
4月5日 宝永公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問
我々の地域では女性消防団員はまだ不十分である。
どれくらいの地区で女性消防団を結成しているのか。

回答
地区ごとに女性消防団を配備するのではなく、消防局の本部に、今までの１６人に加え、
合計４０名の女性分団を配備する。

質問 国体ボランティアの募集をしているが、ユニフォームや制服の支給はあるのか。

回答 ユニフォーム等を用意するよう福井市で検討している。

質問 国体ボランティアの募集をしているが、今どれくらい集まっているのか。

回答 福井市で2100名募集しているうち、現在380名ほど登録頂いている。

質問
消防情報管制システム整備事業の約10億円の予算について、議会で中身を吟味している
のか。

回答
議会で十分吟味している。約１０年ごとにシステムの更新をしており、市民の命を守るた
めに必要なものと認識している。

質問 足羽山から八幡山に遊歩道を付ける予定はないのか。

回答 足羽山等は現存の道路、公園以外は民地であり、新たな道路の開発は困難である。

質問 宝永小学校と順化小学校の統合の計画はあるのか。

回答 今現在予定していない。

質問 持ち帰って報告するというが、どうやって報告するのか。

回答 福井市のホームページや議会だよりで報告する。

質問
中核市は議会で議決されたのか。いつになったら採決するのか。
2元代表制でこんなことでいいのか。2元代表制とは何なのか。

回答
中核市移行は議決されてない。2元代表制における議会の役割はチェック機能であり、議
会においては、中核市の準備段階についての議論をしている。

再質問 中核市までに時間がない。議会は内々で了解しているのか。

回答 福井市が中核市に移行することでのプラスの面とマイナスの面を議論している。

質問
旧福井市の下水管は合流式であり、降雨時にあふれてしまう。
どんな下水道整備をするのか。

調査結果 松本地区や足羽地区で、雨水貯留施設やバイパス管の整備をすすめています。

質問
学校のトイレの洋式化をすすめているようだが、シャワー付きか。
何割が洋式トイレに改修されるのか。

調査結果
シャワー付きではありません。
28年度末までに、全小中学校のトイレの３７．５％が洋式化されました。
今後5カ年計画で、全小中学校に洋式トイレを整備する予定です。
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4月5日 宝永公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問
「障害者スポーツ大会」について、一般的には障害の「害」は 近ひらがなになってきて
いる。なぜ福井市はひらがなにしないのか。

回答 一部ひらがなで表記し始めている。今後は改善されていくと思う。

調査結果
ただし、「第18回全国障害者スポーツ大会」等の固有名詞や、「障害者基本法」等の法
律名などについては、ひらがなへの表記変更はできません。

意見要望

中核市になることのメリットしか強調されていない。デメリットもあるはず。議員さんた
ちにはデメリットも研究してほしい。
保健所も市が独自で持つことになり、人や建物も必要なはず。
人口要件緩和だけで中核市を目指すべできはない。

意見要望 文化会館は建て替えありきの話になっている。耐震補強して使ってほしい。

意見要望 下水道の具体的な整備計画を広報してほしい。

意見要望
委員会の傍聴に行くが、耳が悪く聞こえない。去年の4月に障害者差別解消法が制定され
た。改善してほしい。

意見要望
政務調査費という名称が政務活動費に変わった。
昨年は全国で政務活動費不正受給が問題になった。
福井市議会もさらに透明度を高めた使い方をしてほしい。

※ 「調査結果」とは、その場で回答できなかった質問について、議会報告会終了後、

市の担当所属で調査した結果です。
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4月5日 和田公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問 女性消防団員は地区の女性防火クラブとは違うのか。

回答
別のものである。
女性消防団員は消防局の本部に配備され、火災予防の普及活動等を行う。

再質問 女性防火クラブから女性消防団員を選出するのか。

回答 そうではない。

意見要望
女性消防団員活動に予算をつけるだけでなく、女性防火クラブ活動にも予算をつけてほし
い。

質問

地域担当職員とどう関わっていけばいいのか分からない。土日のイベントに呼んでもいい
のか。
地域側から働きかけて、地域のイベントの実行委員会等で地域担当職員に役割を割り当て
た方がいいのか。指針を示してほしい。

回答
今年度の事業として、地域の未来を語るミーティング事業を設けた。
できれば地域側から地域担当職員を呼んでもらえるとありがたい。
また、土日にもぜひ呼んでいただきたい。

意見要望
地域担当職員の任期が２年とのことだが、地域を理解してもらうためにもっと延ばしてほ
しい。

質問
環状東線は市道か。
環状東線は、えちぜん鉄道の長本の踏切で車が一旦停止するため、大変渋滞する。北陸新
幹線福井駅開業までには高架化するよう県にも要望してはどうか。

回答
環状東線は県道である。
都市計画道路の見直しで、駅東に抜ける道路建設が計画されている。それによって、長本
の踏切の渋滞も相当緩和されると見込まれるので、高架化の予定はないと思われる。

調査結果
環状東線には、県道の区間と市道の区間があり、長本町の交差点から長本踏切や福井労働
基準監督署に向かう道路は、市道の区間になります。

意見要望
踏切は必ず一旦停止しなければならない。
渋滞解消のため、ぜひ高架化を考えていただきたい。

質問
議会報告会の中で福祉関係の目玉が無いので、何かあるなら教えてほしい。介護施設等に
入りたくても入れない人も多くいる中で、何か施策はないのか。

回答
高齢者の医療や介護への負担を減らすための施策が、福井市として追いついていない面も
あると感じている。議会の中でしっかり議論していきたい。

意見要望
議会は、行政から提案された予算・決算を執行するのではなく、チェックするのが役割で
ある。議会報告会の内容に関しても、予算の中身が前年度と比べてどうであったかを、
しっかりチェックして報告してほしい。

※ 「調査結果」とは、その場で回答できなかった質問について、議会報告会終了後、

市の担当所属で調査した結果です。
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4月6日 一光公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問
歳出の人件費が182億円ある。福井市のラスパイレス指数は、長年１００を超えてい
る。結果的に何十億円も市債として積み上がっている。この責任は、承認した議会にある
のではないか。

回答 人事院勧告に沿った形で提案されている。議会ではきちんと議論している。

意見要望 福井県は１００を下回った。福井市も100を切るようにしてほしい。

質問
国体開催にあたってのおもてなしについて、今年度、福井市の具体的な事業は何か決まっ
ているのか。

回答
今年プレ大会があるので、県と協議を行いながら、具体的な事業が決まっていくと思われ
る。

質問 過疎対策は、どうなっているのか。

回答
美山地区、越廼地区などについては、過疎債を使って対策を行っている。若い人にその地
域に住んでもらって、地域活動等を応援するような取り組みをしているところもある。ま
た、いくつかの地区が連携して対策を行っている地域もある。

質問 予算は毎年使い切るのか。例えば、河川・水路整備事業3億6,000万円はどうか。

回答
要望は大変多く、全てに取り組むだけの予算はない。したがって、計上した予算はほぼ全
て使い切ることになる。また、年度途中でどうしても必要になった事業は、補正予算を組
んで対応する。

意見要望 飯塚町のガス工場の東側の道路が狭く、すれ違いができない。拡幅してほしい。

意見要望
廃校になった小・中学校の建物を再利用できないか、老人ホームとして活用するなど有効
な活用方法を考えてほしい。

意見要望
基幹林道越前西部4号線の整備が、あと10年はかかると聞いている。今ある道路では、
間伐材を運ぶ業者が通れないと言っており、せめて、自動車が通れるよう整備してほし
い。
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4月6日 棗公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問 川西地区に体育館ができるという話を聞いているが、現状はどうなっているのか。

回答
建設の方向性はあるが、まだはっきりはしていない。川西地区選出の議員も強く理事者に
要望しており、理事者側も検討していると思われる。

意見要望
一昨年、市長の市政報告会で川西地区に体育館を建設するとはっきりおっしゃっていたの
で期待している。

質問 弱者に対する予算が少ないように思えるがどうか。

回答
一般会計の歳出項目のうち、扶助費が弱者に対する予算に当たる。各予算項目の中では、
扶助費の占める割合が一番大きい。ただし、昨今の情勢を鑑みて、これで十分なのかは改
めて考える必要がある。

質問 都市ガスは市内中心部に配管されているが、郊外に区域を拡大する予定はあるのか。

回答
郊外に都市ガスの区域を拡大する計画はない。最近新築される住宅はオール電化であるこ
とが多く、都市ガスの需要が低いことも一因と思われる。

質問 園芸技術研修施設はどこに建設予定か。

回答 大町地係で、新幹線用地に隣接する形で建設する予定である。

質問 女性消防団員に任用された方には、各地区での指導・講習をしてもらえるのか。

回答
各地区で、ＡＥＤの取り扱いや応急手当の指導、火災予防の普及啓発などを行う予定であ
る。

調査結果 実際に女性消防団員が各地区に出向き、活動を行うのは平成３０年度以降の予定です。

※ 「調査結果」とは、その場で回答できなかった質問について、議会報告会終了後、

市の担当所属で調査した結果です。
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4月7日 森田公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問 市債残高の総額が増えているが大丈夫なのか。

回答
必要な事業の推進にあたり、一定の市債は発行しなければならない。平成２９年度予算で
は、市債の返済額が１８０億円で、発行額の１６５億円を上回り、結果として市債残高が
減少する見込みである。市債の動向については、議会としても注視していく。

質問 国民健康保険税の資産割をどうにかできないか。

回答
国民健康保険税については、平成28年度の教育民生委員会において、県が平成３０年度
以降の統一的な算定方法などを運営方針で定めると聞いている。
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4月7日 清水東公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問 副市長が2名配置されているのはなぜか。条例化されているのか。

回答 条例化されている。

調査結果
地方分権改革の進展により、地方自治体が担う役割と責任が拡大するなかで、組織運営面
におけるトップマネジメント機能の強化が不可欠であるため、副市長を2名配置していま
す。

意見要望
副市長は１人にすべきだ。議会がチェックし、不要な財源を使わず、生活者のために使う
べきだ。年金の給付額だけでは生活できない。介護保険も高額だ。また、私立大学なんか
入学金が150万円もかかる。生活なんかできない。

質問 足羽山の動物園のアクセスはよくなるのか。

回答 動物園の建物や周辺を整備する予算であり、動線の整備費用は今回計上されていない。

意見要望 公共施設に向かう交通の便が悪い。

質問 借金を返せる目途があるのか。議会では議論になったのか。

回答 議論はしている。議会としても注視していきたい。

質問 市役所庁舎が老朽化している。もっと便利なところに移転の計画はないのか。

回答 県、市庁舎は2050年までに移転予定である。

質問
建設委員会の予算の内、旧清水町の下水道の維持管理費用はどれくらいあるのか。清水町
だけ恩恵がないのではないか。

回答 旧清水町も含めた福井市なので、全体の予算の中でみている。

質問 限界集落（空き家、荒地等）対策について議会で議論しているのか。

回答
空き家情報バンクがある。空き家の解体には補助が出る。空き家、荒地等は私有財産のた
め、行政の直接対応は困難である。対策費用についても、歳入に見合った予算では限界が
ある。

質問
駅前の恐竜を設置しているスペースが無駄。駐車場にするべきではないか。東側の駐車場
もなくなった。

回答 恐竜は賛否両論ある。駐車場対策も進めていく。

質問 北陸新幹線福井駅開業をどのように考えているか。

回答
北陸新幹線福井開業アクションプランを作成し、台湾などへのインバウンド対策等を推進
している。

質問 有害鳥獣対策はどのようになっているか。

回答 嶺南地域のように、広域で処理施設ができないか議論している。

意見要望

市長を補佐する副市長を２人にするなら、給料を引き下げるべき。
市長と議会は車の両輪というわりには、議長は市長より給料が低い。副市長は選挙で選ば
れていないのに、副議長よりも給料が高い。
市の3役の退職金が高く、総理大臣より高い。議員は退職金もない。議会が誰も指摘しな
いのはおかしい。身を切る改革をしてから予算の提案をしてほしい。

意見要望 清水町が福井市と合併してよかったと言われるようにしてほしい。

意見要望 福井市は議会モニター制度がない。開かれた議会というわりには矛盾している。

意見要望
議員の政務活動費について、使った分だけ請求する方式にするべき。
領収証をインターネットで公開してほしい。

意見要望
議会報告会にどの議員がどの会場にいるか明確にしてほしい。
議会は年4回あるので、議会報告会も年1回ではなく年4回開催するべきだ。最低でも年2
回は実施してほしい。

※ 「調査結果」とは、その場で回答できなかった質問について、議会報告会終了後、

市の担当所属で調査した結果です。
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4月11日 社北公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問

予算概要について、今年の市政の柱となる事業がない。枝葉しか説明されていない。熊本
地震等の災害があったが、安心安全のまちづくりなど大事なことが抜けている。国体は全
員参加ということだが、子供が被害者となる事件・事故対策はなされているのか。また、
人口減少対策についての説明もなされていない。

回答

今回の説明は、当初予算の一部のみの説明であり、安心安全対策も人口減少対策も予算化
されている。安全安心は最優先事項であり、それがあっての国体であり、中核市移行であ
り、新幹線開業である。防災や子供の安全が最優先であるという認識は、議会としても
持っている。

質問 道路整備に関しては、市民から情報をもらって補修するようにすべきではないか。

回答
道路の補修について、要望全てに対応するのは予算的に難しい。担当部署で優先順位を精
査して、必要なところから順番に行うようにしている。

質問
国体の花いっぱい運動の話があったが、みどり図書館の周りが除草されていない。何とか
ならないか。

回答
まち美化パートナー制度など市の助成制度もあるが、地域の花壇や公園については、でき
れば地元で清掃等をお願いしたい。仲間を募って活動できるよう、公民館やまちづくり組
織などに相談したらどうか。

質問
この議会報告会の最中に、携帯に大地震の緊急災害メールがきたら、議員の皆さんはどの
ような指示を出すのか。

回答
揺れがきても公民館の中は安全なので、まず落ち着いて動かない、揺れが収まってから、
安全なところに避難するよう指示する。

質問
政務活動費は、後払いでいいのではないのか。また、議員報酬が他市と比べて高いのはな
ぜか。

回答
報酬については、人口に合わせた金額になっているため、県内他市と比べると高くなって
いる。今までに、全国に先駆けて政務活動費のマニュアルを定めたり、議員定数を削減し
たりしてきた。

意見要望
セーレンプラネットで笏谷石の素晴らしい映像を見て、足羽山の七ツ尾口に行ったが中に
入れなかったという話を聞いた。入れないなら、そのように説明すべきではないか。

回答
七ツ尾口は安全上、一般の方は入れないので、そのように説明するよう、市に要望として
伝える。

意見要望
４月10日の足羽山は最高の花見日和だったが、通行規制が解除され車でいっぱいであ
り、歩行者が安全に散策できなかったので、規制解除すべきではなかったと思う。

意見要望 足羽山魅力向上事業の中で、北陸一のあじさい畑をつくるようなことを検討してほしい。

意見要望
昔と比べ、運動公園を通るバス路線が減った。国体のためにも、高齢者の足の確保のため
にも、バス路線の数を増やしてほしい。

意見要望
交通マナーが非常に悪い。国体が開催される１年間だけでもいいから、速度50キロ制限
のところを40キロ制限にするよう議論してほしい。

意見要望 議員定数削減など、議会改革についてしっかり議論してほしい。

意見要望 市議会中継について、質問者と答弁者だけでなく、他の議員の様子も映してほしい。

意見要望 市議会傍聴の際の駐車料金を無料にしてほしい。
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4月11日 宮ノ下公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問 国体開催時には、今以上に体育館の駐車場が足りなくなるのではないか。

回答 国体開催時には、郊外に臨時駐車場を確保し、シャトルバスを運行する計画である。

質問 ５０年前の国体に比べ、盛り上がりに欠けているのではないか。

回答
国体の盛り上がりに欠けていることについては議員も感じており、議会でも質問が出てい
る。私たちも知恵を絞っていきたい。

質問
足羽山の魅力向上事業について、観光客が駅から足羽山など近隣の観光地に行くルートに
ついては、どのように考えているのか。

回答
駅から足羽山や福井駅周辺の観光地を周遊する「まちなか観光周遊バス」を土日に運行さ
せている。また、ふくチャリ（自転車）の貸し出しなどを行っている。

調査結果
まちなか観光周遊バスは、４月３０日から１１月３０日までの期間の土日祝日に、ＪＲ福
井駅東口を起点として午前１０時から午後２時４０分までの間、３５分間隔で運行してい
ます。

意見要望 しっかりとしたビジョンを持って、メリハリの効いた予算づけをしてほしい。

意見要望
開発周辺に新たに警察署や公共職業安定所ができ、道路の混雑がひどくなっている。新し
い道路を建設するなど、改善をしてほしい。

意見要望
福井市の体育館（市体育館や西体育館など）の駐車場が足りていないので、何とかして欲
しい。

意見要望 小中学校のトイレ改修は、５年もかけずにもっと早く実施してほしい。

※ 「調査結果」とは、その場で回答できなかった質問について、議会報告会終了後、

市の担当所属で調査した結果です。
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4月12日 清水南公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問
学校トイレ整備事業について、5年は時間をかけすぎではないか。10年前に質問したと
ころ、すぐ整備する計画があるとの回答だった。ハピリンを建てる前に、学校の洋式トイ
レを整備すべきではなかったか。

回答
予算の制約もある中で、計画的に整備を行っている。議会としても、少しでも早く整備す
るよう要望している。

質問 清水地区に産業廃棄物の最終処分場をつくるという話があるが、議会で議論したのか。

回答 今年の３月定例会で質問し、市としての考えを質した。

質問
繊維産業稼ぐ力向上事業で、繊維産業が本市の基幹産業であるとなっているが、どういう
基準でそう記述したのか。現状とは違うのではないか。

回答
これまでの歴史の中で、出荷額や人口当たりの就業率が高かったということもあり、理事
者側が基幹産業と位置づけたものと思われる。

質問
議会傍聴に来た人は駐車場を無料にするなど、多くの人に議会を傍聴してもらえる方法を
考えるべきではないか。

回答
議会の模様は、ふくチャンネルで土日の再放送も含めて放映しており、そういった面で
は、多くの方に見ていただいていると思っている。

質問
議会が始まる１０分前には、理事者側は席に着いているが、議員側は始まる直前にならな
いとそろわない。始まる５分前にはそろっているべきではないか。

回答
議会を招集するのは市長であり、理事者側は１０分前に揃っているが、議員側は案内放送
が入ってから入場するのが慣例になっている。これからは襟を正していきたい。

質問 トイレを和式から洋式に変えるのに、具体的にいくらかかるのか。

回答
今年度は、3,000万円で8校に整備する。便器１個当たり３０万円で、約１００個を洋式
に改修する。今まで、各階１個以上は洋式トイレがあるようにしてきた。今後は、各校の
トイレの半分以上は洋式になるよう改修していく。

再質問
今現在、どれくらい洋式になっているのか。これから洋式に変えるのが何個くらいあっ
て、いくらかかるのか。具体的な数字を教えてほしい。

調査結果
平成28年度末で、小中学校の全トイレのうち約３７．５％が洋式化されています。これ
から５年間で、約１億５,０００万円をかけて、さらに約５００個を洋式トイレに改修す
る計画です。

意見要望
県や他市の駐車場は無料なのに、大手駐車場が有料なのは納得できない。３０分では用事
が済まない。３０分を超えた場合は、何か措置をして無料にすべき。せめて３０分無料を
１時間無料にしてほしい。

意見要望
清水地区のお米や野菜の安全のことを考えると、産業廃棄物の最終処分場についてはぜひ
慎重に審議、議論してほしい。環境問題、特に水の汚染の問題がないかなど、県に問いた
だしてほしい。専門家を入れた検討会で、目に見える形で慎重に審議してほしい。

※ 「調査結果」とは、その場で回答できなかった質問について、議会報告会終了後、

市の担当所属で調査した結果です。
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4月12日 東郷公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問 福井しあわせ元気国体の各競技を観戦するには、入場料が必要なのか。

調査結果

基本的に入場料は不要ですが、高校野球のみ入場料が必要となります。金額に関しては、
これから関連団体と協議します。また、今年開催されるプレ国体において陸上の「インカ
レ（日本学生陸上競技対校選手権大会）」が開催されますが、こちらも入場料が必要とな
ります。

質問 学校トイレ整備事業に関して、東郷小学校は計画の対象となっているのか。

調査結果
東郷小学校は、今年度の計画の対象とはなっていませんが、「第七次福井市総合計画」に
おいて、５年以内には改修する予定となっています。

質問
美山長寿そば道場「ごっつぉさん亭」の敷地内に廃墟となっている建物があるが、どうす
るつもりなのか。

調査結果
ご指摘の建物は「あいくい亭」があった建物と思われます。現在は、そば道場を管理して
いる地元のそば打ち愛好会の倉庫として使用しています。

※ 「調査結果」とは、その場で回答できなかった質問について、議会報告会終了後、

市の担当所属で調査した結果です。
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4月13日 春山公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問 田原町駅南側のシェルター整備とは、どういう内容なのか。

回答
田原町駅とフェニックス・プラザ間を屋根付きの通路にする。来年の成人式に間に合うよ
う、平成30年1月の完成を目指している。

質問 市立図書館に地下駐車場を設置してもらえないか。

回答

現在、図書館の基本構想を作成する段階にある。駐車場をどうするかについてもこれから
決めていくことになる。今後基本構想、基本計画、基本設計、実施設計をつくるにあた
り、地元の声を反映するため、地元の人に委員会等に入っていただくことを市で考えてい
ると聞いている。

質問
のらネコが増加して困っている。自費で避妊手術したら5～６匹で数万円かかった。市の
助成制度もあるらしいが、すぐに予算を使い切ってしまうと聞いている。どうにかならな
いか。

回答
のらネコ、地域ネコの去勢手術の助成制度については、平成２８年度は７９万円の予算
だったが、平成２９年度は100万円に増額している。また、福井県も助成制度を設ける
など、市も県も対策を拡大してきている。

質問
ネコを飼っている人は責任を持って育てる、のらネコには安易にエサを与えないなど、市
民にアピールしていく必要があるのではないか。

回答
ネコを飼っている人やエサをあげる人のモラルの問題もある。そこは、市からもしっかり
指導しなければならないと思う。

質問
足羽山のトイレは招魂社の傍に一つあるだけで、数が足りないし汚い。トイレを増やせな
いのか。

回答
お花見のときは、茶屋近くに仮設トイレができるので活用してほしい。招魂社近くのトイ
レについては、きれいにするよう努める。

調査結果
足羽山のトイレは、黒龍神社前、三段広場、臨時交番前、運正寺坂、足羽山動物園前、お
手植松広場、平和塔前の計７箇所に設置されています。また、トイレの清掃については、
週３回行っています。

質問 若者のものづくりの発表等の場所を格安で貸してくれるところはないか。

回答
まだオープンしていないが、田原町駅周辺に多目的施設ができる。田原町駅活性化協議会
で使い方の協議が行われているので、そこに相談してみてはどうか。また、ふくいまちな
かサポートセンター（ふく＋）は無料で使用できる。

調査結果

田原町駅活性化協議会の事務局は、福井市役所新幹線整備室になりますので、そちらにご
相談ください。また、「ふく＋」は平成２９年４月から有料となりました。ハピリンのボ
ランティアセンター内の交流広場や、アオッサのアトリウム（１階、４階、８階）などは
無料で使用できます。
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4月13日 春山公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問 消防情報管制システム整備事業とは何か。どこに整備するのか。

回答
防災センター内の消防局管制課にある消防情報管制システムの更新を行う。これにより、
消防への通報を同時に受けられる件数が大幅に増えることになる。

調査結果
更新前は、７件の通報を同時に受けられるようになっています。更新後は、1６件の通報
を同時に受けられるようになる見込みです。

再質問 消防局と危機管理室との連絡、連携はされているのか。

回答 危機管理室には消防局職員が２名配置されており、常に双方の情報交換を行っている。

質問 福井市のふるさと納税の額はどれくらいか。また、返礼品はあるのか。

回答
平成２８年度は約２,４００万円、平成29年度は約４,０００万円を見込んでいる。返礼品
は、市のホームページでも確認できるが、数十種類の中から選べるようになっている。

調査結果
平成２８年度の実際のふるさと納税額は、当初見込みよりも大幅に増え、約３,３００万
円を見込んでいます。また、返礼品は、平成２９年４月１日現在で、５３種類から選べる
ようになっています。

再質問
ふるさと納税は、ふるさとに納税するのが本来の趣旨なのに、返礼品目的に変わってきて
しまっている。国が考えを正す必要があるのではないか。

回答 国も、これからは返礼品の額を抑える方向にいくと思われる。

意見要望
田原町踏切から藤島高校交差点にかけての通学路について、田原町踏切側からの進入禁
止、脇道からの進入防止をお願いしたい。

回答 市の担当課に連絡し、地元や警察と協議できる場を持てるように努める。

意見要望
えちぜん鉄道と福井鉄道の相互乗り入れに関連して、西武福井店前の電停を復活してほし
い。

意見要望
藤島高校への送迎の車が多く、交通渋滞、縦列停車等で困っている。市立図書館や県立美
術館の駐車場を開放してほしい。

意見要望
足羽山に観光客を呼べるように、もっとお金をかけるべきである。そのために、福井市で
足羽山全部を地権者から買ったらどうか。

意見要望 中央公園にできた堀の水が、藻が発生しており汚い。きれいにしてほしい。

意見要望 市立図書館の前に街灯をつけてほしい。図書館と駐車場の間に街灯がなくて暗い。

意見要望
春山地区のまちづくりに関わる者として、橋本左内先生生誕祭開催等への貢献に感謝して
いる。今後とも支援を続けて頂きたい。

意見要望 議会報告会で、出席した議員の名前が分からない。次からは名札をつけてほしい。

※ 「調査結果」とは、その場で回答できなかった質問について、議会報告会終了後、

市の担当所属で調査した結果です。
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4月13日 六条公民館

質疑・要望 内　　　　　　容

質問 福井国体の「おもてなし」について、公民館や市民は具体的に何に取り組めば良いのか。

回答
基本的には各地区、団体等の自発的な取り組みをお願いしたい。現時点では、会場の受付
や美化等のボランティア、地元の名産品等のふるまいなどが考えられる。今後、話があれ
ば地区や公民館等に出向き相談をさせてほしい。

質問
福井国体の花いっぱい運動で育成した花のプランターについて、閉会後はどのように取り
扱えば良いのか。

回答
終了後は、地区、団体等で引き取ってもらうことや、育成した個人にお返しするなどを念
頭に、これから検討していきたい。

質問
えちぜん鉄道と福井鉄道の相互乗り入れの予算が今年度もついているが、どのような事業
に取り組むのか。

回答
田原町駅南側のシェルター整備、市役所前電停の移設・上屋建築などに取り組み、さらな
る利便性の向上に努める。

質問
足羽山動物園は急傾斜で高齢者には行きづらい施設である。平野部に新たな動物園を整備
してもらえないか。

回答
足羽山動物園の改修でエレベーター等も設置することから、現行よりは園内の移動がス
ムーズになると考えられる。

質問
地区に高齢者が多くなり、車を運転できない住民が増えてきているが、交通の便が悪い。
地区内でコミュニティバス等の運行ができないか。

回答
地区で意見をまとめて、市の担当課と協議してほしい。運行には一定の条件があるので、
検討してみてはどうか。

意見要望
福井国体の花いっぱい運動について、老人ホーム等の施設で取り組んでもらい、生き甲斐
づくりにつなげてもらってはどうか。

意見要望
水道、ガス事業で発注する工事等に関して、地元業者の育成の観点から、地元業者を今以
上に活用してはどうか。

意見要望
園芸の研修施設が大町地係にできる。こちらではショウガづくりに力を入れていることも
あり、これを契機に地元の特色ある園芸作物を育てるための支援等に取り組んでもらいた
い。

意見要望
休耕地を有効活用するため、太陽光発電の施設整備等を考えているが、農地法の関係で設
置できない。国の特区などを利用して、農地の弾力的な運用ができないか検討してほし
い。
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