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令和元令和元令和元令和元年年年年９９９９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    

    

    ９９９９月月月月１１１１１１１１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 

一般質問１ 

公共施設再配置計画

について 

(1)  個別計画策定までの手順について 

(2)  職員の配置について 

(3)  かかる経費と財源の目途について 

(4)  計画の周知について 

一般質問２ 

生涯活躍のまち推進

機構について 

(1) 人件費を含めた年間の経費について 

(2) クラウドワーキングの進捗と今後の計画について 

(3) 「住替え」へのニーズの把握と対応について 

一般質問３ 

関国大看護学科の就

職先について 

(1) 過去３年間の北播磨管内の就職状況について 

(2) 北播磨管内の看護師の充足状況について 

一般質問４ 

地域公共交通政策に

ついて 

(1) バス交通変更に伴う経費負担について 

(2) 北播磨医療センター行きバス交通の具体策について 

(3) 神戸電鉄粟生線の乗客の推移と促進策について 

一般質問５ 

三木市空き家対策計

画について 

(1) 空き家の増加の主要因について 

(2) 空き家対策の相談窓口について 

(3) 「三木市空き家バンク」の活用実績について 

(4) 特定空き家への対応について（是正勧告など） 

    

②②②②     岸本和也岸本和也岸本和也岸本和也議員議員議員議員    〔〔〔〔公政会公政会公政会公政会〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第30号議案 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

(1) 会計年度任用職員の職務について 

質疑２ 

第38号議案 

令和元年度三木市一般会計補正予算（第２号） 

(1)  空き家等適正管理の推進 

(2)  市民トイレへの防犯カメラの設置 

(3)  マイナンバーカードを活用した消費活性化事業 

一般質問１ 

都市計画について 

(1) 都市計画道路の進捗状況について 

(2) 志染駅周辺まちづくり基本構想の進捗と今後について 

一般質問２ 

情報システムサービ

スの広域化 

三木市情報システムの他市町との共同化について 

 

    

③③③③     松原久美子松原久美子松原久美子松原久美子議員議員議員議員    〔〔〔〔公公公公明党明党明党明党〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第38号議案 

令和元年度三木市一般会計補正予算（第２号） 

(1) 老朽危険空き家除却支援補助金 

ア 事業内容について 
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 (2)  マイナンバーカードを活用した消費活性化推進事業 

 ア 事業内容について 

一般質問１ 

三木市総合計画につ

いて 

(1)  各地区の説明会の意見を踏まえて検討すべき点はあったか 

(2)  説明会で具体的な施策の説明の要望があったが、今後どのように

総合計画に沿った事業を展開していくのか 

(3)  ＳＤＧｓ該当施策にピクトグラム表記をできないか 

(4)  市民の総合計画とＳＤＧｓに対する理解と意識向上にどのよう

に取り組むか 

一般質問２ 

避難所の環境改善に

ついて 

(1) 地域防災計画において近隣市との広域的なし尿処理の支援要請の 

協定はできているか 

(2) 地域防災計画において廃棄物処理担当者は避難所担当から外され

ているか 

(3) 避難所のｗｉ-ｆｉ環境とスマホの充電設備の現状 

(4) 避難所の環境改善のために使える総務省の緊急防災・減災事業債 

の活用について 

一般質問３ 

学校再編について 

(1)  東吉川地区の小学校の保護者と就学前の保護者の話し合いがス

ムーズにできるよう、市としてサポートできないか 

(2)  吉川町でみなぎ台まで徒歩圏の地域の児童の負担が大きいと考

えるが、その対策は 

(3)  中学校の将来の統合可能性を踏まえ、小学校との交流の見解  

一般質問４ 

学校教育におけるＳ

ＤＧｓについて 

(1)  教育振興基本計画においてもＳＤＧｓの理念や取組を明記すべ

きと考えるが市の見解 

(2)  ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）カレンダーやＳＤＧｓ実

践計画表の活用に対する見解 

(3)  ユネスコスクールの市の認識と小中学校への周知とモデル校設

置推進についての市の見解 
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令和元令和元令和元令和元年年年年９９９９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    

    

    ９９９９月月月月１１１１２２２２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 大眉均大眉均大眉均大眉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38号議案 

令和元年度三木市一般会計補正予算（第２号） 

(1)  自治体ポイント活用事業〔商工業振興費992万円〕 

質疑２ 

第42号議案 

平成30年度介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 

(1) 実質収支193,441千円の黒字となったことについて 

一般質問１ 

消費税増税について 

(1) 市内中小業者の消費税増税の影響について 

ア 増税による負担増 

イ 消費の落ち込み 

ウ インボイス制度について 

(2) プレミアム商品券、ポイント還元制度について 

一般質問２ 

ごみ処理について 

(1) 一般廃棄物処理基本計画について 

(2) ごみ処理新施設の建設について 

(3) 事業系ごみの減量について 

一般質問３ 

学校再編について 

(1)  学校再編検討会議の提言とその後の対応について 

(2)  小中一貫教育への取組について 

    

②②②②     加岳井茂加岳井茂加岳井茂加岳井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36号議案 

三木市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

(1)  水道基盤の強化について 

(2)  広域連携の強化について 

(3) 指定給水装置工事事業者の更新が５年となったメリット、デメリ 

ットについて 

一般質問１ 

職員の不祥事につい

て 

(1)  職員の不祥事は、倫理観の欠如と職業意識の希薄化が主たる原因 

と思われますが、この補完対策として職員への研修等の実施による

資質向上対策について 

(2)  職員は市民の奉仕者である認識が最重要と思われますが、管理職  

は率先して組織的に襟を正し、あらゆる不祥事を「起こさない」「見 

逃さない」「許さない」という強い信念が持てる指導体制の確立に

ついて 

(3)  市政執行の責任と市民へのお詫び、及び今後の再発防止等の対策 

について 

一般質問２ 

各種賦課徴収等の誤

謬について 

(1)  職員として法令・規範等の遵守は当然だが、国・県からの通達文、 

通知文・連絡文等の関係職員への周知方法とその習熟度の効果検証 

について 

(2)  前例踏襲の先入観や、法令・規範等の認識材料（通達文、通知文・ 

連絡文）等の不足による判断力の欠如を補うための共通認識（職場

研修）等の実施について 
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一般質問３ 

コンテナボックスの

「段ボール・新聞ご

み」等からの防犯、

防火面からの安全な

設置対策に関するこ

と 

(1)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正な「分別、保管、 

 収集、運搬、処分」等の行政指導はできないのかについて 

(2)  広域連合、県下市長会等の連携により、国・県に対しこのような 

廃棄物の不適正な「分別、保管、収集、運搬、処分」等防止の決議 

や依頼ができないのかについて 

(3)  防火の観点から、コンテナボックスに置かれている段ボール等の 

ごみの現状から鑑みれば、放火や火災が懸念されるので、防火面か

らの安全性の可否について 

一般質問４ 

育児ファミリーサポ

ートセンター事業、

及び高齢者サポート

センター事業につい

て 

(1) 両事業の活動状況と社会福祉協議会との関係について 

ア 両事業の援助を受けたい会員と援助提供者との「相互援助活動」 

の状況について 

 イ 両事業の「相互援助活動」に伴い発生した「受傷」「加害」等の 

傷害の発生状況や件数とその対応について 

(2) 両事業とも、社会福祉協議会に委託されているが、受託者からの 

報告、連絡等の状況について 

一般質問５ 

市民健康医療相談の

２４時間年中無休に

ついて 

(1) 健康医療相談窓口の開設以来約３年が経過しているが、この間の 

「相談内容」「利用状況」等について 

(2) 該当の事業は自治会を通じて、市民のみへの啓発となっているが、 

市外からの問い合わせ等の対応について 

一般質問６ 

中小企業の事業の活

性化について 

(1) 中小企業の生産性向上に繋がる設備導入・人材育成・革新的な取 

組による高付加価値化への支援について 

(2) 中小企業への融資の斡旋、及び融資斡旋の利子補給と中小企業支 

援について 

一般質問７ 

中学校部活動（運

動・文化活動）の現

状と課題について 

(1) 市内全ての中学校において、自校のみの部員で対外試合等が可能 

になっているのかについて 

(2) 部活動は勝利至上主義的な傾向から、部活動が複雑化、多様化し 

ており、担当顧問教職員への過度の負担になっていると思われる中 

での、部活顧問の確保について 

(3) 部活運営は「学校」「家庭」「地域」が役割を担うとされています 

が、地域の部活への運営支援は具体的にどのようにされているのか 

について 

一般質問８ 

人口減少社会に向け

た、消防力の適正配

置について 

(1) 人口減少社会への対応として、消防需要をどのように把握されて 

いるのかについて 

(2) 人口減少社会での、消防力の適正配置とその運用効果、及び消防 

団の地域防災力について 

一般質問９ 

救急救助業務の高度

化に向けた対応につ

いて 

(1) メディカルコントロール体制（救急現場及び搬送途上における応 

急処置）の充実化について 

(2) 救急救命士及び救急隊員の資質向上に対する研修について 

(3) 気管挿入、薬剤投与のできる救急救命士の養成について 

    

③③③③ 大西秀樹議員大西秀樹議員大西秀樹議員大西秀樹議員    〔志公〕〔志公〕〔志公〕〔志公〕    

発 言 事 項 内       容 

一般質問１ 

学校再編について 

(1)  現在の進捗状況について（対象校毎に） 

(2)  スケジュールについて（実施方針策定） 

(3)  統合するにあたる組織編制（統合準備委員会）について 

(4)  跡地活用検討について 
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一般質問２ 

三木市政について 

(1)  舵取りとしての市長の情報発信について 

(2)  ケアレスミス等が多発していることから、職員意識改善の取組に

ついて 

(3)  神戸電鉄粟生線活性化協議会から小野市が脱退の意向を示して

いる事について 

一般質問３ 

定住外国人への支援

について 

(1)  定住外国人の人口推移及び年齢構成について 

(2)  定住外国人の相談体制について 

(3)  学校での支援体制及び児童生徒数について 
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令和元令和元令和元令和元年年年年９９９９月定例市月定例市月定例市月定例市議会の質疑・一般質問議会の質疑・一般質問議会の質疑・一般質問議会の質疑・一般質問    

    

    ９９９９月月月月１１１１３３３３日（日（日（日（金金金金））））    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 板東聖悟議板東聖悟議板東聖悟議板東聖悟議員員員員    〔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30号議案 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

(1)  新制度により何が変わるのか。関係する職員のメリット・デメリ

ット 

(2)  現在の特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時的任用職員の

人数と割合 

(3)  新制度に基づく非常勤職員の分類と人数、割合 

質疑２ 

第38号議案 

令和元年度三木市一般会計補正予算（第２号） 

(1) 防犯対策事業〔8万円〕 

 ア 防犯カメラによる防犯対策の計画 

 イ 地域合意の基準 

 ウ 運用責任者の資格と罰則 

 エ 管理運用が規定どおり出来ているかのチェック体制 

(2) 清掃事務事業〔46万円〕 

 ア 被害状況と再発防止の対応 

 イ 抑止効果の内容 

一般質問１ 

神戸電鉄粟生線活性

化協議会の小野市脱

退表明記事に対する

対応について 

(1) ８月２１日の民生産業常任委員会までの事実経過 

(2) その後の動き 

(3) 今後の対応 

一般質問２ 

大塚のディスカウン

トストア新設による

学校の通学路と湯の

山街道の交通問題に

ついて 

(1)  三木市が兵庫県に提出した意見と、兵庫県が設置者に提出した意

見の内容 

(2) 立地後の交通流動の予測の内容 

一般質問３ 

防犯カメラについて 

(1) プライバシー侵害の考え方 

(2) 防犯カメラのあり方に関する市民的議論が必要ではないか 

    

②②②②     新井謙次新井謙次新井謙次新井謙次議員議員議員議員    〔〔〔〔志公志公志公志公〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

一般質問１ 

三木市立図書館につ

いて 

(1) 図書館の利用状況について（中央図書館、開館の前年度から現在 

の貸出、蔵書、図書予約冊数） 

(2) 未返却本の冊数について 

(3) 三木市立図書館条例の規定に基づく、図書館協議会の協議内容に 

ついて 

(4)  第２次三木市立図書館活性化構想の評価と今後の予定について 

(5)  三木市図書館利用規則の第２条 開館時間と、第３条 休館日につ 
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いて 

(6) 中央図書館施設の各部屋の利用状況について  

一般質問２ 

バス交通の見直しに

ついて 

(1) バス交通の見直し、利用促進等の説明会及び出前講座の開催回数

と出席者数について 

(2) バス交通の見直し、利用促進等の説明会及び出前講座の内容につ

いて 

一般質問３ 

郊外型住宅団地ライ

フスタイル研究会に

ついて 

(1) 郊外型住宅団地ライフスタイル研究会の組織について 

(2) 郊外型住宅団地ライフスタイル研究会の進捗状況について 

(3) 青山７丁目の未利用地について 

 

    

③③③③     古田寛明古田寛明古田寛明古田寛明議員議員議員議員    〔〔〔〔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30号議案 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

(1)  職員の新たな任用・継続の方法 

(2)  改正後の待遇における主な変更点 

(3)  人事評価の適用 

(4)  新制度導入に係る財政的な措置 

(5)  新制度の職員への周知 

質疑２ 

第38号議案 

令和元年度三木市一般会計補正予算（第２号） 

(1)  自治体ポイント事業〔商工費992万円〕 

ア マイナンバーカード普及との連携方策 

イ 自治体ポイント制度のメリットと現状の問題点 

ウ マイキーＩＤの設定手続きへの対応 

エ 大型店を含む企業の協力 

一般質問１ 

市長の市政運営にお

ける中間評価につい

て 

(1)  県市協調の具体的な進捗状況 

(2)  近隣市町との連携・交流の状況 

(3)  三木の良さを発信していく方策 

(4)  市職員の人材育成 

一般質問２ 

学校統合に向けた準

備について 

(1) 統合準備委員会（設置時期、委員構成、検討項目等） 

(2) 児童生徒の交流 

(3) 閉校作業等に向けての人員確保 

(4) 中学校におけるスクールバス（土日、長期休業中） 

(5) 教職員の配置（管理職、一人職等） 

    


