
 

平成２９年第３回（６月）定例会 

 

市政一般質問通告要旨 

 

 

 

6月 8日（木） 

午前 9時 30分 

6月 9日（金） 

午前 9時 30分 

6月 12日（月） 

午前 9時 30分 

6月 13日（火） 

午前 9時 30分 

6月 14日（水） 

午前 9時 30分 

1 
津 波 信 子 

公明党 
5 

佐 野  正 幸 
21・未来クラブ 

9 
川 畑  勝 弘 

日本共産党 
13 

勝 山  祥 
草の根 

17 
今 成  優 太 

草の根 

2 
斉 藤  隆 浩 
21・未来クラブ 

6 
関野  兼太郎 
21・未来クラブ 

10 
根 岸  操 

市民の絆 
14 

伊勢田  幸正 
草の根 

18 
八 子  朋 弘 

草の根 

3 
吉 原  孝 好 
21・未来クラブ 

7 
小 川  匠 

日本共産党 
11 

上 杉  考 哉 
21・未来クラブ 

15 
加賀  奈々恵 

草の根 
  

4 
深 瀬  優 子 

公明党 
8 

寺 田  玲 
日本共産党 

12 
田 中  栄 志 
21・未来クラブ 

16 
村 元  寛 

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 津波 信子（議席番号１４番） 

１．地域の「知」の拠点として、これからの図書館に求められる役割について 

（１）図書館を拠点にした地域振興の取り組みの充実を 

①農業振興に関し、農家と家庭菜園を行っている人との交流行事や農業に関する

講習会を 

②育児中の女性に向けた就労相談を 

③シニアに向けた起業やボランティアに関するセミナーを 

（２）青少年の居場所づくりを 

（３）レファレンス（調査相談業務）の充実を 

２．４月から始まった「介護予防日常生活支援総合事業」について 

（１）拡大されている保険者機能の強化と実施体制は 

（２）総合事業の推進により、これまでにない多様なサービスが期待される中で、将

来を見据え「支え手」を育てる姿勢を 

（３）予防事業等の実施に当たり、場所の確保が厳しいところがあると聞いているが、

空き家や各集会所等を活用しては 

３．福祉行政の総合的な拠点について 

（１）ますます事業が拡大していく福祉行政について、機能を集中させるため、「ぱ

れっと」を「総合福祉センター」と位置づけ、各種相談業務の実施を 

４．公共施設のあり方と民間活力の利用について 

（１）機構改革も含め、充実した施設の利用と、民間活力の利用（空き家等）でさら

なる市民サービス向上を目指しては 

所在 

５．電柱に誰もが分かる住居表示を掲示することについて 

（１）「行政境」等に表示がないところが多いので、行政間による協議を行い実施を 

６．シティプロモーションの推進について 

（１）「住みたいまち」、「住み続けたいまち」に「人を迎えるまち」を追加していく

ことが必要と考えるが、戦略会議のメンバー、人数等構成は 

（２）失敗している自治体もあると聞くが、職員の意識は 

 

 



２ 斉藤 隆浩（議席番号１２番） 

１．賑わいのあるまちづくりについて 

（１）市制４５周年記念事業に関して 

①ももいろクローバーＺコンサートの効果は 

②今後の企画は 

（２）毎月２３日を「ふじみの日」とし、市内外にＰＲしていく考えは 

２．安心安全なまちづくりについて 

（１）地域防災計画の見直しに関して 

①水害対策の進め方は 

②災害ゴミ保管場所の考えは 

（２）本市における運転免許証自主返納支援制度実施の考えは 

３．子どもたちの健全育成について 

（１）子ども未来応援センターの運営は 

（２）中学校における部活動の現状は 

①指導指針の改定を受けて本市の考えは 

②生徒・教職員の負担感は 

 

 

３ 吉原 孝好（議席番号２番） 

１．地域包括支援センターの体制強化並びに再編について 

（１）実態に合った職員の適正配置の考えは 

（２）職員三職種のバンク創設の考えは 

（３）今年度から配置した非常勤職員の常勤化の考えは 

（４）圏域を６圏域に再編する考えは 

（５）地域包括ケアシステム確立に向けた取り組み状況は 

２．市税収入の確保について 

（１）税目ごとの目標収納率並びに収納率は 

（２）今年度の税収確保対策の内容は 

（３）市民税の徴収体制強化の考えは 

（４）安定的な自主財源確保のため、企業誘致を推進する課室を新設する考えは 

３．旧富士見青年の家跡地の利用計画について 

（１）今年度の調査費の内容は 

（２）跡地利用計画の基本的考え方は 

（３）計画策定に当たって市民地域要望の反映の考えは 

（４）跡地利用実現までのタイムスケジュールは 

（５）びん沼自然公園と一体となった市のシンボル施設建設の考えは 



４．健康マイレージ事業を活用した南畑地域地産地消バル事業について 

（１）今年度の健康マイレージ事業の事業見込みは 

（２）南畑地域農産物の地産地消の現況は 

（３）一昨年から実施の街バル事業の実施結果は 

（４）健康マイレージ事業を活用した南畑地域地産地消バル事業実施の考えは 

 

 

 

４ 深瀬 優子（議席番号１５番） 
１．すべての子どもが安心して生活できる富士見市の構築を 

（１）「夢つなぐ富士見プロジェクト＋（プラス）～富士見市子どもの貧困対策整備

計画」の新規事業に対しての取り組み状況を伺う 

（２）文部科学省の「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」の改正を受けて、本市

の就学援助制度の拡充の考えは 

２．通信環境の整備について 

（１）無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進の実施を 

（２）東京都の取り組みを参考に、携帯端末の充電スポット設置への取り組みの実施を 

３．防災対策の強化について 

（１）外国人への防災情報の発信について、取り組み状況を伺う 

（２）外国人への防災情報の発信への拡充への考えは 

（３）災害対応型カップ自販機の設置への考えは 

４．踏切の安全対策について 

（１）東武東上線東第１０４号踏切道の安全対策の実施を 

（２）東武東上線東第１０４号踏切道の歩道拡幅への考えは 

 

 

 



５ 佐野 正幸（議席番号１番） 

１．安心安全なまちづくりについて 

（１）犯罪機会論を柱とした防犯対策の推進を 

（２）防犯カメラ設置の取り組みは 

①学校及び学校周辺・公園における設置状況と計画は 

②つるせ台小学校・つるせ台公園の周辺に設置を 

（３）避難所の確保を 

①東武東上線西側地域に福祉避難所を 

（４）踏切の改善を 

①市道第５１０９号線（つるせ台小学校正門前を通る道路）と交差する東武東上

線東第１１１号踏切道の拡幅を 

（５）信号機の改善を 

①市道第９０４号線と市道第５１０９号線との交差点（つるせ台小学校正門横）

の信号機を定周期式に変更することへの進捗状況は 

２．子育て環境について 

（１）子ども医療費の助成対象を１８歳まで拡大することの検討にあたって 

①１８歳まで拡大した場合の市の負担増の予測は 

②ジェネリック医薬品の利用率と利用促進の目標は 

③病気予防の事業推進による医療費に係る歳出減の予測は 

（２）スプリンクラーなど学校校庭の砂埃対策を 

（３）つるせ台放課後児童クラブに暫定措置で仮設トイレの設置を 

３．施設の改修について 

（１）リニューアルした市民総合体育館の状況は 

①メインアリーナの音響改善を 

②さらなる雨漏り防止策の進捗状況は 

③利用者からの声と現時点での課題は 

（２）中央図書館の改修に伴う貸し出しに関する影響は 

４．２０２０年東京オリンピック・パラリンピックについて 

（１）友好姉妹都市のあるセルビア共和国の選手団を誘致することの進捗状況は 

 

 



６ 関野 兼太郎（議席番号１３番） 

１．榎町周辺の生活環境等について 

（１）都市計画道路富士見橋通線の実現に関連し榎町周辺道路の整備方針の策定を 

（２）水谷中学校や水谷東小学校への通学路の安全対策や整備を 

（３）鉄橋の騒音対策について東武鉄道との協議の現状は 

２．安心安全のまちづくりについて 

（１）防災行政無線デジタル化後の運用状況と課題は 

（２）地域防災計画見直しにおいて水害時の避難所の見直しやジェイアラート発令の

際の対応を 

（３）ホームページ改善の基本的コンセプトは 

３．各種政策条例の活用について 

（１）ここ数年に策定された政策条例が市の政策にどう活かされているのか 

 

 

 

７ 小川 匠（議席番号２０番） 

１．東武東上線と市民の生活について 

（１）東武東上線の車両の騒音について、市として調査を行うべき 

（２）踏切の安全対策について 

（３）駅ホームでの声かけサポート講習会を行ってはどうか 

２．富士見市の保育施策について 

（１）待機児童解消のための方策について伺う 

（２）市立保育園の建設を 

３．砂川堀について 

（１）昨年８月の台風被害を受けて、砂川堀の水害対策の進捗状況と見通しは 

（２）「昨年と同様の事態が起きたらどうなるのか」との市民の声に対する市の見解は 

４．交通安全に関する市民要望について 
（１）つるせ台小学校前の交差点の信号機について 

（２）ふじみ野東３丁目の市道第５１２５号線、ファミリーマート付近に横断歩道の

設置を 

（３）鶴瀬駅西口駅前通り、市道第５１１７号線の交差点の信号機を音響式信号機に 

 

 



８ 寺田 玲（議席番号１０番） 

１．水谷柳瀬川土地利用推進事業について 

（１）水谷柳瀬川地区土地利用計画策定の業務委託内容を詳細に 

実施計画 
（２）後期基本計画で示されている第１開発エリアを詳細に 

（３）治水対策は 

①河川整備計画に基づいた調節池と開発調整池の検討状況は 

②県との協議内容を詳細に 

（４）農業対策は 

２６０ 
①地権者２４０世帯のアンケート結果は 

②県、農業委員会とのこれまでの協議の内容と今年度予定されている国、県との

協議内容は 

（５）区域内道路の整備、富士見橋通線に係る路線測量、地質調査、詳細設計の具体

的な中身は 

（６）周辺住民への情報提供、周知など協議状況は 

削除 
２．介護保険制度における新総合事業にについて 

（１）訪問型・通所型サービス事業所は 

①４月からの実施状況、事業所からの声は 

②来年度に向けての移行は 

③サービス単価の変更点は 

（２）要介護認定申請権の保障を 

①現状は 

②新規の相談者には基本チェックリストではなく要介護・要支援認定を 

（３）市民がこれまでと同様の支援が受けられるための財政措置を 

①国に対して財源保障の要求を 

②必要なサービスを誰もが受けられるようにするために一般会計から繰り入れを 

３．放課後児童クラブについて 

（１）大規模クラブの解消に向け、増設計画を 

①諏訪第３放課後児童クラブの増設を 

②針ケ谷第２放課後児童クラブの増設を 

（２）つるせ台放課後児童クラブにトイレの増設を 

 

 



９ 川畑 勝弘（議席番号２１番） 

１．公共施設の大規模改修工事の考え方について 

（１）市民総合体育館復旧工事・改修工事を終えて施工方法等は 

（２）中央図書館大規模改修工事は市民総合体育館と同様にならないよう考えるべき 

２．国民健康保険の広域化について 

（１）国保広域化に伴って埼玉県が策定している国民健康保険運営方針では、法定外

繰り入れを「赤字を解消」としているが、市の国民健康保険法に対する考えは 

（２）県は、平成３５年までに、国保の赤字を解消する計画を各自治体で作成すると

指示をしているが、このままでは市民負担増の計画を作るようなものでは 

（３）国民健康保険税の軽減のために法定外繰り入れをこのまま継続すべきと考える

が、市の考えは 

３．生活保護の問題について 

（１）今年２月、東京地裁で「保護費の返還をさせないこともできる」との判決が言

い渡されたが市の見解は 

（２）生活保護担当職員の体制は 

４．地域の住環境の改善について 

（１）山室地域の水害対策は 

（２）谷津幼稚園前の交差点の改善を 

（３）市役所前の交差点をスクランブル交差点に 

 

１０ 根岸 操（議席番号５番） 

１．教育行政について 

（１）教職員の長時間労働の実態は 

   ①授業準備等の現状は 

   ②部活動の現状は 

（２）校庭にスプリンクラーの設置を 

２．スポーツ振興について 

（１）第２運動公園のさらなる充実の考えは 

（２）運動公園備品の改善を 

３．鶴瀬駅東口について 

（１）土地区画整理事業の進捗状況は 
取り下げ 

（２）暫定駅前広場の充実を 
（２） 
（３）東西口立体化の必要性について 

４．ボランティア団体等の対応について 

（１）集会所の使用について 

（２）補助金の支出について



１１ 上杉 考哉（議席番号３番） 

１．安心安全のまちづくりについて 

（１）スマートフォン版ホームページの取り組みは 

（２）庁内のＩＣＴ化と職員のＩＣＴスキル向上は 

（３）富士見市の危機管理は 

２．人にあたたかいまちづくりについて 

（１）「イクボス宣言」に対する市の考えは 

（２）コミュニティスクールの可能性と課題を問う 

（３）健康なまちづくりについて 

３．住みやすいまちづくりについて 

（１）針ケ谷地域の公園を時代に合わせて再構築する取り組みは 

 

 

 

１２ 田中 栄志（議席番号４番） 

１．みずほ台駅東口の更なる発展に向けて 

（１）みずほ台駅東通線の早期延伸を 

   ①現在の進捗状況は 

 ②今後の方針は 

（２）みずほ台駅東口駅前再整備について 

   ①市としての現状認識は 

   ②今後の方向性は 

２．第１５回市民意識調査について 

（１）現在の進捗と今後のスケジュールは 

（２）今回の調査概要は 

（３）回答率向上への対策を 

３．図書館について 

（１）中央図書館大規模改修工事について 

（２）中央図書館リニューアル後の考え方は 

 

 



１３ 勝山 祥（議席番号８番） 

１．水災害対策について 

（１）昨年８月の大雨及び砂川掘越水による水害被害を受けて対策の進捗状況は 

（２）今後、更なる対策を行っていく予定は 

２．離婚後の子ども達を取り巻く環境について 

（１）離婚に伴う子ども達の変化への対応の現状は 

（２）離婚時にアドバイスを行うコーディネーターを配置しては 

３．図書館について  

（１）利用者のニーズをどの様に把握しているのか 

（２）図書館と学校等、市との連携状況は 

 

 

 

１４ 伊勢田 幸正（議席番号９番） 

１．再び、選挙事務について 

（１）再び、期日前投票所の増設は 

（２）再び、移動式期日前投票所の取り組みは 

（３）投票所・投票区の見直しは 

（４）選挙公報の見直しは 

２．市制４５周年記念事業「ももクロ春の一大事」について 

（１）成果は 

①総括的にどうとらえているか 

②商店等の売上効果は 

③市の知名度向上は 

（２）反省点は 

（３）今後の取り組みは 

３．国民保護計画について 

（１）計画策定後の取り組みの現状は 

（２）「避難実施要領」等の作成状況は 

（３）市民への周知の取り組みは 

４．ふじみ野地域について 

（１）ふじみ野駅北側のアンダーパスの環境改善について 

 

 



１５ 加賀 奈々恵（議席番号７番） 

１．誰もが安心して学べる富士見市に向けて 

（１）高校中退者、不登校児童、外国籍の不就学の子ども等を「学校に行けない、行

かない子」として捉え、広く実態把握に取り組むべきでは 

（２）「教育機会確保法」の制定後、市の取り組みは 

（３）全ての児童の学習機会確保に向けての取り組みを 

２．「子育てするなら富士見市で」の実現に向けて 

（１）「小１の壁」の解消について 

（２）ファミリーサポート制度の更なる活用と周知に向けて 

（３）市独自の取り組みを検討してみては 

３．公共施設マネジメントについて 

（１）富士見市公共施設等総合管理方針は 

（２）今後の市の公共施設のビジョンは 

 

 

１６ 村元 寛（議席番号６番） 

１.身体障がい者の方の医療的ケアについて 

（１）医療的ケアを必要としている「就学前」｢就学中｣｢１８才以上｣のそれぞれの世

代別の人数は 

（２）市内の看護職員を配置している障がい者施設と人数は 

（３）今後の市の支援体制と具体的な支援策について 

２．障がい者の方の生活向上に向けて 

（１）２０１６年４月１日施行の｢障がい者差別解消法｣における地方公共団体への法

的義務である｢合理的配慮｣について、本市の公共施設での改善義務の進捗状況

は 

（２）｢合理的配慮｣について例えば多目的トイレに設置すべき（車イスをご利用され

ている方など向けの）介助用バリアフリーベッドの設置数は 

（３）例えば本市の公共施設における改修などに伴う介助用バリアフリーベッドの完

備の目標時期は 

３．２０１９年３月に特別支援学校を卒業する子供たちの行き場、生き場について 

（１）２０１７年５月現在、２市１町で、身体、知的、精神に障がいをお持ちの方を

受け入れ可能な施設と利用者数は 

（２）２０１８年３月及び２０１９年３月の特別支援学校における卒業見込みの生徒

数は 

（３）２０１９年３月（１年半後）に備えどのような方策と準備をしているのかにつ

いて 



４．デマンド交通について 

（１）実証運行を開始するにあたり、現在想定している本運用でのランニングコスト

の額は  

（２）実証運行における料金設定の根拠は 

削除 
（３）来年の本運用での高齢者への割引や障がいをお持ちの方への割引の加増は 

 

 

 

１７ 今成 優太（議席番号１９番） 

１．集会所・公民館の運営について 

（１）公民館の稼働状況について 

（２）集会所の稼働状況について 

（３）民間企業等の利用について 

２．スポーツ環境の充実について 

原状 
（１）ももいろクローバーＺコンサート後の第２運動公園の現状回復について 

（２）第２運動公園外野芝の改善について 

（３）今後の第２運動公園のリニューアル計画は 

（４）富士見市体育協会からの要望書について 

３．地域の交通対策について 

（１）市道第５１１６号線、水子地区、大久保酒店前の交通対策は 

 

 

 

１８ 八子 朋弘（議席番号１８番） 

１．市議選について 

（１）今回の投票率をどう評価しているか 

（２）投票率向上に向けた取り組みは 

（３）選挙結果の周知は 

２．地域防災について 

（１）地域防災計画見直しの進捗状況は 

（２）市内の治水対策は 

３．貧困対策について 

（１）子ども食堂について 

（２）フードバンクと連携し、食糧支援をしてはどうか 


