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「もっす」通信をご覧いただいている皆様、２０１７年もどうぞよろし

くお願いいたします。 

お陰様で、この「もっす」通信も２０号を達成させていただきました。

今後も皆様方に私の活動の一旦をお知らせさせていただきます。 

「もっす」通信をご覧頂いている皆様、市政に対する要望・意見等

がございましたらお気軽にお寄せください。 

１２月定例会での一般質問登壇状況

 
 １２月定例会は昨年の１２月５日～１２月２２日までの１８日間の会

期で行われ、私は１２月１２日午後最後の登壇者として、一般質問を

行いました。 

議案については、平成２８年度一般会計補正予算（５号）、追加議

案の平成２８年度一般会計補正予算（６号）をはじめとした各種会計

補正関係７件、各種条例の一部改正条例１６件、湯沢地域交流活性

化センターの管理を行う指定管理者の指定などの公共施設の指定

管理者の指定１４件など、全ての議案が可決されました。 

一般会計の主な補正内容は、国の二次補正を受けての増額補

正、社会資本整備交付金の内示による減額調整、盛岡市へのふる

さと納税に係わっての各種基金のへの積み立て、「大ケ生地区・渋

民地区」への地域おこし協力隊活用事業による「地域おこし協力隊」

の募集を行うための事業費１８９万円の補正でありました。 

 

 

 

この議会活動報

告の作成に関す

る経費は、政務

活動費を充当し

ております。 

「行政視察レポート」

昨年１１月７日～９

日、会派の行政視察

で神戸市の神戸医

療産業都市・スーパ

ーコンピュター「京」、

滋賀県近江八幡市

のボーダレス・アート

ミュージアム NO―

MA でのアールブリ

ュットの展示、大阪

府池田市の地域分

権制度等の視察内

容ついて簡単にこの

紙面にて報告させて

いただきます。 

 

 

 

 



市政運営、農業政策、社会保障など一括質問。 

  
「神戸医療産業都市」は、

阪神・淡路大震災の復興

プロジェクトの一つとして

スタートしました。産学連

携のもと、ポートアイラン

ド第２期を中心に高度医

療の研究・開発拠点に整

備し、医療関連産業を集

積し、日本初のクラスター

を形成すること。震災での

経済損失における雇用の

確保と神戸経済の活性

化。命の尊さにおける先

端医療技術の提供による

市民福祉の向上。世界か

らの支援としてのアジア

諸国の医療水準の向上

による国際貢献を目的と

した医療産業都市構想 

医療イノベーションを創出

メディカルクラスター、バ

イオ・クラスター、シミュレ

ーションクラスターの３つ

の立地場所。昨年１０月

現在３２７社・団体が活動

している。雇用者数は昨

年６月現在８,１００人、２０

１５年の波及効果を含む

市内の経済効果１ ,６１５

億円、税収効果５６億円。 

 

希望郷いわて国体からの今後の取組みは 
   

来年度予算編成と今年度の市税収入見込みは 
   

   

 

質問 平成 29 年度の予算編成をどのような方針に基づいて編成作業を行

っているのか。 昨年、平成 28 年度から平成 32 年度までの中期財政見

通しが示され、この中で市税については、横ばいの市税収入を見込んでお

ったが、現段階での収入見込みをどのように捉えているか。 

市長答弁 29 年度の予算編成をどのような方針に基づいて編成作業を行

っているかについてでありますが、10 月末時点で試算した 29 年度の収支

見通しでは、数億円規模の歳入不足が見込まれることを踏まえ、国や県の

動向を初め、市を取り巻く状況を十分に認識し、限られた財源を最大限有

効に活用しながら、市民生活に必要なサービス水準を保ちつつ、戦略プロ

ジェクト事業への予算配分を重点化することとしております。 

財政部長答弁 現段階での平成 28 年度市税収入の見込みについてであ

りますが、現年度分で申しますと個人市民税では当初課税と比べて納税義

務者数が 1,400 人ほど増加しておりますことから、当初予算額に対して３億

3,200 万円増加する 159 億 1,400 万円ほどと見込んでおります。 法人市

民税では、当初税制改正による影響による減少分などを考慮し、対前年度

比で 7.5％の減少としておりましたが、景気の緩やかな回復基調から、当初

予算額に対して２億 1,400 万円増加する 47 億 3,100 万円ほどと見込んで

おります。 固定資産税では、収納率が好調なことから、当初予算額に対し

て３億円増加する 164 億 7,000 万円ほどと見込んでおります。 軽自動車

税等その他の市税につきましては、ほぼ当初予算額どおりと見込んでいる

ところであります。 

質問 国体開催を契機とした、今後の市のスポーツ推進施策や広域的見地

での取組みについての考えは。 

市長答弁 取り組みとして、合宿誘致をはじめとする交流人口の拡大、プロ

スポーツとの連携や整備した施設の有効活用を図る地域スポーツの推進、

TOKYO2020 に向けた地元オリンピアンの排出を目指す「エイト・オリンピア

ンズ・プロジェクト」等の取組みを進めるため、３月の（仮称）盛岡広域スポー

ツコミッション設立に向けての準備を進めております。また、一般のスポーツ

愛好者やボランティアの活動を促進する「スポーツ・パル」制度の拡充にさら

に力を入れてまいります。なお、カナダを相手国とするホストタウンに本市が

岩手県で第一号となる認定を受けたことから、今後は、カナダを相手国とし

て、事前キャンプ誘致の実現や各種交流事業に取り組んでまいります。 

 



盛岡市としての農業施策は 

 
滋賀県の近江八幡市の

古い民家を改修。障がい

の有無によらず、人が持

つ「表現をすることの普遍

的な力」を感じていただく

ことを目指す。ボーダレ

ス・アートミュージアム NO

―MA は、博物館相当施

設の承認を得ています。

日本のアール・ブリュット

の魅力発信拠点として、

国内外の団体と連携をし

ている。アール・ブリュット

の直訳は「生の芸術」、既

存の文化や流行などに影

響されずに自身の内側か

ら湧き上がる衝動のまま

に表現した作品を指す言

葉。障がい者芸術と同義

ではないが、日本では社

会福祉法人によるアー

ル・ブリュットの調査、発

信が先行したため知的障

がい、精神障がいのある

作者が多い。 

上部の写真は、ボーダレ

ス・アートの展覧会「楽園

の夢」のパンフレット。 

平成１６年度から平成２５

年度において NO-MA が

都道県別作者数を調査を

行った結果、岩手県は滋

賀県の９８名に次いで多

い２２名でした。２０１０年

から２０１１年にパリ市立

アル・サン・ピエール美術

館でのアール・ブリュット・

ジャポネ展には岩手県か

らの出展者９人もおられ

たことを皆様もご存知でし

たか？ 

   

農業・林業プランの策定と PDCAでの進行管理 
   

質問 この間の市政運営において、私は農林業に対して市長の思い入れが

少ないように感じております。盛岡市の基幹産業である農林業に対して、市

独自の施策や谷藤市長のかじ取りでの新たな施策が感じられない気がして

おります、市長の農林業施策についての所見は。  

市長答弁 農林業施策の所見についてでありますが、農林業は本市におけ

る重要な基幹産業の一つであると考えておりますが、現状は高齢化の進展

に伴い、担い手不足や耕作放棄地の拡大などにより生産基盤が脆弱化して

いるとともに、農業所得が低下している状況にあり、農業、農村の持続性の

確保が懸念されており、産業としての農業の衰退が危惧されております。 

この状況下において、農業施策は各地域において農業の未来の設計図で

ある地域農業マスタープランを農業者の皆様方とともに作成し、何をおいて

も持続可能な農業経営を目指し、担い手の育成と耕作放棄地の解消のた

め、農地中間管理事業を活用した中心的経営体への農地集積等を鋭意推

進しているところであります。 また、盛岡ならではの農畜産物の販路拡大と

ファンの獲得を図るとともに、農業者の経営体質の強化に資するため、盛岡

の食材プロモーション事業の一環として、希望郷いわて国体・いわて大会で

のお振る舞いや歓迎レセプションにおいて、私も出席し、本市の特色ある食

材の魅力を強く発信し、全国から訪れた選手や役員など、多くの方々から好

評を博したところであります。 このほか、ふるさと納税の返礼品として盛岡

の誇るべきすぐれた農畜産物が上位に選ばれているところであります。 

質問 総盛岡市総合計画や平成 28 年度農林業の概要の中にも、「地産

地消 未来につなごう 盛岡の農林業」を合い言葉に農林業者の経営力

向上や後継者の育成などに取り組むとされております。やはり盛岡市の重

点戦略の一つとして、盛岡の農業・林業プランを策定し、ＰＤＣＡサイクルに

よる進行管理を行いながら、より効果的な施策や事業展開を図るべきだと

思うが見解は。 

農林部長答弁 より効果的な施策や事業展開を図るべきではないかにつ

いてでありますが、市におきましては総合計画の施策である農林業の振興

において、成果指標を設定し、事業の進捗状況などを把握しながら、事務

事業を評価、検証しているところであります。 このほか、地域農業マスタ

ープランに数値目標を設定し、実績評価を行うとともに、盛岡市林業振興

審議会において、主要な林業施策について指標を設定し、実績評価を行っ

ているところでありますが、これら評価結果や検証を踏まえ、より効果的、

効率的な施策を追求することとしておりますが、今後ともＰＤＣＡサイクルを

徹底した効果的な事業の進行管理に努めてまいる考えであります。 



 
池田市の「地域分権制

度」キーワードは、「自分

たちのまちは自分たちで

つくろう」２００７年からスタ

ートし現在で１０年目を迎

える。個人市民税の１％

の予算の使い道を市民に

委ねる制度で、市民によ

って構成される「地域コミ

ュニティ推進協議会」が地

域のためになるよう予算

の使い道について市へ提

案する。この予算提案権

は、地域の課題を解決す

るための事業を提案する

権利で、提案額は、各地

域ごとの人口や面積を考

慮して上限（概ね６００～

８００万円程度）を設定し

ている。 

どんな事業が行われてい

るかというと①安全・安心

②福祉③環境④広報⑤コ

ミュニティ振興の５分野。

ちなみに地域コミュニティ

推進協議会には、市議会

議員は入っていない。そ

れは予算に関する事前審

査にあたる可能性がある

からだと・・・・・。 

豆情報 

盛岡市への昨年１２月３１

日現在でのふるさと納税

については、２,３２１件で

１億１１７万円となってい

ます。やはり返礼品のお

かげ？ 

 

老齢基礎年金受給生活者の状況について 
   

生活保護受給要件について 
質問 生活保護の申請の際は、車や田畑といった資産を保有していると生活

保護を受けられないというイメージがあります。市街化調整区域の中には、

少ない田畑を持ち、年金額が少なく、著しく生活困窮している世帯もありま

す。また、農業地域では生活保護を受給することを恥ずかしいと思う風潮が

あるのではと考えられ、こうした地域でも、国民の権利として生活保護を受給

できる雰囲気を行政としてもつくっていく必要があると思いますが、実際の運

用はどのようになっているのか。 

保健福祉部長答弁 自動車や田畑の資産の取り扱いについて、自動車につ

いては国からの通知により生活用品としての保有は認めておりませんが、保

有を認める条件としては事業用として使用する場合、障がい者が通勤、通院

等に使用する場合、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住してい

るか、勤務している者が通勤用として使用する場合があります。自動車の処

分価値が小さく、維持費を捻出できること等が要件となります。また、保護開

始時に自動車を保有しており、失業や傷病により就労を中断している場合

は、おおむね６カ月以内に就労によって保護から自立することが確実に見込

まれる者については、処分指導を保留することとしております。 田畑につき

ましては、おおよそ地域の農家の平均耕作面積以内であり、農地が実際に

耕作されているのであれば、保有が認められております。 

 

質問 高齢者の約６割が年金生活者であり、その中でも 65 歳以上の老齢

基礎年金受給者については最高でも月額６万 5,000 円余り、生活保護基

準を下回っている状況で、低い年金額の高齢者が生活保護受給者となる傾

向にあるのでは、 老齢基礎年金が主たる収入の高齢者であっても、国保

税や介護保険料の負担、病院に通院する方も多く、生活保護の審査におい

てはどのように勘案しているのか、 また、盛岡市として高齢者の生活が苦

しい状況をどのように認識されているか。 

保健福祉部長答弁 65 歳以上の高齢者世帯が保護受給世帯に占める割

合は、26 年度は 41.7％、27 年度は 44.5％、28 年度は 10 月までの平均で

46.0％となっており、年々増加傾向にあります。 次に、生活保護申請者の

国民健康保険税や介護保険料、医療費等の取り扱いは、生活保護は国が

定める最低生活費と世帯の収入を比較して保護の要否を決定しており、国

民健康保険税、介護保険料は年金収入から控除し、医療費については実

際に要する医療費を最低生活費に計上することとしております。 次に、老

齢基礎年金は最大でも６万 5,008 円の支給額であり、これだけでは国が定

める最低生活費の基準を満たすことはできず、援助や預貯金等の蓄えのあ

る方以外は生活保護受給の要件を満たすものと認識しております。 


