
第９５回定例会 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
一般

質問
西村秀一

市 長

教育長

１ 新型コロナウイルス感染症対策

（1）これまでの接種状況について

ア 12歳以上人口に対する接種率は。

イ 2回目の接種に漏れはないか（在宅の認知症の方や重度障

がい者など）。

ウ 接種体制の確認（個別接種のクリニック数や集団接種会

場など）

エ 若者に対する接種促進対策は（受験生への配慮も含め）。

オ アナフィラキシー等副反応の状況は。

カ 2回目のブレークスルー感染の状況は。

キ 健康被害救済制度の申請件数の確認

（2）3回目の追加接種に向けて

ア 3回目接種者への接種券発送のデータ整理状況並びに予約

体制は。

イ 医療従事者の接種について県、医師会との調整作業はで

きているか。

（3）その他

ア 相談窓口に寄せられた市民の声に対し対応できたのか。

２ インフルエンザ予防接種について

（1）ワクチンの供給状況

（2）新型コロナワクチン接種スケジュールの影響は。

３ 不登校児童・生徒に対する総合的支援体制の確立

（1）コロナ禍、「いじめ・不登校」の状況

（2）防止対策・支援体制の現状

４ 重層的支援体制の整備事業で誰一人取り残さない街、淡路

市へ

（1）令和3年に施行された改正社会福祉法を受けた重層的支援

体制の整備事業の取組について

（2）「ヤングケアラー」現状と支援策

（3）「ひきこもり」現状と支援策

５ 民泊・ジェットスキー等地域住民と観光事業者とのトラブル

相談窓口は。



第９５回定例会 一般質問通告一覧表

2

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 コロナ禍での公共交通 減便の是非

（1）公共交通減便の例は。

   ジェノバライン、コロナ減便が続行中のようだが、減便

はかえって密状態を作り出すことにならないのか。

感染対策費導入し、乗客に安心を。（深日、洲本ライナ

ー実証実験 10/23～）

２ 建築物の高さ制限は必要か否か

（1）景観づくりをどう考えるか。

（2）松帆台場等は国の規制があるがどうか。

（3）海を感じる、海の景観づくりに高さ制限は必要か。

現状の市の認識を伺う。

３ 市民参加型予算編成に向けて

市民の思いとのずれがないか、検証の意味で税納付書送付の

際に、「自分の税金をこれに使ってほしい。」などのアンケー

トの実施を。
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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
土井晴夫

市 長

教育長

担当部長

１ 新型コロナウイルス感染症（第 6波）対策

（1）子どものコロナワクチン（5歳～11 歳）の接種計画

（2）接種・陰性証明書の発行実施計画

（3）コロナ禍市民生活・事業者支援

ア 生活困窮者支援

イ 子育て世帯支援（未来応援給付金）の支給体制

ウ 観光・飲食業支援（新 Go To キャンペーン等）

エ 中小企業経営支援「事業再構築補助金等」の申請状況

２ 地域の安全対策

（1）学校における防災教育、ジュニア防災リーダー養成講

座等の実施

（2）防災出前講座（リモート活用）の積極的推進

３ 市民サービスの向上

（1）子どもの目の健康増進（3歳児健診に屈折検査機器の導

入）

（2）市民のデジタル格差解消策（スマホの無料講座等の実

施）

（3）目安箱（市民の意見）の活用状況

4 地域新電力事業の進捗状況

（1）現時点での事業進捗状況

（2）市との関わり

（3）市民へのメリットと課題

（4）今後の展望
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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
岨下博史

市 長

担当部長

１ 道路の維持管理について

（1）道路保安員の現状

（2）道路維持事業の全体像

（3）道路保安員は足りているか。

（4）道路愛護事業への協力金を見直してはどうか。

２ 旧津名図書館及び駐車場の利活用は。

（1）公募の応募件数と進渉は。

（2）駐車場はどのように棲み分けるのか。

（3）公募の条件

（4）隣接する静の里公園の修繕は。

３ 津名保健センター跡地について

（1）福祉会館整備の予定は。

（2）改修内容に変更はないか。

（3）津名保健センターの解体はいつごろになるか。

（4）遊具を備えた公園への利用はできないか。

４ ふれあい商品券事業の申込方法

（1）購入したかったが、できなかった世帯はどれぐらいあった

  か。

（2）市民の方々に公平だったかどうか。

（3）インターネット応募ができない人への配慮は。

（4）商工会と市の情報共有はどうなっているか。
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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
長瀬雅宏

市 長

教育長

担当部長

１ マイナンバーカードについて

（1）淡路市民の申請人数かつ普及割合は。

（2）機能性はどうか。

（3）便利な使い方はあるのか。

（4）カードの絶対的なメリット、今後の活用法は。

（5）出張申請などで更新手続をするためには。

２ 道路整備について

（1）旧一宮新村から一宮小学校までの道路状況について

（2）木々の伐採は行われているのか。

（3）草刈の状況はどうか。

（4）小学生、中学生の通学に対しての安全性確保は。

（5）本道路の拡幅等の検討は行ったのか。

３ 伊弉諾神宮の周辺整備について

（1）日本遺産認定の影響は。

（2）観光資産としての取組は。

（3）駐車場、交通整備について

（4）貴重な歴史物の保存のため、市として展示場設置などの検

討は行ったか。
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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
戸田敦大

市 長

教育長

担当部長

１ デジタル技術の利用による新たな価値創造（DX）の取組

について

（1）淡路市の ICT化の取組について

（2）人口減少社会における ICT化（マイナンバーカードの

利用等）による自治体サービスの維持、向上について

（3）人材育成について

（4）情報格差に対しての対応（デジタルのユニバーサル

化）について

２ 子どもたちの新たな学び（GIGAスクール構想）について

（1）タブレット端末の利用状況について

（2）通信環境について

（3）災害時等の学びの保証について

（4）教職員の負担軽減、ICT化の取組について

（5）子どもたちの情報活用能力（仕組みの理解、実践力、

情報モラル）をどう伸ばしていくのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

７
一般

質問
古山久則 教育長

1 淡路市の「教育」全般について

（1）既存の教育システムに適応しにくい生徒についての対策及

び理想的方針

ア ADHD（注意欠如、多動症）の児童について、学校はどのよ

うな対応をしているのか。また、具体的な教育方針はあるの

か。

（2）タブレット教育についてその後の状況

ア タブレットを導入した教育のメリットは。

（3）コロナ禍での不登校児の現状と対策

ア コロナ前の状況との比較は。

（4）「キャリア教育」についての方針

ア 小学校及び中学校での「キャリア教育」は、どのようなカリキ

ュラムか。

（5）いじめについての現状把握

ア 全国で起こった事例により、2013 年、国の法律「いじめ防止

対策推進法」が施行されたが、市の現状と対策は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

８
一般

質問
冨永康文 市 長

１ 津名新図書館のソフト事業について

（1）供用開始後の利用状況や要望、課題は。

（2）ギャラリーの利用状況や使用料金の妥当性は。

（3）学校図書室との連携体制は(在庫検索等)。

（4）職員や司書の体制充実でソフト面強化を。

（5）出前市役所や市民協働センター機能付加も。

２ 岩屋漁港市営駐車場について

（1）昨今の釣りブーム等もあり、駐車場が満車状態だ。

海水浴シーズンに対応できるのか。

（2）別場所の検討の必要性では。

（3）他の市営駐車場同様に有料化の検討も必要では。

３ 豊かな海作りについて

（1）来年、明石市で開催される全国大会の概要や目的、効

果等は。

（2）当市の関わり方は。

（3）今後の豊かな海化への水産振興策の見解は。

（4）タコ不漁対策の検討も必要ではないのか（プレジャー

ボート等での釣り規制等)。
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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
村田沙織

市 長

担当部長

１ 介護予防事業について

（1）65歳からの体力測定の結果と今後の対策について

ア 10月 26、27 日に実施された 65 歳からの体力測定会の

結果について

イ 結果の検証と今後の取組について

（2）認知症予防への取組について

ア 島内 3市において本市は高齢化率が 36.8％とトップと

なっており、令和 2年度の決算でも介護認定者が全体的に

減少しているにもかかわらず、介護費が増加している要因

について

直近 3年での介護費への一般財源からの繰出しについて

また、令和 2年度の第 1号被保険者一人当たりの介護給付

費について

イ 介護認定者のうち、要介護 3以上の重度介護状態の人数

が増えている要因について

エ 要介護状態になる原因について

オ 認知症予防、早期発見のための本市における取組につい

て

２ 子育て支援について

（1）ハピねっと・ファミリーサポート事業について

  ア 令和 3年度の子育てハンドブックからハピねっと、フ

ァミリーサポートが消えている理由について

（2）昨年実施された子育て支援アンケート結果について

（3）本市の子育て世代の女性の就業率について

働いている母親への支援と現在の取組、今後の展開につ

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

１０
一般

質問
石岡義恒

市 長

教育長

担当部長

１ 生活観光バス（あわ神・あわ姫）南進計画の進捗について

２ 運転免許返納者サポート制度の拡充について

３ イノシシ有害鳥獣被害対策について

(1) ＩＣＴを活用した捕獲おり導入の現状と課題は。

(2) 豚熱（ＣＳＦウイルス熱伝染病）の現状と課題は。

４ 学校施設整備について

(1) 小中学校教室に LED 照明化が必要では。

(2) 学校行事などで臨時駐車場が不足している現状と課題

は。

５ 通学路の安全対策について

(1) 危険箇所の通学路にガードマン配置や通学路に道路照

明増設が必要では。

(2) 自転車通学をしている生徒の自転車保険加入率は。

(3) 交通安全講習などの啓発は。

(4) グリーンベルトの現状は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１１
一般

質問
太田善雄

市 長

教育長

担当部長

１ 動物愛護について

(1) 猫と犬の捕獲等を行う場合の法律上の違いについて

(2) 捕獲猫を保護するボランティア団体への支援策は。

２ 都市計画について

（1） 現在、一宮地区は都市計画外にある。一宮地域を含

め、市内全体が計画区域に入った場合、都市計画税はい

くら増収となるのか。

（2） 増収分となった税は、市民に対しどのような恩恵が

あるのか。

３ 今後の港の活用について

(1) 先般のジェットスキー事故を受け、船舶等のマリンレ

ジャーの在り方について、今後どのような方向性を考え

ているのか。利用規制と、活用方法について。

４ 道路整備と安全性の確保について

（1） 児童の通学路の交通安全対策について。現状、対応

がなされていない通学路の今後の対応について。

５ 文化財の保管と管理方法について

(1) 市内の文化財資料はいくつあるのか。

(2) 現在、それらの貴重な資料はどのような管理が行われ

ているのか。適切な管理が行われているのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１２
一般

質問
鎌塚 聡

市 長

教育長

１ 夢舞台周辺の土地利用や周辺の現状から

(1) ベイエリア活性構想とはホテルを中心としたものだっ

たのか。

(2) 売却したアソンブレ周辺土地の現状と今後、売却時の契

約内容についての市の認識

２ 高校生３年生までの医療費無償化の実現を求め以下問う。

(1) 実施費用をどう試算しているか（入院、通院）。

(2) 近隣市の動向や実施効果を市としてどう捉え、議論して

いるのか、経過を伺う。

３ 人口や人の流れが増加傾向の地域での道路拡張や橋梁新設

など街づくりの上での課題について

４ 公共施設、学校施設（トイレ個室）での生理用品の提供につ

いて

(1) 市の認識と設置に向けた考えについて。

(2) 公共施設、学校施設のトイレ備品（トイレットペーパー

等）は年間どれくらい費用がかかっているか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１３
一般

質問
岡田教夫

市 長

担当部長

１ イノシシ被害の対策について

(1) イノシシの生息数がどれくらい増加しているか。

(2) 農地への侵入を防ぐ防護柵の設置は、必要とする数に

達しているか。

(3) 捕獲頭数の推移はどうか。

(4) 捕獲を行う具体的方策をどう考えているか。

(5) 「箱わな」の設置数を抜本的に増やし、狩猟免許人数

を増やすなど、対策を強化すべきではないか。

２ 「容器包装プラスチック」の分別収集について

(1) 資源ごみの回収実績はどうか。

(2) 南あわじ市が実施している「容器包装プラスチック」

収集について、どう考えるか。

(3) 淡路市でも行うべきだと考えるがどうか。

３ 県営津名塩尾団地の粗大・不燃ごみに関しての市の対応と

対策について

(1) 粗大・不燃ごみが収集日でないのに、多く持ち込まれ

ているという認識は。

(2) 団地の新築に伴い、ごみがさらに増えると予想されて

いるが、対策はどうか。

(3) ごみが周辺に散乱した場合には、粗大・不燃ごみの収

集に、県とも連携して取り組むべきではないか。

４ 高速バス停の整備、改善について

(1) 津名一宮インターバス停等に、屋根付きの駐輪場を設

置してはどうか。

(2) 北淡インターバス停の屋根部分の拡幅と防犯カメラの

設置とともに、トイレの修繕を急ぐべきではないか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１４
一般

質問
多田耕造

市 長

担当部長

１ 2022 年「未来へつなぐ」輝く淡路市づくりの戦略は。

２ 公務員の定年引上げ、条例・規則の整備は。

(1) 定年延長に合わせた条例・規則の改定予定は。

(2) 60 歳を過ぎた職員に対する新しい給料表・手当は。

(3) 役職定年制・定年前再任用短時間勤務制度の導入予定

は。

(4) 定年延長を踏まえた新たな定員適正化計画は。

  

３ 文化財の保存、活用地域計画の取組は。

(1) 文化財保存活用地域計画の策定は。

(2) 文化財保護の担当部局は。

(3) 未指定の文化財の把握は。

(4) 文化財のデジタル保存は。

(5) 文化財の文化観光教育資源としての活用は。

４ 地域公共交通の階層性のあるネットワークの構築で、利便

性の向上を図る取組は。

(1) 地域公共交通の路線バス、コミバスの利用者数の推移

は。

(2) 交通弱者、交通空白地域や交通不便地域の定義や実態把

握は。

(3) 地域公共交通網形成計画の策定は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１５
一般

質問
田尾 成

市 長

１ 農業施策の転換について

(1) 農家の件数と大規模農家の件数は。

(2) 淡路市職員に農業のみに関しての副業を認めて

は。

(3) 農業者の基準は。

(4) 農業施策を多面的にとらえないか。

２ 指定管理の在り方について

(1) 集会場等を指定管理に出している理由は。

(2) 北淡震災記念公園、パルシェの指定管理料の急増

の理由は。

(3) ２施設を当分の間、休館することについての考え

は。

(4) PFI 方式（※）を新火葬場に導入することについ

て

（※）公共事業を実施するための手法

民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、

公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営

を行う公共事業の手法。

あくまで地方公共団体が発注者となり、公共事業とし

て行うものであり、JR や NTT のような民営化とは異な

る。


