
【平成28年 第１回 定例会一般質問】 

川越 信男 議員 

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 

 

  



堀内 貴志 議員 

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。 

 

村山 芳秀 議員 

１ 施政方針及び一般会計予算案から 

（１） 地域包括ケアシステムの推進と人材育成 

（２） 農業における６次産業化について 

（３） 防災ラジオの活用と行政支援について 

（４） ふるさと応援基金の使いみちについて 

 

  



川畑 三郎 議員 

１ 農林業について 

（１） 新規就農支援事業の内容は 

（２） ＴＰＰ交渉が大筋合意したが、垂水市における影響は 

（３） 寒波により農作物に被害があったが、援助、対策は 

２ 水産業について 

（１） 水産振興支援事業の内容は 

（２） ＴＰＰ交渉合意における水産業の影響は 

（３） ブリの人工種苗生産のため施設整備が計画されているが、その内

容は 

３ 商工費について 

（１） 商工会イベント運営補助金の内容は 

４ 土木費について 

（１） 垂水中央運動公園の改修事業について 

 

北方 貞明 議員 

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 

 

  



池山 節夫 議員 

平成28年度 施政方針と予算案について 

１ 地域包括ケアシステムの推進について 

（１） 医療・介護・福祉の雇用確保と所得向上について 

（２） 地域包括ケアシステムの拠点整備と人材育成について 

（３） 地域包括ケアシステムと「まちづくり」について 

２ 商工会主催の新イベントについて 

（１） 同窓会支援について 

（２） 「第二市民」事業について 

３ 空き家解体撤去助成事業について 

４ 中之平団地の建替えについて 

５ 不妊治療助成事業について 

６ ＩＣＴ関連事業について 

 

 

森 正勝 議員 

１ １月26日の断水について 

（１） 急激な気温変化による断水の原因と対策について、説明を 

２ 施政方針中の土木行政について 

（１） 空き家解体事業について、予算とどのような事業か説明を 

３ 牛根地区の病院問題について 

（１） 昨年１月に牛根中央クリニックが閉院となり、現在たじつ牛根医

院が金曜日、土曜日に開院されている。 

現況と今後の対策について見解を 

 

  



堀添 國尚 議員 

１ 桜島等活火山の災害対策について 

（１） 桜島の場合、予知は100％近くできると聞いているが、どうなの

か 

（２） 避難後の灰・れき等は相当量のものと思うが、復旧の段取り、目

安は 

（３） 福山沖のたぎりの海底火山の予知研究の実態は。津波の高さ、到

達時間、企業・学校等の対策は 

２ 中学校統合後の中央中の経済効果と牛根地区３小学校の学校ごとの

予算額はどれぐらい必要としているか 

３ スポーツイベントの開催について 

（１） 以前は駅伝大会、ジョギング大会等、年に数回実施していたが、

今はゼロになっている。健康づくりや交流人口の増加のひとつの手

段として再開に取り組めないか 

４ 市の主な市道、農道（旧鉄道跡地）、林道の整備計画について 

（１） 松尾、高野、岳野、桜島口～麓間の市道、市木野久妻高峠線等に

ついて 

 

感王寺 耕造 議員 

１ 林業施策について 

（１） 大隅森林組合垂水支所の現状で事業実施できるのか 

（２） 地域の雇用の位置づけは 

（３） ノコクズの不足の解消について 

（４） 今後の対応は 

２ 空き家対策について 

（１） 立ち入り調査から「特定空き家」の指定、修繕、撤去の勧告、命

令等、取扱要綱を制定する時期では 

（２） 固定資産税の免除の解除によって、「特定空き家」の排除も期待

できると思うが、考えは 

３ 公共施設の改修について 

（１） 公共施設等総合管理計画の制定前にも必要な補修については、前

倒しで事業実施すべきでは 

 



持留 良一 議員 

平成28年度 施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑 

１ 政治姿勢～「市民の幸福を」を実現し、「安心して住んで良かった

まちづくり」を保証する予算案か 

（１） 予算の評価と自治体の役割について 

ア  「貧困の格差」の広がりと医療・介護・年金の今後の計画と市

民生活への影響をどのように認識しているか。 

イ  このような中、予算案はどうあるべきか 

（２） 地方交付税のあり方について（算定基準を設け削減の仕組みの導

入「トップランナー方式」や「行革の努力」の反映） 

ア  地方交付税の目的・趣旨に反し、地方自治に介入し「行革」を

押し付け、公共サービスの低下を招くものであり、導入の中止を

求めるべきではないか 

２ 市長公約を具体化できるのか 

（１） 「経済への挑戦」 

ア  ＴＰＰ（農業問題中心に）は、やはり農業に大きな打撃を与え

るのではないか。農業と地域経済の再建を目指すためにもＴＰＰ

は撤回を主張すべきではないか 

イ  観光振興と交流人口対策は、問題ないか 

(ｱ)  視点として「発地型観光」から「着地型観光」へ 

(ｲ)  ワーキングホリデー制度の検討の必要性は 

（２） 「安心への挑戦」 

ア  地域包括ケア高齢者・住民本位の地域包括ケアは、医療・介護・

社会保障の充実（現在は、負担増とサービスからの排除）があっ

てこそ実現するものではないのか 

（３） 「未来への挑戦」子どもを育てやすい環境をつくり、子育て世代

を応援 

ア  ひとり親家庭支援対策は問題ないか 

(ｱ)  子ども一人親世帯数は 

(ｲ)  「ひとり親家庭」の子どもの貧困率は 

イ  貧困対策法は健やかに育成される環境整備と教育の機会均等

を図ることを目的に明記。経済的支援と教育支援は問題ないか。

取組についての考えは 

特別会計 

１ 介護保険事業 



（１） 「経済への挑戦」 

ア  補足給付の対象外者は 

イ  利用料自己負担額の１割から２割へ引き上げられた数は 

ウ  対策の必要性はないか 

一般質問 

１ 男女共同参画基本計画／子ども子育て支援事業計画 

（１） 子育てと仕事が両立できる環境づくり 

ア  女性が働きやすい職場環境づくり促進の具体化は 

(ｱ)  担当課の取組と課題及び対策 

２ 学童保育指導員の処遇改善について 

（１） 「子ども・子育て支援法」の附則で、指導員の処遇の改善等につ

いても検討を行い、必要な措置を講ずることが示されているが、検

討したのか。検討の内容は 

３ 道の駅の労働条件について 

（１） 適正労賃の支払い公共サービスの充実・官製ワーキングプア保護 

ア  賃金のカットはあったのか。理由は。他の部署（テナント等）

の状況は 

イ 「適正な労賃」を示す必要があるのではないか 

（帯広市－「指定管理業務実施上の留意事項」・公契約条例の必

要性） 

４ 中学校の通学上の安全対策と支援対策について 

（１） 運用上での柔軟な対応の必要性 

ア  スクールバス使用規則で他市町村との違いは 

イ  柔軟な対応の必要性について 

ウ  自転車通学への補助の考えは 

５ 市営住宅の保証人免除について 

（１） 免除規定を定める必要があるのではないか 

エ  1996年建設省（当時）「公営住宅管理標準条例」（案）「通

達」には保証人が免除される場合を示している。本市も必要と考

えるが、どうか（鹿児島市では既に実施している） 

 

  



梅木 勇 議員 

１ 市道の整備について（元垂水原田線の道路改良について） 

（１） これまでの整備状況は 

（２） 今後の計画は 

（３） 道路中にある施設について 

（４） 上市木橋について 

２ 地域づくり・人づくりについて 

（１） 地域づくりについて、これまでどのように進めてきたのか 

（２） 地域を支える人材の育成について、具体的な取組は 

３ 防災・自主避難について 

（１） 地域との協議はどのようになされたのか 

 

篠原 靜則 議員 

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 

 


