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平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年１２１２１２１２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    

    

    １２１２１２１２月月月月７７７７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64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の整備事業について 

ア 外構工事2,500万円の増額 

イ 運営業者選定の経過と今後の見通し 

一般質問１ 

介護保険法改正に伴

う変更点について 

(1) 法改正の主な変更点について 

(2) 第６次介護保険事業計画の進捗について 

 

一般質問２ 

介護施設の充実に向

けて 

(1) 市内の介護施設の充足について 

ア 入所待ち（待機高齢者）の実態とその対策 

(2) 介護士の確保策について 

ア 労働条件の改善策 

イ 奨学資金などの支援策 

一般質問３ 

市行政の外注の実態

と今後の方針につい

て 

(1) 職員の人件費と外注経費の変遷について 

ア 10年前・5年前・現在の比率 

(2) 外注の経費設定の基準について 

ア 委託前後の実績 

(3) 今後の外注バランスについて 

一般質問４ 

高齢者の居場所政策

について 

(1) 高齢者大学について 

ア 入学要件の変更に伴う学生の減少 

イ ４年間の就学内容 

(2) 高齢者の社会進出プログラムの作成について 

ア シルバー人材センターの有効活用 

イ 職業訓練 

一般質問５ 

防災計画について 

(1) 被災想定に伴う防災計画と現状のかい離について 

(2) 二次避難所の構造物・非構造部材の耐震性について 

(3) 緊急時のＳＮＳの活用について 

    

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64号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 別所ゆめ街道整備事業について 

ア 別所ゆめ街道建設予定地の「地の利」は何か。また、人々を引き

つける「魅力」をどのように構築されるのか 

イ リピーターの確保対策等、今後も安定した経営を継続するための

取組等について 

一般質問１ 

高速道路を活用した

大型集客施設につい

て 

(1) 計画中の大型集客施設への三木市内からの交通網計画より見える

ところは、施設利用者の市街地への回遊性は希薄になると思えるこ

とについて 

(2) 計画中の大型集客施設の周辺環境は、小野市の「住宅地」「工業
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団地」「流通団地」さらに新たな「産業団地」等の物流拠点として

の位置付けと見受けられる。こうした環境下で三木市が第一となる

ためには、スマートインターから高速道を三木市側に横断する直線

道路を敷設する必要性があることについて 

(3) 大型集客施設は高速道路北の小野市側に計画されているが、反対

の南の三木市側での検討はされなかったのかについて 

一般質問２ 

職員人事について 

(1) 職員人事に職員のモチベーション向上と適材適所のための「キャ

リア選択制度」を導入できないかについて 

(2) 現在の職員給与を、年功的構造から「勤務実績・職務・職責」等

を重視した給与構造への転換について 

(3) グローバル社会への対応として、自己啓発（大学への就学・国際

貢献）等への職員休業付与制度を導入できないかについて 

一般質問３ 

入札不調対策につい

て 

(1) 一般競争・指名競争入札の年間の件数及び入札辞退を含む入札不

調件数、ならびに不調に至る主たる要因について 

(2) 入札不調による市民生活への影響と、不調に講じた対策について 

(3) 入札不調対策として「フレックス工期制度」を導入することにつ

いて 

一般質問４ 

H.25.10.1 オープン

から３年後の北播磨

総合医療センターの

運営状況について 

(1) 病院運営経費は人口割合負担になっているが、運営経費のうち備

品費・消耗品費・役務費等の三木市内業者との購入契約されている

割合や、金融機関への預入金等に利用されている割合等も考慮した

負担割合になっているのかについて 

(2) 今後の三木市、小野市における病院運営経費等の割合を、単なる

人口割合だけでなく、受益者負担の原則にのっとり「入院・外来患

者数、派遣議員数、地の利（周辺の地価の評価・上下水道利用・交

通の利便性）」等を加味した負担割合へ見直すことについて 

一般質問５ 

各種申請書類などへ

の押印を不要にする

ことについて 

(1) 各種申請書類のうちで、国・県や法・条例等で押印を義務付けら

れたもののうち、条例改正等により押印不要が可能になる申請書類

等について（住民票申請書等で市民ふれあい部関係部分について） 

(2) 庁内の各部・局・委員会等に対し、条例改正を含めた押印の見直

しで「押印不要」とする全庁的な行政運営に取組ができないかにつ

いて 

一般質問６ 

高齢社会を迎え、在

宅による看取りを支

える人材の育成等に

ついて 

(1) 高齢者のうちで、人生の終末期を在宅で迎えたい希望者は、どの

程度把握（推定）されているのかについて 

(2) 高齢者が在宅で終末期を迎える場合の家族の負担軽減のために、

介護や治療に対する指導・助言はどのように行われているのかにつ

いて 

(3) 高齢者が在宅で終末期を迎えたい希望の看取りの支援ができる専

門性の高いケアマネジャーの養成について 

一般質問７ 

三木市創生計画・人

口ビジョン・総合戦

略について 

(1) 全国的な人口減少に伴い、三木市における人口減少を緩やかに抑

える対策について 

(2) 若者が三木市に魅力を感じ、生きがいを持って働き、子育てを行

い、しかも楽しく暮らせる対策について 

(3) 高齢者、若い世代、子どもに至るまでのすべての世代が共生・協

働を積極的に取り組める社会の構築について 

一般質問８ 

多世代交流拠点の整

備について 

(1) 大規模遊具の設置場所と設置規模（面積）及び利用対象年齢、な

らびに設置遊具の種類等について 

(2) 多世代交流拠点には夏季の日よけ、冬季の防寒対策等の「休憩所
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（軽飲食ができる）」及び「トイレ」等の付帯施設を設置する計画

がないので、設置の必要性について 

（周辺施設内はトイレ等が設置されているが、子ども、親子連れ等

が周辺施設まで行っての利用は困難と思われる） 

(3) 今後の工事の工程について 

一般質問９ 

救急車の適正利用と

不適正利用対策につ

いて 

(1) 救急車の出動状況が年々微増（交通事故による搬送は微減）して

いる要因について 

(2) 救急車出動の約７～８％が不搬送になっている。緊急治療を要し

ないと思われる患者が救急車をタクシー代わりに呼ぶといった不

適正利用等の要因と対応について 

(3) 将来において、救急車の不適正利用防止のための有料化を行う考

えについて 

    

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60号議案 

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

(1) 職員の勤務時間に関する条例の一部改正 

質疑２ 

第64号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) ふるさと納税 

(2) 防犯カメラの設置助成 

(3) 別所ゆめ街道カフェテラスの整備 

(4) 認定こども園施設等の改修 

一般質問１ 

有害鳥獣捕獲後の処

理について 

(1) 捕獲後の処理をどのようにしているか 

(2) 市外業者に処理を委託した数とその費用 

(3) 吉川町からの持込はあるか。また、吉川町の今後の捕獲後の処理

対策をどのように考えるか 

一般質問２ 

若者の定住策につい

て 

(1) 現在の若者の定住、移住促進策はどのようなものを実施している

か 

(2) 利用状況と今後の課題 

(3) 結婚生活支援事業補助金の活用はできないか 

一般質問３ 

ごみ処理の完全民間

委託について 

(1) 各説明会での主な意見 

(2) 平成 29 年 4 月下旬の基本協定締結までに市民の十分な理解はど

のように得るか 

(3)「エコタウン等における資源循環社会と共生した低炭素地域づく

り事業」の申請状況 

一般質問４ 

交通不便地での交通

手段の確保について 

(1) 市内４か所の地域ふれあいバスの運行状況と今後の課題 

(2) 広大な吉川地域の今後の交通手段をどう考えるか 

(3) デマンドタクシーの導入について 

一般質問５ 

保育教諭の処遇改善

策について 

(1) 幼稚園、認定こども園、保育所において、保育教諭のインフルエ

ンザ等の感染症対策はどのようになされているか 

(2) 保育教諭がインフルエンザを発症し欠勤になった場合、どのよう

な対応をしているか 

(3) 予防接種を助成し、インフルエンザ対策をすべきではないか 
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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 

質疑１ 

第64号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 別所ゆめ街道整備事業 

(2) (仮称)総合体育館整備事業 

質疑２ 

第67号議案 

平成28年度三木市水道事業会計補正予算 

(1) 人件費 

質疑３ 

第68号議案 

平成28年度三木市下水道事業会計補正予算 

(1) 人件費 

一般質問１ 

幼保一体化計画につ

いて 

(1) 上の丸保育所の耐震化について 

(2) 緑が丘認定こども園の四者協議の状況について 

(3) 外部監査について 

一般質問２ 

市長倫理審査請求署

名を受け付けずに返

却したことについて 

返却した理由について 

一般質問３ 

就学援助の状況につ

いて 

(1) 就学援助制度の内容について 

ア 制度の目的、認定基準、受給内容、受給者数、受給率、決算額（決

算見込額） 

(2) 小学校と中学校の新入学学用品費の一般的な保護者負担と入学準

備金について 

ア 負担額と準備金支給額、支給時期について 

(3) 前倒し援助について 
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平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年１２１２１２１２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    

    

    １２１２１２１２月月月月９９９９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60号議案 

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

(1) 給与改定 

(2) 扶養手当 

(3) 介護休暇 

質疑２ 

第64号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) じん芥処理施設管理事業 

一般質問１ 

教育行政について 

(1) 小規模校における教育について 

(2) 学校の適正規模・配置について 

ア 地域住民・保護者などへの情報提供と要望・意見の把握 

一般質問２ 

子育て支援について 

(1) 乳幼児健診の実施状況とその後のケアについて 

(2) 児童扶養手当の支給について 

(3) 子どもの医療費無料化について 

ア 受診者数 

イ 国民健康保険に対する国のペナルティ 

一般質問３ 

ごみ処理について 

(1) ごみの減量・リサイクルについて 

ア 家庭におけるごみの減量とリサイクルの向上 

イ 事業系ごみの減量 

(2) ごみ処理民間委託について 

ア 説明会で出されている意見 

イ 民間委託についての市民の意見反映 

ウ 事業者の提案内容 

一般質問４ 

県の行革見直し案に

ついて 

(1) 福祉医療など市民生活と市の財政にどのような影響があると考え

られるか 

(2) 三木市として県に対する意見・要望 

    

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64号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 別所ゆめ街道整備事業 

(2) (仮称)総合体育館整備事業 

(3) 公園整備事業 

一般質問１ 

一般廃棄物の民間委

託について 

(1) 市内10地域の説明会での市民の意見について 

(2) 市民の理解を得るための今後のスケジュールについて 

一般質問２ 

市長の倫理審査会開

催を求める署名活動

について 

署名の取り扱いについて 
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一般質問３ 

地域防災計画につい

て 

(1) 災害時の職員配備計画について 

(2) 学校園への職員配備計画について 

一般質問４ 

有害鳥獣対策につい

て 

(1) 有害鳥獣（イノシシ・鹿）の経年の分布及び頭数の状況について 

(2) 隣接市の分布状況について 

    

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64号議案 

平成28年度三木市一般会計補正予算 

(1) 学校施設の改修 

一般質問１ 

市職員の再任用につ

いて 

(1) 再任用条例を制定されている目的 

(2) 県下自治体の再任用条例の制定並びに運用状況 

(3) 三木市における再任用条例の運用実績 

(4) 定年退職者への再任用希望調査は行われているのか 

一般質問２ 

防災体制について 

(1) 防災情報マップの活用について市民への啓発活動は進められてい

るのか 

(2) 保存版マップであるが、変更箇所が出た場合はどのように対応す

るのか 

(3) 避難所における緊急物資及びその保管・点検はどのように行われ

ているのか 

(4) 避難準備・避難勧告・避難指示などについて、三木市の場合の情

報発信元と市民への周知方法 

(5) 福祉避難所の受け入れ体制 

(6) 単独では避難できない人に対する共助の体制 

一般質問３ 

教育予算について 

(1) 爆裂の見られる校舎などの外壁は、早急の修理はできないのか 

(2) プールの老朽化（濾過装置等）に対する高額な予算措置の計画は

あるのか 

(3) ＩＣＴ機器の充実が進んできたが、それに伴うプリンターの整備

やインク等の消耗品について 

(4) 学校図書費の充実と 12 学級以上の学校に配置される司書教諭に

ついて 

(5) 統廃合を見据えて教育予算が編成され、小規模校の教育環境の充

実が望めないという声に対して、見解を問う 

一般質問４ 

(仮)緑が丘認定こど

も園について 

(1) ４者協議の開催状況と主な協議内容 

(2) 保護者から出ている「緑が丘幼稚園で積み重ねられた教育を引き

継ぐこと」への当局の対応 

(3) 隣接する小学校との交流・連携はどのような形で進められていく

のか 

(4) 朝の交通量増大に関する安全対策について、地元住民への周知や

理解はできているのか 

(5)「公設民営」の施設に対する当局の関わり方 
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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64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の整備 

(2) 認定こども園施設等の改修 

一般質問１ 

三木歴史・美術の杜

構想について 

(1) 全体の進捗状況と今後のタイムスケジュール 

(2) 歴史資料館へのわかりやすい看板設置等の進捗状況、その他、の

ぼり旗・誘導サイン設置等の進捗状況 

一般質問２ 

公共施設等総合管理

計画について 

(1) 公共施設等総合管理計画素案の完成目途（何月ごろ） 

(2) 全体方針案・施設類型毎基本方針案の報告について 

(3) 公共施設の水道代や電気代等の中身まで分析がなされているか 

一般質問３ 

一般廃棄物処理民間

委託について 

(1) 協定書の締結時期について 

(2) 地元との協定書について 

一般質問４ 

市長等倫理審査会署

名について 

(1) 署名を返却した理由について 

(2) 三木市長等倫理審査会のメンバー構成について 

    

    


