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一 般 質 問 要 旨 表
「一般質問」１人 60分

質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

１ 梶本 茂躾 

１．各種団体補助金とテーマコミュニ
ティについて 

 
 
２．大阪府社会福祉協議会の社会貢献

事業について（生活困窮者支援活
動と社会福祉法人の役割につい
て） 

 
３．泉州南消防組合について 

（１）各種団体補助金の現状と補助金交付のいきさつ
について、また事業内容、収支報告等について 

（２）各種団体をテーマ別に統合してのテーマコミュ
ニティづくりについて 

（１）社会貢献事業について 
（２）泉南市内の社会福祉法人による社会貢献事業の

実施状況について（平成 22年の実績） 
（３）泉南市の社会貢献事業への関わりについて（市

内社会福祉法人への補助金との関係は） 
（１）広域化によるメリット・デメリットについて 
（２）今後の施設、設備における予算措置の優先順位

と各市町の配分割合について 
（３）広域による消防の責任の所在と泉南市の責任の

分担について 
（４）空港消防と空港署の役割について 

２ 田畑  仁 

テーマ･･･（財 観 教） 
１．財）大阪カジノ構想の進行状況に

ついて 
 
 
 
 
 
２．観１）観光市としての岡田浦漁港
  日曜朝市の位置づけについて 
 
３．観２）泉南やぐらパレードについ
  て 
４．教１）いじめ問題について 
 
 
 
 
 
 
５．教２）体罰について 
 
６．教３）成人式について 

 
（１）現段階でどこまでの情報・動きがあるのか 
（２）場所の選定（関空・舞洲）について 
（３）梅田～関空リニヤについて 
（４）もし現実的な構想であれば、泉南市としての考

えについて 
（５）泉佐野市の「船券売場」の現状について 

（自民党へ陳情会／泉の森ホール） 
（１）りんくう一帯の連携及び新たな動きについて 
（２）タコカーニバルの集客人数及び今後について 
（３）今後のイベント開催における新たな提案について 
（１）現状の状況、今後の方向性について 
（２）不況だからこその想い･･･ 
（１）私自身の体験談と現代の子ども達の環境の差に

ついて 
（２）４-(１)に基づく外部指導者の導入について 
（３）部活動の現状と過去について 
（４）いじめ問題からの「学校区排除」について 
（５）４-(４)に基づく少人数学校「西信達」について 
（６）４-(５)に基づく大規模改修について 
（１）指導と体罰の狭間について 
（２）クラブ活動の現状と過去について 
（１）現状の把握と新たな成人式について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

３ 松本 雪美 

１．男女平等参画プランについて 
 
 
２．保健行政について 
３．まちづくりについて 
 
 
４．保育行政について 
 
 
 
５．市庁舎管理について 
６．ごみ行政について 

（１）男女差別をなくし女性の人権を守るためのプラ
ン 28 年度までの目標値の達成について（審議
会委員、管理職登用の目標達成等々の具体化） 

（１）高齢者への肺炎球菌ワクチン接種について 
（１）基幹農道の改修と火葬場問題について 
（２）交通混雑で危険な和泉砂川駅前の安全対策につ

いて 
（１）信達保育所の移転に伴う新たな新しい取り組み

について 
（２）０、１歳児や途中入所できない待機児対策につ

いて 
（１）正月休みの体制について 
（１）各区、自治会事務所のごみ収集について 
（２）減量化のその後の対応について 

４ 古谷 公俊 

１．ソーシャルネットサービス（ＳＮ
Ｓ）について 

 
 
 
２．旧市立樽井幼稚園について 
 
３．泉南中央公園用地について 

（樽井１丁目） 
 
４．児童手当について 
５．国際交流・姉妹都市について 

（１）泉南市にフェイスブックを使った情報発信を。 
フェイスブックを採用し新たなコミュニケー
ションの活用化をしてみては。※低コストでＳ
ＮＳを導入できる（フェイスブックは無料で利
用できる事など） 

（１）今後の跡地についての計画または跡地利用につい
て、市民一般開放について 

（１）今後の跡地についての明確な計画は。※子ども
たちが学べるまたはバーベキューのできる収
益性のある公園をつくってみては 

（１）泉南市で児童手当の実態把握について 
（１）関西国際空港のお膝元でもあり税収入増加する

中、泉南市の認知を広め更に税収入の為の計画
は。 

（２）今後の外国との提携は。 
（３）新設された観光協会に提携や計画は 

５ 澁谷 昌子 

１．保健・医療の充実について  
 
 
２．高齢者対策について  
 
 
３．防災・減災対策について 

（１）３ワクチンの定期接種化について 
（２）小・中学校における脊柱側わん症対策について 
（３）発達障害早期発見・支援対策について 
（１）高齢者見守り支援対策について 
（２）緊急通報システム設置事業について 
（３）高齢者による介護支援ボランティア制度について 
（１）災害時要援護者〝個別計画″について 
（２）福祉避難所について 
（３）〝家族防災会議の日″制定について 
（４）防災用広報システムについて 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

６ 森  裕文 

１．地域産業振興について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．行財政改革について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．学校教育について 
４．コミュニティーデザインについて

（１）独自戦略・ビジョンの明確化について 
（２）市長のリーダーシップについて 
（３）市役所内の横断的な連携強化について 
（４）個別企業への重点的事業支援について 
（５）国・府の中小企業支援策、産業支援体制との連

携強化について 
（６）地域内外の産学公民による連携・ネットワーク

強化について 
（７）産業振興のための財政措置と財源確保について 
（８）「グローバル化」と「ローカルの充実」について 
（１）更なる行革の推進について 
（２）公共サービス改革について 
（３）市場化テストについて 
（４）資産・債務管理改革について 
（５）ファシリティマネジメントについて 
（６）目的と基本方針について 
（７）導入の意義について―老朽化への対応・財政状

況への対応・全庁的マネジメント不在の現状へ
の対応・少子高齢化社会への対応・環境問題へ
の対応―について 

（８）導入の基本的な考え方について 
（９）導入すべき取り組みについて 
（１）学力とは？学力テスト？ 
（１）認識について 

７ 中尾 広城 

１．総務関連について 
 
 
２．環境問題について 
 
 
３．地域コミュニティについて 
 
 
４．教育問題について 

（１）情報公開の定義と現状について 
（２）公文書管理の取り組みについて 
（３）家屋全棟調査の進捗状況について 
（１）レアメタル等の回収リサイクルの取り組みにつ

いて 
（２）堆肥の有効利用、支援制度の現状について 
（１）これからの住民自治組織について 
（２）コミュニティバスの今後の方向性について 
（３）買い物難民対策について 
（１）泉南市教育改革プランについて 
（２）泉南市子どもの権利に関する条例について 
（３）青パトの現状と子どもの見守りについて 

８ 岡田 好子 

１．子育て支援について 
 
 
 
２．教育問題について 
 
 
３．高齢者介護について 
４．選挙投票に関する課題について 
 
５．「男女平等参画都市」について 

（１）10ヶ月検診導入について 
（２）乳幼児ごみ袋配布について 
（３）子ども医療費助成について 
（４）妊産婦健診について 
（１）幼児教育～小学校への接続支援について 
（２）留守家庭児童について 
（３）通学路の安全について 
（１）男性介護者・シングル介護者について 
（１）期日前投票について 
（２）投票率ＵＰについて 
（１）男女平等参画社会の実現について 
（２）女性議会開催について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

９ 和気 信子 

１．教育問題について 
 
２．子育て支援について 
 
 
 
３．高齢者支援対策について 
 
４．同和問題の解決について 
 
５．さわやかバスの運行について 
６．農業政策について 

（１）中学校給食について 
（２）プール問題について 
（１）子ども医療助成について 
（２）妊産婦健診について 
（３）乳児の訪問指導について 
（４）各ガン健診について 
（１）認知症対策について 
（２）高齢者のくらしの問題点について 
（１）「泉南市くらしやすいまちづくりに関するアン
ケート調査」について 

（１）コースの改善、停留所の利便性について 
（１）泉南の農業発展について 

１０ 大森 和夫 

１．国民健康保険について 
２．教育問題について 
 
３．原発問題について 
４．消防問題について 
５．アスベスト問題について 
６．財政問題について 
７．まちづくりについて 

（１）保険料の改定について 
（１）学校施設について 
（２）プール問題について 
（１）再生可能エネルギーの活用について 
（１）広域化について 
（１）早期全面解決について 
（１）土地開発公社の清算について 
（１）新家駅前の交通混雑解消について 

１１ 小山 広明 

１．まちづくり・行政のあり方につい
  て 
 
２．土地開発公社の解散前に銀行への

利息の債務軽減が必要について 
３．ゴミ置き場等の課題について 

（１）おおやけ（公）とは 
・山間部の活用と定年退職者の活用について 
・維持管理に移行を 

（１）利息まで 36 年間も貸し続けた社会的責任につ
いて 

（１）ゴミ置き場の市の責任について 
（２）不燃置き場の汚染物の撤去を 
（３）住居表示の再開を 
（４）下水道整備手法の見直しを 
（５）新火葬場建設の中止を 
（６）空港島の市街化課税を 
（７）災害に対する災害前対策を 
（８）麻の活用を 


