いる︒また︑中山間地の

っそう強化していきたい︒ 急病人の救出を想定して

化に寄与する運動として

つつ︑小松市の6次産業

プロジェクトとも連携し

それによって浸透力が増大し、さらにパイピングが助長され進行する。パイピングによる地盤破壊は、進

行性破壊の形態をとる。パイピングは浸透水が流出している部分での種々の侵食やモグラ、ミミズの穴な

議員

考えている︒

加工品を含めて出荷でき

担当医︑病棟看護師

避難所への備蓄品の配備

進めていきたいと考えて

う。地盤中の一部でパイピングが発生すると、その部分での動水勾配が大きくなり、

勝栄

◆自然災害への対応に
ついて

◆果樹5︐000本運
動について

西尾地区︑大杉地区

るようにしてはどうか︒

と地域医療連携室との密

についても検討を進めて

いる︒

こまつアグリウェイ

接な意思疎通を図り︑各

いきたい︒

災害時におい

浸透水によって土粒子が流出し、地盤内にパイプ状の孔や水みちができる現象をい

宮橋

高齢者等の入院にお

自然災害により孤立

日本の原風景を大切にした取り組みを

ける看護は︑介護度があ

する恐れがある集落はど

◆市民病院について

がらないような工夫した

梅︑桃︑栗︑柿など

などを考えている︒陸路

そのために︑事業を継続

こか︒また︑その対応策

病気の治療に応じた

が途絶した場合には︑県

看護に努めることを求め

リハビリテーションの充

や自衛隊のヘリを要請し︑ し︑発展させることを求

の果樹を積極的に栽培し︑

実を図るとともに︑地域

空路による水や食料など

は︒

連携パスなどを活用した

の物資の供給︑あるいは

る︒

病診連携や家族及びケア

める︒

マネジャーとの連携をい

関係医療機関や施設等と

応急︑復旧の
各段階において︑
一元的にコーディ

ては︑それぞれの

果樹5,000本運動がぜひとも10,000本運
動となって地道でも確かに続いていかなけ
ればならない。

Q&A
質問

※出戸議員（7ページ）の質問のところです。

どが発端となることもある。

の信頼協力関係を築くこ
とを求める︒
地域の病院との連携

導入され︑診療所が基幹

専門部署での受付

ネートする窓口の

病院の診療情報を閲覧で

がより迅速な対応

については︑今年度より

きるようになり︑よりい

設置を︒

っそう強化が図られる見

につながるものと

パイピング現象

まめじてん

地域医療連携システムが

込みである︒

5

問
質

市政 ここが聞きたい

議案に対する質疑と市政に対する一般質問は、9月9日、10日の2日間にわたって行われ14名の議員から質
問がありました。質問と答弁の内容を要約してお知らせします。

起嘉

議員

浅村

議員

木下

将来の小松を担う人材の育成を

裕介

修学旅行は被災地へ
外からの利用者の開拓に

ス︑観光︑教育研修も含

用︑運営していくか︒保

育を初めとする子育て支

今後の小松市の保育環

か︒

育事業や子育て支援施策

経済的な教育格差が

これからの国際関係

めて海外交流を拡大して

◆粟津駅周辺整備等に
ついて
木場潟公園及びその周

生じないように将来納税

を築く子どもたちへの平

地元の粟津駅前商工

国際都市こまつ推進

援策の質の確保と向上及

◆小松市立高校に新た
な奨学金制度を

◆﹁修学﹂旅行につい
て
市が描く駅周辺の将
辺を含めて2015年に

者となることで返還を軽

も努めていきたい︒

8月下旬︑2年ぶり
来図は一体どのようなも
は利用者 万人︑2020

に市民の声は反映される

に宮城県気仙沼市を訪れ
のか︒

いきたい︒

たが︑復興にはまだまだ
会︑粟津駅周辺を考える

個別のケースに応じ

センターのグローバルゼ

び保育士等の人材育成に

利用者数を継続的に増

植樹祭開催を機に

での対策は考えられるか︒ てていきたい︒

会議では︑教育︑保

避難について町内会

◆この夏の大雨災害か
ら

◆小松市子ども・子育
て会議条例について

からの疑問や要望を今後

していきたい︒

を回していくことで改善

るが︑いち早くＰＤＣＡ

さまざまな課題があ

うか︒

連携強化をどのように行

また︑自主防災組織との

災計画の検証を行っては︒

の訓練に生かし︑地域防

会議をどのように活

て努めていきたい︒

医療機関と連携を図
りながら市内医療機関に
就職するための取り組み
を強化していきたい︒

上海︑ソウル便の

◆国際都市こまつと
して
利用状況と交流人口回
復にむけての考えは︒
上海便については︑

境についての考えは︒

時間がかかる印象を受け

国外利用者を ％まで持

て支援策を講じていきた

ミナール等の事業とも連

向けた具体策を協議して

を提案するが︑見解は︒

やしていくために︑ど

和学習や国際交流の取組

た︒そういう中で子供た
会︑粟津駅西土地区画整

っていけるよう︑石川県

い︒

携し︑国際的な視野を持

いく︒

各学校の選択肢とし

のような人を対象に︑

みは︒

ちが早い段階から被災地
理組合︑粟津駅前町内会

や木場潟公園協会︑そし

小松市の看護師不足

ち︑行動できる人材を育

て︑日数︑費用︑内容等

どのような計画を立て

減される奨学金を設けて

へ直接行くこと︑そして
などと市が歩調を合わせ

て木場潟の関係団体と連

に対し︑こまつ看護学校

を十分検討した上で︑被

すとともに︑5％の県外︑ は︒

何かを感じ取ることが大
て周辺の整備計画づくり

携して︑その達成に向け

災地である東北地方への

ていくのか︒植樹祭後

20

年には100万人を目指

切だと考える︒時ととも
に取り組んでいきたい︒

を風化させず︑継続的な
支援を行っていくために

修学旅行も考えられると

も見据えた中長期にわ

◆木場潟百万人構想に
ついて

ころである︒計画が具体

たる具体的な展望を︒

8月末時点で対前年度

韓国大田科学高校との交流（小松高校）

も︑被災地への修学旅行

化すれば教育委員会とし

日本を代表する︑

比 ・6％︑ソウル便
となっている︒ビジネ

88

そして世界に誇れる木

については︑ ・8％

72

て支援︑協力していきた
い︒

場潟を目指し︑リピー
ターの確保や県外︑国

利用者百万人に向け、どのようなストーリーを描く
のか？

に薄れていく震災の記憶

80

問
質

6

議員

清克

議員

出戸

攻

二木

豪雨災害対策について

による現地調査が行われ

きで海抜も同一の町内に

◆緊急避難での問題点
の対策は

通学路︑排水路の冠水対策
﹁これまでに経験し

たところであり︑その対

国土交通省で協議調整中

避難指示がなかった︒

たことのない大雨﹂が日

450ｍ に渡って吹

である︒今後とも国府連

合町内会と協力しながら

道路と田が冠水で境が

避難指示町内と地続

ってしまい︑歩行者をは
内の主要排水路等の早期

き出し現象が見られ︑堤

策方法については︑現在︑

本全国を襲い︑小松でも
じめ通行している人達の
整備に向けて進めている

水路から急激に水が溢れ︑ 鹿町︑吉竹町︑そして下 ◆梯川右岸古府町地内
道路が排水路のようにな 粟津町︑月津町︑今江町︑ のパイピング現象につ
いて

五十年ぶりとなる﹁避難
足をすくう恐れがある︒

向本折町︑そのほか4町

指示﹂が発令された︒

防決壊の恐れあり︑早急

通学路の冠水が常態化

河川水位の上昇によ

などの対応マニュアルの

ところである︒

最近の天候は︑地球温

当面の整備の目標とし

り河川水が堤防地盤を浸

作成︑町内会連合会と自

解らず通行止めの処置︑

て︑整備効果の早期発現

透し堤防地盤の土砂が押

堤防高さが180ｍ

◆鍋谷川左岸河田町下
出地内で

早期の災害の復旧を要望

している箇所の冠水対策

が期待される効果的な区

し出されるパイピング現

に対策を︒

暖化の影響が一因と言わ
の早急な実施を求める︒

間について重点的に整備

象が2ヶ所の地点で確認

避難所の駐車場︑情報の

れ︑このような雨の降り
平成 年に策定した

し︑住宅地における家屋

主防災組織連絡協議会と

していきたい︒

方が常態化すると思われ
第2次の総合雨水排水路

浸水の防止に努めていき

間に渡って︑1ｍ 低く決

ともに︑特に前計画から

等の安全対策については︑ である︒8月 日に国府

雨水は︑一瞬で増える

校下連合会と小松市の立

早期整備が可能な

を有効に利用した

やわがまち防犯隊の協力

を図るとともに︑町内会

ては︑安全資材等の設置

また︑危険箇所につい

盟会と協力しながら堤

し︑鍋谷川改修期成同

ている︒ 石川県に対

危険があったと認識し

・6ｍ を超えて越水の

避難判断水位である

ところである︒

ト調査も順次行っている

災組織のほうにアンケー

そして各町内会︑自主防

アリングを実施したり︑

ピックアップしたり︑ヒ

市としても改善点を

導︑救助救出︑救急救護

伝達︑交通規制︑避難誘

道路や排水路の冠水は︑ 計画において︑幹線排水

され︑そのほかにも痕跡

の連携を早急に︒

流出量がふえた旧

排水路整備にあわせて︑

会いのもと︑国土交通省

計画としている︒

を仰ぎながら安全確保に

26

る︒
当たり前のようになった︒ 路の規模を再度見直すと

たいと考えている︒

壊寸前であった︒早急に

市街地周辺の九竜

転落防止柵の設置や暗渠

現在︑九竜橋川

努めていきたいと考えて

対策を︒

が散見されているところ

橋川及び石橋川で

化等で児童や高齢者の安

排水路の周辺の通学路

は雨水排水幹線計

全確保に努めていきたい

土地利用が大きく変わり︑

画を抜本的に見直

と考えている︒

ため︑蓋の無い側溝や排

し︑既設排水施設

や石橋川の水路機

18

ていきたいと考えてい

整備促進を強く要望し

防の現況調査や護岸の

合いながら意見の集約を

が︑各会長と連絡を取り

行っているところである

現在︑最終的な整理を

で対応していきたい︒

し︑クイックアクション

る︒

梯川のパイピング現象の現場

23

能の確保による幹

冠水した今江町2丁目

線排水路の整備や︑ いる︒

7
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吉村

範明

議員

円地

仁志

議員

小松市には鞍掛山や動山
置補助制度などが実施済

ではペレットストーブ設

小松店跡地の活用策の概

弁の中で︑市長は旧大和

6月議会の本会議答

能な限り民間の活力を活

分は変わっていない︒可

したいという日程的な部

ん︑議会の皆さんに開示

ている︒

3︐000万円を計上し

年度債務負担額として

活用策の概要は？

海の日同様に山の日
などすばらしい山々があ
みだ︒低炭素社会に向け

要︑活用案を9月をめど

計画については︑約7︐

旧大和小松店跡地

も作るべきだと機運が高
り︑今後とも学校行事な
た新たな製品の購入支援

用し︑市民の税金の負担

自然教育と環境保全

まっており︑国連総会で
どにおいて里山の自然を

に提案するという趣旨の
9月議会の提案理由の説

国際山の日が既に制定さ
策は︒
向けた省エネルギー対策

明の中では︑この活用策

活用した活動を推奨して
小松に省エネや低炭

については︑従来の助成

の概要等に触れられなか

れている︒県に先んじて

200万円が市の実質の

素社会に対応した木質ペ

制度の利用促進を図ると

った︒旧大和小松店跡地

としたい︒

発言をしている︒しかし︑ を出来るだけ小さいもの

法制化に向けた機運
レットや太陽熱遮断シー

ともに︑化石燃料の削減

の活用策の概要について︑ て

低炭素社会の実現に

が高まってきているとこ
ト︑屋上遮熱設備等を生

や代替となるような新た

この際お示しいただきた

いきたい︒

ろではあるが︑小松市と
産している企業や団体が

な製品について︑その効

い︒

山の日を制定すべきだが

しては︑平成 年度開催
ある︒環境保全のために

果やニーズを検証し︑助

考えを示せ︒

予定の全国植樹祭への取
も低炭素社会適用製品を

そして年間の収支の見通

年間の管理運営の収支

負担額になるのではない

かと予測している︒

◆副市長の重点職務に
ついて

市政はある分野の施

り扱う企業の企業立地や

体制を継続するため︑専

ングからスムーズな運営

月のテストランニ

ての考えは︒

Ａ小松市の理事職につい

る自らの重点職務は︒Ｊ

スも大切︒副市長の考え

重要だが︑総合的バラン

年間イベント開催費総額︑ 策を特化していくことも

予算の内容・内訳︑

◆ひととものづくり科
学館管理運営費につい

り組み等を通じて︑今後

成項目の拡充の検討をし

どういうテーマがい

提供する企業︑団体に対

いかということについて︑ しは︒

起業については︑企業立

門的な業務委託費につい

ていきたい︒

とも山の大切さ︑緑の大
切さを広く理解し︑守り︑ する支援体制は︒

地助成金や経営モ

９月をもって市民の皆さ

デルチェンジ支援

環境関連製品等を取

滝ケ原などを拠点にし︑

里山自然学校こまつ

小松市住宅用

平成

年度債務負担額

ては︑管理運営費として

えていきたい︒

を傾けて農業活性化を考

い状況であるため︑全力

費としては︑現年分とし

分の自主イベントの開催

ングから来年度の上半期

きたいと思っている︒

が重ならない限り出てい

な時期であるため︑公務

次産業等々で非常に大事

ている︒また︑オープニ

て1︐350万円︑平成

理事職については︑6

9︐500万円を計上し

11

26

推進していきたい︒

市内小中学校で豊かな人

補助金制度など︑

を実施すべきだがどうか︒ 軟に対応させてい
校の教育計画に基づいて

太陽光発電設置補

ただきたい︒

学校ごとに判断して実施

助制度があるが他

登山については︑学

しているところである︒

今非常に農業は厳し

間性や生きる力の基盤づ

現行制度の中で柔

後世に伝えていく施策を

26

くりとして登山体験教育

青い地球を残すために！

27

解体後の活用策は？

問
質
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