
２ 公共施設再配置計画について

(1) 進捗状況は。統合等の協議は進んでいるか。
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(2) 今後の再任用制度と、定年延長にかかる市の対
応は。

(3) 幹部職員の育成状況は。

1
堀部　好秀
(一問一答)

１ 職員の再任用制度について

(1) 再任用職員の職務と雇用形態に関する市の考え
は。

(1) 今までの婚活の事業内容と実績は。

(2) 県や地域などとの連携は。

(2) 予算として考えていることがあるか。

３ 婚活事業について

(2) 問題点に対する対応策は。

(3) 教育長の考えは。

(3) 市の婚活事業で結婚され市に居住される場合の
特典の考えは。

１ 市内小学校の服装について

(1) 市内それぞれの小学校に対して、市として把握
している現状・問題点は。

(2) 駐車場を増やす計画は。

３ 屋井の工業団地東の交差点について

２ 浅木公園について

(1) 市内公園における駐車場の状況は。

(1) 現在変則５差路となっている屋井の交差点の改
善はできるのか。また、その方法等は。

３
若原　敏郎
(市政自民ｸﾗﾌﾞ)

(一問一答)

１ 真正地域の開発について

(1) 温井・浅木工業用地への企業誘致の現状は。

２
鍔本 規之
(一問一答)

(4) 優良農地の確保は。

(5) 本巣市都市計画の更新に向けて。

(2) 市道真正１００７号線等の道路の整備は。

(3) 新たな居住のための住宅地開発への考えは。

２ 国の外国人材受け入れに対する本巣市の対応は。

(1) 市内の直近の在住外国人数は。

(2) 日本語が話せない、読めない外国人労働者の対
応は。

(1) 昨年の台風被害にあった、淡墨桜以外の桜の復
旧は。

(2) 淡墨公園から温泉までを桜並木でつなぐ構想
は。

(3) 学校教育での授業・進学への対応は。

３ 昨年の台風被害を受けた桜の保護は。
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４
今枝　和子
（公明党）
(一問一答)

１ 公共交通計画策定に係るニーズ調査について

(1) この事業のスケジュールは。

２ 図書館運営について

(1) 貸出図書の返却方法として、公共施設等どこで
も返却可能なシステムを作ってはどうか。

(2) ジュニア司書とは。また、そこに期待すること
は。

(3) 高額な参考図書を更新するため、計画的にその
高額分について予算計上する考えは。

(2) アンケート調査の対象者は。

(3) 高齢者が参加する行事などの開催時間を、市営
バス到着時刻に合わせることは可能か。

３ ピロリ菌検査について

(1) 節目健診の検査項目に加える、若しくは検査費
助成の考えは。

(2) 中学生への検査費用助成の考えは。

４ ご家族が亡くなられた時の事務手続きについて

(1) 手続きを１か所で完了できる窓口の設置、ま
た、書類簡素化への考えは。

(2) ひとり親等、別途状況にあわせた一覧表を作成
し、案内してはどうか。

５
髙田　浩視
(一問一答)

１ 雑草の撤去について

(1) 道路の雑草撤去の管理は。

２ ふるさと納税制度について

(1) 本市の取り組みや効果は。

(2) 返礼品に対する規制による影響と今後の返礼品
に対する考えは。

(3) 今後の制度に対する取り組みの考えは。

(2) イネ科雑草カモガヤ等の花粉の飛散防止対策が
必要では。

(3) 要注意外来生物に指定されているカモガヤの繁
殖を抑える必要は。

(2) 運転者に対する安全対策をさらに強力に進める
必要があるのでは。

(3) 登校中の通り魔事件から児童を守る仕組みづく
りは。

(4) 企業版ふるさと納税に取り組む考えは。

３ 登下校中や校外で活動中の子どもの安全対策につ
いて

(1) 交通事故により歩道に侵入する車両から歩行者
を守るための安全対策は十分か。



(4) 線状降水帯等が本市にかかったような事態にお
ける対応は。また、各自治会に対して災害時の
避難等についての指導、連絡は徹底されている
か。

(7) 今後の対策等の指針は。

６月議会一般質問項目
令和元年６月１８日(火)　　　　　　　　   　　　　　　　　　　午前９:００～

質問
順番

議 員 名 項　　　　　　　　　目

(2) 山口頭首工改修の進捗状況は。

(3) 山口頭首工の流下してきた倒木や折れ枝等に対
する対策は。また、流下物に対する強靭性につ
いて、計画段階でどの程度加味されているか。

１
寺町　茂

(一問一答)

１ 防災について

(1) 昨年の台風による落下枝、倒木の量を推定する
ことは可能か。また、それらの県費補助による
処理の進捗状況は。

２ イベントについて

(1) 花とほたる祭りの開催時期、手法、内容につい
ての考えは。

(5) 防災担当部局と関係者との連携強化と避難所運
営ﾏﾆｭｱﾙの早期周知は。また、避難所設営訓練の
実施の考えは。

(6) 市防災訓練開催時期変更の考えは。

(2) 今後のイベント開催に対する考えは。

２
河村　志信
(一問一答)

１ 政策総点検について

(1) 岐阜市の政策総点検についてどう思われるか。

(2) 見習うべき点などがあるとすれば、どのような
事業の「改善」「廃止」が考えられるか。

(3) 「行財政改革推進」について、どのように進め
られているのか。「政策総点検プロジェクト」
に類似したものは実施可能か。

(1) これからの高齢化時代にマッチした老人クラブ
活動への側面支援はできないものか。

(2) 老人クラブ会員の減少などへの対応策、解決策
として、先進地の事例はないのか。

(4) 「行財政改革」は行政運営の基本であり、永続
的に進めるものと思うが。

２ 減少しつつある「老人クラブ」について

(3) 今後の「老人クラブ」老人福祉についてどのよ
うな展望をもっているのか。
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３
澤村　均

（日本共産党）
(一問一答)

１ 名鉄の跡地利用について

(1) 市内で名鉄電車跡地により自治会が分断されて
いる箇所数は。

(2) 市が取得する予定は。

(3) ソーラー発電施設の設置により住民に及ぼす害
はないのか。

２ 市内に居住している外国人について

(1) 市内に居住する外国人の数は。

(2) その家族の子供たちの就学状況は。

(3) その子供たちの日本語教育はどのように対応し
ているのか。

３ 流行性耳下腺炎(じかせんえん)（おたふく風邪）
の予防接種について

(1) 子供の患者数の把握状況は。

４ 通学路の交差点付近の安全策について

(1) 交通事故の二次被害から通学児童、生徒の安全
確保は。

(2) 仮に予防接種する場合の想定の規模は。

(3) 予防接種の助成金制度は考えていないのか。

(2) ガードレール等の設置基準はあるのか。

５ 井戸水の安全性について

(1) 本市において井戸水を飲料水として使用する家
庭はどの程度あるのか。

(2) 判断は誰が行うのか。

(2) 砂利採取後の地下水の検査等の監視体制はある
のか。

６ 防災行政無線の適正使用について

(1) 防災行政無線使用判断基準はあるのか。


