
 

平成２９年第１回（３月）定例会 

 

市政一般質問通告要旨 

 

 

3月 1日（水） 

午前 9時 30分 

3月 2日（木） 

午前 10時 30分 

3月 3日（金） 

午前 9時 30分 

3月 6日（月） 

午前 9時 30分 

1 
大 谷 順 子 
日本共産党 

6 
田 中 栄 志 
21・未来クラブ 

10 
加 藤 久美子 

富士見市民 

ネットワーク 

15 
伊勢田 幸 正 

草の根 

2 
川 畑 勝 弘 
日本共産党 

7 
寺 田   玲 
日本共産党 

11 
根 岸   操 
市民の絆 

16 
加 賀 奈々恵 

草の根 

3 
小 川   匠 
日本共産党 

8 
加 藤   清 

公明党 
12 

上 杉 考 哉 
21・未来クラブ 

17 
今 成 優 太 

草の根 

4 
斉 藤 隆 浩 
21・未来クラブ 

9 
深 瀬 優 子 

公明党 
13 

篠 田   剛 
公明党 

18 
八 子 朋 弘 

草の根 

5 
関 野 兼太郎 
21・未来クラブ 

  14 
勝 山   祥 

草の根 
  

 

※開始時間は予定ですので変更になる場合がございます 

 

 

質問実施方法 

（１）質問順序は、質問通告書の受付順とする 

（２）質問時間は、答弁の時間を含めて、一人６０分以内とする 

（３）１回目の質問は､登壇して一括で行う 

（４）２回目以降の質問は、質問席からの一問一答方式とする 

（５）質問回数の制限はしない 

 

 

富 士 見 市 議 会 

 



１ 大谷 順子（議席番号９番） 

１．小中学校の給食費の半額助成実現について 

（１）給食費の実費支給を含む就学援助の申請状況をどう受け止めているか 

（２）可処分所得が減る子育て世帯増加の下で、教育の一環である給食の助成制度を

実現する考えはないか 

２．唐沢堀の水害対策推進について 

（１）唐沢堀の水害対策を推進するに当たって、水路沿いの住民の要望、意見を反映

する場の設定を 

（２）星野市長から三芳町林町長あての唐沢堀水害対策の要望の内容とその後の進捗は 

（３）唐沢堀周辺地域の雨水一時貯留の計画進捗状況は 

３．高齢者の安心のために 

（１）「身体の状況は変わらないのに要介護度認定が下がる」ことを無くすことにつ

いて 

（２）緊急時連絡システムの利用推進を 

（３）駅前、道路の安全な箇所にベンチを 

 

 

 

２ 川畑 勝弘（議席番号２１番） 

１．災害対策について 

（１）水害時の避難計画は 

（２）防災情報の提供や安全行動の確保などを住民と共有すべきではないか 

（３）山室地域が被災しないための対策は 

２．建設産業の待遇改善で地域経済を活性化させることについて 

（１）国土交通省が「社会保険未加入者は現場入場を認めない」ガイドラインを改定

したが、これについての対応は 

（２）賃金単価の適正化として、公契約条例の制定を提案してきたが、現在の考えは 

（３）公共工事の労働環境の改善による市の影響は 

３．地域の交通環境の改善について 

（１）市内の道路や歩道がでこぼこになっているとの市民の声が多く寄せられるが、

市全体の道路修繕計画はどの様に考えているのか 

（２）谷津幼稚園前の交差点の改善を 

（３）市役所前の交差点の渋滞の解消を 

 



３ 小川 匠（議席番号２０番） 

１．マイナンバー制度について 

（１）事業者に送られる税の決定通知書に、マイナンバーを記載しないようにするべき 

２．駅ホームにおける安全対策の強化について 

（１）蕨駅での転落事故を受けて、どのような対策を取るのか 

（２）改めて、市内の駅へのホームドアの設置を早期に実現することへの見解は 

（３）埼玉県作成「声かけ・サポートハンドブック」の活用を 

３．国民健康保険の都道府県化について 

（１）都道府県化に向けた進捗状況は 

（２）国保税の引き上げはしないように 

４．市民からの要望について 

（１）つるせ台小学校前の危険な信号機を一刻も早く定周期の信号機に改善を 

（２）ふじみ野西地域へ交番の設置を 

（３）となり街の小中学校に通っていた市民がその自治体の成人式に参加できるよう

配慮を 

びん沼自然公園 

（４）びん沼公園に遊具の設置を 

 

 

 

４ 斉藤 隆浩（議席番号２番） 

１．安心なまちづくりについて 

（１）防災リーダーのこれからの活躍は 

（２）スタンドパイプ式初期消火器具設置の考えは 

（３）防災協力農地登録制度の推進は 

２．住みやすいまちづくりについて 

（１）気軽に座れるまちなかベンチの設置は 

（２）アプリケーションソフトの進展は 

３．地域からの要望について 

（１）ふじみ野市との行政界狭隘道路線拡幅の進捗状況は 

（２）ららぽーと富士見開業に伴う交通渋滞の把握は 

（３）勝瀬小学校区の公共施設の考えは 

 
 



５ 関野 兼太郎（議席番号１２番） 

１．平成２９年度の市政運営や教育行政について 

（１）ふじみ☆ビジョン２１＋が具現化されている主なポイントは 

（２）次代を担う幹部職員の育成を 

（３）パブリシティ発信による市のブランド化を 

（４）教育現場に市民キャリアの活用を 

（５）公民館を中心とした生涯学習の検証を 

（６）地域に根差した健康スポーツの充実を 

２．防災行政無線の改修工事の進捗状況について 

（１）デジタル化により運用はどう変化するのか 

６３ 

（２）本局を含め６２カ所になるが、増設の効果は 

（３）移動局の配置や運用状況は 

 

 

 

６ 田中 栄志（議席番号１番） 

１．安全対策について  

（１）狭隘道路について 

①現状認識は 

②今後の整備の方向性は 

（２）東武東上線の安全対策は 

①協議の現状は 

②安全対策に関して更なる要望を 

２．空き家対策について 

（１）条例制定に向けた進捗状況は 

（２）条例に富士見市らしさを 

３．水谷柳瀬川地区の土地利用について 

（１）現状の進捗状況は 

（２）今後の方向性は 

 

 

 



７ 寺田 玲（議席番号１０番） 

１．富士見市子どもの貧困対策整備計画について 

（１）就学援助制度の新入学用品費の３月支給について 

①保護者が必要な時期に受け取れるよう、さらなる検討を 

②小学校入学者に事前支給の実施を 

（２）給付制奨学金制度の新設を 

①「経済的な理由で進学をあきらめた事がある、今後可能性がある」がアンケー

トの５割を超えている。市としてこの点の対策をどう検討したのか 

②卒業後、市内での就職を条件に取り入れるなど他自治体の取り組みを参考にし

てはどうか 

２．子ども医療費無料制度の対象年齢を１８歳までに 

（１）県内自治体の実施状況は 

（２）早期実施によりさらなる子育て支援充実を 

３．重度心身障害者医療費助成制度の拡充を 

（１）平成２７年１月１日以降、６５歳以上という年齢制限で医療費助成が受けられ

なかった人数と経費は 

（２）重度心身障害者医療費助成制度の年齢制限はやめるよう県に働きかけるととも

に、市独自の助成制度の確立を 

 

 

 

８ 加藤 清（議席番号１６番） 

１．デマンドタクシーの導入について 

（１）実証運行の期間は 

（２）利用できる対象者は 

（３）運行の形態は 

（４）本格的な運行に向けての取り組みは 

２．旧富士見青年の家跡地を利用した市の名所づくりについて 

（１）その後の進捗状況は 

（２）跡地利用の考えは 

（３）市民要望への取り組みは 

３．図書館の利便性の向上について 

（１）図書館での本の貸し出し袋の導入を 

（２）分館にブックシャワーの設置を 

４．バス停へのベンチの設置について 

（１）折りたたみ式ベンチの設置を 



９ 深瀬 優子（議席番号１５番） 

１．みずほ台駅東口方面の将来像について 

（１）計画の進捗状況は 

（２）駅前広場の方向性は 

２．介護への理解を広げる取り組みについて 

（１）現在の取り組みは 

（２）来年度以降の取り組みは 

（３）他の自治体の「介護の日」記念行事を参考に、本市でも新たな取り組みを 

３．未来を担う子どもたちへの文化芸術活動の推進について 

（１）現在までの取り組みは 

（２）ジュニアオーケストラの設立を 

４．職員の休暇制度について 

（１）志木市の取り組みのように、不妊治療を受ける場合の休暇制度の新設を 

５．市民要望の実現について 

（１）みずほ台駅付近の線路上の歩道橋と周辺の防犯対策は 

（２）鶴瀬東２丁目付近、東武東上線線路下の水路の暗渠化を 

（３）雨水対策に関して鶴瀬東と西みずほ台の地域に側溝の設置を 

（４）鶴馬関沢集会所付近の押しボタン式信号交差点の交通安全対策は 

 

 

 

１０ 加藤 久美子（議席番号４番） 

１．市の特色ある公園づくりに向けて 

（１）公園の配置と地域性の反映について 

（２）今後のびん沼自然公園のあり方は 

（３）湧き水のまちとして計画的な整備を 

（４）針ケ谷中央公園の改修を 

２．孤独死・孤立死の対応について 

（１）市の実態把握は 

（２）セルフネグレクトへの対応は 

①単身世帯の増加との相関について 

（３）高齢者あんしん相談センター及び地域の各種委員との連携は 

３．歩行者の安全対策について 

（１）道路付属物の更新・新設について 

（２）視覚障がい者誘導標示（エスコートゾーン）の設置を 



１１ 根岸 操（議席番号５番） 

１．子どもの健やかな育成に向けて 

（１）学校給食費の無償化について今後の見解は 

（２）子ども医療費１８歳までの無償化について今後の見解は 

２．高齢者が安心して暮らせるように 

（１）介護保険サービスの縮小をしないことについて 

①要支援１，２の保険給付サービスは 

②要介護１，２の生活援助サービスは 

３．臨時職員の待遇改善について 

（１）同一労働・同一賃金の実現に向けて 

①最低賃金の引き上げは 

②正規職員としての登用は 

４．市内交通安全対策について 

（１）つるせ台小学校脇の交差点信号機の改善について 

（２）市道第７２号線関係の整備について 

①富士見台中学校下の三差路信号機の感知式部分の撤去を 

  ②富士見文化通り交差点の改善を 

（３）市道第５２１２号線の一方通行逆走対策について 

  ①防止対策は 

（４）インターロッキング式道路（レンガ調ブロックを組み合わせたような舗装を行

った道路）の対策について 

 

 

 

１２ 上杉 考哉（議席番号１１番） 

１．安心・安全のまちづくりについて 

（１）都市計画道路の早期実現を 

（２）地域コミュニティの強化・活性化を 

（３）地域の防災力・防犯力の向上を 

２．人にあたたかいまちづくりについて 

（１）健康づくり・生きがいづくりの充実を 

（２）子育て支援・雇用企業支援の充実を 

３．地域産業の振興について 

（１）富士見市ブランドの推進を 

（２）シティセールスの充実を  

 



１３ 篠田 剛（議席番号１７番） 

１．災害情報等の伝達について 

（１）防災行政無線のデジタル化の効果について 

（２）電話の自動応答サ－ビスについて 

２．マイナンバーカードについて 

（１）交付状況について 

（２）コンビニでの証明書交付について 

３．踏切付近における歩行者の安全な通行について 

（１）本市の取り組みや課題について 

２４ 

（２）市道第５２０３号線（上沢１丁目４３番地付近）の踏切について 

（３）市道第５２０３号線の踏切付近の歩道階段の改善について 

（４）市道第５１０９号線（上沢１丁目９番地付近）の踏切について 

 

 

 

１４ 勝山 祥（議席番号７番） 

１．危機管理について 

（１）市内社会福祉法人における水害避難計画への指導状況は 

（２）水害避難マニュアル作成状況は 

２．教育環境の向上について 

（１）通学路の安全についての考えは 

（２）小学校で少人数学級を導入しては 

３．市のＰＲについて 

（１）本市をどのようにＰＲしていくのか 

（２）プロジェクションマッピング（コンピュータで作成した画像を建物などに映し

出す技術）を利用した市のＰＲを 

 



１５ 伊勢田 幸正（議席番号８番） 

１．再び、シティセールスについて 

（１）「ご当地発車メロディ」によるＰＲについて 

２．再び、行財政改革について 

（１）いわゆる「持ち家手当」について 

（２）一部事務組合の統合について 

３．市の組織について 

（１）再び、専任の危機管理監の創設について 

（２）民間企業・他自治体との人事交流について 

（３）中途採用・外部採用について 

（４）スポーツ行政の市長部局への移管について 

４．「子育てするなら富士見市で」の強化について 

（１）「乳幼児可」の飲食店等について表示を 

（２）「乳幼児可」のコンサート・舞台について表示を 

５．「市庁舎」について 

（１）これまで耐震にかかった費用の累計について 

（２）今後の検討について 

 

 

 

１６ 加賀 奈々恵（議席番号１９番） 

１．市長の行政経営プランについて 

（１）現状の市長の行政経営プラン成果指標は 

（２）市全体の消費動向についてどのように把握しているのか 

（３）「幸福度指数」や「地域内乗数効果」など経済指標以外の別の指標も組み合わ

せてみては 

２．誰もが暮らしやすい地域づくりについて 

（１）多文化共生の取り組みについて 

（２）日本語を母語としない人への情報提供体制の整備を 

（３）分かりやすい防災情報の発信を 

３．富士見市の地域公共交通について 

（１）デマンド型交通の試験運転実施にあたって 

（２）地域公共交通の今後の展望と課題は 

 

 



１７ 今成 優太（議席番号６番） 

１．富士見市のまちづくりについて 

（１）道の駅の整備予定は 

２．生活保護行政について 

（１）生活保護給付の現状は 

（２）市民からの情報提供後の対応は 

３．駅前の状況について 

（１）放置自転車の状況は 

（２）駐輪場の状況は 

４．東京オリンピック・パラリンピックについて 

（１）開催に向けた本市の取り組みは 

５．市民総合体育館の復旧について 

（１）利用団体との連携は 

 

 

 

１８ 八子 朋弘（議席番号１８番） 

１．道路行政について 

（１）修繕や補修の状況は 

（２）拡幅の状況は 

２．分譲マンションの課題について 

（１）現状認識は 

（２）課題をどのように把握しているか 

（３）課題への対応策は 

（４）市主導のマンション交流会を実施しては 

３．市内のスポーツイベントについて 

（１）各種イベントに対する市の関わり方は 

４．旧富士見青年の家の跡地の再整備について 

 （１）今後のスケジュールは 

 （２）現時点における方針は 

 


