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一 般 質 問 要 旨 表 
「一般質問」１人 60 分 

発言

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

１ 澁谷 昌子 

１．医療について 

 

 

 

２．高齢者対策について 

 

３．障害者支援について 

 

４．臨時福祉給付金について 

５．学校施設の整備について 

 

（１）「成人用肺炎球菌ワクチン及び水ぼうそうワクチ

ン」の定期接種化に伴う、本市の対応について 

（２）がん検診受診推進事業について 

（３）小中学校における脊柱側弯症対策について 

（１）高齢者紙おむつ支給事業について 

（２）地域包括ケアシステムの構築について 

（１）視覚障害者・高齢者「読み書き」サポートについ  

  て 

（１）対象者への周知方法について 

（１）中３教室への空調設備事業について（事業計画） 

（２）小中学校への熱中症対策としてミストシャワー・ 

冷風機設置について 

 

２ 竹田 光良 

１．電子自治体について 

 

２．教育問題について 

 

 

３．子育て支援について 

４．まちづくりについて 

（１）電子自治体の現状と課題について 

（２）自治体クラウドについて 

（１）学校施設の老朽化について 

（２）学校給食について 

（３）教育の広域連携について 

（１）児童発達支援の現状と課題について 

（１） 安心安全なまちづくりについて 

  ・泉南市の防災力は 

（２）便利で快適なまちづくりについて 

  ・エコシティ泉南について 

（３）商工農林が栄えるまちづくりについて 

  ・観光産業の充実、泉南ブランドについて 

 

３ 成田 政彦 

１．市政総括について 

２．行革について 

３．防災について 

 

 

４．公共建築物の耐震と教育施設の建

替え、改修について 

５．公共建築物のトイレの改修につい

て 

 

（１）市政の問題について 

（１）今後の改革について 

（１）東南海・南海地震について 

（２）防災計画について 

（３）防災訓練について 

（１）まだ、耐震化されていない公共建築物について 

（２）小、中学校の耐震化にともなう改修について 

（１）老朽化トイレと高齢者対策の洋式化について 

４ 岡田 好子 

１．教育について 

２．選挙投票について 

 

３．防災について 

 

４．女性・子ども支援について 

 

 

 

（１）学校図書館について 

（１）宣誓書について 

（２）投票所及び時間の見直しについて 

（１）防災教育について 

（２）自主防災について 

（１）乳幼児子ども医療費助成について 

（２）妊産婦健診・産後ケアについて 

（３）ＤＶ・ストーカーについて 
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発言

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

５ 木下 豊和 

１．賃上げについて 

 

 

 

 

２．農業への回帰について 

 

 

 

３．教育委員会について 

 

 

 

４．健康づくりについて 

 

（１）2014春闘の動きについて、どう把握しているか 

（２）国民・市民生活の実態と経済への影響は 

（３）自主交渉と政府介入（主導）をどう捉える 

（４）職員賃金カットと賃上げの動きをどう整理する 

（５）人勧への影響は多大、問われる独自性は 

（１）現状をどのように把握しているか 

（２）ＴＰＰや農業関係法改正による影響は 

（３）大分県竹田市の農村回帰定住支援をどうみる 

（４）泉南市に適合したプランはできないか 

（１）委員会制度改革の動きをどのように捉えるか 

（２）現行の問題点多々あり、どこまで改革可能か 

（３）人事権と現場管理（学校園）の乖離がネックでは 

（４）指導要綱と教科書選定、そのチェックの実態は 

（１）健康への努力に対する個人・団体への還元をどう

考える 

（２）国保・後期高齢・介護保険財政への軽減に寄与す 

ることになるのではないか 

（３）他市にみられるポイント還元等の施策はないか 

 

６ 大森 和夫 

１．教育問題について 

２．防災対策について 

 

３．火葬場について 

４．子ども医療費について 

５．アスベスト対策について 

６．新家駅前の整備について 

 

（１）老朽校舎の建替え、大規模改修について 

（１）食糧・水などの備蓄について 

（２）防災訓練について 

（１）環境・財政問題について 

（１）中学校卒業まで無料に 

（１）早期の全面解決について 

（１）安全対策について 

７ 小山 広明 

１．市長の役割について 

 

 

 

２．選挙の投票率について 

 

３．山間部の活用について 

 

４．公的役割について 

５．歩道の整備について 

６．市発注の工事の事故について 

７．公施設の責任について 

 

（１）議会の議決へのかかわり方 

（２）大阪市長の辞職問題について 

（３）市民への説明について 

（４）議員の公約について 

（１）これまでの投票率の実態は 

（２）低い率の原因はどう考える 

（１）現状について 

（２）利用の法的規制は 

（１）民間とのすみわけは 

（１）構造基準は 

（１）実態と生かし方について 

（１）住民との協議は 

８ 梶本 茂躾 

１．向井市政 20年について 

 

２．次期市長に望む事について 

 

３．向井市長の「泉南愛」度について 

 

（１）20年間の自己評価について（プラス面、マイナス

面を具体的に） 

（１）近い将来に於ける具体的な課題の取組み方につい

て 

（１）泉南市歌「希望のうたにつつまれて」について 

（２）泉南市民の良い所、悪い所について 

（３）市長引退後の泉南市及び泉南市民との関わり方に

ついて 
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発言

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

９ 松本 雪美 

１．清掃行政について 

 

 

 

 

２．環境行政について 

 

３．保健衛生行政について 

４．農業活性化について 

５．まちづくりについて 

６．各公共施設の貯水槽老朽化につい 

 て 

７．教育行政について 

（１）家庭系廃棄物、一般廃棄物の処理に関する手数料

の法的根拠について 

（２）貝塚市のようにゴミ袋代金は 1 枚９円という原価 

並みにすることについて 

（３）府下で一番低いリサイクル率の引き上げについて 

（１）市内の空地にはびこる雑草で周辺住民の苦情の対

策と空地管理条例の効力について 

（１）肺炎球菌ワクチン接種の拡充について 

（１）遊休農地の再生について 

（１）市道のひびわれ調査結果と改修計画について 

（１）老朽化した貯水槽の点検と改修整備について 

 

（１）「泉南市子ども読書活動推進計画」策定後の取り

組みの状況について 

 

１０ 和気 信子 

１．教育問題について 

 

 

２．保健行政について 

 

３．市営住宅問題について 

 

４．介護保険制度と高齢者施策につい  

 て 

５．危険な道路の改修について 

 

（１）中学校給食の実施方式等について 

（２）給食センターについて 

（３）学童保育事業の拡充について 

（１）妊産婦検診の拡充について 

（２）風疹・水ぼうそうの予防接種について 

（１）市営宮本住宅の建替え問題について 

（２）入居における住宅困窮度評価表について 

（１）保険制度の改正による市の対策について 

（２）泉南市第６期高齢者保健福祉計画について 

（１）市道西ヶ原砂川線の急勾配道路について 

１１ 森  裕文 

１．ポスト向井市政について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．教育委員会制度改革について 

 

 

 

 

（１）向井市政の成果、実績について 

（２）向井市政の検証と課題について 

（３）向井市政継承、後継について 

（４）泉南市政が措かれている現状とその認識について 

  ・人口減少社会、高齢化の進行、インフラの老朽化、

グローバル化の影響 

（５）時代が求める市政の自立について 

  ・行政的自立、経済的自立、住民自立 

（６）職員の意識改革について 

  ・事務事業評価、資産改革、公会計制度改革 

（１） 泉南市教育委員会の見解 

  ・言われっぱなしではなく現場の意見を 

（２） 教育施設改革 

・教育施設の管理は教育か 
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発言

順位 
質問者 質問事項 質問要旨 

１２ 古谷 公俊 

１．安心・安全のまちづくりについて 

 

 

 

２．防災対策について  

 

 

 

 

３．ふるさと納税を増やし 

基金を市民に還元を  

 

 

 

 

４．向井市長のこれまでの総括につい

て 

 

（１）主要幹線道路他、防犯カメラの増設について 

（２）防犯カメラ設置向上への補助金制度の導入につい

て 

（３）ＬＥＤ照明、街灯設置の今後の見通しについて 

（１）一目でわかる防災マップの製作について 

（２）防災マップの改訂や今後の計画は 

（３）他市での防災の取り組みについて 

（４）中学生・高校生での被災地ボランティア計画や交

流会について 

（１）Ｈ25年度の納税総額は、一昨年との比較について 

（２）市内の特産物の売り上げ計画を 

（３）陳情へのスピードアップの改修や改善の費用対策

へ 

（４）今年度の取り組みや目標金額は 

（５）ＰＣからのクレジット決済導入について 

（１）今後の泉南市総合計画への継承について 

（２）これから立候補される方々への思いについて 

１３ 堀口 武視 

１．市長在職 20 年間の自己評価と引

継ぎについて 

２．新火葬場について 

 

 

３．庁舎管理について 

（１）市長在職 20年間の自己評価と引継ぎについて 

 

（１）事業の手順について 

（２）都市計画決定について 

（３）今後の進め方について 

（１）耐震工事の進捗について 

 

１４ 河部  優 

１．教育行政について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．まちづくりについて 

 

３．ゴミ収集事業について 

 

（１）子どもの権利に関する条例に基づく取組みについ

て 

（２）子ども・子育て新システム導入に向けた取組みに 

  ついて 

（３）「いじめ防止対策推進法」に基づき策定された「い

じめの防止等のための基本的な方針」の具体化につ

いて 

（４）調整区解消に係る人権啓発・人権教育の取組みの

推進プランの進捗状況について 

（５）中学校給食実施に向けた進捗状況について 

（６）学校施設大規模改修に係る泉南市及び教育委員会 

の認識について 

（１）若年層（子育て世代）への住宅購入補助や家賃の

一部補助などの施策について 

（１）収集日カレンダーを、在住外国人向けに作成する

ことについて 

 

１５ 谷  展和 

１．泉南市の市政について 

２．南海トラフ地震について 

３．観光について 

 

４．マスコットキャラクター作成事業

について 

 

（１）総評と課題について 

（１）本市の対策について 

（１）観光協会の今後の動きについて 

（２）観光広域連携の現状と課題について 

（１）今後の動きについて 

 

 


