
発言通告表(一般質問) 
 

３月７日（木）・８日（金） 

○個人質問                             平成３１年第１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 丹生 隆明 一般

質問 

 

１．水道事業について 

（１）安全安心な水道水を供給するための施設、水道

管の老朽対策について 

関係部長 

２．国民宿舎余呉湖荘について 

（１）国民宿舎余呉湖荘、旧余呉町農林漁業体験実習

館の管理状況と今後の予定を問う 

関係部長 

２ 髙山 亨 一般

質問 

 

１．国民健康保険制度について 

（１）国保の加入者の保険料負担の重さについて 

（２）来年度の国保・保険料の見通しについて 

（３）国保の均等割について 

関係部長 

 

２．図書館の運営と司書の配置について 

（１）今秋開館予定の中央図書館へのアクセスについ

て 

（２）図書館を含めた「ながはま文化福祉プラザ」の 

管理運営について 

（３）市の図書館と学校図書館の連携について 

（４）学校図書館の司書の配置について 

（５）学校図書館の司書の任用期間について 

関係部長 

３．外国人児童・生徒の教育・生活支援について 

（１）外国人の増加への対応と支援策について 

（２）学校教育全般に及ぼす影響について 

（３）外国人児童・生徒の生活課題について 

（４）外国人児童･生徒の日本語教育指導と通訳の配

置等について 

関係部長 

４．生活保護制度について 

（１）生活保護費削減の影響について 

（２）生活保護基準について 

（３）生活保護の捕捉率について 

（４）「生活保護のしおり」について 

（５）収入申告に関する厚労省の通知について 

関係部長 



３ 西尾 孝之 一般

質問 

１．えきまちテラス長浜について 

（１）ＣＥＯ（最高経営責任者）の今までの業績につ

いて問う 

（２）社長に就任してどれだけの業績を上げてきたの

か問う 

（３）ＣＥＯ（最高経営責任者）の任命責任について

問う 

市長・副市長 

２．不倫問題について 

（１）トップリーダーとしての人間性について問う 

（２）長浜市の子どもは宝と言うがどれだけ認識して

いるか問う 

市長 

３．辞職勧告決議について 

（１）辞職勧告決議を受けてどれだけ重く受けとめて

いるのか問う 

（２）関西テレビのインタビューの発言について問う 

市長 

４ 

 

中嶌 康雄 

 

一般

質問 

１．山城サミットについて 市長 

関係部長 

２．長浜市のまちづくりについて 

（１）総合ビジョンについて 

（２）長浜新川について 

（３）大井川・鬼川について 

（４）長浜新川右支線の整備について 

（５）調整池の必要性について 

（６）新川本線整備について 

（７）新川管理道路について 

市長 

関係部長 

３．人口減少問題について 市長 

関係部長 

４．病院改革について 市長 

関係部長 

５．土地改良区の合併について 市長 

関係部長 

５ 草野 豊 一般

質問 

１．重症心身しょうがい者支援と災害時の対応につい

て 

（１）ショートステイ利用の送迎補助について 

（２）しょうがい者の移動支援について 

（３）レスパイト入院について 

（４）災害時の対応について 

（５）福祉避難所の管理運営について 

（６）医療ケアについて 

（７）電源確保について 

市長 

関係部長 



２．湖北地域消防組合分署等の整備について 

（１）財政負担について 

（２）調査事業を踏まえての地域説明について 

市長 

関係部長 

６ 矢守 昭男 

 

一般

質問 

１．公共施設・跡地利用について 

（１）旧高月中学校跡地利用について 

関係部長 

２．学校給食について 

（１）学校給食の問題点について 

（２）美味しい給食の提供について 

関係部長 

３．ＩＣＴ教育と施設環境について 

（１）学力向上に向けたＩＣＴ化教育について 

（２）大規模校、小規模校のＩＣＴ化計画について 

（３）生徒のＩＣＴ教育への取組意欲向上に向けた    

取組について 

（４）全国学力テスト結果の開示、対応について 

教育長 

関係部長 

４．欠陥品ごみ袋について 

（１）製造元に対する対応について                                

関係部長 

７ 

 

斉藤 佳伸 一般

質問 

 

１．市長の海外旅行について 

（１）平日の４日間の行動内容について 

（２）危機管理意識について 

（３）公職者が業者との旅行、飲酒、ゴルフ等を共に

する行動について 

市長 

２．農業問題について 

（１）農業者の高齢化、後継者難の原因と対策につい

て 

（２）国連が定めた家族農業の１０年について 

関係部長 

３．小谷城スマートインターチェンジ６次産業化拠点

構想について 

（１）１次産業の重要性について 

（２）農家レストラン、直売所施設について 

（３）農業振興について 

関係部長 

４．（仮称）神田スマートインターチェンジ整備計画

（案）について 

（１）整備効果について 

（２）交通車両分散による一般道路の渋滞緩和につい

て 

（３）一日の通行利用台数（目標台数）について 

関係部長 

５．支所問題について 

（１）取り扱い業務について 

関係部長 

６．福祉ステーションの見直しについて 

（１）びわデイサービスセンターについて 

関係部長 



８ 

 

鬼頭 明男 一般

質問 

１．デマンドタクシーの運行と利用について 

（１）登録者数増に向けた取り組みについて 

（２）デマンドタクシー予約時間とバス時刻表につい

て 

（３）停留所の設置、拡大について 

（４）市外から観光に来られる方への対応について 

関係部長 

２．中学校の制服の多様性について 

（１）中学校の制服の多様性について 

教育長 

関係部長 

３．保育における待機児童と保育士の確保について 

（１）受入整備状況について 

（２）保育士の確保状況について 

教育長 

関係部長 

４．消費税率１０％によっての影響について 

（１）複数（軽減）税率とキャッシュレス決済につい

て 

（２）適格請求書等保存方式（インボイス）制度につ

いて 

（３）市立長浜病院・長浜市立湖北病院における影響

について 

関係部長 

９ 

 

宮本 鉄也 一般

質問 

 

１．次の世代に対する負担軽減について 

（１）次の世代に対する負担軽減について 

市長 

関係部長 

２．大川の河川工事の進捗状況について 

（１）大川の河川工事の進捗状況について 

関係部長 

１０ 中川 勇 一般

質問 

１．幼稚園の早急なる認定こども園化等について 

（１）保育を必要とする受け皿について 

（２）近年における幼稚園児数の減少傾向について 

（３）幼稚園の早急なる認定こども園化について 

教育長 

関係部長 

２．学校給食の食材（調味料含む）を１００％地産地

消とすること等について 

（１）学校給食費の無料化に伴う基金財源の見通し等

について 

（２）学校給食における調味料の地産地消の状況（割

合）について 

（３）学校給食の食材（調味料含む）を１００％地産

地消とすることについて 

教育長 

関係部長 



 

１１ 多賀 修平 一般

質問 

１．湖北圏域河川整備事業について 

（１）長浜市を流れる一級河川の現状認識と施策につ

いて 

（２）河川整備事業、高時川・姉川の進捗状況と、早

期完成に向けた今後の取組について 

（３）田川の河川整備事業が高時川・姉川と比べて遅

れている現状と、主たる理由について 

（４）田川の河川整備事業計画の早期策定と、基本的

な考え方について 

（５）田川の河川整備事業計画策定の基本日程と、地

元説明について 

市長 

関係部長 

１２ 

 

中川 リョウ 一般

質問 

１．外国人の受け入れ体制について 

（１）基本的な考え方について 

（２）就職支援活動について 

（３）居住支援と入居差別解消について 

（４）福祉医療制度の周知について 

（５）医療通訳者の派遣と育成事業について 

（６）外国人市民相談事業について 

（７）外国人定住が増えることについて 

市長 

関係部長 

２．がんの正しい知識の普及について 

（１）がん治療についての知識について 

（２）健康ながはま２１について 

（３）がん対策基本条例について 

（４）団体への支援について 

市長 

関係部長 

３．旧高月中学校跡地の利用について 

（１）住民との温度差について 

（２）跡地の分割について 

（３）跡地の利活用案について 

（４）ワーキングチームの再設置とタイムスケジュー

ルについて 

市長 

関係部長 

１３ 押谷 與茂嗣 一般

質問 

１．各種会議運営の効率化等の事務改善から、地域を

知る職員の育成を図ることについて 

（１）現在、職員が参加しなければならない会議はど

の程度あるのか 

（２）庁内会議の実態と今後においての効率化の観点

から運用そのものを見直す予定はないか 

（３）職員育成の時間創出と地域を知る職員の必要性

について 

副市長 



２．市役所のルールの厳格化と柔軟性について 

（１）業務執行上のルールを定めたものや規則等がど

の程度あるのか 

（２）規則等をチェックするなど、改めてその必要性

や仕組みを見直す必要性について 

副市長 

１４ 

 

藤井 登 一般

質問 

１．小・中学校への４月以降の取り組みについて 

（１）児童虐待の防止について 

（２）いじめ対策の具体的な取り組みについて 

（３）不登校傾向について 

（４）読解力について 

市長 

教育長 

関係部長 

２．避難所の見直しと再点検について 

（１）避難所の見直しと再点検について 

市長 

関係部長 

３．子ども議会に関することについて 

（１）学区について 

市長 

関係部長 

４．市立長浜病院の課題について 

（１）市立長浜病院の医師確保の現状について 

（２）医師確保の取り組みについて 

（３）市立長浜病院と長浜赤十字病院の再編について 

（４）アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）に

ついて 

（５）がん対策の治療連携について 

市長 

病院事業管理者 

関係部長 

１５ 千田 貞之 一般

質問 

 

１．地方創生と公共施設の老朽化と自治体財政の今後

について 

（１）地方創生推進交付金の活用について 

（２）国土交通省の立地適正化計画について 

関係部長 

２．地域公共交通について 

（１）地域公共交通の現状と今後について 

関係部長 

 


