
発言通告表(一般質問) 
 

９月１２日（木）・１３日（金） 

○個人質問                           令和元年長浜市議会９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 

 

千田 貞之 一般

質問 

 

１．長浜市の財政計画について 

（１）令和２年度から令和１１年度の財政計画の収支

見通しについて 

関係部長 

２．「関係人口」について 

（１）「関係人口」に対しての取り組みについて 

関係部長 

３．長浜市内における学校の統廃合の今後の予定につ

いて 

（１）人口減少、少子化における学校統合の進め方に

ついて 

関係部長 

４．長浜市立湖北病院の今後について 

（１）北部地域におけるへき地医療拠点病院である湖

北病院の現況と将来について問う 

市長 

関係部長 

２ 押谷 與茂嗣 一般

質問 

１．人事評価と業務評価及び人事異動について 

（１）人事評価制度の目的と効果、課題について 

（２）将来を見据えた今後の人事評価及び人材育成に

ついて 

（３）人事評価と業務評価の一体的実施の必要性につ

いて 

（４）短期での人事異動による弊害について 

副市長 

３ 藤井 登 一般

質問 

 

１．教育について 

（１）児童虐待について 

（２）全国学力テストについて 

（３）授業時間を増やすことについて 

（４）夏休み明けの自殺について 

（５）長期休暇明けの登校拒否について 

（６）性的マイノリティについて 

（７）表現の自由について 

（８）子どもの反抗期について 

市長 

教育長 

関係部長 

２．産業文化交流拠点について 

（１）がん情報発信場所について 

市長 

関係部長 



 

   ３．今後の医療・福祉の考え方について 

（１）市立長浜病院と長浜赤十字病院の進捗状況につ

いて 

（２）市立長浜病院の赤字解消とＳＤＭについて 

（３）健診率向上について 

（４）インフルエンザ予防接種の無償化について 

（５）０歳児から中学生までの医療費の無償化につい

て 

（６）子ども用ウィッグについて 

（７）死亡診断書の不適切な記載について 

市長 

病院事業管理者 

関係部長 

４ 伊藤 喜久雄 一般

質問 

 

１．シティプロモーションについて 

（１）取り組みの分析・評価について 

（２）世界に向けたシティプロモーションの取り組み

について 

（３）東京・長浜リレーションズの今後の活動展開に

ついて 

（４）今後の戦略について 

（５）「地域の魅力」発信に向けた行政計画化につい

て 

 

市長 

市長 

 

関係部長 

 

関係部長 

市長 

２．スポーツツーリズムと地域づくりについて 

（１）スポーツ振興による地域活性化効果について 

（２）滋賀国体・全国障害者スポーツ大会への準備と、

波及効果について 

（３）今後の具体的な取り組みについて 

 

市長 

関係部長 

 

関係部長 

３．働き方改革とＩＣＴ利活用について 

（１）第２次長浜市ＩＣＴ利活用プランの検証につい

て 

（２）第３次長浜市ＩＣＴ利活用プランの策定につい

て 

（３）専門職員の採用と人材育成について 

（４）ＩＣＴを統括する専任職員の配置について 

 

関係部長 

 

関係部長 

 

関係部長 

市長 

５ 丹生 隆明 一般

質問 

 

１．旧鏡岡中学校建物・グラウンド等の利活用につい

て 

（１）トイレの改修について 

（２）旧鏡岡中学校建物の利活用について 

（３）今後のグラウンドの維持管理について 

教育長 

関係部長 

２．防犯灯の設置について 市長 

関係部長 

３．「長浜市総合計画」３年目の詳細について 市長 

関係部長 



４．医療情報等の開示について 

（１）情報開示について 

（２）診療情報の家族説明について 

（３）開示手続きについて 

（４）ジェネリック医薬品について 

（５）ジェネリック医薬品の問題点について 

（６）ジェネリック医薬品の実績と費用対効果につい

て 

病院事業管理者 

関係部長 

６ 轟 保幸 一般

質問 

 

１．河川・湖沼におけるプラスチックごみ対策につい

て 

（１）本市における河川・湖沼のプラスチックごみの

現状と認識はどうか 

（２）水環境保全のための取組みの現状はどうか 

（３）環境保全協定締結の現状はどうか 

（４）野外のプラスチックごみ、プラスチックコーテ

ィング肥料対策について 

関係部長 

 

２．地域包括ケアシステムの深化・推進について 

（１）現在の地域包括ケアシステムの深化・推進状況

はどのようなものか 

（２）地域ケア会議で見えている課題について 

（３）誰もが住みよいまちづくりを推進する取組み状

況はどうか 

関係部長 

３．余呉川の河川整備について 

（１）余呉川の河川整備の現状と進捗状況はどうか 

（２）湖北圏域河川整備計画以外の中流部危険箇所

（沿川浸水想定箇所）の今後の整備方針はどうか 

関係部長 

７ 多賀 修平 一般

質問 

 

１．市立長浜病院の診療体制について 

（１）予約した診療時間の常識的な待ち時間について 

（２）予約当日における待ち時間の実態把握について 

（３）病院の管理運営体制における問題について 

（４）待ち時間の時間短縮と改善策について 

（５）待ち時間の解消に係る市長の思いについて 

市長 

病院事業管理者 

関係部長 

８ 矢守 昭男 一般

質問 

 

１．車の安全走行への支援について 

（１）高齢者に対する支援について 

（２）カーブミラー設置基準と設置後の保守点検につ

いて 

関係部長 

 

２．空き家対策について 

（１）移住定住推進の専任担当者設置について 

（２）利用できる空き家等の地域別の現状と課題対応

について 

（３）危険空き家、相続放棄対応について 

関係部長 



３．旧各町時代の観光案内看板の維持管理について 

（１）旧各町時代の観光案内看板の維持管理について 

関係部長 

９ 宮本 鉄也 一般

質問 

 

１．財政計画（令和２年～令和１１年度）の策定につ

いて 

（１）見直しの背景について 

（２）基本方針について 

関係部長 

 

２．農福連携について 関係部長 

３．防災無線戸別受信機について 

（１）戸別受信機の整備について 

（２）人が集まる場所への整備について 

（３）防災ラジオについて 

（４）Ｊアラートについて 

（５）ＩＰ告知システムについて 

関係部長 

４．コミュニティ放送について 

（１）当局の考えについて 

（２）自治会に対する説明について 

関係部長 

５．地域おこし協力隊について 

（１）これまでの活動について 

（２）期間について 

関係部長 

６．近江湖の辺の道について 

（１）長浜市における位置づけについて 

（２）現状について 

（３）地元の意見について 

（４）公衆トイレについて 

関係部長 

７．獣害対策について 

（１）獣害対策の現状について 

（２）ジビエブームについて 

（３）豚コレラについて 

（４）食肉加工について 

関係部長 

８．各支所のあり方、必要性について 関係部長 

１０ 髙山 亨 一般

質問 

 

１．「ひきこもり」支援について 

（１）「ひきこもり」の実態について 

（２）「ひきこもり」に対する支援の必要性について 

（３）２０１０年施行の『子ども･若者育成支援推進

法』について 

（４）今後の長浜市の「ひきこもり」支援体制につい

て 

市長 

関係部長 



 

   ２．防災及び災害時の避難所とその見直しについて 

（１）旧長浜北高校に代わる避難所について 

（２）市の災害時備蓄品について 

（３）まちづくりセンターの災害時の位置づけについ

て 

（４）避難所における配慮すべき方々への対応につい

て 

（５）土砂災害危険箇所について 

関係部長 

３．場外舟券発売場について 

（１）場外舟券発売場設置の動きについて 

（２）地元の「合意」について 

（３）場外舟券発売場に対する市の見解・態度につい

て 

（４）今後の設置者の動きと市の対応予定について 

関係部長 

１１ 柴田 光男 一般

質問 

 

１．プラスチックごみ環境問題について 

（１）長浜市のプラスチックごみについての認識につ

いて 

（２）市民への啓発と対策について 

（３）環境学習について 

（４）スーパー事業者等への働きかけについて 

 

市長 

 

関係部長 

教育長 

関係部長 

２．高齢者活躍の場について 

（１）長浜市の高齢者雇用支援について 

（２）高齢者の居場所づくりについて 

（３）「高齢社会対策大綱」の市の取り組みについて 

（４）高齢者の青少年に対する教育活動支援について 

 

市長 

関係部長 

関係部長 

教育長 

３．地域コミュニティ活動について 

（１）自治会活動の今後について 

（２）防災の観点からの自治会活動について 

（３）地域リーダーの育成について 

（４）ボランティアへの謝礼と保証について 

関係部長 

１２ 

 

斉藤 佳伸 一般

質問 

１．長浜市農業の就業人口減少について 

（１）長浜市農業・離農者の農地について 

（２）大規模農家の規模拡大について 

（３）離農する農家の農地を誰が引き受けるのかにつ

いて 

（４）戸別所得補償の復活について 

（５）市・JA など関係機関による真剣な協議と対策

について 

関係部長 



 

   ２．学校給食（幼稚園、保育園含む）について 

（１）食の安全、安心について 

（２）米野菜の一般入札について 

（３）地消地産で顔の見える農産物について 

関係部長 

３．教職員の健康管理について 

（１）休職教師等の問題について 

（２）教育現場の先生の意見や要求を聞く場・システ

ムについて 

関係部長 

４．「お旅所公衆便所」の利用時間制限の廃止につい

て 

（１）要望書回答について 

関係部長 

１３ 西尾 孝之 一般

質問 

１．西尾議員がＹｏｕＴｕｂｅに載せた市長の不倫の

証拠について 

（１）掲載写真、動画について 

（２）女性について 

（３）育児放棄について 

市長 

２．えきまちテラス株式会社について 

（１）職員採用について 

（２）支援の結果について 

市長 

１４ 中嶌 康雄 一般

質問 

 

１．交通安全対策について 

（１）市道宮司石田線の道路整備について 

（２）通学路について 

市長 

関係部長 

２．基幹道路等の整備等について 

（１）建設要望について 

（２）都市計画道路３・４・１０号の整備（地福寺神

照線） 

（３）都市計画道路３・４・１１号の整備（大戌亥山

階線） 

（４）法的用地処理について 

（５）事業の情報の共有化について 

市長 

関係部長 

３．長浜新川（本川・右支川）について 

（１）重要性と役割について 

（２）人工河川であるがなぜ森林化しているのか 

（３）各種施設の管理について 

（４）管理道路整備について 

市長 

関係部長 

４．開発許可等について 

（１）開発許可基準の改正について 

（２）地区計画制度の充実について 

市長 

関係部長 

５．長浜市公共施設等総合管理計画について 市長 

関係部長 



６．長浜市健康都市宣言について 

（１）連携体制について 

（２）今後の予算等について 

市長 

関係部長 

７．わかりやすい通知と記載要領の作成について 市長 

関係部長 

１５ 中川 リョウ 一般

質問 

１．ハーモニアスポリス構想との連携について 

（１）地域間協調について 

（２）計画への参画について 

（３）今後の協議について 

市長 

関係部長 

２．放課後児童クラブについて 

（１）課題について 

（２）改善策について 

（３）小規模クラブへの支援について 

市長 

関係部長 

３．ノーマライゼーションの具現化について 

（１）しょうがい者の方からの要望について 

（２）ヒアリングについて 

（３）支援システムの導入について 

（４）駅のバリアフリー化について 

市長 

関係部長 

１６ 

 

山﨑 正直 一般

質問 

 

１．２０２４年滋賀国スポ障スポについて 

（１）推進体制について 

（２）準備室の設置について 

（３）オール長浜での受け入れ態勢について 

関係部長 

２．長浜市の産科医療について 

（１）分娩取り扱い医療機関の調整について 

（２）今後の長浜市での安心・安全な出産について 

関係部長 

１７ 

 

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）３歳未満の乳幼児用（ゼリー剤・粉末剤）につ

いて 

（２）副作用への事前検査について 

（３）事前配布について 

関係部長 

２．幼児教育・保育の無償化について 

（１）食材費の徴収について 

（２）認可外保育施設等について 

（３）新規助成について 

（４）無償化に伴う今後の市の負担について 

関係部長 

３．子ども医療費無料化について 

（１）子ども医療費無料化について 

関係部長 

 


