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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
田中孝始

市 長

教育長

１ 淡路島国際公園都市淡路市大阪湾ベイエリア活性化構想について

（１）県策定の大阪湾臨海地域整備計画を受けて、市が多機能でサ

スティナブルな賑わいと生活感のあるコンパクトシティづくりを

コンセプトに土地利用を検討するとのことだが、企業が提案しや

すいように、計画を変更した。計画変更時に何を思い、地域住民

へのメリット、デメリットを考えたのか。

（２）地元への説明で意見はどうだったか。

（３）商業ゾーン、住宅ゾーンとして計画があり、17番目の町内

会誕生を見守ってきたが、市民参画や地域の声を全く聴くことな

く計画変更は正しいこととは思えない。職住近接ということでプ

ライミクスなど企業を誘致し、周辺には病院、保育所、公園、学

校があり、住宅地開発となるものではないか。計画変更は住民を

想定しないで、リゾート客だけを主眼としているのでは。誰のた

めの変更なのか。

（４）議決した総合計画には、「若者が定住できる住宅ゾーンの整

備を進めるべき」との意見に、市は「夢舞台サスティナブルパー

クを中心に住宅地を含めたコンパクトシティの実現、持続可能な

次世代に向けた地域デザインの推進を」との記載がある。

総合計画の方向性と全く齟齬（そご）のある計画変更と思え

る。全協で議員に説明だけで、プロポーザルしようとすること

に問題はないのか。

（５）総合計画は、基本構想は10年間。まちづくりの将来像、基

本理念及びその実現に向けた基本目標と方向性を示すもの。R4
年度からのR8年度までの後期5ケ年の基本計画づくりに今から取

り組もうと、本年度委員委嘱も行った。チャンスをつかむことは

悪いことではないと思うが、手順としてはどうか。

２ 教育の現状と方向性について

（１）リモート授業の現状と課題は。

（２）ひょうごがんばりタイムの状況について

５小学校、３中学校だけの実施であるが、単独予算を使ってで

も全校実施すべきでは。

３ 民泊について

（１）淡路署への苦情は年間どの程度あるのか。

  届出制又は県許可制ではあるが、比較的簡単に許可がでる。し

かしながら、付近住民とのトラブルが多発している。市民を守

る立場から国・県に対し改善を求める考えはないのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

２
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対策

（１）市内のコロナウイルス感染の実態は。

（２）市民の軽症患者及び無症状者の安心な生活支援につい

て

ア 療養施設の利用状況と自宅待機（療養者）への支援

（３）市内のワクチン接種状況（高齢者、12 歳～64 歳）

（４）ワクチン接種における優先枠と副反応の実態及び相談

サポート体制は。

（５）県立淡路医療センターにおける抗体カクテル療法等の

導入について

（６）保育所、学童保育、小中学校での感染拡大の影響と対

策は。

  

２ 農家の生産対策

（１）果樹（びわ）の病気（ビワキジラミ）被害実態と対策

は。

（２）市内豚熱の発生と対策は。

３ 動物愛護政策

（１）市内の野良猫の実態と共存政策について

（２）市内の動物愛護ボランティアの活動実態と支援策は。

                              

４ 地域活性化政策

（１）東海岸の教育、文化施設（中浜稔猫美術館）の活性化

強化策について

（２）都市計画区域の指定「旧一宮町」への進捗状況と参入

の目的は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

３
一般

質問
西村秀一

市 長

担当部長

１ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援策

（１）コロナ禍における「特例緊急小口資金、特例総合支援

資金、生活困窮者自立支援金等」の貸付制度について

（２）感染拡大に伴う市内経済の影響と市民に対する独自支

援策は。

２ 市管理施設の緊急事態宣言中の休業、営業の判断基準

（１）同業種の施設で、営業する施設、休業する施設がある

のはなぜなのか。

３ 民泊について

（１）市内の民泊の認可数等現状の掌握は、どの程度してい

るのか。

（２）地域からどのような声が寄せられているのか。

（３）課題、問題をどのように掌握しているのか。

（４）今後、地域の声に対し、どのような対応を考えていく

のか。

（５）政令市（京都市）の条例制定と同様に、市独自条例等

を検討すべきではないか。

４ 「世界平和大観音像」解体後の方向性

（１）解体に向けて現状の進捗状況は。

（２）安全対策も含め、地域との調整状況は。

（３）跡地利用について、市はどのように考えているのか。

（４）地元地域からの要望があれば、どのようにするのか。

５ ため池の防災減災対策

（１）地震や豪雨時における危険性は、どのように認識され

ているか。

（２）ため池緊急点検の実施状況、管理の現状は。

（３）ため池管理の現状と ICT の活用状況について
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

４
一般

質問
岨下博史

市 長

担当部長

１ 市税等の滞納状況と今後について

（１）過去３年間の滞納状況は。

（２）現状の滞納分は、どのように徴収の努力がされている

か。

（３）今後どのような徴収方法を考えているか。

（４）悪質なケースもあるのか。

２ ごみ減量化への施策は

（１）市内の粗大ごみ置き場の数は。

（２）お知らせ掲示ポスターを統一してはどうか。

（３）ごみ問題で町内会長と話し合う機会は。

（４）ごみ出しハンドブックを作成してはどうか。

３ 市内の公園について

（１）志筑地域内で市が管理している公園は。

（２）津名ふれあいセンター敷地内の遊び場の利用は。

（３）静の里公園内に遊具を設置してはどうか。
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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
長瀬雅宏

市 長

教育長

担当部長

１ 多賀の浜（郡家と江井の間） 海水浴場の管理について

（１）管理者が置かれていない（正式なキャンプ場にしては

どうか）。

（２）海水浴場へのジェットスキーの進入

（３）水道水の無断でのバルブ開閉（垂れ流し）

（４）キャンプテントの設置違反

（５）分別がなく、ごみが無断投棄されている状況

２ 旧尾崎小学校利活用と地元町内会や『スポーツクラブ２１

おさき』等との利用関係について

（１）旧尾崎小学校の売却範囲の設定は、どのような根拠に

よるものか。

（２）売却にあたり、地域との協議は、どのように行われたの

か。また、地域への周知はどうか。

（３）公募の条件とした主なものは何か。

（４）利活用を実施することで、どのような効果が見込める

のか。

（５）利活用事業者と地域や『スポーツクラブ２１おさき』と

の協力関係のルール化などの覚書は。

（６）利活用を行う上で、地域との良好な関係性を築く必要が

あると思うが、今後の関係はどうなるのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

６
一般

質問
冨永康文

市 長

担当部長

１ 投票率 UP 策と出馬手続等の効率化について

（１）立候補用各種書類のデジタル書面化を

（２）ポスター看板の適正数は。

（３）デジタルマップ化も必要では。

（４）開票現場のモニター中継が必要では。

（５）今回の投票率減の分析と見解は。

（６）世代別投票率は。

（７）若年層に対する主権者教育の効果は。

（８）特典等での投票率アップも検討すべきでは。

２ 豪雨災害に対する危機管理について

（１）ダム計画（緊急）放流における流域の影響は。

（２）河川土砂除去と海の栄養化対策を兼ねて、当市でも実

施を。

３ 民泊や水上バイク等の住民への迷惑対策について

（１）民泊施設での近隣クレーム等の課題及び対策は。

（２）水上バイク（施設）関連のクレームや課題は。

（３）明石市事例（水上バイク危険行為）での国県への要望

についての見解は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

７
一般

質問
岡田教夫 市 長

１ 民泊施設（簡易宿泊所）の住民被害について

（１）市内に民泊施設が数カ所でき、住民とのトラブルを生ん

でいる。住民からの苦情や相談は何件あるのか。どの施設

からの相談が多いのか。

（２）市としても住民の生活に責任を負う立場から、解決のた

めに対処すべきではないか。

（３）市民の住居と接している場所では、煙や悪臭、騒音対策

など具体的な対応を求める。

２ 重度障害者等就労支援特別事業について

（１）同制度が地域生活支援事業として、市町村任意事業とな

っている。助成の対象者は、市町村の負担はどうか。他市

での取組状況はどうか。

（２）自営業者のあんま、マッサージ、指圧、はりきゅう施術

所開業者も利用できる制度だと認識している。淡路市とし

て取り組むべきではないか。

３ 河川の浚渫（しゅんせつ）や草刈りを求める

（１）洪水など災害対策のために、浚渫（しゅんせつ）や草刈

りが必要だという認識はあるか。

（２）青谷川の浚渫（しゅんせつ）と草刈りの要望が出てい

る。市としての対応はどうか。

（３）災害が起こってからでは遅い。必要な事業として、取り

組むべきではないか。

４ 農業の振興策について

（１）今年米の価格暴落が予想される。国に対し、備蓄米の買

入れ数量の拡充を求めるとともに、市が独自に買い入れ、

生活困窮者などへ供給するなど、市の対策を求める。

（２）牛伝染性リンパ腫対策について、感染予防対策と、経営

を支えていくために、何が必要だと考えているか。

（３）県は「畜産参入支援センター」を設置し、畜産を始める

ための相談窓口を作っている。市としても、後継者対策に

一層取り組むべきではないか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

８
一般

質問
鎌塚 聡 市 長

１ 新型コロナウイルス感染症対策

（１）年代別ワクチン接種状況と年代別予約状況、島内感染

状況の傾向と市の対策について

（２）ワクチン接種以外の感染症対策（生活支援含む）の拡

充について

（３）学校、保育所、学童保育での対策

２ 北部南部生活観光バス

（１）１０月に向けてのダイヤ改定や課題解消について

（２）停留所の雨除けやベンチ

ア 設置基準の認識

イ 設置可能場所の調査

（３）短距離料金や全高校生への補助、免許返納者への補助

など

３ 夢舞台周辺の土地利用計画

（１）ベイエリア活性構想

ア サスティナブルパーク、消防施設との関係

イ 新型コロナの動向と万博、IRを、市はどう認識して

いるか

（２）アソンブレ周辺から国道端にあるコンビニ周辺までの

間との関係

（３）スーパーシティ構想との関係と、１次募集とその後に

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

９
一般

質問
戸田敦大

市 長

担当部長

１ コロナ禍に対する市の施策

（１）観光業や宿泊業等に向けた市独自の支援策について

（２）緊急事態宣言下での学校の対応について

（３）6月実施のキャッシュレス事業について

２ 学童保育について

（１）学童保育の現状と課題について

（２）利用時間について

３ 住環境の保証について

ソーラーパネル、騒音、放置ごみ等による住環境への影響

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
村田沙織

市 長

担当部長

１ 新型コロナウイルス感染症対策

(1)市民へのワクチン接種状況について

兵庫県において 8月 20 日、4度目の緊急事態宣言が発令され、

感染拡大の影響が非常に懸念される状況だ。市民全体に接種が

行き渡るのは、まだ時間を要すると考えるが、直近の接種状況

について伺う。

(2)国からのワクチン供給量について

国から供給されているワクチン量について伺う。

(3)感染症軽症者等の療養施設について

重症患者の病床数の確保が非常に懸念されている中、若年層の

感染拡大が急速に増加し、無症状や軽症の患者が療養する宿泊

施設の役割が大きくなり、療養施設の設置を求める医療従事者

からの声もある。島内施設が指定される可能性など、市の対応

について伺う。

２ 子育て支援について

(1) 本市の特徴的な支援

少子化は日本全体の問題であり、本市でも重要な課題の一つだ。

企業誘致への取組が功を奏し、社会増減がプラスに転じている

が、未だ少子化が進み、出生数は減少傾向が続いている。

子育て支援の充実は、私たちのまちが、選ばれるまちになるため

に必須条件だと考える。コロナ禍の中、子どもを抱える家庭で

は、外出の自粛などで、抱えるストレスは非常に大きくなってい

る。本市における特徴的で実績を挙げている支援策を伺う。

(2) 今後の展開について

感染症防止で生活スタイルが変化する中、市の子育て支援も新し

い展開を図る必要があると考える。現在の状況を踏まえ、重点的

な子育て支援策や今後の展開について伺う。

３ 介護予防事業について

(1)取組の効果と課題について

本市も高齢化は更に進んでおり、令和 3年で 38％、令和 22 年に

は 42％が 65 歳以上の高齢者になるとの報告があった。市の総合

計画の中で、介護、予防、生活支援、住まいを包括的に提供する

地域包括ケアシステムの整備を進めている。また、要介護状態の

予防に向けた介護予防事業も推進している。本市が行っている

「いきいき 100 歳体操」に参加することで、非参加者に比べて医

療費と介護費の支出額に約 6 歳に相当する違いがあることが分か

った。コロナ禍において、そのような機会の減少が懸念される

が、新型コロナによる影響など、現状について伺う。

(2)今後の展開について

その他取組の効果や今後の課題、展開について伺う。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１１
一般

質問
岬 光彦

市 長

教育長

担当部長

１ 「淡路はひとつ」一市実現に向けて。

（１）市長自身から合併協議会を立ち上げる気はないのか。

（２）時期尚早なのか、必要がないのか、条件次第なのか。

２ 市内に拠点を置く女子野球「淡路ブレイブオーシャンズ」

への支援について

  女子野球球団兵庫ディオーネが解散し、地域おこし協力隊

などの努力で「淡路ブレイブオーシャンズ」が創設され、

部員１４名のうち８名が市内在住のチームが誕生した。

（１）まだ組織ができておらず、球団ではなくチームのため

運営費が少ない。市の財政的支援はできないか。

（２）市の支援策として、地域おこし協力隊として採用でき

ないか。（国の施策令和 2年度 5,500 人から令和 6年度

8,000 人と増員予定）

（３）ジェンダー平等の観点やダイバーシティの点から注

目度は高い。球団の経営に乗り出してくれる企業はな

いのか。

３ 大町保育園等の今後の展望について

（１）当該施設は、土砂災害警戒区域にあり、旧耐震構造で

建てられている。耐震改修促進法では、旧耐震の建物

は耐震診断をし、公表すべきとなっている。

   大町、塩田、生穂、仮屋、中田など行ったところはあ

るのか。

（２）また、大町、中田、塩田を統合し一つの保育園として

運営する計画などはあるのか。

（３）旧津名町の保育園、認定こども園の今後の展望は。

特に、大町保育園について

私立では佐野、恵泉、志筑、公立では中田、生穂、塩

田の今後について
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１２
一般

質問
石岡義恒

市 長

担当部長

１ ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた経済振興策につ

いて

（１）大阪・関西万博、インバウンド需要に向けた方向性は。

  （２）地域経済の活性化を目指す上で地域の魅力、ポテンシ

ャルを生かす役割をどのように反映させるのか。

（３）淡路市新規起業者支援事業補助金の申請件数の増加が

  みられる要因は。

（４）コロナ禍にあって、企業の働き方改革が急速に進展す

るなか、テイクアウト拡充やキャッシュレス普及に対す

る支援策は。

２ コロナ禍での災害対策・避難所運営について

（１）本年５月に避難情報に関するガイドラインが改定され、

  ８月に制度改定後、初めて「高齢者等避難」が発令された

   が避難状況の対応は。

（２）避難所マニュアルの運用状況、新たに改定する地域防

災計画の進捗状況は。

３ ふるさと納税について

（１）取組の方針や特色は。

（２）寄附活用事業の成果は。

（３）事業委託の効果検証について。

（４）新たに開設された、ふるさと納税推進課の目的は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１３
一般

質問
多田耕造

市 長

教育長

担当部長

１ 新型コロナウィルス感染症対策は。

（１）ワクチン接種の個別、集団接種の実施状況と今後の見

込みは。

（２）若い世代への接種率向上の工夫は。

（３）島内感染者の推移と感染患者の療養対応は。

（４）市職員の感染確認に伴う公衆衛生上の対策や人権、個

人情報保護の対策は。

（５）子供の感染拡大と学校の対応は。

（６）生活困窮者への自立支援金の支給予定は。

２ 災害対策基本法の一部改正に対する取組は。

（１）災害対策基本法の一部改正における自治体の役割の変

更点は。

（２）要支援者の個別避難計画についての作成状況は。

（３）８月１９日大雨警報発令に伴う対応状況は。

  
３ ごみ減量化への対応は

（１）ごみ排出量の現状、対策と今後の見込みは。

（２）ごみ減量化や環境美化に向けた対策は。

ア 燃えるごみ専用袋の一定枚数の無料配布の実施

イ 自主グループが実施する集団回収の育成と支援

ウ 森、川、海等で市民、団体等が取り組む、ごみ削減

等の実践活動に対する支援や経費の補助
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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
田尾 成

市 長

担当部長

１ 道路維持の原材料費の扱いについて

（１）令和２年度での原材料費支給の件数と資材の内訳は。

（２）令和４年度の予算要求の見込みについて

（３）道路行政について、過去１５年間の総括と今後の展望

について

２ 都市計画区域への考え方について

（１）市内の都市計画区域が設定されている部分と割合につ

いて

（２）今後、変更の予定はあるか。

（３）建ぺい率７０％の部分のみが都市計画区域として適正

であると考え、減少すべきと考えるがどうか。


