
月・日
(予定)

NO 議　員　名
質 問
時 間

頁

１ 清 風 会 代表 高 木 宏 樹 ６０分 １

２ 公 明 党 代表 江 川 克 哉 ６０分 ３

３ あ び こ 未 来 代表 早 川 真 ６０分 ５

４ 無 所 属 フ ォ ー ラ ム 代表 佐 々 木 豊 治 ６０分 ７

５ 日 本 共 産 党 代表 岩 井 康 ５０分 ８

６ あ び こ 代表 久 野 晋 作 ５０分 ９

７ 清 風 会 代表 澤 田 敦 士 ３０分 １１

８ 会派に所属していない議員 芹 澤 正 子 ３０分 １２

●質問方式は全て一問一答です。

●一問一答での質問の区切りは　　 　で表示しています。

●質問時間は申し合わせにより定められており、答弁の時間は含みません。

※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。

９．８
（水）

一　般　質　問　要　項

令和３年第３回定例会

会　　　派　　　名

９．６
（月）

９．７
（火）

Ｎｅｘｔ



代表質問 【一問一答】　　  清 　風　 会　　     高　木　宏　樹　議員

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 現在の進捗状況について 　市　　　長

基本計画策定の （部　　　長）

進捗状況と

今後のスケジュール (2) 今後のスケジュールについて

について

大綱２ (1) ワクチン接種の現状と今後の見込みについて 　市　　　長

新型コロナウイルス （教　育　長）

感染症について （部　　　長）

(2) 市のここまでの対応についての総括

(3) 今後の取り組みの基本姿勢について

大綱３ (1) オリンピック・パラリンピックについて 　市　　　長

我孫子の活性化 （部　　　長）

について

(2) 我孫子の魅力発信について

ア. 現在の取り組み状況

イ. 今後、検討している取り組み

(3) 手賀沼のにぎわい作りについて

ア. オープンカフェ設置と農産物直売所跡地利用

の進捗状況について

イ. 今後検討されるにぎわい作りについて

(4) 農業支援について

要　　　　旨

－１－
（2ページへ続く）



（1ページからの続き）

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱４ (1) 定住化と少子化の取り組みについて 　市　　　長

我孫子市の （部　　　長）

住みやすさ、 (2) 高齢者支援について

安心・安全について ア. 生き生きと健康でいられるための取り組みと

体制の整備について

イ. 買い物支援について

(3) 防災・減災対策について

ア. 地域防災計画の修正ポイントについて

イ. 地域防災計画のスケジュールについて

ウ. 地域防災計画の市民への周知方法について

(4) 新クリーンセンターの整備について

(5) 常磐線・成田線の利便性向上について

ア. 我孫子駅改修工事について

イ. ホームドアの検討状況について

(6) 道路整備について

大綱５ (1) 我孫子市学校給食のあり方について 　市　　　長

教育環境の整備 （教　育　長）

について （部　　　長）

(2) ＩＣＴ教育の現状と課題について

要　　　　旨

－２－



　代表質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 市内の土砂の崩落について 　市　　　長

防災・都市行政 ア. 第一次スクリーニングの結果について （部　　　長）

イ. 大規模盛土造成地の危険度について

ウ. 第二次スクリーニングの内容について

エ. 第二次スクリーニングの進捗状況について

オ. 市民への対応について

カ. 「滑動崩落防止工事」の方法と課題について

キ. 宅地耐震化推進事業の市民への情報発信につ

いて

(2) 災害時のトイレの課題について

ア. 携帯トイレの備蓄の必要性について

イ. 使用済み携帯トイレの処分方法について

ウ. マンホールトイレの不具合の対応について

エ. 自動ラップ式の簡易トイレの備蓄について

オ. 夏場の対応について

カ. 女性や子どもへの配慮について

大綱２ (1) ＬＧＢＴについて 　市　　　長

総務・教育行政 ア. 現在までの市の認識と取り組みについて （教　育　長）

イ. ガイドライン策定について （部　　　長）

(2) 同性パートナーシップ制度について

ア. 同性パートナーシップ制度導入への気運とご

見解について

【一問一答】　　  公　 明　 党　    　 江　川　克　哉　議員

要　　　　旨

－３－
（4ページへ続く）



（3ページからの続き）

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱３ (1) 電子図書館の導入について 　市　　　長

教育行政 ア. 導入の必要性について （教　育　長）

（部　　　長）

イ. 現行図書館の運営と存続について

ウ. 学校図書館への導入について

大綱４ (1) 不法投棄の対策について 　市　　　長

環境行政 ア. 環境美化推進員の募集と環境美化運動の現状 （部　　　長）

について

イ. 職員の取り組みの現状について

ウ. 自治体版ピリカの導入について

(2) 新クリーンセンターの稼働に伴うごみの出し

方について

ア. 新クリーンセンター稼働時におけるごみの出

し方の変更点について

イ. 市民への周知について

要　　　　旨

－４－



代表質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 市の現状と取り組み 　市　　　長

新型コロナウイルス ア. 第５波における市の現状（感染者数の推移・ （教　育　長）

感染症対策 入院・ホテル・自宅療養・クラスター等） （部　　　長）

イ. ワクチンの接種状況と課題（６５歳以上・基

礎疾患者及び高齢者施設従事者・６０歳～

６４歳・１２歳～５９歳・市職員）

ウ. 予約困難者へのフォロー（インターネット・

電話・直接予約できる医療機関）

エ. 小中学校の感染症対策（授業形態・パラリン

ピック学校連携観戦プログラム）

オ. 疲弊する市の組織体制への対応（健康づくり

支援課・各課の応援体制と人員不足）

大綱２ (1) 学校施設個別施設計画と布佐地区の対応経過 　市　　　長

教育行政 ア. 長寿命化改修計画と中規模改修等の進捗状況 （教　育　長）

（部　　　長）

イ. 布佐中学校の適正規模と学校の在り方につい

て（アンケート・近隣説明会等）

ウ. 湖北台中学校区の推移

エ. 年少人口推計における課題と学級状況の地域

格差

(2) 通学路の維持管理

ア. 通学路の点検

イ. 学校周辺の道路表示・標識等の新設及び管理

（横断歩道・標識・停止線・緑の標識・電柱

の移設等）

ウ. 警察への協力依頼

【一問一答】　 　あ び こ 未 来　 　   早　川　　　真　議員

要　　　　旨

－５－
（6ページへ続く）



（5ページからの続き）

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱３ (1) 介護保険（コロナ禍における高齢者介護サー 　市　　　長

高齢者福祉と商業 ビス） （部　　　長）

ア. 特別養護老人ホームの整備

イ. 介護保険特別会計基金

ウ. 通所系介護サービスの課題と対応

(2) 買い物支援

ア. カスミと協定締結した移動スーパーの経緯

イ. 市の役割と事業費

ウ. 広報８月１日号

エ. 市内小売店との連携、支援

大綱４ (1) 各公園に仕様書の掲示 　市　　　長

公園の維持管理 （部　　　長）

(2) 各公園の諸課題（６月議会以降の対応）

(3) 公園緑地課の人員体制と委託事業の整理

要　　　　旨

－６－



代表質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 我孫子市安全安心の街づくり防災対策につい 　市　　　長

防災行政 て （部　　　長）

大綱２ (1) 市内宅地開発栄１４１２番地開発について 　市　　　長

都市行政 （部　　　長）

(2) 布佐字北大作８８７番地宅地開発行為につい

て

大綱３ (1) 湖北台自治会連合会２０２０年度市への要望 　市　　　長

市民生活支援 書について （部　　　長）

ア. 都市計画道路下ヶ戸・中里線について

イ. 各自治会のゴミステーション及び資源ゴミ用

具収納庫について

ウ. 空き家対策について

(2) 車による市内を巡回する移動買い物スーパー

について

大綱４ (1) 学校における新型コロナウイルス感染拡大の 　市　　　長

教育・福祉行政 対応について （教　育　長）

（部　　　長）

(2) 夏休み明けの自殺対策について

(3) 市内中学校体育館６校のエアコン設置につい

て

(4) 我孫子市小・中学校通学路安全対策について

(5) 湖北台保育園の建て替えについて

【一問一答】　 　無所属フォーラム　 　 佐々木　豊　治　議員

要　　　　旨

－７－



代表質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) ８月に入り新型コロナウイルス感染者が１０ 　市　　　長

新型コロナウイルス 代・１０代以下と２０代が急増している点に （副　市　長）

感染症から市民を ついて、市はどのようにとらえ、対策を行っ （教　育　長）

守るためにⅥ ていますか （部　　　長）

(2) 東京パラリンピック開幕前のマスコミは、児

童・生徒が観戦する「学校連携観戦プログラ

ム」を巡り、各自治体の対応が「教育的意

義」と「子供たちの安全」の面で割れている

と報道しました。我孫子市は、当初より大幅

に少なくなりましたが実施した点についての

見解を

(3) 市民に不要不急の外出自粛をお願いするだけ

ではなく、擬陽性を理由にせず、国・県に対

して徹底したＰＣＲ検査の実施を

大綱２ (1) ２０２０年度より公営企業会計に移行した効 　市　　　長

下水道事業について 果について （部　　　長）

(2) 現在普及率８４．６％ですが過去５年間の普

及率をお答えください

(3) 未普及対策事業の中に下ヶ戸西側地区があり

ますが、下ヶ戸全体ではどうなっていますか

大綱３ (1) 防災行政無線＝７９カ所中１９カ所は聞こえ 　市　　　長

防災問題 ない。具体的な対応は （部　　　長）

(2) 布佐下には防災行政無線がない

(3) 防災行政無線の設置基準はどうなっているか

(4) ２０１８年から４年間「防災ラジオ」の提案

をし、その都度研究をするとの回答だが、人

といのちの問題であり、研究・検討の段階は

過ぎた。急ぎ結論を

(5) 茅ヶ崎市、江東区、取手市、常総市などから

学ぶべき

【一問一答】　　  日 本 共 産 党　     岩　井　　　康　議員

要　　　　旨

－８－



　代表質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 自宅療養者への対応状況と対応強化 　市　　　長

新型コロナウイルス ア. 自宅療養者の症状内訳と推移 （教　育　長）

感染症対策 イ. 自宅療養者への対応状況 （部　　　長）

ウ. オンライン診療の利用状況

エ. 自宅療養者への対応強化

(2) 感染者の発生状況の記載内容と市の把握状況

(3) 子供へのワクチン接種について

ア. 子供への接種案内に至る判断理由

イ. 子供への接種を促進する必要性（根拠）

ウ. 子供への接種案内に係る情報提供内容

エ. 子供への接種状況および接種に係る副反応事

例の報告

(4) 副反応（疑い）に係る自治体としての対応

ア. 本市における副反応事例の把握状況

イ. 接種医療機関の報告義務および報告の徹底

ウ. 健康被害救済制度

エ. ワクチン接種後の後遺障害事例およびフォ

ロー

(5) 職場等における差別・偏見・同調圧力への対

策の徹底

(6) コロナ禍における周産期医療体制

ア. 本市および近隣自治体の周産期医療体制の現

状

イ. コロナに感染（発症）した妊婦への対応状況

ウ. 感染（発症）した妊婦の受け入れ体制の改善

(7) 感染拡大期における公共施設の利用制限

ア. 公共施設の利用制限を決定する根拠・基準

イ. 利用制限の強化について

【一問一答】　　  Ｎext あびこ　    　 久　野　晋　作　議員

要　　　　旨

－９－
（10ページへ続く）



（9ページからの続き）

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱２ (1) インセンティブ（健幸ポイント）の付与につ 　市　　　長

「健幸都市・ いて （部　　　長）

我孫子」へ ア. インセンティブ付与について

～健康寿命の延伸

イ. 介護保険ボランティアポイント制度の現状

ウ. 各種イベント・活動等への参加時の付与

(2) 健康管理アプリの導入

(3) 各種検診率の向上促進

ア. 各種検診率の状況（推移）

イ. 検診の啓発・促進策

大綱３ (1) 通勤通学路の安全対策と共有認識の重要性 　市　　　長

「安全安心なまち」 （教　育　長）

我孫子へ （部　　　長）

(2) 住宅街における速度超過車両および違法駐車

対策

要　　　　旨

－１０－



代表質問 【一問一答】　　  清 　風　 会　　     澤　田　敦　士　議員

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 市独自の「スポーツ基本計画」 　市　　　長

スポーツ行政 （教　育　長）

（部　　　長）

(2) スポーツの推進について

ア. 市はスポーツ参画人口の拡大をどう考えてい

るか

イ. 総合型地域スポーツクラブ

ウ. “みる”スポーツの推進の強化

(3) これからのスポーツ振興について

ア. ニーズの把握

イ. 市民体育館施設の充実を

ウ. 武道施設の建設整備の検討について

(4) 子供の体力向上策

ア. 子供たちの体力の現状と課題

イ. スポーツ少年団の課題

ウ. トップ選手の育成支援

※千葉県競技力向上基本計画

大綱２ (1) スポーツツーリズムを活かした街づくり 　市　　　長

関係人口増加の （教　育　長）

政策を （部　　　長）

(2) Withコロナ、アフターコロナの街のかたちを

どう考えているか

要　　　　旨

－１１－



　個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 治水対策 　市　　　長

防災行政・市民活動 ア. 布佐排水区・若松地区・柴崎排水区の進捗状 （部　　　長）

況と、課題を伺う

(2) 災害時の避難等について

ア. 我孫子市の土砂災害の指定箇所等の状況と課

題・対策を伺う

イ. 災害時の「指定避難場所」について

４月２０日、電研と協定書を締結したが、市

からの連絡により、開場するとある。住民と

共に、連絡がなくても開場できるよう是正要

求する

大綱２ (1) いわゆる「病院船」案が、議員立法で成立。 　市　　　長

コロナ対策 感染者数の増加を踏まえ、開業医が、患者の （消　防　長）

入院判断に積極的に関与し「医療機関への適 （部　　　長）

切な要請・対応ができる仕組みを構築する」

と、日本維新の会は主張している

ア. コロナ陽性者の妊婦が、入院先が見つからず

自宅出産し新生児が死亡。我孫子市は具体的

な新たな取組み、又救急車利用時の配慮はあ

るか

イ. これまでは、救急車は、「適切な利用を」と

いわれていたが、出動時のコロナの対応の状

況と、最近の救急搬送の件数をお尋ねする

【一問一答】 会派に所属していない議員　芹　澤　正　子　議員

要　　　　旨

－１２－
（13ページへ続く）



（12ページからの続き）

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱３ (1) 内閣人事局は男性国家公務員の育児休暇の取 　市　　　長

男女共同参画・虐待 得率と期間が非常に良好と発表 （教　育　長）

ア. 部下の妻の妊娠報告時に育児休暇取得期間を （部　　　長）

問うべき。現状と、今後の進め方を伺う

イ. ２０３０問題が我孫子市は到達していない。

今後のスケジュールを問う

(2) 虐待について

ア. 十数年の虐待の件数は増加。法律も整備。コ

ロナで自宅滞在が増えての、子ども・大人

の、虐待件数の推移・課題・今後の対策をお

教え下さい

大綱４ (1) 通学路の一斉点検後について 　市　　　長

教育委員会 ア. ８９件の危険個所について、今後の具体的な （教　育　長）

改修箇所の選定方法、スケジュールをお伺い （部　　　長）

します

イ. 並木小への６号線からの下り車道を渡る部分

にはっきりとした歩道部分が無いという部分

がある。朝はボランティアがいるが帰宅時は

危険。早期に歩道の設置を再度要望する

要　　　　旨

－１３－


