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平成平成平成平成３３３３１１１１年年年年３３３３月定例月定例月定例月定例市議会市議会市議会市議会の質疑の質疑の質疑の質疑・・・・一般一般一般一般質問質問質問質問    

    

    ３３３３月月月月６６６６日（日（日（日（水水水水））））    午前午前午前午前 10101010 時～時～時～時～    質問者順質問者順質問者順質問者順        

    

①①①①     草間透草間透草間透草間透議員議員議員議員    〔〔〔〔よつ葉の会よつ葉の会よつ葉の会よつ葉の会〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  公共交通の確保及び維持・活性化について 

(2)  デマンド交通導入の検討について 

一般質問１ 

緑が丘地区をモデル

とする再生事業につ

いて 

(1)  庁舎内における生涯活躍のまち推進機構の果たす役割について 

(2)  推進機構の理事長交代の意図について 

(3)  平成30年度事業実績と31年度事業内容と予算額について 

(4)  高齢者の「住み替え」の進捗について 

(5)  地域住民の要望をどのように捉え応えるのか 

一般質問２ 

地域公共交通網形成

計画について 

(1) 住民説明会から政策に対する意見の集約について 

(2) 住民説明会の意見に対する政策変更について 

(3) 北播磨総合医療センター行バスの合理化案について 

(4) 地域ふれあいバスの拡充について 

    

②②②②     泉雄太泉雄太泉雄太泉雄太議員議員議員議員    〔〔〔〔三木新党三木新党三木新党三木新党〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 学校へのタブレット導入による新たな学びの開始 

ア 学力向上のためのタブレットの活用方法について 

イ 学力向上に向けて、タブレットを活用した民間との共同の取組の 

必要性について 

質疑２ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  学校園等に防犯カメラを設置 

ア 50台をどのように設置、活用するのかについて 

質疑３ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  対象児童を拡大「障害児タイムケア」 

ア 新たに対象となる各学校の対象者数およびニーズ把握と定員 10

名で充足できるのかについて 

イ 各学校から「にじいろ」への送迎について 

ウ 夏期休暇などのピーク時の対応について 

質疑４ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  「こども発達支援センターにじいろ」理学療法士等の専門職の配 

置充実 

ア 理学療法士等の専門職の配置について 

イ 近年の専門職の人手不足対策について 

ウ 児童発達支援、放課後等デイザービスの定員等は問題ないのかに

ついて 

エ 官民の役割分担と協力体制について 
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質疑５ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  訪日外国人旅行者（インバウンド）の受入体制づくり 

ア ゴルフツーリズムの内容について 

イ ゴルフ以外の事業について 

質疑６ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  大村土地区画整理事業 

ア 対象地域の面積、地権者について 

イ 区画整理の進め方について 

 ウ 更なる土地利用の促進について 

質疑７ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  土木費、土木管理費、ひょうご情報公園都市整備促進事業 

ア 事業内容について 

イ 兵庫県企業庁の開発再開に向けた進捗状況と今後の予定につい

て 

質疑８ 

第８号議案 

平成31年度三木市国民健康保険特別会計予算 

(1)  健康ポイント事業 

ア 予算の積算根拠と事業内容について 

イ 健康ポイントのインセンティブをもっと充実すべきではないか

について 

 ウ 将来的な市役所内のポイント制度との統合について 

一般質問１ 

総合計画について 

 

(1) 若者ミーティング、三木みらい会議で出た意見をどのように反映     

するのかについて 

(2) 審議会等でどの町にも当てはまるような計画ではいけないという

意見が出たが、どのように対応するのかについて 

(3) 担当部署がインバウンド事業や総合教育会議等の事務を持ってい

る状況だが、観光振興課との役割分担を含めどのように考えるの

かについて 

(4) 若者や主婦など、政策ターゲット層を巻き込んだ意見聴取を今後

全庁的に進めることについて 

(5) まちの個性を強みにできるまち三木をいかにして創っていくのか

について 

    

③③③③     中尾司郎中尾司郎中尾司郎中尾司郎議員議員議員議員    〔〔〔〔公公公公政会政会政会政会〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  公共交通の確保及び維持・活性化〔事業集 P17〕 

ア バス交通について 

質疑２ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  公共施設の劣化状況などを調査〔事業集 P20〕 

 ア 内容について 

イ 個別施設計画のスケジュールについて 

質疑３ 

第７号議案 

 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 石野地区等の浸水対策を検討〔事業集 P25〕 

ア 内容について 

イ 対応策のスケジュールについて 
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質疑４ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 2020年東京オリンピック・パラリンピック等〔事業集 P28〕 

ア 交流事業の内容について 

イ ＰＲ事業について 

一般質問１ 

学校再編について 

 

(1)  現在喫緊の課題として、志染中学校・星陽中学校・吉川町の４小 

学校の学校の再編について協議されています 

 ア 現在の状況について問う 

 イ 再編に向けての市の考え方と、スケジュールについて問う 

一般質問２ 

平成 31 年度当初予

算の編成方針につい

て 

(1) 過去の執行状況を踏まえた予算となっているかについて問う 

一般質問３ 

空き家・空き地の適

正管理について 

 

(1)  市は危険空き家の除去に対する補助を充実するとともに、移住・

定住にもつながる再生可能な空き家の流通を促進するため、生活

環境課に空き家対策係を設置すると示されています 

 ア 危険空き家の件数について問う 

 イ 空き家等適正管理費助成金を適用した件数と金額について問う 

 ウ 空き家等対策計画を策定するとあるが、その内容について問う 

 エ 空き地の管理不全により近隣から苦情があると聞き及んでいる

が、市としての対策について問う 

一般質問４ 

子育て支援について 

 

(1)  平成31年度の認定こども園の待機児童の現状について問う 

(2)  アフタースクールの待機児童の現状について問う 

(3)  仕事を休めない保護者を想定し、今春の10連休の間の休日保育 

について、市の対応を問う  

    

④④④④    松原久美子議員松原久美子議員松原久美子議員松原久美子議員    〔公明党〕〔公明党〕〔公明党〕〔公明党〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 学校へのタブレット導入について 

ア 事業内容について 

質疑２ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  子ども家庭総合支援拠点について 

 ア 事業内容について 

質疑３ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) デマンド交通の導入について 

ア アンケート調査について 

質疑４ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 花の庭園プロジェクト 

ア 事業内容について 

質疑５ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) クラウドワークの推進 

ア 事業内容について 

質疑６ 

第８号議案 

 

平成31年度三木市国民健康保険特別会計予算 

(1) 健康ポイント事業について 

ア 事業内容について 
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一般質問１ 

施政方針について 

 

(1) 積極的な攻めの予算編成と感じるが、そう決断させた市長の一番

の思いは 

(2) 今後 10 年間の三木市の羅針盤となる総合計画が導く市の姿とは

どのようなものと考えるか 

(3) 総合計画の３つのテーマは人や地域、関係機関とのつながりを重

視し、重点事業が展開され多くの人材が必要と思われるが、人材

確保や育成の対策は考えているか 

一般質問２ 

リカレント教育につ

いて 

(1) どのようにリカレント教育ができるまちを整備しようと考えてい

るのか 

(2) 現在、どのようにリカレント教育に取り組んでいるのか 

一般質問３ 

おくやみコーナー設

置について 

(1) 死亡手続きに関わる部署数と申請手続きの数 

(2) 現在の手続きの状況と完結するまでに係る時間 

(3) おくやみコーナー設置についての市の考え 

一般質問４ 

話せる英語教育につ

いて 

(1) 三木市の「話せる英語教育」の数値目標に対する現在の状況 

(2) 小中学校のＡＬＴについて（人数、授業時間数、授業以外の活動

状況） 

(3) １校に１人を目標にＡＬＴの更なる任用はできないか 
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平成平成平成平成３３３３１１１１年年年年３３３３月定例市議会の質疑・一般質問月定例市議会の質疑・一般質問月定例市議会の質疑・一般質問月定例市議会の質疑・一般質問    

    

    ３３３３月月月月７７７７日日日日（（（（木木木木））））    午前午前午前午前 10101010 時～時～時～時～    質問者順質問者順質問者順質問者順        

    

①①①① 吉田克典吉田克典吉田克典吉田克典議員議員議員議員    〔〔〔〔よつ葉の会よつ葉の会よつ葉の会よつ葉の会〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  学校へのタブレット導入による新たな学びの開始について 

質疑２ 

第７号議案 

(1) 花の庭園プロジェクトについて 

(2) 産業の振興について（農業の振興） 

一般質問１ 

学校再編について 

(1) 学校再編に関する喫緊の課題をどのように考えられているのか 

(2) 学校再編の今後のスケジュールについて 

一般質問２ 

公共施設の個別施設

計画策定について 

(1) 教育委員会所管の長寿命化計画の調査結果の現状について 

(2) 個別施設計画を実践出来るものにするための実際の取組について 

(3) 公共施設管理における財源確保のための施策について 

    

②②②② 加岳井加岳井加岳井加岳井茂茂茂茂議員議員議員議員    〔三木新党〕〔三木新党〕〔三木新党〕〔三木新党〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) スマートインターの設置について 

ア 設置しなければならない目的と、その必要性について 

イ 三木市民が利用する頻度と利便性（メリット）をどのように想定さ 

れているのかについて 

(2) 志染駅周辺開発の基本構想について 

ア 志染駅周辺の一体利用（駅南と北側）について 

イ 志染駅南北を結ぶ通路等の設置について 

一般質問１ 

市一般封筒広告に

ついて 

(1) 市一般封筒広告への募集要項（５(2)ア・サ）等による広告掲載制

限の詳細な内容について 

(2) 三木市一般封筒広告・デザイン審査委員会の構成メンバーと審査

委員会（平成３０年４月１０日）が採用決定に至った審査内容につ

いて 

(3) 封筒の広告には「チーム三木」という文言が記載されているが、

市長がキャッチフレーズとして発信している「チーム三木」をどの

ように理解しているのかについて 

一般質問２ 

神鉄緑が丘駅西側

の土地活用につい

て 

(1) 緑が丘駅前用地活用検討委員会（若手職員による検討会）設置の

目的、対象職員の選定、人数、委員長、同席の管理職の役職人数、

委員会開催回数について 

(2) 同委員会に、市民、識見者、専門家等の意見を取り入れなかった

理由について 

(3) 検討会より提案されたのは２案のみであるが、将来の都市計画上

該当の土地活用のために土地の確保等、その他の提案はなかった

のかについて 

(4) このような行政執行は、市民不在、官主導と言わざるを得ないが、 

市政運営をどのように考えているのかについて 
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一般質問３ 

通学路の安全対策

の整備について 

(1) 通学路の安全対策としての外側線（グリーン舗装等）は、全市に

おける市民からの要望区間の何％に安全対策が実施されているの

かについて 

(2) 公道における通学路の安全対策に、なぜ該当地区の区長の同意が

必要なのか、また、区長等の反対で実施できなかったところはある

のかについて 

(3) 三木中学校ＰＴＡ、広野小学校ＰＴＡからの児童生徒の通学路の

安全対策要望に対し、具体的な安全対策についてどのような見解を

持っているのかについて 

一般質問４ 

市役所の窓口全般

における窓口対応

について 

(1) 窓口での市民要求に対応できるような、説明内容等に熟知されて

いるのか 

(2) 窓口対応している職員の役職（正規・非正規）と接遇研修等が実

施されているのかについて 

(3) 窓口で、市民の苦情をどのように受け止め、苦情処理等をしてい

るのかについて 

    

③③③③     板東板東板東板東聖悟聖悟聖悟聖悟議員議員議員議員    〔〔〔〔日本共産日本共産日本共産日本共産党〕党〕党〕党〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 公共交通の確保及び維持・活性化〔事業集 P17〕 

ア 神戸電鉄粟生線の利用状況について 

イ バスの利用状況について 

 ウ 神戸電鉄粟生線の利用者を新たに増やす施策について 

質疑２ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) デマンド型交通導入検討〔事業集 P19〕 

ア 吉川地域の導入予定はいつ頃になるのか 

イ 地域ふれあいバス運行地域以外はデマンド型交通の導入検討され

ないのか 

 ウ 利用者負担の考え方について 

質疑３ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 公共施設の劣化状況などを調査〔事業集 P20〕 

ア 再配置（長寿命化・統廃合等）方針の策定の時期について 

イ 築 50 年を超える長寿命化は未来に負担を押し付けるだけにならな

いのか 

質疑４ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 多世代のしごとサポート〔事業集 P32〕 

ア 事業費748万円の内容について 

イ 事業主体について 

 ウ 超低単価で労働力が搾取されることはないのか 

 エ 高齢者が現役時代の経験を活かして働ける仕事とはどのようなも

のがあるのか 

一般質問１ 

公共施設のトイレ

の洋式化の状況に

ついて 

(1)  一般家庭における洋式トイレの保有率、温水洗浄便座普及率はど 

の程度と考えるか 

(2)  市内全ての小中学校の便器の数、うち洋便器の数と洋便器率、温 

水洗浄便座の数と普及率について 

(3)  教育委員が所管する小中学校以外の施設の便器の数、うち洋便器 
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の数と洋便器率、温水洗浄便座の数と普及率について 

(4)  10地域の公民館の便器の数、うち洋便器の数と洋便器率、温水洗

浄便座の数と普及率について 

(5)  トイレ整備に対する教育委員会の方針について 

(6)  市役所庁内の便器の数、うち洋便器の数と洋便器率、温水洗浄便

座の数と普及率について 

(7)  その他の公共施設の便器の数、うち洋便器の数と洋便器率、温水  

洗浄便座の数と普及率について 

(8)  トイレ整備に対する市の方針について 

一般質問２ 

正規雇用を増やす

施策について 

(1)  来年度における安定した雇用を増やす施策について 

(2)  企業誘致促進事業において雇用助成金を支給資格のある事業者数 

及び雇用者数について 

(3)  工場等を新設又は増設しない事業であっても新しい雇用を創出す

る企業に対して助成して雇用の促進はできないか 

一般質問３ 

10 連休に関する対

応について 

(1) 小中学校、幼稚園、保育所、こども園の対応について 

(2) 公民館等の対応について 

(3) 市内の医療機関や介護サービスの状況について 

(4)  ごみの収集、受入について 

(5)  非正規雇用者の収入減について 

    

④④④④     大西大西大西大西秀樹秀樹秀樹秀樹議員議員議員議員    〔志公〔志公〔志公〔志公〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  神戸電鉄粟生線三木駅再生事業について 

ア 事業費内訳について 

イ 再生にあたり、見込める整備効果について 

ウ 他所での検討の有無について 

質疑２ 

第７号議案 

 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 大村土地区画整理事業について 

ア 見込める整備効果について 

イ 計画策定委託料について 

ウ スケジュールについて 

質疑３ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 神戸電鉄志染駅周辺の都市再生整備事業について 

ア 事業内容及びスケジュールについて 

質疑４ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 住宅耐震化促進事業について 

ア 耐震化の進捗状況について 

質疑５ 

第７号議案 

 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 子ども家庭支援総合支援拠点体制の整備について 

ア 事業内容について 

イ 虐待等の現状について 

ウ 官民連携の支援体制の充実について 

一般質問１ 

学校再編について 

(1) 進捗状況について 

(2) 小中一貫教育是非の議論の進め方について 

(3) 小中一貫校建設予定地について 
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(4) 校区割再編時期について 

(5) 学校再編による地域への影響について 
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平成３平成３平成３平成３１１１１年年年年３３３３月定例市議会の質疑・一般質問月定例市議会の質疑・一般質問月定例市議会の質疑・一般質問月定例市議会の質疑・一般質問    

    

    ３３３３月１月１月１月１１１１１日（日（日（日（月月月月））））    午前午前午前午前 10101010 時～時～時～時～    質問者順質問者順質問者順質問者順        

    

①①①① 大眉大眉大眉大眉均均均均議員議員議員議員    〔日本共産党〕〔日本共産党〕〔日本共産党〕〔日本共産党〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第３号議案 

廃棄物の処理及び清掃に関する条例改正 

(1) 事業活動に伴う一般廃棄物、産業廃棄物手数料の改正内容 

質疑２ 

第４号議案 

火葬場の設置及び管理に関する条例改正 

(1) 改正の理由について 

一般質問１ 

国民健康保険につい

て 

(1) 県単位化に伴い、国民健康保険税が引き上げされたが、保険税の 

収納状況について 

(2) 保険税の減免について 

(3) 保険税滞納者に対する対応について 

(4) 一般会計からの繰入について 

(5) 均等割の廃止について 

一般質問２ 

学校再編について 

(1) 学校再編についての保護者、住民の意見について 

(2) 少人数学級のよさを生かす教育について 

(3) 統廃合した場合の教職員数について 

一般質問３ 

産業廃棄物処分場に

ついて 

吉川町新田で計画されている産業廃棄物処分場については地域住民

からの反対の意見があり、市と事業者との裁判でも市が勝訴している 

(1) 里道・水路の明渡し等を求める訴訟の判決結果の対応について 

(2) 処理施設の建設計画への対応について 

    

②②②②    古田寛明議員古田寛明議員古田寛明議員古田寛明議員    〔走政クラブ〕〔走政クラブ〕〔走政クラブ〕〔走政クラブ〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  学校へのタブレット導入による新たな学びの開始〔8,033万円〕 

ア タブレット導入のねらいと期待される効果 

イ みっきぃステップ学習のねらい 

ウ デジタル教材の活用手順 

エ ５年計画の内訳 

質疑２ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  学校園等に防犯カメラを設置〔1,375万円〕 

ア モニターの監視はどのように行うのか 

イ 24時間監視できるのか 

ウ 校内の不審者対応策 

質疑３ 

第７号議案 

 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  自転車ネットワーク整備計画の策定〔600万円〕 

ア 計画策定の目的 

イ 自転車空間における法的な規制 

ウ 市道、県道、国道を問わず整備対象となるのか 
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質疑４ 

第１５号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第６号） 

(1) ふるさと納税返礼品の増加見込みによる費用等〔3,652万円〕 

ア 寄付金額の推移 

イ 寄付者による使途目的の選択状況 

ウ 過度な返礼品などはないか 

エ 今後の見込み 

一般質問１ 

緑が丘駅前の開発と

生涯活躍のまちづく

り 

(1) 駅前の土地活用について当初の方針が変更になった経緯 

(2) 土地利用計画の変更について住民へどのように説明したのか 

(3) 駅前の開発が生涯活躍のまちづくりと共に緑が丘の再生に不可

欠という地元の声に対する当局の見解 

(4) 緑が丘事業部のサテライトとしての活動実績 

(5) 国から認定を受けた「生涯活躍のまち構想」はあと２年となって 

いるが今後の取組予定 

一般質問２ 

学校再編のすすめか

た 

(1) 地域部会で出された意見は実施方針案にどこまで反映されるのか 

(2) 通学手段の基準はどのように示されるのか 

(3) 統合前後の子どもの不安解消などに向けた必要な配慮とは何か 

(4) 喫緊の課題は、ほぼ同じ時期に実施される予定だが、教職員の人

員削減や異動にはどのように対応していくのか 

    

③③③③    岸本和也議員岸本和也議員岸本和也議員岸本和也議員    〔みき未来の会〕〔みき未来の会〕〔みき未来の会〕〔みき未来の会〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  過去最大となった要因と今後の財政の見通し 

質疑２ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1)  中学校に「部活動指導員」などを配置 

質疑３ 

第７号議案 

平成31年度三木市一般会計予算 

(1) 緊急時の情報共有ネットワークの構築と職員用パソコンの更新 

質疑４ 

第８号議案 

平成31年度三木市国民健康保険特別会計予算 

(1)  「健康ポイント事業」を開始 

一般質問１ 

農業施策と農村地域

の活性化について 

(1)  有害鳥獣対策事業補助金について（新規の数について） 

(2)  鳥獣被害対策実施隊の活動内容は 

(3)  防草・除草に対する支援について 

(4)  新規作物導入や６次産業化に対する支援と相談体制について 

(5)  空き家・古民家の活用について（古民家再生促進支援事業につい    

て） 

一般質問２ 

緑が丘の再生につい

て 

(1) クラウドワークのメリット・デメリットについて 

(2) コワーキングスペース整備の目的について 

(3) 緑が丘の再生の今後について 

一般質問３ 

ペーパレス化と電子

公文書の取り扱いに

ついて 

(1) 電子公文書を扱う規定等は定めされているのか 

(2) 電子メールは公文書として文書取扱規定によって扱われるのか 

一般質問４ 

コンサルティング会

社の活用について 

(1)  検討や計画策定時におけるコンサルティング会社の活用可否に 

関して 

    


