
７  一般質問の項目
第１回定例会

年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.2.27 清　水　義　朋

（一括）
１　横田基地について
（１）航空機の整備・運用等について
（２）ＮＨＫ受信料の補助打ち切りについて
２　教育行政について
（１）教員の働き方改革の見解について
（２）就学前教育と小学校教育との円滑な接続について

町　田　成　司
（一問一答）

１　富士見通りについて
（１）富士見通り線整備事業の進捗状況について
（２）富士見通り地区の地区計画の策定について
２　核シェルターについて
（１）当市における核シェルターの考え方について
３　敬老大会について
（１）これまでの経緯と現状、今後について
（２）金婚式を迎えた方々への表彰状の授与について

乙　津　豊　彦
（併用）

１　道路行政について
（１）市道の管理について
（２）通称赤道（あかみち）について
２　教育行政について
（１）学力向上策について
（２）発達障害教育について
（３）道徳教育について

田　村　正　秋
（一括）

１　受動喫煙の防止対策について
２　福生市防災食育センターについて
（１）オープンから現在までの運用状況について
（２）環境に配慮した取り組みについて
（３）おいしい給食づくりに向けた取り組みについて
３　交通安全対策について
（１）通学路における安全対策について
（２）小・中学校における交通安全教育について
４　未来を拓く　ふっさっ子学習発表会について

武　藤　政　義
（一括）

１　民間活力の導入について
（１）民間活力導入を決定するまでのプロセスについて
（２）今後の展望について
２　コミュニティスクールについて
（１）学校運営協議会、準備委員会の設置について
（２）組織作りをしていく上での課題について

30.2.28 青　木　　健
（併用）

１　高齢者、障害者等を対象とした通報システムについて
２　福祉バスについて
（１）これまでの評価と課題について
（２）今後の方向性について
３　雪害対策について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.2.28 佐　藤　弘　治

（一括）
１　平成30年度の組織体制について
（１）新たな組織体制による市政運営について
（２）組織体制の変更がある部署について
２　介護保険事業について
（１）地域包括ケアシステムの基本的な考え方について
（２）新しい総合事業について
（３）地域共生社会の形成と「もう一つの予防」について
３　いじめについて
（１）いじめ問題への基本的な考え方について
（２）本市におけるいじめの状況について
（３）いじめが起きるメカニズムについて

大　野　　聰
（一括）

１　使用料、手数料等について
（１）現行使用料手数料等の改定基準と改定状況につい
　　て
（２）新公会計制度実施に伴う改定の検討状況、改定基
　　準、改定時期について
２　保育行政（認可保育所）について
（１）保育所の指導検査の状況について
（２）第三者評価の受審状況と結果の公表について
（３）待機児童対策について
（４）職員の処遇について
（５）民間保育所の地域との交流について

末　次　和　夫
（併用）

１　町会・自治会の加入率について
（１）行政にとっての町会・自治会について
（２）加入率の現状及び今後の加入率の推移について
（３）加入率低下の要因及び問題点について
（４）加入率維持、向上へ向けた今後の対策について

田　村　昌　巳
（一括）

１　防災対策について
（１）大雪に対する市の対応について
２　学校給食について
（１）中学校給食の実施までの経緯等について
（２）新年度（平成30年度）に向けての運営について

三　原　智　子
（一問一答）

１　若者の声をまちづくりに活かすことについて
（１）若者議会等の設置について
（２）第５期総合計画策定に向けての意見聴取について
２　生活困窮者支援事業について
（１）現在の状況について
（２）今後の取り組みについて
３　福生市公民館開館40周年記念事業について
（１）シンポジウムについて
（２）公民館の今後について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.3.1 池　田　公　三

（併用）
１　平成30年度の市政の方向性について
（１）市の経済状況、市民の生活状況について
（２）人口減少、定住化対策の評価について
（３）市の財政状況、特に基金の状況、あり方について
２　子育てしやすい街のさらなる充実に向けた取り組みに
　ついて
（１）保育士家賃補助制度の導入について
（２）学校給食費無償化について
３　生活保護費(生活扶助費）５％削減の政府方針の影響
　について
（１）生活保護受給者への影響について
（２）就学援助受給家庭への影響について

五十嵐　み　さ
（併用）

１　きめ細やかな防災施策について
（１）女性視点の防災ブック「東京くらし防災」について
（２）電光掲示板等での情報伝達について
２　ＡＥＤについて
（１）ＡＥＤ設置のさらなる普及推進について
３　学校の危機管理体制について
（１）学校危機管理マニュアルについて
（２）学校での心肺蘇生教育等の普及推進について
４　教員の働き方改革について

堀　 雄 一 朗
（併用）

１　災害時の医療救護対策について
（１）医療情報の収集・伝達について
（２）即時対応期の医療救護活動について
（３）医薬品・医療資器材の確保について
２　平和と核軍縮について
（１）平和を育む事業の推進について
（２）平和・軍縮教育について

奥　富　喜　一
（一問一答）

１　市内のバリアフリーへの取り組みについて
２　横田基地について
（１）空中衝突防止会議について
（２）横田基地所属の新型輸送機の更新状況について
（３）横田基地所属Ｃ－130Ｊの部品遺失について
（４）パラシュート人員降下・物資投下訓練について
（５）輸送・兵たん基地に加え、特殊作戦基地化について
（６）米軍機・自衛隊機事故から市民を守ることについて

原　田　　剛
（併用）

１　横田基地について
（１）航空機の安全について
（２）飛行経路について
２　農業振興について
（１）生産緑地と都市農業振興について
（２）認定農業者制度について
３　乳幼児期のスターティング・ストロングについて
４　教育行政について
（１）教育センターについて
（２）特別支援教育について
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第２回定例会
年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.6.5 清　水　義　朋

（一括）
１　横田基地について
（１）ＣＶ－22オスプレイ配備について
２　広域連携の取り組みについて
（１）広域連携の取り組みの現状と考え方について
３　教育行政について
（１）ふっさっ子未来提言の総括について

町　田　成　司
（一問一答）

１　保育行政について
（１）障害を持つ児童と特別の配慮が必要な児童への対
　　応について
２　入札制度について
（１）市内事業者の入札に対する現状と今後について
　

乙　津　豊　彦
（一括）

１　人口減少について
（１）「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推
　　計）」について
（２）「福生市人口ビジョン及び総合戦略」への影響につい
　　て
２　新元号について
（１）新元号に対する国の方針について
（２）当市における対応について

大　野　　聰
（一括）

１　福生駅西口地区市街地再開発事業について
（１）西口地区の再開発に向けた検討状況と今後の取り組
　　みについて
（２）福生駅西口地区市街地再開発準備組合からの要望
　　書に対する対応について
２　福生駅西口の放置自転車と福生駅西口自転車駐車
　場について
（１）放置自転車の現状と対策について
（２）福生駅西口自転車駐車場の利用状況と今後の対策
　　について

三　原　智　子
（一問一答）

１　防災行政及び消防行政について
（１）避難所運営連絡会について
（２）消防団について
２　図書館での取り組みについて
（１）福生市立図書館基本計画について
（２）多様なサービスについて
３　学校図書館の現状等について

30.6.6 田　村　正　秋
（一括）

１　福生ワールドカフェについて
２　都市農業について
（１）都市農業等の取り組みについて
（２）認定農業者制度について
３　ブラインドサッカーについて
４　茶室「福庵」について
（１）現在の利用状況等について
（２）平成30年度の取り組みについて
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.6.6 青　木　　健

（併用）
１　防災・減災の取り組みについて
（１）消防団員の準中型免許取得に係る費用の公費助成
　　制度の創設について
（２）避難所等における被災者の心身の負担軽減につい
　　て
（３）外国人住民、訪日外国人旅行客の対応について
２　母子保健施策について
（１）妊産婦歯科健康診査について
（２）産後ケアについて
３　フレイル予防の取り組みについて

幡　垣　正　生
（併用）

１　公共施設等マネジメントの取り組みについて
（１）今後の取り組みについて
２　未利用地等の活用について
（１）未利用地等の現状と利用検討状況について
（２）市内都有地の状況について
３　中央体育館のバリアフリーについて
４　学童クラブについて
（１）学童クラブの安全対策について
（２）学童クラブ支援員等の研修について

末　次　和　夫
（一括）

１　教育行政について
（１）学区の再編について
（２）小中一貫校について

佐　藤　弘　治
（一括）

１　障害者施策について
（１）障害福祉計画の基本的な考え方と関係機関との連携
　　について
（２）障害の理解と合理的配慮の推進について
（３）社会参加の促進と就労支援について
（４）福生市の障害者雇用について
２　生涯学習について
（１）生涯学習社会の形成について
（２）学校・家庭・地域の連携による生涯学習の基礎づくり
　　について
（３）多様な学習活動の展開・ネットワークの整備について
（４）生涯学習推進体制の整備

串　田　金　八
（一括）

１　防災行政について
（１）平成30年度の総合防災訓練について
（２）災害時に対するインフラ設備の現状について

30.6.7 堀　 雄 一 朗
（併用）

１　福生市人口ビジョン及び総合戦略について
（１）「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推
　　計）」について
（２）住宅施策分野の取り組みと土地利用状況調査につい
　　て
（３）駅前の再開発、高度利用化の推進について
２　街区公園・近隣公園・地区公園等について
（１）利用状況調査と計画的改修について
（２）開発許可制度における提供公園について
３　児童・生徒を対象とした補助制度について
（１）全ての児童・生徒を対象とした補助について
（２）就学援助制度について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.6.7 五十嵐　み　さ

（併用）
１　商工業の振興について
２　住宅施策について
（１）空き家対策について
（２）改正住宅セーフティネット及び住宅ストックの活用に
　　ついて
（３）公営住宅の保証人撤廃について
３　障がい者の支援について
（１）障がい者の就労について
（２）在宅での就労移行支援について
（３）障害者優先調達推進法について
（４）障がい者インクルーシブ防災の具体的な推進につい
　　て

武　藤　政　義
（一括）

１　多摩橋通りの工事の進捗状況について
２　東京2020オリンピック・パラリンピックに伴う設備整備に
　係る補助金の活用について
３　学校支援地域組織について
（１）本事業の意義、目的について
（２）これまでの成果について

池　田　公　三
（一問一答）

１　公共施設等総合管理計画について
（１）公共施設総保有量（総延べ床面積）の20％削減目標
　　について
（２）庁内検討会議と個別施設計画について
２　防災食育センターによる学校給食の一層の改善・充実
　について
（１）中学校における実施状況について
（２）児童・生徒・保護者へのアンケート実施について
３　学校教職員の働き方改革について
（１）福生市における超過勤務時間等の状況について
（２）学校労働安全衛生規定の内容について

原　田　　剛
（併用）

１　公共施設の総合管理について
（１）公共施設に関する個別施設計画について
（２）包括施設管理委託について
２　地方公会計制度（新公会計制度）について
（１）財務諸表の活用とマネジメントについて
（２）固定資産台帳の最適化について
３　教育行政について
（１）小・中学校校舎の長寿命化について
（２）水泳指導について
（３）プールの維持管理について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.6.8 奥　富　喜　一

（一問一答）
１　玉川上水・分水網の保全・再生等について
（１）市内外の行政および各団体の取り組みについて
（２）玉川上水旧堀跡の保全について
（３）福生加美上水公園自然塾の活動について
２　多摩川中央公園新設のバーベキュー場について
３　連動信号機設置について
４　横田基地問題について
（１）パラシュート人員降下・物資投下訓練について
（２）ヘリコプターによる物量落下等事故の恐怖について
（３）横田基地所属の新型Ｃ－130Ｊ輸送機について
（４）ＣＶ－22オスプレイ今夏横田基地配備等について
（５）横田基地の特殊作戦基地化について
（６）朝鮮国連軍との関係について

第３回定例会
年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.9.4 清　水　義　朋

（一括）
１　横田基地について
（１）ＣＶ－22オスプレイ配備について
２　スポーツ推進施策について
（１）東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み
　　について
（２）地域スポーツクラブの現状と課題について
３　ＡＥＤのコンビニエンスストアへの設置について

原　田　　剛
（併用）

１　地方公共団体における内部統制について
２　防災について
（１）洪水について
（２）まるごとまちごとハザードマップについて
（３）気象防災アドバイザーについて
（４）小・中学校の塀について
３　ＡＥＤについて
４　学校ＩＣＴについて
（１）ＩＣＴ環境整備について
（２）ＩＣＴを活用した授業について

大　野　　聰
（一括）

１　震災時におけるブロック塀等の倒壊対策について
２　児童虐待防止対策について
（１）福生市における児童虐待の現状と対応について
（２）児童相談所との連携について
（３）児童福祉法、児童虐待防止法の一部改正に伴う市の
　　対応について

乙　津　豊　彦
（併用）

１　固定資産税について
（１）固定資産税の課税誤りについて
（２）所有者不明の土地・建物について
２　犯罪のないまちづくりについて
（１）犯罪発生状況について
（２）社会を明るくする運動について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.9.4 田　村　正　秋

（一括）
１　環境問題について
（１）プラスチック系ごみの処理対応について
２　健康行政について
（１）熱中症対策の取り組み等について
３　「民間活力導入調査」報告書について
４　福生市営競技場の人工芝生化について

30.9.5 串　田　金　八
（一括）

１　安全安心まちづくりについて
（１）ほたる坂の倒木及び落石について
（２）市内の土砂災害危険箇所について
（３）多摩川の河川氾濫について

幡　垣　正　生
（一括）

１　子育て世代包括支援センターの現状と課題について
２　地域猫制度について
（１）地域猫制度の現状と課題について
（２）猫の去勢・不妊手術費助成金の交付状況について
（３）今後の取り組みについて

武　藤　政　義
（一括）

１　コミュニティ・スクールについて
（１）学校運営協議会及び準備委員会の具体的な進め方
　　について
（２）コミュニティ・スクールにおける教育委員会の関わり方
　　について
２　不登校対策について
（１）小・中学校における不登校の状況について
（２）小・中学校の取り組みについて

佐　藤　弘　治
（一括）

１　福生七夕まつりについて
（１）七夕まつりに対する基本的な考え方
（２）七夕まつりの変容について
（３）安全・安心対策及びごみ対策について
（４）2020年の第70回開催に向けての取り組みにつ いて
２　緑と水のまちづくりについて
（１）緑と水のまちづくりの基本的な考え方について
（２）課題への取り組みとその進捗状況について
（３）まちづくりにおける緑と水の理念の活かし方について

三　原　智　子
（一問一答）

１　横田基地の機能強化について
（１）ＣＶ－22オスプレイの横田基地配備について
２　福生市地域防災計画について
（１）航空機事故に対する応急・復旧対策計画について
３　介護者（ケアラー）支援の推進について
（１）市の考え方について
（２）家族介護者の支援について
４　子どもの健やかな発育・発達を支援するまちづくりにつ
　いて
（１）障がい児へのきめ細やかな支援について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.9.5 青　木　　健

（一問一答）
１　受動喫煙防止対策について
（１）対象施設等の現状と今後の対応について
（２）公衆喫煙所について
（３）受動喫煙防止対策に係る補助事業等について
２　子育て環境の充実について
（１）多様なニーズに対応できる子育て環境の整備につい
　　て
（２）病児保育事業について
（３）子育て支援カード事業について
３　公共空間について
（１）公共空間の在り方について
（２）市役所庁舎、公有地等の活用について

30.9.6 堀　 雄 一 朗
（併用）

１　子ども・子育て支援について
（１）児童虐待の対応について
（２）里親制度（養育家庭・養子縁組）について
２　サイクルシェアリングについて
（１）サイクルシェアリング事業の成果について
（２）自転車シェアリングの広域相互利用について
３　水道と下水道について
（１）水道料金と下水道料金について
（２）横田基地の上下水道管渠の管理状況について
（３）下水道事業の広報活動とマンホールカードについて
４　公文書管理について
（１）公文書管理とその保存について
（２）住民票の保存期間について

五十嵐　み　さ
（一問一答）

１　福生市における障がい者の職員採用について
（１）障害者雇用促進法改正を受けての取り組みについて
（２）受験資格等について
２　乳幼児や小児の予防接種について
（１）予防接種に対する助成について
（２）ＢＣＧワクチン予防接種について
３　福生七夕まつりについて
４　放課後の子どもの居場所について
（１）学童クラブについて
（２）ふっさっ子の広場の総括と課題について
（３）放課後子ども総合プランの推進について

池　田　公　三
（一問一答）

１　公共施設等総合管理計画を長寿命化を基本として見
　直すことについて
２　新５Ｇ施策を人口減少・定住化対策として一層の改善
　・充実を図ることについて
（１）子育て支援住宅整備助成事業について
（２）新たに子育て支援家賃助成事業を行うことについて
３　子どもと子育て世代の定住化に有効性が期待される
　学校給食費の無償化について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.9.6 奥　富　喜　一

（一問一答）
１　熱中症対策について
（１）厚生労働省からの周知依頼の概要及び市内での取り
　　組み状況について
（２）生活保護世帯の予防対策について
（３）小・中学校の予防対策について
２　駅周辺バス・タクシー乗降場の屋根設置について
３　横田基地問題について
（１）ＣＶ－22オスプレイの一時的な立ち寄りについて
（２）横田基地のＣＶ－22オスプレイ正式配備について
（３）特殊作戦基地化する横田基地について
（４）米軍トモダチ作戦での放射性物質の保管について

第４回定例会
年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.12.4 清　水　義　朋

（一括）
１　平成31年度予算編成について
（１）基本的な考え方について
（２）重要施策について
２　横田基地について
（１）ＣＶ－22オスプレイ正式配備について
３　全国大会等の出場者支援について

町　田　成　司
（一問一答）

１　ごみ及び資源収集について
（１）ごみ及び資源収集の現状と課題について
２　交通安全対策について
（１）市内の交通安全対策の現状について
３　中小企業振興資金融資制度及び小口零細企業資金
　融資制度について
（１）福生市中小企業振興資金融資条例改正後の状況に
　　ついて

幡　垣　正　生
（一括）

１　障害福祉施策について
（１）発達障害者（児）支援の取り組みについて
（２）療育から就労までの取り組みについて
２　コミュニティ・スクールにおけるコーディネーターの役割
　について
（１）学校支援コーディネーターとコミュニティ・スクール・
　　コーディネーターの役割について
３　部活動指導員の制度化について

末　次　和　夫
（併用）

１　「ふっさ情報メール」等による不審者情報について
（１）平成30年度の「ふっさ情報メール」による不審者情報
　　について
（２）幼児、児童、生徒の保護者への不審者情報の周知に
　　ついて
（３）不審者への対応、対策について
２　牛浜駅東口公園内にある線路沿いの空間の活用につ
　いて
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.12.4 乙　津　豊　彦

（一括）
１　福生市の長期計画について
（１）福生市総合計画（第４期）10年を迎えて
（２）福生市教育振興基本計画10年を迎えて
２　マイナンバーについて
（１）マイナンバー制度の現状について
（２）マイナンバー制度の周知について
（３）マイナンバー提示の義務化について

武　藤　政　義
（一括）

１　指定管理者制度について
（１）事業決定の過程について
（２）自主事業の内容と定義について
２　職員厚生について
（１）職員研修の実施状況について
（２）人事考課制度で得られた成果について
３　国道16号線武蔵野橋北交差点の形状変更について
（１）形状変更の内容について
（２）渋滞対策について

30.12.5 青　木　　健
（併用）

１　平成30年９月に発生した台風24号について
２　地域ＢＷＡ（地域広帯域移動無線アクセス）システムを
　活用した情報インフラの整備について
３　子どもの健やかな成長を支援する取り組みについて
（１）新生児聴覚検査に係る取り組みについて
（２）子どもの視力検査の充実について
（３）小児がん等の治療後のワクチン再接種費用の公費助
　　成制度の創設について
４　風疹予防接種助成事業について

五十嵐　み　さ
（併用）

１　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について
（１）福生市におけるＳＤＧｓの推進について
（２）今後、総合計画や各種計画へ反映させることについ
　　て
（３）教育現場におけるＳＤＧｓについて
２　食品ロス削減について
（１）市の公の取り組みについて
（２）民間等との協働について
（３）教育現場における食品ロスの現状と削減推進につい
　　て

三　原　智　子
（一問一答）

１　幸せを感じることのできる妊娠・出産・子育てについて
（１）特に支援の必要な妊婦への対応について
（２）望まない妊娠について
２　災害時に安心して過ごすことのできる避難所について
（１）トイレ機能の確保について
（２）居住空間やプライバシーの確保について
（３）女性や子どもへの支援について
（４）障がい者への支援について

田　村　正　秋
（一括）

１　福生市サイクルシェアリング事業について
２　安全・安心な自転車社会に向けた取り組みについて
３　幼保無償化について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.12.5 串　田　金　八

（一括）
１　福生ふれあいフェスティバル（ふっさ健康まつり・産業
　祭・福生市民文化祭）について
（１）福生ふれあいフェスティバルの経緯について
（２）福生ふれあいフェスティバルの内容について
（３）今後の方向性について

30.12.6 池　田　公　三
（一問一答）

１　教職員の長時間労働の是正について
（１）現状の長時間労働を生み出した根本原因について
（２）自治体として取り組むことのできる改善策について
２　学校給食費の無償化に係る幾つかの論点整理につい
　て
（１）学校給食法は、食材費を自治体が負担することを禁
　　止していないことについて
（２）学校給食費を「受益者負担」と捉える教育委員会の見
　　解について

佐　藤　弘　治
（一括）

１　富士見通りの拡幅とまちづくりについて
（１）まちづくり協議会の活動状況について
（２）地区計画策定に向けての今後のスケジュールについ
　　て
２　市の基本構想と各計画の策定及び管理について
（１）基本構想の理念と各計画について
（２）計画の体系について
（３）各計画とその関連計画との関係及び進捗管理等につ
　　いて
３　学区について
４　学校を核とした公共施設の再配置について
（１）学校を核とした公共施設の複合化・集約化について
（２）核となる学校の適正な配置について

原　田　　剛
（併用）

１　横田基地について
（１）ＣＶ－22オスプレイと基地機能の変化について
（２）飛行経路について
（３）横田基地日米友好祭について
２　道路行政について
（１）踏切の拡幅について
（２）ＪＲ八高線の教会踏切について
３　マイクロプラスチックとプラスチックごみについて
４　学校ＩＣＴについて
（１）授業用パソコンについて
（２）教師のパソコン活用について

奥　富　喜　一
（一問一答）

１　全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」について
２　日米地位協定を抜本的に見直すことについて
（１）日米安全保障条約について
（２）日米地位協定について
（３）日米地位協定に定められた米軍の特権について
３　横田基地問題について
（１）横田基地のＣＶ－22オスプレイについて
（２）Ｆ／Ａ－18等戦闘攻撃機の飛来について
（３）日米共同統合演習「キーン・ソード19」について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
30.12.7 堀　 雄 一 朗

（併用）
１　発達障害者の支援について
（１）発達支援における教育と福祉の連携について
（２）発達障害者支援体制整備について
（３）児童発達支援事業について
２　公共施設の再編について
３　高齢者の移動支援について
４　インターネットでの無料画像使用について
５　五日市街道の渋滞について
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