
【堀内 貴志 議員 一般質問】 

 

 

令和２年 第４回 定例会 

１ 耐震か？新築か？庁舎の在り方について 

（１） これまでの検討事項について 

（２） 県の耐震促進計画に基づく命令書を受けて 

（３） 今後の方向性について 

 

２ コロナ禍における観光振興について 

（１） 民泊と３か所の観光拠点の現状について 

（２） 垂水市道の駅交流施設、垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず及び垂水市猿ヶ城活性化

施設の指定管理者の指定に至った経緯 

（３） ３施設の連携について 

 

３ 国道 220号線牛根境防災事業について 

（１） 国道 220号牛根境防災事業の必要性と事業実施に至った経緯について 

（２） 11 月 28 日に中心杭打ち式（式典）が実施されたが、今後の事業内容と完成までの

経緯について 

（３） 磯脇橋付近の歩道整備は 

 

 

令和２年 第３回 定例会 

１ 新庁舎建設について 

（１） 住民投票の結果を受けて 

（２） 現庁舎の耐震基準について 

（３） 今後の方向性について 

ア 建設場所の見直しと財政的な見通しは 

 

２ コロナ禍での高齢者等の見守り活動について 

（１） 見守り活動の現状について 

（２） 見守り活動の重要性と問題点について 

（３） 今後の見守り活動について 

 

３ 地域猫の対策について 

（１） 現状実態の把握と対策 



（２） 地域猫活動の推進 

ア 地域猫の不妊手術費用助成事業 

 

 

令和２年 第２回 定例会 

１ 新型コロナウイルス対策について 

（１） 本市の産業、観光業、宿泊飲食業及び教育関係等への影響について 

（２） 地元産業、経済及び観光関係の立て直しには、地域の特性に合わせた取組が必要だ

が、その対策は 

（３） 学校教育の遅れを取り戻すための対策は 

（４） 第２波に備えるための取組は 

ア 感染防止対策 

イ 新しい生活様式の定着のための取組 

 

２ 災害時の避難や避難所の在り方について 

（１） 梅雨時期及び台風シーズンを迎えるが、避難所の在り方について見直しは 

 

３ 新庁舎建設について 

（１） 実施設計の内容について 

（２） 事業の進め方について 

 

 

令和２年 第１回 定例会 

１ 新型コロナウイルス対策について 

（１） 県内の情勢について 

（２） 感染者認知時の初動措置について 

（３） 感染拡大防止のための対策について 

 

２ タブレット等ＩＣＴ化について 

（１） 小中学校のタブレット端末等導入の状況について 

（２） タブレット等ＩＣＴ化活用に伴う利便性について 

（３） 行政におけるタブレット導入の方向性について 

（４） タブレット導入のための環境整備について 

 

３ 子育て支援対策について 

（１） 子ども医療費助成事業の対象者の拡大について 



（２） 保育所等の保育料の軽減について 

（３） 保育所等の副食費助成事業について 

（４） 学校給食費の助成は検討できないか 

 

４ たるたるおでかけチケット交付事業について 

（１） 意義と目的は 

（２） 制度の内容について 

 

 

令和元年 第４回 定例会 

１ 新庁舎建設事業に関する住民投票条例案について 

（１） 新庁舎建設事業のこれまでの経緯 

    ～費やした月日、職員の労力や予算の確認 

（２） 住民投票条例制定の必要性 

    ～市長の意見書の確認 

 

２ 日本遺産の麓地区の活性化対策について 

（１） 日本遺産認定の経緯とその目的 

    ～観光振興とまちづくりとの関係について 

（２） 日本遺産に認定された史跡の保存方法は 

 

３ 自動運転装置の車両の導入について 

（１） 全国で試験的に運用されている自動運転装置の取組について 

（２） 将来的な構想の中で本市に検討の余地はないのか 

 

 

令和元年 第３回 定例会 

１ 温泉事業の活性化対策について 

（１） 本市の温泉事業の現状について 

    ～観光振興と健康長寿の両面からの必要性 

（２） 温泉事業が活性化されない問題点は何か 

 ～これまでの取組状況について 

（３） 温泉事業活性化のための対策について 

    ～助成基金等の支援措置 

 

２ マイナンバーカード制度について 



（１） マイナンバーカードの取得状況について 

（２） 市民が取得することのメリットはあるのか 

 ～今後どのように活用されるのか 

（３） 市民に普及促進するための対策について 

 

３ 職員の健康づくりと快適な職場環境の実現について 

（１） 職員の健康管理の実態と快適な職場環境づくりのための取組について 

（２） 職員のメンタルヘルスについての本市の現状と対策について 

 

４ 児童虐待の対応について 

（１） 出水市で発生した児童虐待の事件を受けて、本市の実態と対応について 

 

 

令和元年 第２回 定例会 

１ 垂水市の活性化対策と観光振興について 

（１） 県予算にある魅力ある観光地づくり事業の中の「しおかぜ街道事業」とは 

（２） 垂水フェリー乗り場を利用する誘客の在り方について 

（３） 「道の駅たるみずはまびら」までの遊歩道の整備はできないのか 

 

２ 庁舎建設場所に対する不安点の解消に向けた取組状況について 

（１） 市民の理解を得るための取組について 

（２） ５月 10日発生した震度４の地震について 

（３） 建設場所の安全性と建設規模の再確認について 

（４） 建設場所を変更した場合のリスクについて 

（５） 庁舎建設場所付近の排水対策について 

 

３ 通学路の安全対策について 

（１） 通学路の安全確保に向けた取組状況について 

（２） 「子ども 110番の家」の活用状況について 

（３） 道路の危険箇所の整備、特に横断歩道の表示や交差点の停止線の再点検をする必

要性について 

 

 

平成 31年 第１回 定例会 

１ 温泉を活かしたまちづくりについて 

（１） 本市の温泉の実情と普及の在り方について 



    ～観光振興と健康長寿のための必要性 

（２） 温泉事業活性化のために助成金の新設は検討できないか 

（３） 健康長寿温泉プールの新設検討とは 

 

２ 子育て支援について 

（１） 病児・病後児保育制度について 

（２） 高校生までの医療費の無料化について 

 

３ 歴史文化資料館の必要性について 

（１） 歴史文化資料館建設を求める請願書の採択を受けてからの取組状況について 

（２） 本市に存在する貴重な資料の保存と散逸損失防止のための具体的対策について 

 

 

平成 30年 第４回 定例会 

１  新庁舎建設に伴う不安の解消について 

（１） 安全性の再確認 

    ～津波や浸水被害、液状化対策の不安解消について 

（２） 塩害対策のための構造について 

（３） 建設規模の妥当性と跡地利用について 

（４） 新庁舎を活用したまちづくりについて 

 

２ たるみず元気プロジェクトの効果と検証について 

（１） たるみず元気プロジェクト実施の意義と重要性について 

（２） 単年度（短期間）の成果について 

（３） たるみず元気プロジェクトの今後の方向性について 

（４） 健康長寿のため温泉事業を活かした取組はできないか 

 

３ ３箇所の観光拠点の相互連携の在り方について 

（１） 「道の駅たるみずはまびら（たるたるぱあく）」の来場者数と市内における効果に

ついて 

（２） 「森の駅たるみず」の今後の管理運営について 

（３） ３箇所の観光拠点の連携をどのように図っていくか 

 

４ 今後の垂水市について 

 

 



平成 30年 第３回 定例会 

１ 新庁舎建設の問題点解消について 

（１） 位置の決定と安全性について  

（２） 構造面で想定内の全ての災害に対応できる基準を満たすものであるのか  

（３） 事業費の市民負担はどうなるのか  

（４） 狭隘（きょうあい）化をなくし、市民の憩いの場所となるべき庁舎になるのか  

（５） 新庁舎移転後の旧庁舎周辺の活性化について  

 

２ ポイ捨て条例の普及の在り方について 

（１） 条例施行後の動向について  

（２） 市民への周知徹底の在り方について  

（３） 「環境美化重点地区」モデル地区の設置は検討できないか  

  

３ 犯罪のない安心安全なまちづくりのために 

（１） 最近の犯罪情勢について  

（２） 防犯カメラ設置の助成制度について  

 

 

平成 30年 第２回 定例会 

１ インバウンド戦略と観光振興について 

（１） 鹿児島県を訪れる外国人観光客の実態について 

～垂水市への効果は 

（２） 外国人観光客を誘致するための課題は何か 

（３） 今後どのように取り組んでいくのか 

 

２ 外国人の雇用の実態について 

（１） 本市の外国人雇用の実態について 

～労働力不足の状況はあるのか、否か 

（２） 外国人受入れのメリット・デメリット 

（３） 労働力の活路を見出すためにはどうすべきか 

 

３ かごしま子育て支援パスポートについて 

（１） このカードの目的と効果について 

（２） 本市での利用状況はどうか。 

利用できる場所は。もっと広報すべきでは 

 



４ タブレットを活用したＩＣＴ化について 

（１） その後の動きは 

 

５ 市役所敷地内のゴミステーションについて 

（１） どのように利用されているのか 

（２） 問題点や改善する点はないのか 

 

 

平成 30年 第１回 定例会 

１ ふるさと応援基金について 

（１） 平成 29年度のふるさと納税の見込額とその寄付金の取扱いについて 

（２） 平成 29 年度に活用した主な事業内容及び平成 30 年度の予算ではどのように反

映されるのか 

（３） 更なるふるさと納税額アップのための取組について 

 

２ 行政におけるタブレットとＩＣＴ活用について 

（１） タブレットとＩＣＴ活用に伴う利便性と問題点について 

（２） 他自治体のＩＣＴ化の取組の情勢について 

（３） 議会と行政にタブレット導入はできないか 

 

３ 垂水市ポイ捨て等防止条例について 

（１） この条例の目的と考えられる効果について 

（２） 市民への周知徹底の方策について 

（３） 「環境美化重点地区」モデル地区の設置について 

  

 

平成 29年 第４回 定例会 

１ 先の衆議院選挙の投票率の結果を受けて 

（１） 先の衆議院選挙の投票率の結果を受けての今後の課題 

～更なる投票率アップの取組は 

（２） 移動投票車の導入について 

（３） 記号式投票の導入について 

（４） 高校生議会の開催について 

 

２ 犯罪抑止等のための対策について 

（１） 市内における犯罪発生の実態について 



（２） 防犯対策の推進について 

（３） 防犯カメラ設置の推進について 

 

３ 来る平成 30年に向けての観光振興の在り方について 

（１） 来る年、明治維新 150 年目の節目、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の放映に向

けて、どのように取り組んできたのか 

（２） 今後の観光振興の在り方について 

（３） 「温泉の町」としての取組について 

 

 

平成 29年 第３回 定例会 

１ 防災ラジオの現状とＦＭたるみずの普及について   

（１） 防災ラジオの活用状況について  

（２） ＦＭたるみずの電波の受信状況と利用状況について  

（３） ＦＭたるみず放送の普及の在り方について  

   

２ 全国学力・学習状況調査の結果を踏まえて   

（１） 全国で実施された学力・学習状況調査の結果について、本市の分析結果はどう

だったのか  

（２） 今回の学力・学習調査の結果をどのように受け止めているのか 

（３） 更なる学力・学習能力の向上のための取組は 

   

３ 職員や市民の表彰制度の設置について   

（１） 信賞必罰について ～本気・やる気を持たせるために 

（２） 表彰制度の導入について  

 

 

平成 29年 第２回 定例会 

１ 垂水市が目指す健康長寿と子育て支援の新しいモデル事業について  

 （１） 鹿児島大学教授のスーパーバイザーの役割について  

 （２） 健康長寿の街づくりについて  

 （３） 新たな子育て支援の取組について  

 （４） 市長が訴える「医療・介護費用の適正化」とは  

   

２ 温泉プールの必要性について   

 （１） 健康長寿と温泉温水プールの関係について  



   

３ 垂水市の環境問題対策について   

 （１） ごみのポイ捨てや捨て猫の問題解決のための取組について  

 （２） 仮称「環境美化推進員」の設置について  

 

 

平成 29年 第１回 定例会 

１ 来年（平成 30年） ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」が始まり、鹿児島が注目される年

が来るが、垂水市の観光振興に活かす手立てはないのか  

（１）平成 29年度施政方針に一言もないが、市長の見解は 

（２）大河ドラマ「西郷どん」に関連して、垂水市には資料や史跡は存在しないのか 

（３）「西郷どん」効果に便乗した取組はできないか 

   

２ 垂水市の観光協会の現状と在り方について  

（１）現状から検討する課題はないのか 

（２）南の拠点に観光協会の事務所（局） を作れないか 

   

３ 雇用の創出と定住対策の取組について  

（１）これまでの事業に対する検証及び効果について 

（２）地域若者「就地」拡大プロジェクト事業について 

～その目的と内容 

（３）民間賃貸住宅家賃助成事業について 

～その目的と内容 

   

４ 子育て相互援助活動について  

（１）ファミリーサポート事業実施までの経緯とその事業の内容について 

（２）子育て支援センターの役割と業務の違いについて 

（３）事故防止対策と事故発生時の責任の所在について 

 

 

平成 28年 第４回 定例会 

１ 垂水市の地域医療の在り方について 

（１） 垂水徳洲会病院の閉院に伴う問題点と課題について 

ア 垂水徳洲会病院の利用者の医療・介護体制の確保について 

イ 垂水徳洲会病院の職員の雇用確保について 

（２） 垂水中央病院の役割と目指す方向について、今後、市としてどのように取り組む



か 

（３） 医療費の適正化と健康づくりについて 

 

２ 垂水市に存在する貴重な史跡に関する資料の保存と散逸防止について 

（１） 本市に存在する貴重な遺品や資料についてどこまで把握しているか 

（２） これまでの歴史民族資料館の建設に対する訴えと取組状況について 

（３） 本市に存在する貴重な資料の保存と散逸、損失の防止のための具体的な対策につ

いて 

 

３ 高齢者の交通事故防止対策について 

（１） 本市の高齢者に関する交通事故の実態について 

（２） 運転免許証を自主返納する人への支援策について  

 

 

平成 28年 第３回 定例会 

１ 垂水徳洲会病院の存続に向けた取組について 

（１） その後の進展状況について 

（２） 垂水市として「できる限りの対策」とは 

（３） 徳洲会本部に対する市民説明会開催の要望について 

２ 困り事相談等に対する垂水市の取組について 

（１） 市民の困り事、要望、苦情の取扱いについて 

（２） 適切な助言と問題解決に向けた取組について 

 ～野良犬、野良猫の取扱いについて 

 

 

３ 選挙権年齢が 18歳以上に引き下げられて行われた選挙に対する検証と課題について 

（１） 先の選挙における啓発活動の取組と投票率の実績について 

 

（２） 現状をどのように考え、今後どのような対策を講じるか 

 

 

平成 28年 第２回 定例会 

１ 市役所本庁舎の耐震化と新庁舎建設の必要性について 

（１） 庁舎の耐震化について 

  熊本地震級の災害に対応できるのか 

（２） 新庁舎建設の必要性と今後の見通しについて 



（３） ＰＦＩを活用した庁舎建設について 

２ 垂水徳洲会病院の存続について 

（１） 垂水徳洲会病院の役割と必要性について 

（２） 市民に与える影響について 

（３） 病院存続に向けた垂水市の取組みについて 

３ 熊本地震による観光面の影響と今後の対策について 

（１） 熊本地震による観光面の影響と実情について 

（２） 旅行や民泊のキャンセルが相次ぐ中で、今後の観光振興対策について 

（３） 観光復興に向けた支援プログラムについて 

  ～九州への旅行費用を補助する国の補正予算180億円の活用について 

 

 

平成 28年 第１回 定例会 

１ ふるさと納税の効果的な活用について 

（１） ふるさと納税の実績と検証について 

（２） 更なるふるさと納税額アップの方策について 

（３） ふるさと納税の効果的な活用について 

２ 選挙権年齢「18歳以上」に引き下げられたことによる投票率アップのための啓発活

動について 

（１） 前回質問してからの投票率アップのための進捗状況について 

（２） 高校生に対する啓発活動と４月に進学就職し転居を予定する有権者への対応に

ついて 

（３） 若い世代に対する投票率アップのための啓発活動について 

（４） 教育長の考えと今後について 

３ 学校教育におけるＰＣ、タブレット等のＩＣＴ機器の効果的な活用について 

（１） 学校教育においてどの程度整備されるのか。 

（２） 学校教育においてどのような学習が実施され、どのような効果が期待できるのか。 

（３） 市内におけるWi-Fiのアクセスポイントの充実について、どのように考えるか。 

 

 

平成 27年 第４回 定例会 

１ ふるさと納税額をアップさせるための方策について 

（１） ふるさと納税の実績について 

（２） ふるさと納税のポイント制の導入について 

（３） ふるさと納税旅行クーポン・ふるさと宿泊割引の新設について 

（４） ふるさと納税の還元率の見直しについて 



２ 子育て支援の充実、「日本一の子育て村」を目指す島根県邑南町の取組と比較して 

（１） 垂水市の今後の取組について 

（２） 定住相談、定住後の支援について 

（３） 不妊治療費の助成について 

（４） 保育長の負担軽減について 

３ 医師・医療福祉従事者奨学金貸与制度の設置について 

（１） 垂水市の医療・福祉の従事者の雇用の実態について 

（２） 市内の医療福祉施設で業務に従事する意思のある人材確保と市外への流出防止

について 

 

 

平成 27年 第３回 定例会 

１ 桜島の現状と対策について 

（１） 桜島の現状と今後の監視体制について 

（２） 大噴火発生時の垂水市の取るべき措置について 

～桜島居住者に対する支援について 

２ 猿ヶ城渓谷での事故防止対策の徹底について 

（１） 過去の事故の実情について 

（２） 悲惨な事故の再発防止について 

尊い命を救うために行政にできることはないのか。 

３ いよいよ迫ってきた国民文化祭のために 

（１） 垂水市で開催のイベントについて 

（２） 国民文化祭のためにこれまで取り組んできたことは何か。やり残したことはな

いのか。 

４ 若い世代の投票率アップに対する啓発活動について 

（１） 選挙権年齢を「18歳以上」に改正したことで、対象者は何人になるか。 

（２） 投票率アップのための啓発活動について 

 

 

平成 27年 第２回 定例会 

１ 交流人口増に向けた垂水市の取組について 

（１） 交流人口がもたらす影響と効果について 

（２） 交流人口増に向けた垂水市の取組について 

（３） 垂水市流の「おもてなしの心」とは 

（４） 中央地区の観光拠点の整備について 

２ 子育て支援の充実について 



（１） 子育て支援センター及び子育て支援策の充実について 

（２） 子育て世代の転出抑制と転入促進について 

３ 地区公民館長の在り方について 

 

 

平成 27年 第１回 定例会 

１ 国の実施する「地方創生」に対する垂水市の取組について 

 （１）補正予算の地方交付税増額と地方創生の関係について 

 （２）昨年暮れに本市に立ち上げた「地方創生本部会議」の概要と今後の方向性につい    

て 

 （３）垂水市の取り組むべき地方創生とは、何か。 

２ 垂水市民間資金活用集合住宅建設促進条例について 

 （１）条例制定の目的と背景について 

 （２）本年４月１日に施行し、遡って１月１日から適用するとしているが、建設中も含

めて現時点で垂水市に適用する建物はあるのか。 

３ 職員に対する提案制度の創設について 

 （１）平成 25年第２回定例会で「職員に対する提案制度の創設について」要望として上

げてあるが、その後どうなっているのか。 

 

 

平成 26年 第１回 定例会 

１ 子育て世代に対するアンケート結果に基づく取組と子育て支援対策について 

 （１）子育て世代の不安解消の取組について 

   ア 教育関係で「小規模校での教育」に関すること。 

   イ 教育費の負担軽減に関すること。 

   ウ 医療の充実と医療費の負担軽減に関すること。 

   エ 親子で楽しめる公園、屋内施設の整備に関すること。 

 （２）子育て支援センターの充実について 

 （３）病中、病後児保育事業の設置について 

２ 農産物の高付加価値化について 

 （１）付加価値型農業への転換について 

 （２）企業農業創出事業との関係は 

 （３）農業の高付加価値化をサポートする体制の整備について 

３ コミュニティＦＭ整備事業について 

 （１）予算の内訳で市の負担金はどの程度か。 

 （２）電波の不感地帯の解消はされているのか。 



 （３）市民への周知徹底の方策について 

 （４）市民に配布するこの機会にコミュニティＦＭをもっと市の様々な情報発信の手段

として活用すべきではないか。 

 

 

平成 26年 第２回 定例会 

１ ホタルを活かした環境づくりと観光振興について 

（１）市内のホタルの実態について把握しているか 

 （２）ホタルの生息しやすい環境づくりと保護について 

 （３）ホタルを活かした観光振興について 

 （４）ホタル保護条例の制定について 

２ 国民健康被保険者証と高齢受給者証の一本化について 

（１）国民健康被保険者証と国民健康保険高齢受給者証の違いについて 

 （２）現在はカード式が主流であるが、カードと紙の二つの別々の形態にする必要性は 

 （３）垂水市も１枚のカード形式に変更できないか 

３ 子育て支援センターのリニューアルに伴う今後の充実について 

（１）先日開所式が行われた子育て支援センターは、どのようにリニューアルしたのか 

 （２）利用者拡大のための広報をどのように展開するのか 

 

 

平成 26年 第３回 定例会 

１ 広島市の土砂災害を教訓にした垂水市の土砂災害防止のための対応策について 

 （１）広島市の土砂災害に見られる問題点について 

（２）垂水市の土砂災害警戒区域の現状 

 （３）避難勧告を出すタイミングについて 

 （４）避難勧告等の伝達方法について 

    ～特に未明の対応について 

２ 空き家対策について 

 （１）垂水市の空き家の現状について 

 （２）危険な空き家の対策 

 （３）居住可能な空き家の有効活用について 

３ 市民への情報の伝達について 

 （１）垂水市から鹿児島市内へ通学・通勤している市民も多いが、「垂水フェリーの運航 

停止の情報」を利用者に伝達する方法はないものか。 

     ～今年８月１日、鹿児島県に接見した台風 12 号のために、鴨池港午後２時 55

分、垂水港発午後２時 40分から運行を見合わせ、利用者を混乱させた。 



４ 死亡事故から早５か月経過、信号機設置を早急に 

 

 

平成 26年 第４回 定例会 

１ １期４年間の市長の実績評価について 

 （１）市長の広報・情報発信に対する考え方と効果について 

   ア 広報・情報発信に対する考え方について 

   イ １期４年間のテレビ報道や新聞記事等の宣伝効果を検証すると金額にしてどれ

くらいの効果があったのか 

 （２）１期４年の財政指標等の推移について 

 （３）ふるさと納税の推移について 

２ 「第 30回国民文化祭・かごしま 2015」に向けた垂水市の取組について 

 （１）本市で開催される当該事業の内容とその目的について 

 （２）市民に対する認知度を高め、市を挙げて取り組む気運上昇の方策について 

 （３）本市に経済波及効果をもたらすために、どのようなことがひつようと考えるのか 

 

 

平成 25年 第 1回 定例会 

１ 錦江湾トンネルの可能性と実現に向けた動向について 

 （１）錦江湾トンネルの可能性について 

 （２）垂水市として実現に向けての今後の動向について 

２ ６次産業化について、どのように取り組むか。 

 （１）課長の６次産業化に対する考え方について 

 （２）市長は、「６次産業化のための新たな加工場の拡大を実現・・・」とあるが、具体

的にはどこのどのような取組か。 

 （３）生産者への機会創出や企業の農業参入への支援対策を今後どのように取り組むか。 

３ 子育て支援対策について 

４ 教育関係について 

 （１）垂水高校支援対策について 

 （２）小学校の共同学習の導入について 

 

 

平成 25年 第２回 定例会 

１ 人口減少対策プログラムについて 

 （１）人口減少対策プログラムの内容について 

 （２）「定住に関するニーズを把握しながら本市の地理的特性や地域資源を生かしたまち



づくり」とは 

 （３）「成果重視のプロジェクトの推進」について 

 （４）職員からの提案制度を創設することについて 

２ 垂水市の温泉事業の活性化について 

 （１）垂水市の温泉事業活性化の取組について 

 （２）「海潟温泉再生会」の活動について、どのように理解しているか。また、行政とし

て支援する手立てはないのか 

 （３）徴収した入湯税について、温泉事業に特化して利用できないか 

３ 垂水市新型インフルエンザ等対策本部条例について 

 （１）新型インフルエンザ等対策行動計画の作成の時期について 

 （２）新型インフルエンザ等発生時の措置について 

 

 

平成 25年 第３回 定例会 

１ 垂水市の農業活性化対策について 

 （１）企業農業先進地研修視察を終えて 

 （２）垂水市の農業活性化の取組について 

 （３）農地集積について 

２ 降灰対策について 

 （１）桜島の火山活動の現状と今後の見通しについて 

 （２）今年の桜島は異常な活動と思うが、降灰量、農作物等、垂水市に与えた影響につ

いて 

 （３）プールクリーナーの整備検討について 

３ 垂水市子ども・子育て会議条例について 

 （１）条例制定の経緯と趣旨について 

 （２）垂水市の子育て支援に対する基本指針について 

 

 

平成 25年 第４回 定例会 

１ 「森の駅たるみず」を活かした垂水市の観光振興について 

 （１）森の駅たるみずの経営の在り方と実績について 

 （２）今後の集客の取組と方向性について 

 （３）森の駅たるみずの指定管理者制度導入への検討の時期について 

 （４）森の駅たるみずを拠点とした垂水市の観光誘致の在り方について 

２ 学校給食費の在り方について 

 （１）未納及び滞納者の実態について 



 （２）子育て支援の一環として学校給食費の無料化について、検討できないか。 

 

 

平成 24年 第１回 定例会 

・熱分解装置による廃棄物の燃料化プラントの建設について 

（１）ゴミ処理に掛かる費用について 

（２）道の駅たるみずの温泉維持に掛かる費用について 

（３）ビニールハウス農家の温度管理に掛かる費用について 

（４）熱分解装置に廃棄物の燃料化プラントの建設について 

・近代造船、日の丸発祥地又はゆかりの地として垂水市から情報発信することについて 

（１）近代造船、日の丸発祥地の歴史について 

（２）垂水市の新たな観光資源として活用できないか。 

 

 

平成 24年 第２回 定例会 

・市民が活用できる屋内温水プールの必要性について 

（１）中学校のプール建設の計画の進展状況について 

（２）健康づくり、高齢者保健福祉の観点から屋内温水プールを活用する効果について 

（３）中学校のプール建設の計画を市民も活用できる室内温水プールにしてはどうか。 

・今後の観光振興について 

（１）道の駅たるみずの経営状況について 

（２）協定書第 24条「売上総利益の 50％については垂水市に納付、20％については垂水ふ

るさと応援基金等に拠出」となっているが、使用目的はあるのか。 

・入湯税について 

 

 

平成 24年 第３回 定例会 

・自主防災組織の体制強化について 

（１）南海トラフ大地震政府推計に関し、垂水市では何処までの被害が想定されるか。 

（２）垂水市の自主防災組織の現状について 

（３）自主防災組織の体制強化について 

・全国学力テストの結果と学力向上の課題について 

（１）垂水市の児童生徒の全国及び県内対比の分析結果について 

（２）学力テストの結果について、どのように受け止めているか。 

（３）今後、どのような学力向上のための取組みを行うお考えか。 

・垂水市の文化財について 



（１）文化財の個数について、なぜ国や県の指定の文化財が少ないのか。 

（２）市指定の文化財が 16点あるが、国や県の指定に昇格できないのか。 

（３）市民に対する文化財の情報発信と保存方法について 

・福島原発の汚染土の最終処分場として、南大隅町が候補地に挙がったことについて 

（１）市長の見解は 

（２）今後、どのような行動をされるお考えか。 

 

 

平成 24年第４回 定例会 

・Ｊアラートの体制の整備について 

（１）発覚したＪアラートの不具合は、原因は追究され改善されたのか。 

（２）Ｊアラートが発令されたときの垂水市の対応について、どのように運用されるのか。 

・佐多岬が注目されるこの機会に垂水市の観光振興をどのように推進するか。 

（１）佐多岬が注目されるこの機会をどのように考えているか。 

（２）大隅半島の玄関口として、どのように観光振興を推進していくか。 

（３）垂水市と観光協会の関係について 

・道の駅たるみずの温泉事業について 

（１）道の駅たるみずの温泉事業の実情について 

（２）垂水市が唯一関与している温泉事業ですが、どのように改善していくのか。 

 

 

平成 23年 第２回 定例会 

・垂水市の人口減少化抑止対策について 

・市のＨＰに「花と温泉と溪谷のまち」とあるがその解釈と活用について 

 

 

平成 23年 第３回 定例会 

・垂水中央中学校の現状について 

（１）市内４中学校を統合して２年目となるが、いじめ、不登校及び体罰の現状と対策につ 

   いて 

 ・垂水高校存続のための動向について 

（１）垂水高校存続対策事業の取組経過について 

（２）存続の有無決定までの今後の方向性について 

 

 平成 23年 第４回 定例会 

 ・垂水市の活性化対策について 



（１）森の駅の利用状況と対策について 

（２）道の駅と行政の役割と立場について 

（３）林之城築城 400年記念事業を終えて、垂水市に存在する遺品の保存方法について 

 ・六次産業化に対する市の取組について 

 ・ドクターヘリの運用開始に伴い、垂水市はどのように関与していくのか。 

 

 

 


