
第70回一般質問一覧表 
１.９.25 

順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

１ 村岡栄紀 歩いて暮ら 

せる「まち」 

の実現に向 

けて 

①本市における65歳以上のドライバーの人

数と男女別内訳数、その人口に占める男

女別運転免許保有率に関する、過去、現

在の数値と今後の数値予測は。 

部長 

②高齢者講習の対象となる70歳以上のドラ 

イバーの人数と男女別内訳数、その人口 

に占める男女別運転免許保有率に関する、

過去、現在の数値と今後の数値予測は。 

③高齢者講習並びに認知機能検査、視野検

査の対象になる 75歳以上のドライバーの

人数と男女別内訳数、その人口に占める

男女別運転免許保有率に関する、過去、

現在の数値と今後の数値予測は。 

④６月の総務産業常任委員会において、安

全対策に対して検討する必要があると述

べられたが、具体的にどういった検討と

なるのか。 

⑤同委員会で、過去20年ほどの間に、市内

のどの場所でどのくらい事故が起こって

いるのかという質問に対して、人身事故

の観点で調査し、提供できるかどうか警

察に相談してみるとの回答であったが、

その後の進捗は。 

⑥市内の道路で起こった過去の事故のデー

タに基づき、優先順位をつけて、警察と

連携しながら早急に安全対策を講じるべ

きだと考えるが。 

⑦市内の歩道に関しての安全性への認識

は。また、既存の生活道路において、歩

道が設置されていない道路が多く、高齢

者が歩道のない道路の狭い溝蓋の上を、

車にはさまれるように歩いている状態を

どのように考えるか。 

⑧優先順位を決めた「歩道の拡幅」や「車

線の削減」等への取組が必要であると考

えるが。 

 

 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

   ⑨歩道が設置されていない狭い道路におい

て、小学生の通学時間帯などに限定した

「車両進入禁止措置」が執られている箇

所があるが、その効果をどのように検

証、評価しているのか。また、そういっ

た狭い道路に関する今後の方向性は。 

 

⑩高齢者が多く集まる中心部を、歩いて暮

らせるまちにするためには、歩道に関し

ては段差解消、歩道幅の拡張、歩道のな

い道路に関しては、車道の縮小（車線の

削減）等が必要不可欠であると考える

が。 

⑪運転を断念して運転免許を自主返納する

人たちに対して、これからの移動手段や

生きがい等、丁寧なメンタルケアを含め

た実践的対応を行う専門家の養成が必要

だと考えるが。 

⑫運転免許を自主返納した一定の年齢以上

の市民に対して、デマンドバス、コミュ

ニティバスの「終身無料乗車券」等を交

付することを提案する。 

⑬立地適正化計画（コンパクトシティ＋ネ

ットワーク）成功のためには、多くの人

の行動を、車から公共交通へと変化させ

ることにより、歩行者が安心して歩ける

環境をつくることが、安全面だけでな

く、まちの活性化といった点からも重要

なポイントとなってくると考えるが。 

⑭今後、社会にとって車はもちろん必要で

はあるが、安全・安心に暮らしながら、

活気ある西脇復活を実現するためには、

立地適正化計画（コンパクトシティ＋ネ

ットワーク）を成功させなければなら

ず、そのためには車社会の進行に一定の

歯止めをかけることによる、「車に頼り

過ぎない暮らし」と「歩いて暮らせるま

ち」の実現が必要不可欠だと考えるが、

市長の考えと決意は。 

市長 

 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

２ 東野敏弘 「子どもの

貧困対策計

画」につい

て 

西脇市における「子どもの貧困」の実態を

問う。 

（「子どもの貧困」が、全国的に問題視さ

れている。 

福祉及び学校教育の両分野において、西

脇市における「子どもの貧困」の実態を

把握しているのかを問う。 

また、顕著な事例があるかを問う。） 

部長 

西脇市における「子どもの貧困」の実態を

把握するための取組を問う。 

（「子どもの貧困」の実態は、なかなかつ

かみにくい。 

教育委員会を含め市行政として、どのよ

うに実態を把握するかが大切である。 

西脇市における「子どもの貧困」の実態

を把握するための取組を問う。） 

貧困な状況にある子どもに対して、西脇市

としてどのような支援を行っているか、今

後どのような支援を行うのか。 

（「西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例」

の第12条に「こどもの状況及び置かれた

環境に応じた支援を行う」とある。 

どのような支援をすでに行っているのか、

また、新たに考えている支援を問う。） 

「子どもの貧困」対策は、多岐にわたるた

め、市行政内部の連携が必要であるが、横

の連携を問う。 

（「子どもの貧困」対策は、実態把握を行

うことや本人の支援、保護者の就業支援

を含めた家庭への支援等多岐にわたる。 

関係する市行政の横の連携が大切である

が、市行政内部での横の連携を問う。） 

西脇市において「子どもの貧困対策計画」

を策定する予定はあるのか。 

（子どもの貧困対策の推進に関する法律が

改正され、市町村においても「子どもの

貧困対策計画」を策定することが、努力

義務として規定された。 

西脇市においても策定する必要があると

考えるが、市長の考えを問う。） 

市長 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

３ 坂部武美 英語検定受

験料補助に

ついて 

平成30年度の英語検定受験結果等について 

（①受験者数と合格者数は。 

②平成29年度と比較しての検証は。 

③レントン派遣は市内の４中学校が対象

か。 

④市外の小・中学校に通う児童・生徒の

数は。） 

教育長 

英語力の向上について 

（①英語力は向上しているのか。英検受験

の効果は。 

②市内の中学校に通う生徒と市外の中学

校に通う生徒の違いは。 

③小学生の英検受験料補助は。 

④英語検定受験料の市外通学中学生、一

般等への幅広い補助は。） 

４ 近藤文博 今後のスマ

ート自治体

の実現に向

けたＩＣＴ

化への取組

方針は。 

今年はＲＰＡ元年と言われているが、現在

の取組方針を問う。 

（総務省は平成30年度に自治体へのＲＰＡ

導入支援を予算化しており、既に先行事

例も出始めている。 

ＲＰＡの導入により、市行政にどのよう

なイノベーションを期待するか。） 

市長 

ＲＰＡ導入に対応した現在の取組状況と進

捗は。 

（現在の取組状況と進捗状況を問う。 

 どのような業務から取り組んでいるの 

か、またその理由は。） 

ＲＰＡ導入に当たっては、まだ様々な業務

に適応範囲を広げていける可能性があると

思うが、どう考えているか。  

（導入時には、各部署の業務フローの細部

にわたる見直しが必須となり、その時点

で無駄があれば排除できる。 

さらに、ＲＰＡ導入後に、ＡＩ導入も視

野に入れれば、よりその範囲が広がり、

生産性の向上、正確性の担保、ひいては

人手不足への対応も可能では。） 

今後どのようなスケジュールを想定し、予

算化も検討するのか。 

 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

５ 村井正信 公営の合葬

式墓所の整

備について 

調査事項の結果を問う。 

（平成30年９月の一般質問で、公営の合葬

式墓所の整備を求めたところ、「他自治

体で公営の合葬式墓所開設の事例がある

が、自治体が開設すると、自治会が管理

されている墓所等への影響が考えられる

ため、どれくらいのニーズがあるか等の

情報収集をしながら、慎重に調査・研究

をする必要があると考える。」との答弁

であった。その調査結果を問う。 

①自治会が管理されている墓所等への影

響調査の結果を問う。 

②どれくらいのニーズがあるか等の情報

収集の結果を問う。 

③慎重に調査・研究をした結果を問う。） 

部長 

市民の声を聞くアンケート調査を。 

（少子化で先祖代々の墓を引き継ぐことに

不安を感じる人が増えている。 

合葬式墓所について市民の声を聞くため

のアンケートをとることが大切と考える

が、市の考えを問う。） 

合葬式墓所の新設検討を求める。 

（既存の墓石を整理する「墓じまい」の件

数が増加し、個人が墓そのものを管理で

きにくい状況が広がっている現状では、

合葬式墓所の必要性が大きいと考える。

本市でも整備すべきと考えるが、市長の

考えを問う。） 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

  兵 庫 県 の

「新たに想

定し得る最

大規模の降

雨による洪

水浸水想定

区域図」の

公表を受け

て市の対応

策を問う。 

県の発表を受けて西脇市民の命をどのよう

に守るのか。 

（近年、大規模降雨により甚大な洪水被害

が全国各地で発生している。 

兵庫県が昨年６月に公表した「新たに想

定し得る最大規模の降雨による洪水浸水

想定区域図」によると、５ｍを超える浸

水個所が多数ある。そして、今年５月30

日に加古川・杉原川・野間川に流れ込む

河川付近の「洪水浸水想定区域図」が公

表された。 

それらの河川では、浸水した場合に想定

される浸水の深さが５ｍに及ぶ個所もあ

る。 

これを受けて、西脇市として市民の命を

どのようにして守るのか、市長はどのよ

うな思いをもって受け取り、今後どのよ

うに取り組むのかを問う。） 

市長 

西脇市として、この課題に対する具体的な

対応策の検討を求める。 

（加古川・杉原川・野間川、その他支川に

おいても同様の基準で洪水浸水想定区域

の公表が行われた。 

今後の洪水土砂災害対策の大規模な見直

しが必要と考えるが、西脇市としてこの

課題に対しどのように対応しようとする

のか、見解を問う。） 

部長 

防災マップ（洪水・土砂災害編）を根本的

に見直すこと。 

（兵庫県の〔想定最大の浸想図〕を盛り込

んだ防災マップ（洪水・土砂災害編）を

早急に作成し、市民と情報を共有するこ

と。） 

６ 美土路祐子 西脇に「こ

ども食堂」

を 

こども食堂開設支援で、地域の人がつなが

る仕組みを。 

 

西脇市のこども食堂の現状とニーズを問う。 部長 

西脇市の子どもや子育て世代の現状と課題 

を問う。 

（経済的困難（貧困）の問題や支援を必要

としている方の現状、対応、課題を問 

う。） 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

   西脇市としてこども食堂に関わることにつ

いての見解は。 

（その意義、効果、有効性などを含めた見

解を問う。） 

 

こども食堂開設などの支援制度を作ってほ

しい。 

（行政が関わることで、地域の人がつなが

りやすくなり、子育て支援、生きがいづ

くり、生涯活躍、多世代交流、共生社会

の実現など多大なメリットがある。） 

市長 

７ 寺北建樹 安全で快適

な生活基盤

が整うまち 

○道路を整備する。 

☆人にやさしい道路空間を整備します。 

★防犯灯（市管理）の管理と設置について 

 

防犯灯（市管理）の適切な管理を。 

（地域幹線道路の山際に設置されている防

犯灯の周りには、木が生い茂っていて、

直下でしか灯の効果が発揮されていな

い。 

周辺の伐採等を行うべきではないか。） 

部長 

地域幹線道路に防犯灯を積極的に設置すべ

き。 

（防犯灯は、単に防犯のためだけではな

く、灯が人の心を温かくする効果を期待

する。 

地域幹線道路に積極的に設置すべきでは

ないか。） 

市長 

未来を拓く

次世代が育

まれるまち 

○子育てにやさしい環境をつくる。 

☆子育ての経済的な負担を軽減します。 

★３・４・５歳児の保育料無償化で生み出

される財源の有効活用を。 

 

平成26年度と比較して保育料の市負担はい

くら軽減されるか。 

部長 

保育士等の給料への補助について 市長 

保育士確保のための支援策について 

副食費の無償化について 

８ 村井公平 西脇農業ビ

ジョンの見

直しと担い

手育成政策

について 

計画策定時における問題点の解消と実績に

ついて 

（農業ビジョン策定から５年が経過した。 

策定時に問題点を８項目挙げているが、

見直し課題と実績について問う。） 

部長 

 



順位 氏  名 大 項 目 小   項   目（要   旨） 答弁 

   見直し課題の今後の対応施策と振興策につ

いて 

（耕作放棄田及び不耕作地の増加解消対策

について問う。） 

 

農業担い手育成策について 

（高齢化による請負耕作農家の減少と対応

策について問う。） 

大規模農家の規模拡大と法人化の推進につ

いて 

（稲作農業経営では10ヘクタール以上耕作

しなければ経営が成り立たない。従業員

を雇用しなければ、規模拡大できない。

そのため法人化が必須となる。） 

市長 

 


