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一般質問は24人の議員により４日間にわたって行われました。学校施
設への空調設備および洋式トイレ設置の見通しや、性の多様性を尊重す
る取り組み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

くらしと社会

盛　友　会 菊田　　隆

次期市長選挙に対する見解
問　平成15年の当選以来、市長

は行財政構造改革や東日本大震災
対応などに尽力してきた。今後市
は、改元や消費税増税などの変化
の影響を受けることから、引き続
き市長のリーダーシップを期待す
るが次期市長選挙に対する見解は。

答　就任以来掲げる「市民本位
の市民起点によるまちづくり」の
信念の下、将来の盛岡のまちづく
りをけん引すべく次期選挙に臨む。

日本共産党市議団 庄子　春治

消費税増税の市財政への影響
問　29年度決算では、市が負担

した消費税額が、地方消費税交付
金など消費税に伴う歳入を上回り、
市財政にとってマイナスであった。
消費税増税後の市財政への影響は。

答　増税により交付金が増額さ
れ歳入の増加が見込まれる一方で、
歳出における消費税負担も増加す
る。29年度決算額を基に試算した
場合、歳出超過が拡大するものと
見込まれる。

市営住宅の住み替えへの対応
問　歩行に困難がある人は、車

いすの常用の有無に限らず市営住
宅の低層階へ住み替えできるよう
配慮すべきだが、対応状況は。

答　他市の状況や住宅対策審議
会での意見などを踏まえ、市営住
宅の住み替えに関する取り扱いを
変更した。車いす常用者以外でも、
加齢や病気などにより階段昇降に
支障がある人は、公募によらず住
み替えの対象となる。

公　明　党 伊達　康子

死亡時の行政手続き簡素化
問　家族などの死亡時の手続き

が煩雑で、簡素化が必要だと考え
る。大分県別府市では「おくやみ
コーナー」を設置し、窓口を一元
化しているが、取り組む考えは。

答　必要書類の作成などの負担
軽減につながり、市民満足度の向
上など多くの成果があったと聞い

ている。市民サービスの向上や事
務改善にもつながるため、他都市
の事例も参考に検討する。

日本共産党市議団 髙橋　和夫

交通弱者への対策
問　郊外に住む高齢者は運転免

許証返納後、通院などの移動手段
にタクシーを利用し、料金が大き
な負担だが、交通弱者への対策は。

答　既存バス路線の維持に取り
組むとともに、まちなか・おでか
けパスによる移動支援などを行っ
てきた。地域公共交通網形成計画
策定の中で、デマンドタクシー導
入など、誰もが利用しやすい地域
公共交通網の構築に向け検討する。

創　盛　会 大畑　正二

住宅用火災警報器普及の課題
問　23年６月から設置が義務付

けられた住宅用火災警報器の設置
率は県内平均より低いと聞くが、
要因と設置率向上への取り組みは。

答　火災警報器の有効性が十分
理解されていないためだと考える。
総務省の調査結果では、既設の住
宅では未設の場合と比べ死者が４
割少なく、焼損床面積が半減する
などの効果があることから、設置
率向上のためさらなる周知を図る。

シティマラソンの警備体制
問　平成31年秋に開催する「い

わて盛岡シティマラソン」は１万
人の参加者が見込まれ、これまで
に経験がない長距離の市街地での
警備が想定されるが、沿道の警備
体制をどのように構築するか。

答　警察の指導の下、警備会社
と警備計画の策定について協議を
進めている。一般ボランティアと
は別に500人体制での警備を想定
し、ランナーの安全を図る。

日本共産党市議団 鈴木　　努

国保税均等割の軽減措置
問　国民健康保険税の積算には

人数に応じた均等割があり、世帯

人数が多いほど税負担が大きい。
他市では18歳未満の子どもの均等
割の軽減措置を実施している例が
あるが、本市でも実施すべきでは。

答　他の健康保険制度との公平
性確保と子育て世帯の負担軽減を
図るため、市長会を通じて財源措
置を含めた軽減制度の創設を国に
要望しており、今後も継続する。

市政クラブ 鈴木　一夫

「定住促進こそ福祉」の考え方
問　広大な面積を有する本市が

今後も地域力を維持していくため
には、土地の特性に応じた地域別
の定住人口戦略を策定し、定住を
促進すべきだと考えるが、所見は。

答　個人の住宅事情や就業状況
が異なる中で、地域をどのように
区分し目標を設定するかなど検討
項目が多くあるが、地域特性に応
じた対策という視点を考慮に入れ、
各計画に反映できるよう努める。

日本共産党市議団 鈴木　礼子

性的少数者への支援
問　身体と心の性の不一致によ

る困難な状況を改善するため、公
的な申請書類の性別欄の削除や、
性別を問わないトイレの整備が必
要だと考えるが、所見は。

答　すでに性別欄を削除してい
る印鑑登録申請書以外にも対応可
能なものがあるか、全庁調査を行
い推進する。多目的トイレの設置
普及のため表示の働き掛けを行う
ほか、整備方針について検討する。

創　盛　会 豊村　徹也

岩手競馬の禁止薬物問題
問　岩手競馬出走馬から禁止薬

物ボルデノンが検出され、数日間
開催を中止した。ボルデノンは約
20年前まで普通に使用されていた
と聞くが、排尿などの影響で現在
まで厩

きゅうしゃ
舎内に残留する可能性は。

答　厩舎では清掃や寝わらの補
充を定期的に行っており、長期に
わたるボルデノン残留の可能性は
少ないと考えるが、競馬組合で寝
わらの検査を行い、確認する。

地方財政への消費税増税の影響
問　消費税増税により地方配分

が増加するとしながら、過去の決
算額は試算とかけ離れており、地
方消費税交付金と地方交付税の合
計額は減少傾向にあるが、見解は。

答　消費税以外の財源の不足に
よる繰り入れが行われる一方で、
景気回復に伴う地方税収増加によ
り、地方交付税総額が減少傾向に
ある。国から具体的な地方財政の
見通しが示されず、やむを得ない。

市政クラブ 高橋　重幸

ＩＣＴの利活用
問　ＩＣＴ（情報通信技術）は

進歩し続けており、自治体では防
災や教育など各分野の事業で利活
用されているが、本市の状況は。

答　災害時に緊急情報を発信す
る災害情報連携システムの整備や、
全教職員へのパソコン配備による
学校間の情報共有システム構築、
盛岡手づくり村の電子看板設置な
ど、各分野で市民サービスの向上
や業務の効率化を図っている。

盛　友　会 千葉　伸行

期日前投票所の増設
問　投票率向上のため、近年の

選挙では、ショッピングセンター
など市民が立ち寄りやすい場所に
期日前投票所を設置した。31年度
以降の各種選挙において、さらに
増設すべきだと考えるが、所見は。

答　期日前投票者数は増加傾向
にあり、投票しやすい環境の整備
が必要だと認識している。現在、
増設を含めた投票率向上のための
取り組みについて検討している。

教育と文化

公　明　党 池野　直友

社会状況に合った避難訓練
問　学校ではミサイル発射や不

審者の侵入など不測の緊急事態が
想定される。訓練や内容について
現代に合った見直しが重要だと考
えるが、変化は見られるか。



31.2.1　 もりおか市議会だよりNo.210（5）

答　以前は地震や火災の訓練が
中心だったが、社会情勢を踏まえ
台風や大雨のほか、弾道ミサイル
発射を想定した訓練や予告なしの
訓練、放送を行わない訓練、地域
と連携した訓練を実施している。

市政クラブ 鈴木　一夫

仙北中第二体育館へのトイレ整備
問　生徒数が増加している仙北

中学校に第二体育館を建設予定だ
が、トイレが整備されないなどの
課題がある。生徒の安全対策上整
備すべきだと考えるが、所見は。

答　学校との協議において、隣
接する第一体育館のトイレを利用
することにより授業に支障がない
ことを確認したことから、第二体
育館にはトイレを整備しないこと
とした。

盛　友　会 櫻　　裕子

市立図書館の耐震結果
問　市立図書館の耐震診断結果

では、震度６強から７規模の地震
により、建物の倒壊または崩壊の
危険性が高いと評価された。耐震
性能の具体的な数値と見解は。

答　耐震性能を示すＩｓ値の最
低値は0.24であり、同程度の校舎
と同様に早急な補強工事が必要だ
と認識している。大規模改修や建
て替えについて検討しており、30
年度内に方向性を定める。

市立図書館のあるべき姿
問　市立図書館は昭和46年の高

松地区への移転以降、文教地区内
で生涯学習推進の拠点施設として
活用されてきた。周辺地域を含め
た今後のあるべき姿は。

答　主体的な学習機会を提供し、
読書活動を推進する本来の役割に
加え、地域の課題や多様な利用者
に対応したサービスを提供し、地
域の発展を支える学習と情報の拠
点として魅力ある図書館を目指す。

本のチカラで魅力ある図書館を

日本共産党市議団 神部　伸也

学校図書館関連予算の増額
問　児童生徒が自発的な学びに

取り組む上で学校図書館の役割が
重要だが、自然科学や歴史など研
究により新たな知見が得られた分
野で、図書が更新されていない例
が目立つ。図書購入のため学校図
書館関連予算を増額すべきでは。

答　国は「学校図書館図書整備
等５か年計画」を策定し整備を推
進しており、各学校の状況と要望
を確認し、予算の確保に努める。

市政クラブ 伊勢　志穂

市立図書館の存続
問　読書は健康寿命延伸に効果

があるという研究結果や、学生の
勉強場所が不足していることなど
から、市立図書館は存続させるべ
きだと考える。市民の意見をどの
ように聴取し、検討しているか。

答　社会教育委員や市図書館協
議会、ボランティア団体などで構
成する市立図書館利用団体連絡協
議会において意見を聴取しており、
30年度内に方向性を定める。

市政クラブ 竹花　せい子

学校トイレの整備計画
問　児童生徒が安心して学校生

活を送れるよう、小中学校のトイ
レの洋式化と多機能化を早期に進
めるべきだと考えるが、所見は。

答　財源確保の見通しを踏まえ、
基本的に校舎などの大規模改修の
際に洋式化を実施し、47年度まで
に整備する計画だが、国庫補助な
どを活用し、可能な限り計画を前
倒しする。スペースが必要な多機
能トイレは面積を考慮し整備する。

性別で分けない名簿の導入
問　近年、性的少数者への認知

が進み、県立高校の８割以上が性
別で分けない名簿を採用している。
市立の学校でも積極的に採用すべ
きだと考えるが、学校別の採用率
と導入拡大への見解は。

答　29年度は小学校9 . 5 ％、中
学校4 . 3 ％が採用している。学校
教育全体を通して男女平等に配慮
した指導をしており、名簿の使用
について今後も学校へ働き掛ける。

まちの整備

盛　友　会 菊田　　隆

景観保全に向けた支援
問　景観計画地域内の建造物が

自然災害などにより被害を受けた
場合、景観保全の観点から修繕資
金の貸し付けなどによる支援を行
うべきだと考えるが、所見は。

答　自然災害などによる景観破
壊への支援策は講じていないが、
景観資源所有者の維持管理費用の
負担が大きいことは理解している。
貸付制度について他の自治体の取
り組みを調査し、研究していく。

盛　友　会 宮川　　寿

盛岡駅東口への誘導員配置
問　盛岡駅東口のバスターミナ

ルの歩行者横断箇所には、誘導員
が配置されている。安全確保の観
点から、今後も継続して配置する
必要があると考えるが、見解は。

答　歩行者の安全な誘導やバス
車両の優先的な誘導とともに、降
雪期の歩行者転倒などを防ぐため、
横断箇所の除雪も含めた業務委託
を実施している。年間を通した安
全確保のため、継続して配置する。

市政クラブ 中村　　亨

市街化調整区域の制限緩和
問　優良農地や自然環境の保全

などに努める市街化調整区域と、
開発が進む市街化区域の間では格
差が生じていると考える。土地や
空き家の有効利用など、調整区域
内の制限緩和策を講じる考えは。

答　これまで国の指針を参照し、
必要な緩和策を適時行ってきた。
今後も県などとの協議を踏まえ、
随時制限の緩和を検討するととも
に、空き家の活用策も研究する。

バリアフリーのまちづくり
問　バリアフリー新法では、道

路管理者に基準適合の努力義務が
課されている。2020年東京五輪の
ホストタウンである本市では、歩
道改良などさらなるバリアフリー
化に取り組むべきでは。

答　中心市街地で取り組む街路
事業などの道路整備や、歩道の維

持改築事業でバリアフリー化を進
め、高齢者や障がい者などの移動
の利便性や安全性の向上に努める。

盛　友　会 後藤　百合子

動物公園再生に向けた工程
問　動物公園再生事業検討会議

では、民間投資を呼び込むため公
共投資が必要とされたが、再生事
業の計画と市が負担すべき費用は。

答　計画策定事業者の提案では、
32年度から公共投資により園路な
どを整備し、公民連携によるレス
トランなどの整備を経たのち、民
間投資が段階的に行われる見込み
である。市が負担する整備費の見
込額は約13億円である。

盛　友　会 中野　孝之助

シェアサイクル事業者との調整
問　本市でも、利用者に自転車

を貸し出すシェアサイクル事業を
民間事業者が始めたが、今後の市
の関わり方は。また、事業者と市
が意見交換や調整を行う場として、
協議会を設置する考えは。

答　民間事業者の発案を尊重し
つつ、利用者に混乱が生じないよ
う調整を行う。協議会は事業者が
複数になった場合に有効な調整方
法だと考えており、検討を進める。

本庁舎正面に設置されたサイクルポート

無　所　属 守谷　祐志

高松の池堤体調査結果
問　30年度に高松の池の市立図

書館側の堤体における強度調査を
行い、調査結果が報告されたと聞
く。分析内容と今後の対応は。

答　地中レーダー探査などを実
施したが、堤体の崩落や天

て ん ば
端の大

規模な陥没の発生、地震による液
状化の可能性は低いと推定された。
舗装面の破損や亀裂箇所は、今後
も継続して経過観察を適切に行い、
補修や対策について検討する。


