土 岐 市 議 会 だ よ り

さないよう手がけています。
一部適用で管理者を置く必要がな

経営者は市長か病院長か。

病院長の立場は。

いので市長が最高責任者です。
医療法上は開設者となります。
病院の経営責任者は市長ですか。
そういうご理解でよろしいです。
新公立病院改革プラン策定委員会
があるのか。

の決定事項はどのような権限と効力

企業債の残高は。

くための委員会であり、権限は無い

医業収益に対し材料費の比率が大

医師確保が最重要課題です。

瑞浪市を含めた医療体制の確保のた

との方向性も示されています、将来

県の地域医療構想では広域で医療を

総合病院は破綻してしまいます。

ても赤字の状況で、このまま行けば

すが、現状は毎年 億の繰入れをし

について様々な答弁をされてみえま

市長は今までの議会で病院の改善

が責任を持って決めます。

（市長）幅広く皆さんの意見を聞
が最大限尊重します。最終決定は私

億６７７３万７４０６円です。                            

億２４９３万９９３５円です。

そのうち市が負担すべき金額は。

月末時は３億３千万の損失で１

平成 年度決算状況は。
月末時にはそれから１億円前後の改
善を見込んでおります。
平成 年度予算が提案されていま

きいので考えていただきたい。医師

今後 年間の患者数の推移は。

独ではなく近接の市町と話し合いを

（市長）改革プランに向けて市単

時だと思いますがどうでしょうか。

数の状況、医師確保の見込みは。
４月からの医師数は常勤 名で今
は増える確証はありません。

し、皆さんの意見を聞きながら具体
●今年度からでも身を切る思いで病

的なアクションを起こしていきたい。

新改革プラン策定時に患者数の見

院改革を進め、総合病院を存続させ

込みを示します。
経年劣化による痛みはありますが

空調・建物の傷み等の状況は。

ていただくことをお願いたします。

とき、職員の動員などにも大変困難

さを伴う場合も想定されますが、状

況に応じて臨機応変・機動的に対応

災害時の広域対応に対する岐阜県

していきたいと考えております。

との連絡網の確保は、整備されてい

地震発生時において、勤務時間外

◆南海トラフ地震が発生した場
合、土岐市全域で最大震度６弱が
予想されている。市の地震対応に
ついて。

た地上系で衛星系と移動系で３系統

阜情報スーパーハイウェイを使用し

す。新防災情報通信システムは、岐

新システムへの更新を予定していま

ますか。

及び休日の際における災害対策本部

年を経過して老朽化し、近

市内で震度４以上の地震が観測され

メール配信システムを利用している。

所である学校等の施設の開放は、迅

市対策本部の決定後、広域避難場

ども素早く確認ができる。日常訓練

アルタイムで把握でき、
参集可能性な

集できた福祉班を中心として、一時

合も想定されます。状況に応じて参

班のすべての職員が参集できない場

災害発生時におきましては、福祉

速に行われるのか。

についても、
メールを定期的に送信し

的には市民部の職員が中心になって

対応をしていくということになって

て参集していただきたいと考えてお

は、可能な限りいろんな手段を講じ

定をしており、道路の損壊等の際に

があり、参集時の移動手段なども規

治会にも複数配布をしている。

避難場所等の施設管理者のほか、自

うに、防災倉庫が設置してある広域

状況に合わせて迅速に開放できるよ

総務課と消防署で所有し、地域の

市所有の防災倉庫の鍵について。

おります。

ります。仮に大きな災害が発生した

土岐市災害時職員行動マニュアル

部の体制における要員確保について。

参集人数についての予測と対策本

て受信の可否を確認しています。

職員の召集を促すとともに、
応答をリ

た場合に自動でメールが送られ、
関係

報伝達が強固になると考えている。

となり、災害発生時の連絡体制、情

年通信技術が進歩していることから

働から

現在使用しているシステムが、稼

参集等の市職員の緊急連絡体制及び

小関 和彦
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地震発生等を職員に伝えるために

日常訓練について。
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◆総合病院について
病院の事業欠損金残高は。
億４４７６万８５０４円です。
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めに今市長は出来る改革を決断する

すが収益向上のための対策は。

10

27

28

10

その都度修理を行い運営に支障を来
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◆下石小学校区内に設立を検討中
のこども園について
幼稚園部、保育園部を合わせた最
大収容人数の想定は。

新こども園の料金体系は。
幼稚園部利用者は幼稚園利用者負
担額、保育園部の利用者は年齢及び
利用時間に応じた保育園の利用者負
担額を適用します。年度途中の区分
変更は、変更のあった翌月から新区
分の利用者負担額になります。また、
土岐市として今後第３子の無償化も
補助金についてのメリット・デメ

実施予定です。

下石幼稚園の３園に通う園児数は２

額が減りデメリットとなります。し

児の定員の割合となるため補助対象

こども園を設立する場合は３歳以上

既 存 の 幼 稚 園 部 の 建 替 え と 比 べ、

リットについて。

０８名で、新たに整備するこども園

かし、認定こども園の運営や施設維

低でも約１９００㎡が必要となる想

した結果、平屋建てにした場合に最

各年齢及び園児数に合わせて算出

車がメインになると考えております。

ることで今後の登降園の手段は自動

西部支所跡地にこども園を建設す

県道 号線の交通渋滞について。

決め、地域への影響がないような対
園舎以外の道路の拡張、整備等に

応、設計を行う想定です。

周辺環境の整備については今後の

かかる費用の想定は。
検討課題としております。

護の限界点を上げるような施策の展

開に取り組むことが非常に重要であ

ると認識している。

在宅医療・介護連携の推進事業の

取り組みは。

現在、医療・介護連携推進委員会

を既に立ち上げ本市の場合土岐医師

団塊世代の皆さんが２０２５年に

会議、或いは事業などを進めている。

ておりこの医師会で関係者と協議し

会が本市、瑞浪市で一医師会になっ

後期高齢者に達するが、本市の推計

昨年講演会を実施したり歯科医師会

◆２０２５年問題について

高齢者人口を推計されているのか。

との連携の中で市民向け講座を本市

歳から

歳以上の後期高齢者が１

０ ４ ８ １ 人 で、 合 計 １ ７ ４ ７ ７ 人。

腔ケアの大切さという講演会を実施。

いて。

必要でこの医療と介護の現場、行政

めに医療と介護のネットワーク化が

療・在宅介護を大幅に充実させるた

る地域完結型の医療となる。在宅医

のための医療、地域全体で治し支え

者の住み慣れた自宅や地域での生活

医療はかつての病院完結型から患

気な高齢者を増やすと言った事業を

要介護・要支援を必要としない元

役割を担って頂きたいと考えている。

れぞれの地域で予防教室の中心的な

お手伝いに従事して頂き将来的にそ

支援センターが主催する予防教室の

会を迎えるにあたり当面は地域包括

いうスローガンで実施。超高齢化社

地域に介護予防の輪を広げようと

の連携をマネージする人材が必要で

ういう希望をされる高齢者も非常に

或いは住み慣れた地域で暮らす、そ

介護状態になっても出来る限り自宅

ご指摘の医療介護一括法により要

としても応援を考えている。

活動の立ち上がりを期待し幅広く市

室やサロンなど住民の自主的な運営

もっと身近な地域の集会所で運動教

市内８カ所の会場で開催し将来的に

今年度から「はつらつ元気塾」を

積極的に考えているのか。

多くみえるのでそれに向けて在宅介

されているのか。

あるが、本市はこの様な人材を確保

る。

高齢化率は ・９％という推計であ

介護予防サポーター養成講座につ

で２回、瑞浪市で１回開催したり口

歳の前期高齢者が６９
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本市の人口推計に占めるこの人数の

９６人、
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現 在 の 下 石 保 育 園、 山 神 保 育 園、

は、３歳以上児は横ばいと想定し最

定です。現在の候補地は７３００㎡

７時半から８時半頃に２５０台程の

なメリットがあると考えています。

持費等を長期的に考えた場合、大き

大２５０名と想定しております。
新こども園に必要と想定している

程度あり駐車場を含めても余裕のあ

敷地面積は。

る園舎にて対応出来る想定です。

車両の増加を見込み、園のルールを

新こども園に必要な職員は何名の
２ ５ ０ 名 の 園 児 に 対 し、保 育 教 諭

想定ですか。
数は 名程度が必要と考えておりま
児に対応するため加配置する想定の
ため引き続き教諭の確保に努めます。
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す。また、延長保育や支援の必要な園
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土 岐 市 議 会 だ よ り

伺います。
現在、公共施設等の総合管理計画
を検討中で、将来にわたって施設を
維持するための財源確保というのは
大 き な 課 題 で あ る と 認 識 し て い る。
メリット・デメリットを検証する中

募集しました。当初の応募数が１万

人ありました。セット数としては

４万４９６１セットの応募がありま

した。その中で抽選をして当選者を

決定しました。当選者の中でも商品

券にかえられない方が若干ありまし

た。最終結果として、８８７２人の

た。その余った分は再募集をしまし
プレミアム商品券について。

方が４万セットをお買い上げいただ

で今後検討して行く。

プレミアム商品券発行事業につい

年に２件、平成

ーミット制度の相違について、市は

26

それに準じてアンケートを実施しま

国からアンケートの指針が示され、

緊急支援のための交付金という、こ

２％でした。性別では、男性が

した。その結果ですが回収率は

・

のうちの地域消費喚起生活新型交付

％ と し て、

は

が

％、

歳以上が ・６％、

・

歳代が ・８％で、あと
月の議会による補正予算によって

セットのフルセットを買われた方が

の購入単位では、購入限度となる５

代と続きました。商品券

年度に実施をしたものです。実施状

代、

歳代

３％、女性が ・７％でした。年齢

地域の消費を喚起し、地域経済の活

構成は

性化に資することを目的に、 年３

なわちプレミアム分を

千万円の商品券を４億円で発行、す

金を活用した事業です。総額４億８

して新設しました地域住民生活喚起

いたという状況です。

ネーミングライツについて市はど

平成

どのように認識されているのか伺い

障がい者用駐車場とパーキングパ

の苦情があった。

年に６件

ては、国が平成 年度の補正予算と

す。
公共施設等の名称を命名する権利
を企業等に販売して収入を得るとい
つの手段であると思っている。また、

がいをお持ちの方が同乗されている

28 17

50

うことで、新たな税外収入確保の１
企業のＰＲ、社会貢献に対するアピ
ます。

障がい者用駐車場は、障がいをお

ールというような効果もあると思っ
ています。
年 よ り 体 育 館、

車両について優先的に駐車ができる

持ちの方が運転をされる車両とか障

文化会館、歩道橋、複合学習施設で

区画。パーキングパーミット制度は、

多治見市で平成

近隣市での取り組みを伺います。

行ってみえ、契約期間は３年間、命

自治体と施設が協定を結び、内部障

を推進するお考えを伺います。

パーキングパーミット制度の導入

する制度です。

し、障がい者用駐車場を利用可能に

んからの申請によって利用証を発行

がい、体の障がい、高齢者や妊婦さ

名権料は１施設 万円から２００万
円です。

費用対効果をどのように考えてみ
命名権に対する料金ということで、

えるか伺います。
費 用 対 効 果 は 高 い と 思 う。 し か し、

現在、県で優先駐車場整備のガイ
ドラインの策定作業と公共的駐車場

16 44

員会を作って実行をしました。市の

なる土岐市プレミアム商品券事業委

を始め、市内の各種事業者団体から

を事務局とし、土岐市商店街連合会

況では、事業主体は土岐商工会議所

などが ・８％、以下、衣料店、レ

どその他の店舗が ・４％、飲食店

した店舗では、食品スーパー 総
･合
スーパーが ％、ドラッグストアな

・９％でした。次に商品券を利用

して交付しまして、委員会のアドバ

部分８千万円及び事務費を補助金と

に対しまして、商品券のプレミアム

かかわりとしては、その事業委員会

で買った方が ％いました。一定の

い物をしないが、商品券がきっかけ

費が喚起されたか」では、普段は買

大の目的である「商品券によって消

ジャー、宿泊施設となりました。最

販売状況は４万セットという形で

ました。

イザーとして参画をさせていただき

18

76

はないか伺います。

障がい者用駐車場について苦情等
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◆障がい者等に優しい施策につい
て

◆自主財源確保のために
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成果があったと考えています。

11

慣れ親しんだ施設の名前が変更され
るということに対して混乱が起きな
いかという心配がある。

27

26

における取り組みを進めている。
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のような認識をお持ちなのか伺いま
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当市で導入するお考えはあるのか
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