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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．教育問題について

１

和気

信子

（１）学童保育の充実について
・児童の生活空間と基準について
・障がい児への対応について
（２）学童保育の保育料の会計について
（３）就学援助費の入学準備金を１２月・３月に前倒し
で支給と給食費の増額支給について
２．国民健康保険問題について
（１）府下統一に向けての問題について
３．介護保険について
（１）制度改正による影響について
（２）総合事業について
（３）保険料滞納対策とペナルティーについて
（４）第７期保険料について
４．ＵＲ一丘団地におけるスーパーの （１）買い物困難者への支援対策について
設置について
５．公園及び市道の草刈りについて
（１）年２回以上の草刈りの実施について
６．市道の安全対策について
（１）グリーンベルトの設置と白線表示の修復の実施に
ついて
１．教育行政について

２

河部

優

２．子どもの権利条例について
３．新火葬場について
４．市営住宅について
５．市営共同浴場について

１．学校教育について
２．新火葬場について
３．非核平和について
４．子育て支援について
３

大森

和夫
５．防災対策について
６．アスベスト問題について

１．関西国際空港について

４

南

良徳
２．防災について

（１）青少年の健全育成に関する基本方針の策定につい
て
（２）青少年センターにおける児童館機能の今後のあり
方について
（３）「教育問題審議会答申」と「学校施設の老朽化対
策に関する基本的な考え方」について
（４）
「泉南こども夢事業」について
（１）相談・救済機関設置に向けた仕組みづくりについ
て
（１）進捗状況と今後の動向について
（１）市営住宅の老朽化と今後の方策について
（２）市営住宅の管理について
（１）若松湯の老朽化に対する対処について
（２）旧寿湯の今後について
（１）定数越え学級について
（２）教師の多忙化について
（１）進捗状況について
（１）非核平和宣言都市の役割について
（１）子ども・子育て支援法の推進について
（２）子どもの貧困化対策について
（１）避難対策について
（２）豪雨対策について
（１）相談会・講演会の実施について
（２）被害の掘り起こしについて
（１）地盤沈下の現況について
（２）空港連絡橋の安全性（耐震化）について
（３）空港土木施設の改善について
（会計検査院の指摘）
（１）台風５号関係について
・記録的短時間大雨情報の解析について
（２）雨量１００ｍｍ超の対策について
（３）土砂災害警戒区域への情報について
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発言
順位

質問者

質問事項
３．新火葬場建設について
４．りんくう公園整備について

４

南

良徳
５．樽井海水浴場について

質問要旨
（１）進捗について
（１）進捗について
（２）ホテル誘致について
（１）今後の展望について

１．特別支援教育について
２．小・中一貫教育の導入について

５

６

澁谷

梶本

昌子

茂躾

（１）
「通級指導教室」の拡充について
（１）小・中連携教育の今後の課題について
（２）教職員における、小・小連携と小・中連携につい
て
（３）地域コミュニティの活かし方について
３．新たな自主財源確保について
（１）ネーミングライツの導入について
４．障がい者雇用・就労定着支援につ （１）企業の説明会の開催について
いて
（２）Ａ型就労事業所の拡充について
（３）本市の就労定着支援について
５．防災について
（１）「防災意識社会」の確立に向けた、ハード・ソフ
ト両面の対策について
１．まちづくりと商店街活性化につい （１）空き店舗の活用について
て
（２）空き店舗、空き家を利用したリノベーション事業
について
（３）商店街活性化を目的としたまちづくり会社の設立
について
（４）完成後の和泉砂川駅前広場の活用方針について
（渋滞緩和だけではなく）
（５）（１）～（４）に関連して、先行している田辺市
の現状について（本市と超広域連携をしている田辺
市についてわかる範囲で）
（６）（１）～（４）の事業を計画するに当たり経済産
業省等の助成金について
２．泉南市教育委員会について
（１）教育問題審議会の答申について
（２）過去１０年間の教育委員会の施策の検証と評価に
ついて
（３）教科センター方式について
（４）小・中一貫教育について
（５）学校老朽化対策について
（６）少子化対策としての教育環境づくりについて
（７）泉南市総合教育会議と泉南市教育委員会について
（現在迄開催された議題について）
１．教育について

７

古谷

公俊
２．新火葬場問題について

３．ふるさと納税について

（１）小学校の老朽化に伴う、今後の建て替えやリニュー
アル工事について
（２）新家小学校のトイレの現状について、保護者や子
供の声は
（３）府の学力平均に追い付く為の対策、そして環境づ
くりや方針・目標について
（４）塾に通う為の一部補助やクーポン券は出来ないの
か
（１）現在の進捗状況は
（２）追加工事に伴う補正予算について
（３）市民の負担はあるのか
（４）責任の所在は
（５）今後の市の対策は
（１）航空会社との連携は、する気はないのか
（２）関西空港でのＰＲや連携について
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発言
順位

７

質問者

古谷

公俊

質問事項

４．ご当地ナンバーについて

１．空き家対策について
２．公金の取り扱いについて
８

９

１０

山本

竹田

原口

優真

光良

悠介

３．中学校給食について
４．市の合併について

１２

谷

展和

金子健太郎

（３）今後の新しい提供商品の取組みは
（４）目標予算は
（１）国土交通省から自動車ナンバープレート導入地域
の募集について
（２）市としての導入の考えは、また２市１町での取組
みは
（１）空き家の適正管理・利活用面での政策について
（１）留守家庭児童会の会費の未納金について
（２）その他の事業の未納金についてと今後の対策につ
いて
（１）異物混入等の問題に対する業務改善策について
（１）これまでの近隣市との合併協議と今後の考え方に
ついて

１．かおＴＶ（ゲイズファインダー） （１）大阪府市町村モデル事業について
について
（２）必要性の是非について
２．教育について
（１）小中一貫教育に向けての進め方について
（２）泉南中学校の改築と教科センター方式について
（３）通学路の安全確保について
（４）給食センターの老朽化について
（５）幼児教育の無償化について
３．（仮称）泉南市りんくう公園整備 （１）マーケットサウンディングと事業の進捗について
事業について
４．新火葬場について
（１）工事の進捗について
１．選挙について
２．双子川浄苑について
３．働き方改革について
４．学校・教育について
５．留守家庭児童会について

１１

質問要旨

（１）投票環境の整備について
（１）今後について
（１）働き方改革の推進について
（１）学校運営協議会制度について
（２）学校の在り方について
（１）今後について

１．（仮称）泉南阪南共立火葬場につ （１）今までの経過について
いて
（２）業者の責任問題について
（３）今後の対応について
２．まちづくりと道路空間（第二阪和 （１）進捗について
国道）活用について
（２）今後のスケジュールについて
３．観光について
（１）今後の動きについて
１．泉南市における電子行政について （１）庁内のＩＣＴガバナンスの取組状況について
（２）全庁での情報システムの最適化・再構築化につい
て
（３）セキュリティインシデントに対する対応について
（４）クラウド方式の基幹系システム（ＴＡＳＫ クラ
ウドサービス）導入の効果について
（５）市民ニーズの多様化に対する迅速な対応について
２．小・中学校学習指導要領の改訂（平 （１）次期学習指導要領実施による小・中学校教育に対
成２９年３月３１日改訂公示）につ
する影響について
いて
（２）次期学習指導要領の本市における実施スケジュー
ルについて
（３）本市における国土教育の実施状況と改訂に対する
対応について
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発言
順位

質問者

質問事項
１．市庁舎のあり方について

１３

森

裕文

２．火葬場建設について
３．有害生物について
４．２８年度決算について

１．火葬場建設の追加工事について

１４

堀口

和弘

２．留守家庭児童会について

質問要旨
（１）現状と課題について
・建物・設備
・高齢者・障がい者等の対応
・防災
・市民利用
・市民サービス（執務環境）
・その他の現状と課題
（２）庁舎に求められる機能について（基本的な機能に
ついて）
①人にやさしい庁舎
②災害に強く、頼れる庁舎
③環境にやさしい庁舎
④市民が使いやすい庁舎
⑤効率的で働きやすい庁舎
⑥市民に親しまれる庁舎
（１）契約について
（１）セアカゴケグモの繁殖について
・経常収支比率について
・実質収支比率について
・健全化法４指標について
・決算分析について
・決算の経営への活かし方について
（１）工事が止まった経緯について
（２）今後の追加工事の対策について
（３）工事遅延、予算増額の責任の所在について
（１）不適切な処理が行われた経緯について
（２）会計処理について
（３）担当部署の職員体制について
（４）今後の対応策について

