
一般質問通告事項一覧表 

平成２９年第３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 郵便局とのみまもり

協定について 

本年 5 月に協定を締結しました。現

在までの状況報告と今後の課題など伺い

たい。 

 

総務部長 

 

各小学校に設置して

いる防災倉庫につい

て 

各小学校に設置してある防災倉庫中に

備蓄してある、備品等の備蓄状態及び、

今後の防災倉庫の活用方法についても伺

いたい。 

 

総務部長 

みほふれ愛プラザに

ついて 

１．交流館のウェブ予約は、いつ頃開始

できますか。 

２．交流館の時間延長は、いつ頃開始出

来ますか 

３．直売所の営業時間延長は考えている

のか 

４．直売所の今後の売上増加対策を伺い

たい。 

５．駐車場拡張計画など伺いたい 

６．納入生産者とのこれまでの問題点と

今後の課題など伺う。 

 

担当部長 

 

２ 山崎幸子 

 

ヘルプマークとヘル

プカードの導入につ

いて 

障がいを抱えている人や、義足や人工

関節を使用している人、内部障がいや難

病の人、または、妊娠初期の人など、外

見から分からなくても援助や配慮を必要

としている人々が、周囲に配慮を必要と

していることを知らせることで、援助が

得やすくなるよう作成されたものが「ヘ

ルプマーク」です。このマークは本年 7

月 20 日に案内用図記号として正式に認

められました。 

又、「ヘルプカード」は障がい者が携

帯し、必要な支援や配慮を周囲の人にお 

担当部長 

村  長 

 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

２ 山崎幸子 

 

 願いするためのカードです。このような

「ヘルプマーク」と「ヘルプカード」を

本村でも導入すべきと思いますが、見解

をお尋ねいたします。 

 

担当部長 

村  長 

 

乳がん検診について 乳がん検診について以下のことをお尋ね

します。 

① 妊娠中・授乳中の方への検診に関し

て、本村ではどのような対応をしてい

るか。 

② 乳がんや子宮頸がん等、女性特有の

病気では、啓発や受診率向上のために

どのようなことを行っているか。 

③ 乳がん自己検診用グローブの導入。 

 

担当部長 

村  長 

 

３ 林 昌子 聴覚障がい者対策に

ついて 

年齢と共に聴覚障がいを発生する方が増

えている。 

また、本人を含めまわりの方も発症して

いるとの認識されるまで時間がかかって

いる現状が有る。 

そこで、行政として自然に会話できる環

境整備をどの様にお考えかお尋ね致しま

す。 

① 聴覚障害者手帳保持者人数 

② 聴覚に障がいの有る方の窓口対応 

③ 難聴者の為の窓口対応用の磁気ルー

プ導入自治体が増えている。磁気ル

ープに対する認識をお尋ね致しま

す。 

④ より快適な窓口対応の為の磁気ルー

プの導入検討をどの様にお考えか 

会議用貸し出し制度に関しての見解を

お尋ね致します。 

 

 

 

村  長 

保健福祉

部長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

３ 林 昌子 胃がん検診について 平成 24 年第 3 回一般質問において、

「胃がん検診リスク検査導入」について

質問を致しました。 

WHO は 2015 年 9 月に「胃がんの主な

要因はピロリ菌である」と報告し、「全

世界の胃がんの約 80％はピロリ菌によ

るものであり、除菌治療で 30〜40％の

発生を抑えられる」としている。 

本村のがん検診受診率は県内でも上位を

しめ、受診率向上に努力されている。 

今後の胃がんの発症を抑える為の対策を

伺います。 

① 現在の受診率と発症率 

② ピロリ菌検査助成自治体が増えてい

る現状をお尋ね致します。 

③ 本村の導入検討がなされているかお

尋ね致します。 

④ 便中抗原検査についての認識をお尋

ね致します。 

⑤今後の受診率向上への対策をお尋ね致

します。 

 

村  長 

保健福祉

部長 

４ 下村 宏 １．水稲の縞葉枯病

まん延防止について 

１）美浦村の基幹産業となる稲作につ

いて、本年度県内各地で稲縞葉枯病が各

地区で多発しており、当村においても霞

ケ浦沿いに多く確認されております。減

収要因となる本病を媒介するヒメトビウ

ンカ防除について村はどのように考えて

いるのか。 

担当部長 

村  長 

2．上下水道事業の

健全性について 

１）土浦地内で建物火災が発生し、消火

栓からの消火活動が行われ、その後水

道の水が茶色く濁りましたが、利用者

への対応はどうしたのか。 

２）現在の水道普及率と給水損益はどの

ようになっているのか。（最新の普及

率） 

担当部長 

村  長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

４ 下村 宏  ３）人口減少等に伴う給水収益減少対応

策について 

４）公下・農集排事業の加入率について 

 （加入促進具体策・施設の有効利用、

効率的管理） 

５）上下水道事業の公民連携について 

 

３．運動機能回復訓

練室の設置について 

介護・医療費用の削減に向け、身体運

動機能を向上させるため、みほふれ愛プ

ラザの多世代交流サロンに、誰でも村民

が自由に利用できるような、訓練用階段

や平行棒、運動器具を用意した場所の提

供が出来ないか。 

担当部長 

村  長 

５ 竹部澄雄 幹線道路に架かる樹

木及び宅地・休耕地

の雑草について 

幹線道路に隣接し交通の妨げとなる樹

木・雑草及び個人の所有する土地や田畑

に生い茂る雑草の除去についてお聞きし

ます。 

経済建設

部長 

光と風の丘公園が管

理する宿泊ロッジに

ついて 

光と風の丘公園が運営している宿泊ロ

ッジの管理と利用申し込み方法及び利用

者数（村民・隣接市町民・村外）と利用

者の公園施設利用数をお聞きしたい。 

担当部長 

 

災害時の救助活動に

ついて 

消防庁が推奨し各都道府県の消防学校

で訓練できるオフロードバイク運転技術

及び、上空から捜索できるドローンの操

作技術を村としては「いなほ消防署」に

協力要請し、消防団員に訓練すると３月

の定例会で言われたがその後の経過をお

聞きしたい。 

総務部長 

 

児童扶養手当の支給

について 

厚労省が平成３１年度より各自治体の

システムを改修し、低所得者のひとり親

家庭に対し支給している児童扶養手当の

支払い方法を、現在の４カ月ごとの支給

から２カ月ごとに検討していると公表し

たが、村の考えをお聞きしたい。 

担当部長 

登下校する生徒の安

全を守る反射板ベス

トの着用について 

登下校する生徒や自転車通学をする生

徒の安全を守るために村は交通安全の指

導を徹底しているが、徒歩や自転車通学 

教育次長 



５ 竹部澄雄  中の児童を自動車運転者に遠方から判断

させるために他の自治体で採用している

反射板ベストの導入を検討する考えがあ

るのかお聞きしたい。 

 

６ 葉梨公一 防災行政無線の 

整備について 

村民の安心・安全を確保するため、防

災行政無線の整備・設置について、美浦

村のお考えをお尋ねします 

総務部長 

村  長 

今後の道路建設事業

計画について 

美浦村の道路建設事業につきまして

は、将来を見据えた道路整備を進めて頂

くことによって、村民の交通安全対策並

びに交通の利便性を図って頂きたいと思

っています。 

その一つとして、県道上新田木原線の

木原地先から阿見町島津地先への農道を

拡幅再整備し、県道追原島津線へ接続す

ることにより、上新田木原線を利用し、

土浦、つくば方面への通勤通学、あるい

は圏央道、常磐自動車道等を利用する際

に大変便利となり、利便性の向上が図れ

ます。 

また美浦村は、霞ヶ浦二橋建設推進期

成同盟に参加していますが、この構想が

実現した際にも、この道路の利用価値は

非常に高いと思われることから、是非こ

の計画を立案し実現する様お願いした

い。 

只今の提案を含め、美浦村の今後の道

路建設事業に関して村の考えをお示しく

ださい。 

経済建設

部長 

村  長 

７ 松村広志 動物愛護管理につい

て 

①〝吾輩が猫″だったら、本村はどのく

らい住みやすいか 

 ・動物愛護に向けた本村の現状と課題 

②人と動物の共生社会に向けた取り組み 

 ・命の大切さをより認識するために出

来ること 

 ・犬・猫殺処分ゼロを目指して 

担当部長 



７ 松村広志 買い物弱者を出さな

いために 

食品販売車両の検討について、現状と

課題 

担当部長 

８ 岡沢 清 平成３０年度以降の

国保運営について 

１． 保険税率の算定方法について 

２． 国保事業費納付金の算定スケジュ

ールと方向性について 

３． これまでの県の財政調整交付金

（普通調整交付金）、高額医療費共

同事業費交付金、保険財政共同安定

化事業交付金の今後の方向性、保険

税収納率との関連でどう変わるの

か。あるいは、変わらないのか。国

保運営方針に示された財政安定化基

金との関連でどうなるのか。また、

一般会計繰入金の財政安定化事業繰

入金については、変わるものがある

のか。 

４． 一般会計からの法定外繰入金につ

いて、これまでの実績と比較して、

大きく変わるのか、または、さほど

変わらないのか。（県の国保運営方

針、安定的な財政運営に関する事項

の（１）解消・消滅すべき赤字の範

囲で、イ法定外の一般会計繰り入れ

のうち決算補填等目的の繰入額と記

されている観点から） 

５． 国保運営主体の都道府県への移行

に伴う村の国民健康保険条例、国民

健康保険税条例の改正時期はいつに

なるのか。事前の議会への説明は予

定されているか。 

担当部長 

 


