
第９７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
戸田敦大 市 長

１.これからの「まちづくり」について
(1)町内会について
ア 地域コミュニティとしての町内会の役割と、今後の展望

は。
イ 町内会への入会はあくまで任意であるが、入らないこと

で起こる不利益、また、特に転入者が増えている中での
トラブル等について把握しているか。

ウ アパートは新築ラッシュだが、地域コミュニティに属さ
ないケースが多い。これからの地域コミュニティのあり
方と市政への参画について。

エ 市政発足以来、高齢者の単身世帯が 1,000 件以上増えて
いる。町内会の衰退によるこれからの高齢者の拠り所、
安心・安全対策は。

オ 防災・減災を担う町内会の在り方、今後について。
カ 基本計画にも「市内分散集落を小さな拠点として、機能

の強化を図るとともに、都市圏等の交通拠点、市内各地
域の中心地及び市街地周辺へのアクセスを向上させなが
ら、コンパクトなまちの形成を図る」とある。
市内分散集落である町内会を、衰退させない施策はある
のか。

(2)後期基本計画について
ア 基本計画「グランドデザインゾーニング」は観光開発、

整備について書かれている項が多いが、今後 5年間にど
のような開発、整備を行うのか。

イ 「出生数 250 名の維持を前提条件に定め」とあるが具体
的にどのように出生数 250 名を達成するのか。

(3)定住化施策について
ア 移住相談が年間 2,000 件を超えるが、成約は 10 件程度で

あることの原因は何か。
イ 空き家の活用
ウ 「空き家予備軍」の掘り起こしについて。

２.経済対策について
(1)一次産業従事者や市内事業所への資源高対策、また市民への
経済対策は行うのか。

(2)ウィズコロナ・アフターコロナに向けた経済対策について。
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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
一般

質問
田中孝始

市 長

教育長

１.指定管理者制度について

(1)そもそもの目的、どのような施設を指定管理としているの

か。また管理料の考え方は。（R2年度をベースに施設数、管

理料のデータを数年おきに）

(2)指定管理者制度導入施設のモニタリング、評価に関する基本

方針や指定管理者制度に関するガイドライン（募集期間・指

定期間・選考委員・要旨の公表）

２.安心して暮らせる地域に

(1)高齢者の増加、出生数の減少という時代背景の中、どう対処

しようと考えているのか。また、予定した政策効果は出てい

るのか。

(2)認知症高齢者の増加に介護人材の確保に取り組むべきでは。

(3)若い世代の定着をどう進めようとしているのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

３
一般

質問
岨下博史

市 長

担当部長

１.淡路市夏まつり花火大会について

(1)本年度のイベントの概要はどのようなものか。

(2)実行委員会での場所選定の協議は行ったのか。

(3)市民向けの花火大会を考えてはどうか。

２.自主防災組織の役割について

(1)自主防災組織の現状と位置づけは。

(2)年に１回の町内会活動にできないか。

(3)防災士の現状は。

(4)防災士の資格取得の経費を全額公費にすべきでは。

３.大阪湾ベイエリアの活性化について

(1)大阪湾ベイエリア活性化方針について

(2)大阪湾ベイエリア海上アクセスの計画は。

(3)大阪湾ベイエリア活性化に伴う観光振興策は。

４．不法投棄監視カメラについて

(1)これまでの設置実績と現状は。

(2)運用面での取り決めはどのようなものがあるか。

(3)悪質なケースでの映像閲覧もあるのか。

(4)これからの方向性は。
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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
長瀬雅宏

市 長

担当部長

１.公金の取り扱いについて

(1)ある町での交付金振込の問題で、当市においても人的ミスが

発生する要因には、何が考えられるか。

(2)振込確認のチェック体制はどの様になっているか。

(3)金融機関との連携はどのようになっているか。

(4)当市における防止策はどのように行っているのか。また、同

様の問題が発生した場合の対応策は。

(5)他自治体での、ふるさと納税ワンストップ特例の未送信問題

も人的ミスによるものと思われるが、市における防止策、対

応策は。

２.認知症について

(1)認知症の定義と、発症数の推移は。

(2)市の施設の認知症への対応はどうか。

(3)認知症予防策はどのようなものを実施しているか。

(4)「世の中に役に立つ、必要とされる」などが生きがいとして

あるが、市の取組はどうか。

(5)理想とする今後の社会はどう考えているか。

３.農業者年金について

(1)農業者年金制度の現状は。

(2)加入条件はどのようになっているか。

(3)保険料引き下げにより、認定農業者及び青色申告者への影響

は。

(4)国民年金及び厚生年金との関係性はどうか。

(5)当該年金での老後の生活保障は十分と言えるのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

５
一般

質問
西村秀一

市 長

教育長

担当部長

１.障がい者施策

(1)障がい者手帳のカード化の進捗状況は。

(2)ミライロ ID(※)の導入推進を。

２.マイナンバーカードについて

(1)現在の市内の取得状況は。

(2)マイナポイントの活用周知を。

(3)保険証等対応はどうなっているのか。

３.防災減災対策

(1)気象庁との連携による地域防災力の強化について

(2)河川維持管理について

(3)ため池維持管理について

(4)合併浄化槽を避難トイレに活用しては。

４.太陽光発電設備の設置問題について

(1)市独自の設置基準を設けているのか。

(2)使用済みパネルに関する課題は認識しているのか。

５.新型コロナウイルス感染症

(1)４回目のワクチン接種計画について

(2)ワクチン接種後の副反応に対する相談窓口は。

(3)マスク着用、不着用の判断基準はどこが、いつ行うのか。

(※)ミライロ IDとは、障がい者手帳を所有している方を対象とし

たスマートフォン向けのアプリ。
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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
土井晴夫

市 長

担当部長

１.コロナ禍等における物価高騰対策「地方創生臨時交付金」の活

用計画

(1)交付決定額と活用事業計画について

(2)6 月補正に予算計上されている新型コロナ感染症の経済対策

は。

２.市の農業政策

(1)市内農業の現状は（生産者人口・生産量・生産高・農地活用）。

(2)持続可能で、もうかる農業策の推進を。

ア 農地集約化の進展状況は。

イ 高価格作物への転作支援

ウ 機械化・スマート農業への促進支援を。

(3)農業の担い手確保の支援策

  ア 新規就農者、新規一般農業参入者のサポート

３.住まいの安心向上策

(1)市営住宅の入居要件の見直しを（60 歳未満の単身者等の入

居）。

(2)市営住宅の空き室における福祉等活用の強化策は。

(3)室内修繕費の居住者負担軽減策は。

４.交通安全対策

(1)国道 28 号線 北部の渋滞解消策は。

(2)横断歩道安全対策「注意喚起灯・横断歩道グリーン化」の設

置を。

５.動物愛護管理法の改正による、飼い主不明猫等の解消対策                  

(1)飼い主情報の登録制度の効果と取組の推進
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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
村田沙織

市 長

担当部長

１.医療費について

(1)直近 5年間の国保への一般会計からの繰り出し金額はいくら

か。

(2)直近 5年間の後期高齢者医療への一般会計からの繰り出し金

額と、現役世代からの支援金額は。

(3)市民１人あたりの国保医療費の直近 5年間の推移は。

(4)１人あたりの後期高齢者医療費の直近 5年間の推移は。

(5)調剤費適正化事業の本市の実績と評価は。

(6)健康ポイントの実績と評価について。

(7)医療費分析結果（入院・外来）の検討内容は。

(8)今後の展開について。

２.小中学校の児童生徒への健康教育について

(1)健康診断の項目について

(2)健康診断結果の分析は行っているのか。

(3)運動器健診の実施状況はどうか。

３.「子育てしやすい環境」について

(1)子どもの遊び場の確保を。

  ア 土・日の子育て学習センターを開放しては。

  イ 公園の維持管理状況について

(2)子育て家庭と地域との交流促進策を。

４.アフターコロナ禍での生活様式について

(1)保育園や学校でのマスク着用は今後どうなるのか。

(2)いきいき 100 歳体操を安心して継続できる環境整備について
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

８
一般

質問
古山久則

市 長

教育長

担当部長

１.ロシアのウクライナ侵攻による、ウクライナに対する人道支援

を、当市としてはどのように行うつもりか。

２.ふるさと納税について

順調に推移していると聞くが、ルール違反をする自治体なども

取り沙汰される昨今、どのようにしてリスクを抑え、より一層

の税収を上げる計画か。

３.「子育て支援の充実」が住民の人気を呼び人口増大につながっ

ていく一つの要素となりうるが、

(1)現在の当市の「子育て支援」と自信を持って言える政策は何

か。

(2)これからもより予算を増やす計画はあるか。

(3)増額を行っていくべきだと考えるが、増額できない問題点は

何か。

４.以前から問題視されている、民泊客の騒音、水上バイクの危険

行為、海水浴・釣り・バーベキュー客の一部のマナー違反など

に対する兵庫県、警察以外の当市の考えは何か進展はあるか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

９
一般

質問
太田善雄

市 長

担当部長

１.淡路市地域防災計画に関して

(1)風水害等対策、第３章応急対策について

(2)地震災害対策、第６章東南海対策について

(3)「ぼうさいこくたい２０２２」への関わり方は。

２.指定管理の限界に関して

(1)指定管理の現状は。

(2)今後の方向性について

３.脱炭素先行地域に関して

(1)市におけるコンセプトは。

(2)地域として選ばれた有利な点は。

(3)どこまで考えられるか。

４.観光に対する地域のインフラ整備は現状のままで良いのか。

(1)ふるさと納税をもっと利用することはできないか。

(2)担当者の増員はできないか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１０
一般

質問
多田耕造

市 長

教育長

担当部長

１.【環境】脱炭素先行地域事業について

(1)官民施設の再生可能エネルギーの導入の取組は。

(2)マイクログリッドなど電力の自給自足の取組は。

２.【街づくり】スポーツによるまちづくり・地域活性化について

(1)スポーツによる交流人口の増加の取組は。

(2)スポーツによるまちづくりの取組は。

３．【教育】部活動指導員制度と教職員の負担軽減について

(1)教職員の部活動の負担軽減の取組は。

(2)児童生徒のための部活動支援の取組は。

(3)部活動を指導できる人材の確保の取組は。

４．【子ども】子どもの権利を守るための条例制定等について

(1)いじめ、体罰など子どもの権利が侵害された事例は。

(2)子どもの権利侵害への対応の取組は。

(3)「子どもの権利条約」に関しての周知方法の取組は。

＊マイクログリッド：非常時に大規模発電所からの電力が遮断され

ても、地域内で電力が自給自足できるような地域分散型電力システ

ム
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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
岡田教夫 市 長

１.農業の振興策について

(1)耕作放棄地が、本市においても広がっていると思われるがど

うか。

(2)飼料や肥料が高騰し、生産が維持できない実態をどう考える

か。

(3)水田活用の直接支払い交付金見直しの農家への影響はどう

か。

(4)農家への支援策が必要だと考えるがどうか。

２.学校や公共施設に生理用品の配置を。

(1)生理用品の配置についての検討してみたか。

(2)他の自治体での取組はどうか。

(3)ためらいなく活用できるトイレへの配置をすすめてはどう

か。

３.障がい者の施策について

(1)コミュニティバス利用運賃が、視覚障がい者と介護人とも半

額となっている。せめて介護人の運賃が免除にならないか。

(2)重度障がい者等就労支援特別事業へのニーズが高まっている

と考える。同市においても取り組むべきだと考えるがどうか。

４.県営津名塩尾住宅の建設工事にともなう住宅被害について

(1)2 号棟の建て替えで、近隣住宅に被害が出たが、市は実態を

把握しているか。

(2)工事が適切に行われたか。住宅の被害に対する補償について、

市の認識は。

(3)2 期工事に対する近隣住民への環境対策について、どう考え

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

１２
一般

質問
鎌塚 聡 市 長

１.物価、燃油等高騰対策

(1)6 月補正に地方創生臨時交付金対策費が計上されなかった理

由は、市民に物価高騰の影響がないと判断しているからなの

か。

(2)学校・保育所の給食（費）への影響と負担軽減対策は。

(3)その他市の対策は（国の臨時交付金以上の上乗せ独自対策な

ど）。

(4)円安の要因にこの間の日銀と政府の金融政策の影響があると

認識しているか。

２.島一市に反対の立場で問う。

(1)４月１日の市長挨拶（訓示）について

ア 一市は難しいという見解を示したと言う認識で良いか。

発言の真意を問う。

イ これまでの議会答弁などにある、市長が言うフロントリ

ーダー、フロントランナーについて

３.パソナ等からのスーパーシティ構想の提案について

４.カーブミラー設置について

(1)公道の設置（要望から設置までの期間）

(2)私道の設置への補助制度創設について
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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．ふるさと納税推進への現状と課題について

(1)令和 3年度の実績について

(2)洲本市がふるさと納税制度対象から除外されているが本市への影

響・審査チェック体制等について

(3)梱包費・通信費・送料を調達費としての取り扱いは。

(4)全国のふるさと納税サイトに対する手数料について

(5)雇用創出や産業振興に対するふるさと納税キャンペーン実施等の

考えは。

(6)今後、本市が力を入れていく施策の取組・方向性は。

２．あわじ環境未来島構想が掲げる再生可能エネルギーの普及・促進に

ついて

(1)これまでの取組と現状は。

(2)円安・原油高が電気料金の上昇が長期化し、経営を圧迫している

が、対策等はできているのか。

(3)㈱ほくだんが電力確保の不足が生じた場合の対応策は。

(4)消費者に対する電気料金の恩恵は。

(5)脱炭素先行地域に選定されたが、㈱ほくだんとの関わりやメリッ

ト・デメリットは。

３．災害対策基本法における指定緊急避難場所と指定避難所の確保につ

いて

(1)指定避難所（１次・２次）、基準区分の違いについて

(2)土砂災害警戒区域・津波警戒区域内にある指定避難所の現状は。

(3)通信設備・非常用電源・断水時のトイレ対策を備えている指定避

難所の現状は。

(4)指定避難所に飲料水などを配備する考えは。

(5)夜間避難訓練を実施する考えは。

(6)防災ガイドを配布する目的は。

４．動物愛護管理法が改正され、犬・猫へのマイクロチップ装着に関す

る制度について

(1)６月以降にペットショップ等から購入した犬・猫には必ずマイ

クロチップが装着され、30 日以内に飼い主情報を登録する義務があ

り、届出・変更・登録等の相談や窓口は。

(2)マイクロチップ装着に至った背景等をどのように考えているの

か。

(3)マイクロチップ装着費用・登録費用等の補助金はあるのか。

(4)罰則の規定はあるのか。

(5)市民へ周知はされているのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１４
一般

質問
冨永康文

市 長

担当部長

１.市の鳥（千鳥）について

(1)市のシンボルの生かし方について

ア 市の鳥(千鳥)、花(カーネーション）、木(山桜)の制定

経緯や扱い方は（官民とも）。

イ 市の魚の制定の必要性は。

ウ 環境問題に繋がる課題意識を教育視点からどのように捉

えているか。

(2)千鳥保護（淡路島ちどり隊活動）について

ア 地元住民への周知(注意看板設置)、カラス対策用防護ネ

ット等保護活動支援を。

イ 今後の条例化も必要では。

２.職員採用(試験)について

(1)採用方法や応募者推移等の現状は。

(2)求める人物像は。

(3)年齢枠拡大とプロフェッショナル人材採用制度新設も考えて

みてはどうか（生駒市事例）。

３.地域福祉医療施設の維持充実について

(1)聖隷病院の産科復活の見通し、経過報告を。

(2)北淡診療所科目別利用者数の推移は。

(3)眼科閉鎖の理由と患者への対応は。



第９７回定例会 一般質問通告一覧表

15

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

担当部長

１．許認可事務手続きについて

（1）許認可事務は主にどのようなものがあるか。

（2）部長、課長が窓口対応することについて

（3）行政手続法の運用実態について

２．宅地開発への条例制定について

（1）宅地開発指導要綱の制定について

（2）市が描いている土地利用のビジョンについて

（3）市を５つのゾーンに分けているが、具体的な建物配置計画

は。


