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一般質問発言通告一覧 【令和元年第４回（１２月）日立市議会定例会】 
 

１２月９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 いきいき茨城ゆめ国体２０１９について 

 (1) いきいき茨城ゆめ国体２０１９がもたらした 

  効果と今後の活用について 

２ 台風・大雨等への対応について 

 (1) 市内被害状況から考える今後の対策について 

 (2) 避難所開設により認識された課題と今後の対 

  応について 

 (3) 臨時休校としたことについての課題と今後の 

  対応について 

 (4) 他の自治体の被害状況やその後の支障事案等 

  から考えるべき日立市の今後の対策・対応につ 

  いて 

３ 減災への取組及び災害時の迅速・効率的対応に 

 ついて 

 (1) 土砂災害危険区域における被害防止への取組 

  について 

 (2) 避難路ともなる道路整備及び事故・災害時支 

  障を来さない道路の整備について 

４ 市職員及び教職員の労働環境について 

 (1) 長期病休者及び年度途中退職者の現状と対応 

  及び労働環境改善への取組について 

５ 学校教育現場の状況について 

 (1) 不登校児童・生徒の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 

10:00～10:45 

２ 
小林真美子 議員 

（分割質問） 

１ 市民の暮らしを守る施策について 

 (1) 子どもの医療費無料化について 

２ 高齢者が安心して暮らせる施策について 

 (1) 介護保険料の負担軽減について 

 (2) 特別養護老人ホームについて 

 (3) 高齢者の生活支援について 

 (4) 医療と介護の連携について 

 (5) 認知症対策について 

３ 東海第二発電所の再稼働問題について 

 (1) 広域避難訓練について 

 (2) 東海第二発電所の再稼働問題について 

10:45～11:30 

３ 
藤森 結花 議員 

（分割質問） 

１ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について 

 (1) 施策への反映について 

 (2) 実施指針に基づく具体的な動きについて 

 (3) 統合的向上の実現について 

２ ライフデザインについて 

 (1) 少子化対策の現状と課題について 

 (2) 未来を拓く人づくりに向けた取組について 

３ イベント等への市の関わり方について 

 (1) 市が公費を投入している現状について 

 (2) 公費を投入する目的と求める効果について 

 (3) 今後の関わり方について 

11:30～12:15 
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４ 
白石 敦 議員 

（分割質問） 

１ 財政政策について 

 (1) 令和元年度予算の執行状況について 

 (2) 令和２年度予算編成の特徴について 

 (3) 今後の財政運営について 

２ スポーツによる賑わい創出について 

 (1) スポーツツーリズムの推進について 

 (2) スポーツ施設の充実について 

  ア 中里スポーツ広場の人工芝生化について 

  イ 市民運動公園陸上競技場の人工芝生化につ 

   いて 

  ウ スポーツ広場への救護室整備について 

３ マイナンバーカードの活用について 

13:00～13:45 

５ 
千葉 達夫 議員 

（分割質問） 

１ 台風などの自然災害の被害と対策について 

 (1) ハザードマップと被害箇所の関係について 

 (2) 避難行動と避難所における課題について 

 (3) 大甕駅浸水被害の原因と対策について 

 (4) 久慈川の洪水対策の現状と対策について 

２ 市独自の奨学金制度の実績と今後について 

 (1) 奨学生の人数と実績について 

 (2) 補助対象者の人数について 

 (3) 日立市奨学金制度の今後の方向性について 

３ 日立市における公務員の働き方について 

 (1) 市職員の現状について 

 (2) 市職員の労働時間について 

 (3) 市職員の再任用制度について 

 (4) 採用の課題や目標について 

13:45～14:25 

６ 
石井 仁志 議員 

（分割質問） 

１ 日立市人口ビジョン改訂と未来への備え 

２ ひたちＢＲＴとＭａａＳ（マース） 
14:25～14:55 

７ 
堀江 紀和 議員 

（分割質問） 

１ 市内の道路交差点改良について 

２ 高齢運転者の交通事故防止対策について 

 (1) ブレーキとアクセルの踏み間違い防止装置の 

  機能体験について 

 (2) ブレーキとアクセルの踏み間違い防止装置の 

  設置費用補助について 

 (3) 高齢者の運転免許自主返納について 

３ 防災・減災に向けた取組について 

 (1) ひたちナビによる情報提供システムの構築と 

  有効活用について 

 (2) 災害時のペット避難について 

14:55～15:40 
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１２月１０日（火） 
発言

順序 
質 問 者 質問項目、質問内容 予定時間 

８ 
篠田砂江子 議員 

（分割質問） 

１ 災害時の取組について 

 (1) 災害時の避難所について 

  ア 避難所となる体育館等のトイレについて 

  イ 避難所でのペット対応について 

  ウ 避難所内での感染症対策について 

２ 安心安全な学校生活を送るための環境づくりに 

 ついて 

 (1) 子供たちの体調管理のための取組について 

  ア 普通教室のエアコン使用による暖房について 

  イ 暑い時期の水筒への水の補給について 

 (2) 緊急時の各家庭への連絡方法について 

10:00～10:40 

９ 
瀬谷 幸伸 議員 

（分割質問） 

１ 日立地区産業支援センターの現状と期待される 

 役割について 

 (1) 日立地区産業支援センターの現状と今後の取 

  組について 

 (2) 外国語への対応について 

 (3) コーディネーター制度の見直しについて 

２ 市北部の土地利用の転換について 

 (1) 市北部の土地利用の方向性について 

 (2) 新たな土地利用の可能性について 

３ 日立市における児童・生徒のむし歯予防の推進 

 のため学校でのフッ化物洗口の集団的実施を推奨 

 することについて 

 (1) 有用性に対する本市の見解について 

 (2) 実施に向けた現状と課題について 

 (3) 今後の展望について 

10:40～11:25 

１０ 
杉本 和子 議員 

（一括質問） 

１ 「日立市・十王町新市建設計画」について 

 (1) 新市建設計画の進捗状況について 

 (2) 旧十王町地域における事業の進捗状況について 

２ 十王町高原地区における林地開発を伴う太陽光 

 発電事業について 

 (1) 災害防止のための市及び事業者の対応について 

 (2) 林地開発完了後の維持管理体制について 

11:25～12:05 

１１ 
舘野 清道 議員 

（分割質問） 

１ 台風１５号、１９号、低気圧による大雨を検証 

 し防災先進都市を目指して 

 (1) ９月から１０月に上陸した台風等の概要と被 

  害状況、市の対応について 

 (2) 市の支援活動や今後の市民への備えについて 

 (3) 各ハザードマップで示された被害状況について 

 (4) 里川の氾濫を踏まえた中里小中学校の新校舎建 

  設位置の見直しについて 

 (5) 地区防災計画の策定について 

 (6) ケーブルテレビを活用した防災情報配信の高度 

  化について 

２ 中心市街地の活性化について 

 (1) 商店会の活性化について 

 (2) あんず並木通りの無電柱化について 

 (3) 宮田川の自然環境の保護及び活用策について 

３ 市民の声より 

 (1) 高齢者への補聴器購入助成制度の創設 

13:00～13:45 
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１２ 
添田 絹代 議員 

（分割質問） 

１ 子どもたちを受動喫煙から守るための取組につ 

 いて 

 (1) 建設を進めている市営滑川団地の敷地内禁煙 

  と禁煙室の設置について 

 (2) 子育て世代への禁煙外来治療費の助成について 

２ 日立市十王総合健康福祉センターについて 

 (1) 多目的ホール（Ｊホール）の今後の活用策につ 

  いて 

  ア 多目的ホール（Ｊホール）の利用状況につ 

   いて 

  イ シニア世代の集いの場としての活用について 

13:45～14:10 

１３ 
伊藤 智毅 議員 

（分割質問） 

１ 災害への対応について 

 (1) 自助、共助、公助力の向上策（備蓄、各種訓 

  練、停電・断水対策等） 

 (2) 災害時の住民避難（勧告・指示の広報、行動 

  マニュアル、避難所開設、誘導・搬送） 

２ 東海第二原発の再稼働問題について 

 (1) 原子力災害避難訓練の検証から広域避難等の 

  課題 

 (2) 広域第２避難先（福島県以外）との調整状況 

 (3) 市民の意向調査（住民投票やアンケート等） 

  の実施 

３ 教育行政の課題について 

 (1) 学校統廃合（適正化）（検討内容、作業スケ 

  ジュール） 

 (2) 特別支援学校の方向性（県への移管、校舎の 

  建て替えなど） 

 (3) 学校教育現場の諸環境（子どもたちを取り巻 

  く環境、教職員の働く環境） 

14:10～14:55 

 


