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平成３１年３月 第１２１回 

 

大野・勝山地区広域行政事務組合議会 定例会 会議録 

 

 

                          平成３１年３月２７日（水） 

                          午前１０時００分   開 議 

 

 

１．議事日程 

第１ 議席の指定 

第２ 会議録署名議員の指名 

第３ 会期の決定 

第４ 副議長の選挙 

第５ 議案第１号 平成３１年度大野・勝山地区広域行政事務組合一般会計予算 

   議案第２号 平成３１年度大野・勝山地区広域行政事務組合ふるさと市町村圏

振興事業特別会計予算 

   議案第３号 平成３０年度大野・勝山地区広域行政事務組合一般会計補正予算

（第２号） 

   議案第４号 損害賠償の額を定める専決処分の承認を求めることについて 

第６ 一般質問（質疑） 

   （討論、採決） 

第７ 議案第５号 監査委員の選任について 

 

 

２．出席議員（９名） 

１番 竹 内 和 順 君 ２番 下 道 惠 子 君 

３番 松 山 信 裕 君 ４番 乾  章 俊 君 

５番 北 川 晶 子 君 ６番 木戸屋八代実君 

７番 林  順 和 君 ９番 髙 田 育 昌 君 

１０番 野 村 勝 人 君   

 

 

３．欠席議員（１名） 
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８番 廣 田 憲 徳 君   

 

 

４．説明のため出席した者 

管 理 者 石 山 志 保 君 副管理者 山 岸 正 裕 君 

参 事 田 中 雄一郎君 参 事 松 村 誠 一 君 

愛護センター 

所長 
久 保 俊 岳 君 会計管理者 本 多  充 君 

参 与 畑 中 六太郎君 参 与 上 出 康 弘 君 

事務局長 山 村 英 幸 君 事務局次長 前 川 幸 雄 君 

 

 

５．書 記 

書 記 長 岸 田 尚 悟 書記長補佐 川 端 秀 和 

書  記 多 田 桂 子 書  記 松 川  正 
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議事 

（午前10時00分 開議） 

 

○議長（松山信裕君） 

おはようございます。 

これより、平成31年３月第121回大野・勝

山地区広域行政事務組合議会定例会を開会い

たします。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたと

おりであります。 

直ちに本日の会議を開きます。 

この際、諸般の報告をいたします。 

大野市議会議員の任期が２月20日に満了と

なり、大野市議会において新たに２月26日に

木戸屋八代実議員、林 順和議員、廣田憲徳

議員、髙田育昌議員、野村勝人議員が大野・

勝山地区広域行政事務組合議会議員として選

出されておりますので、ただ今からご紹介申

し上げます。 

木戸屋八代実君、ご起立を願います。 

（木戸屋八代実君、起立、礼、着席） 

○議長（松山信裕君） 

林 順和君、ご起立願います。 

（林 順和君、起立、礼、着席） 

○議長（松山信裕君） 

髙田育昌君、ご起立願います。 

（髙田育昌君、起立、礼、着席） 

○議長（松山信裕君） 

野村勝人君、ご起立を願います。 

（野村勝人君、起立、礼、着席） 

○議長（松山信裕君） 

なお廣田憲徳君より、本日の会議の欠席届

がまいっておりますので、報告いたしておき

ます。 

以上で、ご紹介を終わります。 

この際、議事の進行上、新たに当組合議会

議員となられた諸君の仮議席を指定いたしま

す。 

仮議席は、ただ今ご着席の議席を指定いた

します。 

次に、議会運営委員として、木戸屋八代実

君、髙田育昌君の２人が就任され、先刻開か

れた議会運営委員会において、互選の結果、

委員長に髙田育昌君が選任された旨申し出が

ありましたので、併せてご報告いたします。 

これより、日程に入ります。 

日程第１「議席の指定」を行います。 

このたび、新たに当組合議会議員となられ

た５名の諸君の議席については、会議規則第

４条第２項の規定により、議長において 

６番 木戸屋八代実君、 

７番 林 順和君、 

８番 廣田憲徳君、 

９番 髙田育昌君、 

10番 野村勝人君 

をそれぞれ指定いたします。 

以上の諸君は、氏名札を起こしてください。 

日程第２「会議録署名議員の指名」を行い

ます。 

会議録署名議員は、会議規則第73条の規定

により、議長において 

１番 竹内和順君、 

６番 木戸屋八代実君の両名を指名いたし

ます。 

日程第３「会期の決定」を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期につきましては、先刻、議

会運営委員会において協議の結果、本日１日

とすることで意見の一致を見ておりますので、

そのようにいたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松山信裕君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日１日と決
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定いたしました。 

日程第４「副議長の選挙」を行います。 

ただ今、副議長が欠員となっております。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定により、指名推選により

行いたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松山信裕君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選により行

うことに決しました。 

お諮りいたします。 

それでは、議長において指名することにい

たしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松山信裕君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決し

ました。 

大野・勝山地区広域行政事務組合議会副議

長に、７番 林 順和君を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただ今、議長において指名いたしました林 

順和君を、当選人と定めることにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松山信裕君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、林 順和君が、大野・勝山地区広

域行政事務組合議会副議長に当選されました。 

ただ今、大野・勝山地区広域行政事務組合

議会副議長に当選されました林 順和君が議

場におられますので、会議規則第32条第２項

の規定により、本席から告知いたします。 

ここで、副議長に当選されました林 順和

君より、ごあいさつをお受けいたします。 

林君。 

（７番 林 順和君 登壇） 

○７番（林 順和君） 

副議長就任に当たり、一言ごあいさつ申し

上げます。 

ただ今、議員各位の温かいご支援をいただ

き、大野・勝山地区広域行政事務組合議会副

議長にご推挙賜りましたことは、誠に身に余

る光栄でございまして、衷心より感謝とお礼

を申し上げます。 

私自身、議会経験も浅く、若輩者ではござ

いますが、両市の市民福祉の向上のため、松

山議長の補佐役として、副議長の職務に誠心

誠意、努力する所存でございます。 

議員各位をはじめ、理事者の皆さま、関係

各位におかれましては、心温まるご指導とご

鞭撻（べんたつ）を賜りますよう心からお願いを

申し上げまして、就任のごあいさつといたし

ます。 

○議長（松山信裕君） 

続きまして、日程第５、 

議案第１号 平成31年度大野・勝山地区広域

行政事務組合一般会計予算 

議案第２号 平成31年度大野・勝山地区広域

行政事務組合ふるさと市町村圏

振興事業特別会計予算 

議案第３号 平成30年度大野・勝山地区広域

行政事務組合一般会計補正予算

（第２号） 

議案第４号 損害賠償の額を定める専決処分

の承認を求めることについて 

以上、４件を一括して議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

管理者、石山君。 

（管理者 石山志保君 登壇） 

○管理者（石山志保君） 

第121回大野・勝山地区広域行政事務組合
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議会定例会の開会に当たり、本組合の主要な

事業の取り組み状況について申し述べますと

ともに、提案いたしました各議案の概要につ

いてご説明申し上げます。 

初めに、本定例会から大野市議会より、木

戸屋八代実議員、林 順和議員、廣田憲徳議

員、髙田育昌議員、野村勝人議員が新たに当

広域行政事務組合議会議員として選出されま

した。 

ご就任の各議員におかれましては、当圏域

発展のため、ご指導とお力添えを賜りますよ

うお願い申し上げます。 

また、今ほどの副議長選挙におきましては、

全議員の信任を受けられまして、林 順和議

員が副議長に当選されました。 

副議長のご就任を心からお祝い申し上げま

す。 

それでは、本組合の主要な事業の取り組み

状況につきまして、その概要をご報告いたし

ます。 

最初に、本圏域にとりまして重要課題であ

ります中部縦貫自動車道の整備促進について

申し上げます。 

本年２月に決定された国の補正予算により、

大野油坂道路、大野東・和泉区間に７億

9,000万円が措置されました。 

この予算措置で、さらに中部縦貫自動車道

の平成34年度末までの全線開通に弾みがつく

ものと期待しているところです。 

事業の進捗（しんちょく）につきましては、大

野東・和泉区間では、本区間のトンネル４本

全てに着手しており、荒島第一トンネルや大

野油坂道路で最長となる延長約５㌔㍍の荒島

第二トンネルの掘削工事などが進められてい

ます。 

和泉・油坂区間では、川合・下半原間で用

地取得が完了し、残る上半原・東市布間にお

いても、今月中には用地取得が完了予定と聞

いています。 

本区間の工事につきましては、下半原地区

の函渠（かんきょ）設置工事やトンネル６本のう

ち、３本の工事に着手しており、新長野トン

ネルの掘削工事などが進められています。 

本組合としましても、中部縦貫自動車道は、

昨年の大雪で経験しましたように、地域生活

の安全・安心確保のための命の道となる重要

な路線であり、平成34年度末までの全線開通

に向け、関係機関に対し、安定的な予算確保

と着実な事業推進を継続的に要望していきた

いと考えておりますので、今後とも議員各位

のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

次に、ごみ処理の状況について申し上げま

す。 

ごみ処理施設ビュークリーンおくえつでは、

本年度２月末現在で１万9,050㌧のごみを処

理しています。 

そのうちの１万6,429㌧を焼却処理し、ま

た再資源化物として2,793㌧を回収しました。 

前年度同期に比べまして、ごみ処理量は

1,062㌧増加し、再資源化物の回収量は202㌧

の増加となっています。 

日ごろから、計画的に機械設備の保守点検

並びに修繕を行うことにより、現在も安定し

た運転管理を継続しています。 

また、最終処分場エコバレーにおきまして

は、雨水排除対策を行いながら、安定した埋

立てを行っています。 

ビュークリーンおくえつの排ガス、エコバ

レーの放流水の水質などにつきましては、い

ずれも自主基準値を下回る良好な状態を維持

しています。 

今後も、安定した運転管理を行うとともに、

環境保全に万全を期していきたいと考えてい

ます。 

次に、介護認定審査及び障害者介護給付市

町村審査について申し上げます。 



－ 6 － 

介護認定審査会は、本年度２月末現在で

109回開催し、2,539人の認定審査を行ってい

ます。 

また、障害者介護給付市町村審査会は、13

回開催し、147人の審査を行っています。 

今後も国の認定基準に沿った公平、公正か

つ適正な審査が行われるよう、研修会を行う

など、審査会の円滑な運営に努めてまいりま

す。 

次に、青少年健全育成について申し上げま

す。 

奥越青少年愛護センターでは、170人の補

導委員が街頭補導として愛の一声運動を行っ

ており、本年度は２月末現在で、219人に対

して交通指導などの声掛けを行うとともに、

指導員による相談活動では11件の電話相談を

受けています。 

また、有害な情報から青少年を守るため、

圏域内の書店やレンタルビデオショップ、コ

ンビニエンスストアにおける有害図書などの

取り扱いについて実態調査を行い、売場環境

の改善要請や指導により、青少年の健全育成

に努めています。 

さらに社会福祉や環境美化、公共生活への

貢献など、優れた活動に取り組まれた青少年

を顕彰いたします善行青少年表彰につきまし

ては、去る２月15日に表彰式を行い、14団体

を顕彰しました。 

表彰式終了後に行いました愛護センター所

長との懇談会では、受賞された青少年たちが

それぞれ活動を通して地域の発展に寄与でき

たことや、人々の触れ合いに貢献できた喜び

を、自信と誇りをもって語ってくれました。 

これからも奥越の未来を担う青少年たちの

こうした活動が、ますます広がってくれるよ

う願うところです。 

次に、広域観光の推進について申し上げま

す。 

本組合では、奥越前観光連盟を中心に、大

野市、勝山市と連携し、奥越前の魅力発信と

誘客、周遊の促進に努めています。 

本年度は、平成28年度から実施している大

野絵馬と勝山絵馬を一つに組み合わせた良縁

絵馬を、両市の縁結びの神社に願い事を込め

て奉納する奥越前 良縁さんぽ 大野・勝山

パワースポット巡り事業では、パワースポッ

ト巡りと良縁絵馬を奉納する奥越前 良縁さ

んぽバスツアーを３回開催いたしました。 

嶺南地域や石川県からの参加もあり、参加

者には奥越前の魅力に触れていただき、ＳＮ

Ｓによる情報発信を積極的に行ってもらいま

した。 

また、昨年９月には、東京ビッグサイトで

開催されました世界最大級の旅の祭典、ツー

リズムＥＸＰＯジャパンに、福井県などとブ

ースを共同出展するとともに、旅行業者との

個別商談会にも参加し、奥越前のＰＲに努め

ました。 

来年度は、大阪での開催が決定しており、

引き続き参加し、本圏域の魅力を積極的にＰ

Ｒして、誘客、周遊の促進を図りたいと考え

ています。 

一方、九頭竜テラル高原推進協議会では、

九頭竜テラル高原の県外での知名度を高め、

奥越前のスキー場への誘客拡大を図るため、

昨年11月に京セラドーム大阪で開催されまし

た日本最大級のウインタースポーツ用品販売

イベントに出展し、ＰＲ活動を実施しました。 

また、スキー人口の裾野の拡大につなげる

ため、昨年度より実施しました不要となった

お子さまのスキー用品を譲渡し、お子さまの

ゲレンデデビューを応援するおさがりマッチ

ングを継続して実施しました。 

今年度も大変好評で、期間中に56件の出品

があり、このうち50件のマッチングが成立し

ています。 



－ 7 － 

前年度に比べ９件の増加となり、ニーズの

多さをあらためて感じたところであり、来年

度もこの事業を継続していきたいと考えてい

ます。 

しかしながら、今シーズンは、昨年と打っ

て変わって雪が降らず、圏域内の各スキー場

にとっては、雪不足で休業せざるを得ない状

況が続くなど、大変厳しい環境でありました

ので、来シーズンは圏域内の各スキー場が雪

に恵まれまして、大勢のスキー客でにぎわう

ことを期待しています。 

さらに本圏域を越えた活動としましては、

環白山広域観光推進協議会の関係市町村と連

携してパンフレット作成や配布、出向宣伝な

どを行っています。 

今後も関係団体との連携を強化し、さらな

る誘客と奥越前を中心とした観光周遊を促進

していきます。 

それでは、ただ今上程されました各議案の

概要についてご説明申し上げます。 

まず平成31年度大野・勝山地区広域行政事

務組合一般会計予算は、12億9,593万3,000円

を計上し、前年度当初予算より4,341万9,000

円の増となっています。 

また、平成31年度大野・勝山地区広域行政

事務組合ふるさと市町村圏振興事業特別会計

予算は、396万6,000円を計上し、前年度当初

予算より１万1,000円の減となっています。 

そのほかの議案として、平成30年度一般会

計の補正予算、専決処分の承認を求める議案

の合計４議案を提出しています。 

これらの議案の内容につきましては、後ほ

ど、事務局長が説明しますので、慎重にご審

議の上、妥当なるご決議を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（松山信裕君） 

事務局長、山村君。 

（事務局長 山村英幸君 登壇） 

○事務局長（山村英幸君） 

私からは、議案第１号から議案第４号まで

の４議案の内容についてご説明申し上げます。 

最初に、 

議案第１号 平成31年度大野・勝山地区広域

行政事務組合一般会計予算案 

についてご説明申し上げます。 

平成31年度一般会計予算案では、第１条で

歳入歳出予算の総額をそれぞれ12億9,593万

3,000円と定めております。 

平成30年度当初予算との比較では、4,341

万9,000円、3.5㌫の増となっております。 

第２項、歳入歳出予算の款項の内容につき

ましては、後ほど「第１表 歳入歳出予算」

により説明いたします。 

第２条の一時借入金につきましては、最高

額を前年度と同額の１億5,000万円としてお

ります。 

また、歳出予算の流用につきましては、第

３条に記載のとおりです。 

では「第１表 歳入歳出予算」の歳出から

説明いたしますので、４㌻をお開きください。 

款１議会費59万円は、組合議会の運営に要

する経費です。 

款２総務費6,946万6,000円の主なものは、

職員給与費や愛護センターに要します経費、

特別会計への繰出金などでございます。 

款３民生費1,202万3,000円は、介護保険認

定審査会及び障害者介護給付市町村審査会の

運営に要する経費です。 

款４衛生費７億6,245万5,000円は、主に廃

棄物の中間処理施設ビュークリーンおくえつ

及び最終処分場エコバレーの管理運営経費で、

電気料の値上がりによる光熱水費の増、また

修繕料の増などにより、前年比4,155万円の

増となっております。 

款５公債費４億5,089万9,000円は、一般廃

棄物処理事業債の元利償還金と一時借入金利
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子です。 

款６予備費は、前年度と同額の50万円を計

上しております。 

次に、歳入について説明いたしますので、

３㌻にお戻りください。 

款１分担金及び負担金11億7,280万5,000円

は、構成市であります大野市、勝山市からの

負担金で、衛生費の増額などにより前年度に

比べ4,092万3,000円の増となります。 

款２使用料及び手数料5,668万9,000円の主

なものは、一般廃棄物の持込手数料です。 

款４県支出金396万5,000円は、県からの派

遣職員に係る人件費と愛護センター事業に対

する補助金です。 

款５財産収入１万3,000円は、減債基金の

利子収入です。 

款６繰入金2,700万1000円は、うち2,700万

円が減債基金からの繰入金で、公債費の償還

に充てるものです。 

款７繰越金は、1,000円を計上しておりま

す。 

款８諸収入3,545万9,000円の主なものは、

古紙や金属類などの再資源化物売却代で、売

却単価の増により365万8,000円の増を見込ん

でおります。 

続きまして、 

議案第２号 平成31年度大野・勝山地区広域

行政事務組合ふるさと市町村圏

振興事業特別会計予算案 

についてご説明申し上げます。 

第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ

396万6,000円と定めております。 

前年度当初予算に比べ１万1,000円、0.3㌫

の減となります。 

第２項、歳入歳出予算の款項の内容につき

ましては「第１表 歳入歳出予算」により説

明いたします。 

まず歳出から説明いたしますので、４㌻を

お開きください。 

款１総務費４万円は、一般事務費と一般会

計への繰出金。 

款２ふるさと市町村圏振興事業費392万

6,000円の主なものは、環白山広域観光推進

協議会の負担金、並びに奥越前観光連盟への

補助金です。 

次に、歳入について説明いたしますので、

３㌻にお戻りください。 

款１財産収入38万8,000円は、ふるさと市

町村圏基金の利子収入。 

款２繰入金357万7,000円は、一般会計から

の繰入金。 

款３繰越金は、1,000円を計上しておりま

す。 

次に、 

議案第３号 平成30年度大野・勝山地区広域

行政事務組合一般会計補正予算

（第２号）案 

について説明いたします。 

一般会計補正予算（第２号）案は、歳入歳

出予算の総額からそれぞれ833万6,000円を減

額し、補正後の総額を12億6,445万2,000円と

するものです。 

歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの

金額については「第１表 歳入歳出予算補

正」により説明いたします。 

歳出から説明いたしますので、４㌻をお開

きください。 

款１議会費16万7,000円の減額は、委託料

の減額、款２総務費21万6,000円の減額は、

一般管理費委託料を減額するものです。 

款３民生費59万3,000円の減額は、介護認

定審査会委員の報酬などの減額です。 

また、款４衛生費では、燃料費や委託料な

どの減額により736万円を減額しております。 

次に、歳入について説明いたしますので、

３㌻にお戻りください。 
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款１分担金及び負担金では、大野市、勝山

市からの負担金1,583万6,000円の減額を、ま

た款２使用料及び手数料では、施設持ち込み

手数料150万円、款８諸収入では再資源化売

却代600万円の増額をそれぞれ計上しており

ます。 

次に、 

議案第４号 損害賠償の額を定める専決処分

の承認を求めることについて 

説明をいたします。 

事故の概要としましては、平成30年12月19

日午前11時30分ごろ、ビュークリーンおくえ

つの２階プラットホームにおいて、当該車両

がごみの搬入後、出口に向かう際、別の車両

が出口付近に停車しておりました。 

この停車車両を感知し、出口シャッターが

開いた状態となっていたのですが、停車車両

が別方向に移動後、当該車両が出口に向かっ

たタイミングでシャッターが降下し、車両運

転席上部に接触し、損傷したものです。 

損害賠償の額を36万7,603円として、地方

自治法第292条において準用する同法第179条

第１項の規定に基づき、専決処分したもので

す。 

説明は、以上でございます。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（松山信裕君） 

会議の途中でありますが、暫時休憩いたし

ます。 

 

（午前10時29分 休憩） 

（午前11時20分 再開） 

 

○議長（松山信裕君） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより質疑並びに日程第６「一般質問」

を併せて行います。 

通告がございませんでしたので、これにて

質疑並びに一般質問を終結いたします。 

これより議案第１号から議案第４号までの

４件に対する討論に入ります。 

（沈黙） 

○議長（松山信裕君） 

討論なしと認めます。 

よって、討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

議案第１号 平成31年度大野・勝山地区広域

行政事務組合一般会計予算 

議案第２号 平成31年度大野・勝山地区広域

行政事務組合ふるさと市町村圏

振興事業特別会計予算 

議案第３号 平成30年度大野・勝山地区広域

行政事務組合一般会計補正予算

（第２号） 

議案第４号 損害賠償の額を定める専決処分

の承認を求めることについて 

以上、４件を一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

以上、４件については、原案のとおり可決、

承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松山信裕君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号から議案第４号までの

４件は、原案のとおり可決、承認されました。 

日程第７、 

議案第５号 監査委員の選任について 

を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

管理者、石山君。 

（管理者 石山志保君 登壇） 

○管理者（石山志保君） 

ただ今上程されました 

議案第５号 監査委員の選任について 

説明申し上げます。 
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本案は、大野・勝山地区広域行政事務組合

監査委員の選任について、ご同意を求めるも

のです。 

監査委員のうち、関係市の識見を有する者

として選任いたしております監査委員の本田

章氏が、平成31年３月19日をもって任期が満

了となりました。 

そこで、先の大野市議会において、大野市

監査委員に再任されました本田 章氏を、次

期の組合監査委員に引き続き選任いたしたく、

規約第９条第２項の規定により、議会の同意

を求めるものです。 

経歴につきましては、お手元に配布してあ

るとおりです。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（松山信裕君） 

お諮りいたします。 

本案は、人事に関する案件でありますので、

質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたい

と思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松山信裕君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、さよう決しました。 

これより採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、これに同意することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松山信裕君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、 

議案第５号 監査委員の選任について 

は、これに同意することに決しました。 

以上で本定例会の付議事件は、全て議了い

たしました。 

これをもちまして、平成31年３月第121回

大野・勝山地区広域行政事務組合議会定例会

を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでございました。 

 

（午前11時25分 閉会） 

 

 

 

 

 

 


