
第７７回定例会 一般質問通告一覧表 

1 
平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 

 

公明党 

 

土井晴夫 

 

市 長 

 

担当部長 

 

１ 施政方針について 

 （１）新しいステージへ積極的な企業誘致の推進 

   ア 県構想「淡路島国際公園都市構想」の見直し

及び「淡路市夢舞台サスティナブルパーク」

の見直し 

   イ 今後の企業誘致活動 

 （２）淡路島総合観光戦略 

   ア 推進政策「世界から選ばれる魅力づくり」 

     「国内外から観光客を呼び込むプロモーショ

ン」、「受け入れ体制の強化」 

 

   イ 大阪湾活性化構想に繋ぐ海路の復活事業の取

組み 

 

２ 淡路市、未来への展望 

（１）「淡路島1市へ合併協議会の設置要望」（淡路青 

年会議所提案）への見解 

 

３ 市政の佳節事業計画 （2020年） 

（１）「淡路市政15周年」の記念事業計画 

（２）「淡路市市民憲章制定10周年」の学びと啓発 

   ア 今までの学びと啓発、これからの学びと啓 

発の向上策 

イ 淡路市市民憲章推進協議会（仮称）の設置要 

  望 

 

４ 市民、子どもの安心安全対策 

（１）児童虐待対策  

ア 淡路市内の事案現状と対策                      

イ 児童虐待防止対策の支援強化策、市プラン  

（国推奨）の策定状況 

ウ「児童虐待防止子ども条例」の制定要望 

（２）高齢者（施設・家庭内）の虐待の実態と対策 

（３）インフルエンザの感染状況と対策（今冬季） 

 

５ 観光政策 

（１）花さじき周辺整備（県事業）の概要と進捗 

（２）中山間地域の景観強化策（花ももの里づくり）

提案 



第７７回定例会 一般質問通告一覧表 

2 
平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 

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）急激に少子高齢、人口減が進む中、市の重点項

目である「市民の安全・安心対策」について問う 

   ア 地域の防災体制の今後のあり方について 

     （行政、市民のそれぞれの役割） 

   イ 大規模災害への備えについて 

 

２ 福祉行政の現状と課題について 

 （１）子育て、高齢者、障がい、健康関係政策等 

 

３ ふるさと納税制度の今後の展開について 

 

４ 財政の基金管理の在り方について 

 

５ 畜産業の現状及び対策について 

 （１）後継者育成についての具体的な取組について 

   ア 生産拡大に対する支援策は。 

 （２）ほ場整備の現状と課題及び対策について 

 

６ 市道路線、河川整備の計画について 

（１）市道平川柳沢線の現状と計画について 

 （２）市道糸谷平川線の今後の計画について 

（３）郡家川の状況について 
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3 
平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 

一志会 

池本道治 

市 長 

 

担当部長 

 

１ 施政方針について 

 （１）合併１５年の節目 

重点施策と一押し事業は 

 （２）３市時代は淡路島１市への序章 

   ア ３市広域での取組み事業 

   イ 淡路島１市への道は 

 （３）淡路関空ラインの教訓と海路の必要性 

   ア 交流の翼港の活用について 

 （４）企業誘致の成果 

   ア 市内中小企業の雇用問題（人手不足対策） 

   イ 問題点や課題を解決する仕組みが必要ではな

いか 

 

２ 高齢化で岐路に立つ農業 

 （１）淡路市北部耕作放棄地の企業誘致 

    その状況と淡路市への影響はどうか。 

 （２）中山間地域の維持と活性化策はどうか。 

 

３ 空き家等対策について 

 （１）空き家の現状と情報収集 

 （２）空き家対策に取り組む体制づくり 

 （３）空き家バンクの実態 
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4 
平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 施政方針について 

 （１）【はじめに】の中で、淡路市の３つの基本姿勢に目安

がついたときが、成熟した市として存立する礎を築く

ことができる。また淡路市のイメージの再確認では、

５地区のゾーンが示され、５地域がバラバラである課

題を資産として生かし、点ではなく面として捉えなお

すことにより、「田園学園都市」を目指す方向性が示さ

れていますが、「田園学園都市」の中身はおきまして、

スケジュール的な目安、目途については、どのように

考えられておられるかについて伺います。 

 

 （２）【むすび】の中で、財政状況や合併団体ということ

で、国の方針によって困ることがあるのであれば、現

場の我々はどうやって行けば良いのかということを具

体化していくことが大事である。また、１５年目の新

しいステージに向けて、再度覚悟を決め、もう一度襟

を正す必要があると言われていますが、「チーム淡路

市」として、半歩でも、一歩でも前に出て明るい未来

づくりのために、どのように襟を正し、どのような覚

悟で臨まれるのかについて伺います。 

 

２ 淡路市総合計画第1章「共に築く次世代につなぐま 

ち」について 

（１）「行政改革の着実な推進施策として、市政が本来担

うべき役割を明確に整理し、積極的に民間活力の

導入を推進する」とあるが、市政が担う役割と指

定管理者制度等民間活力導入推進のすみ分け基

準、根拠はどのようになっているのか。 

（２）「内部評価を通して、事務事業に係るコストや成果

を適正に判断する」とあるが、適正の担保や評

価、判断基準の客観性はどのように行っているの

か。 

（３）「国際交流の促進で国際観光都市としての魅力づく

りを行う」とあるが、国際交流環境充実のための

効率的、効果的な推進体制・施策を市民の自助・

共助の取り組みも含め、どのように考えているの

か。 

３ 本年4月末から5月にかけて史上初となる超大型連 

休が予定されているが、市として、この期間におけ 

る住民への行政サービスの対応をどのように進めて 

いくのか。 

４ 県が進めている土砂災害特別警戒区域指定のための 

現地調査の実施状況と今後の予定、及び県と連携し 

た市としての今後の対応策はどのように考えている 

のか。 

５ 淡路市子ども議会における浦小学校クリーン作戦再 

開要望の質疑に対する教育委員会、並びに担当部と 

しての教育と環境整備への取り組み・考え方は。 
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平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

質問順 種別 質問者 
答弁を 

求める者 
質問の要旨 

５ 
代表

質問 

自治市民

の会 

戸田雄士 

市 長 

 

担当部長 

 

１ 施政方針に対して 

 （１）人口減少問題について 

   ア 現状の認識は 

   イ 他市との（神戸市人口減、明石市人口増、淡路

市人口減）捉え方 

   ウ 課題と対策 

 （２）外国人受け入れ対策について 

   ア 淡路市の現状と影響 

 

２ 自殺対策について 

 「淡路島、高い自殺率」の報道を受けて、市の対応を問

う。 
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平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

質問順 種別 質問者 
答弁を 

求める者 
質問の要旨 

６ 
代表

質問 

淡路クラ

ブ 

松本英志 

市 長 

 

１ 施政方針について 

 （１）大きな社会問題とされている、いじめ問題、虐待

問題等に対する対応について伺う。 

 

２ 市制発足１５年を迎えるに当たり、平成の時代を含

め、合併後の市政運営を振り返り、これからの本市の将

来像について、どのように進められようと考えているの

か、その考えなり見解を伺う。 

 (１) 市の基本政策の３本柱の今後の進め方 

 (２) 人口減社会への対応 

(３) 住民の福祉向上への今後の取組 
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平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 
針木 均 

市 長 

 

担当部長 

 
１ 小中一貫統合移転問題その後 
（１）2021 年には移転実施と説明されている問題です
が、その後、岩屋地区まちづくり協議会においてど

のように協議決裁されたのかを説明ください。 
 （２）統合場所は、石屋小学校にという要望はどのよう

に評価されたのでしょうか。 
 
２ 佐野運動公園整備 
（１）区域分割している金網ネットが朽ち、応急対策と

して、簡易ネットを設置している状況。 
根本的な補修工事は本年 2 月中に完工予定と聞い
ており、2 月 24 日に現地確認させていただきまし
たが、工事着工の状況も確認できませんでした。現

状説明ください。 
 
３ まちづくり協議会   
（１）岩屋地区有識者による協議会の会議決裁事項につ

いて、公示いただくことを再度要望します。 
一般住民への周知なしで、不安を招いたままです。 
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平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 
田中孝始 

市 長 

 

教育長 

 

 

１ 空き家問題の課題について 

（１）空き家活用策を。 

（２）空き家バンクの状況 

（３）都市計画の見直しが必要では。 

（４）人口減少対策会議（常設化）の設置を。 

（５）きれいで住みよい環境づくり条例を。 

 

２ 教育委員会の方向性を伺う。 

（１）中学校のクラブ活動の現状と課題 

（２）学校評議委員会の現状と課題 

 

３ 市社会福祉協議会は、どこに移転するのか。 

（１）津名から離れて大丈夫なのか。 

（２）協働すべきだが、話し合い不足なのか。 
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平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 
岨下博史 

市 長 

 

担当部長 

 

１ 淡路市の食の教育の在り方について 

（１）食の４年制学校創設構想の方向性は。 

（２）市内小中学校での食文化等の授業は。 

（３）地産地消の考え方をもっとPRしては。 

（４）「食」を極める人材や「食」を求める人が集まる

淡路市を。 

 

２ 現志筑バス停周辺の管理について 

 （１）自転車置き場での放置自転車の処理は。 

（２）バス利用者の送迎待機レーンの使われ方につい 

  て 

（３）現志筑バス停に隣接する空き地の管理は。 

 

３ マイナンバーカードを活用した消費活性化の取組に

ついて 

 （１）消費税増税時の市内事業者への対策は。 

（２）マイナンバーカードを活用した消費活性化につい

ての認識は。 

（３）マイナンバーカードを１枚でキャッシュレスを含

めたいろんな使い方を検討するチームを。 
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平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 
西村秀一 

市 長 

 

教育長 

 

担当部長 

 

１ 学童保育の環境整備について 

（１）中田学童保育所の方向性 

 

２ 公共施設のトイレの洋式化 

（１）学童保育施設 

（２）学校施設 

（３）体育館・公民館・地域事務所等災害時の避難所

施設 

３ 防犯カメラの設置について 

（１）市内設置状況（公共・町内会要望） 

（２）肖像権、プライバシー保護について 

（３）設置コストについて（イニシャル・ランニン 

グ） 

 

４ 災害時において障がい者に対する伝達方法 

（１）現状の伝達方法 

（２）課題と今後の方向性 

（３）NET119（緊急通報システム）について 

 

５ 公営住宅において非常時の管理体制 

 

６ 施政方針から 

 （１）「安全安心で快適に暮らせるまち」 

  ア 「公共交通」から、１０月運行予定の南部生活

観光バスについて 
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平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 
岬 光彦 

市 長 

 

教育長 

 

担当部長 

１ 淡路市（島）の観光戦略について伺う。 

 （１）淡路島観光協会に三市より職員を派遣することに 

なったが、どういう人材を派遣するのか。 

 （２）観光には情報の発信、収集、分析が重要と思われるが、

SNS、AIDMA（アイドマ）※1、SWOT（スウォット）※2リー

サス※3は活用しているか。 

 （３）明石海峡大橋無料化、料金低減化運動は引き続き行う

のか。 

 （４）エコツーリズム、日本遺産を活用し、自然、癒し、食

で淡路島をPRしていくべきだと思うが、どう思うか。 

（５）広域観光づくりDMO※4やファムトリップ※5、民泊の

充実について 

（６）港の活用も行うクルーズ船は入港可能か。 

２ 外国人研修施設について 

 （１）淡路市にとってメリットかデメリットか。認可はいら

ないのか。（パソナ、生田小） 

３ 施政方針について 

 市長は、施政方針で連携という言葉を使われている。 

連携はお互いの信頼関係で生まれるものである。 

 行政運営は、公平、公明、公正が基本だ。指定管理料設 

定、温浴施設利用料、駐車場利用料等の考え方について 

伺う。 

 

※1 AIDMA 

（Attention,Interest,Desire,Memory,Action） 

広告宣伝に対する消費者の心理プロセス 

※2 SWOT 

（Strengths,Weeknesses,Opportunities,Threats） 

目標達成のため、組織等において外部環境や内部環境を強み、弱み、

機会、脅威の４カテゴリーで要因分析し、事業環境変化に対応した経

営資源の最適化を図る方法の一つ 

※3 リーサス（RESAS） 

（Regional Economy Society Analyzing System） 

地域経済分析システム。内閣府のまち・ひと・しごと創生本部が運用 

する、産業構造や人口動態等の官民ビッグデータを集約し可視化を試 

みるシステム 

※4 DMO 

（Destination Management Organization） 

観光物件、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など当該地域にある観光 

資源に精通し、地域と共同して観光地域作 

りを行う法人 

※5 ファムトリップ 

観光地の誘致促進のためターゲットとする国の旅行事業 

者やメディアなどに現地視察してもらうツアーのこと。 
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平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 
冨永康文 

市 長 

 

担当部長 

 

１ 住宅密集地の防災道路計画について 

（１）計画の趣旨、目的について 

（２）育波浜、室津浜の計画進捗は。 

（３）計画変更の可否 

 

２ ｢いつかきっと帰りたくなる街づくり」について 

（１）ふるさと納税の同窓会補助事業の成果は。 

（２）Uターン者向け奨学金返還支援制度導入は。 

（３）大阪湾ベイエリア構想を進めるに当っての大阪営

業拠点化計画を早急に進めるべきでは。 

 

３ 子育て支援策について 

（１）出産祝い金による効果は。 

（２）子育て支援包括センターの現状と課題は。 

（３）小児検診予備日の土日実施体制を。 

（４）保育士等の待遇アップを。 

（５）学童保育時間延長、休日対応等は。 

（６）乳がん検診を 2年から 1年ごと補助の必要性は

ないのか。 

（７）島外通学者への高速バス代補助金の増額は。 
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平成 31年 第 77回定例会 一般質問 

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 夢舞台サスティナブルパークを今後どのように利活

用し、計画を進めていくのか。 

 

２ 遊休施設となった校舎、園舎の利活用を今後どのよう

に考えているのか。 

 

３ 空き家等に関する対策について 

 （１）空き家等対策の関係機関との連携体制は。 

（２）空き家等の予防と相続人関係の支援体制はどう

か。 

（３）移住・定住者への空き家借り上げ制度の方向性は。 

（４）空き家等を解体した跡地利用の活用方法、除草支 

援策は考えれないか。 

（５）空き家等の修理・改修・解体等の補助金について 

 

４ 不登校・いじめ・児童虐待・ひきこもりが社会問題と

なっているが、本市の現状は。 

（１）不登校・いじめ・児童虐待・ひきこもり等の現状

はどうか。 

（２）相談窓口の支援体制はあるのか。 
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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 
鎌塚 聡 市 長 

 

１ 可燃地域ごみ処理等の広域化について 
（１）建設費や維持コスト、運搬費などの試算 

市の負担、市民負担（ごみ袋）がどうなる見込みか。 
（２）今後の計画 

（３）候補地 
（４）集約によるデメリットについての考え 

（５）ごみの減量と市単独での建設についての考え 

 
２ 自衛隊への名簿提供について 
（１）現状について 

（２）個人情報保護の市の考え 

 
３ 市長施政方針について 

（１）３市時代が淡路島１市の序章などと言っている

が、「多くの先輩達の思い」の具体は何なのか。 

（２）過去の構想を失敗と認識しながら、大阪湾活性

化構想から展開する施策につなげるという発想は

どこからくるのか。 
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質問順 種別 質問者 
答弁を 

求める者 
質問の要旨 

１５ 
一般

質問 
田尾 成 

市 長 

 

担当部長 

 

１ 東京事務所の展望について 

 （１）以前の東京事務所との違いは何か。 

 （２）東京事務所の具体的な活用方法は。 

 

２ PET（陽電子断層撮影）検査受診への助成金の交付に

ついて 

 （１）淡路市では、市民のがんの早期発見についての現

状の対応はどんなものか。 

 （２）淡路医療センターでがん早期発見のためのPET検

査受診希望者に対して、検査料の半額を助成する制度

の確立について伺う。 
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質問順 種別 質問者 
答弁を 

求める者 
質問の要旨 

１６ 
一般

質問 
 

市 長 

 

教育長 

 

担当部長 
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質問順 種別 質問者 
答弁を 

求める者 
質問の要旨 

１７ 
一般

質問 
 

市 長 

 

担当部長 

 

 


