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令和４年

第２回臨時会（５月６日）

━ コロナ禍で疲弊した市内経済のいち早い復活を支援 ━

５月６日に令和４年第 2 回臨時会が開催されました。
坂口市長から専決処分の承認に係るもの１件、予算案２件、その他議案
１件、人事案件４件が提出され、いずれも承認、可決または同意となりました。

補正予算額
令和４年度

５月臨時会補正額

補正後の予算額

一 般 会計

191億8,000万0千円

1億円

192億8,000万0千円

特別会計

85億4,799万7千円

0円

85億4,799万7千円

企業会計

91億2,632万3千円

5,825万9千円

91億8,458万2千円

368億5,432万0千円

1億5,825万9千円

370億1,257万9千円

合

計

専決処分（１件）
議案第47号

議

案

一

覧

専決処分の承認を求めることについて
（輪島市税条例の一部改正について）
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴うもの

条例（２件）
議案第48号
議案第49号

令和４年度輪島市一般会計補正予算(第１号)
歳入：国からの交付金の増額等
歳出：民生費、農林水産業費、商工費
令和４年度輪島市病院事業会計補正予算(第１号)
医療事故の損害賠償に係る費用を計上

その他（１件）
議案第50号

損害賠償の額の決定について
市立輪島病院において発生した医療事故に係る
損害賠償の額を決定するもの

人事関係（４件）
議案第51号
議案第52号
議案第53号
議案第54号

副市長選任につき同意を求めることについて
中山 由紀夫 氏の選任に同意
固定資産評価員選任につき同意を求めることについて
中山 由紀夫 氏の選任に同意
教育委員会教育長任命につき同意を求めることについて
小川 正 氏の任命に同意
教育委員会委員任命につき同意を求めることについて
松山 忍 氏の任命に同意

中山副市長(左)と小川教育長(右)

２

恵 議員

会派 自民わじま

西
自由民主党

市長 輪島病院といたしまして︑

同じ医療事故を二度と繰り返さ
ないために︑再発防止策を作成
いたしました︒
一人しかいない産婦人科医が
不在であっても院長等が緊急時
や困難事例における妊婦の搬送
依頼が実施できるよう基準を改
定しました︒
また︑産婦人科医が緊急時に
いつでも相談できる別の病院の
あると感じたお産に関して︑徹

医師の確保と︑少しでも問題が

西 補正予算案に対する市長の

底した情報共有と意見交換に努

一般会計補正予算について
思いをお聞かせ下さい︒

めることとしました︒
策の運用を開始しています︒

なお︑既にこれらの再発防止

市長 コロナ禍の影響により︑

疲弊する本市の基幹産業である
観光や漆器などの地場産業につ
いて一刻も早く再生に向けた取

●議会日誌●

︽４月︾
日・北信越市議会議長会評議員会・定期総会
日・議会運営委員会・全員協議会

︽５月︾
６日・本会議・予算決算委員会
日・輪島市穴水町環境衛生施設組合議会議員協議会
日・防衛省全国情報施設協議会役員会
日・議会運営委員会・全員協議会
日・全国伝統工芸品振興市議会協議会定期総会
日・輪島市穴水町環境衛生施設組合議会臨時会
日・全国温泉所在都市議会議長協議会総会
日・全国市議会議長会定期総会
日・石川県市議会議長会中央要望
・市議会議員共済会代議員会
日・全国民間空港所在都市議会協議会定期総会
日・のと里山空港利用促進議員連盟総会

29 28 27 24 23 21 15 14 10

り組みが必要であると判断し︑
補正予算を編成しました︒
西 市立輪島病院において発生

した産婦人科の医療事故につい
て︒再発防止策をお示し下さい︒

27 21

26 25 24 20 17 16 13 11

30 27

︽６月︾
２日・奥能登市町議会議長連絡協議会定期総会
３日・のと里山海道整備促進期成同盟会総会
７日・全員協議会・議会運営委員会
９日・のと里山空港利用促進輪島市協議会総会
日・のと里山空港利用促進協議会総会
日・本会議・全員協議会・観光対策特別委員会
日・議会運営委員会
日・本会議
日・総務文教委員会・産業厚生委員会
日・予算決算委員会
日・予算決算委員会
日・のと里山空港利用促進同盟会総会
日・議会運営委員会
・全員協議会
・本会議

３

令和４年第２回臨時会
疑
質

本ページは、質問者本人の原稿を尊重して掲載しています。

令和４年

第２回定例会（６月14日〜６月29日）

━ 新規事業、
政策的経費を中心とした”肉付け予算”を可決 ━

６月14日から29日にかけて令和４年第２回定例会が開催されました。
坂口市長から、専決処分の承認に係るもの１件、予算案２件、条例案５件、
その他議案１件、人事案件１件が提出され、いずれも承認、可決または異議な
しと答申することになりました。
一般質問で登壇した各議員

西議員

代表質問で登壇した椿原議員

坂本議員

下議員

補正前の予算額

一二三議員

門前議員

鐙議員

６月定例会補正額

補正後の予算額

一 般 会計

192億8,000万0千円

9億2,863万2千円

202億 863万2千円

特別会計

85億4,799万7千円

0円

85億4,799万7千円

企業会計

91億8,458万2千円

4,100万0千円

92億2,558万2千円

370億1,257万9千円

9億6,963万2千円

379億8,221万1千円

合

計

市議会を傍聴してみませんか。
議場をバリアフリー改修しました。
本会議の日程は輪島市議会のホームページ、
Facebookで御確認ください。

４

会派 自民わじま

椿原 正洋 議員
自由民主党

市政運営について
椿原 公約実現に向けて基本姿
勢等をお示しください︒
市長 輪島の明るい未来を創る
ため︑任期の四年間で︑その道
筋をつけたい︒
とりわけ︑人口減少を食い止
めるため移住定住の促進に取り
組み︑さらに︑本市の恵まれた

地域資源に磨きをかけ︑国内外
に﹁観光都市・工芸都市﹂を実
現し︑発信してまいります︒

椿原 組織及び補正予算に︑ど
の様に反映されているのか︑伺
います︒
市長 デジタル化推進室を新設
し︑デジタル技術の活用を図り︑
漆器産業振興室を漆器振興戦略
室に改編し︑地域の豊富な食材
と輪島塗を活かした﹁美食と
器﹂による振興を強力に推進し︑
交流人口の増加を目指します︒
主たる予算は︑輪島に活力を
取り戻すために︑漁業者の漁船
の燃料費の一部助成や漆器の市
場動向調査や専門家を招聘した
デザイン勉強会などの事業を行
いますし︑中学校の学校給食費
の無償化を二学期から始めます︒

輪島塗について

椿原 百年後の国宝とも言うべ
き﹁地球儀﹂が五年の歳月をか
け︑輪島塗技術保存会の皆様が
力を結集し︑見事に完成されま
した︒
この地球儀を国内外に広く発
信し︑交流人口拡大を図るべき
であると思いますが︑考えをお
示しください︒
市長 現在︑輪島漆芸美術館の
特別展示室で展示し︑来場者の
注目を集めておりますので︑今
後は旅行商品の商談会や全国の
美術大学等への情報発信等を検
討してまいります︒

教育について

椿原 新教育長の教育方針を伺
います︒
教育長 激動の社会を生き抜く
ための確かな学力と様々な資質
の基礎となる力を獲得・成長さ
せるための教育環境整備に努め
ます︒
また︑﹁共に前へ︑創造と挑
戦﹂を掲げ︑自らは何処までも
誠実に︑あえて火中の栗を拾う
姿勢を課してまいります︒

他の質問項目

・補正予算について

・ウクライナからの避難者支援
について
・輪島病院について
・高校魅力化プロジェクトにつ
いて
・新型コロナウイルス感染症に
ついて
・ヤングケアラーについて

・観光交流人口の拡大について
・大 本 山 總 持 寺 開 創 ７ ０ ０ 年
延｢年之章 に｣ついて

本ページは、質問者本人の原稿を尊重して掲載しています。

５

令和４年第２回定例会
代表質問

令和４年第２回定例会
一般質問

恵 議員

会派 自民わじま

西
自由民主党

新築住宅 に 対 す る 助 成 に
ついて
西 耐震工事に多額の費用がか
かり︑やむを得ず新築する場合︑
耐震補助制度と同額の助成が
あっても良いのではないでしょ
うか︒
市長 議員発言の耐震性のない
住宅の建て替えにつきましては︑
住まいの安全確保の観点からも︑
耐震性の無い住宅が解体され︑
新築されることで住宅の耐震性
向上につながるものであり︑今
後新たな制度の制定や既存制度

の改正を検討する際には︑重要
な課題の一つとして位置付けて
いきたいと考えています︒

農林水産業支援について
西 今議会で提案されている漁
業者に対する漁船の燃料費の一
部を助成する議案は︑漁業者に
対する大きな応援になると思い
ます︒
そこで︑農家に対しても今後
の米価の状況を見ながらさらな
る支援を検討してはどうでしょ
うか︒
市長 令和３年産米の価格下落
に対する支援金を５月６日まで
に交付いたしました︒令和４年
産米につきましても︑今後の動
向を注視し︑関係機関と連携を
図りながら状況に応じて支援策
を検討していきたいと考えてい
ます︒

他の質問項目
・移住︑定住政策について
・マイナンバーカードについて
・輪島市男性職員の育児休暇に
ついて

旨を明記するとのことであり︑

その代わりとなるイベントの用

意はありませんが︑花火の中止

の有無にかかわらず︑御陣乗太

鼓や輪島・和太鼓虎之介の実演

を予定いたしており︑本市の伝

統芸能等をお楽しみいただける

また︑事業費の内訳といたし

内容となっております︒

秀仁 議員

会派 自民わじま

一二三

ましては︑御陣乗太鼓及び輪

会場設営費となっております︒

火の打ち上げ料︑音響設備及び

島・和太鼓虎之介の出演料︑花

自由民主党

広域観光連携誘客推進
事業について

につきましては︑募集人数は

市長 今回の広域ツアーの概要

するのか︒

してまいりたいと考えておりま

の魅力向上に資するよう︑展開

見据え︑実績を基に新たな能登

しては︑今後のインバウンドも

今回の広域連携事業につきま

１日当たり８００人︑４日間で

す︒

一二三 どのような取り組みを

３︐２００人を予定いたしてお

り︑宿泊場所は満室などで利用

他の質問項目

・時国家について

できない場合を除き︑市内の宿

泊施設を利用していただくこと

・漁師への燃料補助について

・市政運営について

いて

・消防団員免許取得費補助につ

となっております︒

また︑花火の打ち上げにつき

ましては︑ツアーの募集要件に︑

悪天候などの諸事情により花火

が打ち上げられない場合がある

6

本ページは、質問者本人の原稿を尊重して掲載しています。

ならびに子どもたちの人権を尊

数年前からは︑中学

重した取組みを伺う︒

教育長

生・高校生の中から︑防災士の

漁業緊急経営支援事業
について
鐙

資格を取得する生徒もいること

月定例会の質問では︑対

応しない答弁でしたが︑今回の

善 裕 議員

につきましては︑﹁何ができる

防災に対する子供たちの役割

ことも重要であると捉えており︑

のか﹂を子供たちが自ら考える

無 所 属

ている︒

意識も高まってきていると感じ

から︑防災に対する子供たちの

会派 勇気

下

１リットルあたり 円助成を提
案した理由は︒
燃料費の高騰が長期

化していることから︑漁業者の

産業部長

邦 夫 議員

負担軽減を図り︑出漁機会の増

会派 日本共産党

日本共産党

加を促すため市独自で上乗せ助
成するものです︒

下 移住定住促進のために設置

学習や活動後の振り返り・意見

等の目的を児童生徒と共有し︑

出前講座や防災教室・避難訓練

する専門窓口は︑どんな機関と

人口減少等による過疎
化対策について

・ヤングケアラーについて

他の質問項目

に計上されています︒最初に︑

等を基に検討する︒

子どもたちの人権教育では自

連携しどう進めていくのか︒

市長 役所内ではなく外部での

己肯定感の高まりにつながるよ

・産廃処分場の建設問題につい

設置を検討しており︑移住に関

う取り組んでいる︒

その２点から質問します︒

て
ついて
・行政のデジタル化について

下 防災に対する子どもたちの

子供たちの防災教育と
人権について

有益な情報提供を考える︒

・ＳＤＧｓ未来都市について

した窓口として︑地元経済界や
農林水産業界とも連携しながら︑ 他の質問項目

する各種手続をワンストップ化

・在住外国人への日本語教育に

たことが︑６月補正予算︵案︶

問し︑これまで実現できなかっ

鐙 私が市民の願いをもとに質

鐙

10

12

学校給食費の無償化に
ついて
鐙 小学生の無償化の計画はど

現段階での小学校の

うなっていますか︒
教育部長

給食費無償化につきましては︑
実施方法と財源の確保について
検討を重ねているところであり
ます︒

役割や地域住民との互助・共助︑

本ページは、質問者本人の原稿を尊重して掲載しています。
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令和４年第２回定例会
一般質問

令和４年第２回定例会
一般質問

をいつでもいただける体制を
とっているほか︑年１回の患者
様満足度アンケートを実施して
おり︑いただいたご意見につき
ましては︑病院内で解決できる
ものについては早急に改善を
図ってきております︒
すべきものについては︑提言等

また︑他の行政機関等で解決

徹 議員
を行っています︒今後︑いただ

会派 市民派一馬力

門前
無 所 属

いた御意見の中で通院のご負担
等について公共交通政策に関す
る内容があれば︑速やかに関係

通院患者の負担軽減を
門前 輪島病院に通院している

各課に報告してまいります︒

他の質問項目

患者さんに過度な体力的負担が
かかっている事例があると聞い
ている︒

通院行程に関する調査を行い︑ ・﹁地域交通計画﹂の策定につ
・ケーブルテレビ解約世帯に音

いて

負担があると認められるものに

声告知端末の代替品貸与を

過度な体力的・時間的・経済的
ついては︑これらを軽減する措

輪島病

置が必要であると思うが︑本市
の考えを問う︒
市立輪島病院事務部長

院ではこれまでも院内業務の改
善に活かすため︑御意見箱を１
階と３階に設置し︑ホームペー
ジではＱＲコードによりご意見

会派 市政会

坂本

賢治 議員

無 所 属

中学校の部活動について

坂本 スポーツ庁が公立中学校
の部活動を地域に移行する部活
動改革の提言案をまとめたとい
う報道があった︒市の対応は︒
教育長 現段階で明確な答弁は
できないが︑今後︑国や石川県
の具体的な計画や指導を基に対
応したい︒
坂本 スポーツによる町おこし
をすべきと思うが︒
教育長 まちづくりを進める上
でスポーツは重要な施策の一つ
であり︑まずは幼少期からス
ポーツに触れる環境の整備を図
り︑生涯にわたってスポーツに
触れる体制づくりに努める︒

坂本 市内のスポーツ競技団体
と協議する場が必要と考えます
が︑今後の対応は︒
教育長 今後︑体育協会と連携
を図りながら協議を行いたい︒

移住定住促進事業について

坂本 漆芸研修所卒業生の住環
境が不足しています︒公営住宅
の柔軟な利活用など卒業生に対
する住環境の整備は︒
市長 空き家データベースの賃
貸物件の登録が少なく︑卒業生
の希望に合わず住まいの確保の
支障になっていると認識してい
る︒公営住宅への入居は公平性
の観点から困難である︒
坂本 漆芸に携わりたい方が入
居できる長屋と隣接地に共同工
房を新設してはどうか︒
市長 様々な手法が考えられる
が︑適地や規模︑費用面等の課
題から慎重な検討が必要である︒
漆芸研修所卒業生や移住者への
支援は︑最も重要な施策の一つ
であり︑必要な対策を講じてま
いりたい︒

８

本ページは、質問者本人の原稿を尊重して掲載しています。

専決処分の承認（１件）

議

案

一

覧

（令和３年度輪島市一般会計補正予算
（第11号）
）
議案第55号 専決処分の承認を求めることについて
事業費の確定(地方債等の財源調整によるもの)

予算（２件）
議案第56号 令和４年度輪島市一般会計補正予算(第２号)
主な事業は次ページ｢こんなことが決まりました！｣をご覧下さい
議案第57号 令和４年度輪島市水道事業会計補正予算(第１号)
輪島浄水場更新事業(基本設計等基礎資料作成業務)

条例（５件）
議案第58号 輪島市税条例等の一部改正について
地方税法の一部改正に伴い、関係規定を整備するもの
輪島市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例及び輪島市過疎地域
議案第59号
の持続的発展の支援のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について
半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
等の一部改正に伴い、項ずれを改めるもの
議案第60号 輪島市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の
課税の特例措置の適用期限の延長を行うもの
議案第61号 輪島市障害者地域生活支援事業に関する条例の一部改正について
日常生活用具給付等事業に係る対象者の範囲を拡大することで障害者等の福祉の増進を図
るとともに、デジタル化の進展に伴い、視覚障害者向けの情報・通信支援用具の耐用年数
を見直すもの
議案第62号 輪島市交流サロン条例の一部改正について
指定管理者が不在となっている鳳至上町交流サロン｢いろは蔵｣を、当分の間、市が直接管
理できるよう関係規定を整備するもの

その他（１件）
議案第63号 土地改良事業計画の概要を定めることについて
門前町栃木第２地区及び中田地区において土地改良事業を行うに当たり必要となる土地改
良事業計画の概要を定めるもの

人事関係（１件）
議案第64号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
木越祐馨氏、井上 治氏、梅沢絵里氏の推薦に異議がないことを答申

議会中継、
見てみませんか？
本会議の様子は輪島市ケーブルテレビで生中継しています。
これまでの本会議の映像は YouTube でも見ることができます。
Facebook

９

YouTube

決まりました！
事業費
1,819万円

事業費
2,300万円

学校給食食材費

子育て世帯生活支援特別給付金事業費

子育て世帯の負担軽減のため中学生
の給食費を無償化 (２学期から )

低所得のひとり親世帯等に対し、児
童１人当たり５万円を給付

事業費
2,000万円

事業費
400万円

漁業緊急経営支援事業費

わじまの美食ＰＲ推進事業費

燃料費高騰による漁業者の負担軽減
を図るため、船舶に給油する燃料代の
一部を助成

輪島の“食”による観光キャンペーン事
業に要する費用を計上

10

こんなことが
事業費
１億1,550万円

事業費
1,300万円

体育施設整備事業費

校舎等営繕費

マリンタウン競技場のトラック及び幅
跳び助走路の改修費用を計上

小学校の遊具 ( 鉄棒、雲梯、
ブランコ )
の設置及び消防設備の改修費用を計上

事業費
1,098万円

うん てい

事業費
4,100万円

次世代交通対策事業費

輪島浄水場更新事業費

のと里山空港隣接地に設置される水
素ステーションの整備負担金及び地域
公共交通計画の策定費用を計上

輪島浄水場の更新に係る基本設計等
基礎資料作成の委託料を計上

11

議会ニュース

永年在職議員特別表彰・永年在職議員表彰

北信越市議会議長会定期総会及び全国市議会議長会定期総会において、坂本賢治
議員が35年以上の永年在職議員特別表彰を、鐙邦夫議員、一二三秀仁議員がいずれも
20年以上の永年在職議員特別表彰を、森裕一議員が15年以上の永年在職議員特別表
彰及び永年在職議員表彰を受けました。
６月14日に開催した本会議において、表彰伝達式が行われました。

編集後記

時８分頃に石

一昨年の暮れから︑能登地方では活発な

地震活動が続いています︒

このような中︑６月 日

15

ました︒翌６月 日 時 分頃にも地震が

最大震度６弱︑輪島市では震度４を観測し

川県能登地方を震源とする地震が発生し︑

19

10

31

てみませんか︒

議会報編集委員会

委 員 長 一二三
副委員長 森
委
員 西
東野
門前
古坂

秀仁
正樹
恵
秀人
徹
祐介

にも︑ご自身やご家族で出来ることを考え

いつ起こるか分からない災害に備えるため

ります︒

て行政による﹁公助﹂が連携する必要があ

﹁自 助﹂
︑隣 近 所が助け合 う﹁共 助﹂
︑そし

発生したときには︑自分の身は自分で守る

害が多発するシーズンになります︒災害が

さて︑夏から秋にかけて風水害や土砂災

した︒

せることはあってはならないと改めて感じま

んでしたが︑能登半島地震の教訓を風化さ

幸い︑輪島市では大きな被害を受けませ

発生し︑輪島市では震度３を観測しました︒

20

議員
裕一
森
議員
秀仁
一二三
議員
邦夫
鐙
議員
賢治
坂本

森裕一議長から表彰状を受けとる坂本議員(左)と鐙議員(右)
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