定
に い た

かずゆき

仁井田和之 (75)
会

議

無所属
日

例

会

問

内

容

（廿日市市）

新政クラブ（代表）
付

質問種別

平成29年定例会

質

問

内

容

問

内

容

議長の為質問不可

平成30年定例会
令和２年第１回定例会

質

議長の為質問不可
令和2年2月26日

代表

市政運営の基本的な考え方について
令和２年度の主要事業について
令和２年度の予算編成について

こいずみ

としのぶ

小泉

敏信 (67)

会

議

平成29年第２回定例会

無所属
日

成蹊21
付

平成29年6月14日

質問種別
一般

質

姉妹都市提携20年記念マスタートン訪問と米軍岩国基地の騒音対策について
廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略の人口減少問題について
教職員の多忙解消と『山・海・島』体験学習について

平成30年第１回定例会

平成30年2月28日

一般

一般行政と市教委への請願の取り扱いと委員会の公開について
障がい者雇用率の現状と雇用推進体制について

平成31年第１回定例会

平成31年2月27日

一般

令和２年第４回定例会

令和2年12月4日

一般

時間外労働上限規制及び会計年度任用職員の導入に伴う市の働き方改革につ いて
教職員の多忙解消、子どもと向き合う時間の確保について
時間外勤務の状況と職員数、事業評価制度について
教職員の多忙解消について

ありた

かずひこ

有田
会

一彦 (74)
議

平成29年第４回定例会

無所属
日

新政クラブ
付

平成29年12月6日

質問種別
一般

質

問

内

容

第６次総合計画に謳う「いつまでも住み続けられるまちをつくる」為 に、
本市の描く効果的・効率的な医療サービスの提供体制への取り組みについて
墓地に対する考え方・取り組みについて

平成30年第２回定例会

平成30年6月14日

一般

廿日市市都市計画マスタープランにおける良好な自然環境・防災機能などを
有する緑地の保全・活用をどのように推し進めるのか
廿日市市都市計画マスタープランに、「都市内農地の維持・活用」という課題が
掲げてあるが、都市における農業の方向付けをどのように考えているのか
市街地及びその周辺における緑地の保全・活用は、良好な景観を構成する為にも
防災性の向上を図る上でも重要と考えるが、小規模な物件に対しては 具体には
どのような取り組みを考えているのか

令和元年第５回定例会

令和元年12月5日

一般

安心安全のまちづくりを進める上で、懸案となっている事業への取り組みを問う
市道堂垣内広池山線は西広島バイパスや街路畑口寺田線と同様に利用頻度の高い
路線と予想されるが、都市計画の考えを問う

かくだ

しゅんじ

角田

俊司 (70)

会

議

無所属
日

クラブ新風
付

質問種別

質

平成29年第２回定例会

平成29年6月15日

一般

平成29年第３回定例会

平成29年9月14日

一般

平成30年第１回定例会

平成30年2月26日

代表

平成30年第３回定例会

平成30年9月13日

一般

令和元年第３回定例会

令和元年6月６日

一般

令和２年第１回定例会

令和2年2月27日

一般

災害と危機管理について

令和２年第３回定例会

令和2年9月10日

一般

防災について

問

内

容

内

容

高齢者対策と孤食について
公共施設等の総合管理計画について
上下水道などについて
国民保護法について
立地適正化計画について
行政経営について
ギャンブル依存症対策と新税創設について
市の後援事業について
拉致問題に関する市の取り組みについて
自衛隊の新規隊員募集について

ソーラーパネルについて
ひきこもりと不登校について
令和２年第４回定例会

ほった

堀田
会

のりゆき

憲幸 (73)
議

令和2年12月3日

無所属
日

一般

戦後教育などについて

クラブみらい
付

質問種別

質

問

平成29年第３回定例会

平成29年9月13日

一般

佐伯地域の宿泊施設について

平成30年第２回定例会

平成30年6月13日

一般

廿日市市内一日乗車券について

平成31年第１回定例会

平成31年2月27日

一般

佐伯地域の活性化について

令和元年第３回定例会

令和元年6月６日

一般

幼児教育・保育の現状と今後について

令和元年第４回定例会

令和元年9月11日

一般

林地開発の規制強化について

令和元年第５回定例会

令和元年12月6日

一般

佐伯地域の活力の源である佐伯高校の存続について

令和２年第１回定例会

令和2年2月26日

代表

総合計画について

令和２年第３回定例会

令和2年9月9日

一般

中山間(佐伯)地域の現状と将来について

令和２年第４回定例会

令和2年12月3日

一般

まちづくり座談会について

立地適正化計画に基づくバス料金について

０歳から２歳児の保護者への支援について

（仮称）宮島訪問税について

おかもと

としひろ

岡本

敏博 (68)

会

議

無所属
日

新政クラブ
付

質問種別

平成29年第２回定例会

平成29年6月15日

一般

平成29年第３回定例会

平成29年9月13日

一般

質

問

内

容

新機能都市開発事業について
中山間地域の振興策について
バス路線等再編方針について
健康遊具の整備について
佐伯高等学校の応援策について

平成29年第４回定例会

平成29年12月6日

一般

行政経営改革指針について
家庭系ごみ処理有料化について
いじめ問題について
佐伯総合スポーツ公園の整備計画について

平成30年第１回定例会

平成30年2月27日

一般

魅力ある地域づくりについて
続、経営改革指針について
続、佐伯総合スポーツ公園の整備計画について
環境施策について

平成30年第２回定例会

平成30年6月13日

一般

市制３０年と合併１５年について
中山間地域版ルールについて
こだわりを持ったまちづくりについて

平成30年第３回定例会

平成30年9月12日

一般

平成30年第４回定例会

平成30年12月5日

一般

「子育てナンバーワンのまち」への挑戦について
佐伯総合スポーツ公園の整備基本方針について
新たな森林管理システムについて
再生可能エネルギーと省エネルギーの推進について

平成31年第１回定例会

平成31年2月26日

一般

令和元年第３回定例会

令和元年6月5日

一般

新しい時代のまちづくりについて
コウヨウザンについて
入島税と宿泊税について
100年ライフについて
選挙への関心を高めることについて

令和元年第４回定例会

令和元年9月11日

一般

道半ばの課題について
佐伯地域の生活拠点について
佐伯消防署の建替計画について

令和元年第５回定例会

令和元年12月4日

一般

新時代の新市長によるまちづくりについて
耕作放棄地対策について

令和２年第１回定例会

令和2年2月27日

一般

７大プロジェクトの発信について
広島県と市町の水道事業を統合する「県内１水道」構想について
スポーツ推進計画について
佐伯総合スポーツ公園の整備計画について

令和２年第２回定例会

令和2年6月11日

一般

新型コロナウイルスに伴い総合計画後期基本計画や中期財政運営方針などの策定
時期の延長について
法定外目的税導入方針について
災害や新型コロナウイルス対策について
効率的、効果的な組織体制について

令和２年第３回定例会

令和2年9月9日

一般

宮島訪問税について
持続可能な民間保育園の運営について
ジビエの処理、加工施設について
中央水路のこれからについて

令和２年第４回定例会

令和2年12月2日

一般

「土地利用検討計画図作成業務」、「企業意向・動向調査業務」と「新機能都市
開発事業」について
広島県水道広域連携推進方針について
消防庁舎再整備基本構想について
スポーツ資源を活用した中山間地域の振興・活性化について

ほそだ

細田
会

かつえ

勝枝 (66)
議

平成29年第３回定例会

公明党（代表）
日

付

平成29年9月14日

質問種別
一般

質

問

内

容

馬が原地区馬が原バス停付近に横断歩道設置を
小・中学校通学定期補助金の委任払い制度導入について
高齢ドライバーの事故防止策と運転免許自主返納支援事業について
不妊治療の取り組みについて

平成30年第１回定例会

平成30年2月26日

代表

「健康でいきいきと生活できるまちをつくる」について
「移動しやすく便利なまちをつくる」について
「いつまでも住み続けられるまちをつくる」について
「子どもたちがたくましく自立し確かな学力を身につける」につ いて
「子どもを安心して産み育てられる環境の整備」について

平成30年第３回定例会

平成30年9月14日

一般

中山間地域の課題と対策について
福祉施策について
骨髄ドナー(提供者)助成制度の導入について
マイナンバーカードの取り組みについて

平成30年第４回定例会

平成30年12月7日

一般

高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業について
ロタウイルスワクチン接種の助成について
風疹ワクチン接種の助成について

平成31年第１回定例会

平成31年2月25日

代表

きめ細かな地域への対応について
「健康でいきいきと生活できるまちをつくる」について
「安全で安心なまちをつくる」について
「子どもたちがたくましく自立し確かな学力を身につける」 について

令和元年第４回定例会

令和元年9月13日

一般

児童虐待防止に向けた取り組みについて
太陽光発電の適切な導入について
特別支援教育の推進について

令和２年第１回定例会

令和2年2月26日

代表

「新たな可能性に挑む」について
「健康でいきいきと生活できるまちをつくる」について
「いつまでも住み続けられるまちをつくる」について

令和２年第３回定例会

令和2年9月10日

一般

平和・核廃絶の希求を次世代に継承することについて
コロナ禍の子どもの予防接種と乳幼児健診について

くりす

としやす

栗栖

俊泰 (52)

会

議

平成29年第４回定例会

無所属
日

成蹊21
付

平成29年12月7日

質問種別
一般

質

問

内

容

障がい者雇用推進条例の制定について
債権管理条例の制定と内容について
ことばの教育とコミュニケーション障害について

平成30年第３回定例会

平成30年9月14日

一般

多文化共生によるまちづくりについて
国道１８６号線の危険箇所対応について
教員不足の解消について
障がい者雇用率の水増し問題について

平成31年第１回定例会

平成31年2月26日

一般

医療的ケア児の居場所づくりについて
通級教室拡充の展望について
発達障害の認知度と理解度について
発達障害への投薬治療に対する認識について

令和２年第４回定例会

令和2年12月3日

一般

就労の場として作業所を充実させる施策について
脱ハンコなどの行政システム改善について
公共施設のＷｉ－Ｆｉ環境整備について

とくはら

徳原
会

こうじ

光治 (72)
議

無所属
日

成蹊21
付

質問種別

平成29年第２回定例会

平成29年6月16日

一般

平成30年第１回定例会

平成30年2月28日

一般

質

問

内

容

本市の「シティープロモーション」の取り組みについて
宮島の新たな魅力について
２０１７年中国５県の人口移動報告での本市の人口転入超過数が広島市に次ぐ
２位となったことへの評価と今後の施策について
本市の教職員の長時間勤務などの負担軽減策について

平成30年第３回定例会

平成30年9月14日

一般

平成31年第１回定例会

平成31年2月27日

一般

本市の防災・減災対策について
本市のＵＩターン定住促進事業と若年層雇用対策の取り組みについて
「日本三景」の連携した観光客誘致と市民間交流について
本市内各地域の郷土資料室の維持管理、運営状況について

令和元年第４回定例会

令和元年9月12日

一般

令和２年第１回定例会

令和2年3月2日

一般

令和２年第３回定例会

令和2年9月11日

一般

令和２年第４回定例会

令和2年12月4日

一般

災害時の5段階の「警戒レベル」での避難周知と避難所の対応について
本市の地域福祉と「ひきこもり者」への支援について
既存大型団地の課題と再生化について
小・中学校における新たな外国語教育やＩＣＴ教育の導入の現状について
本市の新型コロナウイルス感染の状況と対応、そして「生活と経済の維持・回復
に向けた支援」の状況について
本市の新型コロナウイルス感染により、休業が続いた小・中学校について
本市の有害鳥獣の出没状況と被害について

さ さ き

ゆうぞう

佐々木雄三 (70)
会

議

無所属
日

新政クラブ
付

質問種別

質

平成29年第２回定例会

平成29年6月16日

一般

廿日市市観光振興基本計画について

平成30年第３回定例会

平成30年9月14日

一般

我が市の今後の観光施策について

平成31年定例会

議長の為質問不可

令和元年定例会

議長の為質問不可

令和2年定例会

議長の為質問不可

ふじた

としお

藤田

俊雄 (69)

会

議

無所属
日

問

内

容

問

内

容

クラブ新風（代表）
付

質問種別

質

平成29年第２回定例会

平成29年6月14日

一般

新機能都市開発構想と街路佐方線について

平成29年第４回定例会

平成29年12月7日

一般

保育園再編基本構想について

平成30年第３回定例会

平成30年9月13日

一般

長年の財政硬直化と将来について

平成30年第４回定例会

平成30年12月6日

一般

保育園再編基本構想のその後について

平成31年第１回定例会

平成31年2月26日

一般

保育の充実と医療、介護及び福祉政策の今後について

新機能都市開発構想の進捗状況とリスク分担について

水道事業の抱える課題と今後について
都市としての廿日市市の課題と今後について
令和２年第１回定例会

令和2年3月2日

一般

宮島水族館の課題と今後について
環境行政の抱える課題と今後について

たかはし み さ こ

高橋みさ子 (67)
会

議

平成29年第２回定例会

無所属
日

成蹊21（代表）
付

平成29年6月16日

質問種別
一般

質

問

内

容

就学援助制度の拡大について
市長の発信について
新機能都市開発構想について

平成29年第３回定例会

平成29年9月15日

一般

宮島競艇配分金の使途について
働き方改革について
こどもの室内遊び場について

平成29年第４回定例会

平成29年12月8日

一般

市長の情報発信について
市営墓地について
新機能都市開発事業の対話（サウンディング）型市場調査について

平成30年第１回定例会

平成30年2月26日

代表

平成３０年度の市政運営の基本的考え方＜地方創生＞について
平成３０年度の市政運営の基本的考え方＜豊かさと活力あるまち づくりへの
挑戦＞について
平成３０年度の市政運営の基本的考え方

＜行政経営＞について

平成３０年度の予算編成について
平成30年第２回定例会

平成30年6月15日

一般

学校の働き方改革について
市営墓地について
ごみ処理有料化について

平成30年第３回定例会

平成30年9月14日

一般

新機能都市開発事業について
公共施設予約システムについて
ごみ処理有料化について

平成30年第４回定例会

平成30年12月7日

一般

平成31年第１回定例会

平成31年2月27日

一般

令和元年第３回定例会

令和元年6月６日

一般

令和元年第４回定例会

令和元年9月13日

一般

令和元年第５回定例会

令和元年12月5日

一般

終活支援事業について
市役所及び外郭団体におけるパワハラ防止について
医療的ケア者の受け入れ態勢について
「ウッドスタート宣言」について
中高年の「ひきこもり」について
新機能都市開発事業について
入島税の検討について
ASTCアジアトライアスロン選手権について
市長の政治姿勢について
選挙公約について
入島税の導入について

令和２年第１回定例会

令和2年3月2日

一般

令和２年第２回定例会

令和2年6月12日

一般

令和２年第３回定例会

令和2年9月11日

一般

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」について
様々な課題を抱えた人や世帯の支援について
新型コロナウイルス感染症対策について
宮島訪問税について
ごみ処理について
新機能都市開発事業について
法定外税導入について

令和２年第４回定例会

令和2年12月3日

一般

新型コロナウイルスが及ぼす本市の財政状況について
ＡＳＴＣアジアトライアスロン選手権について

いのうえ さ ち こ

井上佐智子 (65)
会

議

平成29年第２回定例会

無所属
日

新政クラブ
付

平成29年6月15日

質問種別
一般

質

問

内

容

大野地域の今後の集会所の運営のありかたについて
職員の再任用の基準と運用について
発達障がい児・者への支援について

平成29年第３回定例会

平成29年9月13日

一般

「安心の蛇口」の設置について
積極的に、公共の土地や建物を活用することについて
公共の土地を活用し、民間活力を導入することについて

平成29年第４回定例会

平成29年12月6日

一般

高齢者の暮らしを支えるヘルパーを増やす方策の充実を図ることについ て
性同一性障害・性的マイノリティへの理解を進めるため、教職員の研修 の充実
について
新生児聴覚検査について
児童を買春から守る具体的な施策を
子どもの抱える問題への対策を具体的に講ずることについて

平成30年第１回定例会

平成30年2月28日

一般

平清盛公生誕900年祭を機に創意工夫し、お金をかけない観光の仕組 みづくり、
また安全を提供できる観光の仕組みづくりを
大野地域の諸問題について問う
南海トラフ対策で消防本部の重要機能を高台移転へ

平成30年第２回定例会

平成30年6月13日

一般

事務・事業の改善について
職場におけるセクハラ被害の防止について
インバウンド協議会の設立について

平成30年第３回定例会

平成30年9月12日

一般

100年後を見据えた宮島歴史民俗資料館の建て替えについて
学校等教育施設及び教育内容の「カイゼン」について
東京医科大学の入試における女子のみ一律減点について
「政治分野における男女共同参画推進に関する法律」の制定について

平成30年第４回定例会

平成30年12月5日

一般

住民の自主的な取り組みである「廿日市市内のフリースクール」への支援に
ついて
住民の自主的な取り組みである「楽楽キャブ」のモデル事業化と支援について
「会計年度任用職員制度」と常勤職員との均衡の原則としての「同一労働同一
賃金」について

平成31年第１回定例会

平成31年2月26日

一般

世界遺産を守るという強い意志の表現として弥山地域に禁煙ゾーンの設置を
水道の民営化について
魅力あるまちづくりとシティプロモーションについて

令和元年第３回定例会

令和元年6月5日

一般

教育旅行受け入れ推進に関しての市観光振興基本計画での位置づけと支援策の
拡充について
塩屋漁港内に沈む廃船の処理対策について
交差点における児童・市民の安全対策について
「廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進による
やさしいまちづくり条例」施行後の市の事業について

令和元年第４回定例会

令和元年9月11日

一般

10代の妊娠と適切な性教育及びネウボラの充実について
宮島地域、吉和地域の在宅福祉を支える人材の確保について、市の積極的な支援
策を
本市のフリースクールへの支援について

令和元年第５回定例会

令和元年12月4日

一般

超高齢社会の在宅高齢者を支える施策のうち交通施策と介護保険制度について
「はつかいちまるごとおもてなしトイレのまちづくり」とするために、民活の
積極的導入を
入島税一本ではなく、多様な収益確保に向けて
本県の高校入学願書の性別欄廃止を受けて、本市も住民票等の申請書等への性別
欄も廃止してはどうか

令和２年第１回定例会

令和2年2月27日

一般

宮島口地区まちづくりグランドデザインの進捗状況について
大野地域の今後の集会所の運営のありかたについて
計画的に市内の避難所に井戸を掘り災害時に備えてはどうか

令和２年第２回定例会

令和2年6月10日

一般

コロナ禍の体験を活かした本市の将来のまちづくり施策について

令和２年第３回定例会

令和2年9月9日

一般

松本市長の公約について
大野支所の充実について
高齢になっても、我が家で暮らせる施策の組み入れについて

審議会と市職員の管理職の女性の割合について
令和２年第４回定例会

令和2年12月2日

一般

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりについて
給油所(サービスステーション)過疎地対策について
廿日市市が中国地方で転入超過２位となったことについて

おおはた

大畑
会

み き

美紀 (63)
議

平成29年第２回定例会

日本共産党
日

付

平成29年6月15日

質問種別
一般

質

問

内

容

バス路線等再編は市民が自由に移動する権利を守れるか
公立保育園は公立のままで存続を
教育条件整備について

平成29年第３回定例会

平成29年9月14日

一般

積雪時の対策強化について
新機能都市開発はやめ、都市型緑地開発に転換を
道徳の教科化、小学校英語早期化の問題について

平成29年第４回定例会

平成29年12月7日

一般

文化芸術基本法を生かす施策について
太陽光発電施設建設の適切な規制について
児童生徒への指導の在り方について

平成30年第１回定例会

平成30年2月28日

一般

中山間地域の集落維持・活性化策について
水道事業広域化の問題点について
保育園再編基本構想について

平成30年第２回定例会

平成30年6月15日

一般

中山間地域の展望について
公立保育園の民営化について
一般廃棄物処理施設及び家庭ごみ有料化について

平成30年第３回定例会

平成30年9月13日

一般

市営住宅の在り方について
太陽光発電施設建設の適切な規制について
災害時の体制、対応の見直しについて

平成30年第４回定例会

平成30年12月7日

一般

公立保育園民営化の見直し及び子ども・子育て支援新制度による影響と幼児教育
の無償化について
スポーツ振興計画と社会体育の推進について
島根原発の災害時広域避難者受け入れ態勢について

平成31年第１回定例会

平成31年2月27日

一般

公立保育園民営化の見直し及び幼児教育無償化について
廃止される廃棄物処理施設の事業評価及びごみ減量の取り組みについて
社会教育の場である市民センターについて

令和元年第３回定例会

令和元年6月６日

一般

太陽光発電施設設置に対応する条例の制定について
主要農作物種子法廃止の影響と農業・食の安全を守るための市の取り組みに
ついて
子どもの命と健康、人権を守る取り組みについて

令和元年第４回定例会

令和元年9月12日

一般

太陽光発電事業により生じる問題への対策を
家庭ごみ有料化に伴う問題点と今後のごみ行政について
学校給食の安全性確保について

令和元年第５回定例会

令和元年12月5日

一般

新市長に基本姿勢を問う
佐伯総合スポーツ公園の再整備について
教育について

令和２年第１回定例会

令和2年2月27日

一般

会計年度任用職員制度で公務労働条件の改善になるのか
水道広域化の問題点について
パートナーシップ制度の創設を
小中学校の校則見直しを

令和２年第２回定例会

令和2年6月11日

一般

廿日市市図書館基本計画について
県用水への一本化ではなく、自己水源継続を
新型コロナウイルス感染症への対応について

令和２年第３回定例会

令和2年9月10日

一般

風力発電所計画について
自然・生活環境に配慮した太陽光発電施設にするために条例制定を
新型コロナウイルス感染症への対応について
小中学生の学びの保障と教育現場の負担軽減を

令和２年第４回定例会

令和2年12月3日

一般

生活保護基準引き下げの影響について
林業振興と森林環境改善について
大型風力発電（仮称）広島西ウインドファーム事業について

やまだ

たけとよ

山田

武豊 (52)

会

議

無所属
日

クラブ新風
付

質問種別

平成29年第２回定例会

平成29年6月15日

一般

平成29年第３回定例会

平成29年9月14日

一般

質

問

内

容

筏津地区公共施設の再編について
高齢者福祉政策について
新機能都市開発事業について
立地適正化について
ＩＣＴの推進について

平成30年第１回定例会

平成30年2月27日

一般

米軍再編に伴う本市の今後の対応について
地区集会所の今後について
高齢者福祉について

平成30年第２回定例会

平成30年6月13日

一般

犯罪被害者等支援条例の制定を求めて
危機管理への対応、進捗について
本市高齢者施策と公共施設マネジメントの整合性について

平成30年第３回定例会

平成30年9月14日

一般

小中学校の冷房設置の計画変更について
障害者の就労支援について
路上喫煙禁止について

平成30年第４回定例会

平成30年12月6日

一般

シティプロモーション事業の検証と今後について
新たな事業の見直しについて

平成31年第１回定例会

平成31年2月26日

一般

教育事業への取り組みについて
高齢者施策について
休日夜間の救急診療について

令和元年第４回定例会

令和元年9月11日

一般

眞野市長、12年間の市政運営について
人口減少社会への対応について
幼保無償化について
大野支所跡地の活用について

令和元年第５回定例会

令和元年12月4日

一般

入島税導入の可能性について
人口減少社会への対応について
財政の健全化について
高齢社会への対応について

令和２年第２回定例会

令和2年6月10日

一般

入島税導入について

令和２年第３回定例会

令和2年9月11日

一般

宮島法定外税について
学習支援について
治水政策について

令和２年第４回定例会

令和2年12月2日

一般

令和３年度税収見込みについて
宮島法定外税について

たなか

田中
会

けんじ

憲次 (76)
議

無所属
日

クラブ新風
付

質問種別

質

平成29年第３回定例会

平成29年9月15日

一般

本市の「立地適正化計画」について

平成30年第１回定例会

平成30年2月26日

代表

市政を取り巻く諸情勢について

問

内

容

市政運営の基本的な考え方について
平成３０年度総合計画主要事業について
平成３０年度の予算編成について
平成30年第４回定例会

平成30年12月7日

一般

市制30周年「躍動」と「未来」を拓く本市を取り巻く社会情勢と環境について

令和元年第４回定例会

令和元年9月12日

一般

2019年ラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリンピック
2021年 関西で開催されるワールドマスターズゲームを契機とした、本市の文化
芸術スポーツの振興計画について

令和２年第１回定例会

令和2年2月26日

代表

施政方針「夢と希望をもって世界へ」について

令和２年第４回定例会

令和2年12月

一般

長期の財政計画策定と公表について

はやし

ただまさ

林

忠正 (72)
会

議

平成29年第２回定例会

無所属
日

成蹊21
付

平成29年6月14日

質問種別
一般

質

問

内

容

今回の廿日市市議会議員一般選挙の運営について
地域包括ケアシステム構築の進捗状況について
地域医療拠点構想について

平成29年第３回定例会

平成29年9月13日

一般

９月定例会での決算特別委員会の開催について
木材港の土地利用について
まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗について

平成29年第４回定例会

平成29年12月6日

一般

宮島の生活者視点も踏まえた法定外目的税の取り扱いについて
生活保護受給者の自立支援について
第６次総合計画のまちづくり指標について

平成30年第１回定例会

平成30年2月27日

一般

はつかいち大橋４車線化整備工事開始に伴うこれからの動きについて
今後の国保財政の運営について
これからの複合施設整備への市民ニーズ把握について

平成30年第２回定例会

平成30年6月13日

一般

フードバレーはつかいちプロジェクトの取組みについて
本市におけるスクールソーシャルワーカーの役割・受入態勢について
地御前の潮廻しと公共下水道の整備について

平成30年第３回定例会

平成30年9月12日

一般

家庭系燃えるごみの有料化方針について
水道事業のあり方について
気仙沼市のスローシティの取組みについて

平成30年第４回定例会

平成30年12月6日

一般

財政健全化に向けた予算編成について
総合窓口の委託について
有害鳥獣であるカワウの管理計画について
廿日市市地域医療拠点について

平成31年第１回定例会

平成31年2月26日

一般

教育委員会の機関である教育支援委員会と特別支援学級等について
認知症者への取組みについて
イクボス推進トークに参加して

令和元年第３回定例会

令和元年6月5日

一般

民間企業との人事交流について
投票率の向上策について
燃えるごみ有料化を踏まえて
地域学校協働活動事業とコミュニティスクールについて

令和元年第４回定例会

令和元年9月11日

一般

宮島水族館の運営について
フードバレーはつかいちプロジェクトの進捗について
廿日市市地域医療拠点等整備事業のJA産直市の取扱いについて

令和元年第５回定例会

令和元年12月4日

一般

フレックスタイム制の導入について
任期付職員等の正規職員への登用について
再犯防止推進計画等への対応について

令和２年第１回定例会

令和2年2月27日

一般

資源回収推進報奨金の増額について
下水浄化センターにおけるバイオガスの活用について
串戸交差点に向けての国道２号上り線の渋滞対策等について

令和２年第３回定例会

令和2年9月9日

一般

旧市街地における４ｍ道路の確保について
９月定例会での決算特別委員会の開催について
サテライトオフィスの誘致について

令和２年第４回定例会

令和2年12月2日

一般

宮島法定外税の取扱いについて
市道地御前宮内線のグリーンフィールド側の宮内方面の歩道確保等について
避難行動要支援者避難支援事業について

ひろはたゆういちろう

広畑裕一郎 (60)
会

議

平成29年第２回定例会

無所属
日

成蹊21
付

平成29年6月14日

質問種別
一般

質

問

内

容

高齢者の在宅介護について
公共施設マネジメント基本方針について
安心して子育て出来る環境整備について
ふるさと納税について

平成29年第３回定例会

平成29年9月13日

一般

資源ごみの持ち去り禁止条例について
新たな歳入の確保について
大野体育館の建て替えについて

平成29年第４回定例会

平成29年12月8日

一般

ふるさと納税の体制整備について
観光交流施設の再編計画について
観光農業の推進について

平成30年第１回定例会

平成30年2月28日

一般

平成30年第２回定例会

平成30年6月14日

一般

合計特殊出生率について
アルカディアビレッジの今後について
骨髄提供者(ドナー)の助成制度について
深刻な中小企業の人手不足について
災害時の業務継続計画(地震対策編)について

平成30年第３回定例会

平成30年9月12日

一般

平成30年第４回定例会

平成30年12月5日

一般

平成31年第１回定例会

平成31年2月25日

代表

人口ビジョンについて
平成30年7月豪雨の教訓を生かした防災力強化について
減災に向けて、災害時の避難対策について
自主運行バスの運行スキーム(枠組みをもった計画)について
国際(グローバル)化への対応について
市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくりについて
市民との協働による行政経営について
防災力の強化について

令和元年第３回定例会

令和元年6月5日

一般

大野筏津地区公共施設再編事業について

令和元年第４回定例会

令和元年9月12日

一般

地域公共交通の再編について
フランスとの連携強化は自治体間の人的交流で
有害鳥獣対策について

令和元年第５回定例会

令和元年12月6日

一般

令和２年第１回定例会

令和2年2月26日

代表

行政経営について
大野地域の渋滞緩和対策について
新年度予算編成の四つの重点政策について
宮島口まちづくり整備計画について
中山間地域の振興について
地域のまちづくり活動を支える環境をつくるについて

令和２年第２回定例会

令和2年6月10日

一般

令和２年第３回定例会

令和2年9月10日

一般

令和２年第４回定例会

令和2年12月4日

一般

新型コロナウイルス禍による本市の影響と対策について
筏津地区公共施設再編事業について
自然災害の避難対策について
超高齢社会においても安心して暮らせるまちに
危険な生活道の改善について
コロナ禍における自殺の増加について

おぎむら

ふみき

荻村

文規 (50)

会

議

無所属
日

クラブ新風
付

質問種別

質

問

内

平成29年第３回定例会

平成29年9月15日

一般

平成30年第１回定例会

平成30年2月28日

一般

インバウンド担当セクションの新設について

平成30年第４回定例会

平成30年12月7日

一般

合併後の普通交付税減額をいかに乗り切るか

平成31年第１回定例会

平成31年2月25日

代表

財政について

令和元年第３回定例会

令和元年6月7日

一般

令和２年第１回定例会

令和2年3月2日

一般

令和２年第２回定例会

令和2年6月12日

一般

令和２年第３回定例会

令和2年9月11日

一般

容

公共インフラとしてのＷｉ－Ｆｉの有効活用について
『木のまち

はつかいち』を全面におしだした、まちづくりについて

2040年に人口11万人の維持を目指すことについて
観光事業者災害対応マニュアルの策定について
ドローンの活用について
法律や市民の命を守る観点からの無電柱化推進について
市営住宅について
コロナ対応及びアフターコロナについて
スーパーシティ構想を進める自治体に名乗りを
起業したくなるまちを目指して
下更地交差点から考えるこれからの交通事情
令和２年第４回定例会

やまぐち

みつなり

山口

三成 (74)

会

議

令和2年12月2日

無所属
日

一般

宮島法定外税について

クラブみらい
付

質問種別

質

問

内

容

平成29年第２回定例会

平成29年6月16日

一般

緊急情報の連絡体制について

平成29年第３回定例会

平成29年9月14日

一般

住宅団地における街路樹維持管理体制について

平成30年第３回定例会

平成30年9月13日

一般

災害発生前の情報提供と住民避難行動の取り組みについて

令和元年第５回定例会

令和元年12月5日

一般

災害時の情報伝達・要支援者の避難方法・避難所開設の取り組みを問う

令和２年第４回定例会

令和2年12月3日

一般

地域コミュニティの活性化について

宮島包ヶ浦自然公園の運営及び取り組みについて

地域公共交通であるさくらバスの運用について

び

わ

き まさのぶ

枇杷木正伸 (73)
会

議

無所属
日

クラブみらい
付

質問種別

質

問

内

容

平成29年第２回定例会

平成29年6月16日

一般

第２次廿日市市住宅整備基本計画の進捗状況と課題について

平成29年第４回定例会

平成29年12月8日

一般

少子高齢化対策としての「用途地域の見直し」の問題点と課題について
厳島港宮島口地区旅客ターミナルの整備を見据えた今後の本市の観光施策の
考え方について

平成30年第２回定例会

平成30年6月14日

一般

廿日市市公共施設再編計画における「アルカディアビレッジ」の位置づけ及び
問題点と課題、今後の対策について
第２次廿日市市住宅整備基本計画の見直しについて

平成30年第３回定例会

平成30年9月14日

一般

本市の河川管理のあり方について
個人が所有する土地の自然災害における市の対応について
アルカディア・ビレッジの再編計画の進捗状況について

平成30年第４回定例会

平成30年12月6日

一般

一般県道虫道廿日市線整備と泉水峠林道開設の進捗状況について

令和元年第３回定例会

令和元年6月６日

一般

高齢者運転免許自主返納支援事業について
広電バス原・川末線の自主運行化の進捗状況について
アルカディア・ビレッジのリニューアル工事について

令和２年第１回定例会

令和2年3月2日

一般

本市の高齢化社会の生きがいづくりや地域社会の担い手づくり(ポイント事業）
について
原小学校区の土砂災害ハザードマップの見直しについて

令和２年第３回定例会

令和2年9月11日

一般

本市の沿岸部バス路線再編の現状と課題について

令和２年第４回定例会

令和2年12月4日

一般

本市の地域猫活動の現状と課題について

なかしま

中島
会

こうじ

康二 (71)
議

無所属
日

クラブみらい
付

質問種別

質

問

内

容

平成29年第２回定例会

平成29年6月14日

一般

国土調査（地籍調査）の状況等について

平成29年第３回定例会

平成29年9月14日

一般

平成29年第４回定例会

平成29年12月7日

一般

国道２号における慢性的な渋滞の解消等について

平成30年第１回定例会

平成30年2月27日

一般

熊ケ浦鯛ノ原線に若鯉ロードを

平成30年第３回定例会

平成30年9月13日

一般

平成30年第４回定例会

平成30年12月5日

一般

平成31年第１回定例会

平成31年2月25日

代表

東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿地誘致について
小中学校の空調（冷房）設備の設置推進について
保育園と老人ホームの併設施設等について

ＪＲ前空駅南口の整備について
小中学校のエアコン等の早期設置について
支所機能の拡充等について
大野賑わい施設の整備について
戦没者慰霊祭等の市主催について
「安全で安心なまちをつくる」について
将来の発展を担う三つの大きなプロジェクト（事業）につい て
「地域のまちづくり活動を支える環境をつくる」について
平成31年度の予算編成について
令和元年第３回定例会

令和元年6月5日

一般

令和元年第５回定例会

令和元年12月4日

一般

大野地域の道路整備計画及び進捗状況について
「廿日市、大野、佐伯、吉和」への観光客誘導について
本市の道路整備計画等について
大野福祉保健センターの今後について

令和２年第２回定例会

令和2年6月10日

一般

新型コロナウイルス感染症等に関する対応等について

令和２年第３回定例会

令和2年9月10日

一般

大野西地域の整備・活性化について

令和２年第４回定例会

令和2年12月2日

一般

新型コロナウイルス感染症の検査・対応等について
大野地域賑わい施設の整備について
妹背の滝風致公園トイレの整備について
女子野球タウン構想によるまちの活性化について

いしづか

石塚
会

ひろのぶ

宏信 (69)
議

無所属
日

クラブ新風
付

質問種別

平成29年第２回定例会

平成29年6月16日

一般

平成29年第３回定例会

平成29年9月15日

一般

質

問

内

容

本市が策定をしている保育園再編基本構想について
廿日市市新機能都市開発構想について
災害対策について
市民の生命財産、身体を守る消防業務について
保育園再編構想による公立保育園保護者の会に広がる不安・不信について

平成29年第４回定例会

平成29年12月7日

一般

保護者、市民に不安が広がり続ける公立保育園民営化再編基本構想につ いて
市の管理責任である生活道及び児童が登下校に通る通学路について
高齢化社会で市民が健康でハツラツと活動のできる施策について

平成30年第１回定例会

平成30年2月28日

一般

災害から市民の生命、財産、身体を守る責務がある。本市の防災・減 災対策に
ついて

平成30年第２回定例会

平成30年6月14日

一般

平成30年第３回定例会

平成30年9月12日

一般

家庭ごみの有料化導入について
高齢者が急増するなか本市での新たな取り組みと施策について
市民の良好な生活環境を保全し、安心安全なまちづくりを推進する施策について
毎年起こる地震、豪雨による土砂災害、河川の氾濫災害に対する本市の対策に
ついて

平成30年第４回定例会

平成30年12月6日

一般

市民センターを中心としたまちづくりの施策について

平成31年第１回定例会

平成31年2月27日

一般

成果の見えない有害鳥獣対策と耕作放棄地について

令和元年第３回定例会

令和元年6月7日

一般

本市の良好な生活環境を守る市民による清掃ボランティア活動について

令和元年第４回定例会

令和元年9月13日

一般

本市の土砂災害警戒区域、また、土砂災害の最も危険性の高い土砂災害特別

令和２年第１回定例会

令和2年3月2日

一般

本市が進めている公立保育園の民営化該当園の保護者に広がる不安につい て
大型造成地開発工事に関わる市の役割と責務について

警戒区域について
保育施設、小学校周辺道路の安全対策「キッズゾーン」について
本市の待機児童対策及び建て替え施設について
令和２年第３回定例会

令和2年9月11日

一般

市民が安全で安心して暮らせるまち、また良好な住宅環境、快適に住み続ける
まちへ向けての、本市の取り組みについて
コロナ禍において市の指定避難所・指定緊急避難場所の対応について

令和２年第４回定例会

令和2年12月4日

一般

市民の理解ができないままごみの有料化がスタートしたが実施後の課題について
保育園再編基本構想について

にった

新田
会

しげみ

茂美 (66)
議

平成29年第２回定例会

無所属
日

新政クラブ
付

平成29年6月15日

質問種別
一般

質

問

内

容

佐伯総合スポーツ公園の現在と今後について
市道の街路灯について
市民センターでの事故防止について

平成29年第４回定例会

平成29年12月6日

一般

中央教育審議会の答申について
本市の駐輪場について
包ヶ浦自然公園の施設リニューアルについて

平成30年第２回定例会

平成30年6月13日

一般

指定管理者制度について
街路灯の役割とその設置及び管理について

平成30年第４回定例会

平成30年12月5日

一般

平成31年第１回定例会

平成31年2月27日

一般

第２期廿日市市教育振興基本計画について
本市のアダプト制度について
広島電鉄山陽女子大前駅について
本市の公衆トイレについて
集会所のリニューアルについて

令和元年第３回定例会

令和元年6月7日

一般

任期満了にあたり、市政運営への市長の思いと、今後について

令和元年第５回定例会

令和元年12月5日

一般

本市の保育園待機児童の対策について

令和２年第１回定例会

令和2年3月2日

一般

本市が取り組んでいる社会教育としての青少年育成について

令和２年第３回定例会

令和2年9月10日

一般

佐伯総合スポーツ公園について

今後の佐伯総合スポーツ公園について

本市のコミュニティースクールへの考えと取り組みについて

おおさき

ゆういち

大崎

勇一 (55)

会

議

公明党
日

付

質問種別

質

問

平成29年第２回定例会

平成29年6月14日

一般

中学校における部活動について

平成29年第４回定例会

平成29年12月7日

一般

水道の料金体系について

平成30年第１回定例会

平成30年2月27日

一般

平成30年第２回定例会

平成30年6月14日

一般

平成30年第３回定例会

平成30年9月13日

一般

平成30年第４回定例会

平成30年12月5日

一般

思春期における起立性調節障害について

令和元年第３回定例会

令和元年6月5日

一般

宮島におけるおもてなしについて

内

容

保育環境の整備について
障がいがあってもスポーツができる環境整備について
交通網中心のまちづくりを
不登校の児童・生徒に対する対応について
災害時の対応について

佐伯高校の今後について
令和元年第４回定例会

令和元年9月11日

一般

市民センターの利用基準について

令和元年第５回定例会

令和元年12月4日

一般

家庭系ごみ処理有料化に伴う市民サービスについて

令和２年第２回定例会

令和2年6月11日

一般

本市の観光戦略について
暗所視支援眼鏡を日常生活用具給付事業に

令和２年第３回定例会

令和2年9月9日

一般

宮島の人口減少対策について
過去の宮島に於ける観光施策について
法定外税の導入について

令和２年第４回定例会

きたの

く

北野

久美 (49)

会

み

議

令和2年12月3日

無所属
日

一般

法定外税と今後の宮島について

クラブみらい（代表）
付

質問種別

平成29年第２回定例会

平成29年6月15日

一般

平成29年第４回定例会

平成29年12月6日

一般

質

問

内

救急体制の整備について
行政運営について
豊かな海を守るために
保育園の監査体制について

平成30年第１回定例会

平成30年2月26日

代表

平成30年第３回定例会

平成30年9月13日

一般

平成31年第１回定例会

平成31年2月26日

一般

令和元年第４回定例会

令和元年9月12日

一般

令和２年第１回定例会

令和2年2月27日

一般

令和２年第３回定例会

令和2年9月9日

一般

いつまでも住み続けられるまちをつくるために
予算編成について
多文化共生社会の実現に向けて
空き家対策について
公共施設の跡地活用について
地域の歴史・文化を次世代につなぐために
豊かな自然を守り育てるために
地域医療拠点等整備について
公共施設マネジメントの推進について
留守家庭児童会の運営について
安心でやさしいまちづくりについて
多様な働き方の実現に向けて

容

すみだ

隅田
会

ひとみ

仁美 (60)
議

公明党
日

付

質問種別

平成29年第２回定例会

平成29年6月16日

一般

平成29年第３回定例会

平成29年9月13日

一般

平成30年第２回定例会

平成30年6月14日

一般

平成30年第４回定例会

平成30年12月6日

一般

令和元年第３回定例会

令和元年6月６日

一般

質

問

内

容

就学援助における入学前支給について
廿日市版ネウボラ事業について
ヘルプカード・ヘルプマークの普及促進について
胃がんリスク軽減へ、中学生のピロリ菌検査導入について
「やさしい日本語」の普及促進について
ＬＧＢＴへの理解促進を
災害に強いシステム作りについて
抗がん剤等で抗体を失った子どもへのワクチン再接種費助成について
ＳＤＧｓの取り組みについて
介護予防や認知症対策の充実と推進について

令和元年第５回定例会

令和元年12月5日

一般

令和２年第１回定例会

令和2年2月27日

一般

死亡手続きの負担軽減（ワンストップ化）について
ＡＩを活用した市役所の業務効率化（ＲＰＡ）について
子育て支援の更なる拡充について
ＳＤＧｓの普及・推進について
一般介護予防事業について

令和２年第４回定例会

令和2年12月4日

一般

食品ロス削減への取り組みについて
コロナ禍における支援、対策について

