
第８１回定例会 一般質問通告一覧表

1
令和元年 第 81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
一般

質問
岬 光彦

市 長

教育長

担当部長

１ 教育について

いじめや虐待、体罰、引きこもり、貧困などいろいろな問

題がある中で「こども六法」山崎総一郎氏の著書が注目さ

れている。

（１）東須磨小学校の教員間の暴行、暴言問題で条例を改正

して分限休職処分にし、給与を差し止めたが淡路市の

場合はどのような対応をするのか。

また、各種ハラスメントの対応は。

（２）「神戸方式」では人事権が校長にあるとのことだが、

淡路市の場合、人事権はどこにあるのか。

（３）新しい学習指導要領は 2020 年 4 月から小学校で完全

実施される。3、4年生外国語活動 35 時間、5、6年生

70 時間プログラミング教育、必修化される特別の教

科で道徳が新設されるが、誰が教えるのか。

   時間数が増え、どのように対応していくのか。

（４）ICT 教育で淡路市は進んでいるといわれているが、電

子黒板など教材も不足している。

   電子黒板、パソコンは何台あるのか。iPad の導入で

学力は向上したのか。AI や IoT の開発でものづくり

大国日本では小学校から STEM 教育が必要では。

2 新しい自治体の資金調達手段について

（１）クラウドファンディングなどふるさと投資を行い地域

資源の活用やブランド化など地方活性化を図っては。

（２）ふるさと相続の導入について                

平成 31 年 4 月に生駒市で導入された。寄付者は 100

万円以上 2000 万円を上限に信託銀行に入金する。

実際の寄付は死後に実施される。

（３）ふるさと納税「企業版」が５年延長され税制優遇措置

を拡充することになったが、対応は。

   

3 公共施設の耐震診断と土砂災害警戒区域について

（１）建物耐震改修促進法により、原則昭和 56 年 5月 31 日

以前に建てられた公共施設はいくつあるのか。

（２）土砂災害防止法により危険区域を指定している。

一宮・北淡・岩屋・東浦は調査済みのようだが津名

地区が遅れている。ハザードマップはいつできるの

か。危険区域に隣接する公共施設はあるのか。

【STEM 教育】

Science（科学）、Technology（技術）Engineering（工学）

Mathematics（数学）を統合的に学習する学習
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令和元年 第 81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
一般

質問
岨下博史

市 長

担当部長

１ 淡路市社会福祉協議会本部移転について

（１） 耐震診断の結果は。

（２） 移転候補地は。

（３） 移転時期は。

２ 津名一宮インター周辺の開発について

（１） 現状の認識は。

（２） 開発に対しての考え方は。

（３） 課題、問題点は。

３ 放置自動車及び放置自転車の撤去

（１） これまでの対応は。

（２） 条例制定後の流れは。

（３） いつごろ撤去できるのか。

（４） 撤去後の対応はどうか。

４ 志筑川放水路の草刈り等の維持管理

（１） 完成して５年になるが草刈りはしたのか。

（２） 河川愛護月間での具体的な活動は。
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令和元年 第 81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
一般

質問
西村秀一

市 長

教育長

担当部長

１ 10 月運行開始した南部生活観光バス

（１）現況と今後の課題は。

（２）「ゴールデンドリームバス」市民の反応

（３）運転手に対する安全教育の状況

２ 子育て世代が安心できる災害時の備蓄品

（１）「使い捨て哺乳瓶」と「乳児用液体ミルク」早期

備蓄を。

３ 食品ロス削減の取り組み

４ IoT 戦略

（１）福祉と防災の取り組み

（２）新しい交通サービス MaaS（マース）について

５ 市役所窓口に「おくやみコーナー」設置

（１）家族が亡くなった後に遺族が行わなければなら

ない多岐にわたる手続きのサポート体制構築

を。
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令和元年 第 81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
一般

質問
田中孝始 市 長

１ コミバスへ一つの提案

（１）まだスタートしたばかりだが、利用状況は。

（２）慣れていくことが必要であるが、乗り継ぎ拠点

に次便の案内板設置を提案する。どうか。

２ 災害に備えて

（１）デジタルサイネージ付ＡＥＤ

（２）福祉担当部局と防災担当部局の相互連携を。

（３）ケアマネと自主防災との連携

  ケアプラン作成時に災害に関することを書き入

れられないか。報酬については。

３ 地域の再生

（１）空き家対策総合支援事業交付金（国交省）

（２）ランドバンク事業
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令和元年 第 81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
一般

質問
冨永康文

市 長

担当部長

１ “人財”関連の課題に向けて

（１）今後どのような企業を誘致していく方向性か。

（２）地場産業への支援策の現状は。

（３）畜産、果樹農家等、移住者への斡旋制度を。

（４）チャレンジショップ等での起業家支援策を。

（５）就職氷河期時代の人材補充の必要性は。

（６）人材マッチングの機会の増加を。

２ 職員研修等の事後報告について

（１）報告会等実施の基準はあるのか。

（２）職員派遣等での学びをどう反映しているのか。

３ 文化系表彰制度について

（１）スポーツ功労者表彰のような文化系部門の表彰

制度も必要では。

４ 水産振興策について

（１）県の「豊かな海」条例における当市の具体策は。
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令和元年 第 81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
一般

質問
土井晴夫

市 長

担当部長

１ 淡路市産業の活性化                                     

（１） 農業耕作放棄地の活用   

ア 和牛・ダチョウ牧場の推進

イ 市民農園の拡充   

（ア）ちひろガーデンファームの現状と課題

（イ）滞在型農園付き宿泊施設の整備推進（ク

ラインガルテン）

（２）水産業 養殖漁業の推進（ナマズ）

（３）商工業 中小企業支援事業（国策）の中身と活

用支援策

（ものづくり・商業・サービス補助金、小規模事

業者持続化補助金・レジシステム補助金）

２ 働き方改革 市職員の残業の実態と改善策

（１）年間通じて残業の多い部局の理由と対応   

（２）人事評価制度における残業の認識と評価

３ 市民の安心安全対策

（１）市営住宅の入居規定の緩和（保証人担保の廃

止、県基準踏襲）

（２）ため池安全調査の実態と対策計画（2013～2018

年度実施）

ア 国、会計検査院からの指摘内容

イ 決壊時に人家等への被害が大きいと懸念され

るため池の実態と対策計画

（３） いじめ対策・早期発見窓口の拡充（SNS 活用事

業の実施要望）
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令和元年 第 81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
石岡義恒

市 長

担当部長

１ 消費税増税対策として始まったプレミアム付き商品

券事業の現状について

（１）購入引換券や申請件数は。

（２）市内で利用できる取扱店はどれくらいあるの

か。

（３）プレミアム付き商品券の利用状況は。

２ 文部科学省が来年度からのスタートを目指している

スクール弁護士「スクールロイヤー」の導入について

３ かいぼりが各地で復活し、養殖ノリの色落ち防止や

漁獲量アップへ期待がかかるが、本市の現状は。
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令和元年 第 81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
針木 均

市 長

担当部長

１ 岩屋鵜崎地区・市営住宅解体問題

現在、1号館・2号館・3号館の解体計画は、どのよう

に進行していますか。

現在住んでおられる方々の不安を解消するために、で

きる限り詳細な情報を開示下さい。

２ 城山崩落問題

「県防風指定林」ということで、近隣民家への落石倒

木問題は未対応のままです。

近隣民家被害者が危険をおかして、倒木対応している

という現状です。

その後の市当局の対策状況を再度説明下さい。

３ 小中一貫問題

小中一貫問題について、従来より石屋小学校を統合基

点にしていただくよう考慮をお願いしていましたが、

その後の協議進展状況を伺います。
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令和元年 第 81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
多田耕造

市 長

教育長

担当部長

１ 神戸市と淡路島内３市の連携・協力協定について

（１） 目的・概要は。

（２） 負担と効果予測は。

２ 冷暖房室内温度設定と業務効率について

（１） 使用時の室内温度の目安と労働環境・業務効率へ

の影響効果は。

（２） 他市の実証実験結果の効果に対する検証は。

３ 自治体魅力度調査結果について

（１） ２０１９年魅力度調査結果の内容は。

（２） 認知度・魅力度をさらに高める対策は。

４ 認知症の人への見守り活動について

（１） 見守り模擬訓練の実践成果は。

（２） 今後の取り組み計画と課題解決は。

５ 学校教育の充実について

（１） チーム学校の推進体制は。

（２） 教科担任制などの柔軟な指導体制の実施は。

６ ２０２０パラリンピック聖火の採火計画について
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令和元年 第 81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
池本道治

市 長

担当部長

１ 交通政策について

（１） 南部生活観光バス運行２か月半で感じたこと

は。

（２） 利用状況や市民の反応はどうか。

（３） 乗り継ぎや車イス対応はどうか。

（４） 今後の周知・ＰＲ（定着させるため）

（５） 空白地（支線）から幹線へどう推進するか。

（６） 市をまたぐコミバス運行について

（７） 山田デマンドバス運行体制の見直しについて

２ 舟木遺跡

（１） その特徴と現在の発掘状況

（２） 国の史跡申請。指定されるとどうなる。

（３） 地元との協力関係は。

（４） 将来構想

（５） 文化財発掘物の保存場所

空き施設等を活用し、一か所で保存展示を。

３ 旧一宮地区都市計画区域認定について
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令和元年 第 81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
鎌塚 聡 市 長

１ 市営駐車場利用申請等の変更について

（１）なぜ変更することになったのか。目的は何か。

（２）運転免許証等で、なぜ住所確認ができないのか

運転免許証等で実際の住所確認できない率はど

れくらいと判断しているのか。その調査は実施

したのか。

（３）任意取得のマイナンバーカードを持っていない

人は、住民票取得費用（有償）が発生すること

は公平といえるのか。

２ 特定保健指導等での健康診断等のデータ収集について

（１）同意書とマイナンバー

（２）個人情報の取り扱い

３ 市職員に対するマイナンバー取得調査について

４ 災害時の避難所受け入れ体制の充実を。

（１）ホテルや旅館などが利用できる協定を結ぶなど

をし、障がい者などが優先的に利用できるよう

にすべきではないか。

（２）備蓄品の充実について

  

５ 県営津名塩尾団地の大型ごみに関しての市の対応と

対策の考えは。
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令和元年 第 81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
田尾 成

市 長

担当部長

１ 大災害発生時における対策の見直しについて

（１） 避難所を各地区で２か所ずつ１０か所を設置し

た場合の計画は。

（２） 淡路市地域防災計画の見直しについて

２ 南部生活観光バスの運行状況について

（１） １０月スタートしたバスの乗車状況について

（２） 今後の課題について

３ 国民健康保険における特別調整交付金の過大申請に

ついて

（１）過大申請に至った理由と経過
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令和元年 第 81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
戸田雄士

市 長

担当部長

１ 「文化」施策について

（１）資料館などの整備（旧町歴史史料など）

（２）レトロ体験村の今後

（３）文化協会支援や文化事業の取り組み

２ 教育に関する諸課題

（１） 神戸、東須磨小学校問題によるコンプライアン

スと神戸方式の人事

（２）教育委員会議の内容と公開


