
議員名

1. ここまでの検討内容
2. 保護者意見聴取の方法
3. 方針決定までのスケジュール
1. 子どもの身体への影響
2. 各校への通知
1. 置き勉の可否
2. 通学カバン選択制
3. 各校に見られる工夫
1. 現状認識と市民の声
2. 改善方法

2. 市民との協働について 1. 地域美化活動支援（まちピカプログラ
ム）

3. 除草ロボットの活用につい
て

1. 導入のメリットデメリット

1. 第３次浦安市環境基本計画について
2. 気候市民会議について
3. グリーンライフポイントについて
4. 環境配慮行動について
1. 博物館法の改正について
2. 地域人材の育成について

3. 安全で安心な暮
らしについて

1. 地域防犯力の向上について 1. 特殊詐欺被害対策について

1. 幼児教育・保育について
2. 子ども・子育て支援事業について
1. 現状について
2. 課題について
3. 母子手帳アプリの導入について
1. 自治会活動の意義について
2. コロナ禍における活動について
3. 市の支援について
1. オンライン化の推進について
2. 予約のオンライン化について
3. 障がい者手帳について

1. 海釣りについて
2. 迷惑行為について
3. アメニティについて
4. 今後について
1. ゴミの散乱について
2. 課題について
3. 他市事例の研究について
4. 今後について
1. パブリックアートについて
2. トウキョウトイレについて
3. 新しいパブリックアートについて

令和４年第３回定例会一般質問のお知らせ

　令和４年９月２日に招集されます第３回定例会における一般質問が、下記のとおり通告されましたの
でお知らせいたします。

件　　　　　名 要　　　　　　　　旨 細　　　　　　　　目

②
上
野
賢
一

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 気候変動への対
策について

1. 地球温暖化対策の推進につ
いて

2. 持続可能な地域
づくりと社会教
育について

1. 社会教育施設の役割につい
て

①
岡
野
純
子

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 小中学校教育課
程カリキュラム
について

1. 検討委員会について

3. 公園の除草につ
いて

1. 夏場の繁茂の改善方法につ
いて

2. 通学時荷物過重
問題について

1. 問題認識について

2. 各校の現状把握について

③
芳
井
由
美

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 子ども・子育て
について

1. 質の確保及び向上について

2. より多くの市民に事業を
使っていただく為の取組に
ついて

3. デジタル技術の
活用について

1. 利便性の向上について

2. 地域コミュニ
ティについて

1. 自治会活動について

④
末
益
隆
志

（質問方法：全て一問一答）

1. 環境美化につい
て

1. 親水施設について

2. ポイ捨てについて

3. アートな街について



1. 影響による実態把握について
2. 市の入札への影響について
1. 新たな財源について
2. 具体的な支援策について
1. ＤＸ促進について

2. 電子インボイスの普及について

2. 国・県と連携した制度の活
用について

1. 就業者モチベーションアップのための中
小事業者支援について

1. 旧江戸川護岸耐震化について
2. 堀江ドック耐震化について
1. 舞浜地区海岸護岸整備について
2. 日の出・明海地区前面海岸護岸整備につ

いて

1. 新浦安駅南口交差点改良事業について
2. 新浦安駅北口バスベイについて

1. 高洲地区への交番誘致について
2. 防犯カメラの設置について
1. 進捗状況について
2. 各団体の関わり方について

3. 特別な支援を必要とする児
童・生徒の教育について

1. 県立特別支援学校誘致について

1. 市の考え方について
2. 浦安市独自の陽性者登録センターの設置

について

1. 隣接市との比較
2. 算出根拠
3. チェック体制

2. 破損の対応・マニュアル 1. 市の対応
1. 導入経緯
2. 今後の対応
3. 検査数値の評価

2. 扱い事業所の対応 1. 事業者のＨＰ上での浦安市の扱われ方

1. 一連の経緯について

2. 市民と議会からの要望について

1. 図書館以外の機能について
2. 対象利用者想定と利用（需要）予測につ

いて

3. 市民からの要望について
1. これまで市が調査検討した内容
2. 整備に関する問題と課題
1. 整備計画について
2. 地域要望とニーズ調査について
3. 整備（設置）場所について
1. 検討状況、進捗について
2. 市民意見聴取について
1. 検討・導入状況について
2. 他自治体での参考事例について

⑤
一
瀬
健
二

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. コロナ禍におけ
る物価高・原油
高対策について

1. 物価高・原油高の市内事業
者への影響について

2. 支援の考え方について

2. 市内中小事業者
の経営力向上に
ついて

1. ＤＸ（デジタル・トランス
フォーメーション）による
経営効率化のための環境整
備について

⑥
吉
村
啓
治

（質問方法：全て一問一答）

1. 河川・海岸につ
いて

1. 河川整備について

2. 海岸整備について

2. 新浦安駅周辺整
備について

1. 新浦安駅周辺整備の進捗状
況について

⑦
毎
田
潤
子

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 浦安市総合計画
について

1. 市民の安心と安全について

2. うらやす健康・元気コン
ソーシアムについて

2. 浦安市のコロナ
対策について

1. 市の独自施策について

⑧
広
瀬
明
子

（質問方法：全て一問一答）

1. 屋外トイレ管理
について

1. 清掃経費

2. パイプテクター
について

1. 浦安市民プラザウェーブ
101

⑨
水
野
　
実

（質問方法：全て一問一答）

1. （仮称）子ども
図書館整備計画
について

1. 当初の整備計画から計画凍
結、その後本年６月に再検
討するとの答弁に至った経
緯について

2. 施設整備計画（機能）内容
と主な利用対象年齢につい
て

3. 境川河口付近と
高洲地区3.5ヘク
タールの一体的
な開発について

1. 現時点での検討状況につい
て

2. パークＰＦＩ（官民連携）
について

2. 舞浜地区整備計
画について

1. 舞浜駅北口周辺整備につい
て

2. 舞浜地区公民館整備計画に
ついて



1. 認知症シンポジウムについて
2. 本人発信支援について

2. 住まいの問題について 1. 高齢者の住まい方について
1. 企業岸壁について 1. 事業化に向けた取り組みについて

1. 液状化した交差点について
2. 地籍調査について

1. 条例制定への経緯・目的・効果について
2. 取り組みの方向性・スケジュールについ

て

1. 手続きのオンライン化について
2. デジタル技術を活用した業務効率化につ

いて

1. 後遺症に関する問い合わせ・要望状況に
ついて

2. コロナ感染者の後遺症への対応について
1. 現状の認識
2. 客引き行為の防止に関する条例について

1. 認知症施策の推進について 1. 一体的支援事業について
1. コロナ禍での「通いの場」について
2. 「通いの場」のアプリの活用について
1. マンション管理計画認定制度について
2. 住宅セーフティネットについて
1. 「書かない窓口」の導入について
2. 地域通貨・自治体ポイントの検討につい

て

1. 奨学金代理返還制度についての市の見解
について

2. 他市での中小企業対象の代理返還補助制
度についての見解について

3. 本市での導入の可能性について
1. コロナ禍における現状について
2. ｆ‐Ｂｉｚの取り組みについて
1. 現状について
2. 書かない窓口について
3. おくやみ窓口について
1. 来園者の安全について
2. 横断歩道について

1. 安全性について市の認識
2. ５年間の暫定配備について市の認識
3. 飛行ルートについて
1. 活用の促進について
2. 不正受給について

1. （仮称）舞浜出張所整備事業について
2. 今川・堀江出張所の老朽化対策について
1. 住民サービスの向上について
2. 人員配備の充実について
3. 消防体制の基盤の強化について

⑪
柳
　
毅
一
郎

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 危機管理につい
て

1. 危機管理に関する条例につ
いて

3. 新型コロナウイ
ルスについて

1. コロナ後遺症への支援につ
いて

4. 安全・安心なま
ちづくりについ
て

⑩
深
津
徳
則

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 誰一人取り残さ
ない施策につい
て

1. 認知症施策について

2. 災害対応力の強
化について 2. 災害復旧について

1. 客引き行為について

2. 子育て政策につ
いて

1. 子育て分野でのデジタル活
用について

2. 介護予防について

4. 市民サービスのデジタル化
について

3. 住まいへの支援について

1. 住み続けられる
魅力あふれるま
ちづくりについ
て

2. 中小企業・創業支援につい
て

3. 墓地公園につい
て

1. 周辺環境について

2. 市民サービスの
向上について

1. 窓口改革について

⑫
中
村
理
香
子

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

⑭
美
勢
麻
里

（質問方法：全て一問一答）

1. 自衛隊の輸送機
オスプレイ配備
について

1. 浦安市民への影響について

3. 消防力について 1. 出張所の整備について

2. 消防の広域化、整備指針に
ついて

2. 認可外・認可保
育園への支援に
ついて

1. 委託費・補助金・助成金に
ついて

⑬
芦
田
由
江

（質問方法：全て一問一答）

1. 市内産業の活性
化について

1. 奨学金代理返還制度につい
て



1. 本市における教職員の働き方改革推進計
画の実施状況について

2. 成果の検証と今後の対策について
1. 現在の取り組みについて 1. 自衛官の募集に関し、市はどのような協

力を行っているか

2. 自衛隊への理解を深める教
育について

1. 自衛隊への理解を深めるためにどのよう
な体験教育を行っているか

1. 農業体験学習について 1. 課外教育における農業体験学習の具体的
な実施状況について

2. 自治体間の連携について 1. 農業が盛んな自治体との農業体験を通じ
た交流について

3. 新規就農に関する市民への
情報提供について

1. 就農相談会や農業大学校の案内、アグリ
人材バンクの制度周知といった面での情
報提供をどの様に行っているか

1. 現在の実施状況について 1. 直近のマスクを必要としない場面での着
脱状況について

2. 課題認識と今後の取り組み
について

1. 現状を受けて今後どのように取り組むの
か

⑮
折
本
龍
則

（質問方法：全て一問一答）

1. 教職員の負担軽
減について

1. 現在の取り組みについて

3. 農業振興のため
の広域連携につ
いて

4. 子どものマスク
着用について

2. 自衛官募集への
協力について


