
平成２５年大網白里市議会第１回定例会
市政に対する一般質問通告一覧

日　　時 質  問  者 時　間 要                    旨

2月20日 上家初枝議員 ６０分 １．文化施設の建設について

（水） ２．防災対策について

午前10時 　・ 水の確保

　・ 避難所整備

　・ 住民への周知方法

３．子育て支援について

　・ 通学路の整備状況

　・ 就学援助制度の周知と活用方法

　・ 通学用ヘルメットの支給

４．生活支援について

　・ 生活保護について

　・ 介護保険制度について

2月20日 大野英雄議員 ６０分 １．大網駅周辺の整備について

（水） 　① 駅南地区の構想図の状況

午前11時 　② 駅前の看板の使用状況

２．民営化の検討状況について

　① 公民館民営化の協議会での状況

　② 公民館工事による利用者への対応

３．まちづくりについて

　① 地域再生大賞への挑戦

　② 職員の地域活動への参加

４．福祉事業について

　① 市として取り組んでいること

　② 生活保護者が就業できるようにするための施策

５．出前講座について

　① 申し込み状況

　② 職員の取組みの変化

　③ 次年度の考え方
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平成２５年大網白里市議会第１回定例会
市政に対する一般質問通告一覧

日　　時 質  問  者 時　間 要                    旨

2月20日 秋葉好美議員 ６０分 １．ノロウイルスについて

（水） 　・ ノロウイルスの対策について

午後1時 　・ 高齢者や児童生徒の発生率はどうなのか

　・ 予防対策はどのようにされているのか

　・ どのように市民の皆様に啓発されているのか

２．ジェネリック医薬品について

　・ 現在ジェネリックの薬に変えている住民の皆さん

　　の掌握について

　・ コストの削減はどうなのか

　・ 希望カードの配付はされているのか

　・ 市民への周知は今後どのようにするのか

３．防災対策について

　・ 昨年１１月の避難訓練の結果と今後の改善に

　  ついて

　・ 災害時避難所の運営について

　・ 避難所（Ｈ）、運営（Ｕ）、ゲーム（Ｇ）

　　（ハグゲームの取組みについて）

４．交通弱者対策について

　・ 白里地域の現在の進捗状況をお聞かせください

  ・ 近隣市町の交通弱者対策はどうなのか（東金市

　　や山武市等）及び今後の対策をお聞かせください

2月20日 堀本孝雄議員 ６０分 １．第５次総合計画について

（水） 　① 地域防災計画の進捗状況

午後2時 　② 先の避難訓練時における問題点の検証は

　　どのようにされたか

　③ 避難路（幹線・枝線）への安全性について

　　（箇所：下ヶ傍示橋）

　④ 天然ガスかん水の採取に伴う地盤沈下の

　　防止の取組み及び防災計画との関連性

　⑤ 総合計画にある認定こども園の可能性が

　　今まで検討されたか（白里第一保育所関連）

２．白里地区へのコミュニティバス運行について

３．大網病院について

４．海浜レクリエーション機能の整備を図ることに

　　ついて

５．市長の事務方針について

2月20日 北田宏彦議員 ６０分 １．国民健康保険特別会計健全化について

（水） ２．通学路の安全対策について

午後3時 ３．情報公開制度の運用について

４．駅前トイレの整備について

５．市長の政治姿勢について
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日　　時 質  問  者 時　間 要                    旨

2月21日 岡田憲二議員 ６０分 ①　通学道路について

（木） ②　教育問題について

午前10時 　・ いじめ、体罰について

　・ 人事について

　・ 道徳教育

③　道の駅について

　・ 資金

　・ 形態（運営）

　・ 計画の見直しは？

　・ 責任は？

2月21日 石渡登志男議員 ６０分 １．防災対策について

（木） 　・ 津波避難ビルとしてのそのあり方について

午前11時 ２．耐震改修の補助事業について

　・ 昨年より強く訴えている耐震改修の補助事業、

　　いつ頃から実施していただけるのか

３．駅前問題について

　・ １月１５日の駅前ロータリーについての問題と

　　今後の要望

４．コミュニティバスについて

５．国民健康保険税について

2月21日 田辺正弘議員 ６０分 １．大網白里市のビジョンについて

（木） 　 　 ２．瑞穂地区コミュニティセンターの進捗状況について

午後1時 ３．商工関係について

　 　・　商工業活性化の取組みについて

　・　市制化に伴う商工会館について

　・　商工会青年部への支援について

４．駅周辺のインフラ整備について

５．市営ガスの新設について

2月21日 山田繁子議員 ６０分 １．女性の声を市政に生かす

（木） 　・　女性議会、女性会議の開催について

午後2時 ２．防災対策について

　①　国の平成２４年度補正予算を市の防災対策に

　取り入れる事への取組みについて

　②　スピーディーな市職員の災害時の対応について

３．協働のまちづくりについて

　①　まちづくりサポートセンター支援について

　②　出前講座の更なる取組みについて

４．高齢者や要支援者を介護する人が安心して

　介護できる介護マークのプレートの取組みについて

５．住民ニーズの取組みについて

　・　市立小学校の体操着の着用について
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市政に対する一般質問通告一覧

日　　時 質  問  者 時　間 要                    旨

2月25日 一色忠彦議員 ６０分 １．新設特別養護老人ホーム公募に係る審査方法

（月） 　について

午前10時  ①  住民からの匿名投書について

 ②  評価委員の正当性について

 ③  最終選定者である首長自身の評価について

 ④  住民と行政との信頼関係を損なわないためにも

  詳細な審査結果を公表すべきことについて

 ⑤  議会の検査権（自治法第９８条）及び調査権

 （同法１００条）の行使について

 ⑥  学識経験者による調査（同法１００条の２）について

２．行政委員会等の「非常勤委員」制度について

 ①  現在、非常勤委員（特別職の地方公務員）で構成

  されている委員会（又は委員）（自治法第１３８条の４

  第１項）や審議会等（同法同条第３項）及び条例に

  よらない（要綱設置の）協議会等はいくつあり、非常勤

  委員の総数は何名で、報酬総額及び費用弁償総額

  はいくらか。

 ②  委員会等や審議会等及び協議会等の非常勤

  委員の平均実在任期間は何年か。一人の非常勤

  委員が兼務している委員は平均するといくつで最大

  はいくつか。

 ③  何故「非常勤」とされていると考えるか。非常勤

  であることが住民自治の観点から充分活かされて

  いるか。また、非常勤委員が出席する会議や審理は

  開催日を告知して公開されているか。

 ④ 首長が非常勤委員を任命する場合、具体的に

  どのように人選するのか。

 ⑤  「条例」によって、執行機関としての行政委員会

 （自治法第１３８条の４第１項）を新たに設置する

  ことは可能と考えるか。

 ⑥  個別委員会等の問題点について（教育委員会

  の定数、社会教育委員の任期、選挙管理委員会

  の責務等）

３．さまざまな人的社会資源の連携協働による地域

  福祉体制の構築について
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市政に対する一般質問通告一覧

日　　時 質  問  者 時　間 要                    旨

2月25日 前之園孝光議員 ６０分 １．市制に伴う市長の方針について

（月） 　 　 　①    市長の今後2年間のビジョンについて

午前11時 　②    ｢平成25年度予算編成｣について

　③    ｢各課での特筆すべき新規事業や事業の拡充

　　　など重点施策」について

　④    平成24年度国の補正予算における交付金事業

　　　の活用について

　⑤    ｢姉妹都市｣について

２．図書館の建設について

３．圏央道の開通とスマートインターチェンジについて

４．防災対策として職員地域担当制を

５．ごみ処理について

６．投票率アップについて（期日前宣誓書を入場券

　　に印刷を）

７．福祉サービスの充実について

　　・ 『コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）』配置

　　事業について

2月25日 黒須俊隆議員 ６０分 １．市制施行と住宅政策

（月） 　① 人口増加を期待するターゲットは

午後1時 　② 空き家対策について

　③ 中古住宅リノベーションについて

２．市制施行と子育て支援

　① 助産院誘致について

　② 待機児童と認可外保育施設の助成金について

　③ 副教材費と学級費は公費負担すべきでは

３． 市制施行における議会と行政について

　① 議会事務局体制強化について

４． 市制施行と情報公開

　① 入札のあり方について

　② 情報公開のあり方について

５． 市長市政方針から

2月25日 佐久間久良議員 ６０分 ・ 国保について

（月） ・ 産業振興（農業）について

午後2時 ・ 住民の声を市政に生かすために

・ 事務方針について
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