
一般質問通告事項一覧表 

平成３０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 竹部澄雄 災害時の水の確保に

ついて 

○東日本大震災の時に、美浦村の水道が

断水した地域と日数について伺います。

担当部長

○美浦村地域防災計画では、上下水道施

設の耐震化を計画的に図るように推進し

ているが、美浦村水道配水場および下水

処理場の耐震の現状を伺います。

担当部長

○災害時に飲料水の供給は、対象者 1人

につき 1日に約 3リットルを基準として

いるが、現在、村が確保している給水車

両の台数および備蓄している供給飲料水

の備蓄量を伺います。

担当部長

○災害時に避難する公共施設には、防災

井戸が設備されているのか伺います。

担当部長

○災害時に水道の配水機能が停止した場

合、生活用水及び飲料水を確保するため

に各都道府県自治体が実施している「災

害時協力井戸登録制度」の導入を美浦村

も必要だと考えるが村の考えを伺いま

す。

担当部長

村 長 

イノシシ対策につい

て 

○平成 30 年 8 月 3 日に経済課からイノ

シシの足跡が安中地区で発見され 10 月

頃から罠を仕掛け捕獲するとのことだ

が、「作物の被害と周辺住民および安中

小学校生徒の登下校の安全確保」とイノ

シシが捕獲できない場合の「陸平縄文ム

ラまつり」の安全対策を伺います。

担当部長

○村として、イノシシの侵入防止・生

息・繁殖について今後どのような対策を

しなければならないと考えているのか伺

います。

担当部長

村 長 
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順
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

２ 山崎幸子 補完的な母子手帳に

ついて 

① Ｈ25～29 年度の本村における出生数

は。

② 体重 2500ｇ未満の低出生体重児数と

は。（Ｈ25～29 年度）

③ 低出生体重児に対する、本村として

のサポートと母親に対する心のケア

としてやっていることは。

④ 低出生体重児用の補完的な母子手帳

を作ることはできないか。

担当部長

村 長 

「いじめをスマホで

通報」について 

① 本村では、小中学生のいじめ発見方

法として、どのようなことを行って

いるか。 

② Ｈ26.9 月定例会の私の一般質問の

後、「美浦村版家庭用いじめ発見チ

ェックシート」を導入していただい

たが、その後もチェックシートは使

っているのか。 

③ 本村におけるいじめの件数は。（過

去 5年間） 

④ スマートフォンやパソコンから、い

じめの通報や相談ができるアプリを

導入することはできないか。 

教育長 

３ 葉梨公一 美浦村の今後の下水

道事業計画について

○ 本村に於ける下水道事業はどのよう

な状況にあるのか、現在の整備状況

をお尋ねします。

○ 未整備地区の今後の整備方法は公共

下水道事業で行うのか、あるいは農

業集落排水整備事業で行うのかお尋

ねします。

また、合併浄化槽の導入による整備

の考えはあるのかお尋ねします。

○ 未整備地区の整備の促進を急いでほ

しいという声もありますので、下水

道の早期整備に向け特段のご配慮を

担当部長

村 長 
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３ 葉梨公一 お願いしたいと思いますとともに村

長の考えをお聞かせください。

４ 飯田洋司 プログラミング教育

について 

1、 本村のプログラミング教育の目的
と内容などを伺います。

2、 プログラミング教育実施で、本村
の一番の問題点をお伺いします。

教育長 

“大山スロープ健全

活用を考える連絡

会”について 

1、 本年になり現在まで 2回ほど連絡
会の会議開催しましたが、現在ま

での対応と今後の計画などを伺い

たい。

経済建設

部長 

交流館と直売所の安

全について 

1、 事故後の処理対応と今後の安全対
応について伺う。

教育次長

５ 岡沢 清 災害時の避難所運営

について 

原発事故、大地震、豪雨災害等の発生

により、避難を要する事態となった場合

の、避難所運営（受け入れ態勢）につい

て 

① 各避難所の場所 

② 各避難所の受け入れ可能人数 

③ 避難者一人あたりの最低居住スペ

ース 

④ 各避難所のトイレの数 

（男女別・洋式か和式か） 

⑤ 各避難所の救護体制（人員等） 

⑥ 各避難所の風呂・シャワーの有無

⑦ 各避難所の冷暖房の有無 

⑧ 排出されるごみの処分 

担当部長

村 長 

小中学校の体育館の

暑さ対策を 

異常ともいえる気候変動で、夏休み期

間中以外にも、猛暑日、酷暑日となる事

態が予想される。児童・生徒の健康に配

慮しなければならない。また、災害時の

避難者への人道的配慮の観点から、冷房

対策が必要と考える。どのような対策

を？ 

担当部長

介護保険料の滞納者

に対する滞納処分の

① 過去５年間の滞納処分（サービス利

用時の給付制限）の実施件数 

担当部長



通告

順
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

５ 岡沢 清 実施状況について ② 滞納処分を実施するにあたっての判

断は？ 

国民健康保険税均等

割りの軽減を 

 今年３月の第 1回定例会で質問したの

に対し、「早急に他の自治体の状況を調査

する」との回答であった（村長）。 

 調査が済んだのであれば、調査結果を。

調査が済んでいないのであれば、いつま

でに調査するのか。 

担当部長

６ 下村 宏 １．公有財産台帳

(固定資産台帳)の整

備状況について 

１) 新公会計の中では、固定資産台帳の
整備等が求められているところです

が、美浦村では固定資産台帳の整備

はどのようになっているのか。

・整備状況と内容をお尋ねします。

・遊休資産の内容（地目・筆数・面積）

について。

・財産の性質によっての、利活用と売却

処分について。

・村道に認定されていない、村道とされ

る未利用地の処分について。

担当部長

村 長 

２．美浦村村道行政

について 

１）各行政区からの村道舗装について、

申請はどのくらい上がっているの

か。 

２）平成２８年第４回美浦村議会定例会

において，質問をした、村道１０５

号線の拡幅・修理についての進捗状

況をお尋ねします。

担当部長

７ 松村広志 道徳教育について １．今年から「道徳の時間」が「道徳科

（特別の教科道徳）」に改められたこ 

とについて。 

①これまでの道徳教育との違い、「教科 

化」に伴い現場でなにが変わったか。

②児童にとって大切な「心の成長」はど

う評価されるのか。 

教育長

教育次長
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７ 松村広志  ２．大人向けの道徳性啓発セミナーのよ

うなものを検討できないか。 

ケアラーズカフェの

取り組みについて 

家族を介護する人のための「ケアラー

ズカフェ」の取り組みが拡がっている。

３年前の質問でも、介護者のためのカフ

ェの提案をしたがその後の検討はどう

か。 

担当部長


