令和３年３月第６回行橋市議会定例会一般事務に関する質問
質問順位別議員名
１

德永 克子
（一括方式）

２

質 問 項 目

学校教育行政

少人数学級実現の計画

生活保護行政

①特にコロナ禍による影響など最近の実態
②扶養照会について
③就職サポート等事業

岡 淳輔

新型コロナウイルス ①ワクチン接種時の対応（計画等）について
（一問一答方式） 感染症対策について
②災害時の避難所について
③令和 2 年度 中止ならび延期された予定イベン
トの来年度計画について

市民福祉について

①就学前健康診断について
②通学路ならび防犯グッズ点検
①買い物弱者を守る施策について
②18 歳までの医療費無料化について

瓦川 由美

新型コロナウイルス ・ワクチン接種事業について
（一問一答方式） 感染症への対応
・市としての今後の支援策について
教育行政について

４

旨

新型コロナウイルス ①これまでの実績：財政面から
対応の行政
②今後の計画：財政面から
③コロナ感染を抑えるための施策
④市民が求めるコロナ対策
「手抜き工事」問題 ①「手抜き工事」が行うことができた要因
②「手抜き工事」を二度と起こさせないための方
針
③入札の在り方

教育行政について

３

要

・コロナ禍における今後の方針について
・以前質問を行ったが、心のケアなどの進捗状況
について

田中 次子

行政のデジタル化の ・国の方針の問題点と本市の今後の方向性
（一問一答方式） 問題点
・マイナンバーカード
・デジタル格差の現状
・教育のデジタル化（GIGA スクール構想）の問題
点
コロナ禍での子育て ・産後ケア事業のさらなる周知を
支援
・子育て支援センターの利用実態と改善策
・コロナ休園時の代替え保育費について
・ファミリーサポートセンター、病児病後児保育
室の利用費補助
震災被害を未然に防 ・耐震化の施策と現状
ぐために
・住宅耐震改修補助制度
・ブロック塀等の撤去について
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５

６

質 問 項 目

要

小坪 慎也

旨

コロナ罹患後、自宅待 ①予防のためのワクチンと、重症化を抑える目的
（一問一答方式） 機・ホテル隔離では投
での軽症用治療薬について。
薬できず実態として ②自宅・ホテルでは投薬ができず、実態としては
放置という声がある
放置と感じる方もいる現状。
ことについて
③近隣自治体の軽症用治療薬（アビガン等）の対
応状況について
④厚労省事務連絡について
⑤国・県の動向について
⑥今後の市の方針について
爆破予告犯への訴訟 ①テロについての市の認識
とテロに屈すること ②爆破予告犯との訴訟について
の弊害
③今後の市の方針について
ウイグル人などへの ①当市において CHINA が少数民族と称する外国籍
人権弾圧について
の方や帰化された方はいるか。
②現在の世界情勢、我が国の政治情勢。それを受
けての地方の在り方。
③民間企業への危機啓発の重要性
④市行政としてやれることは何か。
教育レベルについて ①現在、推進されている教育の方向性について一
議員として思うこと。
②今後の市の方針について
小見 祐治

行橋市の交通状況に １．市内の渋滞発生の現状
（一問一答方式） ついて
２．今後の対応と対策

２
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７

質 問 項 目

９

10

旨

小堤 千寿

新型コロナウイルス 過去の一般質問に続き、新型コロナウイルス感染
（一問一答方式） 禍の行政対応につい 対策に伴う、本市の対応を問う。
て（続）
①ワクチンの接種体制について
②今後のスケジュール（市民の接種時期・優先順
位）について
③医師を含む医療関係者の確保について
④接種を受けない方、受けたくても困難な方への
対応について
⑤タブレット端末導入について
⑥選挙管理委員会の対応について
⑦今後の経済・産業支援対策について
道路行政について

８

要

国道４９６号線沿いにおける、道路行政につい
て、生活道路、通学路を市民観点から過去質問し
てきた。現状、経過、課題を問う。
①生活道路の慢性的な交通渋滞について
②都市計画、開発行為について
③通学路における危険個所や通学用歩道の設置
対策について

鳥井田 幸生

職員採用問題につい 令和元年及び令和二年に関する事。
（一問一答方式） て
市政運営について
①施策に関する事。
②財政に関する事。
大池 啓勝

財政問題
過去の答弁を踏まえて
（一問一答方式） 都市計画事業の考え 都市公園事業
方
小原 義和
（一問一答方式）

指定管理について

指定管理者の在り方

教育行政について

１、コロナ禍に伴い今後の教育現場の対応・対策
について
２、学校の新しい生活様式について
３、GIGA スクール構想について
４、不登校について
５、いじめ・自殺について
６、35 人学級について
７、学習環境のウイルス対策について（空気清浄
機）

あんしん・安全なまち １、空き家対策について
づくりについて
２、特定空き家指定について
産後ケア事業につい １、産後ドゥーラについて
て
３
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11

質 問 項 目

要

旨

西田 憲司

中心市街地の活性化 ①中心市街地の活性化を図るための基本的な方
（一問一答方式） について
針について
②中心市街地活性化基本計画の進捗状況とその
成果について
③中心市街地の現状認識と将来ビジョンについ
て
④公民連携による活性化のために必要なことと
は
⑤リブリオ行橋周辺の整備について
キャッシュレス決済 ①キャッシュレス化を進める上での課題につい
の普及について
て
②今後のキャッシュレス化について
③公共施設等の使用料や市税等公金のキャッシ
ュレス決済導入について
④導入を検討する市内事業者に対しての支援に
ついて
人と動物が共存でき ①ドッグラン設置について、市内での現状及び本
る環境づくりについ
市の見解について
て
②ドッグラン設置のニーズが高まる中で、今後、
施設の整備設置について

12

矢野 潤一

市内の交通安全及び ①歩道と自転車道の整備計画について
（一問一答方式） 防犯対策について
②行橋市内の音響式信号について
③行橋市内の防犯カメラ設置について
④市内の渋滞対策について
今後の防災対策につ ・毎年想定外の豪雨に不安と感じる市民の方々が
いて
多くおられるが、防災対策準備状況について伺
います。
①防災マップの作成状況について
②河川の浚渫計画及び対策について
③避難場所の Wi-Fi 接続状況及び d ボタンの検討
進捗状況について
コロナの今後の対応 ①ワクチンの接種計画について
及び支援について
②支援金やサポートなどの取り組み
③子育て支援と今後の取り組みについて

４
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14

質 問 項 目

工藤 政宏

要

旨

「（続・続）アウトリ
（一問一答方式） ーチ（訪問）型等の導
入による産後ケアの
更なる充実」並びに
「（続）不妊に悩む
方々への行き届いた
支援」について

2018 年 10 月 1 日よりスタートした行橋市産後ケ
ア事業は宿泊型が中心であり、それにそぐわな
い、あるいは何がしかの理由により利用を躊躇し
ている潜在利用者のニーズに応えられていない
可能性があった。その解決策として、過去 2 回、
先進自治体の事例も示しながらアウトリーチ型
産後ケアの導入を提言し、実際に導入される運び
となったが、その後の進捗を質す（2019 年 6 月、
12 月議会に続き 3 回目）
。
また、日本では夫婦 5.5 組に 1 組が不妊検査や治
療を経験しており、子どものいない夫婦での治療
経験は約 28％にのぼるとのデータがある。こうし
た不妊に悩む方々・治療を受けた・治療を受けて
いる方々は、精神的・肉体的・経済的な負担を抱
えている場合が多いが、行橋市は独自の支援を行
っていない。その必要性について、改めて質す
（2019 年 12 月議会に続き 2 回目）
。

市民に大きな負担を
強いることなく、真に
選ばれる自治体にな
るためのまちづくり
について

現在・将来の市民に大きな負担を強いることな
く、真に選ばれる自治体になるための行橋市の取
り組み・政策について、人口、公共施設･インフ
ラマネジメント（公共施設等総合管理計画）、大
型工事、指定管理者制度等を取り上げながら質
す。

田中 建一

議案第２号設置条例 １、条例の目的は都市計画道路の見直しか
（一問一答方式） について
２、原則公開なのに非公開で行う会議は何か
コロナ対策について

１、執行部の感染症対策での BCP の策定はいつさ
れるのか
２、学校教育に於けるコロナ感染対応で差別解消
対応と、人権教育の教材代についての取組現
状についてお聞きしたい

５

