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一般質問発言通告一覧 【平成３１年第１回（３月）日立市議会定例会】 
 

３月１１日（月） 

発言 

順序 
質 問 者 質問項目、質問内容 予定時間 

１ 
今野 幸樹 議員 

（分割質問） 

１ 高齢者のおでかけ支援・健康づくり・交流促進 

 への取組について 

 (1) 高齢者おでかけのきっかけづくり、健康づく 

  り、交流支援への取組としてのボウリングの活 

  用について 

２ 医師・看護師確保に向けた取組について 

 (1) 日立医療圏における医師・看護師不足の現状 

  と医療従事者確保に向けた取組について 

 (2) 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 

３ 地域担当職員制度の導入について 

 (1) 地域の実情・課題・問題を把握しより良い環 

  境を創るための地域（小学校学区単位）を担当 

  する職員制度導入について 

４ 学校教育現場の状況について 

 (1) 子どもたち・保護者を取り巻く環境について 

 (2) 問題ある言動が見られる教職員への対応につ 

  いて 

５ 市民のため未来のために働く職員の採用及び活 

 躍できる環境づくりについて 

 (1) 受験資格・試験方法等について 

 (2) 適材適所への職員配置について 

 (3) パワハラ等の把握と撲滅への取組について 

 (4) 職員が抱える様々な問題・ストレス等への対 

  応について 

10:00～10:45 

２ 
下山田幹子 議員 

（分割質問） 

１ 児童クラブの充実に向けた取組について 

 (1) 児童クラブ室の拡充について 

 (2) クラブ室へのパソコンの配備について 

 (3) 放課後児童支援員の時給について 

２ 自転車通学の安全確保について 

 (1) 自転車通学の現状と対策について 

 (2) 自転車保険の加入について 

 (3) 女子中学生の制服選択制について 

３ 空き家の適正管理について 

 (1) 空き家予防のための取組について 

10:45～11:25 
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３ 
伊藤 智毅 議員 

（分割質問） 

１ 東海第二原発再稼働問題について 

 (1) 日本原電の再稼働の方針表明に対する市長の 

  見解 

 (2) 東海第二原発再稼働の安全性 

 (3) 有識者会議等の設置時期、構成、権限、公開性 

 (4) 再稼働に対する市民の意向調査（住民投票等） 

２ 子育て支援策の拡充について 

 (1) 医療環境（産科、ＮＩＣＵ等）整備の現状と 

  課題 

 (2) 子育て世代の経済的負担軽減の現状と課題 

 (3) 公園や広場の空白地域への対応 

 (4) 保育園入園状況とその課題や対策 

 (5) 子育て支援関連予算の現状と中長期的な方向性 

３ 虐待の対応について 

 (1) 日立市内の現状と課題 

 (2) 児童相談所や学校、教育委員会、警察等関係 

  機関との連携の現状と課題や対策 

４ 中小企業の周辺環境について 

 (1) 市内の中小企業の現状と課題（雇用、制度融 

  資等） 

 (2) 中小企業振興政策の新たな方向性 

11:25～12:10 

４ 
薄井 五月 議員 

（分割質問） 

１ ひきこもり（８０５０問題）の支援について 

 (1) ひきこもり（８０５０問題）の支援について 

２ フードバンク「きずなＢＯＸ」について 

 (1) フードバンク「きずなＢＯＸ」について 

３ 便利で賑わいのある多賀のまちづくりについて 

 (1) 日立市多賀市民プラザの駐車場について 

 (2) 若者が集まる商店街の整備について 

４ ごみの減量について 

 (1) プラスチックごみの発生抑制について 

 (2) 剪定枝木の利活用について 

13:00～13:45 

５ 
小林真美子 議員 

（分割質問） 

１ 児童虐待防止の取組について 

 (1) ＤＶについて 

 (2) 家庭内での体罰について 

 (3) 児童虐待の予防と家庭への支援について 

２ 学校給食について 

 (1) 学校給食費の保護者への負担について 

 (2) 滞納者への対応について 

 (3) 学校給食の無償化について 

３ ＩＣＴを活用した教育について 

 (1) タブレット端末について 

 (2) 情報セキュリティについて 

 (3) 児童・生徒の健康面への影響について 

４ 原子力災害対策について 

 (1) 安定ヨウ素剤について 

 (2) 放射線防護施設について 

13:45～14:30 
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６ 
大曽根勝正 議員 

（分割質問） 

１ 日本原電の東海第二原発再稼働表明について 

２ 自衛隊への自衛官適齢者名簿提出について 

３ 安心して市営住宅に住み続けられることについて 

 (1) 保証人の義務付け削除について 

 (2) 「家賃の減免と民生部局との十分な連携の追 

  記」について 

 (3) 修繕費用の負担区分と入居者の費用負担につ 

  いて 

 (4) 用途廃止に伴う住み替えについて 

４ 津波・高潮対策について 

 (1) 瀬上川水門の整備について 

 (2) 避難を軸とした総合的な対策について 

14:30～15:15 

 

３月１２日（火） 

発言

順序 
質 問 者 質問項目、質問内容 予定時間 

７ 
石井 仁志 議員 

（分割質問） 

１ コミュニティ活動の有償ボランティア 

 (1) 町内会の現状 

 (2) 市報配布と防犯灯電気料金負担 

 (3) コミュニティ活動の有償化 

２ 原発延長再稼働への日立市の賛否と広域避難計画 

 (1) 広域避難計画の市民アンケート 

 (2) 広域避難計画策定の状況 

 (3) 広域避難計画策定と日立市の再稼働賛否 

10:00～10:30 

８ 
伊藤 健也 議員 

（分割質問） 

１ 茨城国体を迎えるに当たって 

 (1) 準備状況について 

  ア 会場の準備状況について 

  イ 受入態勢の現状について 

  ウ 渋滞対策について 

  エ 応援機会の創出について 

  オ 物品の販売について 

２ 日立市シティプロモーション戦略「そこ吹く風、 

 ひたち風。」について 

 (1) 「うち吹く風」シビックプライドの醸成につ 

  いて 

  ア 若者世代の郷土愛について 

  イ 市民の協力について 

 (2) 「そと吹く風」認知度・イメージの向上につ 

  いて 

  ア 情報発信について 

  イ イメージの向上について 

10:30～11:15 

９ 
添田 絹代 議員 

（一問一答） 

１ 高齢者に優しい日立市の取組について 

 (1) 日立市地域包括支援センターについて 

  ア 地域包括支援センターの認知度について 

  イ 職員の質の確保と相談体制の充実について 

 (2) 高齢者専用レジ「ゆとりレーン」について 

２ 子育て支援策について 

 (1) 妊産婦特化の福祉避難所設置に向けた取組の 

  進捗状況について 

 (2) 公立幼稚園の通園カバンについて 

３ 本市の歴史ある施設の現状と今後の活用について 

 (1) 小平記念館について 

11:15～11:50 

 


