
３
鍔本　規之
(一問一答)

平成２４年９月１４日(金)　　　　　　　　　　　　　　午前９：００～

通学路の安全対策に向けた取り組みについて

(1) 先月実施した通学路の安全総点検の実施結果は。

２

今後のいじめ対策並びに対応等は。

現在のいじめ対策並びに対応等は。（いじめ発見チェックシートの活用
状況）
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(5)

(1)

１ いじめについて

本市のいじめや不登校の問題発生状況は。

根尾川河川敷の現状について

河川敷の有効利用について

(1)

(2)

(3) 教職員の態勢は。

(3)

(2)

(3)

本市のスポーツ振興について

今後の振興策として、助成費の増額対応は。

小水力発電の今後の推進計画は。また、他のエネルギーの推進も検討す
べき時期にきており、「新エネルギー推進計画」といった計画を策定し
てはどうか。

スポーツ少年団や中学校の部活費の助成並びに振興策は。(2)

看板には本巣市教育委員会と書かれていますので、教育長の考えは。

３

江崎　達己
(一括方式)

(1)

(2)

本市のスポーツ人口は。

本年度の通学路等の安全対策実施は。

(3) 今後の通学路等の整備は。（来年度の予算措置予定はどうか）

２

(3)

(2)

真正根尾川スポーツ広場について

(4)

この広場・公園を造った目的と現状について

１
鵜飼　静雄
(一問一答)

１ いじめ問題について

２ 新エネルギーへの取り組みについて

(1) 市内小中学校における「いじめ」の実態は。

(2) いじめ問題への取り組みは。

(5)

(4)

(2) 市民税等の分納により誠実に納付を行っている場合などは弾力的な運用
が必要と思うが、弾力的運用に対する考えは。

今後の計画について

学校施設における太陽光発電施設について、どのように活用しているの
か。また、他の学校への設置はどのように考えているか。

(1)

(2)

明らかに間違っている文書を現状のままとするのか、何か対策があるの
か。

明らかに間違っている文書の取り扱いについて

１

市で保管する公文書・行政文書のあり方について

明らかに間違っている文書が存在している原因について

明らかに間違っている文書が存在した理由は。

市長の考えは。

(1)

明らかに間違った内容の文書が証拠書類として裁判所に出された原因と
理由は。
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(3)

(6)

(1) 行政サービスのうち、「市税完納要件」を設定しているサービス、ま
た、適用の状況は。

３ 行政サービスにおける市税完納要件について

２



項　　　　　　　　　目

６
髙田　文一
(一問一答)

４
黒田　芳弘
(一問一答)

質問
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議 員 名

(2)

３ コンビニにおける証明書の交付について

本市におけるいじめの実態とその取り組みは。また、いじめをなくすた
めの取り組みは。

２

(1)

防災力の強化について

将来への健全財政について

(1)

校舎内外の防災上や児童生徒の避難経路等で大規模改修・修繕の予定
（計画）はありますか。（あれば学校別、年度別に）

(1) 浄水場及び配水池等の地震対策は。

対策や解決のための組織やマニフェストは。

３

(3)

２

水道事業の防災対策について

(4) いじめや人権問題で「事務事業の点検・評価」として特記することがあ
りますか。

(2)

(2)

(1)

市内小・中学校の「いじめ」の実態と対策について１

(3) 合併特例債の現況と今後の活用は。

(1)

１

自衛隊への防災体制の周知確認や情報交換で、防災体制の充実と連携強
化は。

本市の災害時応援協定の主な内容と協定後の情報交換など定期的な確認
や防災体制の中での位置付けなどについて

(3)

２

２３年度決算においての財政指標をどう判断するのか。また、その数値
は県内市町村の中でどの位置なのか。

今後、本市の市債残高はどう推移していくのか。また、歳出面での公債
費の推移はどうなるのか。

本市の消防団員数の近年の傾向は。また、新規事業である消防団サポー
ト事業の状況とその他、団員確保に向けての取り組みは。

(2)

配水管の耐震化と老朽管の更新計画は。

災害を想定しての給水訓練の計画はありますか。(3)

(4) 赤字国債発行に必要な特例公債法案の今国会での成立は絶望的で、地方
交付税の交付先送りや減額が心配されるが、見通しや本市財政への影響
は。

ピロリ除菌を予防検診に

小・中学校の大規模改修について

住民票の写しや印鑑登録証明書、税証明書等のコンビニ交付サービスの
考えは。

今回の大津の事件をどのように認識し、いじめについてどのように考え
ているのか。

子どもたちの将来へ負担を先送りしない健全な財政の在り方と今後の財
政運営について市長の考え方は。

(2)

相互間の信頼の構築をどのようにされていますか。（児童生徒・保護
者・学校・・・教育委員会・地域）

(1) コンビニでの市税等の収納における市としてのメリット、デメリット
は。

(5)

(2)

報告の定義による実態は。（小・中別）

いじめ問題について

従来の胃ガン検診とは別に特定検診にピロリ菌ＡＢＣリスク検査を行っ
てはどうか。

１

５
舩渡　洋子
(一問一答)



(3) さくら資料館について、家族連れなどから要望のある夏休み期間の開館
は無理ですか。また、関連する展示の趣向を変えながら、今年度のよう
に特別展の継続は可能か。

(1) 地震断層観察館の管理などについて、どのように考えているか。

(2) ３Ｄシアター起震装置などの映像設備や他の装置に不具合が生じている
が、保守委託の状況と報告の処理をどのように行っているのか。また、
機器やフィルムなどの修繕や更新が必要ではないか。

(1) 市有林全体4.74㌶の整備は、計画的に行われますか。また、そうした場
所の特性を活かし、樹木への関心を高めるためにも、「両白伊吹山系植
物区」の主たるカエデ科・カバノキ科・栃の木や沢グルミ・モミジ等の
高木や低木の広葉樹を配した樹木観察林の整備はできないか。

３ 地震断層観察館・さくら資料館について

・道路の構造を地域の実情に応じて設定し、歩行者の安全確保や整備の
推進を図るための条例制定の考えはありますか。

２ 根尾板所上段（淡墨公園に隣接）の市有林整備について

・県道藤橋～根尾線は周回道路や災害時の迂回路、また、北陸圏域と本
市を結ぶ路線として、冠山トンネルの開通と併せ、馬坂トンネルを含む
当路線の整備は、市北部地区の活性化のため重要な課題ですが、どのよ
うに考え推進しますか。

(2) 市道の道路構造技術的基準の条例制定について

・国道１５７号門脇バイパス以北の工区設定と兎谷の進捗状況は。

・主要地方道関～本巣線、県道根尾～谷汲～大野線、県道藤橋～根尾線
の整備状況と計画状況は。

(3) 旧町村時代に購入され、未登記の土地が存在すると聞いておりますが、
速やかに事務手続きをすべきでは。

２
道下　和茂
(一問一答)

１ 市の道路行政について

(1) 国道１５７号、国道４１８号及び主要地方道関～本巣線、県道根尾～谷
汲～大野線、県道藤橋～根尾線の整備促進について

・国道１５７号及び４１８号の整備状況と計画状況は。

(1) 糸貫地域における多数の塩漬けされた土地の地番及び面積の明示につい
て

(2) これらの土地を東海環状自動車道の代替用地に利用すると聞いておりま
すが如何か。

１
安藤　重夫
(一問一答)

１ 小中学校の個人情報を警察と共有することについて

(1) 学校長や教育長は、提出する情報内容を児童や生徒本人、または保護者
に通知することが原則と考えますが如何か。

(2) 地域・学校・警察における協力総合力で、児童や生徒を育む体制作りに
ついて

２ 公用地の処理・処分について

平成２４年９月１８日(火)　　　　　　　　　　　　　　午前９：００～
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(1) 市としてのＰＲ活動の状況は。

(2) 今後の取り組みは。

(2) 東側の排水が悪いため、西側の糸貫川に排水できないか。

３ 樽見鉄道について

２ 三橋北交差点の整備について

(1) 交差点の改良状況は。

(2) 地域により幼保一元化と制度が異なるが。

４
上谷　政明
(一問一答)

１ 市有地の未利用地、遊休地、公社所有地について

(1) 現在の状況は。

(2) 高速道路、交差点改良で市は、替え地として協力するつもりは。

３ 幼稚園、保育園の制度について

(1) 園児の今後の増減見通しは。

(3) 災害対策本部の体制は充分なのか。

(4) 津波被災者は受け入れられるか。

(1) ８月２６日の市総合防災訓練を終え、自主防災組織はどうでしたか。

(2) 情報収集や伝達はできましたか。

(3) 各学校での今後のいじめ防止対策について

２ 東海・東南海の大地震の減災対策は。

３
若原　敏郎
(一問一答)

１ いじめの問題への対策は。

(1) 本巣市の小中学校での実態は。

(2) 相談窓口はどこにあるのか。


