６

６

いっぱん質問

あの質問のゆくえ

小倉 町民福祉部長
当町では︑町社会福祉
協議会と連携し︑平成
年度に地区くらし安心ネ
ットワーク委員会を全地
区に設立し︑地域での介
護予防活動を展開してい
る︒
また︑地域課題に対応
するため予算化し︑実情
に応じた事業に活用され
ている︒外出支援の方策
として︑タクシー代や借
り上げ車両の保険料に活
用している地区もある︒

その他の質問

ら

せ

新庁舎は︑北側庁舎の
解体︑外構整備など︑全
体工事の完成は平成 年
３月末を予定しており︑
河北潟一周駅伝大会にあ
わせての落成式の開催は︑
安全面からも不可能と考
えている︒
そのため︑駅伝大会の
開閉会式は文化会館シグ
ナスでの実施︑またスタ
ート・ゴール地点の変更
も検討が必要と考えてい
る︒

知

8
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請願 １件を審査

高 齢 者
塩谷 議員
当町には か所のいき
いきサロンがあり︑高齢
者に喜ばれている︒しか
し︑運転ができない︑一
人での外出が難しいとな
ると︑参加することがで
きない︒どのサロンでも
送迎が大きな課題となっ
ている︒
高齢者への外出支援と
して︑タクシー代や保険
の掛け金を補助すべきで
はないか︒

Ｑ 会計年度任用職員制
度で︑臨時・非常勤
職員が不利益を被る
ことがないよう求め
る︒
Ａ 適正に制度の導入を
行う︒
Ｑ 小学校入学前に就学
援助制度を適用せよ︒
Ａ 平成 年度末︵ 年
度入学分︶から適用
する︒

27

クローズアップ

子どもの均等割額を
軽減せよ
公平性・平等性の
観点から難しい

独自に子どもの均等割
を軽減している自治体が
あるが︑子育て世代への
支援策としても歓迎され
ている︒当町でも検討せ
よ︒

矢田 町長
国民健康保険税の均等
割と平等割に対する軽減
措置は︑世帯の所得状況
に応じて行っている︒
新たに町独自で 歳未
満の子どものみを対象と
する均等割の軽減を行う
ことは︑ほかの加入者の
負担増になり︑公平性・
平等性の観点からも難し
いと考える︒

◀歴史を刻む号砲

駅伝にあわせて
落成式の実施を

お

矢田 町長

安全面からも不可能と考える

荒井 議員
ルとあわせて︑庁舎の落
成式を行えないか︒
また︑町民に新庁舎を
開放して大内覧会を実施
できないか︒

いっぱん質問

役場新庁舎は平成 年
末の完成を目指している
が︑同年 月に行われる
第１００回河北潟一周駅
伝大会のスタート・ゴー

視 察 レ ポ ー ト

30

塩谷 議員
全国知事会は国に︑国
保税の定率国庫負担の引
き上げ︑子どもの医療費
無料化制度の創設︑子ど
もの均等割の軽減などを
求めている︒

▶ 保険税が安くならないかな

河北潟駅伝
矢田 町長
第１００回大会の計画
は︑河北郡市陸上競技協
会で現在検討中であり︑
平成 年８月には関係機
関と協議したいとのこと
である︒第１００回大会
に向けての誘導看板はす
でに更新し︑記念誌の発
刊も考えている︒
素晴らしい記念大会と
なるよう︑しっかり準備
を進めていく︒

63

平成30年７月５日発行
平成30年７月５日発行

地区ごとに対応している

つばた議会だより
№146
つばた議会だより

9

荒井 議員
平成 年 月に行われ
る河北潟一周駅伝大会が
第１００回目を迎える︒
国内で最も歴史のある駅
伝大会であり︑この記念
大会を全国に発信すべき
である︒
主会場となる当町とし
ても︑企画・運営を提案
し︑機運を高めよ︒

委 員 会 審 議

11

議

議

32

新 庁 舎

31

33

いきいきサロン
送迎に支援を

▲広げよう、介護予防の輪を
▲生まれ変わる日を待つ役場庁舎

18

会

会

30

準備を進めていく

月

月

11

町政 を 問 う
町政を
一般

国 保 税

第100回大会に向けて
機運を高めよ
32

塩 谷 道 子 議員
克 議員
荒井

一般質問とは、議員が町政全般につい
て町長など執行機関に考えや方針を問
うものです。制限時間は１人 30 分以
内で、一問一答で行われます。

質問

６

６

月

月

会

会

議

議

八十嶋 議員

いっぱん質問

通 学 路

あの質問のゆくえ

新潟市で起きた女児の
通学路での悲惨な事件は
記憶に新しい︒
当町でもこの事件を教
訓に︑通学路のさまざま
な問題点を検証し︑より
安全︑安心な防犯対策の
構築が必要である︒通学
路の範囲は広いが︑町は
見守りに責任を持つぐら
いの覚悟が必要ではない
か︒
以前提案した防犯カメ
ラの設置も含め︑考えを
示せ︒

吉田 教育長
子どもたちの安全確保
の新たな取り組みとして︑
不審者などの情報を町全
体で共有し︑より多くの
大人の目で見守るため︑
町の防災メールを活用し
た情報発信ができないか
検討したい︒
防犯カメラの設置は︑
より効果的な防犯対策の
ツールとして機能するよ
う︑警察など専門家の意
見を参考に検討する︒

プログラミング教育への
計画を示せ

計画なのか︒
また︑教育現場のＩＣ
Ｔ化の充実と企業や他の
教育機関との連携協力に
向けた取り組み計画を示
せ︒

プログラミング教育の
実施に向け︑教育課程編
成や学習指導法などのソ
フト面とＩＣＴ環境整備
のハード面から︑各学校
を支援する体制を整え︑
予算確保も含め準備を進
めている︒
月にはＩＴ産業との
産学連携による研究授業
も予定している︒

吉田 教育長

実施に向けて準備を進めている

森川 議員
平成 年度から小学校
で︑論理的な思考を育む
プログラミング教育が必
修化される︒
今後︑プログラミング
教育をどう推進していく

お

その他の質問

ら

せ

Ｑ ふるさと納税を活用
し︑レスリング振興
を図れ︒
Ａ まずは人材の充実が
必要である︒

知

10
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請願 １件を審査

◀セキュリティー強化
が望まれる

小倉 町民福祉部長

いっぱん質問

▲子どもの命を守る第一歩

クローズアップ

子ども医療費の
拡充を
平成 年度から
歳までに拡大する

八十嶋 議員

県内市町の多くが子ど
も医療費の助成対象年齢
を 歳までに拡大してい
ることから︑当町でも平
成 年度から現行の 歳
を 歳までに拡大したい
と考えている︒自己負担
の撤廃は︑引き続き検討
していく︒
今後︑少子化対策に効
果のあった自治体の取り
組みを調査︑研究してい
きたい︒

矢田 町長

当町の出生数は︑ここ 子ども医療費の助成範囲
数年平均３００人を維持 を広めるなど︑子育て世
してきたが︑平成 年度 代へのさらなる環境づく
は２６５人と落ち込んだ︒ りが必要である︒
少子化対策の一環として︑ 町の考えは︒

▶ 笑顔を未来につなごう

町立保育園
森川 議員
子どもに対する事件や
公共施設での事件など︑
生活の中で不安になるこ
とが起きている︒
保育園に不審者が侵入
してきたときの緊急通報
システムや自動施錠シス
テムなど︑さらなる防犯
設備の充実を図れ︒

町立保育園では︑年１
回津幡警察署の協力を得
て︑防犯訓練を実施して
さすまた
いる︒刺股を使用した防
御方法の講習も行うなど︑
緊急時に備えている︒
さらなる安全対策のた
め︑財源確保も含め効果
的な防犯設備の設置導入
を行いたい︒

より効果的な
対策を検討する

平成30年７月５日発行
平成30年７月５日発行
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11

10

15

視 察 レ ポ ー ト

32

31

18

29

設置導入を考えている

防犯対策を検証し
課題を生かせ
小 学 校

少子化対策

防犯設備の
充実を図れ
委 員 会 審 議

▲まちなか科学館でのプログラミング体験

八十嶋孝司 議員
章 議員
森川

６

６

月

月

会

会

議

議

クローズアップ

あの質問のゆくえ

ていない︒
法による強制的な手続
きではなく︑当町独自の
解体費用補助制度を実施
せよ︒

有効性を見極め検討する

西村 議員
危険空き家対策は︑特
別措置法が施行され︑当
町でも条例制定︑審査会
設置などに取り組んでい
るが︑十分な解決に至っ

いっぱん質問

お

小倉 町民福祉部長

平成 年２月に町危険
空家等対策計画を策定し︑
４月１日からは町空家等
の適正管理に関する条例
を施行している︒
今後︑町空家等対策審
査会を設置し︑危険空き
家の対策を推進していく︒
町独自の解体費用補助
金制度の創設などは︑有
効性を見極め検討する︒

矢田 町長

解体費用補助制度を
実施せよ

近年︑認知症高齢者が
自らの身は自らが守る
起こした鉄道事故で︑高 という自助努力が基本で
額の損害賠償を請求され あることから︑現時点で
る訴訟が発生した︒この は公費による事故救済制
ようなケースに︑公費で 度の導入は考えていない︒
救済する自治体が出現し
認知症の相談支援や事
ている︒
故予防啓発︑事業所との
今後想定される事故な 見守り協定︑自動車免許
どへの救済制度について︑ の自主返納など︑施策を
町の所見を問う︒
積極的に展開している︒

井上 議員

いっぱん質問

認 知 症

請願 １件を審査

今後の展望を示せ

安定した財政運営と税
収確保のためには︑子育
てや教育環境の充実を図
るなど︑安全で安心して
住み続けられるまちづく
りにより定住・移住人口
を増やし︑また企業誘致
や観光客誘致などで産業
振興を図ることが必要で
ある︒
道路整備のみに固執す
ることなく︑さまざまな
事業・施策の実施こそが
重要である︒

矢田 町長

◀整備される道路
︵金沢市︶

市制施行の条件となる
人口５万人の実現には︑
積極的な移住・定住促進
を図ることが必要となる︒
津幡駅東口と新駅設置や
新たな工業団地の造成な
どが︑その実現の核にな
ると考えている︒
まずは４万人を目指し︑
これらの取り組みを進め
ていく︒

矢田 町長

後に期待が持てる︒
３期目の町政を託され
た矢田町長の︑積極的な
施策展開による町の人口
増と今後の市制施行への
展望を示せ︒

積極的な移住・
定住促進を図る

井上 議員
人口問題研究所による
と︑２０４５年の地方都
市人口は ％から ％も
減少すると推計される中
で︑当町では ・２％の
減少率となっており︑今

▶目指せ！津幡市

税 収 増
西村 議員
金沢港から河北潟を縦
断し︑津幡町に通じるア
クセス道路が必要と考え
る︒
安定した財政運営と税
収を得るためには︑計画
的な道路網整備と対策が
重要だと思うが︑考えを
問う︒

視 察 レ ポ ー ト

その他の質問

ら

せ

Ｑ 北中条西部の土地利
用計画は︒
Ａ 具体的な計画はない︒

知
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制度の導入は
考えていない

つばた議会だより
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つばた議会だより

13

20

▲高齢社会での課題
30

事故救済制度への
所見は
危険空き家

50

さまざまな事業・施策の
実施こそが重要である

13

市制施行

道路網整備計画が
重要ではないか
委 員 会 審 議

▲空き家解体に補助制度を

井上新太郎 議員
稔 議員
西村

６

６

月

月

会

会

議

議

請願 １件を審査

いっぱん質問

ＬＧＢＴ
道下 議員

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

石川中央広域圏男女共
同参画推進協議会に加わ
り︑さまざまな情報交換
や啓発イベントの実施な
どを行っている︒
現在のプランが更新さ
れる平成 年に向け︑性
的多様性に関する意識啓
発活動や相談体制の整備
など︑より具体的な観点
を盛り込むことを検討す
る︒
職員の研修会で︑全職
員が認識を深める機会を
つくっていく︒

石庫 総務部長

あの質問のゆくえ

ＬＧＢＴは︑同性愛者
や性同一性障害者などの
総称であり︑日本の人口
の約８％が該当するとさ
れている︒
男女共同参画プランの
改定時に︑性的多様性の
観点を盛り込め︒
また︑職員研修で性的
多様性への理解を深める
よう提案する︒

父親支援への考えは

その他の質問
産後ケアのさらなる
充実を︒
さまざまなニーズに
対応できるよう充実
を図る︒
崖崩れの事前災害対
策は︒
危険箇所を調査し︑
安全対策を図る︒

矢田 町長

少子化などの問題に対し
有効な施策である

いっぱん質問

お

知

ら

せ
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クローズアップ

若者の参画を
推進せよ
活躍できる場を考える

にくいためと考えられる︒
若者の投票率向上への
取り組みや︑審議会にお
ける若者登用の推進︑若
者会議の開催などを検討
すべきである︒

矢田 町長
選挙管理委員会では︑
未来の有権者への啓発事
業として︑小学６年生を
対象に選挙に関する講話
と模擬投票を行っている︒
審議会の夜間開催など
の工夫は︑今後さらに検
討を続けていく︒
若者会議など他市町の
取り組みも参考に︑若者
が活躍できる場を考えて
いく︒

小倉 町民福祉部長

竹内 議員

35

道下 議員
代と 代との選挙投
票率の比較では︑約２倍
の開きがある︒日本の若
者が政治的無関心となる
一因は︑若者の声が政治
に反映されにくく︑社会
における影響力を実感し

▶参政を誓う新成人

健康長寿

更新に向け検討する

世論調査では︑４割ほ 妻のよきパートナーであ
父親の育児参加を切り
どの妻が夫の育児に満足 ることは時代の要請と言 口としてワーク・ライフ・
していないとされるが︑ え︑夫の育児時間と第２ バランスが実現されると︑
父親の育児は︑子ども・ 子以降の出生割合には正 女性の就業率向上や少子
母親・父親・企業・社会 の相関があり︑少子化対 化の歯止めなど︑社会問
を幸せにすると言われる︒ 策として可能性も秘める︒ 題の解決につながるもの
父親支援への考えは︒ と期待され︑有効な施策
主体的に育児に関わり
の一つであると考える︒
しかし︑行政が父親へ
の支援制度を整備したと
しても︑企業が父親の育
児参加を支援しなければ
仕事と育児の両立ができ
ない︒職場における育児
支援への理解を求めるた
めの働きかけが重要であ
る︒

視 察 レ ポ ー ト

当町では︑フレイルと
なる高齢者を早期に発見
し︑必要な支援を行うた
めに生活機能低下の評価
をしている︒対象となっ
た方には︑運動︑歯科口
腔などの機能向上を目指
したメニューを取り入れ
た︑通所型短期集中予防
サービスへの参加を促し
ている︒
また︑フレイル前の予
竹内 議員
防対策として︑生活習慣
健康を維持し︑活力に 病予防に関する取り組み
溢れる質の高い生活を送 のほか︑健診などの受診
り︑長生きされる高齢者 勧奨を行っている︒
が増えることは喜ばしい︒
健康寿命を伸ばすために ※フレイル
は︑加齢による心身の活
加齢とともに運動機能や
力低下を早期に発見し︑
認知機能などが低下してい
適切な介入が必要となる︒ る状態のこと︒一方で︑適
介護予防事業における 切な支援により生活機能の
フレイル対策の位置づけ 維持向上が可能な状態でも
ある︒
と取り組み状況を示せ︒

委 員 会 審 議
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