
【篠原 則 議員 一般質問】 

 

平成 31年 第１回 定例会 

１ 中学校の現状について 

（１） 不登校について 

（２） いじめ問題について 

（３） 教師について 

 

２ 垂水高校のエアコン設置について 

（１） 普通教室におけるエアコンの設置状況について 

 

３ 中央商店街について 

（１） 外灯設置について 

 

 

平成 30年 第４回 定例会 

１  小学校の環境整備について 

（１） 柊原小学校の更衣室について 

 

２  農政について 

（１） 堆肥センターについて 

（２） 災害復旧について 

（３） 林業について 

 

３  福祉行政について 

（１） 高齢者を介護している家族への福祉等の充実について 

 

４  消防行政について 

（１） 消防庁舎建設について 

（２） 消防広域化について 

（３） 各分団の消防車乗務について 

 

 

平成 30年 第３回 定例会 

１ 農政について 

（１） 財産の誤った表示登記について  



（２） 農地中間管理事業について  

 

２ きれいなまちづくりについて 

（１） 市の取組、職員の取組について  

（２） 市道、県道、県管理の施設について  

 

３ 小学校の環境整備について 

（１） 敷地内の樹木の管理について  

（２） 更衣室の状況について  

  

４ 職員の健康管理について 

（１） 現状について  

 

 

平成 30年 第２回 定例会 

１ 農政について 

（１） 財産の誤った表示登記について 

（２） 農地中間管理事業について 

（３） 職員（課長）の人事について 

 

２ 土木行政について 

（１） 建設業者の育成について 

（２） きれいな街づくりについて 

 

 

平成 29年 第４回 定例会 

１ 漁礁設置について 

（１） 柊原沖への漁礁の設置について 

 

２ 垂水南中学校の閉校記念碑について 

（１） 校門前に裏を向いて建っているが、国道から見えるように設置できないか 

 

３ 柊原小学校前の海岸整備について 

（１） 柊原小学校前の海岸は、浜は広いが草や木が生い茂り藪になっている。行政連絡

会でも要望があるが、整備できないか 

 



４ 土捨て場の今後の整備について 

（１） 以前の一般質問における答弁で、「山に帰す」との答弁だったが、帰すなら帰すな

りに今後の計画を作成すべきではないか 

 

５ 交流施設・交流事業の検証について 

（１） これまで交流人口増につながる交流施設（道の駅、森の駅、運動公園等） の建

設や交流事業を展開されてきたが、どのように検証をおこなっているか 

 

 

平成 29年 第２回 定例会 

１ 垂水市の農業の活性化について 

（１） 企業の農業参入の現状と取組について 

（２） 若手就農者などに対する支援策等について  

   

２ 南の拠点整備事業について 

（１） 市内・各種団体の理解度（同意率）について 

 

 

平成 29年 第１回 定例会 

１ 市政について  

（１）南の拠点事業について 

（２）土地交換について 

（３）交流人口について 

（４）清掃センターについて 

（５）農業、水産業の６次産業化について 

（６）安心、安全について 

 

 

平成 28年 第３回 定例会 

１ 議会答弁について 

（１） 議会答弁の重みをどのように考えているか 

２ 市職員について 

（１） 市報９月号 29ページ掲載の「服務について」守られているか 

３ 市庁舎建設について 

（１） ６月議会以降の進捗状況について 

（２） 今後のスケジュール等について 



（３） 市民への情報提供について 

４ 地区公民館について 

（１） 外壁改修だけでなく、安心安全面から言えば、耐震をすべきではないか 

５ 土捨場について 

（１） 上野台地の土捨場について 

 これまでの答弁では、山だったから山にしてかえすとの答弁だが、もっといい発想に

出来ないか 

６ ガードレール設置について 

（１） 柊原小学校裏の市道に危険箇所があるので、ガードレールを設置できないか 

 

 

平成 28年 第１回 定例会 

１ 本庁舎建設について 

２ 中央運動公園の整備について 

３ 有害鳥獣対策について 

 

 

平成 27年 第４回 定例会 

１ 鹿児島県果樹試験場移転について 

２ 公用車納入について 

３ 高齢者支援について 

 

 

平成 27年 第２回 定例会 

１ 土木行政について 

（１） 降灰除去について 

（２） 市道整備（インフラ整備）について 

 

 

平成 26年 第３回 定例会 

１ 信号機の設置について 

２ シルバー人材センターについて 

３ 土木行政について 

 

 

平成 26年 第２回 定例会 



１ 市政運営について 

（１）旧垂水南中跡について 

 （２）旧国鉄柊原駅跡に潰ついて 

 （３）猿ヶ城冷泉について 

 （４）税務行政について 

 

 

平成 26年 第１回 定例会 

１ 市長、市議会議員選挙について 

２ 安心、安全について 

 （１）消防団の現状について 

３ 観光行政について 

 

 

平成 25年 第 1回 定例会 

１ 人口３万人への取組について 

 

 

平成 25年 第３回 定例会 

１ 防災営農対策事業、ビニール張替え補助について 

２ やる気のある就農者や若い農業者の研修について 

３ 運動公園の整備について（スポーツ合宿誘致） 

 

 

平成 24年 第３回 定例会 

・農業委員会事務局長の専任について 

・土木行政について 

（１）集落道の整備（新生）について 

（２）土捨場について 

（３）ロードスイーパー（路上清掃車）について 

 

 

平成 23年 第３回 定例会 

・元気な垂水づくりについての取組は 

 

平成 22年 第２回 定例会 



・土木行政について 

・防災無線について 

 

平成 21年第 1回定例会 

・ 農業振興について 

・ 商工観光行政について 

・ 教育行政について 

平成 21年第 4回定例会 

・ 毎月 20日の交通安全立哨について 

・ 中央運動公園の整備について 

 

平成 20年第２回定例会 

・ 土木事業について 

・ 農政について 

・ 消防広域化について 

・ 自立について 

 

平成 19年 第３回 定例会 

・ゴミ問題について 

・交通安全対策について 

 

平成 17年第 1回定例会 

・ 国民年金保養センターたるみずについて 

・ 潮彩町集会所（自治公民館）について 

・ フェリー駐車場舗装について 

・ 新港の貨物埠頭について 

・ 耕地課と土地改良区について 

・ 台風災害復旧について 

 

平成 15年第 4回定例会 

・ 行財政改革について 

 

平成 14年第 1回定例会 

・ 誘致企業について 

・ 教育委員会の移転について 

・ 消防団員の報酬アップについて 



・ 農道、市道について 

 

平成 12年第 1回定例会 

・ 土木行政について 

・ 道の駅について 

・ 中山間地域総合整備事業について 

平成 12年第 3回定例会 

市民が主役の開かれた市政について 

・ 防災 

  災害に対するマニュアルはどうなっているか 

・ 災害 

台風や地震等の自然災害に対する出動の体制づくりはどうなっているか 

地震観測所がないが設置すべきではないか 

・ 消防 

防災拠点として使用できる建物か 

今回移転が考えられる建物は建築後２０年以上経過し、耐震性に乏しいのではないか 

・ フェリー駐車場 

新垂水港の駐車場でロープのはってある所はどうにかならないか 

平成 12年第 4回定例会 

・ 消防行政について 

 


