佐倉市議会平成２９年８月定例会

一般質問通告要旨

●一般質問日程（予定）
平成29年９月４日 ＝ 山口議員、久野議員、五十嵐議員
平成29年９月５日 ＝ 萩原議員、橋岡議員、望月議員、高木議員
平成29年９月６日 ＝ 藤崎議員、小須田議員、石渡議員、冨塚議員、平野議員
平成29年９月７日 ＝ 大野議員、伊藤議員、山本議員、敷根議員、村田議員
◎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

山口文明
(さくら会)

質

問

要

旨

答弁を求める者

１．市長の政治姿勢
市長、関係部長
(1)平成28年度決算について
(2)2020年東京オリンピック・パラリンピック
について
(3)平和施策の拡充について
(4)順天堂大学誘致について
２．行政運営の今後の方向性
(1)地方公共団体の内部統制について
(2)公共施設等総合管理計画に基づく包括管
理業務委託について

市長、関係部長

３．少子化対策・若い世代の希望を叶える施策 市長、教育長、
(1)少子化対策の推進について
関係部長
(2)いじめ防止に向けた施策の充実について
４．新しい人の流れ・安定した仕事をつくる施 市長、教育長、
策
関係部長
(1)観光施策の充実について
(2)景観計画について
(3)佐倉図書館の再整備について
(4)企業誘致の推進について
５．住み続けたいまちをつくる施策
(1)集中豪雨等による浸水被害への対策につ
いて
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市長、
上下水道事業管
理者、関係部長

(2)コミュニティバスの導入について
(3)地域共生社会の実現に向けた取り組みに
ついて
(4)がん検診の受診促進について
６．直面している課題の解決
市長、
(1)再生土による土地の埋め立てについて
上下水道事業管
(2)下水道使用料の改定について
理者、関係部長
(3)草ぶえの丘の改修について
(4)（仮称）佐倉西部自然公園の整備について
２
※
項目

３
項目

久野妙子
（公明党）

１．平和施策事業について

市長、教育長、
関係部長

２．安心・安全な市民生活について

市長、関係部長

３．国県補助金等返還について

市長、関係部長

４．市民負担のあり方について

市長、教育長、
関係部長

５．少子化対策について

市長、教育長、
関係部長

五十嵐智美 １．男女平等参画社会づくりについて
市長、教育長、
（市民ネット
(1)第３期男女平等参画基本計画について
関係部長
ワーク）
(2)次期計画に向けて
①ひとり親、ひきこもりなど困難を抱える
女性の支援について
②性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）・性の多
様性について
③男女平等参画センター・ミウズのあり方
について
２．災害対策について
(1)福祉避難所の運営について
(2)母子支援などの対応について
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市長、関係部長

３．外出支援のための交通手段について
(1)公共交通網の整備では対応できないニー
ズへの取り組みについて
(2)運転免許証の自主返納について
４
※
項目

５
※
項目

萩原陽子
１．市長の政治姿勢
(日本共産党)
(1)核兵器禁止条約について
(2)佐倉市平和条例について
(3)平和施策の拡充について
(4)公務員の憲法擁護義務について

橋岡協美
(のぞみ)

市長、関係部長

市長、教育長、
関係部長

２．生活環境の保全について
(1)地下水の安全対策
(2)残土条例と再生土問題

市長、関係部長

３．未来を担う子ども達の成長を支える施策
(1)保育条件の整備について
(2)学童保育の現状と改善方向

市長、関係部長

４．図書館建設とまちづくり
(1)知的インフラとしての役割
(2)市民のオアシスとしての役割
(3)まちの活性化に資する役割

市長、教育長、
関係部長

１．市の政治課題について
(1)平成28年度決算について
①市の財政運営について
②地方交付税の返還について
(2)公共施設について
①公共施設等総合管理計画について
②小中学校冷房化について
③包括管理委託について
(3)空き家対策について
①まちづくりの観点について
②官民連携・庁内連携について

市長、教育長、
関係部長

２．若い世代の結婚、出産、そして子育てに関 市長、教育長、
する希望をかなえるについて
関係部長
(1)子育て世代包括支援センターについて
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(2)小児初期急病診療所等の救急医療体制の
維持充実について
(3)妊活・産後ケア事業について
(4)地場産物と自校給食による食育について
３．産業経済の活性化を図り佐倉に安定した仕 市長、関係部長
事をつくるについて
(1)市内産業の振興について
(2)入札制度改革について
(3)農業の後継者育成と新規就農者について
４．将来にわたって住み続けたいと思えるまち 市長、教育長、
について
関係部長
(1)地域包括ケアシステムと在宅医療
(2)高齢者の生きがいの創造について
(3)ペットと共生・地域ねこ活動について
５．佐倉の魅力を発信し、新しい人の流れをつ 市長、教育長、
くるについて
関係部長
(1)市の知名度向上と交流定住人口の維持
増加について
(2)街なみ環境整備事業について
６
項目

７
項目

望月圧子

高木大輔

１．教育の充実
(1)平和事業について
(2)図書館について
(3)教員の働き方と英語教育について

市長、教育長

２．観光と産業
(1)観光の推進について
(2)農業の推進について

市長、関係部長

１．長嶋茂雄記念岩名球場について
(1)現状の問題点について
(2)今後の活用について

市長、関係部長

２．骨髄移植におけるドナー支援について
(1)現状について
(2)今後の取り組みについて

市長、関係部長
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３．平和教育について
(1)佐倉市の取り組みについて
(2)市内における戦争の歴史継承について

市長、教育長、
関係部長

４．教職員の労働環境の充実について
(1)長時間労働対策について

市長、教育長、
関係部長

８
項目

藤崎良次

１．市長の政治姿勢（決算、職員採用、職員給 市長、副市長、
与、事務処理過誤、戦没者追悼式、入札、瓦 関係部長
版他）
(1)決算概要と今後の見通し
(2)職員採用、職員給与について
(3)文書管理と情報公開
(4)市民税、県民税の公的年金からの徴収過誤
他
(5)これまでの事務処理過誤対策
(6)戦没者追悼式について
(7)入札問題
(8)市政運営のソフト面、ハード面について
（ホームページの瓦版、ミサイル対策他）

９
項目

小須田稔

１．魅力あるまちづくりについて
市長、教育長、
(1)総合戦略の取り組みについて
関係部長
(2)シティプロモーションについて
(3)農業について（耕作放棄地、新規就農等）
２．佐倉図書館の建て替えについて
(1)基礎調査等について
(2)対象となる公共施設について

市長、教育長、
関係部長

３．観光振興について
市長、教育長、
(1)観光行政について
関係部長
(2)東京オリンピック・パラリンピックについ
て
１０
項目

石渡康郎

１．大学等との連携・協力について
(1)大学等との包括連携協定の実績について
(2)公的病院等運営費補助金について
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市長、関係部長

１１
項目

１２
項目

１３
項目

冨塚忠雄

平野裕子

大野博美

２．地域包括ケアシステムについて
(1)地域包括ケアシステムの構築について
(2)第７期高齢者福祉・介護計画について

市長、関係部長

１．市長の政治姿勢について
(1)世界恒久平和の実現と核兵器の廃絶に向
けた取り組みについて

市長

２．福祉問題について
(1)高齢者施設の利用者支援について
(2)子育て支援並びに高齢者に対する乗車証
の発行について
(3)高齢者にタクシー初乗り補助を

市長、関係部長

３．いじめの早期発見対策について
(1)市長並びに教育長へ直接郵送する目安箱
の設置を

市長、教育長

１．安全安心なまちづくり
(1)防犯カメラについて
(2)集中豪雨対策について
(3)買い物支援策について

市長、教育長、
上下水道事業管
理者、関係部長

２．子どもの健全育成
(1)地域ぐるみの子育て支援策について
(2)子どもの居場所づくりについて

市長、教育長、
関係部長

３．公共施設のあり方
(1)ミレニアムセンターの利活用について
(2)市民ニーズにあった施設利用について

市長、教育長、
関係部長

１．国民健康保険はどこへ行くのか
市長、関係部長
(1)佐倉市国保の現状は
(2)都道府県単位化で国保はどう変わるのか
①千葉県国民健康保険運営方針（骨子案）
について
②納付金や保険料率など、今後の国保財政
について
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２．将来を見据えた公共施設マネジメントとは 市長、教育長、
(1)公共施設等総合管理計画について
関係部長
(2)包括管理業務委託について
３．再生土対策について
(1)再生土埋め立てについて市長の認識を問
う
(2)佐倉市残土条例の改正について
１４
項目

伊藤壽子

市長、関係部長

１．市長の政治姿勢について（（仮）佐倉図書 市長、教育長、
館等新町活性化複合施設整備、受動喫煙防止 関係部長
対策）
(1)（仮）佐倉図書館等新町活性化複合施設整
備について
(2)受動喫煙防止対策について
２．化学物質過敏症問題について
市長、教育長、
(1)公共施設、学校等における農薬・化学物質 関係部長
をできるだけ使わない管理方法「総合防
除」の取り組みについて
(2)学校、幼稚園、保育園における石けん使用
の取り組みについて

１５
項目

山本英司

１．佐倉市南部地区活性に向けて
(1)南部地区の面積と人口について
(2)道路問題について
(3)神門地先の再生土埋め立てについて
(4)弥富小学校の小規模特認校について
(5)コミュニティバスについて
(6)岩富緑地について
(7)千葉市、四街道市の清掃工場について

市長、教育長、
関係部長

２．佐倉、朝日健康マラソンについて
(1)マラソンコースについて

関係部長

３．障がい者について
(1)障がい者の将来について

関係部長
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１６
項目

１７
項目

敷根文裕

村田穣史

１．市民に優しいまちづくりについて

市長、関係部長

２．地域の安全、安心について

市長、教育長、
関係部長

３．空き家、古民家の活用について

市長、関係部長

４．国際交流について

市長、教育長、
関係部長

５．職員について

市長、関係部長

１．市長の政治姿勢
(1)順天堂大学誘致
(2)敬老の集い
(3)まちづくり協議会
(4)市職員について
(5)議会における答弁について

市長、関係部長
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