
第９０回定例会 代表質問・一般質問通告一覧表

1

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１
代表

質問

住民目線

の会

籾谷 宏

市 長

担当部長

１.施政方針について

（１）今後の財政運営、行財政改革について

２.自治体ＤⅩ(デジタルトランスフォーメーション)の取組に

ついて

３.地域と事務所の連携について

４.ごみ減量化の取組について

５.学童保育の環境整備について

６.文化財保護、活用のこれまでの取組と今後について

７.公金の管理運用の在り方について
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

２
代表

質問

公明党

西村秀一

市 長

担当部長

１.新型コロナウイルス感染症ワクチン接種体制

（１）所管課の体制

（２）接種計画

（３）医療従事者向け優先接種に係る県との調整状況

（４）高齢者向け優先接種及びそれ以降の計画詳細

（５）広域体制（周辺自治体との連携）

（６）予診票やクーポンなどの発送

（７）予算について（国の負担金・補助金配分・不足分な

ど）

（８）予約システムの整備状況

（９）地元医師会等の協力体制

（10）広報

（11）相談体制

（12）ワクチン等の流通・調整・品質管理

２.新型コロナウイルス感染症防止対策

（１）コロナ禍において公共施設への対応

（２）コロナ禍において地元企業への対応

３.障がい者手帳のカード形式導入

４.施政方針について

（１）重点項目 P7 「企業誘致の積極的な推進」

地域の活性化に向けて、市に来る企業に対する支援策は

大変重要だ。同時に地元地域との融和も重要だと考え

る。地域と移住者を繋ぐ施策を伺う。

（２）新型コロナウイルス感染症対策として約 65 億円規模

の予算編成

感染症防止対策の中でも、ワクチン接種はかつてない規

模の一大プロジェクトだ。しかしながら、ワクチンを接

種するにあたり不安を持つ市民は多い。ワクチン接種の

重要性を市のリーダー自らが市民に対し発信する必要が

あると考える。見解を伺う。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

３
代表

質問

淡路クラブ

松本英志

市 長

担当部長

１．施政方針について

（１）総集から飛躍へ

   5 期目の政策目標の 5項目について問う。

   また、第 2次総合計画後期基本計画に盛り込むであろう

まちづくりについて

２.災害等対策について

（１）激甚化する豪雨、台風による風水害対策と発生が想定

される南海トラフ地震に対する備えは。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

４
代表

質問

結いの会

多田耕造

市 長

教育長

担当部長

１．２０２１年度施政方針について

（１）合併市として平成１７年からの第１期目においては５地

域の融和、地域格差の解消等に目標を定め、その実現に向

けての取り組みをされてこられた。新たな区切りとなる５

期目においては「未来へつなぐ」をキーワードとして「合併

市の完成」を目指すとされている。

市民から見た完成された合併市のイメージとはどのよう

なものか。

（２）完成された「未来へつなぐ輝く淡路市」の実現は、【むす

び】にある令和の合併を見据えた持続可能な行政基盤の構

築、すなわち淡路島一市体制へと結びつく展開であると理解

してよいのか。

２．学校教育の充実強化

（１）学校教育の課題と次世代教育への対策は。

３．経済産業の振興

（１）「新産業創出政策ローカル 10,000プロジェクト」の検討、

応募は。

（２）農業振興と所得の向上対策は。

４．人口の増加対策

（１）ふるさと住民制度の導入の検討は。

（２）テレワークに関連する支援策は。

５．投票率の向上対策

（１）期日前投票所、共通投票所の設置は。

（２）コロナ禍の中での公職選挙法上の政治、選挙活動の規制、

制限は。

６．新型コロナウイルス感染症の支援策

（１）介護施設職員へのワクチン接種対応は。

（２）ひとり親家庭への更なる支援策は。

（３）全市民への経済的支援は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

５
一般

質問
岨下博史

市 長

担当部長

１.津名地域整備計画の現状は。

（１）津名港ターミナルの位置付けは。

（２）バスターミナルとしての移転の計画は。

（３）志筑バス停付近にバスターミナルを移転してはどうか。

２.コロナ禍における投票について

（１）投票所の増減について

（２）コロナ禍での投票への対策は。

（３）期日前投票への対策は。

３.市の遊休施設の利活用について

（１）遊休施設の現状は。

（２）パソコンを使える環境か、また計画はあるのか。

（３）テレワークについて市への問い合わせは。

（４）移住者、定住者支援及び開業支援について

（５）テレワークでの施設利用と支援を組み合わせた取組

は。

４.福祉会館整備について

（１）企業庁の土地購入に至った経緯は。

（２）増築及び改修の内容は。

（３）ひきこもり対策にも活用できないか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

６
一般

質問
鎌塚 聡

市 長

教育長

１.気候非常事態宣言の市の認識と対策

（１）宣言に向けての取組

（２）プラスチックごみの分別について

２.学校給食の負担軽減

３.淡路島パイロットＨＱ（ヘッドクオーター）協議会との関わ

り方について

４.東浦バスターミナル周辺施設進入路の課題解決について

５.施政方針について

（１）企業誘致の積極的推進

これまで IR と言う言葉を強調してきたが、今回単に「統

合型リゾート施設」に言い換えている。その「統合型リゾー

トの誘致など、今後、大阪湾ベイエリアの開発はさらに活発

化する…」とある。これらを見すえた、チャンスととらえた

企業誘致とは具体にどのようなことを考えているのか。



第９０回定例会 代表質問・一般質問通告一覧表

7

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

７
一般

質問
田中孝始

市 長

教育長

１.地域づくりについて

（１）地域づくりは当事者である住民と行政が将来について

考え、選択していくことが重要と考える。

    市長の考え方は。現状はどうか。

（２）行政任せの文化から脱却すべきと考えるが、何が不足

していると感じているのか。

（３）地域づくりサポーターの育成を。

２.コロナ禍の現状について

（１）ワクチン接種の準備状況、課題の有無

（２）かかりつけ医での接種や住所地以外（勤務地、学校

等）での接種は可能か。

（３）学校教育では、主体的な学びを実現するオンライン授

業になっているのか。（１人１台のタブレットの意

味）卒業時にプレゼントすることはどうか。

３.広域消防岩屋分署の今後について

（１）老朽化に伴う建て替え計画の進捗状況は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

８
一般

質問
土井晴夫

市 長

担当部長

１.施政方針について

（１）明石海峡大橋の島民通行無料化について

市長の責務として合併市の完成を目指し「未来へつなぐ

輝く淡路市」実現へ 5 つの目標を掲げている。その一つ

に、「島民の明石海峡大橋通行料無料化を推進」とあり、

これは以前にも発表していたが、従来と比較し令和 3 年

度の具体的な取組みはどの様に考えているのか。

（２）財政構造の見直しの具体策は。

  地方交付税の特例措置、加算制度の終了や新型コロナウイ

ルス感染症の影響による税の減収などにより、単に歳出の

削減、見直しではなく、財政構造そのものの見直しが必要

とあるが、どういう手立てを考えているのか。

２.「淡路島１市への調査分析」報告について見解と方向性は。

３.海の観光振興策について

（１）淡路島地域海事観光推進協議会について

   ア．協議会の目的と構成メンバーは。

   イ．具体的な活動内容は。

   ウ．国内における海事観光の事例は。

（２）民間「明石海峡大橋クルーズ」事業

   ア．事業概要と市との関係

   イ．淡路市観光への影響とメリット

（３）マリンレジャーの現状とルールづくり

４.行政改革について

（１）市のＩＣＴ化推進状況

   ア．現行の進捗と今後の計画

   イ．専門職員（システムエンジニア等）の採用推進

（２）土地活用の推進策

   ア．民間土地活用策

    （ア）市内における所有者不明の土地の状況と規模

    （イ）相続登記の義務化の目的と影響

（３）ごみ対策

   ア．ごみ減量化対策、減量への推移と課題

   イ．「その他紙類（雑紙）」回収の目的と周知方法

   ウ．ごみ回収等に伴う新型コロナウイルス感染症の対策

（４）商品車の軽自動車税の免除について

   ア．現在、軽自動車税の減免を適用される制度は。

   イ．市内販売業者への免除制度の検討は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

９
一般

質問
冨永康文

市 長

教育長

担当部長

１．移住婚による人口増加施策について

（１）現状の婚活支援事業の成果等は。

（２）市内の離婚率等の把握は。

（３）移住婚促進支援策もあるかと思うが、自治体向け日本

婚活支援協会システム導入の検討は。

２．既存施設の活用の方向性について

（１）旧津名図書館と静の里公園の今後は（駐車場含め）。

（２）鯉のえさやり場の安全対策も必要では。

（３）旧北淡事務所施設の利活用の方向性は。

（４）震災復興モニュメントを震災記念公園に移設を。

（５）その他遊休施設の利活用進捗は。

３．淡路島パイロットＨＱ（ヘッドクオーター）協議会と住宅

課題について

（１）設立の経緯と概要、趣旨等は。

（２）成功に向けての課題や条件は。

（３）どのような業種業態を想定しているのか。

（４）セミナー以外の活動等や今後の計画は。

（５）空き家対策等住宅確保課題の行政としての対策は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１０
一般

質問
針木 均

市 長

担当部長

１.ごみ処理問題について

  個人所有の敷地内ではあるが、大量の空き缶やペットボト

ルが廃棄、放置されている状態で、隣接住宅へ影響を及ぼし

ている。また、当該地が国道に面しているため、路上への廃

棄物散乱も懸念される。

  再三にわたり、岩屋事務所から注意を促しているが改善さ

れる様子もない。気候が変わると病害虫被害も想定されるた

め、更なる行政からの厳しい指導は検討できないか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１１
一般

質問
井出 信

市 長

担当部長

１．新型コロナウイルス感染症対策について

（１）ワクチン接種の方向性は。

（２）ワクチンの取り扱いは。

２．自転車による観光振興と安全確保について

(１)観光振興を図るための取組は。

(２)安全確保のための取組は。

３．ふるさと納税について

（１）今年度の寄付内容は。

（２）返礼品の取り扱いは。

（３）ふるさと納税の事業内容は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１２
一般

質問
池本道治

市 長

担当部長

１．新型コロナウイルス感染症への対応

（１）収束への切り札か。ワクチン接種について

   ア．手順とスケジュール、見通しと課題

   イ．コロナ禍での雇用への影響

   ウ．高齢者の健康対策におけるコロナフレイルの現状と

対策

   エ．予算への影響

２．淡路生活観光バスの特典を地域コミバスにも。

（１）運転免許返納サポート制度の手続きは。

（２）山田デマンドバスについて

   ア．五色方面への運行

   イ．地元負担増にならないよう乗車料金を市バスと同額

の５００円に。

   ウ．小・中学生及び 65 歳以上乗車料金を半額の２５０円

に。

３．一宮地域の都市計画区域指定について

（１）指定に向け、調査費を計上したと思うが現在の状況は。

（２）メリットとデメリットについて

（３）今後の見通しは。

４．北淡路の新しい風

（１）パソナグループの影響は。

（２）北淡路パイロット事業について
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１３
一般

質問
石岡義恒

市 長

担当部長

１．不漁に対する漁業振興策について

（１）施肥事業の取組は、どのようなものなのか。

（２）藻場の整備保全の現状は。

（３）漁業を取り巻く関係法令は。

（４）昨年度の漁獲量、漁獲高の状況は。

（５）本市として不漁が続く中での支援策は。

２．コロナ過における地域活性化の取組について

（１）国による商工振興策としての GoToトラベル、イート

の状況は。

（２）本市による GoToイート「倍返し」の進捗は。

（３）キャッシュレス決済による普及促進と市内事業者を応

援するための事業は。

３．地域電力事業について（あわじ環境未来島構想）

（１）取組の概要について

（２）本市としての事業運営の関わりについて

（３）本市の目指すべき方向性は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１４
一般

質問
田尾 成

市 長

担当部長

１.職員の市内居住対策について

（１）市外居住職員の非常時での登庁方法について

（２）市外居住職員の移住への施策について

２.消防体制の見直しについて

（１）１月１８日、淡路市志筑新島での建物火災への考え方に

ついて

（２）市単独での常備消防とすることについて


