佐倉市議会令和元年６月定例会

一般質問通告要旨

●一般質問日程（予定）
令和元年６月24日 ＝ 櫻井議員、久野議員、山本議員
令和元年６月25日 ＝ 五十嵐議員、藤崎議員、萩原議員、鍋田議員、押木議員、高木議員
令和元年６月26日 ＝ 徳永議員、密本議員、玉城議員、稲田議員、平野議員、髙橋議員
令和元年６月27日 ＝ 石井議員、川口議員、松島議員、宇田議員、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
※
一括

櫻井道明
(さくら会)

質

問

要

旨

答弁を求める者

１．市長の政治姿勢
(1)今後の市政運営について
(2)令和元年度６月補正予算の概要について
(3)第５次佐倉市総合計画の策定状況につい
て

市長、関係部長

２．産業経済の活性化
(1)農業問題について
(2)「CO-LABO SAKURA」の現況について

市長、関係部長

３．地域の個性を活かした計画的なまちづくり 市長、関係部長
(1)佐倉市都市マスタープランの見直しにつ
いて
(2)佐倉市地域公共交通網形成計画について
(3)佐倉市住生活基本計画の見直しについて
４．未来の佐倉に向けたまちづくり
市長、関係部長
(1)（仮称）佐倉西部自然公園の利活用につい
て
(2)ふるさと広場から草ぶえの丘へのアクセ
スについて
(3)第三工業団地への直線道路の整備につい
て
(4)岩名運動公園の整備について
(5)（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設
整備事業について
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５．高齢化・少子化対策の推進
(1)市民の健康づくりについて
(2)幼児教育無償化について

市長、関係部長

６．当面の課題
市長、教育長、
(1)東京2020オリンピック・パラリンピックに 上下水道事業管
向けたホストタウン登録について
理者、関係部長
(2)犯罪抑止への取り組みについて
(3)いじめの状況について
(4)契約事務の適正化について
(5)今後の水道事業について
２
※
項目

久野妙子
（公明党）

１．市長の政治姿勢について
(1)西田市政の展望について
(2)市民に寄り添った市政運営について

市長

２．高齢福祉について
(1)敬老事業について
(2)地域包括ケアシステムについて
(3)中高年の引きこもりについて

市長、関係部長

３．快適な教育環境の整備について
(1)小中学校等のエアコン整備の状況につい
て
(2)学校トイレの洋式化について

市長、教育長、
関係部長

４．市民の日常生活に密接なゴミ収集の課題に 市長、関係部長
ついて
(1)プラスチックごみについて
(2)指定ごみ袋について
(3)乾電池について
５．中小企業対策について
(1)消費税率改正に伴う諸課題について
(2)事業承継等について

市長、関係部長

６．草ぶえの丘について
(1)シェアハウス利用状況について
(2)今後の取り組みについて

市長、関係部長
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３
※
項目

４
項目

山本英司
１．市長の政治姿勢について
（自由民主さ
(1)オール佐倉について
くら）
(2)市政運営の考え方について
(3)８つの政策について
(4)道路問題について
(5)庁舎について
(6)現在進行中の施策について
(7)佐倉市の未来像について
２．佐倉花火フェスタについて

市長、関係部長

３．まち協について

市長、関係部長

４．空き家バンクについて

市長、関係部長

５．コミュニティバスについて

市長、関係部長

６．四街道市清掃工場新設について

市長、関係部長

五十嵐智美 １．市長の政治姿勢について
市長、教育長、
（市民ネット
(1)所信表明について
関係部長
ワーク）
(2)「平和都市宣言」に基づいた施策について
(3)子どもの人権を尊重する条例制定につい
て
２．教科書採択のあり方について
(1)小学校教科書の展示等について
(2)印旛地区採択協議会と教育委員会につい
て
(3)採択結果の公表について

５
項目

市長、教育長、
関係部長

教育長、関係部
長

藤崎良次
１．市長の政治姿勢（新市長の施政方針、教育 市長、教育長、
(市民オンブ
勅語、くじ引き入札、戦没者追悼式、選挙） 上下水道事業管
ズマンひまわ
(1)新市長としての施政方針
理者、選挙管理
り会)
(2)教育勅語について
委員会委員長、
(3)くじ引き入札、プロポーザル方式等の発注 関係部長
方式について
(4)戦没者追悼式の休日開催について
(5)選挙及びコンプライアンス（法令順守）

3 / 10

２．市民の生活環境（道路整備、市営霊園整備） 市長、関係部長
(1)道路整備
(2)市営霊園の整備について
３．市政運営のソフト面ハード面（佐倉図書館、 市長、教育長、
小中学校トイレ洋式化）
関係部長
(1)佐倉図書館建設について
(2)小中学校トイレの洋式化
６
項目

７
項目

萩原陽子
１．市長の政治姿勢
(日本共産党)
(1)平和施策の推進について
(2)生きる力と教育の平等について
(3)子どもの育つ環境整備について

鍋田達子

市長、教育長、
関係部長

２．リセットすべき施策について
(1)公民館有料化
(2)図書館の地下への建設計画

市長、教育長、
関係部長

３．産業としての農業の位置づけ
(1)市内農業の現状と展望について
(2)食の安全と種子法について

市長、関係部長

１．液体ミルク等について
(1)災害時用備蓄について
(2)女性の社会進出・活躍に向けて

市長、教育長、
関係部長

２．ヘルプマーク・ヘルプカード等の周知活用 市長、教育長、
について
関係部長

８
項目

押木孝和

３．教育支援の充実について
(1)給食費の無償化について

市長、教育長、
関係部長

１．ＳＤＧｓの実現について
(1)ＳＤＧｓの取り組みについて
(2)食品ロス削減について
(3)善意銀行について

市長、教育長、
関係部長
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９
項目

高木大輔

２．市民の安心・安全について
(1)重大事故について
(2)防犯カメラの設置について
(3)街灯の設置について
(4)自転車保険の加入について

市長、教育長、
関係部長

１．市長の政治姿勢
(1)先人から受け継ぐ市政への取り組み
(2)地方自治法第154条について
(3)教育の問題について
(4)少子高齢化対策について
(5)インフラ整備について
(6)近隣市との取り組みについて

市長、教育長、
関係部長

２．シティプロモーションについて
市長、教育長、
(1)佐倉市の考え方について
関係部長
(2)ゆかりのある都市との取り組みについて
(3)「SAVOR JAPAN」（食と農の景勝地制度）
について
１０
項目

徳永由美子

１．市長の政治姿勢について
(1)子どもの権利条約の制定について
(2)若者参画について
(3)財政について
(4)観光と農産業における課題について

市長、関係部長

２．中高連携について

市長、教育長、
関係部長

３．通学路等の安全確保と地域環境の整備につ 市長、教育長、
いて
関係部長

１１
項目

密本成章

４．特別支援教育について

市長、教育長、
関係部長

１．工業団地周辺の道路状況について

関係部長

２．運転免許自主返納優遇措置について

関係部長
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３．佐倉市の待機児童について
１２
項目

１３
項目

１４
項目

玉城清剛

稲田敏昭

平野裕子

関係部長

１．西志津小学校児童（井野２区）の登校時の 関係部長
安全対策について
(1)京成線２号踏切付近の安全通路塗装工事
の施工について
(2)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
２．敬老会について
(1)敬老会の開催方法について

市長、関係部長

１．市長の政治姿勢について
(1)リセット佐倉の意味はなにか
①図書館の建て替えについて
②公民館の使用料について
③コミュニティバス料金について
④敬老会について

市長、教育長、
関係部長

２．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)特別養護老人ホームについて
(3)排水路整備について

市長、関係部長

３．安心・安全なまちづくりについて
(1)信号機の設置について
(2)交通渋滞と歩道について

市長、教育長、
関係部長

１．子育て環境の充実について
(1)交通事故等の安全対策について
(2)保育の質の向上について
(3)小中学校の施設整備について

市長、教育長、
関係部長

２．地域資源の活用について
(1)印旛沼周辺について
(2)城下町エリアについて
(3)駅周辺の整備について

市長、教育長、
関係部長
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１５
項目

１６
項目

髙橋とみお

石井秀明

３．福祉施策について
(1)介護認定について
(2)要支援者の見守り体制について

市長、関係部長

１．防災の備えと訓練について
(1)飲料水の備えについて
(2)電力の備えについて
(3)財政の備えについて
(4)実践的防災訓練について

市長、関係部長

２．高齢者ドライバーについて
(1)高齢者ドライバーの免許返納について
(2)多様な移動ニーズについて
(3)デマンドバスについて
(4)ライドシェアについて

市長、関係部長

３．若者の声を反映する市政の実現
(1)若者の声を反映する市政の仕組みについ
て
(2)若者議会について
(3)被選挙権年齢の引き下げについて

市長、教育長、
関係部長

１．市長の市政運営について
市長、関係部長
(1)市民、議会、職員の対話を通じた「オール
佐倉」の政策について
(2)今後の敬老会の実施について
２．佐倉市のこれからの防災について
(1)大規模災害時における防災体制について
(2)災害に強い安心安全なまちづくりについ
て

市長、関係部長

３．地域における様々な世代の社会参加につい 市長、関係部長
て
(1)自治会活動活性化対策
(2)若者世代の社会参加の促進について
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４．佐倉市の農業について
(1)ほ場整備と後継者問題について
(2)佐倉市としての今後の米作りの政策につ
いて
(3)休耕田の有効利用、農地活用の方向転換
１７
項目

１８
項目

１９
項目

川口絵未

松島梢

宇田実生子

市長、関係部長

１．副読本について
市長、教育長、
(1)放射線副読本について
関係部長
①内容の問題点について
②佐倉市での配布、指導状況について
③他市での状況について
(2)佐倉小学校副読本「まごころの言葉」につ
いて
２．佐倉図書館の建て替えについて
(1)地下図書館となった経緯について
(2)市民意見の反映について
(3)今後の見通しについて

市長、教育長、
関係部長

３．陣痛・子育てタクシーについて
(1)佐倉市での状況について

市長、関係部長

１．ごみ処理状況と廃プラの今後について
(1)ごみ焼却処理施設の現状について
(2)プラスチックごみの現状と減量化につい
て

市長、教育長、
関係部長

２．地域公共交通について
(1)デマンド交通終了の経緯
(2)民間が行っている送迎サービスについて
(3)コミュニティバス利用者の声をどう反映
するか

市長、関係部長

１．経常的経費の削減
(1)行財政改革・行政コストの削減

市長、関係部長
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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
(1)高齢者等外出支援タクシー利用制度の確
立
(2)高齢者ドライバーへの緊急措置、安全装置
を取り付ける器具に対する補助金制度の確
立
３．真野台・染井野地区に隣接する開発行為に 市長、上下水道
ついて
事業管理者、関
(1)開発行為に関する基本事項の確認
係部長
(2)工事車両の進入路と安全確保
(3)工事完了後の安全確保
(4)雨水管改修工事

２０
項目

木崎俊行

４．鳥獣被害防止対策について
(1)イノシシ農作物被害対策
(2)イノシシ人的被害対策

市長、教育長、
関係部長

５．ごみ問題
(1)環境問題としてのごみ問題
(2)佐倉市の有料指定ごみ袋
(3)佐倉市のごみ収集システムの改善

市長、関係部長

１．「財源」に対する市長の政治姿勢
市長、教育長、
(1)消費税10％への増税について
関係部長
(2)学校給食費の支援や市内福祉施設等への
就職支援（市長公約）の財源
(3)「指定管理者制度」の成果と学童保育待機
児童問題
２．高齢者のくらし支援施策について
市長、関係部長
(1)コミバス運賃を100円へ、高齢者・運転免
許返納者には無期限の「０円」政策は圧倒
的な声
(2)公共交通、タクシー助成について
(3)針きゅう等助成の拡充を
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２１
項目

敷根文裕

３．国民健康保険の軽減と少子化対策
(1)佐倉市の現状について
(2)全国知事会が公費１兆円の投入を求める
理由

市長、関係部長

１．人口減少・少子高齢化対策について

市長、関係部長

２．職員の働き方と市民サービスの充実につい 市長、関係部長
て
３．スポーツと健康によるまちづくりについて 市長、関係部長
４．未開通道路の問題について

市長、関係部長

５．自ら稼ぐ自治体経営について

市長、関係部長
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