佐倉市議会令和元年１１月定例会

一般質問通告要旨

●一般質問日程（予定）
令和元年12月２日 ＝ 平野議員、鍋田議員、徳永議員
令和元年12月３日 ＝ 川口議員、藤崎議員、萩原議員、玉城議員、石井議員、岡野議員
令和元年12月４日 ＝ 押木議員、久野議員、密本議員、髙橋議員、稲田議員
令和元年12月５日 ＝ 五十嵐議員、松島議員、敷根議員、宇田議員、木崎議員
◎番号の下の表記で、「※」のあるものは質問持ち時間が１時間、その他は３０分です。また、
「一括」は一括質問方式、「項目」は項目別質問方式で行われます。
◎議員名の下の表記で、会派名の記載があるものは代表質問で、その他は個人質問です。

番号

議員名

１
※
項目

平野裕子
(さくら会)

質

問

要

旨

１．市長の政治姿勢
(1)令和２年度当初予算編成方針について
(2)第５次佐倉市総合計画について
(3)自治会の支援について

答弁を求める者
市長、関係部長

２．安全・安心なまちづくり
市長、教育長、
(1)台風15号、台風19号及び10月25日の大雨 上下水道事業管
発生時の対応等について
理者、関係部長
①市の対応状況について
②広域的な治水対策について
③市の業務への影響について
④天候悪化に伴う下校時の安全対策につい
て
(2)復旧・復興について
①ワンストップサービスについて
②農業被害支援について
③中小企業支援について
④被災住宅の復旧支援について
⑤災害ごみの処理の体制及び実績について
３．子育て世代に評価されるまちづくり
(1)小学校の外国語活動・外国語科教育推進
について
(2)保育園の衛生面等について
(3)幼保小の連携について
(4)未就学児等の交通安全対策について
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市長、教育長、
関係部長

２
※
項目

３
※
項目

鍋田達子
（公明党）

４．福祉が充実したまちづくり
(1)敬老事業について
(2)地域福祉計画について

市長、関係部長

５．当面の課題
(1)佐倉草ぶえの丘、サンセットヒルズの管
理運営について
(2)佐倉朝日健康マラソン大会について
(3)（仮称）佐倉西部自然公園の進捗状況に
ついて
(4)放射性物質対策について

市長、関係部長

１．災害対応について
(1)避難所について
(2)防災マップ・ハザードマップについて
(3)自助について
(4)ボランティアについて
(5)被災者台帳「被災者支援システム」につ
いて
(6)ペットについて

市長、教育長、
上下水道事業管
理者、関係部長

２．総合計画について
(1)関連する計画について

市長、関係部長

３．乳幼児健診について
(1)目の異常の早期発見について

市長、関係部長

徳永由美子 １．第５次佐倉市総合計画とＳＤＧｓについて 市長、関係部長
（自由民主さ
くら）
２．地域包括ケアと高齢者福祉について
市長、関係部長
３．シティプロモーション

市長、関係部長

４．子育て施策について

市長、関係部長

５．産業振興について
(1)女性の就労と起業支援
(2)障害者雇用
(3)佐倉市の農業について

市長、関係部長
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４
項目

５
項目

川口絵未
(市民ネット
ワーク)

１．災害対応について
(1)浸水被害について（河川改修工事、水位
調整）
(2)土砂崩れについて
(3)水道水の安定供給について

市長、上下水道
事業管理者、関
係部長

２．「学校評価アンケート」について
(1)現状について
(2)保護者意見の反映について

市長、教育長

藤崎良次
１．市長の政治姿勢（台風、大雨の被害、学校 市長、教育長、
(市民オンブ
体育館エアコン、学校トイレ洋式化、入札発 上下水道事業管
ズマンひまわ
注制度、コンビニ関係事業、上下水道と自然 理者、関係部長
り会)
災害）
(1)台風、大雨の被害
(2)学校体育館のエアコン整備
(3)学校トイレの洋式化
(4)入札、発注制度とインフラ整備
(5)コンビニ関係事業
(6)上下水道と自然災害
２．市民の生活環境（自然災害、庁用車の広
告、京成佐倉駅北口エレベーター）
(1)自然災害と市民の救済
(2)佐倉市庁用車の広告
(3)京成佐倉駅北口のエレベーター

市長、関係部長

３．市政運営のソフト面ハード面（新佐倉図書 市長、教育長、
館、スマートオフィス）
関係部長
(1)新佐倉図書館
(2)スマートオフィス
６
項目

萩原陽子
１．災害時の市民対応と危機管理
(日本共産党)
(1)情報の発信と伝達体制
(2)被災住民への市営住宅提供
(3)街路樹の倒木対策
(4)学童保育の危機管理
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市長、関係部長

２．第２次佐倉市環境基本計画の策定について 市長、教育長、
(1)計画の基本目標と推進体制
関係部長
(2)地球温暖化対策実行計画について
(3)印旛沼の水質浄化の取り組み
(4)ゴミの減量化・資源化による環境負荷の
軽減
(5)再生エネルギーの利用促進
(6)次世代に向けた環境教育

７
項目

８
項目

玉城清剛

石井秀明

３．佐倉図書館建て替え計画の現状
(1)最大の問題は災害時の安全確保
(2)市民への周知と意見の収集について
(3)新町活性化の展望について

市長、教育長、
関係部長

１．敬老事業について
(1)次年度の進め方について
(2)交付金対象事業について

市長、関係部長

２．まちづくり協議会について
(1)西志津小学校区まちづくり協議会の解散
について
(2)社会福祉協議会への事業継承について

関係部長

３．児童の安全通学について
(1)京成線４号踏切付近の踏切横断後の横断
歩道移設について

関係部長

１．佐倉市の農業問題について
(1)台風や豪雨被害に対する、農業従事者へ
の佐倉市としての施策について
(2)佐倉市が目指す今後の農業について

市長、関係部長

２．佐倉市におけるＩＣＴ化の推進について
(1)佐倉市におけるＩＣＴ化の現状について
(2)佐倉市におけるペーパーレス化の成果と
その後の進捗状況と今後について

関係部長
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３．佐倉市における子どもの体力増進について 教育長、関係部
(1)新体力テストにおける、現代の子どもた 長
ちの体力の現状について
(2)学校教育における、子どもたちの体力増
進や健康教育への取り組みについて

９
項目

岡野敦

４．佐倉市の防災体制について
(1)防災無線デジタル化のその後について
(2)防災情報の市民へのさまざまな伝達方法
について
(3)河川の水位計の役割と県との連携体制に
ついて

関係部長

１．印旛沼関連の政策について
(1)印旛沼の特異性について
(2)国営かんがい排水事業「印旛沼二期地
区」について
(3)印旛沼流域水循環健全化会議等との連携
協調について
(4)印旛沼の氾濫情報が発令された場合の対
応について
(5)台風接近時のタイムラインについて

市長、上下水道
事業管理者、関
係部長

２．住んで良かったと思えるまちづくり施策に 市長、関係部長
ついて
(1)特定空家等対策について
(2)交通空白地帯への対応について
(3)一時避難所について
１０
項目

押木孝和

１．安心して自分らしく生きられるまちづくり 市長、教育長、
について
関係部長
(1)ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）に寄り添
うまちづくりについて
(2)バリアフリーのまちづくりについて
２．市民の健康維持・増進について
(1)高齢者肺炎球菌ワクチンの受診について
(2)肺がん検診の受診率向上について
(3)フレイル予防対策について
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関係部長

１１
項目

１２
項目

１３
項目

久野妙子

密本成章

髙橋とみお

１．図書館運営について
(1)図書館の果たす役割
(2)交流拠点としての取り組み

市長、教育長

２．教育環境について
(1)いじめ相談について

市長、教育長

３．市民の立場に立った事業執行について
(1)公共工事の平準化について
(2)契約期間について

市長、上下水道
事業管理者、関
係部長

１．水害対策と避難体制について
(1)内水氾濫対策について
(2)生態系を活用した防災・減災について
(3)避難行動要支援者の避難支援体制につい
て

市長、上下水道
事業管理者、関
係部長

２．子育て支援について
(1)妊娠から出産、子育て期への一貫した支
援体制について
(2)子育て支援に関する情報発信について

関係部長

３．市内の安全対策について
(1)市内通学路の安全対策について

関係部長

１．佐倉市の放射線量調査について
(1)今後の計画と広域化の検討

市長、関係部長

２．「佐倉市史」について
(1)佐倉市史の現況
(2)佐倉市史の計画

市長、関係部長

３．書籍「佐倉市郷土の先覚者」について
(1)「佐倉市郷土の先覚者」の現況
(2)「佐倉市郷土の先覚者」を佐倉学に取り
入れる提案

教育長、関係部
長
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４．佐倉新図書館を起点とした「歴史の街佐
倉」街歩き誘導施策について
(1)佐倉新図書館を起点とする街歩き誘導施
策

市長、教育長、
関係部長

５．小出義雄記念陸上競技場と紐づく金メダル 市長、関係部長
ジョギングロードについて
(1)２つの金メダルジョギングロードのサイ
ン整備と広報
１４
項目

１５
項目

稲田敏昭

五十嵐智美

１．台風・豪雨について

市長、関係部長

２．子育て支援について
(1)子育て支援について
(2)子どもたちの通学路・遊び場の安全につ
いて

関係部長

３．安心・安全なまちづくりについて
(1)信号機の設置と横断歩道について

関係部長

４．教職員の働き方改革について

教育長

５．住みやすいまちづくりについて
(1)京成佐倉駅北口エレベーター設置につい
て
(2)岩名運動公園駐車場拡張について

関係部長

１．開かれた教科書採択に向けて
(1)採択結果の公表について
(2)採択協議の教育委員会会議の公開につい
て

市長、教育長

２．国民健康保険について
(1)都道府県単位化の現状について
(2)資格証明書の発行について
(3)今後の課題について

市長、関係部長
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１６
項目

１７
項目

松島梢

敷根文裕

３．生活保護の現状と課題について
(1)医療扶助のあり方について
(2)多様な相談支援の必要性について

市長、関係部長

１．災害時の学校の対応について
(1)幼稚園、小学校、中学校について
(2)保育園、学童保育所について

市長、教育長、
関係部長

２．避難所について
(1)開設基準について
(2)備品について
(3)環境について

市長、教育長、
関係部長

３．災害ボランティアセンターについて
(1)周知方法について
(2)ニーズ調査について
(3)市との連携について

市長、関係部長

１．災害時における市の対応について

市長、上下水道
事業管理者、関
係部長

２．観光と自転車活用について

市長、関係部長

３．市内事業者や新規参入事業者へのサポート 市長、関係部長
について

１８
項目

宇田実生子

４．ＩＣＴ活用について

市長、教育長、
関係部長

１．経常的経費の削減
(1)行財政改革、行政コスト削減

市長、関係部長

２．高齢者・妊産婦・子育て世代等への福祉サ 市長、関係部長
ービスの充実（災害情報の提供、外出支援タ
クシー利用制度、安全装置取りつけ補助金制
度、病院・公共施設への送迎車両の確保）
(1)災害情報の提供
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(2)コミュニティバスの自由乗降の拡充サー
ビス
(3)タクシーを利用しなければ移動困難な高
齢者・妊産婦・子育て世代への外出支援タ
クシー利用制度確立
(4)高齢者ドライバーへの緊急措置として、
安全装置を取りつける器具に対する補助金
制度の確立
(5)ＪＲ佐倉駅・京成佐倉駅発着、聖隷病院
・東邦病院への送迎車両の確保
(6)公共施設と駅等を結ぶ送迎車両の確保
３．鳥獣被害防止対策
(1)鳥獣保護被害対策専門チーム等の設置

市長、関係部長

４．ごみ問題（有料指定ごみ袋とごみ収集制度 市長、関係部長
の改善）
(1)佐倉市の有料指定ごみ袋と佐倉市のごみ
収集システムの改善
１９
項目

木崎俊行

１．災害に対する市長の政治姿勢
(1)避難所の充実を
(2)中小業者、農業者への生業保障を
(3)罹災証明認定と市の独自性
(4)市長のＳＮＳへの対応について

市長、関係部長

２．まちづくり優先順位の見直しを
(1)河川整備などについて
(2)道路のかさ上げなどについて

市長、上下水道
事業管理者、関
係部長

３．消費税10％の影響
(1)幼保無償化のその後
(2)低所得者（世帯）・地域経済対策につい
て

市長、関係部長
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