
発言順
質問･質疑

の別

（1）

　市の除雪計画は大雪も想定して作られた計画であったが、異常低温と
大雪が重なって全ての交通機関、市民生活を麻痺させた実態は、特に、
１次路線、２次路線の除雪の初動の在り方と大型除雪車で踏み固めてい
くやり方を大きく見直さなければならないことを迫ったのではないか。
今回の教訓を生かして、除雪計画を抜本的に見直す考えはないか。具体
的な考えを伺う。
　また、１次路線、２次路線の見直しも必要ではないか。

（2）
　町会・市民による除雪を支援するうえでも、除雪機械を購入する場合
の市の補助額・補助率を引き上げることや、町会が業者に頼んで除雪し
た場合の助成など、新たな助成制度を創設する考えはないか。

２　国民健康保険税条例の一部改正条例について

（1）

　資産割が３年間で段階的に廃止されることになるが、負担能力に応じ
て負担してもらう方式が崩され、受益に応じた負担がさらに強化される
ことになるのではないか。それは、低所得者ほど、子供・扶養家族が多
いほど所得に占める負担が増えることにならないのか。低所得者世帯、
多子世帯の負担軽減策はどうするのか。

３　保育士の処遇改善について

（1）
　国を始め、市の補助事業でもあり、保育士の処遇改善が確実に行われ
ているか賃金台帳等で確認する必要があるのではないか。

（1）

　資格、勤続年数等、対象要件は。また、対象となる人数、引き上げの
最低額、最高額、実施時期は。施設運営費補助等と区別してキャリア
アップ分として確実に支給されるようになっているのか。来年度以降も
実施されるのか。

５　自動車運転免許証自主返納者への支援拡大について

（1） 　支援拡大の具体的な内容は。

１　企業版ふるさと納税について

（1）
　野々市市が実施している「企業版ふるさと納税」の寄付金額の実績、
今後の見込みについて

（2） 　寄付金がどのような事業に使われているのか

２　自主財源の確保策について

（1）
　野々市市では「企業版ふるさと納税」以外に収入を確保する方法があ
るのか

（2）
　総務省が普及を目指している「ガバメントクラウドファンディング」
による検討を行う可能性はあるのか

（1）
　市の低所得世帯の子どもが抱える課題に対するこれまでの施策の成果
について伺う。また、子どもを取り巻く環境の分析、把握をもとにし
た、子どもの健全育成に向けた今後の支援計画、考え方について伺う。

（2）
　市で把握している子どもの食事の実態について、どのように考えるの
か、また「子ども食堂」への、子どもの貧困対策や食育の観点からの計
画はあるのか伺う。

（3）

　市民協働の取り組みの中で、各地区にコミュニティカフェが運営され
ている。せっかく開催されている地域の交流の場「地域の人々がつなが
る・居場所」をより活用し、社会福祉協議会や、町会などと連携し、子
どもたちの食育のためにも「子ども食堂」の運営活動を後押ししていく
計画はないのか、また「子ども食堂版　開設支援講座」を開催すること
はできないのか伺う。

5 宮前　一夫

１　野々市市における子どもの貧困対策と食育としての「子ども食堂」の位置
    づけについて。

2
質　問

（総　括）
8

1
質　問

（一問一答）
15 岩見　博

１　除雪計画の見直しについて

４　放課後児童クラブ指導員の処遇改善について

杉林　敏

3
質　問

（総　括）

一般質問・質疑の概要

議席・氏名 質問・質疑の内容（通告原文のとおり）
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発言順
質問･質疑

の別
議席・氏名 質問・質疑の内容（通告原文のとおり）

（1）

　２月上旬の記録的な大雪で県内至る所が大混乱に陥った。石川・福井
の県境の国道８号線では約1500台の車が立ち往生し、小松空港やＪＲ北
陸線でも丸３日間運行がストップする事態であった。本市においても生
活道路が混乱した。行政の対応も雪害対策本部が設置され、緊急体制で
除雪に当たったが、心強かったのは本市民が各町会や、それぞれの立場
の中で助け合いながら一斉除雪をしている光景が、いたるところで見ら
れたことである。公助である行政の対策の充実と共に、住民同士が助け
合う共助の必要性が今回、あらためて認識されたのではないか。除雪に
おけるこの共助の取り組みについて、しっかりと支援、応援していくこ
とが今後の対策として本市の責務であると考える。見解を伺う。

（1）

　各町内会においては自主防災組織が結成され本市総合防災訓練では地
域防災力の強化と向上を目指している。大規模な被害を及ぼす自然災害
に備えるためには市民が主体となった地域防災力の強化が不可欠であ
る。その為には、市民全体の危機管理意識と危機管理能力の向上を図る
ことが大変重要であると考える。自主防災組織内の防災士の養成と共
に、各自主防災隊長のレベルを合わせるような育成が必要と考える。
　見解を伺う。

（1）
　本条例の一部を改正する狙いを改めて詳細に伺うのと同時に今後どの
ような個別施策を検討しているのか市長の思いを伺う。中小企業及び小
規模事業者のご期待が高い本条例と考える。

２　地域中心交流拠点施設の名称について

（1）

 今般、工事が起工されました本町二丁目地内に建設されます地域中心交
流拠点施設の建物名称はすでに決まっているのか伺う。東京五輪の公式
マスコットキャラクターやＪＲ小松駅・加賀温泉駅の外観意匠などは市
民の参加出来る投票アンケートなどで決定しています。
　複数案を市民投票で決めていただく方法が市民協働に大きく結びつ
き、愛着を持っていただけると考えるが、市長の見解を伺う。

（1）

 平成27年10月に策定されました野々市市体育施設整備基本計画の策定に
至った目的と背景についてわかりやすい説明を改めて伺う。策定から２
年と５か月が経過致しましたが、現時点で計画内容に過不足や修正・変
更などを考えているのか伺う。合わせて本計画は今後どのようになって
いくのか伺うのと同時にどこの所管部署が責任を持って進めていくのか
市長のご見解を伺う。

（2）

 本計画の計画期間に「中央公園の拡張計画と整合を図り、設定すること
とします」と明記してありますが、本計画と中央公園拡張計画と野々市
市公共施設等総合管理計画及び個別計画の相関位置づけがどのようにな
るのか伺う。

（3）
 スポーツ施設整備の整備方針に総合スポーツゾーンの形成（中央公園）
で「陸上・サッカー競技場」と仮称「新スポーツ交流館」の施設整備を
検討すると明記してありますが、検討の進捗具合を伺う。

（1）

 全国の地方市町村でそれぞれのふるさとで同窓会を開催することに支援
する自治体がいくつもあります。例えば、富山県砺波市では砺波市出身
の若者たちが地元で開催する同窓会に対してふるさと回帰・定住促進・
出会いの機会の創出・婚活支援・地域経済の活性化の目的や兵庫県淡路
市ではふるさとに帰ってくるきっかけにふるさと納税を活用して支援な
されています。
 本市でも地域の活性化やふるさとに愛着を持っていただくためには一定
の効果を見込めると考えるが、本市の見解を伺う。企画振興部が新規事
業として取り入れるべきと考える。

（1）

 今般の石川県知事選挙にて新しく設置されました扇が丘の地域安全セン
ターで行なわれました期日前投票の実績とその効果の検証結果を伺う。
次回の選挙には、二日市にあります交遊舎で期日前投票所の設置を検討
すべきと考えるが市長の見解を伺う。

5
質　問

（一問一答）
2 北村　大助

１　提出議案第21号　野々市市中小企業振興基本条例の一部を改正する条例
　 について

３　野々市市体育施設整備基本計画について

４　ふるさと同窓会支援事業創設について

５　期日前投票所について

4
質　問

（一問一答）
4 安原　透

１　２月上旬の記録的な大雪を踏まえ、今後の本市除雪の取り組み方につい
    て、本市の見解を伺う。

２　各町内会の自主防災組織の在り方について、地域防災力強化の観点から、
　　機能する自主防災組織への取り組みについて、本市の見解を伺う。
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発言順
質問･質疑

の別
議席・氏名 質問・質疑の内容（通告原文のとおり）

（1）

　文化交流拠点施設として昨年11月に開館した学びの杜ののいちカレー
ドと、これから約１年後に開館される予定の地域中心交流拠点施設、こ
の二つの交流拠点施設の大きな違いは何なのか、地域中心交流拠点施設
はどのような目的に重きを置いているのか、その特徴を伺う。

（2）

　公表されている実施設計の概要では、敷地内に別棟として民間商業施
設が計画されているが、施設の内容は全く示されていない。工事進捗と
日程的な行程として、テナント交渉等が予定通りに進んでいないのでは
ないか。また、内部構成はどのように計画されているのか、具体的な施
設内容、貸しテナント数や面積配分、入居予定の企業や団体の業種等を
伺う。

（3）

　民間商業施設に入る企業や団体は、地域と連携した運営内容で、連動
したイベントを協働していくべきだと考える。地域振興・賑わい創出の
ために運営していくことができるように、市としての協力体制、どのよ
うなバックアップを考えているのかを伺う。

２　野々市版コミュニティリビング創出プロジェクトとは何かについて

（1）

　ソフト事業である野々市版コミュニティリビング創出プロジェクトと
はどのような概念なのか、どのような内容のものなのか。平成29年度地
方創生交付金活用事業のまち・ひと・にぎわいセミナーとの関連性も含
めて伺う。

（2）
　野々市版コミュニティリビング創出プロジェクトという枠組みの中
で、ひとづくり、ことづくり、ものづくり、という３つの観点から今後
計画している具体的な施策、事業、成果指標等を伺う。

３　まちづくりと連携した駐車場整備の必要性について

（1）
　駐車場用地取得予定である野々市本町交差点の北西の角に位置する土
地について、野々市中央地区内の他の駐車場との連携も含め、どのよう
な考え方で整備を進めていくのかを伺う。

（2）

　駐車場に関する地域全体としての利用実態調査をした上で、今後の集
約駐車施設の整備のあり方、コミュニティサイクルの導入等も視野に入
れ、駐車場プラスアルファとなる有効活用に向け、公募によって民間事
業者から広く意見や提案を求めるサウンディング型市場調査の実施を検
討してはどうか。

１　公立学校の看護師配置の拡充について

（1）
　現行１週間に１日程度の配置について、少なくとも３日の配置に拡充
する事を求める。

（1）
　全県で一斉に取り組む具体の５項目について、本市の考え方と実施時
期について伺う。特に「月１回の定時退校日の設定」、「リフレッシュ
ウィーク」については早急に取り組むべきと考える。

（2）
　市教委で取り組む具体の５項目について、実施方法などについて具体
的な考え方を伺う。

（3）
　県内統一の部活動休養日の設定について、早急に取り組むべきと考え
る。

7
質　問

（一問一答）
6 西本　政之

２　石川県教職員多忙化改善推進協議会の「各学校における教職員多忙化改善
　  に向けた取組方針」について

6
質　問

（一問一答）
3 馬場　弘勝

１　地域中心交流拠点施設の特徴について
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発言順
質問･質疑

の別
議席・氏名 質問・質疑の内容（通告原文のとおり）

（1）
　川北町にお住まいの方にも図書館利用者カードを発行し、より多くの
方に図書館を利用していただくことについて、市長の考え方を伺いま
す。

２　石川で産後ケアセンターなど母子ともに保護できる施設の創設を

（1）

  市内の空き家や市営住宅を活用し、産後ケアセンターとしてはどう
か。また、助産師等の不足により、本市のみで対応が困難であれば石川
中央都市圏において、取り組むべき課題として、本市から提案してはど
うか。

（2）
  手厚いフォローで誰もが安心して出産できる環境を作り、子育てしや
すいまちを目指すことについて、市長の考えを伺います。

３　今年の大雪経験を防災意識高揚のきっかけにせよ

（1）
　本市の生活道路における除雪実施計画と今回の雪害対応及び今後の対
策について伺います。

（2）
　教訓と伝承が重要であると考えるが、今回の雪害について、市民の声
を集約するために市役所の各部担当別にアンケート調査を実施して今後
の教訓としてはどうか、市長の考えを伺います。

（3）
　市民の自助意識を高めるために、女性委員会を開催し、「女性防災
リーダー育成」につなげてはどうか、市長のご意見を伺います。

（1）
　本市の小中学校における児童生徒への心肺蘇生教育の現状と今後の方
向性、さらには教職員へのＡＥＤ講習の実施状況など具体的な取り組み
も含めてご答弁願います。

５　道路や駐車場で遊ぶ子供たちに安全な環境を提供してはどうか

（1）

　オリンピック種目にもなったスケボーを楽しむ場所として、公園の遊
歩道など今あるものを少し利用しやすいように工夫をして提供してはど
うか。公園の遊歩道が危険というのであれば、公園内に施設を作っては
どうか。市長の考えを伺います。

１　雪害対策の見直しを図れ

（1） 　今回の雪害対策に対して行った事を時系列順に伺う。

（2） 　雪害対策用タイムラインを整備してはどうか？

（3）
　除雪事業を、単年度予算から5〜10年のPFI事業として取り組んではど
うか？

（1） 　今年度から導入された、電子黒板とタブレットの運用状況を伺う。

（2）
　現在導入されている機器の台数、各学校への割り振り、購入形態
（リース、購入等）、整備期間を伺う。

（3） 　ICT機器利用を促進するために、購入形態や割り振りの見直しを図れ。

（1） 　現在のwebサイト公開までのフローを教えてください。

（2） 　本市webサイト刷新に伴い、情報発信ガイドラインを策定せよ。

9
質　問

（一問一答）
1 五十川　員申

２　本市小中学校のICTを使った教育を拡充せよ

３　本市webサイトでの情報発信ガイドラインを策定せよ

8
質　問

（一問一答）
14 大東　和美

４　学校での心肺蘇生教育の普及推進及び突然死ゼロを目指した危機管理体制
　  の整備について

１　図書館利用者カードの発行できる範囲を拡大せよ
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発言順
質問･質疑

の別
議席・氏名 質問・質疑の内容（通告原文のとおり）

１　成熟したまちづくりについて

（1）
　野々市市は、住みやすい便利なまちとして評価が高い。しかし、由緒
あるまちとしての理解が無い。野々市ブランドを確立し、質の高い成熟
したまちづくりを進めよ。

２　文化都市について

（1）
　景観、施設等生活に密着した文化都市としてトイレ等（中央公園（男
女別）、体育館（男女別複数）のトイレをウォシュレットにせよ）の施
設整備をせよ。

３　体育館のありかたについて

（1）
　地域スポーツは、健康増進、健康長寿、市民医療費の抑制等その役割
は大変大きい。人口増に対する体育館のあり方を考えよ。南部に体育館
を建設せよ。

４　獣害対策について

（1）
　野々市市にも獣害があることの認識とこれからの安全対策について聞
く。

５　

（1）
　大火災に備えて地域の把握、防御計画、消防力の点検整備、危険性の
高い地域の確認等の計画整備について問う。

６　

（1） 　所見を述べる。

　大雪について

土田　友雄10 13
質　問

（一問一答）

大規模火災について
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