
真倉　和之 (81)
 まくら　 　かずゆき          　

会　　議 日　　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22日 一般 北広島町の農業振興の諸課題を聞く

新学習指導要領について

平成29年第３回定例会 平成29年9月12日 一般 高校を変える まちが変わる 公営塾の開設を聞く

まちづくり基本条例とまちづくり拠点整備及び町内公民館の

現状と課題について問う

平成29年第４回定例会 平成29年12月13日 一般 定住対策と子育て支援について聞く

小学校の道徳教育について聞く

平成30年第１回定例会 平成30年3月9日 一般 平成２６年１０月にオープンした温水プール「ＳｕｉＳｕｉ」の現状を問う

平成３０年のコメ政策転換における対応について

平成30年第２回定例会 平成30年6月14日 一般 地域とともにある学校づくりと登下校の安全対策について

北広島町の現状の財政状況と課題について

平成30年第３回定例会 平成30年9月12日 一般 来年度予算編成と歳出改革を聞く

平成30年第４回定例会 平成30年12月14日 一般 中高一貫教育について問う

小学校、中学校の不登校・いじめについて

平成31年第１回定例会 平成31年3月8日 一般 平成３１年度当初予算の重点ポイントを問う

令和元年第２回定例会 令和元年6月14日 一般 日本の縮図とも言われる北広島町の魅力の発信を聞く

令和元年第３回定例会 令和元年9月12日 一般 財政健全化調査特別委員会の報告と行政の対応を問う

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 令和２年度予算の執行と事業推進の考えを問う

有害鳥獣対策を問う

サバクトビバッタについて聞く

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 きたひろＤＸチームは、コスト削減と財政健全化にどう取り組まれるのか

中田　節雄 (73)
なかた　　せつお　　　　

会　　議 日　　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20日 一般 町長公約である「担い手大学」について伺う

国家戦略特別区域（農地法３条）の指定について

老朽化した「千代田中央公民館」の施設整備の予定は

平成29年第３回定例会 平成29年9月11日 一般 公共用地の無断使用への対応について問う

平成29年第４回定例会 平成29年12月11日 一般 第２次行政改革大綱の取り組みについて伺う

高齢者のごみ出し支援と食品ロスの問題について問う

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 増え続ける「ごみ」処理について伺う

平成30年第２回定例会 平成30年6月13日 一般 薪ストーブ購入補助金を廃止するべきでは

平成30年第３回定例会 平成30年9月10日 一般 「災害廃棄物処理計画」は策定されているのか

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の取り組みを展開するべきでは

平成30年第４回定例会 平成30年12月12日 一般 豊平病院を有床診療所として存続を

平成31年第１回定例会 平成31年3月6日 一般 地域特性を生かし定住人口の増を

令和元年第２回定例会 令和元年6月12日 一般 高齢者世帯への対応と空き家の管理

事業系の生ゴミの減量について伺う

災害情報の危険度の周知徹底は

令和元年第３回定例会 令和元年9月10日 一般 農業を守るために獣対策が急がれる

令和２年第１回定例会 令和2年3月17日 一般 農業を守るために獣対策が急がれる

雪不足による芸北地域の経済対策は

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 感染症対策の「新しい生活様式の定着」への対応

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 コンポスト容器の助成制度を設けてはどうか

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 消防署の装備品の充実について

道の駅舞ロードＩＣ千代田産直市の販売拡大は

定　例　会　質　問　内　容　（北広島町議会）



浜田　芳晴 (72)
はまだ　    よしはる     　　

会　　議 日　　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22日 一般 次世代を考える パート１８

平成29年第３回定例会 平成29年9月13日 一般 次世代を考える パート１９

次世代を考える パート２０

平成29年第４回定例会 平成29年12月13日 一般 次世代を考える パート２１

次世代を考える パート２２

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 次世代を考える パート２３

平成30年第２回定例会 平成30年6月14日 一般 次世代を考える パート２４

平成30年第３回定例会 平成30年9月12日 一般 次世代について考える パート２５

平成30年第４回定例会 平成30年12月14日 一般 次世代について考える パート２６

平成31年第１回定例会 平成31年3月8日 一般 次世代について考える パート２７

令和元年第2回定例会 令和元年6月1３日 一般 次世代について考える パート２８

令和元年第３回定例会 令和元年9月11日 一般 次世代を考えるパート２９

令和元年第４回定例会 令和元年12月11日 一般 次世代を考えるパート３０

令和２年第１回定例会 令和2年3月17日 一般 次世代を考えるパート３１

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 次世代を考えるパート３２

梅尾　泰文 (67)
 うめお         やすふみ  　　  

会　　議 日　　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20日 一般 民生委員・児童委員さんお元気ですか

エコエネルギーの普及状況は

災害時対応は万全か

平成29年第３回定例会 平成29年9月12日 一般 年金を受け取れる人が増えます

荒廃地にストップをかけよう

空き家活用と危険家屋の撤去は

平成29年第４回定例会 平成29年12月12日 一般 豊平病院の今後は

道の駅・舞ロードの利用状況は

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 ふるさとは守れるか

平成30年第２回定例会 平成30年6月12日 一般 米軍機の飛行中止を求める

郷土愛を高めるために生徒議会の開催を

平成30年第３回定例会 平成30年9月10日 一般 災害に強いまちづくり

環境は守れるか

平成30年第４回定例会 平成30年12月12日 一般 千代田インターの高速バス利用の実態と改善は

豊平病院の現状と今後は

平成31年第１回定例会 平成31年3月6日 一般 教職員の健康は守られているか

令和元年第２回定例会 令和元年6月12日 一般 太陽光発電は迷惑施設になっていないか

個人所有の財産は継承できるか

令和元年第３回定例会 令和元年9月10日 一般 高速道千代田インターの利便性の向上は

障害者地域生活支援のシステム導入の取り組みは

令和元年第４回定例会 令和元年12月10日 一般 山林整備をどう考えるか

空き家をどう定住につなげるか

令和２年第１回定例会 令和2年3月16日 一般 ごみ処理にどう取り組むか

学校に送られている「放射線副読本」をどう捉えるか

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 年金制度はどうなるか

住民税（町県民税）は住んでいなくても払うの

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 源流域の任務と責任

国民年金制度の啓発は

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 定住促進の妙薬はあるか

安全な水の確保は個人の努力によるのか



大林　正行 (74)
おおばやし 　まさゆき 　　　     

会　　議 日　　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20日 一般 未来の北広島町を担う「ひとづくり」を問う

健康ポイント制度の導入を

平成29年第３回定例会 平成29年9月11日 一般 公共施設の総合管理計画と千代田中央公民館の建て替えを問う

平成29年第４回定例会 平成29年12月12日 一般 繁茂し放置された竹林対策と所有者不明の荒地対策は

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 「ネウボラきたひろしま」の取り組みを問う

北広島町ブランド認定制度の創設を

平成30年第２回定例会 平成30年6月12日 一般 外国人観光客の誘客策を問う

町道へ伸びた樹木対策を

平成30年第３回定例会 平成30年9月10日 一般 豪雨・土砂災害に備えて

平成30年第４回定例会 平成30年12月13日 一般 経費の削減に向けた取り組みを問う

平成31年第１回定例会 平成31年3月7日 一般 ごみの資源化などによる減量対策を問う

（持続可能なまちづくりのために）

令和元年第２回定例会 令和元年6月12日 一般 教育を取り巻く諸課題を問う

令和元年第３回定例会 令和元年9月10日 一般 食品ロス削減などごみ減量化を問う

外国人の日本語教育を問う

令和元年第４回定例会 令和元年12月10日 一般 火災予防の取り組みを伺う

令和２年第１回定例会 令和2年3月16日 一般 高齢者が安全で安心して暮らせる町を

きたひろネットの諸課題とこれからを問う

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 財務書類から見える北広島町の財政状況と活用策を問う

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 箕野町政２期目の総括と３期目への決意は

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 道の駅舞ロードIC千代田のさらなる発展を



美濃　孝二 (67)
みの　　　こうじ　　　　

会　　議 日　　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21日 一般 太陽光発電等に環境と景観、暮らしを守る条例・ガイドラインを

県広域化で国保税の大幅値上げ、力尽くし「払える保険料」に

平成29年第３回定例会 平成29年9月12日 一般 就学援助制度の入学準備金を入学前に支給を

国民健康保険の県単位化による保険料の第３回試算結果は

県の水道広域連携と北広島町の水道問題の今後は

平成29年第４回定例会 平成29年12月11日 一般 燃えるごみ削減のため紙おむつの等の分別回収、再資源化を

低空飛行への監視体制強化を

国保税第３回試算も大幅値上げ、暮らし守る手立てを

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 「交通基本条例」で住み続けられる地域づくりを

平成30年第２回定例会 平成30年6月13日 一般 支所再編で拠点としての役割が果たせるのか

低空飛行の監視体制強化等の対策はどうなった

平成30年第３回定例会 平成30年9月11日 一般 酷暑の教室にエアコン設置を急げ

ため池の保全と管理体制強化に向けた支援を

平成30年第４回定例会 平成30年12月14日 一般 豊平病院は有床診療所にして医療難民を出すな

庶民には重い負担の水道料金値上げの見直しを

平成31年第１回定例会 平成31年3月7日 一般 豊平診療所で安心して医療が受けられるのか

令和元年第２回定例会 令和元年6月1３日 一般 豊平診療所スタート、約束は守られているか

事業系可燃ごみを限りなくゼロにし町民の負担軽減を

令和元年第３回定例会 令和元年9月11日 一般 保育士確保等に町の責任を果たし保育を守れ

ホープタクシーの住民アンケート実施を

令和元年第４回定例会 令和元年12月10日 一般 保育士確保のため給与上乗せなど処遇改善を

事業ごみ、ホープタクシーのその後を問う

令和２年第１回定例会 令和2年3月17日 一般 新型コロナウイルス対策強化と町の相談窓口設置を

学校給食と放課後児童クラブの民間への業務委託は中止を

どんぐり村「さんさん市」のトイレはなぜ改修されないのか

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 町民の深刻な声うけとめコロナに負けない北広島町に

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 今田川を計画的に改修し地域に安全・安心を

ＰＣＲ検査の戦略的拡大で命と健康、営業を守れ

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 千代田地域・今田口の交差点に信号機の設置を

婚姻を経済的に応援する結婚新生活支援事業の実施を

インフルエンザとコロナの同時感染に、どう対応するのか



森脇　誠悟 (68)
もりわき　　せいご　　　　　

会　　議 日　　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21日 一般 町内企業と連携した地域振興、過疎化対策を

平成29年第４回定例会 平成29年12月12日 一般 これからの地域公共交通にどう取り組むか

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 豪雪・寒波時のインフラ確保にどう取り組むか

平成30年第２回定例会 平成30年6月13日 一般 防災対策・災害復旧の現況を問う

平成31年第１回定例会 平成31年3月8日 一般 平成３１年度施政方針について問う

湊　　俊文 (69)
みなと　　としふみ　　　

会　　議 日　　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21日 一般 箕野町政の二期目のスタートにあたって

基幹道路の整備について

平成29年第３回定例会 平成29年9月11日 一般 危機管理と７．５豪雨災害について

東京オリンピックのドミニカ共和国事前合宿と千代田運動公園

多目的広場の用途変更について

平成29年第４回定例会 平成29年12月11日 一般 北広島町の人口動態について

千代田高校公営塾について

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 広島広域都市圏協議会及び連携中枢都市圏構想における諸事業について

千代田運動公園多目的広場の人工芝変更について

平成30年第２回定例会 平成30年6月12日 一般 地方創生について

伝統芸能文化の保存と継承について

平成30年第３回定例会 平成30年9月11日 一般 人生１００年時代における町政運営について

財政健全化に向けた財源確保について

平成30年第４回定例会 平成30年12月12日 一般 豊平病院について

ＪＩＣＡボランティア経験者の採用について

平成3１年第１回定例会 平成31年3月6日 一般 北広島町まち・ひと・しごと創生総合戦略における重点事業の点検・評価

について

令和元年第2回定例会 令和元年6月1３日 一般 神楽を核とした姉妹都市縁組について

北広島町の道路整備について

令和元年第３回定例会 令和元年9月10日 一般 歯の健康を健康政策の柱に

令和元年第４回定例会 令和元年12月11日 一般 北広島町職員行動理念について

令和２年第１回定例会 令和2年3月16日 一般 地方創生の課題を問う

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 新型コロナウイルス感染症の終息後と第三次行政改革大綱について

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 変化に対応した農業

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 諸課題について



亀岡　純一 (62)
かめおか　  じゅんいち　　

会　　議 日　　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22日 一般 人口減少の克服に向けた取り組みについて

平成29年第３回定例会 平成29年9月11日 人口減少克服への取り組みについて（その２）

トンネルの安全確保について

平成29年第４回定例会 平成29年12月13日 一般 人口減少にかかわる諸問題について

平成30年第１回定例会 平成30年3月9日 一般 在宅医療・みとりにどう取り組むか

在宅保育に支援を

平成30年第２回定例会 平成30年6月14日 一般 人口減少を見据えた諸問題への取り組み

平成30年第３回定例会 平成30年9月12日 一般 人口減少を見据えた町政運営を

平成30年第４回定例会 平成30年12月12日 一般 町内の森林有効利用について

子供の生活実態と家庭教育支援について

住民生活に係わる諸問題について

平成31年第１回定例会 平成31年3月7日 一般 「限界集落」にどう立ち向かうか

令和元年第2回定例会 令和元年6月14日 一般 町内保育施設のあり方を問う

地域のみらい、北広島町のゆくえ

令和元年第３回定例会 令和元年9月12日 一般 バイオマス資源の活用とカーボン・オフセット

町内のトンネルの将来は？

令和元年第４回定例会 令和元年12月11日 一般 ラジオ放送の受信障害解消を

地域と家庭と学校を結ぶ教育支援

令和２年第１回定例会 令和2年3月17日 一般 町としての危機管理に対する姿勢

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 ワーケーション推進事業の提案

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 町が目指す教育行政は

ラジオ放送受信障害解消への取り組み

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 「協働のまちづくり」で、できることは何か

敷本　弘美 (60)
しきもと　  ひろみ　　　　

会　　議 日　　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20日 一般 ヘルプマーク・ヘルプカードの普及促進について

小中学校のトイレ整備について

平成29年第３回定例会 平成29年9月11日 一般 防災・減災の施策を問う

平成29年第４回定例会 平成29年12月11日 一般 「放課後デイサービス」施設を北広島町に

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 認知症施策の推進について問う

放課後デイサービス参入の現状を問う

平成30年第２回定例会 平成30年6月12日 一般 学校給食調理施設の環境整備及び従事者の処遇改善を

平成30年第３回定例会 平成30年9月11日 一般 学校給食調理場にエアコン設置を

地域を守る防災対策の総点検を

平成30年第４回定例会 平成30年12月14日 一般 児童・生徒の通学バスについて

豊平地域の地域医療構想について

平成3１年第１回定例会 平成31年3月6日 一般 北広島町豊平診療所の概要と課題を伺う

救急相談センター「♯7119」の導入を

令和元年第４回定例会 令和元年12月11日 一般 児童虐待防止対策の取り組みを問う

がん対策のさらなる取り組みを

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 新型コロナウイルス感染症対策について

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 コロナ禍でも安心し生活できる環境づくりを

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 一般質問その後の追跡について



山形しのぶ (47)
やまがた　　　　　　　　　

会　　議 日　　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21日 一般 公立放課後児童クラブの開校時間の改正を

平成29年第３回定例会 平成29年9月11日 一般 第２子の保育料を第１子卒園後も半額のままに

北広島町立新庄小学校プールの修繕を

平成29年第４回定例会 平成29年12月12日 一般 子どもが外で遊べる公園の設置を

ネウボラ設置に向けて子育て支援課の立ち上げを

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 学校教育のあり方について

平成30年第２回定例会 平成30年6月13日 一般 小学生の通学バスについて

ネウボラきたひろしま『てごてご』について

平成30年第３回定例会 平成30年9月10日 一般 女性の活躍をネウボラ事業の一つに

平成30年第４回定例会 平成30年12月13日 一般 子供たちの夢を育む北広島町の学校教育について

平成31年第１回定例会 平成31年3月7日 一般 北広島町出会いサポートサイト立ち上げを

令和元年第２回定例会 令和元年6月12日 一般 女性の社会進出に支援と理解を

令和元年第３回定例会 令和元年9月11日 一般 クラブ活動等の充実に向けて支援を

令和元年第４回定例会 令和元年12月10日 一般 北広島町の強みをどう考えるか

令和２年第１回定例会 令和2年3月16日 一般 北広島町の不妊治療助成事業を問う

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 休業明けの学校教育について問う

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 子育て世代のコロナ不安解消に向けて取り組みを問う

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 北広島町ならではの少子化対策・子育て支援を

服部　泰征 (43)
はっとり　　やすゆき　　　

会　　議 日　　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21日 一般 地方自治体における、働き方改革への取り組みについて

北広島町民の安心した生活を守る取組み（健診や予防接種など）について

地域間における利便性およびサービスの格差について

平成29年第３回定例会 平成29年9月12日 一般 過疎地こそ必要な情報通信技術。将来を見据えた計画を

依然として高い求人倍率。官民一体となり解決しよう。

平成29年第４回定例会 平成29年12月11日 一般 北広島町のスポーツ環境を考える

北広島町における医療・介護・福祉の今後について

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 これからの北広島町消防団について

どうなる？今後の住環境

平成30年第２回定例会 平成30年6月13日 一般 働き方改革への取り組みは（その２）

健康を守る取り組みについて

平成30年第３回定例会 平成30年9月10日 一般 コンパクトシティへの取り組みは

北広島町の医療体制について

平成30年第４回定例会 平成30年12月12日 一般 情報通信環境の改善を

北広島町の就労環境について

平成3１年第１回定例会 平成31年3月6日 一般 緊急相談ダイヤル「♯7119」への参画は

消防水利設備の管理体制は

令和元年第2回定例会 令和元年6月12日 一般 持続可能な体制の構築を

令和元年第３回定例会 令和元年9月10日 一般 若い世代に選ばれる町を

令和元年第４回定例会 令和元年12月10日 一般 災害避難所の運用と状況は

令和２年第１回定例会 令和2年3月16日 一般 健康寿命を延ばすために

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 持続可能な体制の構築を（その２）

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 コロナ禍のこの現状をどう乗り切るか

豊平地域に複合施設が開所

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 コト消費・トキ消費の推進を



伊藤　　淳 (36)
いとう　　　じゅん　　　

会　　議 日　　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20日 一般 転入を増やすために行っていくイメージ戦略を問う

平成29年第３回定例会 平成29年9月12日 一般 町外に向けてのプロモーション活動について問う

大朝地域の美術館構想について問う

行政職員の専門性・得意分野の現状と開発について問う

平成29年第４回定例会 平成29年12月11日 一般 地域の若者の繋がりを醸成する環境作りの推進を

長期的な財政健全化の見通しと計画について

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 ２０年後に残る北広島町への投資をしていますか

町内で働き町外に住む方々に会いに行っていますか

平成30年第２回定例会 平成30年6月12日 一般 北広島町図書館の改修について

20年後を想定したまちづくりに向けて

平成30年第３回定例会 平成30年9月11日 一般 専門スキルを醸成できる行政になるために

豊平病院の今後について

平成30年第４回定例会 平成30年12月13日 一般 時間外勤務削減のためＲＰＡ導入の検討を

防災無線の方針とデジタル環境の充実について

令和元年第2回定例会 令和元年6月1３日 一般 田原温泉と大朝ふるさと病院について交流人口の観点から

令和元年第３回定例会 令和元年9月11日 一般 新町建設計画などの現実性について

事業ごとの現場と利用者の間にすれ違いはあるのではないか

令和元年第４回定例会 令和元年12月11日 一般 事業ごとの現場と利用者の間にすれ違いがあるのではないか

新庄小学校プールの跡地利用について

令和２年第２回定例会 令和2年6月 一般 スローライフの魅力と光ケーブルの有用性について

令和２年第３回定例会 令和2年9月 一般 今後の職員のキャリア形成と人員配置のバランス

令和２年第４回定例会 令和2年12月 一般 ＦＴＴＨ化事業による電話番号と防災情報の変化


