
平成30年６月（第２回）岩倉市議会定例会

一般質問通告要旨

1 関戸　郁文　議員

1住宅宿泊事業法制定について問う

(1) 岩倉市内の民泊の実態について問う。

(2) 民泊事業の今後の岩倉市方針について問う。

2公職選挙法一部改正に伴い、市民の選挙意識を高める取り組みについて問う

(1) 地方議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁に伴いどのように選挙意識を

高められるか問う。

(2) 在外選挙制度変更について問う。

3保育園・認定こども園の利用実態調査について問う

(1) アンケート結果分析後どのようなアクションプランが策定されたか問う。

(2) アクションプランの進捗について問う。

4岩倉市のPR事業について問う

(1) 今年度のPR事業の進捗について問う。

(2) 岩倉市としてのPRコンセプトやアクションプラン作成状況はどのようになっている

か問う。

5働き方改革について問う

(1) 岩倉市職員の現状と今後の方針について問う。

2 桝谷　規子　議員

1被災者に寄りそった住宅の提供を

(1) 住宅供給の団体と締結している協定は機能しているのか。

(2) 岩倉団地や五条町の住宅等との協定は結べないのか。

(3) 「１ケ月」という期間は短いのではないか。

(4) 家賃補助はできないのか。

2公務労働のブラック化をどうみているか

(1) 職員の長時間労働をどうみているか。

(2) サービス残業はどれだけあるのか。

(3) 職員の適正な配置がなされているのか。

(4) 年度途中の異動はなぜなのか。
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3 「個人の尊厳」を大切に

(1) 高齢者の「徘徊」という言葉をどう考えるか。

(2) ひとりひとりを大切にする保育を守るべき。

3 木村　冬樹　議員

1民間委託等は「推進」や「優先的検討」をすべきではない

(1) この時期になぜ、民間委託等推進ガイドラインとＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検

討ガイドラインを策定したのか。

(2) 民間委託等の推進組織の構成はどうなったのか。

(3) 当面、どのような業務の民間委託等を検討しているのか。

(4) 「留意点」を民間委託等の判断基準として厳格に位置づけるべきではないか。

2非正規・派遣労働者の雇用を守ろう

(1) 無期雇用転換ルールの市民・労働者への周知徹底はどうなっているのか。

(2) 「改正」労働者派遣法による派遣切りを許さず、正規雇用への道を周知徹底すべき

ではないか。

3ＵＲ団地削減問題を考える

(1) ＵＲ団地削減の動きをどうとらえているのか。

(2) 住み続けられる岩倉団地をめざして、市の役割発揮を求める。

4社会保障制度の拡充を求める

(1) 高齢者地域見守り事業は一人暮らし高齢者の孤独死に対応できているのか。

(2) 国保の県単位化に今後どのように対応していくのか。

(3) 介護給付費準備基金の運用をどのように考えているのか。

(4) 年金の過少支給問題は解決したのか。

(5) １０月からの生活保護費削減のより正確な影響はどうなっているのか。

4 堀　巌　議員

1公文書の管理について問う

(1) 公文書等の管理に関する法律第34条の規定に基づき、どのような施策を実施してき

たのか。

(2) 公文書の保存の手続は、どのようになっているのか。

(3) 市が保有又は保存している文書の中に、決裁や供覧行為を経ていないものがあると

いうことについて、どのように考えているのか。

(4) 公文書の廃棄の手続は、どのようになっているのか。

(5) 公文書管理条例の制定を求める。
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2事務事業の廃止の手続について問う

(1) 軽トラ市は、どのような経緯で廃止となったのか。

(2) 事業を創るときの市民参加と廃止するときの市民参加をどのように考えているか。

(3) 事業を創るときの議会の関与と廃止するときの議会の関与をどのように考えている

か。

(4) 事務事業評価の必要性を改めて問う。

3デマンド交通の改善を求める－議会報告会における市民の声から

5 大野　慎治　議員

1防災訓練について

(1) 体育館における通路等設置訓練を実施するべきではないか。

(2) ペット同行避難訓練を実施するべきではないか。

(3) 夜間防災訓練を実施するべきではないか。

2シティープロモーションについて

(1) シティープロモーションの考え方について問う。

(2) 岩倉市出身または岩倉市にゆかりのある方にＰＲ大使として活動していただくべき

ではないか。

3桜まつりについて

(1) ＬＥＤ照明を導入するべきではないか。

4学校施設長寿命化計画について

(1) 今後５年間の実施計画について問う。

(2) 中長期の事業計画について問う。

6 櫻井　伸賢　議員

1投票環境の向上と公職選挙法の改正をうけて

(1) 投票所にコミュニケーションボードを設置することはできないか。

(2) 公職選挙法の改正を受け、地方議員の選挙でもいわゆる政策ビラの配布ができるこ

とになった。公費負担（選挙公営）の条例制定の考えはあるのか。

2消防団員の募集に際して、運転免許の条件を設けることが必要ではないか

(1) 道路交通法の改正により、今後ポンプ車が運転できない団員が発生する可能性があ

る。消防団員の募集に際して、運転免許の条件を設けることが必要ではないか。

3成人式で飲酒強度検査（パッチテスト）をする考えはないか

3



4地域経済分析システムの利用について

(1) 今年度から「第５次総合計画策定事業」がスタートするが、この策定に際し「地域

経済分析システム」を活用する考えはあるのか。

7 梅村　均　議員

1配達が待ち遠しく早く手に取って読みたくなるようなおしゃれな広報いわくらを

(1) 広報いわくらの現状は。

(2) おしゃれな自治体広報をどう考えるか。

(3) 協働コーナーにい～わくんは必要か。

(4) 広報の広報を。

(5) 学校の教材で広報いわくらの活用を。

(6) 広報いわくらで市内産業振興を。

(7) 若者世代にも読みたくなる工夫を。

(8) 喫茶店など飲食店や理美容店等店舗においてもらう啓発をしてはどうか。

(9) 音楽のあるまちづくりであるならば、そのコーナーを設けてはどうか。

2岩倉駅東側の賑わいづくりに向けて

(1) 桜通線、江南岩倉線の進捗状況は。

(2) 岩倉駅東地区再生協議会の開催状況と内容は。

(3) 駅前にぎわい広場のねらいは。（メリットは）

(4) 駅前にぎわい広場の早期実現を。

8 相原　俊一　議員

1データヘルス計画と本市の保健事業対策は

(1) データヘルス計画とは。

(2) 本市のデータヘルス推進の考えは。

(3) ジェネリック医薬品の適正化の効果は出ているのか。

(4) 節薬バッグ運動を進めては。

(5) データヘルスでの医師会との連携は。

2地震自動解錠ボックス設置を

(1) 市職員の数と市内在住者の数は。

(2) 避難所、備蓄倉庫の鍵の管理は。（昼、夜、祝祭日）

(3) 発災時の鍵の管理責任者は。

(4) 近隣の設置状況は。
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(5) 解錠ボックスの設置を求む。

3フィックスマイストリートについて

(1) 市内の情報収集の現状はどの様か。（ごみ問題、道路補修等）

(2) フィックスマイストリートを考えては。

4元号表記の切替はどの様か

(1) 新元号の発表と旧元号の切替の時間はあるのか。

(2) 公的機関は元号表記なのか。

(3) 公文書の西暦表記の提案

9 須藤　智子　議員

1はしかの流行について

(1) 愛知県内及び岩倉市内での感染状況はどのようか。

(2) 感染を防ぐためには、どのようにしたら良いか。

(3) 年代別のはしかワクチン定期接種の状況はどのようか。

2 「高齢社会対策大綱」について

(1) 主なポイントはどのようか。

(2) 経済社会の担い手とは。

(3) 健康・福祉の充実とは。

3 「地域包括ケアシステム」について

(1) 増える認知症対策の充実について。

(2) 認知症初期集中支援チームについて。

(3) 認知症初期の人を支える「リンクワーカー」とは。

4新たな土地利用行政のあり方について

(1) 土地利用行政・制度の現在と課題について。

(2) 一元的・包括的な土地利用制度への検討について。

10 宮川　隆　議員

1QRコードを利用した情報提供手段の導入は考えられないのか

(1) 先日も道路陥没が原因の車の補償案件があったが管理体制は十分と言えるのか。

(2) 水道管の破損や施設壁面の剥離など今後ますます発生件数が増加することが想定さ

れる中で、職員増を伴わない解決策は考えられているのか。
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(3) 以前アメリカのNPO団体が開発した行政の支援プログラムを紹介したことがある

が、その後の研究は進んでいるのか。

(4) 独自のプログラムやアプリを使用しなくても携帯やスマホを利用した通報を求める

ことは容易になったと考えるがいかがか。

(5) リアルな情報をより正確に把握し対応することは今後の行政に求められる大きな要

因であると考えるがどうか。

2名神高速尾張一宮パーキングエリアへのスマートインターチェンジ誘致に向けての

考えは

(1) 以前名神高速尾張一宮パーキングエリアにスマートインターチェンジを設ける計画

が頓挫したことがあるが経緯を把握しているか。

(2) 市長マニフェストにある「賑わいの創生」「岩倉市の魅力向上」には大きな影響を

もたらすものと考えるがどうか。

(3) 岩倉市道北島・伝法寺線及び市道102号線への影響をどのようにとらえているの

か。

(4) 同じく道路南端に位置する川井町への影響は織り込まれているのか。

(5) 市内の交通環境の変化についての予想はされているのか。

(6) にぎわいの自然発生を待つのではなく積極的に情報提供を進め仕掛けていくべきと

考えるがどうか。

(7) いずれにしても近隣市との協力が欠かせないものであるが、情報交換等行われてい

るのか。

3 Society5.0を受けての市政運営

(1) 政府が進める「Society5.0」をどのようにとらえているのか。

(2) 岩倉市の行政サービスにおいて活用は進めているのか。

(3) 産業構造・人口構造等社会構造の変化に伴い、民間企業との関わりは考えているの

か。

(4) 学校教育における関わりはどのように考えているのか。

11 鈴木　麻住　議員

1シティープロモーション事業について

(1) いわくらしやすい109の理由の冊子について。

① 冊子に109の理由全て載せないのは何故か。
② HPに全て掲載されているが内容はチェックされているのか。
③ この冊子を今後どのように活用するのか。

(2) 市制45周年記念で作成した映像をシティープロモーションとして活用できないか。

(3) 市をPRするための新しい企画を考えてはどうか。

① 五条川の風物詩である「のんぼり洗いと鯉のぼり」を利用した新しいイベント
はできないか。
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② 公共施設に幟や鯉のぼりを掲げてはどうか。
③ 市の窓口の職員などが桜まつりなどの法被を着用してはどうか。

2岩倉北小学校屋内運動場の建設について

(1) 建設に至るまでのスケジュールはどのように考えているのか。

(2) 屋内運動場の規模及び配置計画はどのように考えているのか。

(3) 将来を見据えた北小学校全体のマスタープランはどのように考えているのか。

12 鬼頭　博和　議員

1夜間中学校の設置について

(1) 過去５年間の市内中学三年生の不登校生徒数の推移はどのようか。

(2) 過去５年間の市内中学卒業生の内、形式卒業者の推移はどのようか。

(3) 過去５年間の市内在住の外国人の推移はどのようか。

(4) 平成28年12月に成立した、いわゆる「教育機会確保法」に対して市の教育委員会

の考えはどのようか。

(5) 愛知県とも連携しながら、岩倉市で夜間中学校の設置に向けた検討を行うべきでは

ないか。

2学校での心肺蘇生教育の普及推進及び突然死ゼロを目指した危機管理体制の整備に

ついて

(1) 本市の小中学校における児童生徒への心肺蘇生教育の現状はどのようか。

(2) 心肺蘇生に関する、学校での危機管理体制はどのようか。

(3) 教職員へのAED講習の実施状況はどのようか。

(4) 全児童・生徒を対象にAEDの使用を含む心肺蘇生教育を行うべきではないか。

3受動喫煙防止対策について

(1) 受動喫煙対策として岩倉市ではどのような取り組みをしているのか。

(2) 広報やホームページで、禁煙の啓発を積極的に行ってはどうか。

(3) 禁煙相談などの禁煙支援策はどのようか。

(4) 屋外でのイベント時の受動喫煙防止対策はどのようか。

(5) 条例を定めて、駅周辺など路上喫煙禁止区域の検討を始めるべきではないか。

4特殊詐欺防止に向けての対策はどのようか

(1) 岩倉市の消費生活センターの利用者数はどのようか。

(2) 相談内容で多いものはどんな案件か。

(3) 特殊詐欺の中で最近増えている相談内容はどんな案件か。

(4) 特殊詐欺（架空請求）に対する対応は、どのようにするべきか。

(5) 岩倉市として市民に対してどのような啓発を行っているか。
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(6) 特殊詐欺被害防止に向け、より積極的な注意喚起を行うべきではないか。

13 塚本　秋雄　議員

1生活保護について

(1) 岩倉市の生活保護の現状について。

(2) 生活保護費の基準の見直しとその影響は。

(3) 岩倉市の「生活保護のしおり」について。

2住民の福祉の増進について

(1) 地方自治体における幸福度を向上させるための政策はなにか。

3内部統制制度について

(1) 地方公共団体における内部統制制度の導入について。

【連絡事項】
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