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平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年６６６６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ののの質疑質疑質疑質疑・・・・一般一般一般一般質問質問質問質問    

    

    ６６６６月月月月１３１３１３１３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    草間透草間透草間透草間透議員議員議員議員    〔〔〔〔よつよつよつよつ葉葉葉葉のののの会会会会〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第39号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 別所ゆめ街道カフェテラス整備事業について 

一般質問１ 

高齢者介護施設につ

いて 

(1) 市内民間介護施設の収容者数と入居者数の実態について 

(2) 市内介護施設への待機高齢者の実態について 

(3) 介護士確保の対策について 

一般質問２ 

職員の構成について 

(1) 正規職員と非正規職員に求める職能要件について 

(2) 正規職員と非正規職員の処遇の対比について 

(3) 今後の採用計画について 

(4) 技術職職員の確保策について 

一般質問３ 

粟生線活性化協議会

の進捗について 

(1) 平成27年度の利活用促進について 

(2) 平成28年度の事業計画のポイントについて 

(3) 廃線を想定した場合の損失予測について 

一般質問４ 

人口減少に対する政

策について 

(1) 人口減少率が県下でも高く推移している原因について 

(2) 人口の流出防止と転入促進策について 

(3) 市内の空き家を利用した移住体験の実施について 

    

②②②②    堀元子堀元子堀元子堀元子議員議員議員議員    〔〔〔〔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37号議案 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

質疑２ 

第39号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 三木市のＰＲ映像の作成とテレビ放映の実施について 

(2) 保育士等の確保対策について 

一般質問１ 

三木市地域防災計画

について 

(1) 三木市の被害想定時の避難所の収容可能人数と、その数値の判断

基準の根拠について 

(2) 備蓄と配給体制について 

 兵庫県の防災計画では、食料については三日個人備蓄、二日市町備

蓄、一日県備蓄となっているが、 

ア 市の現物備蓄の数量と、個人備蓄の現況をどう把握しているのか 

イ 流通備蓄を押さえるタイミングについて 

ウ 避難所での配給方法について 

(3) 避難所に必要な運営について 

ア 避難所運営本部の設置について 

イ 女性、外国人、ペットに配慮した避難所運営について 

(4) 公共施設の耐震化の達成状況と、非構造部材の耐震化、耐震対策

について 

(5) 県の防災計画では、風水害対策と地震災害対策を分けているが、

三木市の考え方と水防の判断基準について 
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(6) 指定避難所以外の避難所について 

(7) 仮設住宅について、建設予定地は確保しているのか 

(8) コンパクトな概略版の作成について 

一般質問２ 

緑が丘まちの再生計

画（案）について 

(1) 資料に「サービス付高齢者住宅への入居者数」がＫＰＩに示され

ている。ゾーニングを進めるうえで、集合住宅エリアからの具体的

に移り住める先としての建設見通しについて 

(2) まちの魅力として利便性を高めるための駅前の活性化について 

(3) 若い子育て世代を対象にした助成制度の条件としての「地縁者」

の定義について 

(4) 今後の進め方について 

一般質問３ 

ネスタリゾート神戸

のオープンについて 

三木市への交流人口の増加、雇用創出への絶好の機会であるが、機を

捉えてのその働きかけや仕組みづくりについて 

 

一般質問４ 

別所ゆめ街道のカフ

ェテラスについて 

レストラン経営について 

(1) 魅力あるレストランとするため、経営上何を重要視していくのか 

(2) カフェテラスの管理運営は株式会社みきヴェルデであるが、レス

トラン経営に飲食業者への委託を視野に入れた場合、賃料はどのよ

うな扱いにするのか 

    

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    〔〔〔〔公明党公明党公明党公明党〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第39号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 三木市ＰＲ映像作成とテレビＣＭ放映について 

(2) １次避難所指定集会所の耐震補助制度の拡充について 

(3) 保育教諭確保対策について 

(4) スクールソーシャルワーカーの配置について 

一般質問１ 

食品ロス削減に向け

ての取組について 

(1) 市内小中学校の給食の食べ残しの量、及び食べ残しを減らすため

どのような取組を行っているか 

(2) 食育・環境教育を通して食品ロス削減のための啓発を進めるべき

であると思うがどうか 

(3) 市民、事業者が一体となった削減に向けた取組が重要と考えるが

どうか 

(4) 災害備蓄食品の種類、消費期限の迫ったもの、期限後のものの取

り扱いはどうなっているか 

(5) 期限の迫った災害備蓄食品をフードバンク等への寄付を検討して

はどうか 

一般質問２ 

福祉避難所について 

(1) 市内の福祉避難所の数と収容可能人数 

(2) 福祉避難所にはどのようにして入所するのか 

(3) 災害時にスタッフは十分足りているのか 

(4) 足りない場合の確保の手段はあるのか 

(5) 福祉避難所の周知方法 

一般質問３ 

Ｂ型肝炎ワクチン定

期接種化について 

(1) 定期接種の詳細（対象年齢、接種の回数、内容） 

(2) 対象者が一斉に10月接種を希望しても対応できるのか 

(3) 体調などで接種がずれ込み３回目の接種が生後１歳を超えた場

合、対象となるのか 

(4) ３歳までは救済措置として市で公費助成できないか 
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一般質問４ 

学校教育においての

障がい者理解につい

て 

(1) 市内小中学校の特別支援学級の児童生徒数 

(2) 学校教育の中で障がい者理解の取組はどのようになされているの

か 

(3) 学校において（公財）兵庫県障害者スポーツ協会が実施している

「障害者スポーツ出前講座」を活用できないか 

一般質問５ 

別所ゆめ街道カフェ

テラスの管理運営に

ついて 

(1) イオン三木店内、㈱みきヴェルデ直営店の改善状況は、どの時点

で判断されるのか 

(2) 外部委託とする場合の選定基準はどのようなものか 

    

④④④④    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 

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て 

質疑２ 

第39号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 集会所の耐震補助制度の拡充（2,000万円） 

(2) 道路照明のＬＥＤ化（750万円） 

(3) 別所ゆめ街道カフェテラスの整備（7,544万円） 

一般質問１ 

地域防災計画につい

て 

熊本・大分地震により、多くの人がまだ避難生活をされている。 

これまでの災害の経験・教訓から、地域防災計画の見直しについてお

尋ねします。 

(1) 避難所の運営について 

(2) 福祉避難所について 

一般質問２ 

国民健康保険につい

て 

(1) 平成 30 年度から国民健康保険が都道府県単位になることについ

て、その内容と三木市への影響はどのようになるか 

ア 保険料について 

 イ 減免制度などの施策について 

 ウ 一般会計からの繰入など、財政運営について 

(2) 平成 27 年度、28 年度に行われている新たな保険者支援制度の交

付金について 

(3) 滞納者に対する対応について 

一般質問３ 

ハーブ産業について 

(1) 農産物工房の運営について 

(2) 別所ゆめ街道カフェテラスの運営について 
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平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年６６６６月定例市議会月定例市議会月定例市議会月定例市議会のののの質疑質疑質疑質疑・・・・一般質問一般質問一般質問一般質問    

    

    ６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（火火火火））））    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    板東聖悟板東聖悟板東聖悟板東聖悟議員議員議員議員    〔〔〔〔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36号議案 

三木市保育教諭等修学資金貸与条例の制定について 

質疑２ 

第37号議案 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

質疑３ 

第39号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 保育士等の確保対策 6,181万円（事業集 P6･7） 

(2) 幼保一体化による給与条例の一部改正 476万円（事業集 P8） 

一般質問１ 

幼保一体化計画につ

いて 

(1) 待機児童の状況について（園区・年齢別・特徴） 

(2) 来年度の児童予測について 

(3) 消費税増税延期による保育料無料化の財源について 

(4) 別所認定こども園の教訓について 

一般質問２ 

職員倫理審査会につ

いて 

(1) なぜ議事録が非公開だったのか 

(2) 審査会での事務局の役割について 

 

一般質問３ 

ごみ問題について 

(1) カラス対策について 

(2) ごみ削減対策について 

    

②②②②    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 

質疑１ 

第39号議案 

 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 保育士等の確保対策について 

(2) 別所ゆめ街道カフェテラスの整備について 

一般質問１ 

ミャンマー友好協定

について 

26 年度から取り組んでいるミャンマーとの友好協定の成果及び経過

について 

一般質問２ 

倫理審査会委員全員

の辞任について 

三木市職員倫理審査会委員辞任の経緯及び今後の対応について 

一般質問３ 

市立幼稚園・保育所

存続等について 

幼稚園・保育所に対する市民からの意見要望及び今後の見直しについ

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    〔〔〔〔走政走政走政走政クラブクラブクラブクラブ〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第39号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 三木市ＰＲ事業「三木市ＰＲ業務委託料」 

(2) 教育指導事業「スクールソーシャルワーカー謝礼」 
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一般質問１ 

学校の統廃合につい

て 

(1) 学校統廃合に向けた基本的な考え方 

(2) 平成31年度末までの小規模校への手立て 

(3) 小中一貫校の構想も視野に入れているのか 

(4) 総合教育会議において、統廃合についての具体的な方向性が出さ

れるのか 

(5) 現場の管理職や教職員の声や校区の意見は、どのように反映され

るのか 

(6) 公共施設等総合管理計画における教育施設の維持管理の基本方針

は、どのように示されるのか 

一般質問２ 

障害者差別解消法に

基づく施策について 

(1) 法に定めてある「合理的配慮」について、三木市はどのように取

り組んでいくのか 

(2) 法にある「対応要領」を三木市は策定しないのか 

(3) 行政機関の職員の対応に問題がある場合は、どの窓口に行けばよ

いのか 

(4) 障害者差別解消支援地域協議会の設置状況について（組織の構成

等ネットワーク） 

(5) 地域協議会への障がいのある方の参画は保障されているか 

(6) 学校教育も含む、この法についての市民への啓発活動は、どのよ

うにされるのか 

一般質問３ 

緑が丘認定こども園

について 

(1) 改築工事について、保護者ならびに付近住民の説明会は行うのか 

(2) 入園者は最大何名ぐらいの規模の園舎なのか 

(3) 広い園庭をできるだけ残して活用することはできないのか 

(4) 隣接する緑が丘小学校との交流は図られていくのか 

(5) 民間からの運営にあたっての要望（園舎、設備等）については、

工事等に反映されるのか 

(6) 民間による運営となるが、公立幼稚園としての 44 年間の教育実

績は引き継がれないのか 

    

④④④④    岸本和也岸本和也岸本和也岸本和也議員議員議員議員    〔〔〔〔みきみきみきみき未来未来未来未来のののの会会会会〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第39号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 別所カフェテラスの整備 

一般質問１ 

防災について 

(1) 三木市における地震予測について（直下型と南海トラフを含む） 

(2) 市民が地震に対して持つべき意識と対策について 

(3) 消防団の果たす役割について（災害時も含めて） 

(4) 消防団員報酬が他市と比較して低いことについて 

一般質問２ 

神鉄粟生線について 

上下分離方式は法定協議会での議題となるのか 

一般質問３ 

ゴミ焼却について 

(1) プロポーザルとすることの説明は各地区になされたのか 

(2) 民間委託業者が決定されたが、地元とはどこになるのか改めて問

う 

(3) プロポーザルの審査結果報告書に「受託料の見直しの必要性につ

いては検討会を設けて‥‥」とあるが、見直しの必要性は 30 年以

内でもありうるのか 

一般質問４ 

就学前教育について 

(1) 園区を越えての通園は現在あるのか 

(2) 園区を越えた場合にその子どもは違う園区の小学校に通うことに
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なる。その際の幼小連携の意義をどのように考えるのか 

(3) 就学前教育の目指す方向性について 

一般質問５ 

情報公開のあり方と

不正アクセスについ

て 

(1) 不服申立の件数と対応について 

(2) 公益通報者保護法との関係性について 

(3) なぜ議事録を公開することにより、警察の捜査が入ったとわかる

のか 

    


