
(１) 5 番 富岡　大志 議員 60 分 9:30 ～ 10:30

20 分 （休憩） 10:30 ～ 10:50

(２) 1 番 小林　静弥 議員 60 分 10:50 ～ 11:50

（休憩） 11:50 ～ 13:00

(３) 4 番 嶋　隆 議員 60 分 13:00 ～ 14:00

15 分 （休憩） 14:00 ～ 14:15

(４) 8 番 村越　哲夫 議員 60 分 14:15 ～ 15:15

15 分 （休憩） 15:15 ～ 15:30

(５) 6 番 金谷　康弘 議員 60 分 15:30 ～ 16:30

令和４年第４回吉岡町議会定例会　一般質問

１２月２日（金）



(６) 10 番 飯島　衛 議員 60 分 9:30 ～ 10:30

20 分 （休憩） 10:30 ～ 10:50

(７) 12 番 山畑　祐男 議員 60 分 10:50 ～ 11:50

（休憩） 11:50 ～ 13:00

(８) 3 番 飯塚　憲治 議員 60 分 13:00 ～ 14:00

15 分 （休憩） 14:00 ～ 14:15

(９) 9 番 坂田　一広 議員 60 分 14:15 ～ 15:15

15 分 （休憩） 15:15 ～ 15:30

(１０) 13 番 小池　春雄 議員 60 分 15:30 ～ 16:30

令和４年第４回吉岡町議会定例会　一般質問

１２月５日（月）



令和４年第４回吉岡町議会定例会　一般質問通告　一覧

No
質問者　　　
(時間）

質問事項 質　　問　　の　　要　　旨
質問の
相手

(1)災害時相互応援協定に関して

(2)災害時の給水に関して

(3)災害時のトイレ対策に関して

(1)中学校の校則に関して

(2)不登校に関して

(3)ＨｉＢＡＬＩプランに関して

(1)関係人口の創出拡大に関して

(2)ふれあいやすらぎ公園・ふれあい公園に関して

(3)ＩＣＴの活用に関して

(1)マスク着用について。
・国の考え方の変化に対して町の考え方について。
・子どもを取り巻く環境について。

町長
教育長

(2)黙食について。
・保育、教育現場の現状について。
・効果と弊害に関する考え方について。

教育長

(3)ワクチン接種について。
・5回目までの接種状況について。
・町内の接種者と感染者の把握について。

(4)様々な支援について。
・支援の種類と方法について。
・対象者への周知について。

(1)小学1年生の壁について。
・児童の放課後や長期休暇の居場所について。
・ファミリーサポートセンターについて。
・子ども食堂、フードバンクについて。

(2)公園について。
・上野田ふれあい公園の新遊具について。
・町内の公園遊具の点検、保守について。

(1)防犯・防災について。
・デジタル化に伴うセキュリティ対策について。
・防災訓練実施状況について。

(2)道路の安全について。
・駒寄パーキングエリア周辺の混雑緩和について。
・主要幹線道路の雑草対策について。
・道路愛護のポイント制について。

1.渋川地区広域市町村
圏振興整備組合最終処
分場候補地選定につい
て

(1)広域組合が絞り込んだ候補地を、町が妥当であると判
断した理由について

2.上野田十字路の右折
レーンと歩道設置につ
いて

(1)要望書提出から４年が経ち経過説明を

3.通学路の交通安全点
検について

(1)通学路における合同点検の実施について 町長
教育長

登壇日：令和４年１２月２日

1.防災に関して 町長

2.小中学校の課題に関
して

教育長

3.地域の活性化に関し
て

町長

1.新型コロナウイルス感
染症第８波について

町長

2.子育て支援について 町長
教育長

3.町民の安心安全につい
て

町長

3 4番
嶋　隆

 【60分】　　　　　

町長

1 5番
富岡　大志

 【60分】　　　　　

2 1番
小林　静弥

 【60分】　　　　　

- 1/2 -



(1)小中学生と道路教則について

(2)学校の防災について

(3)不登校の児童について

(4)中学生の自転車について

(5)生理の貧困について

(6)中学生の部活動について

(1)8050問題について

(2)ヤングケアラーについて

(3)使用済紙オムツについて

1.地域の課題 (1)川原田山不動尊　東側斜面について

2.機構改革関連 (1)開発課の設置について（前回の継続）

(1)来春、大型商業施設営業開始後について

(2)夢の吉岡新駅について

(1)三津屋古墳について

(2)南下古墳群について

5.町振興公社関連 (1)コンサルタント導入について

1.小中学生について 町長
教育長

2.福祉対策について 町長

3.都市計画関連

4.町文化財関連

4 8番
村越　哲夫

 【60分】　　　　　

5 6番
金谷　康弘

 【60分】　　　　　

町長
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令和４年第４回吉岡町議会定例会　一般質問通告　一覧

No
質問者　　　
(時間）

質問事項 質　　問　　の　　要　　旨
質問の
相手

1.コロナ禍、物価高の
中の支援に関して

(1)さらなる支援を望む。 町長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教育長

2.町役場のデジタル化
の推進について

(1)新たなサービスと業務の効率化の考えは。

3.地域の課題として (1)自治会要望の現在の状況について。

4.特殊詐欺対策電話機
の補助事業について

(1)積極的な推進をしては。

5.駒寄インター西の産
業団地計画の現状は

(1)進捗状況について。

1.男女共同参画事業に
ついて

(1)男女共同参画事業について

2.まちの農業政策につ
いて

(1)現状と将来について

3.まちの防災について (1)まちの防災について

4.まちのコロナ感染症
対策について

(1)まちのコロナ感染症対策について

5.まちの未来について (1)まちの未来について

(1)公園の整備とその管理方式の検討は。

(2)よしおか温泉の利用料の基本的考えは。

(3)GIGAスクール構想(ICT)の進捗度と児童生徒の習熟度
の現状は。
　　◯教員のスキルの向上
　　◯児童生徒間の格差

(4)風疹被害の発生を防止する取り組みの成果は。

(1)吉岡町地場産業の振興計画への取り組み状況は。

(2)地域開発の担当部署の拡充は。

(3)振興公社そのほか河川敷の開発・改善計画の現状は。

登壇日：令和４年１２月５日

6 10番
飯島　衛

 【60分】　　　　　
町長

7 12番
山畑　祐男

 【60分】　　　　　

町長

1.行政の諸施策の現状
に関連して

2.地域開発の施策推進
に関連して

8 3番
飯塚　憲治

 【60分】　　　　　

町長

- 1/2 -



1.高齢者福祉について (1)高齢者福祉の現状と課題等について

2.子供の貧困について (1)子供の貧困に係る施策等について

3.学校教育について (1)学校教育に係る今後の課題等について 教育長

1.ふるさと納税の増額 (1)増額のため専属職員の配置をし、増額に努めるべきと
考えますが、見解は。

町長

(1)県下でも給食費の無料化が進んでいます。当町でも実
施すべき時期に来ていると思いますが、ぜひ決断を。

(2)貧困対策、ヤングケアラー等の問題に対する取り組み
は。

3.高齢者福祉問題 (1)高齢者世帯への配食サービスは、現状は希望者全ての
人たちを網羅していないと思います。希望者全ての方に
配食ができ、一定の補助を行う制度の拡充が必要と思い
ますが、見解は。

(1)広域組合の最終処分場が８年後に来ます。英知を結集
し時代の要請に合った施設にするための準備が必要だが
如何に取り組むか。

(2)地中熱調査を当町でも行ったが今後どのように生かし
ていきますか。

5.スラグ問題 (1)榛東村に担当課を通じて協議すべきだが。

9 9番
坂田　一広

 【60分】　　　　　

町長

2.子育て支援策 町長
教育長

町長

4.カーボンニュートラ
ルへの取り組み

10 13番
小池　春雄

 【60分】　　　　　
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