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　一般質問は21人の議員により４日間にわたって行われました。倒壊の
危険がある民間所有のブロック塀の撤去への補助制度や、男女共同参画
条例の策定など広範な市政課題について質問がありました。市政を問う

災害対策

創　盛　会 村上　貢一

ブロック塀撤去改修費への補助
問　30年６月発生の大阪府北部
を震源とする地震では、倒壊した
ブロック塀の下敷きとなり犠牲者
が出た。民間のブロック塀所有者
からの問い合わせ状況と、撤去改
修費への補助制度新設の考えは。
答　民間所有者から市や関係機
関へ57件の問い合わせが寄せられ
ている。補助制度は現在設けてい
ないが、他都市や国の動向を注視
し、制度の新設を検討する。

盛　友　会 田山　俊悦

通学路の安全確保
問　児童生徒の安全確保のため、
学校敷地内だけでなく通学路での
建物などの安全確認について、保
護者や地域への説明や協議を行う
場が必要だと考えるが、所見は。
答　通学路交通安全プログラム
による点検を実施し、危険箇所は
保護者などが参加する合同点検を
通じて対策を講じている。今後も
地域住民の集会で意見交換などを
行い、安全確保に努める。

公　明　党 伊達　康子

アンダーパスの安全対策
問　アンダーパスの水深ライン
の表示は、一目で状況を判断でき、
通行車両への注意喚起策として有
効であるが、現在の施工状況は。
また近年の天候を考慮し、排水能
力の基準見直しを検討しては。
答　27年７月に冠水被害があっ
た箇所に表示した。基準の見直し
には、過去に整備した道路排水設
備との整合性など総合的な検討が
必要であり、国の動向を注視する。

創　盛　会 豊村　徹也

本庁舎移転・新築の結論
問　市役所本庁舎は防災マップ

で早期の立ち退き避難が必要な場
所に立地し、防災拠点として不適
切であり、移転・新築の結論を出
す時期だと考えるが、所見は。
答　これまで耐震補強工事や配
管改修工事など機能維持を図った
が、老朽化や来庁者の利便性のほ
か防災機能にも課題がある。今後
は財源の確保を進めつつ、市民の
声を広く聞きながら判断する。

急傾斜面所有者への行政指導
問　昭和40年代に造成された住
宅団地は急傾斜面が多く、擁壁の
劣化も目立つ。災害の大規模化を
防ぐため、急傾斜面の所有者に対
し、擁壁の補修などの管理責任に
ついて市が指導勧告すべきでは。
答　これまでも危険な擁壁を把
握した場合、所有者への口頭指導
や書面による是正勧告を行ってい
る。今後も危険度に応じて対策を
行い、災害の未然防止に努める。

日本共産党市議団 鈴木　　努

避難場所への防災井戸設置
問　大規模災害時は生活用水の
不足が大きな問題となる。断水時
は水が確保でき、平常時は防災教
育にも使える防災井戸を避難場所
へ設置すべきだと考えるが所見は。
答　断水時の給水は基本的に給
水車で行うこととしており、河川
の洪水浸水想定区域の見直しに伴
い、備蓄物品や避難所標示板の整
備を優先していることから、施設
整備全体の計画の中で検討する。

公　明　党 小林　正信

マイ・タイムラインの活用
問　水害時の自らの行動計画を
時系列でまとめた「マイ・タイム
ライン」の作成は、住民の逃げ遅
れ防止につながることから、推進
に取り組む自治体がある。本市も
住民が記入できる標準様式を作成
し、周知を図るべきでは。

答　住民の自発的な早期避難に
つながるため、各地域でマイ・タ
イムラインの考え方を取り入れ、
地区防災計画を作成していく。

まちの整備

創　盛　会 村上　貢一

旧盛岡競馬場跡地の総称
問　旧盛岡競馬場跡地は、公園
ゾーン、保健・福祉ゾーン、環境
ゾーン、自由広場ゾーンとしてそ
れぞれ整備しているが、区域全体
を表す名称を付ける考えは。
答　設置条例でゾーンごとの名
称を定めていて、跡地全体を表す
名称がないことから、分かりにく
いとの声がある。末永く親しみを
持って利用される施設となるよう、
愛称の公募と導入を検討している。

盛　友　会 工藤　由春

少年専用球場の浸水被害状況
問　30年３月に少年専用球場の
移転新設に関する請願が採択され
た。現在河川敷にあることから、
洪水による土砂流出の被害を何度
も受けているが、これまでの被害
概要と代替地の検討状況は。
答　過去10年間で３回の被害を
受け、復旧費の総額は約6000万円
である。代替地として現在市の遊
休地などを探しているが、いまだ
に移転候補地は見つかっていない。

少年専用球場候補地の検討
問　少年専用球場浸水被害の解
決に向け、早急に代替地を選定す
る必要があると考える。安全性や
利便性などを勘案し、上厨川地区
の区画整理事業跡地が最適では。
答　グラウンド面数や駐車場台
数、インフラ整備など請願の内容
を満たしている場所と認識してい
る。地域の意見を聞き、庁内で調
整しながら、跡地利用についてス
ピード感を持って取り組んでいく。

公　明　党 小林　正信

居住支援協議会の設置
問　東京都豊島区や京都市では

独自に居住支援協議会を設置し、
ひとり親家庭や高齢者への住宅支
援施策を実施している。本市は県
居住支援協議会の構成団体だが、
住宅確保要配慮者を支援するため
市独自の協議会を設置すべきでは。
答　当面は県内の居住支援でさ
まざまな活動実績がある県居住支
援協議会を活用し、今後の施策展
開に応じて協議会設置を検討する。

市政クラブ 竹花　せい子

冬季に向けた道路対策
問　29年度の冬は気象変化の影
響で車道に大穴が開いた。道路の
補修だけでは今後再び大穴が開く
恐れがあり、しっかりとした修繕
が必要だと考えるが、整備状況は。
答　路面を全面的に打ち換える
舗装二次改築を、緊急性の高い４
路線で降雪期の前までに完成する
よう進めている。幹線道路などの
穴ぼこが多発する路線の一斉点検
や補修などを行い、冬季に備える。

境田川原踏切の拡幅
問　地元から長年要望があった
境田川原踏切の拡幅は、平成32年
に工事を開始する予定だと聞く。
事業説明会での要望事項の内容と、
今後の意見や要望への対応策は。
答　渋滞が発生し踏切内まで及
ぶことを危ぶむ意見や、融雪装置
の設置要望などがあった。今後の
意見や要望と併せ、30年度実施の
詳細設計の中で解決方法を模索し、
応えられるよう努める。

くらしと社会

市政クラブ 中村　　亨

ＡＩ機能機器の導入
問　ＡＩ（人工知能）機能を搭
載した機器の導入により、農業や

適切な指導で災害の未然防止を

住民の要望に応えた整備を
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教育など、行政の各分野で革新が
進むと考える。導入に関する見解
と、総合計画の中での位置付けは。
答　市民サービスの向上や業務
効率化に大きな効果があると考え
る。総合計画の主要事業に位置付
け、国が進める行政サービスのデ
ジタル改革の動向や、先進事例の
情報を収集し、導入推進に努める。

市政クラブ 鈴木　一夫

29 年度決算の分析
問　市の29年度決算は、28年度
からの繰越額を除いた単年度収支
で約6600万円の赤字となり、財政
調整基金の年度末残高も前年度比
で約13億円減少したが、要因は。
答　28年度に比べて、翌年度に
繰り越すべき財源が増えたことで
単年度収支としては赤字となった。
市政課題や緊急事態への対応に伴
い、積立額以上の取り崩しを行っ
たため、基金残高が減少した。

監査時の重点項目
問　監査委員は地方自治法によ
り設置が義務付けられ、首長とは
独立した立場で財務に関する事務
や法令順守体制の監査などを行っ
ている。30年度から新たな代表監
査委員が就任したが、監査の際に
関心を寄せた点や力を入れた点は。
答　これまでの監査の中で培わ
れた着眼点を継承し、今後も継続
して適正に財務が執行されること
を念頭に置いて監査を行っている。

日本共産党市議団 髙橋　和夫

女性差別撤廃条約の批准
問　国会議員に占める女性の割
合は先進７カ国中最低で、女性の
政治参加が遅れている。女性差別
撤廃条約選択議定書の批准を国に
求めるべきだと考えるが、所見は。
答　選択議定書には権利を守る
ための個人通報制度と調査制度が
定められており、国では制度導入
の是非を検討している。性的少数
者を含めた施策の着実な推進が肝
要であり、国の動向を注視する。

日本共産党市議団 庄子　春治

性的マイノリティへの支援策
問　ＬＧＢＴ（性的少数者）は
生産性がないなどの国会議員の発
言は、憲法が定める個人の尊厳を
否定していると考えるが、発言へ
の見解と人権尊重への支援策は。
答　性的多様性を受容する社会
の実現が求められる中、配慮を欠
くと考える。人権尊重に対する理
解促進に向けて、ＬＧＢＴに関す
る講座の実施や、関連団体への活
動場所の提供などの支援を行う。

盛　友　会 櫻　　裕子

盛岡ブランドの推進
問　目指すべき都市の姿を具体
化し実現するため、ブランド推進
計画の取り組みは重要である。こ
れまでの歩みと将来像、市が果た
すべき役割に対する見解は。
答　自然、歴史、文化と都市景
観が融和した魅力あるまちへと発
展した。盛岡らしさを将来に引き
継ぎ、誇りを持って世界につなが
るまちを目指しながら、東北の拠
点都市としての機能を充実させる。

公　明　党 伊達　康子

ＬＧＢＴの理解と支援
問　ＬＧＢＴへの差別解消や、
多様化する性への理解の促進と支
援に向け、男女共同参画条例の制
定と、パートナーシップの公的認
証制度の導入を検討しては。
答　性別を問わず、個々の能力
を発揮できる社会の実現が重要で
あり、有識者の意見などを聞きな
がら検討する。認証制度導入の先
進事例を参考に、多様性の相互理
解につながる環境を整備していく。

公　明　党 池野　直友

地域おこし協力隊員定住への支援
問　地域のために活躍した地域
おこし協力隊員が、３年間の活動

期間終了後に盛岡への定着を希望
した場合、隊員の定住に向けて支
援すべきだと考えるが、所見は。
答　隊員が将来進むべき方向を
意識した支援を考えており、起業
セミナーの紹介や地元就職希望者
への相談を行うほか、隊員同士の
ネットワークづくりを支援し、地
元に定着しやすい環境をつくる。

農業・商業・工業

日本共産党市議団 髙橋　和夫

若者就農者の中間評価制度
問　国が交付する農業次世代人
材投資資金に関し、経営状況を評
価し、改善されない場合は支援打
ち切りと資金返還を求める中間評
価制度がある。新規就農者増の妨
げになると考えるが制度の内容は。
答　29年度に要綱が改正され、
31年度から評価が実施される。売
上実績や営農意欲を評価し、就農
者ごとの状況に応じて支援するた
めの制度である。

盛　友　会 浅沼　克人

カナダへの盛岡りんご輸出
問　スポーツによる交流を進め
ているカナダへの盛岡りんごの輸
出は、盛岡の食の魅力を発信する
格好の機会であり、農業者の所得
向上も期待される。りんご輸出へ
の市の支援策は。
答　現在岩手中央農協が輸出開
始に向け調整を行っており、国内
初のカナダへのりんご輸出となる。
姉妹都市のビクトリア市とのネッ
トワークを活用し、ＰＲに努める。

盛　友　会 工藤　健一

介護ロボット関連企業の誘致
問　介護ロボットは、介護者の
負担軽減に効果があり、働き方改
革や今後の人口減少により需要が
高まると考えるが、介護ロボット
関連企業の誘致に対する所見は。
答　少子高齢化の進行により、
介護ロボットなど医療福祉機器に
関連する産業の市場は拡大が見込
まれることから、介護ロボット業
界の部品調達や流通経路の状況を

調査し、誘致の可能性を研究する。

環　境

盛　友　会 浅沼　克人

みんなのメダルプロジェクト
問　家庭からのリサイクル金属
などで2020年東京五輪のメダルを
作るプロジェクトについて、自治
体と地元団体などが協働し、金属
の回収促進につながった例がある
と聞く。多くの市民に参画しても
らう取り組みが必要だが、所見は。
答　市内小中学校などに専用の
ボックスを設置し回収を促すとと
もに、ホストタウン自治体として、
多くの市民に協力を呼びかける。

盛　友　会 工藤　健一

ゆぴあす存続の課題
問　地域活性化のため、クリー
ンセンターの余熱利用施設である
ゆぴあすの存続を強く要望するが、
存続に当たっての課題は。また、
民間への払い下げによる施設の存
続を検討しては。
答　新しいごみ焼却施設が他地
域に整備された場合、ゆぴあすへ
の新たな熱源設備設置や、老朽化
が課題である。払い下げは、施設
の存続や適正管理と併せ検討する。

盛　友　会 中村　　一

ごみ出しサポート事業の状況
問　盛岡地域の一人暮らし世帯
で、高齢者または身体に障がいの
ある人を対象とし、週に一度玄関
先でのごみ収集を行うごみ出しサ
ポート事業の利用状況と、課題は。
答　30年８月末現在299世帯が
利用している。分別せずにごみを
出す世帯があることや、登録時の
面談で説明に時間がかかり、登録
からサポート開始まで２カ月程度
の期間を要することが課題である。

家庭に眠る金属資源の活用を




