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一般質問発言通告一覧 【令和元年第２回（６月）日立市議会定例会】 
 

６月１８日（火） 

発言 

順序 
質 問 者 質問項目、質問内容 予定時間 

１ 
添田 絹代 議員 

（一問一答） 

１ 障がい者支援について 

 (1) 最重度の障がい者のための福祉サービスにつ 

  いて 

  ア 市内の重度訪問介護サービスの現状について 

  イ 重度障がい者等包括支援事業所の設置につ 

   いて 

 (2) 非常勤職員・臨時職員としての障がい者採用 

  について 

２ 災害時対応の新たな取組について 

 (1) 市内小中学校での緊急リアルタイムの配信に 

  ついて 

 (2) 災害対応型紙カップ式自動販売機の設置につ 

  いて 

３ 太陽光発電施設について 

 (1) 市内の太陽光発電施設設置の現状について 

 (2) 太陽光発電施設廃止後の太陽光パネルの処分 

  について 

４ 十王パノラマ公園について 

 (1) 遊具「リスの目木道」について 

 (2) ＵＦＯ型展望台のライトアップについて 

 (3) 公園内でのテント設置について 

５ 行政の窓口対策について 

 (1) 窓口対応職員の危機管理対策について 

10:00～10:45 

２ 
小林真美子 議員 

（分割質問） 

１ 国民健康保険事業について 

 (1) 県内で一番高いと言われている保険料について 

 (2) 被保険者の所得状況について 

 (3) 保険料の引下げについて 

 (4) 子どもの均等割の軽減について 

２ 水道事業の新聞報道から 

 (1) 水道料金の見直しについて 

３ 東海第二発電所の再稼働問題について 

 (1) 日立市広域避難計画について 

  ア 「広域避難計画策定に伴う市民アンケート」 

   について 

 (2) 再稼働を認めないことについて 

  ア 「日立市原子力安全対策懇談会」について 

10:45～11:25 

３ 
千葉 達夫 議員 

（一問一答） 

１ 生活道路の整備について 

 (1) 道路整備が遅れている経緯 

 (2) 市内における道路整備が遅れている路線数 

 (3) 今後の道路整備の方針 

２ 部活動の指導について 

 (1) 高萩市立中学校の自死の問題を受けての県や 

  市の対応 

 (2) 生徒や教員、指導者の現状 

 (3) 教職員の勤務の実態 

３ 市内に事業所がある大企業の雇用について 

 (1) 日立市の事業者数の減少と人口減少との関連 

 (2) 大企業の社会的責任について 

 (3) 大企業で働く外国人労働者・技能実習生の実態 

11:25～12:10 
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４ 
瀬谷 幸伸 議員 

（分割質問） 

１ 土砂災害防止法における詳細事項とその影響に 

 ついて 

 (1) 土砂災害警戒区域指定における堂平団地の個 

  別見解の必要性について 

 (2) 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域指 

  定箇所における固定資産税について 

２ 日立市上下水道事業経営戦略の実行について 

 (1) 水道事業における収支の試算について 

 (2) 設備更新のための「資産維持費」について 

 (3) 料金改定までに必要な措置について 

３ かみね公園活性化について 

 (1) かみね公園活性化基本構想について、これま 

  での経緯と基本的な考え方について 

 (2) かみね公園活性化とパンダ誘致との関連性に 

  ついて 

13:00～13:45 

５ 
篠田砂江子 議員 

（分割質問） 

１ 奥日立きららの里の魅力アップについて 

 (1) 奥日立きららの里の利用状況について 

 (2) アトラクションの充実について 

 (3) 多世代に喜ばれる施設づくりについて 

２ ひたちＢＲＴ開通後の課題について 

 (1) 路線バスの本数減について 

 (2) 乗り継ぎ運賃について 

３ 小中学校のエアコンの設置について 

 (1) 普通教室への設置について 

 (2) 特別教室への設置について 

 (3) 体育館への設置について 

13:45～14:25 

６ 
石井 仁志 議員 

（分割質問） 

１ 日立市広域避難計画のアンケートと策定予定 

 (1) 市民アンケートの結果 

  ア 全市の避難行動予定調査 

  イ 南部１０町の要支援者実態調査 

 (2) 日立市広域避難計画の完成予定 

２ 不登校生の現状と不登校傾向（グレーゾーン） 

 の支援 

 (1) 不登校児童・生徒の現状 

 (2) 適応指導教室「ちゃれんじくらぶ」の取組 

 (3) 不登校傾向（グレーゾーン）の支援 

14:25～15:05 

７ 
粕谷 圭 議員 

（分割質問） 

１ 高齢者の外出機会の創出について 

 (1) 地域での居場所について 

 (2) 居場所でのサービスと運営について 

２ 防犯・交通安全対策について 

 (1) 防犯対策のための照明灯・カメラの整備につ 

  いて 

  ア 照明灯の整備について 

  イ お知らせ情報アプリについて 

  ウ 防犯カメラの整備について 

 (2) 交通安全対策について 

３ ペットと楽しめる環境の整備について 

 (1) 既存ドッグランや周辺施設の整備について 

 (2) 旧滑川処理場跡地の活用について 

15:05～15:50 
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６月１９日（水） 
発言

順序 
質 問 者 質問項目、質問内容 予定時間 

８ 
今野 幸樹 議員 

（分割質問） 

１ 人口減への対応について 

 (1) 転入出者の転入出状況の分析と転入出理由の 

  解析から見えてくる事実について 

 (2) 事実に基づく今後の展開について 

２ 児童・生徒の負担軽減及び良好な環境への取組 

 について 

 (1) 体育館等の暑さ対策について 

 (2) 小中学生が登下校する際の荷物の重さについて 

３ 子育て支援への取組について 

 (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 

10:00～10:45 

９ 
三代 勝也 議員 

（分割質問） 

１ 行政系施設の現状と今後について 

 (1) 支所の現状について 

 (2) 南部支所多目的室の今後について 

２ 日立市の自転車の活用について 

 (1) 自転車利用環境整備の現状と今後の方向性に 

  ついて 

 (2) 自転車を活用した観光について 

３ 道の駅日立おさかなセンターについて 

 (1) 道の駅日立おさかなセンターの現状について 

 (2) 集客アップのための施策について 

10:45～11:25 

１０ 
伊藤 智毅 議員 

（分割質問） 

１ 子どもたちの安全対策について 

 (1) 通学路等の危険箇所点検の現状と改善実態と 

  課題 

 (2) 幼・保、小中学校における学校事故等の現状 

  と課題 

 (3) 危険箇所や事故、事件に対する総合的な安全 

  対策 

２ 高齢者の重大事故対策について 

 (1) 市内における高齢者の事故の実態等 

 (2) 高齢者運転免許返納の現状と課題 

 (3) 重大事故防止対策（認知症等への対応も含めて） 

 (4) 公共交通利活用など移動手段・外出支援等の 

  拡充策 

３ 東海第二原発再稼働問題について 

 (1) 原子力安全対策懇談会 

 (2) 再稼働問題の抱える課題認識と対応スケジュール 

 (3) 住民投票の実施 

４ 子育て支援について 

 (1) 保育園の入園状況と待機等の実態と対策 

 (2) 児童クラブの入会状況と待機の実態、運営の 

  課題等 

 (3) より切れ目のない子育て支援への方策 

11:25～12:10 

 


