
第９９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
西村秀一

市 長

教育長

１.新型コロナウイルス感染症対策

(1)国・県とどのように連携し、市の対策を進めているのか。

(2)自宅療養者へのサポート体制や自主療養者の環境整備は。

(3)今後のワクチン接種について

２.マイナンバーカードについて

(1)マイナンバーカードの番号点字表記について

(2)付与されるマイナポイントについて

(3)地域に出向いた周知体制は。

３.不登校児童生徒のサポート体制

(1)市の現状は。

(2)「教育機会確保法」に基づく不登校特例校の設置推進を。

４.熱中症予防対策について(水分補給などの飲料対策）

(1)児童生徒や高齢者に対する熱中症予防対策は。

５.特殊詐欺の実態と対策について

(1)市の被害状況は。

(2)どのような被害防止対策を行っているのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

２
一般

質問
長瀬雅宏

市 長

教育長

１.淡路国生みマラソン全国大会について

(1)国生みマラソンの歴史は、どのようなものか。

(2)現在の参加人数、遠方からの参加者はあるのか。

(3)今回はハーフのみだが、来年以降、親子や短距離などのコー

ス設定についての考えは。

(4)全国大会の国生みマラソンを、観光発信としての活用はどう

か。

(5)市のスポーツ振興策はどのように考えているのか。

  

２.まちぐるみ健診について

(1)まちぐるみ健診の重要性について

(2)市全体の受診人数、割合などについて

(3)病気は早期発見が大事だが、市の取組はどうか。また、健診

時の医師の診断順序は適切か。

(4)市の受診推進 PRについて

(5)会社職場では無料化が進んでいると思うが、健診項目によっ

て受診料金がかさむ。受診料金の減額等の検討は。

３.一宮子育て学習センターについて

(1)子育て学習センターが担う役割は。

(2)運営状況はどうなっているか。

(3)移転の予定があるが、経緯と今後の計画は。

(4)地域との協議や活用要望はどのようなことがあったのか。

(5)尾崎の方を含め、一宮地域全体の今後の関係性はどうか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

３
一般

質問
岨下博史

市 長

教育長

担当部長

１.老人クラブの運営について

(1)会員数の現状は。

(2)成立するための規則は。

(3)助成金の内容は。

(4)維持、継続していくための方策は。

２.通学路の安全対策

(1)直前まで見えにくい横断歩道の安全対策は。

(2)危険と思われる横断歩道の色を変えることはできないのか。

(3)市道等に引かれている白線の維持管理はどのようになってい

るのか。

３.地籍調査の進め方について

(1)市の地籍調査の現状は。

(2)調査完了までの見通しは。

(3)各地区別の計画は立てているのか。

(4)公共工事等に係る調査と、一般調査のニ本立てにできない

か。

４.津名港周辺の活性化策は。

(1)大阪湾ベイエリア活性化推進協議会での進展はあったか。

また、市として津名港の賑わい復活に向け、提案しているの

か。

(2)志筑にあるフェリーセンタービルと市の関わりは。

(3)フェリーセンタービル解体後の周辺活性化策は。
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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
戸田敦大

市 長

担当部長

１.子育て施策について

(1)学童保育の受入時間と、支援員の人材確保について

(2)認定子ども園・保育施設の今後の施設運営は。また、移住者

等で人口が増えている、東浦地域の認定子ども園の計画につい

ては。

(3)地域全体で子どもを育む仕組みづくりについて

「子ども子育て支援事業計画」にある「地域社会が一体となって、

子育て家庭を支援する視点」の現状について

(4)保育園と小学校の連携について

文部科学省の調べでは「幼稚園、保育園、認定子ども園の７〜９

割が小学校との連携に課題意識を持つ」とあるが、本市における

取組はどうか。

２.行政評価について

(1)本市における行政評価はどのように行っているのか。

(2)「証拠に基づく政策立案（※EBPM）」の取組について

３.企業誘致による本市の財政への影響について

企業誘致が進み、転入者も増え市内人口が社会増となっている

が、本市の税収への影響は。

※EBPM（Evidence Based Policy Making の略。合理的根拠

に基づき、より実効性の高い政策を立案すること。）
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

５
一般

質問
村田沙織

市 長

教育長

担当部長

１．男女共同参画の現状について

(1)市職員の現状の詳細を問う。

ア 全職員の女性割合

イ 常勤職員の女性割合

ウ 非常勤職員の女性割合

エ 課長級の職員の女性割合

オ 部長級の職員の女性割合

カ 小中学校教員の女性割合

キ 小中学校校長の女性割合

(2)本市の現状について

ア DV 相談の件数

イ コロナ禍における女性の就業への影響

ウ 男女の賃金格差

エ 自殺者の年齢層、男女比

オ 直近３年の転出者数と男女比、年齢別データ

カ 働く女性の非正規割合

キ 直近３年の婚姻件数と未婚割合

ク 新規起業者支援事業補助金の実績と女性割合

ケ 市役所庁舎と公共施設のおむつ替えシートの有無と場所

２．淡路市地域福祉計画について

(1)第３期計画の評価は。

(2)民生委員、児童委員の人数と平均年齢、人数の推移について。

(3)第４期計画の策定に当たって実施したパブリックコメント

に、何件の意見があったか。

(4)療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者数増加の要因は。

(5)身体障がい者と精神障がい者の主要施策について、相違点は

あるか。

３．認知症予防教室コグニケア(※)の進捗状況は。

４．子育て学習センターのお試し土曜日開放について

※コグニケア（神戸大学が開発した認知症予防プログラム。

認知症予防に良いとされる研究成果をもとに実施されるヘル

スケアサービスのこと。）
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

６
一般

質問
鎌塚 聡 市 長

１．学校でのコロナ対策など

(1)小中学校の夏休み前の感染拡大と夏休みの間の感染の状況を

どう捉え、分析しているか。

(2)(1)の同時期の学童保育や保育所での感染状況と対策は。

(3)２学期を迎えるにあたっての対策は。

(4)文科省の家庭内感染の場合は学級閉鎖など不要との方針だ

が、その対応で感染拡大は防げるのか。市の対応はどうなる

のか。

(5)市独自の PCR 検査等を生徒などが不安に感じたらすぐにでき

る体制をつくるべきではないか。

２．他市（尼崎市）での個人情報流出の件で、市の対応について

(1)同様のことが起こりうるとの認識はあるか。

(2)今回の報道等をうけて、市はなにか対策を講じたか。

(3)９月１日現在、住民の個人情報を業者等に提供している業務

はいくらあるのか。

(4)市民の個人情報を本人同意なしに外部委託すべきではないの

でないか

３．業務委託先等との契約について

(1)契約書作成の手順やルールについて

(2)契約書が相手方から届いていない場合に業務に着手するのは

有効と考えるか。

４．交通施策

(1)生活観光バス停留所の上屋の設置計画は。

(2)高速バス値上げに関し、島外通学生等への助成を。

(3)洲本、南あわじ市の運賃上限策に関し、市としての施策は。
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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．手話言語条例ができて 7年。今後の課題をどう考えるか。

(1)障害者情報アクセンシビリティ（利用しやすさ）・コミュニケーシ

ョン施策推進法が施行された。市として具体化をどう進めていくの

か。

(2)市が取り組む行事やイベントでの手話通訳が進んでいるか。

(3)小学校での手話学習の取組はどうか。小学生の手話に対する理解

はどうか。

(4)聴覚障がい者にとって、身近な場所で手話通訳が受けられるよう

になっているか。

(5)手話通訳者の確保及び養成のための施策はどうか。通訳者の待遇

改善はどうか。

(6)手話奉仕員養成事業が３市で行われているが、今後進めていくた

めの課題はなにか。

(7)手話言語施策推進会議の開催状況はどうか。課題の共有と解決へ

進んでいると認識しているか。

２.防災について

(1)標高表示板について

ア 市内に標高表示板が設置されているが、設置の基準は何か。

イ 兵庫県、市が表示板を設置しているが、1 メートル単位と、0.1

メートル単位で表示されているが違いはあるか。

ウ 標高表示板について、今後増設する予定はあるのか。

(2)災害時の避難について

ア 防災ガイドに指定緊急避難場所と指定避難場所が明記されてい

る。それ以外の避難についての市としての考えはどうか。

イ 民間に譲渡された旧小学校や廃校施設が、災害時避難場所として

の機能を果たせるようになっているか。

ウ 災害時、地域にある集会所が避難場所として活用できるようにな

っているか。

エ 災害時、高齢者や障がい者など弱者を支援する体制は整備されて

いるか。

３．県道尾崎志筑線（464 号線）の拡幅や、県道の修繕を求める。

(1)対面通行ができない場所が残され、通行に支障を来たしている。

道路拡幅の計画は、どうなっているか。

(2)いくつかの県道において、センターラインが消えて、対向車と衝

突することが予測される危険な場所がある。直ちに修繕すべきでは

ないか。

４．インボイス実施の影響と、市の対応について

(1)インボイス実施で、個人事業主など事業者は、どのように影響を

受けるか。

(2)現在、物価高騰の影響を受けている事業者に、市として更なる支

援をすべきではないか。
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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
土井晴夫

市 長

教育長

担当部長

１.学校教育について

(1)平和教育について、保育園、小・中学生の学びの状況は。

(2)教員の働き方改革、文化庁提言「部活動の地域移行へ」の見

解は。

(3)淡路市教育元気アッププランに沿った、小中一貫教育の進捗

状況は。

２.子どもの健康と福祉施策について

(1)子どもの新型コロナ感染の実態と感染防止策は。

(2)子どもの視力低下の現状と対策は。

(3)ヤングケアラーの実態把握と具体的な支援について

３.移動サービス選択肢の向上、山間地域の生活の移動確保につい

て。

(1)「事業者協力型自家用有償旅客運送制度」の活用推進を。

４.農家の経済対策

肥料や飼料高騰による農家負担軽減策国策の中身と周知は。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

９
一般

質問
田中孝始

市 長

教育長

１.太陽光発電の実施に関する条例制定を。

(1)太陽光発電設置に関して規制は存在するのか。

(2)太陽光発電パネルの廃棄処理方法は。

(3)現状では、海洋汚染につながらないのか。

２.子育てしやすい淡路市へ

(1)保育所の配置基準の見直しを。

(2)幼保小中一貫教育の方向性について

(3)小中補充学習について

３.災害対策について

(1)避難行動要支援者名簿の活用は。

(2)津波対策に標高表示図面の提供を。

(3)耐震化済み建築物の図面への落とし込みを。
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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
冨永康文

市 長

担当部長

１．SDGs 推進関連について

(1)市民への啓発活動の方向性は。

(2)教育現場での推進状況等は。

(3)景観園芸学校での推進状況把握と連携への見解は。

(4)次世代自動車導入促進補助金の今後は。

（環境未来島構想の島としてのモデル地域化を）

(5)EV スタンドの拡大等についての方向性は。

(6)部署横断型推進室が必要では。

２．ボランティア清掃について

(1)海岸清掃等のボランティア清掃実績の推移は。

(2)専用袋の使用枚数の実績は。

(3)ボランティア清掃リーダー制度とは。

(4)可燃、不燃物ごみの現状の処理方法や課題は。

(5)普及推進に向けての見解は。

３．公共交通政策について(あわ神あわ姫バスの更なる充実)

(1)現状の乗客数推移は（観光客需要は）。

(2)利用者からの声について(意見や課題は)

(3)変更充実の予定は。

(4)フリー乗降制にはできないものか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１１
一般

質問
古山久則

市 長

教育長

担当部長

１.2023 年 4 月「子ども家庭庁」が設置されることによる市の方

針について

(1)当市の取組はどのようにしていくのか。また、子供に対する

メリットは何か。

(2)設置されることにより、どのような施策を講じていくのか

(3)予算を子育て支援として、他市のように職員が訪問してミル

クやおむつを配布するようなことは可能か。

２．高校授業料無償化について、市の施策を問う。

（1）通学費補助は行っているのか。また、それ以外でどのよう

な補助があり、今後もあり得るのか。

（2）公立高校縮小案（流れ）と、島内競争率低下による生徒の

島外流出に対して何か方策は考えられるか。

３.タブレット教育のその後の展開はどうか。

(1)紙の教科書以外に、デジタル教科書が導入されるが、授業等

でどのように活用されるのか。

４.成長が未発達な低学年児童の通学時の荷物が多いことが問題と

なっているが、通学時の手荷物軽量化に対して市の見解は。

教科書は持ち帰らなければいけないのか。
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質問順 種別 質問者
答弁を

求める者
質問の要旨

１２
一般

質問
多田耕造

市 長

教育長

担当部長

１.新型コロナウイルス感染症対策について

(1)コロナ禍の中での今後の施策は。

(2)５歳から１１歳までのコロナワクチン接種の対応は。

(3)学校における学級閉鎖等の運用の判断は。

２.学校の安全対策について

(1)学校設備の安全点検の実施と改善措置は。

(2)学校設備の安全対策・危機管理の対応は。

３.高齢者等の支援について

(1)成年後見人制度利用の現状と課題は。

(2)終活に向けた相談支援体制は。

(3)エンディングノートの配布や出前講座等の実施は。
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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
石岡義恒

市 長

教育長

担当部長

１.国特別天然記念物コウノトリの現状と今後の方向性について

(1)巣塔
す と う

への飛来見込み、コウノトリの情報把握は。

(2)定着・繁殖に向けた環境づくりは。

(3)今後の課題は。

(4)本市としてコウノトリを生かした施策を考えているのか。

２．市内、商業事業者に対する支援策について

(1)ＧＯＴＯイート「倍返し」の事業の現状は。

(2)新規起業者支援事業の現状は。

(3)空き店舗を活用したチャレンジショップの導入の考えは。

３.本市の海水浴場について

(1)今年の入込状況は。

(2)管理運営上の課題は。

４．高校生３年生までの医療費無償化について

(1)本年７月から補助している入院医療費の状況と件数は。

(2)通院医療費無償化の考えは。

(3)対象人数と予算の試算を把握しているのか。

(4)県内自治体・近隣市の動向や効果検証はどうか。

５．コロナ禍で減収した世帯に対し、生活資金を公費から特例で

貸付けた制度の現状について

(1)緊急小口資金（特例貸付）の返済困難の申出が急増している

と聞くが、本市の状況は。

(2)国が定めた借金減額制度（返済免除）の相談、利用者の件数

は。

(3)緊急小口資金（特例貸付）の申請期間が本年９月末日となっ

ているが、延長されるのか。
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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
田尾 成

市 長

担当部長

１.職員の交通違反への処理について

(1)市政発足後、懲戒処分条例に基づき処分を行った違反行為と

件数について

(2)本条例の別表に掲載されている、違反行為以外の交通違反に

ついてどのように掌握されているか。

(3)職員の交通違反の状況を掌握する規程を設けてはどうか。

(4)本条例の違反に対して処分の全てが記載されている欄がある

が、改正する必要があるのではないか。

(5)専決で報告されている公用車での交通事故処理の状況につい

て

２．ふるさと納税について

（1）令和３年度での寄附金の執行状況について

（2）企業版ふるさと納税について

（3）景観整備事業補助について

（4）企画情報部以外での寄附金を使う理由について

（5）委託料について

（6）寄附金条例の解釈について


