１２月
議会

日本共産党

個人質疑のお知らせ

2020 年 12 月 6 日

１２月２日から定例会が始まっています。 今議会には 45 件の議案が提案されました。
およそ 11 億 6 千万円の補正予算案を審議します。 議案や地域の課題について個人
質問を行います。 日程と主な内容をお知らせします。 ぜひお聞きいただき、 ご意見
※開始時刻、質問項目は変わることがあります。
ご要望お寄せ下さい。

たてやま清隆議員

12 月８日（火） ３番目

1. 市長の政治姿勢について
(1) 市長選挙の選挙結果の受け止めと新市長にやり遂げてほし
いこと
(2) 違憲性、 違法性のある日本学術会議の任命拒否問題につ
いての見解と菅政権への評価
2. 新型コロナウィルス感染症対策について
(1) 本市の感染経路不明者の割合、 県の発表、 市中感染が拡
大傾向にないのか
(2) なぜ対策本部会議が開催されていないのか
(3) 天文館地区に対するＰＣＲ検査の実施結果と課題について
(4) 医療機関 ・ 高齢者施設等でのＰＣＲ等検査について
(5) 訪問看護事業所の感染対策の課題について
(6) 新たな 「相談 ・ 診察 ・ 検査」 の提供体制の開始と課題に
ついて
(7) コロナ禍の下での緊急支援策について

大園たつや議員

(3)29、 30 年度の放課後等デイサービスの
決算状況等について
(4) 報酬改定の影響についての本市の認識
(5) 今後の報酬改定における 「指標該当児判定」 の検討状
(6) 児童発達支援利用児への指標該当児判定の導入をやめるよ
う国に求めるべき
5. 鹿児島交通のバス路線廃止に伴う本市の代替交通について
(1) ９月補正予算議決後の各路線の進捗状況 (2) 明和の地域
住民の要望についての受け止めと当局の検討状況 (3) 明和
の地域住民との意見交換等を検討すべき。 今後の進め方
6. 吉田地域の水道事業について
(1) 吉水ポンプ場建設計画の内容と事業費総額 (2) 地域住民
の声と計画の進捗状況 (3) 水源地を維持する場合と、 吉水
ポンプ場を建設する場合のコストの比較 (4) これまでの住民説
明会の有無と理由 (5) 地域住民の理解が得られない場合は
水源地の維持に変更すべきでは
7. 吉野地域の課題について
(1) 吉野地区土地区画整理事業について
(2) 旧鹿児島養護学校跡地の一部 （県警察本部所管） の活用
について

本 会 議 を 傍 聴 希 望 の方 は、
西 別 館 ４階 の受 付 でお手 続 き
くださ い。 新 型 コロナウ ィルス
感 染 症 対 策 のため定 員 を制 限
し、 手指の消毒、 マスクの着用
をお願いしています。
本会議は、 市議会ホームペー
ジから インター ネ ットの中 継、
後日の録画でもご覧いただけま
す。 ネ ット環 境 のあ る方 はご
利用ください。 開会中は本庁、
各支所のロビーのモニターテレビ
でも中継しています。

８日 ( 火 ) 本会議 個人質疑 ( たてやま議員 )
９日 ( 水 ) 本会議 個人質疑 ( 大園議員 )
１０日 ( 木 ) 本会議 個人質疑
１１日 ( 金 ) 常任委員会開会
日程は変更
になることが
１４日 ( 月 ) 請願・陳情締切
あります。
１７日 ( 木 ) 議会運営委員会
２１日 ( 月 ) 本会議 委員長報告、議決

午前 1１時頃〜

常任委員会は質疑終了後に
開かれます。
〇党議員の所属委員会
大園議員
産業観光企業委員会
たてやま議員
市民文教委員会
園山議員
総務環境委員会 副
( 委員長

今後の主な日程

午後１時頃〜

3. 国保行政について
(1) 令和３年度にむけた国の公費拡充の内
容と特徴、 本市への影響
(2) 県から示された３年度の仮算定の影響
について
(3) 国保の保険者努力支援制度の本市への影響について
(4) 市国保運営協議会に対する国保税率の諮問について
4. 介護保険行政について
(1) 介護保険料 ( 基準額 ) の上昇要因について
(2) 令和２年度介護保険特別会計について
(3) 第８期介護保険料 （３年度～５年度） について
(4) 要介護高齢者の負担軽減について
5. 市営住宅について
(1) 本市の家賃滞納の現状と課題について
(2) 本市の家賃減免制度の現状と課題について
(3) 入居に際しての保証人問題について

12 月９日（水） ２番目

1. 市長の政治姿勢について
(1) 今回の市長選挙の争点をどう見たのか。 また注目した公約
は何か。 (2) 市職員以外の方が新市長に当選したことについて
の所感
2. 「第７８号議案 鹿児島市こども医療費助成条例一部改正の件」
について
(1) 条例改正の内容 (2) こども医療費助成事業の住民税課税
世帯、 住民税非課税世帯の人数の内訳 （未就学児、 小 ・ 中
学生） と割合
(4) 現物給付実施による国保会計への減額
調整 （ペナルティ） の影響について
(5) 所得激減対策につ
いて (6) 県知事とも協議を重ねてきた結果、 このような条例
改正となったことについて森市長はどのような思いか。 また、
鹿児島市長選挙で 「自己負担なし」 を多くの候補者が掲げた
ことについての見解
3. 児童虐待防止対策について
(1) 児童虐待の現状について (2) 市独自の児童相談所について
(3) 地域における子どもの見守り体制の強化について
4. 指標該当児判定が導入された報酬改定の影響について
(1) 平成 30 年度報酬改定における放課後デイサービスへの指
標該当児判定の導入の内容 (2) 本市としての対応
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