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令和２年 第４回 定例会 

１ 国道 220号牛根境防災について 

（１） 今後のスケジュールについて 

（２） 地域との関わりについて 

 

２ 本市で新型コロナウイルス感染症患者が発生した際の対応について 

（１） 介護事業所職員が感染又は濃厚接触者となった場合の業務継続について 

ア 市民への影響について 

（２） 死亡者が出た際の対応について 

（３） 対応策の財源について 

 

３ 新たな新庁舎建設設計計画に向けて 

（１） ６月議会で示された令和５年度までの財政収支見通しを基に試算すると令和 20 年

度には 10億円以上の財源不足に陥るが、財政的に問題がないとの認識とはなんだっ

たのか 

（２） 県からの耐震診断に関する命令について 

    ア 耐震診断と耐震補強の関係について 

 

 

令和２年 第３回 定例会 

１ 新型コロナウイルス感染症対策としてのインフルエンザ予防接種について 

（１） 接種率の目標値とどのように市民に周知徹底するのか 

（２） 全国的にインフルエンザワクチンが足りなくなることが想定されるが、市としてど

のような対応を考えているか 

 

２ GIGAスクール構想について 

（１） 本市の理念と目標 

（２） 授業への ICT導入について 

（３） 教育環境の整備について 

（４） 校務への ICT導入状況について 

（５） ランニングコストについて 

（６） 卒業や転校時のデータの取り扱いについて 

（７） コロナによる臨時休業時の対応について 

（８） 家庭環境による通信環境の違いを埋める政策 



 

３ 様々な政策課題への ICTの導入について 

（１） 産業、医療・介護分野などの様々な政策課題への ICT 導入に向けた政策策定状況に

ついて 

 

４ 新庁舎建設計画について 

（１） 白紙化を受けての今後のスケジュールについて 

（２） 国からの 10億円の支援の内訳は 

（３） 合併を考えているのか 

（４） 庁舎を建てることはできないとする根拠とは 

 

 

令和２年 第２回 定例会 

１ 新型コロナ対策 

（１） 休校措置の影響 

ア 学習の遅れの現状と対応 

イ 第２波、第３波に向けての体制整備 

（２） 経済の落ち込みによる自殺者数の増加懸念 

ア 効果的な対策と「いのち支える自殺対策計画」の着実な実施に向けて 

（３） 庁内での感染者発生の場合の対応 

ア 感染症に対応したＢＣＰの策定 

 

２ 岡地区斜面工事現場からの土砂流出について 

（１） 土砂流出に関する対応策は 

 

３ 子育て世代包括支援センター 

（１） 担当家族の一貫・継続した関わりを築く体制整備 

ア 体制の充実～助産師の配置～ 

 

４ 計画の実行性及びその重さ 

（１） 総合計画の位置付け（総合計画と公共施設等総合管理計画の関係性） 

ア 第５次総合計画の実行性 

（２） 公共施設等総合管理計画の実行性 

ア 新庁舎建設及び道の駅たるみずはまびらの計画上の位置付け 

（ア） 両施設を含めた更新額となっているか 

  イ 目標に向けての実行性 

 



（３） 両計画の策定上の関係性 

（４） 総合計画の令和４年度経常収支比率 90％達成は可能か 

（５） 計画の実行性とは何か 

 

５ 新庁舎建設計画 

（１） 新庁舎建設予算上程の妥当性 

ア 議会での合意形成をいかに考えているか。先の臨時議会での位置変更条例否決

を受けて 

（２） 財政収支見通しについて 

ア 歳入見通しの令和３年以降の寄付金額 10億円について 

イ 地方交付税の算定について（人口推計を基に算出しているか） 

ウ 市債発行額６億円固定について 

（３） 財政の持続性について 

 

 

令和２年 第１回 定例会 

１ 新型コロナウイルスへの対応 

（１） 本市の対策について 

 

２ 国道 220号線境・福山間の国道整備について 

（１） 今度の見通しについて 

 

３ 交流人口の経済効果について 

（１） 本市の交流人口の算出方法について（延べ人数または実人数か） 

（２） 本市の交流人口に占める宿泊者数の割合について 

 

４ 子ども達の将来の職業に向けての教育について 

（１） 労働関連法及び雇用制度の学習の必要性について 

 

５ 新庁舎建設について 

（１） 庁舎位置変更の特別議決について 

ア 位置変更の条例制定時期は、地方自治法第４条第２項の趣旨からすれば、建築

着工前に行うことが適当である。なぜ、建設着工前に行わないのか 

イ 行政実例の「建築に必要な財源の見通しもたたない時期」とはなにか 

ウ 財源とはどのような意味か 

エ 財源の見通しはたったのか 

（２） 新庁舎建設候補地の洪水浸水想定区域について 



ア 県発表の最大洪水浸水想定区域 3.0メートルは間違いか 

 

 

令和元年 第４回 定例会 

１ 高齢者の交通手段確保に関して 

（１） 本市の運転免許返納の現状について 

（２） 運転免許返納者に対する本市の取組について 

（３） 公共交通機関の助成について 

  

２ 区域外・学区外通学について 

（１） 指定学校の変更認定基準と本市の現状について 

（２） 本市中学生の区域外就学について 

（３） 広報の充実について 

 

３ こもんそ商品券及びたるたる商品券事業について 

（１） ２商品券の販売状況と課題について 

 

４ 新庁舎建設について 

（１） 車座座談会の申込み状況について 

（２） 総事業費及びランニングコストについて 

（３） 新庁舎建設が経常収支比率へ与える影響 

（４） 新庁舎計画が公共施設等総合計画に与える影響 

（５） パブリックコメントについて 

（６） ９月議会での位置変更の条例案及び予算同時提出要望に対する検討結果について 

（７） 新庁舎のかさ上げについて 

（８） 平成 30年第１回定例会での設計予算について 

（９） 市長の「理解いただいている」について 

（10） 正確な広報について 

（11） 住民投票に対する意見書について 

 

 

令和元年 第３回 定例会 

１ 憲法、法律と条例の関係性の認識について 

（１） 憲法を頂点とした法令と条例（上位法と下位法）との関係への認識について 

  

２ 防災、災害復旧、観光分野へのドローンの活用の可能性について 

（１） 災害の多い本市において、防災、災害復旧などにドローンを活用することの現状



と可能性 

（２） 観光振興にドローンを活用することの現状と可能性 

 

３ 高速通信網整備に関して 

（１） 市としての取組状況 

 

４ 新庁舎建設計画に関して 

（１） 市民への広報時の市長の姿勢について 

（２） 市民との合意形成の現段階について 

（３） 今後、議会が議決する事項は何があるのか 

（４） 地方自治法第４条と第 222条との関係について 

 

 

令和元年 第２回 定例会 

１ 選挙事務について 

（１） 選挙事務の合理化の可能性について 

（２） 期日前投票所の巡回による設置について 

  

２ 梅雨を前にした災害対策について 

（１） 境川の砂防工事の現状と警戒体制の強化について 

（２） 高野地区への道路工事の現状と災害時の代替道路整備について 

（３） 高野地区の災害時の急患搬送手段の確保について 

 

３ 新庁舎建設について 

（１） 耐震診断・耐震補強及び長寿命化の可能性調査の有無（公共施設等総合管理計画

との関係）について 

ア 敷地面積 10,000㎡の算定について 

（２） 基本計画における候補地選定評価の妥当性について 

ア 浸水想定地域への移転（市町村役場機能緊急保全事業の本旨との関係）について 

イ 鹿児島県の津波浸水想定の留意に関する本市の評価について 

（３） 地方自治法第４条第１項に関する議案提出について 

（４） 新庁舎建設に伴う住民サービスへの影響について 

ア 公共施設等総合管理計画に与える影響及び整合性・目標達成への道のり 

イ 公共施設等総合管理計画を基にした後年度への影響 

（５） 新庁舎建設計画の規模について 

ア 人口が継続的に減る本市において、新庁舎建設が将来の財政に与える影響につ

いて 



（６） 計画の再検討について 

 


