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福祉と健康

盛　友　会 千葉　伸行

休日保育の拡大
問　第三次産業の就業者が多い

本市では、休日に働く人が多いた
め、休日保育へのニーズが高い。
休日保育の拡大への所見は。

答　現在実施している６園に対
し、受け入れ定員の拡大について
働き掛けるほか、新たな保育施設
や企業主導型保育所の開設相談を
受けた際に、休日保育事業の実施
について働き掛けるなど、ニーズ
に対応できるよう努める。

盛　友　会 田山　俊悦

認知症への取り組み
問　誰もが集えるカフェのよう

な場所で、認知症の人やその家族、
地域住民が普通に語り合える環境
づくりが必要だと考えるが、今後
の取り組み内容は。

答　30年６月に国から示された
「認知症の人の日常生活・社会生
活における意思決定支援ガイドラ
イン」の周知に取り組み、地域で
孤立せず、安心して過ごせるまち
づくりを目指す。

日本共産党市議団 髙橋　和夫

高齢者の除雪対策
問　高齢者世帯の除雪には、地

域での有償ボランティアの協力が
必要だと考える。町内会や自治会
に有償ボランティア組織設立の協
力を要請すべきでは。

答　他都市では、社会福祉協議
会が有償ボランティアによる福祉
除雪事業を行っている事例がある。
町内会などが組織の設立に関与す
ることを含めて、他都市の状況な
どを情報収集し、研究する。

 

市政クラブ 細川　光正

中高齢者のひきこもり対策
問　若年者のひきこもりが長期

化し、中高齢者のひきこもりが顕
在化している。親の高齢化により、
収入の途絶や介護など貧困につな
がる問題が生じる恐れがあるが、
現状把握と対策についての所見は。

市政を問う
答　ひきこもりとなる背景は個

人によって異なることから、支援
団体と情報共有や連携強化に努め
るほか、多機関の協働により、包
括的な支援体制の構築に取り組む。

公　明　党 小林　正信

もりおかユースネットの活用
問　困難を抱える子どもや若者

を支援する団体のネットワークで
あるもりおかユースネットに、教
育・福祉・医療の関係者を加え、
「子ども・若者地域支援協議会」
の機能を持たせ、活用しては。

答　ユースネットと協議会の設
立趣旨は共通する部分があること
から、支援団体相互の連携を促す
とともに、機能を持たせることの
可能性について意見交換を行う。

ユニバーサル就労の理念周知
問　困難を抱えるあらゆる人の

就労を支援する仕組みであるユニ
バーサル就労の理念を、市民や市
内企業に周知することで、誰もが
働きやすく活躍できる盛岡を目指
すべきだと考えるが、所見は。

答　その人に合った働き方で社
会参加することは、地域で生活す
る上で重要であり、市地域福祉計
画の基本理念に通じることから、
他市の周知の取り組みを研究する。

無　所　属 守谷　祐志

高齢者スポーツ大会の開催時期
問　高齢者スポーツ大会は毎年

７月の非常に暑い時期に開催され
ており、参加者の熱中症発症が懸
念される。開催時期の変更につい
て主催者間で話し合いを進めては。

答　９月に開催する県シニアス
ポーツ大会の代表選考を兼ねて７
月に開催している。現在、主催者
間で話し合いを進めているが、関
係者や会場の日程など変更の可能
性について意見を聞き、検討する。

安全性に配慮した開催時期の検討を

市政クラブ 高橋　重幸

白血病ドナーへの支援
問　白血病への有効な治療法と

して骨髄移植があるが、仕事を休
めないなどドナー側の都合により、
適合しても移植に至らない場合が
ある。ドナー本人や勤務先を経済
的に補償するよう支援すべきでは。

答　ドナー本人や勤務する事業
所の負担軽減が図られることで、
骨髄移植の促進やドナー登録者を
増やす効果が期待されるため、国
や県の動向を注視する。

日本共産党市議団 鈴木　礼子

任意予防接種への助成拡大
問　おたふくかぜは多くの合併

症を併発し後遺症を残すことから、
ワクチンの予防接種について積極
的な対策を求めるが、所見は。

答　現在国では、おたふくかぜ
ワクチンの定期接種化を検討して
おり、安全性の高い新ワクチンの
開発が進められている。全国市長
会を通じて定期接種として位置づ
けるよう国へ提言を行っており、
引き続き動向を注視する。

 

公　明　党 池野　直友

ボランティア活動への感謝
問　これまでも市はボランティ

ア活動の功労者へ表彰や顕彰を行
ってきたが、目立たずに頑張って
いる人への表彰を充実させるべき
だと考えるが、所見は。

答　これまで厚生労働大臣表彰
や市社会福祉協議会会長表彰へ推
薦し感謝の意を表してきたが、名
誉より活動の価値や意義を重視す
る人への表彰については、必要性
を含め他自治体の事例を研究する。

日本共産党市議団 神部　伸也

生活保護の分かりやすい周知
問　生活保護を説明している市

ホームページが分かりやすく改善
された。パソコンが使えない人へ

の働き掛けなど生活保護を必要と
する人が相談しやすいよう、環境
を整備すべきだと考えるが所見は。

答　31年３月をめどに見直しを
進める「保護のしおり」を社会福
祉協議会などの相談窓口へ配置し、
市民が生活保護について身近に考
えられる環境づくりを進める。

市政クラブ 伊勢　志穂

要介護認定の適正化
問　法改正により、要介護度の

改善に取り組んだ市へ交付金など
のインセンティブが付与される。
主治医などの判断で要介護認定が
恣
し

意
い

的に行われないための対策は。
答　要介護認定は、介護してい

る人の立会いのもと本人の普段の
様子を確認するほか、調査員であ
るケアマネージャーが連続して同
じ人の調査を行わないなどの配慮
により、適正に行っている。

公　明　党 伊達　康子

風疹の感染拡大防止
問　首都圏で風疹が流行してお

り、本市でも感染者が確認された。
妊娠初期の女性が感染すると胎児
の先天性疾患発症が懸念されるが、
抗体検査の実施状況と周知状況は。

答　妊娠を希望する女性と配偶
者、抗体価が低い妊婦の配偶者を
対象に、抗体検査を無料で実施し
ている。感染症関係研修会を実施
し、風疹に関する情報提供や注意
喚起を行っている。

日本共産党市議団 鈴木　　努

障がい児通学支援制度の創設
問　大阪府枚方市では障がい児

の保護者からの要望に応え、障が
い者総合支援法の地域生活支援事
業の中で通学支援を実施している。
本市でも地域の実情に合った支援
制度の創設を検討すべきでは。

答　先行事例の成果は確認して
いる。事業検討のため、放課後等
デイサービス事業者などの意見を
聞きながら、利用者のニーズと事
業者の参入意欲の調査を検討する。 
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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251号は、国の第一次補正予算を活用し、市内小中学校および
幼稚園の普通教室などに空調設備を整備することについて、評価する。
議案第254号は、一般職の職員の給与月額と勤勉手当をプラス改定する
ものだが、人材の確保が難しい状況の中でさらなる改定が必要であり、
勤務実態や国などの状況を踏まえ、住居手当や通勤手当についても改定
を検討すべきである。また、休暇制度拡充や長時間労働是正のほか、非
常勤職員や臨時職員の報酬や賃金などについても、待遇の改善を求める。

全議案に賛成

日本共産党市議団

議案第117号は、国民健康保険事業財政調整基金の残高状況によると、
市独自の税負担軽減策が実施可能であることから、子育て世帯の子ども
の均等割軽減を強く求める。議案第123号は、通知カードおよび個人番
号カードの再交付手数料を徴収する事務の範囲を改めるものだが、個人
にとって必要かどうかにかかわらず、行政上の都合で割り振った番号の
管理を自己の責任にするものであり、反対する。議案第252号は、市議
会議員の期末手当を引き上げる根拠が明確でないことから、反対する。

一部の議案に反対

公 明 党

議案第251号は、市立小中学校および幼稚園の各教室への空調設備設
置事業費が計上されているが、予算規模が大きい事業であることから、
地元業者へ配慮しつつ、地域経済の活性化につながるよう事業を進めら
れたい。また、空調設備設置後のランニングコストの削減に配慮した工
事設計となるよう、慎重かつ十分な検討を望む。市政施行130周年を記
念して行われるいわて盛岡シティマラソンは、大会関係者と市民がひと
つになって大会を盛り上げ、記憶に残る大会となるよう望む。

全議案に賛成

創 盛 会

議案第251号は、市内公立学校における熱中症対策として、空調整備
事業関連経費が計上された。国の施策への素早い対応を高く評価する。
整備手法にサウンディング型市場調査を用いるが、地元事業者に対する
初期段階での情報提供により、ノウハウと活力が十分に発揮された調査
結果とし、整備事業へ反映するよう求める。設置後のランニングコスト
まで精査し、学校教育費を圧迫しないよう適切な整備事業の実施を図ら
れたい。工期中は子どもたちの安全対策に万全の配慮を講じられたい。

全議案に賛成

盛 友 会 全議案に賛成

議案第116号は、カナダへの国内初のりんご輸出が軌道に乗るよう盛
岡りんごフェアの成功とともに、さらなる海外輸出事業の展開に向け、
戦略的かつ継続的に実施されたい。議案第251号は、市内小中学校およ
び幼稚園の普通教室へのエアコン設置に当たり、機材、施工期間、エネ
ルギー源や設置後のメンテナンスなどに課題があり、サウンディング型
市場調査による情報収集にも限界があることから、市独自に情報収集を
行い、地元企業が参入できるよう早急な発注に努力されたい。

環　境

盛　友　会 宮川　　寿

ごみ処理施設の方向性
問　県央ブロックごみ処理施設

は、建設地周辺の住民がつくって
よかったと思えるような、地域活
性化に資する施設とすべきだと考
えるが、目指す施設の方向性は。

答　地域住民との対話を重ね、
他都市の事例などを参考にしなが
ら、エネルギー供給拠点や地域防
災拠点、環境学習の機会提供の場
として、地域振興やまちづくりに
貢献できる施設を目指す。

農業・商業・工業

盛　友　会 中野　孝之助

盛岡美食の夜の今後の展開
問　盛岡美食の夜は成功だった

が、盛岡ブランドの食材のみでフ
ルコースを構成するのは難しい。
盛岡広域の食材を取り入れるなど
再構築が必要と考えるが、所見は。

答　盛岡広域にも優れた食材が
多いことから、盛岡産食材の幅を
広げた展開を検討する。また、盛
岡調理師会から同様の趣旨の和食
による催しについて希望を聞いて
おり、今後検討する。

市政クラブ 細川　光正

後継者不足への対応策
問　人口減少と高齢人口増加が

進み、中小企業の後継者不足は深
刻な状況である。商工会議所や金

融機関などと協力して対応策を講
じるべきだと考えるが、所見は。

答　現在金融機関と、事業継承
支援に係る連携協定の締結に向け
た準備を進めている。県事業引継
ぎ支援センターなどの関係機関と
一体となり、中小企業の円滑な事
業継承が図られるよう取り組む。

盛　友　会 後藤　百合子

森林都市の在り方
問　国の新たな林業政策として

森林環境譲与税が31年度から充当
される見込みだが、この財源を活
用した林業振興策は。また、市が
目指す森林都市の在り方は。

答　森林の経営管理集約化や林
業の担い手確保、市産材利用促進
の取り組みを検討している。森林
資源の循環による地域経済活性化
と、森林の公益的機能維持増進に
より安全安心な森林都市を目指す。

盛　友　会 田山　俊悦

農業の担い手確保
問　農業の担い手を育成するた

め、仲間づくりの支援や学びの場
の提供など、新規就農者の不安解
消に向けた支援が必要では。

答　新規就農者の横のつながり
や学び、経験は重要であり、これ
までにも新規就農者同士のネット
ワークづくりと、研さんを積む機
会の提供に努めてきた。今後も研
修会などの一層の充実を図り、意
欲ある担い手の育成強化に努める。

《請願名》
私学教育を充実・発展させるための請願
（平成30年９月28日採択）
《市の対応》

本市では厳しい財政状況の中、私立高校への運営費補助金を継続
して交付し保護者の負担軽減を図っているほか、県でも経済的な理
由で就学が困難な世帯などに対し就学援助を行っていることから、
市独自の制度の創設は、極めて困難であると考える。これまでも県
市町村教育委員会協議会などを通じ、国および県に対し私学助成金
を充実させるよう要望しており、今後も機会を捉えて要望していく。

採択された請願への市の対応


