
 

令和５年第１回長泉町議会定例会 一般質問予定者一覧 

令和５年３月６日 (月 )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．安全安心な子育て施策を  

(１ ) 近隣市の保育園で起きた不適切保育における町の対応は。  

 ①近隣市で起きた不適切保育の事件発覚後、幼稚園、保育園、認定こども園、民間保育所等に対する対応は。  

 ②保育士の人員配置について当町の現状と人材確保のための対策、取組は。  

 ③安全対策強化のため保育室内へのカメラの導入の必要性を感じるが町の見解は。  

  

 （２）公立幼稚園の今後のあり方や方向性は。  

 ①公立幼稚園の園児数の推移と預かり保育の利用状況は。  

 ②保育園に比べ定員に大幅に満たない公立幼稚園のこども園への移行や保育園との統廃合など考える時にきているの

ではないか。今後のあり方・方向性は。  

 

（３）児童虐待やネグレクトに対する当町の支援策は。  

 ①相談や報告件数、その事例、要保護児童数について現状は。  

 ②社会的関心を喚起するための広報や啓発活動はどのように行っているのか取組は。  

 ③児童相談所措置の前段階として短期的に児童を保護するような制度が必要と考えるがいかがか。  

 ④不適切な生活環境の家庭や虐待の恐れ、また、ネグレクト等リスクを抱える家庭への家事援助の支援が必要と考え

るがいかがか。  

  

（４）国が進める児童手当拡大の実現までの経過措置として長泉独自給付の考えは。  

 ①国が 18 歳まで児童手当の対象拡大を検討している中、上乗せ給付として東京都は 5,000 円の給付を予定している。

長泉も更なる子ども支援策として長泉独自の上乗せ給付ができないか。  

 

  



 

質問順位２  大沼  正明  議員  

質     問     内     容  

 

１．令和５年度の改正道路交通法施行による対応について伺う。  

（１）昨年の自転車による事故の認知件数を伺う。また事故の多い季節や時間帯、年齢層を伺う。  

 

（２）近隣自治体では新年度から市内で自転車用ヘルメットを購入した市民に 2,000 円の補助金を交付することとし

た。また７月の改正で、新しい車両区分となる電動キックボードはヘルメットを努力義務としている。過去 10 年に

県内で発生した自転車事故の死者のうち、約７割が頭部に致命傷を負っている。当町も補助金の交付ができないか

伺う。  

 

（３）県内で青い矢羽根型路面表示を見ることが多くなった。法定外の路面表示であるが自転車走行指導帯と呼び歩道

を走る自転車を車道に誘導する。自転車と歩行者の事故防止のために、当町の道路に設置できないか伺う。  

 

（４）７月の改正により、電動キックボードは 16 歳以上で免許は不要になり、高校生が通学に使用する可能性もある。

車道を走行し歩道の走行もできるため車両ナンバー交付時に、安全な使用のガイドブックの配布ができないか。歩

行者や子どもの安全安心のため標識の設置やキッズゾーンの路面表示の必要性など横断的な検証を求める。当局の

見解を伺う。  

 

（５）昨年３月にラインを使った町民レポートがスタートした。１年間の実績を伺う。当町は公開していないが、ホー

ムページに公開している自治体がある。利用の仕方や経過報告の公開で有効活用されるのではと考える。当局の見

解を伺う。  

 

（６）茨城県のりんりんポート土浦を会派で視察した。サイクリストの交流施設で、鮎壺公園の交流施設と同規模であ

る。簡単な工具や空気入れ、ロードバイク用の自転車ラックやスタンドの設置でサイクルサポートステーションと

なる。このような交流施設の運用も可能と考えるが、当局の見解を伺う。  

 

  



 

質問順位３  宮口  嘉隆  議員  

質     問     内     容  

１．防災マニュアルの初動・実働体制の再確認を  

 （１）豪雨と地震による大規模災害発生について、以下 12 項目の対応は防災マニュアルにある。それぞれ、もしもの

時、実践ですぐ対応できるか。豪雨災害、地震災害での初動や実動は大丈夫か。即座に機能する体制になっている

か。防災マニュアルの初動や実動その体制が実践で即座に対応の自信はあるか。なぜ大丈夫か伺う。  

  ①発災時の状況確認手段、初動実働体制は。（ドローン活用、体制も）  

  ②黄瀬川が越水した仮定での初動実働体制は。  

  ③越水と想定すると旧 246 と黄瀬川の間の水の排水等の初動実働体制は。  

  ④生活品、食事など配給初動実働体制は。  

  ⑤停電、断水、飲料水、生活用水への対応、体制は。避難所でのマンホールトイレの対応、水の補給等初動実働体制  

は。  

  ⑥災害派遣要請の初動実働体制は。  

  ⑦町長、副町長の初動活動は、マニュアルどおりに実働できるか。  

  ⑧初動、実働その体制の防災課中心の全課体制で即座に機能するか。  

  ⑨メッセージ発信のタイミングは、随時町民への情報への初動実働体制は。  

  ⑩自衛隊、救援物資、ボランティアなど援助の受け入れの初動実働体制は。  

  ⑪災害ごみの対応は、分別と地区仮置場、町集積場所、運搬対応体制は。  

  ⑫元の生活に戻る復旧、復興への対応。  

  ⑬今後の防災訓練も見直し、変化が必要では。  

  ⑭鮎壺公園での防災の立ち位置は、マンホールトイレは。  

 

２．税金の還元を（①物価高騰への応援給付金  ②喫煙所  ③斎場）  

（１）生鮮食品、生活必需品は約２万品も、 2 月からは 5,500 品が値上げ予定という。電気ガス燃料も値上がり、家計

を圧迫、節約を強いられ町民生活は切迫、全世帯に独自給付を。  

（２）国のたばこ環境への対応は屋外分煙施設等の整備の促進である。屋外分煙等の整備は非喫煙者にも受動喫煙防止

のメリットがある。たばこ税への見解、還元、役場庁舎等公共施設の分煙施設整備は。  

（３）多額の税金を投入した裾野長泉斎場、令和３年の長泉町の利用率は 73％、率向上のためにも、対策、支援を。  

（４）マイナンバーカード、住民窓口の各証明書に対応を。  

 

３．交通空白地帯解消の最終版に  

（１）長泉版タクシーの状況は。  

①実証運行終了後に利用者、タクシーにアンケートし、課題を諮って 10 月から本運行とのことであったが、利用者、

業者側からのどのような課題を克服したのか  

②実証運行時は８業者であったが、他の業者・介護タクシーなど協力業者は増えたのか。社に複数の予約への対処

は。１社の専用端末の台数は。端末の反応への改善は。  

③令和３年決算では、システム構築費約 2,500 万円、システム利用料３か月約 42 万円で年間 168 万円、マイナンバ

ー等で約 75 万円の合計約 2,743 万円と利用補助額だが毎年の経費か。デマンドももタク約 121 万円、いきいき号

約 17 万円、長泉清水循環バス約 1,900 万円からは割高感があるが見解は。安価なデマンド存続は。  

④１人 600 円、２人 400 円等利用回数情報を示してくれるとのことだが、どのように。 1 人の限度額の増額は。紙チ

ケット存続は。  

（２）コミュニティバスの状況は。  

①まだ２か月だが南北路線、町内循環の北・南の８の字運行路線運行の状況は。  

②台数、便数、時間帯、料金の経緯は。３台毎年の経費は。  

③３年の実証運行だが、一年ごとのバス停時間の検証見直しを。  

（運転手、利用者からの情報収集、下長から尾尻、東から駅へのルート延長、各バスにラッピングも）  

 



令和５年３月７日 (火 )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．誰ひとり取り残さない町の取組について  

（１）発達性読み書き障がい（ディスレクシア）への対応は。  

 ①小中学校において、ディスレクシアの疑いのある児童・生徒をどの程度把握されているか。また、学校現場ではど

のような検査が行われているのか伺う。  

 ②障がいの困難さを軽減するため、学校現場においてタブレット端末の活用やデジタル教科書を効果的に活用できる

よう、後押しが必要であると考えるが。  

 ③医療関係への接続をスムーズに行うことや、早期療育に繋げる必要もあると考えるが。  

 ④発達性ディスレクシアに関する分かりやすいリーフレットを作成し、学習会や講演会を実施し発達性ディスレクシ

アへの理解を促す必要があると考えるが。  

 

（２）学校現場での“てんかん発作”の対応について。  

 ①文部科学省からの、児童生徒がてんかん発作を起こした場合、教職員らが迅速に鎮静させるための治療薬「ブコラ

ム口腔用液」を投与できるとの事務連絡について、各学校にどのように伝達されているか伺う。  

 ②学校側がブコラム投与に適切に対応できる体制の整備が必要であると考えるが。  

 ③教職員の人材確保・育成と合わせ、専門職の配置も必要ではないか。教育委員会の見解を伺う。  

 

（３）介護ボランティアにポイント制度の導入を。  

 ①介護支援のボランティア活動を通じて地域で交流し、支え合いの関係の構築を促す「ボランティアポイント制度」

の導入を検討してはと考えるが。  

 

 

  



 

質問順位２  内田  幸英  議員  

質     問     内     容  

 

１．新年度に向けた、町の障がい者の募集状況と雇用達成率について  

 (１ ) 多種多様な人材が行政で働く機会の更なる創出と配慮について  

  ①令和４年第３回定例会において、障がい者雇用状況と採用職員の障がいの種別を伺ったが、その後どのような取組

を行い、何名から応募があり何名を採用したか伺う。  

  ②現時点での長泉町役場における（教育委員会含む）障がい者雇用達成率は。また令和８年度までの障がい者雇用率

3.0％（教育委員会 2.9％）の達成に向けた、課題や具体的な各障がい者の採用人数目標と目標達成に向けた取組に

ついて伺う。  

  ③自力通勤が困難な障がいを持つ職員や今後の採用者へ向け、在宅勤務や自治体テレワークシステム for LGWAN の導

入、テレワーク環境の更なる整備推進を提案するが町の見解は。  

  ④過去や現在において車椅子を使用する方の応募や採用状況は。また全ての部署において車椅子の導線やデスクスペ

ースの確保、全ての階にだれでもトイレの設置など、庁内の更なる合理的配慮を提案するが町の見解は。  

  ⑤障がいを持つ正規職員の出退勤時刻・休暇・休憩や通院・体調等の配慮状況を伺う。またフレックスタイム制の活

用を提案するが町の見解は。  

  ⑥過去の事務職Ｃ（障がい者雇用枠採用）職員採用試験の募集要項と、現在の募集要項等において改善や変更された

部分を伺う。  

  ⑦事務職Ｃの採用人数の増員と学歴や受験資格（年齢）への更なる緩和を求めるが町の見解は。  

  ⑧事務職Ｃの正規職員と会計年度任用職員の手取り報酬と手取り期末手当について伺う。また昨今の食料費や水道光

熱費等の高騰を鑑みて処遇改善を提案するが町の見解は。  

 

 

  



質問順位３  福田  明  議員  

質     問     内     容  

１．健康で安心できる生活を送るために  

 (１ ) プレコンセプションケア（若い男女を対象として将来の妊娠のための健康管理を促す取組）について  

  ①令和３年２月９日閣議決定された「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」による

と、若い男女を取り巻く環境が大きく変化している中で将来の妊娠につながる健康管理に関する情報提供を推進す

るプレコンセプションケアの取組が必要である。プレコンノートを配布することで、人生 100 年時代を自分らしく

健康で生きることができるよう推進すべきだがいかがか。今後の対応は。  

 

 （２）健康な生活を送るために  

 ①がん検診について  

  現在のがん検診の無料化の対象を「がん採血検査」まで拡大すべきと考えるが、見解を伺う。  

 ②こども・子育て支援について  

  ア  出産時に子どもを亡くした方に寄り添うグリーフ（悲嘆）ケアが必要である。また、予期せぬ妊娠に悩む女性

にも支援が必要である。そのための体制の構築が必要と考えるがいかがか。  

  イ  赤ちゃんの中には早産により体重が少ない未熟児も生まれている。また 1,000 グラム未満の超低体重児もい

る。そのような出産をした方のためのリトルベビーハンドブックを県では用意しているが、本町での活用状況

は。  

 

 （３）男性の育児休業取得の更なる促進について  

  ①本町の男性職員の育児休業取得率の現状について  

  ②昨年 10 月より改正育児・介護休業法が一部施行され、出生時育児休業（産後パパ育休）制度が創設されたが、これ

を受けての本町の認識と今後の取組を伺う。  

  ③町内民間企業への育休取得促進の働きかけについて  

   子育て世代の転入が増加している本町として、町内民間企業の男性の育休取得促進の機運が高まるよう努めるべき

と考えるが、今後の取組を伺う。  

 

 （４）福祉行政について  

  ①生活保護行政について  

   全国的には生活保護の申請件数と受給世帯が増えているが、町の生活保護にかかる件数・予算は概ね横這いで、コ

ロナ禍以降も顕著な伸びは見られていない。生保行政については、申請抑制の要因として「親族への扶養照会」が

あると考えるが、国会では「扶養照会は義務ではない」との答弁がある、町はこれをどう理解し、対応している

か。  

  ②国民健康保険税について  

   コロナ禍の物価高騰において、電気料金の値上げが伴い、飲食店等の営業や町民の暮らしも大変厳しい状況に直面

している。そのような中、国民健康保険税が高く支払うことができず、滞納してしまっている状況はどうか。  

   ア  令和３年度の滞納状況はどうか。  

   イ  短期被保険者証、資格証明書の発行世帯数はどうか。  

   ウ  コロナ禍で収入が前年比３割減の世帯への国民健康保険税減免の実績はどうか。  

   エ  令和２年度から、段階的に国民健康保険税の基礎課税額分の所得割引き上げが行われてきた。基金の活用で国

民健康保険税を引き下げるべきと考えるがどうか。  

 

 （５）教育行政について  

  ①国は 2023 年度以降、中学校の部活指導を地域のクラブなどに移行する方針だが、来年度の本町の状況と方向性を

伺う。  

  ②学校の児童・生徒 1 人当たりの図書購入費の自治体格差が大きくなっている。町の状況と図書購入予算を増やすべ

きだと考えるがいかがか。  

 



令和５年３月８日 (水 )午前 10時開議  

日程第１．一般質問  

質問順位１  杉森  賢二  議員  

質     問     内     容  

 

１．さらなるデジタル化促進で新たな価値の創造を  

（１）マイナンバーカードは、国が令和４年度末までにはほぼ全国民に行き渡ることを目指すとしている。マイナンバ

ー促進で地域サービス利用の充実を。  

①当町における現時点での普及状況と今後の普及促進計画を伺う。  

②マイナンバーカードを用いた新型コロナウイルス感染症予防接種証明書を発行した電子証明の実績数は。  

③マイナンバーカードを活用した高齢者支援対策のタクシー利用状況は。  

④サンセットコインのような事例に、マイナンバーカードを連動させたスマホ決済で地域通貨として、町独自もしく

は、地域連携で利用できる取組を。  

 

（２）デジタル化の進展と共に、新たなる移動通信システム  超高速・超大容量のデータ通信５Ｇ（第５世代移動通信シ

ステム）に続く次世代通信サービス６Ｇの研究開発が進められている。様々な可能性を秘めており、新たな技術に

着目し、町としても積極的に取り組む必要があると考える。  

 ① Wi-Fi は 2024 年には第７代へ光ファイバーはバックアップ回線と言われている。コンパクトシティという当町の利

点を生かして、災害時、観光政策、町民の利便性や万が一の手段として、他の地域でも事例がある安心安全な高速

通信インフラで強力な Wi-Fi 通信網の広域的な整備が必要と考えるが町の見解と今後の計画は。  

 ②地元の高校大学や、企業誘致も含めＩＴ企業との産学官連携が必要と考えるが町の見解は。また、地元の企業を育

てるという観点から、デジタル技術応用は地産地消で、地元でできることは地元で行っていただきたいが町の考え

は。  

 ③総務省がまとめた自治体ＤＸ推進計画では、自治体におけるＤＸの推進体制の構築で、首長、あるいは最高情報統

括責任者を置くこと、またその補佐をする補佐官を置くなど、具体的には CIO と言うが、 CIO や CIO 補佐官などを

置くことを推奨し、その役割などが例示をされている。当町での体制や、今後の計画は。  

 

（３）業務効率とコスト削減を目指した ICT の活用を。  

 ①窓口サービス業務における ICT の活用状況と計画は。  

②日本医療を守るため、医療費の削減、業務率向上、個人ごとの疾病管理が可能なビッグデータ、ＡＩ技術を活用し

たシステムでデータヘルス改革を。  

③経済分析システム『リーサス』、経済のバイタルサイン『Ｖリーサス』、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータ

ルサイト『イースタット』、公的統計のミクロデータ利用ポータルサイト『ミリポ』などの活用状況は。『地方創

生☆政策アイデアコンテスト』応募を行うなど、官民連携で、ワクワクするようなアイデアや、プランを各部署で

取り組んでいただきたいが、現在企画財政課内に設置のデジタル推進チームから、情報戦略室に移行するというこ

とも聞いている。データ分析システムなどを活用して、プロジェクトを推進していただきたいが町の考えは。  

 

（４） ICT 技術を活用した情報発信の有効活用を。  

 ①観光振興や移住促進の観点から「町をどう戦略的に情報発信し広報活動を行っていくのか」が課題と考える。今存

在する無料情報発信 SNS（ソーシャルネットワークサービス）を利用した町の魅力をどの市町より強力に発信する

「シティプロモーション」を行っていただきたいわけだが、 SNS 情報発信の現状と、新たな価値の創造でファンを

拡大するための戦略を立て取り組んでいただきたいが、町の今後の計画は。  

  ②町ウェブサイトは、町民目線でわかりやすく、 SNS 情報発信や、施設予約とも連動させ、オンライン化を進めてい

ただきたい。町の計画は。  

   ③町ウェブサイトに、機械学習のアルゴリズム『データサイエンス』によるデータ解析を用いて、町内外への情報拡

散が必要と考えるが町の見解は。  

 

 



 

質問順位２  植松  英樹  議員  

質     問     内     容  

 

１．生活困窮者への対応について  

（１）生活困窮に該当する相談件数は。  

 

 （２）その際、どのような対応（アドバイス）を行っているのか。  

 

（３）子どもの貧困対策やひとり親家庭など、対象者全員に支援が届くよう丁寧な対応を。  

 

（４）生活困窮者に対する様々な施策の周知を確実に。また、状況に応じ、さらに踏み込んだ支援が必要と考えるが、

町の見解は。  

 

２．施政方針について  

 

 

 

 


