
７  一般質問の項目
第１回定例会

年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.3.2 杉　山　行　男

（併用）
１　新型コロナウイルス感染症について
（１）コロナ禍での支援策について
（２）ワクチン接種と接種に係る相談体制と高齢者への周
　　知等の現状について
（３）横田基地での新型コロナウイルス感染症について
（４）横田基地従業員の新型コロナウイルス感染症につい
　　て

原　田　　剛
（併用）

１　社会状況変化における子育てについて
（１）福生市における虐待等の状況について
（２）子どもや保護者への対応や支援について
２　ふっさっ子の広場について
（１）委託後の評価について
（２）二つの委託業者の評価について
（３）委託契約の内容について

石　川　義　郎
（併用）

１　ＩＣＴ教育について
（１）福生市におけるタブレット端末の使用状況について
（２）ＩＣＴ教育の展望について

三　原　智　子
（一問一答）

１　ＩＣＴ教育の推進について
（１）ＩＣＴ活用支援について
（２）不登校対策としての活用について
２　学校給食と食育の推進について

青　木　　健
（一問一答）

１　オープンデータの活用について
２　デジタルデバイドへの対応について
３　窓口業務における対話支援機器の導入について

堀　 雄 一 朗
（併用）

１　キャッシュレス化の推進について
２　職員人事と民間委託等について
（１）専門職確保と民間委託について
（２）民間委託の拡大と職員による事務内容の見直しにつ
　　いて
（３）「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進
　　計画」の推進体制について

山　崎　貴　裕
（併用）

１　市道の維持管理及び補修について
（１）市道の維持管理について
（２）市道の補修箇所の判断と補修について
２　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け
　た福生市の取組について

3.3.3 武　藤　政　義
（一問一答）

１　収納業務について
（１）収納業務の現状について
（２）徴収猶予について
２　子育て関連施策について
３　中央図書館の現状と改良事業について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.3.3 小　林　　　貢

（一問一答）
１　新型コロナウイルス感染症等について
（１）感染者数の増加について
（２）これまでの取組と成果について
（３）家庭でのガイドラインについて
（４）後遺症等への対応について
２　福生駅西口地区市街地再開発事業等について
（１）多様な都市機能の集積と賑わいの創出に係る当市の
　　中心部としての役割について
（２）バリアフリー化への対応について
（３）建設事業費等の捻出方法について

佐　藤　弘　治
（併用）

１　災害時における災害廃棄物の処理等について
（１）災害廃棄物処理体制の構築について
（２）災害廃棄物の処理等の協力に関する協定について
２　子供の読書活動推進等について
（１）ヤングアダルトへの読書活動推進等について
（２）ジュニア司書講座等について

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　バリアフリー対応型信号機の整備について
３　学校施設のトイレの洋式化とユニバーサルトイレの設
　置について
（１）学校施設のトイレの洋式化について
（２）学校施設におけるユニバーサルトイレの設置につい
　　て

小　澤　芳　輝
（併用）

１　民生委員・児童委員について
（１）民生委員・児童委員の役割、定員、選考方法、欠員
　　補充等について
（２）民生委員・児童委員に対する研修について
２　新型コロナウイルスワクチン接種等について
（１）医師や看護師の確保について
（２）高齢者の施設入所者等への接種について

市　毛　雅　大
（一問一答）

１　核兵器禁止条約の発効に伴う平和等に関する福生市
　の対応について
２　米軍横田基地について
（１）米軍の訓練等について
（２）横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会に
　　よる総合要請について
３　福生市の文化芸術施策について

池　田　公　三
（一問一答）

１　福生市個別施設計画について
（１）保健センターの跡地、建物を感染症対策等に対応す
　　る施設として整備することについて
（２）中央体育館を多摩川氾濫時の避難場所として整備す
　　ることについて
（３）市民会館を文化・芸術活動の中核としてこれからも維
　　持することについて
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.3.3 市　川　佳　樹

（一問一答）
１　令和３年度の保育園の待機児童及び保留児童の状況
　と対策について
（１）待機児童ゼロ及び保留児童について

幡　垣　正　生
（併用）

１　本市の自殺対策について
（１）自殺者の現状把握について
（２）自殺対策への取組について

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

（併用）
１　横田基地について
（１）空母艦載機やグローバル・ホーク等、米軍機の飛来
　　について
２　新型コロナウイルスワクチン接種受付について
（１）ワクチン接種受付の状況等について
３　脱炭素の取組について
（１）脱炭素、省エネ対応等の取組について
４　福祉バスの運行について
（１）コロナ禍で市内施設が休館等になっているが福祉バ
　　スの運行状況について

小　澤　芳　輝
（併用）

１　新型コロナウイルスワクチン接種について
（１）新型コロナウイルスワクチン接種体制の現状について
（２）医療従事者、高齢者の施設入居者、介護職員等の現
　　在における新型コロナウイルスワクチン接種の状況に
　　ついて
（３）基礎疾患を有する方の新型コロナウイルスワクチン接
　　種について

青　木　　健
（一問一答）

１　災害対応力の強化について
（１）地域防災を担う人材の育成について
（２）ＳＮＳを活用した情報の受発信について
（３）エレベーターの安全対策について
２　外国にルーツを持つ子どもに係る取組について
（１）就学前の日本語教育（プレスクール等）について
（２）小・中学校における対応について
３　労働者協同組合について

堀　 雄 一 朗
（併用）

１　生活応援商品券事業について
２　高齢者肺炎球菌ワクチン自己負担の軽減について
３　五日市街道（武蔵野橋北詰から熊川武蔵野交差点付
　近）の渋滞解消について
（１）五日市街道拡幅工事の進捗状況について
（２）武蔵野橋北詰交差点の暫定改良について
４　ヤングケアラー支援について

3.6.2 小　林　　　貢
（併用）

１　新型コロナウイルス感染症等について
（１）新型コロナウイルスワクチン接種における職員体制に
　　ついて
（２）大規模接種会場と市が行う接種との関係について
（３）公立福生病院等での接種について
２　交通安全対策について
（１）福生第七小学校南側の五日市街道について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.6.2 武　藤　政　義

（一問一答）
１　マイナンバーカードについて
（１）交付の状況について
（２）マイナンバーカードのメリットについて
２　児童発達支援について
（１）発達支援を必要としている未就学児の状況について
（２）児童発達支援の具体的な取組について
３　道徳教育について

三　原　智　子
（一問一答）

１　福生駅西口地区公共施設整備と運営について
（１）施設整備と運営の考え方について
（２）事業者選定について
（３）事業者選定後の対応等について
２　幼児教育・保育におけるジェンダー平等の推進につい
　て
３　学校教育における男女平等教育について

佐　藤　弘　治
（併用）

１　ウォーカブルなまちづくりについて
２　言語能力（国語力）の育成について
３　地域とともにある学校について

原　田　　剛
（併用）

１　新型コロナワクチンについて
（１）新型コロナワクチンの接種について
（２）新型コロナワクチンの予約について
（３）情報提供について
２　温室効果ガス2050年実質ゼロについて
３　高齢者福祉について
（１）認知症予防について
（２）地域包括支援センターと在宅支援センターについて

山　崎　貴　裕
（一問一答）

１　教育行政について
（１）「ふっさっ子スタンダード」について
（２）英語教育について
（３）「個別最適な学び」と「協働的な学び」について

3.6.3 池　田　公　三
（一問一答）

１　福生駅西口地区公共施設整備実施計画について
（１）概算事業費（施設整備費）について
（２）概算事業費（指定管理委託料）について
２　教職員の労働条件改善について
（１）教職員の長時間勤務の改善について
（２）１年単位の変形労働時間制について

石　川　義　郎
（一問一答）

１　人間と動物の共生について
（１）ペットの避難対策について
（２）ドッグランについて
２　幼稚園、保育園、小学校の連携について
（１）円滑な接続に向けた具体的な取組について
３　タブレット端末活用の現状と課題について
（１）福生市学校教育情報化推進計画に基づくタブレット
　　端末活用状況について
４　コロナ禍における中学校部活動について
（１）コロナ禍における中学校部活動の現状と課題につい
　　て
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.6.3 五十嵐　み　さ

（併用）
１　空家等の対策について
（１）早急な改善を要する空家等の対策について
（２）空家等対策を推進するための組織体制と条例化につ
　　いて
２　女性に寄り添う取組について
（１）「生理の貧困」対策について
（２）女性の孤独・孤立を防ぐ体制について
３　東京都子ども基本条例に基づく取組について
（１）市区町村との連携した取組について
（２）教育現場での取組について
（３）不登校児童・生徒への学びの支援について

市　毛　雅　大
（一問一答）

１　性的マイノリティーについて
（１）市の取組等について
２　米軍横田基地について
（１）米軍機の飛行回数（騒音測定回数）について
（２）土地利用規制法案が福生市に与える影響について
（３）人員降下訓練等について

市　川　佳　樹
（併用）

１　福生市の定住化対策について
２　コロナ禍においての貧困問題について

3.6.4 幡　垣　正　生
（併用）

１　選挙について
（１）投票率から鑑みる投票率の向上への取組について
（２）20歳未満の有権者への取組について
２　小・中学校における政治に関する教育について
（１）小・中学校における取組について

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

（併用）
１　横田基地について
（１）ＣＶ－２２オスプレイの追加配備について
２　コロナ禍における高齢者支援と見守りについて
３　福生市の教育施策について
（１）小中一貫校について
４　図書館の図書管理について

山　崎　貴　裕
（併用）

１　財政について
（１）税収の現時点での状況について
（２）新型コロナウイルス感染症対策事業によるその他事
　　業への財政的影響について
２　児童・生徒に関する体力向上策について
（１）「福生市立学校の体力向上策」の策定の経緯につい
　　て
（２）コロナ禍における児童・生徒の体力の現状とその認識
　　について
（３）体力向上策の今後について
３　防災教育について
（１）市内小・中学校における防災教育の取組状況につい
　　て
（２）今後の課題について
（３）関係機関との連携について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.8.31 武　藤　政　義

（一問一答）
１　指定管理者制度について
（１）指定管理者への対応について
（２）コロナ禍における指定管理者の取組について
（３）指定管理者の評価について
２　通学時における児童・生徒の安全対策について
（１）交通安全について
（２）生活安全について

堀　 雄 一 朗
（併用）

１　福生市個別施設計画について
（１）福生駅西口地区公共施設整備の進捗との関係につ
　　いて
（２）学校施設の再配置と公共施設の老朽化について
（３）公園管理と屋外体育施設について
２　サイクルシェアリングについて
３　福生市公共サイン整備方針について
（１）整備状況について
（２）ピクトグラムの活用について

五十嵐　み　さ
（併用）

１　土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域等の対
　策について
２　多摩川洪水浸水想定地域等の安全対策について
（１）避難情報変更の周知とマイ・タイムラインの作成につ
　　いて
（２）まるごとまちごとハザードマップについて
（３）浸水想定区域内等に立地する小・中学校の対策に
　　ついて
３　避難行動要支援者の支援について

3.9.1 石　川　義　郎
（一問一答）

１　福生市民憲章について
（１）福生市民憲章の基本的な考え方について
２　小・中学校の水泳指導について
（１）今年度の水泳指導の方針とその取組状況について
３　児童・生徒に対する水難事故防止に向けた取組につ
　いて
（１）水難事故の防止に対する認識と取組について

青　木　　健
（一問一答）

１　プロボノの導入について
２　マンションの適正管理について
３　創業・起業支援について
（１）本市における創業・起業支援について
（２）空き家・空き店舗を活用した創業・起業支援について
４　自然を活かしたまちづくりについて
（１）木育について
（２）森林環境譲与税の活用について

三　原　智　子
（一問一答）

１　新型コロナウイルス感染症に関連した市民への影響に
　ついて
（１）マスク着用について
（２）各種健康診査等について
（３）高齢者への対応について
（４）子どもや保護者への対応について
２　安全安心な地域づくりの推進について
（１）福生市再犯防止推進計画について
（２）子どもや若者への啓発等について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.9.1 串　田　金　八

（一括）
１　特定外来生物クビアカツヤカミキリについて
（１）特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害の状況
　　について
（２）今後の対策について
２　公園行政について
（１）コロナ禍における公園の状況について
（２）市民の要望等について

小　林　　　貢
（一問一答）

１　本庁舎維持管理について
（１）庁舎維持管理基金と庁舎整備について
（２）庁舎照明のＬＥＤ化について
２　新型コロナウイルス感染症に伴う職員体制について
（１）勤務体制と市民サービスや事業への影響について
（２）職場内外での感染防止対策について
（３）勤務体制の課題と今後について
３　高齢者等ごみ出し困難者に関する支援について
（１）家庭ごみ及び粗大ごみに関する支援について
（２）今後の取組について

3.9.2 佐　藤　弘　治
（併用）

１　サウンディング型市場調査について
２　保育施設等における新型コロナウイルス感染症対応に
　ついて
３　社会福祉協議会の充実強化における市の役割等につ
　いて
４　教育におけるタブレット端末の活用等について
（１）夏季休業における活用等について
（２）学校の教職員の資質・能力の向上について
（３）一人一台タブレット端末の活用と充実について

原　田　　剛
（併用）

１　交通安全について
（１）飲酒運転の撲滅について
（２）通学路の交通安全について
２　高齢者の孤立について
３　読書活動の推進について
（１）子どもの読書活動の推進について
（２）市民総ぐるみの読書活動の推進について

市　毛　雅　大
（一問一答）

１　米軍横田基地について
（１）ＣＶ－２２オスプレイの山形空港への緊急着陸につい
　　て
（２）ＣＶ－２２オスプレイの６機目の正式配備について
（３）横田基地における施設整備について
２　コロナ禍における生涯学習や文化芸術施策等につい
　て

池　田　公　三
（一問一答）

１　新型コロナウイルス感染症を収束させるために市がな
　すべきことについて
（１）無症状感染者を迅速に発見・保護・治療するための
　　ＰＣＲ検査の拡大について
（２）在宅死をなくし、効果的な治療を行うための軽症者収
　　容臨時医療施設の整備について
２　公共施設等総合管理計画の「２０％削減」方針を見直
　すことについて
３　特別障害者手当の周知について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.9.2 小　澤　芳　輝

（一問一答）
１　バスロケーションシステムについて
（１）本事業の概要について
（２）利用状況について
２　下の川緑地せせらぎ遊歩道公園等について
（１）法面対策工事の進捗状況について
（２）今後の対応について

3.9.3 市　川　佳　樹
（一問一答）

１　保育施設等における新型コロナウイルス感染症の感染
　拡大に伴う職員へのワクチン接種について

幡　垣　正　生
（併用）

１　福生市交通安全推進委員会について
（１）市内における交通事故等の現状及び推進委員会の
　　現状と取組について
（２）福生市交通安全推進委員における募集の現状と取
　　組について
２　福生市スポーツ推進計画について
（１）福生市スポーツ推進計画の現状と施策について

第４回定例会
年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.11.30 武　藤　政　義

（一問一答）
１　令和４年度予算編成について
２　横田基地について
（１）防衛省の補助金・交付金について
３　子育て施策のＰＲについて

山　崎　貴　裕
（併用）

１　公園行政について
（１）これからの公園の活用について
２　東福生駅周辺地区の整備について
（１）東福生駅のバリアフリー整備等について
（２）福生第二号踏切の改良事業等について

佐　藤　弘　治
（併用）

１　富士見通り線整備事業及び沿道のまちづくりについて
（１）工事等の進捗及びスケジュールについて
（２）富士見通りにおけるウォーカブルなまちづくりについ
　　て
２　公共施設の再配置等に係る課題について
（１）公共施設の今後の在り方に関する市民との合意形成
　　について
（２）個別施設計画における施設保全・改修計画等につい
　　て
３　小中一貫校等今後の本市における教育構想について

幡　垣　正　生
（併用）

１　本市のデジタル化への取組について
（１）デジタル化の取組について
（２）デジタル化の今後の推進について

3.12.1 小　澤　芳　輝
（併用）

１　福生市における多文化共生社会に向けた取組につい
　て
（１）「ふっさ・はむら多文化共生事業協議会」の取組と多
　　文化共生の課題について
（２）やさしい日本語の活用と啓発について
（３）外国人住民への情報提供について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.12.1 小　林　　　貢

（併用）
１　市内忠霊塔の維持、保全について
（１）忠霊塔に係るこれまでの経緯について
（２）今後の保全について
２　児童・生徒を交通事故から守る取組の推進について
（１）学校における交通安全教育の目的と取組状況につい
　　て

青　木　　健
（一問一答）

１　子育て環境の充実について
（１）保育園等における使用済おむつの取扱いについて
（２）託児付きコワーキングスペースの開設について
２　幼稚園における学校評価について
３　パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度について
４　ＶＲ（バーチャル・リアリティ）技術の活用について
５　ｅスポーツについて

堀　 雄 一 朗
（併用）

１　庁用バスについて
２　予防接種費用の助成について
（１）骨髄移植等により免疫を失った方に対する予防接種
　　費用助成について
（２）帯状疱疹予防接種費用助成について
（３）子どもインフルエンザ予防接種費用助成について
３　歩行者優先のまちづくりについて
（１）歩行者優先の考え方について
（２）熊川駅・東福生駅のバリアフリー化について
（３）スクールゾーンについて

原　田　　剛
（併用）

１　道路行政について
（１）踏切の整備について
（２）踏切周辺の整備について
２　人と動物の共生について
（１）市営住宅等における動物の飼育について
（２）地域防犯のわんわんパトロールについて
３　ｉＰａｄ導入による子どもの学びの変容について
（１）子どもたちの学びの変容について
（２）紙の教材とデジタルの教材の使い分けについて

3.12.2 五十嵐　み　さ
（併用）

１　市民を災害から守り安全・安心を確保するための施策
　について
（１）「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定につい
　　て
（２）女性の視点を生かした防災対策等について
２　子どもに寄り添う取組について
（１）児童発達支援センターの設置について
（２）「機中八策」（やる気を引き出すコミュニケーション）に
　　ついて
（３）発達障がい児等の就学先の決定について
（４）「ひといちばい敏感な子」について

石　川　義　郎
（一問一答）

１　災害時における防災協定について
２　ふるさと福生に対する愛着と誇りの醸成について
（１）小・中学校における「ふるさと福生に対する愛着と誇り
　　を醸成する教育」について
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年 月 日 通　　告　　者                 質　　　問　　　内　　　容
3.12.2 三　原　智　子

（一問一答）
１　ＤＶ・デートＤＶの未然防止策と被害者支援について
２　自殺防止対策について
３　小・中学校における自殺防止に向けた取組について
４　全ての子どもたちに学ぶ機会を確保することについて
（１）「福生市立学校の不登校総合対策」について
（２）コロナ禍で登校できない子どもへの学習機会の確保
　　について

市　川　佳　樹
（一問一答）

１　夏休み中等の長期休業中における子どもの貧困対策
　について

串　田　金　八
（一問一答）

１　消費者行政における消費者啓発について

市　毛　雅　大
（一問一答）

１　米軍横田基地について
（１）戦闘機の飛来について
（２）自衛隊機の訓練について
（３）基地返還について
２　会計年度任用職員制度について

3.12.3 池　田　公　三
（一問一答）

１　公共施設等総合管理計画の「20％削減」方針を見直
　すことについて
２　新型コロナウイルス感染症第６波に備えて、市がなす
　べきことについて
（１）臨時医療施設の整備について
（２）西多摩保健所との連携強化について
（３）西多摩医療圏として新たな保健所設置を要望するこ
　　とについて
（４）福生市の感染者数（人口比）が多いことについて

－64－


	議会年報（令和３年版）.pdfから挿入したしおり
	表紙
	目次
	１市議会の構成
	  (１)市議会議員
	  (２)議長、副議長
	  (３)常任委員会
	  (４)議会運営委員会
	  (５)特別委員会
	  (６)一部事務組合等議会議員
	  (７)監査委員
	  (８)各種委員会等委員
	２市議会開会月日・提出事件・審議結果件数
	３案件別案件数
	４各会期における付議事件と結果
	  （１）第１回臨時会
	  （２）第２回臨時会
	  （３）第１回定例会
	  （４）第３回臨時会
	  （５）第２回定例会
	  （６）第３回定例会
	  （７）第４回定例会
	５請願・陳情の処理状況
	  （１）令和３年中に受理されたもの
	  （２）委員会別請願・陳情処理件数
	６委員会等開催回数及び内容
	　（１）常任委員会
	  ①総務文教委員会
	  ②建設環境委員会
	  ③市民厚生委員会
	  （２）議会運営委員会
	  （３）特別委員会
	　①横田基地対策特別委員会
	  ②新型コロナウイルス感染症対策特別委員会
	  ③令和３年度福生市一般会計予算審査特別委員会
	  ④令和２年度一般会計決算審査特別委員会
	　（４）全員協議会
	　（５）議会改革に関する協議会
	７一般質問の項目
	  第１回定例会
	  第２回定例会
	  第３回定例会
	  第４回定例会
	８行政視察等の往来状況
	９議会費
	  （１）令和２年度議会費決算額
	  （２）令和３年度議会費予算額
	10各種会議及び議会関係行事
	  （１）会議及び行事
	  （２）書面またはオンライン開催された会議
	11事務局及び一般庶務
	  （１）事務局の機構
	  （２）文書発収件数
	  （３）市議会図書
	裏表紙


