
【川越 信男 議員 一般質問】 

 

 

令和２年 第４回 定例会 

１ いじめ問題・不登校調査について 

（１） 本市のいじめの認知件数や不登校児童生徒数の現状について 

（２） いじめ問題への対応について 

（３） 不登校児童・生徒への対応について 

（４） 教育長の考えは 

 

２ 学校給食センターについて 

（１） 学校給食センターの民間委託について 

（２） 現在、働いている職員の処遇と食材の調達について 

（３） 給食費等を含めた保護者への説明について 

 

３ 国体開催について 

（１） 2023年開催までの取組について 

（２） ３年後の延期を市長はどのように感じておられるか 

 

４ 市税等の賦課及び徴収について 

（１） 新型コロナウイルス感染症禍における本年度の市税の徴収率等について 

ア 市税（各税）の徴収猶予の現状について 

イ 国保税の減免の状況について 

ウ 現状における徴収率について（前年度比較） 

（２） 家屋全棟調査について 

ア 現在の調査状況について 

イ 現地調査により判明した賦課漏れ家屋について 

ウ 令和３年度の評価替え（当初賦課）に間に合うのか 

 

５ 庁舎建設について 

（１） 耐震診断の県の命令について 

（２） 外部検討委員会の意見書について 

（３） 庁舎の在り方について 

 

 

令和２年 第３回 定例会 



１ 新型コロナウイルス感染拡大における学校の対応について 

（１） これまでの学校行事等の実施状況や今後の取組への対応について 

（２） 学校の児童生徒や職員が新型コロナウイルスに感染した場合や濃厚接触者と特定さ

れた場合の対応について 

（３） 感染者や濃厚接触者が出た場合の誹謗中傷や差別・偏見等に対しての対応について 

 

２ 道の駅たるみずはまびらのホテル建設について 

（１） 現在の進捗状況について 

 

３ 本城川の寄り洲除去について 

（１） ここ数年間の寄り洲除去の実績について 

（２） 本年度の計画箇所と規模について 

（３） 要望活動について 

 

４ 環境整備班について 

（１） 環境整備班の現状と１年間の対応件数について 

（２） 作業機械の導入について 

（３） 農林課所管における環境整備班への依頼状況について 

（４） 環境整備班の拡充について 

 

 

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） 臨時交付金について 

（２） 今後の対応策について 

（３） 市としての方向性について 

 

２ 児童生徒の学びの保障について 

（１） １回目の臨時休業における内容の対応について 

（２） 再び臨時休業となった対応について 

（３） 学校再開後の対応と第２波第３波が発生した場合の備えについて 

 

３ 水産・商工・観光業について 

（１） 水産業・商工業・観光業への影響について 

（２） 各団体からの要望等と対策について 

（３） 「道の駅たるみず」の外壁改修事業の概要とリニューアルオープンの取組について 



 

４ 長寿命化対策事業（橋梁）について 

（１） 事業の概要と過去の事業実績について 

（２） 設計基準について 

（３） 今年度の実施箇所について 

 

５ 新庁舎建設について 

（１） 建設工事費について 

（２） 実施設計について 

（３） 工事発注について 

（４） 事業全般について 

 

 

令和２年 第１回 定例会 

１ 青少年海外派遣事業～夢の翼について 

（１） 本事業の実施見送りについて 

（２） 延期措置や代替措置について 

 

２ たるみず元気プロジェクトについて 

（１） 本年度の健康チェックの総括について 

（２） リピート率や参加者増の取組と年代別の構成について 

 

３ 国民体育大会について 

（１） 宿泊施設等は 

（２） 予算について（県と市の負担割合は） 

（３） ボランティアの募集は 

（４） 経済効果の見込みは 

 

４ 新庁舎整備事業について 

（１） 進捗状況と今後の見通しについて 

（２） 新庁舎建設事業の事業費について 

 

５ 国道の整備促進について 

（１） 国道 220号牛根境地区における通行規制の解除に向けた国道整備の見通しについて 

（２） 国道 220号の整備効果について 

 



 

令和元年 第４回 定例会 

１ 青少年海外派遣事業～夢の翼について 

（１） 香港情勢の情報収集と現在の状況について 

（２） 派遣に対する子ども達や保護者の思いについて 

（３） 事業の実施について 

 

２ 地域振興計画について 

（１） 地域振興計画に係る取組について 

（２） 地域振興計画の策定について 

（３） まちづくりの将来像について 

 

３ たるみず元気プロジェクトについて 

（１） 本年度の実施状況について 

（２） 前年度と本年度の特徴の違いについて 

（３） 広報たるみず 11月号掲載の２つのケースについて 

（４） 次年度に向けた啓発について 

 

４ 新庁舎整備事業について 

（１） 進捗状況について 

（２） 基本設計の安全性について 

 

 

令和元年 第３回 定例会 

１ 全国学力・学習状況調査について 

（１） 本市の状況について 

（２） アンケート調査の結果について 

（３） 本市の課題について 

（４） 学力向上への取組について 

 

２ 固定資産家屋全棟調査について 

（１） 事業内容について 

（２） 事業完了後の課税について 

（３） 空き家対策に係る活用について 

 

３ たるみず特産品販路拡大支援事業について 



（１） 事業の成果について 

（２） 今年度の事業の計画について 

（３） 今後の取組について 

 

４ 新庁舎整備事業について 

（１） 車座座談会について 

（２） 基本設計案パブリックコメントについて 

（３） 基本設計案について 

 

 

令和元年 第２回 定例会 

１ たるみず元気プロジェクトについて 

（１） 健康チェック参加申込み状況について 

（２） 本年度の参加申込み者の想定について 

（３） 健康チェックの昨年度との改善点について 

 

２ 国民体育大会の開催について 

（１） これまでの取組について 

（２） リハーサル大会について 

（３） 開催に係る経済効果等について 

（４） 国体終了後の取組について 

 

３ 新庁舎整備事業について 

（１） 基本設計案の公表について 

（２） 市民の理解を得ることについて 

 

 

平成 31年 第１回 定例会 

１ 市政運営について 

（１） ３期目の思いと取組について 

 

２ 職員採用について 

（１） 職員数の現状について 

（２） 採用試験について 

（３） 土木技術者及び保健師の現状について 

（４） 今後の採用の考えについて 



 

３ 新庁舎整備について 

（１） 現在の進捗状況について 

（２） 市民ワークショップについて 

（３） 市民への周知策について 

 

４ 「青少年海外派遣事業～夢の翼～」について 

（１） 香港での研修内容について 

（２） 事業の成果と課題について 

（３） 今後の事業展望について 

  

 

平成 30年 第４回 定例会 

１  新庁舎整備について 

（１）  設計事業者決定後の住民説明会の総括 

（２）  市民ワークショップの開催状況について 

（３）  全体スケジュールについて 

 

２  水道事業について 

（１）  水道事業や水道施設における現状と課題について 

（２）  水道ビジョンを策定する目的について 

（３）  事業方針と具体的な計画内容について 

 

３  「たるみず元気プロジェクト（健康チェック）について 

（１）  ９月議会以降の進捗状況について 

（２）  本年度事業の総括について 

（３）  個人情報の管理について 

（４）  健康チェックを受けた後のフォローについて 

 

 

平成 30年 第３回 定例会 

１ 子どもの学力向上について 

（１） 学力の現状と課題について  

（２） 子どもたちの学習に対する姿勢、また、教職員の指導力の向上について  

（３） 子どもたちの携帯電話の所持率や家庭学習の状況について  

 



２ 「青少年海外派遣事業～夢の翼」について 

（１） 事業の進捗状況について  

 

３ 新庁舎整備について 

（１） 設計事業者プロポーザル１次審査について  

（２） 設計事業者プロポーザル２次審査について  

（３） 市民への情報提供について  

 

４ たるみず元気プロジェクトについて 

（１） これまでの実施状況について  

（２） 成果と課題について  

（３） 今後の取組について  

 

５ 「道の駅たるみずはまびら」について 

（１） 現時点での進捗状況について  

 

 

平成 30年 第２回 定例会 

１ 防災点検及び総合防災訓練について 

（１） 防災点検実施について 

（２） 総合防災訓練の実施について 

（３） 深港川の規制解除の経緯について 

 

２ 南の拠点整備事業について 

（１） 「道の駅たるみずはまびら」の進捗状況について 

 

３ 桜島・錦江湾ジオパークについて 

（１） 参加の経緯について 

（２） 今後の取組内容及びスケジュールについて 

（３） メリット及び効果について 

 

４ 新庁舎建設について 

（１） 住民説明会の状況について（参加状況・意見要望等は） 

（２） 意見要望等への反映について 

（３） 設計事業者選定の取組について 

（４） 市民館の活用策について 



 

 

平成 30年 第１回 定例会 

１ 青少年派遣事業「夢の翼」について 

（１） 実施の意図について 

（２） 内容（国・生徒の選考方法）について 

（３） 事業の期待・継続について 

 

２ 経済への挑戦・企業誘致について 

（１） 過去の誘致企業の実績について 

（２） これまでの取組状況と課題について 

（３） 今後の企業誘致の推進について 

 

３ たるみず元気プロジェクトについて 

（１） 事業の成果と課題について 

（２） 参加者の反応は 

（３） 平成 30年度の取組等について 

 

４ 南の拠点整備事業について 

（１） 工事の進捗状況の確認について 

（２） 民間エリアの開発状況について 

 

５ 市長の政治姿勢について 

（１） これまでの振り返りと今後について 

 

 

平成 29年 第４回 定例会 

１ 消防職員の体制について 

（１） 消防職員の配置は 

（２） 職員不足による支障は 

（３） 消防職員の確保について 

 

２病児・病後児保育について 

（１） 受入体制の現状は 

（２） 課題は 

（３） 今後の取組は 



 

３教育旅行とスポーツ合宿の誘致活動は 

（１） 国内外の教育旅行の現状は 

（２） スポーツ合宿の現状は 

（３） 教育旅行・スポーツ合宿の誘致活動は 

 

４南の拠点整備事業について 

（１） 道の駅指定について 

（２） 具体的な道の駅の機能について 

（３） 国が整備するエリアについて 

（４） 国エリアの用地交渉の状況について 

 

 

平成 29年 第３回 定例会 

１ たるみずスポーツランドについて 

（１） オープン予定とオープニングイベントについて  

（２） 記念事業としての施設使用無料について  

（３） オープン後の施設の利用計画について  

（４） 将来を見据えた今後の展望について  

   

２ 税務行政について   

（１） 税の申告について  

（２） 未申告者について  

（３） 未申告者対策について  

（４） 徴収率向上の取組について  

 

３ 消費生活相談の現状と活動について   

（１） 本市の相談実態について  

（２） 高齢者における被害について  

（３） 防止対策・相談体制について  

   

４ 南の拠点整備事業について   

（１） 事業の進捗状況について  

（２） 工事等への影響について  

（３） ＰＦＩ審査会について  

（４） ＰＦＩ事業候補者決定の分析について  



 

 

平成 29年 第２回 定例会 

１ 教育行政について   

 （１） ふるさと垂水への思いについて  

 （２） 垂水市の教育現場の印象は  

 （３） 垂水市の教育についての展望は  

   

２ 観光行政について   

 （１） ＧＷの本市のイベント開催状況について  

 （２） 大隅半島のイベント開催状況について  

 （３） 大隅広域観光開発推進会議の今後の方向性について  

   

３ 災害復旧事業について   

 （１） 進捗状況について  

 （２） 設計変更等について  

 （３） 梅雨時期の災害対策について  

   

４ 新庁舎建設計画について   

 （１） 新庁舎建設の考えについて  

 （２） 市民館・地区公民館の活用について  

   

５ 南の拠点整備事業について   

 （１） 用地取得状況について  

 （２） 造成工事について  

 （３） 建物関係の工事着手の時期について  

 （４） 完成予定時期について  

 

 

平成 29年 第１回 定例会 

１ 子育てに立った児童広場のリニューアルについて  

 （１）児童広場の現状について 

 （２）遊具の整備・撤去について 

 （３）児童広場・公園整備における子育て対策の考えは 

   

２ 医療体制の充実について  



 （１）市民ニーズに対する連携について 

 （２）垂水中央病院の充実及び具体的な動きについて 

 （３）鹿児島大学との連携の考え・見通しは 

   

３ 教育旅行の取組について  

 （１）教育旅行に対する市の役割は 

 （２）平成 28年度の実績は 

 （３）新年度予算から・・・見込み・経済効果は 

   

４ 南の拠点整備事業について  

 （１）地方創生拠点整備交付金の事業目的・内容について 

 （２）地方創生拠点整備交付金の財源について 

 （３）鹿屋体育大学との連携について 

 （４）地元の浜辺の再生及び地区の活性化の要望について 

 

 

平成 28年 第４回 定例会 

１ 台風 16号災害に伴う防災に対する取組について 

（１） 市民に対する防災情報の提供について 

（２） 防災ラジオの情報発信方法について 

（３） 今回の教訓をどのように生かしていくか 

 

２ 災害復旧事業について 

（１） 災害状況について 

（２） 今後の災害復旧の計画について 

（３） 災害復旧工事に対する指名等の考えは 

（４） 農地災害の個人負担金に対する援助の考えは 

 

３ 南の拠点整備事業・拠点施設等の整備の考え方について 

（１） 地方創生拠点整備交付金の活用策について 

（２） 新たな道の駅の地域振興施設の整備手法について 

（３） 用地取得について 

 

４ 新年度予算について 

（１） 各課からの予算要求について 

（２） 各課からの新規事業の状況は 



（３） 査定の考え方は  

 

 

平成 28年 第３回 定例会 

１ 教育長の教育行政への取組について 

（１） １期目の教育行政の具体的な取組について 

（２） ２期目の思いと取組は 

 

２ 教育旅行に対する取組について 

（１） これまでの実績と今年度の実績（予定）は 

（２） 実績減の理由は 

（３） 誘客活動の展開は 

（４） 受入家庭の現状と今後の課題と対策は 

 

３ 消費生活相談の実態と対策について 

（１） 本市の実態は 

（２） 手口は 

（３） 今後の対策は 

 

４ 南の拠点整備事業の進捗状況について 

（１） 道の駅の認定の協議は 

（２） 土地所有者への説明等は 

（３） 用地の交渉等の考えは 

 

 

平成 28年 第２回 定例会 

１ 熊本地震について 

（１） 地震に対する県及び市の対応について 

（２） 被災者に対する支援策について 

（３） 新庁舎建設に対する考えは 

２ 南の拠点整備事業について 

（１） 現在の取組み状況について 

（２） 事業効果と展開について 

（３） 基本設計について 

（４） 住民説明会が実施されたが状況はどうであったか 

３ 「夢の実現 学びの教室」について 



（１） 「夢の実現 学びの教室」の参加者人数等について 

（２） 参加した生徒・保護者の反応について 

４ 中央運動公園陸上競技場の多目的グラウンドの改修について 

（１） 整備に伴う社会資本総合整備交付金の内示について 

（２） 工事に対する進め方と利用開始時期について 

（３） 工事の発注形態について 

 

 

平成 28年 第１回 定例会 

１ 新たな総合計画について 

（１） 総合計画と総合戦略の関係について 

（２） 総合計画の検証について 

（３） 策定方針について 

２ 学校教育の新たな取組「夢の実現、学びの教室」について 

（１） 事業への思いについて 

（２） 具体的内容について 

（３） 成果について 

３ 水道事業について 

（１） 水道事業・水道会計の現状について 

（２） 耐震診断業務の結果について 

（３） 大雪による漏水・断水について 

（４） 断水時の給水対策について 

４ 健康寿命を延ばす施策について 

（１） 後期高齢者医療の平成27年４月１日現在の被保険者数は 

（２） これまでの被保険者数の推移及び５年後の見込みについて 

（３） 健康寿命対策は 

 

 

平成 27年 第４回 定例会 

１ 国民文化祭について 

（１） 本市の取組の総括について 

（２） 「垂水おもてなし少女・少年隊」活動について 

（３） 教職員のボランティア活動の評価と今後の取組について 

２ 教育行政について 

（１） 学校教育への取組の評価について 

（２） 「あつまれわんぱく！夏の勉強会」の取組について 



（３） 「垂水高校への取組」について 

（４） 教育長の考えと今後について 

３ 南の拠点整備について 

（１） 整備構想の現在の進捗について 

（２） 概算事業費と財源について 

（３） ＰＦＩの市の取組は 

 

 

平成 27年 第３回 定例会 

１ マイナンバー制度について 

（１） 現在の進捗状況は 

（２） メリット・デメリットは 

（３） 住民票と住所の異なる人への対応は 

（４） 住民基本台帳カードの改善は 

２ 南の拠点整備について 

（１） どのような施設計画なのか 

（２） 管理運営等は 

（３） 取組方法は 

（４） 市長の考えは 

４ 子ども・子育て支援事業計画について 

（１） 子育て支援センターの利用状況は 

（２） 子育て世帯のニーズの把握は 

（３） 子育て支援の観点に立った児童広場リニューアルの計画は 

 

 

平成 27年 第２回 定例会 

１ 南の拠点について 

（１） 南の拠点に対する現時点での考え方は 

（２） 地方創生とどう関連付けていくのか。 

（３） 南の拠点について市長の考え方は 

２ 橋梁の長寿命化の取組について 

（１） 前年度５橋の補修を行い、今年度も補修予定橋数５橋となっているが、何年計画

となっているのか。また、次年度以降も補助金はあるのか。 

（２） 補修の必要のない橋数はあるのか。 

（３） 補修を行った 10橋以外ではどのような対策を行うのか。 

（４） 橋梁における耐震工事は、行わないのか。 



３ 広域行政について（観光・環境・安心安全） 

（１） それぞれにおける現状 

（２） それぞれにおける課題 

（３） それぞれにおける取組 

（４） 広域での発信や想いについて 

 

 

平成 27年 第１回 定例会 

１ 三役の市政に対する想いについて 

２ 防災ラジオの配布について 

３ 水道事業について 

４ 地方創生について 

 

 

平成 26年 第１回 定例会 

１ 三役の市政に対する取組について 

 （１）市長の１期３年間の総括について 

 （２）市長の新年度予算編成に対する想いについて 

 （３）副市長の市政に対する想いについて 

 （４）教育長の教育行政に対する想いについて 

２ 学力テストについて 

 （１）公表（社説・ひろば）から 

 （２）いじめ対策は 

 （３）ゆとり教育と競争のおける学校教育について 

３ 地域の元気臨時交付金について 

 （１）新年度予算編成における事業状況は 

 （２）基金との関連は 

 （３）今後、同様の交付金事業は 

４ 男女共同参画社会の実現について 

 （１）基本理念について 

 （２）市職員の男女の比率は 

 （３）男女共同参画社会のための行政の関わりについて 

 

 

平成 26年 第２回 定例会 

１ 職員採用について 



 （１）職員採用の応募状況は（３年間の状況等） 

 （２）職員採用時の重視項目は 

 （３）技術者職員の現状は、また、技術者職員の採用計画は 

２ 市税徴収について 

 （１）市税の徴収率の状況は（３年間の状況は） 

 （２）25年度の徴収率の取組について 

 （３）今後の取組は 

３ 養護老人施設等の待機者解消について 

（１）本市の待機者の状況及び要介護者の待機者は 

 （２）今後の養護老人施設等への希望者の予想は 

 （３）養護老人施設整備拡充に向けた将来の展望は 

 （４）消費税増税と社会保障の充実による待機者解消に向けた対策の見解は 

４ 旧南中学校利活用について 

（１）物産館から財宝への売却に至った経緯は 

 （２）住民への説明の考えは 

 （３）市長の判断と思いは 

 

 

平成 26年 第３回 定例会 

１ 教育の充実について 

 （１）情報モラル教育の取組 

    （携帯電話・スマートフォンの所有状況） 

 （２）携帯電話・スマートフォンによるいじめ等の情報は 

 （３）被害への取組・対処は 

 （４）ながらによる交通事故の対策について 

２ 一人暮らしの高齢者の安心・安全について 

 （１）本市の一人暮らしの高齢者の実態及び要援護者並びに災害時の要支援者の登録者 

    は 

 （２）登録されていない高齢者及び振興会未加入者の高齢者への対策は 

 （３）日常時の地域での声かけ・見守りの対策は 

３ 農業施策の充実について 

 （１）「人・農地プラン」の実態と課題は 

 （２）農地整備事業や放棄地対策の取組は 

 （３）有害鳥獣対策について 

 （４）国・県への要望等について 

４ 海水浴場の実態及び今後の展望について 



 （１）本年度のまさかり海水浴場の閉鎖における反応は 

 （２）来年度以降の海水浴場の開設・設置についての考えは 

 （３）来年度以降の開設場所の提案について 

 （４）本市の実態に対する今後の展望について 

 

 

平成 26年 第４回 定例会 

１ 市長の政治姿勢について 

 （１）１期４年間の主な実績は 

 （２）１期４年間のやり残したこと及び自己評価は 

 （３）最重要課題（南の拠点整備）について 

 （４）次期市政運営に向けての抱負について 

２ 水道事業について 

 （１）水道事業における現状の課題に対する取組は何か。 

 （２）おいしい水の供給のための対策は 

 （３）異常事態に対する管理体制及び市民への連絡体制は 

３ 公共事業について 

 （１）市道元垂水原田線の整備状況について 

 （２）市道元垂水原田線の現状について 

 （３）公共事業の早期発注の取組は 

 （４）企業評価等の審査について 

 

 

平成 25年 第 1回 定例会 

１ 公共事業について 

 （１）公共事業予算について 

  ア 平成 25年度公共事業予算の比較は 

  イ 市長調整枠での事業状況は 

 （２）国の補正予算に伴う本市の取組及び関係課の対象事業は。 

    併せて、影響及び効果は 

 （３）前倒し事業を含め、今後の展開は 

 （４）公共事業の確保について 

２ 垂水新港の緑地帯について 

 （１）所有者と管理者について 

 （２）利用者からの要望は 

 （３）共生労働の観点からの管理方法について 



 

 

平成 25年 第２回 定例会 

１ 防災対策について 

 （１）市の防災対策は 

 （２）学校等の防災対策は 

 （３）自主防災組織の現在の組織率は、また、自主防災組織の在り方及び役割は 

 （４）災害弱者対策は 

２ ふるさと納税について 

 （１）ふるさと納税をしたくなるような事業の使い道の考えは 

 （２）寄附金の控除はどの程度か 

 （３）納税、Ｕターン及び定住への思いの見解は 

 （４）５年経過し、現状及び今後の取組への見解は 

３ 有害鳥獣被害対策について 

 （１）新規事業の概要は 

 （２）平成 24年度の被害状況と捕獲数は 

 （３）有害鳥獣駆除員の高齢化対策は 

 （４）狩猟補助金の見直しについて 

４ 公共事業について 

 （１）地域の元気臨時交付金の今後の対応は 

 （２）最低制限価格の事後公表の考えについて 

 （３）舗装工事の指名の考え方は 

 （４）降灰除去事業の指名について 

 

 

平成 25年 第３回 定例会 

１ 公共事業（緊急経済対策交付金）について 

 （１）第１次・第２次分の結果は 

 （２）交付金を生かした取組は 

 （３）交付税と給与削減の影響額は 

 （４）交付税と給与削減の今後の見通しは 

２ 起業支援型雇用創造事業について 

 （１）趣旨と概要は 

 （２）企業への事業の募集及び広報は 

 （３）垂水市の対応、取組及び結果は 

 （４）雇用の確保について 



３ 職員の市外居住者の実態について 

 （１）市外居住者の現状は 

 （２）市外居住者の理由は（通勤手当・市民税の影響も含め） 

 （３）市職員の市内居住の意味と望ましいあり方は 

 （４）市内居住を促す指導は 

４ 生活保護制度について 

 （１）生活保護制度見直し（基準引下げ）の影響は 

 （２）相談・申請に対しての調査・結果の出し方は 

 （３）不正受給・就労支援のための体制は 

 （４）扶助費と現状の認識は 

 

 

平成 25年 第４回 定例会 

１ 乳幼児等医療費助成制度について 

 （１）乳幼児等医療費助成制度の県内の状況は 

 （２）本市の過去３年間の乳幼児等医療費の推移と全額無料にした場合の財政負担は 

 （３）乳幼児等医療費の自己負担分の無料化について 

２ 地域の元気臨時交付金について 

 （１）元気臨時交付金事業と発注状況は 

 （２）事業効果と費用対効果、評価は 

 （３）基金と来年度以降の状況は 

３ 橋梁対策について 

 （１）垂水市が所管する橋梁は 

 （２）老朽化した橋梁の耐震状況及び安全点検は 

 （３）国土強靭化対策への取組は 

４ 高峠のメガ・ソーラーについて 

 （１）現在の進捗状況は 

 （２）今後の計画は（なぜ遅れているのか。） 

 （３）これからの高峠開発の考えは 

５ 環境問題について 

 （１）大気汚染 PM2.5と健康被害は 

 （２）監視体制と市民への情報は 

 （３）健康被害発生時の周知は 

 （４）PM2.5の測定・公表は 

 

 



平成 24年 第２回 定例会 

・若者の失業率について 

（１）垂水の若者の失業率はどれくらいなのか。 

（２）若者の雇用、失業率について市長の見解は 

・公共事業、市道整備について 

（１）元垂水原田線の道路整備が今年度から元垂水側から整備されるようであるが、その

計画は 

（２）計画で上市木から野久妻までの区間の整備の計画は 

（３）雇用、防災上からも公共事業の単独予算措置の考えについて、市長の見解を 

・土砂処分場について 

（１）満杯の状態にあると聞きますが、現状でどれくらいの期間利用できるのか 

（２）利用できないとすれば、新たな計画はあるのか。ないのか。見解を。 

（３）あるとすれば、場所はどこなのか。ないとすれば、今後どうする計画か。 

 

 

平成 24年 第３回 定例会 

・災害発生情報収集等の対応について 

（１）各地の災害発生の現状からの垂水市の情報収集体制は 

（２）情報収集体制からの情報伝達は 

   防災無線は 

   家庭内の防災無線子機は 

（３）今後の災害発生に対する考えは 

・ドクターヘリの運航について 

（１）垂水市の出動要請・出動件数は 

   新城地区の事故の原因は・状況は 

（２）要請における患者別の状況は 

（３）鹿児島・垂水間の運行時間及び天候条件の運航等は 

・教育行政について 

（１）いじめについての考えは 

（２）垂水市の小・中学校のいじめの実態は 

（３）各学校からの報告・指導について 

 

 

平成 24年第４回 定例会 

・教育問題について（新教育長に問う。） 

（１）「教育」に関する教育長の基本認識について 



（２）垂水市における教育的課題について 

（３）教育的課題への対応策について 

（４）「垂水」に対する思いについて 

・公共事業について 

（１）公共事業の現状について 

（２）公共事業の今後の展望について 

    予算の確保の状況は 

・冬場における安心・安全対策について 

（１）交通事故・火災・インフルエンザ及びノロウイルス等の疾病、家畜伝染病（鳥イン

フルエンザ・口蹄疫）など垂水市における現状は 

（２）現状を踏まえての対策は 

 

 

平成 23年 第３回 定例会 

・人口増対策について 

（１）人口の推移について、10年間隔ぐらいで 

（２）人口減少の原因について 

（３）歴代の市長が取り組まれてきた人口減少化抑止対策は 

   また、その結果と継続年数は 

（４）定住促進条例設置の効果について 

（５）市職員の居住地の現状について 

・河川護岸の改修について 

（１）発電所下の新光寺付近の河川改修について 

 

 

平成 23年 第４回 定例会 

・公共施設の震災対策について 

（１）市役所庁舎の耐震対策について 

・浜平自治公民館のトイレ改修について 

（１）建設費用及び市からの補助金は 

 


