
令和２年第２回能美市議会定例会　一般質問

発言順 答弁予定者

　９番　　田　中　策次郎（一問一答）

１．災害時における避難所での感染症対策の取り組みと市民への周知について

①
避難所開設時における
感染症対策と市民への
周知について

災害時において避難所を開設した場合、市としての新型コロ
ナウイルス感染症対策の取り組みと市民への周知について問
う。

総務部長

①
プレミアム付商品券事
業の実施について

経営が厳しくなると推測される本年10月以降の時期に、地域
経済刺激策として、小売・飲食・サービス・九谷焼等の業界
に対して、最も効果があると思われるプレミアム付商品券事
業の実施について見解を問う。

副市長

①
休業要請の対象外と
なった事業者へ必要な
施策を講ぜよ

休業要請の対象とはならなかったものの、収入が減少した事
業者も多いのではないか。
積極的に状況を確認し、必要な施策を講ぜよ。

市長

４．新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税・都市計画税の軽減措置について

①

新型コロナウイルス感
染症の影響による固定
資産税・都市計画税の
軽減措置について

企業や事業所向けには、様々な融資制度や助成制度など支援
策が講じられている。そのほか固定資産税・都市計画税への
軽減措置の対応もされている。
そこで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により収入が
減少した、個人の事業者にも同様の固定資産税・都市計画税
の軽減措置はあるのか。
また、固定資産税・都市計画税の納付が厳しい市民に対し
て、徴収の猶予などの支払い延期の措置は可能かを問う。

市民生活部長

①
臨時休校による学習の
遅れの対応策について

臨時休校により、児童・生徒の学習の遅れが生じているが、
遅れを取り戻すための対応策について問う。

教育長

②
小中学校における感染
予防対策について

校舎内での感染予防対策として、３密（密閉・密集・密接）
を避けるための対策がどのように行われているのかについて
問う。

教育長

③
休校期間中の家庭学習
の成果の取り扱いにつ
いて

休校期間中の家庭学習の成果について、学校でどのように評
価することになるのかについて問う。

教育長
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令和２年第２回能美市議会定例会　一般質問

発言順 答弁予定者

　５番　　仙　台　謙　三（一問一答）

１．能美市立病院における新型コロナウイルス感染症対策について

①

能美市立病院における
新型コロナウイルス感
染症への対応・対策を
問う

市立病院関係者の感染が明らかとなり、休診等の措置を取
り、病院内の除菌や濃厚接触者などの検査を行ったと報道に
ある。入院や外来の患者さんの安全・安心の確保はもとよ
り、医療従事者や関係者の安全・安心の確保に最善を尽くさ
なければならない。市立病院の対応・対策を問う。

市立病院
管理部長

２．福祉施策に関する各種支援金の申請および支給状況について

①

福祉施策に関する支援
金の申請ならびに支給
状況を確認するととも
に、受給漏れを防ぐ対
策を行え

4月臨時議会で可決された、後期高齢者生活応援事業、障害
者生活支援金、住居確保継続支援事業の各種支援金制度につ
いて、申請ならびに支給の現状について問う。
特に支給率が100％に達していない場合は、1人も漏れなく受
給して頂くためにも、今後の取り組みを問う。

健康福祉部長

３．新型コロナウイルス感染症に対する心のケアと教育について

①

心のケアを行う相談体
制の整備、特に子ども
に対しての心のケアに
ついて問う

コロナ禍による心身の疲弊などに対して、心のケア、カウン
セリング体制は、現在どのようなものがあるか。また、相談
体制の整備はされているのか。
特に、児童・生徒に対しての「心の健康チェック」など「子
どもの心のケア」のために最善を尽くせ。

教育長

②
正しい情報を周知し、
差別意識を払拭する取
り組みを行え

小中学生を含む幅広い市民に対して、新型コロナウイルス感
染症に関する正しい情報を周知し、また差別意識を払拭する
取り組みを行う事が重要である。今後の取り組みを問う。

市長

４．GIGAスクール構想の整備と運用の計画およびオンライン学習について

①
GIGAスクール構想につ
いて、整備・運用の工
程表を示せ

GIGAスクール構想の整備計画が3年間から2年間に前倒しさ
れ、2020年度末までの整備完了となると聞く。
今後の計画と運用開始までの工程（セキュリティーポリシー
の策定を含む）を示せ。
併せて、本年度中に1人1台のパソコンの配布ならびに各家庭
における通信環境の整備が完了すると理解して良いか。
また、特別支援学級への対応を問う。

教育委員会
管理局長

②

自治体における費用負
担及び、各家庭内での
環境整備に伴う費用負
担の有無を問う

初期投資と年間維持費における自治体負担の金額は、どの程
度を想定しているか。
また、家庭内における通信環境の整備に関わる費用の負担に
ついても、国からの支援があるが、各家庭（児童・生徒）の
費用負担は0円と理解して良いか。

教育委員会
管理局長

③

能美市内の小中学校に
おけるICT支援員の現
状と、来年度の計画を
問う

能美市内の小中学校におけるICT支援員の現状と、来年度の
ICT支援員の配置人数及び計画について問う。ICT支援員につ
いては、教職員が兼務しているのか。また、民間の支援員の
活用はどのように考えているか。

教育委員会
管理局長

④
学校再開後の教員不足
対策を問う

休校後の学校再開による教員不足が想定されるが、退職教員
を含めた人材の活用案を問う。
また、文部科学省が開設した教員経験者の「人材バンク」の
活用について、市の取り組みを問う。

教育長

⑤
オンライン学習につい
て問う

今後、再び休校となり家庭での学習が必要となった場合も含
めて、オンライン学習はどのようなものを計画しているか。

教育長
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令和２年第２回能美市議会定例会　一般質問

発言順 答弁予定者

　１４番　　倉　元　正　順（一問一答）　

１．市役所窓口等のキャッシュレス決済導入の推進について

①
市役所窓口等のキャッ
シュレス決済導入の推
進について

市役所の各種手数料や体育施設などの公共施設における利用
料金の支払いについて、キャッシュレス決済を導入する考え
はないか問う。

総務部長

２．担い手不足を解消する持続可能な地域農業について

①
農地確保のための農地
法の緩和措置について

中山間地域においては、農地は山間部の狭隘な場所にあるこ
とから、新規就農者が農地法の下限面積である５０アールの
農地を確保することは難しいと考えるが、緩和措置はあるの
か問う。

産業交流部長

②
新規就農者への支援に
ついて

新規就農者が農業技術や経営について学習するための支援
や、収入が安定するまでの経済的な支援策などはあるのか問
う。

産業交流部長

③
若い新規就農者の農地
確保について

新たに農業を始めたい若者が、農地中間管理機構を活用して
農地を確保することは可能か。
また、農地中間管理機構の活用以外で農地を確保するには、
どのような方法があるのか問う。

産業交流部長

④
集落営農の組織力、経
営力向上のための方策
について

能美市における集落営農の現状と課題について問う。また、
集落営農の法人化の推進のための具体的な方策を問う。

産業交流部長

令和２年６月１６日
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令和２年第２回能美市議会定例会　一般質問

発言順 答弁予定者

　１７番　　近　藤　啓　子（一問一答）　

１．新型コロナウイルス感染症対策における地域医療への支援について

①
発熱外来の設置とＰＣ
Ｒ検査等を拡大すべき

県や医師会の協力のもと、市立病院に発熱外来を設け、必要
と判断したすべての患者への検査を行える体制を確保すべき
ではないか。
同時に市内の医療・介護・福祉従事者及び利用者を対象に検
査を行い、安心して治療にあたれる保証を確保すべきではな
いか。

健康福祉部長

②
危険手当の支援、専門
教育、必要資材の確保
の支援をすべき

感染の危険にさらされながら必死に医療や介護に携わってい
る人に危険手当の支援を行うとともに、専門的な感染予防教
育をすべきではないか。
また、サージカルマスクや消毒用アルコール等必要な資材を
確保し、負担軽減を図るべきではないか。

市長

③

市内の病院やクリニッ
ク、介護施設の減収分
についての財政的支援
を行うべきではないか

２月後半からの受診自粛による患者の減少や感染対策費の出
費によって、市内の各病院、クリニック、介護施設では経営
の圧迫が見られる。実態の調査を行うとともに、財政的支援
を行い、地域医療を守るべきではないか。

健康福祉部長

２．市民の暮らしと地域経済への支援について

①
市独自のつなぎ融資前
払い制度を作り営業を
守れ

雇用調整助成金や持続化給付金申請者に対し、必要な方への
「つなぎ融資前払い制度」によって、当面の運転資金支援を
行い、営業を守るべきではないか。
同時に国に対して、雇用調整助成金や持続化給付金の申請手
続きの簡素化と審査前支給を求めていくべきではないか。

産業交流部長

②
水道料金や各種公共料
金の減免を行い、暮ら
しを守れ

消費税増税による買い控えがある中で、コロナ感染拡大でも
自粛要請がなされ、市民の暮らしも営業も様変わりし、暮ら
しへの影響が大きい。市としての支援策として、全世帯への
水道料金の免除と個人や商店・企業の各種税金、公共料金の
徴収猶予や減免を行い支援すべきではないか。

土木部長

①
小中学校の少人数学級
で感染防止と豊かな学
びを進めよ

長期の休校からの学校再開は、教師にも児童にも緊張があ
る。感染防止と心身の豊かな学びを進めるうえで少人数学級
の推進が必要である。国の第２次補正予算も踏まえ少人数学
級を進めることはできないか。

教育長

②
校内における感染防止
対策を強化すべき

感染防止にサーモグラフィの導入、手洗い場所の増設、水道
蛇口やトイレの自動化への改修を進めるべきではないか。ま
た、教室やトイレの清掃、廊下の手すり等消毒のための人員
を配置し教師の負担を減らすことはできないか。

教育委員会
管理局長

③

長期休校時に辰口学校
給食センターを活用し
て食事の提供ができな
いか

今回の様に長期休校になった場合、辰口学校給食センターを
活用して、放課後児童クラブへの食事支援や休校中の児童生
徒へのお弁当の提供によって、保護者への支援を進めるべき
ではないか。

教育委員会
管理局長

４

３．学校再開後の新型コロナウイルス感染症対策について
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令和２年第２回能美市議会定例会　一般質問

発言順 答弁予定者

　３番　　佐　伯　富美子（一問一答）　

１．安心・安全な農業について

①
日本の食料自給率につ
いて問う

日本の食料自給率が３７％にまで落ち込んだのは、国政によ
る戸別所得補償廃止、ＴＰＰによる自由化推進、種子法廃止
などが原因。政策の見直しによる食料自給率を引き上げる必
要があるのではないかと考えるが見解を問う。

産業交流部長

②
第２次能美市総合計画
に基づく、農業・農村
の振興について問う

第２次能美市総合計画にある農業・農村の振興について、意
欲のある多様な担い手を確保するための環境づくりが課題と
なっているが、そのための３つの取り組みの進捗状況はどう
か。

産業交流部長

③
新規就農者の自立支援
について問う

農業次世代人材投資事業に準備型と経営開始型があるが、通
算して７年間の支援を受けられるのか。またその間に物心両
面の支援はあるのか。

産業交流部長

④
有機農業の推進につい
て問う

農林水産省が創設した「有機農業と地域振興を考える自治体
ネットワーク」に参加し、有機農業を推進する可能性を探っ
てはどうか。

産業交流部長

⑤
学校給食に有機米を使
用してはどうか

有機米を使用し安全な学校給食を提供することは、親の安心
につながると思うが見解を問う。

教育委員会
管理局長
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令和２年第２回能美市議会定例会　一般質問

発言順 答弁予定者

　１１番　　嵐　　　昭　夫（一問一答）　

１．社会保障・税番号制度（マイナンバー）の利活用について

①
システム構築の総経費
と現在のマイナンバー
カード交付状況を問う

能美市におけるシステム設定、改修、改善に費やした総経
費、及びマイナンバーカードの交付数と交付率を問う。

企画振興部長

②
災害対策分野における
効率的な情報管理につ
いて

社会保障・税番号制度では災害対策の分野でも効率的に情報
を管理し、マイナンバーを活用することが考えられている
が、国が描いている構想はどのようなものか問う。

総務部長

③
市独自のマイナンバー
の活用・サービス策に
ついて

2018年の3月議会一般質問で電子母子手帳のサービスについ
ての質問に対し、「マイナポータルの進み具合を考慮し、導
入について慎重に対応していく」と答弁されているが、その
後の対応と評価を伺う。今後、市独自のサービス活用を拡大
し、市民の利便性を図るべきだと考えるが対応を問う。

健康福祉部長

６
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