
　げたように，かなり幅広いものとなってい

　くべきではないかと思うが考えを伺う。

　要な措置をとるよう努めるものとするとな

　っている。赤平市の虐待の相談件数，児童

　相談所との連携についての現状はどうなっ

３　発達障害について

４　子育て支援体制ついて

１　子育て支援について

　が，そのサポート体制についてはまだまだ

１　現在は社会福祉課の子育て支援担当，学

２　子どもの虐待について

　校教育課の学校教育係に分かれて対応して

　いるが，子育て支援の業務は今まで取り上

　然に防止し，早期に発見するよう努めるも

　のとする。２項で市は，いじめ及び虐待の

　る。ひとつの部署でワンストップにしてい

　事実があると思われるときは，速やかに必

議席
番号

氏　　名 件　　　　名 備　考

令和元年第３回定例会一般質問順序表

項　　　　目 要　　　　　旨

9月10日～11日　

順序

３１

　なぜか伺う。

１　１０月から幼児教育無償化が始まるが，木村 恵

　設などがはっきりと周知されていないのは

１　幼児教育無償化について

　ているか伺う。

　進んでいるとは言えない。赤平市の現状は

　どうなっているか伺う。

１　近年発達障害のある子どもが増えている

　市民に対して対象となる子ども，費用，施

　携し，子どもに対するいじめ及び虐待を未

１　赤平市子育て支援条例第１３条で市は，

　保護者，地域住民，学校等及び事業者と連
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　れた。補助内容は様々だが市区町で独自に

　行っている所もある。赤平市でも行ってい

　１０年が経ち，利用状況にも変化が出てき

　耐震改修工事の４つについて制度開始から

　ているのではないかと思う。直近過去３年

　住宅解体工事・太陽光発電システム設置・

　間の受付件数はそれぞれどのような状況か

　めに，平成３０年４月から「認知症初期集

　中支援チーム」を設置している。設置後の

　市でも６月議会で全会一致を持って可決さ

　変化や課題はどのようになっているか伺う。

　知症の方や認知症が疑われる方へ対応し，

　性や助成対象世帯，助成額，助成方法など

　研究していきたい」と答弁があった。畠山

備　考

　 　ついて

３　住環境整備について

２　高齢者支援について １　昨年１２月議会で福祉灯油の制度化につ

２　認知症予防について

１　あんしん住宅助成事業に １　あんしん住宅助成事業のリフォーム工事・

　適切な医療や介護サービスへとつなげるた

　ターで受け付けていたが，早い段階から認

　いて提案した際に，「恒久的な要綱の必要

　伺う。

１　認知症に関する相談を地域包括支援セン

２　認知症の危険因子になりうると言われて

　いるのが加齢性難聴。加齢性難聴者への補

　聴器購入費助成を国に求める意見書が赤平

　くべきではないか。考えを伺う。

１　福祉灯油について１ ３

　市長はこの制度化についてどのような考え

　か伺う。

木村 恵

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨

-　2　-



　各都道府県，政令市に通達を出した。新聞

備　考

　及とマイナンバーの利活用の促進に関する

　方針」が決定されたことを受け，総務省は

　っているが，空き家対策，耐震化の観点か

要　　　　　旨

１ ３ 木村 恵

　て

　部分にも対象要件を広げるなどの緩和を行

　入について

　となっていた。１１月には新年度予算要求

　があることから，ある程度方針を決めなけ

５　マイナンバーカードについ

　ればいけない時期に来ていると思う。市長

　が変わったこともあるので，改めて市長の

　考えを伺う。

　す。これについて道からの通達はあったの

　か。また今後どのように対応していくのか

　伺う。

　を半ば強制するような動きだと報じていま

　ジュールとして６月から７月にかけて関係

２　受付期間が令和２年３月３１日までとな

　うべきと思うが考えを伺う。

１　今年６月に開催されたデジタル・ガバメ

　等でも公務員にマイナンバーカードの取得

　種課題の検討協議を行って方針を決定する

項　　　　目

　らも市内企業促進の観点からも引き続き行

　進，状況変化も踏まえ集合住宅や店舗併用

１　今年５月の行政常任委員会で今後のスケ

　う必要があると思う。さらに今後の利用促

　ント閣僚会議で「マイナンバーカードの普

１　制度移行に向けた方針に

　ついて

４　会計年度任用職員制度の導

　各課説明会を行い，その後に制度設計や各

１　総務省通達について

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名
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項　　　　目

　いて伺う。

２　市民アンケートの回収率と今後の活用方

　法について伺う。

　て 　る「炭鉄港推進協議会」の会長としての協

　ート調査について

順序
議席
番号

氏　　名

２ ７ 御家瀬 遵 １　畠山市政の方向性について

件　　　　名 備　考

　下げを行うとのことだったが，どのような

３　市長の選挙公約について

１　市長の政策について３ ２ 安藤 繁 １　菊島前市長と畠山市長の政策の違いにつ

１　市長の選挙公約の中で，市長の報酬引き

　組みについて伺う。

１　第５次赤平市総合計画の総括と市民アン

１　原子力発電の事故による放射線物質の拡

　ついて

　町内会の維持管理の軽減及び市の補助金の

　節減にもつながるのではないかと思うが，

　考えを伺う。

１　畠山市長の政策とアンケ

２　炭鉄港について １　炭鉄港の日本遺産認定と市の今後の取り

　議会の今後の活動について伺う。

１　１３市町や３総合振興局等で構成してい

要　　　　　旨

　ケート結果及び，まちづくり市民会議のス

　ケジュールについて伺う。

１　残された防犯灯のＬＥＤ

２　炭鉄港推進協議会につい

１　住宅地におけるソーラーパネル設置に係

　る制限についての考えを伺う。

１　平成２２年の省エネルギー防犯灯整備事

１　第６次赤平市総合計画に

２　太陽光発電の環境問題に

　ついて　

　状況か伺う。

　業適用外の防犯灯のＬＥＤ化については，　化について　いて

２　電力発電について

　を伺う。

　について

２　町内会運営経費の軽減につ

１　原子力発電の環境問題に

　散汚染等の環境問題について，市長の考え
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３ ２ 安藤 繁

順序
議席
番号

氏　　名

１　老朽家屋について当市においてデータベ

１　当市においても，将来スマート農業の導

１　文京・若葉両保育所における入所児童の

１　今後の赤平の農業について

２　町内会館の運営について

件　　　　名

１　町内会の運営について

　及び合併等について伺う。

３　町内会について

４ ９ 東 成 一

備　考

１　町内会の財政状況と組織の運営について，

１　スマート農業について

１　町内会館の老朽化と維持管理について，

　現状と将来をどう考えているのか伺う。

要　　　　　旨

　るのか伺う。

項　　　　目

　現状と将来をどう考えているのか伺う。

　ースの整備は進んでいるのか。また，緊急

１　高齢者世帯等除雪費助成事業の見直し等

　現状と今後の受け入れ状況について伺う。

１　防犯灯の電球の取替え補修に係る助成に

　ついて伺う。

４　町内会合併について １　町内会の各ブロックの合同事業の実施，

１　保育所の現状について

　安全措置の規定を定める条例等の制定の考

　えはあるのか伺う。

　入が予想されるが，支援事業等の考えはあ

２　保育士の人員について，これまで新規・

　・異動者も出ている。保育士の現状の勤務

３　防犯灯の電球について

１　除雪について

２　空き家対策について １　倒壊の危険のある老朽家

　屋について

５ ８ 伊藤 新一

２　高齢者対策について

　の考えについて伺う。

　中途採用を行っているが，その後，退職者

　状況について伺う。

１　子育て支援について
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１　将来の事業経営について伺う。

　震化率について伺う。

　について伺う。

　いの給水単価を下げることができるのか伺

　する備えについて

　た，更新率を上げることによってどのくら

１　管路更新率を上げる計画はあるのか。ま

　伺う。

１　ＰＴＡ役員協議の前に，教育委員会から

　ＰＴＡからの文書について

　て

　づく協議がなされたか伺う。

　ついての情報が提供された上で，それに基

４　水道インフラ更新につい

　て

１　赤間，豊里，茂尻小学校

５　水道事業の将来像につい

１　水道事業について６ ４ 鈴木 明広

　う。

１　総事業費の現段階で大枠の見積りと償還

　水池，基幹となる管路の赤平市における耐

　と議決を経たかを伺う。

　ＰＴＡ総会若しくは臨時会を開催して議論

３　三校のＰＴＡは，統合小学校新築につい

　ング」の当市のランキングについて見解を

要　　　　　旨

２　統合小学校新築について

１　防災と減災の観点から現在の浄水場や排

　ての費用と，起債額や償還期間等の財政に

　協議の進め方について事前通告と指導は無

３　水道インフラの災害に対

　ついて

１　水道事業への危機意識に １　ビジネス誌「週間ダイヤモンド」２０１

　７年７月２９日号「全国水道危険度ランキ

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目

　かったか伺う。

　るが，このような重要な案件については，

備　考

２　経年管路更新について

２　三校の文書には，ＰＴＡ役員の協議とあ
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備　考

　ミュニティ維持についての方向性が読み取

６ ４

　されるが，これにより当市は財政危機を起

　将来世代の負担の格差が広がるので，平準

　で，どのように災害弱者対策の検討を進め

２　長期償還における平準化

　を伺う。

　や，金融不安で金利上昇になることが想定

２　人口減少による地域力低下 １　地域コミュニティの維持

　こさないか伺う。

　について

３　アベノミクス崩壊後の財

　がか。

１　アベノミクスが崩壊すると，景気悪化が

　化は形骸化するのではないかと思うがいか

　困難について

２　防災・減災について，年間１～２回は質

　れなかったが考え方を伺う。

１　第５次赤平市総合計画の第４節，ゆとり

　と潤いのある快適な生活を支えましょうに

　長引き，税収不足で歳入欠陥が生じること

　考え方を伺う。

２　庁舎内の担当，係の充実に対する考え方

２　地域防災について １　防災体制づくりの「人づくり」に対する

　「地域公共交通」について，記載がありま

　す。あり方についての方向性を伺う。

　政問題について

　切な事は「共助の力」だと感じます。地域

１　６月議会時の市長の答弁からは，地域コ

氏　　名

　問していますが，今は，災害の時，１番大

　ようと考えているのか伺う。

７

１　人口減少が著しい当市では，現役世代と

１ 竹村 恵一 １　地域交通の確保について １　交通弱者対策について

鈴木 明広

　力の低下，コミュニティの維持困難な状況

　について

件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨順序
議席
番号
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　うに考えているのか伺う。

備　考

２　新たな取り組み（策）を検討，考えてい

　るのか伺う。

２　歴史（過去）の継承という観点から，平

１　向上策についてどのように考えているの

　方について 　ついて，考えを表明していましたが，赤平

２　コミュニティスクールに

　 　を支えている農業や赤平市史作成時の膨大

１　学力向上策について

　か伺う。

１　歴史の継承に対する考え １　６月議会において，市長は「炭鉄港」に

　でどのように進めていくのか伺う。

　明家屋の対応を伺う。

３　恵まれた自然環境と地域資

　学校づくりをめざして，コミュニティスク

　ールを取りいれると教育長は教育行政執行

　まちづくりについて

　成７年１０月，平成９年７月，平成１１年

要　　　　　旨

　源を活かした個性と魅力ある

　な資料の整理や継承については，言及があ

　などは，どのように行われているのか伺う。

４　市内各所に見られる崩壊家屋や管理者不

件　　　　名 項　　　　目

４　教育行政について

　ついて 　運営協議会に発展させ，地域とともにある

　方針の中で述べています。どのような状況

１　本年度から学校関係者評価委員会を学校

　りません。２つの歴史については，どのよ

　う。

７ １ 竹村 恵一

　９月と交流協定調印を結んでいる友好都市

３　備蓄品の整備に対する地域との情報交換

　との関係や，今後をどのように考えるか伺

順序
議席
番号

氏　　名
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　い岳スキー場の広域運営の可能性について

　伺う。

５　あかびら市立病院について １　院長，事務長の交代により，これからの

　病院運営についての考え方や方針を伺う。

　運営について

１　市立病院の運営方針につ

　いて

　い市民もいることから，低家賃住宅の整備

　についての考えを伺う。

４　かもい岳スキー場について １　かもい岳スキー場の広域 １　かもい岳スキー場の休止に伴い，運営嘆

　願書の提出を目指す動きもある中で，かも

２　低家賃住宅の整備につい

　や苦情及び投票所閉鎖後に投票に来た市民

　て

１　市営住宅の建替えにより，住環境が整備

　されてきているが，家賃が高く入居出来な

　はいなかったか伺う。

１　投票時間の短縮について，周知のあり方

　会，苦情の問い合わせ，或いは，指導等に

１　当市の市長・市議会議員選挙の前後や，

　期間中に，選挙管理委員会事務局に疑義照

　るよう，市営住宅住み替え実施要綱の見直

　しについての考えを伺う。

１　高齢者に対する１階への住み替えが出来３　住宅政策について １　市営住宅の住み替えにつ

　いて

　いて伺う。

　との答弁だったが，その後の進捗状況につ

　ついて伺う。

８ ６ 北市 勲

２　地域交通について １　地域交通の検討状況につ

２　参議院議員通常選挙につ

　いて

氏　　名 件　　　　名

　いて 　ンケート調査の分析結果をもとに研究する

１　選挙について １　平成３１年統一地方選挙

　について

１　地域交通問題は，喫緊の課題であり，ア

項　　　　目順序
議席
番号

要　　　　　旨 備　考
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