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主な内容

2
９議員が市政を問う（一般質問）
3 〜7
各議員の表決結果、政府関係機関へ意見書を提出
8
ごみの投げ捨てに対して店舗に協力を求められないか（常任委員会審査Q&A）
9
恐竜博物館来館者を誘導する仕組みを（常任委員長報告）
10
国道476号新ルートを平成25年度事業採択に向け準備中（特別委員長報告）
11
民生環境・産経建設常任委員会、議会だより編集委員会視察レポート
11・12
議会等改革推進特別委員会を設置、小・中学校に教育資材として放射線測定器を購入
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9,400万円

★ 市道小矢戸県道赤根橋線と市道九沢線の災害復旧工事費用

ＪＡカントリーエレベーターの荷受集荷システムの導入費用を
補助

894万円

★

大野産大豆使用の油揚げの移動販売等を行う移動販売車の導入
費用を補助

280万円

下舌、上丁、西市の農道舗装工事費用と工事に必要な測量設計
★
委託費

4,000万円

市内小・中学校３校に環境・エネルギー教育として、放射線測
定器等を購入する経費

159万円

★

日中国交正常化40周年を記念して開催される卓球交歓大会への
参加費用を補助

50万円

その他の議案

○大野市印鑑登録及び証
明に関する条例等の一部
改正
外国人の方も住民票が
作成されるように、住民
基本台帳法が改正されま
した。これに伴い、市の
幾つかの関係する条例が
改正されました。
施行日は７月９日です。

○平成 年度一般会計補
正予算の専決処分の承認
４月３日に発生した暴
風により、サン・スポー
ツランド施設の一部が破
損したことに伴う修繕費
と市道の法面崩壊の災害
復旧に必要な経費を承認
しました。

○消防ポンプ自動車売買
契約の締結
災害対応特殊消防ポン
プ自動車１台を購入する
契約を認めました。
購入価格は、２９２９
万５０００円です。

24

一般会計予算に３億９５２９万円を追加

★

平成 年度一般会計予算に３億９５２９万円が追加
され、予算の累計額が１７４億１４９万円になりまし
た。
前年度６月補正後と比較すると４．７㌫の減です。
なお、補正のあった主な内容は次のとおりです。

★

24

庁舎建設のための基金の積立
（平成23年度末現在高10億8,464万円）

おおの議会だより

2

2,944万円
★ 和泉地区の老朽化したロータリー除雪車１台の更新経費

第３８０回定例市議会は、６月４日から６月 日までの
日間の会期で開催されました。
今回の定例会では、平成 年度の一般会計補正予算案、
条例の改正、売買契約の締結などの全 議案のほか、陳情
２件、
そして議員提出の市会案３件について審議しました。
審議結果は、８㌻のとおりです。

本田

180万円
★ 城下町東広場のお野立所に建具等を設置する経費

議会等改革推進特別委員会を設置

◎

1億8,000万円
★

24

◎は委員長、○は副委員長

本会議最終日に、議会を活性化し、市民に開か
れた、市民の視点に立った議会を実現することな
どを目的として、定数を８人とする議会等改革推
進特別委員会が設置されました。
委員の辞職に伴い２人が欠員となっていた中部
縦貫自動車道・国道１５８号整備促進特別委員会
委員が補充され、その後、議会等改革推進特別委
員会委員が選任されました。二つの特別委員会の
構成は次のとおりです。

敏榮

278万円
夏休み期間中に横浜で開催される恐竜展において「越前おおの」
のＰＲ活動と越前おおの産品の販売を実施する経費
★

正夫

島口

補正額
補正のあった主な内容

17

◎

10

20

小・中学校に教育資材として
放射線測定器を購入

６月
定例市議会概要
議会等改革推進
中部縦貫自動車道・
国道158号整備促進

市長の今後２年間に向けての
抱負を聞きたい

元気なまち大野を創り、育て、
引き継ぐことがわれわれの責務である

の整備促進、越前おおの

や国道１５８号の道路網

てきた中部縦貫自動車道

点を迎え、市長の今後２

２期目の折り返し地

年間に向けての抱負を聞
総ブランド化の展開や中

問問
きたい。

り、森林の荒廃が進行し

の低迷や後継者不足によ

本市にあって、木材価格

の拡充などに今後も引き

実、少子化・高齢化対策

への取り組み、教育の充

然環境の保全と湧水再生

おおの型農業の推進、自

心市街地の活性化、越前

ており、全国的には、外
続き精力的に取り組み、

森林資源に恵まれた

国資本による森林の売買

答答

など新たな問題も発生し

応も盛り込んだ計画に見

力災害、広域災害への対

本大震災での教訓や原子

の地域防災計画を、東日

に努めたい。また、現在

保し、森林の保全・整備

よう、安定した財源を確

るわれわれの責務であり、

き継ぐことは、今を生き

ち大野を創り、育て、引

たちのために、元気なま

い。また、未来の子ども

課題に精力的に対処した

という気概を持って各種

も多くの施策を仕上げる

残り２年間に、一つで

くりを推進したい。

ている。このため、国土 市民力・地域力を生かし
の保全、
地球温暖化防止、 た市民総参加型のまちづ
水源涵養など、森林の持

直すなど災害に強いまち

今後ともその方向性がぶ

つ機能が十分発揮される

づくりや、休日急患診療

ダーシップを持って取り

れることなく、強いリー
組んでいきたい。

議員

拡大を図る。
問問 平成大野屋のビジョ
ンと戦略、そして組織は
いかに。
答答 越前おおのブランド
の市内外に情報発信と特
産品の販路拡大開拓に大
きな役割を果たすこと。
総支配人の配置により、
農林樂舎と平成大野屋と
昇竜が連携強化を図る。
問問 飲食（はいから茶屋）
は大野市活性化のバロメ
ーターと考えるがどうか。
答答 毎年のように飲食部
門の赤字が出ているのは、
何らかの抜本的な改革を
迫られている。総支配人
を配置し、現場主義で改
善を図る。
問問 営業主体の販売組織
とし、農林樂舎を含めた
統合した営業組織にして
はどうか。
答答 今後、経営改善を図
り、大野市にも、また商
店街や生産者、加工業者
にも貢献できることが大
きな目的である。

元栄

問問 新庁舎のランニング
コストをどのように試算
しているか。
答答 今の段階で正確な経
費の算出は困難である。
主要な光熱水費について
基本設計の中で抑制する
対策を盛り込んでいる。
今後の実施設計を進める
中で低減できるよう努め
る。
問問 結とぴあと併設され
る相乗効果を見込み、５
８００平方㍍程度に削減
しては。
答答 ７０００平方㍍が大
きすぎるのではないかは、
住民説明会や議会の特別
委員会で議論しており、
コスト意識をしっかり持
ちながら進める。
問問 平成大野屋 年度営
業報告で対処すべき課題
は何か。
答答 食の安全安心と本物
を求める消費者ニーズに
応えるために、付加価値
商品の開発を促し、新た
な顧客の確保に努め販売

新風おおの

23

松田

3

おおの議会だより

所の充実・機能強化等に
取り組み、市民の安全・

議員

安心の確保に努めたい。

利昭

さらに、これまで進め

新生おおの

山﨑

一般質問

新庁舎工事費33億円の内訳と
コスト試算は

本体工事20億円、電気空調排水設備10億円、
外構工事３億円

消費税増税は社会保障や
財政を壊すのでは
審議中で不透明なので影響は答えられない

智治

一般質問

中心市街地活性化基

議員

日本共産党・大野市議団

浦井
問問
本計画で、商店街の地盤

消費税増税は、市の
沈下は止められなかった。

問問
景気や商売を破壊し、社
２期目の計画の見直しは
どうか。

会保障、財政を破壊する
現在、国会で審議さ

のでは。

答答
透明なので、市の社会保

きたが、商店街では、引

ざまな事業に取り組んで

現計画においてさま

障、財政や市内商工業者

き続き空き地が増加傾向

答答

への影響など答えること

にあり、また商店街の売

れているが、先行きは不

はできない。今後の動向

り上げには十分な効果が
得られていない。２期計
画では、民間活力を生か

中小商工業者の仕事

おこしで市の経済を活性

した内容を盛り込んで策

双葉会

髙岡

和行

議員

おおの議会だより
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を注視していく。

化するため、住宅リフォ

定したい。

33

答答 プロポーザルの設計
では、大野の景観に配慮
したものとしていたが、
策定委員会で３階建てに
した。
問問 現在の庁舎面積は。
答答 全体面積は、５４５
５平方㍍である。
問問 「結とぴあ」に職員が
人移ったのだから、新
庁舎は７０００平方㍍も
必要ないのではないか。
答答 市民ホールや待合部
分などを広くとった。
問問 建築費用は、プロポ
ーザルに入る前から 億
円と聞かされているが、
これは 億円掛かります
よと洗脳しているのか、
億円掛けてやってもら
うのか。
答答 この金額は、基本構
想の段階でとりまとめた。
億円の建築費用は
問問
出ているのに、なぜ維持
管理費用が計算されない
のか。
答答 電気の配線やセキュ
リティー面などが決まっ
ておらず計算できない。

80

33

問問
ーム助成制度を始めては
市では耐震改修や伝

どうか。

答答

統的町屋などの修景、ま
た定住促進を目的とした
住宅取得や障害者・老人
の住宅改造などに助成し

問問 新庁舎建設に対する
市長の思いは。
答答 市民を守る防災拠点
としての庁舎とすること
が重要であると考えてい
る。自然災害や予期せぬ
事態が発生した場合にも
行政機能を確保し、迅速
に情報収集を行い、的確
な応急対策活動を実施す
る必要がある。
問問 新庁舎のデザインに
ついて市民の意見は取り
入れられているのか。
答答 タウンミーティング
での意見を踏まえ、光を
取り入れた待合や木材を
利用した市民ホールの設
置、
オープンなカウンター
の採用などを取り入れた。
問問 新庁舎は、耐震設計
なのか、免震設計なのか。
答答 耐震設計にはなって
いるが、免震構造は取り
入れてない。
問問 プロポーザルでは、
２階建てが取り入れられ
たと聞いたが、なぜ３階
建てにスライドされたの
か。

33

33

ており、市の政策目的に
あるものについて優先し
てやっている。相対的な
財源配分の中で、そこま
でを市の考え方でやって
いる。

城下町東広場

新庁舎建設に対する市長の思いは

市民を守る防災拠点とすることが重要

奥越明成高校ビジネス情報科との
連携は
今後、情報交換を図っていきたい

議員

育委員会も含め、奥越明
成高校との情報交換を図
っていきたい。そしてこ
のような活動が継続し、
地域に溶け込んでいくこ
とで将来の大野市を担う
若者が育つことを期待し
ている。
問問 行政によるフェイス
ブックの利用価値につい
てどのように考えている
のか。
答答 イベント情報や観光
情報などの発信に利用価
値が大きいと考えている。
しかし、新たな情報弱者
を生む問題もあり、また
不用意な投稿で個人の名
誉を傷つけたり、情報漏
えいの事例もあると聞い
ている。これらのことか
ら導入に当たっては運用
面でのルールやガイドラ
インを作る必要があると
考えている。よって現時
点では具体的な導入予定
はないが、「越前おおのブ
ランド戦略」策定の中で
議論の一つになると考え
ている。

大

大野市における地域防災計画の
取り組み状況は
一般質問

問問 地域防災計画の改訂
準備調査事業の取り組み
状況は。
答答 平成 年度、改訂準
備調査事業に着手したこ
とで、京都大学防災研究
所で気象・豪雨災害の研
究を専門に行っている中
北英一教授に現地調査や
災害想定に必要なデータ
提供をお願いし、見直し
に必要な調査項目を抽出
する。平成 年度以降、
国・県の動向を見極めな
がら見直し作業を進める。
問問 新庁舎建設に係る防
災計画の取り組みは。
答答 新庁舎は防災拠点と
しての機能を有し、災害
時には基礎自治体として
の行政機能が維持でき、
迅速な災害対応ができる
耐震構造を採用。停電時
にも電気が供給できる非
常用電源設備を設ける。
また、災害対策本部を設
置する会議室を災害担当
課に隣接して設置し、速
やかに災害対応に対処す

公明党

る。
問問 大地震に備え老朽化
した市道・橋梁の維持管
理台帳の整備やデータベ
ース化の取り組みは。
答答 市道は、道路台帳を
紙ベースで管理している
ほか、大野市道路管理シ
ステムによりデータを管
理している。橋梁は、長
寿命化修繕計画において
データとして整理してお
り、今後、老朽化した橋
梁の計画的な補修点検を
実施する。
問問 地域防災計画につい
て、女性の目線による意
見を反映するため防災会
議の女性登用は。
答答 平成 年 月、国の
中央防災会議で決定した
基本計画で男女共同参画
の視点を取り入れた防災
計画を確立することが示
されている。防災時の男
女のニーズの違いを十分
配慮し、女性の意見が反
映できる機会を設ける。

勝義

議員
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25

藤堂
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問問 奧越明成高校のビジ
ネス情報科では県内初の
観光科目がスタートした。
そこで、行政の観光や
振興、教育委員会、そし
て地域の経済界などと学
校が戦略的に連携するた
めに、まず定期的な情報
交換の機会を検討しては
どうか。

答答 ビジネス情報科の昨
年から始まった観光科目
は、郷土を愛する心を養
い、郷土に誇りを持って
情報を発信できる人材を
育成するために設けられ
たと聞いている。今後、
カリキュラムの中でどの
ような連携が可能かを教
新生おおの

兼井

奥越明成高校

新庁舎は防災拠点として、
迅速に災害対応ができる耐震構造を採用

「湧水文化再生計画」の
目的達成の取り組みは
市民の意識向上も重要で学習機会を設ける

新風おおの

梅林

厚子
議員

一般質問

議員

日本共産党・大野市議団

正夫

６団地１５９戸あるが、

榮

自然災害は、自然の

問問

５団地は耐用年数が経過

児童・生徒の通学手

し、空き家になり次第、

答答

姿を変えるが、原発事故

用途廃止の手続きを進め

「水循環基本法案」
段として県負担で複数台

は自然を抹殺する危険な

問問
に掲げられている「地域

もので、再稼働など許す

ただくことが原則。保護

の市町と連携し、同じシ

大飯原発の再稼働に

た場合、新たに入居募集

を行っている市営住宅は、

市営住宅は、福祉事業

中挾団地の１団地３６戸

を行う施設ではないが、

ついては、先週８日に野

稼働の必要性が説明され、

公営住宅法の目的に沿う

田総理より記者会見で、

それを受けて立地自治体

のみである。

の県と大飯町で調整され

和泉地区インターに

建設する考えはないか。

サービスエリアを誘致、

問問

運用は考えたい。

公営住宅法の目的の

れを住宅に困窮する低所

足りる住宅を整備し、こ

で文化的な生活を営むに

共団体が協力して、健康

ービスエリア設置は認め

幹線道路の無料区間のサ

要望しているが、高規格

性を訴え、早期事業化を

ングエリアの設置の必要

大野東間においてパーキ

未事業化区間の大野・

得者に対して低廉な家賃

られていない。

答答

で賃貸し、又は転貸する

答答

市営住宅の戸数は、

のではないか。

野市営住宅は少な過ぎる

寄与する」とあるが、大

ことで社会福祉の増進に

第１条に「国及び地方公

問問

控えたい。

野市としてのコメントを

ているところであり、大

大飯原発３・４号機の再

答答

べきでないのではないか。 ている。空き室が発生し

のリフト付きスクールバ
医療的な問題から、

童・生徒への対応は。

に通学せざるを得ない児

来年度も現在の支援学校

問問

スを運行する計画である。

県と大飯町で調整中なので、
コメントを控えたい。

の特性に応じた施策を制

原発事故は自然災害とは異質。
再稼動を許すべきではないのでは

定し、実施する責務」を
市としてどのように考え
るか。
年に策定した大野

この法案は、本市が

平成

答答

者に配慮して、就学援助

県の責任で行ってい

理念に合致する部分が多

で対応するか、簡単な小

答答

く、本市の施策と照らし

市地下水保全管理計画の

合わせてよりよいものと

子ども医療費の窓口
経済情勢が厳しく、

支払いを廃止できないか。

問問

だ不透明。

さい車で対応するのかま

水を守ることはいの

なるように努める。

問問
ちを守ることであり、い
のちを守るために、大野

答答

子育て家庭には窓口支払

の水のことを考える学習
会などの機会などが必要

いの廃止を要望されるこ

ステムで運用して行くこ

とは理解するが、県や他

上ということは大事であ

とが本市にとって最善策

市民全体の意識の向

ではないか。

り、学習の機会を設けた

である。

答答

り、湧水文化再生計画の
来年４月開校の『奥

中でも取り組んでいく。

問問

越地区特別支援学校（仮
称）
』児童・生徒の通学交
通手段は。

おおの議会だより

6

17

自転車を活用したまちづくりの
全体構想は

答答

年の

現在は、具体的に取

り組んでいないが、国体

自転車を活用したま

のプレ大会や平成

問問

ちづくりの具体的な全体

本大会において、自転車

構想は。

安全・安心、健康・

を全国にアピールできる

答答

絶好の機会と捉えている。

ロードレースを本市で開

安全・安心では、過去

今後、自転車ロードレー

レジャー、観光・まちづ

に発生した事故の状況や

スを、市を代表するスポ

催できることは、本市の

交通量や沿道の状況も踏

豊かな自然や美しい風景

まえ、自転車通行帯の新

ーツとして育てていくに

くりという三つの視点で

設や自転車歩行者道の拡

は、条件整備や課題の整

策定する。

幅といった方策を検討。

道路の破損箇所等早

理が必要。

問問

期発見のための道路見守

健康・レジャーでは、大

楽しめるようなサイクリ

り制度は。

30

●市議会を傍聴しませんか

誌

本会議は、どなたでも傍聴することができます。
傍聴を希望される方は、受け付けを済ませてから、
傍聴席にお入りください。
次回の定例会は９月に予定されています。詳しい
日程につきましては、９月号広報おおのでご確認く
ださい。

◆５月
１日 総務文教常任委員会協議会、議会運営委員会、
議員全員協議会
21日～23日 産経建設常任委員会行政視察
（大分県宇佐市・由布市・日田市、佐賀県武雄市）
23日 全国市議会議長会定期総会（東京都）
25日 茨城県古河市議会との懇親会
28日 会派代表者会議、総務文教常任委員会協議会、
議会運営委員会、議員全員協議会
◆６月
４日～20日 第380回定例市議会
27日～28日 戦略的中心市街地商業等活性化事業関係
要望活動
◆７月
12日 全国森林環境税創設促進議員連盟役員会・定期
総会（北海道美瑛町）
12日～13日 中部縦貫自動車道早期整備要望活動
17日 総務文教常任委員会協議会
18日 産経建設常任委員会所管調査
26日～27日 中部縦貫自動車道大野油坂道路建設促進
協議会要望活動
30日 議会運営委員会、議員全員協議会、議会等改革
推進特別委員会
◆８月
１日 富山県入善町議会行政視察来訪
２日 中部縦貫・北陸関東広域道路建設促進同盟会
定期総会（東京都）

おおの議会だより

野市の歴史や自然風景が

ングロードの整備。観光・

制度の採用予定はな

いが、道路は地域住民の

答答

の下、日常的な維持管理

まちづくりでは、レンタ

は、地域住民の方々の自

サイクルの活用などによ

さらに広範囲に観光拠点

発的な美化活動という形

日

り、
徒歩による観光から、 共同財産という共通認識

を網羅できるよう、観光

また、市民の皆さまが危

面でのまちづくりといっ

険な箇所や不都合を感じ

会

でご協力をいただきたい。

２巡目の福井国体を

る箇所などがあれば、情

議

た視点も盛り込みたい。

契機に大野のシンボルス

問問

ポーツを自転車ロードレ

議員

報の提供をいただきたい。

淳子

ースにつなげる施策は。

新風おおの

石塚

一般質問

安全・安心、健康・レジャー、
観光・まちづくりという三つの視点で策定

●会議録の公開
会議の会議録は、図書館や市役所窓口で閲覧でき
るほか、大野市ホームページでも公開しています。
また、各委員会の会議録は、情報公開制度によって、
公開を求めることができます。ただし、会議録の調
整に、一定期間を要します。

請願書・陳情書の提出方法
どなたでも、市政についての要望などを、請願書
や陳情書として市議会に提出することができます。
請願書・陳情書ともに様式に特別の定めはありませ
ん。定例会初日の午後５時までに提出しますと、そ
の定例会で審議することとなっています。
次の事項を記載して、持参の上、提出してください。
①請願・陳情の趣旨（具体的に）
②提出年月日、提出者の住所・氏名（押印必要）
③請願書の場合は、紹介議員の署名（１人でよい）
7
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議案番号・議案名等

議 決 結 果

議員名（議席番号順）

議案等の審議結果及び各議員表決

47 平成24年度大野市一般会計補正予算（第２号）案

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大野市印鑑登録及び証明に関する条例等の一部を
改正する条例案

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

48
市

49 大野市駐車場設置条例の一部を改正する条例案

長

50

提

51 字の区域の変更について

出

52

議

53

福井県後期高齢者医療広域連合規約の変更につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

案

専決処分の承認を求めることについて（平成23年
度大野市一般会計補正予算（第７号））

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

専決処分の承認を求めることについて（平成24年
度大野市一般会計補正予算（第１号））

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54

専決処分の承認を求めることについて（大野市税
賦課徴収条例の一部を改正する条例）

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

55

専決処分の承認を求めることについて（大野市国
民健康保険税条例の一部を改正する条例）

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市

56 消防ポンプ自動車売買契約の締結について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ 農業委員会委員の推薦について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

会

農業・食料の安全対策と農業の発展に向けた意見
書

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金
廃止に関する意見書

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ 農業・食料の安全対策と農業の発展に向けた陳情書

採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ 有害鳥獣等による農作物被害対策に関する陳情書

採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

案

６

陳
情

（議決結果に賛成○、反対×。欠席、除斥等による不参加−。議長（川端義秀氏）は採決に加わらないので「／」で表示）

▼農業・食料の安全対策と

農業の発展に向けた意見書

▼農業・食料の安全対策と

意見書

農業の発展に向けた陳情書

陳情

○陳情者

テラル越前農業協同組合

代表理事組合長
松田義一ほか１名
○審査結果 採択

▼有害鳥獣等による農作物

被害対策に関する陳情書

8

福井県農政連 大野支部

▼戦略的中心市街地商業
等活性化支援事業費補助
金廃止に関する意見書
本市では、現在、第２
期中心市街地活性化基本
計画の策定を進めていま
すが、６月７日に開催さ
れた経済産業省の平成
年省庁版事業仕分けで、
事業推進の根幹となる補
助金が「廃止」とされた
報道がありましたので、
中心市街地活性化の支援
措置の存続又は新たな支
援措置を整備するよう政
府関係機関へ求めるもの
です。
24

○陳情者

30

地域の農業者が安心・
安全に営農活動を維持し、
地域農業の発展につなが
るよう、地域農業マスタ
ープランに基づく農地集
積協力金交付対象要件や
農業者戸別所得補償制度
の見直し、ＴＰＰ交渉参
加を断念することなどを
政府関係機関へ求めるも
のです。

支部長 岡出善雄
○審査結果 採択

人事案件

▼農業委員会委員の推薦
農業委員会委員の任期
が、平成 年６月 日で
満了となるため、新たに、
次の方を議会から推薦し
ました。
猪嶋愛津子 氏
（篠座町）
安川与治雄 氏（下舌）
佐藤 順子 氏（土打）
24

おおの議会だより

市長から提出された議案等を審査するため、
各委員会が開催されました。委員会における
主な質疑等の要旨は次のとおりです。

民生環境

40

産経建設

ＡＡ

ＱＱ

県はこれに代わる新たな
補助を検討中であり、市
としてもお母さん方の声
をしっかりと県に届け、
使いやすい内容にしてい
きたい。

ＱＱ

ＡＡ

代～ 代の風疹
が流行していると
聞くが、大野市内ではど
うか。
今のところ流行は
していない。大野
市の麻疹風疹の予防接種
受診率は ㌫であり、引
き続き接種を呼び掛けて
いきたい。

ＱＱ

ＱＱ

ＡＡ

ＱＱ

ＡＡ

図っていくことを考えて
いる。また、商店街の回
遊性を高めるためのＰＲ
事業も考えていきたい。

ＱＱ

ＡＡ

局（観光営業部）に移管
された。文化振興業務と
観光事業を連動させるた
めとのことだが、大野市
ではどのように考えてい
るのか。
福井県において、
文化施設では、一
乗谷朝倉氏遺跡資料館、
若狭歴史民俗資料館、歴
史博物館及び美術館を観
光営業部に移管するとい
うことで、観光に併せて
交流人口の増加をもくろ
んでいる。現在、本市に
おいてもいろいろな形で
観光部門との連携はして
いるが、施設の移管まで
は考えていない。

ＡＡ

横浜で開催される
恐竜展に参加する
ための予算（２７８万円）
が計上されているが具体
的な内容は。
勝山の恐竜博物館
の展示品等を公開
する恐竜展がパシフィコ
横浜で開催される。その
一角において、福井県の
ＰＲコーナーとして観光
・物販・飲食スペースが
設けられることとなって
いる。大野市は７月 日
から最終日の８月 日の
間、６㍍×４㍍のスペー
スを確保し、その中で大
野のＰＲと物販と合わせ
て行う。市の職員は平日
１人、土日は２人の体制
を組み、そのほかに物販
専用員として一、二人を
予定している。

総務文教

ＱＱ

住民基本台帳関連
の電子データ及び
税情報の電子データに問
題が起きたときに、デー
タを復旧できるようにす
るための複製（コピー）
はどこが作成しているの
か。
市庁舎内部では複
製を作成しておら
ず、システム運用会社の
方で複製を作成しており、
そこだけでは危険なので、
バックアップセンターで
も保存している。

ＡＡ

福井県では文化振
興業務が教育委員
会（教育庁）から知事部

ＱＱ

穴馬スイートコーンの収穫風景

常任委員会審査Ｑ ＆Ａ

ＱＱ

ＡＡ

コンビニやファー
ストフード店で購
入したと思われる飲食物
のごみの投げ捨てが目立
つ。市の条例でこれらの
罰則規定はないのか。ま
た店舗側に協力を求めら
れないか。
大野市廃棄物の処
理及び清掃に関す
る条例では罰則規定は設
けていない。ごみの始末
は購入した方のモラルの
問題であり、市としては
啓発に努めたい。

ＱＱ
ＡＡ

生産量、生産者数
市の施設（学校や保育園
が限られており、
など）で検査をしており、
個人に対する補助や貸出 産地として売り出すこと
は難しく、希少価値の高
しはしていない。
さを売りにしていく。和
泉地区の高齢化が進む中
で、反収の高いこれら特
産品を栽培することで、
現在、公共施設・ 少しでも収入を上げても
用地の見直しを進 らうという考え方で進め
めているが、和泉地区に ていくしかないと考える。
ついてはどの程度まで進
んでいるのか。
建物等を取り壊し
た土地や既に更地
になっている土地につい
ては、順次、賃貸借契約
の解除手続きをとってい
る。三者契約が結ばれて
いる土地又は補償として
借上げている土地につい
ても地権者に説明し、平
成 年度中には返還を完
現在策定作業を進
了したい。
めている第２期中
また、施設の借地で、
賃借料の算定基準が異な 心市街地活性化基本計画
るものについては、担当 の中で、民間活力の導入
課と住民振興課が協力し、 といっているが、具体的
見直し作業を進めている。 にどういうことを考えて
いるのか。
まちづくり会社に
よる事業を展開し
ていく。当座はテナント
ミックスといったものを
行い、空き店舗の活用を
24

穴馬スイートコー
ン・カブラを全国
にブランドとして発信し
ていくための方策と課題
は。

30

29

9

おおの議会だより

20

98

簡易水道の水質検
査補助はあるのか。
また、上水道の場合、個
人や保育園などに対して
水質検査キットの貸出し
や購入補助はないのか。
簡易水道について
は、各事業者（組
合）に対して補助をして
いる。
上水道については、

ＡＡ

地域組織活動育成
補助金の今後の動
向は。
／ 、
これまで国１ ３
／ 、市１ ３
／
県１ ３
で各母親クラブに補助し
てきたが、国、県の補助
がなくなり 年度は全額
市負担となる。しかし、
24

常任委員長
報告

中心市街地の魅力向上に
資する計画を

農産物の
多様な販路開拓を
海外への農産物販売に
関する報道が見受けられ
る。
本市においても海外へ
の販路開拓について越前
おおの農林樂舎で積極的
に検証するとともに、Ｊ
Ａテラル越前に対しても、
多様な販路開拓に前向き
に取り組むよう、提言さ
れたい。

現在行っているパトロ
ール活動など、一層の強
化を図るとともに、個々
のモラルを高めるため、
小学生の社会科見学や出
前講座を利用し、幼い頃
からの意識付けをされた
い。

こと、ハローワークと十
分連携し、自立に向けた
就労支援を行われたい。

よりおいしい水道水の
提供を

上水道について、市民
から水道水が臭いという
声が聞かれる。
水道法に定める最低限
の塩素しか使用しておら
ず、定期的な検査におい
ても数値上は水質に問題
ないとのことであるが、
給水管の排でい作業の手
法などを工夫し、よりお
いしい水道水の提供に努
められたい。

総務文教

三笠宮寛仁親王殿下の
ご薨去に哀悼の意を表す

去る６月６日にご薨去
（こうきょ）された三笠宮
寛仁親王殿下を悼み、４
１６人の方からご記帳を
いただき、宮内庁にお送
りしたと、理事者から報
告があったが、「ひげの殿
下」として、国民から愛
された殿下に対し、衷心
から哀悼の意を表したい。

新庁舎への採光などの
活用には費用と効果の
検討を

大野市役所新庁舎の一
般図（外部、内部の仕上
げ、平面図、立面図、断
面図など）について検討
中であるが、庁舎内部の
採光や本市が有する森林
の有益性や有効活用を新
庁舎に取り入れる際には、
専門家の意見を聞きなが
ら、その費用と効果につ
いて十分検討されたい。

外部監査の活用を

専門的技術に関わる高
度な識見などが必要な事
業の監査業務については、
当該監査業務を外部に委
託してはどうか。

おおの議会だより

10

民生環境
不法投棄に対して
幼い頃からの意識付けを

生活保護者の
自立に向けた就労支援を

長引く不況の影響を受
けて、生活保護受給者は
全国的に増加傾向にある。
本市においても年々増
加しており、その数は５
月の時点で１３２人、１
０６世帯であるとの報告
を受けた。これについて、
適正な給付はもちろんの

新庁舎の内観イメージ図

産経建設

現在策定中の第２期中
心市街地活性化基本計画
の方向性や、核となる事
業の説明を受けた。
委員会では「第１期計
画の課題をもう少し整理
すべきである」「越前大野
駅や城下町東広場から市
街地を散策する人の流れ
が見えない」
、また「商店
街を集約して、よりコン
パクトシティー化を目指
してはどうか」といった
意見が出されたため、こ
れを踏まえて中心市街地
の魅力向上に資する計画
となるよう、策定作業を
進められたい。
市民のごみの減量化や
リサイクルの推進への理
解が深まりつつある一方
で、河川や山間部におけ
る不法投棄や、道路脇へ
のごみの投げ捨ては一向
に少なくならない状況に
ある。これらのごみは、
市内だけでなく、市外か
ら持ち込まれるものも多
くあり、先月には九頭竜
湖で投棄された冷凍庫か
ら、遺体が発見されると
いう事件も発生している。

不法投棄のパトロール

恐竜博物館来館者 を
誘導する仕組 み を
本年の夏休み期間中に、
横浜で恐竜博物館の標本
を展示・公開する恐竜展
が開催され、大野市から
も参加し、市のＰＲや物
産販売を行うとのことで
ある。
これを契機として、
和泉地区の優れた化石資
源を広くＰＲするととも
に、福井県の恐竜ブラン
ドに和泉地区がしっかり
と位置づけられることを
期待する。
また、恐竜博物館との
連携体制を確立し、博物
館来館者を和泉地区へ誘
導する仕組みづくりに、
積極的に取り組んでもら
いたい。
中心市街地活性化の拠点「結ステーション」

され、また新規に事業採
択された和泉・油坂間に
ついては測量調査費とし
て１億円が配分された。
大野・大野東間は「越
前おおのまるごと道の駅
ビジョン」
の採択に向け、
積極的な要望活動を行っ
ているとのことである。
ビジョンの目的を踏まえ、
中部縦貫自動車道の全線
開通時に、大野市が通過
点とならないよう、今の
うちからしっかりとした
地域資源の掘り起こしを
行ってほしい。
▼国道１５７号大野バイ
パス
南新在家から中保間の
３．４㌔㍍については、
本年度中に四車線で供用
開始予定であり、また中
保から吉までの１．３㌔
㍍については、 ㌫の用
地買収が終わり、現在工
事が進められている。四
車線での供用開始となる
と、中央分離帯の関係か
ら、特に右折の場合に、
直接本線に出られない区
内道等が出てくるため、
極力、地区民が現状より
も利便性が悪くなること
ないよう対応されたい。
○山鹿市（熊本県）
地域の子育て情報誌
「やまが子育て街道ブッ
ク」の作成や「ファミリー
サポートセンター事業」
の充実等、子育てを見守
り支える取り組みを進め
ています。

の育児ボランティアなど
の取り組みは着実に次代
の親としての意識の目覚
めにつながるとの説明が
ありました。
○大野城市（福岡県）
「高齢者移動支援事業」
を視察しました。この大
野城市はコミュニティが
活発で、視察した南地区
では、住民自らが買い物
や通院に困っている地域
の高齢者のために「ふれ
あい号」を運行していま
す。
委員からは運転手やコ
ースの決め方、費用分担
や料金設定など具体的な
質問がされ、実際の車両
も見てきました。
その後、市役所に移動
し本庁一階の「まどかフ
ロア」を視察しました。
「まどかフロア」は住
民異動手続きなどに対し
てワンストップサービス
を行うもので、総合案内
センターが中央に位置し、
青い腕章をしたフロアマ
ネージャーが市民を担当
窓口まで案内していまし
た。これらのスタッフや
窓口対応職員は委託職員

で、市の職員は間仕切り のだと聞き、親近感を抱
の奥で事務を行っていま きました。
した。また番号札を発券
機で発行し、電光掲示板 ○相生市（兵庫県）
には待ち時間が表示され、
平成 年度より実施し
市民が待たされることが ている給食費無料化制度
少なくなったと説明を受 について研修しました。
けました。
相生市は第一期行財政
大野城市は、昭和 年 健全化計画で ㌫削減と
に大野町から市制に変更 いう成果を達成しました
する際、名前を大野市に が、一方で人口減少が著
したかったのだが、福井 しく、特に 歳未満の年
県大野市があったため、 少人口は県下市町で一番
やむなく大野城市とした 少ない状況でした。
市はこのことを危機と
捉え、子育て世代を中心
に定住促進を図ることを
市の目指す方向としまし
た。その施策の中の一つ
が給食費無料化事業です。
事業開始前は市民から
賛否両方の意見がありま
したが、導入後は特に反
対意見は聞かれないとの
ことです。取り組みの成
果として、人口動態が気
になるところですが、事
業開始からまだ１年で、
数字での成果は確認でき
ませんでした。ただ市庁
舎に架かる「子育て応援
都市宣言」の懸垂幕から、
市の意気込みが伺えまし
た。
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民生環境
４月 日から 日にか
けて実施しました。
25

なかでも、児童館を中
心に実施している高校生

11

おおの議会だより

47

まどかフロア

委員会視察
レポート
23

特別委員長
報告

25

●中部縦貫自動車道・
国道１５８号整備促進
▼国道１５８号
県の平成 年度予算に、
境寺・計石間の事業調査
費７３００万円が計上さ
れたことで、全線バイパ
ス化に向けて大きく前進
したところである。
また、現在拡幅工事が
進められている砂山トン
ネルの平成 年度完成に
併せて、国道４７６号の
整備が重要であり、犬山
交差点から市街地に入る
国道４７６号の新ルート
について、平成 年度の
事業採択に向け、準備を
進めているとのことであ
る。
▼中部縦貫自動車道
大野油坂道路の大野東・
和泉間は、蕨生・下唯野・
貝皿において土地境界確
認が完了し、本年度は測
量及び物件補償費として
２億４０００万円が配分

山鹿市での研修の模様

24

26

90

待ち時間を表示する電光掲示板

23

23

章を短くし行政的な表現
を使わないなど、読みや
すい紙面で、デザイン性
も洗練されていました。
また、市民団体の紹介、
過去の一般質問の追跡調
査などの特徴ある記事に
も取り組まれています。

○砺波市（富山県）
市の広報の一部に、議
会情報を掲載しており、
限られたスペースの中で、
情報の選択と編集などに
苦慮されていました。

編集後記

少しずつではありま
すが、議会だよりは進
歩しています。
いかに市民の皆さま
に親しみをもって読ん
でいただけるかが編集
委員会の課題です。
紙面を通じて市政に
関心を持っていただく
こと、また議会が市民
の皆さまに身近に感じ
ていただくことができ
るように、これからも
内容やレイアウトの改
善に努めていきたいと
思います。
（座長 石塚淳子）

髙岡

石塚

大

和行

淳子

おおの議会だより
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版のインターネットショ
ップページを立ち上げて、
市内の商品や特産品の販
売に利用しています。今
後は、全国の自治体にも
武雄市のこのショップに
参加してもらいたいとの
ことでした。
いろいろと先進的な取
り組みをされている市で
あり、市主導でレモング
ラスの産地化を推進し、
さらに農商工連携による
特産品開発などを進め、
新事業の創出につなげた
事例も説明を受けました。

議会だより編集

○白山市（石川県）
紙面デザインは、専門
性が強いため、編集委員
会に印刷業者を立ち合わ
せ、積極的な改善を図っ
ていました。

兼井

智治

議会だより編集委員会

委員

浦井

※ 次回は、 月 日の
発行を予定しています。

25

７月９日・ 日に、２
市・２町を訪問し、紙面
のレイアウトや編集の方
法、編集委員会の役割な
どについて研修を受け、
また視察先の編集委員と
意見交換を行いました。
○津幡町・志賀町
（石川県）
両町は、全国町村議会
報コンクールで何度も受
賞されており、インパク
トのある見出しの配置、
効果的な写真の使用、文

津幡町での研修の模様

産経建設

24

ら、防災機能を高める施
策にも力を入れていまし
た。
なお研修の後、豆田地
区の町並みを視察しまし
た。

○武雄市（佐賀県）
昨年８月に市ホームペ
ージを全てフェイスブッ
クに移行するとともに、
全職員がアカウントを取
得し、個々に市の情報な
どを発信することで、情
報発信力の強化が図られ
ていました。従来のホー
ムページのアクセス件数
が月５万件だったものが、
フェイスブックに移行す
ることで 万件にアップ
したとのことです。また、
Ｆ＆Ｂ良品という自治体

10

10

豆田地区の町並み

23

５月 日から 日にか
けて実施しました。

宇佐市での研修の模様

○由布市（大分県）
市、農協、観光・商工
関連団体、農業者などで
協議会を組織し、地産地
消や特産品ブランド化に
資するセミナーなどを企
画・実施しているほか、
農業と観光の連携や特産
品開発にかかる支援、新
規就農者の確保等に取り
組んでいました。
現在までの成果として、
由布市内の野菜直販所と
旅館が連携して、旬野菜
の箱詰めと旅館の具材を
セットにした商品の提供
や市内農業生産法人が黒
大豆を利用し、お茶・き
な粉・お菓子などを開発
した６次産業化の取り組
みなどの説明がありまし
た。
○日田市（大分県）
町並み景観施策につい
て研修を受けました。市
内にある豆田地区特有の
歴史的町並み景観の維持
形成のため、伝統的な建
物の修理や、新築・増改
築に対する補助と支援を
積極的に行っています。
また、木造建築物が密
集する地区であることか

30
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○宇佐市（大分県）
市の知名度向上と交流
人口の拡大などを図るた
めに、映像制作の支援や
誘致に関する取り組みを
進めています。
また、観光振興事業と
して、平成 年５月から
平成 年３月にわたり、
宇佐市出身の大横綱「双
葉山」の生誕１００年を
記念し、中津市、豊後高
田市の両市の協力のもと、
余りの記念事業を実施
し、３市の観光客増加に
つなげていました。
30

