
【　一　般　質　問　】

１．　　　　結　　　　　　渡　辺　仁　美　(発言時間：60分　発言方法：一問一答)

１．本物力こそ、桑名力

　(1) 大河ドラマ「千姫」誘致のために市内を盛り上げる方策は

　　①　市民の機運醸成方法は

　　②　「おもてなし桑名」として、姫路市長や常総市長と対話した
       市長の思い

２．人口減少社会への取り組みについて

　(1) 桑名市人口減少対策パッケージ“１４万”リバウンドプラン推
    進に向けて

　　①　市民への周知方法は

　　②　移住先を探す人への周知方法は

３．子どもを３人育てられるまち

　(1) 「保育園落ちた」の解消のために

　　①　ケアスタッフ(保育士等)確保策は

４．子どもの居場所

　(1) 不登校児童生徒の学校外の居場所について

　　①　市の現在の取り組みは

　(2) 生徒指導提要の改訂にかかる対応は

　　①　校則及び学校内の環境の見直しは

２．　　　　　絆　　　　　柴　田　理　恵　(発言時間：60分　発言方法：一問一答)

１．子どもを産み育てたい方への助成制度ついて

　(1) 桑名市独自の不妊治療に対する助成予定と今後の展望について

２．桑名市の公共交通について

　(1) 北勢線の今後について

　　①　三岐鉄道に対する補助金の継続は？

　　②　現在使用している車両の課題に対する市の認識は？

　　③　新車両更新の課題に対する市の認識は？

　　④　市が考える北勢線の展望について

３．魅力的な桑名駅を目指して

　(1) 桑名駅周辺整備について

　　①　駅東口周辺整備の今後の展望は？

　　②　駅西口周辺整備の今後の展望は？

４．子育てするなら「桑名」を目指して

　(1) 桑名市待機児童０について

　　①　待機児童数のカウント方法は？

　　②　待機児童０の中に含まれない児童への対応は？
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３．フォーラム新桑名　　愛　敬　重　之　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１．こどもを３人育てられるまち

　(1) 義務教育での学校給食について

　　①　今の時代における給食の役割と給食費無償化の考えは

　(2) 学校指導体制について

　　①　相談内容が複雑化する中において、令和４年度の検証とこれ
      からの指導体制は

２．地理的優位性を活かした元気なまちづくり

　(1) 総合計画の中心市街地整備(コンパクトシティ)推進について

　　①　中心市街地整備と郊外開発が進む中で市が目指すコンパク
      トシティとは

３．桑名をまちごと「ブランド」に

　(1) 中小企業・小規模企業支援策について

　　①　桑名市としての理念条例「中小企業・小規模企業振興条例」
      制定の考えは

　　②　キャッシュレスキャンペーンの検証とこれからの中長期の支
      援策は

　　③　ＢＣＰ(事業継続計画)を策定する上で、高台移転に対する支
      援は

４．納税者の視点で次の世代に責任ある財政に

　(1) 職員の採用について

　　①　副業人材の採用に対する考えは

　(2) 人口減少対策について

　　①　ペルソナマーケティングの活用は

４．　　未　　　来　　　　藤　本　直　子　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１．子育て支援について

　(1) 子育て家庭応援カード「くわなスクスクカード」について

　　①　周知方法はどのように行っているのか？

　　②　カード交付申請者等の状況と今後の方針は？

　　③　協賛店拡充への取り組みは？

　(2) 児童館について

　　①　設置に対する市の考えは？

　(3) 公立保育所について

　　①　各施設の現状について

　　②　今後の施設の維持管理について

　　③　使用済みおむつの処分について

２．令和４年度中学校卒業証書授与式について

　(1) 卒業式の日程について

　　①　後期試験日の前に戻した理由は？

　　②　保護者からの意見は把握しているのか？

　　③　今後の日程変更の考えは？
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５．　　希　　　望　　　　伊　藤　知　美　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１．防災拠点施設の管理状況

　(1) 劣化した防草シートを早急に改善する考えは

　(2) 斜面崩壊の危険性について

　　①　危険性の認識と崩壊時を想定した対策は

２．誰ひとり取り残さない持続可能な社会実現のために

　(1) 魅力あるより良い学校づくりの具体的案について

　　①　生徒を中心とした学校づくりを推進していく方針は

　(2) 農福連携について

　　①　障がい者等が、生きがいを持ち、社会参画ができるような施
      策の推進は

３．桑名駅及び周辺整備事業

　(1) 駅西広場にトイレを設置する考えは

　(2) 駅東口にあるトイレの利便性・安全性を改善する考えは

６．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)

１．子育て支援について

　(1) 子育て環境の整備促進について

　　①　産後ドゥーラ(家事支援員)に対する市の考えは

　(2) 保育の場における負担軽減について

　　①　紙おむつの取り扱いに対する今後の方向性は

２．市民の命を守るために

　(1) 防災力強化について

　　①　地域防災力強化のための人材育成策は

　(2) がん検診について

　　①　前立腺がん検診普及のための方策は

３．誰一人取り残さないまちに

　(1) 性の多様性について

　　①　理解と支援を広める方策は

　(2) バリアフリー化の推進について

　　①　生活利便性向上に向けた取り組みは

　　②　観光推進に向けた取り組みは

　　③　インクルーシブ公園に対する市の考えは

４．市民に寄り添う行政システムに

　(1) 書かない窓口導入に対する市の考えは

　(2) デジタル化に伴う市民への支援策は
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７．　無　　会　　派　　　伊　藤　研　司　(発言時間：45分　発言方法：併　用)

１．桑名・Revolution　三位一体の改革について

　(1) 旧桑名市地域における施設一体型小中一貫校に向けて

　　①　施設一体型小中一貫校問題を含む将来的な桑名市のあるべき
      姿について、まちづくり協議会で市民同士が対等な立場で議論
　　　することの必要性に対する市の見解は

　(2) 半導体企業誘致に向けての対応は

　　①　ある業界紙に掲載された「台湾ＵＭＣ、三重に５千億円規模
    　半導体新製造工場(棟)を検討」との見出し記事について、市の
　　　見解は

　　②　半導体企業誘致による税収アップ(「法人市民税＋固定資産
      税」)について、市の考えは

　　③　四日市市では、駅前へのオフィスビル建設や工業系大学の設
      置について報道されており、半導体企業誘致に向けた検討がさ
　　　れているようだが、市としてどのような取り組みを考えている
　　　のか

２．垂下アサリの報道と赤須賀の漁業について

　(1) 地元漁業者の見解を、市としてどのように認識しているか

８．　　　　結　　　　　　市　野　修　平　(発言時間：60分　発言方法：一問一答)

１．持続可能な行政運営

　(1) 確固たる財政基盤の構築

　　①　法定外税の新設による歳入の確保

　　②　第三者評価による歳出の抑制

２．市民と行政の協働

　(1) 予算編成の視点から

　　①　市民参加型予算を導入する考えは

　(2) まちづくりの視点から

　　①　地域創造プロジェクト(案)の展望は

３．選ばれる桑名になるために

　(1) 子育てしやすい環境の整備

　　①　学校給食無償化の考えは

　　②　学校外教育サービス費用の助成は検討していないのか

　(2) 保育環境の質的向上

　　①　保育所に用務員を配置する考えは

４．公共施設の将来像

　(1) 学校施設の有効活用

　　①　学校施設の多機能化への取り組みは

　(2) 市有財産の有効利用

　　①　サウンディング型市場調査の活用状況

　　②　対話の活性化に向けた今後の取り組み
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９．フォーラム新桑名　　伊　藤　真　人　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１．桑名市人口減少対策パッケージ“１４万”リバウンドプランにつ
  いて

　(1) 流入促進・定着環境整備・流出抑制等について

　　①　人口減少の原因は何か

　　②　プランの目指す目的は何か

　　③　市の魅力発信と郷土愛の醸成に関して、現在の取組状況と今
      後の方針は

　　④　観光客に対する環境整備や対応強化の考えは

　　⑤　空き家を利用した定住促進の考えは

　　⑥　将来が見える教育・保育環境を整備する考えは

２．総合運動公園整備について

　(1) 室内プール建設について

　　①　現在の状況と募集要項作成を含めた、今後のスケジュールに
      ついて

　　②　水泳授業の計画について

３．文化・スポーツ振興について

　(1) 新公共施設予約システムについて

　　①　利用者の意見に基づく改善は

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

１．ＳＤＧｓへの取り組みについて

　(1) リサイクル意識の向上について

　　①　回収された粗大ごみを売却することへの考えは

２．市民と行政とのパートナーシップについて

　(1) 自治会組織に対する市の認識について

　　①　現在の加入状況をどのように捉えているか

　　②　加入促進への取り組みは

３．誰一人取り残さないまちについて

　(1) 発達性ディスレクシア(読み書き障害)について

　　①　現状をどのように把握しているか

　　②　児童生徒への対応は

　　③　児童生徒以外の方々への対応は

４．公共事業について

　(1) 施工時期について

　　①　現在の発注及び施工時期の状況は

　　②　平準化への取り組みは

　　③　今後の平準化に向けて、「見える化」、「取り組みの促進」
      への考えは
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１１．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)

１．市民の皆様の声より

　(1) 市民からの相談内容より

　　①　障害児通所支援の利用にかかる費用及び受け入れ等の課題に
      ついて

　　②　通級教室における予算及び人材確保等の課題について

　　③　ＮＴＮ総合運動公園テニスコートの利用料金と他施設の利用
      料金との差について

　　④　こども及び妊産婦世帯への優遇と感じさせないために他世帯
      への対応は考えているのか？

２．マスク着用に関して

　(1) マスク着用の自由化について

　　①　小中学生の給食時のマスク着用及び黙食緩和の現状は？

　　②　マスク自由化に対する学校での生徒、児童への説明は？

３．桑名市人口減少対策パッケージ“１４万”リバウンドプランに関
  して

　(1) 桑名市独自の減税をする考えはないのか？

４．公共施設への再生可能エネルギー等導入事業に関して

　(1) 公共施設への太陽光発電設備の設置に関して

　　①　耐用年数を経過した太陽光発電施設の処理はどうするつもり
      なのか？

　　②　火災時の対応は？

５．新型コロナワクチン接種後の副反応について

　(1) 副反応の相談窓口について

　　①　相談窓口は設置しているのか？

　　②　市民からどのような内容の相談があるか把握しているのか？

１２．無会派(日本共産党桑名市議団)　多　屋　真　美　(発言時間：15分　発言方法：併　用)

１．青葉小学校のスクールバスの事故について

　(1) 経緯と対応について

２．多度地区小中一貫校整備事業について

　(1) 子ども、保護者、地域への説明について

　　①  段階的に開校するという話もあったが、その説明はしたの
　　　か？

　　②　今後、進捗等について説明する予定はあるのか？
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１３．　無　　会　　派　　　飯　田　尚　人　(発言時間：45分　発言方法：一問一答)

１．桑名市の高齢者政策について

　(1) 桑名市の高齢者への政策とその考え方について

２．高齢化地域の住環境の改善について

　(1) 深谷地区の現状と今後について

　　①　病院・医院が無い現状とその対策について

　　②　日常生活に必要不可欠な買物が出来るお店が無いという現状
      と今後の展開について

　　③　Ｋバスを利用する上での課題の認識と今後のサービスの向上
      について

　(2) 城南地区の工事等要望事項について

　　①　地元要望に対する現状把握と施工実績について

　　②　長年の継続要望に対する実施の可能性について

３．桑名市の緊急医療対策について

　(1) 救急情報ダイヤル・コールセンターについて

　　①　市として、県・市それぞれで実施している事業の有用性と費
      用対効果について

※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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