
７  一般質問の項目
第１回定例会

年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
中止

※参考に当初の
通告者及び質問

内容を掲載

杉　山　行　男
（一括）

１　横田基地について
（１）東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け
　　た軍民共用化について
（２）ボランティア活動について
２　福祉バスについて
３　教育振興基本計画について
（１）一人一人のニーズに応じた教育機会の提供につい
　　て
（２）社会の持続的な発展に貢献する力の育成について
（３）教師力の強化について
（４）歴史遺産の保全と継承について
（５）体験・交流の場の充実について

山　崎　貴　裕
（一括）

１　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会につい
　て
（１）福生市の取り組みについて
（２）聖火リレーイベントについて
（３）小・中学生の競技観戦について
（４）大会後のレガシーについて
２　教育立市福生の推進について
（１）ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて
（２）子どもたちの体力向上について
（３）新学習指導要領による小学生の学びについて

小　林　　　貢
（一括）

１　感染症対策について
（１）感染症の想定範囲について
（２）小・中学校におけるインフルエンザ予防について
（３）状況確認及び駆除対策等について
（４）発症に伴う対応について
（５）市民等への周知方法について
２　市職員の働き方改革について
（１）超過勤務の抑制について
（２）目標設定と現状について
（３）障害者雇用の現状について

石　川　義　郎
（一括）

１　緑と水のまちづくりについて
（１）「福生市緑の基本計画」の経緯と意義について
（２）日光橋公園、みずくらいど公園の意見交換会につい
　　て
（３）公園管理の基本的な考え方について
２　「ワークライフバランス」の取り組みについて
（１）「イクボス、ケアボス」の基本的な考え方について
（２）福生市特定事業主行動計画について
３　教育行政における新たな取り組みについて
（１）学びに向かう力（非認知的な能力）について
（２）不登校特例校分教室について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
中止

※参考に当初の
通告者及び質問

内容を掲載

小　澤　芳　輝
（併用）

１　新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－19）について
（１）福生市における現状認識と対応について
（２）市民からの問い合わせに対する対応や医療機関等
　　との連絡体制について
（３）外国人への対応について
２　福生市の防災体制について
（１）各自治会・町会における自主防災組織の活動内容
　　について
（２）防災倉庫・備蓄庫の装備品の点検について

堀　 雄 一 朗
（併用）

１　公共施設の計画的な維持管理について
（１）個別施設計画について
（２）公共施設の維持管理経費について
（３）再配置基本方針について
２　ＳＤＧsの取り組みの進捗状況について
３　特別支援教育とインクルーシブ教育について
４　ＩＣＴ環境整備と活用について
（１）ＴＯＫＹＯスマート・スクール・プロジェクトについて
（２）学校ＩＣＴ支援員の配置について

三　原　智　子
（一問一答）

１　「多様性と調和」の実現を目指すことについて
（１）オリンピック・パラリンピックと人権について
（２）多様な性の理解の推進について
２　あらゆる男女の人権が尊重される社会づくりについて
（１）福生市男女共同参画行動計画について
（２）政策・方針決定の場における男女共同参画の推進に
　　ついて
３　学校給食と食育の推進について

青　木　　健
（一問一答）

１　市民への情報伝達手段について
（１）ユニバーサルデザインフォントの採用について
（２）行政サービス情報のデジタル配信ツール、閲覧アプ
　　リの導入について
２　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会につい
　て
（１）聖火リレーについて
（２）障害者スポーツ、ユニバーサルスポーツの推進につ
　　いて
３　福祉事業、防災事業へのＶＲ（バーチャル・リアリティ）
　技術の活用について

五十嵐　み　さ
（併用）

１　人生の最終段階における医療・ケアの推進等につい
　て
（１）人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）について
２　市民のさらなる安全安心の確保について
（１）空き家等における防犯対策について
（２）バリアフリー対応型信号機の整備について
３　「孤立」を防ぐ食を中心とした取り組みについて
（１）「子ども食堂」と「子ども宅食」等について
（２）高齢者や多世代が集える食の交流拠点（おとな食堂
　　など）について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
中止

※参考に当初の
通告者及び質問

内容を掲載

武　藤　政　義
（一括）

１　生産緑地について
（１）生産緑地法の概要について
（２）市内の生産緑地について
２　ふっさっ子の広場について
（１）本事業の意義、目的及び得られてきた効果について
（２）民間委託に移行するにあたっての留意点について
３　青年学級にじのはらっぱについて

佐　藤　弘　治
（一括）

１　公共施設の再配置について
（１）ふっさのハコモノを考えよう懇談会及び未来トークに
　ついて
（２）公共施設再配置に向けての今後の取り組みについて
２　防災行政について
（１）台風第19号への対応に係る市民及び職員等の意見
　　について
（２）今後の防災訓練のあり方等について
（３）今後の避難所運営について
３　学区の一部見直しについて

池　田　公　三
（一問一答）

１　学校給食調理業務の民間委託化について
（１）委託化決定に至る手続き上の問題点について
（２）おいしく、安心・安全な給食を守れるかについて
（３）「経費の削減」は本当に可能かについて
（４）官製ワーキングプアを広げることについて
２　学校教職員の変形労働時間制について

原　田　　剛
（併用）

１　行政改革について
（１）事業の精査と事業の効率化について
（２）わかりやすい財政情報について
（３）広域連携について
２　地域交通について
（１）地域公共交通会議について
（２）交通弱者に対しての地域交通について
３　教育行政について
（１）教育委員会と学校について
（２）教員の資質について

市　毛　雅　大
（一問一答）

１　性的マイノリティについて
（１）市の取り組みについて
（２）「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」に
　　ついて
２　米軍横田基地について
（１）フッ素化合物による環境汚染について
（２）米軍の訓練について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
中止

※参考に当初の
通告者及び質問

内容を掲載

幡　垣　正　生
（一問一答）

１　市内における犯罪対策について
（１）現状把握への取り組みと対策について
２　女性消防団員の進捗状況について
３　福生七夕まつりについて
４　中学校クラブ活動の現状と総合型地域スポーツクラブ
　との地域連携について

市　川　佳　樹
（併用）

１　定住化対策について
（１）賃貸住宅等居住者、単身者に対する施策について
２　保育所の待機児童、保留児童の状況について
（１）令和２年４月の入所申請の状況について、待機児童
　　、保留児童の状況とその数字に対する評価と認識して
　　いる課題は

第２回定例会
年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
2.6.3 杉　山　行　男

（一問一答）
１　加藤市長４期目の市政運営について
２　横田基地について
（１）横田基地内の新型コロナウイルス感染症対策等につ
　　いて
３　新型コロナウイルス感染症拡大の市民への影響につ
　いて
（１）地域経済に対する対応について

町　田　成　司
（一問一答）

１　災害対策について
（１）新型コロナウイルス感染症対策等、災害時の避難所
　　及び長期避難所について
２　経済対策について
（１）新型コロナウイルス感染の状況下における事業者に
　　対する支援について

原　田　　剛
（併用）

１　新型コロナウイルス感染症に関する保健対応につい
　て
（１）感染症に対する保健センター対応について
（２）ＰＣＲ検査と軽症者の対応について
２　健康診査・予防接種等について
（１）乳幼児健康診査及び妊産婦・新生児訪問指導等に
　　ついて
（２）予防接種について

小　林　　　貢
（一括）

１　市内事業者の新型コロナウイルス感染症の影響と支
　援策について
（１）国・都・市の支援策について
（２）今後の新たな支援策について
２　学校の長期休校について
（１）児童・生徒の学びの場に関する対応について
（２）不登校児童・生徒の増加防止対策について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
2.6.3 青　木　　健

（一問一答）
１　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う子育て
　世帯への支援について
（１）子育て世帯に対する市独自の支援策について
（２）小・中学校の臨時休校期間における準要保護世帯
　　の給食費の取扱いについて
２　新型コロナウイルス感染症等の流行時における介護
　予防、フレイル対策等について

堀　 雄 一 朗
（併用）

１　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について
（１）特別定額給付金給付事業について
（２）事業者支援について
（３）市民全体への支援について
２　小・中学校でのオンライン学習等の導入と活用につい
　て

佐　藤　弘　治
（併用）

１　予算の執行等について
（１）今後の方針及び考え方と基準について
（２）市独自の施策について
（３）大規模事業等について
２　市民への情報提供について
（１）動画の活用について

山　崎　貴　裕
（一括）

１　新型コロナウイルス影響下における小・中学校教育の
　現状等について
（１）ＧＩＧＡスクール構想に向けた現状とＩＣＴ活用につい
　　て
（２）家庭におけるＩＣＴ環境について
（３）コミュニティ・スクールの仕組みを生かした取組強化
　　について

五十嵐　み　さ
（併用）

１　災害発生時における新型コロナウイルス感染症対策
　について
（１）地域防災計画及び避難所運営マニュアルの見直し
　　について
（２）風水害時の避難行動要支援者等への支援について
２　感染症拡大防止と子どもの心身のケアについて
（１）保育園や学童クラブ等の対応について
（２）子どもへの虐待防止の取組と心のケアについて

2.6.4 石　川　義　郎
（一括）

１　新型コロナウイルス感染症の中で教育行政における
　新たな取組について
（１）学びに向かう力（非認知的な能力）について
（２）不登校特例校分教室について

三　原　智　子
（一括）

１　新型コロナウイルス感染拡大防止対策における支援
　を必要とする子どもや女性への対応について
（１）家庭内で起こる危険を回避するための取組について
（２）産前産後の支援について
２　臨時休校中の児童・生徒への対応と今後について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
2.6.4 市　毛　雅　大

（一問一答）
１　米軍横田基地について
（１）米軍の新型コロナウイルス感染症への対応について
（２）フッ素化合物による環境汚染について
（３）米軍機の飛行回数について

池　田　公　三
（一問一答）

１　新型コロナウイルス感染症対策について
（１）ＰＣＲ検査センターにつなげる発熱外来の設置につ
　　いて
（２）コロナ禍における市独自の子育て支援策について
（３）小学校７校から４校への削減案を、フィジカルディス
　　タンスの観点から考えることについて

第３回定例会
年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
2.9.1 杉　山　行　男

（併用）
１　横田基地について
（１）横田基地における事故について
（２）横田基地における新型コロナウイルス感染症につい
　　て
２　コロナ禍における町会・自治会の役割について
３　教育委員会と民間教育機関との連携について
（１）民間教育機関との連携に至った経緯と学びと社会の
　　連携促進事業（未来の教室）について

山　崎　貴　裕
（一括）

１　新しい学校生活様式を踏まえた学校再開後の小・中
　学校の取組について
（１）教職員、児童・生徒が罹患した場合の対応について
（２）懸念されている学習の遅れと子どもたちへの影響に
　　ついて
（３）オンライン学習等の準備や対策について

小　澤　芳　輝
（一括）

１　環境行政について
（１）レジ袋について
（２）不織布マスクについて
（３）ごみ削減に対する取組について

石　川　義　郎
（併用）

１　新型コロナウイルス感染症の対応について
（１）コロナ禍における風水害時の避難対策について
（２）新型コロナウイルス感染症の市役所の対応について
２　学校教育の現況について
（１）福生市学力・学習状況調査について
（２）福生第一中学校７組の現状と今後について

堀　 雄 一 朗
（併用）

１　新型コロナウイルス感染症対応について
（１）ＰＣＲ検査等について
（２）ワクチン接種等の準備について
（３）休日診療の対応について
（４）市におけるテレワーク・オンライン会議等の取組につ
　　いて
２ 養育費の受け取り支援事業について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
2.9.1 幡　垣　正　生

（併用）
１　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者へ
　の支援について
（１）市独自で実施している支援策の成果及び現在の状
　　況について
（２）今後の支援策について
２　中学校の部活動における新型コロナウイルス感染症
　対策及びその現状について
３　小・中学校における携帯電話の取扱状況について

小　林　　貢
（一問一答）

１　高齢者や障害者等に優しいバリアフリー化の実施状
　況について
（１）第３期福生市バリアフリー推進計画の取組状況につ
　　いて
（２）第４期における計画策定の方向性と現在の進捗状況
　　について

青　木　　健
（一問一答）

１　感染症対策に資する口腔ケアについて
（１）重症化しやすいとされる高齢者への取組について
（２）小・中学校の給食後の歯磨きについて
２　保育サービス等従事者への支援について
３　新しい生活様式を踏まえた公共施設の整備について

2.9.2 五十嵐　み　さ
（一問一答）

１　コロナ禍における風水害時の取組について
（１）住民の早期避難を促す取組について
（２）避難所の開設・運営等について
（３）避難所開設等の訓練について
（４）医療機関等との連携について
２　町会・自治会による資源回収の見直しについて

佐　藤　弘　治
（併用）

１　公共施設の今後について
（１）総量抑制について
（２）施設評価、建物及びその機能の方向性について
（３）学校を核とした生涯学習系施設の再配置について
（４）公共施設に必要な新たな機能の検討について
（５）公共施設の再配置と交通アクセスについて

武　藤　政　義
（一問一答）

１　保育所等の新型コロナウイルス感染症対策について
（１）新型コロナウイルス感染症対策における連携体制に
　　ついて
（２）新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応に
　　ついて
２　青年学級にじのはらっぱについて

三　原　智　子
（一問一答）

１　地球規模で考える環境への取組について
（１）気候危機と電力調達について
（２）プラスチック削減について
２　学校と家庭の連携と相談体制について

原　田　　剛
（併用）

１　公用車のドライブレコーダーについて
２　教育行政について
（１）主体的・対話的で深い学びについて
（２）教員の教える力と指導力について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
2.9.2 池　田　公　三

（一問一答）
１　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策につ
　いて
（１）福生市の感染者の現状について
（２）福生市における感染拡大防止対策について
２　福生市個別施設計画について
（１）すべての施設を長寿命化した場合のコスト計算につ
　　いて
（２）小学校７校から４校への削減根拠について

市　川　佳　樹
（併用）

１　米軍機からの落下物対応について
（１）人や家屋等に落下物があった際の対応について
（２）落下物を拾った際の対応について
２　避難所における新型コロナウイルス感染症対策につ
　いて

市　毛　雅　大
（一問一答）

１　米軍横田基地について
（１）特殊作戦部隊の訓練基地になっていることについて
（２）７月７日の牛浜駅そばへのフィン（足ヒレ）落下事故
　　等、米軍の連続する事故について
（３）横田基地の新型コロナウイルス感染症について

第４回定例会
年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
2.12.1

※文書質問に
よる実施

杉　山　行　男
（併用）

１　令和３年度予算編成について
（１）コロナ禍における基本的な考え方と重点施策につい
　　て
２　総合計画（第５期）に係る個別計画について
（１）行政改革の推進について
（２）総合計画下の個別計画の市民意見の聴取について
３　横田基地について

町　田　成　司
（一問一答）

１　公共施設について
（１）市道に設置している道路照明灯のＬＥＤ化について
２　公園行政について
（１）公園管理の現状について

山　崎　貴　裕
（一問一答）

１　福生市における農業に関する施策について
（１）農地を保全するために行っている施策について
（２）「福生市農業振興計画」の改定における今後の農地
　　保全の考え方について
２　子どもたちへの防犯対策について
（１）「ふっさ情報メール」による不審者情報について
（２）「子ども110番の家」について
３　福生市における教育のＩＣＴに関する取組について
（１）ＧＩＧＡスクール構想の整備状況等について
（２）教員がＩＣＴを活用する能力について
（３）端末使用による子どもたちへの影響について
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小　林　　貢
（一問一答）

１　下の川の安全性について
（１）下の川氾濫対策について
２　公共施設における安全性について
（１）公共施設における有害塗料等の調査について
３　公園の維持管理等について
（１）公園施設の維持管理状況について
（２）公園の維持管理等個別計画の策定について
４　エッセンシャルワーカーへの支援と感謝をする取組に
　ついて
（１）新型コロナウイルス感染症に関わる従事者への支援
　　や配慮について

青　木　　健
（併用）

１　食品ロス削減の推進について
２　行政のデジタル化の推進について
（１）マイナポータルを活用した行政手続のオンライン化
　　について
（２）行政手続における書類等の電子ペーパー化に係る
　　取組について
３　認知症ケアプログラムの導入について
４　産後ケア事業の対象時期の延長について

石　川　義　郎
（併用）

１　学びに向かう力（社会情動的スキル）について
（１）幼稚園、保育園、小学校の連携の具体的な取組に
　　ついて
２　スポーツ行政について
（１）スポーツ行政に対する基本的な考え方と具体的な
　　取組について
３　成人式について
（１）令和３年福生市成人式の内容及びコロナ禍におけ
　　る対策について
（２）成人年齢の引き下げに伴う市の考え方について

小　澤　芳　輝
（併用）

１　コロナ禍における高齢者支援について
（１）心身の健康維持を図る目的で実施したカタログギフ
　　ト配布の現状と対応について
（２）老人福祉センター事業の実施状況について
２　加美上水公園におけるカシノナガキクイムシによる被
　害について

三　原　智　子
（一問一答）

１　地域生活課題に対する総合的な支援のための取組
　について
（１）包括的・重層的な支援体制の整備について
（２）ヤングケアラーについて
２　ジェンダー平等について
（１）取組と課題について
（２）政策・方針決定の場における男女共同参画の推進
　　について
３　教育センターの充実について
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武　藤　政　義
（一問一答）

１　新型コロナウイルス感染症対策について
２　学童クラブについて
（１）学童クラブの設置状況について
（２）通所における安全対策について
（３）今後の展望について
３　多摩川沿いの公園について
（１）各公園設置の経緯等について
（２）令和元年台風第１９号の復旧状況について
（３）今後の維持管理における方針等について

五十嵐　み　さ
（併用）

１　福生市障害者活躍推進計画について
（１）計画の概要について
（２）障害者の雇用率改善について
２　障害児支援の提供体制の整備について
（１）国が示す第２期障害児福祉計画の概要について
（２）児童発達支援センターの設置について
３　公園や緑地の整備、保全等について
４　災害時医療救護所開設訓練について

佐　藤　弘　治
（併用）

１　町会・自治会等について
（１）コロナ禍における町会・自治会等の現状及び活動
　　について
（２）町会・自治会等の地域団体に係るアンケート調査
　　の実施について
２　公共施設における通信環境の整備について
３　障害者施策について
（１）就労支援について
（２）放課後等デイサービス事業について
４　学区について

池　田　公　三
（一問一答）

１　障害者就労継続支援施設等への通所者交通費助
　成について
２　新型コロナウイルス感染症の現状と課題について
（１）福生市の現状について
（２）福生市における感染拡大防止対策について
３　福生駅西口地区公共施設について

市　川　佳　樹
（一問一答）

１　保育園について
（１）待機児童ゼロ及び保留児童について

市　毛　雅　大
（一問一答）

１　性的マイノリティーについて
（１）市の取組について
（２）東京都性自認及び性的指向に関する基本計画に
　　対する市の考え方について
２　米軍横田基地について
（１）米軍機の激増する飛行回数と外来機の訓練や任務
　　について
（２）国からの横田基地に関する情報提供について
（３）泡消火剤に含まれる有機フッ素化合物による地下
　　水汚染について
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堀　 雄 一 朗
（併用）

１　公共交通を補完する視点から見た移動支援について
２　インターネット動画の活用について
３　自治体業務システムの標準化について
４　人間ドック等の診断結果の提供による特定健康診査
　受診率向上について

原　田　　剛
（併用）

１　新型コロナウイルス感染症について
２　道路における交通規制について
３　後期高齢者医療制度について
４　ふっさっ子の広場について

幡　垣　正　生
（一問一答）

１　新型コロナウイルス感染症の中における、今後のイベ
　ントへの市の方針、考え方について
２　社会体育活動を目的とした学校体育施設利用につい
　て
３　学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について
（１）部活動の意義と課題、そして改革の方向性、具体的
　　方策について
４　小・中学校におけるタブレット端末の管理、取扱いに
　ついて
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