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一般質問発言通告一覧 【平成２９年第３回（９月）日立市議会定例会】 
 

９月１１日（月） 

発言 

順序 
質 問 者 質問項目、質問内容 予定時間 

１ 
大曽根勝正 議員 

（分割質問） 

１ 東海第二原発再稼働問題について 

２ 茨城港日立港区モータープールの現状と第３ふ頭 

 地区整備事業について 

 (1) 現在のモータープールの利用率について 

 (2) 現在の利用料について 

 (3) 第３ふ頭地区整備事業について 

３ 地域包括ケアと高齢者施策について 

 (1) 認知症高齢者支援について 

  ア 早期発見、早期治療について 

 (2) 地域密着型介護サービスの充実と介護職員の 

  確保について 

４ 市営住宅入居の連帯保証人免除制度について 

10:00～10:40 

２ 
髙安 博明 議員 

（一問一答） 

１ 持続可能な公共交通への取組について 

 (1) 将来を見据えた路線バスへの支援について 

 (2) 路線バス利用促進への取組について 

 (3) 路線バスを維持するための取組について 

２ 交通渋滞緩和に向けた取組について 

 (1) 交通渋滞対策の課題等について 

 (2) 交通管理者との連携について 

３ 日立港区周辺地域の魅力づくりについて 

 (1) 観光エリアとしての整備について 

 (2) 道の駅日立おさかなセンターについて 

 (3) なぎさ公園の整備について 

10:40～11:25 

３ 
小林真美子 議員 

（分割質問） 

１ 災害に強いまちづくりについて 

 (1) 住民への広報手段の強化について 

  ア 防災や災害についての情報伝達体制について 

  イ 戸別受信機について 

 (2) 避難所の拡充について 

 (3) 日立市耐震改修促進計画について 

  ア 市有建築物の耐震化について 

  イ 道路沿道の建築物の耐震化について 

 (4) 帰宅困難者について 

 (5) 災害時の渋滞問題について 

２ 国民健康保険料の引下げについて 

11:25～12:10 

４ 
白石 敦 議員 

（一問一答） 

１ 将来にわたって「かみね動物園」を運営してい 

 くために 

 (1) 来園者に優しい「かみね動物園」にするために 

 (2) 「かみね動物園」における今後の取組について 

２ 市民運動公園と周辺施設との連携について 

 (1) 池の川処理場屋上施設を活用した魅力づくり 

  について 

３ 「池の川さくらアリーナ」のオープンに伴う周 

 辺整備について 

 (1) 運動公園利用者の安全対策について 

13:00～13:40 
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５ 
瀬谷 幸伸 議員 

（分割質問） 

１ 都市計画マスタープランの改定について 

 (1) まちづくりにおける現状と今後の課題について 

 (2) 計画策定のポイントについて 

２ シティプロモーションの現状と今後について 

 (1) 本市人口対策のターゲット層となっている若 

  者世代に向けたシティプロモーションの現状に 

  ついて 

 (2) パブリシティ活動の現在の取組状況と今後に 

  ついて 

３ 雇用センター多賀について 

 (1) オープンして１箇月が経過した雇用センター 

  多賀の現状と今後の展望について 

13:40～14:20 

６ 
伊藤 智毅 議員 

（分割質問） 

１ 災害対策について 

 (1) 北朝鮮弾道ミサイル発射への対応等について 

 (2) 東海第二原発再稼働について 

 (3) 東海第二原発事故時の広域避難について 

２ 職員の働く環境について 

 (1) 人事院勧告等への対応について 

 (2) 正規、非正規職員の現状と課題について 

 (3) 最低賃金と職員の賃金等について 

 (4) 新庁舎の各種環境について 

３ 教育政策における各種課題について 

 (1) 総合教育会議について 

 (2) 市民と協働による学校運営について 

 (3) スポーツ施設等の整備について 

 (4) 小学校プールの開放について 

４ 交流人口の増加策とイベント等について 

 (1) 民間が企画運営したイベントの現状について 

 (2) 民間の企画イベントへの各種支援について 

14:20～15:05 

７ 
石井 仁志 議員 

（分割質問） 

１ 町内会などの防犯灯の公的支援 

 (1) 現状調査 

 (2) 公的支援の方向性 

２ 再生資源回収の現状と課題 

15:05～15:30 
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９月１２日（火） 

発言

順序 
質 問 者 質問項目、質問内容 予定時間 

８ 
添田 絹代 議員 

（一問一答） 

１ 防災・危機管理体制の更なる強化について 

 (1) 市の危機管理体制について 

  ア 本市の危機管理体制の課題について 

  イ 危機管理室の設置について 

 (2) 「地域防災マネージャー制度」の活用について 

  ア 「地域防災マネージャー制度」の活用状況 

   について 

  イ 本市での活用に向けた方向性について 

２ 地域とつながる図書館業務について 

 (1) 移動図書館「たかすず号」について 

  ア 移動図書館「たかすず号」の現状について 

  イ 移動図書館「たかすず号」の今後の方向性 

   について 

 (2) 図書宅配サービスについて 

３ 障がい者の就労支援について 

 (1) 就労継続支援Ａ型事業所について 

  ア 就労継続支援Ａ型事業所の現状について 

  イ 就労継続支援Ａ型事業所への今後の支援策 

   について 

10:00～10:45 

９ 
永山 堯康 議員 

（一括質問） 

１ 日立市の過去、現在から夢・希望のある未来都 

 市日立市を問う 

 (1) 日立市のまちづくりのために何に挑戦するのか 

 (2) その実現のための課題をどう捉えているのか 

 (3) それをどう具体化していくのか 

 (4) 日立市という電車のレールをどのような方向 

  に敷き、歩ませていこうとしているのか 

２ 旧滑川処理場４９,０００平方メートル（東京ドーム 

 １個分に相当）の跡地活用について 

10:45～11:10 

１０ 
下山田幹子 議員 

（分割質問） 

１ 障がい者スポーツの推進について 

 (1) 障がい者スポーツ活動の現状について 

 (2) 学校教育における障がい者スポーツについて 

 (3) スポーツ振興計画に位置付けられた障がい者 

  スポーツへの支援について 

 (4) 日立さくらロードレースへの車いすの部の導 

  入について 

２ 産婦支援について 

 (1) 産後支援の現状について 

 (2) 今後の産婦支援について 

  ア 産後ケア事業について 

  イ 産婦健康診査事業について 

11:10～11:45 
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１１ 
三代 勝也 議員 

（分割質問） 

１ 胃がんの早期発見について 

 (1) 内視鏡検査の導入について 

 (2) がん発生リスクの減少について 

  ア ピロリ菌検査の導入について 

  イ 中学生に対するピロリ菌検査及び除菌につ 

   いて 

２ 子どもたちの事故防止対策について 

 (1) 日立市通学路交通安全プログラムの活用状況 

  について 

 (2) 通学路の安全確保について 

３ 奥日立きららの里の魅力アップについて 

 (1) パカブの導入について 

13:00～13:40 

１２ 
薄井 五月 議員 

（一問一答） 

１ 日立市の財政運営について 

 (1) 財政状況について 

 (2) 自主財源の確保について 

２ 食品ロスについて 

 (1) 食品ロスの現状と削減の取組について 

 (2) フードバンクの取組について 

13:40～14:10 

１３ 
今野 幸樹 議員 

（分割質問） 

１ ふるさと納税制度について 

 (1) ふるさと寄附金の状況と今後の展開について 

２ 就学援助制度について 

 (1) 就学援助対象認定基準の明確化及び適正・適 

  切な援助について 

３ 改正個人情報保護制度について 

 (1) 個人情報保護制度の改正に伴う今後の対応に 

  ついて 

４ 久慈川サイクリングコースの活用について 

 (1) 魅力ある久慈川サイクリングコースの有効活 

  用について 

５ 医師・看護師確保に向けた取組について 

 (1) 将来、市内医療機関で働く、医師・看護師確 

  保を考慮した児童・生徒への意識付け・きっか 

  けづくりの取組について 

６ かみね動物園・かみね公園の魅力アップについて 

 (1) 開園６０周年を迎えた「かみね動物園」を核 

  とした「かみね公園」の更なる魅力アップの取 

  組について 

14:10～14:55 

 


