
日にち 質問順 議 員 氏 名 質　　問　　内　　容

1．弾道ミサイル問題に関連する児童への配慮につい
て
（１）学校での避難訓練に於けるミサイル着弾等を
想定した訓練は，いかに考えているか
（２）安心感を与える為の防災用品等の配布につい
て
（３）移動型シェルターの配備は

２．土砂等埋立に関する規制の状況と現場の現状。
土砂持込みの保証金制度の導入について
（１）条例の改正・制定の進捗状況について
（２）条例改正の今後の予定は

３．空家対策等について
（１）「小美玉市　空家等対策計画」の調査は，ど
のようにして行われ，その結果をどう活用していく
予定であるか
（２）増え続ける空家を，上手く活用する為の担当
部署は，どのようになっているか
（３）空家等解消の為，各種団体との協調・連携等
を，どのように考えているか

1．霊園事業について
（１）市営霊園の現状について
（２）合葬式墓地について

２．福祉行政について
（１）軽度者介護市町村事業について
①どのように運営し、その状況は
②サービス事業者の担い手は、事業者の確保は
（２）第７期介護保険計画・高齢者福祉計画（平成
30年度～32年度）について
①重点施策について

３．国民健康保険について
（１）本市の国保財政について
①財政状況について
（２）制度改革の概要について（平成30年度～）
①運営のあり方
②都道府県・市町村の役割
③保険料の算出

　　一 般 質 問 通 告 一 覧 表（平成29年第4回小美玉市議会定例会）

６日 1 木村喜一

６日 2 長島幸男



日にち 質問順 議 員 氏 名 質　　問　　内　　容

１．茨城国体・全国障害者スポーツ大会に向けた取
り組みについて
（１）今後のスポーツ振興について
①少年少女サッカー会場選定を踏まえて
（２）大会に向けた青少年のボランティア活動につ
いて
（３）「花いっぱい運動」等の気運醸成について

２．小美玉市における公共交通のあり方と課題につ
いて
（１）公共交通の現状について
①循環バスの実証運行状況（H28年度実績）
②福祉タクシー補助の利用状況
（２）利用者の要望について
（３）実証運行を延長した経緯について
①検討委員会開催の状況
（４）循環バスの実証運行の課題について
（５）公共交通の役割について
（６）新たな公共交通の導入について
①デマンドタクシー導入（提案）

３．小美玉市における「がん対策」支援について
（１）「茨城県がん検診を推進し，がんと向き合う
ための県民参療条例」H27.12.18施行に関連した市
の取り組み
（２）「がん検診」の現況について
①「がん検診」の受診率
（３）がん患者支援対策について

1．一般行政
（１）世界湖沼会議等県並びに近隣自治体との関係
について

２．道路行政
（１）道路政策について（H28.12.8付一般質問に関
して）

３．一般行政
（１）人口減少に対する市の姿勢について

４．一般行政
（１）都市計画マスタープランについて

５．一般行政
（１）諸政策について
①IT・情報の過密時代，民間企業との協力等

６．一般行政
（１）市長様，時代が大きく変わっています。新し
いリーダーを育てられては如何ですか

６日 4 戸田見成

６日 3 石井旭



日にち 質問順 議 員 氏 名 質　　問　　内　　容

１．市内での幼児教育の格差なき対策を（少子化対
策として）
（１）地域間格差の無い幼児教育がなされているか
①預かり保育の現状と今後は如何に
（２）今後の幼児教育の在り方をどう考えているか
①公立幼稚園と私立子ども園の共存を願うが

２．国保税について改めて問う
（１）県一本化の中で試算はどうされているか
（２）国保税の今後の見通しは
（３）子育て支援として18歳未満の子どもの均等割
軽減策を願うが対策はないか
（４）短期保険証期間をすべて６か月への延長に
（５）生活困窮者への滞納処分の執行停止はなされ
ているか

３．小美玉市医療センターの今後の在り方について
（１）民設民営化が検討されているが市の役割分担
をどのようにしていくのか

1．小美玉市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計
画について
（１）平成30年度から32年度を計画期間とする小
美玉市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画の策
定作業が進められている。平成26年の関係法令の一
部改正に伴い、本市においても平成29年4月から介
護予防・日常生活支援総合事業が開始されている。
そして、国は地域包括ケアシステムの深化・推進と
介護保険制度の持続可能性の確保という方針を打ち
出している。小美玉市高齢者福祉計画・第7期介護保
険事業計画について聞く。
①第６期計画と第７期計画との相違点
②第７計画の基本的な考え方

２．平成30年度予算編成方針について
（１）本市の財政状況並びに平成30年度歳入歳出の
見通しを踏まえ、平成30年度予算編成方針を聞く。

３．投票率について
（１）直近の10月22日に執行された衆議院議員総
選挙の投票率を踏まえ、今後も投票率向上に向けた
取り組みは必要と考える。
①18歳・19歳　投票率
②投票率向上の一助として投票済証明書のデザイン
一新を提案

６日 5 福島ヤヨヒ

７日 6 谷仲和雄



日にち 質問順 議 員 氏 名 質　　問　　内　　容

1．羽鳥駅周辺整備事業について
（１）羽鳥駅周辺整備事業の進捗状況について
（２）羽鳥駅西口喫煙所について

２．小美玉市総合防災訓練について，またペット防
災について
（１）今回の総合防災訓練の反省点，改善点につい
て
（２）災害時におけるペットの救護対策について

１．小中学校規模配置適正化実施計画について
（１）統合小学校のスクールバス利用料の無償化に
ついて

２．市政運営について
（１）第一次総合計画の総括について
（２）第二次総合計画の策定と今後の市政運営につ
いて

１．防災について
（１）H29年実施の防災訓練における成果と課題
（２）防災無線機の活用について
（３）防災会議の女性委員登用について

２．公園事業について
（１）現状をどの様に把握しているか
①都市公園・その他の公園の数
②利用実態
③要望に対する対応
（２）遊具について
①安全性
②利用者にとって満足できるものか否かの調査につ
いて
③幼児向けブランコへの変換について

３．児童虐待について
（１）市における虐待の現状と対策について
（２）乳児家庭戸別訪問事業の実施状況

７日

７日 8 藤井敏生

9 植木弘子

７日 7 村田春樹



日にち 質問順 議 員 氏 名 質　　問　　内　　容

２．空の駅「そらら」について
（１）アンケートの回答について
（２）空の駅としての特徴は具体的に何か
（３）外国人観光客への対応の検討結果は
（４）県との連携のもと茨城空港との相乗効果は
（５）そらら運営協議会は，どのような人員か
（６）茨城空港を利用した観光客と小美玉市民との
交流はどのようになっているか
（７)レストラン坂東太郎における地産地消の取り組
みについて
（8）空の駅の駅長の今後は
（9）空の駅周辺の農業振興地域整備計画について
（10）地域再生拠点施設としての今後の方向性は

1．キャトルセゾンについて
（１）有限会社みのりの森における第16期の景況感
と景気の回復について
（２）第15期下期に迎えた新役員について
（３）民間企業のノウハウは公企業に活かせてもら
えるのか
（４）客数の減少についてどのような認識でいるか
（５）民間企業の売り上げ管理システムを導入した
ことによる利点はどのようなものか
（６）運営委託収入が定額となった根拠と委託先は
（７）運営委託することは，小美玉市美野里地域食
材供給施設条例第11条との整合性はどのようにはか
られているのか
（８）利益が減益となっているが，それが，オー
ダーエントリーシステムの賃借料となっているの
は，どのような認識によるものか
（９）出資金は，どこに投資しているのか
（10）第17期の営業計画において，小美玉市の豊
かな農業資源の活用をうたっているが，具体的に
は，どのようなものを，だれが，どのように提供
し，食文化の向上と，地産地消の普及を図っていく
のか
（11）毎月，１回以上来店する固定客はどれくらい
か
（12）外食産業において，個人消費の停滞感から，
厳しい経営環境が続くことが予想されているが，そ
の対応策は，ランチメニューの充実と宴会の掘り起
こし，接客力の向上以外に考えられないか
（13）小美玉市美野里地域食材供給施設条例の目的
と第17期の基本方針における目的に相違があるのは
どうしてか
（14）利益剰余金のマイナス分を，運営委託収入と
施設使用料の差額で計算した場合，長期にわたって
しまうことについて，どのように考えているか
（15）今後の展望はどのようなものか

７日 10 鈴木俊一



日にち 質問順 議 員 氏 名 質　　問　　内　　容

３．教育行政について
（１）保・幼・小の連携について
（２）いじめ問題について
（３）小学校の英語教育について

４．観光行政について
（１）地域注目度ランキング１位の要因について
（２）フイルムコミッションについて
（３）これから目指す小美玉市の観光への方向性は

1．農業行政について
（１）本市における農業の現状と課題について伺う
（２）総合計画での施策目標である３項目について
どのような推移となっているか伺う
（３）農業という職業の教育と，自治体主導の販路
拡大を

２．教育行政について
（１）学校でのいじめ問題は常に議論されている課
題であるが，本市の現状を伺う
（２）近年いじめ問題の内容が多様化するなか，こ
れからの課題と対策について伺う

1．産業建設行政について
（１）企業誘致の推進について
①精力的な企業誘致の誘致対策は
②税制の優遇措置は
③企業誘致先のリストアップは
（２）観光の振興について
①魅力的な観光資源の活用方法は
②市のホームページやSNS等の情報発信は
（３）広域幹線道路整備事業について
①羽鳥宿張星線東ルート
②羽鳥宿張星線西ルート
③羽鳥宿張星線北ルート
④栗又四ヶ線
⑤常陸平野空港線についての整備進捗状況は

２．ヨーグルトサミットについて
（１）平成30年度開催予定の具体的内容は

８日 12 小川賢治

８日 11 幡谷好文

７日 10 鈴木俊一


