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平成平成平成平成２２２２９９９９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１２１２１２１２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 

一般質問１ 

生涯活躍のまち構想

について 

(1) 全体のスケジュールと交付金も含めた予算措置について 

(2) 推進機構の運営方法について 

(3) 従来の「ライフスタイル研究会」（ダイワハウス）との関連につ

いて 

(4) 住民への告知と参画の推進について 

(5) サテライトの運営方法と住民の要望について 

一般質問２ 

大規模集客施設構想

の推進について 

(1) コンサルの答申およびサウンディング調査に対する見解について 

ア 用地取得の可能性について 

イ 土地利用計画規制のクリアについて 

ウ 開発規模の適正化について 

(2) 当初の「大規模集客施設構想」の踏襲について 

ア 開発のコンセプト「まちのにぎわい」「若者の雇用の創出」「農業 

政策の推進助成」の推進策について 

イ 産業・流通ゾーンを設定する意義について 

(3) 巨額の投資に対するリスクについて 

ア 買収費用および造成費用の捻出について 

イ 県が推進する「情報公園都市」の現状との兼ね合いについて 

(4) ネスタおよび市街地を含めた回遊性の可能性について 

(5) 商工会議所および商店街連合会の協力体制について 

(6) 4/25付市長の記者会見との兼ね合いについて 

一般質問３ 

移住・定住応援策に

ついて 

(1) プロモーションビデオ（キミもミキになる）の反響について 

(2) 移住に対する具体的な成果について 

(3) 移住受け入れの体制について 

ア 空き家バンク制度の実態と充実について 

イ 近隣市のＰＲ方法との比較について 

一般質問４ 

行政評価制度の導入

について 

(1) 決算特別委員会の審査報告書の取り扱いについて 

(2) 「行政評価制度」の導入について 

(3) 導入のメリットデメリットについて 

    

②②②②    中尾司郎中尾司郎中尾司郎中尾司郎議員議員議員議員    〔〔〔〔公政会公政会公政会公政会〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第32号議案 

平成29年度三木市一般会計補正予算 

(1) 公園管理事業指定管理委託料 

一般質問１ 

市幹部が利害関係者

と飲食した慰労会問

題など一連の不祥事

について 

(1) 市長の５月１５日の本会議での挨拶文により、一連の不祥事につ 

いて虚偽の発言が明らかになりました 

ア 虚偽発言の職員について今後の対応について 

イ 不正アクセス禁止容疑で書類送検されていた三木市の職員４人

について、神戸地検は不起訴処分としたが市としての対応について 

一般質問２ 

生涯活躍のまち構想

について 

(1) 地方創生で地域再生事業として認定された生涯活躍のまち構想の

具体的な市の取組について 
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③③③③    内藤博史内藤博史内藤博史内藤博史議員議員議員議員    〔〔〔〔公明党公明党公明党公明党〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第30号議案 

三木市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

(1) （仮称）総合体育館の利用料金について 

質疑2 

第 33号議案 

工事請負変更契約の締結について 

(1) 変更内容と変更に至った経緯について 

一般質問１ 

公契約条例について 

(1) 労働環境の整備について 

ア 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険への加入義務の明 

記について 

イ １人親方等個人事業主への安全経費の明確化により確実な支払

いなど、建設工事従事者安全健康確保推進法の内容を盛り込むこと 

について 

ウ 労働報酬下限額が直近の公共工事設計労務単価が反映されてい

ない事について 

一般質問２ 

子どもへの支援策に

ついて 

(1) 子ども食堂事業について 

ア 子ども食堂に対する市の認識について 

イ 子ども食堂の運営に対する支援について 

ウ 子ども食堂事業についての情報発信等により環境整備を行うこ

とについて 

(2) 就学援助における「ランドセル等新入学児童生徒学用品費」の入 

学前支給を可能にするための対応について 

ア 要保護児童生徒援助費補助金の予算単価の一部見直し、補助金交 

付要綱の一部改正を受けて市としてどのように取り組まれるのか 

イ 準要保護児童生徒に対する「新入学児童生徒学用品費」の対応に 

ついて市としてのお考えは 

一般質問３ 

高齢者等の安心確保

策について 

(1) 介護サービスの基盤強化について 

ア 三木市での定期巡回、随時対応サービスの現状と課題について 

イ 県の在宅介護緊急対策事業の次の３事業に対して市としてのお

考えについて 

  ・介護支援専門員への普及、資質向上事業 

  ・利用者への普及、利用促進事業 

  ・事業者の参入促進事業 

(2) 認知症施策等の推進について 

ア 県の認知症早期受診促進事業の市としての取組について 

イ 三木市での法人後見、市民後見人の整備について 

ウ 県の法人後見、市民後見推進支援事業の活用について 

(3) 福祉人材確保策について 

ア 三木市での訪問看護師、訪問介護員への利用者や家族からの暴力 

行為等の現状について 

イ 相談体制や対策について 

ウ 県の訪問看護師・訪問介護員の安全確保・離職防止対策に対して 

市としてのお考えについて 
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一般質問４ 

防災対策について 

(1) 災害備蓄品について 

ア 市が管理している災害時備蓄品の現状について（場所、品目種類、 

数量） 

イ アレルギー対応の備蓄品の現状と拡充について 

ウ 災害備蓄品に液体ミルクを取り入れる事について 

(2) 災害時対応型カップ自販機の設置について 

一般質問５ 

三木山総合公園内の

整備について 

(1) 三木山総合公園管理事務所を活用もしくは併設した売店の設置に 

ついて 

(2) 賃貸借契約やブース貸しでの市内事業者等の出店について 

(3) 飲料等の自販機設置場所や種類の増設について 

(4) 公園内のトイレの洋式化について 

    

④④④④    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 

一般質問１ 

幹部慰労会問題につ

いて 

(1) 井上副市長はいつ市長が嘘をついていることを知ったのか 

(2) 教育長・理事及び各部長はいつの段階で、倫理条例に抵触するの

ではないかと気づいたのか 

(3) 藪本元市長は閉会の挨拶の文書について記憶の範囲内で書いてい

ると記者会見で言っている。閉会挨拶以降、関係職員への事実確認

は行ったのか 

(4) なぜ、教育長・理事及び各部長は藪本元市長の嘘をつくことに従

ったのか 

(5) 職員倫理審査会及び賞罰委員会を再度やり直す必要があると思い

ますが、新しい市長に対して井上副市長はどのように進言されます

か 

(6) 教育長も嘘に加担した訳だが、どのように責任を取られようとし

ているのか 

(7) 教育委員会ではどのように説明されたのか 

一般質問２ 

上の丸保育所の耐震

化問題について 

(1) これまでの市の立場として、耐震化工事は出来ることならしたか

ったが、出来なかったのか。それとも、耐震化工事をしたくなかっ

たのか 
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平成平成平成平成２２２２９９９９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１３１３１３１３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    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29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 

(1) 軽減措置対象者の拡大 

(2) 課税限度額の変更 

質疑２ 

第30号議案 

三木市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

(1) （仮称）総合体育館につい 

質疑３ 

第32号議案 

平成29年度三木市一般会計補正予算 

(1) （仮称）総合体育館の指定管理料について 

質疑４ 

第33号議案 

工事請負変更契約の締結について 

(1)（仮称）総合体育館建設工事について 

一般質問１ 

国民健康保険につい

て 

(1) 国民健康保険税の収納状況と短期保険証、資格証明書、差押えに

ついて 

(2) 国民健康保険税の都道府県単位化について 

ア 県の運営協議会と「納付金・標準保険料」について 

イ 三木市の国民健康保険税の決定までの方針について 

ウ 一般会計からの繰入について 

エ 保険者支援制度について 

一般質問２ 

農業委員会について 

(1) 農業委員会条例改正のスケジュールと意見集約について  

(2) 農業委員の定数及び報酬について 

(3) 農業委員の任命の際、農業者からの推薦公募について 

(4) 農地利用最適化推進委員の役割、報酬、選任方法について 

(5) 農地の利用集積に農家・地域の要望の反映について 

(6) 農地・農業問題での農業委員会の意見について 

(7) 遊休農地の現状と解消について 

    

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32号議案 

平成29年度三木市一般会計補正予算 

(1) 河川環境整備委託料について 

一般質問１ 

加佐草加野線につい

て 

(1) 関係地区の整備の進捗状況及び安全対策について 

(2) 地元との協議の状況について 

一般質問２ 

市立三木幼稚園につ

いて 

存続延長について 

一般質問３ 

市長の虚偽答弁等で

教育長及び関係部長

及び関係職員が「口

裏合わせ」をした事

実について 

真実について及び責任の取り方について 
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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30号議案 

三木市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

(1) （仮称）総合体育館の利用料金 

 

一般質問１ 

山陽自動車道ＳＡ北

側の開発 

(1) 当初の計画から内容変更した理由 

(2) 映画館等のアミューズメント施設はできないのか 

(3) 企業誘致の見込み 

(4) 加佐草加野線の整備状況 

(5) スマートインターチェンジの規格について 

一般質問２ 

新学習指導要領実施

に向けて 

(1) 道徳の教科化における評価方法 

(2) 小学校5・6年の英語の時間数増加に伴う対応 

(3) 小学校教員の負担増にならないか 

(4) 英語専科の教員の配置 

(5) 主体的・対話的な深い学びに関する授業の改善 

一般質問３ 

認定こども園の評価

及び監査 

(1) 評価・監査で各園に示された改善点の達成チェック 

(2) 安全対策（交通安全・防犯・給食等）は万全であるか 

(3) 共通カリキュラムの実施状況はどのようにして評価するのか 

(4) 保護者アンケートは評価の資料にならないのか 

(5) 小規模園も評価・監査の対象になるのか 

    

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32号議案 

平成29年度三木市一般会計補正予算 

(1) 小中特別支援学校の授業で使用するコンピュータ教室などのサー

バーや情報教育備品の更新等 

(2) 公民館の健康器具を更新 

質疑２ 

第33号議案 

工事請負変更契約の締結について 

 

一般質問１ 

障害者（児）福祉に

ついて 

(1) 地域生活支援拠点の整備の進捗状況について 

(2) 障害者優先調達推進法に基づく調達の実績と推移について 

(3) 共生型サービスについての考え方 

(4) 学校教育と障害者施設との交流について 

ア 特別支援学級児童のトライやるウィーク受入れ状況について 

イ 小中学校と特別支援学級や障害者施設との交流の状況について 

一般質問２ 

学校教育とＳＮＳ等

について 

(1) インターネット見守り事業とは 

ア 事業の内容と内容を生徒や保護者は認知しているのか 

(2) 小中学生の携帯電話保有率/ＳＮＳ利用状況/ＬＩＮＥ等によるい

じめ等の把握について 

ア アンケート等を通じて把握はされているのか 

イ 把握されていれば、上記の内容について 

一般質問３ 

一般廃棄物処理民間

委託について 

(1) 環境審議会の審議内容について 

ア 民間委託について議論はなされるのか 
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一般質問４ 

大型集客施設誘致に

ついて 

(1) コンサルによる2016年 3月 31日報告の前提条件の整理に「50ha」

「中心市街地への誘引」とあることについて 

ア 50haと規模が明示されている理由 

イ 中心市街地とはどの辺りを想定されたものか 

(2) 大幅な内容変更が行われたが、ゼロベースから計画の見直しを行

うべきではないか 

(3) 都市計画審議会では説明のみか、何かについて審議するのか 

一般質問５ 

幹部慰労会問題と本

会議における虚偽答

弁について 

(1) 市長以外で虚偽答弁を行った幹部は誰なのか 

(2) 虚偽に基づく広報別冊や職員倫理審査会に関する公費についての

考え 

(3) 職員倫理審査会・賞罰審査会のやり直しについての考え方 

(4) 幹部職員はなぜ嘘をつくことを認めたのか 

    


