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施政方針に対する代表質問発言通告一覧表 

（平成 29年２月 27日・28日） 

平成 29年２月 27日（月） 

日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

午前９時～ 

 

自民党・ 

新政クラブ 

持ち時間 

170分 

１ ○ 今井 実議員 

１ 古谷市政 11年の総括と総仕上げについて 

２ 財政運営について 

３ 人口減少の現状と対策について 

４ 秦野らしさのある都市
ま ち

づくりについて 

５ 地域医療の現状と今後について 

６ 定住化促進と空き家の活用について 

７ ごみ減量への取り組みについて 

８ 公園整備と活用の推進について 

９ 人材育成と職員体制について 

10 より実効性のある防災対策について 

11 公共施設再配置の現状と今後について 

12 学校トイレの洋式化・快適化について 

２ ○ 相原 學議員 

１ 未来につなぐ出産・子育てについて 

２ 安全・安心で人との絆を大切にするまちづくりにつ

いて 

（1） 災害や犯罪に強いまちづくりについて 

（2） 生きがいを持って安心して暮らせるまちづくりに

ついて 

３ にぎわいと交流を創出する地域経済活性化について 

（1） 地域資源を生かした活力ある地域づくりについて 

（2） 秦野サービスエリア（仮称）スマートインターチ

ェンジを生かした周辺土地利用について 

午後１時 10分

～ 

※会議の進み

具合等により、

質問開始時刻

は変更する場

合があります。 

 

 

 

 

 

民政会 

持ち時間 

150分 

３ ○ 大野祐司議員 

１ 国際情勢に対する認識について 

２ 本市の大きな課題について 

（1） 少子高齢化・人口減少について 

（2） 公共施設の利用者負担について 

（3） 市内で分娩できる環境づくりについて 

（4） 職員の不祥事の再発防止について 

（5） 西中学校体育館等の整備について 

（6） 秦野サービスエリア（仮称）スマートインターチ 

ェンジ周辺整備等について 

（7） 国道 246号バイパスの進捗状況について 
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日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

 ３ 平成 29年度予算編成の考え方について 

（1） 過去の振り返りと平成 29年度予算について 

（2） 財政状況について 

（3） プライマリーバランスについて 

（4） 痛みの分かち合いについて 

（5） 予算編成方針と予算要求額について 

４ 基本的認識について 

（1） 市役所の非正規職員の処遇改善について 

（2） 新たな人事評価制度について 

（3） 職員の意識調査結果について 

（4） 市有地の売却について 

（5） ものづくり産業の振興施策について 

（6） 第３次はだの行革推進プラン実行計画について 

（7） 都市計画税について 

（8） ファシリテーターの養成について 

（9） プレミアムフライデーについて 

（10）ＡＩ（人工知能）とＩｏＴ（モノのインターネッ 

ト）について 

（11）公契約条例について 

（12）市民力の醸成について 

（13）自治会への市からの依頼について 

５ 安全・安心の醸成について 

（1） 地域医療体制の脆弱性について 

（2） 大規模火災への対応について 

（3） 大規模災害時の職員のメンタルケアについて 

（4） 富士山の噴火時の備えについて 

（5） 本庁舎耐震工事の安全対策について 

（6） 土砂災害時等のドローンの活用について 

６ 子育て支援について 

（1） 待機児童のゼロ目標について 

（2） 放課後児童ホーム入室の対象学年の拡充について 

（3） 小児医療費助成の一層の拡大について 

７ 都市基盤整備について 

（1） パークゴルフ場の建設について 

（2） 市庁舎の建て替えについて 

８ 教育課題について 

（1） コミュニティ・スクールについて 

（2） 英語教育について 
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日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

（3） 中学校完全給食について 

（4） いじめ・不登校・暴力行為について 

（5） 教職員用パソコンの導入効果について 

 

平成 29年２月 28日（火） 

日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

午前９時～ 

 

緑水クラブ 

持ち時間 

 90分 

１ ○ 木村眞澄議員 

１ 新年度予算に臨む基本姿勢について 

２ 行財政改革について 

３ 豊かな自然・良好な住環境づくりの施策について 

（1） 立地適正化計画について 

（2） ごみ処理基本計画について 

４ 未来につなぐ出産・子育ての施策について 

（1） 周産期医療体制の充実について 

（2） 未病に関する取り組みについて 

（3） コミュニティ・スクールについて 

（4） 表丹沢野外活動センター森林遊び場（仮称）につ

いて 

（5） 小児医療費助成制度の拡充について 

（6） 待機児童対策について 

５ 安全・安心で人との絆を大切にするまちづくりの施

策について 

（1） 災害対策について 

（2） 空き家対策について 

（3） 認知症対策について 

６ にぎわいと交流を創出する地域経済活性化の施策

について 

（1） 地方創生について 

午前 10 時 50

分～ 

※会議の進み

具合等により、

質問開始時刻

は変更する場

合があります。 

公明党 

持ち時間 

90分 

２ ○ 横山むらさき議員 

１ 市長の政治姿勢について 

２ 豊かな自然・良好な住環境づくりについて 

（1） コンパクトシティについて 

（2） 小田急線駅周辺の整備について 

（3） 食品ロス削減の啓発について 

３ 未来につなぐ出産・子育てについて 

（1） 産後ケア事業の推進について 

（2） 子ども・子育て環境の充実について 

（3） 子どもの貧困について 
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日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

（4） いじめ・不登校対策について 

（5） 特別支援教育の充実について 

（6） 子どもの読書活動推進について 

４ 安全・安心で人との絆を大切にするまちづくりにつ

いて 

（1） 避難所運営体制について 

（2） 水道管の老朽化について 

（3） 住まいの安心について 

（4） 地域包括ケアの推進について 

（5） 健康づくり運動について 

５ にぎわいと交流を創出する地域経済活性化につい 

て 

（1） 地産地消の推進について 

（2） 経営支援アドバイザー派遣について 

（3） シティプロモーションについて 

午後１時 20分

～ 

※会議の進み

具合等により、

質問開始時刻

は変更する場

合があります。 

創秦クラブ 

持ち時間 

70分 

３ ○ 加藤 剛議員 

１ 市長の政治姿勢について 

（1） 先送りしない積極的な姿勢について 

（2） 中間年齢層の政治参加について 

２  水とみどりを守るための施策について 

３ 学び育つ教育環境づくりを推進するための施策に

ついて 

 (1)  学力向上について 

４ 安全・安心で人との絆を大切にするまちづくりのた

めの施策について 

(1)  交通安全施策について 

（2） 自治会加入率の低下問題について 

５ 生きがいを持って安心して暮らせるまちづくりの

ための施策について 

（1） 秦野赤十字病院の医療体制について 

（2） 検診の受診促進策について 

（3） 生活保護関連業務について 

６ にぎわいと交流を創出する地域経済活性化のため

の施策について 

（1） 震生湖周辺の整備について 

（2） 市民力の喚起について 

７ 行政運営について 

（1） 人材育成について 
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日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

午後２時 50分

～ 

※会議の進み

具合等により、

質問開始時刻

は変更する場

合があります。 

日本共産党 

持ち時間 

70分 

４ ○ 露木順三議員 

１ 市長の経済政策について 

２  平和への取り組みについて 

３ 本市の行革推進について 

（1） 公共施設再配置計画の推進について 

（2） 行政経営システムの見直しについて 

（3） 財産の有効活用について 

（4） 受益者負担の適正化について 

４ 総合計画後期基本計画について 

（1） 豊かな自然・良好な住環境づくりの施策について 

（2） 未来につなぐ出産・子育ての施策について 

（3） 安全・安心で人との絆を大切にするまちづくりの

施策について 

（4） にぎわいと交流を創出する地域経済活性化の施策

について 

５ 上下水道事業等について 

 


