
通　　告　　者 質　　　問　　　内　　　容 質問方式 時　間

1

田　村　昌　巳

2

乙　津　豊　彦

3

清　水　義　朋

4

武　藤　政　義

１　第６０回福生七夕まつりについて
（１）今回取り組まれた主な内容について
（２）達成された効果について
２　お買い物ありがとうキャンペーンについて
（１）どのように総括されているのか
３　市民会館立体駐車場利用状況調査の報告につ
　いて
（１）市民会館立体駐車場利用状況調査の趣旨に
　　ついて
（２）市民会館立体駐車場の利用実態について

１　次世代育成支援行動計画（後期計画）につい
　て
（１）当市の行動計画の特徴について
（２）後期計画の特徴について
（３）施策の展開について
２　孤独死から無縁死へ
（１）話題となっている所在不明高齢者について
（２）社会として対応すべき時期に入ったか
３　都市基盤整備について
（１）福生南公園の全面開園に向けて
（２）市道幹線Ⅱ―１８号線（田園通り）改良工
　　事について

１　行財政運営について
（１）公共施設の将来費用推計について
（２）福生市における今後の見込みについて
２　教育行政について
（１）学校へのＩＣＴ機器の導入について
（２）朝学習等におけるゲーム機の使用について

混　　合

一　　括

１時間
１５分

４５分

　　　　　　　　　　　　　一　般　質　問

平成22年第３回福生市議会定例会

１　市長の「五つの元気」施策について
（１）「五つの元気」施策の進捗状況について
（２）財政負担について
（３）今後の取り組みについて
２　商工会館（もくせい会館）のバリアフリー化
　について
（１）バリアフリー化について
（２）エレベーター設置について

４５分一　　括

一　　括 １時間

通告者数：１７名
通告時間：１８時間３５分
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通　　告　　者 質　　　問　　　内　　　容 質問方式 時　間

5

杉　山　行　男

6

田　村　正　秋

7

原　田　　　剛

8

青　海　俊　伯

１時間
１０分

１時間
３０分

１時間

 混　　合

一問一答

１　買い物弱者問題について
２　開かれた市政運営について
３　人と動物の共生について
（１）地域猫事業について
（２）市営住宅における犬・猫との共生について
４　ゲリラ雷雨対策について
（１）現状の雨水対策
（２）ゲリラ雷雨に弱い地域への対策
（３）事前予測体制について

 一　　括

１時間
３０分

１　高齢者福祉について
（１）高齢者の所在確認について
（２）高齢者の日常の安否確認について
（３）救急医療情報キットの配布状況について
２　成年後見制度について
（１）成年後見センターの支援内容と成年後見制
　　度の相談と利用状況について
（２）地域福祉権利擁護事業の利用状況について
３　防災行政について
（１）避難誘導標識について
（２）災害時要援護者登録制度の登録状況

１　福祉行政について
（１）児童虐待対策について
２　土木行政について
（１）ゲリラ豪雨対策について
３　環境行政について
（１）ガーデニングのある家事業について
４　教育行政について
（１）市内の小・中学校施設整備について
（２）小・中学校の夏休み期間について

１　雨水、豪雨対策について
（１）雨水、豪雨対策の現状は
（２）ゲリラ豪雨時の市内の状況をどのように把
　　握しているか
２　横田基地の現状について
（１）米軍基地としての現在の状況は
（２）航空自衛隊航空総隊司令部移駐に伴う進捗
　　状況
（３）今年の日米友好祭について
３　子宮頸がんワクチンについて
（１）ワクチンと予防医療について
（２）昨秋に承認されたワクチンはどのようなも
　　のか
４　図書の貸し出しについて
（１）貸し出し状況と返却状況

混　　合
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通　　告　　者 質　　　問　　　内　　　容 質問方式 時　間

9

末　次　和　夫

10

堀　雄　一　朗

11

12

大　野　悦　子

１　地域社会のつながりについて
（１）地域全体での仕組みづくりについて
２　生涯学習について
（１）社会教育環境の現状について
（２）社会教育の課題について
（３）連携・協力のコーディネーターについて
（４）社会教育主事について

一　　括

１　高齢者対策について
（１）１００歳以上の高齢者の所在確認につい
　　て、福生市の対応の状況は
（２）所在確認の方法と根拠について
（３）１００歳未満の高齢者の所在確認の必要性
　　も指摘されているが、その対応もしているの
　　か
２　第６０回七夕まつりを終えて
（１）七夕まつりを終えての率直な感想を
（２）市民模擬店参加者の内容、リピーターにつ
　　いて
（３）出店料値上げの影響は
（４）丘の広場のイベント、初めての利用状況に
　　ついて

１時間

４０分

増　田　俊　一
一　　括

混　　合

１　ＪＲ牛浜駅の全面改修について
（１）進捗状況について
（２）事業額及び防衛補助等の活用について
（３）完成までのタイムスケジュールについて
２　町会会館及び地代補助について
（１）町会会館、自治会集会所の所有形態につい
　　て
（２）会館、集会所の補助等について
（３）地代補助について
３　全国学力テストについて
（１）今年度の抽出方式について
（２）来年度の対応について

混　　合

１時間
３０分

１時間

１　安全安心まちづくりについて
（１）市内防犯カメラ設置状況について
（２）公園・駅前広場における防犯カメラ設置に
　　ついて
２　福祉保健行政について
（１）病気から市民を守る予防ワクチンについて
（２）高齢・身障者の粗大ごみの運び出しについ
　　て
３　高齢者の移動について
（１）福祉交通について
（２）高齢者が休息できるベンチについて
４　地域活性化について
（１）フィルムコミッションについて
（２）「地域資源∞全国展開プロジェクト」につ
　　いて
５　公民館について
（１）これまでの取り組みについて
（２）これからの役割について
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通　　告　　者 質　　　問　　　内　　　容 質問方式 時　間

13

14

小　野　沢　久

15

髙　橋　章　夫

16

阿　南　育　子
１時間
１５分

１　防災行政について
（１）災害時に住宅が流出、倒壊等での援助対策
　　について
（２）災害時に、床上浸水、倒壊などにより使用
　　できなくなった家具等の処分対策について
２　福生市の人口について
（１）人口減少の要因について
（２）人口減少への対策は、どのように考えてい
　　るか
３　教育行政について
（１）学校給食の現状について
（２）学校給食センター内プロジェクトチームの
　　進捗状況について
（３）学校給食センター建てかえ等の考え方につ
　　いて

１　道路行政について
（１）生活道路等への通過車両進入対策について
（２）自転車の危険な運転について
（３）歩道の段差について
２　福祉保健行政について
（１）申請書の入手をしやすくすることについて
３　中学校の昼食対策について
（１）中学校の昼食の時間について
（２）ランチルームの利用について

４５分

１　環境行政について
（１）環境家計簿の取り組みについて
（２）取り組みの広報体制について
２　事務事業評価について
（１）事務事業評価への市民参画について
３　夏休み中の子どもの居場所について
（１）小学生の居場所の現状について
（２）児童館や学童、ふっさっ子の広場等と、
　　小・中学校の連携について
４　図書館行政について
（１）拝島駅への返却ポスト設置について

一　　括

一　　括

一　　括

１時間
１５分

１　住民情報システムの更新について
（１）システム更新の経過と概要について
（２）現在の進捗状況について
２　環境フェスティバルについて
（１）概要及び実施状況について
（２）温暖化ガス削減対策について
３　米軍横田基地について
（１）市長の取り組みについて
（２）航空総隊司令部工事の進捗状況等について
（３）基地友好祭について
４　教育行政について
（１）新学習指導要領実施に向けての状況につい
　　て
（２）児童・生徒、保護者等への影響等について

一問一答

羽　場　　茂
４５分
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通　　告　　者 質　　　問　　　内　　　容 質問方式 時　間

17

奥　富　喜　一
１時間
３０分

１　米軍横田基地について
（１）航空総隊司令部移駐関連工事の進捗状況に
　　ついて
（２）Ｃ－１７輸送機が墜落した事故について
（３）横田基地内での燃料漏れ事故発生について
（４）事件・事故等６月議会以降での情報はある
　　か
２　ＣＯ２を５０％削減する取り組みについて
（１）数値目標の基礎数値での問題点について
（２）環境家計簿の取り組みの進捗状況について
３　国民健康保険税の値下げについて
４　福祉のワンストップサービスについて
５　福祉バス及び市内循環バスについて
（１）本格実施後の現況について
（２）残された課題、市内循環バスの取り組みに
　　ついて

一問一答
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