
【新原 勇 議員 一般質問】 

 

 

令和２年 第４回 定例会 

１ 垂水島津家墓所について 

（１） 島津家墓所の現状と今後の復旧について 

（２） 具体的な復旧方法はどのように行うのか 

 

２ 垂水高校について 

（１） 生徒数増についてどのような対策があるか 

（２） 市県外からの下宿サポートについて 

 

３ 成人式参加者のＰＣＲ検査補助について 

（１） 県外の成人式対象者は何人いるか 

（２） 県外の成人式対象者のＰＣＲ検査補助について 

 

４ 限界集落について 

（１） 垂水市の限界集落の基準と 143振興会の状況は 

（２） 奉仕作業に活動費を支払うルール作りはどうなっているか 

（３） 振興会の統合への支援について 

 

５ 市庁舎建設について 

（１） 住民投票の結果を受けて総括はできているのか 

（２） 市庁舎の建設場所について 

（３） 市長と反対された方との意見交換はなぜいまだにされないのか 

（４） これからの進め方・基本計画策定を含めて 

 

 

令和２年 第３回 定例会 

１ Go To Eatキャンペーン事業について 

（１） 現状について 

（２） 今後の取組について 

 

２ 垂水市の農水産物について 

（１） 垂水市水産物販売促進緊急対策事業について 

ア いくらで売り出し何食分の予定か 

（２） 農水省♯元気いただきますプロジェクトについて 



ア 本市の取組は 

（３） ふるさと納税返礼品の取組について 

 

３ 公共（税金）料金のペイジー及びコンビニ納付について 

（１） 銀行振込の加入率について 

（２） ペイジー及びコンビニ納付に対する経費について 

 

４ 新庁舎建設について 

（１） 白紙とはどこまでを言うのか 

（２） 今後の取組について 

 

 

令和２年 第２回 定例会 

１ 新型コロナウイルスについて 

（１） 避難所開設の取組について 

（２） 定員は何人になるか 

（３） 避難するとき住民の啓発と注意事項は 

（４） 救急車の取組は 

（５） 中央病院の体制はできているか 

（６） 小・中学生の休校は適切だったか 

（７） 県外の大学・専門学生の支援について 

（８） 商工業者への支援対策は、誰がどのように判定を行うのか 

 

２ 火葬場について 

（１） 火葬場の現状と職員体制について 

（２） 来年度以降の職員体制について 

（３） 今後の取組について 

 

３ 土木・農業行政について 

（１） 梅雨時期の対策について 

（２） 災害の下市木・上市木の実施状況は 

 

４ 新庁舎について 

（１） コロナウイルスで設計変更はないのか 

（２） 年間維持管理がかかる柱頭免震構造なぜこだわるのか 

（３） 柱頭免振の点検できる業者は鹿児島にあったのか 

（４） 電算システム等移転で完成までの総予算は 



（５） 新庁舎が立たないとなぜ合併の話が出るのか 

（６） 新庁舎建設を進める会の署名の原本について 

 

 

令和２年 第１回 定例会 

１ かごしま国体について 

（１） プレ大会、綱引き大会の実施予算はいくらか 

ア 成果と課題について 

（２） 物産展の活用について 

（３） 市民の参加について 

（４） 今後の予算と取組について 

 

２ 防災について 

（１） 桜島海底噴火について 

ア 牛根地区の非難はどのような計画か 

イ 分遣所・支所までの津波の高さと到達時間は 

ウ 安全対策（どこまで逃げるか）について 

 

３ 新庁舎建設について 

（１） メンテナンス及びメンテナンス料について 

（２） 非構造部材（ガラス）の耐震について 

 

４ 市清掃センター煙突解体について 

（１） 煙突解体の方法は 

（２） 市道脇田市木線について 

 

５ 地域の除草作業について 

（１） 業者に任せているものを地元に任せる方法はないか 

 

６ 垂水中央公園野球場について 

（１） 野球場の環境整備について 

ア 将来、硬式野球で利用できるための環境整備について 

 

 

令和元年 第４回 定例会 

１ プレミアム商品券について 

（１） 申込み率の状況は 



（２） 申し込んでから引換券が届くまでの時間がかかりすぎるのはなぜか 

（３） これまでの取組状況は 

 

２ インバウンド用看板設置について 

（１） ＱＲコードにした時の費用は 

（２） 翻訳機の導入について 

 

３ 認知症の取組について 

（１） 垂水市の取組は 

（２） 認知症サポーターについて 

（３） 認知症で徘徊する人について 

（４） 認知症予防体操について 

 

４ 土地開発基金の繰入について 

（１） 保育園・幼稚園の副食費と小・中学校の給食費を市が負担するとしたらどの程度

必要か 

（２） 新たな子育て基金として活用できないか 

 

５ 市庁舎建設について 

（１） 地方債と合わせて使える補助金はないのか 

（２） 本予算と場所の特別議決は同時期に出すのか 

 

 

令和元年 第３回 定例会 

１ 野良猫及び外猫の糞害並びにエサやりについて 

（１） 野良猫の糞害とエサやりの現状は 

（２） 飼い猫と野良猫の区別のための首輪取付の推奨は 

 

２ 本城川等の土砂・砂利の撤去について 

（１） 撤去した土砂等の再利用について垂水高等学校振興対策協議会の内訳は 

 

３ 潮彩町の現状について 

（１） 造成後 20年経過したが費用対効果は 

（２） 垂水新港臨海部土地造成事業について 

（３） 住宅団地の申請について 

 

４ 高校受験の枠組みについて 



（１） 鹿児島市のベッドタウン化と高校受験の特別枠の兼ね合いについて 

 

５ 水産行政について 

（１） 種子島周辺漁業対策事業について、市の補助の状況は 

 

６ 商工行政について 

（１） 小規模事業者持続化補助金について市補助の検討は 

 

７ 元垂水・原田線について 

（１） 工事の進捗状況について 

 

８ 新庁舎建設に付いて 

（１） 地震被害等に関するシミュレーションについて 

（２） 基本設計案について 

 

 

令和元年 第２回 定例会 

１ プレミアム商品券発行補助事業について 

（１） どのような手順でいつ誰がどのように販売するのか 

（２） 対象人数はどのくらいなのか 

 

２ 垂水高校振興対策について 

（１） 垂水高等学校振興対策協議会の内訳は 

ア エアコン設置について平成 31年第１回定例会で質問があったが、その後どうな

ったのか 

イ 垂水高校存続のためにも必要なのでは 

ウ 今年の夏をどうするのか 

 

３ 垂水中央運動公園改修事業について 

（１） 児童広場の改修工事に中高年用の「健康遊具」の設置。併せて、他公園にも中高

年用の「健康遊具」の設置 

 

４ 元垂水原田線の市道について 

（１） 元垂水原田線の進捗状況は 

（２） 計画年表を作成し、振興会長と共有してもらいたい 

 

５ 新庁舎建設について 



（１） 旧フェリー跡地の買い戻し金額と違約金額を示せ 

（２） ボーリング調査の結果報告はいつになるのか 

（３） 根強い市民の不安や安心・安全は払拭できるのか 

（４） 埼玉県蕨市（わらびし）のようにコンパクトな庁舎は目指さないのか 

 

６ 市職員のリーダー育成研修参加について 

（１） 仕事のスキルは当然だが、職員自体のリーダー育成はどのように考えているか。

かごしま青年塾等を活用してはどうか 


