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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５年２月 28日・３月１日） 

令和５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～ 創和会 

持ち時間 

150分 

１ ○ 福森真司議員 

１ 市長の政治姿勢について 

(1) 秦野の未来を切り開くまちづくりについて 

(2) 新年度予算の基本姿勢について 

２ 健康で安心して暮らせるプロジェクトについて 

(1) 地球温暖化対策の推進について 

(2) 秦野名水の保全と利活用について 

(3) 地域医療体制の充実について 

(4) 地域共生社会について 

３ 未来を拓く子育て・教育プロジェクトについて 

(1) 安心して妊娠・出産できる環境づくりの推進につ

いて 

(2) 子育て支援施策の充実について 

(3) 学力向上施策の推進について 

(4) 幼児教育・保育の質の充実について 

４ 小田急線４駅周辺のにぎわい創造プロジェクトにつ

いて 

(1) 駅周辺市街地の取組について 

(2) 鶴巻温泉を生かしたにぎわい創造の推進について 

(3) 渋沢丘陵を生かしたにぎわい創造の推進について 

(4) 各駅間を結ぶ人の流れを生み出す取組について 

(5) ４駅に共通したにぎわい創造の推進について 

５ 新東名・２４６バイパスの最大活用プロジェクトに

ついて 

(1) 表丹沢魅力づくり構想の推進について 

(2) 戸川地区の産業利用促進ゾーンについて 

６ 移住・定住活性化プロジェクトについて 

(1)  移住・定住施策の推進について 

７ 新たな日常創造プロジェクトについて 

(1)  新型感染症対策の推進について 

(2)  デジタル化の推進について 

(3) 市民に信頼される市役所改革について 
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日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

(4)  はだの行政サービス改革基本方針に基づく取組の

推進について 

８ 生涯にわたり豊かな心と健やかな体を育むまちづく

りについて 

(1) 次世代を見据えた教育基盤の整備について 

(2) 市民の文化芸術活動の振興について 

９ 名水の里の豊かな自然と共生し安全・安心に暮らせ

るまちづくりについて 

(1) ごみの減量と資源化の推進について 

(2) 持続可能な都市農業の推進について 

(3) 防災・減災対策の推進について 

(4) 伊勢原市との消防通信指令事務の共同運用開始に 

向けた取組について 

10 住みたくなる訪れたくなるにぎわい・活力あるまち

づくりについて 

(1) 公共交通ネットワークの確保・維持について 

(2) 地域に根ざした活力ある工業の振興について 

11 市民と行政が共に力を合わせて創るまちづくりにつ

いて 

(1) 多様な担い手による協働の推進について 

(2)  広報・広聴活動の充実とシティプロモーションの

推進について 

(3) 市制施行７０周年に向けた取組について 
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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。 

市民クラブ 

持ち時間 

90分 

２ ○ 野々山静香議員 

１ 持続可能な財政運営について 

(1) 新年度の予算編成について 

２ 健康で安心して暮らせるプロジェクトについて 

 (1) 地域共生社会の実現に向けた取組について 

３ 未来を拓く子育て・教育プロジェクトについて 

 (1) 安心して妊娠・出産できる環境づくりの推進につ

いて 

(2) 学力向上施策の推進について 

(3) 市民総ぐるみによる学校給食の推進について 

４ 小田急線４駅周辺のにぎわい創造プロジェクトにつ

いて 

 (1) ４駅に共通したにぎわい創造の推進について 

５ 移住・定住活性化プロジェクトについて 

 (1) 移住・定住施策の推進について 

(2) 市内全域にわたる桜の名所の魅力向上について 

６ 新たな日常創造プロジェクトについて 

(1) マイナンバーカードの普及促進について 

(2) 自治会ＩＣＴ化への取組について 

７ 誰もが健康で共に支えあうまちづくりについて 

(1) 保育所等の利用環境の向上について 

８ 生涯にわたり豊かな心と健やかな体を育むまちづく

りについて 

 (1) スポーツ活動の普及促進について 

９ 住みたくなる訪れたくなるにぎわい・活力あるまち

づくりについて 

(1) 空家等の適正管理と活用について 

10 市民と行政が共に力を合わせて創るまちづくりにつ

いて 

(1) 多様性を認めあう社会づくりの推進について 

(2) 市制施行７０周年に向けた取組について 
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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。 

公明党 

持ち時間 

90分 

３ ○ 山下博己議員 

１ 健康で安心して暮らせるプロジェクトについて 

(1) 市庁舎等の照明設備のＬＥＤ化について 

(2) バイオマス産業都市構想について 

(3) 秦野産木材の活用促進について 

(4) 名水スポットの整備について 

(5) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組につ

いて 

(6) 包括的な相談支援体制の充実について 

(7) 障がい者等への支援の拡充について 

２ 未来を拓く子育て・教育プロジェクトについて 

(1) 安心して妊娠・出産できる環境づくりについて 

(2) 結婚支援施策の拡充について 

(3) 子育て支援の充実について 

(4) 次世代を担う「はだのっ子」の確かな学力向上施

策の推進について 

(5) スクール・サポート・スタッフの効果的な配置に

ついて 

(6) 幼児教育・保育の質の充実について 

３ 小田急線４駅周辺のにぎわい創造プロジェクトにつ

いて 

(1) 文化財を生かしたにぎわい創造の推進について 

４ 新東名・２４６バイパスの最大活用プロジェクトに

ついて 

(1) 表丹沢野外活動センターにおける指定管理者によ

る事業の取組について 

５ 移住・定住活性化プロジェクトについて 

(1) 移住・定住の活性化について 

６ 新たな日常創造プロジェクトについて 

(1) 自治会のＩＣＴ化について 

７ 住みたくなる訪れたくなるにぎわい・活力あるまち

づくりについて 

 (1) 地域を結ぶ公共交通ネットワークの確保・維持に

ついて 

(2) 空家対策について 
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令和５年３月１日（水） 

日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

午前９時～ 

 

自民党秦野 

持ち時間 

 90分 

１ ○ 今井 実議員 

１ 市政に臨む基本方針について 

 (1) 秦野みらいづくりプロジェクトの推進について 

(2) コロナ禍における地域経済の現状と経済対策につ

いて 

２ 健康で安心して暮らせるプロジェクトについて 

(1) 高齢者への支援の充実について 

３ 未来を拓く子育て・教育プロジェクトについて 

 (1) 安心して妊娠・出産できる環境づくりの推進につ

いて 

 (2) 市民総ぐるみによる学校給食の推進について 

４ 小田急線４駅周辺のにぎわい創造プロジェクトにつ

いて 

 (1) 駅周辺市街地の取組について 

(2) 秦野駅北口周辺の取組について 

(3) 渋沢丘陵を生かしたにぎわい創造の推進について 

５ 新東名・２４６バイパスの最大活用プロジェクトに

ついて 

 (1) 表丹沢魅力づくり構想の推進について 

(2) 企業誘致の推進について 

６ 新たな日常創造プロジェクトについて 

 (1) 職員の定年引上げに伴う新たな人事制度の運用開

始について 

 (2) 指定管理者制度について 

７ 生涯にわたり豊かな心と健やかな体を育むまちづく

りについて 

 (1) 次世代を見据えた教育基盤の整備について 

８ 名水の里の豊かな自然と共生し安全・安心に暮らせ

るまちづくりについて 

 (1) 持続可能な都市農業の推進について 

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。 

自民党・新政

クラブ 

持ち時間 

90分 

２ ○ 風間正子議員 

１ 健康で安心して暮らせるプロジェクトについて 

(1) 生涯スポーツの普及促進について 

(2) 高齢者の買い物支援の拡充について 
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日程（予定） 会派名 順位 質問者及び質問内容 

２ 未来を拓く子育て・教育プロジェクトについて 

(1) 安心して妊娠・出産できる環境づくりの推進につ

いて 

(2) 結婚支援施策について 

(3) はだのＥ－Ｌａｂにおける不登校対策について 

(4) 学校給食による食育の推進について 

３ 小田急線４駅周辺のにぎわい創造プロジェクトにつ

いて 

 (1) ペデストリアンデッキ等の駅前広場施設の維持管

理について 

４ 新東名・２４６バイパスの最大活用プロジェクトに

ついて 

 (1) 新たな人の流れを支えるネットワーク形成の推進

について 

 (2) 災害に強い道路ネットワークの確立について 

５ 移住・定住活性化プロジェクトについて 

 (1) はだの丹沢ライフ応援事業について 

６ 誰もが健康で共に支えあうまちづくりについて 

 (1) 保育士・保育所の負担軽減につながる取組につい

て 

７ 生涯にわたり豊かな心と健やかな体を育むまちづく

りについて 

(1) 安全・安心で快適な教育環境づくりの推進につい

て 

(2) 平和意識の普及・啓発の推進について 

８ 名水の里の豊かな自然と共生し安全・安心に暮らせ

るまちづくりについて 

 (1) ごみの減量と資源化について 

９ 住みたくなる訪れたくなるにぎわい・活力あるまち

づくりについて 

 (1) 公共交通ネットワークの確保について 

10 市民と行政が共に力を合わせて創るまちづくりにつ

いて 

 (1) 地域まちづくり計画推進交付金について 

 


