
第９６回定例会 代表質問・個人質問通告一覧表

1

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

1
代表

質問

日本共産党

鎌塚 聡
市 長

１．新型コロナウイルス感染症対策

(1)ワクチン接種、前倒し体制、ＰＣＲ等検査拡充について

(2)学校、保育所等での感染状況や対策

(3)陽性者・自宅待機者、濃厚接触者、事業者等への市独自支援は。

２．学校給食費無償化や負担軽減について

３.市営住宅の入居基準の緩和

(1)連帯保証人、ＤＶ被害者等の入居基準

４．高齢者補聴器補助制度の創設を。

５．解体後の「世界平和大観音像」跡地について

６．市長施政方針から

(1)P６とP７の行財政改革と新たな行政展開と、P１３からP１４にか

けての企業誘致の積極的な推進との関係から見る今後の方向性に

ついて

自治体業務のアウトソーシングで行革を進めるという趣旨か。

(2)P８福祉と教育の先進市を目指す取組

教育についての記載のうち、「日本人の本来の心、道徳の必要性を

再認識し、倫理観の醸成に努めます。」とある。

ア 「日本人の本来の心」の定義とは

イ 「日本人の本来の心、道徳の必要性を再認識し、倫理観の醸

成に努め」ることを市民、生徒に求める取組をするということ

か。

ウ 再認識する主体が自治体（もしくは教育委員会）ならば、そ

こに倫理観の欠如が起こっている状況と捉えているのか。
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2

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

公明党

西村秀一
市 長

１.施政方針から問う。

(1)市制発足から 4期までの所懐を伺う。（P2～P5）

(2)コロナ感染拡大の収束が見えてこない中、2025 年大阪万博

開催までの向こう 3年間、どのように市政を進めていくのか。

（P6）

(3)政策目標から（P6～P8）行財政改革と新たな行政展開

（ア）企業誘致の積極的な推進

a 「企業進出は就業の場を増やし、人口の増加へと繋が

り」とあるが具体的なビジョンを伺う。

b 多くの企業が本市に進出する中で、地元企業との調和が

大事になってくると考える。市としてどのように進め

ていくのか。

（イ）デジタル化の推進（教育・医療・移住）への取組

ａ 誰でもがどこでも安心して学びが継続できるリモート

授業を可能にするための環境整備は。

b 地域医療のオンライン診療の取り組み強化

c デジタル化人材の確保と環境整備

(4)南海トラフ巨大地震への備えについて（P6・P7・P17）

(5)市長が考える「ひと工夫」とはどのようなものか。(P11）
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3

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

住民目線の会

籾谷 宏

市 長

教育長

担当部長

１．施政方針について

(1)今後の行政経営と財政運営について

２．畜産振興の取組について

(1)ブランド化

(2)後継者育成

３．大阪湾活性化構想の展望と取組について

(1)広域連携（県、島内 3市）

(2)市独自施策

４．更なる企業誘致の推進について

(1)実績及び近年の動向

(2)遊休地や遊休施設の活用

５．東浦平和大観音像跡地利用について

(1)解体撤去の進捗状況、今後の予定

(2)市としての見解
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4

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

淡路クラブ

岬 光彦

市 長

教育長

１．新型コロナウイルスがオミクロン株に変異し、感染力が 3倍、潜伏期間

も短く、若年層にも感染しやすいが比較的重症者が少ないのが特徴だ。

(1)感染が増え始めた時期に成人式を実施したが、市内での感染拡大の要

因の一つになったのでは。

(2)独り暮らしの方が感染した場合の対応は。

(3)本市の濃厚接触者の定義と陽性者への対応は。エッセンシャルワーカ

ーや濃厚接触者、陽性者の社会復帰の基準は。

(4)ワクチン接種 3 回目、ブースター接種について

接種券発送の進捗状況はどうか。個別接種よりも集団接種の方がスムー

ズに進むのではないか。

(5)モデルナ製ワクチンが敬遠される傾向にあるが、対策は。

(6)県保健所の管轄ということで情報も少なく遅い。本市の 5 歳から 11 歳

の接種はどのように進めるのか。

２.2025 年の大阪・関西万博に向けての淡路市の取るべき道は。

(1)会長に十倉雅和日経連会長、副会長に松本正義関経連会長と淡路島に

ゆかりのある人が就任されている。夢洲への航路作りを県、三市協力

のもと、話題性が必要では。

(2)㈱パソナは 2024 年までに 1,200 人が移住し、本社機能の一部を淡路市

に置くといわれている。共存共栄していく方策は。

(3)淡路島が一つにまとまることも大事だ。淡路青年会議所とも連携し、

一市実現への方向性は。

(4)デジタル化社会に向けて自治体の人材育成、確保など DX の推進体制の

構築はできているのか。（DX 課創設など）

３.本市も人口減少、高齢化が進む中、あらゆる世代への支援が必要だ。

(1)福祉会館の進捗状況はどうなっているのか。

(2)聖隷淡路病院の産科の再開はされるのか。

(3)不妊治療への更なる支援や、児童手当の拡充を。

(4)人生の節目（出産祝、成人祝、喜寿など）での祝い金制度をふるさと

納税を使って創設できないか。

(5)保育園の長寿命化計画の見直しや再編計画を練り直し、認定こども園

へのスムーズな移行を。

(6)小中学校の給食費の無料化、給付型奨学金制度を創設してはどうか。

４．市長の施政方針に対する質問

(1)Society5.0(科学技術)、AI、ロボット、IoT など ICT を使って教育

を高めていくといわれているが、具体的にはどのような教育か。

(2)公平・公明・公正な仕事を通じ「愛と正義」に繋がる行政運営とは

何か。
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5

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

結いの会

多田耕造

市 長

教育長

担当部長

１．２０２２年度施政方針について

第２次淡路市総合計画 後期基本計画に関連するＳＤＧｓ17 の目

標と本市が目指す将来像へ着実にまちづくりを進めていき、「選ば

れるまち」を実現するシティプロモーション戦略は。

２．５～１１歳の子どもへの新型コロナワクチン接種について

(1)保護者への接種意向調査の実施は。

(2)保護者への不安に対応する施策は。

(3)副反応のリスクや接種効果の情報提供や広報は。

(4)対象人数、接種券の発送時期、接種場所と時期、集団接種と個

別接種の割合、接種率の想定等の接種体制は。

３. コロナ禍の学校教育について

(1)運動能力が低下した子どもたちの体力・運動能力向上への施策

は。

(2)学級・学年閉鎖、休校に伴う子どもたちの学びの保障は。

４. 交通弱者対策や交通空白地域等の移動支援について

(1)交通弱者や交通空白地域・交通不便地域の定義や実情は。

(2)現在の公共交通支援や交通弱者対策等の施策は。

(3)今後の総合的な移動支援の政策効果の測定と将来像は。
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6

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

6
個人

質問
岨下博史

市 長

担当部長

１．市営住宅の申し込みについて

（1）市営住宅の現状は。

（2）募集する空き室をどのように決めているか。

(3)第二希望まで受付できないか。

(4)抽選で落選した人への対応は。

２．受付業務について

(1)職員のエレベーター等の利用について

(2)来庁者への案内は。

(3)担当課での受付業務は。

３．県道志筑郡家線及び上内膳塩尾線の拡幅工事の進捗は。

(1)志筑郡家線の現状とこれからの予定

(2)上内膳塩尾線の現状とこれからの予定

４．ふるさと納税について

(1)返礼品の調達費の現状は。

(2)今回の新聞報道による市内の返礼品を納めている事業者への

影響は。

(3)これからの具体的な方針は。

５．志筑川放水路について

(1)宝珠川及び志筑川放水路の整備の概要は。

(2)放水路新設に係る記念碑の設置について
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7

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

7
個人

質問
戸田敦大

市 長

教育長

１．施政方針について

（１）大阪湾ベイエリア活性化構想を中心とした観光施策について

（２）今後の市の教育のあり方について

（３）市のまちづくりの方針について

２．新型コロナウイルス感染症第 6 波による学校教育への影響について

(1)感染拡大による学級閉鎖の数は。

(2)学級閉鎖時にタブレット端末を利活用したのか。

(3)児童・生徒は自宅でタブレット使用を行ったのか。

３．持続可能な行政運営について

(1)市の人口の約 1 割が現在、70 歳から 74 歳であることから、国民健康保

険、後期高齢者医療制度、介護保険制度への影響について

(2)ウェルカム高齢化活躍アンケート結果は。

(3)高齢者の活躍の場づくりの今後の展開は。

(4)市内の有効求人倍率について

(5)生涯現役推進地域連携事業の具体的な取組は。
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8

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

8
個人

質問
田中孝始

市 長

教育長

1．新型コロナ対策について

(1)ブースター接種の状況について

ごみ袋配布の意味合いを確認する。

(2)感染者が判明した場合の対応について

   感染対策、公表の有無、保護者への連絡体制は。

小中学校、保育所、認定こども園等各々の対応について

2．学校施設の改修は速やかに。

(1)子どもたちの命、安全に関わることは即座に対応すべきでは。

(2)定期点検等も行っている中、修繕が必要な箇所が放置されている

原因は何か。

国、県の補助金メニューが影響し、事業計画が遅れるのか。当初予

算や補正予算で必要経費の要求は適切に行われているのか。また

要求を行っても予算査定で却下されているのか。

3．消防団の出動命令下、途中の事故の場合、保険対応はどのように行

っているのか。また、どこからが公務と認定しているのか。

（１）事故は自己責任なのか、命令権者の責任なのか。

（２）団員の出勤地や分団地域内に居住有無の把握は。

4．施政方針について

(1)政策目標の項目「万全な危機管理体制の構築」から

ア 新型コロナ対策、南海地震への備え

  イ 健康福祉部と危機管理部との隙間案件は。

  ウ その後、定期的な協議は行われているのか。

(2)項目「美しい淡路島環境ブランド」から

  ア 抽象的過ぎてイメージができない。具体には。

(3)項目「健康寿命の延伸、幸福度の高い社会実現」から

  ア 具体的な内容は。
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9

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

9
個人

質問
村田沙織

市 長

教育長

担当部長

１．「子育てしやすい街」の市長の考え、今後の方針について。

(1)子育て支援の今後の具体的計画について

ア 「淡路市過疎地域持続的発展計画」内で合計特殊出生率の目標値を

令和７年までに 1.50 としている。コロナ禍で出生数が 200 人以下と

なっているが、目標を達成する今後の具体的な計画は。

  イ 保育所第三者評価について、本市の状況は。公立と私立で格差はあ

るのか。

  ウ 今年度、国から出された介護職や保育士の月額 9,000 円の賃上げに

ついて、本市ではどれくらいの賃上げになる見込みか。独自の施策は

あるのか。

(2)産後ケア事業について

ア 本年度までの産後ケア事業の実績と内容は。

また、担当部への相談内容はどのようなものがあるか。

イ 利用者が少ない原因について当局の見解は。

ウ 産後ケア事業について、その必要性と今後の方向性は。

エ 津名地域に新設される助産院を委託業者にする計画はあるか。

２．本市の教育についての現状と課題は。

(1)通学路の安全対策について

ア 12 月定例会で、通学路会議を年に 2 回実施し、危険箇所の整備を進

めているとの答弁があった。

国は昨年 12月に、2022年度の予算案に関係費用を計上し、全国では

約 7万 2000カ所で交通安全対策が必要との報道があった。本市も島

外移住者から通学路の危険性を指摘されている。安全対策について、

今年度の実施状況と次年度の計画は。

イ 国は 2023年度までに全ての危険箇所の整備を完了させるとの方向

性を出しているが、本市での整備は実現可能か。

(2)生理用品サポート事業について

ア 生理用品サポート事業の進捗状況は。

イ 思春期の生徒が気兼ねなく使える方法について、当局の見解は。

３．認知症予防事業について

(1)認知症予防事業の現状と課題について、当局の見解は。

(2)全国的に介護予防事業は様々な取組が実施されている。

本市の事業内容の検討結果と今後の方向性について、参考にしている自

治体はあるか。

(3)成果連動型民間委託契約方式(※)について。

※行政課題の解決に対応した成果指標を設定し、成果指標値の改善状況に連

動して委託費等を支払う契約方法



第９６回定例会 代表質問・個人質問通告一覧表

10

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

10
個人

質問
長瀬雅宏

市 長

教育長

担当部長

１.旧江井小学校の利活用について

(1)売却範囲の設定はどの様に決定したのか。

(2)地域との協議、要望はどの様なものか。

(3)海と近接しているが公募の条件はどの様なものか。

(4)利活用を実施した際の地域への効果は。

(5)江井地域の住民との今後の関係性はどうか。

２.安全管理について（保育、学校）

(1)他県で保育遊具に問題があったが、本市の状況確認は。

(2)学校全体の安全管理はどの様になっているのか。

(3)通学での安全ルールはあるのか。

(4)帰宅後の安全指導は。

(5)安全指針はどの様になっているか。

３.淡路市の農業について

(1)現状の農業面積と就業人口の状況はどの様なものか。

(2)今後、予想される面積と労働人口の推移は。

(3)スマート農業（※）の把握とこれからの取組は。

(4)スマート農業などに補助事業はどの様なものがあるか。

(5)淡路市の農業の将来性はどの様に考えられているか。

（※）ロボット技術や情報通信技術（ICT）を活用して、省力化・精密化、

高品質生産の実現などを推進する新しい農業のこと。
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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
個人

質問
古山久則

市 長

教育長

担当部長

１．文部科学省「教育要領」、「学習指導要領」について

(1)幼稚園教育要領の研修充実について

  教育要領に基づく研修会等は十分行われているのか。

  そしてそれは十分授業に反映されているか。

  また問題点は聞いているか。

(2)「学習指導要領」に基づく小学校教諭の研修体制は。

  研修内容と現場での違いや問題点はないか。

(3)特別教科「道徳科」（道徳）についての重要性は。  

  また、イジメ対策としての「道徳」の役割は。

  生徒たちの日ごろの態度に影響は出ているか。

２．学校教育の現場について

(1)「英語教育」についての市の取組と課題は。

   独自の特徴や工夫点はあるか。

(2)市の「プログラミング教育」はどのようなものか。

   生徒の反応はどうか。

３．職場体験教育について

(1)「キッズあきんど」の内容と子供たちの反応は。

   キャリア教育とうまく相乗しているか。

(2)「トライやるウィーク」の実施状況やその効果は。

  生徒たちのその後に何か良い影響は出ているのか。

４．学校と家庭の対話やコミュニケーションとしての参観日、家庭

訪問、個人面談がやりにくい現状、どのように意思疎通を図って

いるのか。



第９６回定例会 代表質問・個人質問通告一覧表
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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
個人

質問
土井晴夫

市 長

教育長

１.施政方針について

(1)市政 20 周年へ「合併市の総仕上げ、ふるさと淡路島新時代へ」

と思い描いているものとは。淡路島一市への方向性は。

(2)令和 4年の財政運営

新火葬場関連事業、公共施設長寿命化事業等、多額の費用に具

体的にどの様な財源を当てるのか。

(3)公共施設の脱炭素化への取組と数値目標は。

(4)市民生活の安心、安全政策

ア 市民ボランティア団体等への活動支援、具体策は。

イ 高齢者支援「地域包括ケアシステム」充実への政策は。

          

２.地域新電力事業の展望と課題

(1)新電力事業の進捗状況

(2)市との関わりは。

(3)今後の展望と課題

３.コロナウイルス感染症対策

(1)淡路市民の感染状況と対応

(2)ワクチン（3回目・5歳から 11歳以下児童）の接種状況

(3)無症状、軽症者の生活サポート支援          

４.保育、学校教育の充実

(1)コロナ禍の幼児教育（マスク着用による言葉教育の課題）

(2)学級運営のサポート強化（学習補助員の配置状況と増員）

５．交通安全対策（横断歩道を横断する歩行者への自動車運転モラ

ル向上対策）

６.市内の新観光産業等の推進計画

(1)明石海峡公園 海岸ゾーン整備の進捗状況

(2)花博跡地利用 活性化事業計画（現状と今後）

(3)県指定文化財（岩屋絵島）の整備計画



第９６回定例会 代表質問・個人質問通告一覧表

13

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

13
個人

質問
冨永康文

市 長

担当部長

１．今後の淡路市のまちづくり戦略について

(1)他市比較等における現状

  ア 洲本市が大阪営業拠点化戦略を展開、本市の方針は。

  イ 島内他市と比較した、ふるさと納税目標額は。

  ウ 明石市が子育て注目されているが本市の取組は。

  エ 独自性施策の必要性の見解は。

(2)今後の方向性について

ア 「移住」から「定住化」をいかに進めるか。移住者をつな

ぎ止める策は。

  イ 移住者と地元住民を融合させていくには。

  ウ 島外流出をどう食い止めるか。

  エ 観光による街づくりの次の展開は。関係人口増加策の強化

が必要では。

  オ 最終的にどんな街にしていくのが理想か。モデル地域イメ

ージなどはあるのか。



第９６回定例会 代表質問・個人質問通告一覧表

14

質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

14
個人

質問
岡田教夫 市 長

１.容器包装プラスチックの分別収集実施、可燃ゴミ袋の改善について

(1)容器包装プラスチックのエコプラザでの拠点回収の実施予定は。

(2)分別指導への理解を深めていくための手立ては

(3)取っ手付きの可燃ゴミ袋をつくってはどうか。

２.高齢者等の見守りについて

(1)孤独死の実態を把握しているか。どう防ぐか。

(2)高齢者の熱中症による死亡が増えている。エアコン設置に助成を

してはどうか。

(3)孤立死を防ぐための緊急通報システムの設置基準を改善すべきで

はないか。

(4)災害時の避難をどう進めていくか。

３.障がい者施策について

(1)合理的配慮の提供を義務化する改正障害者差別解消法が成立した

が、市としての具体化は。

(2)市内の飲食店などに、点字メニュー、筆談ボード、スロープ、手

すりを設置することへの経費に助成をしてはどうか。

４.交通安全対策について

(1)西海岸に車や自転車が増えている。安全対策のために、道路拡幅

などが必要ではないか。

(2)路側帯に溝蓋がなく危険な場所が残されているが対策は。

(3)県営浅野南住宅前、尾崎交番前交差点などに信号設置が必要では

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

15
個人

質問
石岡義恒

市 長

担当部長

１．本市の空き家対策、所有者不明土地管理の現状と課題は。

(1)空き家と所有者不明土地の件数は。

(2)ランドバンク制度を導入する考えは。

２．空き家バンク補助金制度について

(1)これまでの取組と現状は。

(2)空き家活用定住促進支援事業に対する補助制度は。

(3)家財道具処分費・登記費用等の補助事業は。

３．パートナーシップ制度について

(1)東京都で２０２２年度に導入を予定され、全国で１４７自治体

が導入をしているが、本市の考えは。

(2)総合計画後期基本計画が策定され、令和４年度に男女共同参画

プランの見直しが予定されている内容は。

４．不漁に対する漁業振興策について

(1)試験的に行われている施肥事業の現状は。

(2)藻場の整備保全を取り巻く現状は。

(3)直近、５年間における漁獲量・漁獲高の現状は。

(4)不漁が続く中での支援策は。

５．本市のコロナ「第６波」による影響について

(1)ワクチン人気偏りで接種が減速しているが、現在の予約状況は。

(2)３回目モデルナワクチン接種による発熱高頻度の状況は。

(3)小中学生、心のケアに関するアンケート調査実施の考えは。

(4)子どもを中心に広がっている感染症胃腸炎（ノロウイルス）の適

切な対処は。
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16

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
田尾 成

市 長

担当部長

１．公有財産の管理について

（1）行政財産と普通財産の区分方法は。

（2）行政財産を貸し付けている件数は。

（3）学校は貸し付けの対象か。

（4）普通財産の貸し付け条件は。

（5）学校規模の移動状況は。

（6）公有財産一覧表について

２．学校給食について

（1）給食費を公金扱いとすることについて

（2）徴収状況について

（3）市が負担することについて

（4）未払金の扱いについて

（5）職員の職務専念義務について

（6）収入未済額の扱いについて

（7）公会計の影響は。


