
月日 議員氏名 質問事項 質問要旨

3/8 新清 ①　「佐渡ひとしのセカンドステージ」の

（水）戸田由紀子 　ドステージ」、「未来 　　最終年度を迎え、３年間の市政運営を

　につなぐ子育て日本一 　　振り返って「未来につなぐ子育て日本

　のまち」について、市 　　一のまち」について、これまでの手応

　長に問う 　　えと見通しをお聞かせ願います。

①　詳しいことは予算審査で伺いますが、

　について 　　２９年度当初予算案の編成にあたり留

　　意した点・特筆すべき事項は何か伺

　　う。

②　経営改革会議での検討結果に基づき徹

　　底した経常経費の見直しと歳入確保に

　　取り組まれたようですが具体的内容に

　　ついて伺う。

①　「施設カルテ」を用いての現状分析は

　計画」について 　　どこまで進んでいるのか。

②　施設評価はどのような形で進めるの

　　か。

③　市民への周知・説明はいつ、どのよう

　　な形で実施されるのか。

④　施設ごとの中長期的な個別マネジメン

　　ト計画とはどのようなものか。いつ

　　頃、どのような形で策定されるのか。

　　市民参加についてはいかがお考えか。

⑤　市役所庁舎の本館は新耐震基準へ未対

　　応である。熊本地震の被害状況を踏ま

　　えると庁舎機能を維持するために早期

　　の対応が必要ではないか。

①　次期ごみ処理施設建設にむけて吉岡地

　況 　　区との協議状況

②　みそら地区との協議状況

③　今後の取り組み

①　ふるさと納税について

　市街地等の活性化 　⑴地場産品の拡大と自主財源確保の推進

　　に対する考え方

　⑵現在実施している返礼品の内容はなに

　　か

　⑶ふるさと納税を使った地場産品の振興

　　拡大

代表質問通告一覧表　（発言順）

1.「佐渡ひとしのセカン

2.平成２９年度予算編成

3.「公共施設等総合管理

4.ごみ処理施設の進捗状

5.地場産業の振興と中心



月日 議員氏名 質問事項 質問要旨

前頁から ②　農業の持続的発展の支援

引き続き 　⑴専業農家減少取り組みの成果と課題、

　　将来像

　⑵減反廃止に伴う農家保護策

③　交流移住コンシェルジュ事業について

　　本市の支援実績及び市商工会の関わり

　　について

①　公共交通施策の現況、課題、対応方針

　　を伺う。

②　警察は高齢者の免許の自主返納を推奨

　　しているが行政としての考えを伺う。

③　運転免許証の自主返納者に対する行政

　　の対応

④　自主返納者は今後増加が見込まれるこ

　　とから新たな対応についての考えを伺

　　う。

①　犯罪対策について現況、課題、対応方

　り 　　針を伺う。

②　危機管理について現況、課題、対応方

　　針を伺う。

③　情報発信について現況、課題、対応方

　　針を伺う。

④　空き家対策の現況、課題、対応方針を

　　伺う。

⑤　消防団の現状

　⑴団員不足に向けた市の取り組み

　⑵女性消防団の役割の詳細と今後の考え

　⑶消防団の災害時の活動内容

①　緊急時の常時受け入れ医療施設は市内

　　に何ヶ所あるのか。

②　医療や介護費の予算は市全体の何％

　　か。

③　健康寿命を延ばすための取り組みは何

　　か。

④　医療と介護の連携体制の構築内容は。

⑤　地域医療介護総合確保基金の使途は充

　　実されたのか。

⑥　介護の人材について処遇改善について

　　伺う。

⑦　セルフメディケーションの推進

6.交通対策について

7.安心・安全なまちづく

8.高齢者の医療・福祉



月日 議員氏名 質問事項 質問要旨

前頁から ①　子どもプランの進捗確認・評価の方法

引き続き ②　計画策定後２年経過しての特記事項

③　課題の一つである子どもルームの充実

　　と放課後過ごせる場・遊び場の充実に

　　ついてどのような進捗・評価をしてい

　　るのか。

④　保育士及び子どもルーム指導員の処遇

　　改善の検討状況

⑤　結婚・出産・子育て支援に新たな支援

　　事業補助金の設置は可能か。

①　拡張について市の考え

①　青道・赤道とはどのようなものなの

　　か。

②　市内の実態の把握状況

③　土地の利活用が行われる時、青道・赤

　　道へはどのような対応がなされるの

　　か。

①　次期学習指導要領改正

　 実 　⑴改正のポイント

　⑵実施にあたり本市の課題

　⑶小学校・中学校それぞれ全面実施まで

　　の対応

②　平成２９年度から平成３３年度までの

　　学校図書館図書整備等５ヵ年計画が策

　　定された。計画に基づく本市の対応

③　通学路の安全対策については四街道小

　　学校前の危険箇所改善への対応状況を

　　伺う。

④　総合公園体育館に国の緊急防災・減災

　　事業を活用して空調設備を整備するこ

　　とについていかがお考えか。

みらいクラブ ①　市長として四街道市の未来について全

坂本弘毅 　て 　　体的にどのようなイメージを描いてい

　　るか。

②　市長としてこれまで子育て日本一の街

　　づくりを目指して取り組んできたと思

　　うがどのように検証しているか。

③　市長として住み良い街づくりに向け

　　て、市民がわくわくするような夢構想

　　を抱いているか。

9.子ども・子育て支援

10.市営霊園の拡張

11.青道・赤道について

12.教育環境の整備・充

13.施政方針より

1.市長の政治姿勢につい



月日 議員氏名 質問事項 質問要旨

前頁から ④　市長として四街道市の未来のため今後

引き続き 　　自主財源をどのように確保していく方

　　針か。

①　市は高齢者にやさしい街、また福祉の

　　街づくりを宣言しているが今後どのよ

　　うに充実した施策を展開していくか。

②　高齢者の運転免許証自主返納者に対す

　　るその後市としての取り組みはどう

　　か。

③　高齢者を狙った特殊サギが後を絶たな

　　いが今後未然防止に向けてどう取り組

　　んでいくか。

④　サンワーク廃止後の現状はどうなって

　　いるか。また今後の利活用をどう考え

　　ているか。

⑤　４月から新たに保育所３施設の運営が

　　始まるが待機児童の解消になるのか。

⑥　産後支援について、アンケート調査を

　　行い産後ケアについて支援を行ってい

　　る自治体があるが、本市の現状はどう

　　なっているか。

⑦　小中学校の校舎の老朽化が深刻だが今

　　後どう考え、進めていくのか。

⑧　小中学校のキャリア教育について具体

　　的な取り組みはあるか。

⑨　小中一貫教育の現在の取り組み状況は

　　どうなっているか。

⑩　子どもたちの体力向上に向けた更なる

　　取り組みはあるか。

⑪　ボール遊びの出来る公園の解禁につい

　　て、再度要望をしたいがどうか。

①　歩道の点字・線字ブロックの両側のモ

　安全対策 　　ルタルの剥がれやブロック自体が剥が

　　れている箇所が市内で見受けられるが

　　市としての対応はどうなっているか。

②　物井１号線について街灯が全くない区

　　間があるが、今後の対応はどうしてい

　　くのか。

③　桑田住宅前のＴ字路は危険で事故が起

　　こりやすい状況だが、信号の設置や安

　　全対策はあるのか。

2.福祉・教育の充実

3.道路・防犯・排水路の



月日 議員氏名 質問事項 質問要旨

前頁から ④　長岡地区への大型車両の進入が後を絶

引き続き 　　たないが今後の対応はどうするのか。

⑤　本市でも絶えず不審者情報があり、子

　　どもたちが重大な事件に巻き込まれる

　　前に通学路に防犯カメラや防犯灯を増

　　やすべきだと思うがどうか。

⑥　市街化調整区域内の排水路が無い地域

　　からの要望に対してどう対応をしてい

　　くのか。

①　物井駅東口へのアクセス道路につい

　　て、みそら地区からの根強い要望があ

　　るが今後どう取り組んでいくか。

②　バス路線の利便性向上に向けた取り組

　　みはあるか。

③　ＪＲ線の最終電車の延伸や物井駅への

　　通勤快速停車に向けて継続して要望活

　　動は行っているか。

④　３・３・１号線の全線開通に向けての

　　課題と今後の取り組みはどうなってい

　　るのか。

①　次期ごみ処理施設建設に向けての進捗

　　状況と今後の具体的なスケジュールは

　　どうなっているか。

②　みそら自治会との協議について、その

　　後進展はあったか。

③　物井駅のハト対策について、現状変化

　　はないが、今後更なる対策が必要だが

　　どう取り組んでいくか。

④　空き家対策について、国が新たに制度

　　を始めるが本市として今後の対策はあ

　　るか。

⑤　昨年実施した市の認知度アンケート調

　　査の結果で、四街道市は『緑が多く自

　　然にめぐまれている』という観点から

　　も更に本市をＰＲするためにも是非と

　　もホタルの里づくりを進めて欲しいが

　　どうか。

⑥　今後の地球温暖化防止の推進に向け

　　て、本市としての取り組みはあるか。

4.交通利便性の向上

5.環境関連



月日 議員氏名 質問事項 質問要旨

前頁から ①　ネーミングライツの募集状況はどうな

引き続き 　　っているか。

②　婚活イベントを昨年１２月に実施した

　　が、その結果や参加者の反応はどう

　　か。

③　３市連携の取り組みついて、今後更な

　　る取り組みはあるか。

　　者、また無料宿泊施設の利用状況はど

　　うか。

⑤　ふるさと納税について、本市も積極的

　　な取り組みを始めたが、どの位の件

　　数・寄付額になったのか。

⑥　四街道の認知度向上に向けて、今後の

　　取り組みはあるのか。

①　今後の取り組みについてどのように進

　　めていくのか。

②　ＦＭの現状はどうなっているのか。

③　元号の改元に伴う対応はどうしていく

　　のか。

3/9 公明党 ①　まだやり残している公約とその今後の

（木）清水清子 　て 　　見通しについて

①　みそら自治会との交渉状況について

②　吉岡区の「移転を前提としたごみ処理

　　施設の整備計画」の進捗状況と今後の

　　見通し

①　議会の市庁舎整備特別委員会の報告に

　 いて 　　対する市の対応

①　１２月議会で四街道駅北口広場再整備

　 整備計画について 　　事業は一時凍結となったが、今後の市

　　の対応

①　行財政改革の進捗状況と今後の課題

②　自主財源獲得の具体的な取り組み状況

　　と今後の課題

③　国からの交付金の見通しとその事業に

　　ついて

①　通学路の安全点検の状況

　 いて ②　自治会等からの要望に対する対応

③　犯罪件数の推移とその対応

6.シティセールスの推進

④　icoba四街道について、売上や来訪

7.行財政改革の推進

8.施政方針から

1.佐渡市政２期目につい

2.今日的課題について

(1)ごみ処理施設

(2)市庁舎整備計画につ

(3)四街道駅北口広場再

(4)市の財政について

(5)安心・安全対策につ



月日 議員氏名 質問事項 質問要旨

前頁から

引き続き 　道へ

①　子どもの貧困対策の当市の実態、支援

　 い四街道へ 　　内容について

②　待機児童・学童保育・病児保育の現状

　　と課題

③　教育施設

　⑴児童数増加に伴う教室環境等の現状と

　　課題

　⑵小中一貫教育は平成３０年に本格実施

　　となるが、現状と課題

　⑶特別支援教育の取り組み

　⑷夜間中学設置促進について

①　健康寿命延伸に向けた取り組みについ

　 デル都市四街道へ 　　て

　⑴健康マイレージ事業の検討状況

　⑵検診率向上策について

　⑶生涯スポーツの推進について

②　総合事業移行に向けた施策について

　⑴介護予防・生活支援サービス事業と一

　　般介護予防事業の現状と課題

③　年金受給資格変更に伴う当市の対象人

　　数と体制について

①　四街道市市民協働事業コラボ四街道の

 　進都市四街道へ 　　成果と課題について

②　みんなで地域づくりセンターの成果と

　　課題について

③　市営霊園のアクセスのニーズ調査につ

　　いて

④　婚活事業の現状と課題について

日本共産党 ①　南スーダンＰＫＯ派兵をめぐり、「駆

津島秀樹 　（戦争法）について 　　けつけ警護」など戦争法の危険な本質

　　がますます明らかになって来ている。

　　「平和安全保障関連法」（戦争法）に

　　ついての市長の見解をお聞きしたい。

①　２年連続した黒字となっている。国保

　いて 　　加入１５，０００世帯に世帯あたり

　　１万円の引き下げは十分可能と考える

　　が、見解をお聞きしたい。

①　特養ホームの増設と運営費、人件費の

　特養ホームの増設につ 　　補助を積極的に進めるべきと思うが、

　いて 　　見解を伺う。

3.希望がゆきわたる四街

(1)子どもの未来が明る

(2)幸（高）齢社会のモ

(3)地域コミュニティ先

1.平和安全保障関連法

2.国保税の引き下げにつ

3.介護サービスの充実と



月日 議員氏名 質問事項 質問要旨

前頁から ①　子供の貧困が深刻な社会問題になって

引き続き 　について 　　いる。公教育の無償化という点でも、

　　全国的にも県内自治体でも給食無料化

　　の動きが出ている。小中学校給食無料

　　化に対する市長の見解をお聞きした

　　い。

①　この１年間連続して質問してきたが、

　給を 　　その間にもぞくぞくと実現自治体が増

　　えてきている。印旛管内でも白井市を

　　はじめ準備されている。当市でも是非

　　実現をすべきと思うが、いかがか。

①　昨年１２月議会後、パブリックコメン

　　トがホームページに開示された。その

　　回答は納得できるものではない。再度

　　質問する。まだまだ問題点が多く、全

　　国での実施率も１４％と１年で２％し

　　か増えていない。急がないで現場の教

　　職員や父母の意見をきちんと聞いて進

　　めるべきと思うが、いかがか。

①　パブリックコメントで多くの市民から

　備事業について 　　その計画の必要性、設計内容、市民参

　　加の不十分さに対して疑問と反対の声

　　が寄せられ市議会全会一致でその凍結

　　の決議が採択された。この計画の抜本

　　的な見直しが必要だと思う。見解をお

　　聞きする。

①　市民の高齢化の進行に伴い、運転免許

　いて 　　証の返納が増えている。交通難民対策

　　が緊急な課題となっている。四街道市

　　としてタクシーの割引券とシルバーパ

　　スの導入など決断すべきと思うが、い

　　かがか。

①　次期ごみ焼却施設の焼却方式が具体的

　新設、焼却方式の決定 　　に提案され、パブコメも実施された

　について 　　が、市民の声はどうか。

②　「市民参加条例」にも明記されている

　　市民との意見交換会を幅広く実施して

　　市民の声、要望を聞き計画に反映をさ

　　せるべきと思うが、いかがか。

4.小中学校の給食無料化

5.就学援助費の入学前支

6.小中一貫教育について

7.四街道駅北口広場再整

8.高齢者の足の確保につ

9.ごみ焼却施設の移転・



月日 議員氏名 質問事項 質問要旨

3/10 市民ネット ①　四街道駅北口広場再整備計画

（金）ワーク 　ジにおける公約の実現 ②　交通不便地域の改善

大谷順子 　について ③　老朽化した千代田中・八木原小大規模

　　改修

④　武道館の移転新築

⑤　防災備蓄倉庫３ヶ所新築

⑥　空き家住宅の活用など総合的な推進

①　「審議会等」および「パブリックコメ

　　ント」における情報公開・情報共有の

　　現状

①　小中一貫教育

　環境整備について ②　旭中通学路問題

③　３市連携事業の進捗状況

④　学校給食

①　開発業者との協議内容と市民ニーズの

　　把握

①　知事への要望書の詳細と検討状況

②　四街道市水道ビジョン

市民くらぶ ①　財政の実情と課題

栗原直也 ②　財政運営における課題と具体的取組み

①　小中一貫教育を含む公教育の進め方
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②　市道の維持管理計画
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5.道路整備
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