
順位 質 問 者 答弁を求める者

１ 田　島　　　勉　議員 １　令和２年度予算編成について 市　　　長

（１）基本方針

（２）会派予算要望の反映

２　増水時に対応可能な水路整備について 市　　　長

３　外環状道路の整備について 市　　　長

（１）進捗状況

（２）今後の計画

２ 鈴　木　良　尚　議員 １　工場等の進出による効果について 市　　　長

（１）直近の工業団地等における企業の進

　　出件数、敷地面積及び工場・倉庫の棟

　　数

（２）工業団地等の法人市民税及び固定資

　　産税

２　雪対策について 市　　　長

（１）交通への対応

（２）家屋への対応

（３）農業用ハウスへの対応

（４）独居老人への対応

３　赤堀いこいの森公園グラウンドゴルフ 市　　　長

　場について

（１）設置の経緯及び管理状況

（２）利用の経過

（３）今後の整備方針
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順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

３ 吉　山　　　勇　議員 １　防災対策について 市　　　長

（１）自助の啓発と共助体制への支援

（２）台風１９号の際の消防関係者の出動

　　状況

（３）災害の種類による避難方法の明確化

（４）危険箇所の把握と災害予防の進捗状

　　況

（５）受援体制の整備

（６）ライフライン等の機能の確保

２　公共交通網の充実について 市　　　長

（１）地域公共交通会議

　　ア　コミュニティバス路線変更の概要

　　イ　路線変更によって見込める効果と

　　　コスト

（２）コミュニティバス利用料の考え方

（３）今後の公共交通網の可能性

４ 新　藤　　　靖　議員 １　減災のためのリスクコミュニケーショ 市　　　長

　ンについて

（１）認識

（２）市民との情報共有のための取り組み

　　状況

（３）今後の取り組み

２　いせさき聖苑及びさかい聖苑について 市　　　長

（１）利用状況

（２）家族葬専用式場の整備

（３）防犯カメラ及び防犯灯の設置

（４）動物火葬の実施

３　幼児教育・保育の無償化について 市　長・教育長

（１）導入後の対応

（２）今後の周知



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

４　小・中学校におけるエアコン整備につ 市　長・教育長

　いて

（１）現状

（２）今後の方針

５ 須　永　　　聡　議員 １　人と動物がともに暮らせるまちづくり 市　　　長

　について

（１）獣医師会との連携

（２）環境問題としての飼い主のいない猫

　　対策

　　ア　群馬県が行っている地域猫活動へ

　　　のかかわり方

　　イ　本市の取り組み

（３）被災動物への対応

　　ア　同行避難と同伴避難

　　イ　ＶＭＡＴに対する認識と本市のか

　　　かわり方

２　空家等対策について 市　　　長

（１）空家等対策計画の進捗状況

（２）無料空き家相談会

（３）空き家除却補助事業

　　ア　対象の拡大

　　イ　除却後の跡地の管理

（４）特定空家等の判断基準

３　シェアリングエコノミーについて 市　　　長

（１）認識

（２）課題解決に向けた活用

（３）今後の方針



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

６ 細　谷　泰　治　議員 １　北部環状線整備について 市　　　長

（１）前橋館林線から足利伊勢崎線までの

　　現状

（２）国道４６２号から桐生伊勢崎線まで

　　の現状

（３）今後の考え方

２　伊勢崎地方卸売市場について 市　　　長

（１）耐震診断結果を受けた今後の方針

（２）災害時受援計画における位置づけ

３　華蔵寺公園運動施設の将来像について 市　　　長

（１）施設ごとの改修状況と整備計画

（２）２０２８年国体に向けた施設整備の

　　考え方

７ 藤　生　浩　二　議員 １　農福連携について 市　　　長

（１）農福連携の進捗状況

（２）課題と今後の取り組み

２　教員の働き方について 市　長・教育長

（１）教育職員の勤務時間の上限に関する

　　ガイドラインへの対応

（２）働き方改革と教育の質の確保

（３）長期休業中における教員の休暇

８ 田部井　美　晴　議員 １　防災について 市　　　長

（１）台風１９号による被害の検証

　　ア　水門

　　イ　道路側溝

（２）避難所への移動式赤ちゃんの駅配備

　　の考え

（３）エレベーター防災キャビネット設置

　　の考え

（４）ＨＵＧの実施状況



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

２　おくやみ窓口設置について 市　　　長

（１）現状

（２）今後の取り組み

３　小児発達障害専門外来の設置 市　　　長

（１）市民病院の現状

（２）今後の考え

９ 長谷田　公　子　議員 １　安心して医療・介護を受けられる体制 市　　　長

　づくりについて

（１）国保税の減免

（２）無料低額診療事業及び無料低額介護

　　老人保健施設利用事業

２　徴税行政の改善について 市　　　長

（１）収納業務のあり方と大臣通知

（２）困りごと相談連絡票による他課・他

　　機関との連携の考え

３　放課後児童クラブについて 市　　　長

（１）設置基準

（２）家賃補助

（３）運営費補助

（４）支援員処遇改善

（５）保育の質の確保

１０ 森　田　　　修　議員 １　台風１９号から得た教訓について 市　　　長

２　小・中学校における特別支援学級の教 市　長・教育長

　育について

（１）現状

（２）体力向上の取り組み



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

１１ 高　橋　宜　隆　議員 １　令和２年度予算編成に対する考え方に 市　　　長

　ついて

２　公共施設について 市　　　長

（１）伊勢崎駅周辺に人の集う施設整備の

　　考え

（２）個別施設計画調整委員会

（３）長寿命化の判断基準

３　共生社会への契機について 市　　　長

（１）誰もが利用しやすく平等に参加でき

　　る環境整備

（２）ユニバーサルデザイン条例制定の考

　　え

４　災害対応のための意見集約について 市　　　長

１２ 馬　庭　充　裕　議員 １　公共施設の管理運営について 市　　　長

（１）使用料・手数料見直しの考え

（２）業務委託見直しの考え

（３）サウンディング調査導入の考え

２　伊勢崎市戦没者等追悼式について 市　　　長

（１）参列状況

（２）御遺族や市民の意見

（３）今後の開催方法

３　教職員を守る体制整備について 市　長・教育長

（１）教育委員会が把握した問題事案の有

　　無

（２）学校におけるハラスメントの予防及

　　び対応

（３）教育委員会の姿勢

４　地域医療体制の推進について 市　　　長

（１）医師確保対策の現状及び今後の考え

（２）人員体制の強化及び組織再編の考え



順位 質 問 者 答弁を求める者発　言　の　要　旨

１３ 伊　藤　純　子　議員 １　子宮頸がんワクチンについて 市　長・教育長

（１）厚生労働省の「積極的勧奨の中止」

　　を受けて

　　ア　医師会・産婦人科学会からの本市

　　　への働きかけ

　　イ　ワクチン接種人数

　　ウ　本市における子宮頸がんの年齢別

　　　罹患率・発症率・死亡率及び死亡年

　　　齢

　　エ　子宮頸がん検診率の実績

　　オ　学校におけるワクチン接種に係る

　　　リスクの周知徹底

　　カ　接種者の追跡調査実施の考え

（２）重篤な副作用被害者への対応

　　ア　新たな副作用被害状況

　　イ　市独自の救済支援の内容

（３）予防接種事故災害補償規則

　　ア　保険補償の条件

　　イ　これまでの適用実績

（４）本市の子宮頸がんワクチンに対する

　　考え

１４ 多　田　　　稔　議員 １　災害対応について 市　　　長

（１）災害対応の本質

（２）危機管理の考え方

（３）避難所運営

（４）防災に関する計画の実効性の検討

（５）防災に関する市民の声の活用

　　ア　電話窓口等の設置

　　イ　避難所ごとの反省会議

　　ウ　市民参加型会議


