発言通告表(一般質問)
３月１７日（月）・１８日（火）・１９日（水）
○個人質問
発言
順位
１

平成２６年第１回定例会
発言

発言議員

答弁を

種別

発

言

要

旨

求める者
（略

浅見 勝也

称）

一 般 １．旧高月小学校校舎解体要望について

教育長

質問

関係部長

（１）合併後の建物の位置づけ及び利用について
（２）老朽化の現状に対する対策について
（３）地元自治会の要望に対する回答について
（４）周辺環境の整備計画との関係について
２．点字ブロックの設置について

関係部長

（１）市内全域での充足率及び設置要望について
（２）点字ブロックの維持管理及び改善について
（３）点字ブロックの利用に対する啓発について
３．住宅地等における農薬使用について

関係部長

（１）国から県への通知後における本市の対応につい
て
（２）農薬使用による健康被害について
（３）通知内容の遵守及び事前周知の徹底について
２

北田 康隆

一 般 １．交通安全対策について

市長

質問

関係部長

（１）交通安全に対する意識について
（２）交通安全に関する組織と概要について
（３）交通対策協議会の設置について
（４）交通安全関係予算について
（５）スムース横断歩道について
（６）今後の取り組みについて
２．山林振興と水資源の確保について

市長

（１）山林振興の取り組みについて

関係部長

（２）山林振興の今後の方針について
（３）水資源確保について
３

柴田 清行

一 般 １．北部振興局の新体制について

市長

質問

関係部長

（１）市長室設置について
（２）北部振興策について

２．不登校の生徒といじめ対策について

教育長

（１）市内小中学校の不登校者について

関係部長

（２）いじめの件数について
（３）不登校者の今後の対策について
３．ふるさと納税について

市長

（１）今年度のふるさと納税の現状について

関係部長

（２）今後の市の考えと取り組みについて
４．スポーツ振興について

市長

（１）オリンピックなどの国際大会への対応について 教育長
（２）選手強化策について
４

落合 武士

関係部長

一 般 １．自主防災組織の整備と防災意識の向上対策ついて 関係部長
質問

（１）本市の自主防災組織の現況と今後の指導推進に
ついて
（２）今後の防災意識の向上のための普及対策につい
て
（３）市民の防災知識の普及と学校教育の中での防災
教育について
（４）災害発生時の情報伝達体制について
（５）本市の防災訓練の持ち方と取り組みについて
（６）自主防災組織の様々な活動においての支援の拡
充について

５

林 多恵子

一 般 １．長浜市文化振興のための条例について
質問

（１）長浜市の文化をどのように感じてこられたのか
（２）時代に沿った文化をどのように育てていこうと
されているのか
（３）文化芸術振興基本法の法に掲げられた理念に対
して、長浜市における文化振興をどのように考え
ているのか
（４）条例の制定について

市長

２．バックアップ事業の取り組みについて

関係部長

（１）現在小学校・中学校における不登校数は
（２）不登校の分析はされているのか
（３）勉強のつまづきについてはどのように考えられ
るか
（４）県は平成２６年度に実施されるが、当市として
の取り組みは
（５）当市として取り組む必要性をどのように考えら
れているのか
（６）事業の実施方法についてはどのように考えられ
るか
（７）対象校・指導者について
（８）県が示された期間は１年と聞くが、その後につ
いてはどう考えられるのか
３．男性介護者への支援について

関係部長

（１）男性介護者の増加をどう見るのか
（２）両立するためのディサービスの延長等につい
ては、どのように考えているのか
（３）当市職員での男性の育児・介護・休業法を利用
された人数、近年介護・看護を理由に離職された
人数は
（４）企業による両立支援が立ち遅れている現状をど
う見るのか
（５）男性介護者が交流・相談できる窓口の取り組み
についてどのように考えられているのか
（６）第６期事業計画を策定される中に、男性介護者
の実態を把握し、支援を盛り込まれることについ
て
６

浅見 信夫

一 般 １．国民健康保険について

市長

質問

関係部長

（１）平成２６年度国保特別会計予算案について
（２）特定健康診査の現状と課題について
（３）国民健康保険運営協議会について

２．福祉医療費助成制度（65 歳～69 歳老人・ひとり 市長
暮らし高齢寡婦）について

関係部長

（１）市の福祉医療費助成制度（65 歳～69 歳老人・
ひとり暮らし高齢寡婦）の現状、助成対象者につ
いて
（２）県の制度見直しに係る市の考え方について
３．集団的自衛権について

市長

４．平成２６年度予算案と市民要求の実現について

市長
関係部長

７

松本 長治

一 般 １．地域づくり協議会について

市長

質問

関係部長

（１）地域づくり協議会の現状について
（２）協議会の課題について
（３）課題解決への取り組みについて
（４）長浜市地域支援職員制度について
（５）将来的な取り組みについて問
２．
「市民大学」の開設について

市長

（１）地域リーダー育成について

教育長

（２）学の場に対する評価について

関係部長

（３）
「市民大学」の開設について
８

竹内 達夫

一 般 １．北部地域の人口減少を防ぎ地域経済の振興につ
質問

関係部長

いて
（１）現状について
（２）地域経済の活性化について
（３）研修の反映について
（４）森林資源の活用について
（５）活性化対策について
（６）薪暖房施設への助成について
２．神照公民館の移転新築の進捗状況について

企画部長

（１）移転予定地について
（２）時期等について
（３）施設規模等について
３．スポーツ施設の有効活用について

企画部長

（１）市民プールの駐車場について
（２）神照運動公園の多目的競技場について
（３）市民ハードテニスコート（宮司町）について
４．市職員による不祥事根絶について

関係部長

（１）発生後の取り組みについて
（２）職員の徹底、未然に防ぐ対策について
５．ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）「国益を守る」

市長

なら撤退しかないが市長の見解を問う
９

山岡 孝明

一 般 １．ＰＭ２.５、黄砂、煙霧等大気汚染物質について
質問

市長

（１）長浜市での注意喚起情報受信時の対処方法につ 教育長
いて
（２）大気汚染物質から子どもを守るための対策につ
いて

関係部長

１０

押谷 與茂嗣

一 般 １．副市長の長浜市への思いについて
質問

副市長

（１）幅広く知識と経験がある副市長に長浜市はどう
映っているのかについて
（２）副市長の２年間の総括について
（３）市長のまちづくりを開花させるための考えにつ
いて
（４）市職員等に思うことについて

１１

中嶌 康雄

一 般 １．防災に対する備えについて

市長

質問

関係部長

（１）県が策定中の河川整備計画について
（２）河川浚渫対策としての備えについて
２．公共施設総合管理計画策定事業について

市長

（１）公共施設統廃合の現在までの成果について

関係部長

（２）策定にあたっての施設の分類方法について
（３）一部事務組合資産の取り扱いについて
（４）計画策定完了の時期について
３．長浜市のマーケティング戦略について

市長

（１）都市ブランドとシティプロモーションの推進に 関係部長
ついて
（２）ｗｅｂアクセス数の現状について
（３）子育て応援制度等モデルの導入検証・検討につ
いて
（４）小中学校の評価の可視化と学力向上について
４．扶助費軽減プロジェクトについて

市長

（１）レセプト点検の分析をどう施策に活かしている 関係部長
のかについて
（２）ジェネリック医薬品普及効果と実績について
（３）国民健康保険特別会計の安定的な運営について
（４）保険給付費等が軽減できない経緯や問題点は何
かについて
（５）健康推進総合プロジェクトについて
１２

柴田 光男

一 般 １．少年を犯罪から守る安全・安心のまちづくりに

市長

質問

教育長

ついて
（１）学校通学路危険個所の安全対策ついて
（２）市内各学校・公共施設での防犯カメラ設置状況
について
（３）自転車利用者への事故防止対策について
（４）防犯性の高い地域の対策について
（５）スクールガードや地域の連携による見守り活動
について
（６）防犯灯の設置について

関係部長

２．特別支援教育について

教育長

（１）市内小中学校における特別支援教育の現状に

関係部長

ついて
（２）市の特別支援教育の取り組みについて
（３）保護者との連携について
１３

東 久雄

一 般 １．災害時の自助、共助の促進について

市長

質問

関係部長

（１）外国人防災リーダの養成について
（２）外国人居住者と共同防災活動について
（３）サポート事業所の登録制の導入について
（４）住民からの災害情報の収集と行政機関の連携
について
２．災害被災者への生活再建支援制度の必要性につ
いて

市長
関係部長

（１）本市の災害被災者への支援制度について
（２）全県域的な恒久支援制度の協議、取り組みにつ
いて
３．がん検診向上制度コール、リコールについて

市長

（１）本市のがん検診対策の取り組みについて

関係部長

（２）コール、リコールの導入計画の取り組みにつ
いて
１４

藤井 繁

一 般 １．滋賀県流域治水条例の修正案について

関係部長

質問
１５
１６

東野 司
伊吹 正弘

一 般 １．当市における登録井戸制度の推進について

関係部長

質問

教育長

２．正しい日本地図を活用した教育の推進について

一 般 １．福祉施策の充実について
質問

市長

（１）福祉先進市の事例から、地域福祉計画を実現す 関係部長
べき「活動計画」を民間に任せた状況を是とする
のかを問う
（２）婚活について、実効をあげられる事業計画にな
っているのかを問う
（３）社会福祉課の労務管理について問う
２．防災図上訓練について

関係部長

（１）図上訓練の費用対効果について、その検証の可
否を問う
（２）成果物のフィードバックについて問う
（３）図上訓練地域割りの適否を問う
１７

杉本 敏隆

一 般 １．原発問題について
質問

（１）「ベースロード電源」という位置づけについて
（２）脱原発をめざす首長会議への参加について

市長

２．子どもの医療費無料化の拡大について

市長

（１）制度の認識について

関係部長

（２）通院医療費無料化の拡大について
３．企業立地促進のための助成制度について

市長

（１）工場等立地助成金について

関係部長

（２）工場等立地助成金に限度額を設けることにつ
いて
（３）助成を受けた企業の雇用責任について
４．住宅新築・住宅リフォーム助成制度について

市長

（１）新築住宅助成事業の評価について

関係部長

（２）住宅リフォーム助成制度の復活について
１８

溝口 治夫

一 般 １．丹生ダム検証対応について

市長

質問

関係部長

（１）検証結果の受け止めについて
（２）住民の声をどう受け止められているのか
（３）ダムの動向について
（４）今後の対応について
（５）ダム予定地の対応について
２．流域下水道事業木之本西幹線について

市長

（１）木之本西幹線の事業の進捗状況について

関係部長

（２）公共下水道への接続時期について
（３）はまべの里の対応について
３．都市計画区域の再編について

市長

（１）都市計画区域の再編進捗状況と今後の見通しに 関係部長
ついて
４．
（仮称）新美浜橋について

市長

（１）新橋の名称について

関係部長

（２）橋梁の設置時期と開通見込みについて
（３）湖周道路までの延伸計画について
（４）現美浜橋の対応について
１９

田中 伝造

一 般 １．市民会館の跡地利用について
質問

市長

（１）今後の跡地利用についてはどのような方向性を 関係部長
考えているのか
（２）地元自治会（宮司西町）との話し合いについて
はどのような方向に向かっているのか
（３）取り壊しの時期についてはいつ頃を考えている
のか
（４）消防本部の建設計画との関連性について

２．２０２５年問題について

関係部長

（１）人材の確保について
（２）福祉、産業（農、工、商）の生産年代の人口に
ついて
２０

押谷 憲雄

一 般 １．市立長浜病院・湖北病院が果たす役割と病院機能 市長
質問

の再編化について

病院事業管理者

（１）医療の質を確保し維持継続について

病院長

（２）開業医の現状について

関係部長

（３）医師、看護師、医療従事者の現状と医師確保の
ための環境整備について
（４）病々連携、病診連携について
（５）自治体病院の役割について
（６）病院機能の整備と再編化について
（７）厚生労働省等の調査におけるコンプライアンス
について
２１

脇阪 宏一

一 般 １．いじめ問題について

市長

質問

（１）今日までの取り組みとその成果について

教育長

（２）子ども自らがいじめ解決に取り組む仕組みに

関係部長

ついて
（３）
「学校いじめ防止基本方針」に基づく小・中学
校の策定状況について
（４）仮称「いじめ防止条例」の制定について
２．宮司東町団地の整備について

市長

（１）保留地を売却して未完成のまま団地整備を終了 関係部長
しようとすることについて
（２）宅建業法違反に当たるかどうかについて
（３）十一川改修事業について

