
月・日
(予定)

NO 議　員　名 頁

１ 岩 井 康 １

２ 野 村 貞 夫 ２

３ 海 津 にいな ３

４ 木 村 得 道 ４

５ 内 田 美恵子 ５

６ 椎 名 幸 雄 ６

７ 早 川 真 ７

●質問方式は全て一問一答です。

●発言順序は抽せんにより決定しています。

●質問時間は３０分です。答弁の時間は含みません。

●一問一答での質問の区切りは　　 　　で表示しています。

※傍聴の際は裏表紙の注意事項を御覧頂き、他の傍聴者の御迷惑とならないよう

  お願いします。

１２．６
（火）

会 派 に 所 属 し て い な い 議 員

清 風 会

あ び こ 未 来

一　般　質　問　要　項

令和４年第４回定例会

会　　　派　　　名

１２．５
（月）

日 本 共 産 党

公 明 党

無 所 属 フ ォ ー ラ ム

日 本 共 産 党



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 我孫子市環境基本計画 　市　　　長

環境経済・都市行政 ア. カーボンニュートラルを実現するまちづくり （部　　　長）

イ. 手賀沼をはじめとした水辺を守り、自然と共

生するまちづくり

ウ. 快適な環境で、誰もが安全・安心に暮らせる

まちづくり

エ. 一人１人が環境を意識し、行動するまちづく

り

(2) 一般廃棄物処理基本計画　第４節　将来計画

２　人と自然が共生する環境にやさしいまち

づくり

ア. 地球環境の保全

イ. 自然環境の保全

ウ. 生活環境の保全

(3) 商業観光まちづくり大綱

ア. 素案ということなので、修正補強がされるわ

けですが、２０２３年度からスタートするこ

とになっていますので、どのようなテンポで

進めますか

(4) 我孫子市政とまちづくりについて

ア. ９月議会で、来年１月に行われる市長選挙に

ついて、市長に質問が出されました。市長

は、「５期目を目指す」と答弁されました。

市長選挙は目前となってきています。１１月

１６日に行われた「環境都市常任委員会勉強

会」で示された内容、とりわけ「商業観光ま

ちづくり大綱」についてはどう受け止めてい

ますか。合わせて我孫子市政とまちづくりに

ついてお答えください

【一問一答】　　  日 本 共 産 党　     岩　井　　　康　議員

要　　　　旨

－１－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 我孫子市の現状 　市　　　長

高齢者の補聴器 ア. 我孫子市の６５歳以上の方の人数は （部　　　長）

購入費用に補助を イ. 我孫子市の７０歳以上の方の人数は

ウ. ２０２０年１２月議会以降の取り組みについ

て伺います

(2) 全国と、近隣自治体の助成状況への見解を伺

います

(3) 我孫子市「補聴器の補助を求める会」の取り

組み内容についての見解を伺います

(4) 補助金１人３万円とし、助成人数を５０人と

して、１５０万円になります。来年度予算に

組み入れることを提案いたします

大綱２ (1) 正規での必要教員は今年度４月と９月で、そ 　市　　　長

行きとどいた教育を れぞれ何人不足していましたか（小・中学校 （教　育　長）

めざして 別合計数） （部　　　長）

(2) 教員の未配置の要因は何だと思われますか

(3) 市内の小・中学校における教員の勤務実態と

その対応についての報告をお願いします

(4) 市内中学校では一時、不登校生徒が多くなっ

たと聞いていますが、具体的に説明下さい。

また問題点と教訓は何ですか

(5) より一層、行きとどいた教育行政への答弁を

お願いします

【一問一答】　　  日 本 共 産 党　     野　村　貞　夫　議員

要　　　　旨

－２－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 下水道の整備 　市　　　長

環境への取り組み （部　　　長）

(2) せっけんの利用推進

(3) 市民運動の意義と今後

(4) 市での取り組み

大綱２ (1) 憲章の意義は 　市　　　長

市民憲章： （教　育　長）

田園教育文化都市 (2) 文化都市の条件 （部　　　長）

(3) 田園とは、教育とは

(4) 平和と国際化推進

(5) スポーツ文化

大綱３ (1) 嘉納治五郎銅像の市民運動の評価 　市　　　長

オリンピック・ （教　育　長）

レガシー (2) ホスピタリティ精神 （部　　　長）

(3) パラリンピック

(4) 国際姉妹都市提携

大綱４ (1) 教育機関との関連 　市　　　長

商業と観光 （教　育　長）

(2) 観光振興計画推進委員会 （部　　　長）

(3) 商業観光振興への懸念

(4) コアコンピタンス(Core competence)とは

(5) 宿泊、ＤＸ活用

【一問一答】　 　無所属フォーラム　 　 海　津　にいな　議員

要　　　　旨

－３－



個人質問 【一問一答】　　  公　明　党　　       木　村　得　道　議員

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 発達性読み書き障害（ディスレクシア）につ 　市　　　長

教育行政 いて （教　育　長）

ア. ディスレクシアの把握について （部　　　長）

イ. 学校でのサポート体制について

ウ. 医療機関や専門医でのサポート体制について

エ. 保護者へのサポート体制について

(2) 不登校対策について

ア. 不登校児童生徒の実態について

イ. 不登校児童生徒への支援について

ウ. 家族や保護者への支援について

エ. フリースクールについて

大綱２ (1) 障害者福祉事業所への業務発注について 　市　　　長

健康福祉行政 ア. 発注に対する我孫子市の考え方について （部　　　長）

イ. 現状について

ウ. 庁内でのコンセンサスについて

(2) 「８０５０問題」とその対策について

ア. 現状について

イ. 支援の考え方について

ウ. 今後の取り組みについて

(3) 子どもに対する医療制度について

ア. 子ども医療費について

イ. 今後の子ども医療費助成制度について

要　　　　旨

－４－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 高齢化の現状と今後の見込み 　市　　　長

超高齢社会への対応 ア. 高齢者人口と高齢化率の推移 （副　市　長）

「いつまでも イ. 地域の高齢化の現状 （部　　　長）

住みなれた地域で ウ. 高齢者の世帯状況

安心して暮らせる」 (2) 第８期介護保険事業計画

地域づくり ア. 要介護認定者数と要介護認定率の推移

イ. 要介護認定者の受けているサービスの内訳と

各種サービスの待機状況

ウ. サービス基盤、人的基盤の整備

エ. 介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整

備

オ. 「高齢者地域ささえあい活動」の課題と解決

策

(3) 在宅医療と介護連携の推進

ア. 在宅医療の担い手の現状と担い手を増やすた

めの「主治医・副病院制」の進捗状況

イ. 見取りや認知症への対応強化

(4) 介護保険制度の見直しについて

ア. 現在の総合事業の検証

イ. 要介護１、２の訪問・通所介護の市区町村へ

の移行についての市の見解

大綱２ (1) 民間バス運行の現状と課題 　市　　　長

超高齢社会に (2) タクシー運行の現状と課題 （副　市　長）

対応した (3) 「あびバス」について （部　　　長）

地域公共交通等の ア. 「あびバス」の利用状況

利便性の向上 イ. ルート変更が行われた新木ルートの検証

ウ. 「あびバス」の運行経費と市の負担額

エ. 「あびバス」の拡充と利便性の向上について

の市の見解

(4) 送迎バスの活用について

(5) 福祉有償運送の現状と課題

(6) 地域公共交通の利便性向上の提案

ア. 福岡県嘉麻市の“ハイブリッド型デマンド運

行”

イ. 山形県南陽市のタクシー活用のコンパクトな

地域公共交通

【一問一答】 会派に所属していない議員　内　田　美恵子　議員

要　　　　旨

－５－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 出産準備金について 　市　　　長

福祉行政について ア. 支援決定から支給までの期間が少ないが支障 （部　　　長）

はないか

イ. 当市として、この支援を拡充させる事を検討

できないか

(2) 伴走型支援について

ア. 伴走型支援を行うための体制は整っているか

大綱２ (1) 防犯カメラ設置について 　市　　　長

安全行政について ア. 維持・管理を行政で、また管理代行機関はあ （教　育　長）

るか （部　　　長）

イ. 市内１９校防犯カメラ増設予定は

ウ. 防犯カメラ設置申請はありますか

大綱３ (1) 赤道について 　市　　　長

道路行政について ア. 赤道の定義・管理について （部　　　長）

イ. 赤道の数

ウ. 払下げの手続き・条件について

エ. ３年間の払下げ件数

オ. 積極的な売却の考え

【一問一答】　　  清　 風　 会　    　 椎　名　幸　雄　議員

要　　　　旨

－６－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 集団感染の発生状況と対策 　市　　　長

新型コロナウイルス ア. 入院までの流れ （部　　　長）

感染症対策

イ. コロナ病床使用率

ウ. 集団感染の実態

エ. 障害・介護施設への支援

大綱２ (1) 地域住民・ボランティア・行政の連携 　市　　　長

飼い主のいない ア. 地域猫対策ガイドライン （部　　　長）

猫の保護と対策

イ. 東京都「地域における相談支援体制整備事

業」

大綱３ (1) 消防本部ハラスメント調査と対策 　市　　　長

市職員の ア. 調査手法と検証 （消　防　長）

ハラスメント防止 （部　　　長）

イ. 消防職員の人事異動の現況

【一問一答】　 　あ び こ 未 来　 　   早　川　　　真　議員

要　　　　旨

－７－


