佐倉市議会平成３０年８月定例会

一般質問通告要旨

●一般質問日程（予定）
平成30年９月３日 ＝ 平野議員、久野議員、五十嵐議員、萩原議員
平成30年９月４日 ＝ 徳永議員、岡村議員、望月議員、藤崎議員
平成30年９月５日 ＝ 山口議員、石渡議員、高木議員、冨塚議員、小須田議員
平成30年９月６日 ＝ 山本議員、大野議員、伊藤議員、木崎議員、敷根議員
◎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

答弁を求める者

１．市長の政治姿勢
市長、関係部長
(1)平成29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)ふるさと納税について
２．出産・子育ての希望を叶える施策
(1)待機児童対策について
(2)総合的な子育て支援策の充実について
(3)教育環境の整備について
(4)少子化対策について

市長、教育長、
関係部長

３．住環境の整備
(1)住宅に関する施策について
(2)空き家対策について
(3)団地再生モデルについて

市長、関係部長

４．地域コミュニティの醸成
(1)自治会について
(2)孤独死対策について

市長、関係部長

５．産業経済の活性化
(1)小規模商店会への支援について
(2)街中にぎわい事業推進補助金について
(3)観光施策について

市長、関係部長
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２
項目

３
項目

６．災害に強いまちづくり
(1)豪雨対策について
(2)避難所の整備・運営について
(3)防災啓発について

市長、上下水道
事業管理者、関
係部長

１．子育てしやすい街を目指して
(1)子育て支援（待機児童対策）について
(2)シティプロモーションについて

市長、教育長、
関係部長

２．女性活躍社会の実現について
(1)男女平等参画社会に関する市民意識調査
の結果を受けて
(2)特定事業主行動計画について

市長、関係部長

３．不妊・不育症対策について
(1)男性不妊に関する取り組みについて
(2)不育症の周知や患者支援の推進について

市長、関係部長

五十嵐智美 １．市長の政治姿勢について
（市民ネット
(1)平和施策について
ワーク）
(2)子どもの人権条例について
(3)改正された住宅セーフティネット法につ
いて
(4)男女平等参画社会の実現に向けて

市長、教育長、
関係部長

久野妙子
（公明党）

２．介護保険制度の運用について
市長、関係部長
(1)要介護認定のあり方について
(2)介護・看護職に対するセクハラ・パワハラ
問題について
４
項目

萩原陽子
１．核なき世界の実現へ
(日本共産党)
(1)核兵器禁止条約の発効に向けて
(2)次世代への平和継承と教育
２．図書館を地域文化の中心に
(1)佐倉図書館の複合施設化と運営について
(2)図書館の要となる司書の役割
(3)公文書、歴史資料の扱いについて
(4)学校図書館との連携
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市長、教育長、
関係部長

市長、教育長

５
※
項目

６
項目

徳永由美子
(のぞみ)

岡村芳樹

３．コミュニティバスを使いやすく
(1)今後の地域交通政策について
(2)循環バス料金値上げについて

市長、関係部長

１．平成29年度決算について

市長、関係部長

２．定住促進と公園整備

市長、関係部長

３．佐倉教育ビジョン推進計画について
(1)学校環境の整備について
(2)教育環境の整備について
(3)通学路の安全整備について
(4)小規模校学校活力の向上について
(5)いじめ防止の取り組みについて

教育長

４．困難を抱える子ども達への支援
(1)虐待等の課題について
(2)不登校に対する支援

市長、教育長、
関係部長

５．医療的ケア児と特別支援教育について

市長、教育長、
関係部長

６．防災体制の充実
(1)大阪北部地震を受けて
(2)佐倉市地域防災計画
(3)佐倉市業務継続計画

関係部長

１．安全安心なまちづくりについて
(1)佐倉市地域防災計画の見直しについて
(2)地区防災計画の推進について
(3)危険が予測される箇所の対策について
(4)地域まちづくり協議会について

市長、関係部長

２．2020年東京オリンピック・パラリンピック 市長、関係部長
に向けた取り組みについて
(1)第16回世界女子ソフトボール選手権大会
事前キャンプ受け入れについて
(2) ホストタウンの取り組みについて
(3) 聖火リレーについて
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７
項目

望月圧子

１．防災対策について

市長、関係部長

２．教育環境と佐倉学について

市長、教育長、
関係部長

３．国民健康保険について

市長、関係部長

４．佐倉草ぶえの丘と印旛沼サンセットヒルズ 市長、関係部長
について

８
項目

藤崎良次

１．市長の政治姿勢（決算、総合計画、入札制 市長、教育長、
度、建設業の担い手、選挙、第三者機関）
上下水道事業管
(1)2017年度決算について
理者、関係部長
(2)第５次総合計画の視点
(3)入札制度変更について
(4)建設業の担い手確保等
(5)選挙について
(6)第三者機関の設置
２．福祉政策（戦没者追悼式、生活保護及び車） 市長、教育長、
(1)戦没者追悼式
関係部長
(2)生活保護及び車について
３．市政運営のソフト面ハード面について（図 市長、教育長、
書館システム、小中学校等エアコン事業、国 関係部長
勢調査）
(1)図書館及び同システム
(2)小中学校等エアコン事業
(3)国勢調査と住民基本台帳

９
項目

山口文明

１．佐倉市の国際化について

市長、関係部長

２．東京五輪2020に向けて

市長、関係部長

３．観光の振興について

市長、関係部長
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１０
項目

石渡康郎

１．持続可能な財政運営について
(1)歳出抑制の取り組みについて
①公共施設の在り方について
(2)地域の活性化と歳入確保の取り組みにつ
いて
①産業振興について
②観光振興について
③農業振興について

市長、関係部長

１１
項目

高木大輔

１．産業振興について
(1)産業振興ビジョンについて
(2)商業振興策について
(3)６次産業化の支援について
(4)観光振興策について

市長、関係部長

２．ドローンの活用について
(1)今後の取り組みについて
(2)有効活用について

市長、関係部長

３．緊急搬送の対応について
(1)高齢者・障がい者の対応について

市長、関係部長

４．イースタン・リーグ開催について
(1)取り組みについて
(2)対策・注意事項について

市長、関係部長

１．核兵器禁止条約制定に関して

市長

２．子供の医療費助成拡大について

市長、関係部長

３．小、中学校にエアコンの設置を

市長、教育長

４．コミュニティバスの運行に関して

市長、関係部長

１．市民からの声への対応について

市長、教育長、
関係部長

２．指定管理者施設について

市長、教育長、
関係部長

１２
項目

１３
項目

冨塚忠雄

小須田稔
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３．公共施設のトイレについて
１４
項目

１５
項目

山本英司

大野博美

１．観光資源について
(1)観光資源について
(2)佐倉インター付近開発

市長、教育長、
関係部長
市長、関係部長

２．コミュニティバスについて
(1)南部地区コミュニティバスについて

関係部長

３．神門地先の再生土埋め立てについて
(1)県よりの説明会について

関係部長

４．スポーツ関係について
(1)長嶋茂雄記念岩名球場について
(2)岩名競技場について
(3)佐倉朝日健康マラソンについて

関係部長

１．佐倉市から90Kmの東海第二原発再稼働につ 市長、関係部長
いて
(1)東海第二原発再稼働の是非について、市長
の見解を問う
(2)佐倉の子どもたちのために安定ヨウ素剤
配布が必要ではないか
(3)原発事故におけるひたちなか市民の避難
受け入れについて
(4)再生可能エネルギーの自治体間連携につ
いて
２．開かれた教科書採択を求めて
(1)中学校の道徳教科書採択について
(2)教科書採択の教育委員会会議は市民に公
開すべき
(3)教科書が決まれば遅滞なく公表を

市長、教育長

３．神門地区の再生土問題について
(1)３期の土壌測定について
(2)１期の土壌分析で判明した汚染について

市長、関係部長
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１６
項目

１７
項目

伊藤壽子

木崎俊行

１．教育問題について（部活動ガイドライン、 市長、教育長
スクールセクハラ、ランドセルの重さ）
(1)部活動ガイドラインについて
(2)スクールセクハラ、性暴力被害防止につい
て
(3)ランドセルの重さと子どもの健康につい
て
２．コミュニティバスの利用促進について
(1)通学時利用など地域からの要望の実現に
ついて
(2)高齢者運転免許証自主返納への支援につ
いて

市長、教育長、
関係部長

３．性的マイノリティ(ＬＧＢＴ)当事者支援
と多様性を尊重したまちづくりについて
(1)ＬＧＢＴ差別解消の取り組みについて
(2)学校現場におけるきめ細やかな対応につ
いて

市長、教育長、
関係部長

１．防災・地元建設業者の役割と公共事業
市長、上下水道
(1)避難所（体育館）にもエアコンを
事業管理者、関
(2)建設業の担い手不足について
係部長
(3)「担い手３法」と発注者責任
(4)「設計労務単価」引き上げの費用対効果
(5)「標準見積書」の活用と入札のあり方
(6)「仏つくって魂入れず」か、若者が憧れる
建設業へ
２．性被害者のワンストップ相談窓口開設を
市長、関係部長
(1)性被害の現状認識について
(2)「ＢＬＡＣＫ ＢＯＸ」見えない被害をど
う把握するか
(3)年中無休の窓口開設で文化のまちの先端
を
３．神門「再生土」被害全面解決を繰り返し求 市長、関係部長
める
(1)神門地域の現状と対策について
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１８
項目

敷根文裕

１．入札制度について

市長、関係部長

２．自転車によるまちづくりについて

市長、関係部長

３．地域での安心、安全、見守りについて
(1)電話で詐欺の対策について
(2)ＰＵＳＨプロジェクト（心肺蘇生セミナ
ー）について
(3)児童虐待防止について

市長、教育長、
関係部長

４．ドローンの活用について

市長、関係部長
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