
旭公民館　4/8

質問・要望 内容

質問
起債の元利償還金は、地方交付税で補填される額は。

回答
臨時財政対策債は全額地方交付税措置、合併特例債は７０％国が補填してくれる。建設債等は１００％市の持ち出
しとなる。

質問
歳出の義務的経費が54.5％これをどのように押さえていくのか、他市との比較はどうか、今後扶助費が増えていく
がどうするのか。

回答
健全財政計画を策定し人件費を減らしている。逆に公債費が増えている。北陸新幹線の延伸等で西口が建設ラッ
シュで、この辺を削減出来ないかとの意見もあった。

質問

平成２６年度予算のなかで、防犯灯の設置補助これはありがたい。最近、福井でも強盗がある。市民が安心、安全
で暮らせるようになるためには、どのような方法があるのか。将来に向けてのビジョンを聞きたい。（防犯カメラ
等、交流人口の増）

回答

 LED化は福井市の場合１万円の補助　ことし４２００件見込んでいる。通学路は優先的に設置していく。暗いとこ
ろはご意見をききながらすすめていく。全国的な犯罪が増えている。家族や親族間での犯罪が増えている。危機管
理室に最近まで警察の幹部に出向してもらった。豪雨のあとは組織を拡充して３０名体制となっている。安全、安
心のまちづくりを総合的にすすめている。市長も力を入れている。防犯カメラは予算化していないが、今後努力す
る。そのためには設置に向け市民の理解が必要。

質問
中央公園を再整備するにあたって市民や近隣住民の意見を聞いているのか。今後聞く機会はないのか。

回答
中央公園についてはパブリックコメントや市民の意見を聞きながら進めてきた。今後も意見を聞きながら進めてい
く。

意見要望
使い勝手がよく県都として有意義な中央公園にしてほしい。

質問
西口再開発について、金沢は平成２７年３月に新幹線が開通するが、福井は県も含めて何か取り組みが遅いような
気がする。金沢駅は５年ほどで完成した感じがする。あとどれくらいで完成するのか教えてほしい。

回答

福井駅西口では５つ、６つの事業が平行して取り組まれている。近い将来に活性化に向けて目に見えるものになる
のではないか。平成２７年度に再開発ビルは整備される。新幹線はその１０年後だが、工期短縮に向けた取り組み
を進めている。西口再開発は民間事業者、その周辺整備は市、新幹線整備は県が行うなど、わかりにくい事業であ
る。市では都市戦略部において進めている。
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旭公民館　4/8

質問・要望 内容

質問
新しく公民館、公園にしてもらった。福井球場の跡地もきれいにした。ここはガス局の跡地である。ここはまだガ
ス局の土地なのか。福井球場の跡は。高い建物は建てられないのでは。

回答
福井市の所有。福井球場後の利用については福井市としての明確な回答はない。

質問
サブアリーナの話があったが、国体関連予算の計上はどのくらいか。

回答
県下各市町が取り組み始めている。具体的に計画ができていない。予算がはっきりしていない。これからつめてい
く中で出てくると思う。

質問
朝鮮学校への補助金が盛り込まれている。初等科、中等科がありほとんど県外から通学している。拉致被害者を出
した県として福井市議会で議論してほしい。

回答
外国人の安全を守る事は自治体の役目であり、子供の健全育成に向け自治体が補助するべきと考える。

回答
教育振興費で支出されている。年度によって違う。２０数万円程度。（参考まで）

質問
３、１１付けでリトライトプリント、国の学習テストの過去問題等プリントづけの学習をするような通達が県から
あった。将来的にこれでは学力が落ちるのはないか。

回答
ご意見を承る。教育関係については市を通じて県へ報告する。（県の案件であるため市としては答えにくい）

質問
企業立地支援事業の候補地はあるのか。

回答
テクノポート福井、福井市中央工業団地（テクノパーク福井）で対応しているが、新たな候補地が必要との考えを
もっているため高速道路のインターチェンジ付近での検討もしていきたい。

質問 特別会計予算の２．１％減の理由は。

回答
競輪事業のビッグレースがないため減った。交通災害共済の廃止が原因ではないか。また平成２５年度は駅周辺整
備など補正予算が大きかったためその影響ではないか。

意見要望

駅周辺が様変わりしている。今後新幹線も来るが、旭地区は空き地、空き家が増えている（来訪者への対応ができ
ていない）。現実に起きていることを早く対策してほしい。業態が様変わりしている。民間と連携して福井市も
（活性化に向け）努力してほしいという意見を申し上げる。
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上文殊公民館　4/8

質問・要望 内容

質問
社会保障費が増大しているが、国民健康保険、介護保険を含む特別会計の予算が2.1％減額しているのはどういう理
由か。

調査結果

社会保障費の増大は国に限ったことではなく、地方においても同様な状況である。
特別会計には、国民健康保険特別会計をはじめ全部で１３あり、平成２６年度当初予算において、対前年度比で２.
１％減となっているが、これは１３の特別会計総額での減ということである。
この主な要因としては、平成２５年度に行われた特別競輪分の経費の減額のため競輪事業特別会計が４１億４,８０
０万円の大幅減となったことが挙げられる。
その他、集落排水特別会計で１億６千万円の減などがあり特別会計総額では減となったが、その一方で、国民健康
保険特別会計や介護保険特別会計などは前年度よりも増額となっており、特に介護保険特別会計は１３億４,３００
万円の増となっている。

質問
防犯灯のLED化補助の進め方は。

回答
LED照明に関しては、順次自治会からの申請に対応(不足時には補正予算等での対応も検討）。

質問
市債対策の現状、対応はどう取られるのか。予算に対する費用対効果、投資効果、数値目標などは取られているの
か。

回答
予算特別委員会、決算特別委員会などをはじめ、費用対効果を確認しながら、理事者を含めて市政運営させて頂き
たい。

質問
町名表示板の下部の地図は必要なのか。矢印などで案内した方がよいのではないか。黒、白で大丈夫なのか。色は
退色していくが大丈夫なのか。

回答
色に関しては議会からもさまざまな意見が出たが、市としては弱視の方が見やすい黒・白のユニバーサルデザイン
を採用した。今後も市民が使いやすく、わかりやすくなるよう市にお願いしていく。

質問
行政サービスを受ける出張所が近くにはないが、総合支所などがある他地区(合併地区）との差はどう考えられてい
るか。
行政顧問を置いている地区がまだあるのか。

回答
近年合併地区も10年の期限を設定しながら今後協議していくが、行政サービスの低下に繋がらないように気を付け
つつ、業務の統合スリム化も進めていかなければならない。行政顧問は今は置かれておらず、地域審議委員が対応
している。

質問
歩道等のバリアフリーの進め方、申請の仕方はどうすればいいのか。

回答
歩道等に関しては、要望等は自治会毎に検討して頂き提出してもらう。
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上文殊公民館　4/8

質問・要望 内容

質問
上文殊地区の道路状況は難しく、狭隘路線が多く、私道を含めて大変危険である。戸ノ口トンネル開通後さらに危
険が増すと思われるがどう対応してもらえるのか。

回答
地元協力(土地提供をはじめ）を含め、市道昇格などで自治会からの要望をぜひ上げてほしい。

質問
生活保護費が増大しているが、生活保護に至るまでの支援について議会として立案などはしていないのか。

回答

生活保護受給者は年間100人程が増えている。困窮者支援のモデル事業を県が福井県社会福祉協議会に委託して実
施している。平成27年度から、本市も県を参考に就労支援を始め、生活保護に至るまでの支援をする予定であり、
国がその財政支援をする。

質問
少子高齢化対策への施策を。
子育て支援の面からも、児童館の必要性は重要。

回答
児童館建設は検討していない。児童クラブとして現状施設を利用しつつ、市 ＋ 地元との協力で対応していく。

質問
上文殊地区も朝倉氏遺跡の入り口として強化してほしい。

回答
今後も対応していきたい。

意見要望
自治会にわかりやすい、補助金の一覧表を作成してほしい。
市民に公平な募集が必要ではないか（手続きに慣れた人だけが補助金をもらえるのは不公平ではないか）。

回答
現状ではわかりやすい一覧表はないかもしれないが、今後取りまとめるよう要望していく。

意見要望
コミュニティバス協議会があるが、業者選定などで苦労している。
地域路線バスを含め、デマンド型のタクシー利用も検討に入れていきたい。

備考
清水グリーンラインをはじめ、デマンド型などの検証実験をしており、今後他路線にも活かされていく。
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木田公民館　4/9

質問・要望 内容

質問
防犯灯のＬＥＤ化で以前よりも明度が落ちている場合がある。防犯上の観点からＬＥＤ化によって以前より暗くな
るのでは意味がない。市として指導の仕方に改善が必要ではないか。

調査結果
設置器具の選定は、各自治会が状況を勘案し、必要に応じた器具を選定しており、それに対し、１灯あたり１万円
を補助している。

質問
風水害の避難所に花堂保育園がなっているが、避難所として適当でないのではないか。

調査結果
風水害時に、豊地区で一番目に開設されるのは、豊公民館であり、状況に応じて、豊小学校、花堂保育園を開設す
る。万が一浸水した場合は、上の階に避難して、救助を待つことになる。

質問
空き家対策で、当該地区にも所在不明の古い空き家があるが対象となるのか。

回答
制度の対象となるのは近隣住民に危険・迷惑になるなどが対象であり、どの空き家も対象となるわけではない。所
在等を調べるのも事業の対象である。

質問
市の借金能力は、どの位か、また市債が過剰ではないか。

回答
市債を減らす取り組みは重要であり、健全財政計画では、平成２９年度には臨時財政対策債を除いた市債の残高を
１０００億円程度に減らす計画となっている。

質問
防犯の目的からカメラ設置を行ってはどうか。

回答
プライバシーの問題などもあり、現在そのような計画はない。商店街などに設置されているところがある。

質問
木田地区の建設事業はどのようなものがあるのか。

回答
西木田地区の浸水対策、放課後児童クラブの拡充などがある。

質問
福井駅周辺開発や空き家対策など進めているが、駅周辺の空洞化は人が集う魅力が乏しいのではないか。

回答
駅周辺の再開発事業などを行っており、県都の顔づくり、賑わい、交流人口の増加を目指している。その推移を見
ていきたい。
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木田公民館　4/9

質問・要望 内容

質問
中央公園の再整備ビジョンは人の集まりか歴史か、その狙いがあいまいではないか。またいつごろ完成予定なの
か。

回答
公園としての機能と歴史を感じる機能の両面を併せ持ったものとしたい。また全体の完成は、新幹線が開業する２
０２５年の予定である。

質問
認知症への対策は地元だけでは難しい。市としての対策はどのようなものがあるのか。

調査結果

認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するために、認知症理解普及促進事業として、認知症サポーター活
動支援事業や認知症初期集中支援チーム設置事業、さらに認知症カフェ設置事業などを行い、早期発見や予防、認
知症の本人や家族を支える活動を支援している。

質問
狐川や花堂川は油が浮く、色が汚いなど汚染されているのではないか。市として対策はとっているのか。繊維会社
の汚水は下水へ流すべきではないか。

調査結果

月１回市内代表河川の水質検査を行っており、河川環境の把握を行っている。狐川は、環境基準を満たしており、
水質は悪化している状況でないと考える。事業所は、水質汚濁防止法に定められた排水に関する規制基準を遵守し
なければならず、適切に排水処理を行い、規制基準に適合する排水を河川に放流している。

質問
子ども子育て支援事業計画策定事業の予算が２２１万円とは少なすぎないか。

回答
事業を行うためではなく、計画をつくるための予算であり、審議会で調査、研究していく。

質問
他自治体とごみの分別に差異があることから、転入者のごみの仕分けが十分でないなどトラブルや混乱を起きてい
る。全国の自治体で統一できないのか。

回答
ごみ焼却施設の能力は全国の自治体でそれぞれ差があることから、仕分けの統一は難しい。また、焼却場の新規建
設も大きな財政支出が必要であることなどから難しいのが現状である。

質問
中央卸売市場の改築はどの辺りを行うのか。一般開放に出店する店舗の公募の状況はどうなっているか。

調査結果
北側棟は改修を行わず、一般開放されるのは、南棟である。現在の業者で、マスは、埋まっており、一般公募は、
行っていない。
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木田公民館　4/9

質問・要望 内容

質問
県庁移転後のお堀の跡地の活用など、観光振興は県と一体でやることが重要ではないか。

回答
ご指摘のとおり、県とも協力して観光振興を進めるべきと考える。

質問
ガス料金が約１０％値上げだが、ＬＰガスなどにシェアを奪われてしまわないか。

回答
議会でも賛否の意見があったが、オール電化の普及が進む中で、一般家庭の普及が進まない中、苦しい値上げであ
る。ご理解をいただきたい。
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麻生津公民館　4/9

質問・要望 内容

質問
市道の拡幅の際、土地を無償提供したが、その部分の固定資産税が毎年請求されてくる。このようなことは直ちに
是正して欲しい。

回答
税金の減免については、各自治会長が市道に使っているという申請をすれば減免の対象となる。市でも毎年市道の
登記替えを行っているところであるが、追いついていないのが現状である。

意見要望
私の地域では自治会としての協力が得られない状況がある。減免のシステムについては、ごく 近行政から教えて
もらった。部局間の連携による市政運営ができるよう議員も尽力してほしい。

質問
町名の表示は、各町内が申し込めば看板が設置してもらえるのか。三十八社にはもともと付いていないので、 初
に付けてほしい。

回答
古いところから、または付いていないところから計画的に付けていく予定。麻生津地区においてどうなるのか確認
していく。

調査結果
今年度調査計画を立て平成２７年度から２９年度で設置していく。撤去した所を 優先に設置し、以後計画的に順
次進めていく。

質問
麻生津地区、我々住民の生活ってどうなるんだろうか。市議会としてどういった意見（考え）を持っているのか教
えてほしい。

回答
我々の個人的な意見は言えない。議会としての決定事項についてしか申し上げられない。

質問
空き家を壊す時の補助はいくらなのか。例えば壊す時に１００万かかるといわれたら、いくら補助してくれるの
か。

回答
１㎡あたり５０００円、上限５０万。

質問
福井ハイツにおける道路での下水道工事後の舗装の亀裂や沈下についての対応は。

調査結果

福井ハイツの下水道整備は地元要望に基づき団地下水から公共下水道への切り替えを平成２０年度から取り組んで
いるが、現時点で５世帯が公共下水道に未接続であることから団地下水も撤去できない状況となっている。今後は
パトロール等により段差の危険箇所があれば、部分的な補修は可能であるが、全体的な舗装の本復旧については、
公共下水道への切り替えが速やかに行われ団地下水が撤去できれば早急に行っていきたい。
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麻生津公民館　4/9

質問・要望 内容

質問
耐震診断について、平屋に二階部分を増築した家屋で診断を希望したら、診断の必要がないと市役所で言われた。
本当に大丈夫なのか。

調査結果

耐震診断が必要な建築物は、既存部分がともに昭和５６年５月以前に着工した建築物となる。診断の必要がない
ケースとしては、２階部分の増築が昭和５６年６月以後の場合、既存部分も含め建築基準法の新耐震基準に適合し
ていることが前提となっているためである。「診断の必要がない」との回答は、このような相談ケースと推測する
が、個別に相談に応じたい。

質問
足羽中学校の前の道路が大変混雑している。道路の拡幅と交通規制ができないか。

調査結果

混雑の主な原因は、生徒を送迎する車が中学校前で停車するためであり、現時点で道路拡幅の計画はない。当中学
校では保護者に対し学校前での乗降をしないように文書でお願いしているとのことである。
交通規制に関しては福井南警察署の管轄となる。

質問
下水道事業を数年前に行ってもらったが、工事後で地盤沈下がおきてくる。下水工事を行った事業者が自ら道路課
と連携を図り地盤沈下まで見込んで何年後かには道路補修しているのか、それともほったらかしなのか。

回答
まず埋戻しして、仮復旧するそのあと２年半後に本復旧する、その間沈下した場合には下水道部の方で補修するこ
とになっている。

再質問
麻生津地区においては必ずしもそのように復旧してもらえていない箇所がみられる。

回答
持ち帰り、道路課に伝える。

質問
福武線に自転車が持ち込めるようにならないか。

回答
えちぜん鉄道ではすでに行っているので、福武線についても市議会として要望していくことは可能と考えるので協
議していきたい。

質問
放置自転車の問題があるが、市内を自転車でゆっくり散歩したい。自転車置き場について具体的に考えていないの
か。

回答

市としても放置自転車については重要視している。４月からは自転車利用推進課を新設し、そこで対応することに
なった。中心市街地には県が無料で貸し出している「みどりの自転車」や、有料にはなるが福井市が貸し出してい
るアシスト付き自転車「ふくチャリ」がある。

2



麻生津公民館　4/9

質問・要望 内容

質問

予算の説明部分で、いろんな事業について単年度でこれだけの予算を使うのか、複数年度で総額いくらあってその
うち今年度これだけなのか。説明がわかりづらかった。弓道場の予算３億円は今年度だけなのか、３年間で１０億
円使われるのか。

回答
市の予算編成では単年度の予算を挙げている。弓道場の予算に関して、体育館周辺整備を３年間で行う予定の中
で、３億円は弓道場整備を含めた、単年度の周辺整備予算である。

質問
民生委員の指導を徹底してほしい。市はどの程度行っているのか。

回答
民生委員については、昨年１１月に新たな委員が決まったが、以前より増員されている。また毎回毎回研修を行
い、レベルアップを図っている。

質問
農政企画室で、安らぎ農村連絡会　今年度に入ってもう一つ積極的な支援が得られなくなってきた。

回答
農村部と都市部の交流事業として取り組んでいるところだが、現状をもう一度把握、検討したいので持ち帰らせて
ほしい。

調査結果

平成１９年からイベント開催費用や物品購入費用の支援を行ってきたが、運営体制が整ってきたことから平成２５
年度以降は独自で運営をしていただくことになった。今後は、団体間の情報交換や本会及び各団体が開催するイベ
ント等の周知に対し支援を行っていく。

意見要望
議会報告の目的は何か。どんな苦情があるのか、どうしたら発展していくんやと言ってくれれば、この報告会の参
加者も意見がどんどんいえるが、役所の改築や中央公園、西口の話をされても意見は出ない。

意見要望
一般会計の１７％という人件費は適当かどうか。福井はラスパイレス指数が高いのではないか、これを抑えること
によってもっと起債が抑えられるのではないか、調べていただいて議員活動に活かしてほしい。

意見要望

公共施設が使いにくい。学校の体育館を借りるのに相当の労力がいる。また借りる場合に鍵が一つとなっていて、
不合理なことを市民に強いている。例えばみどり図書館の利用時間についても、市民の仕事が終わった後でも使え
る時間帯まで延長できないかなど、もっと市民目線に立って議員活動を行ってほしい。
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岡保公民館　4/10

質問・要望 内容

質問
市債が増え続けているが、市債増の歯止めが必要。財政破綻しないように注意するべきだがどう思うか。

回答

市債の目的は将来に渡って長期間使用される公共施設の整備費の負担を現役世代と将来世代の間において公平にす
るというものであり、本年度の市債増は、明道中学校改築などの事業費による増加などが要因ではある。平成24年
度の実質公債費率は11.4％となり、起債制限にかかる18％を下回っているが、今後も慎重に借り入れを行ってい
くよう見守っていきたい。

質問
LED照明の具体的目標はあるのか。自治会への協力依頼はどうなるのか。

回答
議会として年次目標等は確認していないが、自治会負担もあり時期、理解も求めながら、LED照明化100％を目指
している。当初予算が不足した場合は補正予算などでも対応していく。

質問
中部縦貫自動車道開通による福井北インターチェンジ周辺地域の市街化調整区域の土地の利用法、時期、範囲につ
いての考え方は。

回答
今回は県が事業を進めていて、範囲の大半は永平寺町になるが、本市としても今後、中部縦貫自動車道開通を機
に、企業誘致を進め、迅速に対応できるようにと議会でも議論している。

質問
ゴミ還元金は平成19年以降減り続け、平成25年度は約半分となっている。本年度はさらに1/3に減っている(有価
物の単価下がりによる売却益減の為）。ゴミカレンダーも作れない現状であり、6月議会にて対応を願いたい。

回答
3月定例会の予算特別委員会でも取り上げられた質問であり、市としても検討すると回答があったが、議会としても
対応を求めていく。

意見要望
朝鮮学校への補助金が出ているが、人道的にこれが正しいことか疑問に思うが、議会としても取り上げてほしい。

意見要望
福井の桜の見どころとして、足羽山だけでなく、東山公園にも力を入れていただきたい。

意見要望
過疎地、農村地域の住民生活、人口減少、ふるさと人口維持への対応、雇用対策を含めた「帰りたい、戻りたくな
る」施策を取ってもらいたい（特に中心市街地に比べると対応が不十分）。

意見要望
東山運動公園が利用者が14万を超えてきたが、更なる利用率の向上(飲食スペースなどの利用）を図って頂くとと
もに、駐車スペースの確保、コミュニティーバス、さらに地域路線なども拡充してほしい。

意見要望
市体育館の駐車場が不足している。地下駐車場などへの対応も考えてほしい。

1



大安寺公民館　4/16

質問・要望 内容

質問
大安寺公民館に掲示されている津波高６ｍの看板は、実際の６ｍの高さに設置されているのか。

回答
危機管理室が住民の皆さんが見やすいところとして掲示した。実際の６ｍの高さではない。（公民館館長答弁）

質問
市役所職員がもっと公共交通機関を利用すべきだと考える。チェックして欲しい。

回答
ノーカーデーを実施し、ノーカーデーについてはチェックしていた。通常通勤については、持ち帰り理事者と協議
していきたい。

質問
非常用貯水槽の装置は、災害発生時に誰が操作するのか。

回答
各自主防災組織で避難所運営マニュアルを作ることを勧めている。各地域で協議していってほしい。また、防災訓
練時に市の危機管理室の説明を受けるなど地域住民の方が使えるように訓練してほしい。

質問
公園には、癒し・防災等いくつも目的があるが、中央公園の構想には何の目的も感じられない。もう少しレイアウ
トを考えて、人の心をいやす中央公園にしてほしい。

回答
最初に示された案より歴史を感じられるように修正されたと考えている。心をいやす公園にとの要望については持
ち帰り理事者にもう少し工夫するよう伝える。

質問
民生委員の報酬は民生委員協議会に回り、ほとんどボランティアとしての活動になっている。高齢化社会の中で
益々活動が大変になってきているので、民生委員に対する手当を考えてほしい。

回答
民生委員の数を増やし、担当する人数の軽減に取り組んできている。民生委員の手当についてはここでは答えられ
ない。持ち帰り理事者に伝える。

質問
幼保一元化というが、大安寺地区には幼稚園はあるが保育園がない。６割ほどの子が遠方の保育園に行っている。
保護者が困っているがどうにかならないか。

回答
市は今年度ニーズを把握しながら検討を始める。今年度中に子ども・子育て支援事業計画を策定することになって
いる。

質問
予算作成は理事者が行ったのだからこのような説明は市側が行うべき。議会が報告するメリットや理由は何か。

回答
議会に提案されたものの決定経過を報告することが本会の目的である。

1



大安寺公民館　4/16

質問・要望 内容

質問
今回の報告では抽象論が多い。具体的にどこが修正されたのか、議会として提案したことや、大安寺地区に関した
内容をピックアップして報告してほしい。

回答
８地区に分かれて報告会を開催していて福井市全体の流れについての報告となっている。今回２年目であり、まだ
十分とは言えない。ご期待に応えられるように努力していきたい。

質問
行政改革といわれているが、議会として議員の歳費削減についての取り組みはしているのか。

回答
議会改革特別委員会を設置し、議員の歳費削減についても検討している。

意見要望
平成２６年度の予算の中に朝鮮学校に対する補助金が組み込まれている。どういう教育がなされ、補助金がどのよ
うに使われているか理事者も知らないのではないか。拉致被害者を出している福井としてそういったところへ補助
金を出すことはいかがなものかと思う。市民に周知するする意味でも議会で取り扱ってほしい。

意見要望
市営地下駐車場は駅前に行こうとすると、地下道を上がったり下がったりして冬季は特に不便である。いくつかの
事業で県と市の一体性がないので市民の立場で働きかけてほしい。

備考
これまで県と市はなかなかタイアップできなかった。今後、県と市が連携し利便性を高められるよう議会で主張し
ていきたい。

意見要望
大安禅寺から流れてくる田ノ谷川の中の島にゴミがよく捨てられている。清掃してほしい。

備考
市の河川課では清掃費が予算化されているので、要望してほしい。

意見要望
昨年冬は除雪費が余っているのではないか。それを河川清掃などに充ててほしい。

備考
除雪費は当初予算では準備費としてのみの計上であり、実際にかかった費用はかかった分を３月補正で清算する方
法をとっているため、残は出ない。
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西藤島公民館　4/17

質問・要望 内容

質問
防犯灯のＬＥＤ化によって消費電力はどの程度軽減されるのか。

調査結果
１０ｗまでの防犯灯の場合、１灯につき１カ月２８円程度軽減される。

質問
市施設の使用料の消費税増税の転嫁はおかしいのではないか。

回答
市の施設利用料について、消費税増税分を引き上げたが国に納める義務はないが、施設の維持経費に消費税がかか
るので市民に負担をお願いした。他自治体では引き上げなかったところもある。

質問
隣の石川県の自治体では、市内の業者でないと仕事が取れないなどルールがある。福井では安ければ使われるなど
差異がある。地元業者を育て、守る取り組みが必要ではないか。

回答
市としても建設事業への入札では市内業者に限定している。しかし、他自治体の状況を調査しながら市としての取
り組みを検証する。

質問
空き家対策について、私有財産である空き家の解体に、税金を投入することに問題はないのか。

回答
空き家の問題は全国的にも取り組まれている中で、市でも議論されてきた。１㎡あたり5，000円で、５０万円ま
で補助を出すこととなっているが、審査した上での認定となっており、無差別に出すことは考えていない。

質問
西口中央地区開発の総事業費129億円のうち、現在はどれくらいの額が拠出されたか。

調査結果
現在の拠出額は、２８．３億円である。残りは、平成２６年、２７年度に拠出予定である。

質問
森田北東部の保留地の売れ行きはどうか。

調査結果

平成２６年４月末現在で、保留地処分率は４６％である。過去５年は、年間４％以上の処分率が続いており、平成
２５年度は、川西国道線の供用開始の影響や北陸新幹線用地保留地の売却も手伝って、過去最大の１２．８％の処
分率と８．３億円の売り上げを記録した。

質問
駅周辺の商店街を活性化する施策についてどのように考えているか。郊外の大規模出店を規制すべきだったのでは
ないか。

調査結果
駅周辺の商店街の活性化は、本市にとっても重要課題と考える。中心市街地チャレンジ開業支援事業や企業家支援
セットメニューで空き店舗の減少やまちづくり活動推進事業によるイベントの開催などにより、賑わいの創出を目
指している。

1



西藤島公民館　4/17

質問・要望 内容

質問
下水道施設の建設は計画通り進んでいるのか、進捗状況を教えて欲しい。

調査結果

平成３２年度末までの汚水処理人口普及率１００％を目指し整備を進めている。平成２５年度末の普及率は、９
２．７％に達している。公共下水道としては、市街化区域の整備が、おおむね完了し、今後は、調整区域の普及拡
大に取り組んで行く。

質問
道路や歩道が痛んだままになっている。橋の老朽化などの維持管理、その計画はどうなっているか。

回答
平成２５年度当初予算に比べ増加している。

質問
新幹線福井開業に向けて議会としての後押しを。

回答
新幹線開業は議会としても応援していく。

質問
朝鮮学校に市から補助金が出ていることをどう考えるか。

回答
市として図書購入に対する補助を行っている。政治的対立を子どもの教育の場に持ち込むことは適当でないと考
え、教育の平等という立場から補助を行っているものである。

質問
地区によって児童館に入れる年齢に地区によってばらつきがある。統一すべきではないか。

回答
施設の不足で地区によって入りたくても入れない子どもがいる。小学校３年生以上の児童も受け入れられるよう改
善する事業計画を策定中である。

質問
農業・産業育成のソフト事業の結果や報告が現場の実態と合っているかをチェックできているか。

回答
ソフト事業はすぐに結果として表れにくいことや、結果を実態として捉えにくいこともあるが、その結果について
チェックを強めていきたい。

質問
福井駅を降りても橘曙覧の生家がわからない。わかりやすい表示を。

回答
表示はわかりやすいものを検討する。
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越廼公民館　4/17

質問・要望 内容

質問
人件費が計上されているが再雇用職員の人数と費用はどれくらいか。

回答
全体的には非常勤職員７４６人と正規職員とあわせて３０００人くらい。詳細は持ち帰り回答したい。

調査結果
平成２６年度の再雇用職員の人数は、４月１日時点で１８３名、予算は４億７７４９万５千円である。

質問

総合支所長がいるが権限もなにもない。高齢化社会で空き家等が増えてきている。きめの細かい相談体制が必要と
なるなか、支所に権限を与えるべき。人口減、要介護者が増加している。どこで相談対応すればよいのか支所権限
の強化を。総合支所体制の見直しがいわれているがどのように見直すのか分からない。不安がある。見通しを知ら
せてほしい。

回答
総合支所に権限が無い訳ではないが、業務遂行にあたり本庁との相談は必要。合併の時の条件の進捗を確認したこ
とがあった。約束すべてが遂行されるかは不明だが、少しづつでも前に進めていきたい。市長と話をして努力して
いきたい。

質問
人件費について企業と比較してどう思うか。

回答

官民含めて人材の活用の観点から再雇用は必要ではないか。再雇用の人件費は正規職員の１/4程度。再雇用制度に
ついては官民一体で取り組む課題ではないか。高齢化が進む中で働ける間は働くことで良いのではないか。正規職
員は減少している。仕事量はそのまま。再雇用でその穴埋めをおこなっている。年金支給開始年齢が伸びているな
かで再雇用制度は必要ではないか。

質問
人口３０万人の特例市を目指す事で合併に賛同した。旧村から３０項目の要望がある（福井四ケ浦線の整備等）。
委員会等で議論があるのか。（過疎債があるから整備出来るとの市からの話もあった。）

回答
県道ではないが、話は当時は出ていたが、県と市は立場が違う。確認をして回答したい。

調査結果
福井四ケ浦線など県道については、市が要望している重要路線について、毎年県と協議して、整備箇所等の報告を
受けている。

質問
高齢者に対する対応について委員会内でやり取りはないのか、学童と高齢者が交流する事業が立ち上がっている。
市として議論がなかったか。

回答
本市の高齢者事業はがんばっていると思うが、本市単独のものはやっていないと思う。特段の議論はなかった。
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越廼公民館　4/17

質問・要望 内容

質問・意見要望
駅周辺で住宅を購入すると１００万円の補助があると聞くが現在進行中か。であるならば減税等の優遇で対応する
べきではないか。

回答
持ち帰り確認して回答する。減税等の優遇については検討が必要である。

調査結果
２世帯型戸建て住宅建設補助、共同建て住宅建設補助は１戸当り上限１００万円補助、店舗付住宅の場合は１戸当
り上限５０万円が上乗せされる。

意見要望
安らぎ農村連絡会（中山間地の活性化をめざし２０名ほどで実施）に助成をしてもらえないか。

意見要望

「歩きたくなるまち」をコンセプトとしているが、名所の案内のサインに工夫が無くわかりにくい。観光主体でま
ちなかを活性化しなければならない。緯度経度のサインひとつで効果が上がる。このような取り組みもお願いした
い（世界に一つしかないもの）。PRの看板をつけるのに2000万円もあればできるのではないか。

意見要望
地域振興会をとおして要望している。過疎債の有効利用を訴えているが越廼だけ優遇出来ないとの事だが考慮して
ほしい。（電波こない、下水道の整備遅れている。社会インフラの整備をお願いしたい。）

意見要望

旧福井市中心の行政がつづいている。地域の方に目が向いていない。越廼には何も無かった。津波対策についても
各連合自治会の中で少数しか発言していない。津波高が７mから５mに引き下げられた。防災は予想外を想定する
べき。一般住民が避難出来る施設等の整備をするべき。それ以外にももっと地域に目を向けるべき。

備考
命が最優先、市に伝える。しっかり市民の声を聞く。市に伝える。出席議員全員の気持ち。

意見要望

道路行政で地域の発展のため陳情要望で道路の拡幅を要望し実現しているが土地を提供しているなかで道路になっ
ているにもかかわらず固定資産税が課税されている。（自分の所で、３９年以前と４０年台、近年登記簿を確認し
ているが分筆登記をお願いしたい）減免ではなく分筆を求める。

回答
非課税としての扱いになる。市は分筆を行っていない。予算としては手が回らない状況。全くやっていないわけで
はないが天文学的数字になってしまう。これが現状。市から答える。

調査結果
ご指摘のような場所がたくさん残されているのが現状。地元自治会から要望が出されている所を優先して対応して
いる。
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