
議員名

1. 現状調査および課題整理について

2. 再整備後のあり方について

1. 水際線のネットワーク強化について

2. ランニングステーションの設置について

3. インスタ映えスポットについて

1. 市川市の押切湊橋（仮称）架橋計画の推
進に伴う本市への影響について

2. 具体化に向けた準備について

1. 概要と今後の計画について

2. 市の対応と展開について

1. 市の特色を出すことにした経緯について

2. 先進事例と参考内容について

3. 完全移行に向けた準備について

1. 不審者対策について

2. 地域安全マップの作成と活用について

1. 新生児聴覚検査と難聴児への支援につい
て

2. ヘッドホン難聴について

1. 相談支援について

2. ショートステイについて

3. 医療的ケア児について

1. グループホームの現状について

2. 通過型グループホームについて

3. レスパイトについて

4. 地域で暮らす事について

1. 老人クラブについて

2. 自治会について

1. 市民からの情報収集について

2. 自治体情報システムの標準化について

3. 地域経済支援について

1. 現状把握について

2. 近隣自治体の対策について

3. 今後について

1. 住宅地での現状について

2. 今後について

1. 不登校の現状について 1. 現状について

1. 市の認識について

2. 設置の必要性について

1. 状況について

2. 今後について

1. 民間部門の取り組みについて

2. 民間との連携について

令和５年第１回定例会一般質問のお知らせ

令和５年２月14日に招集されます第１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
一
瀬
健
二

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 河川海岸環境の
整備について

1.

国道357号線高規格化につ
いて

3. みんなで子ども
を守り育む施策
について

1. 浦安型コミュニティ・ス
クールについて

2. 子どもの見守りについて

3.

堀江ドックについて

2. 旧江戸川河口付近および舞
浜護岸について

2. 広域的な道路交
通課題について

1. 受入線（仮称）計画につい
て

2.

子どもの難聴問題について

②
末
益
隆
志

（質問方法：全て一問一答）
1. こどもがど真ん

中の施策につい
て

1. 子育て世代が働きやすい街
について

2. 障がい者の住まいについて

2.

カラス対策について

③
芳
井
由
美

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 不登校特例校に
ついて 2. 不登校特例校について

デジタル改革に
ついて

1. 地域コミュニティ支援につ
いて

2. 行政のデジタル化について

3. 野鳥対策につい
て

1. ムクドリについて

2.

3. ゼロカーボンシ
ティ実現につい
て

1. 脱炭素化の取り組みについ
て

2. スクールサポー
ターについて

1. スクールサポーターの重要
性について



1. 連携協定の現状について

2. 郵便局との連携について

1. 支援の現状について

2. ユースワークについて

1. 運用の現状について

2. 維持管理について

1. 運用について

2. 維持管理の仕組みについて

1. 認識について

2. 助成について

1. 堀江・猫実地区の現在の取り組みについ
て

2. 新橋周辺及び記念橋周辺地区の進捗状況
について

1. 今後の取り組みの方向性について

2. 市有地の活用の方法について

2. 商工振興につい
て

1. 創業支援について 1. 「スタートアップ支援事業」について

1. 市の実情について

2. 「いちょう学級」について

3. 「不登校 特例校」について

1. 市の考え方について

2. 健康ポイント事業について

3. 地域における障害者の健康づくりについ
て

4. 帯状疱疹ワクチンについて

1. 市の考え方について

2. 市民のための施設（郵便局）の誘致につ
いて

1. 説明会について

2. 魅力ある学校づくりについて

3. 今後について

1. 現状について

2. 市の取り組みについて

3. マイクロチップの助成制度について

2. コミュニティの
醸成について

1. 若者の支援について④
上
野
賢
一

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 地域の活性化と
市民サービスの
向上について

1. 企業との連携について

3. 公共のサインに
ついて

1. ガイドラインについて

2. 啓発の看板について

⑤
深
津
徳
則

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

3. 子ども達の人権
擁護について

1. 児童生徒が自分らしく生き
る為の教育支援について

4. 健康と福祉につ
いて

1. 慢性骨髄性白血病について

1. 市民の安心と安
全について

1. 密集市街地防災まちづくり
事業について

2. 元町地域の防災性の向上を
図る施策について

4. 動物の愛護と適
切な管理につい
て

1. マイクロチップ装着の義務
化について

2. 新町地域のまち
づくりについて

1. 新町地域の土地利用につい
て

⑥
毎
田
潤
子

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 市民の健康づく
りの推進につい
て

1. コロナ禍における市民の健
康づくりについて

3. 県立特別支援学
校の誘致につい
て

1. 進捗状況と市の考え方につ
いて



1. ５類への移行について 1. 影響と対応について

2. 救急医療体制について 1. 課題について

1. 子どもの権利条約４つの原
則について

1. 市の考えについて

1. 実態調査・支援体制について

2. コーダへの支援について

3. 子どもの居場所について 1. 市の考えについて

4. 船橋児童相談所構想の本市
への影響について

1. 市の認識について

1. 通報システムについて 1. 市民による通報システムについて

1. 車両への対策について

2. 歩行空間について

3. 浦安駅周辺の対策について

1. 多文化共生社会推進の視点について

2. 多様性社会推進の視点について

3. 手話言語の普及について

1. 2040年問題の課題認識について

2. 老老介護や孤独死防止の取組みについて

3. 包括的支援体制の構築について

1. 地籍調査について

2. 所有者不明土地について

3. 空き家対策について

1. 大学との連携した実績について

2. 市内大学の各種資源の活用の現状と課題
について

3. 大学の地域貢献と学生の地域活動につい
て

1. 入船地区護岸整備について 1. 改修事業の協議状況について

1. 現状について

2. 今後について

1. 整備状況について

2. 今後の整備の考えについて

4. 公共施設のデジ
タル化について

1. WiFiについて

2. 官学連携につい
て

1. 本市の教育・研究機関との
連携について

⑦
斉
藤

哲

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 新型コロナウイ
ルス感染症対策
について

3. 市民の安全対策
について 2. 交通安全対策について

4. 多文化共生社
会・多様性社会
の推進について

1. ろう者文化について

2. 子どもの権利に
ついて

2. ヤングケアラーについて

⑧
柳

毅
一
郎

（質問方法：初回総括２回目以降一問一答）

1. 2040年問題を見
据えた今後の市
政運営について

1. 高齢化の進展による課題に
ついて

2. 高齢社会における土地の問
題について

3. インフラ整備に
ついて 2. 第二東京湾岸道路について



1. 判決内容、本事案に対する市の今後の対
応

2. 他事業への影響

2. 公園トイレ清掃
人件費の算出根
拠について

1. 時給単価4,700円の妥当性 1. 新年度予算編成における改善内容

1. 文化会館導入見送り経緯 1. 見送り理由、水質検査結果についての市
の見解

2. 市民プラザ（ウエーブ
101）の性能証明

1. 文化会館導入見送りとの整合性

3. 販売元のHPでの実験結果掲
載

1. 市の認識、承諾理由

1. 対応食品が小中学校で異なる理由

2. 学校生活管理指導表の個人負担

5. 幼稚園・認定こ
ども園・小学校
の統廃合につい
て

1. 市内小規模幼稚園・認定こ
ども園・小学校の現状

1. 今後の方針

6. ふるさと納税に
ついて

1. 制度の在り方 1. 市の見解

1. 実態

2. 公平・平等な対応

1. 現在の取り組みについて 1. 市の啓発活動の現状について

2. 今後の取り組みについて 1. 今後市としてどのような啓発活動を行う
のか

1. 葛南西部採択地区協議会における採択会
議の公開について

2. 単独採択の検討状況について

3. 学校での黙食に
ついて

1. 現在の取り組みについて 1. 学校給食における緩和の実施状況につい
て

4. 子ども図書館に
ついて

1. 現在の検討状況について 1. 検討結果について

1. 平和行政につい
て

1. 平和関連事業の取り組みに
ついて

1. 取り組みの強化について

2. インボイス制度
について

1. 影響について 1. 市の対応について

1. 保育所について 1. 保育士不足について

2. 特別支援学校について 1. 高等部について

3. うらっこクラブについて 1. 職員の処遇改善について

4. 高齢者支援につ
いて

1. 特別養護老人ホームについ
て

1. 待機者について

1. 現状の課題について

2. 取り組み状況について

⑪
美
勢
麻
里

（質問方法：全て一問一答）

5. 保健所について 1. 県立保健所の本市への設置
について

3. 子育て支援につ
いて

⑨
広
瀬
明
子

（質問方法：全て一問一答）

1. 過年度退職給与
引当金返還請求
最高裁判決結果
について

1. 判決内容

3. パイプテクター
について

7. 重度障がい者へ
のサービス提供
について

1. 一人暮らし、グループホー
ムでの暮らし

4. 学校給食アレル
ギー対応につい
て

1. 現状

⑩
折
本
龍
則

（質問方法：全て一問一答）

1. 北朝鮮による拉
致犯罪に関する
啓発について

2. 今夏教科書採択
について

1. 開かれた採択について


