
日にち 質問順 議 員 氏 名 質　問　内　容

1．道路行政「国道6号・小美玉道路」について
（１）計画検討の状況及び現状は
（２）どれくらいの時間軸で行われる事業か
（３）概略計画の策定に係る計画検討に本市はどのように関わってい
るか

2．行政区運営の安定化
（1）行政区への支援策や市の統一した指針の策定、これからのまちづ
くりは（2018.3）

3．一般行政
（1）自転車の活用に依るまちづくりについて

４．一般行政
（1）マイナンバーカードの利活用
①マイナ保険証の運用状況
②本市独自のポイント付与の詳細
③皆が所持し利便性を上げ、本市がそのメリットを発揮する為の策は
如何に。（過去3回質問）

１．第４次行財政改革実施計画（集中改革プラン）について
（１）基本施策４
・定員管理と人事評価について
①定員管理の適正化
・計画的な適正な定員管理を行っていくための取り組み内容は
②人事評価制度の活用
・人事管理の徹底、評価者の公平性、透明性について伺う
③求める人材採用・確保
・優秀な人材の獲得に向けた競争が熾烈のなか訴求力のある情報発信
の取り組みは

２．SDGs（持続可能な開発目標）について
（１）広報おみたま第186号（2021年９月）に実は身近なSDGs、地
域にやさしく編、マンガで解説！！が広報案内されました。
第１話、第２話、第３話とわかりやすく解説されております。身近な
ことで出来る事ですが、市民の皆様の取り組み状況について伺いま
す。
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１．令和４年度の予算編成について
（１）財政見通し
（２）予算編成に対する基本的な考え方
（３）その取り組みと重点施策について
①各担当部署からも、お考えをお伺いします。

２．通学路（歩道等）の安全対策について
（１）小美玉市通学路交通安全プログラムについて
①合同点検の実施・安全対策の検討・改善等

３．道路行政について
（１）行政区からの要望の市道の整備状況と今後の取り扱いについて
①平成30年度末現在での要望路線の内、事業完了路線、1部完了、実
施中、未実施の路線は
②道路整備の順位は、どのような考え方に基づいて決定されているの
か

１．農業政策について
（１）米の政府買上価格の低迷が続く中で、持続可能な畑農業を推進
するための行政の取り組みについて伺う。

２．新年度の予算編成について
（１）新年度予算作成時期と思うが、コロナ禍により疲弊した経済を
立て直すための施策の大略について伺う。

３．土地利用について
（１）６号バイパスが完成すると、小美玉市内の従・横軸の幹線道路
の整備が完了するが、乱開発を防ぎ、住みやすい都市を作るために
は、将来に向けて農業との住み分け等の土地利用について今から検討
すべきと考えるが市の所見について伺う。

４．新年度からの市政運営
（１）補正予算の中に、市長選挙の経費が計上されているが、新年度
からの市政運営はどのようにされるのか市長に伺う。
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1．教育行政について
（１）市内小中学校２学期制について
（２）ICT指導員取り組みの現状と課題について
（３）部活動の地域活動へ移行の可能性について

2．広域行政について
（１）一部事務組合の統合について
①石岡地方斎場組合と湖北環境衛生組合の統合について
②水道事業の広域化について
③一部事務組合の一本化の可能性について
（２）消防行政の広域化について
①現在の消防行政の課題について
②消防行政の広域化の可能性について
（３）次の広域合併・小美玉市中心地域連携都市の形成について
①現在の行政課題について
②小美玉市を中心とした（国道6号、355号、茨城空港を活用）近隣自
治体との広域合併・地域連携都市形成の可能性について
③小美玉市を中心とした（国道6号、355号、茨城空港を活用）近隣自
治体と地域連携都市形成協議会、立ち上げ取り組みについて

３．小美玉市働き方改革について
（1）時間外勤務と働き方改革について

12/7 6 石井旭

1．小美玉市消防署の現状と対策について
（１）消防署の現状について
①人員の状況
②勤務体制の状況
③各消防署の施設の現状
（２）近年の職員募集・採用状況について
①採用状況（直近の3年間）
②女性職員の募集応募状況
（３）今後の対策案について（提案）
①施設の統廃合（小川署・玉里署）
②移転・新築場所
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１．安心安全な学校生活のための通学路とスクールバス
（１）通学路の安全確認状況について
①歩道のある場合の安全確認
②歩道の無い場合
（２）スクールバス利用状況について
①無料化の３キロルールの決め方と利用状況
②路線バス利用と費用負担について
③乗降者の確認方法について

２．公共施設の在り方について
（１）計画はどう進められているか
①廃校廃園になった施設の再利用の進め方は
②再編される公共施設の統合の進め方は
③コミュニティ、子ども、女性など諸団体活動を進めるための施設の
在り方をどう考えるか

３．ごみ減量化対策について
（１）ごみ減量化は進んでいるか
①新ごみ処理場の現状は
②分別と資源ごみの有効活用。現状と課題は
③周知方法と啓発活動は充分か

４．国保税の在り方
（１）負担方法変更での負担増はあるのか
①均等割りなどの救済策は如何に
②国保税の値下げを願うが今後の考え方は

１．新型コロナウイルスワクチン接種について
（１）これまでの臨時接種の状況
（２）３回目の追加接種に向けて
（３）予算等について
（４）その他、相談窓口に寄せられた住民の声等

２．子宮頸がんワクチンについて
（１）定期接種対象の全学年への郵送通知の実施について
（２）対象者の接種率について
（３）再開時の情報提供方法について
（４）勧奨中止の間、接種を逃した方への救済措置について

３．SDGsの取り組みについて
（１）推進に向けての本市の取り組みについて
（２）幼稚園、保育園、小中学校におけるSDGs推進の取り組みについ
て
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1．道路（橋梁）行政について
（１）小美玉市橋梁長寿命化修繕計画について
（２）「橋」のあり様とまちづくりについて

２．まちづくり構想について
（１）空のえきそららの拡張計画について
（２）コロナの影響をどの様にとらえ、空港周辺整備等のまちづくり
計画に反映させていくのか

３．出産・子育て支援について
（１）主に出産から出産後間もない間位までの市の支援策の現状につ
いて
（２）小美玉市オリジナルの出産・育児サポート体制の構築に向けて

４．学校（教育）行政について
（１）昨年9月におきた剣道部部活動支援者の案件について、1年が経
過し、改めてこの件について総括し、市民に発信する事が重要と考え
るが見解を伺います。

1．子育て支援について
（１）子育て支援、子育て助成金の拡充について
①今後どのように考えているのか。また、現在の取り組み状況につい
て。

２．羽鳥駅、茨城空港利便性向上にむけて
（１）羽鳥駅～茨城空港を結ぶ直通バスについて
①現在の進捗状況

３．茨城空港アクセス道路について
（１）令和2年12月定例会で茨城空港アクセス道路に高速バス停留所
の設置について質問したが、その後の進捗状況について
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１．茨城型地域ケアシステムを活用したファミリー支援による若年介
護者支援について
（１）茨城型地域ケアシステムを活用したファミリー支援による若年
介護者支援について、これから直面する本格的な少子高齢化社会にお
いて複雑かつ困難化した家族の問題に対応できる体制構築が課題と
なっている。これまで、市が取り組んできた茨城型地域ケアシステム
や介護保険制度に基づく地域包括ケアシステムなど医療・保健・福祉
における地域の関係者が連携して多様な家族の問題に対応してきたこ
とを踏まえ、また、8050問題や若年介護者への問題への対応という観
点からも、茨城型地域ケアシステムを活用したファミリー支援を念頭
に、重層支援の積極的な推進が必要不可欠と考える。一方、国の「こ
ども政策」の動向や小美玉市における子育て世代包括支援センターで
の支援、スクールソーシャルワーカーを核とした幼・保・学校教育支
援や家庭児童相談、等々、切れ目ない支援のためのプラットホームづ
くりに関係各課連携の下、取り組まれているところと伺っている。こ
うした背景の下、特に、家族などの身近な人の介護や世話を担うケー
スについて、とりわけ、若年介護者と総称される年代への支援につい
て、家族を含む包括的な支援体制の構築が必要不可欠とも考える。こ
れらを踏まえ、以下２点について所見を求める。
①茨城型地域ケアシステムを活用したファミリー支援による若年介護
者支援体制の構築について、どのように取り組まれるか？
②若年介護者の早期発見と支援という観点から、支援に関する相談体
制の整備や相談窓口の周知について、どのように進めていかれるか？
以上、答弁を求める。

２．コミュニティ活動における補助・支援に関する情報提供について
（１）少子高齢化の進展に伴い日常生活における行政区組織が成り立
たなくなりつつある。これは、地域防災力の低下などにも繋がる。こ
うした状況を踏まえ、地域コミュニティの維持に向け、今から種をま
く必要があると同時に、市民ニーズの多様化が進むにつれ、行政では
対応しきれない面も出てくることを想定し、各コミュニティの実情等
に合わせた補助、支援制度などの情報提供体制の確立が求められる。
特に、旧小学校区を活動エリアとする学区まちづくり組織について
は、行政区組織及び地域防災力の維持等々、これらを補完する重要な
役割を担っていると考える。また、行政区を対象とする「まちづくり
委員会」や旧小学校区を対象とする「学区まちづくり組織」において
は、「住民が知恵を出し、汗をかき、自主的に活動していくこと」や
「活動が公共的サービスの補完をしていること」が認定の条件となっ
ているとのこと。これらを踏まえ、以下２点についての見解、所見を
求める。
①コミュニティ活動において、公共的サービスを補完すべく主体的な
活動を展開するコミュニティに対し、国県補助をはじめ支援に関する
プッシュ型の情報提供を展開していく必要があると考えるが、市の見
解を求める。
②「コミュニティ」と「行政」の関わり方について、今後、どのよう
に発展をさせていくか、所見を求める。以上答弁を求める。
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１．一般行政
（１）職員の不祥事について
①検証委員会の結果は、どの様に市民に報告等をするのか。
②この事件の背景にある、起因そして要因は何か。
③懲戒免職処分になった職員の退職金はどの様になっているのか。
④一般職任期付職員の理事職や参事職を、これからも続けるのか。
⑤再発防止のための改善策は何か。

２．下水道事業
（１）公共下水道事業の整備計画と合併浄化槽設置事業の兼ね合いに
ついて市の所見を伺う。（玉里地区の旧東小学区等）
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