
発言通告表(一般質問) 
 

６月１２日（水）・１３日（木）・１４日（金） 

 

○個人質問                             令和元年６月定例会 

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 鬼頭 明男 一般

質問 

１．長浜市防災計画・安定ヨウ素剤について 

（１）安定ヨウ素剤の服用に伴う副作用について 

（２）副作用への事前検査について 

関係部長 

２．野犬対策について 

（１）野犬対策について 

関係部長 

３．熱中症対策について 

（１）熱中症対策について 

（２）体育館へのエアコン設置について 

関係部長 

４．幼児教育・保育の無償化について 

（１）定員増と待機児童問題について 

（２）無償化と市独自の措置との関連について 

（３）無償化に伴う本市の財政負担について 

（４）国の責任で無償化にするべきについて 

関係部長 

２ 鋒山 紀子 一般

質問 

 

１．熱中症対策や避難所機能強化について 

（１）昨年の救急搬送の実態及び分析について 

（２）熱中症に対する注意喚起と予防啓発の取り組み

について 

（３）熱中症対策として効果が期待される、冷水機に

ついての認識と評価について 

（４）避難場所の機能強化としての冷水機設置導入に

ついて 

関係部長 

２．乳幼児健診における小児がん早期発見について 

（１）小児がんの早期発見のための取り組みについて 

（２）小児がんの網膜芽細胞腫の認識について 

（３）早期発見のために問診表に「白色瞳孔」を追加

することについて 

関係部長 

３ 

 

斉藤 佳伸 一般

質問 

１．市長辞職勧告について 

（１）可決されたことについて 

（２）市民の審判について 

（３）週刊誌訴訟提訴について 

市長 



２．えきまち長浜株式会社について 

（１）社長の経営責任について 

（２）経営改善計画について 

副市長 

 

３．防災無線の再整備について 

（１）防災情報伝達手段について 

関係部長 

 

４．小中学校の通学道路について 

（１）交通安全対策について 

教育長 

 

５．市の「自衛隊入隊予定者激励会」について 

（１）上記激励会を市が実施する意図について 

関係部長 

４ 宮本 鉄也 一般

質問 

１．４月総務教育常任委員会資料財政計画策定時（Ｈ

２６）の課題及び目標の財政運営の基本目標につい

て 

（１）借金＝資産について 

（２）行政の借金＝民間の資産について 

（３）借金の減少＝資産の減少について 

関係部長 

２．防災無線について 

（１）原子力災害における戸別受信機の必要性につい

て 

（２）ＩＰ告知システムについて 

（３）コミュニティ放送について 

関係部長 

３．各支所のあり方、必要性について 

（１）住民サービスの低下について 

（２）業務の集約について 

（３）行政窓口サービスについて 

（４）市民サポート業務について 

関係部長 

４．西浅井支所防災拠点の今後の方向性について 

（１）現在の体制について 

（２）今後の方向性について 

関係部長 

５．西浅井の公共交通網について 

（１）診療所拠点化にともなう交通網整備について 

（２）今後の課題について 

関係部長 

５ 

 

中川  勇 一般

質問 

１．姉川運動公園浸水被害からの早期復旧について 

（１）運動公園浸水被害からの復旧放置理由について 

（２）運動公園の早期復旧について 

関係部長 

２．大井川の暗渠構造となっている部分の管理点検等

について 

（１）大井川の暗渠構造となっている部分の管理点検

等について 

関係部長 



 

   ３．えきまち長浜株式会社の経営取組みについて 

（１）都市再生推進法人としての「えきまち長浜株式

会社」が担う事業に係る収支状況について 

（２）１時間完全無料サービス導入に対する費用対効

果（テナント利用への効果を含む）について 

（３）１時間完全無料サービス導入に伴う公的支援の

増額について 

（４）社長（副市長）からの「公的支援のお願い」の

真意について 

（５）３セク「えきまち長浜株式会社」の経営改善計

画３か年について 

副市長 

関係部長 

６ 山﨑 正直 一般

質問 

１．災害時等における医療体制の整備について 

（１）受け入れ態勢について 

（２）災害時医療計画作成と訓練の実施について 

（３）連絡調整について 

（４）医療救護所の設置について 

（５）ＢＣＰについて 

病院事業管理者 

関係部長 

２．米川流域治水対策について 

（１）進捗状況と今後の取り組みについて 

（２）浚渫について 

関係部長 

３．「健康で輝けるまちながはま」宣言について 

（１）ねらいについて 

（２）具体的な取り組みについて 

関係部長 

７ 

 

 

 

 

伊藤 喜久雄 一般

質問 

 

 

 

 

１．これからの幼児教育について 

（１）めざす幼児教育の取り組みについて 

（２）幼児教育の受け皿となる幼稚園の今後のあり方

について 

教育長 

２．これからの長浜南幼稚園について 

（１）現状と課題について 

（２）今後の園運営について 

（３）特色づくりについて 

 

関係部長 

教育長 

教育長 

３．これからの図書館について 

（１）教育振興基本計画（第２期）の取り組みについ

て 

（２）今日、公立図書館に求められている機能と、サ

ービスについて 

（３）今秋開館予定の“新長浜中央図書館”のサービ

スについて 

（４）これからの図書館運営について 

 

関係部長 

 

関係部長 

 

関係部長 

 

市長 



８ 矢守 昭男 

 

一般

質問 

１．公共施設の維持管理について 

（１）公共施設の施設維持の現状について 

（２）公共施設の電気設備の現状と対応について 

関係部長 

２．免許証自主返納者とデマンドタクシー無償化の対

応について 

（１）高齢者の免許証返納者の現状と対応について 

（２）高齢者福祉の観点からデマンドタクシーの無償

化について 

関係部長 

３．園、小学校、中学校等の通学路等の安全対策につ

いて 

（１）各地で多発している交通事故を受けての安全対

策について 

（２）大津市の事故を受けた県市長会の安全対策案に

ついて 

市長 

関係部長 

４．市立長浜病院、湖北病院における自動車運転外来

診療について 

（１）両病院での自動車運転外来診察について 

関係部長 

５．学校司書の配置について 

（１）学校司書の充実と意欲向上について 

関係部長 

６．学力向上に向けた取り組みについて 

（１）学力向上に向けた取り組みについて 

関係部長 

９ 

 

 

 

 

髙山 亨 一般

質問 

 

 

 

 

１．不登校児童生徒の支援について 

（１）不登校児童生徒の状況について 

（２）不登校児童生徒の支援体制について 

（３）「適応指導教室」の支援体制について 

（４）不登校児童生徒に関わる先生方（指導者）のス

キルアップについて 

（５）不登校問題を考える団体等への支援について 

（６）民間団体の不登校児童生徒の受入等への関係協

力について 

教育長 

関係部長 

２．長浜市の教育の充実について 

（１）少人数学級の教育効果について 

（２）更なる少人数学級の推進をする際の試算につい

て 

（３）更なる少人数学級の推進について 

（４）学校図書館司書の配置・充実について 

（５）文部科学省発行の『放射線副読本』について 

（６）外国人児童生徒への関わり・支援の充実につい

て 

教育長 

関係部長 



 

   ３．長浜市立図書館の充実について 

（１）司書の更なる配置充実について 

関係部長 

１０ 

 

押谷 與茂嗣 一般

質問 

 

１．市職員の働く意欲の向上について 

（１）離職・退職・再任用の実態と、その分析につい

て 

（２）職員のモチベーションに関する実態調査につい

て 

（３）現場主義を、人材育成の基本に置くことについ

て 

（４）企業のモチベーションアップの方策の導入につ

いて 

（５）職員の地域貢献に特化した副業化の導入につい

て 

副市長 

１１ 轟 保幸 一般

質問 

 

１．丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備事業につ

いて 

（１）地域整備事業進行状況の見解について 

（２）地域整備事業の財政措置について 

（３）余呉湖周辺の観光振興について 

市長 

関係部長 

２．県道１４０号敦賀柳ケ瀬線柳ケ瀬トンネルの整備

について 

（１）今後の市としての県道１４０号柳ケ瀬トンネル

の整備推進の方針はどうか 

市長 

関係部長 

１２ 

 

中嶌 康雄 一般

質問 

１．ふるさと納税について 

（１）新たな地場産品の発掘について 

（２）担当部局の変更について 

市長 

関係部長 

 

２．適切な入札執行等の実施について 

（１）事業成果に対する検査体制について 

（２）落札価格等について 

市長 

関係部長 

３．小規模公園のあり方について 

（１）開発申請に伴う公園設置について 

（２）小規模公園の廃止について 

市長 

関係部長 

４．人口減少に対する持続性社会の構築について 市長 

関係部長 

５．国土強靭化とまちづくり方針について 

（１）先を見据えた市政経営について 

（２）規制緩和の見直しについて 

（３）立地適性計画について 

市長 

関係部長 



 

１３ 草野 豊 一般

質問 

１．保育料無償化について 

（１）０～２歳児への無償化について 

（２）待機児童について 

（３）認可外保育園について 

（４）保育士の確保について 

（５）保育園入所基準について 

（６）保護者への周知（通知）について 

（７）自治体の費用負担について 

教育長 

関係部長 

 

２．交通安全対策と防犯対策について 

（１）通学路の点検について 

 

（２）通学路交通安全プログラムについて 

 

（３）通学路の安全対策について 

 

（４）学校・園内での防犯対策について 

 

（５）防犯ボランティアについて 

 

（６）見守りの空白地帯について 

 

（７）防犯カメラの設置について 

 

（８）ブロック塀の撤去・補強について 

 

教育長 

関係部長 

教育長 

関係部長 

教育長 

関係部長 

教育長 

関係部長 

教育長 

関係部長 

教育長 

関係部長 

教育長 

関係部長 

市長 

教育長 

関係部長 

３．部活動におけるパワーハラスメント等について 

（１）パワーハラスメントの意義について 

（２）部活動の顧問について 

（３）手当について 

（４）ノークラブデーについて 

（５）部活動でのパワーハラスメントの把握について 

（６）保護者からの問題提起について 

教育長 

関係部長 

 

４．道路上に覆い被さっている樹木について 

（１）責任について 

（２）所有者への周知について 

市長 

関係部長 



 

１４ 

 

浅見 信夫 一般

質問 

１．会計年度任用職員制度について 

（１）会計年度任用職員制度導入支援業務委託につい

て 

（２）準備状況等について 

（３）財政措置について 

（４）条例等の改正について 

（５）会計年度任用職員制度導入に当たっての課題に

ついて 

市長 

関係部長 

２．包括的民間委託について 

（１）市民課証明書作成等業務委託事業について 

（２）窓口業務の意義について 

（３）包括的民間委託の問題点について 

市長 

関係部長 

３．国民健康保険について 

（１）保険料の引き下げについて 

（２）被保険者への軽減措置について 

市長 

関係部長 

４．基金を活用した市民サービスの充実について 

（１）子ども医療費助成の拡充について 

（２）長浜市市民で支える小学校給食費補助事業につ

いて 

市長 

関係部長 

５．自治体戦略２０４０年構想について 

（１）自治体戦略２０４０年構想に係る所感について 

（２）研修やワークショップの開催について 

市長 

関係部長 

１５ 佐金 利幸 一般

質問 

１．長浜市における公共交通について 

（１）長浜市地域公共交通網形成計画について 

（２）南郷里地域づくり協議会の要望について 

（３）路線バスの見直しについて 

（４）高齢者ドライバーについて 

関係部長 

１６ 

 

竹本 直隆 一般

質問 

 

 

 

 

１．長浜市の農林水産業及び６次産業化について 

（１）６次産業化推進の成果目標（５年間）について 

（２）水産業について 

（３）小谷城スマートインターチェンジ周辺に農業を

主体とした６次産業化拠点整備について 

（４）植物工場、加工施設、物販飲食施設について 

（５）地域産業誘導地区について 

関係部長 

２．滋賀国体について 

（１）競技施設、会場整備について 

（２）競技運営について 

（３）長浜市スポーツ推進計画について 

関係部長 



 

   ３．長浜市内３商工会合併協議の進捗等及び事務所建

物譲渡に向けた協議依頼申し入れについて 

（１）湖北支所庁舎の一部の賃貸貸付方針の変更につ

いて 

（２）長浜市商工会（市内３商工会）への庁舎譲渡に

ついて 

（３）湖北支所について 

（４）湖北支所の譲渡による関係機関の移動について 

（５）関係諸団体の備品などの保管場所について 

（６）駐車場について 

（７）防災について 

（８）旧湖北町民の感情について 

関係部長 

１７ 西尾 孝之 一般

質問 

 

１．市長が起こした不倫問題について 

（１）現在長浜市民に名誉毀損で訴えられている事に

ついて問う 

（２）市長として市民の名誉について問う 

市長 

２．破産寸前のえきまち長浜株式会社の問題について 

（１）えきまち長浜株式会社の責任問題、今後の支援

について問う 

（２）えきまち長浜株式会社の問題点について問う 

市長 

１８ 藤井 登 一般

質問 

１．教育について 

（１）起立性調節障害について 

（２）放課後児童クラブについて 

（３）小学校運動会について 

（４）児童虐待について 

（５）アドボカシーについて 

（６）読み解く力について 

（７）「朝の読書」について 

（８）小学５年生６年生の英語について 

（９）不登校の子どもへのライブ授業について 

（１０）小中学校の熱中症対策について 

（１１）小学校でのがん教育について 

（１２）中 1ギャップについて 

教育長 

病院事業管理者 

関係部長 

 

２．農薬について 

（１）農薬について 

市長 

関係部長 

３．市立長浜病院について 

（１）医師の働き方について 

（２）免疫チェックポイント阻害薬のオプジーボにつ

いて 

（３）キムリアについて 

病院事業管理者 

関係部長 

 

 


