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代 表 質 問

代表質問では会派を代表して５人の議員から市長と教育長の30年度施
政方針について、一括または一問一答方式による一般質問では18人の議
員から広範な市政課題についての質問がありました。市 政 を 問 う

くらしと社会

創　盛　会 大畑　正二

原敬の大河ドラマ化
問 　郷土の偉人のＮＨＫ大河ド

ラマ化により観光客が訪れ、盛況
となった自治体があると聞く。本
市出身の原敬のドラマ化に向けた
働き掛けを行っては。

答 　郷土の先人の活躍をドラマ
化することは、県や市の観光ＰＲ
や知名度向上に寄与することから、
市民や関係団体の意見を聞きなが
ら盛岡広域フィルムコミッション
の活動を通じて誘致に努める。

偉人を活用したメディア広報
問 　多くの偉人を輩出した本市

では、メディア広報を推進するこ
とでまちの活性化につながると考
えるが、所見は。

答 　本市は世界の歴史に刻まれ
る偉人を多数輩出し、メディアに
取り上げられやすい側面を持つ。
メディア広報はまちの活性化につ
ながるほか、郷土の偉人について
知る有効な手法となり、市民の希
望や自信にもつながると考える。

日本共産党市議団 髙橋　和夫

民泊サービス規制条例の制定
問 　近年急速に拡大している民

泊サービスでは、消防法などの法
律に違反する事例が多い。独自に
規制条例を制定する自治体がある
が、本市の対応は。

答 　県では環境維持と防犯の観
点から、条例により学校と保育所
の近隣や住居専用地域での集合住
宅を使用する民泊サービスの区域
や時期を制限する方向で検討を進
めており、本市も同意している。

盛　友　会 宮川　　寿

憲法記念講演会開催の意図と継続
問 　日本国憲法は戦後日本の復

興の基礎であり、市も重要性を認
識し昭和53年から憲法記念講演会
を開催していると考えるが、見解
は。また、開催見送りの検討を経
て、継続開催を判断した要因は。

答 　憲法週間に当たり、憲法へ
の関心を高めるため開催してきた。

盛友会を代表して
【遠藤　政幸】

「食と農」連携の取り組み
問 　30年度も29年度と同様に食

と農の連携が戦略プロジェクトに
位置付けられ、農業への取り組み
強化が期待される。「もりおかの
食と農バリューアップ推進戦略」
を策定したが、今後の見通しは。

答 　戦略では盛岡産農畜産物の
魅力発信や販路拡大など、10のア
クションプランを設定している。
31年度までを集中期間として実施
内容を検証し、取り組みを進める。

祖父母手帳の交付
問 　他都市では孫の世話につい

て記した祖父母手帳を交付してい
る事例があると聞く。本市でも導
入すべきだと考えるが、見解は。

答 　調査により、就学前の子ど
もの面倒を見ている祖父母が一定
程度いる現状を確認した。祖父母
を対象とした子育て講座を実施し
ている民間団体と意見交換し、必
要としている支援について他都市
の事例などを研究していく。

子育てに祖父母の力を

市政クラブを代表して
【中村　　亨】

不妊治療への支援や課題
問 　市の助成制度を利用して不

妊治療を受けた市民に対し、29年
度にアンケートを実施したと聞く
が、結果と課題についてどのよう
に把握しているか。

答 　経済的負担を感じる人が多
いという調査結果から、負担の解
消が課題であると把握している。
助成額の増額や対象医療機関の拡
大、通算助成回数の増加について
他都市の事例を参考に検討する。

スポーツによるシティプロモーション
問 　デビスカップに続き、今後

開催される大規模なスポーツ大会
において、シティプロモーション
につながる多くの施策を期待する
が、今後の取り組みは。

答 　子どもたちと大会を盛り上
げる活動や、盛岡広域の食材や特
産品の活用、国際大会などで活躍
したボランティアを生かす環境づ
くりなど盛岡広域スポーツコミッ
ションと連携して行う予定である。

熱戦を繰り広げたデビスカップ

日本共産党市議団を代表して
【庄子　春治】

明治 1 5 0 年に対する見解
問 　近代国家への出発点である

明治維新以後 1 5 0 年の歴史を振り
返り、教訓を引き継ぐべきだと考
える。明治 1 5 0 年に対する政府の
姿勢と記念事業実施への見解は。

答 　歴史の良い面は次代に残す
一方、戦争の悲劇など過ちを繰り
返さず戊辰 1 5 0 年への複雑な思い
を抱く国民への配慮を望む。本市
では、戊辰戦争や原敬などを通じ
て過去を振り返る事業を実施する。

無期雇用契約への転換
問 　労働契約法の改正により労

働者は条件を満たせば無期雇用契
約へ転換が可能である。市は指定
管理者である外郭団体の職員に対
し、権利の周知など責任を持って
対応すべきだと考えるが、見解は。

答 　指定管理者を対象とした連
絡会議で研修を実施し、法改正に
ついて周知するほか、施設職員へ
の周知の徹底を指定管理団体へ要
請するなど、丁寧に対応していく。

創盛会を代表して
【村上　貢一】

待機児童の解消に向けて
問 　市は、子育て支援充実のた

め乳児家庭全戸訪問などに取り組
んでいるが、年間を通じた待機児
童の解消に向けた対応策は。

答 　私立幼稚園の認定こども園

への移行支援や認可保育所などの
整備支援、企業主導型保育事業の
推進を行うほか、年度末の待機児
童増加に対応した定員の弾力化に
取り組む保育所などへの支援を強
化し、待機児童の解消に取り組む。

小学校の外国語教育の現状
問 　32年度から小学校の外国語

教育が全面実施となるが、30年度
における各学校の準備状況や、教
員の英語力向上の取り組みは。

答 　各学校では文部科学省が配
布した教材により準備している。
厨川小学校を研究校に指定し、32
年度と同様の時間数で授業を先行
実施する予定である。県の研修会
への参加などを通じて、教員の英
語力向上に取り組んでいる。

市内小学校の英語授業の様子

公明党を代表して
【伊達　康子】

行政書士会との防災協定締結
問 　東京都杉並区では、災害発

生時の被災者支援体制の強化策と
して、29年９月に行政書士会と罹

り

災
さい

証明の発行申請手続きの代行な
どを行う災害時応援協定を締結し
た。本市も締結を検討しては。

答 　大規模災害発生時は行政機
能の低下が予想されることから、
他都市の事例を参考に、迅速かつ
円滑な支援のための協定締結に向
けて県行政書士会と調整していく。

公共施設照明ＬＥＤ化の試算
問 　リース方式による公衆街路

灯のＬＥＤ化により経費節減など
の効果が期待できる。公園や地区
活動センター体育館にも導入すべ
きだと考えるが、節減の試算額は。

答 　都市公園などの照明灯は約
1030基あり、10年間で約 8 0 0 万円
の節減を見込むほか、新たに30年
度から導入を進める４カ所の地区
活動センターの体育館では、年額
62万円の節減を見込んでいる。
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毎年開催の見直しに対しては継続
の要請などもあり、30年度は実施
を継続することとした。

市政クラブ 鈴木　一夫

スポーツによる健康増進
問 　社会人がスポーツをする環

境づくりの一環として、企業が開
催する運動会の運営支援や、中小
企業対抗の運動会を開催するため
の認定制度の創設を検討しては。

答 　地域のスポーツ大会などに
スポーツ推進委員を派遣し円滑な
開催に協力する活動や、スポーツ
庁による社員のスポーツ活動向上
に取り組む企業の認定制度などを
企業に周知し支援につなげていく。

盛　友　会 櫻　　裕子

友好都市連携の強化
問 　盛岡の魅力を発信するため

に友好都市を増やし、交流を推進
すべきだと考える。石川啄木を縁
として交流が深い東京都文京区な
どと友好都市提携を検討しては。

答 　文京区長との懇談の中で友
好都市締結に向けた基本的な方向
性を確認している。盛岡さんさ踊
りに合わせた区民ツアーの企画予
定もあり、両市区の交流をさらに
深め、機を捉えて提携に取り組む。

盛　友　会 中村　　一

排雪用機械の貸し出し実績
問 　市民協働による排雪支援策

として、町内会などに排雪用のト
ラックを貸し出す場合、必要に応
じて積み込み用の機械も貸し出す
と聞く。29年度の実績は。

答 　29年度は積雪の深さが貸し
出しの基準である35㌢を超えたた
め、要望を踏まえ現地調査し、通
行に支障がある場所を対象に操縦
者と積み込み用のミニホイルロー
ダを４団体延べ５回派遣した。

施設改修時の活動場所の確保
問 　仙北地区活動センターの大

規模改修に伴う休館により、市が
委嘱する保健推進員などの協議会
は、活動場所の確保や費用負担な
どに苦慮している。今後他の施設
でも同様の課題が生じるのでは。

答 　改修中の負担の少ない代替

施設の確保は、市民福祉の増進に
寄与する協議会活動を進める上で
重要であることから、団体の意向
を確認し迅速かつ適切に対応する。

公　明　党 池野　直友

公用車の一括管理で経費削減
問 　厳しい財政状況の中で、各

担当部署が管理している公用車を、
市全体で一括して管理することで
経費をより一層削減できると考え
るが、所見は。

答 　公用車の一元管理は、管理
システム導入に費用を要する点が
課題であるが、車両稼働率の平準
化や予算管理の一元化による経費
削減につながる可能性があること
から検討していく。

公　明　党 小林　正信

人材確保と奨学金返還支援
問 　人材確保の観点から、特定

の業種に就職する若者を対象とし
た奨学金返還支援制度を行ってい
る事例がある。本市の検討状況は。

答 　29年度から市では保育士を、
県ではものづくり企業の人材を対
象とした奨学金返還支援制度を実
施しており、一定の効果があると
考える。今後も、必要とする人材
に的を絞った支援制度の導入につ
いて研究し、検討していく。

教育と文化

盛　友　会 櫻　　裕子

中学校給食の現状は
問 　学校給食法で定める学校給

食の実施対象は在校生全員であり、
選択制のランチボックス給食は学
校給食とは言い切れない。全面的
な見直しを検討すべきだが見解は。

答 　生徒全員にランチボックス
給食利用の機会を保証しているこ
とから学校給食と位置づけている。
選択制給食以外の実施を検討する
場合は、第二次学校給食施設整備
実施計画で方向性を示していく。

日本共産党市議団 神部　伸也

学校トイレの洋式化
問 　28年４月時点の市立小中学

校トイレの洋式化率は27％と国や
県と比べて大幅に整備が遅れてい
る。設備老朽化による悪臭の発生
などもあり、トイレ環境の早期改
善を望むが、今後の整備計画は。

答 　施設の大規模改修に併せて
整備するほか、国庫補助を活用し
たトイレ改修を前倒しで実施する。
時期や範囲は、大規模改修の進行
状況などを踏まえて検討する。

日本共産党市議団 鈴木　　努

ランチボックス給食の見直し
問 　ランチボックス給食の未実

施校への導入は、業者不在により
29年度以降見送りとなり、実施校
でも喫食率が約30％である。他都
市の事例を参考に本市も大幅に見
直すべきだと考えるが、所見は。

答 　未実施校での早期提供を検
討しているが、状況によっては他
の実施方法も検討し、31年度に策
定予定の第二次学校給食施設整備
実施計画で方向性を示していく。

市政クラブ 伊勢　志穂

命と性の教育の充実
問 　小中学校での性教育は将来

の心身の健康につながる貴重な機
会だが、性被害を言い出せず対処
法を知らない児童生徒が多い。対
処についても教育すべきでは。

答 　性被害や悩みを学級担任な
どに相談するよう指導しているほ
か、保健室前への電話相談事業の
ポスター掲示、相談窓口の電話番
号を記載したカードなどの配布に
より速やかな相談を促している。

環　境

創　盛　会 豊村　徹也

アスベスト対策の指導
問 　アスベストの届出関係事務

について、実態としては業者の自
己申告であるが、不動産業や建設
業などに対する指導監督の内容は。

答 　解体工事の届出に際し、ア
スベストが飛散するおそれがある
場合の事前措置の指導や、業界に
対する国などの通知の周知、年２
回実施される全国一斉パトロール
への市職員の同行など、適正な処
理に向けた指導を行っている。

盛　友　会 田山　俊悦

ごみ処理施設整備候補地の選定
問 　市は、施設整備候補地選定

の説明会において、30年３月まで
に１カ所を選定すると説明した。
この言葉の重みを感じ、適切に対
応すべきだが、所見は。

答 　各候補地周辺で説明会を開
催した結果、地域の理解を深める
ためにはさらに時間を要すると判
断し、30年度前半の選定を目指す
こととした。引き続き地域の意向
を聴きながら取り組んでいく。

盛　友　会 工藤　健一

旧ごみ焼却施設の解体
問 　三ツ割と門にある旧ごみ焼

却施設は稼働停止後も解体されず、
周辺住民から早期解体の要望が出
ているが、今後の方針は。

答 　10年３月の稼働停止から約
20年が経過し、経年による老朽化
が進行している。施設の除却を対
象とする地方債を活用し、30年度
当初予算に施設の解体設計に必要
な経費を計上しており、早期の解
体に向けて取り組んでいく。

日本共産党市議団 髙橋　和夫

太陽光発電事業者との協定内容
問 　渋民字山屋地区に整備予定

の太陽光発電施設について、29年
12月に事業者が地元自治会に説明
会を行うなど関心が高まっている。
事業開始に向けた協定の内容は。

答 　騒音や汚水などへの留意や
敷地内の適正管理、周辺施設へ損
害を与えた場合の補償などを盛り
込む内容とする。地域の不安解消
に向け住民と相談しながら、環境
と調和した事業にしていく。


