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（平成 25 年第 2回定例会） 

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 大森 和夫 

１．行財政改革について 

２．国民健康保険税について 

 

 

 

３．バリアフリー対策について 

 

４．教育問題について 

 

 

５．アスベスト問題について 

（１）土地開発公社解散・清算問題について 

（１）保険税改定について 

（２）滞納問題について 

（３）医療体制の充実について 

（４）広域化について 

（１）歩行者の安全対策について 

（２）駅のバリアフリー対策について 

（１）いじめ問題について 

（２）学校施設の改修について 

（３）安全対策について 

（１）早期解決と救済について 

２ 中尾 広城 

１．障害者施策について 

 

 

 

２．高齢者施策について 

 

３．まちづくりについて 

 

 

 

４．生活保護行政について 

（１）各公共施設におけるバリアフリー度について 

（２）総合福祉センターについて 

（３）障害者（視覚・聴覚）の方々の災害時における支

援対策について 

（１）泉南市第５期高齢者保健福祉計画について 

（２）グランド・ゴルフの普及について 

（１）第３次大阪府文化振興計画について 

（２）空き店舗対策事業の進捗について 

（３）大阪ミュージアム構想と泉南市内の文化的遺産の

今後について 

（１）適正化委員会の提言について 

（２）新規複合的就労支援事業について 

３ 田畑 仁 

１．今話題の合併について（泉南・泉

佐野・三市三町） 

２．中学校給食について 

３．小学校給食について 

 

４．学校施設の大規模改修 

 

 

５．いじめ問題パートⅡ 

  ドラマ（３５才の高校生編） 

（１）向井市長の想い、将来を見すえたお考えをお聞か

せいただきたいです 

（１）デリバリーor センター方式 

（１）滞納について（処理） 

（２）今後の対策 

（１）学校区再編 

（２）統廃合 

（３）おもいきった政策 

（１）自分の体験談（過去と現状の比較） 

４ 和気 信子 

１．憲法と人権について 

 

２．教育問題について 

 

 

３．子育て支援について 

 

 

 

 

４．障害者・難病対策について 

５．高齢者・介護問題について 

６．さわやかバスについて 

７．危険な道路の改修について 

（１）「子どもの権利条例」の進捗について 

（２）泉南市くらしやすいまちづくりアンケートについて 

（１） 中学校給食について 

（２） 学校プール一般開放について 

（３） 留守家庭児童会について 

（１） 子ども医療費助成について 

（２） 子宮頸がんワクチン接種について 

（３） 風疹予防接種について 

（４） 保育所待機児童解消について 

（５） 信達保育所の現状について 

（１）難病対策の現状と進捗状況について 

（１）認知症対策・施設入所待機者対策について 

（１）さわやかバスの活用・啓発について 

（１）砂川中の池側道の改修計画について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

５ 小山 広明 

１．原子力発電について 

２．子宮頸がん接種について 

３．自然と共生まちづくり 

 

 

 

 

 

４．土地開発公社ついて 

５．ごみ置き場について 

６．市の不燃物置き場について 

７．住居表示について 

８．関空について 

（１）直ちに中止を・被災者救済について 

（１）被害への対応 

（１） 山の活用 

（２） 民間人との協働 

（３） 地上資源の活用 

（４） 水道水の自己水 

（５） 浄化槽の公的責任管理 

（６） 火葬場建設の中止を 

（７） 津波対策は土地のかさ上げで 

（１）国、銀行の責任を問うべし 

（１）市の責任を明確にすべし 

（１）汚染物の除去を 

（１）早期実施再開を 

（１）運営権譲渡について 

６ 成田 政彦 

１． 合併問題について 

 

２．火葬場問題について 

３．生活保護問題について 

４．防災問題について 

５．交通安全と道路整備計画について

 

（１） 最近の合併問題の動きについての市の対応につい 

  て 

（１）現状と方向性について 

（１）実態と生保申請について 

（１）東海、東南海地震等の対策について 

（１）一丘地区の交通安全対策について 

（２）幼、小、中の交通安全対策について 

（３）市内道路改修整備計画について 

７ 森  裕文 

１．行政評価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）課題について 

 ①システム設計の課題について 

・ 評価の客観性の確保について 

・ 成果重視について 

・ コスト・効率の把握について 

・ 住民の方を向いたシステムについて 

 ②導入・試行の課題について 

・ 明確な目的と中長期的戦略について 

・ 「前向き」の改革について 

・ 職員の意識改革・浸透について 

・ 効率・職員の負荷への配慮について 

・ 結果の活用について 

・ ノウハウの蓄積について 

・ 行政活動の体系の整理について 

 ③運用の課題について 

  ・結果・プロセスの公表・公開について 

  ・目標値の設定と達成度評価について 

  ・行政運営ビルトインについて 

  ・他制度・システムとの連携・一本化について 

  ・住民の意識改革、協働について 

（２）成功の条件について 

①自治体の努力について 

・経営戦略の策定について 

・全庁的な意識改革について 

・評価能力の向上について 

②自治体内外の取り組みについて 

・方法論の研究開発と成果の共有について 

③環境整備について 

・活用できるデータベースの整備について 

・住民との協働環境の醸成について 

 ④運営での成功の前提について 

  ・体制・人材・予算の確保について 

  ・市長・議会の理解・支援について 

  ・行政の情報化について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

８ 岡田 好子 

１．子育て支援について 

 

 

 

２．障害者の方の就労について 

 

３．後見人制度について 

 

４．女性議会について 

５．選挙投票について 

（１）未受診妊婦について 

（２）子育て応援メールマガジンについて 

（３）子ども医療費助成について 

（４）洋式トイレについて 

（１）作業所について 

（２）販路について 

（１）制度を利用されている人数は 

（２）問題点等について 

（１）開催について 

（１）投票率 UP について 

（２）期日前投票について 

９ 渋谷 昌子 

１．医療について 

 

 

 

 

２．小・中学校の通学路における安全

対策強化について 

 

 

 

３．スクールカウンセラー配置事業に

ついて 

 

（１）風疹ワクチン接種助成について 

（２）高齢者肺炎球菌ワクチン接種について 

（３）胃がん予防対策について 

（４）小・中学校における脊柱側湾症対策について（パ

ネル掲示） 

（１）小・中学校での「交通安全運転講習会」実施状況

と取り組みについて 

（２）自転車通学に対する安全対策について 

（３）通学路の安全対策について 

（４）「通学路安全対策アドバイザー」の導入について 

（１）市内中学校におけるスクールカウンセラーの利用

状況と今後の取り組みについて 

（２）市内小学校における教育相談の利用状況と今後の

取り組みについて 

（３）小学校へのスクールカウンセラー配置事業につい

て 

１０ 竹田 光良 

１．広域行政と合併問題について 

 

２．教育問題について 

 

 

 

 

３．買物難民について 

 

４．子育て支援について  

 

（１）広域行政の進捗と今後の課題について 

（２）合併に関する見解について 

（１）教育施設の老朽化対策について 

（２）小から中、中から高への進学の実態について 

（３）中学校給食について 

（４）小中一貫教育について 

（５）防災教育と防災訓練について 

（１）市内の実態は？ 

（２）コミュニティバスの活用は？ 

（１）ベビーカーマークの普及について 

（２）児童手当について 

１１ 古谷 公俊 

１．新家地区 畔の谷慰霊堂について

 

 

２．婚活事業について 

 

 

３．市のシンボルとなるキャラクター

を作ろう！ 

 

４．街の公共・交通施設について 

 

 

 

（１）維持管理について 

（２）慰霊施設について 

（３）戦没者追悼式での文化ホールの料金について 

（１）市の人口減少対策として新しい取り組み方につい 

  て 

（２）縁結びや独身男女の出会い創出事業について 

（１）市の観光 PR としてゆるキャラクター作りと取り

組みについて 

（２）近隣自治体の PR の比較について 

（１）各バス停へのベンチの設置について 

（２）高齢者や障害者の方々の為の対策について 
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質問

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

１２ 梶本 茂躾 

１．教育委員会が今後行うであろう大

規模事業と、それに伴う市財政に及

ぼす影響について（財政シュミレー

ション） 

２．議案提出時の政策形成過程の情報

明示について 

 

 

 

 

 

 

３．生活道路と水路の改修について 

 

４．泉佐野市との合併協議報道について

 

５.旧信達保育所の土地・建物について

（１）中学校給食事業について 

（２）老朽校舎建て替えについて 

（３） 廃園幼稚園の売却について 

 

（１） 次の項目についての調書の議会前提出について 

・政策等の発生源 

・検討した他の政策等の内容 

・他の自治体の類似する政策等との比較検討 

・総合計画等における根拠または位置づけ 

・関係ある法令及び条例等 

・時限について 

・将来にわたる政策等のコスト 

（１） 生活道路の改修について 

（２） 用水路と排水路について 

（１）代表者会議における市長の答弁について 

（２）合併に対する市長の真意について 

（１）今後の活用について 

１３ 松本 雪美 

１．医療・保健行政について 

 

 

 

 

２．女性問題について 

３．介護保険について 

４．生活道路の舗装と児童の通学での

安全対策について 

 

５．大阪府立支援学校（元砂川高校）

の一部新設（小・中校舎）工事の影

響について 

（１）子どもの医療費助成について 

  ・中学校卒業まで実施を 

（２）肺炎球菌ワクチン助成の実施について 

  ・泉南市で実施する場合の費用負担について（補助

金等の状況） 

（１）慰安婦問題について、市長の見解を問う 

（１）介護保険サービスの総合事業のあり方について 

（１）市内の生活道路の改修、必要な箇所の確定と今後

の対策について 

（２）児童の安全対策について 

（１）工事に伴って地域住民がうけた被害の解決につい 

  て 

１４ 木下 豊和 

１．教育に関わる諸課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．上町断層帯への対応について 

 

 

 

 

（１）教育委員会の広域化について 

  ・従来の清掃・福祉・水道・消防に加え火葬場も広 

域となる。豊能地区の現状と当市はどうか？ 

  ・制度疲労と隣接校区の課題対処などをどうみる？ 

  ・行政からの自立に適合するのではないか？ 

（２）幼児・小学校教育について 

  ・政府や自民党の教育再生提言の内容は？ 

  ・大阪市の（スーパー校、英語・ICT教育）動向を含め

泉南市としては、現況をどのようにみるのか？ 

  ・待ったなしの教育再生策が必要ではないか？ 

（３）PTA について 

  ・ネガティブな活動が現状ではないか？ 

  ・担当教師・親御さんの負担を把握しているのか？ 

  ・誰の？何の？ためか、原点の検証が必要では？ 

（１）直近の調査結果による新たな脅威は？ 

（２）大阪～岸和田までから阪南市へ拡大し複数断層？ 

（３）泉南市としては、直下に走る断層をどうみる？ 

（４）南海トラフ・中央構造線に加え、新たな対策が必

要ではないか？ 

（５）ハード（耐震化予算等）面、ソフト（危機管理）

面への抜本的対策はあるか？ 

 


