
発言通告表(一般質問) 
 

１２月５日（水）・６日（木）・７日（金） 

○個人質問                             平成３０年第４回定例会 

発言 

順位 
発言議員 

発言

種別 
発  言  要  旨 

答弁を 

求める者 

（略 称） 

１ 髙山 亨 

 

一般

質問 

１．教職員、市職員の働き方改革について 

（１）長浜市の市職員、教職員に対しての「働き方改

革」の取り組みについて 

（２）教員の超過勤務の実態と年休取得日数について 

（３）現在休職、長期休暇中の教員について 

（４）教員の超過勤務等の改善について 

（５）市職員の超過勤務等の労働条件の改善について 

（６）市民課窓口延長業務などの場合、担当職員の負

担軽減策について 

（７）「会計年度任用職員制度」の導入について 

市長 

関係部長 

２．小中学校における土曜授業について 

（１）土曜授業のこれからの見通しについて 

（２）土曜授業を継続する意義について 

（３）土曜授業を継続するための提案について 

関係部長 

３．保育園における待機児童の問題について 

（１）今年度の待機児童数、及び来年４月に予想され

る待機児童数について 

（２）今後の定員増の取り組みについて 

（３）国の「保育料無償化」政策と長浜市の保育政策

との関連について 

（４）保育士の確保について 

関係部長 

４．放課後児童クラブについて 

（１）待機児童の問題について 

（２）支援員確保について 

関係部長 

５．鳥獣害対策について 

（１）捕獲の方法や捕獲者について 

（２）捕獲や捕獲者に対する補助金や助成金について  

（３）シカ・イノシシ用の箱オリの運用・管理につい

て 

関係部長 



２ 柴田 光男 一般

質問 

 

１．道路管理について 

（１）市道認定に関わる問題について問う 

（２）県道から市道引き渡し予定道路について問う 

（３）道路白線の管理について問う 

（４）「ビワイチ」走行コースの道路整備について問

う 

関係部長 

２．除雪対策について 

（１）地域要望について問う 

（２）除雪路線の見直しと路線追加について問う 

（３）国・県との除雪路線の連携について問う 

関係部長 

３ 

 

千田 貞之 

 

 

一般

質問 

 

１．長浜市が出資し、関与している中心市街地施設（第

３セクター）について 

（１）株式会社黒壁、長浜まちづくり株式会社、えき

まち長浜株式会社の統合について 

関係部長 

２．空き家、空き地対策について 

（１）長浜市空き家等に関する条例施行後の、現在の

状況と今後の方針について 

（２）空き家対策の進展に伴い増加した空き地の今後

の活用について 

関係部長 

４ 浅見 信夫 

 

一般

質問 

１．国民健康保険について  

（１）自治体独自の負担軽減について 

（２）統一保険料について 

（３）保険証の取り上げと取り立てについて 

（４）国保の構造問題について 

市長 

関係部長 

 

２．長浜市病院事業中期経営計画等について 

（１）地域医療構想との整合性について 

（２）地方交付税措置について 

（３）経常収支比率等について 

（４）貸借対照表について 

（５）医師の時間外労働について 

（６）高度急性期・急性期医療を考える研究会につい

て 

市長 

病院事業管理者 

関係部長 

 

３．原子力災害対策について 

（１）平成３０年度原子力総合防災訓練について 

（２）平成３０年度長浜市原子力防災訓練について 

（３）防災行政無線について 

（４）スピーディについて 

（５）要配慮者等に対する避難計画について 

（６）安定ヨウ素剤について 

（７）複合災害について 

市長 

関係部長 

 



４．指定管理者制度について 

（１）職員の雇用問題について 

（２）文化振興事業について 

市長 

関係部長 

５ 竹本 直隆 一般

質問 

 

１．長浜市立余呉小中学校について 

（１）義務教育９年一貫について 

（２）統合における課題について 

（３）特色ある学校経営について 

（４）一貫性教育の専門性について 

（５）学習活動でのＩＣＴ活用について 

（６）保護者への通知について 

関係部長 

２．幼児教育の無償化について 

（１）幼稚園、保育所、認定こども園の無償化の取り

組みについて 

教育長 

６ 宮本 鉄也 

 

一般

質問 

１．行政と市経済について 

（１）長浜市行政の長浜市経済に対する影響力につい

て  

（２）市予算縮小は長浜市経済縮小に直結することに

ついて 

（３）今後の市財政のかじ取りについて 

関係部長 

２．公会計について 

（１）公会計から見た予算計画について 

関係部長 

３．防災体制について 

（１）新たな防災拠点について 

（２）災害時における住民に対する情報伝達について 

（３）支所の人員について 

関係部長 

４．西浅井地区の拠点診療所と公共交通網について 

（１）公共交通網の役割について 

（２）住民告知について 

関係部長 

５．小谷城スマートインターチェンジ周辺６次産業化

拠点構想について 

（１）企業誘致の進捗状況について 

（２）周辺の農業従事者に対するメリット、デメリッ

トについて 

関係部長 

７ 中嶌 康雄 

 

一般

質問 

１．歴史的風致維持向上計画について 

（１）課題整理について 

（２）成果について 

市長 

関係部長 

 

２．戦国ミュージアムの建設について 

（１）建設計画等について 

市長 

関係部長 



 

   ３．再生可能性エネルギーについて 

（１）再生エネルギーについて 

（２）蓄電池の推進について 

（３）届出等の義務化について 

市長 

関係部長 

４．行政改革について 

（１）推進方針について 

（２）予算措置への対応について 

（３）労働力不足への対応について 

（４）情報公開について 

市長 

関係部長 

５．認知症施策の総合推進について 

（１）切れ目のない支援について 

（２）総合的推進について 

市長 

関係部長 

６．土地利用計画について 

（１）開発手法について 

（２）非線引き区域への移行について 

（３）国土利用計画について 

市長 

関係部長 

８ 

 

 

 

 

丹生 隆明 一般

質問 

 

 

 

 

１．余呉南越前ウインドファーム発電事業の取り組み

について 

（１）影響の低減策について 

（２）着工までの協議のあり方について 

関係部長 

２．中山間地域が生み出す役割と重要性について 

（１）長浜市では、中山間地域の振興策をどのように

考えているか問う 

関係部長 

３．国道３６５号黒田地先の片側通行の全面復旧につ

いて 

（１）完全復旧について、いつになるのかを問う 

関係部長 

９ 鬼頭 明男 

 

一般

質問 

１．小学生のランドセルについて 

（１）各学校への通知状況について 

（２）ランドセルの重さ（教材等含む）について 

（３）小学生の腰痛もちについて 

（４）今後の取り組みについて 

関係部長 

２．空き家について 

（１）空き家の有効活用について 

（２）専門の「空き家課」をつくることについて 

（３）健全な空き家の活用について 

（４）特定空き家について 

関係部長 



 

   ３．災害対策について 

（１）災害時で変わる避難と対応について 

（２）高齢化による地域の対応力不足について 

（３）防災情報伝達について 

（４）災害弱者をリスト化した名簿の作成について 

関係部長 

４．学校給食について 

（１）学校給食への異物混入について 

（２）センター方式後の状況について 

関係部長 

１０ 

 

鋒山 紀子 一般

質問 

 

１．命を守る災害対策について 

（１）観光危機管理の充実について 

（２）自主防災組織の強化について 

（３）災害備蓄食品として「液体ミルク」の導入につ

いて 

関係部長 

２．切れ目のない子育て支援について 

（１）子育て世代包括支援センターについて 

（２）産婦健康診査費用の助成について 

関係部長 

１１ 

 

 

 

 

中川 リョウ 一般

質問 

 

 

 

 

１．土曜授業について 

（１）効果や検証、継続する理由について 

（２）教職員の負担軽減について 

（３）今後の土曜授業について 

教育長 

関係部長 

２．消防団について 

（１）定員と報酬の見直しについて 

市長 

関係部長 

３．防災危機管理局について 

（１）専門員の派遣や出向について 

市長 

関係部長 

１２ 藤井 登 一般

質問 

１．台風２１号の影響について 

（１）交通標識等の不具合について 

（２）倒木について 

（３）ソーラー発電の損傷について 

市長 

関係部長 

２．いじめ問題について 

（１）市の対応について 

教育長 

関係部長 

３．市立長浜病院と長浜赤十字病院の課題について 

（１）長浜モデル「医学生修学資金」について 

 

（２）高度急性期・急性期医療について 

 

市長 

関係部長 

市長 

病院事業管理者 

４．健康増進について 

（１）「みんなで一緒にながはま健康ウォーク」等に

ついて 

市長 

関係部長 



１３ 

 

轟 保幸 

 

一般

質問 

 

１．森林の台風被害について 

（１）森林の台風倒木被害について 

（２）森林の台風被害復旧の支援について 

市長 

関係部長 

２．森林経営管理制度（新たな森林管理システム）に

ついて 

（１）森林所有者の責務について 

（２）市の森林経営管理実施権について 

（３）市の森林の公的管理について 

（４）林業の成長産業化の取り組みについて 

市長 

関係部長 

１４ 中川  勇 

 

一般

質問 

１．指定管理者制度の運用について 

（１）文スポにおける今後も含めた指定管理者制度の

適用について 

（２）三セクに対する指定管理者制度の適用について 

（３）老朽化が進んでいる指定管理施設の修繕に係る

費用負担の取扱いについて 

（４）指定管理期間が長期化することに伴う、施設を

所管する担当者の現場スキルの低下について 

関係部長 

 

２．学校児童生徒に対する通学路等での不審者対応に

ついて 

（１）通学路における街路灯（市が管理しているもの）

のＬＥＤ化への切替え状況について 

（２）通学路における住家の無い場所に対しての防犯

カメラの設置について 

（３）児童見守り活動に対するボランティアの確保が

困難な地域（集落）における市の対応について 

（４）不審者情報をより素早く広範に注意喚起を促す

意味から、防災行政無線を活用することについて 

関係部長 

３．有機農業の推進について 

（１）今年度の「有機農業検証事業委託」検証後の施

策について 

（２）市町村の役割としての有機農業推進体制の強化

について 

関係部長 

４．連合自治会からの市政要望に対する対応について 

（１）毎年の連合自治会からの要望事項の取扱い及び

単年度処理が出来ない事項に対するその後の対

応の回答について 

（２）連合自治会からの要望事項及び回答内容につい

ての市ＨＰへの掲載について 

関係部長 



 

   ５．長浜駅西側に建設予定の葬儀会館への対応につい

て 

（１）地元自治会からの嘆願書提出に対しての対応に

ついて 

（２）想定される建設予定地付近の交通渋滞等に対し

ての駐車場確保など、市からの指導について 

関係部長 

１５ 

 

西尾 孝之 

 

 

一般

質問 

 

１．裁判を控えた市長の不倫問題について  

（１）地方自治法第百三十二条について問う 

（２）公人の私生活について問う 

市長 

２．駅まちテラス問題について 

（１）市長・副市長が任命したＣＥＯについて問う 

（２）市長・副市長の任命責任について問う 

市長 

１６ 草野 豊 一般

質問 

１．今後の国保診療所のあり方について 

（１）診療所の役目について 

（２）浅井診療所の存続について 

（３）浅井診療所の改修について 

（４）医療機器の更新について 

（５）民間での運営について 

（６）地域住民への周知について 

（７）今後の運営について 

市長 

関係部長 

１７ 

 

 

 

 

 

佐金 利幸 

 

 

 

 

一般

質問 

 

 

 

 

１．小中学校の給食について 

（１）食べ残し（食品ロス）について 

（２）廃棄する食べ残しの処分代について 

（３）メニューの工夫について 

（４）地産地消について 

（５）おかわりの有無について 

（６）小学校の給食費滞納について 

（７）中学校の給食費滞納について 

（８）小学校給食費無料化の費用対効果について 

関係部長 

２．義務教育におけるＩＣＴ化について 

（１）環境整備の予算確保と計画について 

（２）各校のＩＣＴ機種の統一化について 

関係部長 

１８ 

 

 

 

 

矢守 昭男 一般

質問 

 

 

 

 

１．市道の安全確保と維持管理について 

（１）消雪装置の維持管理について 

（２）通学路の歩道除雪対応について 

（３）通学路の竹、樹木、草等の除草等対応について 

（４）台風による通学路等のカーブミラー破損及び新

規設置要望について 

関係部長 



２．市営パーキング運営について 

（１）市営パーキング利用について 

関係部長 

３．避難カードの普及と防災ナビの活用について 

（１）避難カードの普及について 

（２）防災ナビシステムの構築について 

関係部長 

１９ 斉藤 佳伸 

 

一般

質問 

１．農業問題について 

（１）後継者について 

（２）米価の安定について 

（３）農業機械更新の助成について 

（４）集落営農の現在の活動実態について 

関係部長 

 

２．国際通商交渉について 

（１）ＴＰＰ・ＥＰＡ・ＦＴＡについて 

関係部長 

 

３．長浜市草の根防災体制育成事業補助金について 

（１）特例処置について 

関係部長 

 

４．支所問題について 

（１）平成３１年度組織体制の再編について 

（２）災害時の一極集中について 

関係部長 

 

５．市長不倫問題について 

（１）疑惑を払しょくすることについて 

（２）市の監査委員の報告について 

（３）名誉毀損で告訴することについて 

（４）週刊誌厳重抗議について 

市長 

２０ 伊藤 喜久雄 

 

一般

質問 

１．一部事務組合の統合について 

（１）現状について 

（２）課題について 

（３）今後の方策について 

市長 

関係部長 

２．合併後の懸念事項への対応について 

（１）想定された懸念事項への手立てについて 

（２）「協働でつくる長浜まちづくり基金」について 

市長 

関係部長 

３．市民活動の促進を目的とした基金の設置について 

（１）ＮＰＯなど市民活動団体への財政支援の実態に

ついて 

（２）市民活動促進のためのファンドの設置について 

（３）ソーシャルビジネスなどの立上げ支援について 

市長 

関係部長 



 

   ４．介護人材の確保・定着・育成について 

（１）介護事業者（現場）の現状の把握について 

（２）介護人材不足の認識について 

（３）介護人材不足の打開策について 

（４）介護人材の離職率について 

（５）介護人材の定着支援と離職防止策について 

（６）厚生労働省の「入門的研修」などの実施につい

て 

市長 

関係部長 

２１ 山﨑 正直 

 

一般

質問 

１．防犯対策について 

（１）行政の防犯対策について 

（２）防犯カメラの設置について 

関係部長 

 

２．働き方改革について 

（１）市職員に対する働き方改革について 

（２）学校における働き方改革について 

（３）テレワーク（在宅勤務）について 

関係部長 

 

３．観光施策について 

（１）中心市街地への観光客数の増加について 

（２）今後の中心市街地の観光施策について 

（３）長浜の魅力発信について 

関係部長 

 

２２ 

 

押谷 與茂嗣 一般

質問 

 

１．自己管理と自己責任のある人材の育成とクレーム

対応について 

（１）自己管理・自己責任のある職員の育成について 

（２）クレームの対応と活用について 

副市長 

２．出資法人と指定管理のあり方及び副市長の兼業法

人の関与について 

（１）出資法人の見直しについて 

（２）指定管理者制度の運用の見直しについて 

（３）副市長の兼業法人への関与について 

関係部長 

 


