
（6）30. 11. 1　 もりおか市議会だよりNo.209

での出前講座を行っていく。

盛　友　会 中村　　一

公共施設の熱中症対策
問　平成31年以降も猛暑が予想
され、暑さ対策が必要だと考える
が、公共施設へのエアコン設置や
熱中症対策についての所見は。
答　高齢者福祉施設や集会施設
などでエアコンが未設置であり、
今後の大規模改修時に設置を検討
する。扇風機の設置や水筒持参の
呼びかけ、注意喚起のチラシ配付
やポスター掲示などにより熱中症
対策を行っている。

教育と文化

日本共産党市議団 鈴木　　努

全小中学校へのエアコン設置
問　学校の夏の暑さ対策は全国
的な問題であり、国の交付金の活
用などによりエアコン設置が求め
られている。国では交付金の在り
方の見直しや増額補正が検討され
ていると聞くが、市内全小中学校
へのエアコン設置の見通しは。
答　国の補正予算の状況を注視
しながら、早急に教室への扇風機
設置と、保健室へのエアコン設置
を進める。

日本共産党市議団 鈴木　礼子

中学校給食への緊急対策
問　30年６月定例会で「盛岡市
の中学校給食の格差是正を求める
決議」が全会一致で採択された。
選択制給食はさまざまな課題を抱
えており、教育委員会のみではな
く、市長部局も含めた緊急対策を
講じるべきでは。
答　（仮称）盛岡学校給食セン
ターの早期建設や中学校給食への
対応など、全庁を挙げて最優先事
項として取り組んでいる。

福祉と健康

盛　友　会 田山　俊悦

高齢者の孤独死の実態把握
問　県警察の集計による65歳以
上の一人暮らしの死者数は、平成
29年で451人と年々増加している。
市も孤独死の定義を決めて現状の
データ収集と分析を行い、対応す
べきだと考えるが、見解は。
答　孤独死として市などが対応
するケースは限定されており、全
体を把握した上での経年でのデー
タ収集や分析は難しいが、今後他
都市の取り組みを調査していく。

日本共産党市議団 鈴木　礼子

放課後児童クラブの施設整備
問　松園学童保育なかよしクラ
ブが活用している松園小学校のプ
レハブ教室は老朽化が進み、保護
者などから安全な施設確保を求め
る要望があるが、対策は。
答　建物全体の老朽化が進行し
ており、根本的な修繕が必要な状
態だと認識している。クラブ関係
者からは建て替えや代替施設の利
用などの相談を受けていることか
ら、庁内で協議し早期に対応する。

日本共産党市議団 庄子　春治

障がい児と保護者への支援
問　放課後等デイサービスに通
う障がい児の保護者は、障がいの
種類や程度、成長過程に応じて悩
みや要望があると聞くが、内容を
どのように把握しているか。また、
通学時支援の検討状況は。
答　窓口や電話での相談のほか、
複数の保護者会や当事者団体から
話を聞いている。通学時の支援は
個々の課題に合わせた対応が必要
であり、現状では困難である。

市政を問う
公　明　党 池野　直友

健康得とくポイント事業の拡充
問　もりおか健康得とくポイン
ト事業は、栄養教室など健康への
取り組みに応じてポイントがもら
える制度で、今後、対象となる教
室の拡充や付与ポイントの増を進
めるべきだと考えるが、所見は。
答　30年度は健康教室参加者に
対し、参加に応じスタンプを押す
頑張り記録を配布した。今後は参
加者アンケートの結果を踏まえ、
事業の拡充の検討を進める。

盛　友　会 後藤　百合子

再犯防止推進計画の推進
問　再犯者率は近年増加傾向に
あり、司法関係者のみでなく自治
体などが一丸となって取り組む必
要がある。国は29年12月に再犯防
止推進計画を策定したが、見解は。
答　再犯防止を目指すことで犯
罪被害が減り、安全安心なまちづ
くりに資すると認識している。会
議への参加などを通じて関係機関
と連携し、信頼関係を築く中で支
援の幅を広げていく。

再犯防止に向けた連携
問　再犯防止に向けて、関係機
関との連携が重要だが、連携先と
して具体的に想定している機関や
連携の内容は。
答　少年院など国の関係機関と
の連携や、県と連携した情報共有、
更生保護協力事業主連絡協議会と
の雇用関係での協力などを想定し
ている。住居確保に向けて不動産
業界の協力も必要だと認識してお
り、今後協議していく。

市政クラブ 中村　　亨

予防接種への補助拡充
問　子育てのしやすさなどで魅

力のあるまちづくりを推進するた
め、予防接種や任意接種への補助
拡充、風しん予防接種の補助対象
者拡大など、新たな助成事業を実
施すべきだと考えるが、見解は。
答　接種の種類が多く、費用面
で市単独での実施は難しいが、妊
娠を希望する女性などへの風しん
抗体検査を無料で行っている。今
後も国の動向を注視していく。

日本共産党市議団 神部　伸也

生活保護に関するお知らせ
問　生活に困った人が担当窓口
に気軽に相談に来られるよう、市
ホームページを改善する必要があ
ると考えるが、所見は。
答　簡潔で分かりやすい内容を
基本に、生活保護制度の概要など
を掲載してきた。生活に困った人
が安心して窓口に来て相談できる
ことが重要であり、見る側が安心
して読み進められ、必要とする箇
所が分かりやすくなるよう見直す。

インフルエンザ予防接種への助成
問　本市の予防接種への助成は、
段階的に対象を拡大し、現在小学
６年生までであるが、対象の幅や
助成金額は県内自治体の中で低い
水準である。さらなる対象拡大と
助成金増額を求めるが、所見は。
答　財源の確保が課題であるが、
毎年多くの学校で学級閉鎖となる
実態を踏まえ、感染拡大の防止が
優先される。まずは対象拡大につ
いての検討が必要だと考えている。

盛　友　会 櫻　　裕子

里親制度周知と委託率向上施策
問　事情により親と生活できな
い子どもを育てる里親制度の認知
度が低く、里親委託率も自治体に
より大きな差がある。制度の周知
と委託率向上のため、県と連携を
図るべきだと考えるが、所見は。
答　県福祉総合相談センターが
民生児童委員定例会長会などで里
親制度の説明と出前講座を周知し、
順次各地区の民生児童委員協議会

スタンプで頑張りを可視化



７月20日に研修会を行いました。
大学生との意見交換会開催に向け
て、青森中央学院大学准教授の佐
藤淳氏を講師に、議会基本条例の
実効性を上げるため、市民との意
見交換会で効果的な手法とされる
ワールドカフェの運営について、
演習を交えて研修を行いました。

各委員会が視察を実施

総務常任委員会

教育福祉常任委員会

産業環境常任委員会

建設常任委員会

生活支援対策特別委員会

市政調査会が臨時研修会を開催
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会派の意見
本会議において、各会派が市長提出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89号は、決算剰余金の財政調整基金への積み立てと併せて、社
会基盤や市民生活環境の維持向上に対して基金を活用し、予防的対策を
講じられたい。認定第13号は、３年連続で純利益を計上し財政状況改善
の傾向が見られるが、人口減少により営業収益の増加が見込まれないこ
とから、一層の経営の安定化を図られたい。認定第14号は、純損失が計
上され経営環境は厳しい状況にあるが、30年度が第３次経営改善計画の
最終年度であることから、施策を着実に実施し経営改善を行われたい。

全議案に賛成

日本共産党市議団

議案第94号は、手数料の引き上げが本来受けるべきサービスの利用抑
制を招くため反対する。認定第１号は、ごみ処理広域化の中止や保育園
民営化路線の見直し、学校で使用する印刷消耗品などの保護者負担の廃
止を求め反対する。認定第６号は、保険料滞納者をつくらない実効ある
減免制度の確立と、事業者が介護予防・日常生活支援総合事業を継続で
きる報酬単価への見直しを求め反対する。認定第７号は、高齢者を年齢
で差別し、保険料の負担増を高齢者に押し付ける制度であり、反対する。

一部の議案に反対

公 明 党

議案第93号は、新産業等用地の発展のため東京都内にある優良企業の
積極的な誘致活動の推進に期待する。議案第99号は、東京都文京区との
友好都市提携を契機に、民間も含めた多面的な交流などの相互協力推進
を図られたい。認定第１号は、歳入は28年度と比べ1 . 9 ％減少し、歳出
は義務的経費が増加し、経常収支比率が近年高止まりの状況にあるなど
財政の硬直化が懸念される。今後さらなる防災・減災の充実が急務であ
ることから、財源確保のための財政の弾力化、健全化に取り組まれたい。

全議案に賛成

創 盛 会

議案第89号は、建築基準法上不適合であるブロック塀について撤去な
どの対応を早急に行うよう強く求める。議案第99号は、友好都市提携を
機に、盛岡市民と文京区民が多様な分野で活発に交流することを期待す
る。認定第１号は、収入未済額が28年度と比べ減少している。収納窓口
拡大などの収納率向上対策の成果であるが、さらなる歳入増加や効率的
な事務事業の執行に努められたい。また、災害対策の拠点として現在の
市庁舎は不十分であることから、新庁舎の早期建設に取り組まれたい。

全議案に賛成

盛 友 会 全議案に賛成

議案第89号は、再犯防止推進計画の策定については、刑事司法制度や
保護司などの活動を理解し取り組まれたい。土地区画整理事業などの予
定年度内完成を目指し、国の補助金獲得に努められたい。議案第99号は、
東京都文京区との連携を深め、相互の産業交流など産業振興に向けた取
り組みを推進されたい。さらに台湾花蓮縣など他の友好都市提携につい
ても積極的に推進されたい。認定第１号は、もりおか元気応援寄付金推
進事業が実質的収支で赤字が続いており、事業の見直しを図られたい。

調査活動・情報BOX

・（社福）藤里町社会福祉協議会によるひきこもり・生活困窮者等支援
　の取り組みについて（秋田県藤里町）

盛　友　会 宮川　　寿

中学校給食の在り方検討
問　中学校給食についてのアン
ケート調査の質問項目は、学校給
食懇話会の委員の意見が反映され
ているのか。また、現状や喫食率
も記載すべきであったのでは。
答　第１回懇話会での委員の意
見を反映し作成した。学校給食の
実施方式への率直な意見を聞くこ
とを目的としていることから、現
行方式の課題や喫食率は、他の方
式の課題と同様に記載しなかった。

学校給食懇話会の公開
問　第１回懇話会は非公開で行
われたが、議論を広く明らかにす
ることは市民への情報提供として
大切であり、透明性を高めるため
にも公開とすべきだが、所見は。
答　会議の公開に関する指針に
ついて委員への説明が不十分であ
った。次回開催時は、原則公開で
あることや、非公開とする場合の
事由について十分に説明を行った
上で、委員に検討を依頼する。

・坊っちゃんスタジアムについて（愛媛県松山市）
・ドローンを活用した災害対策について（静岡県焼津市）

・子育て支援について（兵庫県明石市）
・こども若者総合相談支援センターについて（愛知県豊橋市）
・子ども教育連携推進事業について（埼玉県草加市）

・観光振興と信州いいやま観光局の運営について（長野県飯山市）
・観光戦略プランについて、カラス対策について（富山市）
・観光施策について（長野県軽井沢町）

・洛西ニュータウンまちづくりビジョンなどについて（京都市）
・都市交通戦略について、自転車先進都市おかやまについて（岡山市）
・ＬＲＴ整備計画とＪＲ福井駅周辺市街地整備事業について（福井市）

ワールドカフェによる意見交換を体験




