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議員として、議会内外で「議会活動」と「地域活動」を行ったことにより
実現・解決した市民要望や市政課題、あるいは市内外の組織・団体への
役員就任など、様々な話題（トピックス）があります。
ここではその内容についてお知らせします。
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『都市計画課（地域交通担当）』で、万葉線やコミュニ
ティバスなどの公共交通政策に、『総務課（危機管理
室）』で、防災や国民保護などの危機管理政策及び
選挙業務に、『財政課（資金、財政・調査担当）』で、
予算編成や起債、決算分析などの財政政策に携わる

検 索検 索横田せいじ

ごあいさつ

市民生活に密接に関わる
地域の諸課題の解決に取り組んでいきます。

横田せいじ

［高岡市議会議員］

　惜春の候、地域の皆さまにおかれましては、益々ご健勝の
こととお喜び申し上げます。
　まず初めに、本年4月の富山県議会議員選挙、そして昨年
12月の衆議院議員総選挙におきまして、格別のご理解とご支
援・ご協力賜りましたことに心から御礼申し上げます。誠にあり
がとうございました。
　選挙を重ねるたび、皆さまへの感謝の気持ちや、お寄せ頂い
た期待にしっかり応えねばとの責任感は強まるばかりであり、
平成27年度も一心不乱に地域発展と住民福祉向上のために
汗をかいてまいる所存です。
　さて、昨年度を振り返ってみますと、去る3月14日（土）には、
100年に一度の交通革命とも言われる北陸新幹線の金沢開
業により、時間的距離が短縮され「観光と交流」という新たな
時代へと突入しました。また昨年5月には日本創生会議が、

2010年から2040年までの間に20～39歳の女性人口が5
割以下に減少する「消滅可能性都市」が、896自治体、全体の
約半分（49.8％）に上るとの推計結果を発表し、政治・行政は
もとより国民全体が少子化という大きな課題に、真正面から
向き合うきっかけの年ともなりました。こうしたことから、昨年
度は時代の大きな転換の年であったと言えます。
　これを受け、今年は未来に向け希望が持てるまちとなるよう、
ポスト新幹線事業や新幹線開業効果を高めるための取り組み
等を行政と連携しながら進めてまいりますが、新幹線関連事業
で手薄となっていた市民生活に密接に関わる地域の諸課題に
ついて、昨年度から未解決の案件を含め、それらの解決に力
を入れて取り組んでいきたいと考えております。
　終わりに、地域の皆様お一人お一人にとって、平成27年度も
幸多き年となりますよう心からご祈念申し上げご挨拶とします。

〈写真左〉平成27年2月9日 除雪出動  〈右上〉同3月17日 富山の文化財「獅子舞」の保存継承・活用に係る意見交換会  〈右下〉同4月11日 県議選にて街頭演説

防犯対策のため、長慶寺地
内に街灯を新設

せいじせいじ

課題、要望の解決・実現

役員就任

○街灯新設
防犯対策のため、本郷地内
に街灯を新設

○街灯新設
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交通安全対策のため、「西
部中学校前」交差点信号機
の運用を見直し

○信号機の運用見直し
雨水排水及び交通安全対
策のため、長慶寺地内の集
水桝2か所を改修

○側溝改修

交通の利便性確保及び安全
対策のため、本郷地内（旧LIXIL
前）の消雪施設を追加整備

○消雪施設整備

本年3月の総会にて顧問に就任。

本年3月の総会にて副会長に就任。

○「富山県飲食業生活衛生同業組合高岡支部」顧問

○「高岡市相撲連盟」副会長

西条・川原校区内等での道路補修やカーブミラーの修繕等
○その他

交通安全対策のため、波岡
地内に歩行者用灯器を新設

○歩行者用灯器の新設
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既導入のGISの様子（市都市計画課）

26年度に全て洋式化（県施設の高岡文化ホール）

日中友好の碑献花祭

平成26年12月定例会

～新年度を迎えるにあたり～
　3月定例会は補正予算に加え、新年度予算案も上程
されるが、これまで自分が提案してきた事業が予算化
された。そこで、今定例会では平成27年度予算を中心
に5項目に渡り質問した。

私はこう考える❷

平成27年3月定例会

～住民の皆さんとの対話から～
　任期開始から1年を迎えた秋より、地元の単位自治
会を対象とした市政報告会を行い、その中で住民の皆
さんから市政課題や要望を伺いました。
　今定例会では、その際に伺ったご意見を踏まえ質問
に臨みました。

私はこう考える❶

❷

議員活動は、「議会内」と「議会外」での活動に大きく分けられます。
「高岡の活性化」と「住み良い地域づくり」実現のため、
議会外でも様々な活動を行っています。
ここではその内容についてお知らせします。

地域活動

❶
議会活動 高岡市議会は年4回定例会を開催しており、全議員には提出された議案や

市政一般に対して質問できる権利が与えられています。この権利をしっかり
と使い、各定例会で質問に立ちました。
ここではその内容についてお知らせします。（詳細は横田せいじ公式HPに掲載）

北陸新幹線開業試乗会

高岡西部球団結団式。引き続きコーチに
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2/1
H27 平成27年高岡市消防出初式。木遣りを担当

各単位自治会を対象に市政報告会。
長江自治会にて

第10回高岡市民総合体育大会スキー・スノーボード競技会
大会副会長兼選手として参加

富山の文化財「獅子舞」の保存継承・活用に係る
意見交換会

【福祉について】

この秋から各自治会を対象に活動報告を行う中で、高齢
者から公共施設内のトイレ洋式化に関する意見を伺った
が、進捗状況は。
また、洋式化を積極的に推進すべきと考えるが、見解は。

A  市が管理する公共施設内のトイレ数は2,879基。うち多目的ト
イレも含め洋式トイレは1,475基。普及率は51％。
　新設の市施設は洋
式トイレを基本に整備
を進めている。既存の
市施設についても施設
管理者等に対し、施設
改修等の機会を捉え
て洋式トイレの整備を
働きかけていく。

【観光について】

富山市では他の補助金を受けていても事業収入全体の
70％を超えない範囲でコンベンション開催事業補助が
受けられる。本市も新幹線開業を契機に、来訪者拡大を
図るため、制度見直しを行っては。

A  本市はこれまでも利用者の意見を踏まえ制度改善をしてきた。
コンベンションは、交流人口拡大効果が大きいことから、他市状況も
把握しつつ、使い勝手の良いものとなるよう改善していきたい。

【都市整備について】

拡大・拡散の時代から転換し、これからはいかに都市機能
を集約していくか。そのためには市中心部や公共交通沿
線への居住誘導を行うことで人口の拡散を抑制すること
による「都市管理コスト」の抑制が肝要と考えるが、今後
のまちづくりの基本的考え方は。

A  都心エリアと周辺市街地それぞれに求められる都市機能の充実、
まちなか居住誘導、加えて「核」(都市機能)の連携を強化する交通

ネットワーク充実などに取り組むことで、市が目指す多極ネットワー
ク型のまちづくりを推進したい。

富山市にならい、まちづくりを行う上で必要な分析・検証
を行う体制づくりとして、住民基本台帳データの位置情報
への変換に取り組んでは。

A　まちづくり施策の効果測定は、数値で定量的に把握することが
有効と考えられているが、既存システム改修を要することから、他都
市の状況等を調査し、実用化を検討していきたい。

【平成27年度予算について】

20W蛍光灯17,500灯を全てLED化することによる効
果額は。

A  電気及び修繕料の削減額からLED化事業費を引くと、LEDラン
プ耐用年数の15年間で1億円を超える削減が見込まれる。

20Wの他にも、35Ｗ型蛍光灯と水銀灯があるが、これら
もLED化を進めては。

A  30W型は約1,500、水銀灯は約2,000灯だが、これらのLED
は現在価格が高いため、今後の価格動向等を見極めながら検討して
いく。

統合型GIS導入により、多数の情報を1つのシステムに
搭載する等で重複投資軽減などが考えられるが、どんな
効果があるのか。また今後市政にどう活かしていくのか。

A  システム統合による費
用削減効果がある。また、
防災対策での活用、二重
工事の軽減などが図れる。
議員提案の地区別人口
分布分析によるまちづく
り等に有効と考えており
今後検討していきたい。
　将来的には通学路の危

険区域など市民への情報開示や、民間が利用しやすいデータ形式
での提供による行政サービス向上を目指していく。

3月17日に「とやまの獅子舞」百選選定の市内全13団体
の関係者を対象に意見交換会が行われる。14日の新幹線
開業日に市主導で獅子舞が披露されるが、その場限りの
取り組みより、意義ある継続的な取り組みを望むが、市は
今後獅子舞にどのように向き合い行動していくのか。

A  議員ご指摘の意見交換会は、獅子舞の保存・継承に向けた良い
契機になると考えており、協議内容を注視するとともに、市としても
獅子舞の実施状況等の追跡調査を行っていく。

【高岡市版総合戦略について】

4月から国が公開する「地域経済分析システム」や既に示
されている「地方創生コンシェルジュ」など、国が行う支援
の活用についてどう考えているのか。

A  今後、「地域経済分析システム」等を活用した多面的分析、「地方
創生コンシェルジュ制度」の活用により、地域特性に合った「未来
高岡総合戦略」を策定する。

【スポーツ振興について】

昨年12月に市体育協会で全国上位入賞者への表彰式が
あったが、その関係者より、団体利用のみの市体育施設が
あり練習場確保に困っているとの相談を頂いた。
オリンピック・パラリンピックに向けた選手の育成強化等
のため、強化選手の指定により施設の優先利用などの支
援を積極的に行っては。

A  今年度より「トップアスリート強化支援金制度」を新設し27年度
には事実上の強化選手となる活動支援金を交付する選手を指定す
る。ただ、全国大会上位者は相当数にのぼるため、裾野を広げる形
での強化指定制度設置は現段階においては難しいと考えている。

新幹線開業で東京が近くなった中、富山は水や空気が良
くアスリートにとって良質な環境である。スポーツ振興や
経済効果を期し、県と連携してオリンピック参加国の事前
合宿等の誘致を推進しては。また、今後の市の具体的取
り組みは。

A  合宿誘致できれば世界レベル選手との触れ合い等でジュニア
世代の競技力向上等が図られる。今月中には東京オリンピック・パラ
リンピック開催効果の本市への取り込みを目的に庁内プロジェクト
チームを作る予定。
　今後は東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会作
成の事前合宿候補地紹介リストに掲載するとともに、県と連携して
誘致活動に取り組んでいく。

【マイナンバー（社会保障・税番号）制度について】

内閣府世論調査では「マイナンバー制度を知らなかった」
「聞いたことはあるが内容までは知らなかった」という方
が全体の7割以上を占めた。
来年1月から制度が運用開始される中、今年と新年度予
算にはシステム改修費以外の、住民周知の経費等の予算
措置は見受けられないが、今後の対応予定は。

A  現在、市HPに説明等を掲載しており、今後「市民と市政」への
掲載、CATVの放映等を予定している。ポスターやチラシの活用
含め国県等と連携しながら周知に努めていく。
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