
議員名

1. 市の思いと考え方について

2. 検討経緯と内容について

3. 今後について

1. 高齢者・障害者の個別避難計画について

2. 災害時要援護者避難支援プランについて

3. 要援護者避難行動マニュアルについて

1. 現状について

2. 福祉事業所へのＡＥＤ設置助成について

1. 現状について

2. 気軽に相談できる新たな窓口の設置につ
いて

1. 障害者アートに対する市の認識について

2. 浦安市内でのアートパラ、芸術祭の開催
について

1. 市の考え方について

2. 現状について

3. 今後について

1. ICT活用の現状について

2. 個に応じた学習支援について

1. マイナンバーカードの利活用について

2. 子育て支援について

3. ふるさと振興について

4. 地域の活性化について

5. 緊急通報システム「Live119」について

1. 自転車の交通安全対策について

2. 違反行為の取り締まり強化について

3. 損害賠償保険の義務化について

4. 高齢者運転免許証自主返納サポート事業
について

1. 有料化前後での利用台数の差異

2. 収益見込みと実際の差、及び契約内容の
継続

3. 利用方法の周知と未支払者の追跡

4. ここまでの検証と今後の運営について

1. メリットとデメリット

2. 検討組織の設置

3. 小規模校運営について今後の考え方

1. 騒音や危険行為についての課題認識

2. スケートボードができる場所について

3. 双方の声を受けて市の対応

1. 市の課題認識

2. 課題解決に向けての対応

3. ℮-スポーツの導入

3. スケートボード
に係る課題につ
いて

1. 地域からの声とプレーヤー
からの声

令和４年第４回定例会一般質問のお知らせ

令和４年11月25日に招集されます第４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

①
毎
田
潤
子

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）
1. 特別な支援を必

要とする児童・
生徒の教育につ
いて

1.

3. 浦安アートプロ
ジェクトについ
て

1. 障害者の文化芸術活動の推
進について

県立特別支援学校誘致につ
いて

1. 誰一人取り残さないための
防災について

2. 市民の安心と安
全について

2. 福祉事業所へのＡＥＤ設置
について

3. 児童相談窓口について

4. 子どもたちがの
びのびと遊べる
環境について

1. ボール遊びができる場所に
ついて

②
上
野
賢
一

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 持続可能な学び
について

1. 教育の情報化について

3. 安全で安心なま
ちづくりについ
て

1. 交通安全対策について

2. まちづくりＤＸ
について

1. デジタル技術の活用につい
て

③
岡
野
純
子

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 公園駐車場有料
化について

4. 高齢者のデジタ
ル・ディバイド
について

1. 課題抽出と改善方法

2. 浦安市学校規模
適正化基本方針
について

1. 小規模校の適正化について

有料化の影響について1.



1. ナラ枯れの病害虫対策について

2. マンションへの支援について

3. みどりのリサイクル事業について

4. 緑の防潮堤について

5. 元町地区の緑視率減少について

6. 道路構造物としての課題について

7. 樹木の管理について

8. 戸建て地区の植栽・生垣管理について

1. 境界について

2. 災害対策について

1. 園庭のない保育園について

2. 砂場の管理について

3. 保守について

4. 多様性への配慮について

1. 共生社会ホストタウンについて

2. ウォーカブル推進都市について

3. マナー向上支援について

4. スポーツ施設の利用について

1. ふるさと納税の反転攻勢について

2. 市民の体験について

1. 目的について

2. 情報共有について

1. コロナ後遺症について

2. 感染症拡大時における地域医療体制のＢ
ＣＰ（事業継続計画）について

3. 訪問看護ステーションのＢＣＰについて

1. 学校、保育施設

2. 公共空間での防犯カメラ、ドライブレ
コーダーの活用

3. 覚書、協定書について

1. 令和５年度当初予算について

2. 事業計画について

3. 委託先について

1. 実態把握について

2. 支援の考え方について

1. 状況について 1. 現状と考えについて

2. 子ども達に寄り添う支援体
制について

1. 現状と考えについて

2. 特別支援学校誘
致について

1. 明海南小学校への設置につ
いて

1. 検討の内容について

1. 報酬について

2. 考え及び対策について

1. 設置基準について

2. 認識について

3. 国道・県道への対応について

④
末
益
隆
志

（質問方法：全て一問一答）

1. 緑あふれる海浜
都市について

1. 緑化推進と保全について

2. 近隣市との課題について

3. 街の賑わいづく
りについて

1. アフターオリンピックにつ
いて

2. 市民満足度について

2. 公園について 1. 安全で快適な公園について

⑤
一
瀬
健
二

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 安全安心な地域
医療体制につい
て

1. 浦安市地域医療体制連絡調
整会議について

2. 感染症対策について

3. 物価高騰につい
て

1. 市政運営について

2. 事業者及び市民生活につい
て

2. 防犯対策につい
て

1. 抑止力向上への取り組みに
ついて

⑥
芳
井
由
美

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

4. 歩道の安全確保
について

1. 歩道の街灯について

3. 会計年度任用職
員について

1.

登校しぶりや不
登校について

1.

優秀な人材の確保について



1. 水質検査の信ぴょう性、特許通りのモノ
であることの証明方法

2. 直接製造現場に出向かない理由

1. 目的

2. 許可条件

1. 計算式の妥当性 1. 10,200円/時給を渡してきたことの市民へ
の責任

2. 今後の方針 1. 新年度予算作成に当たり行う改善内容

3. 裁判結果（東京
高等裁判所令和3
年（行コ）第176
号（令和4年4月
28日判決））に
ついて

1. 市の認識 1. 市の今後の対応

4. 指定管理者選定
結果について

1. 前回公募条件との違い 1. 理由

5. 小規模校への対
応について

1. 現状 1. 方針

1. 流出の認識について

2. 人工芝の流出について

3. 道路上の対策について

1. 分別状況について

2. 再資源化の課題について

1. 公共文化施設について

2. 図書館について

3. フューチャーセンターについて

1. 地域アイデンティティの醸成について

2. ネーミングライツパートナーについて

3. スポーツ施設がもたらすまちづくりの効
果について

1. 在宅療養支援について 1. 若年がん患者在宅療養費の助成について

2. がんの影響を受ける人のサ
ポートについて

1. 相談支援の促進について

4. 交通安全と緑に
ついて

1. 安全性について 1. 街路樹と視認性について

1. 今までの取組について

2. 基本方針について

3. キッチンカー等出店基本方針について

4. 今後の取組について

5. 労働者協同組合法施行について

1. 本市の考えについて

2. 伴走者としての人材育成について

1. 人流の変化による課題について

2. 横断歩道の設置について

1. 災害対策について 1. 現在行っている取り組みについて

1. 自主防災活動（自治会）について

2. 消防、消防団について

1. これまでの取り組みについて

2. 防災まちづくり方針（案）について

3. がん対策の推進
について

⑦
広
瀬
明
子

（質問方法：全て一問一答）

1. パイプテクター
について

1. ウェーブ101設置対応

2. 音楽ホールでの水質検査

⑧
斉
藤

哲

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 海洋プラスチッ
クごみについて

1. 調査・対策について

2. 回収・再資源化について

2. 共創のまちづく
りについて

1. 公共施設のあり方について

2. スポーツとまちづくりにつ
いて

2. 公園トイレ清掃
人件費設計金額
作成方法につい
て

⑨
中
村
理
香
子

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 連携のまちづく
りについて

1. 官民連携について

3. 当代島地域につ
いて

1. 旧魚市場跡地の開発に伴う
影響について

2. 子ども施策につ
いて

1. 第３の居場所について

⑩
深
津
徳
則

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 市民の安心と安
全の確保につい
て

2. 地域防災について

3. 当代島防災まちづくりにつ
いて



1. 保健所分室について

2. 第一期護岸の緑道化につい
て

3. 浦安駅周辺再整備について

4. 運動公園の再整備について

1. 舞浜駅周辺再整備について

2. （仮称）舞浜地区公民館に
ついて

3. 周辺護岸について

4. 雨水貯留管整備について

3. 学校給食につい
て

1. 現状について

1. 現状について

2. 課題について

1. 令和４年度の約11億7千万
円の流出に対する受入額に
ついて

1. 受入額の件数と金額について

1. 制度開始以降直ちに浦安市が対応しな
かった理由について

2. 返礼品の内訳、件数、金額について

3. 返礼品選定方法について

3. ホテル宿泊券、ＪＴＢ旅行
クーポンについて

1. 宿泊予約方法、クーポン使用方法及び受
託会社の事務について

1. 既に他自治体が実施し好評を得ている事
に加え財政面と当該地域経済に寄与して
いる事に対する市の認識について

2. 今後について

1. 現状について

2. 各出張所開設に要する費用、必要事項及
び課題について

3. 今後について

1. 現状について

2. 今後について

1. 現状について

2. 今後について

⑪
西
川
嘉
純

（質問方法：全て総括）

4. 避難所運営に関
わる課題につい
て

1. 市長公約の進捗
について

2. 舞浜駅周辺地区
の課題について

⑫
水
野

実

（質問方法：全て一問一答）

1. ふるさと納税に
よる税の流出問
題について

2. 返礼品について

4. 草津町を始め複数の自治体
が発行する使用対象制限が
ない地域振興クーポンにつ
いて

3. 業務委託事業に
おける契約後の
仕入れ価格及び
資材価格高騰に
よる受託事業者
への影響とサー
ビス提供状況に
ついて

1. 契約後に資材を始めとした
価格高騰に見舞われ継続困
難に陥った事業について

2. 契約後の価格高騰により事
業自体が「逆ザヤ状態」に
陥ってしまった場合の事業
者への救済について

2. 国・県の出先機
関誘致について

1. 保健所、法務局、児童相談
所、税務署の出張所誘致に
ついて



1. 市における制度の課題について

2. 制度見直しについての国の動向について

1. 現状と課題について

2. 今後の方向性について

1. 事業内容について

2. 制度の変更に至った経緯について

3. 当事者への影響について

4. 今後について

1. 低栄養予防の取組みについて

2. 市内事業者との連携について

1. 紙おむつの再資源化について

2. プラスチックの分別回収について

3. ゴミ拾いについて

3. 緑あふれる海浜
都市像について

1. 街路樹・公園のみどりにつ
いて

1. 維持管理と整備計画について

1. 現状の認識について

2. 対策について

1. 現状と今年度の取組みについて

2. 今後について

1. 給付・助成事業の見直しの影響について

2. 家計応援の取組について

2. 学費と医療費の軽減につい
て

1. 学校給食費無償化、こども医療費18歳、
就学援助、奨学支援金について

3. 中小零細企業への支援につ
いて

1. 電気・ガス・上下水道費用の支援につい
て

1. 香害への取組について 1. 情報発信の強化について

2. 患者支援について 1. 障害年金の申請と相談支援について

3. アレルギー疾患を持つ児童
生徒について

1. 実態把握と対応について

1. 介護施設の職員不足につい
て

1. 実態と見通しについて

1. 市民への影響について

2. 国へ改善を求めることについて

1. 本市における最近の少子化の現状をどの
様に認識しているか

2. 原因をどの様に分析しているか

1. 少子化対策として何を考えているか

2. 結婚・出産支援について

3. 多子世帯への支援について

1. 黙食についての市の考え方について

2. 現在の対応はどうなっているか

2. 今後の対応について 1. 国や県の見解、他市の取り組みを受けた
市や学校の対応について

1. 有機給食についての考え方について

2. 現在の検討状況について

2. 今後の対応について 1. 実施しないのか

1. 現在の検討状況について 1. 全学年での無償化にむけてどの様な検討
を行っているか

2. 今後の対応について 1. 今後どうするのか

⑬
芦
田
由
江

（質問方法：全て一問一答）

1. 介護保険について

2. 高齢者の生活支援策につい
て

3. 紙おむつの給付事業につい
て

4. 子育て支援につ
いて

1. 子どもの視力の低下につい
て

2. 幼児の運動能力向上につい
て

2. 環境保全につい
て

1. ゴミの削減について

4. 介護予防について

高齢者支援につ
いて

1.

⑭
美
勢
麻
里

（質問方法：全て一問一答）

1. 物価高騰から市
民のくらし、営
業を守る取り組
みについて

1. 市民への支援について

3. 介護保険制度に
ついて

2. 次期の介護保険制度改定に
ついて

2. 化学物質過敏
症・電磁波過敏
症対策について

2. 学校給食での黙
食について

⑮
折
本
龍
則

（質問方法：全て一問一答）

1. 市の少子化対策
について

1. 現状の認識

2. 今後の対策

1. 現在の対応について

4. 給食費の無償化
について

3. 有機給食につい
て

1. 現在の検討状況について


