでございますが、市役所に設けました相

談室において人目を気にせずに相談できるようなことを心がけております。 

 以上、全国的な被害の状況とあわら市の相談状況を説明いたしましたが、あわら

市消費者センターでは、相談に来られる人を待っているだけではなく、積極的に市

内各所に出かけていきまして出前講座等を行っております。平成２３年度は、８２

講座、延べ３,６６７人にご参加をいただきました。本年度はそれを既に上回る件数

の講座を開催しておりまして、多くの市民の方にご参加をいただいております。 

 講座の内容といたしましては、高齢者を対象といたしました振り込め詐欺に関す

る啓発講座、それから児童館や子育て支援センター、幼児園での児童、幼児を対象

といたしましたお買いものごっこ講座、それから食の安全に関する講座等がござい

まして、いずれも好評をいただいております。また、各小中学校にご協力いただき
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まして、夏休みの宿題といたして消費者啓発ポスターと標語の募集をしております。

優秀な作品につきましては年に１回開催しますあわら市消費者展で表彰しまして、

啓発用チラシやカードに活用させていただいております。これが児童、生徒の皆さ

んに消費者被害に関心を持っていただくきっかけになればというふうに考えており

ます。 

 あわら市消費者センターでは、これまでの活動をさらに進めて、消費者教育の推

進に関する法律に定められました基本的施策が推進されるよう努めて参りたいと考

えております。 

 次に、学校における消費者教育に関する内容といたしましては、小学校の社会科

や家庭科の授業で、消費者被害防止の標語づくりや賢い買い物方法、リサイクルと

そのマーク、インターネット販売への注意、食品と健康など、また税務署員による

租税教室を開催しております。また、中学校では、県消費生活センター発行のリー

フレット、これを活用いたしました授業や、こちらも税務署員によります租税教室

を開催しております。 

 議員ご指摘の平成２４年１２月１３日に消費者教育の推進に関する法律が施行さ

れ、国及び地方公共団体は学校の授業やその他の教育活動において、適切かつ体系

的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならないこと

が規定されております。今後、これまでの実践や今回の法改正を受け、地域や家庭

と連携を深めながら、学校における消費者教育をより充実していきたいと考えてお

ります。 

 なお、平成２５年度でございますけれども、学校における消費者教育支援事業モ

デル校として市内の小学校一校を選定いたしまして、小学生の早い時期から消費者

教育に取り組んで参りたいということでございますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） 今、お話を聞いていまして、いろいろやられているなという

感じはいたします。 

 質問したいんですが、オレオレ詐欺、還付金詐欺の被害の対象、これが６０歳以

上の高齢者、９０％以上とありまして、私もその中の１人なんですけど、これはな

ぜ、こういうふうになるのでしょうか。原因は何だとお考えでしょうか。もしお答

えになられたら、お願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、坂東雅実君。 

○市民福祉部理事（坂東雅実君） お答えをいたします。 

 高齢者の方が被害に遭う原因ということでございますけれども、実は日常生活に

おきまして若い人たちは仕事に出かけるということと、出かけますと日中は高齢者

の方が自宅で留守番するということがございます。また、高齢者だけの世帯、それ
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から一人暮らしの世帯、こちらの方も多うございます。日中に訪問や勧誘、電話等

を受ける機会が実は多くなっているということが考えられます。さらには年金をも

らい、お金を持っているというイメージが、実はございます。こちらの方をターゲ

ットになりやすいということも要因の一つではないかなというふうに考えておりま

す。一方では寂しさもあり、話し相手になってもらえたりしますと、うれしくなっ

てしまうといいますか、相手の言うままに契約をしてしまうというような心のすき

間に入ってくるというんですかね、そういうこともあるのではないかというふうに

思います。ただ、詐欺を行おうとする者につきましては、このような条件に合う家

庭であったり世帯を事前にどうも調べているようなことも状況として全国的に見受

けられております。これらが原因ではないかなというふうには思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） まさに、何か心理作戦で弱みにつけ込むといいますか、そう

いうのが本当にわかるようなんですけど、またそういったお年寄りといいますか、

一人暮らしであろうが何であろうが、耐性もないというところもあるんだと思うん

ですね。わっと言われたら、もうすぐそのままうのみにするみたいな。やっぱり教

育というのが、ふだんから耳慣れるように聞くというのが、とても大切だと思うん

です。あわら市は今のところ被害がないということなんで、よかったなと思います。

もし、これがすごい被害額だったら本当にショックだったんですが。ただ、年間で

１５５億ですか、すごく大事なお金がそれだけあるところに行ってるということな

ので、それはショックでした。あわらの場合、結構講座なんかもやってらっしゃる

ので、そういう効果もあるのかなと思うんですね。ただ、私は社会に対しては、こ

れからも、そういうふうに続けていっていただきたいと思っております。 

 ただ、学校の中で、ちょっと学校の中のことが、よくわからないので、お聞きし

たいと思うんですが、ごめんなさい、その前に、もう一つお聞きしてもいいでしょ

うか。この推進法というのは、学校ですとか地域、家庭、職域とあります。ちょう

ど男女共同参画推進法というのがあったと思うんですけど、それも同じような形で

進めてこられたと思います。それで今、１５年ぐらいたって本当に社会の中にも定

着したようなところがありますので、こういうものも、やっぱりそういうやり方で

進めていくということが大事なんだと思うんですけれども、高齢者の方はそれでわ

かりました。ただ、若い方も、やっぱりだまされて、オレオレ詐欺ではないんです

が、還付金詐欺ですとか携帯の何か被害、そういうものとか、いろんなものがある

と聞くんですが、若い世代の方への啓発というのは、例えば具体的には、どんなこ

とをされてるんでしょうか、お聞きします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、坂東雅実君。 

○市民福祉部理事（坂東雅実君） まず被害を未然に防ぐということが一番大事でござ

いまして、先ほども申し上げましたように、講座の開催であったり広報、ケーブル
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テレビ等での更なるＰＲが必要かなというところでございます。まず議員ご指摘の

とおり、近年、消費生活と経済社会とのかかわりが多様化、複雑化している現状の

中で、地域、家庭のつながりというのも実は弱まってきてございます。被害や事故

に遭わないよう、家庭での話し合いも必要ではないかというふうにも思います。 

 次、２点目の若い世代への啓発ということでございますけれども、年１回、県下

全域で実施しております、あわら市ではこういう啓発用チラシと啓発品、こちらの

方を配布をＪＲ芦原温泉駅の方で実施をしております。また、新成人に対しまして、

成人式のアルバム、こちらの配布時に、実は、この啓発用チラシと啓発品、合わせ

て同封させていただいておりますが、さらに今後、市内で開催されます各種イベン

トであったり、そういうところを利用しまして啓発していくことが大切ではないか

と。特に若い世代には、ホームページであったり今後、携帯メール等々を利用して、

こういう被害が現在出ている、これに対する対処法であったり、こういうことも知

らせていく必要があるのではない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（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） そのことは、すごく若い世代と言えども、とても大事なこと

だと思いますので、特にこの成人式のときのこれなんかは、本当にいいことだと思

います。是非、これからも続けていただきたいと思います。 

 今度は学校の中での教育の一環としての消費者教育について、もう少し伺いたい

と思います。もちろん家庭の中で親が子供に教える、子供と話をする、それが一番

大事なんですね。それは、もう本当によくわかっているんですが、それとはまた別

に、学校教育として、経済の仕組みですとか社会の仕組みですとか、そういうこと

などを教えていただいて、それから自分自身がいろいろ考えることによって、生き

る力ですとか自立心ですとか、そういうものを育てていく手がかりになるのではな

いか、そういうふうに実は考えております。家庭の中で、そんな会話の中に、また

そんな話が出てきて、親子でキャッチボールができるといいますか、家庭の中で話

しができるというのが、なおさらいいなと思うんですが今、学校の中でもう少し具

体的に今後、学校の教育の中に、そういうものを取り入れていくということは、い

かがでしょうか。なかなか大変なことだとは思うんですが、そのことについてお聞

かせいただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 今、議員ご指摘の点でございますが、学校では今まで教科の

中や単元の中で、また、それぞれ専門機関の方に来ていただいて、ワンポイントで、

ずっとこれまでも取り扱ってきました。でも、昨年の１２月に消費者教育の推進に

関する法律が施行されましたことを受けて、議員ご指摘のとおり、これからは消費

者教育といった視点で、教職員も意識を変えて地域、学校や、また専門機関等々を

含め、総合的なものとして指導していくというふうに意識を改めていくべきだとい
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うふうに思っております。 

 そういうふうに総合的に教えることによって、子供たちに、今おっしゃられまし

た生きる力とか自立させていくと、自分で判断できるように育てていくと、または、

その中で家庭も巻き込んでやっていきますので、これからだというふうに思ってお

ります。これから取り組むということで、先ほど理事の方から申しましたように、

本年は２５年度、モデル校を一つ試しにやらせていただいて、またそれらの結果を

受けて全体的に広げ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（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） まさに、そういうことだと思います。これまでにもお買いも

のごっこですとか、いろんなことも委員会の中でもお聞きしてきたとは思うんです

が、ここまで身近に迫ってきてますと、やっぱり待ったなしという感じがいたしま

す。 

 ちょっとこれ、話が違うんですが、子供と大人とのキャッチボールでまちの中が

うまくいったという話が一つあります。岐阜県のあるまちでは、がんの受診率が上

がらずに、自治体がすごく悩んでいたそうです。それで、あるとき保健師さんの発

案だったと思うんですけども、小学校の子供さんたちへがん教育を取り入れてもら

おうと、そういうことで行動を起こしたそうです。自分の周りの大切な親、または

大人たちに、がんの早期発見の大切さですとか、早期治療の大切さを、学校で習っ

たことを家に帰って親たちと話をするんですね。そういうことから真剣に大人たち

が考えるようになって、がん検診を受けるようになって受診率が上がった。本当に

おとぎ話のようなんですが、これは本当にあったことだそうです。それをテレビで

紹介されていまして、あ、そんなこともあるんやと思ったんですが、これも同じこ

とだと思うんですね。どんなことでも、どっちからでもいいと思うんです。どこか

らでもいいと思います、そういう教育を受けたら、まず人へ話をして発信をしてい

く。それで、大人も子供もだれでもが学びたいという気持ちは持っていますので、

そういうところを上手に生かして活用して、結果というのが、やっぱりそこに、い

い人間関係ですとか、お互いが学び合うこと、そういう結果が生まれることという

のが、やっぱり一番大事なことだと思います。社会全体が生きる力というのを、や

っぱり自身が必要に思わないといけない、そういうことが大事だと思います。 

 それと、もう一つ、これは高校生のことなんですね。小中学校は義務教育で、こ

のあわら市の中でいろいろお話できると思うんですけど、高校生のことなんですが、

高等学校のことというのは、私の周りにもおりませんし、内情というのがちょっと

わからないので、ここでお聞きしたいと思うんですが、高校生になれば、もうアル

バイトをしている子供さんなんかも、たくさんいらっしゃいます。それで、もう一

人前の社会人として扱われていると思います。本人もその気になっていて、生意気

な口をきいたり、大人顔負けにいろんなことをすると思うんですが、でも、やはり

そこはまだまだ大人から見れば未熟です。いろいろ問題とか、事件ではないですが、
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いろいろお母さんやらお父さんから、ちょっと困ったと聞かされることがあるんで

すけども、そんなときに高校生向けの経済教育というんですかね、消費者教育。こ

ういうのを学校の中ですることで、社会に出たときに活きてくるのではないかと思

うんです。即、それが使えるのではないかと思うんですが、そういう面から、例え

ば今、教育長が直接高校のことをいろいろ言うということは、ちょっと難しいのか

もしれませんけど、発信をしていただけないかと思うんですね。そういうことは、

どうなんでしょうか。教育長のご意見を、もしお聞かせいただければ。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） これ、今、議員ご指摘のとおり、昨年１２月に法が策定され

ましたので、今、私ども義務教育も取り組もうとしておりますし、当然、県立の高

校もしなければならない立場になっていると思いますので、取り組んでくれると思

っております。今までも金津高校、お聞きしますと、義務制がやってたように、教

科の中や単元の中で消費に関することを、きちっと取り扱いはしております。ただ、

これからは意識を変えて、もう少し総合的にやっていくという発想が生まれてくる

んだろうというふうに思っております。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） 是非、高校の中で教育というのが、より大人に近いわけです

から、お願いしたいと思います。また始まったばかりなので、これからのことだと

は思っております。 

 私たちが事件ですとか事故とかに巻き込まれないためにも、市からはどんどん情

報発信していただきたいと思いますし、何か例えば問題があったときには、すぐ対

処できるような、そういった状況というのを、是非つくっていっていただきたいと

思います。また、私たち自身も賢い消費者になるために努力を続けなければならな

いと、まさに痛感しております。 

 質問を終わります。ありがとうございました。 

                                      

   ◎散会の宣言 

○議長（向山信博君） 以上で一般質問を終結いたします。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 明日から２１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いたします。 

 本会議は、３月２２日、再開をいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後２時 20分） 
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第６４回あわら市議会定例会議事日程 

 

                          第 ３ 日 

                          平成２５年３月２２日（金） 

                          午後１時３０分開議 

 

１.開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第 ３号 平成２４年度あわら市一般会計補正予算（第９号） 

日程第 ３ 議案第 ４号 平成２４年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号） 

日程第 ４ 議案第 ５号 平成２４年度あわら市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

日程第 ５ 議案第 ６号 平成２４年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ６ 議案第 ７号 平成２４年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２

号） 

日程第 ７ 議案第 ８号 平成２４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 ８ 議案第 ９号 平成２５年度あわら市一般会計予算 

日程第 ９ 議案第１０号 平成２５年度あわら市国民健康保険特別会計予算 

日程第１０ 議案第１１号 平成２５年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１１ 議案第１２号 平成２５年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算 

日程第１２ 議案第１３号 平成２５年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算 

日程第１３ 議案第１４号 平成２５年度あわら市水道事業会計予算 

日程第１４ 議案第１５号 平成２５年度あわら市工業用水道事業会計予算 

日程第１５ 議案第１６号 平成２５年度あわら市公共下水道事業会計予算 

日程第１６ 議案第１７号 平成２５年度あわら市農業集落排水事業会計予算 

日程第１７ 議案第１８号 平成２５年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算 

日程第１８ 議案第１９号 あわら市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい

て 

日程第１９ 議案第２０号 あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条例の制定に

ついて 

日程第２０ 議案第２１号 あわら市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基

準を定める条例の制定について 
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日程第２１ 議案第２２号 あわら市水道事業水道の布設工事の監督及び水道技術管理

者に関する条例の制定について 

日程第２２ 議案第２３号 芦原温泉上水道財産区水道事業水道の布設工事の監督及び

水道技術管理者に関する条例の制定について 

日程第２３ 議案第２４号 あわら市まちづくり基本条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第２４ 議案第２５号 あわら市重度障害者（児）医療費助成条例の一部を改正す

る等の条例の制定について 

日程第２５ 議案第２６号 あわら市企業立地の促進等による地域における産業集積の

形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づ

く準則を定め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２７号 あわら市公園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２８号 あわら市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２８ 議案第２９号 あわら市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に

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２９ 議案第３０号 あわら市就学支援委員会条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第３０ 議案第３１号 あわら市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３１ 議案第３２号 あわら市放課後子どもクラブ事業の実施に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第３２ 議案第３３号 福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更について 

日程第３３ 議案第３４号 坂井地区広域連合規約の変更について 

日程第３４ 議案第３５号 市道路線の認定について 

日程第３５ 請願第 １号 日本軍「慰安婦」問題の１日も早い法的解決、謝罪と補償

を求める意見書提出に関する請願 

日程第３６ 請願第 ２号 特急「サンダーバード」「しらさぎ」の存続を求める意見書

採択のための請願 

日程第３７ 請願第 ３号 「食料自給率５０％達成目標の設置及びＴＰＰ（環太平洋

連携協定）参加を行わないことを政府に強く求める意見書」

提出に関する請願 

 

１ 閉議の宣告 

１ 市長閉会あいさつ 

１ 議長閉会あいさつ 
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１ 閉会の宣告 
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   ◎開議の宣告 

○議長（向山信博君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） なお、本日は、坂東市民福祉部理事が欠席のため、代理で堀川

市民生活課長が出席しております。 

○議長（向山信博君） 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 27分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（向山信博君） 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、１番、吉田太一君、

２番、森 之嗣君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第３号から議案第３５号、請願第１号から請願第３号の 

委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第２から日程第３７までを、会議規則第３５条の規定によ

り、一括議題とします。 

 これらの議案につきましては、各常任委員会に付託し、審査を願っておりますの

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（向山信博君） まず、総務文教常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 総務文教常任委員長、三上 薫君。 

○５番（三上 薫君） 総務文教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３月１１日、１２日、１３日の３日にわたり、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３号、平成

２４年度あわら市一般会計補正予算（第９号）（所管事項）をはじめ、他の６議案に

ついて慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案第９号は賛成多数、その他６議案は賛成全員で、いずれも原案

のとおり可決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主な事項について申し上げます。 

 まず、議案第３号、平成２４年度あわら市一般会計補正予算（第９号）（所管事項）

について、所管課ごとに主な質疑について申し上げます。 

 まず、政策課所管について申し上げます。 

 地域振興基金１３億円について、今後の取り扱いについて質疑がありました。 

 理事者からは、果実運用型であり、合併特例債を活用して造成したものである。

合併特例債の償還が伴うため、償還が完了しなければ取り崩すことができない。一
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方で償還を終えた部分については取り崩すこともできるが、現在は予定はなく、今

後の財政状況を勘案しながら、取り崩しについては財政課と協議している状況であ

るとの答弁でありました。 

 また、地域振興基金を取り崩して、市債の繰り上げ償還をしてはどうかとの提案

もありました。 

 理事者からは、基金については合併による市民間の融和、まちづくりの基盤に使

うのが趣旨であるため、償還に充てることは適切でない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。 

 学校施設整備基金について、毎年１,０００万円の積立の目的について質疑があり

ました。 

 理事者からは、小中学校の施設整備財源に充てるための基金であるが、もともと

は将来的に大規模改修のための基金であった。両中学校の大規模改修、耐震改修が

済んだ今、当初の目的は達成されたと考えており、今後は学校一般について自由に

使える学校整備基金と考えているとの答弁でした。 

 委員からは、細かい補修は予算内で対応し、各学校の平準化のための大規模改修

に使ってほしいと要望いたしました。 

 次に、給食センター整備事業費について、給食センター整備事業全体に係る国庫

補助金で９,０００万円が出ると聞いているが、国の緊急経済対策による今回の前倒

しで、それよりも多くもらえるのかとの質疑がありました。 

 理事者からは、総務省の地域の臨時交付金が入るので間違いなくもらえるが、あ

くまでも補助対象は前倒しする２５年分だけだとの回答がありました。 

 次に、文化学習課所管について申し上げます。 

 生涯学習館整備事業について、生涯学習館に隣接する駐車場予定地の土地取得で

あるが、駐車場として今回の取得分で足りるのかとの質疑がありました。 

 理事者からは、現況は１０台程度駐車することができる。イベント等があれば金

津神社にも協力いただくとの答弁がありました。 

 また、賃貸予定の駐車場についても、北側部分が借りられない理由について質疑

があり、理事者からは、事業展開を考えているとのことで、賃貸はだめであるが買

収なら応じていただけるとの答弁でした。 

 次に、スポーツ課所管について申し上げます。 

 体育施設管理経費の減額について、委員から農業トレーニングセンターの外壁補

修を施工したが、今後塗装工事はしないのかとの質疑がありました。 

 理事者からは、補修は１１６カ所の改修を行うと同時に亀裂の補修、塗装をした

ものであり、全面塗装の計画もあったが、経費的に断念し、補修工事をしたものと

の答弁がありました。 

 次に、議案第９号、平成２５年度あわら市一般会計予算（所管事項）について、

所管課ごとに主な質疑について申し上げます。 

 まず、総務課所管について申し上げます。 
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 公務員の人件費削減に係る退職金について質疑がありました。 

 理事者からは、あわら市の場合、事務は福井県市町総合事務組合で行っているが、

新聞でも報道されているが、２月に退職手当支給条例等の一部を改正する条例が可

決され、４月から施行となる。今年の退職者には影響はないが、来年度の退職者か

らは減額になるとのことでした。年度末の駆け込み退職については、施行日を４月

１日としているので発生はしないとの答弁でありました。 

 次に、国際交流事業について、金津高校に対する補助に対し、県立高校であり、

今後の高校再編で商業科がなくなることもあり、考え直す時期ではないかとの質疑

がありました。 

 理事者からは、市内唯一の高等教育機関であり、市内の中学校と同じ学校と位置

づけており、高校再編が進み生徒の数が減り続ける状況を考えると、金津高校を魅

力ある、行きたがる高校として残すべきと考えており、市として国際交流に限らず

バックアップすべきと考えているとの答弁でありました。 

 次に、市議会議員選挙費について、今の選挙制度ではお金のない人は立候補でき

ない状況であり、よりよい人材を集めるために選挙の費用弁償が必要と考える。他

市では選挙に関するポスター代やガソリン代等の経費を見ているが、市の考えはど

うかとの質疑がありました。 

 理事者からは、市議会選挙については、公職選挙法の中で条例で定めた場合は公

費で見られると規定されており、あわら市と坂井市を除く７市は経費を見ていると

のことでした。ただし、町議会選挙は対象にならず、あくまでも市議会選挙が対象

とのことで、あわら市は合併特例により、人口５万人の要件を満たさずに市になっ

ており、市民の立場から理解が得られれば協議していくとの答弁でありました。 

 次に、防災経費について、２４年度に設置した防災資機材倉庫の備品、管理運営

について質疑がありました。 

 理事者からは、榛ノ木原大型倉庫に保管してある毛布のほか、新たにチェーンソ

ー、工具セット、四つ折り担架、救急箱を購入して配備するとの答弁でした。また、

管理運営については、従来どおり総務課で行うが、各設置場所にもかぎは保管し、

管理運営については備品を配置するまでに協議していくとの答弁でした。 

 次に、政策課所管について申し上げます。 

 温泉情緒あふれる華やぎのまちづくり事業について、いろんな事業に多額な費用

を投入するが、地元住民、旅館、商店街の方々の協力、応援がないと効果が期待で

きない。政策課、担当課と充分協議しながら進めていただき、温泉街の将来の発展

のために進めてほしいとの意見がありました。 

 理事者からは、温泉街に限ったことではないが、ハード整備を進める中で、地元

住民、旅館の協力なしにはあり得ないと考えている。充分に地域のコンセンサスを

得ながら、住民主体となったおもてなし等に移行するように努力していくとの答弁

でした。 

 また、長期的な観光戦略がはっきりしない中、金沢開業までの２年で計画してい
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るハード整備は済んでしまう、これからは芦原温泉駅開業を見据えた長期的な戦略

を立てるべきでとの意見がありました。 

 金沢開業まで２年、芦原温泉駅開業はさらに１０年後であり、短期間で考えると

金沢開業に向けて、地域間競争に勝ち残るかが大きなテーマである。芦原温泉駅開

業に向けた中期、長期的な事は今から進めていく必要があると認識しており、今後

の戦略については、北陸新幹線整備に合わせたビジョンを中期、長期的なものを含

めて作成していくとの答弁でした。 

 委員からはＪＲを利用してくるお客は、芦原温泉駅を降りた時からあわら温泉が

始まると考えている。温泉街を整備した後には、１０年後の新幹線駅開業に向けて

観光客をお迎えする駅前広場を考え、まちづくりを進めてほしいとの意見が出され

ました。 

 理事者からは、市内の整備についてはあわら温泉街だけでは不十分であると考え

ており、町中を歩いていただき、滞在時間を長くして、地元にお金を落とすことを

考えれば、旧金津市街地の方が魅力あるものが多くある。また市街地の他にも吉崎、

創作の森、風羽里等そのようなところにも有利な補助制度を使って整備していきた

い。駅前を中心とした駅舎、駅前整備については今から考えていくが、金沢開業ま

での戦術と、敦賀開業までの戦術の二つがあり、今後も努力していくとの答弁であ

りました。 

 次に、教育総務課所管について申し上げます。 

 学校教育検討委員会経費について、第２次あわら市行政改革大綱実施計画の中で、

小学校の統合については平成２７年度まで検討という目標になっており、検討委員

会は立ち上げるがやる気が感じられないと意見が出されました。 

 理事者からは、小学校統廃合については、小学校の子供が減り続けている状況で

あり、保護者からも不安の声も聞いており、他の地区の児童の多い学校へ行かれる

方もいる。教育は子供が少なくてもできるが、子供たちの競争原理、集団生活等を

考えると、ある程度の子供がいた方がよい。市長部局の行政改革からいえば、早く

統合してほしいと思うが、教育委員会としては一人でも教育はできるというスタン

スである。検討委員会は２６年度も開くつもりはなく、２５年度で方向性を導いて

検討結果をそれぞれの地区に投げかけたいと考えている。しかし、統廃合となると

地区の文化が壊れる懸念もあり、最終的な判断は地区の住民であり、あくまでも行

政主導ではなく、地域主導で進めていきたいとの答弁でした。 

 委員の中でも議論が分かれ、財政的なことを考えれば地域に任せるべきではない

との意見、財政の事は考えず、地域重視で検討委員会の意見を尊重してほしいとい

う意見、また、議会報告会で市民からは議会主導でとの要望があるとの意見が出さ

れました。 

 理事者からは、財政的な考え、教育的な考えがある委員会の一定の方向性で協議

しなければならない、地元の意向も大事であるが、最終の意思決定機関である議会

としての考えも尊重して、今後進めていきたいとの答弁でした。 
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 次に、給食センター関係の事業費について、８月から稼働予定である新給食セン

ター関係の予算が計上されております。ここで以前より懸案事項であった細呂木小

学校の自校式給食の要望問題について、再度、理事者に確認いたしました。当委員

会としては平成２３年５月１８日、９月１４日、平成２４年６月１４日の各委員会

で、細呂木小学校の保護者、関係者に対して、センター方式への移行について理解

を得られるよう強く要望してきた経緯があります。しかしながら、いまだに地元か

らは納得には至っていないと聞いている状況であります。 

 理事者からは、２月のＰＴＡ連合会総会で、各市内の小中学校の役員の方に、新

給食センターの概要を説明し、その席上で細呂木小学校のＰＴＡ会長、役員の方と

話をしたが、依然としてセンター方式と自校式に意見が分かれているとのことであ

り、今後も総会や新ＰＴＡ役員に対して、出向いて説明していきたいとの答弁でし

た。 

 委員からは、給食センター事業については、これまでも地元の意向を聞きながら、

委員会でも理事者の答弁をいただきながら、将来のことも考え同意してきた。それ

なのに依然として細呂木小学校は自校式の要望が強いと聞いている。市長が政治判

断するとの発言をいただいているが、新年度の予算計上の関係もあり、地元ＰＴＡ

と協議するとのことであるが、要望が強ければ自校式で行くのかとの問いがありま

した。 

 理事者からは、教育の中で給食を安全な施設で提供できるかどうかを考えると、

小さい学校も大きい学校も同じように対応したい。給食については、保護者からは

食材費のみであり、あとは市の持ち出しであり、税金を使ってのサービスの部分で

あると考えている。サービス部分を節約して、ほかの部分で教育を充実させたいと

考えている。また、この問題については感情的な面が感じられる、しかし一番大事

なのは、すべての子供に安全な給食を食べさせることであり、もっと給食センター

の実態を知っていただき、今後も理解が得られるよう努力していくとの答弁があり

ました。 

 議案第２４号、あわら市まちづくり基本条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第３０号、あわら市就学支援委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、議案第３１号、あわら市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第３２号、あわら市放課後子どもクラブ事業の実施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３３号、福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約

の変更について、以上の議案につきましては、特段の質疑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（向山信博君） 次に、厚生経済常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 厚生経済常任委員長、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 厚生経済常任委員会の審査の報告を申し上げます。 
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 当委員会は、去る３月６日、７日、８日の３日間にわたり、市長、副市長、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３号平成２４年度あわ

ら市一般会計補正予算（第９号）（所管事項）をはじめ２８議案、請願３件について

慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案２８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、賛成全員で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、継続審査となっております請願第２号、特急列車廃止、削減反対の意見書

提出を求める請願については、前回同様、継続審査すべきものと決しました。 

 なお、請願３件については、いずれも賛成なしで不採択にすることに決しました。 

 以下、審査の過程で議論されました主な事項について申し上げます。 

 まず、議案第３号、平成２４年度あわら市一般会計補正予算（第９号）について、

所管課ごとに申し上げます。 

 市民生活課所管では、デマンド交通運行事業２,５９３万５,０００円の減額につ

いて、委員から減額になった理由はとの問いに対し、理事者からは当初の見込みよ

り利用者が少なかった、今後とも制度の周知を図りたいとの答弁がありました。 

 次に、福祉課所管、子育て支援課所管、健康長寿課所管については、特段の質疑

はありませんでした。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 あわら夢ぐるまバリューアップ事業１億３千万円は、農産物直売所、風羽里周辺

に芝生広場、駐車場及び取りつけ道路の整備を行うものであります。委員からは、

誘客は難しいと思うが、商売が成り立つようになるのか、また、市の実質的な負担

は幾らになるのかとの問いがありました。 

 理事者からは、地元農産物の直販や観光と農業の連携を図りたい。農村公園のイ

メージで地元に密着したものにしたいとの答弁がありました。市の負担額について

は、まず国からの交付金が４割あり、残り６割は市債である補正予算債を充てる。

市債のうち５０％が交付税の対象となり、それに加え国の臨時経済対策の特例で、

交付税算定とは別で自治体の財政力指数に応じて７割から９割の元気交付金が交付

される。よって最終的には市債より多く交付税や元気交付金が交付されるとの答弁

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。 

 温泉情緒あふれる華やぎのまちづくり事業１億８,０００万円は、湯のまち広場に

観光の目玉として３０人が同時に入れる足湯を整備するものです。 

 委員からは、計画を策定した観光まちづくり推進会議では、どのような検討がさ

れたのか、また、３０人も同時に使用することがあるのかとの問いがありました。

理事者からは、足湯のほかに混浴や露天風呂の話が出たが、公衆浴場はセントピア

あわらと競合するとの意見があった。３０人規模としたのは、全国にＰＲできるよ

うな北陸随一の規模にしたいためである。そして大切なのは整備後のソフト事業で、

芸妓組合、語り部、湯けむり横丁などと連携したい。少しでも滞在時間を延ばすよ
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うに地元や関係者と相談し取り組みたいとの答弁がありました。 

 また、委員からは、足湯ありきで時間がないことを理由に理解を求める形になっ

ている。事業を行うためには、議会や市民が了解し、観光事業者の協力が必要不可

欠である。事業内容やランニングコスト等をしっかり提示し、関係者が納得してか

ら事業を進めるべきであるとの意見に対し、理事者からは、地域の方や実際の観光

事業者で部会をつくり、具体的なことを詰め、その内容は当委員会で報告するとの

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。除雪対策経費１,５３０万円は、除雪ド

ーザーを４ｔの除雪トラックへ更新するものであります。委員からは買いかえの基

準はとの問いがあり、理事者からは通常は１１年、１,０００時間が基準であり、入

れかえるドーザーは２７年目、走行距離は１万６,７５３㎞、２,３５１時間使って

いるとの答弁がありました。 

 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。 

 なお、平成２４年度特別会計補正予算の議案第４号、議案第５号、議案第６号、

議案第７号、議案第８号については、特段質疑はありませんでした。 

 次に、議案第９号、平成２５年度あわら市一般会計予算について、所管課ごとに

申し上げます。 

 まず、市民生活課所管について申し上げます。 

 ２４年度、交通指導員が定員を満たさず不足していたが、定員が埋まったのかと

の問いがあり、理事者からは、空白区の区長会に依頼し、定数２５名を確保したい

との答弁がありました。 

 次に、ＪＲ芦原温泉駅バリアフリー整備事業補助金６６０万２,０００円は、ＪＲ

芦原温泉駅にエレベーター３基を設置するための設計費に係る補助金であります。

委員からは、駅前と駅構内でエレベーター設置工事に差がある理由はとの問いがあ

り、ＪＲの説明ではエレベーターは１基６,０００万円前後であり、構内のエレベー

ター設置工事は、線路等の上の工事であるため高額になるとの答弁がありました。 

 次に、福祉課所管について申し上げます。 

 生活保護関係で平成２５年度から嘱託の就労支援員を１名置くらしいが、生活保

護から立ち直る方は年間何人いるのかとの問いがあり、理事者からは、２４年度に

おいて、ハローワークと契約し、特別な就労個別相談をしており３名が就労に至り

自立し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。 

 複合福祉施設である芦原幼児園、子育て支援センターの空調設備保守点検委託業

務について、委員から、空調保守点検は法令で定めのないことで、故障したときに

随時対応するやり方に改めてはどうかとの問いがあり、理事者からは、法定点検で

はないので、検討している。しかし、乳幼児がいるため１日たりとも冷暖房に支障

をきたしてはいけないとの観点から保守点検を行うとの答弁がありました。 

 次に、健康長寿課所管について申し上げます。委員から市民健診について、受診
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率が目標に達していないのに昨年度より予算を減額している理由はとの問いがあり、

理事者からは、昨年の実績を踏まえ、減額となった。減額になっているが、受診率

を上げるように努力したい。予算が不足する場合は、追加補正を考えているとの答

弁がありました。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。地籍調査については、委員から進

捗はどのような状況か、また、おそくなれば境界確認が困難になるため、できると

ころから地籍調査を行うべきとの問いがあり、理事者からは、進捗率は３０.２％が

実施済みで、県内は鯖江市に次ぎ２位である。事業を幾つも兼務で担当しているの

で、グループを挙げて取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

 次に、万博茶再生プロジェクト事業１７９万２,０００円について、事業が終了し

補助金がなくなっても継続してほしい。尻すぼみにならないようにとの意見があり、

理事者からは、２４年度から２６年度までの３カ年事業で１０アールの茶畑を整備

する。補助事業の期間で茶葉のほかに加工品等の商品開発を行いたい。補助が終わ

っても収入が得られるように支援していきた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。 

 あわコン事業補助金１００万円について、委員から昨年と同様な形で実施するの

かとの問いに対し、理事者からは、事業の規模は昨年の２００名から３００名に増

やし、あわら温泉街で実施する。昨年は旅館２軒でメガパーティーを実施したが、

２５年度は飲食店だけで実施するとの答弁がありました。 

 また、委員からは、単なるにぎわい創出だけで１００万円を支出するのはどうか

と思う。何か温泉街のＰＲなど目的が必要であるとの意見がありました。 

 次に、観光まちなみ魅力アップ事業３６０万円について、委員からフラワータワ

ーをやめた理由は何か、また、管理は誰が行っているのかとの問いがあり、理事者

からは、フラワータワーは価格が非常に高かった。それを一つだけ設置したのでは

寂しく、しかも地域の参画が少なくなる。地域を広く飾った方がよいとの意見から

計画を変更した。管理については、一部の団体や地元にお願いしている。今年４月

にフラワーサポーターの協議会を立ち上げ継続していきたい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。 

 歩道除雪機械購入費１３０万２,０００円について、委員から、歩道の除雪はだれ

が実施しするのかとの問があり、理事者からは、歩道除雪は業者に機械を貸し出し、

除雪も依頼する。道路除雪が落ち着いてから行うとの答弁がありました。 

 次に、上下水道課所管について申し上げます。 

 合併浄化槽設置整備事業について、委員から、市の都合により公共下水道に接続

できず、合併浄化槽をお願いするものである。どれだけ補助をしているのかとの問

いがあり、理事者からは、従来国、県、市で４割補助であったが、あわら市は特別

８割に補助率をかさ上げし均衡性を図っている。合併浄化槽にするかどうかは住民

に決めてもらうようにしているとの答弁がありました。 

 次に、議案第１０号、平成２５年度あわら市国民健康保険特別会計予算について



 

107 

 

申し上げます。 

 委員から滞納状況は改善しているのかとの問いがあり、２４年度に保険税改定で

値上げを行っており、徴収率は２ないし３％悪くなっているとの答弁がありました。 

 次に、議案第１８号、平成２５年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算につ

いて申し上げます。委員から料金改訂の今後の見通しについて問いがあり、管理者

からは、３年に１度は必ず料金の見直しを行う。２４年度に料金を上げたが、２５

年度もプラスの予想で、一、二年は大丈夫だと思っている。景気の問題があるため、

慎重に注視しながら対応したいとの答弁がありました。 

 なお、平成２５年度特別会計予算の議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号、

議案第１４号、議案第１５号、議案第１６号、議案第１７号については、特段の質

疑はありませんでした。 

 次に、議案第１９号、あわら市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい

て申し上げます。委員から、市で対策本部を設置した場合、外出禁止等を勧告する

のかとの問いがあり、理事者からは、行動計画を国と県が定める予定で、それを受

けて市も行動計画を定めることになる。行動計画が示されないと具体的なことはわ

からないとの答弁がありました。 

 次に、議案第２２号、あわら市水道事業水道の布設工事の監督及び水道技術管理

者に関する条例の制定について、申し上げます。委員から、この条例で水道技術者、

管理者の資格を謳っており、該当職員がいるのかとの問いがあり、理事者からは、

課内には上水道の講習を受けて管理者となっている者がおり、庁舎内にはほか３名

が資格を持っているとの答弁がありました。 

 なお、条例改正等に関する議案第２０号、議案第２１号、議案第２３号、議案第

２５号、議案第２６号、議案第２７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３４

号、議案第３５号については特段の質疑はありませんでした。 

 次に、請願第１号、日本軍「慰安婦」問題の１日も早い法的解決、謝罪と補償求

める意見書提出に関する請願について申し上げます。 

 この請願は、政府は日本軍、慰安婦問題の法的解決を行い、国際的責務を果たす

よう求めるものであります。委員からは、政府は、日本軍による、慰安婦の強制連

行を立証する資料はなかったとしている点。また、国際的な問題、外交問題である

ため、地方議会が意見を言うべきではないとの意見がありました。 

 次に、請願第２号、特急「サンダーバード」「しらさぎ」の存続を求める意見書採

択のための請願について申し上げます。 

 この請願は、新幹線利用による県民の利便性向上は望めなく、特急列車を従来通

り運行し存続させることを求めるものであります。委員からは、新幹線が開通する

と並行在来線はＪＲから経営分離されるルールになっている。よって、新幹線開通

後に特急列車を走ることは現実的に無理であるとの意見がありました。 

 次に、請願第３号、「食料自給率５０％達成目標の設置及びＴＰＰ（環太平洋連携

協定）参加を行わないことを政府に強く求める意見書」提出に関する請願について
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申し上げます。 

 この請願は、ＴＰＰ参加を行わないこと及び食料自給率を向上させることを求め

るものであります。委員からは、聖域なき関税撤廃を前提にする限り、ＴＰＰ交渉

参加に反対である。しかし、日米首脳会談で聖域があると確認され、条件つき交渉

参加であるため、この一方的な意見書を提出するのは反対であるとの意見がありま

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（向山信博君） 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（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これから、日程第２から日程第３７までの討論、採決に入りま

す。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３号、平成２４年度あわら市一般会計補正予算（第９号）

について、討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 議案第３号、平成２４年度あわら市一般会計補正予算につい

て反対の討論をしたいと思います。 

 この補正予算には、あわら夢ぐるまバリューアップ事業１億３,０００万円、また

温泉情緒あふれる華やぎのまちづくり事業１億８,０００万円などが含まれており

ます。私は、あわら夢ぐるまバリューアップ事業については、特別に問題はないと

いうふうに思いますが、温泉情緒あふれる華やぎのまちづくり、北陸最大級の３０

人が一遍に入れる足湯の建設については大変費用がかかりすぎる、とても市民の理

解は得られないというふうに考えます。一般質問でも、この足湯設置については質

問を行いました。それなりの効果があるという回答でありましたけれども、しかし、

この北陸の温泉場にも幾つか足湯がございますが、足湯で成功しているというふう

なことは余り聞かれません。 

 何よりも問題なのは、第一は本当にこの足湯の設置が地元の住民の要望であるか

どうかということであると思います。一昨年のこの湯のまち広場整備に関するワー

クショップの中で足湯をつくってはどうかという意見もあったということでござい

ますけれども、しかし本当に地元住民が一致して足湯設置を望んでいるというふう

には思われません。二つ目には、一昨年の広場整備もそうでございましたが、長期
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的な観光戦略が見えてこない、こういう中で国や県からお金を出すと言われると、

それに飛びつくというような形のやり方では、結局は税金のむだ遣いになるのでは

ないかと。はっきりとした効果もあるかないかわからないということになるという

ふうに思います。私は、あわら市の観光戦略、一般質問でいたしましたが、これか

ら２年ぐらいかけてきちっとした戦略を立てたいという答弁がありました。しかし、

今後２年間かけて戦略をつくっている間に、今予定されているハード事業がほとん

ど完了してしまう。結局、順番が逆になってしまうのではないかというふうに思い

ます。私は、あわら市の歴史と、それから創作の森とか、吉崎とか、風力発電とか、

刈安山とか、こういう観光資源を生かした戦略、もう一つは以前から言われており

ますが、観光と農業と連携させる、こういう長期的な観光戦略を、しっかりと立て

ることが、まず先ではないかというふうに考えます。あと、三つ目には、この事業

は、ほとんどあわら市の持ち出しはないと、全額国から補助金が出るということで、

市にとって悪い話ではないではないかという話がありますけれども、しかし国から

の補助金といっても国民が払った税金に変わりはありませんし、こういうことにつ

いて一般市民の理解は、私は得られないというふうに考えます。 

 先ほどありました厚生経済常任委員会の審査の中でも、今申し上げたような点に

ついて、いろいろ疑問や意見が出されております。是非とも議員各位のご理解をい

ただきまして、この足湯設置については反対をしていただきたいというふうに思う

ものでございます。 

 以上で反対討論といたします。 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 私は今、共産党の山川知一郎議員が足湯に関して反対討論を申

し上げましたけど、私はこれに関しては賛成討論をさせていただきます。 

 その理由としまして、昭和３１年に芦原大火が起きまして、その後、都市計画で

整備されました。その後、時代の背景によりまして大型のホテル、こういうニーズ

が必要になり、郊外に大型のホテルが立ち並びました。しかし、この温泉街は駐車

場がございません。旅館の駐車場がない。そういうことでも、芦原のメーンストリ

ートは、もう夜になりますと駐車違反の車とか、それから以前に偶数、奇数の駐車

を認めるような、そういうようなことでありますけど、車が非常に多いということ

で今、そういうような状態でございました。 

 ここで、やはりホテルの中にはいろんな土産物とか、それから居酒屋さんとか、

そういうのがありまして、ほとんどの方が外に出られない。そして車が駐車してあ

るために、なかなか出にくいということで、これは新幹線の開業があと２年後にあ

ると、金沢開業があるということで、県も国も何とか芦原温泉を、この機会に整備

しなければならないということで、全国各地で足湯というのが定番になっておりま

す。今、セントピアが日帰りで入ることができますけど、やはり足湯も必要だと思
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います。これは芦原温泉には、いろんな効能があるお湯が無料で入られるというこ

とで、僕は足湯というものは絶対に必要だと思います。 

 芦原温泉の周辺の方、そしてこれから高齢の方たちが、やはりその足湯を利用し

て、その点、いろんなことで足湯というのは大事だと思います。そういうこともご

ざいまして、私はこの足湯は是非つくっていただきたいということで賛成討論をさ

せていただきます。 

 以上です。 

○議長（向山信博君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これで討論を終わります。 

○議長（向山信博君） これより、議案第３号を採決します。 

 本案に対する各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（向山信博君） 起立多数です。 

 したがって、議案第３号は、各委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第４号、平成２４年度あわら市国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第４号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５号、平成２４年度あわら市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第５号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５号は、委員長報告のとおり可決されました。 



 

111 

 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第６号、平成２４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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第６号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第７号、平成２４年度あわら市公共下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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第７号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８号、平成２４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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第９号、平成２５年度あわら市一般会計予算について、討

論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） まず、原案に反対者の発言を許可します。反対ですか。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 日本共産党の山川知一郎でございます。議案第９号、平成２

５年度あわら市一般会計予算について反対の討論をいたします。 

 理由は幾つかございますが、まず第一には毎回申し上げておりますが、この予算

の中には自衛官募集事務交付金１万７,０００円が収入としてあり、自衛官募集事務

等委託料１万７,０００円、同じ額が支出としてございます。今、全国で自民党政権

が憲法９条を変えるのではないかということで、これに９条を守れという運動が大

変盛んになってきております。日本国憲法は二度と再び日本が戦争をする国にはな

らないという決意を込めて今の憲法、特に憲法９条を制定をいたしました。これに

ついて、最近の政府の動きなどを見ますと、この第二次世界大戦での反省忘れてア

メリカ軍と協力して、単に日本国を守るというだけでなくて世界中にアメリカ軍と

一緒になって自衛隊が出動していくということが、どんどん拡大をされている状況

であります。私は、何としても憲法をつくったときの精神をしっかりと守っていく

べきであると。そういう意味におきまして、自衛官の募集業務に市がかかわるべき

ではないというふうに考えます。 

 第二は新幹線でございます。この予算の中には北陸新幹線の福井県の促進同盟会

の負担金９万円、また芦原温泉駅建設促進同盟会負担金２０万円、また建設事業負

担金６５万円、合計９４万円の予算が計上されております。私は、今までも申し上

げておりますが、北陸新幹線が敦賀まで延伸ということが決定をされましたけれど

も、芦原温泉に一体１日どれだけの新幹線が停車するのか、全くはっきりしません

し、今計画されているように、加賀温泉、芦原温泉、そして福井、こういうように

全部新幹線が停車をするということになれば、本当に新幹線の効果といいますか、

そういうものが期待できるのかどうか、甚だ疑問であります。また、新幹線が開通

すれば、現在の並行在来線、北陸線は経営分離され第三セクターになると。特急な

どは廃止をされる。この第三セクターの運営には莫大な費用がかかると思われます

が、一体どれだけの事業費がかかるのかいまだにはっきりしませんし、先ほど申し

上げました芦原温泉に一体１日何本の新幹線が停車するのかなどもはっきりしてい

ない状況であります。私が考えるところでは、日常的に通勤、通学に北陸線を利用

している市民にとりましては非常に現状よりも不便になるし、運賃なども値上げを

されるという危険性が高いというふうに考えます。また、市も新幹線の建設費負担

は２億から３億程度ではないか、大したことはないというふうに言っておられます

けれども、第３セクターの経営維持に関しては永久に毎年莫大な費用がかかること

になるのではないかというふうに考えます。今現在、えちぜん鉄道に対しても毎年、

あわら市は２,０００万程度の支援をしておりますけれども、北陸線はこの２,００

０万程度ではとても済まない支援が必要になるであろうというふうに考えます。そ

ういうことを考えますと、さらにこの北陸新幹線の建設によりまして関東などから

のお客が増えるということが盛んに強調されます。また東京に行くにも利便性がア
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ップするというふうなことが強調されておりますけれども、逆に関西のお客にとり

ましては今よりも不便になるということが十分に予測をされますし、東京に行く利

便性といっても３０分程度早くなるかならないかというようなことでありまして、

大した利便性アップにはならないということで、基本的に新幹線の県内延伸につい

ては反対をするものでございます。 

 三つ目は、一般質問でも申し上げましたが、子育て、教育費について、もっと政

策を充実させるべきであるというふうに考えます。市長はスローガンとして若い世

代が住み、産み、育てたくなるまちということを掲げておられます。安心して子育

てができるためには、本当に安心して子育てができるような施策が必要であろうと

いうふうに思います。憲法２６条が経済的な心配をせずに子供を教育できるように

との趣旨で義務教育費無償ということを定めております。一般質問でも申しました

が、永平寺町は小中学校における学校給食費の無料化を実現をいたしまして、父母

負担の軽減に努めております。全国的にも、例えば山梨県に早川町という、わずか

人口が１,２２５人、二つの小学校と一つの中学校、合わせて児童・生徒数は６８名

という町がございますが、この町は今年の４月から文字どおり給食費、通学費、教

材費、修学旅行費などすべて無料にするということでございます。今までも、この

町はこうした努力を続けておりまして、早川北小学校は２年前にはわずか４人まで

児童が減ったということでありますが、最近は子育てしやすい町ということで移住

者が増えたり、そして今年の４月には１８名に児童数が増えたということでありま

す。私は、あわら市も本当に若い人たちが、このあわら市に住んで子供を生み、育

てたくなるためには、このように心配なく小中学校に子供を通わせることができる、

そういうことが、是非必要だというふうに思います。私は、一遍に、この早川町の

ようにすべての父母負担をなくすことは無理としても、当面、一般質問でも申し上

げましたが中学校のスクールバスの運行協力金５８８万９,０００円が父母負担と

して計上されておりますが、是非とも、これは無料にしていただきたいというふう

に思います。 

 なお、高すぎる国民健康保険税の引き下げにも、是非努力をしていただきたい。

今、あわら市の国民健康保険税は県内の自治体で最も高いものになっております。

一般会計から繰り入れをして、これ以上上がらないように努力をしているというこ

とは理解をいたしますが、それでも先ほどの厚生経済常任委員会の報告にもありま

したように、国保税の滞納者は増えております。払いたくても払えないという状況

が増えているというふうに考えます。また、もう一つ、学校給食についてでござい

ますが、先ほどの報告でもありましたように、細呂木小学校の地元は、あくまで自

校方式の継続を望んでおられます。私は、第一には地元の意向を十分に尊重して、

ごり押しすることがないように強く求めたいというふうに思います。 

 以上、この一般会計予算に対する反対討論といたします。同僚議員各位のご理解

とご賛同を心からお願いをいたしまして討論といたします。 

○議長（向山信博君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） ７番、笹原でございます。ただいま、共産党の山川知一郎議員、

四つの反対討論をされました。私は、この２５年度一般会計に対して賛成の討論を

行いたいと思います。 

 まず自衛隊でございます。この自衛隊は山川議員、毎年反対討論の理由とされて

おります。私は、いつもその反対討論に対して賛成討論をしているわけでございま

す。まず我が国の周辺を見ますと、ある国においては非常な国防費、軍事予算を増

大させております。それに対する抑止力を我が国も持たなければならない、そうい

うふうに思います。これがなければ国土の保全は成り立たない、そういうふうに思

うところであります。領土が浸食されるということは絶対に許してはならない、そ

ういうことを私は思っております。まずは自分の国は自分で守る。そのためには自

衛隊は絶対必要であると、そう思っております。 

 次に新幹線でございますが、私は、新幹線は前倒しをしてほしいと思うぐらいで

ございます。まず財政の問題、いろいろおっしゃられましたが、固定資産税を見て

みましても３０年間で約８０億円の固定資産税が我が市に入って参ります。また、

第三セクター化すれば非常に市民に負担がかかる、そういう県民にも負担がかかる

という討論の内容でございましたけれども、今回、各第三セクター、今、日本にた

くさんございますが、そこにはＪＲ貨物が通っておりまして、その通行料が大幅に

増額をされてきております。それゆえに、ほとんどが赤字の第三セクターでござい

ましたけれども、一部はもう黒字に転換をしております。そういうことで、必ず第

三セクターについても先の希望があると思います。 

 また、子育て支援に関しまして、給食費が無料化を、それからスクールバスも無

料化をという討論でございました。確かに無料化はいいことだと思います。しかし

ながら、一方を無料化にすれば、どこかに無理がかかる、それは必定だと思います。

例えば、子育てにお金を使えば、福祉にしわ寄せが行く、また老人に対してもしわ

寄せが行く、そういうことだと思います。やはり予算はバランスよく計上していか

なければならない、そういうふうに思っているところであります。 

 また一番最後に給食センターのお話が出ました。細呂木地区が自校方式というお

話でございました。これは総務文教常任委員会の中でも話が出ました。私は、その

中である小学校が都合により一時、自校の給食ができなかったということで、あわ

らの給食センターから給食を取っておりました。その中で子供たちは、給食センタ

ーの給食って、こんなおいしいんやろうか、こんな温かい給食が来るんやろうかと

いう子供たちの正直な話を耳にいたしました。私は一番大事なのは、先ほど委員長

報告にもございましたように、子供たちの食の安全、それが第一と思っております。

ですから、二中十小ございます。このうち実施するのは二中九小ではなく、できれ

ば全部の学校が９月から給食センターに切りかえていただきたいなと、そういうふ

うに思うわけでございます。 
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 議員各位の皆様のご賛同をよろしくお願いをいたします。 

 以上で討論を終わります。 

○議長（向山信博君） ほかに討論ありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 反対討論の方はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） それでは、６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） 平成２５年度一般会計予算に賛成の討論をいたします。 

 今、山川知一郎議員が自衛隊の募集委託料について反対討論をしましたけど、私

は賛成討論をさせていただきます。 

 今、日本を取り巻く情勢は朝鮮半島の情勢、朝鮮の制裁措置について中国の動向、

尖閣諸島、竹島、北方四島の領土問題、中国国防費の増大、尖閣諸島周辺の中国の

動き、この福井県の置かれている状況は原発多数存在している地域でございます。

不審船の事案に見るテロ対策の必要性、災害多発地域（福井豪雨、それから豪雪、

福井地震、ナホトカ号）、これらの発生に対処するために自衛官と密接に連携するこ

とが求められております。東日本の例を見ますと、地元の自衛隊員の活躍がすばら

しかったと聞いております。真っ先に駆けつけることができるのは地元出身の隊員

です。あわら市においても、これらの事案が発生した場合、備えを準備すべきだと

思います。この備えの一端として、やはりあわら市の自衛隊員を少しでも多く募集

すべきであると考えております。 

 平成２４年度の福井県の入隊予定者は７０人余りと聞いております。しかし、こ

の当あわら市はわずか２名でございます。日本が今置かれている現状から分析すれ

ば、今、自衛隊の存在は極めて重要な局面を迎えております。これらのことから、

あわら市における自衛官の募集は必要不可欠です。よって議員各位に賛成をお願い

をいたします。 

○議長（向山信博君） ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これで討論を終わります。 

○議長（向山信博君） これより、議案第９号を採決します。 

 本案に対する両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（向山信博君） 起立多数。 

 したがって、議案第９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（向山信博君） 暫時休憩します。 

 再開は３時ちょうどといたします。 

（午後２時 48分） 
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○議長（向山信博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時 00分） 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１０号、平成２５年度あわら市国民健康保険特別会計予

算について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１０号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 全員起立です。 

 したがって、議案第１０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１１号、平成２５年度あわら市後期高齢者医療特別会計

予算について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１１号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１２号、平成２５年度あわら市産業団地整備事業特別会

計予算について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１２号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１３号、平成２５年度あわら市農業者労働災害共済特別

会計予算について、討論はありませんか。 
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（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１３号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１４号、平成２５年度あわら市水道事業会計予算につい

て、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１４号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１５号、平成２５年度あわら市工業用水道事業会計予算

について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１５号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１６号、平成２５年度あわら市公共下水道事業会計予算

について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１６号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１７号、平成２５年度あわら市農業集落排水事業会計予

算について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１７号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１８号、平成２５年度芦原温泉上水道財産区水道事業会

計予算について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１８号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第１９号、あわら市新型インフルエンザ等対策本部条例の

制定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第１９号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第２０号、あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条
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例の制定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２０号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第２１号、あわら市準用河川に係る河川管理施設等の構造

の技術的基準を定める条例の制定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２１号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第２２号、あわら市水道事業水道の布設工事の監督及び水

道技術管理者に関する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２２号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第２３号、芦原温泉上水道財産区水道事業水道の布設工事

の監督及び水道技術管理者に関する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２３号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 
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 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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第２４号、あわら市まちづくり基本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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２４号を採決します。 

 本案に対する総務文教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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第２５号、あわら市重度障害者（児）医療費助成条例の一

部を改正する等の条例の制定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２５号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第２６号、あわら市企業立地の促進等による地域における

産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定め

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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２６号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２６号は、委員長報告のとおり可決されました。 
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○議長（向山信博君） 議案第２７号、あわら市公園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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２７号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第２８号、あわら市下水道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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２８号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第２９号、あわら市公共下水道事業及び農業集落排水事業

の設置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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第２９号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３０号、あわら市就学支援委員会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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 
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○議長（向山信博君） これより、議案第３０号を採決します。 

 本案に対する総務文教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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３１号、あわら市公民館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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第３１号を採決します。 

 本案に対する総務文教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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３２号、あわら市放課後子どもクラブ事業の実施に関す

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。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第３２号を採決します。 

 本案に対する総務文教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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３３号、福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更

について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第３３号を採決します。 

 本案に対する総務文教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（向山信博君） 起立全員です。 
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 したがって、議案第３３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３４号、坂井地区広域連合規約の変更について、討論は

ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第３４号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第３５号、市道路線の認定について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第３５号を採決します。 

 本案に対する厚生経済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（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 請願第１号、日本軍「慰安婦」問題の１日も早い法的解決、謝

罪と補償を求める意見書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（向山信博君） 反対の方、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ただいまの日本軍「慰安婦」問題の１日も早い法的解決、謝

罪と補償を求める意見書提出に関する請願について、賛成の討論を行います。 

 請願にもありますように、国際社会において日本政府が、この違反府問題の法的

責任を拒否し続けていることは、もはや許されないという状況であります。日本政

府は国連人権委員会理事会、国連人権規約委員会、ＩＬＯから再三慰安婦問題の解

決を促す勧告を受けておりますし、さらにアメリカ、オランダ、カナダ、ＥＵ、フ

ィリピン、韓国、台湾などの各国議会からも謝罪と賠償、歴史教育を行うよう、次々

と決議をされております。２００９年８月の国連女性差別撤廃委員会は被害者への

補償、加害者処罰、一般の人々に対するこれら犯罪に関する教育を含む継続的な解
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決を見出す努力を緊急に行うことを日本政府に厳しく勧告をいたしました。 

 韓国では２０１１年８月、憲法裁判所が日本軍慰安婦問題解決のために日本政府

と交渉しないのは憲法違反との決定を下しまして、韓国政府が再三協議を呼びかけ

ており、外交問題にもなっております。さらに、２０１２年１０月には国連人権委

員会理事会での日本の人権状況に関する第２回普遍的審査でも７カ国が慰安婦問題

に言及し、５カ国が勧告を出しております。 

 過去、日本政府も、この慰安婦問題を認めて、村山談話や河野官房長官談話で謝

罪をした経緯もございます。明確に慰安婦を強制的にしたという証拠がないからと

いうことで、これをいつまでもうやむやにすることは許されないというふうに思い

ます。実際に、中国や韓国、北朝鮮などには日本軍の慰安婦として強制的に性的な

強制をさせられたという女性も、まだ生きておられます。この人たちが高齢化して

亡くなるまでに、きちんとこのことに日本政府が決着をつける、そして謝罪と補償

をするということが国際的に日本の地位を高めることにつながるというふうに考え

ます。是非議員各位のご理解とご賛同をお願いして討論といたします。 

○議長（向山信博君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これで討論を終わります。 

○議長（向山信博君） これより、請願第１号を採決します。 

 この請願に対する厚生経済常任委員長の報告は不採択であります。 

 請願１号を採択することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立少数です。 

 したがって、請願１号は委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 請願第２号、特急「サンダーバード」「しらさぎ」の存続を求め

る意見書採択のための請願について、討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 反対ですか。 

 １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） この請願はサンダーバード、しらさぎの存続を求める意見書採

択という請願になっております。これを読んでみますと、つまり並行在来線に特急

を走らせよという請願であります。新幹線が来るとＪＲは並行在来線と経営を分離

するわけですから、必然的に第三セクターが経営しなければならないということに

なるのであります。しかしながら、今までにできた新幹線路線の並行在来線で特急

を走らせているという例は聞いたことがありません。万一走らせたところで、新幹

線と在来線特急が乗客を奪い合うこととなり、乗客のパイが同じであるのだから、

それぞれの経営を悪化させる、それだけのことになるのではないかというふうに私

は思います。新幹線が来ることで未来がすべてバラ色になるというものでもないか
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もわかりませんが、敦賀延伸が決まった以上、今なすべきことは敦賀以西、つまり

北陸新幹線の全体ルートを早く決定し着工を早める、そういう行動をすることが先

決なのではないかと思います。在来線は通勤とか通学とかの、要するに日常生活利

便性の維持のために必要なものであるということを認識するならば、この請願は現

実的に有効性がないのではないかと思います。そういう意味で、私はこの請願の採

択に反対いたします。 

○議長（向山信博君） 賛成の方の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ただいまの請願について賛成の討論をいたします。 

 現在のスキームでは新幹線が敦賀まで延伸されるとなれば、並行在来線は第三セ

クターによって運転されるということになっておりますが、仮に先ほど申しました

ように、私は新幹線延伸そのものに反対でございますけれども、仮に新幹線延伸を

認めるとしても、並行在来線、第三セクターとなる現在の北陸線が市民にとって本

当に利用しやすく、そして料金、運賃面でも今と変わらないということでいけるか

どうかということになれば、利便性は福井まで通勤、通学するのはそんなに変わり

はないかもしれませんけども、多少遠方まで、例えば関西まで行きたいとか、富山

まで行きたいとかということになれば、途中で乗りかえをしなければなりませんし、

料金が今よりもアップするのは確実だというふうに言われています。市民の立場か

ら見れば日常的に使用する並行在来線で特急がなくなるということは、大変な不便

を強いられることになるというふうに考えます。そういう点で、是非とも、この請

願を採択をしていただいて、仮に、この北陸新幹線が延伸されたとしても並行在来

線で特急が存続できるようにすべきであるというふうに考え、議員各位のご賛同を

心からお願いするものでございます。 

 以上で討論といたします。 

○議長（向山信博君） これより、請願第２号を採決します。 

 この請願に対する厚生経済常任委員長の報告は不採択であります。 

 請願題２号を採択することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立少数です。 

 したがって、請願第２号は委員長の報告のとおり不採択にすることに決定しまし

た。 

                                        

○議長（向山信博君） 請願第３号、「食料自給率５０％達成目標の設置及びＴＰＰ（環

太平洋連携協定）参加を行わないことを政府に強く求める意見書」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（向山信博君） 反対ですか。反対の発言を許可します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 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（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ＴＰＰ交渉参加に反対する請願について、賛成の討論を行い

ます。 

 先ほどの厚生経済常任委員長の報告の中に、この請願については日米首脳会談で

聖域があると確認された。条件つき交渉参加であるため、今の時点でこの意見書を

提出するのは反対であるという意見があったという報告がございました。しかし、

先日の安倍首相とアメリカのオバマ大統領との日米首脳会談の共同声明の文書を見

ますと、どこにも今言われたような米の問題、農産物の問題は、この聖域なき関税

撤廃ではないと。聖域は国益は守ることができるんだということは、どこにも書い

てありません。安倍首相が勝手に都合のいい解釈をしているだけであります。ご承

知のように、ＴＰＰに参加をいたしますと、農産物、特に日本の食糧自給率は今の

約４０％が、農林水産省の試算によりましても１３％まで激減をすると。米だけで

なくて麦など、いろんな農産物が壊滅的な打撃を受けるということが明らかにされ

ておりますし、食の安全に関しても添加物や農薬の使用基準が緩和をされる、また

医療や保険分野でも大きな影響があって、すぐれた制度である日本の国民皆保険制

度も崩壊する可能性があると言われております。 

 昨年、当議会も税などの請願を、要望を受けてＴＰＰ反対の意見書を提出をして

おります。まさに日本政府がＴＰＰ参加に踏み切るかどうかという今の時期こそ、

この意見書を提出して、何としてもＴＰＰ参加をストップさせるということが国民

の安心安全、そして日本の食糧資源を守るという点では極めて重要であるというふ

うに考えます。 

 是非委員各位のご賛同をお願いをしたい。是非意見書提出をお願いをしたいとい

うことを訴えまして討論といたします。 

○議長（向山信博君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これで討論を終わります。 

○議長（向山信博君） これより、請願第３号を採決します。 

 この請願に対する厚生経済常任委員長の報告は不採択であります。 

 請願第３号を採択することに賛成の方の起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立少数です。 

 したがって、請願第３号は委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しまし

た。 

                                       

   ◎閉議の宣告 
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○議長（向山信博君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

                                        

   ◎市長閉会挨拶 

○議長（向山信博君） 市長より発言の申し出がありますので、この際、これを許可し

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今定例会は先月の２７日以来、大変長期間にわたりまして議員各位のご執務をい

ただき、また提案をいたしましたすべての議案につきましてそれぞれお認めをいた

だきました。心から御礼を申し上げる次第でございます。 

 特に２４年度の３月補正、あるいは２５年度の当初予算につきましては、初期の

目的を達成すべく、なるべく早く建設工事等については着手をして参りたいという

ふうに思っておりますので、引き続きご指導をお願いを申し上げたいというふうに

思います。 

 あと１０日もいたしますと２４年度も終了いたします。本年度１年間の議員各位

のご指導に心から御礼を申し上げますとともに、新年度にわたりましても、よろし

くお願いを申し上げます。新年度に向けまして一部、機構改革も予定いたしており

ます。また、小規模ではありますけども、人事異動も計画いたしておりますので、

よろしくお願いいたしたいというふうに思います。 

 これから暖かくなって参りまして、議員もいろいろとまたお忙しいかと思います

けども、ご健康に十分ご留意されましてご活躍されますようにお祈り申し上げまし

て、簡単でありますけども閉会に当たっての御礼のご挨拶とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

                                        

   ◎議長閉会挨拶 

○議長（向山信博君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 ２月２７日の開会以降、皆様方にはきょうまで本当に精力的に活動をいただきま

して、誠にありがとうございました。おかげさまで、きょうの閉会の日を迎えるこ

とができました。心から感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 

 今後につきましては、来月末には、また議会報告会がございます。また、６月の

市議会選挙ということで、６月議会は５月２０日から開会の予定でございます。議

員各位におかれましては今後ともますますご健勝での活動と、そしてまたご協力を

賜りますように心からお願いを申し上げまして、閉会に当たってのご挨拶といたし

ます。大変お疲れさまでございました。 

                                        

   ◎閉会の宣告 
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○議長（向山信博君） これをもって、第６４回あわら市議会定例会を閉会します。 

（午後３時５分） 
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