
【質疑】　第294回（令和4年3月）加西市議会定例会発言通告一覧表

１． 議案第２１号　令和４年度加西市一般会計予算について

　① こども食堂補助金について
　② 農産物加工品等開発事業補助金について
　③ 学校給食地産地消推進事業補助金について
　④ ビジネスコンテスト運営事業について
　⑤ 起業・創業スタートアップ支援事業について
　⑥ 加西市道の駅基本計画及びPFI事業計画策定事業について
　⑦ soraかさいファンクラブ事業について
　⑧ GMS導入実証実験委託事業について
　⑨ 女性リーダー育成事業について

１． 議案第　１号　加西市誰もが性差にとらわれず共に生きる社会づくり条
例の制定について

　① 第17条 意思決定の場における男女対等な参画の推進について
　② 第19条 防災の分野における施策の推進について
　③ 第20条 誰もが能力を発揮できる働き方の推進支援について

２． 議案第　４号　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

　① 改正の内容について
　② 具体的な勤務環境の整備について

３． 議案第　７号　加西市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定
について

　① 改正の内容について

４． 議案第　９号　加西市学校給食センターの設置及び運営に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

　① 改正の詳細について
　② 無償化の今後の継続について

５． 議案第２１号　令和４年度加西市一般会計予算について

　① かさいすくすく子育て定期便　12,000千円
　② 出産祝い金　10,000千円
　③ 3歳未満児保育料無償化（私立保育所等給付費交付金、認可外保育所等給付費

交付金）　54,080千円

　④ 病児病後児保育料の無償化（子ども・子育て支援事業）　1,200千円
　⑤ 保育士や学童支援員の処遇改善事業（保育士等処遇改善臨時特例交付金）

35,240千円

　⑥ アスも運営事業　32,000千円
　⑦ 放課後等デイサービス新規開設補助金（障害児通所給付事業）　6,000千円

質　問　者
（全８名）

質　問　内　容

8番
中右憲利

4番
佐伯欣子

1 / 4



【質疑】　第294回（令和4年3月）加西市議会定例会発言通告一覧表

質　問　者
（全８名）

質　問　内　容

１． 議案第　８号　加西市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

　① 引き下げが可能となった要因について
　② 将来の工事計画などを考慮した収支構造について

２． 議案第１０号　加西市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

　① 対象の職種範囲と人数について
　② 調整額1％の根拠について

３． 議案第１５号　令和３年度加西市一般会計補正予算（第９号）について

　① 道路維持費　社会資本整備総合交付金事業　工事請負費　29,860千円
　② 道路新設改良費　社会資本整備総合交付金事業　113,280千円

４． 議案第２１号　令和４年度加西市一般会計予算について

　① 生活困窮者自立支援事業　こども食堂補助金　840千円
　② 体育施設管理費　設計委託料　1,800千円
　③ 地域活性化拠点施設管理運営事業　指定管理業務委託料　40,000千円
　④ 鶉野飛行場跡活用整備事業　鶉野飛行場展示コンテンツ等制作業務委託料

24,000千円

　⑤ 鶉野飛行場跡活用整備事業　工事請負費　10,000千円

１． 議案第２１号　令和４年度加西市一般会計予算について

　① 【企画調整費】お試し居住施設調査事業委託費
　② 【移住定住促進事業】移住定住相談業務委託料
　③ 【移住定住促進事業】ふるさと発掘ファンミーティング業務委託料
　④ 【地域活性化拠点施設管理運営事業】soraかさいファンクラブ事業
　⑤ 【地域活性化拠点施設管理運営事業】グリーンスローモビリティ事業委託料
　⑥ 【鶉野飛行場跡活用整備事業】RVパーク事業委託料
　⑦ 【環境保全対策事業】地域再エネ導入ゾーニング事業委託料
　⑧ 【健幸都市推進事業】事業の内容について
　⑨ 【地域農政推進対策事業】農産物加工品等開発事業補助金
　⑩ 【地域農政推進対策事業】加西市学校給食地産地消推進事業補助金
　⑪ 【地域農政推進対策事業】大型特殊自動車免許取得補助金

5番
深田照明

3番
下江一将
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質　問　者
（全８名）

質　問　内　容

１． 議案第２１号　令和４年度加西市一般会計予算について

　① 歳出【かさいすくすく子育て定期便事業】12,000千円
　② 　　【出産祝い金事業】10,000千円
　③ 　　【こども食堂補助金事業】840千円
　④ 　　【アスも運営事業】32,000千円
　⑤ 　　【学校給食費の無償化事業】145,900千円
　⑥ 　　【3歳未満児保育料無償化事業】54,080千円
　⑦ 　　【病児病後児保育料無償化事業】1,200千円
　⑧ 　　【泉学童保育園建設事業】81,923千円
　⑨ 　　【北条東すみれこども園の民営化事業】108,261千円
　⑩ 　　【STEAM×学校づくり応援事業】5,700千円
　⑪ 　　【STEAM×プログラミング教育推進事業】2,300千円
　⑫ 　　【加西STEAM教育推進事業】7,000千円
　⑬ 　　【「加西市未来の学校構想」推進事業】3,687千円
　⑭ 　　【電子図書館×STEAM事業】5,998千円
　⑮ 　　【地域主体型交通導入支援事業】13,000千円
　⑯ 　　【グリーンパークトライアスロン大会in加西(体育活動推進事業)】

　　  5,000千円

　⑰ 　　【加西サイサイ囃子普及事業】1,300千円
　⑱ 　　【気球の飛ぶまち加西事業(観光事業)】4,300千円
　⑲ 　　【勤労者体育センター耐震改修基本設計事業】1,800千円
　⑳ 　　【爆弾庫シアター製作業務(鶉野飛行場跡活用整備事業)】24,000千円
　㉑ 　　【soraかさいファンクラブ事業】5,500千円
　㉒ 　　【GSM導入実証実験委託事業】4,000千円
　㉓ 　　【RVパーク基本計画策定業務事業】3,500千円
　㉔ 　　【古民家再生お試し居住による地域交流活性化事業(地方創生推進交付金

　　  事業)】12,000千円

　㉕ 　　【女性活躍推進啓発事業(市民参画推進事業)】371千円
　㉖ 　　【地域女性活躍補助金事業】300千円
　㉗ 　　【住民票等コンビニ交付事業】30,902千円
　㉘ 　　【学校給食地産地消推進事業補助金(地域農政推進事業)】1,000千円

１． 議案第　１号　加西市誰もが性差にとらわれず共に生きる社会づくり条
例の制定について

　① 条例制定により具体的に何をどう変えるのか
　② これまでの施策の検証と問題について
　③ 男女共同参画とジェンダー平等について
　④ 権利侵害について

２． 議案第２９号　令和４年度加西市病院事業会計予算について

　① 免震構造と総事業費について
　② サテライト病院としての経営について

10番
丸岡弘満

11番
深田真史
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質　問　者
（全８名）

質　問　内　容

１． 議案第２１号　令和４年度加西市一般会計予算について

　① ３歳未満児保育料無償化（私立保育所等給付費交付金・認可外保育所等給付
費交付金）について

　② 病児病後児保育料の無償化（子ども・子育て支援事業）について
　③ 泉学童保育園建設（子ども・子育て支援整備交付金）について
　④ 保育士や学童支援員の処遇改善事業（保育士等処遇改善臨時特例交付金）に

ついて

　⑤ 加西STEAM教育推進事業について
　⑥ 「加西市未来の学校構想」推進事業について
　⑦ 加西市地域づくり戦略会議（ふるさと創造事業）について
　⑧ 爆弾庫シアター制作業務（鶉野飛行場跡活用整備事業）について
　⑨ RVパーク基本計画策定業務について
　⑩ デジタル推進事業について

１． 議案第　１号　加西市誰もが性差にとらわれず共に生きる社会づくり条
例の制定について

　① 第3次加西市男女共同参画プランについて

２． 議案第　２号　加西市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

　① 関連法制定の意義について
　② 自治体の保有する個人情報について

３． 議案第　６号　加西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定
について

　① 税率、税額、引き下げ額の根拠
　② 限度額の改正について
　③ 未就学児均等割額の軽減について

４． 議案第　８号　加西市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

　① 引き下げの根拠について
　② 市川町からの受水について
　③ 県水受水費の軽減見通しについて

５． 議案第　９号　加西市学校給食センターの設置及び運営に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

　① 市負担による給食費無償化の意義について
　② 財源について

６． 議案第１２号　市道路線の認定について

　① 市道認定の基準について

1番
北川克則

7番
井上芳弘

4 / 4


