
【北方 貞明 議員 一般質問】 

 

 

令和２年 第４回 定例会 

１ 未収金について 

（１） 元市長の退職金及び給食費横領金の総額返納に対して、現在までの返納額と直近５

年間の返納額は 

 

２ 過疎法について 

（１） 11/11 の南日本新聞に新過疎法、自民党素案で十数市町村は除外・縮小と報道され

たが、本市はどのようになっているか 

 

３ 広報たるみず（市報） 

（１） 広報たるみず読者の思いの掲載記事の取扱いについて 

 

４ 新庁舎について 

（１） 住民投票の結果を受け、反対側の意見を聞くとの事であったが、意見交換はどのよ

うになっているか 

 

５ 乗合タクシーについて 

（１） 乗合タクシーは３社で４コースを運行している。２年で見直す事になっているが、

一度も見直しがないのはなぜか 

 

 

令和２年 第３回 定例会 

１ 飼い犬について 

（１） 犬の登録数について 

（２） 登録犬の狂犬病予防接種率は 

（３） 未登録犬の実態調査について 

 

２ 道の駅たるみずはまびら・森の駅について 

（１） 昨年の同時期との比較について 

（２） 森の駅のキャニオニングと道の駅たるみずはまびらのマリンスポーツについて 

（３） 送迎用のバス運行について 

（４） 道の駅たるみずはまびらの隣接地のホテル建設について 

 



３ 住民投票結果について 

（１） 賛成、反対の各運動で感じたこと 

（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関連について 

（１） 危機管理について、どのような行動をしてきたか 

（２） 財政調整基金を活用して、全市民に対して支援はできないか 

 

２ 新庁舎について 

（１） 新庁舎建設予定地が否決された場所での建設予算提出について 

（２） 特別多数議決（３分の２）の重みについて 

 

３ 乗合タクシーについて 

（１） ３月の運行業者との話合いについて 

 

 

令和２年 第１回 定例会 

１ 施政方針について 

（１） 市政運営の姿勢について 

ア 市民との対話重視 

イ 情報発信と説明責任 

ウ 連携・協力関係の最大限活用 

 

２ 道の駅たるみずはまびらのバス運行について 

（１） バス購入後の運行状況は 

 

３ 新庁舎について 

（１） 地震の津波の説明は受けたが台風時の波の検証はされたのか 

（２） 市民に財政状況をいつ発表するのか 

（３） 地方自治法第４条について 

 

４ 図書館の休館について 

（１） 図書整理休館の短縮はできないか 

 



 

令和元年 第４回 定例会 

１ たるみず乗合タクシーについて 

（１） 増便はできないのか 

 

２ 道の駅について 

（１） 道の駅たるみずはまびらがオープンしたが、１年間の来客数は。また、道の駅た

るみず、森の駅の 10月までの来客数は 

（２） 経済効果は 

（３） 道の駅たるみずはまびらの遊具について 

 

３ 土地開発基金について 

（１） 土地開発公社との違いと、今、なぜ土地開発基金を廃止するのか 

（２） 土地開発基金を廃止し、基金３億 7,037千円を一般財源に繰入れる使用目的は 

 

４ 新庁舎について 

（１） 交付税措置８億円の根拠は 

（２） 30年間の償還と聞くが、市の年間の返済額は 

（３） 仮に庁舎が新築された場合、新築後５年間の財政状況は 

 

５ 住民投票について 

（１） 市長は「住民投票は必要なし」と言われたが、署名の重みをどのように考えてい

るのか 

 

 

令和元年 第３回 定例会 

１ 林道について 

（１） 海潟麓線の平成３年度からのこれまでの総工事額は。また、直近５年間の工事額

は 

 

２ 公共施設について 

（１） 公共施設総合管理計画の概要について 

   ア 計画の目的 

   イ 公共施設の現状と将来の見通しについて 

（２） 教育委員会関係施設について（学校・公民館等） 

 



３ 新庁舎について 

（１） 予算案の提出時期は 

（２） 予算案と位置（住所）を定める条例案は、同議会に提案するのか 

 

 

令和元年 第２回 定例会 

１ 施政方針と予算について 

（１） 市道道路改良事業費（１億円）はどこなのか。垂水中央運動公園改修事業費は、

野球場は含まれていないのか 

 

２ 消防広域合併について 

（１） 休眠状態である合併は、本市の現状を考えると解散、離脱、どちらの方法を選択

されるのか 

 

３ 人間ドックについて 

（１） 国民健康保険での垂水中央病院での利用状況について 

 

４ 新庁舎問題について 

（１） 市民との対話を実施中であるが、市民団体の反対運動もあり、市民の理解は得ら

れていないと思うが 

 

 

平成 31年 第１回 定例会 

１ 市長選挙について 

（１） 市長選挙の総括について 

（２） 市長選挙の結果において、改めて新庁舎建設についての考えは 

 

２ 関西かごしまファンデーについて 

（１） 出店業者の選定方法について 

 

３ 未収金について 

（１） 元市長の退職金及び給食費横領に関する返納金の収納状況について 

 

 

平成 30年 第４回 定例会 

１ 垂水小学校の古井戸について 



（１） 小学校正面玄関に、古井戸が放置されているが、教育上どのような指導がなされ

てきたか 

 

２ 災害備蓄について 

（１） 幼児のアレルギー対策備蓄は、どのようになっているか 

 

３ 新庁舎について 

（１） 安全性について 

（２） 移転した場合、中心部の人の流れが変わると予想されるが、跡地対策を考えてい

るのか 

（３） 事業費は、現在想定 37億円だが変動をどれぐらい見込んでいるか 

 

４ 「道の駅たるみずはまびら」について 

（１） 最大の協力者である地権者がなぜオープン式典に参加されなかったのか 

 

 

平成 30年 第３回 定例会 

１ 災害用備蓄品について 

（１） 災害備蓄品の現状について  

（２） 賞味期限切れ間近の食料等について  

（３） 今後の備蓄計画について  

 

２ 時限立法について 

（１） 時限立法の現状について  

 

３ 新庁舎について 

（１） 新庁舎計画予定地の民間企業との契約内容は  

 

 

平成 30年 第２回 定例会 

１ 海岸の流木について 

（１） 市内の海岸には、まだ流木が残っているが今後の対策は 

 

２ 土地開発公社について 

（１） 共同店舗、訴訟問題について 

 



３ 公共施設について 

（１） 公共建造物の解体等や普通財産になった旧中学校等の今後の対策について、財政

課として認識している利用できない負の財産は 

 

４ 新庁舎建設について 

（１） パブリックコメント、住民説明会についての感想は 

（２） 新庁舎職員 250人の根拠の内訳は 

 

 

平成 30年 第１回 定例会 

１ 施政方針について 

（１） 市制 60周年記念事業、瀬戸口藤吉翁生誕 150周年について 

（２） 新庁舎について 

ア 執行部で３案が示されているが、執行部の考えは 

（３） 南の拠点について 

ア 一部を残して、秋オープンとなっているが、一部とは 

イ 正式名称は 

 

２ 水道事業について 

（１） 城山団地の水道管布設工事、年次毎の計画はどうなったのか 

 

 

平成 29年 第４回 定例会 

１ 市制６0周年記念事業について 

（１） 来年、平成３0年度は、市制６0周年記念事業でどの様な計画がなされているか 

 

２ 職員の働き方改革について 

（１） 働き方改革で垂水市では、どの様な取組をしているか 

（２） 職員の健康管理について 

 

３ 南の拠点整備について 

（１） 南の拠点整備事業での土地交渉について 

 

 

平成 29年 第３回 定例会 

１ 顕彰モニュメント建立について   



（１） モニュメント予算内容と今後の計画について  

   

２ 市民館情報提供コーナーについて   

（１） 移転は考えていないのか  

   

３ 南の拠点について   

（１） 計画用地の土地の面積取得率は。地権の取得者は、何人中何人か。地権者との交

渉の遅れの原因は。売買契約が終了している地権者に対して支払が遅れていると聞

いているが、支払手続はどうなっているのか  

 

 

平成 29年 第２回 定例会 

１ 南の拠点について   

（１） 土地開発基金と垂水市について（垂水絹糸跡の売買における売価等の一連の流れ

について）  

（２） 土地買収と収用者における移転について（時期等の通知は行っているのか）  

（３） 建設購入費用は最終的にいくらかかるのか  

   

２ 土地開発公社について   

（１） 南の拠点における土地開発公社における収用後の流れはどうなっているのか  

（２） 潮彩町における垂水共同店舗との解決はどうなっているのか  

   

３ ふるさと納税について   

（１） 事業活用について（弱者に対する事業は考えられないのか）  

 

 

平成 29年 第１回 定例会 

１ 市長の政治姿勢について  

（１）市政運営の姿勢について 

２ 弱者対策について  

（１）買物弱者についての本市の取組状況は 

３ 垂水絹糸跡地について  

（１）活用について 

４ 南の拠点について  

（１）ＰＦＩ施設に垂水市は、総額７億 4,494 万１千円、うちＳＰＣ（企業合同体） に

15年間で５億 977万６千円支払うが、市のメリットはあるのか 



５ 瀬戸口藤吉翁生誕 150年について 

（１）来年、生誕 150年を迎えるが、本年度の計画は 

 

 

平成 28年 第４回 定例会 

１ 森林（治山）の保全について 

（１） 森林保全の現状について 

（２） 台風 16号災害による森林災害について 

（３） 森林環境の改善について 

 

２ 南の拠点づくりについて 

（１） 土地取得について 

 

３ 水産業を守る排水処理対策について 

（１） 公共用水域の水質浄化について 

（２） 浄化槽市町村整備推進事業とは  

 

 

平成 28年 第３回 定例会 

１ 観光事業について 

（１） イベントの開催状況と来場者の状況について 

（２） 各イベントに対する市の補助金等の支援状況について 

 

２ 安全、安心対策について 

（１） 農地から宅地への土砂流出対策について 

 

３ 土地開発公社について 

（１） その後の経緯について（６月議会以降） 

 

４ 南の拠点整備の土地購入について 

（１） 道の駅の部分は国土交通省が購入するが、他の部分は、どこが購入するのか 

（２） 当初の計画では、土地開発基金所有土地（垂水絹糸跡）は、計画されていなかっ

たが、購入目的は 

 

 

平成 28年 第２回 定例会 



１ 土地開発公社について 

（１） 共同店舗の土地明渡しと３店舗との賃貸はどのようになっているか 

 

２ 環境対策について 

（１） 浄化槽の普及率は 

（２） 今年の地元業者に発注５万円上乗せの効果は出ているか 

 

３ 安心安全について 

（１） 災害時の生活用水について 

 

４ 観光事業について 

（１） 猿ケ城を基点とした、高隈連山への登山整備について 

 

５ 瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクールについて 

（１） 瀬戸コンの成果をどう考えているか。又、垂水市のイメージアップにどう貢献

したか。有料入場者は 

 

 

平成 28年 第１回 定例会 

１ 施政方針と予算について 

（１） 南の拠点の本年度の事業計画について 

（２） ふるさと納税の活用について 

（３） コスモス苑と中央病院の収入増と経費削減について 

 

２ 防災対策について 

（１） 災害時の中央病院等への水の供給は十分なのか、また、生活水については 

 

３ 土地開発公社について 

（１） 土地開発公社の解散は、平成27年度であったが 

 

 

平成 27年 第４回 定例会 

１ 財政について 

（１） 財政調整基金について 

（２） 一般会計からの繰入金について 

２ 垂水校区の公民館について 



（１） 昭和 52年から垂水中央公民館の一室の間借り状態の解消について 

３ 地域包括ケアセンターについて 

（１） 当初の理念、目的どおり進んでいるのか 

 

 

平成 27年 第３回 定例会 

１ 安心・安全について 

（１） 旧鉄道大隅線の小浜・牛根麓間のトンネルを避難道路として利活用できないか 

（２） 災害時の生活用水として、井戸の災害時協力家庭制度が発足したが、校区単位

の公民館、小学校に生活用水の供給施設はできないか。 

２ 2020年のスポーツの祭典について 

（１） 国民体育大会における地元開催のフェンシング並びに公開競技の綱引の取組に

ついて 

（２） 東京オリンピック・パラリンピック開催に係る聖火リレーについて 

 

 

平成 27年 第２回 定例会 

市政方針と予算について 

１ 安心、安全について 

（１） 国道 220 号線の冠水対策と錦江湾横断道路、臨港道路、大隅横断道路構想につい

て 

２ 人口減対策について 

（１） 人口増を図る目的で促進事業補助金を計上したとのことであるが、人口増はでき

るのか。 

（２） 人口減抑制対策として、地域おこし協力隊の活用は 

３ 垂水高校振興対策事業について 

（１） 東進ハイスクール講座導入の経緯について 

 

 

平成 27年 第１回 定例会 

１ 人口減少対策について 

 （１）若い年齢層（20歳～40歳代の女性）の将来予想人口は 

２ ふるさと納税について 

 （１）垂水市出身以外の納税者は、何人ほどか。 

３ 国保について 

 



 

平成 26年 第１回 定例会 

１ 施政方針について 

  ４つの挑戦 

 （１）安心、安全な垂水まちづくり 

 （２）６次産業化と観光振興 

 （３）子育て支援、高齢者対策 

 （４）人口減少対策 

 

 

平成 26年 第２回 定例会 

１ 地籍調査について 

 （１）調査等の民間委託の考えは 

２ 廃校跡地について 

 （１）利活用の方針 

３ 管理職の学校運営について 

 

 

平成 26年 第３回 定例会 

１ 福祉行政について 

 （１）福祉大会は、例年に比べて、参加者はどうだったのか。 

    また、送迎バス等の問題は、なかったのか。 

 （２）福祉バスに車イス、踏み台は、設置できないのか 

２ 安心、安全対策について 

 （１）スクールゾーンのカラー塗装の実施状況は 

 （２）ゴミステーションの増設は、できないのか 

 （３）災害時の井戸水提供協力家庭の認定の検討は、どうなったのか。 

 （４）買物弱者に対する検討は、どうなったのか 

３ 土地開発公社について 

 （１）土地開発公社の果たす役割が薄れ、解散する自治体があるが、本市の考えは 

 

 

平成 26年 第４回 定例会 

１ 安心、安全について 

 （１）防災ラジオについて 

２ 観光と６次産業化について 



 （１）トップセールスの自己評価 

 （２）サイクリングステーションでの自転車貸出しは 

３ 福祉行政について 

 （１）生活保護者への自立指導は 

 （２）愛の一円塔の現状は 

 

 

平成 25年 第 1回 定例会 

１ 施政方針について 

  ３つの重点施策 

 （１）安心安全な垂水のまちづくり 

 （２）６次産業化及び観光振興 

 （３）子育て支援及び高齢者対策 

２ 安心安全について 

 （１）通学路、市道の危険箇所の対策 

 （２）城山団地の水道老朽管及び漏水対策 

 （３）買い物弱者について 

３ 観光、水産業について 

 （１）高峠公園の観光地としての考え方 

 （２）垂水港サイクルステーションの現状と今後について 

 （３）トップセールスの海外販路の責任は、どこまでか。 

４ 市長等の給与カットについて 

 （１）公約での給与カットは、何％か 

 

 

平成 25年 第２回 定例会 

１ 旧し尿処理場跡地について 

 （１）利用計画は 

２ 新港漁船だまりについて 

 （１）整備について要望したいが、進捗状況について 

３ 災害時の生活用水について 

 （１）井戸水の活用について 

 

 

平成 25年 第３回 定例会 

１ 安全対策と道路改良事業について 



 （１）道路改良に伴い、田畑への乗入れ口はできないか 

２ 観光と教育旅行について 

 （１）森の駅たるみずから高隈山への登山道について 

 （２）民泊家庭への支払について 

 （３）教育旅行の中学生と垂水中央中学校との交流について 

３ 教育委員会委員の選任について 

 （１）前任者の意思確認と新任の抱負について 

 

 

平成 25年 第４回 定例会 

１ 安心安全のまちづくりについて 

 （１）防災ラジオの配布について 

 （２）災害時の生活用水と井戸水活用について 

２ 観光について 

 （１）しおかぜ街道柊原から浜平間について 

 （２）サイクリングステーションの自転車貸出しについて 

 （３）教育旅行の民泊の基金について 

 （４）森の駅のガス給湯器について 

 （５）南中跡地の利活用について 

３ 社会教育関係について 

 （１）図書館の全祝日開館について 

 （２）地区公民館について 

４ 財政調整基金について 

 （１）財政調整基金は、平成 26年度目標額 7億円、平成 24年度で 13億円に達している 

が、今後の見通しと目標額は 

 

 

平成 24年 第１回 定例会 

・施政方針及び予算について 

（１）行財政改革について、施政方針で一言も触れられていないが、なぜか。 

（２）安心・安全なまちづくり 

   危機管理体制の整備、強化とは 

（３）第一次産業の六次産業化と観光振興、漁業体験型教育旅行の推進 

（４）人口減対策 

   市長公約の人口３万人に対して、今までの取組と今後の取組は 

・集落水道について 



（１）安全な飲用水が、確保されているのか。 

 

 

平成 24年 第２回 定例会 

・安心安全について 

（１）平成 23年度当初の通学路の危険箇所数は 

（２）年度末までに何箇所改善されたのか。 

（３）平成 24年度の取組、計画は 

・観光事業について 

（１）修学旅行生の誘致拡大施策は 

（２）漁業体験の安全施策である漁船保険の県の補助制度は、その後どうなったか。 

 

 

平成 24年 第３回 定例会 

・中央病院の経営について 

（１）消費税が 10％になったとき、病院経営はどうなるか。例えば、平成 23年度で計算し

た場合、収支はどうか。 

・防災について 

（１）災害時の水の確保について、井戸水活用、各校区に井戸ボーリングは 

（２）自主防災組織に補助金又は土のう袋や砂の提供は 

（３）建設業組合との災害協定において、重機台数とオペレーターの人数は確保されてい

るか。 

・教育委員会委員について 

（１）議案を上げた理由と下げた理由 

 

 

平成 24年 第４回 定例会 

・市長公約について 

（１）自己評価と今後の取組 

・観光事業について 

（１）体験型教育旅行の今後の推進について 

   ア 民泊受入れ家庭の拡大について 

   イ 現在の問題点と今後の対策 

   ウ しおかぜ街道（宮脇～浜平）について 

・教育関係について 

（１）現在、図書館の祝日開館５日間の効果は、また、全祝日開館は考えていないのか。 



（２）郷土芸能について 

 

 

平成 23年 第１回 定例会 

・尾脇市長の公約について 

（１）自主防災体制の安心、安全更なる実現を目指すとは、どのようなことか 

（２）地元の農水産物を加工し、アジアを中心に国際的な販路拡大とは 

（３）小中学校と垂水高校と連携した新しい教育システムの構築とは 

（４）桜島道路（架橋・トンネル）と人口３万人は、何年後を目指してのことか 

（５）市長の給与カットは、４年間か 

・観光事業について 

（１）誘致支援補助金の創設について 

（２）錦江湾しおかぜ街道事業について 

・大隅の玄関口垂水港にサイクルステーションを 

・図書館の祝日開館について 

（１）他の市町村の状況より、まず、垂水市独自で開館は 

 

 

平成 23年 第２回 定例会 

・市長公約の５点について 

・道の駅温泉助成事業について 

・魚食普及推進、漁業体験事業について 

・民泊推進事業補助金について 

 

 

平成 23年 第３回 定例会 

・市長の政治倫理について 

（１）市体育館使用料をめぐる全額免除、提示について 

・観光事業について 

（１）県が行っている「魅力ある観光地づくり事業」の中で、本年度のしおかぜ街道の整 

   備区間は、どこか。また、新城宮脇から柊原方面への整備についてどのように考え 

   ているか。 

（２）修学旅行の受入れについて 

    本年度約 3,000人受入れ、経済効果 

（３）食材の民泊セットは 

・環境問題について 



（１）下水道汚水処理施設について 

（２）市の普及率は 

 

 

 

平成 23年 第４回 定例会 

・財政調整基金について 

（１）財政調整基金はどこまで積み立てるのか。第２次財政改革プログラム（平成 22年度 

   ～平成 26年度）で目標額（７億円）を既に達成しているが。 

・未収金滞納について 

（１）平成 22年に滞納対策会議を復活するとの答弁があったが、何回会議を開き、その対 

   策と効果は 

・危機管理監について 

（１）危機管理監のこれまでの評価と今後について 

（２）当初予算の報酬年間 300万円に不足が発生した理由は 

 

平成 22年 第１回 定例会 

・桜島降灰対策について 

・浜平のスタンドについて 

・食肉センターの衛生管理について 

・垂水しおかぜ街道構想について 

・老人憩いの家について 

 

平成 22年 第２回 定例会 

・安心・安全について 

 

平成 22年 第３回 定例会 

・市の未収金の総額について 

 

平成 22年 第４回 定例会 

・水迫市長二期八年間 

・農水産関係について 

・教育関係について 

・財政関係について 

・生活環境関係について 

 



平成 21年第 1回定例会 

・ 施政方針について 安全・安心について 

平成 21年第 2回定例会 

・ 環境整備について 

・ 陸上競技場の整備について 

平成 21第 4回定例会 

・ 市政全般について 

 

平成 20年第１回定例会 

・ 施政方針について 3つの視点 

・ 19年度の各課マニフェストについて 

・ 振興会活動について 

・ 桜島降灰対策について 

平成 20年第 3回定例会 

・ 道の駅温泉トラブルについて 

・ ゴミ分別について 

・ 身代湾整備について 

 

平成 19年 第２回 定例会 

・施政方針について 

・事故繰越しについて 

平成 19年 第３回 定例会 

・安心安全について 

・滞納問題 

・医療保険について 

平成 19年 第４回 定例会 

・安心、安全まちづくりについて 

 

平成 18年第 1回定例会 

・ 「持続可能な垂水」とは 

・ 臨港道路について 

・ 朝市と商店街について 

・ 環境問題について 

・ 防災について 

平成 18年第 3回定例会 

・ 安全と安心について 



平成 18年第 4回定例会 

・ 合併について 

・ 臨港道路建設について 

 

平成 17年第 1回定例会 

・ 施政方針について 

・ 平成 16年度質問した項目について 

平成 17年第３回定例会 

・ 企業進出の住民説明会について 

・ 漁協救済対策について 

平成 17年第 4回定例会 

・ 災害について 

・ 城山の造成地について 

 

平成 16年第 1回定例会 

・ 施政方針と予算案を聞いて 

・ 城山団地に係わる事について 

・ 図書館利用について 

平成 16年第２回定例会 

・ 合併離脱について 

・ 旧フェリーターミナル施設借用について 

平成 16年第 3回定例会 

・ 行財政改革について 

・ 城山団地の造成地について 

・ ショッピングセンター用地について 

平成 16年第 4回定例会 

・ 海の防災対策として 

 

平成 15年第 1回定例会 

・ １５年度予算について 

・ 市長の公約について 

・ 臨海（港）道路と旧垂水港について 

平成 15年第 3回定例会 

・ 土地開発公社、財産処分について 

・ 朝市について 

・ 臨港道路について 



平成 15年第 4回定例会 

・ 水産業について 

・ 潮彩町の商業用地について 

 

平成 14年第２回定例会 

・ 行政の末端を担う振興会の班長さんに共済を 

・ 公園駐車場等の放置車両等は 

 

平成 13年第 1回定例会 

・ 潮彩町の土地について 

平成 13年第 4回定例会 

・ 旧フェリーターミナルについて 

 

平成 12年第２回定例会 

・ 潮彩町の土地交換について 

・ 潮彩町ショッピングセンター建設について 

平成 12年第 3回定例会 

税収（市税）増についての施策は 

・ 企業誘致 

・ 地場産業 

 

平成 11年第３回定例会 

港湾について 

・ 台風時の港について 

・ 新港（浜平）の小型船船溜まりについて 

水産行政について 

・ 漁船漁業の藻場造成について 

・ 元垂水沖養殖筏増枠について 

学校給食について 

・ 給食センター建設について 

・ 民間委託を考えているのか 

平成 11年第４回定例会 

・ 職員減と民間委託について 

・ 区画整理について 

・ 垂水、牛根給食費問題について 


