
 

平成２９年第５回（１２月）定例会 

 

市政一般質問通告要旨 

 

 

 

12月 7日（木） 

午前 9時 30分 

12月 8日（金） 

午前 9時 30分 

12月 11日（月） 

午前 9時 30分 

12月 12日（火） 

午前 9時 30分 

12月 13日（水） 

午前 9時 30分 

1 
上 杉 考 哉 
21・未来クラブ 

5 
佐 野 正 幸 
21・未来クラブ 

9 
川 畑 勝 弘 

日本共産党 
13 

根 岸  操 
市民の絆 

17 
村 元  寛 

草の根 

2 
田 中 栄 志 
21・未来クラブ 

6 
関 野 兼 太 郎 
21・未来クラブ 

10 
加 藤  清 

公明党 
14 

加 賀 奈 々 恵 
草の根 

18 
今 成 優 太 

草の根 

3 
吉 原 孝 好 
21・未来クラブ 

7 
寺 田  玲 

日本共産党 
11 

深 瀬 優 子 
公明党 

15 
勝 山  祥 

草の根 
19 

八 子 朋 弘 
草の根 

4 
斉 藤 隆 浩 
21・未来クラブ 

8 
小 川  匠 

日本共産党 
12 

津 波 信 子 
公明党 

16 
伊 勢 田 幸 正 

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 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）市内交通の更なる利便性を 

（２）地域の防災力・防犯力の向上は 

２．人にあたたかいまちづくりについて 

（１）健康づくり・生きがいづくりの更なる充実を 

（２）子育て支援について 

３．シティセールスについて 

（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 

 

 

 

２ 田中 栄志（議席番号４番） 

１．今後の公共施設のあり方について 

（１）基本的な考え方は 

（２）個別施設の行動計画策定に向けた現状と課題は 

①学校教育施設について 

    ②生涯学習施設について 

    ③福祉施設について 

    ④行政施設等について 

２．民法改正への対応について 

（１）現状の取り組み状況は 

（２）市民への周知徹底を 

３．グリーンインフラの活用について 

（１）現状の取り組み状況は 

（２）更なる活用の検討を 



３ 吉原 孝好（議席番号２番） 

１．生活サポートセンター☆ふじみの事業拡充及び体制強化について 

（１）生活困窮者自立支援事業の過去３年間の事業実績は 

変動は 

（２）生活困窮者自立支援事業実施による生活保護受給者数の抑制効果は 

（３）生活困窮者自立支援法改正後の必須事業の拡充及び任意事業の新たな実施の考えは 

（４）常勤１人・嘱託２人配置から常勤２人・嘱託１人配置へ体制強化する考えは 

２．ふじみ野駅西口ムクドリ対策の効果の検証及び今後の対応について 

（１）ムクドリ対策の現況は 

（２）１１月末で終了したムクドリ対策の効果の検証は 

（３）現在の追い出し装置に代わる新たな追い出し装置設置の考えは 

（４）高木剪定の回数を増やす考えは 

（５）今後、ふじみ野市と共同研究を進める考えは 

３．旧富士見青年の家跡地整備の現況及び周辺道路の整備について 

（１）基本方針及び整備内容策定の進捗状況は 

（２）びん沼川沿い水辺空間整備計画策定の進捗状況は 

（３）市道第５２０１号線及び市道第５２０６号線舗装工事の考えは 

（４）市道第５２０１号線及び市道第５２０６号線不法駐車根絶の考えは 

（５）県道川越・新座線と市道第１３９１号線の交差点に信号機を設置する考えは 

（６）跡地整備に併せて市内循環バスの路線見直しを行う考えは 

 

４ 斉藤 隆浩（議席番号１２番） 

１．活気あるまちづくりについて 

（１）ふるさとまつりの検証は 

①本年度の特徴は 

②市民まつりと産業祭が一緒になった経緯は 

（２）市内イベントの連携は図れないか 

（３）今後のＰＲ大使の考えは 

２．安心安全なまちづくりについて 

（１）消防署富士見分署建て替えの進捗状況は 

（２）消防団からの来年度予算要望について 

①２市１町財政研究会の役割は 

向上について 

３．学校における教育環境の向上ついて 

（１）夏休み短縮の実施にあたって 

①年度ごとの変化は 

②どの様な効果があったと考えるか 

（２）サマーリフレッシュウィーク実施にあたって 

①教職員はリフレッシュが図られたか 

②実施にあたって弊害はあったか 



５ 佐野 正幸（議席番号１番） 

１．学力向上について 

（１）今年度の全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の結果は 

（２）市が特に注力する取り組みは 

（３）市の取り組みが関係者によりわかりやすく共有できる工夫を 

２．学校における心の問題について 

（１）児童生徒に対する取り組みは 

（２）教員に対する取り組みは 

３．安全安心なまちづくりについて 

（１）公園に災害用井戸の設置を 

（２）道路の通行を妨げる植木等の対応は 

 

 

 

６ 関野 兼太郎（議席番号１３番） 

１．安心安全なまちづくりについて 

（１）防犯カメラ設置後の運用は 

（２）多様な手段による防災情報の同時発報を 

（３）安全な避難誘導のためにも道路冠水対策を 

２．富士見市のウエブサイトについて 

（１）ホームページアンケート集計結果をどう生かしていくのか 

（２）イメージアップツールとしてリニューアルを 

３．市民と行政によるまちづくりについて 

（１）市民が集える施設の充実を 

 ①様々な拠点となる集会所の整備を 

②インターネットによる施設予約の現状は 

（２）まちづくり協議会への支援の在り方は 

 



７ 寺田 玲（議席番号１０番） 

１．介護保険制度の充実について 

（１）利用者の権利を保障するため、総合事業の訪問型サービス・通所型サービス事業

所が平成３０年４月以降も総合事業スタート以前の基準（みなし指定）で運営で

きるよう配慮を 

（２）在宅での介護が明かに困難と思われる場合でも病院からの退院を促されるという

声を聞くが、在宅医療・在宅看護の体制の整備についてどう検討しているのか 

（３）相談体制の充実のため高齢者あんしん相談センターと高齢者福祉課に専門職の増

員を 

（４）第７期介護保険料は一般財源を投入し市民負担の引き下げを 

（５）介護人材の不足を解消するため、市として独自に処遇改善の制度の創設を 

（６）国に対し介護人材の処遇引き下げにつながる介護報酬の引き下げはやめるよう要

求を 

２．住宅政策の充実を 

（１）改正住宅セーフティネット法を活用し、単身高齢者や低所得者が賃貸住宅へ入居

できるよう市として取り組みを 

（２）市内の不動産事業者、大家を対象に制度の周知を図るために市として取り組みを 

３．子育て施策の充実を 

（１）保育士の処遇改善を 

（２）幼稚園一時預かり事業に市として補助を 

（３）放課後児童クラブの大規模化解消を 

 
 



８ 小川 匠（議席番号２０番） 

１．台風や豪雨時における勝瀬地域の水害対策について 

（１）砂川堀第２雨水幹線が越水しないように対策を 

（２）勝瀬こばと保育園は、昨年８月２２日の台風９号により床上浸水の被害にあった

が、今年１０月２２日の台風２１号の際も周囲が冠水し、保育園関係者は再び大

きな不安を抱いている。今後水害が想定される場合の同保育園に対する市の対応

について見解を伺う 

市道第３２９号線   市道第２２５号線 

（３）同園正門前の市道第０３２９号線及び市道第０２２５号線は、雨水が溜まりやす

いため早急に改善を 

２．部活動について 

（１）教員の多忙化や生徒への行き過ぎた指導など、部活動のあり方が社会問題となっ

ているが、本市の部活動について伺う 

①部活動の意義について見解を伺う 

②部活動の法的位置付けについて見解を伺う 

③部活動に参加している生徒の人数と割合は 

④部活動の活動時間はどのように決められているのか 

⑤部活動の休養日は設定されているのか 

⑥部活動顧問をするかしないかの選択権は教師にあるのか 

⑦部活動に参加するかしないかの選択権は生徒にあるのか 

⑧部活動指導員について 

⑨教師と生徒に対し、部活動に関しての実態・意識調査を市として行ってはどうか 

３．市民要望について 

１２番 

（１）渡戸３丁目１２番地付近は、大雨の際に冠水するため、原因を検証し対策を 

（２）ふじみパワーアップ体操で使用するセラバンドの販売方法について 

 

 



９ 川畑 勝弘（議席番号２１番） 

１．山室地域の水害対策について 

（１）砂川堀からの流量を増やすため、新河岸川の樋管工事は平成３１年に行うと県の

説明会で説明があったが早急に進めるべき。市の見解は 

（２）山室排水路・図川について 

①山室排水路上流で雨水を下流に一気に流さないための方策を 

②山室排水路周辺の道路冠水の改善を 

③図川の越水の改善を 

④ららぽーと富士見の内水処理対策を更に行う必要がある。早急に協議を 

２．まちづくり基本計画におけるシティゾーンの土地利用計画について 

(Ｂ・Ｄゾーン) 

（１）ららぽーと富士見の反対側（国道２５４号バイパス横）の農地(Ｂゾーン)を、埼

玉県が「産業団地整備」として企業誘致のための調査を行っているが、現在の進

捗状況は 

（２）市と県はどの様な協議をしているのか 

（３）市としてのＢゾーンの考えは 

（４）隣接する東消防署裏(Ｄゾーン)はどの様に考えているのか 

３．国保広域化の対応について 

（１）国は病床や医療費の削減を進めようとしているが、富士見市として地域医療のあ

り方をどの様に考えているのか 

（２）貧困と格差が拡大する中で、市民負担が増えると経済困難になり滞納者が増えた

り、治療や受診を抑制する人が生まれてくる。市としての改善策は 

（３）広域化になることで、県の試算でも国保税が引き上がる予定である。市民の生活

を守るためにも、国保税の１人１万円の引き下げを 

 

１０ 加藤 清（議席番号１６番） 

１．小学校の避難所の機能強化について 

（１）市の現状と今後の取り組みは 

（２）高齢者も利用しやすいトイレの洋式化は 

（３）災害時、階段を安全に避難するための階段避難車の導入を 

２．弱者に優しいゴミ出しの支援について 

（１）高齢者のゴミ出し支援（ふれあい収集）の現状と課題は 

（２）日本語が不慣れな外国人への取り組みは 

（３）環境センター施設見学用ビデオの活用で、市民の意識向上を 

３．市民からの要望について 

（１）水谷東２丁目４１番付近（市道第２２５５号線、市道第２２５８号線）の浸水対

策について 

市道第３０号線 

（２）県道三芳富士見線と市道第００３０号線が交差する通学路に、横断歩道の設置を 

 



１１ 深瀬 優子（議席番号１５番） 

１．市民を消費生活トラブルから守るための手厚い支援を 

（１）消費生活トラブルの現状を伺う 

（２）消費生活センターの現状を伺う 

（３）消費生活センターの相談日時等の拡充を 

（４）金融機関の現金自動預払機（ＡＴＭ）利用限度額の変更を促し、振り込め詐欺を

防ぐことについて 

２．多様化する市民ニーズに対応するための市役所の体制について 

（１）市民の人権尊重と多様性の観点から、提出書類の性別欄の見直しを進める自治体

が多くなってきているが、本市の取り組み状況を伺う 

（２）市役所コンシェルジュや市役所なんでも窓口（長岡市）を参考に、来庁者にやさ

しい市役所への取り組みについて伺う 

（３）市役所、出張所入口に、国・県の推進月間・週間などを周知するコーナーの設置を 

（４）多言語対応音声翻訳アプリの運用を 

３．本市の情報発信について 

（１）ＩＣＴ（情報通信技術）活用の成果を伺う 

（２）ライン公式アカウントの開設を 

４．子育てするなら富士見市での更なる推進を 
（１）本市の現状と今後の展望を伺う 

（２）結婚新生活支援事業の導入を 

（３）ホームスタートの推進について伺う 

（４）孫育てを応援する情報発信について伺う 

 

 



１２ 津波 信子（議席番号１４番） 

１．空き家・空き室の活用について 

（１）住宅セーフティネット制度の活用で、住宅確保が困難な高齢者や障がい者、子育

て世帯に住生活の安定を 

（２）管理や解体、活用等、総合的に来年４月から実効性あるものにしていけるのか 

２．学校現場での生活習慣病の啓発活動の推進について 

（１）小学校６年生を対象に生活習慣病予防の出前授業を 

３．地域包括ケアで切れ目ない医療・介護サービスについて 

（１）２０１８年は、診療・介護報酬の同時改定や医療計画、介護保険事業計画の開始、 

迎えるが、 

国保の県に移管等、大きな制度改革の重なる時を抑えるが、医療・介護の連携の

強化推進について伺う 

（２）市と医師会の連携について 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業をどのように展開していくのか伺う 

４．富士見市の道路行政について 

（１）市民から要望を受けた後、管理はどのようにしているか 

（２）道路整備の優先順位を改めて伺う 

（３）市内で通行制限帯になっているところは何カ所あるのか 

（４）通行制限帯になっている市道を時間貸し駐車場（コインパーキング）にして、自

主財源の確保を 

５．公共データの活用促進について 

（１）市が保有している公共データの民間開放と、データの集約連携による活用促進に

ついての考えは 

（２）公開可能なデータは 

（３）データを改善に向け役立てるために、利活用を図ることについての考えは 

 

 



１３ 根岸 操（議席番号５番） 

１．働き方改革について 

（１）市職員の労働実態について 

  ①時間外勤務の実態は 

  ②健康診断の結果をどう反映しているか 

２．地域環境の保全について 

（１）ごみ集積所について 

  ①折り畳み式のごみステーションを 

（２）災害対策について 

  ①土嚢ステーション設置を 

（３）交通安全について 

  ①市道第２９７６号線埼玉懸信用金庫脇に横断歩道の設置を 

３．スポーツ振興について  

（１）第２運動公園の備品の改善を 

  ①風対策は 

  ②得点板の改善は 

  ③用具用ロッカーの修理は 

（２）学校開放関係 

  ①小学校体育館の設備について 

４．集会所について 

（１）誰もが安心して利用できるように 

 

 

１４ 加賀 奈々恵（議席番号７番） 

１．「富士見市自転車の安全な利用の促進に関する条例」の更なる活用を 

（１）本市における自転車事故の状況は 

（２）自転車通行空間の整備状況は 

（３）啓発活動の新たな取り組みについて 

（４）駐輪場の収容台数不足について 

２．地域において自殺対策の推進を 

（１）地域自殺対策計画の策定について 

（２）本市での自殺者数の分析について 

（３）積極的に命を守る取り組みを 

３．多様な教育の機会確保に向けて 

（１）教育相談室での取り組みは 

（２）学校に行けない・行かない児童に多様な教育の場の確保を 



１５ 勝山 祥（議席番号８番） 

１.災害に強いまちづくりに向けて 

（１）１０月に発生した台風による被害状況は 

（２）台風被害を受けて今後の対策は 

（３）雨水貯水タンクを各家庭に設置する際、助成を考えてはどうか 

２.障がいがあっても暮らしやすい富士見市に向けて 

（１）障がい者の市内自転車駐車場使用料を免除してはどうか 

（２）障害者手帳のサービス一覧表（障害等級別該当事業一覧表）をリニューアルして

はどうか 

３.子どものコミュニケーション能力について 

（１）ＰＲ大使による、笑いを取り入れたコミュニケーション能力向上の事業を開催し

てはどうか 

 

 

 

１６ 伊勢田 幸正（議席番号９番） 

１．再び、国民保護計画について 

（１）政府主催の研修会等への対応について 

（２）再び、避難実施要領等の策定について 

（３）本市職員等への研修について 

２．再び、動物愛護について 

（１）再び、ペット防災の取り組みについて 

（２）殺処分ゼロに向けた取り組みについて 

（３）再び、県条例の啓発について 

３．再び、自転車保険について 

（１）「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正（自転車保険の義務

化）を受けての本市の対応について 

（２）職員について 

（３）学校について 

４．公共用財産の活用について 

（１）公共施設への共有宅配ステーションの設置について 

５．明治１５０年事業の取り組みについて 

（１）写真展・展示等の取り組みを 



１７ 村元 寛（議席番号６番） 

１．子ども達の学習環境の向上のために「すこやか支援員」の増員について 
子ども達からの 

（１）「すこやか支援員」の活動について、教職員、保護者、子ども達へのフィードバ

ックは 

（２）数字で見る「すこやか支援員」の活動成果は 

（３）学習環境の複雑化、発達障害のクローズアップなど「すこやか支援員」の増員が 

市の見解は 

必要と考えるが、市長の見解は 

２．高齢者や障がい者の、車イスでの市民総合体育館の利用について 

（１）指定管理業者の適正な選定について 

（２）窓口で屋内外併用の「車イスでの体育館利用は難しい」と判断されたようだが、

対応は正しいか 

（３）車イス利用者への健康増進、とりわけ体育館利用の推奨についての考えは 

３．タクシーを使った公共交通実証実験の、その後ついて  

（１）正しいデータ収集が出来ている根拠は 

（２）分析方法及び今後の交通政策策定についてコンサルタント等プロを活用する考えは 

４．今後の利子の支払い額を削減する中長期戦略について 

（１）財政指標から本市の借入可能な最大推定額は 

（２）低金利のうちに事業の前倒し実施で借入金積み増しによるコスト削減についての

考えは 

 

 

１８ 今成 優太（議席番号１９番） 

１.本市の開発行為について 

（１）本市の基本的な考え方は 

電線地中化 

（２）電柱地中化に対する本市の考え方について 

電線地中化 

（３）新規開発地の電柱地中化について 

２．保育環境の充実について 

（１）今後の新規保育園の建設計画は 

（２）保育士不足解消に向けて 

３．富士見市スポーツ推進計画について 

（１）本市の特徴は 

（２）総合型地域スポーツクラブについて 

（３）競技スポーツの強化について 

（４）計画実現への取り組みについて 



１９ 八子 朋弘（議席番号１８番） 

１．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 

２．来年度予算編成方針について 

（１）昨年との相違点について 

（２）ポイントについて 

３．タウンミーティングについて 

（１）市長の考えは 

（２）開催すべきではないか 

４．職員の資格取得とその待遇について 

（１）職員の資格取得の状況は 

（２）資格取得者への待遇は 

 


