令和元年
令和元 年 ６月定例市議会
月定例 市議会の質疑
市議会 の質疑・
の質疑 ・一般質問
一般 質問
６月１３日（
１３日（木
日（木） 午前 10 時～ 質問者順
① 草間透
草間透議員
議員 〔よつ葉の会〕
よつ葉の会〕
発 言 事 項
内
容
一般質問１
(1) 通学路の安全点検の実施状況について
生徒・児童の通学路 (2) 見守り活動の活性化について
の安全対策について (3) 不審者情報の共有化及び迅速な対応について
(4) 実践的な防犯教育の充実について
(5) 登下校時の安全確保策について
(1) 正規職員比率の変遷等今後の方針について
一般質問２
働き方改革に伴う職 (2) 時間外労働の実態と規制及び管理体制について
員の対応について
(3) 超過勤務職員の健康管理体制について
(4) 時間外労働と有休消化の相関関係について
(5) フレックスタイムやテレワークの導入について
一般質問３
(1) 市民・職員アンケートをどのように反映させるのか
総合計画の基本計画 (2) 主要項目の「重要度」と「満足度」の差について
策定について
(3) 市民への浸透方法について
(4) チーム三木の役割分担について
(5) 毎年の進捗確認の方法について
一般質問４
(1) 学校再編検討会議で議論不足としている項目について
学校再編について
(2) 吉川地区小学校４校の統合計画の進捗と方向づけについて
(3) 地元意見の集約方法について
(4) 学校統合に小中一貫校は必須事項なのか
(5) 統合に向けた課題の抽出と対策について
(6) 廃校後の活用方法について
② 岸本和也議員
岸本和也議員 〔公政会〕
公政会〕
発 言 事 項
質疑１
第 24 号議案

質疑２
第 28 号議案

内
容
三木市税条例の一部を改正する条例の制定について
(1) 軽自動車税を種別割に名称変更することに伴う市民への影響に
ついて
(2) 環境性能割について
令和元年度三木市一般会計補正予算（第１号）
(1) 防災重点のため池と危険ため池について
(2) 調査に係る地元負担について
(1) 補助金の交付時期について

一般質問１
集会所等整備補助金
について
(1) 内部通報の外部窓口について
一般質問２
公益通報とハラスメ (2) 市民等による外部通報について
ントについて
(3) ハラスメントの対策について
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(1) デマンド型交通の運行サービス内容検討に２年を要する理由につ
一般質問３
バス交通の見直しに
いて
ついて
(2) 北播磨総合医療センター行きバスの効果検証期間について
(1) 現在の寄付金額について
一般質問４
神戸電鉄三木駅再生 (2) 進捗状況について
について
③ 内藤博史
内藤博史議員
議員 〔公明党〕
公明党〕
発 言 事 項
内
容
(1) サロンの定義の「居場所」が公的施設に限定されている理由につ
一般質問１
三木市ふれあいサロ
いて
ン補助金事業につい (2) 補助対象者、補助対象事業として基準を設けられているが、どの
て
ような考えを基にして定められたのか
(3) 加算補助金の根拠となる、利用者人数、開催回数はどのように確
認されるのか
(4) 制度説明会での主なご意見は。また、検討すべき点があるのか
一般質問２
(1) 現在の運営方法について
ＢＰプログラム事業 (2) 開催場所、ファシリテーター数について
について
(3) 周知方法について
(4) ＢＰプログラムをどのような位置づけで事業をされているのか。
また、どのような効果が期待できるのか。市としての認識について
一般質問３
(1) 認知症についての周知、相談窓口について
認知症対策について (2) 認知症初期集中支援チームの取り組み内容と現状、また、支援チ
ームからの連携やケアの流れについて
(3) 軽度認知障害の早期発見に向けての現状と課題、今後の取組につ
いて
(4) 認知症事故救済制度の導入について
(5) 認知症施策推進基本計画の策定について
(6) 認知症高齢者グループホームの低所得者を対象とした利用者負
担軽減策について
一般質問４
(1) ダブルケアの相談窓口について
ダブルケア対策につ (2) ダブルケアの実態と取組について
いて
(3) 社会全体でダブルケアへの認識を高めることが求められている
が、市としてできることは
一般質問５
(1) 子どもの安全対策の強化について
子どもの安全対策、 ア 通学路、お散歩コース等の危険個所の見直し、総点検について
防犯対策について
(2) 子どもを守る防犯対策の強化について
ア 登下校時のパトロール、見守りの強化について
イ 各学校、園での防犯体制の見直しや強化について
一般質問６
(1) 旧コミュニティバスの整理統合について
三木市バス交通の見 ア 本年１０月より見直し実施を予定されているが、住民への周知は
直し方針の実施スケ
いつ頃されるのか
ジュールについて
イ 見直し実施２年後に中間評価されるが、２年の期間の必要性につ
いて
(2) 吉川地域全体におけるデマンド型交通の導入について
ア 本格運行が令和５年で計画されているが、もっとスピード感をも
2

って進めて行くべきと考える。市の見解は
(3) 北播磨総合医療センター方面行きバスの全線廃止を含めた見直し
について
ア 今年４月より効果検証期間として取り組まれているが、利用促
進、広報周知の内容について
(4) タクシー運賃助成等の拡充について
ア 今年１０月から１年間かけて検討準備をされるが、少しでも早い
段階から取り組むことにより、制度実施時期を柔軟に対応できるの
では
イ 福祉施策としてタクシー運賃助成の拡充を計画されているが、そ
の具体策は
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令和元年
令和元年 ６月定例市議会の質疑・
月定例市議会の質疑 ・一般質問
６月１４日（
１４日（金） 午前 10 時～ 質問者順
① 板東聖悟
板東聖悟議員
議員 〔日本共産党〕
日本共産党〕
発 言 事 項
内
容
一般質問１
(1) 清掃業務の仕様内容について
市民トイレの管理に ア 委託先、清掃回数、定期清掃の有無
ついて
(2) 清掃業務のチェック体制について
(3) 便器が詰まっているときの対応
(4) 便器が汚れているときの対応
(1) 祝日の休館の扱いについて
一般質問２
公民館の利用につい (2) 政党及び政治家の利用について
て
一般質問３
(1) 実利用者数の目標値８５０万人と平成３０年度の実績値７９４
神戸電鉄粟生線の利
万人の数値の乖離の認識について
用促進の施策につい (2) 令和元年度の活性化協議会の取組方針及び重点事業について
て
ア 継続事業ばかりだが新規事業はないのか
イ 地域住民や地元企業が主体となる取組強化が必要ではないか
(1) 待機児童の状況について
一般質問４
就学前・教育保育に (2) 就学前教育・保育施設の空き状況について
ついて
(3) 障がい児や外国にルーツを持つ子どもたちの対応について
② 堀元子議員
堀元子議員 〔三木新党〕
三木新党〕
発 言 事 項
内
容
一般質問１
(1) 三木市の過去１０年の世代別人口比の推移について
子育て環境の充実策 (2) 希望する園に入園待ちの児童数の推移について
について
(3) 夜間における小児緊急医療体制について
ア 三木市内でのシステムについて
イ 夜間時における小児の急病時の電話件数と電話先、その時の応対
状況と救急搬送の受け入れ状況について
(4) 国が保育料無償化を措置した後の、三木市独自の魅力ある子育て
世代誘致策への市の考えについて
(1) 成人病対策について
一般質問２
三木市の医療政策に ア 重点課題にも挙げていた、糖尿病対策について
ついて
イ それ以外の、生活習慣病対策について
(2) ２４時間医療電話相談について
(3) おたふくかぜ予防接種助成について
ア 県内の助成状況について
イ 子育て政策の一環としての導入について
(4) まちぐるみ健診の受診率と、がん対策について
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③ 大西秀樹議員 〔志公〕
志公〕
発 言 事 項
一般質問１
学校の統廃合につい
て
一般質問２
防災・災害対策につ
いて

内
容
(1) 進捗状況について（各対象校毎に）
(2) スケジュールについて
(3) 星陽中学校・志染中学校の統合先について
(1) 昨年の豪雨災害等の検証を得て改善された点について
(2) 災害情報の一元管理の現状について
(3) 道路の通行止め箇所の周知方法について
(4) 災害時の相談体制について
一般質問３
(1) 本署・広野分署・吉川分署それぞれの夜間及び土日祝日の勤務体
消防力の強化につい
制について
て
(2) 本署・広野分署・吉川分署の担当エリアについて
(3) 再任用による隊員の現状及び今後の方向性について
(4) 三木市消防職員の定数及び見直しの時期とその有無について
(1) 代理受領制度について県内他市の現状
一般質問４
住まいの耐震化促進 (2) 三木市の考え方について
策について
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令和元年
令和元 年 ６月定例市議会の質疑・
月定例市議会の質疑 ・一般質問
３月１７日（月
日（月） 午前 10 時～ 質問者順
① 大眉均
大眉均議員
議員 〔日本共産党〕
日本共産党〕
発 言 事 項
内
容
質疑１
(1) 専決処分について（令和元年度三木市国民健康保険特別会計補正
報告第 3 号
予算（第１号）
）
ア 専決に至る経緯について
イ 平成３０年度の決算と赤字の内容について
ウ 加入者の減少について
(1) 三木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい
質疑２
第 25 号議案
て
ア 最高限度額及び軽減判定所得の変更による対象者と金額につい
て
(1) 三木市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
質疑３
第 26 号議案
ア 介護保険料の引き下げと対象者と金額について
一般質問１
総合計画について

(1) 総合計画の策定の今後の予定と市民の参画について
(2) 市民のくらしの現状認識について
(3) 農林業、中小企業、地場産業の振興について

(1) 志染中学校、星陽中学校の再編についての保護者、住民の要望・
意見と今後の方策について
(2) 吉川の小学校再編についての意見・要望と今後の対応について
(3) 小中一貫校、義務教育学校の教育内容や校区について
(1) 加入者の階層・所得の状況と減免制度について
一般質問３
国民健康保険につい (2) 国民健康保険税の収納率向上対策について
て
(3) 県が示す標準保険料と今後の方針について
(4) 特定健康診査等実施計画について
一般質問２
学校再編について

②

新井謙次議員
新井謙次議員 〔志公〕
志公〕

発 言 事 項
内
容
(1) 現在の加入地区と会員数について
一般質問１
三木市子ども会連絡 (2) 連絡協議会事務局の役割について
協議会について
(3) 子ども会活動に対する支援について
(4) 今年度の活動予定と予算について
(5) 今後の子ども会連絡協議会の活動について
一般質問２
(1) 今年度、利用の児童数（三木市全体）について
アフタースクールに (2) アフタースクールの教育、指導方針について
ついて
(3) 三木市が運営するアフターと民間運営のアフターの違いについて
(4) 夏休みアフター募集の昨年、現在の状況について
一般質問３
(1) 一般社団法人三木市生涯活躍のまち推進機構の今後の活動予定に
緑が丘事業部につい
ついて
て
(2) 今後、三木市に広めるプロセスについて
(3) クラウドワーキング事業の進捗状況と今後の展望について
(4) サテライトについて
6

(1) ゼロエミッション活動について
一般質問４
循環型社会について (2) ３Ｒの推進、集団回収の実績について（３０年度と５年前の比較）
(3) 古紙の自主回収地区について（加入地区数、ごみステーション数）
(4) 資源のリサイクル率向上の施策について
③ 古田寛明議員
古田寛明議員 〔走政クラブ〕
走政クラブ〕
発 言 事 項
質疑１
第 28 号議案

内
容
令和元年度三木市一般会計補正予算（第１号）
〔農業費９３０万円〕
(1) ため池諸元調査等の実施
ア 諸元調査の内容
イ マップの活用法
ウ 安全点検活動
エ 改修を要するときの対応
(1) 学校への配置予定数と現状
一般質問１
特別支援教育指導補 (2) 近隣市と比べた配置の状況
助員の配置
(3) 指導補助員の業務内容と待遇
(4) 指導補助員としての資格の有無
(5) 今後の方針
一般質問２
(1) 市内において障がい者が参加している日常的なスポーツ活動やイ
障がい者のスポーツ
ベント等の取組
参加
(2) 三木市における障がい者スポーツ団体の取組と市の支援体制
(3) 特別支援学級生徒の運動部活動への参加状況
(4) 東京パラリンピックを機とした障がい者スポーツに対する市民へ
の啓発
一般質問３
(1) 三木市における平均寿命と健康寿命の差
健康寿命の延伸施策 (2) フレイルの早期発見・早期予防の対策事業
(3) フレイルの判定データと健康診断のデータの相互活用
(4) 健康寿命の延伸を目指す市民全体への啓発
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