
【 一 般 質 問 】

１．安心して暮らせるまちについて

　(1) 運転免許証返納後も暮らしやすいまちへ

　　①　これからの公共交通政策は

　　②　「のるーと桑名」の今後の展望は

　(2) 外国人との共生について市の見解は

　(3) 防犯灯・街路灯の整備促進策は

　(4) 住宅地に侵入する猿、イノシシへの対策は

２．持続可能な社会へ向けて

　(1) プラスチックゴミを減量するための施策は

１．人口減少に対応する取り組み

　(1) 「マッチングアプリ」との連携による少子化対策の導入経緯等に
　　ついて

　(2) 人口減少による公共施設のあり方について

　　①　学校施設の適正化に対する取り組みについて

２．ＳＤＧｓの取り組み

　(1) 「サステナ部」の創設の狙い

　　①　導入に至る経緯について

　　②　今後の展開について

３．市の危機管理体制

　(1) 不発弾と疑われる磁気異常物等に対する市の初動マニュアルの必
　　要性は？

　(2) 「内水氾濫」の浸水想定区域図の作成状況について

４．桑名市議会議員選挙

　(1) 今回の選挙を振り返って

　　①　投票率について

　　②　不在者投票の状況について

　　③　投票率向上に向けた今後の取り組みについて

令和４年第４回定例会「一般質問通告表」

１．　　　　結　　　　　　冨　田　　　薫　(発言時間：60分　発言方法：一問一答)

２．　　　　絆　　　　　　倉　田　明　子　(発言時間：60分　発言方法：一問一答)
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１．観光施策

　(1) 多度山上公園デジタルサイネージについて

　　①　ＱＲコード利用の現状について

　　②　今後の改善点について

　(2) 多度峡について

　　①　天然プールの土砂堆積に関する今後の整備方針について

　　②　多度滝(みそぎ滝)の水が流れていない現状に関する今後の整備
　　　方針について

２．高齢者施策

　(1) 『市民講座』について

　　①　講座数の現状について

　　②　今後、講座数を見直す考えは？

３．小中一貫校整備事業

　(1) 明確な市のビジョン等について

　　①　市民への周知不足の認識は

　　②　地域の声をどのように受け止め、事業に取り組んでいるのか

　(2) 開校準備委員会はどのような位置付か

　(3) 今後の課題について

　　①　建設は間に合うのか

　　②　子どもや地域の声を反映した開校方法

　　③　現場の声を反映した施設整備の推進は

　　④　通学時の安全安心をどのように図っていくのか

１．医療施策について

　(1) 地域医療施策と医療連携体制について

　　①　コロナ禍における関係機関との連携体制の状況は

　　②　医療関連人材における現状と課題への取組みは

　　③　最新医療機械の導入とその効果等、市の見解は

２．人事施策について

　(1) 新時代を担う職員を育む組織づくり

　　①　人材が多様化する中での職員採用の現状と課題は

　　②　自然災害等、緊急事態を考慮した人員配置は

　(2) 人事評価制度と人事異動について

　　①　人事評価制度の現状と課題は

　　②　人事異動の基準は

３．防災施策について

　(1) 大災害に備える

　　①　これまでの災害から学ぶべきことは？

　　②　災害訓練のあり方について

　　③　これからの地域防災計画について

３．　　未　　　来　　　　水　谷　憲　治　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

４．フォーラム新桑名　　松　田　正　美　(発言時間：60分　発言方法：一問一答)
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１．がん対策について

　(1) ＨＰＶ(子宮頸がん)ワクチン接種について

　　①　積極的勧奨再開にあたり、対象者への周知方法は

　　②　現在までの接種率の推移は

　　③　９価ワクチンの効果と安全性についての認識は

　　④　９価ワクチンの定期接種化に伴う対応は

　(2) アピアランスケアについて

　　①　前回の質問後からの取組状況は？

　　②　助成金導入の考えは？

２．子育て支援について

　(1) 出産・子育て応援交付金について

　　①　交付金活用の方向性について

３．安全対策について

　(1) 事件報道後の送迎バスの対応について

　　①　保育所(園)・幼稚園における対応は？

　　②　その他の施設における対応は？

４．市民の声から

　(1) 男性トイレにサニタリーボックスを！

　　①　公共施設への設置の考えは？

　　②　民間への促進に向けた考えは？

１．持続可能な桑名市を目指すとともに、地方交付税の不交付団体を目
　指し、さらには、桑名市モデルを全国に発信するために

　(1) 旧桑名市地域において施設一体型小中一貫教育を進めるために

　　①　児童・生徒数の推移から、施設一体型小中一貫教育の必要性に
　　　ついて、市の見解は？

　　②　学校の跡地活用について

　(2) 全国でも３路線しかないナローゲージの北勢線を維持するために

　　①　輸送コスト・維持管理・輸送人数…等々の諸課題から、高齢者
　　　にも優しいＢＲＴ方式〔バス・ラピッド・トランジット：専用レ
　　　ーンを走るバス高速輸送システム〕及び自動運転の導入について、
　　　市の見解は？

　(3) 半導体企業の誘致を！

　　①　高度な産業・半導体製造工場誘致の必要性をどのように考えて
　　　いるか？

５．公明党桑名市議員団　　畑　　　紀　子　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

６．　無　　会　　派　　　伊　藤　研　司　(発言時間：45分　発言方法：併　用)
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１．市民の声から

　(1) 大山田スマートインターチェンジの進捗状況は

　(2) 帯状疱疹ワクチンの接種について費用助成の考えは

２．市内の公園について

　(1) 公園の維持管理は

　　①　九華公園等の現状と課題は

　　

１．公共交通について

　(1) 市民満足度の高い公共交通に向けて

　　①　長島地域から国道1号、国道２３号を経由した、Ｋバスの市役
　　　所への直接乗り入れの見通しについて

　　②　Ｋバスの便数が少ない路線におけるデマンドバスの積極的な活
　　　用について

２．市内のスポーツ施設について

　(1) 市内のスポーツ施設の環境整備について

　　①　ＮＴＮ総合運動公園サッカー場の人工芝の更新と夜間照明の設
　　　置について

　　②　長島運動公園の野球場とサッカー場の維持管理について

　　③　長島運動公園への男女別専用トイレの設置と手洗い場の設置に
　　　ついて

３．県営事業で造られた施設の維持管理について

　(1) 水の学習広場の維持管理について、市の見解は

　(2) 長島川遊歩道の木柵の維持管理について、市の見解は

４．揖斐川河口周辺にぎわい創出事業について

　(1) 桑名市かわまちづくり協議会の事業について

　　①　市がサウンディング型市場調査で期待しているものは

　　②　舟運事業の実施に向けて、市の見解は

５．コミュニティＦＭを活用した取り組みについて

　(1) 緊急防災ラジオの現状について

　(2) 行政放送番組として、市政情報を発信することについて

７．　　　　結　　　　　　成　田　久美子　(発言時間：30分　発言方法：一問一答)

８．　絆　　　太　田　　　誠　(発言時間：60分　発言方法：一問一答)
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１．人口減少対策について

　(1) １４万リバウンドプランについて

　　①　計画の必要性について

　　②　今後の具体的な施策について

２．不登校問題について

　(1) 不登校児童・生徒への対応について

　　①　現状について

　　②　対応策について

３．介護保険制度について

　(1) 介護認定されるまでの対応について

　　①　認定手順について

　　②　申請期間中のサービス利用について

４．令和５年度当初予算について

　(1) 予算編成方針等について

　　①　予算編成方針について

　　②　各部局への予算配分の考え方等について

１．伊藤なるたか市政の総括について

　(1) 「４期１３年は多選」との認識はあるか

２．入札制度

　(1) プルポーザル方式の数等について

３．廃棄物対策

　(1) ２０２２年２月２８日副市長答弁への認識について

４．新型コロナ施策

　(1) ワクチン禍等の認識は

５．小中一貫(教育)校計画

　(1) 市民の認識は

１．リニア中央新幹線について

　(1) 市にどのような影響があると考えているか

２．人口減少対策について

　(1) 若年層も住み続けたいまちにするために

　　①　市への希望を把握しているか

　　②　住みよいと感じてもらうための整備の現状と今後は

　　③　具体的な支援策は

９．　　未　　　来　　　　近　藤　　　浩　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１０．　　希　　　望　　　　伊　藤　惠　一　(発言時間：45分　発言方法：併　用)

１１．無会派(日本共産党桑名市議団)　　多　屋　真　美　(発言時間：30分　発言方法：一問一答)
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１．誰ひとり取り残さない社会へ

　(1) 不登校児童生徒の居場所と学び

　　①　不登校児童生徒数の推移は

　　②　不登校児童生徒の学習サポートは

　　③　不登校児童生徒の進路相談の状況は

　　④　不登校児童生徒の学校内の居場所は

　(2) 桑名市教育支援センターの活用について

　　①　利用者数の推移は

　　②　ふれあい教室を増設する考えは

　(3) 学校と教育支援センター以外の子どもの居場所は

　　①　子どもの居場所を増設する計画は

　　②　フリースクールや民間との連携は

　(4) 保護者への相談サポートは

２．命を守ることが最優先

　(1) 子どもの性教育について

　　①　包括的な性教育を実施する考えは

１．これからの市政運営について

　(1) 多様性、包摂性等が求められる社会において、今後の市政運営に
　　対する市の考えは？

２．持続可能な地域経済圏の形成のために

　(1) 生産年齢人口増加に向けた具体策と実現可能性は？

３．就学前教育について

　(1) 桑名市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについて

　　①　赤ちゃん訪問事業の実施率向上に向けた取り組みと１・２歳児
　　　への事業拡大の予定は？

　　②　１４万リバウンドプランとの整合性は？

　(2) 自己効力感を高める保育・教育について

　　①　市の子育てに対するビジョンの作成予定は？

１２．　　　　結　　　　　　渡　辺　仁　美　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１３．　　　　絆　　　　　　森　下　幸　泰　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)
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１．予算書について

　(1) 議会側への当初予算の予算書の提供時期と事業別の予算説明資料
　　について

　　①　当初予算の予算書の提供時期を早めることについて

　　②　市の全ての事業に係る予算を網羅した、事業別の逆引き説明資
　　　料を提供いただくことについて

２．市役所職員について

　(1) 市役所職員の職務と市民対応について

　　①　各部署で職員の方々が考える職務・職責と情報共有について

　　②　市民の皆さんの市役所に対する満足度の向上のための各部署で
　　　の取り組みについて

１．農業振興について

　(1) 「人・農地プラン」について

　　①　プランを策定している地区数は？

　　②　プランの実行に向けた支援は？

　　③　プランの見直しの予定は？

　(2) 廃車等の置場となっている農地について

　　①　不適正利用という認識は？

　　②　法令に抵触している恐れはないのか？

　　③　これまでの指導内容と今後の展開は？

１．利便性の高いまちづくりについて

　(1) コミュニティバス(Ｋ－バス)について

　　①　現在のルートは不便との声も聞かれる中、今後の見直しの計画
　　　は？

　　②　時刻表の今後の見直し計画はどのようなものか

２．防災対策について

　(1) 浸水地域における対策について

　　①　河川及び用排水路の氾濫等における調整池との関係について

　(2) 備蓄品の管理について

　　①　備蓄物の定期的な入れ替え等の管理状況はどのようになってい
　　　るのか

１６．　　　　　絆　　　　　柴　田　理　恵　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１５．　　　　結　　　　　　服　部　喜　幸　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１４．　無　　会　　派　　　飯　田　尚　人　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)
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１．未成年者のコロナワクチン接種について

　(1) 生後６か月～４歳児の接種について

　　①　オミクロン株未対応かつ中長期的なリスクが不明確なワクチン
　　　を乳幼児が接種することに対する市の見解は？

　　②　健康な乳幼児への接種を桑名市において一旦見合わせる考えは
　　　ないのか？

　(2) ５歳児から１７歳の接種について

　　①　接種は任意であること、ワクチンの予防効果及び副反応のリス
　　　ク等に関して市長から情報発信する考えはないのか？

　　②　ワクチン非接種者に対する接種の強制や差別的な行為への対応
　　　として、各学校でのマニュアル等を作成する考えはないのか？

　　③　接種希望者が接種券の発行申請を行う形式に変更することはで
　　　きないのか？

１．市の観光施策について

　(1) 観光施策の今後の方向性について

　　①　市の観光ビジョンは

　　②　七里の渡跡周辺の施設を活かした観光施策について市の考えは

　　③　地域住民、学校、団体、企業及び周辺市町との観光連携の現状
　　　と今後は

　(2) 九華公園のトイレ設備充実の考えは

２．桑名駅周辺エリアの活性化について

　(1) 桑名駅東口及び西口周辺の有効活用について

　(2) 桑名駅西口周辺に街路灯を増設する考えは

１．持続可能な行政運営について

　(1) 人口減少対策について

　　①　１４万人リバウンドプランの施策の継続性を問う

　　②　計画の実現可能性を問う

２．子どもを育てやすいまちについて

　(1) 公立幼稚園の将来像について

　　①　令和５年度の幼稚園入園申込状況を問う

　　②　就学前施設の再編計画を問う

１７．無会派(参政党桑名市議団)　　近　藤　奈　歩　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１８．　　　　結　　　　　　永　野　元　康　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１９．　　　　結　　　　　　市　野　修　平　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)
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１．「誰ひとり取り残さない」持続可能な社会実現のために

　(1) 学びの機会の保障について

　　①　不登校児童・生徒及びその家族への対応、支援策について

　　②　特別な支援を要するとされる児童・生徒及びその家族への対応・
　　　支援策について

２．市の情報提供のあり方について

　(1) ワクチン接種に関する情報提供について

　(2) マスク着脱に関する情報提供について

２０．　　希　　　望　　　　伊　藤　知　美　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

※参　考

〇発言方法には次の２通りの方法があり、各議員がいずれかを選択しています。

　議員から発言通告書に記載の番号順に一項目ずつ質問し、それに対して市長部局側から答弁

する方式です。

　議員からまず、発言通告書に記載の全ての質問を一括して質問し、それに対して市長部局側

から一括して答弁した後、再質問以降は一問一答で行う方式です。

① 一問一答方式

② 併用方式
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