
月・日
(予定)

NO 議　員　名 頁

１ 戸 田 智恵子 １

２ 内 田 美恵子 ２

３ 西 川 佳 克 ３

４ 早 川 真 ４

５ 野 村 貞 夫 ５

６ 岩 井 康 ６

７ 山 下 佳 代 ８

８ 椎 名 幸 雄 ９

●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。

１２．７
（火）

あ び こ 未 来

清 風 会

会 派 に 所 属 し て い な い 議 員

一　般　質　問　要　項

令和３年第４回定例会

会　　　派　　　名

１２．６
（月）

公 明 党

蒼 新 会

日 本 共 産 党

日 本 共 産 党

公 明 党



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 周産期グリーフ（深い悲しみ）ケアについて 　市　　　長

健康行政 ア. 産婦健康診査事業について （部　　　長）

イ. 産後ケア事業について

ウ. 情報把握体制と情報共有体制について

エ. 総合的な支援体制について

(2) 母子健康手帳について

ア. 本市の特徴について

イ. 「リトルベビーハンドブック」及び低出生体

重児について

ウ. 電子版母子健康手帳について

大綱２ (1) 自治体マイナポイント事業について 　市　　　長

総務・生涯学習行政 ア. 認識と取り組みについて （部　　　長）

(2) スマホ講習会について

ア. 本市のこれまでの実施状況について

イ. スマホ講習会の開催について

大綱３ (1) 手賀沼のうなきちさんの将来について 　市　　　長

商業・広報行政 ア. これまでの活躍及び活用について （教　育　長）

イ. 家族の登場について （部　　　長）

ウ. 今後の使命と戦略について

(2) 市のホームページの情報発信について

ア. 「鳥と自然」のコーナーの考え方について

イ. 「鳥と自然」のコーナーの充実について

【一問一答】　　  公　 明　 党　    　 戸　田　智恵子　議員

要　　　　旨

－１－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 我孫子市のこれまでの感染者の発生状況につ 　市　　　長

新型コロナウイルス いての検証 （副　市　長）

感染症の第６波 ア. 日別、週別、月別感染者の発生状況 （部　　　長）

に備えて イ. 感染拡大期の感染者とクラスターの発生状

況、感染拡大とクラスターとの関係、クラス

ター防止策

ウ. 年代別感染者数、その推移と要因

エ. 感染経路について

(2) 保健所の有無による情報格差の改善

(3) 保健所の体制整備

(4) 医療提供体制の強化

ア. 第５波における東葛北部保健医療圏の医療提

供体制の状況と我孫子市の感染者状況の内

訳、今後の課題

イ. 千葉県が９月に決定した「医療提供体制の強

化について」

ウ. 千葉県の「保健医療提供確保計画」における

医療提供体制の整備について

(5) 在宅療養者への支援

ア. フォローアップセンターについて

イ. パルスオキシメーターについて

ウ. 配食サービスの強化について

大綱２ (1) 市の掲示板へのポスター掲示にかかる取扱基 　市　　　長

「市民と市の協働」 準の改正について （副　市　長）

の環境整備 ア. 改正の理由と掲示の対象を限定した理由 （教　育　長）

イ. 掲示の対象を限定することによる影響 （部　　　長）

ウ. 改正の仕方の問題点

(2) 市の事業や協働事業のポスター掲示の取り扱

い

(3) 「協働」についての認識を深める取組

(4) 「市民と市の協働」推進のための庁内体制の

整備

【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

－２－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 現在の研修実態と今後の新たな研修計画につ 　市　　　長

職員研修制度 いて （部　　　長）

について

(2) 自治大学校における研修について

ア. 派遣された人数、どこの部局課から派遣され

たか

イ. 派遣研修後の人材育成における成果や寄与

大綱２ (1) 防災や災害・緊急情報におけるＷＥＢサイト 　市　　　長

ホームページ について （部　　　長）

について ア. 緊急情報のＷＥＢサイト掲載の方法と指示命

令系統

イ. 天気予報ＷＥＢサイトの掲載年間費用、アク

セス数

ウ. トップページにおける緊急情報の課題と見直

し

(2) 「見やすい、分かりやすい、使いやすい」Ｗ

ＥＢサイトに向けて

大綱３ (1) スポーツ指導員とスポーツ推進員について 　市　　　長

スポーツ振興 ア. それぞれの登録人数 （教　育　長）

について イ. アのスポーツ専門種目の把握と活動状況 （部　　　長）

ウ. スポーツ指導員資格取得後の本市との関わり

について

大綱４ (1) 本市のラジオ体操の位置付けと考え方 　市　　　長

ラジオ体操について （教　育　長）

（部　　　長）

【一問一答】　　  蒼　 新　 会　    　 西　川　佳　克　議員

要　　　　旨

－３－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 優先接種対象者への周知の徹底 　市　　　長

新型コロナウイルス （部　　　長）

ワクチン接種

(2) 副反応への対応

大綱２ (1) デイキャンプ場の利用状況と諸課題 　市　　　長

利根川ゆうゆう公園 （教　育　長）

の維持管理 （部　　　長）

(2) 各施設の維持管理と経費の比較

大綱３ (1) 砕石の高さと重機の管理 　市　　　長

ＮＥＣ我孫子事業場 （部　　　長）

・東門前の

砕石場の操業 (2) 粉塵への対応

(3) 市街化調整区域における事業行為

(4) 「再生資源物の屋外保管に関する条例」の制

定

【一問一答】　 　あ び こ 未 来　 　   早　川　　　真　議員

要　　　　旨

－４－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 補助する自治体が広がるなかで、現状をどの 　市　　　長

高齢者の補聴器 ように把握していますか （部　　　長）

購入費用に補助を (2) ２年前の質問時に「調査研究する」と答弁さ

れています。その内容についてお聴かせ下さ

い

(3) 千葉県中途失聴者・難聴者協会とはどんな団

体で、我孫子市としてどのような援助をされ

ていますか

(4) 全国的には、高齢者の難聴者に対する補助

は、様々に行われています。我孫子市では、

購入費用の補助のほかに何を行われますか

大綱２ (1) 第４次行政改革推進プラン、改訂版に「市内 　市　　　長

市内公園の統廃合 に２００以上ある公園の統廃合を検討する」 （部　　　長）

について とあるが、その理由は何か

(2) ２０２１年度に整った協議内容の実践・検証

となっている。現在の進捗状況は

(3) 具体的に統合と廃止の場所、年度計画はでき

ているのか。跡地利用なども含めて

(4) 自治会をはじめ、近隣諸団体との話し合いを

したのか

大綱３ (1) 八街市での事故後の一斉点検において、我孫 　市　　　長

安全安心な通学路 子市の危険個所は追加１ヵ所いれて、９０ヵ （教　育　長）

を早急に 所で間違いないですか （部　　　長）

(2) 危険個所で共通していることはありますか

(3) ９０ヵ所のうち新規５２、既出３８件です

が、既出とは何年も前からと思われます。対

策や改善が行われなかったとも思われます

が、どのように受け止められますか

(4) 並木小の通学路で、丁字路で止まれの白線

と、止まれの字が白い跡があるだけで全く分

かりません。警察署は書き直すのは来年度に

なるとのことです。市としての対応は

【一問一答】　　  日 本 共 産 党　     野　村　貞　夫　議員

要　　　　旨

－５－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 現在、新型コロナウイルスの感染が全国的に 　市　　　長

新型コロナウイルス も減少している状況・要因をどのように捉え （部　　　長）

感染症から市民を ていますか

守るためにⅦ

(2) 「第６波」について、マスコミ等では１～３

月を注視して報道していますが、市はどのよ

うに捉え対応をしていますか

(3) ３回目の新型コロナウイルスワクチンの接種

状況と、インフルエンザの現状について

(4) 現在ＰＣＲ・抗体検査はどうなっていますか

(5) 市内中小企業・個人事業者への市独自の対策

について

【一問一答】　　  日 本 共 産 党　     岩　井　　　康　議員

要　　　　旨

－６－
（7ページへ続く）



（6ページからの続き）

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱２ (1) １１月１３日に閉幕した国連気候変動枠組み 　市　　　長

ゼロカーボンシティ 条約第２６回締約国会議（ＣＯＰ２６）の内 （部　　　長）

実現に向けて 容について、どのように受け止めていますか

(2) ＣＯＰ２６の成果文書「グラスゴー気候合

意」では、石炭火力発電の利用は「段階的な

削減へ努力を加速する」としましたが、日本

は逆行し、９基の石炭火力発電を増設すると

しています。「ゼロカーボンシティ」宣言を

した我孫子市として、国に対して、何らかの

態度を示すべきではないですか

(3) ２００１年に「あびこエコ・プロジェクト」

を立ち上げ、２０２０年７月に「ゼロカーボ

ンシティ」を宣言したことの意義は大変評価

できるものです。しかし、エコ・プロ４で

は、基準年度比１．５％増加となった要因と

して、策定時には見込んでいなかった小中学

校へのエアコン導入によりエネルギー使用量

が増えたこととしていますが、これは、策定

時に考えるべきではないですか

(4) 「あびこエコ・プロ５」では、計画の目標体

系の３番目に市民・事業者の環境に配慮した

行動の促進～「市民・事業者への環境配慮指

針」の普及～と明記されていますが、「ゼロ

カーボンシティ」を実現するうえでは、目標

・スローガンだけではなく、具体的な方針提

起が必要です

(5) 手賀沼は我孫子市のシンボルですが、「ゼロ

カーボンシティ」を実現し、自然にやさし

く、子どもからお年寄りまでがのびのびと暮

らせる「エコシティ」として新たなシンボル

にし、定住を呼び掛けましょう

要　　　　旨

－７－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) 「きょうだい児」について 　市　　　長

教育・福祉行政 ア. 本市における「きょうだい児」に対する認識 （教　育　長）

について （部　　　長）

イ. 本市における「きょうだい児」の実態状況に

ついて

ウ. 「きょうだい児」に対しての支援の現状と課

題について

エ. 「きょうだい児」への、これからの取り組み

について

(2) 子ども関連相談窓口の一本化について

ア. 政府案に対する市長及び教育長の見解につい

て

イ. 教育研究所の現状について

ウ. 子ども関連相談窓口の一本化について

(3) 新型コロナウイルス感染症について

ア. ワクチン３回目接種に向けての現在の状況に

ついて

イ. 年末年始に備えた医療機関の協力体制につい

て

(4) 「未来応援給付」について

ア. 本市のコロナ禍における、子育て世代の現状

について

イ. 本市の現時点での「未来応援給付」の考え方

と給付方法について

(5) 買い物困窮者支援「移動スーパー」について

ア. 移動スーパーの実施状況について

イ. 今後のスケジュールと取り組みについて

【一問一答】　　  公　 明　 党　    　 山　下　佳　代　議員

要　　　　旨

－８－



個人質問

質　問　事　項 答弁を求める者

大綱１ (1) ＧＩＧＡスクール構想実施にあたって 　市　　　長

教育行政について ア. ＧＩＧＡスクール・学校全体でどの様に感じ （教　育　長）

られますか （部　　　長）

イ. 従来の教え方・ＩＣＴ教育での問題点

(2) ＩＣＴ支援員および端末機について

ア. ＩＣＴ支援員数・中学高学年と小学低学年へ

の教え方

イ. 端末機の使用法と買い替えについて

(3) 端末機トラブルについて

ア. 端末機による「いじめ」について

イ. ＩＤ・ＰＷ等の重要性について

(4) 小学校教科担任制について

ア. 教科担任制に対する準備は如何

大綱２ (1) 自転車保険加入ステッカー作成を 　市　　　長

自転車保険加入条例 ア. 条例制定により指導強化 （部　　　長）

について イ. 電動アシスト付自転車への指導

ウ. 保険加入自転車にステッカーを貼る

大綱３ (1) 千葉工業大学との包括連携協定締結を提案し 　市　　　長

大学との連携協定 ます （部　　　長）

について ア. 連携されている大学との交流状況

イ. 参加者の感想

ウ. 千葉工業大学との包括連携について星野市長

のご意見を

【一問一答】　　  清　 風　 会　    　 椎　名　幸　雄　議員

要　　　　旨

－９－


