
 

令和４年第１回長泉町議会定例会 一般質問予定者一覧 

令和４年３月４日 (金 )午前 10時開議  

日程第１．一般質問  

質問順位１  石川  美穂  議員  

質     問     内     容  

 

１．アーバンスポーツの普及・振興・環境づくりについて  

 (１ ) 運動の機会の減少や生活習慣の乱れによる体力低下傾向の子どもたちへの対応・取組について  

 

 （２）東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成事業として実施した NAGAIZUMI CYCLE SPORTS DAY の今後の可

能性や事業の継続について  

 

 （３）今後のニーズの高まりの中で健康公園などの体育施設においてアーバンスポーツを体験できる教室やイベントな

どの環境づくり、普及、振興について  

 

２．学校給食費等の納入について  

 （１）学校給食費等の取扱いについて  

  ①学校給食費や教材費、修学旅行費積立金等の徴収、管理、手順等取扱いについて  

  ②学校給食費等の未納の対処、対応について  

 

 （２）口座振替等への移行について  

  ①保護者から口座振替等によるキャッシュレス化を要望する声は。  

  ②現金持参のリスク回避、保護者の利便性の向上、教職員の働き方改革、多忙化解消からも口座振替等への移行につ

いて町の考えは。  

  

  



 

質問順位２  堀内  浩  議員  

質     問     内     容  

 

１．気象防災アドバイザーの活用を  

 (１ ) 気象防災アドバイザーは、気象台での防災業務に係る部局の管理職経験など要件を満たした気象庁退職者、また

は気象予報士の資格を有し気象庁が実施する気象防災アドバイザー育成研修を修了した者で、いわば気象に関する

スペシャリスト。当町の「気象防災アドバイザー」の認識とその活用の考えがあるか伺う。  

 

２．３歳児健診での「弱視」の早期発見を  

 （１）通常３歳児健診の視覚検査では、事前に各家庭で視力を調べ、問題があれば健診会場で医師や保健師らが検査す

るようになっているようだが、子どもでは自分の目の状態を正確に説明できなかったり、保護者が見逃したりする

事例があり、屈折検査の必要性が専門家からも訴えられている。昨年までの当町の３歳児健診で、視覚検査の現状

を伺う。  

 

 （２）昨年９月に厚生労働省は、子どもの「弱視」早期発見に向け３歳児健診で「屈折検査」の導入を市区町村に促す

ことを決め、検査機器の購入に補助をすることになった。この検査機器の導入を考えているのか伺う。  

 

 （３）屈折検査機器は、あくまでも「弱視」を検出する機器であり、視力検査に代わるものではなく、弱視の発見後は

精密検査が必要であり、その後の治療を含め、小児科と眼科との連携が必要であるというのが専門家の見解であ

る。この連携を調整していただくのが３歳児健診の大きな役割であり、３歳児健診での今後の指導が注目される。

町としてどのように取り組んでいくのか伺う。  

 

３．令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業を問う  

 （１）今回の子ども１人に 10 万円給付は地方創生臨時交付金を活用しての給付だが、当町への交付金額と給付対象数   

   と給付総額を伺う。  

 

 （２） 12 月 27 日の国からの通知内容は自治体の判断に委ねられており、町の判断としては「給付しない」こととなっ  

た。そのときの理由について伺う。  

 

 （３）１月 28 日、国は、昨年９月以降に離婚されるなどして新たに養育者になった方には、令和４年２月 28 日が新た

な基準日となった。今回の対象者の見込みと周知方法について伺う。  

 

 （４）町として国の判断を待たず給付に踏み切ることが当町らしさではなかったかと思う。今回の判断が遅れたことに

ついて町長としてどのように感じておられるのか伺う。  

 

４．地方自治体で注目を集めるシビックプライド  

 （１）住民参加のまちづくり、地域コミュニティの活性化をさらに推進していくために、地域に対する住民の誇りや自

負心を喚起することが求められている。また、住民にとって伝わりやすくシビックプライドの醸成につながるよう

な情報発信も必要かと思う。これまでにどのような「シビックプライドの醸成」につながる取組をしていたのか、

また今年度の取組について伺う。  

 

 （２）シンプルにそしてストレートにあえてその効果・目的を明確にし、住民と共に進めていくことも一手かと思う。

隣の神奈川県相模原市では、シビックプライド条例を制定し「市に対する誇り、愛着及び共感を持ち、まちのため

に自ら関わっていこうとする気持ちのこと」と定義づけし理解を求め推進している。ほかに専門の部局を作り推進

している自治体もある。当町として一歩踏み込んだ取組の考えがあるか伺う。  

 

  



 

質問順位３  若林  徹  議員  

質     問     内     容  

 

１．大規模災害（南海トラフ地震）等の発生時における広域避難場所の開設に向けての準備について  

 （１）災害発生時に、地域や町民を守る消防団の役割は大きい。  

  ①消防団員数が減少と聞くが、町の現状は。  

  ②被雇用者消防団員の世代別割合はいかがか。  

  ③被雇用者消防団員の町内勤務地と町外勤務地の割合はいかがか。  

  ④学生（大学生・専門学生）の入団確保が必要と思うが見解は。  

  ⑤当町には消防団サポーター事業があるが、近隣市町の商工会が連携し広域でのサポーター事業の拡大を後押しする

働きかけはできないか伺う。  

 

 （２）新型コロナウイルスを経験した私たちには避難場所での受付の動線も従来とは変わる。陽性者を受け入れる新た

な公共施設の準備はいかがか伺う。  

 

 （３）新型コロナウイルス  デルタ株まん延時、ひっ迫する医療事業所に看護師が不足し全国の潜在看護師への働きか

けがあった。町内において、災害時に向けた潜在看護師の掘り起こしや協力要請が必要と思うが当局の見解はいか

がか。  

 

 （４）電気自動車（ EV 車）は災害時の電源になる。メーカーとの防災協定を結ぶことが必要と思うが当局の見解はいか

がか。  

 

 （５）避難場所で炊き出しは行われるが、全国キッチンカー事業振興協会があり、東部でも約 20 の事業所がある。温か

い食事は今日を生きる活力や明日への希望も生まれる。あらかじめ指定した避難場所へ配置が可能な防災協定を結

ぶことが必要と思うが見解はいかがか。  

 

 （６）町内にはどこの自治会にも属さない、未加入世帯がある。自治会への加入促進や働きかけはいかがか。  

 

２．寺子屋公民館開設に向けて  

 （１）コロナ禍の令和３年度の小・中学校の学習進度はいかがだったか。  

 

 （２）県の「しずおか寺子屋推進事業」として、当町では「長泉町地域学校協同本部」があるが、その活動内容は。  

 

 （３）夏休み期間中に「寺子屋公民館」を開設してはいかがか。  

 

 



令和４年３月７日 (月 )午前 10時開議  

日程第１．一般質問  

質問順位１  安田  三津子  議員  

質     問     内     容  

 

１．カーボンニュートラルへの取組について  

（１）温暖化対策の町の今までの取組は。  

 

 （２）電気自動車等の低酸素型次世代モビリティの普及促進は。  

 

 （３）急速充電スポット増設を。  

 

 （４）公用車を電気自動車に切り替えるつもりはあるのか。  

 

 （５）非常電源として使える外部給電器の購入を。  

 

２．公共施設のトイレのあり方について  

 （１）公共施設の和式トイレの現状について伺う。  

 

 （２）トイレの感染症対策、環境対策について伺う。  

 

 

  



 

質問順位２  内田  幸英  議員  

質     問     内     容  

 

１．都市計画道路沼津三島線について  

 (１ ) 都市計画道路沼津三島線の開通に伴う効果は。  

 

 （２）都市計画道路沼津三島線が開通する区間から東進する目的は。  

 

 （３）都市計画道路沼津三島線が東進することによる整備効果は。  

 

 （４）都市計画道路沼津三島線の事業を進めるうえでの整備手法などの課題は。  

 

 （５）都市計画道路沼津三島線の事業の事業化に向けた地元説明や協議状況は。  

 

２．起業・創業支援で地域商工業の発展とまちのにぎわいを  

 （１）開始から３年目を迎える長泉町・長泉町商工会主催創業セミナーと長泉町起業体験事業「チャレンジショップ」      

  の実績と現状は。  

 

 （２）今後町として課題にどのように取り組んでいくか。  

 

 （３）空き店舗等利活用促進事業補助金（店舗所有者向け）の創設について町の見解は。  

 

 

  



 

質問順位３  杉森  賢二  議員  

質     問     内     容  

 

１．行政民間協働でごみ問題の解決を  

 (１ ) ごみ量の状況と、ごみの分別状況、収集所の状況  

  ①町内の分別状況と町民の声は。  

  ②要望のある地区にゴミステーション増設の計画は。  

  ③地区と協力したゴミステーションの管理共有を。  

 

 （２）過去と現在の生ごみの現状  

  ①給食など町施設の生ごみについての処理状況は。  

  ②一般家庭や事業所から排出される生ごみの状況は。  

  ③生ごみ処理機・生ごみ堆
たい

肥化容器の設置状況の把握と再資源化率の向上を。  

 

 （３）ごみの削減対策  

  ①食品ロスの対策は。  

  ②プラスチック類の削減対策を。  

  ③ごみ対策の説明と周知の徹底を。  

 

 （４）ごみ焼却場の現状と方向性  

  ①ダイオキシン対策は。  

  ②維持管理の状況は。  

  ③周辺市町焼却施設の状況把握と共同整備の考えは。  

   ・民間の技術を活用した事業手法・事業方式の構想を。  

   ・エネルギーの利活用を。  

 

２．全国に誇れる町のエネルギー政策を  

 （１）小水力発電  

  ①事業者が導入した町内設置の水車型小水力発電の状況と効果は。  

  ②タービン式スクリュータイプの小水力発電の状況と可能性、新たな展開を期待するが、町の見解は。  

 

 （２）太陽光発電  

  ①町内公共施設に設置の状況と効果は。  

  ②町内設置補助事業の状況と効果は。  

 

 （３）再生可能エネルギーの普及啓発  

  ①町民に対する普及啓発活動の内容と今後の構想は。  

  ②子どもたちへの環境教育の内容と今後の取組は。  

 

 （４）再生可能エネルギーの新たな取組を  

  ①新たに計画中の鮎壺公園、桃沢パークゴルフ場への再生可能エネルギー採用で、施設の電力活用、普及啓発、環境

教育に。鮎壺公園は公園全体をエコパークに。  

  ②町全体が再生可能エネルギーの教科書として全国にアピールを。環境省ホームページ『再エネスタート』などでア

ピールを。  

  ③『環境保全』・『観光振興』・『地域振興』の再生可能エネルギーを基盤とした、サスティナブルエコツーリズム

（継続可能な環境をテーマとした観光）の実現を。  

 



令和４年３月８ (火 )午前 10時開議  

日程第１．一般質問  

質問順位１  杉山  夏男  議員  

質     問     内     容  

 

１．町内の都市計画道路と「沼津三島線」について  

 (１ ) 町内都市計画道路について  

  ①町内全都市計画道路の現時点の進捗率等を問う。  

  ②町の都市計画道路決定から 50 年以上経過し、さらに対象となった用地は規制を受けている。社会状況も変化してい

る。見直しについての所感、現在の進捗についての評価を問う。  

 

 （２）「沼津三島線」について  

  ①事業経過・総事業費・町負担額を問う。  

  ②事業着手時当時は、残区間は沿道型等を含めた区画整理で事業計画がされていた。現在施工予定区間の整備手法を

変えた理由と残り区間の計画を問う。  

  ③施工予定区間の関係区、関係住民とのコンセンサスは重要だが、経過と事業計画を問う。  

 

２．北部地域幹線道路について  

 （１）北部地域幹線道路に関する疑問、関係区・関係者とのコンセンサスについて問う。  

 

 （２）町北部の都市基盤施設となるような新たな幹線道路の整備を考えられないか問う。  

  

 

  



 

質問順位２  福田  明  議員  

質     問     内     容  

 

１．コロナ禍の中でも暮らしやすい町に  

 (１ ) 町政運営について  

  ①長泉商工会の新春賀詞交歓会の町長講演で学生の卒業後の定着が進んだと報告された。「若者にとって魅力あるま

ちづくり」が必要であると思うが、進学や就職による高校生や大学生の流出を防ぐため、具体的にどのように考

え、作り上げていくのか。  

  ②婚姻数・出生数を増やすためのさらなる取組をどのように行っていくのか。  

  ③組織における多様性を高めるとともに、これまで政策・方針の決定過程に参画する機会の少なかった女性の視点を

どのように町政に生かしていくのか、また、特別職への女性の起用を検討するべきではないか。  

 

 （２）民生委員・児童委員の担い手不足と負担軽減について  

  ①本町の民生委員・児童委員の担い手不足の現状をどう捉え、これに対する解消策をどのように考えているのか。  

  ②民生委員・児童委員協議会会長及び各委員の負担軽減について、本町としてこれまでの対応をどう評価しているの

か、また、今後の対策をどのように取り組んでいくのか。  

 

 （３）健康で安心な生活のために  

  ①３大死因の１つである脳卒中の予防には、減塩が効果的であるが、町として減塩意識の普及・啓発はどのように行

ってきたのか、また、今後の取組はどうか。  

  ②後期高齢者の医療費の窓口負担２割化は高齢者の暮らしと命、健康、人権を守る上で大きな影響を及ぼすことか

ら、国に中止を求めるべきではないか。当局の見解は。  

  ③災害は日中に来るとは限らない。夜間の総合防災訓練・避難訓練について、町内会や自主防災組織等の関係機関に

提案、検討することが必要ではないか。  

 

 （４）ジェンダー平等社会について  

  ①ジェンダー平等社会という言葉が世界的に広がってきたことを、当局はどのように受け止めているか、また、今

後、町民の理解や意識を高めるための施策を進めていく必要があると考えるがどうか。  

  ②女子中学生の制服は、スカートとスラックスを選択できるようにするべきではないか。  

  ③平成 31 年に「パートナーシップ制度については取組を研究してまいりたい」と答弁していたが導入する予定はある

のか。  

 

 （５）子どもを生み育てやすい環境づくりについて  

  ①国が子育て支援の一環として国民健康保険税の均等割を未就学児に限って半額にするのであれば、本町独自の更な

る減額に踏み出し、無料にすべきではないか。  

  ②小中学校における労働安全衛生について  

   学校の管理職や教育委員会からハラスメントがあった場合には、養護教諭や校内の教職員だけで対応できると考え

ているのか、また、労働安全衛生委員会の活動、必要性をどう考えているのか。  

  ③子どもに対するインフルエンザワクチン接種費用の助成について  

   高齢者は無料で、中学生には「がんばる中学生応援事業」で補助金が出されているが、乳幼児及び児童への助成を

行うべきと考えるがどうか。  

 

  



 

質問順位３  大沼  正明  議員  

質     問     内     容  

 

１．長泉町国土強靱化地域計画について伺う  

 (１ ) 消防団員の充足率を伺う。また消防団員交付税額手当を、消防庁推奨額相当に増額を。将来に備え幅広くふじの

くにジュニア防災士の受講機会を。  

 

 （２）自主防災会資機材整備費の補助対象に、備蓄食料の追加を。また各自主防災会が保有している備蓄食料がフード

ロスにならぬようフードバンクの啓発を。  

 

 （３）民間事業者との災害協定締結の状況を伺う。  

 

 （４）公共交通のマヒなどで帰宅困難者となった人が、徒歩帰宅できるように飲料水の提供やトイレを借用できる徒歩

帰宅支援ステーションの整備を。  

 

 （５）家具の固定の更なる啓発で、災害ごみの軽減を。また災害ごみの出し方の啓発を。  

 

２．施政方針について  

 

 

 


