
順位 質 問 者 答弁を求める者

１ 野　田　文　雄　議員 １　聴覚障害者への福祉施策について 市　　　長

（１）手話言語条例に基づく施策の推進

　　ア　現状

　　イ　市民への啓発

　　ウ　人材の確保

　　エ　今後の取り組み

（２）窓口業務における手話通訳

　　ア　現状

　　イ　今後の取り組み

（３）ヒアリングループの設置状況

（４）委託事業

　　ア　現状

　　イ　成果と課題

　　ウ　今後の取り組み

２　境島村渡船について 市　　　長

（１）利用状況

（２）成果と課題

（３）費用対効果

（４）今後の方針

３　公立幼稚園の３年保育の実施について 市　長・教育長

（１）現状

（２）今後の対応

２ 宮　田　芳　典　議員 １　名和幹線道路について 市　　　長

（１）現状

（２）今後の計画

２　ＢＲＴ（バス高速輸送システム）と連 市　　　長

　携したまちづくりについて

（１）県との連携

（２）官民連携事業についての考え
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順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

３　水道料金のクレジット払い及びモバイ 市　　　長

　ル払いについて

（１）取り組み状況

（２）導入の考え

４　都市公園におけるバリアフリー化につ 市　　　長

　いて

（１）現状

（２）今後の取り組み

３ 須　永　　　聡　議員 １　高齢運転者による交通事故防止対策に 市　　　長

　ついて

（１）本市の自動車への依存の状況

（２）運転免許証自主返納の状況に対する

　　分析

（３）後付け安全装置に対する認識

（４）後付け安全装置設置費用補助の考え

２　幼児教育・保育の無償化への対応につ 市　　　長

　いて

（１）内容

（２）周知

（３）課題と対応

　　ア　対象期間

　　イ　保護者の負担増

　　ウ　主食費・副食費

　　エ　来年度以降の予算措置

３　赤堀シャトルバスの新里駅への乗り入 市　　　長

　れについて

（１）上毛電鉄との接続による本市住民の

　メリット

（２）課題

（３）今後の方針



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

４ 手　島　良　市　議員 １　ホームスタート事業について 市　　　長

（１）認識

（２）今後の支援に対する考え

２　軽減税率の対応について 市　　　長

（１）現状

（２）補助制度の最終的な周知方法と市独

　　自の補助制度の創設

３　認知症対策について 市　　　長

（１）軽度認知障害（ＭＣＩ）への取り組

　　み状況

（２）あたまの健康チェックの導入の考え

４　災害時におけるＡＩを活用した情報収 市　　　長

　集の強化について

５　幼児教育・保育の無償化について 市　　　長

（１）対象園児数と対象外園児数

（２）財政に与える影響

（３）対象外園児への負担軽減

５ 大　木　　　光　議員 １　中心市街地について 市　　　長

（１）駅前周辺

（２）公共施設及び公有不動産

（３）今後の考え

２　ｅスポーツについて 市　長・教育長

（１）認識

（２）部活動における対応状況

（３）今後の考え

３　公園管理について 市　　　長

（１）委託状況

（２）契約条項

（３）職員の対応



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

４　教育支援員について 市　長・教育長

（１）配置状況

（２）配置についての考え

（３）現場からの意見を踏まえた今後の考

　　え

６ 栗　原　真　耶　議員 １　産婦健康診査について 市　　　長

２　障害児保育について 市　　　長

（１）保育施設における対応

　　ア　現状

　　イ　保育士の配置基準

　　ウ　課題

（２）ファミリーサポートセンターにおけ

　　る対応

　　ア　現状

　　イ　課題

３　あかぼり幼稚園及びあずま幼稚園の園 市　長・教育長

　児送迎バスについて

（１）現状

（２）今後の対応

４　保護者の経済的負担軽減について 市　長・教育長

（１）学用品

　　ア　現状

　　イ　今後の考え

（２）育児用品

７ 藤　生　浩　二　議員 １　タブレット端末を使ったペーパーレス 市　長・教育長

　化について

（１）議員への資料提供

（２）学校での導入

２　教員の未配置について 市　長・教育長

　　現状と対策

３　学校における労働安全衛生について 市　長・教育長

（１）現状

（２）今後の取り組み



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

８ 佐　藤　智　則　議員 １　情報システムによるペーパーレス化に 市　　　長

　ついて

（１）庁舎内での紙の使用量

（２）庁舎内での情報共有方法

（３）ペーパーレス化に向けた今後の対応

２　立地適正化計画におけるまちづくりに 市　　　長

　ついて

（１）駅周辺における具体的対応

（２）既存集落における対応方法

（３）将来に向けたまちづくりへの展望

３　高齢運転者への対応について 市　　　長

（１）安全運転支援装置等に対する補助制

　　度

（２）高齢者移動手段への今後の対策

９ 田部井　美　晴　議員 １　女性のがん対策について 市　　　長

（１）夜間の検診

（２）がんサロン設置の拡充

（３）ウイッグ・胸部補整具購入費助成

２　若者の市政参加について 市　　　長

（１）投票率向上 選挙管理委員会委員長

　　ア　年代別投票率

　　イ　現状及び今後の取り組み

（２）大学との連携

３　旧蚕業取締所について 市　　　長

（１）取得した経緯

（２）有効利用の考え

１０ 長谷田　公　子　議員 １　職員管理について 市　　　長

（１）勤務条件改善と女性登用

（２）会計年度任用職員制度の導入



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

２　幼児教育・保育無償化に伴う諸課題と 市　　　長

　対応について

（１）無償化対象と申請

（２）副食費実費徴収

（３）入所申し込みの増加見込みと定員管

　　理

（４）窓口対応と情報共有のシステム化

３　発達に課題がある子どもに対する支援 市　長・教育長

　について

（１）５歳児健診

（２）情報共有の体制づくり及び活用

１１ 田　村　幸　一　議員 １　伊勢崎シティマラソンについて 市　　　長

（１）大会概要

（２）新公認コース

２　空き家について 市　　　長

　　現状の把握と対応

　　ア　戸建て・共同住宅

　　イ　特定空家等への苦情

　　ウ　特定空家等への課税

　　エ　空き家情報バンク

３　市民プールについて 市　　　長

　　今後の計画

１２ 堀　地　和　子　議員 １　資源循環型社会形成への取り組みにつ 市　　　長

　いて

（１）ごみの成分分析

（２）分別回収とリサイクル

（３）食品ロスへの取り組み状況

（４）紙おむつの再資源化

（５）庁内連携

（６）市内事業者との連携



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

２　地域振興としての歴史文化資産の保護 市　長・教育長

　と活用について

（１）いせさきの発祥の地域の保存整備

（２）島村養蚕農家群の国登録有形文化財

　　への登録申請

（３）国指定史跡上野国佐位郡正倉跡整備

　　の進捗

（４）図書館の役割

１３ 小　暮　笑鯉子　議員 １　交通弱者対策について 市　　　長

（１）自動車運転免許証自主返納者数の推

　　移と今後の見込み

（２）ファミリーサポートセンター事業の

　　拡充

２　教育行政について 市　長・教育長

（１）学級がうまく機能しない状況のクラ

　　ス対策

　　ア　現状

　　イ　今後の取り組み

（２）不登校支援

　　ア　不登校児童・生徒数の推移

　　イ　別室登校児童・生徒数の状況

　　ウ　適応指導教室の状況

　　エ　今後の取り組み

（３）家庭教育支援

（４）学校プール

　　ア　年間利用日数等

　　イ　夏休み中のプール開放

　　ウ　実施に係る経費

　　エ　今後の考え

（５）運動会・体育大会の開催時期


