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平成平成平成平成３０３０３０３０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（（（（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     初田稔初田稔初田稔初田稔議員議員議員議員    〔〔〔〔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46号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第1号） 

(1) 保健体育事務事業 

 ア フランスの陸上競技選手受け入れに至った経緯と目的について 

 イ 宿泊先と滞在中の経費負担について 

 ウ 選手団と三木市民との交流の可能性について 

 エ 選手団の受け入れが三木市に及ぼすメリットについて 

(2) 神戸電鉄粟生線三木駅再生事業の鑑定委託料、調査設計委託料 

 ア 神鉄の所有地と隣接する民地を一体として再生事業とするのか 

 イ 再生事業の主体と将来の管理運営について 

 ウ 三木駅利用者や周辺住民の意見・要望の聴取・反映について 

 エ 粟生線サポーターズクラブについて 

一般質問１ 

内部統制制度の導入

について 

事務が適切に実施され、執行する主体である長自らが、行政サービス

の提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし事務の適正な執

行を確保する事を目的とした制度。三木市に導入するべきであると考

えるが市長のお考えを問う 

一般質問２ 

風水害への対策につ

いて 

(1) 別所町石野周辺地域の水害対策について 

(2) 急傾斜地崩壊対策事業の概要について 

ア 工事着手までの流れについて 

イ 地元同意と負担金等について 

ウ 滑原地域の進捗状況について 

    

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46号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第1号） 

(1) 三木駅の再生 

ア 神鉄三木駅の復旧計画について 

イ 市民の意見（駅周辺）を十分取り入れることについて 

 ウ 神鉄の活性化に合わせたバスのハブステーション化について 

一般質問１ 

市長就任から約１年

「三木創生へ５つの

挑戦」について 

(1) 三木創生へ5つの挑戦の自己評価点について 

(2) 県議3期10年の経験を三木創生にとのことですが、どのように 

「生かされ」「実現」されているのかについて 

(3) 市民が評価している、市長のトップリーダー（自身の行政手腕等） 

像をどのように受け止めているのかについて 

(4) 市長任期の残り3年の三木市の方向について 

一般質問２ 

三木スマートインタ

ーチェンジについて 

(1) 三木スマートインターチェンジ設置の必要性について 

(2) 三木スマートインターチェンジ設置後の三木市民にとっての「メ 

リット」「デメリット」について 

(3) 三木スマートインターチェンジ設置費用の総額、及び三木市負担 

の設置費用（予算）の裏づけについて 



2 

 

一般質問３ 

市政懇談会について 

(1) 市政懇談会は、なぜ区長のみを対象にしたのかについて 

(2) 自治会未加入や新聞未購読の世帯（市民）への市政に対する意見 

聴取をどのように行うのかについて 

(3)  不特定多数の市民の意見を聞くべきこと（３月議会での答弁「声 

なき声」）について 

一般質問４ 

1、民間からの事業等

の改善案の募集につ

いて 

 

 

2、職員の不祥事防止

等を図る条例の制定

について 

(1) 市民サービス向上とコスト削減のために、民間の「経営ノウハウ」 

「質の高いサービス」「創意工夫」等の改善提案等を受け入れるこ 

とについて 

(2) 民間の提案（各部局を横断することもある）を受け入れることで、 

地域活性化に結びつける制度の制定について 

 

(1)  既存の「分限・懲戒・服務」「職員倫理」関係条例等により、職 

員の不祥事防止が図られているのかについて 

(2)  職員の不祥事から、市政への信頼失墜防止のために、不祥事を根 

絶するための、「職員不祥事防止条例」の制定について 

(3)  公益通報者保護制度の現状と、周知徹底について 

一般質問５ 

救急現場と受け入れ

病院との連絡、連携

大制について 

救急現場において、脳卒中等の治療までの経過時間によって、生死や 

予後等に影響を受けやすい傷病等の救急治療のための救急隊（救急救 

命士）による救命措置、及び受け入れ病院側との連絡、連携体制につ 

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    〔〔〔〔公明党公明党公明党公明党〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第45号議案 

三木市税条例の一部を改正する条例の制定について 

(1) 対象となる市内中小企業の業種は何か 

(2) 導入促進基本計画の内容と策定はいつ頃か 

(3) 周知はどのようにされるか 

質疑２ 

第46号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第1号） 

(1) 保健体育事務事業 

ア 現地での行程の内容 

イ 現地でどのような市のＰＲをするのか 

 ウ 調印後にフランス側から来る予定はあるのか 

一般質問１ 

市内在住外国人対策

について 

(1) 市内在住外国人の急増の要因と今後の見通し 

(2) 市内の技能実習生の修了後の動向 

(3) 相談体制の課題と対応策 

(4) 将来的に国際交流課を置くことについてどのように考えるか 

(5) 市内小中学校の外国人児童生徒の数、不登校、不就学の数 

(6) 中学校卒業後の進路は（進学、就労の割合） 

(7) 編入学前などに一定期間集中して日本語を学ぶ機会の必要性につ 

いての考え 

一般質問２ 

引きこもり対策につ

いて 

(1) 国は今年度引きこもりの調査を行うが、市内の引きこもりの実態 

把握はできているのか。実態調査の意向はあるか 

(2) 市の引きこもり相談窓口はあるか。あれば近年の相談件数 

(3) どのような支援が求められているか 

(4) 相談があった場合どのような対応がなされているか 
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一般質問３ 

避難所運営について 

(1)  避難所運営マニュアルと地域防災計画の中の避難所開設・運営計 

画の内容に整合性（女性の参画、ペットの扱い、外国人対応等）が 

取れていない点について 

(2)  防災計画と整合性の取れた、分かりやすい住民主体の避難所運営 

マニュアルを作成すべきではないか 

(3)  災害発生時の避難所運営の流れはどうなっているか 

(4)  避難所運営マニュアルに基づく、職員や住民参加の避難所設営の 

訓練の実施状況は 

(5)  避難所支援班はどのように組織され、災害時にはどのような動き 

となるのか 

一般質問４ 

小中学校の防災教育

について 

(1) 平成30年度三木市教育基本方針の防災教育の充実としての重点 

取組の具体的な内容 

(2) 小中学校において防災教育はどれくらいの時間を使うのか。今ま 

でより増えているのか 

(3) 防災教育の一環として災害食クッキングを取り入れられないか 

    



4 

 

平成平成平成平成３０３０３０３０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（（（（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 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 

緑が丘地区をモデル

とする再生事業につ

いて 

(1) 生涯活躍のまち推進機構の果たす役割について 

(2) 今までの事業の実績について 

(3) ライフスタイル研究会との連携について 

(4) 今後の推進体制について 

(5) 地域住民への啓もうと参画について 

一般質問２ 

働き方改革について 

(1) 正規職員の適正比率と採用計画について 

(2) 再任用を含む非正規職員の処遇について 

(3) 残業の削減目標の到達度合いについて 

一般質問３ 

システム化のマニュ

アルについて 

(1)  システム委託に対するマニュアルの有無について 

(2)  サンプリングのシミュレーションについて 

(3)  保育料の過少請求に対する顛末と徴収方法について 

一般質問４ 

財政基盤の確立につ

いて 

(1)  30年度一般会計予算で基金を取り崩した経過について 

(2)  「入るを計りて出ずるを制す」の具体策について 

 

一般質問５ 

町ぐるみ健診の受診

率向上について 

(1) 受診率の現状について 

(2) 受診率と医療費の関係について 

(3) 受診率向上の一例（健康マイレージ）について 

    

②②②②     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46号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第1号） 

(1)  神戸電鉄粟生線三木駅再生事業 

 ア 仕様内容について 

 イ 再生事業の予算規模について 

 ウ 財源について 

(2)  保健体育事務事業 

 ア 渡航費の内訳について 

 イ フランス陸上競技選手団の人数と合宿期間について 

 ウ 誘致した目的と効果について 

 エ 今後のインバウンド戦略の事業内容とスケジュール・経費につい 

 て 

一般質問１ 

学習室・自習室の充

実 

(1)  学習室・自習室の設置状況について 

(2)  教育センターの学習室の防音対策について 

(3)  各公民館等の学習スペースの開放について 

一般質問２ 

夜間救急搬送後の帰

宅方法 

タクシー業者への申し入れについて 

一般質問３ (1)  施設入所者数の9％を地域生活へ移行させる計画について 
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第５期三木市障害福

祉計画 

(2)  施設入所者やその家族の計画認知度と計画に対する反応につい 

 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 

今後のごみ処理の方

向性について 

(1)  ゴミ処理の民間委託が庁内で見直されているが、現在の進捗状況 

及び検討内容について 

(2)  タイムスケジュールについて 

(3)  プロポーザルで民間業者が決定されたが、現状での取り扱いにつ 

いて 

(4)  決定しているプロポーザル募集要項の見直しの有無について 

一般質問２ 

田畑に被害を及ぼす

竹木の処分について 

(1)  農業政策の観点から、作物に影響を与える竹木の現地での焼却処 

分の是非について 

(2)  環境政策の観点から、田畑に隣接する土地に生息する竹木の現地 

での焼却処分の是非について 

(3)  環境政策の観点から、田畑に生息する竹木の現地での焼却処分の 

是非について 

一般質問３ 

道路政策について 

(1) 市内主要幹線道路の整備状況について（加佐草加野線・岩宮大村 

線・高木平田線） 

(2) 志染バイパス（窟屋～三津田）の整備状況について 

一般質問４ 

児童・生徒の登下校

時の防犯対策につい

て 

(1) 登下校時に発生している事件の現状について 

(2) その対策について 

 

一般質問５ 

市政懇談会について 

(1) 市政懇談会開催のタイムスケジュールについて 

(2) 市政懇談会の進め方（内容）について 
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平成平成平成平成３０３０３０３０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    

    

    ３３３３月月月月１１１１５５５５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 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45号議案 

三木市税条例の一部を改正する条例の制定について 

(1) 生産性特別措置法に基づく 

 ア 導入基本計画の内容について 

 イ 先端設備等導入計画の認定を受けた設備投資はどのくらい見込  

まれているのか 

ウ 償却資産税の減額見込について 

一般質問１ 

国民健康保険につい

て 

(1)  独自減免制度について 

 ア 減免人数、額と内容について 

 イ 子どもの均等割減免制度について 

 ウ 多子世帯の減免について 

 エ 低所得者の減免について 

(2)  一般会計からの繰入について 

 ア 平成29年度の繰入額と内容について 

 イ 平成30年度の繰入予定額について 

 ウ 国民健康保険の赤字削減・解消計画について 

(3)  滞納世帯に対する対応について 

 ア 差し押さえの件数、金額、内容について 

 イ 短期保険証、資格証明書の交付について 

一般質問２ 

市民活動支援金につ

いて 

(1) 市民活動支援金の内容について 

(2) 市民活動団体への説明について 

(3) 活動団体への支援について 

一般質問３ 

学校教育環境の整備

について 

(1) 総合教育会議での議論と今後の方向性について 

(2) 小規模校のメリットについて 

 

    

②②②②    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46号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第1号） 

(1) 保健体育費167万 4千円 

（東京オリンピック事前合宿の調印式出席の渡航費用など） 

ア 訪仏団の構成や調印の具体的な内容 

イ フランス選手団の活動予定 

ウ 市民との交流計画 

エ 三木市ＰＲの方法 

オ オリンピックのホストタウンに登録する予定 

一般質問１ 

新教育長の教育姿

勢・教育観を問う 

(1) 学校教育 

 ア 目指す学校の姿（適正規模を含む） 

 イ 学力観（確かな学力） 
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 ウ 道徳教育（教科化） 

 エ 教師像（協働体制や資質能力の向上） 

(2) 社会教育 

 ア 公民館の果たす役割 

 イ 生涯学習社会の充実 

一般質問２ 

インバウンド戦略に

ついて 

(1) 戦略を推進する体制 

(2) 三木を訪れる外国人観光客数をどのようにして把握するのか 

(3) スポーツツーリズムの具体的な推進方策と窓口 

(4) 外国人向けＰＲ活動の方法 

(5) 市内観光施設における多言語対応策 

(6) 三木特産品の免税店開設とキャッシュレスへの対応 

一般質問３ 

中学校における部活

動について 

(1) 休廃部の基準はあるのか 

(2) 複数校の合同部活動実施の実例 

(3) 三木市の外部指導者派遣事業における実状 

(4) 高校入試における部活動の成績の取り扱い 

(5) 生徒・保護者・教員の負担感（長時間化・過熱化） 

(6) スポーツ庁の部活動ガイドラインへの対応 

    

③③③③    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46号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第1号） 

(1)  敬老祝金支給 

(2)  三木駅の再生 

一般質問１ 

防災について 

(1) 防災庁を県内に創設・誘致することに対する三木市の協力体制に 

ついて 

(2) スフィア基準について 

(3) コミュニケーションボードの活用について 

一般質問２ 

ゴルフのまちについ

て 

(1) ゴルフ場利用者数について 

(2) ジュニア育成の強化について 

一般質問３ 

イベントについて 

(1)  若者向けイベント開催数のＫＰＩについて 

(2)  総合体育館の活用について 

    


