
般質問通告書

（一括•初回一括・ピ圃□晉）

所沢市議会議長 荻野泰男 様

平成 30 年 12月 5 日

総務経済常任委員会

特別委員会

所沢市議会議員 末吉美帆子

所沢市議会会議規則第 6 1 条第 2項に基づき、下記のとおり通告いたします。

項目 要 旨
I

（具体的に記入） 答弁者

暮らしの中の図書館

防災対策

皇位継承前後の

5 月 1 0 連休

児童養護

・知的障害者と図書館 10 市長

————————————————————————————————————————————— ・高齢者支援（回想法、認知症カフェ）

———————————————————————————————————————————— • マラケシュ条約等、各法制化の影響は? IO 副市長
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．．一――――――――――――――――――

・学校図書館司書全校 1 人配置はいつ実現？

• スフィア基準とは？

—-————-. ——----——————— ・トイレカー、キッチンカー、段ボールベッド

• 一――- -———---———————••• 一ー一ー ... を広域で整備できないか？

市民活動支援センター I . 市民活動の拠点となっているか？

0 教育長

上下水道

〇事業

管理者

・市民生活への影響は? 10 担当部長

————————————————————————————————————————————— ・行政機能ストップによる悪影響対策

・転校が連続する子どもと地域について I 監査委員
——————••• 一ー一ー・. -—-———- --――ー・・-――ー・ー一――――――――――――――・里親の養成・支援と実親支援

・カテゴリ別の協議会にしては？

選挙管理

委員会

委員長

幼保無償化 ・地方自治体財政への影響は？

農業委員会

会長

•利用料設定の適正をどう判断するか

――-一――――ー・・一―――――-――――――ー・・•• 一――――――――--――――――--
1 公平委員会

委員長

福祉視点の交通政策 ・福祉タクシー、介護タクシー、 UDタクシー

————------------------------------------—- -—— の役割と普及

—————————————————————— ・乗降支援は適切に行われているか？

その他



般質問通告書

（一括•初回一括・ビ両三国）

所沢市議会議長 荻野泰男様

平成 30 年 1 2 月 5 日

健康福祉常任委員会

地方創生に関する特別委員会

所沢市議会議員 平井明美

所沢市議会会議規則第第6 1 条第 2項に基づき、下記のとおり通告いたします。

項 目 1 要 旨 （具体的に記入） I 答弁者
基地返還 0米軍通信基地におけるオスプレイと地位協定

ゴミの減量リサイクル 0焼却ごみの推移から西部クリーンセンター

——————————————————• 休止の時期について

学童クラブ 0支援員の処遇改善について

高齢者福祉と介護保険 0介護保険料の減免制度の充実
―――――――――――――――――――ー・0老人憩の家について

生活保護 0実情に見合った対応について

ランドセル通学 0子どもの身体への影響について

その他

0 市長

〇 副市長

0 教育長

上下水道
〇 事業
管理者

〇 担当部長

監査委員

選挙管理
委員会
委員長

農業委員会

会長

公平委員会

委員長



般質間通告書 平成 3 0 年 1 2 月 5 日

（一括•初回一括 ·I―問一答 j)

所沢市議会議長 荻野 ＿泰＿男 様

総務経済 常任委員会

特別委員会

所沢市議会議員 村上浩

所沢市議会会議規則第 6 1 条第 2項に基づき、下記のとおり通告いたします。

下水道未：備地［或の解消 1 水路：舌用した下:道整備（具体的に記入） 答弁者

0 市長

ところバス 福祉バスと公共交通の視点

————————————————————————————————-———————————— 課題に対する現状認識 10 副市長
—————————————--. —---―――――――ー・~ ・ー・
基礎データの本格的調査の実施

西所沢駅西口開設 協定締結の見通し
————————————————— 国庫補助金活用のための整備手法
----・ー一ー・ぃ—ー・—- . ————————--.-—— 
県補助金の見通しについて

0 教育長

上下水道

〇 事業

管理者

イタリアホストタウンの

役割と今後の取組

ホストタウンの役割 10 担当部長
ー- --・- -一一-―――――――――――――――――――――――――――――••~ —————— 所沢市のメリット

--------————————— 機運醸成について

小中学校のエアコン設置 I 一体施工でエ期の短縮を

その他

―――――――――――――――--―――――――――――――――――――――――――――ー1

監査委員

選挙管理

委員会

委員長

農業委員会

会長

公平委員会

委員長



般質問通告書 平成 30年 1 2 月 5 日

（一括•初回一括・ビ圃三晉） 健康福祉常任委員会

所沢市議会議長 荻野泰男 様

所沢市議会議員 赤川洋二

所沢市議会会議規則第6 1 条第 2項に基づき、下記のとおり通告いたします。

①…肖費：税と；沢市 1 。市へ：影響と対策旨 （具体的に記入） 答弁者

0企業への影響と対策 10 市長

ー••• 一――――――――――――――――――――――――――――――――- -――――――――ー・. 一0国の経済対策の影響と所沢市

〇 副市長

② 働き方改革と所沢市 10臨時職員の処遇について
-ー・・・--------------――――-—-―――-――――ー・・~ ー・—-——·ー．．．．．＇ー一一- -— 0働く女性の支援について 10 教育長

③ 東京オリンピック・

パラリンピックと

地域経済活性化

ー・・・一―――――――――――ー・--――――――――――0外国人労働者対策について

0所沢市における経済効果について

————--———————————--—————--— 0インバウンド対応について

-一―――――――-―――――----――――----一----一-一―――---一ー一•• 一．．．．ONEXT商店街プロジェクトの進捗状況

④ 平成 3 1 年度予算編成 fo基本方針について
•• ――――――――――――――――――――――ー・―――――――---————----——--—— について 0教育環境の整備予算について
---———----一ー- --ー一――- -・・・一ー・・・- --— 0放課後児童対策予算について

———————--———————————————— 0高齢者福祉予算について

——--————--—————————--———— 0街づくり関連予算について
――――――ー・・. --一一-――――――――――0災害対策予算について

⑤ その他

上下水道

〇事業
管理者 , 

〇担当部長

監査委員

選挙管理

委員会

委員長

農業委員会

会長

公平委員会

委員長



一般質間通告書

（一括せ匝王三9 ー問一答）

所沢市議会議長 尻反函オ素と易 様

平成 Jo年べ月ぐ日

希仇灸狐 常任委員会
郊，俯\lf.l頌泊ずる特別委員会

所沢市議会議員戌炭阪噸以立公餡
所沢市議会会議規則第 6 1条第 2項に基づき、下記のとおり通告いたします。

訪~.,:リ_;~ズ） , __~_:':'_fパ~--1~~体的に記入）
-:-:-::-釦終記羞年蝉く鼻‘一知二二

疇知麟砂砂一ー一ーは’砂鱗釦認叫唸船）―-一--
｝｀参括疵遥 虚「如嘩-一塁麟――――――――――----―--―
渤輝嚢尋--一立細：紺瞑珈癖釦――――--―

因颯直絆錢繹嘔吟――――-
―――――-'芦耀宍訊蒻麟紐饂._一一

2、柔砂漬幻辺脈咋虹た年磁筵鯰;:F_.——— 
鯰匹舷窪ー--一忍績膨猜1卿釦孤虹·唱――――――――

ー一ー一喜｝釦砂迂釦這紘"----————— 
鬼耀足透釦疇碩這善痘象良

~-蛇傘‘辺虚 l.(.J)_一孝珈：心戸碑紐――――――
心匹砂妙 L砂虹鯰矩:.0—の参輝鱈――――

ー一ー～―-桑釦紅麟宴傘グ召譴似を·.,_ー
！砂笈9-~-~1気叢えを慕~ゑJf._.:. ——————————— 

斗・ロ. ~ 一嚢 叫鎖麟饂忍暉饂も―――
令姦）を. s~-濱1. 和\}. ----娑i-..ご戌矯·-盆雌釦噂ニ――――――――
“忍駆奴リ一辺知巖鴎箪望認ふ紘

ぬ彦和知饂乎稔経脅4饂―――――――――
齢屋成朔咋）企和羞枷‘立翠

f. んぅ‘｀豆虚髄叩ふ忍玄j望滋叶碩復し――――囀饂A Iー一一塁鯰疇い紐―――――――――--
―――――一三匁認蒻退恥忠麟―――――――
翌ば鵠釦魯鳴加声露
――――--続lき人．一，とだこ四疹浅召輝~—— 
's.~)一ー_:?._窒傘；；—t知~_)_OS:むら善a蕊烙ダ立比t.. 

答弁者

0 市長

〇副市長

0 教育長

〇上下水道

事業
管理者

0 担当部長

監査委員

選挙管理

委員会

委員長

農業委員会

会長

公平委員会

委員長


