
一般質問通告事項一覧表 

平成３０年第４回定例会 

通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

１ 林 昌子 命を守る対策につい

て 

１．交差点安全確保について 

１２５号バイパス「美浦村役場東交差 

点」において右左折する時に危険を感 

じるとの声が多く寄せられている。今 

後、バイパス延伸計画により大谷交差 

点からトレセンに向かう道と交差する 

と交通量も増え、更に危険性が増すと 

推察される。 

今後、現状の交差点においての坂道カ

ーブよる車両確認のし難い点並びに新

たに出来る交差点での安全性確保の対

策が急務である。 

改善策を含め、今後の計画をお尋ね致

します。 

 

担当部長 

２．路上駐車における救急車両への影響

について 

各家庭の所有する車が自宅敷地内に止

められず住宅地内の路上駐車する車が

増えている。 

救急車が現地に向かう時に路上駐車の

車を避けて通る為、現地到着が遅れて

いる現状と、消防車も定期点検で回る

が、路上駐車により苦慮しているとの

事。 

この現状を改善すべく、以下の点につ

いてお尋ね致します。 

① 現在の住宅地の路上駐車の現状及

び注意喚起 

② 今後の対策 

 

担当部長 

３．防災計画について 

平成２４年３月策定から６年９カ月。 

村  長 

担当部長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

１ 林 昌子  状況が変化している中で今後の構想を

伺う。 

 

① 住民防災意識の向上についての見 

  解 

② 住民参加型の避難所運営ゲーム• 

簡易トイレ手作り講習実施 

③ 広報紙•ＨＰ等で「シリーズ防災減 

災」コーナー 

 

 

２ 松村広志 ユマニチュード先進

の村へ 

認知症ケアに革命を起こす、とまで言

われる認知症介護の取り組みである。

これは、施設現場のみならず在宅にお

いてもその効果が発揮されている。 

より豊かな介護の環境づくりに向け本

村の取り組みを伺う。（社協等との連携

も含めて） 

 

担当部長 

認知症サポーターに

ついて 

第２回定例会にてご答弁戴き、その後、

積極的なお取組みによりサポーターの

数及び村内周知が大きく拡がった。更

なる介護時代に向け、今後の目標等を

伺う。 

 

担当部長 

生活支援食堂の検討

について 

生活困窮者支援の為の、食堂の取り組

みが全国で拡がっている。子ども向け

の食堂も含め、本村の検討を問う。 

 

担当部長 

ＳＤＧｓの取り組み

について 

持続可能な社会づくりの為に国連で採

択された目標である。２０３０年の達

成に向け、６月にＳＤＧｓ未来都市に

認定されたつくば市など、多くの自治

体や、企業・スポーツ・教育界におい

ても積極的な取り込みが始まってい

る。本村の意向を伺う。 

 

担当部長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

３ 山崎幸子 「環境美化条例」に

ついて 

① 平成２８年第３回定例会において、 

個人所有の空き地を管理せず雑草を繁 

茂させ、近隣に迷惑をかけている場 

合、勧告・命令を行わないのはなぜか 

と質問したところ、 

「空き地が危険な状態にある場合に 

勧告・命令ができる」となっている 

のだが、現行の環境美化条例では危 

険な状態についての判断基準が明確 

化されていない為、勧告・命令がで 

きない。 

今後、本条例の判断基準の明確化を 

早急に協議していく。 

との答弁だったが、その後、危険な状

態についての判断基準の明確化はなさ

れたのか。 

 

担当部長 

「子育て支援の推

進」について 

①村立保育所及び幼稚園の入所・入園数 

及び保育時間の状況はどのようになっ 

ているか。 

 

②村立保育所の保育時間の延長が必要と 

考えるが、教育委員会の見解は。 

 

③村立幼稚園における長期休暇期間の預 

かり保育を、より拡充すべきと考える 

が、教育委員会の見解は。 

 

教育次長 

 

 

 

教育長 

４ 石川 修 １．中島村長の村政

運営について 

①中島村長は自分自身４年間の実績をど 

のようにとらえているか伺いたい。 

 

②来年４月実施予定の村長選挙への出馬 

意思についてお尋ねしたい。 

 

村  長 

２．公共交通につい

て 

①デマンド型乗り合いタクシーの利用状 

況は如何か伺いたい。 

担当部長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

４ 石川 修  ②稲敷エリア広域バス実証運行の実情と 

課題はどうなのか伺いたい。 

③コミュニティーバス運行実施に向けて 

計画しては如何か伺いたい。 

 

担当部長 

 

 

担当部長 

村  長 

５ 下村 宏 １．やまゆりタクシ

ー（デマンド型乗り

合いタクシー）の利

用状況について 

１）やまゆりタクシー利用状況につい 

て、年代・行先別にお尋ねします。 

 ・利用売上金の内容をお尋ねします。 

 ・苦情等の有無について 

 

２）土曜・日曜祭日の対応について 

 ・利用料金の助成した村内タクシーの 

活用について 

担当部長 

村  長 

２.水稲の縞葉枯れ

病対策について 

１）本年度の実績について、 

 ・病害虫発生・薬剤の助成実績につい 

  て 

 ・次年度の対応について 

担当部長 

３．平成３１年度の 

人事・新規事業につ

いて 

１）本年度末の退職者の雇用状況につい 

て、 

 ・就活者売り手市場の中、正職員の採 

用予定は何名予定しているのか。 

・再雇用者の受入について 

 

２）平成３１年度新たに予定している事 

業について、現在進行しているもの 

がありましたらお尋ねします。 

 

村長 

６ 椎名利夫 登下校時における交

通安全の確保につい

て 

・登下校時における交通安全対策の取り

組み状況について 

 

・土屋地区の児童の通学方法の現状につ 

いて 

 

・土屋地区児童のバス通学の対象拡大に 

ついて 

 

教育長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

６ 椎名利夫 県道稲敷阿見線の整

備状況について 

・現在、村でつかんでいる状況や情報が 

あればお答えを。 

 

・各種被害に対し、村としての対応策等 

をお考えか。 

 

・セブンイレブンから出戸自動車の間は 

電柱移動が可能な状況になっている 

が、道路工事はいつ始まるのか。 

 

・トレーラーなどの２０トンを超えるよ 

うな大型の車両が増え、歩行者や自転 

車の通行がますます危険性を増してい 

るが、村としてはどのようにお考え 

か。 

 

担当部長 

７ 飯田洋司 大山旧病院跡地内覧

会について 

 

１、内覧会参加総数・村内外の割合を伺 

いたい。 

 

２、アンケートの内容など伺いたい。 

 

３、内覧会でのご意見を生かしながら、 

またコンサルのご意見も村内意見も 

加味していただき、今後の方向性な 

どを伺いたい。 

 

 

総務部長 

村  長 

水道事業の民営化に

ついて 

 

１、水道民営化法案が現在衆議院を通過 

しました。以前にも質問しています 

が、村内施設も４０年がたち相当老 

朽化が進んでおり更新・管理運営な 

ど答弁いただきましたが、現在も財 

源確保が大きな問題です。本村の方 

向性を伺いたい。 

 

 

総務部長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

８ 竹部澄雄 幼稚園及び小学校の

送迎用バスについて 

○通園バスおよび通学バスの初年度登録

年度・走行距離表示値・年間運行維持

経費及び廃車の規定について伺う。 

 

○児童送迎用バスの購入時、村の資産と

して購入し運用する場合とリース車両

で運用する場合のメリット及びデメリ

ットについて伺う。 

 

○現在の児童送迎用バスは、登録当時の 

安全基準・環境基準の適合車であるが 

現在の安全基準・環境基準には適合し 

ていない。児童生徒の安全及び運転手 

の交通安全を確保するための「幼児専 

用車の車両安全の向上のためのガイド 

ライン」に適合した送迎用バスの存在 

を把握しているのか伺う。 

担当部長 

 

 

 

担当部長 

 

 

 

 

担当部長 

美浦村上空を通過す

る航空機について 

○成田空港の４者協議会は、成田空港の

機能強化について合意し平成３０年３

月１３日に確約書を締結し今後、第３

滑走路の新設や既存滑走路の延長・発

着時間の延長などで現在の年間発着回

数３０万回から５０万回に拡大すると

公表した。現在、南風運用時の成田空

港着陸機は、美浦上空を旋回し通過し

ているが、発着回数の増加で航空機の

騒音や落下物等の危険度も増えると予

想される。美浦村として今後の稲敷地

方航空騒音公害対策協議会において、

どの様な要望をすべきか伺う。 

 

○毎年行われている稲敷地方航空騒音公 

害対策協議会で協議された事案や(株)

成田国際空港からの通達事項等を随時

村民に報告し不安を抱かせない様にす

ることを考えているのか伺う。 

村  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村  長 



通告 

順 
質問者 質問事項 質問要旨 答弁者 

９ 塚本光司 みほふれ愛プラザと

周辺関連の今後展望

について問う 

１．オープン当初と現在までの登録農家

数の推移について 

 

２．来年度が保証最終年度となるが、 

 ・１・２年目売上げから分析できるこ

とは 

 

 ・ＪＡ合併による指定管理契約は 

 

３．１２５号バイパス開通後の企業誘致

を見据えた展望 

 

担当部長 

ボランティア育成に

ついて 

１．ボランティアが関わる事業数 

 （有償無償、村行政や社協で関わる） 

 

２．ボランティア組織団体数と人数 

 

３．ボランティア層、又人数を増加させ

る等の考えは 

 

担当部長 

 


