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２０１９地域ミーティング 

〔 国高・北新庄・北日野・味真野地区 〕開催結果 

開催日時   令和元年５月２８日（火）午後７時から午後８時５１分まで 

会場     仁愛大学 Ｂ４０７講義室 

出席者    総数１２５人 

 （自治振興会）【国高・北新庄・北日野・味真野地区自治振興会】会長 

 （市側）市長、企画部長、総務部長、市民福祉部長、産業環境部長、 

     建設部長、市民福祉部理事（子ども政策担当）、 

     総務部理事（多文化共生推進担当）、 

     建設部理事（中心市街地活性化・北陸新幹線南越駅（仮称）周辺ま 

     ちづくり担当）、 

     建設部理事（上下水道担当）、財務課長、市有財産管理室長、 

     防災安全課長、社会福祉課長、教育振興課長 

司会進行   市民協働課長 

記録     情報統計課 

◆市民憲章唱和 

【市政ミーティング】 

◆市長 挨拶及び説明（別添資料参照） 

「平成３１年度の当初予算や主要な事業・計画の概要について」 

◆質疑応答 

Ｑ―１：防犯カメラの設置について（北新庄地区自治振興会） 

 子どもたちの安全、安心を確保するために通学路の防犯灯同様、防犯カメラ

についても市が設置していただけないでしょうか。また、住民の安全と犯罪抑

止のため、町内の防犯カメラについても、市と町内との協定に基づくリース契

約など、防犯灯同様の取扱いをすべきではないでしょうか。 

Ａ－１：防災安全課長 

 防犯カメラによる犯罪抑止についてはその効果を認識しています。 

 しかしながら、被撮影者のプライバシーに関する問題等、法整備が進んでお

らず、防犯カメラの設置・運用に関する法律は存在しません。 

 福井県においても現時点で設置基準等は設けられておりません。 

 このように、国、県でも法整備が進んでいない現状であることから、市では
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県に対し、統一的な設置基準の整備を現在要望しており、防犯カメラの設置は

県の基準を待って進めてまいる考えです。 

Ｑ－１：（続き）防犯カメラの設置について（北新庄地区自治振興会） 

 プライバシーの問題を理由に何の対策も講じないのではなく、補助金等、行

政のお力添えを頂けないでしょうか。 

Ａ－１：市長 

 昨年、県内全警察署長が全市町長に防犯カメラ設置を要望しています。その

際、防犯カメラを設置したいという市の考えと、行政が防犯カメラを設置する

と設置基準の検討が必要になることから、県が統一的な設置基準を示すことに

より、１７市町における設置が一気に進むようにしてほしいという要望を越前

警察署長に伝えました。越前警察署から県警に上げてもらい、県警から福井県

に要請をしているところです。警察と県とで話をしている段階でありますので、

今しばらくお待ちいただきたいと思います。県の方針が示されれば、市として

の考えを取りまとめ、なるべく早く進めたいと思います。 

Ｑ－２：多文化共生社会の構築について（北新庄地区自治振興会） 

 (1) 市民協働課にダイバーシティ推進室が設置されましたが、市民にどうい

った関わりを持つのかご説明をお願いします。 

 (2) 災害時など、外国人との向き合い方について、市の考え方をお聞かせく

ださい。 

Ａ－２：総務部理事（多文化共生推進担当） 

 (1) 「ダイバーシティ」とは「多様性」という意味であり、ダイバーシティ

の推進とは、国籍や性別、様々な障がいの有無等を乗り超え、互いの個性

を人権として認め合うという多様性を基調とした社会の形成を目指すもの

です。こうしたことを踏まえ、今年４月１日の組織改正において、男女共

同参画室及び人権推進室を統合し、さらに多文化共生の推進を図るため、

「ダイバーシティ推進室」を設置したところです。今後、これらの業務を

積極的に推進してまいります。 

   なお、市広報紙５月号でも、ダイバーシティ推進に関する記事を掲載し

ていますので、ご確認いただければと思います。 

 (2) 災害時における情報伝達は大きな課題であり、外国人市民と地域とが日

頃からコミュニケーションを深めていくことが大事であると思っています。 
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   今年度から新たにスタートする各自治振興会の３か年の地域自治振興計

画に、多文化共生に向けた地域づくりを盛り込んでいただいたところです。

北新庄地区においても、多文化共生の地域づくりの推進について、前向き

に取り組んでいただき、感謝いたします。 

   市では、これまでのポルトガル語、中国語に加え、昨年度から新たにベ

トナム語による市広報紙を発行し、企業や事業所を通じて配付し、観光・

イベント、医療、環境、防災などの行政情報を提供するなど、言葉の違い

を超えて、安心して生活ができるよう取組みを進めています。 

   さらに、自治振興会や町内会から依頼を受けて、納涼祭などの行事のお

知らせやゴミの分別などの周知チラシをポルトガル語、ベトナム語、中国

語などの多言語に翻訳し、各町内会で配付いただくなどして地域における

生活情報の提供や地域コミュニティへの参加を促しています。 

   今後も、地域における多文化共生の取組みに、ご協力いただきますよう

お願いいたします。 

Ａ－２：防災安全課長 

 (2) 広域避難所に英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語で質問が書かれ

たシートを用意しています。外国籍の避難者が来られた際には、そういっ

たシートを活用してコミュニケーションを図っていただけたらと思ってい

ます。 

Ｑ－３：合併処理浄化槽の設置補助について（北新庄地区自治振興会） 

 町内ぐるみで合併処理浄化槽を設置すると町内に補助金が出るようですが、

この方法では、合併処理浄化槽未設置世帯が周りからの重圧を感じることとな

り、行政の適切なやり方ではないのではないでしょうか。 

Ａ－３：建設部理事 

 ご指摘の「地域ぐるみ合併処理浄化槽切替奨励金制度」につきましては、市

内の合併処理浄化槽整備区域において、町内会等が市浄化槽維持管理協会と協

定を締結した上で、合併処理浄化槽普及に向けた一定の活動を行っていただき、

結果、合併処理浄化槽の普及が進んだ場合、切替件数に応じた奨励金の支給を

行おうとするものです。 

 本制度については、地域の公共水域の水質保全の目標を通した合併処理浄化

槽切替えを促進するため、公共下水道における地域ぐるみの下水道接続奨励の

制度に準じ、本年度から創設したものです。 

 これまで本市では、合併処理浄化槽普及率向上に向け、設置世帯個々に対す
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る上乗せ型の補助による合併処理浄化槽の普及を図ってきた結果、一定の成果

は得たところです。 

 しかし、単独処理浄化槽の使用継続で生活環境上支障がなく困っていない等

の理由により、未だ相当数の未切替世帯があることを把握しており、今後は地

域の水質保全対策として、地域とともに合併処理浄化槽の普及に取り組むため

の施策が必要と考えたところです。 

 この制度に基づき、町内会等が取り組んでいただく活動内容といたしまして

は、「合併処理浄化槽切替えに対する資金支援の制度周知を含めた合併処理浄化

槽の普及啓発に向けた説明会の開催」「啓発チラシの配布」「切替相談の受付や

市への取次ぎ」等を予定しており、地域の公共水域の水質保全に向けた意識高

揚を通した、町内全体での合併処理浄化槽切替え促進を図っていこうとするも

のです。 

 したがって、ご指摘のような未切替世帯に対する圧力となるような活動は想

定しておらず、町内全体での気運醸成を図る中、合併処理浄化槽の普及向上を

目指すことを予定した制度であることをご理解いただき、是非とも本制度の積

極的な活用により、地域の優れた環境を次の世代に引き継いでいっていただき

たいと考えているところです。 

Ｑ－４：瓜生産業団地造成計画について（国高地区自治振興会） 

 国高地区自治振興会では、３か年の地域自治振興計画の策定に当たり、瓜生

産業団地造成計画について、市政出前講座などで理解を深めながら、当該計画

を大きく取り上げてきましたが、新聞発表で計画中止を知りました。 

 市は、特別会計で９，５００万円を計上し、既に７，３００万円の事業支出

をしたと聞いています。 

 そこで、計画時の情勢判断と取組経過、今回やむを得ず計画中止の判断を決

定した経緯をお聞かせいただきたい。 

Ａ－４：産業環境部長 

 まず瓜生産業団地の造成事業にご協力いただいた、地元瓜生町をはじめ関係

者の皆様に心からお礼とお詫びを申し上げます。 

 瓜生産業団地造成事業につきましては、ハイテク企業が今後の社会需要を見

込んだ生産計画に基づき、国内で大規模な産業用地取得を検討していることか

ら、市では企業の用地需要のスピードに応えるため、準工業地域で、国道８号

に隣接するサンドーム福井南側の一帯の約１０万平方メートル規模での産業団

地の造成を計画し、企業のスケジュール感に沿った事業展開を図ることで、確

実な用地需要が見込まれた事業です。 
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 ハイテク企業の用地需要のスピードに応えるため、短期間での用地取得が大

前提であり、全ての地権者の方のご同意を頂く必要があることを説明しながら、

期間的にギリギリのところまで協議を続けてまいりました。 

 大部分の地権者のご同意を得られたものの、ごく一部の地権者のご理解が得

られず、交渉の糸口が見当たらない状況で、ハイテク企業の用地需要のスピー

ドに応えることができないことから、苦渋の決断ではありますが、４月２６日

に事業の中止を決定しました。 

 予算執行については、不動産鑑定や測量設計、試掘調査等に必要な予算９，

５００万円を計上し、用地交渉と同時並行に必要最小限の予算を執行したとこ

ろでございます。新聞報道では事業終了分が約７，３００万円と報道されてい

ますが、事業中止に伴い不要な測量設計を減額すると５，８４４万円となり、

これに一部耕作補償費等を加算したものが執行額となります。 

 取得可能な用地の形状や地価などを勘案すると、産業団地として現在地での

新たな用地需要は見込めないものと考えています。 

 しかしながら、企業誘致は地域産業の振興、雇用の創出、税収の増加、地域

活性化等、本市の地方創生を推進していく上で大きな牽引力となるものと考え

ていますので、今後も企業の用地需要に対応できる産業団地の必要性を堅持し

ながら、産業団地の適地の検討を市全域で進め、更なる産業振興に取り組んで

まいります。 

Ｑ－４：（続き）瓜生産業団地造成計画について（国高地区自治振興会） 

 ４月２６日に新聞発表があった訳ですが、その時点で議会への説明があった

のでしょうか。 

Ａ－４：産業環境部長 

 ４月１８日に地権者及び議員各位に、２６日に中止の発表をさせていただく

ことを事前にご説明いたしております。あわせて、４月２６日に庁内の会議に

おいて中止を正式に決定いたしまして、マスコミへのプレス報道をいたしまし

た。同日夜、地元住民説明会ということで瓜生町の住民説明会を開催させてい

ただきました。 

Ｑ－４：（関連）瓜生産業団地造成計画について（国高地区瓜生町） 

 当初予算に何らかの形で計上すると聞いていましたが、実際当初予算に計上

されなかったのは、１月末か２月上旬頃に諦めた訳ではないのでしょうか。 
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Ａ－４：産業環境部長 

 用地交渉をギリギリのところまで進めてまいりました。１月末の時点で用地

交渉の経過を区役員にご説明させていただいています。平成３１年度の当初予

算については計上する用意はしていましたが、議会や関係者と相談した上で、

地権者全員の了解が得られていないこと、及び３月末まで地権者交渉をさせて

いただきたいことの了解が得られたことから、地権者交渉において全員の同意

が得られた時点で臨時議会を開催して予算を計上したいということを、議会と

お話をさせていただいていたところであります。したがいまして、ご指摘のよ

うに当初予算計上の時期に諦めていたということはございません。 

Ｑ－４：（続き）瓜生産業団地造成計画について（国高地区瓜生町） 

 そこは理解いたしますが、やはり本来なら当初予算に計上すべきだったので

はないかと思います。成功していれば相当額の経済効果が見込まれる事業だっ

たと思いますので、議会側も叱咤激励をして何としてでも用地取得に努めるべ

きではなかったのか、議員の方ももっとしっかり取り組んでほしかったと思い

ます。 

Ｑ－５：公園整備について（国高地区村国三丁目） 

 武生中央公園の整備ばかりではなく、村国公園を初め近隣の公園の整備につ

いてどのように考えているのでしょうか。 

Ａ－５：建設部長 

 村国公園の遊具の補修について、本年度予算に計上しておりまして、遊具の

改修をさせていただく予定をしています。内容については区長さんと協議させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【地域ミーティング】 

◆社会福祉課説明 ともに生きる 福祉でまちづくり（別添資料参照） 

◆財務課説明 公共施設使用料の見直し（別添資料参照） 

◆質疑応答 

Ｑ－６：公民館の施設及び冷暖房に係る使用料の徴収について（北新庄地区自

治振興会） 

 公民館は、地域のコミュニティの拠点です。公民館の施設及び冷暖房に係る
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使用料を徴収することになれば、住民自治を阻害することになるのではないで

しょうか。また、使用料を徴収する費用対効果はあるのでしょうか。 

Ａ－６：生涯学習課長 

 公民館の冷暖房使用料につきましては、実費負担金的な性格のものであるこ

とから、ご利用いただく全ての方に冷暖房費の一部をご負担いただきたいとい

う市の方針のもと、他の貸館施設とともに3月議会に一括上程させていただき、

現在、継続審議中の状態でございます。上程している条例の改正内容は、自治

振興会による施設使用料は、従来どおり無料となりますが、冷暖房使用料につ

いては、月額・年額使用料など定額制を設けることで、自治振興会等の負担の

軽減に努めていますのでご理解いただきますようお願いいたします。 

 冷暖房使用料を徴収する費用対効果のお尋ねにつきましては、平成３０年度

の公民館１７館の光熱水費の合計は、約２，２７３万円です。このうち、冷暖

房費として支出しているのは、約６００万円程度と考えています。これに対し、

冷暖房使用料に係る収入見込額は、年２４０万円と試算しています。 

 徴収させていただく使用料については、振興会の活動拠点である公民館施設

の維持管理等に活用させていただきたいと考えています。 

 施設使用料につきましては、現在は、午前・午後・夜間・終日の区分になっ

ていますが、各公民館の利用状況や設定金額を見直した結果、１時間単位の使

用料設定が適切であると判断いたしました。その結果、公民館の講義室、料理

室、会議室など講座や会議でご利用いただける部屋については、平均使用時間

である２時間程度の利用の場合は、使用料は値下がりする計算です。 

 例えば、調理実習で調理室を利用する場合、１１時から調理を開始し、食事

をして１３時まで利用した場合、２時間の利用であっても現行では午前と午後

両方の使用料を徴収していますが、１時間単位とすることで負担が少なくなり

ます。さらに、時間単位にすることで、細かな空き状況が確認でき、多くの方

にご利用いただける利点もございます。 

Ｑ－６：（続き）公民館の施設及び冷暖房に係る使用料の徴収について（北新庄

地区自治振興会） 

 理解はできませんが、決められたことなら致し方ないと思います。しかし、

ただでさえ成り手がない自治振興会（の担い手）にさらに成り手がなくなって

しまうと思います。 



8

Ａ－６：市長 

 ご意見は十分に受け止めたいと思いますし、ご主張の趣旨を決して否定する

ものではありません。 

 しかしながら、行政の責務としますと、監査の指摘を真摯に受け止めざるを

得ません。その指摘内容というのは、実費負担的なものについては一定程度の

負担をお願いすべきというものです。平成２２年度に監査指摘を頂いてから、

これまでの２度の見直しの中ではこれを位置付けることなく、時間をかけなが

ら、今回提起をしました。ただし、実費負担的な性格ではあっても、その全額

を求めるべきものではないという考えの中で、一定程度の負担、それもよくご

利用いただいている方々にとってはできる限り負担が少なく、その利用の低減

につながらないような月額・年額の使用料の設定をしたところです。 

 現在、議会で継続審査中ですので、議会のご議論を踏まえた上で、市として

適切に対応していきたいと思います。 

Ｑ－７：公民館の施設及び冷暖房に係る使用料の徴収について（国高地区瓜生

町） 

 徴収事務はどのように行うのですか。 

Ａ－７：市有財産管理室長 

 基本的には、使用申請の提出時に、冷暖房使用料の納付書をお渡ししますの

で、それを利用者がお近くの金融機関で払っていただくという手続となります。 

Ｑ－８：ともに生きる 福祉でまちづくりについて（国高地区庄町） 

 今回の地域ミーティングのような場に、来たくても来ることができない人、

話を聞きたくても聞くことができない人がいます。地域ミーティングや福祉で

のまちづくりを通して、そういった人たちが、みんなと同じように自分が選ん

だ生き方を選択することができるという自信や希望を持つことができるようで

なければいけないと思っています。多様性が認められた生き方ができる越前市

であると自信を持って言えるために、今後、予算化・事業化を含めて、どうい

う人をどういうように巻き込みながら具体的に取り組んでいくかをお聞かせく

ださい。 

Ａ－８：市民福祉部長 

 ご指摘を頂いたとおり「公助」がなければ、普通の方と同じようにこのよう

な場所で発言ができない、意見の表明もできない、あるいは、移動の制限がか

かっているという方も現にいらっしゃいます。そういった方々に関しましては、
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「公助」がしっかりと機能を果たすべきだと思っています。 

 来年度に１年をかけまして、障がい者に係る計画を策定します。市民福祉部

では、当事者の所に行って、直接お話をして、その上で計画を策定する考えで

す。当事者主義の計画を作っていきます。 

Ｑ－８：（続き）ともに生きる 福祉でまちづくりについて（国高地区庄町） 

 情報が得られやすい人はまだいいのですが、そうではない人がいるというこ

とを認めていかないといけない。仕方ないとどこかでスルーしてしまうことが

世の中の差別に繋がっていきますし、それを無意識のうちにしてしまっている

ことがあるということを認めていかないといけない。 

 今年は障害者差別解消法の見直しの時期です。越前市におけるいろいろな差

別事例を浮き彫りにしていくことが必要だと危機感を持っています。例えば、

パワーポイントでもルビを打つことや、点訳、手話通訳など、様々な方が来ら

れた時に、その多様性を受け止めていくことについても一緒に考えていってほ

しいと思います。 

Ａ－８：市民福祉部長 

 障害者差別解消法が策定された時に全職員に研修を受講させています。その

ことを職員に改めて徹底させていきたいと思います。お気付きの点があれば、

都度、市にご意見を頂きたいと思っています。今後とも市に対して叱咤激励を

お願いしたいと思います。 

◆閉会 


