などを地元と再確認しな

に︑ため池の水源依存度

アルの充実を図るととも

を行うための管理マニュ

ながら︑的確な維持管理

館以外の施設の使用を︒

冷房などを完備した体育

徹底を︒また︑学校など

たものか市民に対し周知

難準備情報とはどういっ

避難勧告・指示︑避

が︑教育の観点から見れ

すばらしい取り組みです

持つ人材を育成する大変

子供︑女性などに配慮し︑ き︑グローバルな視点を

の避難所ではお年寄りや

ば︑所管が教育委員会で

市﹂をテーマにゼミを開

年生を対象に﹁国際都

市内全 小学校の5

◆グローバルゼミナー
ル ハローワールドに
ついて

いる︒

体も同じであると思って

というのは︑どこの自治

し︑それには濃淡がある

くのは当然である︒しか

ては︑全般を見ていただ

と新体制の二人三脚でど

2期目に入り副市長

応じて配備体制を敷くこ

時にはその規模や程度に

発しているが︑災害発生

象により大雨や洪水が多

最近の全国的な異常気

消防︑自衛隊といったそ

なお︑ＩＣＴの専門家や

議員

小松市として維持管

がら︑ため池を含めた用

昨年︑各家庭に配布

はなく国際都市こまつ推

秀喜

井田

理がおろそかにならない

水管理の手法について検

したわが家の防災ファイ

進センターなのは何故か︒

議員

一川

市職員の連携強化を求める

よう十分なサポートを︒

討していきたい︒

ルに記載しているが︑ホ

国際都市こまつを牽

◆防災安全センターの
機能強化について

政之

市民と同じ立場︑
同じ目線の市政運営を

また︑地域ごとのハザー

土砂災害の発生︑ま

ームページ上での記載を

引するグローバルな視点

防災安全センターを

連携したため池点検を実
施し︑安全確認に努めて
いるところである︒危険
度の高いため池について

員数は2

年の職

副市長の仕事につい

については︑今後の事業

どれがいいかということ

け平成

震災を受

日本の大

たが︑東

房設備のある部屋や和室︑ 形でやるのが望ましいか︑ 名であっ

でいきたい︒

員一丸となって取り組ん

ーに限らず︑全部局の職

ととし︑防災安全センタ

るところである︒

など︑精鋭で構成してい

う市政を進めていくのか︒ の道の専門家を配置する

組んでいるところである︒

らは5名に増員して取り

ドマップ作成など災害時

る場合の小松市の対応は︒ よりわかりやすく工夫す

たは発生する可能性があ

るとともに︑現在作成中

を持つ人材育成を目的と

拡張し︑機能強化を進め

◆避難について

に備えた準備を︒

土砂災害警戒情報が

の自主防災訓練基本マニ

しているため︑国際都市

る計画は︒

危機意識を地元と共有し

は︑地元との協議を踏ま

発表された場合︑防災行

ュアルに明記し︑自主防

こまつ推進センターで実

平成

◆ため池について

え︑連絡体制︑避難経路

政無線や緊急メールなど

災訓練などを通じて市民

施しているものである︒

◆市幹部の人事と役割
について

の構築などとあわせ︑緊

で注意喚起を行うとと

の皆様の理解を深めてい

学校として国際理解に関

石川県︑市︑地元と

急度に応じて改修工事を

もに︑対象区域の町内

きたい︒

◆土砂災害について

実施している︒今後とも

会長へ連絡することと

する教育等がどういった
度が進み︑土砂災害の

洋式トイレなどを開放し

のあり方もあわせて協議

避難所については︑冷
兆候が認められた場合

て︑学校設備の有効活用

をさせていただきたい︒

している︒さらに危険

は︑避難勧告あるいは

を図っていきたい︒

土のうを積む市職員

25

避難指示を発令するこ
ととしている︒

23

墓谷の堤

20

年4月か

9

問
質

下流河川及び幹線排水路
協議を進めていきたい︒

協定締結に向けての

を図るため︑更なる連携

順次

議員

トなどに対する教育は何

向け住宅︵安否確認や生

サービス付き高齢者

大会を開催する気持ちは

される公園として大花火

のものでなく全国から愛

での全国植樹祭が一過性

2年後の木場潟周辺

てたい︒

モラル面をしっかりと育

授業を通して児童生徒の

と遠ざけるのではなく︑

ネットは危険だから

が問題か︒

活相談付きの賃貸住宅︶

に努めていきたい︒

の整備を︒

◆小松で大花火大会を
開催してはどうか︒

白山を望む結婚式な

◆木場潟周辺について

化は難しいと考えている︒

もあり︑現時点では事業

事業費が大きいこと

要︒どう考えているか︒

川崎

議員

へ流下する主要な排水路

ービス付き高齢者向け住

険事業計画の中には︑サ

考えていきたい︒

聞きながら方法について

関係の皆様の意見を

普段から人間の心の

いる︒結婚式などといっ

憩施設整備が計画されて

どを挙げられる施設の誘

白江大橋から能美大

宅の項目はあるが︑目標

大切さをきちっと教える

モラル︑道徳をどう

沖地区の流入と排出
橋間1キロについては︑

数値は定めていないのが

必要があると考えている︒ たソフト施策等について

あるか︒

量のアンマッチによる内
現在︑工事実施に向け用

現状である︒

本市の第5期介護保

水氾濫の対応策︒
地交渉などが行われてい

番教育の中で大事か︒

日本の領土に対する

教育で歴史教科書に問題

はないか︒尖閣諸島︑竹

7・ の大雨を教訓

◆災害対策について

ていきたい︒

も工夫を凝らして対応し

西園地において︑休

致が出来ないか︒

現在︑区画整理区域
るところである︒小松市

身につけていくことが一

を含めた沖町全体の地形

として︑国と地元とのパ

いじめ防止対策推進

状況や水路流下能力など

法の制定を受けて

島︑北方四島︑日本の固

有の領土をどう教育して

浸水含め整備を早急にし

に市内全域の治水の冠水

指導内容に従い︑児

いるか︒

ていく必要があるのでは

ていきたい︒

活用しながら事業を進め

国の補助制度を十分

童生徒に正しく教えてい

◆都市計画道路村松町
符津線について

ないか︒

用した殺人事件やツイッ

串交差点から南加賀

る︒

ターによる投稿写真︑携

道路までの整備が大変重

◆学校教育における問
題点3点

イプ役となり︑事業進捗

状

!!

総合的な検証を進めてお

今後︑より
一層学校と地域
が連携し︑社会
全体でいじめを
見逃さない流れ
を作っていきた
い︒

帯電話での出会い系サイ

川北まつりの花火大会

インターネットを利

29

り︑早急に改善できると
ころから取り組んでいる
住宅や店舗等の止水

ところである︒
板を設置工事費の一部助
成を︒
建物の構造により設
置の可否が分かれるため
難しい︒
避難所洋式トイレの
増加を︒

7.29の梯川の様子
最大水位5,23ｍ（堤防高6.07ｍ）

ている︒

梯川の拡幅工事の現

援協定を︒

自衛隊ＯＢと災害応

えを順次進めていきたい︒

め洋式トイレへの切り替

バリアフリー化を含

21

について改修整備を進め

内水の排除先となる

応策︒

低地への浸水への対

◆集中豪雨の対策につ
いて

片山瞬次郎

29

木場潟で小松の風物詩として
大花火大会の開催を

31

問

集中豪雨の対策︵7/ ︑
8/ ︑ ︑ の豪雨を受けて︶
23

質

10

新田

寛之

議員

災害時の個人情報保護の壁について

昨年度からさらなる
しない住民の安否確認の

町内会に情報開示を

ついて

◆ラジオ体操推進につ
いて
認知度向上とイメージア
方法は︒

だいてはどうか︒

小学校の教育課程で
ップに向け︑本市の特徴

運動会等の機会に指導の

う︑体育の授業あるいは

っていくことができるよ

操を継続的︑効果的に行

子供たちがラジオ体

際して提案内容を含めて

今後の広告宣伝の展開に

しているところである︒

映などの広告宣伝を展開

携によるＰＲやテレビ放

マのもと航空会社との連

を際立たせた4つのテー

ともできる︒

一部の写しを閲覧するこ

本台帳法に基づき台帳の

るものについては住民基

公益性が高いと認められ

団体は︑防災目的などの

町内会などの公共的

推進してはどうか︒

ポイントや有効な指導場
効果的な手法について検

長と一体となった地域の

将来的には農業の成

分に至らなかった点は反

市として︑確認が十

吉本慎太郎

議員

のことを想定していく︒

いては南加賀全体の人達

土地利用の仕方につ

度までの投資額について

の事業着手から平成 年

ところである︒昭和 年

る引堤工事を進めている

﹁伝統﹂
と
﹁未来﹂
の真ん中に
﹁日常﹂
を

そして︑今時点に生活し

うなものを残せるのか︑

未来に対してどういうふ

れたのか︒

日の大雨に持ちこたえら

だからこそ︑7月

ている人たちはもとより︑ は︑約650億円である︒

次世代の人たちに対する

という場所だと思ってい

どういった役割があるか

大橋については︑引堤前

された小松新橋から白江

引堤工事により拡幅

2キロメート

から上流 ・

間である河口

の直轄工事区

ルのうち︑国

キロメート

たいと考えている︒

進を強く働きかけていき

梯川の河川改修の整備促

ため︑引き続き国に対し︑

費用を要する事業である

に長期間を要し︑多額の

治水事業は完成まで

たゆまぬ公共投資を︒

世に伝えていくために︑

先人の先見の明を後

ことである︒

防ぐことができたという

た︒超水︑破堤を未然に

センチ下げることが出来

と比べて河川水位を約

る︒
ならば尚の事︑その

面の設定を各学校に向け

真ん中にある︑旧大和小

◆﹁百年に一度の水
害﹂に備えてきた梯川
河川改修事業

◆こまつ曳山交流館み
よっさを核として︑
﹁伝統﹂をテーマに整
備を進めている駅西地
区︒対して︑﹁未来﹂
をテーマに︑サイエン
スヒルズこまつ等の整
備を進める駅東地区︒
﹁伝統﹂と﹁未来﹂が
東西を彩る︑画期的な
まちづくりが︑今︑完
成しつつあります︒
下牧町の町内会区域

◆町内会変更について

松店の跡地活用には︑市

国直轄公共事業とし

討していきたい︒

変更の手続きにおいて︑

民の﹁日常生活﹂に直結

活性化と生産者所得の向

省しており︑今後︑チェ

米のブランド化や6
次産業化の目指すところ

市の対応︑事務処理は正

ての今までの工事概要と

て発信していきたい︒

◆いよっ小松を日本中
へ！そして世界へ！
は︒

した施設づくりが必要な

めに︑地元の運送業者や

上︑後継者育成

ック体制を一層強化する

日本中へＰＲするた

しいものであったか︒

概ねの投資額は︒

バス会社の車両にＰＲス

と︑女性やシニ

とともに︑当該町内会の

24 46

29

70

ルについて順

42

全体延長

のではないか︒

テッカーを貼らせていた

ア世代の人材活

代表と誠意を持って御相
談をさせていただきなが
ら︑誤り箇所の変更手続
を進めていきたい︒

東西を彩る「伝統」と「未来」

次川幅を広げ

12

用を目指す︒

福井県の認知度向上とイメージ
アップを図るために制作された
『福井県地図デザイン』

◆災害時にお
ける個人情報
保護法の壁に

11

問
質

質問／台湾交流促進事業

橋本

米子

議員

議員派遣

台湾交流促進事業

災組織の皆様と連携し︑

︵日︶から

るものが多いため︑今後︑ 地域福祉推進員︑自主防
個々の制度について注視
安否確認や避難誘導方法

意見交換を行い︑地域防

日

29

月２日︵水︶にかけて︑彰化市をはじめ台湾各地を訪問し

台湾彰化市よりの﹁南瑤宮﹂のお祭りへの招聘を受け︑ ９月

していきたいと考えてい

ました︒

会を実施し︑今後の防災

避難所では扇風機も

災力の向上に生かしてい

テレビの配置などについ

10

今夏の猛暑と豪雨被害対策について
◆8月から実施された
生活保護基準の引き下
げについて
などについて調整を図っ
政府の社会保障改革

さらに進む高齢化と

マニュアルに生かすべき

は︑電話での聞き取りや
アンケート調査は既に行

2︐750円で約1・9％

無く今後の対応について

きたい︒

っているが︑今後さらに

の 減 ︑母 子 世 帯では︑1
問う︒

保護費削減は学校教

ては︑学校施設の有効活

空調などの環境面や

育に関わる就学援助受給

用を図りながら対応して

の減となっている︒

基準や市民税︑介護保険

いきたい︒
要援護者の避難対策

にも影響が出ます︒見直
しに伴う影響について問

が今後重要になると思う︒
災害時要援護者リス

う︒
平成 年度以降の税

トを活用し︑民生委員や

豪雨で21町内会に避難指示が出された

航空本社を訪問し︑意見交換を行いました︒

併せて︑交流協会台北事務所や台湾観光協会︑亜東関係協会︑エバー

りへの参加を通して︑相互の理解と交流を更に深めることが出来ました︒

彰化市では︑彰化市議会議長︑彰化市長︑経済界関係者との懇談や祭

る︒
の﹁プログラム法案﹂につ

今回削られる生活扶
助費は食費︑衣服︑光熱
いて市長の考え方を問う︒ 受けた町内毎に意見交換

ていきたい︒

費と日常生活費です︒ま
ものです︒411名の生
いう現実を見ながら︑国

避難勧告及び指示を

さに生存権を危うくする
活保護費の削減状況につ
と思う︒

を受けた 町内について

避難勧告︑避難指示

民全体でどのように分か
とだと思う︒

ち合っていくかというこ

いて問う︒
標準モデル世帯とし
て︑一月あたり︑ 歳の高

◆今夏の猛暑と豪雨被

26

万3︐720円で5・6％

減︑高齢者２人世帯では︑ 害対策について

830円で 約 1・8％の

齢 者 単 身 世 帯では︑1︐

70

制改正を踏まえて対応す

26
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