
 

令和４年第３回長泉町議会定例会 一般質問予定者一覧 

令和４年９月６日 (火 )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．安全安心な長泉のまちづくりを  

(１ ) 公園の防犯対策や四阿
あずまや

的な日よけ対策について。  

 ①防犯カメラが設置されている公園はどこか。  

 ②今後、公園へ防犯カメラを設置することについてのお考えは。  

 ③利用者からは防犯対策と同時に日よけ対策も求められている。暑さ対策として四阿
あずまや

的な日よけ対策が必要と思うが

町の考えを伺う。  

 

 （２）防犯カメラ設置事業について。  

 ①平成 30 年度より防犯カメラ設置事業５か年計画が開始。令和３年度より自治会への通学路防犯カメラ設置事業費補

助金も開始。さらに、法人事業所へと補助金事業が拡大されたが現在の設置状況は。  

 ②今年度、防犯カメラ設置事業及び通学路防犯カメラ設置事業費に対する自治会と法人事業所への補助金が最終年度

となっている。今後も継続していただきたいが町の考えは。  

 

（３）防犯カメラの設置方法について。  

 ①電柱を利用した防犯カメラの設置件数は。  

 ②電柱利用による設置は費用の削減につながると思うが町の考えは。  

 

２．子どもを取り巻く学校教育環境の変化とその対応について  

 （１）児童生徒の心の悩みとその相談体制について。  

 ①いじめ、ジェンダーなど不安を抱いている児童・生徒に対し、いつでも相談できる専門的なカウンセリングなどの

相談体制と支援体制とその取組について。  

 ②児童・生徒へのアンケートの取扱いについて。  

 

 （２）制服、体育着、水着着用に対するあり方について。  

  ①制服の見直し検討の際に、環境に配慮し SDGs の観点から町内２校を同じ制服にすることで学区外の親戚や知人から

制服を譲りうけることができれば環境にもお財布にも優しい制服のリサイクル、利活用につながると思うが町の考

えは。  

  ②体育着は上下に記名がされている。校外を歩く際、防犯上、個人情報の流失を避けるという観点から対策が必要と

思われるが、町の考えは。  

  ③水泳授業の際のラッシュガードを自由化にするお考えは。  

 

 （３）がんばる高校生への切れ目のない子育て支援策は。  

①現在の高校生への支援策などはどのようになっているのか。  

②長泉町がんばる中学生応援事業を高校生にまで延長拡充のお考えは。  

 

  



 

質問順位２  米山  智  議員  

質     問     内     容  

 

１．バランスのとれた学校教育とは  

 (１ ) 小・中学生の理科離れは大丈夫か。  

 ①理科の小学校・中学校の授業の内容と現状について。  

②理科離れが叫ばれている大きな要因は何であると考えているか。  

③町教育委員会発案の独自授業をすることは可能か。  

④小・中学生などが共同で理科実験授業をすることはできないか。  

⑤全国学力テストへの参加者数と新学習指導要領が網羅されたその内容とは何か。  

⑥当町の学力テストは県全体と比較するとどのような結果であったか。その結果から、学力テストに関する町の見解

と今後の授業のあり方は。  

⑦中３理科の平均正答率が 50％を下回っている状況をどのように捉えているのか。また、今後の課題とその対応は。  

⑧ ICT の活用で利用上の不具合はないのか。また、今後の対応は。  

 

（２）英語教育の推進と充実について。  

 ①英語検定受験者への補助金は近隣市町と比較してどのような状況か。また、助成金額などの見直しはしなくてよい

のか。  

 ②外国語指導助手（ ALT）６人と担任の職務分担はどのようにされているか。また、授業実施での課題はあるのか。  

 ③ ALT の増員あるいは英語の免許を持った OB などを増員し、英語教育の推進と充実を図るべきであると考えるがいか

がか。  

 ④保育園児や幼稚園児に対する町の英語教育の考え方は。  

 ⑤入園を選択する際、英語教育を導入していることを条件にしている保護者が見受けられるが、魅力ある教育を目指

すには、教育の推進と充実を図るべきであると考えるがいかがか。  

 

  



 

質問順位３  杉森  賢二  議員  

質     問     内     容  

 

１．いじめのない町を目指して  

 （１）県内と町内のいじめの現状は。  

  ①公立学校の児童・生徒にいじめ問題アンケートを行うことがあると聞いているが、どのように実施され、その実施

方法は。  

  ②いじめ、不登校や自殺があるのか。状況と調査委員会の設置、町や教育委員会の体制、警察との連携が必要と考え

る。調査委員会設置の意義や位置づけをどのように考え、証拠隠滅や初動捜査に遅れが生じないような体制を整

え、一刻も早く警察に相談し指導すべきだが、町民の意識向上の対策など町の活動状況を伺う。  

  ③町内児童・生徒に対して行っているいじめ防止教育やケアなどいじめに対してどのような対応をしているかを伺

う。  

 

 （２）インターネット、 SNS によるネットいじめ問題対策を。  

  ①生徒のスマホ普及状況と利用状況の把握を。  

  ②県内、町内のネットいじめの現状を踏まえ、学校、生徒、先生、保護者、警察、 PTA、自治体等、地域全体でのネッ

トいじめを防止するための対策は。  

 

２．生徒ファーストの部活動地域移行対応を  

 （１）町内中学校部活動地域移行に向けての状況は。  

  ①部活動地域移行の移行予定時期と町はどのように捉えているのか。  

  ②部活動地域移行に関して、県、近隣市町の動きは。  

 

 （２）部活動地域移行による問題点は。  

①部活動地域移行による生徒の内申点、調査書への影響は。  

②部活動地域移行による金銭面での問題点は。  

③文化部の部活動地域移行と問題点は。  

 

 （３）部活動地域移行に合わせた町のスポーツ振興計画は。  

①町スポーツ協会、スポーツ団体との連携、協力体制は。  

②スポーツ強化を狙いとした町のスポーツ人材、指導者の育成、新たなスポーツ施設整備の検討を。  

 

３．障がい者就労支援の拡充を  

 （１）町内障がい者就労支援の状況は。  

  ①コロナ禍の中で、イベントの中止など、販売機会の減少による影響を踏まえ、町内就労支援施設の状況は。  

  ②就労支援施設に、町が依頼している案件はどのくらい存在するか。また、施設で製造した商品に対する町が関わる

購入状況を伺う。  

  ③町内就労支援施設のここ近年の一般就労移行の実績や事例など状況を伺う。  

 

 （２）新たな障がい者就労支援体制の促進を。  

  ①障がい者（児）の親の高齢化を考えると、いつ一人になるか不安になってしまう状況の中で、町はどのような支援

体制を整え行っているのか現状を伺う。  

  ②様々な相談が予想されるが、実際の相談内容と、どのくらいの相談件数があるのかを伺う。  

  ③障がい者（児）のためのショートステイ施設やグループホームの充実を図っていくために、まず今後のニーズを把

握し、町民にしっかりと情報がいきわたり相談しやすい体制を作っていくことが大切と考える。そこで、わかりや

すい相談支援体制を整え、長泉モデルとして体制を整えてほしいと考えるが町の見解は。  

 



 

令和４年９月７日 (水 )午前 10時開議  

日程第１．一般質問  

質問順位１  内田  幸英  議員  

質     問     内     容  

 

１．更なる住みやすく暮らしやすい、すべての人に優しい町「ながいずみ」へ  

（１）町で把握している、四肢などの障がいのために歩くのが困難と思われる方の障がいの種類や人数と使用補装具の

種目は。また高齢や脳疾患等の麻痺、糖尿病など病気のために歩くのが困難と思われる方の種類や人数と使用補装

具の種目は。  

 

（２）身体障がい者手帳所持者への各種目の補装具の修理や購入において、支給決定までに要す申請期間のスピーディ

ーな対応と町独自での各種目補装具購入の支援を提案するが町の見解は。  

 

（３）町の公共施設に設置してある車いすの台数と車いすの種類、多目的トイレ（車いすの対応可能トイレ）の設置状

況、エレベーターや両側手すりの設置状況やスロープ、車いす対応駐車場等の設置状況は。  

 

（４）町の公共施設の階段にて、両側に手すりが設置されていない施設への設置を要望するが町の見解は。  

 

（５）ここ 10 年での車いす貸出件数と貸出事業収入の状況は。  

 

（６）社会福祉協議会と連携し、車いすの貸与を無料にする考えはないか。また電動式車いすを役場に設置することを

提案するが町の見解は。  

 

（７）町でも福祉車両（車いすが搭載できるスロープ付き車両）を導入し、近隣自治体の社会福祉協議会が行っている

福祉車両無償貸出事業を提案するが町の見解は。  

 

（８）近年の役場における障がい者雇用状況と採用者の障がいの種類と障がい者雇用達成率は。  

 

 （９）障がい者雇用の課題に向け、今後の町の取組姿勢を問う。  

 

 （ 10）障がい者への積極的な就労支援を行い、行政や民間企業への雇用の促進と啓発を。また農業の担い手不足対策と

して当町でも農福連携支援や就労の仕組みづくりについて提案するが町の見解は。  

  

 

  



 

質問順位２  堀内  浩  議員  

質     問     内     容  

 

１．住み良い町づくりのために  

 (１ ) 専門知識と経験を持った助産師の存在は、不安な避難生活において妊産婦の体と心の支えとなる。近隣市町でも

県助産師会と協定を結んで避難所での体制を整えている。当町としても積極的に取り組むべきであると思うが、見

解を伺う。  

 

 （２）従来の公園のあり方では、障がいのない子とある子が交わり、一緒に肩を並べて遊ぶことは難しく、そうした状

況が、障がいに対する理解を妨げているのではないか。子どもは遊びを通して成長する。同じ場所で遊ぶことで、

互いに違いがあることを理解すると思う。公園の環境を整えることが、誰も排除しない社会へと一歩近づくのでは

ないか。今後整備される、既存・新規の公園において、インクルーシブの理念に沿った公園整備を取り入れるべき

であると思うが、見解を伺う。  

 

 （３）白血病をはじめとする血液疾患のため造血細胞移植を必要とする患者は、全国に 2,000 人以上いると言われてい

る。一方ドナー登録者は約 49 万人登録されているが、年間の移植数は 1,200 件程度に留まっている。ドナーが休暇

取得しやすい社会環境を整えることが大切である。近隣市町でも助成制度に取り組んでいる。町の見解を伺う。  

 

 （４）ガバメントクラウドファンディングは、ふるさと納税のシステムを利用したクラウドファンディングの仕組みの

名称で、「地方自治体」がプロジェクトの実行者として立ち上げるクラウドファンディングである。自治体が特定

の目的のために出資を募るクラウドファンディングで、災害支援や子育て・教育支援等に役立てられる。災害時の

避難所、町で開催するイベント、被災地への支援にも活用ができるトイレトレーラーの導入やインクルーシブ公園

遊具の購入など、ガバメントクラウドファンディングで共感・賛同を得られる事業に取り組んでは。町の見解を伺

う。  

 

 

  



 

質問順位３  杉山  夏男  議員  

質     問     内     容  

 

１．鮎壺公園について  

 (１ ) 事業プロセス―基本構想、基本調査、基本計画、事業工程、基本設計、実施設計、ワークショップ他、それぞれ

の成果内容（事業費、用地買収費を含め）の確認。  

 

 （２）現在までの経過（実績）と今後の事業詳細（計画）を問う。  

 

 （３）総事業費の変更見直しについて問う。  

    

 

  



令和４年９月８日 (木 )午前 10時開議  

日程第１．一般質問  

質問順位１  福田  明  議員  

質     問     内     容  

 

１．安心して生活できる町のために  

 (１ ) 学校教育関係  

①全国的に 2,800 人の教員不足と言われている。当町での状況と対応は。  

②平和教育について  

 ア  小・中学校の平和教育の取組状況は。  

 イ  ロシアのウクライナ侵攻等は、児童・生徒に大きなダメージを与えているのではないか。この問題についての

学校での取組はあるか。  

 ウ  平和を考える図書コーナーの設置（ロシアやウクライナ関連の図書も含め）等も必要と思うが、図書室や町民

図書館での今後の取組について伺う。  

 エ  広島市に平和研修として毎年５人程の生徒を派遣しているが、貴重な体験をする機会なので来年度は 10 人程度

の研修にできないか。  

 

 (２ ) 安心して生活するために  

①子どもが学齢期を過ぎ社会参加するにあたり、高等学校を中退したり、卒業時に進路が定まらなかったりした者

を、地域で温かく迎える体制が必要だと考える。現状、そうした社会参加の機会を逃した方へ、町の支援は届いて

いるか、現状認識はどうか。  

②消費税のインボイス制度が実施された場合の町内事業者への影響について、町の見解を問う。また、シルバー人材

センター会員への負担増を回避するための支援を求める。  

③本町に対する外部からの不正アクセスやサイバー攻撃等の状況はどうか。また、攻撃を受けた場合の対応はどう

か。身代金を要求するランサムウエアによる被害が発生する可能性はないのか。  

④いわゆるゴミ屋敷や管理が不適切な状態のまま放置されている老朽家屋は、衛生上、防災上、防犯上の問題があ

る。地域の良好な生活環境を守る条例が必要ではないか。町の見解は。  

⑤市街地や神社の樹木、企業の敷地内や家屋の庭にある立派な大樹については、「保存樹」として伐採しないよう町    

   が指定するのはいかがか。  

 

 

  



 

質問順位２  植松  英樹  議員  

質     問     内     容  

 

１．富士山南東スマートフロンティア推進協議会の取組について  

 (１ ) この協議会の設立の趣旨、目的は。  

 

 （２）６つの地域課題の解決を目指すとあるが、その取組の進捗状況は。  

   【６つの地域課題】  

   ・移住促進  

   ・企業誘致  

   ・テレワーク・サテライトオフィス  

   ・防災減災  

   ・交通 Maas（ Mobility as a Service）  

   ・行政 DX 

 

 （３）交通 MaaS の取組の中で、桃沢エリアや駿河平エリアとのアクセスを検討すべきでは。その可能性は。  

   

 （４）各種取組について、積極的な情報発信を。  

   

２．パークゴルフを生かした交流・地域活性化を目指して  

 （１） 11 月のオープンに向けて、公認申請、道具の確保、イベント開催などの準備状況は。  

 

 （２）オープンを期待する声は多い。公認コースとなれば、各種大会等も開催できる。町内に日本パークゴルフ協会支

部等（競技促進団体）を設立することも検討すべきでは。  

 

 （３）パークゴルフ普及のために、ルールや施設利用の方法など、初期段階では普及のための事前指導や講習会などを

実施すべきと考えるが、その計画は。  

 

 （４）北海道幕別町には、日本パークゴルフ協会の本部がある。夏は涼しい北海道で、秋から冬は温暖な静岡県（長泉

町）でプレイするなど、パークゴルフを通じた住民同士の相互交流の推進を提案するが、町の見解は。  

 

 （５）今後、大会等の開催を計画した場合、長泉町の地場産品を景品として活用することにより、地域活性化に繋がる

と考えるが、町の見解を伺う。  

 

 

 


