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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 30年３月１日・２日） 

平成 30年３月１日（木） 

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 

150分 

１ ○ 今井 実議員 

１ 市長の政治姿勢と市政運営について 

 (1) リーダー像について 

 (2) 持続可能なまちづくりについて 

 (3) 秦野みらいづくり構想 2018について 

２ ５つの誓いについて 

 (1) 地域医療の充実・強化について 

 (2) 中学校給食の完全実施について 

 (3) 教育水準の改善・向上について 

 (4) 小田急４駅周辺のにぎわい創造について 

 (5) 新東名・246バイパスの最大活用について 

３ 豊かな自然と調和した快適なまちづくりについて 

 (1) 地下水を守る施策について 

 (2) ごみの減量化の取り組みについて 

 (3) 地球温暖化対策について 

 (4) 生活道路などの市道の整備について 

４ 地域で支えあい安心・安全に暮らせるまちづくりに

ついて 

 (1) 母子に対する切れ目のないきめ細かな支援につ

いて 

 (2) 高齢者福祉施策について 

 (3) スポーツ施策について 

 (4) 防災（減災）について 

５ 産業活力を創造し多彩な魅力に出会えるまちづく

りについて 

 (1) 観光振興について 

 (2) 特区の考え方について 

 (3) 農業施策について 

６ 豊かな感性をはぐくみ笑顔あふれるまちづくりに

ついて 

 (1) 西中学校体育館等施設整備事業について 

 (2) 文化振興について 

７ 市民と行政が共に力をあわせて創るまちづくりに

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 

 (1) 政策決定の透明化と情報公開の徹底について 

 (2) 目指す市民との協働・連携について 

 (3) 職員の人材育成と組織執行体制について 

 (4) 新庁舎建設について 

 (5) 公共施設再配置計画について 

午後１時～ 

※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 

130分 

２ ○ 八尋伸二議員 

１ 持続可能なまちづくりについて 

(1) 地域医療の充実について 

(2) 超少子高齢化・人口減少について 

 (3) 市民力の醸成（協働）について 

 (4) 新東名高速道路開通に伴う周辺整備について 

 (5) パークゴルフ場の建設・運営について 

 (6) 循環型（地産地消）のまちづくりについて 

 (7) ごみ減量の取り組みについて 

 (8) 小田急４駅周辺のにぎわい創造について 

 (9) 実践的な防災対策について 

２ 財政運営について 

 (1) 財政状況について 

 (2) 都市計画税について 

３ 行政運営について 

 (1) 職員の不祥事に対する再発防止について 

 (2) 市職員の人材育成について 

 (3) 行財政改革並びに公共施設のあり方について 

 (4) 市庁舎の建て替えについて 

 (5) 副市長の設置人数について 

４ 子育て環境について 

 (1) 幼児教育の充実について 

５ 教育課題について 

 (1) コミュニティ・スクールについて 

 (2) 教職員の多忙化について 

 (3) 学力向上について 

 (4) 子どもの貧困対策について 

 (5) 中学校給食の完全実施について 
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平成 30年３月２日（金） 

日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

午前９時～ 

 

公明党 

持ち時間 

 90分 

１ ○ 山下博己議員 

１ 市長の政治姿勢について 

２ 健全な財政運営について 

３ 市職員のスキルアップについて 

４ 子育て支援について 

５ 高齢者施策について 

６ 新たな時代を展望した持続可能なまちづくりにつ

いて 

(1) 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の取り組みにつ

いて 

(2) ６次産業化の促進について 

７ 農業や自然を活用した特色ある学校づくりについ

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。 

創秦クラブ 

持ち時間 

90分 

２ ○ 谷 和雄議員 

１ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会

について 

２ 交通ネットワークの形成について 

３ 地域医療の充実・強化について 

４ 超高齢社会に向けた取り組みについて 

５ 新東名高速道路と 246 バイパスの建設を踏まえた

秦野西部域のまちづくりについて 

６ 小田急４駅周辺のにぎわい創造について 

７ 地域特性を生かした工業振興について 

８ 震生湖周辺の活性化について 

９ 夢や希望の持てる農業振興について 

10 西中学校多機能型体育館について 

11 中学校給食の完全実施について 

12 教育水準の改善・向上及びＩＣＴを活用した教育

の推進について 

13 市民と行政が共に力をあわせて創るまちづくりに

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。 

緑水クラブ 

持ち時間 

90分 

３ ○ 高橋文雄議員 

１ ごみの減量と資源化について 

 (1) 草類の資源化方法について 

 (2) 街路樹等の落ち葉、剪定枝の処理について 

２ 秦野赤十字病院の周産期医療再開について 
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日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

３ 子どもの貧困対策について 

４ 認知症施策の推進について 

５ 秦野駅南部土地区画整理事業について 

 (1) 住宅区域（Ｃ地区）の整備状況について 

 (2) 都市計画道路尾尻諏訪原線の県道 62号までの整

備について 

６ 観光施策について 

 (1) 鶴巻温泉駅周辺の観光振興と大山ケーブル駅へ

のバスルート本格運行について 

 (2) （仮称）秦野サービスエリアを拠点とした観光ル

ート事業等の創出について 

 (3) 震生湖周辺整備について 

７ 商業振興について 

８ 農業振興について 

 (1) 鳥獣被害対策について 

 (2) 自然環境を生かした農産物のブランド化につい

て 

９ 中学校給食の完全実施について 

10 教育水準の改善・向上について 

11 持続可能なまちづくりについて 

12 公共施設の老朽化対策について 

13 財政調整基金について 

午後３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。 

日本共産党 

持ち時間 

70分 

４ ○ 露木順三議員 

１ 市長の政治姿勢について 

２ 平和への取り組みについて 

３ 施政方針のリーダー像について 

４ 総合計画後期基本計画について 

 (1) 第３次はだの行革推進プラン実行計画等につい  

  て 

 (2) 公共施設再配置計画等について 

 (3) 環境と共生の政策等について 

 (4) 安心・安全の政策等について 

 (5) 活力・成長の政策等について 

 (6) ひとづくりの政策等について 

 (7) 市民力・行政力の政策等について 

５ 上下水道事業について 

 


