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一般質問発言通告一覧 【平成３０年第４回（１２月）日立市議会定例会】 
 

１２月１０日（月） 

発言 

順序 
質 問 者 質問項目、質問内容 予定時間 

１ 
吉田 修一 議員 

（分割質問） 

１ 財政政策について 

 (1) 財政運営の状況について 

  ア 平成３０年度予算の執行状況について 

  イ 平成３１年度予算編成の特徴について 

  ウ 市が直面する課題等克服に向けた施策と財 

   源確保策について 

２ 公共事業計画について 

 (1) 国・県道の今後の計画と課題について 

  ア 鮎川停車場線の国道６号及び国道２４５号 

   の結節点について 

  イ 国道６号日立バイパス入口交差点の改良に 

   ついて 

 (2) 公共施設マネジメント前期行動計画の進捗状 

  況及び課題について 

３ 子どもと高齢者が触れ合う居場所づくりについて 

 (1) 先進事例から見える複合施設の有効性と必要 

  性について 

 (2) 幼老複合施設の設置について 

４ 迅速な防災体制確立について 

 (1) 災害対応時の職員配置の確認方法について 

 (2) 市民からの情報受信方法について 

13:00～13:45 

２ 
小林真美子 議員 

（分割質問） 

１ 健康で文化的な最低限度の暮らしを保障するこ 

 とについて 

 (1) 生活保護制度利用者の現状等について 

 (2) 「ハウジングプア」の実態の把握について 

 (3) 生活保護制度の充実を国に求めることについて 

２ ひたちＢＲＴにおける自動運転バス実証実験

「ラストマイル自動走行の実証評価」について 

 (1) 効果と今後に期待するものについて 

 (2) 自動運転バスの安全性について 

13:45～14:15 

３ 
添田 絹代 議員 

（一問一答） 

１ 安心して働き続けられる環境づくりについて 

 (1) 仕事と不妊治療の両立について 

  ア 不妊治療連絡カードについて 

  イ 市職員の「不妊治療休暇」について 

 (2) 働きながらのＰＴＡ活動について 

 (3) 障害を持つ職員の現状とサポート体制について 

２ 若い世代への支援策について 

 (1) ハイリスク妊産婦へのマタニティ子育てタク 

  シー費用助成事業の拡充について 

 (2) ３９歳以下の日立市健康診査について 

  ア ３９歳以下の健康診査の受診状況と受診勧 

   奨について 

  イ 健康診査健診料金について 

３ 子どもたちが水遊びのできる場所について 

 (1) 日立シビックセンター新都市広場での水遊び 

  について 

 (2) 仮称「じゃぶじゃぶ池」の新設について 

14:15～15:00 
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４ 
今野 幸樹 議員 

（分割質問） 

１ 市長の市政運営への思いについて 

 (1) 小川市政４年間を振り返って 

 (2) 今後の市政運営について 

２ 消防職員の勤務状況について 

 (1) 職場の執務環境における人員の確保等について 

 (2) 消防職員が抱える様々なストレス等への対応 

  について 

３ 子育て支援等への取組について 

 (1) 児童クラブが抱える課題と課題解決への取組 

  について 

４ 学校教育現場の状況について 

 (1) 子どもたちを取り巻く環境について 

  ア いじめ早期発見のための取組と事案認知後 

   の対応について 

  イ 不登校児童・生徒の不登校原因詳細把握と 

   登校へ向けた取組及び再発防止への取組につ 

   いて 

 (2) 教職員を取り巻く環境について 

  ア 職場の労働環境及び必要な人員の確保等に 

   ついて 

  イ 教職員が抱える不安・ストレス・問題等へ 

   の対応について 

15:00～15:45 

 

１２月１１日（火） 

発言

順序 
質 問 者 質問項目、質問内容 予定時間 

５ 
塚田 明人 議員 

（分割質問） 

１ シティプロモーションについて 

 (1) 地域イメージのブランド化について 

  ア 魅力の再発見について 

  イ ホームページ等の充実について 

 (2) フィルムコミッションの活用について 

  ア 茨城フィルムコミッションへの魅力あるロ 

   ケ地の登録について 

  イ 本市のサポート体制の構築について 

２ 子育て支援について 

 (1) 育児休業取得に伴う保育園等の継続利用の取 

  扱いについて 

  ア 現状制度の問題点について 

  イ 継続利用対象者の拡充について 

10:00～10:45 

６ 
瀬谷 幸伸 議員 

（分割質問） 

１ かみね公園の未来について 

 (1) かみね動物園の未来像について 

 (2) 観光拠点施設である「かみね公園」の整備の 

  方向性について 

２ 行政アプリの導入について 

 (1) 行政アプリの導入について 

３ 企業局の今後の経営の在り方について 

 (1) 経営戦略計画期間における主な投資事業につ 

  いて 

 (2) 現在の上下水道事業の経営状況と今後の経営 

  状況の見込みについて 

 (3) 広域化の推進、民間の資金やノウハウの活用 

  等について 

４ 産業振興策について 

 (1) 茨城県が目指す「力強い産業」に向けた本市 

  の関わり方について 

10:45～11:30 
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７ 
伊藤 智毅 議員 

（分割質問） 

１ 東海第二原発再稼働について 

 (1) 再稼働の動きに対する基本的な考え方 

 (2) 日本原電の安全対策及び財源対策の評価と課題 

 (3) 有識者会議等の設置について 

 (4) 住民投票やアンケート等の実施 

２ 高齢社会進行への対応について 

 (1) 単身高齢者数等の経年変化とシミュレーション 

 (2) 社会保障関連予算のシミュレーションと対応 

３ 学校教育環境等について 

 (1) 次年度以降の学校教育の方針等 

 (2) 教職員の調査等からの問題点や課題 

 (3) 教職員の部活動等時間外勤務の実態と対策 

４ 交通渋滞と道路の安全対策等について 

 (1) 幹線道路等の交通渋滞の現状と課題、対策 

 (2) 道路の安全対策の現状と課題、対策等 

11:30～12:15 

８ 
石井 仁志 議員 

（分割質問） 

１ 生活困窮者の自立支援事業 

 (1) 相談状況など 

 (2) 事業の成果など 

 (3) 今後の方向性 

２ 外国人労働者の現状と対応策 

 (1) 外国人労働者の資格 

 (2) 外国人労働者の現状 

 (3) 外国人の受入態勢 

 (4) 今後の行政の対応 

13:00～13:35 

９ 
大曽根勝正 議員 

（一問一答） 

１ 原子力行政について 

 (1) 東海第二原発の運転期間延長の許認可に対す 

  る市長の見解について 

 (2) 新安全協定に関する日本原電の対応に対する 

  市長の見解について 

 (3) 東海第二原発の再稼働の是非に関する市民の 

  意志の集約について 

２ 日立市広域避難計画について 

 (1) 避難手段について 

 (2) 病院、介護施設入所者の避難について 

 (3) その他の老人施設の避難計画について 

 (4) スクリーニング体制について 

 (5) 安定ヨウ素剤の配布について 

 (6) 避難先について 

３ 国民健康保険事業について 

 (1) 保険料のうち子どもの均等割の軽減について 

13:35～14:20 

 


