
 

令和４年第２回長泉町議会定例会 一般質問予定者一覧 

令和４年６月９日 (木 )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．生活困窮者に対する食糧支援とフードバンク活動について  

 (１ ) 生活困窮者への支援と気軽に相談できる窓口体制や相談内容について。  

 

 （２）食糧支援物資を必要とする希望者へはどのような形で届けられているのか。  

 

 （３）より多くの食品を寄付していただくための周知とその取組について。  

 

 （４）町で活動している民間団体の活動が促進されるための連携や取組について。  

 

 （５）フードバンクふじのくにとの連携について。  

 

 （６）新規に立ち上げを考える活動団体へのサポート体制や情報発信を。  

 

２．コロナ禍と孤独  多様なつながりを持てる子ども食堂等、居場所づくりについて  

 （１）子ども食堂の全国的な広がりがある中でのまちの現状と子ども食堂に対する見解について。  

  

 （２）アドバイザーやコーディネーター、マッチングなど、新規活動団体に対するノウハウなど相談窓口の支援につい

て。  

   

 （３）国や富士市の支援事業の取組についての見解と、食事を提供する団体等が継続的に運営していけるような町の取

組は。  

 

 （４）子ども食堂等が子どもや親子だけでなく、誰もが利用でき、かつ、多様なつながりを感じられる長泉らしい居場

所づくりについて。  

 

  



 

質問順位２  安田  三津子  議員  

質     問     内     容  

 

１．町の女性職員の働き方改革について  

 (１ ) あってはならない自治体の誤送金問題、長泉町は大丈夫なのか。二重三重の確認作業を行っているのか。  

 

（２）役場職員に限らず働く女性の大前提である保育園の待機児童数は現在ゼロだが、今までとこれから、待機児童ゼ

ロに向けての取組は。  

 

（３）女性の産休、育児休暇、介護休暇、育児休暇明けの時短勤務、介護中の時短勤務などの現在の休暇取得人数と、

これからどのように推進していくのか。  

 

（４）労働時間の長さより業務の改善、効率化で、無駄なく仕事を進めるための行政ＤＸ、ＢＰＲの進捗状況は。  

 

（５）（４）を踏まえてこれから子育て中や介護中などの女性職員のテレワークを、また町全体として勤務時間や場所

にとらわれない多様なワークスタイルを推進するためのテレワークをどのように進めていくのか。  

 

２．町の発信力、宣伝力について  

 （１）宣伝やシビックプライドの醸成にもなるブランドシンボルの商品開発を行う事業所に補助金を交付する事業があ

るが、その事業とあわせて町のブランドシンボル入りグッズを町民１世帯につき 1 つ全戸に配布し、使うことで愛

着や共感することができるのではないか。  

  

 （２）新橋に広告を出したが新幹線通勤以外で何をアピールして移住者を増やす取組をしてきたのか。子育て施策は現

在どの町でも行っている。他市町との差別化の取組は。  

 

 （３）課が受け持つ業務が多岐にわたり大変だと思うが、町に勢いがある今こそ広報宣伝の部署を作るべきではない

か。  

 

  



 

質問順位３  大沼  正明  議員  

質     問     内     容  

 

１．投票率向上への取組について伺う  

 （１）参議院議員選挙で高校生選挙ボランティアの参加見込はあるのか。また 20 代を対象に選挙サポーターの公募を。  

 

 （２）平成 28 年から、選挙管理委員会は希望する中学校に出前講座や模擬投票を実施している。成果と課題を伺う。  

   今後、小学校にも出前講座や模擬投票の実施を。  

 

 （３）他の自治体では子ども対象の選挙キャンペーンを実施して、小・中学生の保護者の投票率アップを図っている。

当町らしいキャンペーンが実施できないか伺う。  

 

 （４）町内事業者と選挙割の取組ができないか伺う。  

 

 （５）投票所のバリアフリー化はどうか。他の自治体では投票支援カードを準備している。当町も初めて投票に来た方

や、どのような投票支援が必要か選択できるカードの準備を。  

 

 （６）高齢者や障がい者、運転免許証自主返納者等に投票所までの移動支援としてタクシーチケットの配布を。  

 

 （７）衆人環視の点から開票作業はアリーナで実施を。  

 

 

  



 

質問順位４  宮口  嘉隆  議員  

質     問     内     容  

 

１．ＳＤＧｓで将来の構想への準備は  

 （１）ファシリティについて、コロナ禍により財政がひっ迫しているが、計画どおりか。  

 

 （２）ＤＸで交通弱者、地域の移動手段確保  

  ①利用者が利用したいときにいつでも使える構築が必要。コミュニティバス、デマンドタクシーの課題整理は。  

マイナンバーカードを利用したタクシー助成は実に良い施策。移動手段の最終決定に。  

  ②長泉版タクシー助成  

  ・東部タクシー会社８社などの広報があったが契約形態は。混雑時も予想して近隣すべてのタクシーの利用など台数

は最大に。  

  ③マイナンバーカード出張登録の成果、継続は。  

  ④ＤＸでの住民要望・役場窓口  

  ・スマホで施設の不備への要望が始まったが、これまで区長経由としていたが目的、対応、返信は。  

  ・町長への手紙これからの対応はＤＸ、朝日放送ｄ放送に日々情報も。  

  ・書かない窓口・お悔み窓口を。ＤＸを目指すわが町こそ導入を。  

 

 （３）脱炭素促進  

  ①電力の自給自足へ  

  ・ゴミ焼却場の発電、民間住宅の屋根・壁のソーラー発電など  

   電気電力の自給自足、売電など地産地消エネルギー政策の構築は。  

 

（４）これからの町のイベント対応は。  

  



令和４年６月 10日 (金 )午前 10時開議  

日程第１．一般質問  

質問順位１  堀内  浩  議員  

質     問     内     容  

 

１．子どもたちを取り巻く社会環境の変化にいかに取り組んでいくのか  

（１）核家族化や高齢化、ひとり親世帯の増加といった家族構成の変化が背景となって、本来、大人が担うべきことに

向き合う子どもたちが存在し、ヤングケアラーへの支援の必要性が指摘されている。国の支援が動き始めている

中、当町の対応を伺う。  

 ①ヤングケアラーという言葉自体ここ数年に使われ始めた言葉であり、ヤングケアラー自身も自覚していない状況下

ではあるが、社会全体で理解・支援を進めていくためにも、認知度の向上が不可欠である。取組を伺う。  

 ②町独自の実態調査や職員の研修を行う予定はあるか伺う。  

 ③町と民間の支援団体との間をつなぐための方策を考えているか伺う。  

 ④ヤングケアラーの中には、負担を自覚していない子もいる。その子に寄り添い、理解し、励ましていくことも大事

な支援である。支援策の進捗状況を伺う。  

 

 （２）教員の働き方改革や少子化に伴うチームスポーツの部員不足などから令和５年を目途に、今後の部活動の主体は

学校単位から地域単位に移行されるようである。その前段階として、平日は「学校部活動」休日には地域で担われ

る「地域部活動」と区別して行われているようである。  

  ①中学校部活動外部指導者派遣事業の現状は。  

  ②外部指導者以外の部活動について、教育の顧問制による負担を自覚している方は存在するのか伺う。  

  ③教員の中には部活の指導を望む方もいる。今後、平日も地域部活動に移行されることで、二重指導による「生徒の

戸惑い」また、「保護者の費用負担」などが懸念される。地域部活動への移行には人材の確保も課題となる。将来

の部活動についてどのように考えているのか伺う。  

 

 （３）物価の高騰により、学校給食の食材も高騰していると思われる。国は今回の地方創生臨時交付金を利用して学校

給食費の保護者への負担軽減を求めている。  

  ①町として今年度、学校給食・保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育施設の給食食材高騰にどのように対応す

るのか。  

  ②今後も食材の値上がりは避けられないと思われる。給食の質・量・安全を継続していくためにはそれなりの費用が

かかる。今後の給食費について「現状維持」、「値上げ」その選択肢は。  

  ③給食費については、保護者・教員・町それぞれに課題がある。年間５万円弱の給食費は保護者にとって大きな負担

であり給食費の徴収の手間や未納者への対応など教員にとって負担となり今後もし、給食費のキャッシュレス化が

進んだとして、システム費・事務費等のランニングコストなど簡単には実施も難しく、個人情報の漏えい等のリス

クも考えられる。本来、義務教育である中学校までの教育において、給食費は無料であるべきである。子育て支援

の先進的な当町であるなら、近隣市町に先駆け「無料」への決断をするときであると思うが、見解を伺う。  

 

２．出産後の育児にも新たな支援を  

 （１）結婚、妊娠、出産、育児に切れ目ない支援の充実をアピールしてきた長泉町。今この時だからこそ経済面での支

援を決断していただければと思うが、町の見解を伺う。  

 

 

  



質問順位２  杉森  賢二  議員  

質     問     内     容  

１．人と動物が共生できる心豊かなまちづくりを  

 (１ ) 飼い主のいない犬・猫への対策は。  

  ①近年の避妊去勢等手術の状況は。  

  ②近年の亡くなってしまっていた死体処理状況と地区の偏りは。  

  ③餌やりや、糞尿等近年の相談件数と具体的な内容は。  

  ④これまで行ってきた取組と今後の対策は。  

 

 （２）ペットの飼育状況は。  

  ①近年の狂犬病予防の接種状況と未接種に対する対応は。  

  ②近年の飼い猫の避妊・去勢手術補助金の申請状況と今後の見解は。  

  ③獣医師会、町内動物病院との情報共有、協力体制、連携は。  

  ④町内で遊ばせる場所がないという声に対するペットと過ごすことのできるコミュニティスペース、ドッグランやカ

フェ等、要望に応えるための計画やサポートを。  

 

 （３）町内学校や施設などアニマルセラピーの取組は。  

  ①アニマルセラピーに関する町の見解は。  

  ②子どもや、障がい者、高齢者等に向けたアニマルセラピーの普及活動を。  

 

 （４）犬・猫殺処分ゼロの実現を。  

  ①近年の殺処分の状況は。  

  ②近年の犬・猫の保護・返還の状況は。  

  ③犬・猫の譲渡状況は。  

  ④殺処分ゼロに向けた町の取組と地域、動物病院、関連団体との連携を。  

 

２．高齢者の住みよい町を目指して  

 （１）高齢者の社会的孤立の予防対策を。  

  ①町の現状と地域の高齢者見守り体制は。  

  ②高齢者が参加できるコミュニティビジネスの促進を。  

  ③地域で支え合う仕組みづくりを。  

 

 （２）テクノロジーの活用を  

  ①ＩＣＴを活用した情報発信と普及促進の状況は。  

  ②一人暮らしをサポートする介護ロボットに対する見解は。  

  ③食事・服薬 24 時間チャットサポートサービスとビデオチャットやＳＮＳを活用した高齢者向けＡＩアシスタントの

促進を。  

 

 （３）モビリティ（移動）の確保を。  

  ①モビリティが利用しやすい道路・街路のユニバーサルデザイン化の推進と歩道整備を。  

  ②免許返納後のモビリティ利用サポートを。  

 

 （４）老後安心して暮らせるための介護体制の構築を。  

  ①介護保険給付利用件数・給付費支給額ともに近年増加傾向にありますが要因と今後の見解は。  

  ②包括的支援事業高齢者からの相談内容と解決に向けた対策を。  

  ③地域福祉活動とボランティア・サポーター活動の状況と計画は。  

  ④町の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設の利用状況は。  

  ⑤サポート体制の充実による十人十色の老後生活の実現を  



 

質問順位３  福田  明  議員  

質     問     内     容  

 

１．多様な文化が息づく品格ある町に  

 (１ ) 町民の文化芸術活動について  

  ①文化の項目が第５次総合計画の基本構想の中ではなく、生涯学習の一項目になっているのはなぜか。  

  ②第５次総合計画の生涯学習の中に「町民主体の文化芸術活動の促進」がある。優れた文化芸術に触れる機会の充

実、促進の方向になっている。文化講演会が２年に１度であるのは、町民が自主的な文化芸術活動に親しむこと、

その趣旨に反するのではないか。  

  ③コロナ禍で修学旅行や運動会、文化祭などが中止や内容変更されている。児童・生徒が演劇やコンサートなどの芸

術鑑賞をする機会が少なくならないよう、当町においては文化芸術に触れる機会、鑑賞を進める取組の充実が必要

ではないか。  

  ④町の歴史や文化財の興味・関心を高める情報、学習機会はあるのか。  

  ⑤町内における毎月の各種イベントの開催状況を知らせるチラシの発行、またはＨＰに載せることはできないか。  

 

 （２）令和２年６月に公益通報者保護法が改正され、令和４年６月に施行が予定されている。条例を作るにあたっての

当庁のハラスメントの調査や公益通報（内部通報）制度の整備を早急につくるべきである。  

  ①町内の企業、当庁でのハラスメントの報告・事例はあるのか。  

  ②この法案に対する見解と条例作成などのスケジュールを伺う。  

   

 （３）長泉町自殺対策計画について  

  ①当町における自殺は平成 30 年の４人から令和２年は８人と増加傾向にあったが、その後の人数、年代、自殺理由な

どの状況は。  

  ②俳優や芸人の自殺が続いている。 60 歳代は「初老期のうつ症状」になるときがあるという。当町では「長泉町福祉

施策・評価委員会」を自殺対策の中核組織として位置づけ、自殺対策に係る施策の協議を行っていくとしているが、

今後の対策・計画について伺う。  

 

 （４）選挙の投票率向上のために  

  ①投票率低下をどう捉えているのか。有識者の意識を捉え、対策を取るためのアンケート調査が必要ではないか。  

  ②運転免許証返納者や移動困難者に無料バス、タクシーの運行、車両を活用した移動式投票所の運行も有効と考える

がどうか。  

  ③投票済み証明書の提示により様々なサービスが受けられる「選挙割」が広がりをみせている。当町でも諸団体と協

力し、こうした取組を行い、地域経済の活性化と投票率の向上を図るべきと考えるがいかがか。  

   

 

  



令和４年６月 13(月 )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、道路橋維持管理について  

 (１ ) 通過車両のない東名高速道路跨道橋の維持補修の理由を伺う。  

①町の跨道橋の実態、総本数、維持の実施と対応済み本数、今後の計画、事業費は。  

②跨道橋、跨線橋、跨川橋で維持管理の違いと法規制は。  

③維持管理状況と設計積算額確定までのプロセスは。  

④町道 559 号線の東名高速道路跨道橋の必要性は。  

 

 

  



 

質問順位２  長野  晋治  議員  

質     問     内     容  

 

１．教育方針について  

 (１ ) 重点施策について  

  ①インクルージョン教育についての考え方は。障がいをもつ生徒・児童の普通学級・特別支援学級の選択や、通級指

導教室利用などの判断とその体制は。  

  ②１人１台端末を有効活用した授業とは。課題や今後やりたいことは。  

  ③教職員の多忙化解消に向けた働き方改革の進展状況と今後の取組は。  

  ④道徳が教科化されたが、その目的、目標は。  

  ⑤「地域とともにある学校づくり」の推進。  

  ・学校運営協議会制度（コミュニティスクール）はどのような仕組みでどう機能しているか。  

  ・地域への学校開放、外部人材の活用、外部指導者の部活動指導の積極活動とあるが、現状の取組と課題は。  

 

 （２）プログラミング授業について  

  ３つの小学校では、どの学年でどのように取り組んでいるか。現状の取組状況と課題、今後の取組方針は。  

 

 （３） STEAM 教育への取組  

  プログラミング教育は STEAM 教育の一部と位置づけられるが、当町 STEAM 教育への取組状況は。  

 

 （４）教員間、保護者、地域住民との情報共有は。  

 

 （５）小学校教科担任制度の導入は。  

  

 


