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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１
一般

質問
土井晴夫

市 長

担当部長

１．門市長5期目の抱負

(１) 市長選挙の所感

(２) 今後淡路市の重点的政策

(３) 市制15周年スローガン「未来へ飛翔！輝く淡路市へ」

   のまちづくりは市民にとって、どの様なまちを目指して

   行くのか。

２．安心・安全対策

(１) 新型コロナウイルスワクチン接種状況・課題と対策

  ア 現時点での予約・接種状況及び高齢者等への接種完

了時期は。

  イ 接種関係者へ優先接種の配慮（送迎バス、タクシー

運転手・会場での接種従事者等）

  ウ 第二段階の（16歳～64歳）の接種予約・接種体制の

計画

  エ 職業的な優先接種への配慮（薬剤師、宅配業者、生

活必需品販売業者等）

  オ 淡路市民で島外に住む、学生等への接種支援

３．産業の活性化策

(１) 淡路市地先の国際経済地区の県指定について

  ア 指定された地域と規模、その理由

  イ 指定のメリットと今後の活用策

(２) ため池保全の支援強化策・イノシシ等による小規模堤

体の被害改修補助制度

４．市の環境政策、美化活動の推進

(１) 市道、河川、海岸線、ミニ公園等の現在の取り組み状

況及び課題と対策

(２) 清掃ボランティア活動の支援策

(３) 市民への環境美化意識の向上策
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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
一般

質問
田中孝始 市 長

１．少子化への対策について

(１) 多子化政策、ここ 5年間の推移

(２) 今後どのような少子化対策に向かうのか。

(３) 所得制限（移住・子育て）撤廃の検討を。

    流出防止、移住者対策も含めた総合的な政策が必要

２.空き地、空き家の活用について

(１) 新たな公共事業として、高齢者共同住宅などを活用し

  若者世代に住んでもらう事業はどうか。

(２) 併せてランドバンク事業や、空き家対策総合支援事業

を絡めることが地域づくりにとって重要だと思うが。

３.BBQ、焚火、海岸利用について

(１) BBQ、焚火は設備や許可のある所で楽しむ。それ以外

  は禁止にすべきでは。

(２) 海岸利用として、ジェットスキーの課題、海水浴場の

  開設は。

４. 市民とのコミュニケーション向上について

(１) テーマでの意見募集、意見交換を。
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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
一般

質問
西村秀一

市 長

教育長

担当部長

１．新型コロナウイルス対策

(１) 接種会場の環境整備とワクチン接種の今後の予定

(２) 小中学校の児童生徒に対するケアの状況、影響、対

応、授業の進捗状況は。

２．東浦地域の小学校統廃合計画について

３．世界平和大観音像周辺安全対策

(１) 解体撤去スケジュール

(２) 周辺安全対策と周知

(３) 解体費用等、市が負担する費用はあるのか。

(４) 解体後のどのような土地利用を考えているのか。

４．「誰も置き去りにしない」地域共生社会を目指して

(１) 出産後の女性に対する子育て支援の取り組み状況は。

(２) 高齢者・障がい者・子ども・生活困窮者の相談支援事

業の一体化について

(３) 学校における女性の生理貧困対応は。

５．防災減災対策

(１) 防災行政無線取替工事の進捗状況及び課題は。

(２) 防災士、防災リーダーの役割について市が目指す方向

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

４
一般

質問
冨永康文

市 長

担当部長

１．市道の拡幅課題対応について

(１) 現状の要望数はどれぐらいか。

(２) 改良費予算の考え方はどうなのか。

(３) 優先順位や実施の条件は。

(４) 直近の実施事例や今後の予定

(５) グレーチング(溝蓋)でも進めていくべきかと。

２．今後の町づくりのキーワード等について

(１) 市政方針での田園文化学園都市から田園観光都市への

変化と違いは。また、名称的に海浜田園観光都市はどう

か。

(２) 県企業庁用地の国際企業誘致認定地とは。

(３) 西海岸リゾート構想とは。

(４) 淡路島 1市の環境整備とは。神戸市淡路区の可能性は

   どうなのか。

(５) 夢舞台サスティナブルパークの今後の計画は。

(６) 明石海峡大橋無料化から島民無料化に向けた効果的な

戦術は。またネット署名はどうか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

５
一般

質問
岨下博史

市 長

担当部長

１.門市長の５期目のビジョンについて

(１) 淡路島一市への環境づくりの展望は。

(２) 平成の大合併の時の経緯は。

(３) 淡路島一市へのメリット、デメリットは。

(４) 住民の意見をどのように取り入れていくのか。

２．生穂新島の「国際経済地区」指定について

(１) この指定の内容は。

(２) これまでの活用事例は。

(３) 市はこの指定をどのように活用しようとしているの

か。

３．志筑地区の危険空き家のその後について

(１)条例施行後、所有者に対しての段階的な措置の実績は。

(２)志筑の危険空き家の現状は。

(３)志筑の危険空き家のこれからの市としての方針は。

４．市内の海岸線の釣り禁止区域について

(１)海岸線と港湾、漁港の管理は。

(２)禁止されていることのガイドラインは。

(３)バリケードの鍵はどこが管理しているのか。

(４)海釣りが禁止されている場所はどこか。
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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
多田耕造

市 長

教育長

担当部長

１．新型コロナワクチン接種対応は。

(１) ワクチン接種の現状と今後の接種計画は。

(２) 優先接種を行う理由と説明責任は。

(３) 余剰ワクチンの廃棄防止の工夫は。

２．高齢者のフレイル予防の取り組みは。

(１) 高齢者の現状把握は。

(２) フレイル（※）健診の実施状況は。

(３) 高齢者の運動や社会参加の促進は。

３．投票率の向上対策は。

(１) 期日前投票所・共通投票所の設置は。

(２) コロナ禍の社会変化と政治・選挙運動の方法の変化

は。

４．デジタル端末活用による学習課題と対策は。

(１) コロナ禍の学びの機会の確保、保障は。

(２) ＩＣＴ機器使用と健康への影響対策は。

※フレイルとは、２０１４年に日本老年医学会が「Ｆｒａｉｔ

ｙ（虚弱）」の日本語訳として提唱した概念。加齢とともに心身

が衰えた状態になることを意味し、健康な状態から要介護状態

へと移行する段階だと考えられている。
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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
鎌塚 聡 市 長

１．淡路島一市について

(１) これまでの議会答弁と４月の市長選挙前後の報道（市

長の回答）等に関して市長の認識を問う

(２) 市として、合併をしなかった町村の分析をおこなった

ことはあるか。またその実施について

２．新型コロナ感染症対策

(１) ワクチン接種体制

  ア ６５歳以上の対象者の７月末までに完了との県への

返答と今後の計画等について

   イ ロスに対する対応

   ウ 医療従事者に準ずる職員の基準

(２) PCR等検査の拡充について

３．休止している市内産科の再開に向けての市の対応

４．浦県民サンビーチ海水浴場周辺ボーリング調査等について

５．合併支援道路（県道）の進捗などについて

(１) 観光での影響は。

(２) 拡幅が進んでいない箇所の現状認識
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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
針木 均

市 長

担当部長

１.空き地処理

  市内各所にある空き地（国有地、県有地、市有地、個人所有

地）の現状は、荒れはてて雑草生え放題の状態のものもあり、

隣接居住者に多大な迷惑をかけている。

その中には隣接居住者が自費で処理している空地もある。

  このような状況に対応する施策として、町内会などの団体

の協力を得ながら市当局が処理していくか、または今後の方

向性について問う。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

９
一般

質問
石岡義恒

市 長

担当部長

１．キャッシュレス決済について

(１) キャッシュレス化によるメリットとデメリットは。

(２) 本市は、どのようにキャッシュレス化を進めようと考

えているのか。

(３) キャッシュレス化を促進する上で、行政サービスにど

のように反映させるのか。

２．ポストコロナにおける観光振興の取り組みについて

(１) 夏まつり、海水浴場の開催について今年度は、どう考

えているのか。

(２) コロナ収束後の観光政策をどのように考えているの

か。

３．夢舞台サスティナブルパークの今後の開発は。

(１) 国営明石海峡公園シースケープラウンジの開発との相

乗効果をどのように見込んでいるのか。

(２) 大阪湾ベイエリアの活性化を考えた上で、本市の拠点

的な場所となるが、このことを踏まえ、どのような土地

利用を考えているのか。

(３) 開発に向けて、今後どのようにビジョンをもって、ど

のようなスケジュールで開発を進めるのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１０
一般

質問
池本道治

市 長

担当部長

１.門市長５期目の市政

(１) 淡路市の仕上げのイメージ

(２) その具体策

(３) 西海岸のリゾート構想

(４) 淡路一市への仕掛け

２．西浦県道の整備等

(１) 急速な民間企業の進出により来島者が増加している。

    西浦県道通行車両増加により危険を感じる。整備が必

要では。

(２) 一宮地区都市計画区域指定を推進しようとしている

が、多くの進出企業に対し、そのことをふまえた調整は

とれているのか。

(３) 大町との集約をひかえる下水道の受け入れは可能か。

３．北淡路国営パイロット事業の再整備

(１) これまでの経緯と課題は。

(２) どのような再整備を目指しているか。

(３) 新規参入事業者の状況は。

(４) バランスある整備が必要だと思うがどうか。

(５) 推進への市の関わりについて
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１１
一般

質問
太田善雄

市 長

担当部長

１．コロナ禍での観光施策について

(１) 公共施設と民間施設との立ち位置は。

(２) 道路交通事情の混雑解消策は。

２．近年の漁業に対する保護策は。

(１) コロナ禍での魚価の不安定への対応策は。

(２) 魚種、漁量の増加対策は。

３．これからの交通施策についての考えは。

(１) 市内を走る北部・南部バスは好評だ。これからの細部

にわたる配慮について検討しているのか。

４. 減少傾向が見られないイノシシへの抜本的対策について

(１) 通年での捕獲はできないのか。

(２) 抜本的な対策を取るなら、外部からの協力などが必要

ではないか。大々的に対策を打つ決断はしないのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１２
一般

質問
田尾 成

市 長

担当部長

１.高山 終処分場の現状について

(１) 経過について

(２) 今後の方針について

２.「赤ちゃん駅」設置事業について

(１) 「赤ちゃん駅」設置事業への補助金の支出を。

３.国生み観光灯籠の設置拡大について

(１) 民間活力による観光資源の創設について


