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施政方針に対する代表質問発言通告一覧表 

（令和２年３月２日・３日） 

令和２年３月２日（月） 

日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

午前９時～ 

 

創和会 

持ち時間 

150分 

１ ○ 谷 和雄議員 

１ 新たな時代における自治体運営について 
２ 未来へつなぐ５つの重点事業について 

 (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 オリンピック・パラリンピックについて 

４ 豊かな自然と調和した快適なまちづくりについて 

５ 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 

６ 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 

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 

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。 

 

 

 

 

 

 

自民党・ 

新政クラブ 

持ち時間 

150分 

２ ○ 相原 學議員 

１ 健全財政について 

２ 災害への備えとオリンピック・パラリンピックに向

けた取り組みについて 

 (1) 危機管理体制等について 

 (2) オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み

について 

 (3) ビレッジプラザへの秦野産木材の提供について 

３ 地域医療の充実・強化について 

 (1) 地域医療への取り組みと産後ケア事業について 

 (2) 派遣型救急ワークステーションについて 

４ 中学校給食の完全実施について 

５ 教育水準の改善・向上について 

 (1) 教職員の意識改革や人材育成のための取り組みに

ついて 

 (2) 児童のスキルアップについて 

６ 小田急４駅周辺のにぎわい創造について 

 (1) 無電柱化の推進に向けた県との連携について 

 (2) 秦野駅南部（今泉）土地区画整理事業の進捗状況

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) 震生湖を中心とした魅力アップ事業について 

 (4) 鶴巻大山バスルートの運行期間の拡大等について 

 (5) 商店街のにぎわいづくりと地域との関わりについ

て 

７ 新東名・２４６バイパスの最大活用について 

 (1) 新東名高速道路の開通による地元市民の安全対策

について 

 (2) （仮称）表丹沢魅力づくり構想について 

８ 豊かな自然と調和した快適なまちづくりについて 

 (1) 地下水かん養の取り組みについて 

 (2) 水道の基幹管路の整備について 

９ 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) 高齢者に優しい地域づくりについて 

10 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) 新規就農者の門戸拡大について 

 (2) 鳥獣被害対策について 

11 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) 上小学校小規模特認校制について 

 (2) 幼小中の一体化の考え方について 

 (3) 文化会館の活用について 

 (4) 文化施設の集約について 

12 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 

 (1) 自治会加入促進事業について 

 (2) 市役所本庁舎のあり方の検討について 

 (3) 職員（ひと）づくり基本方針について 
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令和２年３月３日（火） 

日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

午前９時～ 

 

市民クラブ 

持ち時間 

 90分 

１ ○ 八尋伸二議員 

１ 予算編成の考え方について 

 (1) 本市の財政運営状況について 

 (2) 各事業の考え方について 

２ 本市の魅力づくりについて 

 (1) にぎわいのあるまちづくりについて 

 (2) 住み続けたくなるまちづくりについて 

 (3) 放課後子ども教室について 

３ 持続可能なまちづくりについて 

 (1) 防災・減災のまちづくりについて 

 (2) 地域医療の充実・強化について 

 (3) ごみの減量について 

 (4) 鳥獣被害の対策について 

 (5) 働き方改革と人材育成について 

４ 教育課題について 

 (1) 英語・プログラミング教育について 

 (2) 中学校完全給食について 

 (3) コミュニティ・スクールの拡大状況について 

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 ○ 山下博己議員 

１ ＳＤＧs未来都市を目指すことについて 

２ 職員（ひと）づくりについて 

３ 持続可能なまちづくりについて 

４ 防災対策について 

 (1) 避難所運営の体制について 

 (2) 災害弱者等の避難体制について 

５ 安心・安全なまちづくりについて 

 (1) 通学路等の安全対策について 

 (2) 高齢運転者の安全対策について 

 (3) 市民への新型コロナウイルス感染症対策につい

て 

 (4) 学校等における新型コロナウイルス感染症対策

について 

６ 市民への情報提供のあり方について 

７ 高齢者が安心して暮らせるまちづくりについて 

８ 子どもの貧困対策について 

９ 地球温暖化対策について 

 (1) 木質バイオマス事業の取り組みについて 
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日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

 (2) 二酸化炭素排出削減への取り組みについて 

10 ごみ減量対策について 

11 農業振興の取り組みについて 

 (1) 農業の担い手づくりについて 

 (2) 農福連携の取り組みについて 

12 秦野赤十字病院の健全財政に向けた本市の取り組

みについて 

13 豊かな心と体を育む教育について 

 (1) 防災教育の取り組みについて 

 (2) 環境教育の取り組みについて 

 (3) 中学校給食の食育の取り組みについて 

 (4) 小規模特認校制度について 

 (5) 幼児教育の取り組みについて 

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。 

日本共産党 

持ち時間 

70分 

３ ○ 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 「市民の安全・安心を守る」主な取り組みについて 

４ 未来へつなぐ５つの重点事業について 

５ 総合計画後期基本計画について 

６ 一般会計予算について 

７ 上下水道事業について 

８ 国民健康保険事業について 

 


