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平成２７年度 第４回清水地域審議会 会議録 

 

開 催 日 時 平成２８年３月１１日（金）１９：００～２１：０５ 

開 催 場 所 清水総合支所 ３階 Ａ会議室 

出席者氏名 

齋藤三哲委員、米澤昌枝委員、川上克博委員、近藤好治委員 
池上慶一委員、内田建一委員、島村一彦委員、朝倉伊知郎委員 
玉村啓二委員、山本弘委員 
藤田諭市議会議員（オブザーバー） 
※平成 28年 3月 11日のオブザーバー 

野村藤孝（清水西地区自治会連合会会長） 
中山政幸（清水東地区自治会連合会会長） 
山本幹夫（清水南地区自治会連合会会長） 
東出駿隆（清水北地区自治会連合会会長） 

欠席者氏名 中島雅夫委員、竹内泉委員、小林はぎ乃委員、白﨑俊雄委員 

市 出 席 者 

行政管理室：丹尾室長 
林業水産課：清水主幹、河崎主査 
環境課：福嶋課長、江島主任、齊藤主幹 
清掃整美課：武田課長、山田主任 
事務局：堀川総合支所担当理事、宮越支所長、山本振興課長、 

加藤市民福祉課長、藤澤振興課主任、中野市民福祉課主任 
振興課：早田主幹、横山主幹 

会 議 資 料 別添資料参照 

協 

議 

概 

要 
○協議・報告内容 
 
【小羽山整備について】 

説明：清水 林業水産課主幹 

河崎 林業水産課主査（資料１参照） 

 

委  員： 小羽山整備については、多くの関係者の意見等を反映させ進めている

計画であるため、大幅な計画変更等は出来ないものと認識しているがそ

うなのか。 
林業水産課： 昨年度、ワークショップを行い、その中で検討していただいた内容

に沿った計画案となっている。本計画に沿って整備を進めていきたい。 
委  員： 本公園は清水総合支所の裏側に立地し人目につきにくい。地元として

は、治安の悪化や、青少年の非行の温床にならないかを心配している。 
夜間は侵入禁止にするなどの対策はとられるのか。 
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林業水産課： 本公園は、原則昼間の利用を予定している。 
なお、照明は１灯設置する予定であるが、整備は、夜間についての安全

面を考慮しながら進めていきたい。 
委  員： 本公園に類似する施設は本地域内にもあり、５、６年経過すると雑草等

が繁茂し管理が追いつかない状態である施設もあると認識している。維持

管理をいかに上手に行うかを計画時点から考えて進めてほしい。 
 
 
 
【廃棄物処理施設の監視及び流域河川の調査について】 

説明：武田 清掃清美課長 （資料２、２-A、２-B、２-C、２-D 参照） 
 

 

 

委  員： 丁寧な説明に感謝したい。 
終了した白滝町地係の最終処分場は、県の基準等により全く監視の必要

が無いとのことであったが、本処分場は急な山の斜面に立地している状況

から、豪雨による水害等で土砂崩れ等が発生し、処分場もろとも崩落する

のではないかと心配している。常時、注視をしていただきたい。 
 一方、西別所地係の最終処分場が設置された経緯は、白滝町地係の最終

処分場が一杯になったためであるが、本西別所地係の最終処分場も９割程

度埋まっているようで、そこもあと１、２年で一杯になるだろうから、新

たな最終処分場の設置が計画されているものと認識している。 
そこで、新たに計画されている最終処分場はどのくらいの規模なのか。

又、設置場所は、終了した白滝町地係の最終処分場からみてどの位置にな

るのか。 
清掃清美課： 新たに計画されている最終処分場については、まだ計画段階であり、

具体的なところまで分からないが、容量は西別所地係の最終処分場の倍、

位置は白滝町地係の中間処理施設のやや南側である。 
委  員： 何れにしても、現況は、細長い谷と尾根が続く場所であるため、豪雨時

に山崩れが発生しないか心配である。認可権限は県にあるものと承知して

いるが、下流域に住む地域住民の不安払拭のためにも引き続き注視をして

いただきたい。 
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委  員： 水質の調査結果は全て大丈夫なのか。 
清掃清美課： 調査結果は、県が行っているものや事業者が独自で行っているもの全

てにおいて、基準値を満たしている。 
委  員： 施設の拡張や改良について、事業者は、事前に行政側と打合せを行うこ

とになっているのか。 
清掃清美課： 施設の変更等に関しては、県が県の要綱に基づき実施されているとの

事である。 
委  員： 内田委員が心配されている山の斜面崩壊等に関し、施設を設置してみな

いとわからないということか。 
清掃清美課： 詳細は不詳だが、県の保安基準は満たしているとのことである。 
オブザーバー： 新たに計画されている最終処分場に関し、今後の手続き等のスケジュ

ールは把握しているのか。 
清掃清美課： 市で把握している範囲でお答えする。 

先ほど説明した現状であるが、事業者は県に対し、最終処分場の設置計

画書を提出。関係市町である福井市には、昨年１２月、県よりその設置計

画書が送られてきた。併せて、県は設置地区に対しても同様に設置計画書

を送っているとのことである。市は、本資料を見て、行政上の立地条件に

かかる意見に、資料２の５に記載の意見を加えて、市の意見として、本年

２月１日付けで県に送ったところである。 
今後の予定であるが、県は、様々な専門家の意見を聞き検討し、又、設

置地区や関係地区というものを設定、建設にかかる説明会を開催すると聞

いている。その場で出された意見を事業者が反映させ、その後、環境アセ

スメントや一連の手続きを経て、施設建設に着手されていくものと思われ

る。 
委  員： 現在稼働中の最終処分場は、民間の事業者が運営しているようだが、受

け入れは、市内の産業廃棄物に限定しているのか、それとも、県内全域か

ら受け入れているのか。 
清掃清美課： 現在稼動中のそれぞれの安定型最終処分場への受け入れについては、

運営している各事業者が取り扱った産業廃棄物を処分していると聞いて

いる。市は、その産業廃棄物が市内のものなのかどうかについては把握し

ていない。 
委  員： 市内に立地している最終処分場であることから、市は、何処から持ち込

まれた産業廃棄物なのかどうかは把握する必要があるのではないだろう

か。又、県内における福井市以外に立地している産業廃棄物処分場はどの

くらいあるのか。 
清掃清美課： 産業廃棄物処分場の設置許可等は県で行うため、市では把握していな

い。 
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委  員： 県の許認可である点については承知したが、市は、市民の不安払拭のた

めにも産業廃棄物についてももう少し関心を持ってお答えいただきたい。 

一方、本審議会で更に処分場が増設されると聞き大変驚いたところであ

るが、関係河川下流域の住民は大変心配するであろう。結局、何か山崩れ

等の事故が発生した場合、被害を負うのは地域住民であるから、市は、産

業廃棄物に関する事は全て県であるとは言わず、もう少し住民の立場で物

事を考えていただき、住民が理解し納得するような配慮を要望する。 

委  員： 県外ナンバーの廃棄物運搬車両はよく見かける。 

清掃清美課： どのような廃棄物が持ち込まれるのかについては、市でも調査を行い

たい。又、市は、県に対し、住民の不安についてもしっかり伝え、併せて

処分場の監視を引き続き行いたい。 

委  員： 斜面の安定についてだが、なかなか難しいのではないだろうか。専門家

としっかり協議し、地域住民にお知らせが必要な事については、しっかり

対応していただくことをお願いしたい。 

なお、本件については、我々も素人であり検討しきれない内容もあるだ

ろうから、本日はここで終わらせ、何かあれば、他の場所で検討していた

だければありがたい。市の所属毎の対応はかなり違うとは思うが、それぞ

れ真摯に対処いただき、安心・安全を確保できるようにお願いする。 

清掃清美課： 今後の日程の中で、設置地区を含め関係地域の方との話し合いの場が

設けられる予定であることから、その場で話をしていただければよい。そ

の場には市も参加していきたい。 

 
 
【市長への提言についての報告と引継ぎ】 

説明：宮越 清水総合支所長 （資料３参照） 

 
オブザーバー： 本提言書は、今後、どのような形で結果が現れてくるのか。特に、清

水地域からの６つの提言内容の中で、「地域の魅力の発見・創出」と「雇

用の場を確保するための産業振興の推進」について、市の財政も厳しい

状況の中、市長は具体的にどう考えているのか知りたいところである。 
委  員： 提言した内容を補足したい。 

今回、各審議会正副会長より市長に提言した内容は、県道清水麻生津線

の（仮称）新日野川橋の整備を含め６つの項目であった。この６つの項目

のうち、一部は行われているものもある。具体的には、清水総合支所庁舎

等の有効活用については、今後、用途が決まっている部分もある。又、公

共交通の維持についても、社会実験の結果を踏まえ既に行われているとこ

ろである。 

      一方、県道清水麻生津線については、日野川を挟む前後の県道整備は実 
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施されたが、（仮称）新日野川橋の整備については、引き続き要望が必要

なところである。 
なお、「地域の魅力の発見・創出」と「雇用の場を確保するための産業

振興の推進」については、旧清水町は、過去より、人口減少を食い止める

一つの施策として、職住近接の優れた住環境の整備を進めてきたことか

ら、それを継続して進めていただきたいとの考えから提言させていただい

た。 
堀川担当理事： 山本オブザーバーの質問に対し、説明したい。 

先般、清水地域審議会より市長に対し６項目が提言されたが、当日市長

は、直ぐには回答が出来ないと述べている。なお、この提言内容は、市関

係所属に対し伝えており、今後、各所属でどのように進めていくかが検

討・計画・精査されていく状況である。 
雇用の場に関することであるが、これは、工業だけではなく農業の６次

産業等も含め、皆さんの近いところでの雇用の場を確保するという書き方

をしているものの、清水地域内に立地する甑谷工業団地等の状況は、ほぼ

空き区画は無い状態である。市としては、新たな工業団地造成はなかなか

出来ないと聞いている。よって、新たな企業立地については、市内のどこ

かの空き区画なりでということになろうかと思うが、今後は関係部署でし

っかり提言内容は考えてもらい、前へ進めていくというのが今回の趣旨で

ある。 
オブザーバー： 市長に対し提言されたということであるが、その提言の引継ぎについ

ては、何処から何処へ引継ぎされるのだろうか。 
又、引き継がれるこの提言書は、抽象的であり引継書の体裁では無いた

め、もっと具体的でなければならないのではないだろうか。この抽象的な

内容では、県や市に対し要望する場合、要望する側は人が変わってしまう

こともあり、相手にならないのではないのかと心配している。要望する側

には、行政が持っている武器以上の大きな武器が必要である。 
そのため、地域審議会が１０年間蓄積した具体的なノウハウ等、細かな

所をご指導いただきたい。一方、清水総合支所は変わらないとのことなの

で、要望する側のよりどころ、むしろ、大きな頼りとするところであるか

ら、地域の側にたって支え、又、叱咤激励していただきたい。 
堀川担当理事： 提言の引継についてだが、地域審議会が、これまでの１０年間に様々な

内容を検討し、市に対して提言してきた項目のうち、まだ残っているもの

や新たに出てきたものについて、自治会連合会に引き継いでいただきたい

というのが今回の趣旨である。なお、地域審議会は、市長の諮問機関であ

り要望団体では無いため、提言書の内容は、抽象的な書き方になっている。 
又、市に対する要望についてだが、現在、何処の自治会連合会からも市

に対し要望をいただいており、直ちに対応できるかどうかは別問題である 
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ものの、広い市内では行政の目がなかなか行き届かないこともあり、とに

かく、市に対し、要望等の声を出していただきたい。自治会連合会等の要

望等を総合支所なりに言ってもらえれば、支所から関係各課に対し、しっ

かり伝えていく体制となっている。 
一方、何か行政に対する武器が必要という点についてだが、とにかく、

皆様の誠意ある言葉や意見が市に対する一番の武器である。住民の方が切

実に思っていることを市はおろそかにすることはない。市は、住民から切

実な要望等については真摯に向き合う。自治会や自治会連合会は、住民の

意見をまとめていただき、市に対し、ご要望していただければ、出来ると

ころはやらせていただくことになる。 
 
＜提言書の引継ぎ式＞ 

清水地域審議会会長より、野村清水西地区自治会連合会会長、中山清水東地区自

治会連合会会長、山本清水南地区自治会連合会会長及び東出清水北地区自治会連合

会会長に対し、「地域審議会から市長に提言を行ったが、提言内容の進捗を含めて

地域の声を伝える役割は、合併地域以外の地区と同様に、自治会連合会が担うこと

になる。そのため、清水４地区の自治会連合会長に第４回地域審議会に出席をお願

いし、提言書の引継をさせていただくことになった。今後、自治会連合会長が交代

された場合にも継続して引き継いでいただく必要があるのでよろしくお願いす

る。」との話に続き、提言書が手渡しされ、清水地域審議会からの市に対する提言

内容が各自治会連合会に引き継がれた。 

 
 
 
【平成２７年度清水地域事業実績について】 

説明：山本 振興課長 （資料４参照） 

 
オブザーバー： 平成２７年度地区整備費施工位置図に記載されている番号は何を表す

のか。又、どのような工事内容なのか。 
振興課 ： 位置図の番号は、別紙の平成２７年度地区整備費施工状況表の工事番号

を表している。又、工事の内容については、概ね道路補修工事と舗装工事

である。なお、赤字は支所発注工事、青字は道路課発注工事というように

色分けで示させていただいている。 
委  員： グリーンハイツ内の道路に関し、バスやトラック等の交通量も多く、又、

ひび割れやくぼみがあるなどかなり傷んでいる。以前にも伝えたグリーン

ハイツ３丁目地係の法面で湧水している箇所の対応も含め、引き続き対応

をお願いしたい。 
委  員： 工事 No.25と 36について、工事延長が長いが、どのような工事内容な 
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のか。 
振興課： 工事 No.25の工事内容は、片山町から清水山町に向かう未舗装市道の砂利

引きである。又、工事 No.36 の工事内容は、ふくい健康の森から志津が

丘団地に向かう市道の路肩の草刈である。よって、工事延長が長い。 

 

 

 

【平成２８年度清水地域関連予算（案）について】 

説明：山本 振興課長 （資料５参照） 

 
委  員： 平成２８年度清水地域の主要事業（案）概要の市民協働のまちづくり関

係に関し、来年度より、地域のまちづくりを支援する地域支援員が配置さ

れるようだが、どのような内容なのか。 
堀川担当理事： 地域担当職員に関する内容のことかと思われる。 

現在、本件について、議会で部局の再編成を審議していただいている中

での話であるが、未来づくり推進室という部署で、地域を担当する専門の

職員を数名配置し、又、それ以外に自分の仕事を持ちながら、地域に精通

した職員を設定し、各自治会等の会議等で一緒に話をしましょう、という

のが本件に関する市長の考え方と聞いている。 
これまでは、どちらかというと自治会と行政は離れた形になっていたの

が、そのような職員がそのような場に顔を出すことにより、地域の実情も

問題点も把握できるということになり、詳しい制度設計の内容を我々は聞

いていないのでお伝え出来ないが、趣旨は、地域と共に職員も、という考

えで体制を組むと聞いている。 
オブザーバー： 小羽山整備についてだが、整備日程等を把握していれば教えていただ

きたい。 
宮越支所長： お手元の小羽山整備の資料１において、平成２８から３０年度の３年間

の整備の大まかなスケジュールが記載されている。先ほど所管の林業水産

課より説明があったが、冒険の広場、昆虫の森、野鳥の森、駐車場、トイ

レ及び附属設備等、それぞれの設備について資料のとおり３年度間での予

定で整備をしていく。 
なお、支所では、詳細な整備スケジュールについては把握していない。 

オブザーバー： 現在、小羽町では、水田の基盤整備事業を行っている。小羽山整備に

伴い、大量の土砂の搬出等があることになると、基盤整備事業に支障が出

ないか心配している。 
宮越支所長： 林業水産課に対し、詳細スケジュール等を委員に説明するよう伝えてお

く。 
委  員： 平成２８年度清水地域の主要事業（案）概要の放課後児童クラブの説明 
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議 
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の中で、清水東地区の児童クラブを平成２８年度で計画し、平成２９年

度から自主的運営が行われるとの説明を受けた。他地域の状況は、清水

北地区はくりのみ児童会、清水西と清水南地区は児童クラブで運営され

ていると承知しているが、清水東地区は、どのような方法で行われるの

か。 
先般、清水東小学校校長や清水東公民館長等を交え話をする機会があ

り、そこで校長曰く本校には空き部屋が無いと述べていた。我々は、体

育館の一部でも構わないから貸してくれないかとお願いしたが、午後の

体育の授業もあるのでと色好い返事は無かった。小学校での運営は厳し

いのではないだろうか。 
振興課： 学校教育課に問合せた内容で回答したい。 

清水東地区の児童クラブについての内容は、平成２８年度に清水東小 

学校内のスペースで準備を進めていくための予算を計上しているとのこ

とであった。委員ご承知のとおり、くりのみ放課後児童会は旧清水北保育

園の施設を利用、清水西児童クラブは旧清水西保育園の施設を利用、清水

南児童クラブについては、清水南小学校の施設を利用している状況であ

り、学校教育課は、清水東地区の児童クラブは清水東小学校のスペースを

想定して準備を進めようとしていると聞いている。 
平成２８年度の予算であることから、新年度になって、本格的に学校 

や地区等を交えた打合せや説明等が行われるものと思われる。 
オブザーバー： 平成２８年度清水地域の主要事業（案）概要の防災関係について、清

水西小学校に貯水タンクが整備されるとのことだが、本件内容は、清水西

地区連合会での引き継ぎが無かった。関係する地係の大森町等が知ってい

るのであれば良いのであろうが、本件のような事業内容は、地区に対し特

に説明はなされないのだろうか。又、口外して構わないか。 
振興課： 本件について、支所では、市危機管理室が地元に対し、どこまで説明を行

っているのかは把握していないが、通常、地区との協議を行わずに本件の

ような予算を計上することはないと思われる。議会を通り予算が成立した

後ではじめて執行されることはご理解いただいた上で、関係者に問合せ等

していただいて問題ない。 
 

以上 

 


