
 

平成２９年第４回（９月）定例会 

 

市政一般質問通告要旨 

 

 

 

9月 11日（月） 

午前 9時 30分 

9月 12日（火） 

午前 9時 30分 

9月 13日（水） 

午前 9時 30分 

9月 14日（木） 

午前 9時 30分 

9月 15日（金） 

午前 9時 30分 

1 
吉 原  孝 好 
21・未来クラブ 

5 
斉 藤  隆 浩 
21・未来クラブ 

9 
川 畑  勝 弘 

日本共産党 
13 

村 元  寛 
草の根 

17 
上 杉  考 哉 
21・未来クラブ 

2 
津 波 信 子 

公明党 
6 

佐 野  正 幸 
21・未来クラブ 

10 
加賀  奈々恵 

草の根 
14 

今 成  優 太 
草の根 

18 
根 岸  操 

市民の絆 

3 
関野 兼太郎 
21・未来クラブ 

7 
寺 田  玲 

日本共産党 
11 

勝 山  祥 
草の根 

15 
八 子  朋 弘 

草の根 
19 

田 中  栄 志 
21・未来クラブ 

4 
深 瀬  優 子 

公明党 
8 

小 川  匠 
日本共産党 

12 
伊勢田  幸正 

草の根 
16 

加 藤  清 
公明党 

  

 

※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 吉原 孝好（議席番号２番） 

１．第７期高齢者保健福祉計画策定に向けた認知症施策の推進について 

（１）認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に対する評価と対応状況は 

（２）認知症高齢者の人数の把握は 

（３）第６期計画の進捗状況は 

（４）第７期計画策定に向けた新たな取り組みの考えは 

（５）地域包括ケアシステム実現に向けて認知症施策を重点施策として位置づけ積極

的に推進する考えは 

２．地域まちづくり協議会の設立について 

（１）設立状況及びその活動状況は 

（２）１１小学校区全てに設立する考えは 

（３）ふじみ野小学校区のまちづくり協議会設立の進捗状況は 

（４）地域まちづくり協議会の果たすべき今後の新たな役割は 

３．賑わいと活気のあるふじみ野駅西口商店街の構築について 

（１）商店街組織構築に向けた個店相互間の動きは 

（２）商店街組織構築に向けた市の支援協力の考えは 

（３）西口通りの街路樹及び植え込みの管理状況は 

（４）西口通りの街路樹に飛来するムクドリ対策の現状は 

（５）商店街の活性化に向けて行政境を越えたふじみ野地区としてのブランドづくり

を進める考えは 

 
 

 

２ 津波 信子（議席番号１４番） 

１．富士見市の空き家や所有者不明土地について 

（１）空家等実態把握調査の進捗は 

（２）所有者不明土地の実態は 

（３）所有者の所在の把握が難しい土地を増加させないための取り組みは 

（４）空き家や所有者不明土地を利活用する方向性の考えは 

２．つるせ台小学校付近の鶴瀬西地域コミュニティ活動拠点（集会施設）について 

（１）本市の集会所の考えは 

（２）鶴瀬西名シ久保集会所から鶴瀬西３丁目東集会所までの一部の地域に公立のコ

ミュニティ施設がないが、市として地域の活動拠点の考えは 

（３）つるせ台小学校区における地域コミュニティの活動拠点をどのように考えるか 

３．富士見市の成人式について 
（１）新成人へ記念品を贈る考えは 

（２）開催日を「成人の日」ではなく日曜日に実施を 



３ 関野 兼太郎（議席番号１３番） 

１．子どもたちが社会とかかわっていくための教育のあり方について 

（１）防災・防犯など安心安全教育の一層の充実を 

（２）平和教育への取り組みについて伺う   

（３）租税教育の充実を 

（４）市民が広義の学校教育にかかわっている現状は 

２．安心安全のまちづくりについて 

（１）防災タイムラインの活用を 

（２）防災情報管理と防災情報発信の充実を 

３．ＩＣＴの活用について 

（１）スマートフォンを利用した市民通報システムの導入を 

（２）市内小中特別支援学校におけるＩＣＴ教育の現状は 

 

 

 

４ 深瀬 優子（議席番号１５番） 
１．地方公会計の整備促進について 

（１）現在の整備状況を伺う 

（２）今後の取り組みを伺う 

①整備促進の予定は 

②市民への情報提供は 

③全庁的に浸透させるために、研修の充実を 

④公認会計士協会と連携した取り組みを  

２．受動喫煙防止対策について 

（１）現在までの取り組みを伺う 

（２）富士見市をきれいにする条例と受動喫煙防止対策とを連動させる取り組みの実

施を 

３．民生委員・児童委員への手厚い支援を 

（１）現状を伺う 

（２）協力員（支援員）体制の導入を 

４．精神障害者アウトリーチ支援について 

（１）本市の訪問看護支援の現状を伺う 

（２）所沢市を参考に精神障害者アウトリーチ支援事業の実施を 

５．認知症患者等の外出時の行方不明を防ぐために 

（１）本市の取り組みを伺う 

（２）近隣市の取り組みを伺う 

（３）ＱＲコードを活用する取り組みの実施を 



５ 斉藤 隆浩（議席番号１２番） 

１．安全なまちづくりについて 

（１）老朽化している道路の今後の考えについて 

①市内道路の把握は 

②住宅地の道路は 

（２）防犯灯ＬＥＤ化の進捗状況は 

２．地球温暖化防止事業について 

（１）ストップ温暖化の対策について 

①庁舎内の考えは 

②事業所への周知は 

③市民への周知は 

（２）エコライフＤＡＹの実施について 

①学校への取り組みは 

②市民への取り組みは 

③「環境施策推進市民会議」環境施策推進員の役割は 

３．グラウンドの環境整備について 

（１）校庭の芝生化一部実施の検討は 

（２）人工芝グラウンド（広場）整備の考えは 

 

 

 

６ 佐野 正幸（議席番号１番） 
１．学力の向上について 

（１）学力テストの結果向上を 

（２）主体的な学びの促しを 

（３）学校と家庭学習の連携を 

２．安全安心なまちづくりについて 

（１）不審者・行方不明者情報等も含むメール配信を 

（２）公園の水飲み場の改善を 

３．地域のつながりについて 

（１）公民館等が支援し集会所を活用した身近な地域交流の場の充実を 

４．人と動物が共生する地域社会について 

（１）動物の愛護及び管理に関する条例の制定を 

 

 



７ 寺田 玲（議席番号１０番） 
１．受動喫煙防止対策について 

（１）市役所横に設置されている屋外喫煙コーナーの分煙化を 

（２）市内保育所・幼稚園周辺を路上喫煙禁止区域に 

２．旧富士見青年の家跡地利用計画について 
（１）跡地の利活用についての協議の進捗状況は 

（２）地域住民、関係団体との協議の状況について 

（３）市民から意見を公募してみてはどうか 

３．保育制度の充実について 

（１）子ども・子育て支援事業計画の見直しについての進捗状況は 

①待機児童対策について 

②保育士処遇改善策について 

（２）多子世帯への保育料軽減策のさらなる充実を 

４．水谷柳瀬川土地利用推進事業について 
（１）まちづくり基本計画について 

（２）都市計画道路富士見橋通線に関わる地権者説明会で出された意見は 

（３）水谷柳瀬川土地利用推進協議会総会にて出された意見は 

（４）治水対策、自然環境保護について 
 
 
８ 小川 匠（議席番号２０番） 
１．核兵器のない世界に向けた市の取り組みについて 

（１）核兵器禁止条約が採択され、被爆７２年を迎えた今年、核兵器のない世界に向

け市としてどのような役割を果たすのか、市長の見解を伺う 

（２）「ヒバクシャ国際署名」の推進を 

（３）日本非核宣言自治体協議会の事業への積極的な参加を 
２．富士見市の歴史・文化を生かしたまちづくりについて 
（１）歴史文化基本構想の策定について 

（２）新河岸川舟運の歴史を活かした事業の実施について 

（３）市制施行５０周年に向け市史編さんに取り組む考えは 

（４）観光政策について 
３．視覚障がい者への支援の充実を 
（１）音声案内システムの利用について 

（２）音響式信号機の設置について 

（３）エスコートゾーンについて 

（４）選挙の投票に対する支援について 
４．地域の諸課題について 

（１）鶴瀬東２丁目・東武東上線の高架下の臭いの対策を 

（２）ふじみ野市苗間神明神社付近の県道の交差点改良計画と富士見市の対応について 

（３）西渡戸緑地公園脇の側溝に蓋を 



９ 川畑 勝弘（議席番号２１番） 
１．市民総合体育館について 

（１）体育館の利用に関して 

①利用者のアンケートの声はどうか 

②利用料の引き下げを 

③利用時間の見直しを 

スポーツジム 
④アスレチックジムの利用について 

⑤体育館の施設・備品について 

２．アスベスト問題について 

削除 
（１）この間の議会でアスベストはないとしているが再度、市内公共施設にアスベス

トはないのか伺う 

（２）元教職員住宅にアスベストは使われていたのか調査を 

（３）川越市ではアスベスト環境被害の対策を行っている。ぜひ富士見市でも行うべき 

３．水害対策について 

（１）山室地域の水害について 

①図川と連結した調整池の設置を 

②水害がおきる前に徹底的な避難誘導を 

（２）関沢地域の水害について 

①この間の水害対策の進捗状況は 

②三芳町との協議経過については 

③今後の水害対策はどの様に考えているか 

（３）諏訪地域の水害について 

 

 

１０ 加賀 奈々恵（議席番号７番） 

１．誰もが健康に暮らせる富士見市に向けて 
（１）国民健康保険の都道府県単位化を受けて、市の対応は 
（２）医療費の調査、抑止策の実施について 

（３）市の健康環境づくりに向けて 

２．多様な性とともに生きる社会づくりについて 

（１）市の取り組みについて 

（２）市民に対する啓発活動、相談体制について 

（３）セクシュアルマイノリティをめぐる学校教育の充実について 

３．若い世代とともに進める地域づくりについて 

（１）若者の実態調査について 

（２）若い世代の市民参加について



１１ 勝山 祥（議席番号８番） 
１．社会福祉施設の防犯体制について 

（１）市内社会福祉施設の防犯体制の状況は 

（２）防犯体制強化へ向けた具体的な取り組みは 

２．テレワーク（情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方）推

進に向けて 

（１）テレワークについて本市の考えは 

（２）市役所での実績は 

（３）テレワークを進める事業者への助成を考えてはどうか 

３．ジブリにちなんだ給食について 

（１）図書館、学校図書室と連携してジブリにちなんだ給食を実施してはどうか 

 

 

 

１２ 伊勢田 幸正（議席番号９番） 

１．「子育てするなら富士見市で」から「お父さんお母さんになるなら富士見市で」に

ついて 

（１）「出産費用の完全無料化」を行った場合の費用について 

（２）妊婦一人当たり１２万円前後で算出されている地方交付税交付金の使途の現状

について 

（３）「誕生準備手当」について 

（４）命の大切さを学ぶ「赤ちゃん登校日」の取り組みについて 

（５）妊娠相談窓口について 

（６）産婦人科に隣接する市道第５１２５号線について 

２．再び、行財政改革について 

（１）各種料金を定期的に検討する仕組み作りについて 

（２）各種審議会について 

３．再び、富士見市のＰＲについて 

（１）２月２３日（ふわっぴーの誕生日）について 

（２）セルビアとの交流について 

 

 



１３ 村元 寛（議席番号６番） 

１．財政豊かな富士見市へ 

（１）基金の運用体制及び運用状況について 

（２）「主な行財政改革の取組み」より、｢基金の一括運用」とは何通りのどのような

運用の可能性が見つかったか 

（３）他の地方自治体の実績を参考に、富士見市でも国債や県債などの運用を実行す

るべきと考えるが見解は 

２．みずほ学園への支援体制について 

（１）通園児数と職員数（正規職員、非常勤職員）の傾向は 

（２）園舎の維持・管理について 

正規職員 
（３）通園児数の定員の増加と常勤の正職員の増員について 

３．｢子育てするなら富士見市で｣のプロモーションについて 

（１）子育て世代への予算の割合は 

（２）子育ての子どもとは、どの世代を最もターゲットに想定しているのか。各世代 

削除 
の予算のボリュームは 

（３）現在の市外へのプロモーション活動の詳細は 

（４）今後の市外へのプロモーション活動の具体的戦略は 

 

 

 

１４ 今成 優太（議席番号１９番） 

１．２市１町合併について 

（１）過去の取り組みについて 

（２）今後の本市の方向性は 

２．路上駐車対策について 

（１）路上駐車の現状は 

（２）対策について 

３．駅前タクシーについて 

（１）駅前タクシーの台数制限について 

（２）雨天、夜間時など需要が多い時の状況について 

（３）台数を増やしてはどうか 

ＰＴＡ連合会 
４.ＰＴＡ連合について 

ＰＴＡ連合会 
（１）ＰＴＡ連合の事務局の現状は 

（２）事務局を市側で行うことについて 



１５ 八子 朋弘（議席番号１８番） 
１．子どもの貧困対策について 

（１）生活物資支援供給センターのイメージについて 

（２）フードバンクとの連携について 

（３）山梨県中央市の食糧支援について 

２．敬老会について 

（１）現状認識について 

（２）今後の在り方について 

３．町会への支援について 

（１）町会支援条例を制定してはどうか 

４．街路等の樹木の取り扱いについて 

（１）街路樹について 

（２）公園内の樹木について 

 

 

 

１６ 加藤 清（議席番号１６番） 

１．消費者教育の充実について 

（１）消費者白書の内容と市の現状は 

（２）消費者教育推進法に対する市の取り組みは 

２．いのち支える街づくりについて 

（１）改正自殺対策基本法に対して市の現状と課題は 

（２）自殺予防月間や週間の取り組みは 

（３）無料通話アプリ「ＬＩＮＥ」を利用したいじめ相談の導入は 

（４）自殺のない社会づくり市区町村会への参加は 

３．公共施設の空きスペースを活用した自主財源確保について 

（１）公共施設の空きスペースの活用に対する市の考えは 

（２）市民総合体育館などにコンビニを 

（３）市役所周辺に郵便局を 

４．がん検診の充実を 

（１）胃がんリスク検診未検診者への周知と期間延長について 

（２）スマートフォンなどでがんのリスクを判定できる「簡易がんチェックシステ

ム」の導入について 

 

 



１７ 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）台風・豪雨への対策・対応は 

（２）富士見市の危機管理について 

２．人にあたたかいまちづくりについて 

（１）健康づくり・生きがいづくりについて 

（２）針ケ谷中央公園の再構築を 

３．地域産業の振興について 

（１）富士見市のＰＲについて 

（２）商店街の更なる活性化について 

 

 

 

１８ 根岸 操（議席番号５番） 
１．国民健康保険について 

（１）広域化についての考えは 

   ①広域化で目指しているものは何か 

   ②保険料負担やサービスの低下はないか 

２．鶴瀬駅東口について 

（１）東口周辺の交通安全についての考えは 

（２）東西口交通の必要性を再び問う 

３．市の掲示板について 

（１）設置場所についての考えは 

（２）掲示物の基準についての考えは 

（３）掲示板の補修の考えは 

４．学校施設について 

（１）鶴瀬小学校の防球ネットについての考えは 

５．ごみ収集について 

（１）収集時間についての考えは 

 

 

 



１９ 田中 栄志（議席番号４番） 
１．富士見市総合計画について 

（１）総合計画の基本的な考え方は 

（２）次期総合計画策定について 

①今後の方向性は 

②策定にあたり、より時代に合った検討を 

２．平成３０年度予算編成方針について 

（１）基本方針は 

（２）留意点は 

（３）特別会計等に関する考え方は 

３．有害鳥獣及び特定外来生物等について 

（１）現状把握について 

（２）対応についての基本的な考え方は 

（３）更なる対応の検討を 


