
	 	 	 １	

								質	疑	発	言	通	告	者	一	覧	表				 	 						 	 	 	 	 平成 28 年 6 月 14 日	

順位	 発言者	 件				名	 要									旨	 答弁者	

1	 森本	 真博	 議案第 64 号「平成 28

年度今治市一般会計

補正予算（第１号）」

について	

１	 歳出７款１項２目	 営業戦略事業費に

ついて	

（１）	いまばりシティクライヤー設置事業

について	

（２）	バリチャレンジユニバーシティ事業

費補助金について	

市	 	 	 長	

関係理事者	

２	 山岡	 健一	 議案第 64 号「平成 28

年度今治市一般会計

補正予算（第 1 号）」

について	

１	 歳出７款１項２目	 バリチャレンジユ

ニバーシティ事業費について	

（１）	全体の事業費について	

（２）	当初予算に計上できなかった理由に

ついて	

市	 	 	 長	

関係理事者	

３	 山本	 五郎	 議案第 65 号「平成 28

年度今治市国民健康

保険特別会計補正予

算（第 1 号）」につい

て	

１	 国民健康保険税の引き上げについて	

２	 基金繰入金について	

３	 今後の国民健康保険の見通しについて	

	

	

	

	

	

市	 	 	 長	

関係理事者	

議案第 72 号「今治市

家庭的保育事業等の

設備及び運営に関す

る基準を定める条例

の一部を改正する条

例制定について」	

１	 保育行政の緩和策ではないか	

２	 保育士の実態について	

議案第 86 号「専決処

分について・今治市国

民健康保険税条例の

一部を改正する条例

制定について」	

１	 国民健康保険税の課税限度額の引き上

げについて	

２	 低所得者の国民健康保険税軽減判定所

得の引き上げについて	



	 	 	 １	

								質	問	発	言	通	告	者	一	覧	表	 	 	 	 				 	 						 平成 28 年 6 月 15 日	

順位	 発言者	 件				名	 要									旨	 答弁者	

1	 古川	 孝利	 防災について	 １	 防災士育成について	

２	 地域ぐるみの活動を啓発することにつ

いて	

３	 古くなったブロック塀について	

市	 	 	 長	

関係理事者	

教室へのエアコン設

置について	

１	 学習環境を整えるため教室にエアコン

を設置することについて	

２	 藤原	 秀博	 保育事業の充実につ

いて	

１	 保育事業の現状と課題について	

２	 保育士の確保について	

３	 病児保育事業について	

市	 	 	 長	

関係理事者	

介護保険施設等の充

実について	

１	 第６期介護保険事業計画における施設

の整備状況について	

２	 介護保険施設等の現状と待機者の状況

を踏まえた課題について	

３	 2025 年問題を見越した介護保険施設等

の拡充について	

３	 越智	 	 豊	 国家戦略特別区域指

定について	

１	 国家戦略特別区域指定に至るまでの背

景とその意味について	

２	 広島県と愛媛県今治市（自治体間）の連

携について	

３	 国家戦略特別区域指定とＴＰＰ（環太平

洋連携協定）との関係と今治市における

影響について	

市	 	 	 長	

関係理事者	

４	 野間	 有造	 市立小・中学校の給食

費について	

１	 統一にかかる経費について	

２	 格差の是正について	

市	 	 	 長	

関係理事者	

	 	



１	

								質	問	発	言	通	告	者	一	覧	表				 	 	 	 	 	 						 平成 28 年 6 月 16 日	

順位	 発言者	 件				名	 要									旨	 答弁者	

１	 達川雄一郎	 子ども医療費助成制

度について	

１	 現状について	

２	 今後の取り組みについて	

市	 	 	 長	

関係理事者	

２	 山岡	 健一	 地域公共交通につい

て	

１	 自家用車ライドシェアについて	 市	 	 	 長	

関係理事者	

３	 石井	 秀則	 迷惑電話対策につい

て	

１	 迷惑電話の種類と相談件数について	

２	 迷惑電話と詐欺被害の関連性について	

３	 迷惑電話対策の現状について	

４	 迷惑電話チェッカーの設置について	

市	 	 	 長	

関係理事者	

合法的詐欺（悪徳商

法）被害の対策につい

て	

１	 消費生活関連の相談件数と相談内容に

ついて	

２	 合法的詐欺への対策の現状について	

食品ロスゼロへの取

り組みについて	

１	 今治市の現在の取り組みについて	

２	 今治市のフードバンクへの取り組みに

ついて	

３	 災害時に備えた食料の確保について	

４	 羽藤	 謙司	 熊本地震に対する今

治市の対応について	

１	 今治市職員が被災地で行った支援活動

の状況報告について	

（１）	被災地での支援内容	

（２）	支援期間	

（３）	今治市の防災・災害時に活用できるこ

と	

２	 最大震度７の地震が連続して発生した

熊本地震を受け、災害時の対応などを定

めた「地域防災計画」をどのように見直

していくのか	

３	 熊本地震で被災された方への支援策に

ついて	 市	 	 	 長	

関係理事者	
建物の耐震診断と耐

震改修について	

１	 これまでの耐震診断及び耐震改修の補

助件数について	

２	 熊本地震後、各種メディアで耐震診断な

どの相談が増えていると報道されてい

るが、今治市での相談状況について	

３	 指定避難所において耐震化された施設

数について	

４	 耐震改修を済ませた建物の地震地域係

数の反映状況について	

	 	



２	

								質	問	発	言	通	告	者	一	覧	表				 	 	 	 	 	 						 平成 28 年 6 月 16 日	

順位	 発言者	 件				名	 要									旨	 答弁者	

	 	 避難所について	 １	 公共施設にとらわれず、民間建物の臨時

避難所指定に向けた協議について	

２	 避難所における非常用物資の備蓄状況

について	

３	 通信手段として、避難所や一時避難所へ

無線機を常設することについて	

	

防災士について	 １	 今治市における防災士の役割をどのよ

うに認識されているか	

２	 災害発生時における防災士との連携を

どのように計画をされているか	

３	 防災士認証者の知識強化や技術向上に

向けた取り組みについて	

自主防災組織との連

携について	

１	 今治市における自主防災組織の状況に

ついて	

（１）	自主防災組織数	

（２）	組織率	

（３）	自主防災組織の今後の育成に向けた

支援策について	

（４）	自主防災組織に対する補助事業につ

いて	

（５）	自主防災組織が末端の組織（自治会隣

組等）まで機能しているのか	

５	 山本	 五郎	 中心市街地について	 １	 中心市街地の活性化について	

２	 みなと交流センターのにぎわいについ

て	

３	 イオンモールと中心市街地について	

４	 大丸跡地について	 市	 	 	 長	

関係理事者	新都市の現状につい

て	

１	 新都市第１地区の現状について	

２	 新都市第２地区の現状について	

国民健康保険におけ

る資格証明書の発行

について	

１	 短期保険証や資格証明書の発行状況に

ついて	

６	 谷口	 芳史	 子育て支援について	 １	 生活困窮世帯の児童、生徒への医療費支

援について	

市	 	 	 長	

関係理事者	

ＩＣＴ教育について	 １	 小中学校の情報化状況について	

２	 情報モラル教育について	

	


