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福祉と健康

市政クラブ 伊勢　志穂

身元保証支援の充実
問 　高齢者世帯の増加で、入院

や施設入所の際に身元保証人が見
つからず苦慮する人が多い。他市
の事業を参考に、成年後見人制度
の充実や保証支援を行うべきでは。

答 　30年度から市民後見人養成
講座修了者を対象に新たな研修を
実施するほか、多機関の協働によ
る包括的支援体制モデル事業にお
いて保証人に関する分科会を設け
るなど、支援の在り方を検討する。

日本共産党市議団 鈴木　礼子

待機児童解消の取り組み
問 　28年４月の見込みで、０歳

児の保育量の計画値と実績値のか
い離率は約 1 7 8 ％である。民営化
を進めながら公立で施設整備した
花巻市を参考に、本市も待機児童
解消への有効策を講じるべきでは。

答 　民間事業者の施設整備支援
により、低年齢児を中心に定員拡
大を進めるほか、公立でも０歳児
受け入れの希望に応じた定員の組
み替えなどの受け皿拡大を目指す。

保育士確保策実施見送りの理由
問 　待機児童解消のための保育

士確保策として「改訂版子ども・
子育て支援事業計画」の素案に当
初盛り込んだ「保育士宿舎借り上
げ支援事業」を削除した理由は。

答 　検討時に保育士の採用時期
や勤務地による処遇の差などの課
題解決には至らず、実施を見送っ
た。今後も引き続き保育関係者と
意見交換を行い、実情に合った保
育士確保策の早期実施を目指す。

日本共産党市議団 鈴木　　努

肥満傾向児童の肥満予防策
問 　県内の肥満傾向児童の割合

は全国平均を上回っており、早期
に肥満を発見し対応するためには、
肥満度曲線などのグラフによる可
視化が有効だと考える。学校で配
布する健康カードとともにグラフ
を活用しては。

答 　現在配布している健康カー

市 政 を 問 う
ドは数字のみを記載していること
から、今後グラフを掲載して可視
化を図るよう検討する。

公　明　党 小林　正信

中間的就労の必要性
問 　ひきこもりなど一般的な就

労が困難な人に対し、短時間の軽
作業など柔軟な働き方を提供する
中間的就労は、社会性や自尊感情
の育成のために必要だと考えるが、
所見は。

答 　地域福祉コーディネーター
や相談支援員などが当事者や家族
に寄り添い、支援につなぐ取り組
みを行っている。他都市の中間的
就労の事例を参考とし、研究する。

無　所　属 守谷　祐志

日赤活動資金への協力
問 　地区担当員制度の廃止に伴

い、個別訪問による集金から町内
会や自治会による一括納入に切り
替わった影響もあり、日赤の活動
資金は年々減少している。増収策
の検討を望むが、見解は。

答 　多くの市民の協力が得られ
るよう、日赤による災害支援など
の活動内容を丁寧に説明し、活動
の重要性を周知しながら、資金の
確保を図る。

日赤活動資金増額への対策
問 　本市の日赤活動資金の実績

額達成率は、東北や県内の他自治
体と比較しても低い水準である。
市民から多くの寄付を受けること
で、目標額に対する達成率が80％
程度となるよう望むが、対策は。

答 　30年度はイベントなど人が
多く集まる機会を捉え、ポスター
の掲示など周知に力を入れるとと
もに、地域への依頼も工夫し、29
年度より増額となるよう努める。

活動内容の周知で資金の確保を

農業・商業・工業

盛　友　会 中野　孝之助

外国人観光客の呼び込み
問 　2020年東京五輪の開催に合

わせて、相当数の外国人観光客が
日本を訪れると推測される。本市
にとっても大きなチャンスだが、
観光客の満足度などを高めるため
の取り組みやアピールの方法は。

答 　本市の食や自然などの観光
資源を国内外に積極的にアピール
し、観光関係者などと意見交換し
ながら、外国人観光客の満足度を
高める取り組みを進めていく。

2020年東京五輪への食材提供
問 　2020年東京五輪への食材提

供は、本市の食材の認知度向上に
向けた絶好の機会と考えるが、対
応についての検討状況は。

答 　盛岡産農畜産物の供給の可
能性に関する調査を進めており、
29年度中に結果を取りまとめるこ
ととしている。県では県産農林水
産物の利活用促進に向けた協議会
を設立しており、今後は県とも連
携しながら取り組みを進めていく。

盛　友　会 宮川　　寿

東北絆まつり関連予算の内容
問 　30年度当初予算に計上され

た東北絆まつり2018盛岡関連予算
の使途と、ＰＲ業務の内容は。ま
た、関係する自治体の負担割合は。

答 　実行委員会負担金として計
上し、イベントの企画運営や会場
警備などの経費に充てる。ＰＲ業
務は、外国人向け案内看板の設置
や、海外のマスコミの招待などを
予定している。東北５市は各祭り
団体の派遣費用などを負担する。

公　明　党 池野　直友

市場開設50周年記念事業の計画
問 　30年度は中央卸売市場開設

から50周年であり、安定的な発展
に向けて今まで以上に取り組む節
目の年を迎えたと考えるが、記念
事業の実施予定は。

答 　毎年開催しているもりおか
市場まつりを50周年記念にふさわ
しい事業にグレードアップして開
催するほか、記念式典と祝賀会の
開催や50周年記念誌の発行を計画
している。

市政クラブ 鈴木　一夫

食材を生かすためのビジネスセンス
問 　食と農バリューアップ推進

戦略を進めるに当たり、食材を生
かすため、加工する技術者である
料理人などの腕前やビジネスセン
スが重要だと考えるが、所見は。

答 　食材の良さを引き出し、質
の高い商品を提供するために、料
理人の卓越した感性や技術、ビジ
ネスセンスが重要である。著名な
シェフを招き講演を開催するなど、
料理人の資質向上に努めている。

盛　友　会 田山　俊悦

中小規模果樹農家への支援
問 　盛岡りんごを扱う中小規模

農家は高齢化や後継者不足などに
より減少傾向にあり、存続が危惧
される。農家支援のさらなる取り
組みが必要だと考えるが、所見は。

答 　地域農業マスタープラン実
践支援事業、親元就農給付金事業
や各種補助事業を実施するほか、
食と農のバリューアップ推進事業
による販路拡大や高付加価値化に
取り組み、総合的に支援していく。

全国でも高い評価を得ている盛岡りんご

まちの整備

盛　友　会 後藤　百合子

公共交通網形成計画の位置付け
問 　市は現在、30年度の地域公

共交通網形成計画の策定に向け作
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会派の意見
本会議において、各会派が議案に対して意見を述べる討論が行

われました。各会派の討論の要旨をお知らせします。

★すべての議案番号と議案名は、８ページに一覧表として掲載しています。

市 政 ク ラ ブ

議案第１号は、重点施策である農林業や商工業などの振興による拠点
都市としての活性化、安心して子育てができる環境づくり、東北絆まつ
りやホストタウン交流事業の拡充などによるにぎわいと地域経済発展の
ため、事業充実を図られたい。道路の補修など応急的に措置しているが、
舗装の劣化が見られるため、計画的な舗装改良工事に取り組まれたい。
議案第17号は、長時間労働に頼らない組織づくりや職員増などによる職
場環境の改善とワークライフバランスに積極的な対策を講じられたい。

全議案に賛成

日本共産党市議団

議案第１・５～７・16～20・22・26・30号は、次の立場から反対する。
ごみ処理広域化は、分別収集の後退や大規模焼却施設による環境負荷の
一カ所集中などが懸念されることから、計画の中止または見直しを行う
べきである。待機児童解消は喫緊の課題だが、保育士宿舎借り上げ支援
事業の取りやめは、関係者に大きな不信感を抱かせ、保育の充実の妨げ
となることから、早急な予算化を求める。マイナンバー制度は個人情報
漏えいのリスクが高く、廃止すべきである。

一部の議案に反対

公 明 党

議案第１号は、移住・定住・交流人口対策事業について、シティプロ
モーションの充実を図る重要な機会であることから、新たな考え方や外
部からの視点による盛岡の魅力の掘り起こしに期待する。道路橋りょう
維持管理事業の路面下空洞化調査は、路面の陥没を予防し、市民の安全
安心につながるため、今後は事業計画を策定し、調査を推進するよう求
める。議案第36号は、市立病院の経営において医師の確保は重要な課題
であり、今後も医師の確保や診療科目の充実に取り組まれたい。

全議案に賛成

創 盛 会

議案第１号は、財政調整基金の取り崩しはあったものの、増加する扶
助費への対応と市民サービスを維持しながら、総合計画の達成に向けて
３つの戦略プロジェクトを重点に、市の喫緊の課題に積極的に対応した
必要かつ妥当なものとして賛成する。議案第45号は、大雪と厳寒により
例年以上に道路破損が発生しており早急な修繕を計られたい。議案第57
号は、病院事業会計が29年度も単年度赤字予想となり、包括外部監査で
も厳しく指摘されたことから、一層の経営改善に努められたい。

全議案に賛成

盛 友 会 全議案に賛成

議案第１号は、厳しい財政状況の中で施策の重点化による総合計画の
着実な推進と、東北の中核都市としての施策に取り組む必要があること
から、複合的視点による積極的な予算配分となっており評価する。議案
第８号は、卸売市場法の見直しは開設者としての資質を問われる契機で
あり、場内業者との一層の意思疎通を図り、力強い市場づくりを目指し
取り組まれたい。議案第34号は、審議会が市民の芸術文化への関心の高
まりと振興につながるよう、適切な運営に努められたい。

業中だが、市総合交通計画やもり
おか交通戦略との関係は。

答 　総合交通計画は市の交通全
体の基本方針を定め、交通戦略は
市街地の公共交通と道路計画を一
体とした計画である。地域公共交
通網形成計画は、郊外部の交通の
不便な地域や高齢者に着目したき
め細かな交通環境施策を検討する。

交通戦略にある道路の整備見通し
問 　もりおか交通戦略の特徴で

ある公共交通を支える道路網につ
いて、交通戦略に位置付けられた
路線の今後の整備見通しは。

答 　公共交通軸形成のための道
路として梨木町上米内線を30年度
に整備の完了を目指すほか、都心
を囲む道路として盛岡駅南大通線
を31年度に、明治橋大沢川原線を
32年度に整備完了するようそれぞ
れ計画している。

盛　友　会 工藤　健一

人口減少と市街化区域の整合性
問 　市街化区域の面積の設定は、

人口を用いて算定してきたが、人
口減少に伴い見直しが必要だと考
える。人口減少と市街化区域の面
積との整合性への見解は。

答 　市街化区域はおおむね５年
ごとに県が見直している。27年３
月の見直しでは、人口減少の見通
しや市街化の現況と動向を勘案し

て規模を定めており、人口規模と
の整合は図られている。

創　盛　会 豊村　徹也

市道認定への支援
問 　私道の市道認定に当たって

は、道路用地の寄付などが要件だ
が、所有者の所在不明などにより
困難な場合が多い。公共性が高い
場合は、地権者へ市が直接寄付を
依頼するなどの支援が必要では。

答 　市道認定基準に基づいて地
域住民の申請により行うため、市
が地権者に直接依頼することは難
しいが、引き続き申請者とともに
制度説明を行うなど対応する。

日本共産党市議団 神部　伸也

商業施設開店後の周辺交通
問 　30年８月にみたけ地区に大

規模商業施設が開店予定であり、
交通量に大きな影響が出ると懸念
される。開店後に交通量調査を実
施すべきだと考えるが、所見は。

答 　店舗設置者が現状の交通量
調査と出店後の交通量予測を行い、
交通整理員配置などの渋滞対策に
より交通処理は可能だと判断した。
開店後も地域の意見を把握し、調
査の実施などを設置者と相談する。

周辺交通に配慮した対策を

市議会では、当市の先進施策に対する行政視察の受け入れを行っ
ています。27年度から29年度の受け入れ団体と人数は、次のとおり
です。

【主な視察項目】
○公共施設アセットマネジメント
○盛岡駅西口と周辺整備事業
○災害復興支援事業
○盛岡ブランド推進計画

～ 行政視察の受け入れ ～

年度 団体数 人数
27 65 463
28 77 595
29 88 647

議 会 あ れ こ れ


