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平成平成平成平成３０３０３０３０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１１１１００００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     穂積豊彦穂積豊彦穂積豊彦穂積豊彦議員議員議員議員    〔〔〔〔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 

全国学力・学習状況

調査の結果について 

(1)  結果についての教育委員会並びに学校現場の対応について 

(2)  結果の保護者への公表について。また、個別説明について 

(3)  各校の対応対策の公表・教育委員会への報告について 

(4)  結果を踏まえての学力向上のための学校予算について 

一般質問２ 

中学校の部活動につ

いて 

(1) 各校各部の顧問の配置並びに経験について 

(2) 各部指導者の状況（競技別・人数） 

(3) 外部指導者の資格について 

(4) 三木市体育協会との連携について 

(5) 部活動における費用の負担並びに市としての補助制度は 

一般質問３ 

学校教員の時間外労

働について 

(1) 各学校教員の時間外労働について 

(2) 過去における教員の鬱など心的要因による長期休暇について（何

件何人か） 

(3) 給特法による弊害の有無について 

(4) 各学校教員の労働管理の方法について 

    

②②②②     泉雄太泉雄太泉雄太泉雄太議員議員議員議員    〔〔〔〔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53号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1) アフタースクール子ども育成事業 

ア 増加するアフタースクール利用児童への人的、施設的な対応は十 

分なのか 

イ 国の放課後子ども総合プランへの対応として、アフタースクール 

と放課後子ども教室との部分的一体運用について 

質疑２ 

第53号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1)  ブロック塀等対策工事 

 ア 昭和５６年にブロック塀の基準が強化されているが、それ以降に 

新設した施設については問題無かったのかについて 

イ 法改正の内容を取り込み、改修工事の際には適切な対処が取られ 

ていたのかについて 

ウ ブロック塀以外に市の公共施設に関する基準が強化されたもの 

はあるのか。あった場合、対応が取られているのかについて 

一般質問１ 

市内の土地利用、雇

用の確保について 

(1) 近年、市内の市街化区域、工業区域はほとんど開発され尽くして 

いる中、調整区域内に地場産業企業が特例を活かして、移設、新設、 

増設等を行っている。市はその状況を把握しているか 

(2) 県道等、市内幹線道路周辺の土地利用の緩和について 

(3) 特別指定区域制度の活用状況について 

(4) 雇用の確保のためのひょうご情報公園都市での企業誘致の進捗 

状況について 

一般質問２ (1) 災害発生時の避難所運営等の体制面の改善方法について 
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防災について (2) 土砂崩れの危険個所の特定及び、避難勧告等にどのようにつなげ 

るのかについて 

(3) 災害発生時のマスコミ対応について 

(4) 危機管理部門の人員の確保について 

一般質問３ 

教育の充実について 

(1) 三木市の小中学校の全国学力・学習状況調査の結果の分析につい 

て 

(2) 大阪府茨木市では、「総合的な人間形成を目指す中で狭義の学力 

も向上させる」という市の学力観を明示する中で、「学力低位層を 

減らす」ことを目標に掲げ、全国学力・学習状況調査の児童質問項 

目の回答を指標にして、人的支援の充実などによって目標達成に大 

きな成果を挙げているが、このような取組を三木市でも行うべきで 

はないかについて 

(3)  ２０２０年度の必修化に向けた小学校でのプログラミング授業   

への対応について 

一般質問４ 

市政懇談会 

市民に非公開となっている地域が多いことについて 

    

③③③③     中尾司郎中尾司郎中尾司郎中尾司郎議員議員議員議員    〔〔〔〔公公公公政会政会政会政会〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第53号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1) 神戸電鉄粟生線三木駅再生事業 

ア 用地測量委託料について 

イ 債務負担行為について 

ウ 再生に向けてのタイムスケジュールについて 

質疑２ 

第53号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1) 空き家等適正管理事業 

ア 空き家等適正管理費助成金について 

一般質問１ 

災害ごみ処理につい

て 

先の西日本豪雨で大量に発生して問題となった、災害ごみを巡り兵庫

県内４１市町の「災害廃棄物処理計画」で三木市は未策定とあります

(1) 未策定の理由について問う 

(2) 他市の災害ごみ受入の対応について問う 

一般質問２ 

新ごみ処理施設につ

いて 

市は加佐の市清掃センターの敷地内にごみ処理施設を新設する方針

を示されました 

(1) ごみ焼却処理事業は民間委託する方針でしたが、市単独での処理 

を続けることになった経緯を問う 

(2) 民間委託では３０年間で約１００億円の経費節減と示されていた 

が、民間委託の方が高額になったことについて問う 

一般質問３ 

学校再編について 

現在、総合教育会議で学校の再編について協議されています 

(1)  学校再編の基本的な考え方を問う 

(2)  再編に向けてのタイムスケジュールについて問う 

(3)  義務教育学校に再編とあるが、内容とメリット・デメリットにつ 

いて問う 

一般質問４ 

障がい者雇用につい

て 

障害者雇用促進法に基づく「障害者雇用率制度」で公的機関に一定割

合以上の障がい者の雇用が義務付けられています。三木市の現状につ

いて問う 
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④④④④ 松原久美子議員松原久美子議員松原久美子議員松原久美子議員    〔〔〔〔公明党公明党公明党公明党〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

報告第4号 

平成３０年度三木市一般会計補正予算（第３号） 

(1)  道路等に堆積した土の撤去や倒木、橋脚等に堆積した塵芥等はど 

のように処理されたか 

質疑２ 

第53号議案 

平成３０年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1) 小中学校のブロック塀の撤去などの安全対策について 

ア 法定外点検の対象施設は何件あったか 

イ 「学校防災マニュアル」に基づき通学路の点検をすべきではない 

 か 

質疑３ 

第53号議案 

平成３０年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1)  個人住宅の危険ブロック塀の撤去に関する補助について 

ア 今までにあった市民からの撤去に関する問い合わせ数 

イ 特に通学路付近への周知について 

一般質問１ 

災害ごみの処理につ

いて 

(1) 災害廃棄物処理計画を策定されていない理由は 

(2) 大規模災害時の市の災害ごみの処理を現時点でどのように考えて 

いるか 

(3) 災害廃棄物処理計画の策定についての考え 

一般質問２ 

ＳＤＧｓの取組につ

いて 

(1) ＳＤＧｓ推進に対する市の見解 

(2) ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念や観点を新総合計画に反 

映できないか 

一般質問３ 

放課後子ども教室に

ついて 

(1)  子ども・子育て支援事業計画中間年の見直しにおいて放課後子ど 

も教室が無いのはなぜか 

(2)  放課後子ども教室や余裕教室の活用について今後どのように取り 

組むのか 

一般質問４ 

小中学校の熱中症対

策について 

(1)  今年度と昨年度の学校活動中の熱中症搬送数 

(2)  学校での熱中症対策はどのようにされているか 

(3)  熱中症に対する情報共有は保護者や教職員間でも十分なされてい 

るか 

(4)  高温によるプールや部活動の中止は何を基準にどのように判断さ 

れるのか、また学校により判断にバラつきがある事に対しての見解 

(5)  環境省が公表した暑さ指数を元に熱中症対策のガイドラインを策 

定できないか 

(6)  運動中の熱中症対策として体育館に大型扇風機や野外にミストの 

設置はできないか 
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平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年９９９９月定例市議会の質疑月定例市議会の質疑月定例市議会の質疑月定例市議会の質疑・・・・一般質問一般質問一般質問一般質問    

    

    ９９９９月月月月１１１１１１１１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 吉田克典吉田克典吉田克典吉田克典議員議員議員議員    〔〔〔〔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 

質疑１ 

報告第3号 

平成３０年度三木市一般会計補正予算（第２号） 

(1)  今回の３４４件の認定にあたり根拠となる認定基準について 

(2)  市の補助負担の４０万円の根拠について 

一般質問１ 

小中学校の統廃合に

ついて 

(1) 少人数を生かした特別指定校の認定取得について 

(2) ＩＣＴを活用したプログラミング等の先進校について 

(3) 子ども達や保護者の方々の負担軽減について 

一般質問２ 

総合計画について 

(1) 農村地域の計画での活かし方の方向性について 

(2) 特別指定区域制度の導入について 

一般質問３ 

事業別財務諸表導入

について 

市民目線に立った事業別財務諸表の導入について 

一般質問４ 

伝統文化を活用した

街の振興について 

(1)  加西市との子供能のコラボについて 

(2)  三木市のイベントにおける若者の参加について 

 

    

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 

一般質問１ 

三木駅再整備計画に

ついて 

(1)  寄付の状況について 

(2)  利用実態調査の実施について 

(3)  ランドマークにふさわしいシンボルとなるものが必要 

(4)  利便性を向上させるものとして上り下りの往来が出来る跨線橋の 

必要性について 

一般質問２ 

夜間救急搬送後の帰

宅方法 

(1)  ６月議会本会議答弁後の認識誤差について 

(2)  その後の対応について 

一般質問３ 

障がい者雇用につい

て 

(1)  三木市（役所）において障がい者雇用率の水増しの有無について 

(2)  三木市（役所）の障がい者雇用の状況について 

(3)  三木市（役所）知的障がい者の雇用状況について 

(4)  三木市（役所）において障がい者の採用方法について 

(5)  物品購入等に係る随意契約や入札における対象業者選定に配慮の 

有無について 

(6)  三木市内の企業における障がい者雇用の状況について 

一般質問４ 

次期ごみ処理施設の

整備とごみの減量化

について 

(1)  民間委託によるごみ処理施設のコストがこれまで安くつくと説明 

があったがそうでなくなった理由について 

(2)  新設を予定するごみ焼却施設の経費試算が安くなった理由につい 

 て 

(3)  「地元との協定により現在の施設用地は施設を更新して継続し利 

用することができない」と説明してきたことについて 
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(4)  一般廃棄物処理基本計画の作成予定について 

(5)  循環型社会の構築について 

(6)  事業系ごみ処理の受入状況について 

    

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 

質疑１ 

第53号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1) 危険空き家の除却費及び危険空き家対策について 

質疑２ 

第53号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1) 個人住宅に設置される危険ブロックの撤去について 

一般質問１ 

学校園の休校につい

て 

(1)  天候等により災害が予想される時の判断基準について 

(2)  教育委員会が示す各学校の判断及び対応について 

一般質問２ 

学校再編について 

(1)  三木市が示す学校再編についての方向性 

(2)  中学校の環境整備に関するアンケートの目的について 

(3)  アンケート分析の結果について 

(4)  学校再編を検討する組織（会議）のそれぞれの位置付けについて 

(5)  今後のスケジュール及び進捗状況について 

一般質問３ 

民間との契約につい

て 

契約先の社長等が刑事事件等を起こした場合の契約解除の有無につ

いて 
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平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年９９９９月定例市議会の質疑月定例市議会の質疑月定例市議会の質疑月定例市議会の質疑・・・・一般質問一般質問一般質問一般質問    

    

    ９９９９月月月月１２１２１２１２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 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49号議案 

三木市農業共済条例の制定について 

(1)  当然加入から任意加入への変更で加入されない人の対策 

(2)  収入保険の加入者の見込み 

質疑２ 

第53号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1) 公共施設のブロック塀の撤去などの安全対策について 

(2) 個人住宅の危険ブロック塀撤去に対する補助について 

(3) 学校の投てき板の復旧について 

(4) 通学路の安全対策について 

一般質問１ 

国民健康保険につい

て 

(1)  平成３０年度の国民健康保険税の調定額及び低所得者の減免額、 

対象者数について 

ア 被用者保険と国保の保険料負担について 

(2)  兵庫県に提出した赤字削減・解消計画について 

 ア 対象となる赤字の内容について 

 イ 平成２９年度の収支について 

 ウ 赤字の発生原因について 

(3)  健康診査の受診率向上について 

一般質問２ 

学校再編について 

(1) 志染・星陽中校区のアンケートの中の意見で、小学校も含めた市 

全体の学校再編に取り組むとされたことについて 

(2) 学校再編検討会議・地域部会のあり方と地域住民への説明につい 

 て 

(3) 小中一貫校・義務教育学校への再編について 

    

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53号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1) ブロック塀の撤去などの安全対策〔2,660万円〕 

ア 学校のブロック塀の撤去後の対策 

イ 学校のプールシャワー壁や投てき板の撤去後の対策 

ウ 通学路における住宅等のブロック塀の実態 

エ 個人住宅の危険ブロック塀の対策 

質疑２ 

第53号議案 

平成30年度三木市一般会計補正予算（第4号） 

(1)  学童保育システムの導入〔100万円〕 

ア アフタースクール入所児童数の推移 

イ システム導入のメリット 

ウ 利用者負担金の徴収方法 

エ システム遂行上のトラブル対応策 

一般質問１ 

国指定史跡三木城跡

及び付城跡・土塁の

(1) 本丸跡の整備計画について（旧三木女学校校舎、模擬塀など） 

(2) 付城の保存状況（樹木の整理・安全対策など） 

(3) 各遺構における解説板の設置 
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整備基本計画につい

て 

(4) 史跡ルートマップや案内板の整備 

(5) 付城や土塁などの指定地の公有化予定 

一般質問２ 

認知症カフェについ

て 

(1) 三木市における認知症カフェの実数と設置主体 

(2) 近隣市の設置状況 

(3) 認知症カフェの目的と成果 

(4) 認知症に対する専門知識などを持つボランティアの育成 

(5) 認知症カフェ設置における三木市行政の取組方針 

一般質問３ 

学校再編について 

(1) 吉川中校区を喫緊の課題とした理由 

(2) 吉川中校区の方針を決める際に、志染中、星陽中校区と同様のア

ンケートを何故実施しなかったのか 

(3) 小中一貫校の基盤となる三木市における小中連携教育の実態 

(4) 義務教育学校にしていくメリットとデメリット 

(5) 小規模校の良さは評価されないのか 

    

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    〔〔〔〔みき未来の会みき未来の会みき未来の会みき未来の会〕〕〕〕    

発 言 事 項 内       容 

質疑１ 

第52号議案 

三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

(1)  廃止年月日について 

一般質問１ 

改元への対応につい

て 

今年度の対応と来年度の対応について 

一般質問２ 

伝統文化の活用につ

いて 

(1) 三木の秋まつりの掲示内容について 

(2) ＰＲ方法について（ポスター等） 

(3) 無形民俗文化財等を活かしたインバウンドについて 

(4) 資料の作成について 

一般質問３ 

市民・企業の参画に

ついて 

(1)  学生による地域活性化策の提案について 

(2)  提案型事業委託制度について 

    


