
一般質問通告事項一覧表 

平成２８年第２回定例会 

通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

１ 飯田洋司 大山旧病院払下げに

ついて 

 

１．大山旧病院跡地の払下げ契約の進捗

状況を伺いたい 

２．払下げ契約後の旧病院跡地利用は、

公園と以前の質問での回答ですが、進

捗状況を伺いたい 

総務部長 

 

大山スロープについ

て 

 

 

 

 

 

１．国から本村への防災拠点と大山スロ

ープの管理委譲は、いつになるのか、

管理条件など伺います。 

２．５月に大山スロープ利用の関係団体

との第 1回意見交換会が開催されまし

た。安全と環境問題などいろいろな意

見が出ましたが、本村の対応と今後の

運営管理をお伺いします。 

経済建設 

部長 

 

 

 

 

 

交流館サイクリング

拠点化について 

仮称美浦村地域交流館のサイクリング

拠点化に向けた計画など伺いたい。 

担当部長 

空き家対策について 

 

空き家バンクへ早急に登録できるよう

対策を伺いましたが、その後の進捗など

伺います。 

担当部長 

２ 下村 宏 

 

１．美浦村指定金融

機関の輪番交替に

ついて 

 

 

１）現在指定金融機関の筑波銀行が、来

年３月末で満了を迎え、４月からは常

陽銀行に替わります。    

 ・指定金融機関は経営の健全性が求め

られていますが、直近の両行の預金

総額と自己資本比率をお尋ねしま

す。 

・筑波銀行では、会計課窓口に派遣を

している職員を３年間無償で対応し

ていただきましたが、今後はどのよ

うになるのか。 

 ・庁舎の前にあります、筑波銀行のＡ

ＴＭですが、常陽銀行となった場

合、常陽銀行のカード利用を無償化

できないのか。 

担当部長 

村  長 

 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

２ 下村 宏 

 

２．障がい者差別解

消法について 

 

 

１）本年４月１日からスタートした、障

がい者差別解消法の不当な差別的取り

扱いの禁止・合理的配慮の提供の具体

例についてお尋ねします。 

２）対象となる障がい者と事業者につい

てお尋ねします。 

担当部長 

村  長 

 

３ 椎名利夫 美浦村の教育につい

て 

美浦村の教育をどのように進めて行く

のか、そしてどのような抱負をお持ちか

お尋ねします。 

教 育 長 

役場周辺地区計画に

ついて 

これからの計画の進め方と第２工区の

見通し、そこに出店する予定であった商

業施設とのその後はどうなっているかお

尋ねします。 

担当部長 

４ 葉梨公一 小中学生の成績向上

ついて 

 小中学校において、全国学力テスト等

が行われておりますが、今後の更なる本

村小中学生の成績向上に向けた教育方針

をおたずねします。 

教 育 長 

教育次長 

次年度以降の予算編

成について 

平成２８年度の予算編成を見ると、村

債の割合と税収の割合が反比例し、その

差が大きくなっていく様に見られました

が、将来美浦村を担っていく村民にかか

る負担が大きくなり、事業計画等にも影

響が出てくると思います。 

私は、村民みんなが住んでよかったと

思える、将来の不安のない美浦村を目指

して、健全な財政運営を願いますが、そ

れらを考えて今後の財政計画の基本方針

をお聞かせください。 

村  長 

総務部長 

 

５ 松村広志 〝障害者差別解消

法″施行に伴う本村

の取り組み 

 

 

①本村における現状と課題 

②改善への今後の取り組み 

・同法の理解向上及び意識改革 

・同法協議会・職員対応要領、等 

③教育環境における同法の取り組み 

・インクルーシブ教育構築の取り組み 

・特別支援教育の在り方、目指すもの 

 

担当部長 

担当部長 

 

 

教 育 長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

５ 松村広志 〝災害対策基本法″ 

本村の取り組み 

①災害時の〝要支援者″の把握状況 

②（同）要支援者に対する、個別避難計

画の現状 

担当部長 

６ 竹部澄雄 中央公民館と図書室

について 

 

・村ではＩＣＴ教育に力を入れ、県内で

はトップ水準に君臨しているがＩＣＴ操

作においても読み書きが基本であること

を考慮すると、読書教育についてどのよ

うにすべきかお聞きしたい。 

・教育委員会では、読書の推進のために

各学校で色々な取り組みをしているが

「子ども読書活動推進計画」に基づく

「チーム弁論大会」を企画する予定はあ

るのかお聞きしたい。 

・教育委員会では、子ども読書活動推進

のために、現在の図書室を拡張すること

は困難であるので、将来的には村立図書

館の新設を提唱しているが、中央公民館

の建て替えと、村立図書館の設立構想は

あるのかお聞きしたい。 

・中央公民館は建築から何年も経過し、

図書室の雨漏りや入口階段など補修、清

掃が必要と思われるところがあるが、補

修の計画はあるのか。また、図書室と閲

覧室が別にあり、不便を感じることか

ら、村立図書館の新設まで図書室と閲覧

室を一体化する改装の考えは村にあるの

かお聞きしたい。 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

村  長 

教 育 長 

 

 

 

 

教育次長 

温室効果ガス（CO2）

対策について 

 

・美浦村は温室効果ガス（CO2）削減に

対処する為に、村内街灯のＬＥＤ化、太

陽光発電事業、庁舎・事業所の電力の使

用の削減などで、温室効果ガス削減に努

力しているが、各家庭用ＬＥＤ照明の設

置に対する補助金制度を導入し、家庭用

ＬＥＤ照明設置を推進し、太陽光発電で

得た利益を有効活用するために補助金と

して支給し、温室効果ガス削減を村民一

体で取り組むことが出来ないかお聞きし

たい。 

村  長 

経済建設

部長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

７ 塚本光司 ご当地プレート（ナ

ンバー）導入は考え

ないか 

 

①ここ数年の間に、ご当地プレート（ナ

ンバー）導入自治体が増えており、近

隣では土浦市、龍ヶ崎市、牛久市が導

入したようだが、地元への愛着とＰＲ

に良いと考えるが、導入の考えはない

か。 

②例えば地域交流館（仮称）オープンに

併せ導入してみてはどうか。 

総務部長 

 

 

 

 

 

村  長 

総務部長 

８ 岡沢 清 平成 27年度介護保

険制度改正に伴う平

成 29年度以降の介

護保険事業について 

１．介護予防給付の全国一律のサービス

から、地域支援事業への移行について 

①要支援者への支援について、予防給 

付から地域の支援ヘ移行する具体的 

な内容は? 

②新しい総合事業の提供主体としての 

NPO法人やボランティア、社会福祉 

法人、シルバー人材センターなどに 

積極的に働きかけていく必要がある 

との観点から、それぞれ、どのよう 

な組織や団体が、どのような役割を 

担うことになるのか? 

２．平成 27年度介護保険制度改正に伴

う、予防給付事業の見直しについて 

①介護予防給付から地域支援事業へ移 

行するサービスの内容、人員基準、 

運営基準、給付費等、現状と比較し 

て後退あるいは削減されるものはな 

いか? 

②要支援１．２の訪問介護・通所介護 

が地域支援事業に移行後、引き続 

き、現行の訪問介護事業者・通所介 

護事業者に委託する形式をとるの 

か? 

③介護保険特別会計の歳入・歳出はど 

う変わるのか? 

④地域支援事業に移行後の訪問介護・ 

通所の利用料はどのような算定にな 

るのか。 

 

担当部長 

 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

８ 岡沢 清 平成 27年度介護保

険制度改正に伴う平

成 29年度以降の介

護保険事業について 

 ⑤財務省は、要介護１．２のベッドな 

どのレンタル料金などについて、利 

用者の一旦原則前払いを検討してい 

るようだが、その旨の方向性は? 

担当部長 

 

入札参加資格につい

て 

 美浦村契約規則第２章第５条で、「令 

第１６７条の４第１項に該当すると認め 

られる者は、入札に参加することができ 

ない。また、同条第２項各号のいずれか 

に該当すると認められる者は、その事実 

があった後２年間一般競争入札に参加す 

ることができない」と定められている 

が、１年間にして欲しいという要望があ 

る。近隣自治体でも１年間が多いとのこ 

と。１年間に変えられないか。 

総務部長 

９ 山崎幸子 「子育て支援協定」 

について 

境町や東海村のような「子育て支援協

定の締結」を行い、企業と連携し、子育

てに関する講座の開催や子育て中のお母

さんに授乳服を支給し、どこでも授乳が

でき、親子が家にこもることなく外に出

られるように、そして子育てしやすい市

町村としてのイメージアップに繋がる、

そのような子育て支援協定を考えてみて

はどうか。 

○本村の今現在と、今後の子育て支援 

の施策は。 

  ○子育て支援協定の締結を考えてみた 

らどうか。 

担当部長 

村長 

10 小泉嘉忠 将来負担比率につい

て 

① 今まで、数年間の地方債（村債）の

推移と借入目的地方債（一時借入金含

まず）が美浦村民一人あたりいくらに

なるのか。 

② 美浦村地域交流館事業、追加工事費

の予算の確保。 

③ 美浦村借入金 条件の良い、金利の

低い金融機関に借り換えが可能か。 

担当部長 

担当課長 

 

 

担当部長 

担当課長 

担当部長 

担当課長 

 


