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発　言　者 質　問　事　項

16　代表質問・一般質問

平　成　15　年

第 2回定例会（ 6月13日～ 6月25日）

早　川　孝　久 1  　児童・生徒の安全確保について

 2  　スーパー防犯灯（街頭緊急通報システム）の設置について

 3  　防犯灯電気料金補助の改善について

 4  　街路灯の拡充について

福　田　英　彦 1  　まちのバリアフリー化の推進（門真市高齢者保健福祉計画と門真市障害

者計画に基づく施策の推進状況と今後の方向、両計画に沿った国・府への

具体的な働きかけと改善、交通バリアフリー法に基づく基本構想の策定と

駅舎エレベーター設置についての事業者との調整）について

 2  　市営住宅の建てかえ（集約建てかえに伴う小規模団地の跡地利用、今後

の市営住宅の整備計画）について

 3  　密集住宅市街地整備事業（幸福北地区の店舗つき共同住宅の買収事業、

大倉西地区）における住民合意による事業計画の策定と推進について

井　上　まり子 1  　障害者支援費制度（内容や手続の周知徹底、相談支援体制、基盤整備）

について

 2  　浸水対策（雨水排出ポンプの交換、第二中学校校庭への雨水流出抑制施

設の設置、市内貯留池の現状と北島市営住宅跡地への貯留池設置、下水道

整備地区での浸水対策、寝屋川北部地下河川の完成予定、災害予測図・洪

水ハザードマップの作成）について

田　伏　幹　夫 1  　公園、遊園の整備計画と公園内の迷惑自転車駐輪対策について

 2  　市立運動広場及び青少年広場の平日利用向上策とグラウンド増設計画に

ついて

中　西　みよ子 1  　高齢者福祉（介護保険料の減免と利用料助成の実施、街かどデイハウス

の実施）について

 2  　子育て支援（保育所の整備、乳幼児通院医療助成）について

 3  　学校教育（少人数学級の実現）について

亀　井　　　淳 1  　防犯灯（自治会に対する電気料金の補助率の引き上げ、設置補助費の拡
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充、自治会と自治会の境目になっているところの防犯灯電気代を市が負担

すること）について

吉　松　正　憲 1  　第 2京阪道路問題（現状と環境問題等への市の認識、事業者への2600人

の市民による公害調停の申し立てに関する市の対応）について

 2  　上馬伏における廃棄物中間処理施設の進出に対する自治会等の要望とこ

れに対する市の対応について

 3  　すべての学校普通教室に扇風機を設置すること（小・中学校の教室温度

調査結果と暑さ対策、近隣各市での実施状況、設置費用及び本市での実施）

について

村　田　文　雄 1  　放置自転車対策（仮称自転車利用総合計画の策定、有料自転車駐車場の

利用状況と利用向上策としての学生割引等の実施）について

 2  　人に優しいバリアフリーのまちづくりの推進（公共施設でのユニバーサ

ルザインの導入、色覚バリアフリー社会の構築）について

春　田　清　子 1  　公共下水道整備地域の浸水対策と浸水緊急時の対応について

 2  　公共下水道未整備地域の浸水対策について

 3  　浸水対策としての貯留施設・調節池の整備促進について

鳥　谷　信　夫 1  　住民基本台帳カード発行における個人情報の保護について

 2  　選挙人名簿閲覧における問題点について

戸　田　久　和 1  　市長らへの高額な退職金プレゼント制度について

 2  　反対・慎重意見が無視できない合併問題について

 3  　カード発行の第 2次稼動で危険性を増す住基ネットについて

 4  　 1 年近くも結論を出さない情報公開審査会の弊害について

 5  　職員が服務規程に違反した場合の処罰について

 6  　産廃ごみの山周辺不法投棄へのたるんだ対応について

宮　本　一　孝 1  　職員採用（定員適正化計画の考え方と進捗状況、退職者がふえる中での

事務事業の円滑化実施、新規職員採用）について

 2  　門真市リサイクルプラザ（施設の意義とランニングコスト、NPO法人リ

サイクル機構かどまの支援状況、集客向上策）について

第 3回定例会（ 9月17日～ 9月29日） 

増　井　勝　昭 1  　門真団地の建てかえ（建てかえによる余剰地の利用、団地内での公共施

設のあり方、地域の浸水対策と防災対策、防犯対策など安全なまちづくり
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に配慮したまちづくり）について

風　　　古　波 1  　学校給食の充実（教育の一環としての学校給食のあり方、ランチルーム

の整備）について

 2  　公園の整備（防災対策としての公園の整備、公園の利用状況や安全性等

の実態調査の実施、気軽に利用できる広場や遊び場の確保）について

山　本　　　純 1  　健康増進法実施後の本市の取り組みと健康づくりサポーター制度の創設

について

 2  　喫煙対策（本市公共施設及び学校での受動喫煙防止対策など）について

 3  　検診事業の拡充（MRI、マンモグラフィー、ペプシノゲン法、前立腺PSA

法、ヘルカルCT肺がん検診の導入）について

寺　前　　　章 1  　学校給食（合併問題を視野に入れた中学校の給食問題、委託により生じ

た差益を施設・設備の改善・整備に充てることについての今後の対応、陶

磁器の食器導入、今後の民間委託）について

井　上　まり子 1  　障害者施策（障害者グループホームの北河内地域での設置状況・利用者

数・本市での立ち上げとその支援強化、軽自動車税の減免制度の拡充）に

ついて

 2  　コミュニティーバスの必要性について

 3  　市道大和田茨田線の危険な箇所の改善について

福　田　英　彦 1  　住民基本台帳ネットワークシステムの本格稼動（住基カードの発行状況

と問題点、自治体としてのメリットとデメリット、住基カードの独自利用、

セキュリティーの強化）について

 2  　公有財産転用処分計画（計画期間と実施年次等、処分の結果、有効活用

の具体化）について

 3  　住民投票条例の制定（合併の是非を問う住民投票の実施、常設型住民投

票条例の制定）について

中　西　みよ子 1  　高齢者対策（大阪府老人医療助成制度の存続、介護保険料減免と利用料

助成、街かどデイハウスの実施、訪問理美容サービスの実施、高齢者サー

ビスの周知徹底）について

 2  　学校施設の耐震化（計画と工事の進め方、国庫補助増額の要望）について

 3  　門真南高校跡地の有効活用について

戸　田　久　和 1  　北巣本の里道上の不法占拠物の撤去について

 2  　柳町の左右傾斜度11％の危険な歩道について

 3  　古川橋駅前に深夜利用可能なトイレをつくらないことについて
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 4  　放置車両処理条例をつくるべきことについて

 5  　市から市民への仕事分配の効用について

 6  　住基ネットについて

 7  　個人情報の正しい保護のあり方について

中　井　悌　治 1  　学校における人権教育（小・中学校の人権教育の内容、人権教育の問題

点と今後の方向性）について

 2  　小・中学校での携帯電話（児童・生徒の学校での使用状況と機能を限定

した機種を携帯する啓発）について

 3  　小・中学校における国旗掲揚、国歌斉唱の児童・生徒に対する指導の実

態と問題について

吉　松　正　憲 1  　大阪府インナーエリア再生指針（本指針の内容、本市とのかかわり、市

北部地区の密集市街地との関連、財政問題を含めた今後の本市の姿勢、市

民への説明、事業推進会議への沿道住民の参画）について

平　岡　久美子 1  　学校教育（防犯意識の啓発、防犯ブザーや子供緊急通報装置の設置など

による児童・生徒の安全確保に対する取り組み）について

 2  　情報サービスの拡充（テレホンガイドかどまの更新、ファックスによる

情報提供）について

宮　本　一　孝 1  　門真市における電子自治体への取り組み（庁内LAN環境やITインフラ

整備などこれまでの経過と進捗状況、LGWAN（総合行政ネットワーク）の

導入効果とその意義、行政事務の効率化・迅速化に向けた職員教育と人材

育成の強化、今後の電子自治体を目指すための戦略的な取り組みとその必

要性）について

日　高　哲　生 1  　学校教育における徳育（美徳・礼節が原点の教育的価値の高さを目指す

こと）について

 2  　地域の目、声（地域教育協議会（すこやかネット）の取り組みとその効

果）について

 3  　教育センターの構想について

第 4回定例会（12月 9 日～12月18日） 

鳥　谷　信　夫 1  　仮称学校評議会の設置について

 2  　南部市民センターでの業務拡大（税等の諸証明書の発行、選挙期日前投

票所の設置）について
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春　田　清　子 1  　交通バリアフリー法に基づく整備促進（駅舎のエレベーター早期設置、

歩道の段差解消など安全なまちづくり）について

 2  　次世代育成支援対策推進法の施行に伴う本市の取り組み（多様な保育サ

ービスの拡充、幼児通院医療費の無料化、放課後児童健全育成事業（ふれ

あい活動事業）の拡充、保健福祉センターにおける不妊専門相談窓口の設

置、広域も含めた小児救急医療体制の整備）について

 3  　高齢者の配食サービスについて

中　井　悌　治 1  　放課後児童健全育成事業（ふれあい活動事業）と留守家庭児童会の有料

化への考え方とその実施時期について

福　田　英　彦 1  　公共工事における入札制度の改善について

 2  　乳児、児童・生徒の安全確保及び学校の安全管理（乳児、児童・生徒を

取り巻く現状とその認識、学校・園危機管理マニュアルの実施状況、PTA

協議会の取り組みと連携強化）について

吉　松　正　憲 1  　本市援護資金貸付状況と限度額の増額について

 2  　鉄道駅舎バリアフリー化と交通バリアフリー法に基づく基本構想の策定

について

 3  　地域で不足する公共施設の問題と全市的な配置（公共施設設置の考え方

と現状、空き教室なども活用した市東部地域への公共施設の設置）について

亀　井　　　淳 1  　守口保健所門真支所廃止後の保健サービスを低下させず、市民の健康増

進を図ることについて

今　田　哲　哉 1  　来庁市民に対する案内業務の充実と再任用職員の案内・窓口業務への配

置について

 2  　職員の適正配置（行政における資格のあり方、資格を要する部署と有資

格者数、有資格者の適正配置、建築関係部署への有資格者の配置）について

早　川　孝　久 1  　人事管理（人事評価システムによる適正な昇給・昇格、業務量調査によ

る適正な職員配置、タイムカードによる勤務時間の適正管理、さわやかな

窓口対応などを図るための職員研修）について

佐　藤　親　太 1  　行政の構造改革（現業部門の民営化・民間委託化、保育園の民営化・民

間委託化・民間への売却、市民課窓口業務の機械化・民間委託化、公務員

でなくてもできる施設の管理・単純事務などの民間委託化、小・中学校の

統合による跡地売却資金での市土地開発公社の含み損の清算、上記 5項目

についての実施年次計画の作成と実施につき職種を超えた人事異動のルー

ルづくりと市出資の株式会社の設立）について
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中　西　みよ子 1  　学童保育（複数学級の実施、土曜日開設の考え、障害児の受け入れ体制

の充実、条例化による行政責任の明確化）について

 2  　高齢者施策（高齢者用住宅の建設と借り上げ、介護保険料の減免と利用

料助成、介護保険要介護者の税での障害者控除の適用、紙おむつ給付事業

の拡充）について

 3  　障害児教育（障害児学級の介助員増員、特別支援教育）について

井　上　まり子 1  　次世代育成支援対策推進法（計画づくりへの市民参加、特定事業主の行

動計画策定、全庁的な推進体制の確立、企業への働きかけ）について

 2  　ホームレスへの支援（自立支援に対する考え、担当部署の設置と実態調

査、生活保護の適用）について

戸　田　久　和 1  　門真史上最大の住民運動である第 2京阪公害調停について

 2  　非核平和宣言都市の市長として、自衛隊イラク派遣反対を表明すべきこ

とについて

 3  　金谷会長ら情報公開審査会委員を解任すべきことについて

 4  　申立者を侮辱するような個人情報保護審査会委員の言動について

 5  　公共工事の生コンの品質確保について

 6  　国保加入時の職員対応の問題点と改善について

 7  　投票管理者は選挙運動禁止であることについて

 8  　民生委員は選挙運動禁止であることについて

宮　本　一　孝 1  　行財政システム改革（門真市行財政改革推進計画、三位一体の改革など

地方行財政制度のこれから、市職員の意識革命と意思決定の説明責任）に

ついて

林　　　芙美子 1  　家電リサイクル（大阪方式についての考え、不法投棄の現状）について

 2  　痴呆性高齢者対策（施設整備の取り組み、相談窓口体制）について

平　成　16　年

第 1回定例会（ 3月 5日～ 3月25日）

村　田　文　雄 1  　合併促進と啓発について

 2  　児童福祉について

 　⑴　次世代育成支援行動計画の策定について
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 　⑵ 　地域における子育て支援の充実について

 　⑶ 　児童虐待防止対策について

 　⑷ 　保育所待機児童の解消について

 3  　健康増進について

 　⑴ 　「もりぐち・かどま健康21」策定後の本市の取り組みについて

 　⑵ 　市民の健康と食の安全確保について

 4  　学校教育について

 　⑴　十分な学習環境の確保について

 　⑵ 　情報教育の格差について

 　⑶ 　児童・生徒の安全対策について

 5  　公共交通について

 　⑴　第 2京阪道路について

 　⑵ 　「タウンくる」の早期運行について

 　⑶ 　駅周辺のバリアフリー化について

 6  　門真南駅前のまちづくりについて

 7  　北部市街地のまちづくりについて

 8  　公共下水道整備と浸水対策について

 9  　環境行政について

 　⑴　分別の見直しについて

 　⑵ 　環境教育について

 10 　安全なまちづくりを行う上での防犯対策について

寺　前　　　章 1  　合併問題について

 2  　保育所待機児童解消対策について

 3  　次世代育成支援行動計画について

 4  　生活保護について

 5  　小・中学校の統廃合について

 6  　学校給食について

 7  　市史編さんについて

 8  　子供の安全管理について

 9  　南部市民センター事業について

 10 　市営住宅総合ストック活用計画について

 11 　開発指導、建築指導について

 12 　密集住宅市街地整備について
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 13 　門真南駅前土地区画整備事業について

 14 　美しいまちづくり事業の展開について

 15 　公共下水道事業について

 16 　リサイクルプラザの運営について

 17 　門真南高校跡地利用と門真団地の建てかえ事業について

 18 　行財政改革について

吉　松　正　憲 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴　イラクへの自衛隊派兵に反対の意思を表明することについて

 　⑵ 　地方自治体のあり方についての認識について

 2  　門真市、守口市の合併問題について

 　⑴　合併の理念、ビジョンについて

 　⑵ 　市長は住民投票を実施すべきと考えるのか否かについて

 3  　中小商工業対策について

 　⑴　中小商工業振興基本条例の制定について

 　⑵ 　実態調査の実施について

 　⑶ 　商店街活性化への課題について

 　⑷ 　中小商工業者支援の市ホームページ活用について

 　⑸　レンコン・クワイの保全について

 4  　子育て支援の充実について

 　⑴　実効性ある次世代育成支援行動計画について

 　⑵ 　保育所待機児童問題について

 　⑶ 　乳幼児医療費助成の年齢引き上げについて

 　⑷ 　児童虐待について

 5  　医療・福祉の充実について

 　⑴　国民健康保険と予防医療について

 　⑵ 　介護保険制度について

 　⑶ 　障害者福祉について

 6 　教育の充実について

 　⑴　児童・生徒の安全確保について

 　⑵ 　学校統合について

 　⑶ 　少人数学級について

 　⑷ 　教育の一環としての学校給食を守ることについて

 　⑸　不登校児童・生徒対策について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑹　学校施設の改善について

 　⑺　学童保育について

 　⑻　日の丸、君が代の押しつけについて

 7  　まちづくりについて

 　⑴　第 2京阪道路問題について

 　⑵ 　大阪府インナーエリア再生指針と寝屋川大東線の拡幅整備について

 　⑶ 　密集住宅市街地整備促進事業について

 　⑷ 　浸水対策と公共下水道事業について

 　⑸　駅舎や道路のバリアフリー化について

 　⑹　門真南高校跡地の活用と市街化調整区域の保全について

 　⑺　南部地域整備について

 8 　行財政運営について

 　⑴　土地開発公社の財政健全化について

 　⑵ 　入札制度の改善について

 　⑶ 　真に民主的で効率的な行財政運営について

稲　田　　　実 1  　合併問題について

 2  　歳入の確保について

 3  　門真南高校跡地への対応について

 4  　健康で元気な高齢社会について

 5  　少子化対策について

 6  　生活保護対策について

 7  　環境政策について

 8  　ごみの不法投棄について

 9  　消費者相談業務について

 10 　失業者対策とホームレス対策等について

 11 　地域雇用対策について

 12 　密集住宅市街地整備促進事業について

 13 　大和田駅三ツ島線道路事業について

 14 　市営住宅の建てかえと跡地活用について

 15 　水路整備と遊水機能の確保について

 16 　学校情報教育について

 17 　学力保障における現認識と課題について

 18 　学力保障を目指しての新たな方策について
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発　言　者 質　問　事　項

 19 　防災対策としての防災訓練について

 20 　FMコミュニティー放送について

 21 　円滑な職務執行について

 22 　土地開発公社健全化計画について

 23 　行財政改革について

田　伏　幹　夫 1  　福祉について

 　⑴　高齢者福祉について

 　⑵ 　身体障害者支援について

 　⑶ 　ふれあいバスの利便性の向上について

 2  　男女共同参画について

 3  　教育について

 　⑴　学習環境の整備について

 　⑵ 　学校の危機管理について

 　⑶ 　就学援助金制度について

 　⑷ 　教育センターの必要性について

 4  　道路行政について

 　⑴　歩行者の安全確保について

 　⑵ 　道路の美化対策について

 　⑶ 　道路整備計画について

 　⑷ 　自転車放置禁止区域の拡大について

 　⑸　駅前迷惑自転車駐輪対策について

 5  　大阪モノレール事業の南伸について

 6  　市営住宅跡地の仮称月出中央公園整備について

 7  　防災情報について

 8  　環境について

 　⑴　不法投棄について

 　⑵ 　ごみ焼却炉とごみ収集車について

 9  　公聴について

 　⑴　市役所及び公共施設の市民の声について

 　⑵ 　ワンストップ窓口について

 10 　職員の資質向上について

 11　行財政について

 　⑴　公共施設の通信設備について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　合併を踏まえた行財政改革について

戸　田　久　和 1  　情報公開に逆行する東市長の暗黒錯乱行政について

 2  　合併反対の声と住民投票の実施について

 3  　市長・助役らへの短期高額退職金プレゼント問題について

 4  　強大な権限を持つ消防団長を与党議員が兼任し続けていることについて

 5  　余りにひどい一部部署の接客態度と改善策について

 6 　公共工事価格の適正削減の工夫と動機づけについて

第 2回定例会（ 6月11日～ 6月22日）

増　井　勝　昭 1  　国民年金の未納、未加入の状況と対応について

宮　本　一　孝 1  　市民要望などに対する説明責任について

 　⑴　門真プラザの事例について

 　⑵ 　正確な情報提供と信頼関係の構築の必要性について

 2  　上下水道の統合による効率的な経営とわかりやすい市民サービスについて

風　　　古　波 1  　門真南高校と南小学校の跡地の活用について

 2  　地下鉄門真南駅前の安全対策について

 　⑴　交番の設置について

 　⑵ 　信号機・横断歩道等の設置について

 3  　障害者等の支援策について

 　⑴　交通バリアフリー法に基づく基本構想を早期に策定することについて

 　⑵ 　各駅にエレベーターを設置することについて

 　⑶ 　ふれあいバスの路線をふやすことについて

 　⑷ 　障害者のニーズの把握について

井　上　まり子 1  　高齢者施策について

 　⑴　介護保険制度について

 　⑵ 　街かどデイハウスについて

 2  　次世代育成支援対策推進法について

 　⑴　今後のスケジュールについて

 　⑵ 　具体的な数値目標について

 　⑶ 　計画案に住民意向を最大限反映させることについて

 3  　学校施設の耐震化について

 4 　青年の引きこもりの現状把握、実態調査等について
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発　言　者 質　問　事　項

山　本　　　純 1  　高齢者の健康寿命延伸のための介護予防の拠点づくりについて

 　⑴　筋力トレーニング等の介護予防サービス拠点の整備について

 　⑵ 　総合型地域スポーツクラブの創設について

福　田　英　彦 1  　随意契約の適切な運用について

 2  　保健所支所跡の活用について

 　⑴　建物活用の検討について

 　⑵ 　跡地活用について

 3  　放課後児童対策について

 　⑴　学校統合に伴う新たな放課後児童健全育成事業について

 　⑵ 　現行の放課後児童健全育成事業の充実と条例化について

中　西　みよ子 1  　門真市として「子どもの権利条例」を制定することについて

 2  　児童虐待を未然に防ぐための子育て支援について

 3  　学校教育について

 　⑴　扇風機の設置について

 　⑵ 　小・中学校における消耗品費増額について

 　⑶ 　教職員の評価・育成システムについて

戸　田　久　和 1  　投票率向上と行政の責務について

 2  　瓦解した情報公開審査会と後任の人選について

 3  　市長に 2回も賠償命令判決が出された情報隠し行政について

 4  　市が役員等を出している団体への府の監査について

 5  　税金浪費の住基ネットについて

 6  　幹部職員の接遇基本がなっていないことについて

 7  　必要度が高いのに保育所に入（はい）れない子供について

第 3回定例会（ 9月 6日～ 9月15日）

増　井　勝　昭 1  　門真市一般廃棄物処理基本計画について

 2  　廃棄物処理に関する零細事業者への支援策について

佐　藤　親　太 1  　15年第 4回定例会における行政の構造改革についての質問に対する答弁

のその後の進捗状況について

福　田　英　彦 1  　総合的な防災対策の推進について

 　⑴　災害に強いまちづくりについて

 　⑵ 　防災情報等の提供と啓発について



代表質問・一般質問

─ 153 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　地域防災計画の見直しについて

井　上　まり子 1  　生ごみ問題について

 　⑴　生ごみ処理機の現状と市民への周知について

 　⑵ 　生ごみの堆肥化後の処理について

 　⑶ 　ごみ減量の観点からの生ごみの堆肥化について

風　　　古　波 1  　府立門真南高校の跡地問題について

 2 　教職員の資質向上について

吉　松　正　憲 1  　公共施設及びその敷地等を活用した公園整備について

 　⑴　これまでの取り組みについて

 　⑵ 　今後の整備の考えと取り組みについて

 　⑶ 　屋上緑化に対する考えと今後の取り組みについて

 2  　交通バリアフリー化の促進について

 　⑴　基本構想策定の進捗状況について

 　⑵ 　寝屋川市による京阪萱島駅についての交通バリアフリー基本構想の策

定について本市がどう掌握しているのかについて

 　⑶ 　今後の対応について

亀　井　　　淳 1  　門真のレンコン畑など水郷の景観を残す取り組みについて

 　⑴　レンコン栽培に対しての補助制度の創設について

 　⑵ 　市民参加の取り組みについて

中　西　みよ子 1  　歩車分離式信号（市内での実態、市の考え方、府警への増設の働きかけ）

について

 2  　がん検診の改善、充実について

 　⑴　がんに対しての啓発について

 　⑵ 　がん検診の周知徹底について

 　⑶ 　がん検診の申し込み方法について

 　⑷ 　前立腺がん検診、マンモグラフィー、ペプシノゲン法の導入について

村　田　文　雄 1  　行政効率化の取り組みについて

 　⑴　ESCO事業の導入推進について

 　⑵ 　電子入札システムについて

 2  　安全で快適な教育環境をつくる上での校庭の芝生化について

春　田　清　子 1  　文化芸術振興について

 　⑴　仮称文化芸術振興条例制定に向けての進捗状況について

 　⑵ 　子供の文化芸術体験活動の推進について



─ 154 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　文化芸術のためのアーチストバンクの設置について

戸　田　久　和 1  　 8 月26日の高裁判決で市が完敗、断罪された情報隠し事件について

 2  　 9 月19日の住民投票への市の姿勢のおかしさについて

宮　本　一　孝 1  　次世代育成支援対策について

 　⑴　市町村行動計画の進捗状況について

 　⑵ 　門真市の独自性の反映について

 　⑶ 　本対策、計画の推進における市の姿勢について

第 4回定例会（12月10日～12月21日）

中　西　みよ子 1  　門真プラザのパチスロ出店問題について

 2  　学校施設の暑さ対策の今後の計画について

 3  　男女平等条例について

 　⑴　進捗状況について

 　⑵ 　パブリックコメントの実施について

井　上　まり子 1  　ダイオキシン問題について

 　⑴ 　第 2京阪道路予定地のダイオキシン問題（経過と現状、国土交通省へ

の働きかけ、市民への説明会開催）について

 　⑵ 　市内におけるダイオキシンの実態把握と対策について

 2  　浸水対策について

 　⑴　第二中学校校庭貯留について

 　⑵ 　北島市営住宅跡地について

青　野　　　潔 1  　徹底した行財政改革の推進について

 　⑴　本市の行財政改革の現状認識と見直しの方向性について

 　⑵ 　行財政改革を推進するための指揮命令系統の明確化について

佐　藤　親　太 1  　合併について

 　⑴　結果についての所見について

 2  　行財政改革について

 　⑴　姿勢について

田　伏　幹　夫 1  　門真の美化について

 　⑴　自転車等の不法投棄について

 　⑵ 　犬の飼い主のマナーについて

今　田　哲　哉 1  　市民生活の安全対策とサービス向上について



代表質問・一般質問

─ 155 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑴　市民の安全確保のために行政としての防犯対策について

 　⑵ 　市民サービスの向上につながる行政のあり方について

 2  　組織の適正化と弾力的な運営について

 　⑴　今後、数年後に訪れる大量の定年退職について

 　⑵ 　財政再建を図りながら行政サービスの水準を低下させないための方策

について

戸　田　久　和 1  　門真プラザと風俗店問題について

 2  　情報隠し高裁判決で市長に二つも賠償命令が出たことについて

 3  　合併の是非を問うた住民投票の結果について

 4  　合併協の運営と解散の実態について

 5  　補助金、助成金の必要性や透明性について

 6 　財政立て直しの方策と考え方について

福　田　英　彦 1  　市民本位の行財政運営の改善について

 　⑴　行財政改善の基本的な考え方について

 　⑵ 　公的責任の堅持と指定管理者制度の問題点について

 　⑶ 　パブリックコメントなど市民への説明と意見聴取について

 　⑷ 　具体的な行財政運営の改善策について

山　本　　　純 1  　指定管理者制度について

平　岡　久美子 1  　地域力の活性化について

 　⑴　自治会活動への支援と啓発について

 2  　障害者施策について

 　⑴　学校卒業後の障害者への雇用などのサポートについて

 3  　介護予防について

 　⑴ 　身近な施設でできる介護予防（カジュアルリハビリテーション）につ

いて

風　　　古　波 1  　交通不便地域の解消について

 　⑴ 　平成16年から 2カ年にわたって予定されていた門真市域におけるコミ

ュニティーバス運行の社会実験が実施されなかったことについて

 　⑵ 　ふれあいバスの拡充と「タウンくる」の導入について

 2  　地方公務員法に抵触することについて

 　⑴　公務員の資質と監督責任について

 3  　市史編さんと資料の保全について

 　⑴　門真町史の資料紛失について



─ 156 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　市民から提供された資料の調査研究の進捗状況と保全について

 　⑶ 　市史編さん事業について

 4  　学校栄養教員について

 5  　門真南高校の跡地問題について

 　⑴　校舎の補修費について

宮　本　一　孝 1  　事務事業評価制度導入について

 　⑴　これまでの経過と取り組みについて

 　⑵ 　他市、他の自治体の現況と問題点について

 　⑶ 　今後、導入に向けての課題と評価システムのあり方について

平　成　17　年

第 1回定例会（ 3月 4日～ 3月28日）

春　田　清　子 1  　合併の不調とその責任について

 2  　行財政運営の問題等について

 3  　第 4次総合計画の進捗状況等について

 4  　教育改革について

 　⑴ 　教育委員会のあり方について

 　⑵ 　学校長の指導力強化と指導力不足教員の処遇について

 　⑶ 　教育環境の整備と安全対策について

 5  　少子・高齢社会対策について

 　⑴ 　総合的な子育て支援について

 　⑵ 　南部市民センターでの期日前投票所の設置について

吉　水　丈　晴 1  　行財政運営について

 　⑴ 　行革への取り組みについて

 　⑵ 　門真市行財政改革基本方針策定後の取り組み内容と効果等について

 　⑶ 　住民の満足度の向上のための効果的な施策の展開について

 　⑷ 　職員研修と新規採用について

 2  　福祉行政について

 　⑴ 　地域福祉計画策定及び高齢者保健福祉計画改定に当たっての具体的な

手法・手順について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　生活保護における自立への取り組み方について

 3  　教育行政について

 　⑴ 　教育環境の整備について

 　⑵ 　校舎の大規模改修事業等について

 　⑶ 　子供の安全を守ることについて

 　⑷ 　放課後児童健全育成事業について

 　⑸ 　ゆとり教育について

 　⑹ 　渡日児童・生徒への対応について

 4  　まちづくりについて

 　⑴ 　密集住宅市街地整備促進事業について

 　⑵ 　計画的な道路整備の取り組みについて

 　⑶ 　地域防災計画の見直しについて

亀　井　　　淳 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　平和憲法に対する考え方について

 　⑵ 　合併の断念から何を学ぶかについて

 　⑶ 　小泉構造改革についての考え方について

 　⑷ 　行政の公的責任について

 　⑸ 　行財政運営の改革の進め方について

 2  　中小商工業対策について

 　⑴ 　中小商工業振興基本条例の制定について

 　⑵ 　小規模工事契約希望登録制度について

 　⑶ 　住宅リフォーム制度の創設について

 　⑷ 　守口市大日へのイオン出店の諸問題について

 3  　子育て支援対策について

 　⑴ 　保育所の整備について

 　⑵ 　小児救急・夜間医療の充実について

 　⑶ 　乳幼児医療費助成制度の拡充について

 4  　国民健康保険事業について

 5  　障害者福祉施策について

 6  　高齢者対策について

 7  　まちづくりについて

 　⑴ 　第 2京阪道路問題について

 　⑵ 　南部地域整備について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　門真南高校跡地と施設の有効活用について

 　⑷ 　寝屋川大東線に係る都市再生事業について

 　⑸ 　下水道整備と浸水対策について

 　⑹ 　交通バリアフリー法に基づく基本構想の策定について

 　⑺ 　地域防災計画の改定について

 8  　環境問題について

 　⑴ 　ダイオキシン問題について

 　⑵ 　リサイクルセンターにおける廃プラスチック処理に伴う健康問題につ

いて

 9  　学校教育について

 　⑴ 　少人数学級の実施について

 　⑵ 　学校施設の改善・充実について

 　⑶ 　学校給食の民間委託について

 　⑷ 　特別支援教育について

 　⑸ 　児童・生徒の安全確保について

 　⑹ 　日の丸、君が代の押しつけについて

 10 　行財政改善計画の策定について

 11 　指定管理者制度について

 12 　土地開発公社の健全化と保有地の有効活用について

 13 　過去最高の早期退職者と新規採用について

宮　本　一　孝 1  　人事制度について

 　⑴ 　大量退職者対策と定員適正化計画等について

 　⑵ 　人事考課制度や昇任制度の導入について

 　⑶ 　新規採用と任用のあり方について

 2  　生活保護制度の是正について

 3  　市域基盤整備への投資と効果について

 4  　小・中学校の統廃合について

 5  　学力向上を目指した学校教育のあり方について

 6  　少子化対策について

 　⑴ 　次世代育成支援行動計画の進捗状況について

 　⑵ 　幼保一元化に伴う公設民営化について

 7  　指定管理者制度と民間委託について

 8  　予算編成に伴う意思決定について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 9  　行財政システム改革について

 　⑴ 　財政健全化について

 　⑵ 　収支見通し・財政計画について

 　⑶ 　事務事業評価制度の導入に向けた考え方について

 　⑷ 　改革とは何かについて

林　　　芙美子 1  　福祉行政について

 　⑴ 　地域福祉について

 　⑵ 　障害者福祉について

 　⑶ 　介護保険について

 2  　男女共同参画について

 3  　ドメスティックバイオレンス（DV）支援体制について

 4  　教育行政について

 　⑴ 　学力向上とゆとり教育について

 　⑵ 　学校の安全性について

 　⑶ 　栄養教諭の配置について

 　⑷ 　良好な学習環境について

 　⑸ 　生涯学習センターの設置について

 5  　南部地域の今後について

 6  　第 2京阪道路に伴う整備について

 7  　市内公共施設などの自然エネルギー化について

 8  　公園整備について

 9  　環境について

 　⑴ 　市民啓発について

 　⑵ 　環境センター委託料について

 10 　職員登用について

 11 　渉外対応について

 12 　行財政改革推進について

戸　田　久　和 1  　国庫負担である生活保護費を市財政悪化の理由にすりかえる市の情報操

作について

 2  　民間企業賛美主義の落とし穴について

 3  　消防団の改革と情報公開について

 4  　職場の健康保全や不当逮捕された場合の地位保全等について

 5  　市民に開かれた真の行財政改革の方策と基本姿勢について
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発　言　者 質　問　事　項

 6  　市長ら特別職への高額退職金プレゼント問題について

 7  　東市長の引退が市政刷新に不可欠であることについて

第 2回定例会（ 6月 9日～ 6月13日）

稲　田　　　実 1  　行財政改革と今後の市政運営について

 　⑴ 　合併問題について

 　⑵ 　行財政改革推進計画について

 　⑶ 　行革項目（職員定数の適正化・民間委託・土地開発公社の健全化）に

ついて

風　　　古　波 1  　ノロウイルス感染症の予防方法に関する市民への周知と健康危機管理体

制の整備について

 2  　情報公開について

 　⑴ 　門真市情報公開審査会の透明性について

中　西　みよ子 1  　30人学級について

 2  　門真プラザに出店したダイコクドラッグ門真市駅前店問題について

井　上　まり子 1  　少子化、子育て支援について

 　⑴ 　保育所について

福　田　英　彦 1  　行財政改革推進計画の策定について

 　⑴　計画策定の進捗状況について

 　⑵ 　策定時期を 7月中旬としていることについて

 　⑶ 　市民への説明会、意見聴取の場の設定について

戸　田　久　和 1  　冨山悦昌選管委員長の違法建築物問題について

 2  　門真プラザ・ダイコクドラッグ門真市駅前店について

 3  　門真市発注工事でのマル適マークコンクリート使用指定について

 4  　東市長の選挙関連活動と市職員の関係について

 5  　情報公開でうそや無知、混乱を続ける職員と市長の責任について

佐　藤　親　太 1  　特別職が時間内に後援会活動を行うことの是非について

 2  　助成金支給団体が首長及び市議選の特定候補を推薦することの是非につ

いて

 3  　行政と深い利害関係のある団体等とのかかわりに対して一定の制限を加

える条例の制定について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

第 3回定例会（ 9月20日～10月17日）

（所信表明に対する質問）

山　本　　　純 1  　行財政改革について

 　⑴ 　行財政改革推進計画について

 　⑵ 　機構改革について

 　⑶ 　経済の活性化について

 2  　教育改革について

 3  　福祉行政について

 　⑴ 　高齢福祉について

 　⑵ 　障害福祉について

 4  　少子化対策について

 5  　安全・安心なまちづくりについて

吉　水　丈　晴 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　市長の所信表明のあり方について

 　⑵ 　選挙公約の考え方とその具体策について

 　⑶ 　行革推進の具体計画について

 　⑷ 　市長の施政方針と職員への周知について

 　⑸ 　市民との対話について

中　西　みよ子 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　市長の政策の軸について

 　⑵ 　地方自治に対しての市長の認識について

 　⑶ 　市場原理を万能視する新自由主義について

 　⑷ 　平和問題（憲法改正、国民保護法に基づく国民保護計画）について

 2  　市民本位の行財政改善について

 　⑴ 　行財政改革推進計画の具体的な日程について

 　⑵ 　民間委託など自治体の市場化について

 　⑶ 　市民のための行財政運営について

 　⑷ 　職員・市民参加の行財政計画づくりについて

 3  　中小企業支援策について

 4  　自立・自助でなく安心して住める支援策について

 　⑴ 　障害者の自立を妨げる「障害者自立支援法」について

 　⑵ 　介護保険制度の保険料減免・利用料助成について
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発　言　者 質　問　事　項

 5  　安心して子育てできるまちづくりについて

 　⑴ 　保育所の増設について

 　⑵ 　豊かな学校教育について

 6  　安全で潤いのあるまちづくりについて

 　⑴ 　第 2京阪道路について

 　⑵ 　北島地域の景観の保全について

宮　本　一　孝 1  　市長が考えるリーダーシップとは何かについて

 　⑴ 　市長選挙でのマニフェストについて

 　⑵ 　所信表明策定プロセスに当たってについて

 2 　市政運営の継続性について

 　⑴ 　前市長のもとで策定された総合計画との整合性について

 3  　改革の行方、組織風土について

 　⑴ 　行財政改革推進計画の方針について

 　⑵ 　行政評価システムは何のために必要かについて

 　⑶ 　人事考課について

 　⑷ 　機構改革（組織のフラット化）について

 　⑸ 　財政再建と行財政改革について

 　⑹ 　ガバナンスとは何かについて

 4  　市民との信頼構築等について

田　伏　幹　夫 1  　政策の軸、地域主権について

 2  　地域主導ボトムアップ型政策形成について

 　⑴ 　実現に向けての取り組みについて

 3  　財政再建と門真の再生について

 4  　行政評価システムについて

 　⑴ 　外部評価の導入とグループ制導入について

 5  　パブリックコメント制度導入について

 6  　子供の安全確保について

佐　藤　親　太 1  　地域主権について

 2  　国・府等の固定的基準がネックになり、必要なことができないことにつ

いて

 3  　民間との協働について

 4  　行革を行う上でのバランス、優先順位について

戸　田　久　和 1  　市長の社会認識や自治体運営の基本認識について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 2  　市の構造改革や行財政改革について

 3  　職員及び職員労組との関係について

 4  　市民参画と市民への説明責任について

 5  　人づくり、教育、子育て政策について

（一般質問）

佐　藤　親　太 1  　行財政改革の早期実現について

 　⑴ 　民間委託に伴う職員の異動、職種の変更について

 2  　指定管理者制度について

 3  　国民健康保険料の減免について

日　高　哲　生 1  　姉妹都市について

 　⑴ 　アジアの都市との提携を目指すことについて

戸　田　久　和 1  　門真市でも政治倫理条例を制定すべきことについて

 2  　住民監査請求が出されている職員互助会への負担金問題について

 3  　固定資産税の未収問題について

 4  　水道局の工事費について

福　田　英　彦 1  　公有財産の有効活用等について

 　⑴ 　公有財産転用処分計画の進捗状況について

 　⑵ 　土地開発公社の健全化について

 2  　法定外公共物、里道、水路について

 　⑴ 　国から譲与を受けた後の現状について

 　⑵ 　有効活用の方向等について

風　　　古　波 1  　教育改革について

 　⑴ 　教育特区の導入について

 2 　交通不便地域の解消について

 　⑴ 　コミュニティーバス、「タウンくる」の導入とふれあいバスの拡充につ

いて

村　田　文　雄 1  　高齢者世帯の安心な生活支援について

 　⑴ 　成年後見制度の利用促進支援について

 2  　自転車の安全利用について

 　⑴ 　事故防止のための安全対策について

春　田　清　子 1  　市営住宅の跡地利用について

 2  　学校の安全対策について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　校内の危機管理の強化について

 　⑵ 　通学路の安全確保と不法駐車対策について

 　⑶ 　子どもの安全見まもり隊事業の進捗状況について

井　上　まり子 1  　コミュニティーバスの早期導入と進捗状況について

 2  　ホームレスの自立支援について

中　西　みよ子 1  　市営住宅跡地について

 　⑴ 　小路町市営住宅跡地の活用について

 　⑵ 　桑才市営住宅跡地への浸水対策としての雨水貯留施設設置について

 2  　公園への時計の設置について

亀　井　　　淳 1  　小・中学校の水質浄化装置のないプールの建てかえについて

 　⑴ 　プールサイド等の安全対策について

 　⑵ 　水質管理と児童・生徒、教職員の健康と安全について

 　⑶ 　小・中学校プールの建てかえの必要性について

 2  　地域防災基本計画の改定及び旧南小学校にかわる緊急避難場所の確保に

ついて

 　⑴ 　国の防災基本計画の改定内容について

 　⑵ 　門真市はいつまでにどの点をどのように改定するのかについて

 　⑶ 　旧南小学校のかわりに北島調整区域の市立運動広場を避難場所として

活用できないかについて

五　味　聖　二 1  　防災対策について

 　⑴ 　市民が安心を持って住める門真にするために、地震、水害、火災等へ

の市の対応について

 　⑵ 　災害対策本部の設置と構成及びその内容について

 　⑶ 　備蓄内容と保管場所について

 　⑷ 　災害弱者への対応について

 　⑸ 　地域防災マップの策定について

第 4回定例会（12月12日～12月21日）

増　井　勝　昭 1  　環境対策について

 　⑴ 　廃棄物焼却処分量の推移について

春　田　清　子 1  　交通バリアフリーについて

 　⑴ 　門真市交通バリアフリー基本構想（素案）について



代表質問・一般質問

─ 165 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　駅舎のエレベーター設置について

亀　井　　　淳 1  　病後児保育の実施について

 　⑴ 　これまでの取り組みと今後の見通しについて

 2  　府立門真南高校跡地活用について

 　⑴ 　市民参加の活用検討委員会の設置について

中　西　みよ子 1  　障害児教育について

 　⑴ 　LD、ADHDなど軽度発達障害児への対応について

 　⑵ 　特別支援教育について

 2  　高齢者施策について

 　⑴ 　介護保険料の減免について

 　⑵ 　利用料に対してのあらゆる軽減措置の周知徹底について

 　⑶ 　介護保険に移行しない一般施策の継続について

 　⑷ 　65歳以上非課税措置の廃止に伴う施策の継続について

 　⑸ 　ひとり暮らしや困難な家族を抱える高齢者支援について

 3  　門真市駅南側の照明を明るくすることについて

福　田　英　彦 1  　学校適正配置について

 　⑴ 　浜町小学校と中央小学校の統合について

 　⑵ 　第一中学校と第六中学校の統合について

 　⑶ 　少人数学級を展望した新たな計画策定について

井　上　まり子 1  　障害者福祉における障害者自立支援法について

山　本　　　純 1  　自主財源の確保について

 　⑴ 　広告収入の確保について

 2  　喫煙対策について

 　⑴ 　公共施設等の対策について

 　⑵ 　路上喫煙対策について

 3  　自主防犯活動について

 　⑴ 　ボランティア活動の育成、支援について

 　⑵ 　青色回転灯による防犯パトロールについて

 　⑶ 　通学路の安全について

鳥　谷　信　夫 1  　行財政改革について

 　⑴ 　これまでの事業見直しの取り組みと本市における「事業仕分け」の手

法の導入について

 2  　耐震建物改修の現況と今後の取り組みについて
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発　言　者 質　問　事　項

平　岡　久美子 1  　チャイルドファースト社会の実現に向けた子育て窓口の一本化などにつ

いて

 2  　自主防災組織の設置について

 3  　AED（自動体外式除細動器）の設置拡充などについて

 4  　高齢者虐待防止について

 5  　高齢者向け運動指導者養成について

宮　本　一　孝 1  　機構改革について

 　⑴ 　これからの行財政改革推進のためにどのような機構改革が必要かにつ

いて

 　⑵ 　行財政改革推進部の組織体制強化について

 　⑶ 　今後想定される団塊の世代の定年退職に対して、どのような機構改革

が求められるかについて

 　⑷ 　自己責任、自己決定を目指した自立した地方自治体の機構組織のあり

方について

平　成　18　年

第 1回定例会（ 3月 6日～ 3月28日）

鳥　谷　信　夫 1  　門真市都市ビジョンの策定について

 2  　官民協働について

 3  　機構改革について

 4  　行財政運営について

 　⑴ 　広報公聴について

 　⑵ 　市民に便利で優しい窓口へのリニューアルについて

 　⑶ 　職員の出退勤管理システムや庁舎公用車の集中管理システムについて

 　⑷ 　今後の庁内ネットワークの整備について

 　⑸ 　市税のコンビニでの収納について

 　⑹ 　行政評価システムの導入について

 　⑺ 　外部監査制度の導入について

 5  　福祉行政について

 　⑴ 　仮称門真市地域福祉計画の策定などについて



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 6  　国保事業について

 7  　介護予防について

 8  　教育文化について

 　⑴ 　仮称門真市文化芸術振興条例の制定について

 　⑵ 　良好な教育環境の確保と教育特区の導入について

 　⑶ 　児童・生徒の安全確保とスクールバスの導入について

 　⑷ 　旧門真南高校の跡地の活用について

 9  　交通対策について

 　⑴ 　交通バリアフリー基本構想について

 　⑵ 　第 2京阪道路による分断対策と交通不便地域の解消について

 　⑶ 　自転車の放置防止対策について

 10 　道路行政について

 　⑴ 　安全で快適な道路対策について

 11 　地域整備について

 　⑴ 　住宅市街地総合整備事業について

 　⑵ 　市街化調整区域について

 12　少子・高齢社会に対応した公園整備について

 13　環境行政について

 　⑴ 　ごみの減量と再資源化について

 　⑵ 　環境保全について

 14 　防災対策について

 　⑴ 　市民の安全・安心のための危機管理のあり方について

 　⑵ 　浸水対策について

寺　前　　　章 1  　予算編成、施政方針の策定について

 　⑴ 　起債と基金について

 　⑵ 　編成のプロセスについて

 2  　組織、機構について

 3  　門真市都市ビジョンについて

 4  　福祉について

 　⑴ 　財政再建と福祉政策の充実との関係について

 　⑵ 　ふれあいバスについて

 　⑶ 　児童の窓口一本化について

 　⑷ 　認定こども園について
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発　言　者 質　問　事　項

 5  　生活環境について

 　⑴ 　美しいまちづくりについて

 　⑵ 　さわやか訪問収集について

 6  　都市整備について

 　⑴ 　密集市街地整備について

 　⑵ 　道路整備について

 7  　教育について

 　⑴ 　子供の安全対策について

 　⑵ 　教育センター整備について

 　⑶ 　学校の統廃合について

 　⑷ 　国旗、国歌について

 8  　防災対策について

 9  　地域通貨について

 10 　行財政運営について

 　⑴ 　収入の確保について

 　⑵ 　生活保護について

 11 　行財政改革について

 12 　市長公用車の廃止について

井　上　まり子 1  　園部市長の政治姿勢について

 　⑴ 　小泉構造改革について

 　⑵ 　行財政改革について

 　⑶ 　大阪府政について

 　⑷ 　憲法第 9条について

 　⑸ 　教育基本法について

 　⑹ 　国民保護法について

 2  　行財政改革について

 　⑴ 　市民本位の行革について

 　⑵ 　市民負担について

 　⑶ 　公的責任後退の危惧について

 　⑷ 　指定管理者制度について

 　⑸ 　ごみの有料化について

 3  　中小商工業振興基本条例の制定について

 4  　福祉、健康について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　保育所待機児解消について

 　⑵ 　乳幼児医療費助成制度について

 　⑶ 　障害者自立支援法について

 　⑷ 　介護保険制度について

 　⑸ 　国民健康保険制度について

 5  　教育について

 　⑴ 　少人数学級について

 　⑵ 　国の教育政策について

 　⑶ 　学校の耐震化について

 　⑷ 　日の丸、君が代の押しつけについて

 6  　まちづくりについて

 　⑴ 　住宅市街地総合整備事業について

 　⑵ 　南部地域整備大綱について

 　⑶ 　第 2京阪道路問題について

 　⑷ 　北島市街化調整区域の土地利用について

 　⑸ 　市内東部地域の公共施設の配置について

 7  　安全・安心な市政について

 　⑴ 　アスベスト対策について

 　⑵ 　特定行政庁の体制強化について

宮　本　一　孝 1  　門真市都市ビジョンの構想策定について

 　⑴ 　総合計画との整合性について

 　⑵ 　行財政改革大綱・推進計画との関連性について

 　⑶ 　投資的なまちづくりに対する考え方について

 2  　地域通貨の調査研究のあり方について

 3  　都市基盤整備について

 　⑴ 　都市計画道路の進捗状況について

 　⑵ 　私道の公道化について

 4  　予算編成のあり方について

 　⑴ 　枠配当型予算編成の試行について

 　⑵ 　地方債発行のあり方について

 5  　行政評価システムについて

 　⑴ 　導入プロセスについて

 　⑵ 　今後の活用について
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発　言　者 質　問　事　項

 6  　進学率向上を目指した教育改革について

 　⑴ 　民間教育機関との交流・情報共有について

 　⑵ 　学力テストの実施について

 　⑶ 　公立中学校の校区制の見直しについて

 7  　幼保一元化への対策について

 　⑴ 　認定こども園設立への対応について

 　⑵ 　総合的な次世代育成の政策形成に関する窓口について

 　⑶ 　公立・私立と保育園・幼稚園の適正配置について

 8  　市税や国民健康保険料の収納率について

 　⑴ 　実施体制・滞納処分について

 9  　職員意識の改革について

 　⑴ 　ホームページの活用や窓口業務など市民サービスの向上について

 　⑵ 　危機意識、問題意識の共有化について

 　⑶ 　官民協働・公権力の行使・公務員モラルについて

日　高　哲　生 1  　高齢者福祉について

 2  　介護保険について

 3  　男女共同参画について

 4  　教育について

 　⑴ 　小学校へのスクールカウンセラー配置について

 　⑵ 　学校選択制について

 　⑶ 　教育センターについて

 5  　自転車の放置防止対策について

 6  　公園・緑化について

 7  　家電リサイクル大阪方式について

 8  　廃棄物処理について

 9  　防災について

 10 　広報公聴について

 11 　行財政改革について

 　⑴ 　18年度の予算における効果額と組織、機構について

戸　田　久　和 1  　行革推進計画各項と議会議決等との関係について

 2  　職員削減路線の弊害面と意欲ある職員グループへの評価などについて

 3  　市の持つ情報や考え方の公表、発信の改善について

 4  　解決能力のある行政と大和田駅北側の自転車問題について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

第 2回定例会（ 6月13日～ 6月22日）

田　伏　幹　夫 1  　環境について

 　⑴ 　自動車の二酸化炭素排出量低減について

 2  　動物愛護について

 　⑴ 　犬・猫不妊手術費の一部助成について

山　本　　　純 1  　入札制度の改革について

 　⑴ 　一般競争入札の拡大について

 　⑵ 　指名競争入札の改善について

 　⑶ 　低入札価格調査制度について

 　⑷ 　電子入札について

 2  　喫煙対策について

 　⑴ 　公共施設の対策について

 　⑵ 　教育施設の対策について

 　⑶ 　受動喫煙防止対策委員会の設置について

春　田　清　子 1  　障害者自立支援法について

 　⑴ 　障害者自立支援法の施行に伴う市の取り組みと進捗状況について

 　⑵ 　地域生活支援事業について

 2  　乳がん検診について

 　⑴ 　マンモグラフィーによる乳がん検診の拡充について

井　上　まり子 1  　障害者自立支援法について

 　⑴ 　応益負担導入による障害者の実態調査について

 　⑵ 　軽減措置の拡充について

 　⑶ 　地域生活支援事業について

 2  　国民健康保険医療費一部負担金の減免について

 3  　高齢者施策について

 　⑴ 　高齢者等へのセーフティーネットについて

 　⑵ 　街かどデイハウスについて

福　田　英　彦 1  　門真市交通バリアフリー基本構想に基づく事業の実施について

 　⑴ 　事業実施に当たっての具体的な計画策定について

 　⑵ 　古川橋駅、大和田駅へのエレベーター設置について

 　⑶ 　萱島駅周辺のバリアフリー化について

 2  　イオン大日ショッピングセンター出店による諸問題の対応について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　門真中央線など交通渋滞対策を初めとした生活環境保持の対策について

 　⑵ 　市内商店への影響と振興策について

中　西　みよ子 1  　保育所民営化の見直しについて

 2  　女性職員の管理職登用について

 3  　教職員の評価・育成システムの賃金リンクへの導入撤廃について

宮　本　一　孝 1  　人事政策のあり方と昇任試験への考察について

 　⑴ 　人事評価制度の導入について

 　⑵ 　昇任試験の実施方法について

 　⑶ 　ジョブローテーションなど人事制度のあり方について

吉　松　正　憲 1  　地球温暖化対策への門真市の取り組みについて

 　⑴ 　地球温暖化対策実行計画の進捗状況について

 　⑵ 　エコオフィスの推進について

 　⑶ 　環境家計簿など市民の取り組みへの支援について

 2  　岸和田市営住宅跡地の活用と公共施設の整備について

 　⑴ 　跡地活用検討委員会での論議の経過について

 　⑵ 　市東部地域への公共施設の配置について

村　田　文　雄 1  　改正まちづくり三法の有効利用について

 　⑴ 　「歩いて暮らせるまちづくり」コンパクトシティについて

 2  　門真市の目指すべき将来像について

 　⑴ 　都市ビジョン策定の考え方について

戸　田　久　和 1  　市のホームページでのQ＆Aコーナーの開設について

 2  　指定管理者選定委員会の録音テープの保存と消去の判断違いについて

 3  　市が議会に審議を求めていることの市民周知について

 4  　議員の職能についての市長の考え方について

 5  　職員、議員、市民三者の切磋琢磨や意識向上について

平　岡　久美子 1  　食育における本市の現状と取り組みについて

 2  　朝食をとらない欠食の児童・生徒の対策について

 3  　本市における食育推進計画の策定について

亀　井　　　淳 1  　住宅リフォーム助成制度の創設について

第 3回定例会（ 9月19日～ 9月28日）

井　上　まり子 1  　障害者自立支援法による障害者・障害児施策について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 2  　高齢者施策について

 　⑴ 　介護保険制度における施設利用について

吉　松　正　憲 1  　国民健康保険制度の改善について

 　⑴ 　現状の認識と制度改善についての国への働きかけについて

 　⑵ 　独自減免分の一般会計からの繰り入れについて

 2 　介護保険制度について

 　⑴ 　介護保険料の減免制度創設について

 　⑵ 　居住費・食費への補助について

 　⑶ 　介護ベッド・車いすサービスの提供維持について

 　⑷ 　地域包括支援センターについて

福　田　英　彦 1  　ごみ問題について

 　⑴ 　家庭系ごみ収集の有料化について

 　⑵ 　プラスチックごみの焼却について

 　⑶ 　生ごみ処理機の普及について

戸　田　久　和 1  　他人の住民税を上乗せ請求し、市民に暴言を吐いた事件について

 2  　市が得た個人情報の使い回しについて

 3  　障害者の投票支援有料化と選挙権保障、投票率向上について

 4  　戦没者追悼式に対する市の認識について

鳥　谷　信　夫 1  　安全・安心のまちづくりについて

 　⑴ 　市有建築物耐震化計画の策定について

 　⑵ 　犯罪抑止のために、まちの明るさをアップすることについて

村　田　文　雄 1  　里道、水路の再整備について

 2  　里道、水路、ポケット遊休地を利用した遊歩道、公園等の整備、緑化に

ついて

 3  　残すべき水路の水質浄化と憩いの空間について

平　岡　久美子 1  　乳幼児通院医療費無料化の拡充について

亀　井　　　淳 1  　門真市と部落解放同盟との関係について

 　⑴ 　部落解放同盟の一連の不正事件に対する市の見解について

 　⑵ 　部落解放同盟にかかわる予算執行は停止すべきとの考えに対する市の

見解について

 　⑶ 　部落解放同盟の対市交渉には不参加とすべきとの考えに対する市の見

解について

中　西　みよ子 1  　木造住宅耐震改修助成制度の創設について
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発　言　者 質　問　事　項

 2  　電波障害対策について

 3  　高校生の就職問題について

 　⑴ 　地元企業へ正規雇用の拡大を求めることについて

 4 　門真市駅前整備について

 　⑴ 　照明問題、放置自転車対策、花壇の充実、駅前広場の活用について

宮　本　一　孝 1  　生活保護制度改革の実施状況について

 　⑴ 　現状の取り組みと問題点の把握について

 　⑵ 　行財政改革推進計画における位置づけについて

 　⑶ 　生活保護費、扶助費の増嵩による財政圧迫の実情について

 　⑷ 　担当の保護課へのケースワーカー増員などバックアップについて

 　⑸　国の制度改正に向けた見通しについて

第 4回定例会（12月12日～12月21日）

寺　前　　　章 1  　入札制度について

 　⑴ 　入札制度の改革の流れと随意契約の基準について

 　⑵ 　郵便入札の課題と今後の電子入札への取り組みについて

 　⑶ 　指名停止要綱の見直しについて

 2 　行財政改革について

 　⑴ 　管理職手当の増額について

 　⑵ 　庁舎別館のリニューアルについて

 　⑶ 　補助金、助成金の交付事業の見直しについて

山　本　　　純 1  　安心・安全のまちづくりについて

 　⑴ 　青色街路灯等の設置について

 2 　健康増進について

 　⑴ 　メタボリックシンドローム対策について

中　井　悌　治 1  　子供の安全対策について

 　⑴ 　安全対策の充実について

 　⑵ 　新たな安全対策の取り組みについて

 2 　給食問題について

 　⑴ 　給食費未納について

 　⑵ 　残飯について

亀　井　　　淳 1  　放課後児童クラブ費の減免について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　生活保護基準以下世帯とひとり親世帯を対象とした減免について

 2  　保育園の延長保育料の減免について

 　⑴ 　公立保育園の延長保育料の 2子減免等について

春　田　清　子 1  　子育て支援について

 　⑴ 　認定こども園の導入について

 　⑵ 　放課後子どもプランについて

 2  　高齢者支援について

 　⑴ 　高齢者のちょっとした困り事等に対応する支援サービスについて

福　田　英　彦 1  　保育行政について

 　⑴ 　市立保育所民営化基本方針（案）について

 　⑵ 　次世代育成支援行動計画の見直しについて

 　⑶ 　認定こども園への対応について

 2  　中央環状線以西のまちづくりについて

 　⑴ 　市の基本認識について

 　⑵ 　住民意向を反映した小路地区、本町地区の整備について

 　⑶ 　西三荘駅周辺の交通バリアフリー基本構想策定の進捗について

中　西　みよ子 1  　いじめ対策について

 　⑴ 　第三者機関子ども人権オンブズパーソン制度の設置について

 　⑵ 　教員の多忙化の解消について

 　⑶ 　少人数学級の実施について

 　⑷ 　教員を分断する評価育成システムの撤回について

 2  　障害児施策について

 　⑴ 　養護学校の建設について

 　⑵ 　養護学校卒業後の就職の保障について

 3  　多重債務者対策について

 　⑴ 　相談窓口の改善、市民への周知徹底等について

 　⑵ 　緊急援護資金の改善、充実について

 4 　住宅政策について

 　⑴ 　住宅購入に当たっての相談窓口について

 　⑵ 　耐震診断補助の周知徹底について

 　⑶ 　戸建て住宅の排水について

 　⑷ 　分譲マンション対策について

井　上　まり子 1  　障害者施策について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　障害児施設の費用負担の軽減措置について

 　⑵ 　障害者自立支援法施行で減収となった障害者・障害児施

 　　設の支援について

 2  　医療施策について

 　⑴ 　国民健康保険一部負担金免除制度について

 　⑵ 　生活保護の医療費単給扶助について

 3  　青年の雇用確保について

 　⑴ 　本市における若年層の雇用状況、形態等について

 　⑵ 　本市における若年層無職者対策の進捗、成果、問題点、今後の計画に

ついて

吉　松　正　憲 1  　政治倫理条例の制定など汚職腐敗防止策について

 　⑴ 　自治体の公共工事をめぐる汚職が頻発していることへの認識について

 　⑵ 　政治倫理条例制定への認識と対応について

 　⑶ 　指定管理者制度への対応、指名停止基準の厳格化について

 2  　第 2京阪道路の環境対策について

 　⑴　環境対策を含めた進捗状況等について

 　⑵　沿線住民への説明会の対応について

 　⑶　大気汚染観測局の設置について

 3  　萱島駅へのエレベーター設置と門真市の今後の取り組みについて

 　⑴ 　萱島駅のバリアフリー化の進捗状況について

 　⑵ 　寝屋川市側にしかエレベーターが設置されていない問題について

 　⑶ 　門真市側へのエレベーター設置等について

戸　田　久　和 1  　保育園民営化推進担当西浦参事による議員への情報隠し・虚偽説明・調

査妨害事件について

 2  　公立保育士の年齢構成でうそのデータを土台に民営化推進を図る市の責

任について

 3  　住基ネット問題について

 4  　減員機構改革の弊害意見について

 5  　前公明党市議の冨山選管委員長の資質と民生・児童委員の選挙活動につ

いて

 6  　持続可能な門真づくりに邁進すべき市長の決意について

宮　本　一　孝 1  　夕張市の財政破綻に端を発した地方財政再生制度について

 　⑴ 　新しい地方財政再生制度が与える本市への影響について



代表質問・一般質問

─ 177 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　国民健康保険事業特別会計の累積赤字について

 　⑶ 　今後予想される財政状況の悪化と本市の財政運営のあり方について

平　成　19　年

第 1回定例会（ 3月 5日～ 3月28日）

平　岡　久美子 1  　行財政改革について

 　⑴ 　都市ビジョンについて

 　⑵ 　行政管理について

 　⑶ 　民間委託について

 2  　福祉行政について

 　⑴ 　高齢者福祉について

 　⑵ 　障害児・障害者福祉について

 　⑶ 　子供と家庭の福祉向上について

 　⑷ 　健康増進（がん対策等）について

 　⑸ 　ふれあいバスの活用について

 3  　文化・教育について

 　⑴ 　文化芸術について

 　⑵ 　教育特区について

 　⑶ 　障害児教育について

 　⑷ 　門真市民プラザについて

 　⑸ 　いじめ・不登校問題について

 4  　都市整備について

 　⑴ 　モノレールの南伸とコミュニティーバスの導入について

 　⑵ 　バリアフリー化のさらなる促進について

 　⑶ 　市役所・第一中学校周辺地区等の整備について

 　⑷ 　公園整備と緑化の推進について

 　⑸ 　中部排水区域の下水道整備促進について

 　⑹ 　市内水路の整備基本計画の策定について

 5  　環境行政（地球温暖化対策）について

 6  　男女共同参画社会の実現について



─ 178 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　進捗状況と意識改革について

中　西　みよ子 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　格差と貧困の広がりから市民を守ることについて

 　⑵ 　新たな三位一体改革について

 　⑶ 　憲法改正について

 　⑷ 　大阪府行財政改革プログラムについて

 　⑸ 　門真市都市ビジョンについて

 2  　行財政改革について

 　⑴ 　実施に当たって市民合意を得ることについて

 　⑵ 　少人数行政による市政の推進、市民サービスの維持について

 　⑶ 　民営化、民間委託での安全性の確保について

 　⑷ 　ごみの有料化について

 　⑸ 　同和対策事業費の削減について

 3  　地域経済の活性化、中小企業支援について

 　⑴ 　中小商工業振興条例の制定について

 　⑵ 　商工業行政の充実について

 　⑶ 　小規模修繕工事契約希望者登録制度について

 　⑷ 　正規雇用の拡大について

 4  　市民の命と健康、福祉を守ることについて

 　⑴ 　国民健康保険制度について

 　⑵ 　介護保険制度について

 　⑶ 　障害者自立支援法について

 　⑷ 　子育て支援について

 　⑸ 　乳幼児医療助成の拡充について

 5  　子供が豊かに育つ教育環境について

 　⑴ 　教育基本法の改悪から子供を守ることについて

 　⑵ 　いじめや学力低下、不登校に有効な少人数学級について

 　⑶ 　学校耐震化について

 　⑷ 　一中、六中の統合問題について

 　⑸ 　日の丸、君が代の強制について

 6  　緑あふれる安全なまちづくりについて

 　⑴ 　幸福町・中町まちづくりについて

 　⑵ 　北島市街化調整区域をレンコンを生かした水と緑のゾーンにすること



代表質問・一般質問

─ 179 ─

発　言　者 質　問　事　項

について

 　⑶ 　コミュニティーバスの運行について

 　⑷ 　歩道の整備、バリアフリー化について

吉　水　丈　晴 1  　財政再建、市政再生理念の周知について

 2  　財政再建の考え方について

 3  　財政再生法案について

 4  　財政構造の変革について

 5  　教育の再生について

 6  　都市ビジョンについて

 7  　福祉行政について

 8  　高齢者の知識や経験を生かす地域づくりについて

 9  　放課後児童クラブについて

 10 　AEDの設置について

 11 　国民健康保険事業について

 12 　教育行政について

 13 　教育環境の整備について

 14 　教育センターについて

 15 　学校給食について

 16 　小・中学校の統廃合について

 17 　環境行政について

 18 　地域通貨について

 19 　職員構成と今後の少人数行政への対応等について

稲　田　　　実 1  　市政推進の基本姿勢について

 　⑴ 　財政の再建・市政の再生の進め方の具体策について

 　⑵ 　想定される将来の門真の都市像について

 　⑶ 　市政再生のための市民との協働化の方策について

 2  　福祉政策について

 　⑴ 　地域福祉について

 　⑵ 　高齢者福祉について

 3  　国保事業と介護事業について

 　⑴ 　国民健康保険料収納の状況と対策について

 　⑵ 　地域包括支援センターについて

 4  　生活保護の問題点について



─ 180 ─

発　言　者 質　問　事　項

 5  　教育の諸問題について

 　⑴ 　教育特区について

 　⑵ 　いじめ等への指導体制について

 　⑶ 　学力向上対策について

 　⑷ 　教育センターについて

 　⑸ 　給食費の未納問題について

 6  　快適な生活環境について

 　⑴ 　美しいまちづくり条例の運用について

 　⑵ 　駅舎のバリアフリー化と駅周辺の放置自転車対策について

 7  　市街地整備について

 8  　商工業活性化の方策について

田　伏　幹　夫 1  　福祉について

 　⑴ 　高齢者福祉について

 　⑵ 　介護保険について

 2  　男女共同参画推進について

 3  　文化芸術について

 　⑴ 　文化高揚の取り組みについて

 4  　学校教育について

 　⑴ 　特別支援教育について

 　⑵ 　栄養教諭について

 　⑶ 　課外学習について

 5  　公共交通について

 　⑴ 　大阪モノレールについて

 6  　道路行政について

 　⑴ 　市内における歩道について

 7  　今後の公園、緑地行政について

 8  　廃棄物について

 　⑴ 　エネルギー活用について

 　⑵ 　今後のごみ行政について

 9  　防災対策について

 　⑴ 　市内の避難所について

 　⑵ 　耐震診断PRについて

 10 　行財政改革への今後の取り組みについて



代表質問・一般質問

─ 181 ─

発　言　者 質　問　事　項

 11 　都市ビジョンの市役所周辺の開発構想について

戸　田　久　和 1  　公共事業業者の法令遵守等の品格向上と市の責任や地域産業政策について

 2  　職員、幹部の見識や論理的能力向上について

 3  　シルバー人材センターなどへの職員出向の廃止と具体方策について

 4  　子供力を育成活用したまちづくりや教育改革について

 5  　悪政からの防波堤となり、住民の共感を得てともに進む地方政府として

の姿勢を持つべきことについて

増　井　勝　昭 1  　学校教育について

 　⑴ 　教育特区について

 　⑵ 　門真小学校における二宮尊徳像について

第 2回定例会（ 6月12日～ 6月21日）

風　　　古　波 1  　任用基準の見直しについて

 2  　障害児教育への取り組みについて

亀　井　　　淳 1  　粗大ごみ有料化の問題点について

 　⑴ 　「広報かどま」6月号に掲載された粗大ごみ有料化の意見募集への回答

方法と提出された意見をどのように行政に反映させるのかについて

 　⑵ 　ごみ減量化・資源化のサポートがどこまで具体化され、実施する体制

があるのかについて

 　⑶ 　ごみ減量化・資源化の効果がどれだけ期待できると予測しているのか

について

 　⑷ 　市民にきちんと粗大ごみ有料化の説明会を開催することについて

 2  　多重債務者相談窓口を開設することについて

 　⑴ 　多重債務窓口の開設に対する見解について

 　⑵ 　さまざまな窓口に多重債務の解決法や相談先を紹介したパンフレット

を用意できないのかについて

佐　藤　親　太 1  　国保の問題について

 2  　生活保護について

 3  　人事評価制度について

春　田　清　子 1  　少子化対策について

 　⑴ 　妊婦無料健診の拡充について

 　⑵ 　マタニティマークの推進について



─ 182 ─

発　言　者 質　問　事　項

福　田　英　彦 1  　幸福町・中町まちづくり基本構想の策定について

 　⑴ 　基本構想の考え方について

 　⑵ 　基本構想策定等業務委託について

 　⑶ 　市民会議を初めとした市民意見の反映について

 2  　安全・安心な公園整備について

 　⑴ 　遊具等の設置、点検について

 　⑵ 　トイレの整備について

高　橋　　嘉子 1  　自転車の安全利用について

 　⑴ 　自転車の防犯登録について

 　⑵ 　放置自転車について

 2  　ふれあい巡回バスの運行経路の拡充と周知等について

山　本　　　純 1  　学校図書の整備・拡充について

 　⑴ 　読書運動の取り組みについて

 　⑵ 　学校図書館図書整備費の予算確保について

 2  　教育サポーター制度の導入について

井　上　まり子 1  　後期高齢者医療制度について

 　⑴ 　保険料設定に対する不服審査、情報公開、請願権、パブリックコメン

トの募集、公聴会の開催、運営協議会の設置に対する市の見解について

 　⑵ 　保険料の軽減措置及び保険財政と保険料徴収方法の是正について

 　⑶ 　資格証明書について

 2  　要介護認定者の障害者控除への対応について

 　⑴ 　認定基準の導入について

 　⑵ 　個別通知による周知徹底について

戸　田　久　和 1  　政務調査費の意義と領収書添付について

 2  　エコ・パーク屋上広場での積極的な集客イベント開催について

 3  　粗大ごみ有料化は経費削減にならない疑問について

 4  　過労死ラインを超えている一般管理職の長時間労働について

 5  　悪質職員による情報隠しとシステム的な情報隠し問題の是正について

第 3回定例会（ 9月18日～ 9月28日）

田　伏　幹　夫 1  　行財政について

 　⑴ 　公有財政について



代表質問・一般質問

─ 183 ─

発　言　者 質　問　事　項

 2  　福祉政策について

 　⑴ 　障害者政策について

 3  　環境政策について

 　⑴ 　美しいまちづくりの取り組みについて

寺　前　　　章 1  　水道事業管理者の欠員について

 　⑴ 　水道局の運営について

 2  　国保料の徴収について

 　⑴ 　向上を目指しての対策について

 3  　生活保護について

 　⑴ 　受給者の分析、検討について

井　上　まり子 1  　特別支援教育について

 　⑴ 　支援体制の整備と充実について

 　⑵ 　通級指導教室について

 　⑶ 　人的措置について

 　⑷ 　研修体制等について

 2  　第 2京阪道路について

 　⑴ 　工事の進捗問題について

 　⑵ 　環境対策について

土　山　重　樹 1  　門真市の金利負担について

 　⑴ 　金利上昇による門真市への影響について

中　道　　　茂 1  　介護保険について

 　⑴ 　介護事業者への支援施策について

 　⑵ 　介護非該当の要支援者について

吉　松　正　憲 1  　財政健全化計画案について

 　⑴ 　財政健全化法について

 　⑵ 　マイナスシーリングの考え方について

 　⑶ 　歳入の確保について

 　⑷ 　低未利用地の有効活用について

 　⑸ 　使用料及び手数料の見直しに関する指針について

 2  　地球温暖化対策について

 　⑴ 　地球温暖化問題への認識と取り組みについて

 　⑵ 　太陽光エネルギー活用への助成制度の創設について

福　田　英　彦 1  　改悪介護保険法施行後の問題点と市の対応について



─ 184 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　軽度認定者に対する介護取り上げについて

 　⑵ 　地域包括支援センターの取り組み状況等について

 　⑶ 　要介護認定者への障害者控除の取り扱いについて

 2  　幸福町・中町まちづくり基本構想の策定について

 　⑴ 　構想策定の進捗状況等について

 　⑵ 　一中、六中の統合について

 3  　保育所民営化移管計画について

 　⑴ 　 4 園を一度に民営化する問題点について

 　⑵ 　臨時職員の処遇について

鳥　谷　信　夫 1  　行財政改革のさらなる推進について

 　⑴ 　行財政改革に取り組む市の姿勢について

 　⑵ 　行財政改革推進のための指揮命令系統について

 　⑶ 　財政健全化法の施行に伴う行財政改革の新たな取り組みについて

平　岡　久美子 1  　母子家庭の施策について

 　⑴ 　母子家庭自立支援の現状について

 　⑵ 　就労支援の拡充について

戸　田　久　和 1  　今田議員の職員借金問題について

 2  　日恵製作所セクハラ訴え事件と男女共同参画推進条例について

 3  　粗大ごみ有料化の公募意見の公表に際し、不正な情報操作をした件につ

いて

 4  　保育園政策の問題について

 5  　門真における政治家と金の諸問題について

日　高　哲　生 1  　国民健康保険財政の改善策について

 2  　市債残高等について

 3  　地元企業が行政に貢献することについて

 　⑴ 　企業の社員のレンタル移籍について

 4  　教育について

 　⑴ 　教育再生の条件について

 　⑵ 　教育特区について

 　⑶ 　教育センター内に矯正教室導入について

 　⑷ 　統廃合について



代表質問・一般質問

─ 185 ─

発　言　者 質　問　事　項

第 4回定例会（12月11日～12月20日）

風　　　古　波 1  　動物介在教育と学校獣医師制度について

 2  　学力の向上について

 3  　労使関係について

高　橋　嘉　子 1  　多重債務者の相談窓口の設置について

井　上　まり子 1  　保健事業について

 　⑴ 　特定健診・特定保健指導について

 　⑵ 　医療改革による本市の国保財政に与える影響について

 　⑶ 　75歳以上の後期高齢者の健診や健康づくりについて

 2  　全国学力・学習状況調査について

春　田　清　子 1  　安心・安全のまちづくりについて

 　⑴ 　防犯に関する条例の制定について

 　⑵ 　センサーつき防犯灯の設置について

 2  　子育て支援について

 　⑴ 　出産育児一時金の医療機関受取代理制度について

 　⑵ 　 5 歳児健診について

 　⑶ 　公立幼稚園保育料の軽減について

福　田　英　彦 1  　住生活基本法に基づく市の施策について

 　⑴ 　市営住宅について

 　⑵ 　住宅市街地総合整備事業について

 　⑶ 　門真団地の建てかえについて

 2  　救急医療の充実について

 　⑴ 　救急搬送等の状況について

 　⑵ 　救急医療の現状について

 　⑶ 　救急医療体制の充実強化について

亀　井　　　淳 1  　学校給食について

 　⑴ 　給食施設の改善について

 　⑵ 　学校給食の食材納入業者への指導について

 2  　ごみ有料化について

 　⑴ 　粗大ごみ有料化に伴う地域説明会について

 　⑵ 　粗大ごみ有料化後の私有地への不法投棄についての考え方と対処につ

いて



─ 186 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　家庭系普通ごみの有料化問題について

吉　松　正　憲 1  　国民健康保険の改善への取り組みについて

 　⑴ 　国保の現状と門真市の認識について

 　⑵ 　国への働きかけについて

 　⑶ 　予防医療等について

 　⑷ 　一般会計からの繰り入れについて

 　⑸ 　減免制度の拡充等について

 2  　門真市移動円滑化基本構想の推進について

 　⑴ 　市内各駅を中心とした移動円滑化の現状について

 　⑵ 　萱島駅のバリアフリー化の現状と今後の取り組みについて

 　⑶ 　移動円滑化基本構想に基づく特定経路の整備について

土　山　重　樹 1  　堺市で効果の上がっている市税等電話催告業務（滞納者へのコールセン

ター設置）について

山　本　　　純 1  　減災対策について

 　⑴ 　緊急地震速報、全国瞬時警報システム、防災行政ラジオの活用について

 　⑵ 　災害弱者対策について

 　⑶ 　家具転倒防止対策について

 　⑷ 　防災士の育成について

 2  　内部障害者等への支援策について

 　⑴ 　ハート・プラスマークについて

 　⑵ 　オストメイト対策について

佐　藤　親　太 1  　財政健全化法の指標と本市への影響について

 2  　経費の節減策について

 3  　増収策について

 4  　プライマリーバランスがとれた後の取り組みについて

戸　田　久　和 1  　第 2京阪道路問題の重要事項研修をすべきことについて

 2  　業者選定に際しての法令遵守担保の確保について

 3  　補助金団体役員の住民登録問題と市の裁量について

 4  　保育園民営化問題と民間保育園の状況について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

平　成　20　年

第 1回定例会（ 3月 4日～ 3月26日）

春　田　清　子 1  　財政再建について

 　⑴ 　門真市財政健全化計画案について

 　⑵ 　生活保護の不正受給対策について

 2  　行政管理について

 　⑴ 　人事評価システムについて

 　⑵ 　組織管理と庁舎管理について

 3  　まちづくりについて

 　⑴ 　都市ビジョンについて

 　⑵ 　産業振興策と工業系まちづくりについて

 　⑶ 　地域整備について

 4  　市民協働の市政運営について

 　⑴ 　シニア世代の社会参画について

 　⑵ 　地域力のさらなる活性化について

 5  　教育について

 　⑴ 　教育改革について

 　⑵ 　教育環境の整備について

 　⑶ 　放課後子どもプランについて

 　⑷ 　障害児教育について

 6  　文化振興について

 　⑴ 　文化芸術振興基本方針の策定について

 　⑵ 　門真市の歴史の保存と継承について

 7  　健康福祉について

 　⑴ 　健康増進について

 　⑵ 　後期高齢者医療制度について

 　⑶ 　保育所の民営化について

 　⑷ 　児童虐待の予防と早期発見について

 8  　市民生活について

 　⑴ 　防犯対策について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　防災対策について

 　⑶ 　環境対策について

 　⑷ 　交通不便地域の解消について

吉　水　丈　晴 1  　財政再建について

 　⑴ 　具体的な進め方について

 　⑵ 　収入増に対しての方策について

 2  　第一中学校と第六中学校の統合にPFI等民間活力を導入することについて

 3  　四宮土地区画整理事業の平成21年度の換地処分に向けての問題点について

 4  　北島地区の今後を考える会について

 5  　多目的運動広場、野球場の借地問題について

 6  　上水道について

 　⑴ 　水道事業基本計画について

 　⑵ 　収入増に対しての方策、考え方について

 　⑶ 　大阪府と大阪市との事業一元化による本市への影響について

 7  　地域通貨発行の機運、時期と支援方策について

 8  　校区版門真まつりについて

 9  　門真市産業振興ビジョンの内容について

 10 　特産物を守る方法について

 11 　教育問題について

 　⑴ 　ステップアッププランについて

 　⑵ 　小中一貫教育の具体的な内容と手順について

 　⑶ 　校舎、体育館の耐震化の現況と今後について

 　⑷ 　AEDの設置と同時に救急法の講習会を開催することについて

 　⑸ 　学校給食について

 12 　国民健康保険事業特別会計収支改善計画について

 13 　特定健診について

 14 　医療費増への対策について

 15 　待機児童解消と認定こども園への対応について

 16 　放課後児童クラブについて

 17 　一般廃棄物処理計画の改定作業に向けての基本的方向性、考え方と策定

時期について

 18 　自主防災組織について

 19 　任用がえ制度について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 20 　組織力の強化策について

 21 　行政組織の見直しについて

 22 　第 4次総合計画の進捗状況について

 23 　今までの第 3次総合計画も含めた総括的反省点について

福　田　英　彦 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　新自由主義、構造改革路線の破綻と貧困格差の是正について

 　⑵ 　国の悪政に対する認識について

 　⑶ 　大阪府政について

 　⑷ 　憲法第 9条について

 　⑸ 　都市ビジョンの具体化と開発・投資への危惧について

 2  　財政の健全化について

 　⑴ 　財政健全化法と財政悪化の要因について

 　⑵ 　第 2次行財政改革推進計画について

 　⑶ 　民間委託化、派遣労働の問題点について

 　⑷ 　国保の健全化について

 　⑸ 　新たな財源確保について

 3  　市民の暮らしを守ることについて

 　⑴ 　粗大ごみの有料化等について

 　⑵ 　後期高齢者医療制度について

 　⑶ 　国民健康保険制度について

 　⑷ 　特定健診・保健指導について

 　⑸ 　障害者施策について

 　⑹ 　介護保険制度について

 4  　市民協働について

 　⑴ 　市民協働を進める過程について

 　⑵ 　地域通貨について

 5  　中小商工業の振興について

 　⑴ 　中小企業への支援策と中小商工業振興基本条例の制定について

 　⑵ 　小規模修繕工事契約希望者登録制度について

 6  　まちづくりについて

 　⑴ 　幸福町・中町まちづくり基本構想について

 　⑵ 　第 2京阪道路について

 　⑶ 　住宅市街地総合整備事業について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑷ 　北島市街化調整区域について

 　⑸ 　まちのバリアフリー化について

 7  　子育て支援について

 　⑴ 　保育所民営化について

 　⑵ 　乳幼児医療費助成制度等の拡充について

 　⑶ 　放課後児童対策について

 8  　学校教育について

 　⑴ 　少人数学級について

 　⑵ 　小中一貫教育について

 　⑶ 　全国学力テストについて

 　⑷ 　特別支援教育について

林　　　芙美子 1  　まちづくり推進に係る施策について

 　⑴ 　幸福町・中町まちづくりについて

 　⑵ 　京阪門真市駅について

 　⑶ 　モノレール南伸について

 　⑷ 　駅前環境改善について

 2  　教育の向上に係る施策について

 　⑴ 　全国一斉学力テストの結果について

 　⑵ 　小中一貫教育について

 　⑶ 　教育特区について

 　⑷ 　教育研究指定校制度について

 　⑸ 　NPO教育支援・門真っ子について

 3  　健康福祉に係る施策について

 　⑴ 　後期高齢者医療制度について

 　⑵ 　特定健診について

 　⑶ 　地域福祉について

 　⑷ 　障害者の雇用促進について

 4  　市民生活に係る施策について

 　⑴ 　排ガス対策について

 　⑵ 　防災について

 5  　行政管理に係る施策について

 　⑴ 　人事評価制度導入について

 　⑵ 　市役所駐車場について
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発　言　者 質　問　事　項

戸　田　久　和 1  　低所得、小都市の賢い政策判断について

 2  　多面的に効果絶大なシルバー人材センターによる広報配布について

 3  　教育立市のすそ野としての幼児教育への認識について

 4  　他市に税を取られる市外居住職員がついに 7割を超えたことへの改善策

について

 5  　国保料等と年金、給与等の差し押さえ問題について

第 2回定例会（ 6月13日～ 6月24日）

田　伏　幹　夫 1  　未利用地活用での歳入確保について

 　⑴ 　ドッグラン広場について

 2  　庁舎前駐車場について

 　⑴ 　出入り口における接触などの事故防止対策について

 3  　市内における迷惑駐車について

 　⑴ 　今後の迷惑駐車対策について

風　　　古　波 1  　交通不便地域の解消について

 　⑴ 　ふれあい巡回バスと市民プラザのシャトルバスの乗降場所の明示につ

いて

 　⑵ 　コミュニティーバスの導入について

村　田　文　雄 1  　市有建築物の耐震化について

 2  　小・中学校の耐震化の推進について

 3  　通学路等の安全確保の指針、方策について

戸　田　久　和 1  　第 2京阪道路による北巣本保育園の畑取り上げと環境悪化について

 2  　保育行政と市長の姿勢について

 3  　議会への市民理解を妨げている行政実態の改善について

 4  　橋下えせ改革への市の対応について

春　田　清　子 1  　子育て支援について

 　⑴ 　妊婦無料健診のさらなる拡充について

 　⑵ 　里帰り出産時の健診への費用助成について

 　⑶ 　出産育児一時金の受け取り代理制度について

 　⑷ 　不妊治療について

吉　松　正　憲 1  　橋下知事による大阪維新プログラム案について

 　⑴ 　プロジェクトチーム案の提示と門真市の働きかけについて
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　大阪維新プログラム案の評価と本市への影響について

 　⑶ 　抜本的な見直しを求めることについて

福　田　英　彦 1  　後期高齢者医療制度について

 　⑴ 　制度導入後の状況について

 　⑵ 　問題点と対応について

 　⑶ 　制度廃止に対する考え方について

 2  　保育行政について

 　⑴ 　公立保育園の施策の具体化について

 　⑵ 　門真市次世代育成支援行動計画について

井　上　まり子 1  　障害者・障害児施策について

 　⑴ 　移動支援について

 　⑵ 　日中一時支援について

 　⑶ 　精神障害者の地域支援としてのグループワーク事業について

 　⑷ 　相談体制について

 　⑸ 　保健福祉センターの有効活用について

 2  　教育行政について

 　⑴ 　橋下府政について

 　⑵ 　少人数学級について

亀　井　　　淳 1  　南部市民センターの市民サービスの拡充について

 　⑴ 　軽自動車税を初めとする諸証明書の交付について

 　⑵ 　国民健康保険、国民年金に関する手続や申請業務の拡大について

 　⑶ 　施設の維持管理について

土　山　重　樹 1  　指定管理者制度のさらなる充実と市民サービス向上に関する施策について

 　⑴ 　更新時等のチェックシステムについて

 　⑵ 　モニタリング制度の導入について

中　道　　　茂 1  　救急医療（小児科、認知症の高齢者、精神疾患）について

平　岡　久美子 1  　食育について

 　⑴ 　小・中学校における食育について

 　⑵ 　食育の日の取り組みについて

 　⑶ 　本市における食育推進計画策定の進捗状況について

今　田　哲　哉 1  　行財政改革のさらなる推進について

 　⑴ 　思い切った職員の採用と定年を迎えた団塊世代の職員の有効活用につ

いて
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　職員の適正配置について

 　⑶ 　本市の情報システムに対する考え方について

第 3回定例会（ 9月17日～ 9月29日）

亀　井　　　淳 1  　門真市民プラザの充実について

 　⑴ 　門真市民プラザの利用状況について

 　⑵ 　楽器演奏や演劇などの文化活動が気兼ねなくできる防音の施された施

設の開設について

 　⑶ 　多目的施設の増設について

 　⑷ 　門真の伝統野菜河内レンコンをテーマとした資料館を設けることにつ

いて

 　⑸ 　門真市民プラザの敷地全体の活用について

 　⑹ 　門真市民プラザまつりの提案について

 2  　開設して 1年しか経過していない門真市民プラザを大阪国際大学の誘致

対象施設とする話が出ているが、本当かについて

 　⑴ 　門真市民プラザを門真市としてどのように位置づけているのかについて

 　⑵ 　大学誘致の検討が本当であるなら、それにかわる施設を本当につくっ

ていくのかについて

 　⑶ 　園部市長は公約で大学誘致を掲げているが、大学を誘致することが門

真市にどれだけのメリットをもたらすものと考えているのかについて

吉　松　正　憲 1  　第 2京阪道路の環境対策について

 　⑴ 　住民合意の環境監視施設の設置について

 　⑵ 　環境監視費用の事業者負担について

 　⑶ 　微小粒子状物質（PM 2 . 5 ）の測定について

 　⑷ 　裏面吸音板の設置、遮音壁、高機能舗装について

 2  　市民協働の理念とエコ・パークの運営について

 　⑴ 　市民協働の理念について

 　⑵ 　エコ・パークの設置の目的について

 　⑶ 　ホームページの休止などエコ・パークの現状の認識について

 　⑷ 　門真市の今後の対応について

井　上　まり子 1  　門真市住宅・建築物耐震改修促進計画について

 　⑴ 　民間老朽住宅の耐震化に向けての補助制度について



─ 194 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　市有建築物耐震化について

 　⑶ 　相談窓口の設置について

 2  　青年の問題について

 　⑴ 　若者のひきこもりへの対応について

福　田　英　彦 1  　生活保護行政について

 　⑴ 　現状と問題点について

 　⑵ 　職員増を初めとした体制の整備について

 2  　幸福町・中町のまちづくりについて

 　⑴ 　幸福町・中町まちづくり基本計画の現在までの進捗状況と今後のスケ

ジュールについて

 　⑵ 　市民参加、市民意見の反映について

 　⑶ 　一中・六中の統合について

土　山　重　樹 1  　門真市の財政を圧迫させている国保会計改善への取り組み及び市全体の

見解について

 　⑴ 　ジェネリック医薬品の普及促進について

 　⑵ 　市財政の健全化に資すると考えられる事業への投資について

 　⑶ 　収納推進員の体制及び実績について

戸　田　久　和 1  　ひき逃げ事件捜査おざなりで検挙率低い門真警察への対処について

 2  　北巣本保育園畑の理不尽な強制収用策動や子供被害転居など、第 2京阪

工事の実害について

 3  　行政実務の失敗例集をつくるべきことについて

 4  　橋下知事の自治体、教委に対する暴言や強権姿勢について

高　橋　嘉　子 1  　幸福町・中町まちづくり基本計画の進捗状況について

 　⑴ 　第一中学校と第六中学校の統合による新校舎建設に当たってのPFI方

式の導入について

 　⑵ 　四つのエリアの今後の活用計画について

 　⑶ 　市民の関心の高い公共施設の改善について

 2  　子育て支援の情報提供について

 　⑴ 　子育て支援の一環としてのメールマガジンの配信について

山　本　　　純 1  　電子行政の経費削減について

 　⑴ 　住民情報システムのオープンシステム化について

 　⑵ 　無償ソフトの導入について

 　⑶ 　共同アウトソーシングの導入について
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発　言　者 質　問　事　項

 2  　情報通信技術（ICT）による市民サービス拡充について

 　⑴ 　市ホームページの携帯電話サイト開設について

 　⑵ 　情報通信技術を活用した市民参画について

第 4回定例会（12月10日～12月19日）

寺　前　　　章 1  　第 2京阪国道の工事に伴うアンダーパスの安全対策について

 2  　特定行政庁の執行体制について

風　　　古　波 1  　コミュニティーバス導入の進捗状況について

村　田　文　雄 1  　特別支援教育支援員の推進について

 2  　中小企業支援について

 　⑴ 　緊急保証制度の推進について

福　田　英　彦 1  　学校適正配置について

 　⑴ 　門真市小中一貫教育推進プランについて

 　⑵ 　小学校の分離統合について

 　⑶ 　PFI方式での一中、六中の統合問題について

 2  　保育所民営化について

 　⑴ 　合同保育の状況について

 　⑵ 　アルバイト・パート職員の雇用確保の問題について

春　田　清　子 1  　廃食用油の資源化について

 　⑴ 　バイオディーゼル燃料化事業の導入について

 2  　放置自転車対策について

 　⑴ 　歩道上駐輪場の設置について

 　⑵ 　引き取り手のない放置自転車のリサイクルについて

井　上　まり子 1  　障害者自立支援法について

 　⑴ 　利用料応益負担の廃止について

 　⑵ 　障がい者施設の報酬改善と職員の待遇改善について

 　⑶ 　市独自の減免制度等について

 　⑷ 　新事業体系への移行について

 2  　障がい児施策について

 　⑴ 　障がい児施設くすのき・さつき園の給食費の軽減について

 　⑵ 　支援学校への通学支援について

平　岡　久美子 1  　妊婦無料健診を国基準まで拡充することについて
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発　言　者 質　問　事　項

今　田　哲　哉 1  　職員構成について

 2  　災害に対しての考え方について

 3  　行革を進める上での職員の意識向上について

土　山　重　樹 1  　自動販売機の管理・契約について

 　⑴ 　一括管理による収入増加について

亀　井　　　淳 1  　下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法

問題について

 　⑴ 　同法に関しての計画策定について

 　⑵ 　同法に対する認識について

吉　松　正　憲 1  　景気の悪化から市民の暮らしと営業を守ることについて

 　⑴ 　雇用問題について

 　⑵ 　中小企業等への対策について

 　⑶ 　暮らしを守る施策について

中　道　　　茂 1  　農業政策と第 2京阪道路沿道のまちづくりについて

戸　田　久　和 1  　ひき逃げ事件の検挙や広報の状況について

 2  　北巣本保育園畑の不当収用について

 3  　ごみ収集委託業者の選定について

 4  　過払い請求した人がブラックリストに載せられている問題ついて

平　成　21　年

第 1回定例会（ 2月27日～ 3月26日）

高　橋　嘉　子 1  　財政再建について

 　⑴ 　行財政改革推進計画の進捗状況について

 　⑵ 　新たな公会計財務 4表の作成について

 　⑶ 　強固な組織体制の確立について

 　⑷ 　事務の簡素化、効率化について

 2  　第 5次総合計画の策定について

 3  　まちづくりの推進について

 　⑴ 　門真市都市ビジョンについて

 　⑵ 　第 2京阪道路について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　地域整備について

 　⑷ 　計画的な市街地の整備について

 　⑸ 　住宅・住環境について

 　⑹ 　道路行政について

 　⑺ 　鉄道駅舎におけるエレベーター等の設置について

 　⑻ 　公共下水道について

 　⑼ 　防犯・防災対策について

 4  　公民協働について

 5  　商工行政について

 　⑴ 　門真市産業振興ビジョンについて

 　⑵ 　門真市ものづくり企業立地促進制度について

 　⑶ 　工業系まちづくりについて

 6  　雇用対策について

 　⑴ 　国・府の雇用対策施策と本市の雇用状況について

 7  　農業振興について

 　⑴ 　エコ農産物の推進と地域ブランド化について

 8  　教育について

 　⑴ 　教育特区について

 　⑵ 　特別支援教育について

 　⑶ 　小中一貫教育と学校適正配置事業について

 　⑷ 　すこやかネットと学校支援地域本部の違いについて

 　⑸ 　かどま土曜自学自習室サタスタ、まなび舎Youth、まなび舎Kidsにつ

いて

 　⑹ 　スポーツ振興について

 　⑺ 　学校施設の耐震化について

 　⑻ 　学校給食と食育について

 9  　文化芸術について

 　⑴ 　門真市の歴史と口承文化の継承について

 　⑵ 　文化芸術の振興について

 10 　健康福祉について

 　⑴ 　医療保険について

 　⑵ 　生活自立の援助について

 　⑶ 　高齢福祉について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑷ 　障がい者・障がい児福祉について

 　⑸ 　児童・ひとり親家庭福祉について

 　⑹ 　保育サービスの拡充について

 　⑺ 　妊婦健診の拡充について

 　⑻ 　乳幼児医療費助成の拡充について

 11 　環境行政について

 　⑴ 　資源循環型社会への普及啓発について

 　⑵ 　自主的なリサイクル活動の促進について

佐　藤　親　太 1  　時代の変化等に伴う対策について

 2  　財政健全化について

 3  　まちづくりについて

 4  　公民協働について

 5  　産業振興について

 6  　教育の向上について

 7  　生涯学習及び文化振興について

 8  　健康福祉について

 9  　行政管理について

亀　井　　　淳 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　新自由主義・構造改革について

 　⑵ 　緊急雇用経済対策について

 　⑶ 　橋下大阪府政について

 　⑷ 　 4 年間の市政評価について

 　⑸ 　公民協働について

 2  　行政運営・財政問題について

 　⑴ 　第 2次行財政改革推進計画について

 　⑵ 　民間委託や指定管理者制度について

 　⑶ 　国保財政健全化について

 3  　市民の暮らしについて

 　⑴ 　高齢者施策について

 　⑵ 　介護保険について

 　⑶ 　産業振興について

 　⑷ 　農業振興について

 4  　まちづくりについて



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　第 2京阪道路をめぐる問題について

 　⑵ 　北島市街化調整区域の今後について

 　⑶ 　自転車道の整備と自転車駐輪場対策について

 　⑷ 　幸福町・中町まちづくり基本計画について

 5  　子育てについて

 　⑴ 　少子化対策プロジェクトについて

 　⑵ 　保育行政について

 6  　教育行政について

 　⑴ 　学校教育について

 　⑵ 　学校適正配置について

 　⑶ 　市民プラザについて

 　⑷ 　学校給食調理業務の民間委託について

 　⑸ 　社会教育について

田　伏　幹　夫 1  　財政再建について

 　⑴ 　歳入減での税収確保について

 2  　まちづくりの推進に係る施策について

 　⑴ 　歩道改修工事について

 　⑵ 　四宮土地区画整理事業地区周辺の道路整備について

 　⑶ 　大阪モノレールについて

 　⑷ 　上水道について

 3  　公民に係る施策について

 　⑴ 　市民公益活動支援センターについて

 4  　産業振興に係る施策について

 　⑴ 　特産物レンコンについて

 5  　教育の向上に係る施策について

 　⑴ 　新学習指導要領について

 　⑵ 　学力向上について

 　⑶ 　教育ビジョンについて

 　⑷ 　不登校、ひきこもりについて

 　⑸ 　学校環境衛生について

 6  　生涯学習及び文化振興に係る施策について

 　⑴ 　地域スポーツについて

 　⑵ 　文化芸術振興基本方針について
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発　言　者 質　問　事　項

 7  　健康福祉に係る施策について

 　⑴ 　改定保育所保育指針について

 　⑵ 　高齢福祉について

 　⑶ 　高齢者などの防災時の情報伝達について

 　⑷ 　国民健康保険料について

 8  　市民生活に係る施策について

 　⑴ 　環境保全推進について

 　⑵ 　今後の収集車GPS活用とエコ対策について

 　⑶ 　市内における犯罪抑止について

 　⑷ 　府営住宅建てかえについて

 9  　行政管理に係る施策について

 　⑴ 　人事管理について

 　⑵ 　職員研修について

 　⑶ 　事務管理について

戸　田　久　和 1  　「小さくてもキラリと光るまち＝門真」という特色づけについて

 2  　マイクロソフト社の収奪から脱却するITシステムの構築について

 3  　役所的発想の転換による歩道拡張について

 4  　大学誘致の市民合意をつくるべきことについて

 5  　橋下扇動政治と一線を画した市政運営や市民説明をすべきことについて

第 2回定例会（ 6月 5日～ 6月 9日）

井　上　まり子 1  　子育て支援について

 　⑴ 　乳幼児医療助成制度の拡充について

福　田　英　彦 1  　保育所民営化について

 　⑴ 　現状と問題点等について

 　⑵ 　市の責任と関与、チェックについて

 2  　幸福町・中町まちづくり基本計画について

 　⑴ 　庁内体制について

 　⑵ 　事業手法と問題点について

 　⑶ 　市保有地の売却について

 　⑷ 　事業実施に当たっての住民合意について

吉　松　正　憲 1  　学校適正配置（学校統廃合）実施方針について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　四宮小学校の廃校決定等の問題点について

亀　井　　　淳 1  　農業振興について

 　⑴ 　農業振興条例や農業振興ビジョンの策定について

 　⑵ 　農地面積の推移について

 　⑶ 　市民農園の開設数が減っている理由について

 　⑷ 　農業振興促進奨励金制度や市民農園促進奨励金制度の創設について

 　⑸ 　伝統野菜門真レンコンの掘り手育成の援農ボランティア活動について

 　⑹ 　防災協力農地登録制度の創設について

 　⑺ 　大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例における

農空間保全区域制度の活用について

第 3回定例会（ 9月15日～ 9月29日）

井　上　まり子 1  　高齢者施策について

 　⑴ 　地域包括支援センターについて

 　⑵ 　福祉ネットワークづくりについて

 　⑶ 　友愛訪問活動について

 　⑷ 　高齢者の医療・介護について

 　⑸ 　認知症について

 2  　第 2京阪道路の環境影響調査について

中　道　　　茂 1  　門真市社会福祉協議会における事業の現況と今後の行政サービスについて

土　山　重　樹 1  　市民との協働を広げていく市民協働モデル事業に対する市の見解について

福　田　英　彦 1  　門真市第 5次総合計画について

 　⑴ 　第 4次総合計画の総括と第 5次総合計画策定の経過・進捗状況等につ

いて

 　⑵ 　計画（案）について

 2  　市営新橋住宅について

 　⑴ 　現状について

 　⑵ 　居住者への説明の状況について

 　⑶ 　今後の市の考え方について

 3  　保育所民営化について

 　⑴ 　民営化後の現状について

 　⑵ 　合同保育終了後の市の法人への対応について
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発　言　者 質　問　事　項

村　田　文　雄 1  　校庭の芝生化について

 2  　ヒブワクチンへの公費助成、定期接種化について

 3  　救急医療情報キット（命のバトン）の導入について

今　田　哲　哉 1  　新型インフルエンザ対策について

 　⑴ 　今日までの新型インフルエンザ対策について

 　⑵ 　今後の感染拡大防止対策について

 2  　水道局の管理体制について

 　⑴ 　職員の管理について

 　⑵ 　工事の管理体制と市民サービスへの対応について

春　田　清　子 1  　学校適正配置事業（同実施方針の見直し等）について

 2  　小・中学校の耐震化のさらなる推進について

 3  　小・中学校の太陽光発電設備の導入について

亀　井　　　淳 1  　消費者行政の充実について

 　⑴ 　消費生活相談コーナーの施設改善について

 　⑵ 　相談者のプライバシー保護について

 　⑶ 　相談員の待遇改善について

鳥　谷　信　夫 1  　園部市政 2期目の取り組みについて

 　⑴ 　これまでの行財政改革の成果について

 　⑵ 　今後 4年間の市政運営について

第 4回定例会（12月 9 日～12月18日）

風　　　古　波 1  　商業の活性化について

 　⑴ 　商業の活性化の具体策について

 　⑵ 　市内家庭電器販売店への支援策について

 2  　工業系まちづくりの進捗状況について

 3  　コミュニティーバス導入の進捗状況について

 4  　第 2京阪道路供用開始に係る南部地域の通学路・生活道路の安全対策に

ついて

田　伏　幹　夫 1  　事務事業の効率化（ペーパーレス化（電子化））について

 2  　行政相談への対応（クレーム等の処理）について

五　味　聖　二 1  　本市の健康増進への考え方について

 2  　今後の市内スポーツ振興への考え方について



代表質問・一般質問

─ 203 ─

発　言　者 質　問　事　項

 3  　体育館、運動場及び運動広場について

 　⑴ 　市内の体育館、運動場及び運動広場の確保について

 　⑵ 　市立体育館が新中学校建設時に取り壊された後の使用団体への対応に

ついて

 　⑶ 　市立体育館の新設について

 4  　新中学校の体育館の施設内容と規模について

山　本　　　純 1  　肺炎球菌ワクチンの公費助成について

 2  　被災者支援システムの導入について

 3  　市ホームページの拡充について

 　⑴ 　自動翻訳システムの導入について

 　⑵ 　音声読み上げ、文字画像拡大等の閲覧支援ソフトの導入について

　 　⑶ 　携帯電話サイト開設への取り組み状況について

井　上　まり子 1  　国民健康保険について

 　⑴ 　無保険の世帯について

 　⑵ 　無保険の子供について

 　⑶ 　資格証明書発行をしないことについて

 　⑷ 　国民健康保険法第 9条第 7項に規定する特別の事情の把握について

 　⑸ 　一部負担金免除について

福　田　英　彦 1  　学校適正配置について

 　⑴ 　一中、六中の統合について

 　⑵ 　北小学校の浜町中央小学校への統合について

 　⑶ 　旧中央小学校の解体撤去について

吉　松　正　憲 1  　緊急雇用・不況対策について

 　⑴ 　緊急雇用・経済対策本部の設置について

 　⑵ 　雇用対策について

 　⑶ 　生活支援について

 2  　門真市産業振興ビジョンの位置づけと具体的な施策展開について

 　⑴ 　産業振興ビジョンの位置づけについて

 　⑵ 　具体的な施策展開について

 　⑶ 　中小商工業振興条例の制定について

 3  　第 2京阪道路問題について

 　⑴ 　環境監視施設について

 　⑵ 　交通量調査等交通安全対策について



─ 204 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　高架下の公園等の整備について

 　⑷ 　沿線住民からの要望への対応について

亀　井　　　淳 1  　府営門真団地建てかえ問題について

 　⑴ 　消防署、公園、バスターミナル、駐車場など公共施設について

 　⑵ 　市域南東部の公共交通網の充実について

 2  　歴史的景観の保全（北島町の水郷の面影が残る水路整備）について

平　岡　久美子 1  　子育て支援（乳幼児医療費助成制度の拡充）について

 2  　環境教育（エコ・キッズ）について

 3  　公園等の芝生化について

平　成　22　年

第 1回定例会（ 3月 1日～ 3月25日）

村　田　文　雄 1  　公民協働と地域力について

 　⑴ 　公民協働について

 　⑵ 　門真市自治基本条例について

 　⑶ 　地域通貨について

 　⑷ 　地域力の向上について

 2  　行財政改革について

 　⑴ 　財政再建について

 　⑵ 　人事評価制度の拡充について

 　⑶ 　事業仕分けについて

 　⑷ 　電子入札システムについて

 3  　子育て支援について

 　⑴ 　子育て支援環境の充実について

 　⑵ 　乳幼児医療費助成制度について

 　⑶ 　ひとり親家庭等の支援について

 4  　教育について

 　⑴ 　教育力の向上について

 　⑵ 　学校施設の充実について

 　⑶ 　小・中学校の適正配置について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 5  　安全・安心のまちづくりについて

 　⑴ 　防犯対策について

 　⑵ 　消費生活対策について

 　⑶ 　危機管理と自主防災について

 　⑷ 　まちづくりについて

 　⑸ 　道路・交通対策について

 　⑹ 　府営門真団地の建てかえについて

 6  　文化薫るまちづくりについて

 　⑴ 　男女共同参画社会の推進について

 　⑵ 　生涯学習環境の充実について

 　⑶ 　市民スポーツの振興について

 　⑷ 　文化芸術の振興について

 7  　健康福祉について

 　⑴ 　地域福祉活動の推進について

 　⑵ 　高齢者福祉の充実について

 　⑶ 　障がい者、障がい児の福祉の充実について

 　⑷ 　生活保障と自立支援対策について

 　⑸ 　子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券について

 8  　環境保全と産業振興について

 　⑴ 　環境保全について

 　⑵ 　産業振興について

 　⑶ 　雇用対策について

井　上　まり子 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　市民の暮らしに対する基本認識について

 　⑵ 　市民犠牲の行革と開発について

 　⑶ 　橋下府政について

 　⑷ 　自治基本条例について

 　⑸ 　公民協働について

 　⑹ 　事業仕分けについて

 　⑺ 　水道事業について

 2  　市民の暮らしについて

 　⑴ 　国民健康保険制度について

 　⑵ 　後期高齢者医療保険制度及び高齢者施策について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　産業振興について

 　⑷ 　緊急雇用経済対策について

 　⑸ 　障がい者・障がい児施策について

 3  　まちづくりについて

 　⑴ 　幸福町・中町まちづくりについて

 　⑵ 　第 2京阪道路の環境・安全対策について

 　⑶ 　北島地区市街化調整区域のまちづくりについて

 　⑷ 　自転車に係る総合計画について

 4  　子育て、教育について

 　⑴ 　子供の貧困問題について

 　⑵ 　保育行政について

 　⑶ 　門真市学校適正配置実施方針の抜本的見直しについて

 　⑷ 　少人数学級の見直しについて

 　⑸ 　特別支援教育について

吉　水　丈　晴 1  　事業仕分けについて

 2  　公募型補助金制度について

 3  　自主防災組織について

 4  　生涯学習活動の拠点について

 5  　「メイドイン門真、発見、発信、次世代へ」について

土　山　重　樹 1  　職員のスキルアップ及び市長の思いを若い職員にどのように伝えていく

のかについて

 2  　電子自治体の推進について

 　⑴ 　電子入札システム導入に関しての市内企業育成について

 3  　男女共同参画社会の推進について

 　⑴ 　産業振興につながる企業家の育成や公民協働の担い手となる人材輩出

の取り組みについて

 4  　第 2京阪道路開通に関しての影響について

 　⑴ 　開通後の諸問題への市の早急な対応策について

 5  　自立支援について

 　⑴ 　若年層や障がい者への就労支援について

 6  　行政の情報発信について

 　⑴ 　オンリーワンを目指す門真市の情報発信力向上について

 7  　教育、学力向上について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　伸びる子を伸ばす教育の取り組みについて

 8  　地域主権型の市政運営について

 　⑴ 　公民協働社会への転換に関する市長の決意について

日　高　哲　生 1  　収支均衡予算実現後の構想について

 2  　我がまち門真を成長発展させる躍進のステージの始まりについて

 　⑴ 　成長発展のプロセスと市民への発信方法について

 3  　公民協働について

 　⑴ 　目的意識について

 4  　教育について

 　⑴ 　子供たちに魂を入れる教育について

 5  　災害対策、防災、減災について

 　⑴ 　自主防災組織づくりと防災拠点の誘致について

 6  　「人・まち・“元気”体感都市　門真」について

 　⑴ 　職員が切磋琢磨する繁栄の未来について

 7  　「いきいきと人が輝く文化薫るまち」について

 　⑴ 　市長の文化への考えについて

第 2回定例会（ 6月11日～ 6月22日）

日　高　哲　生 1  　自治基本条例について

 　⑴ 　門真市での自治基本条例のスタイル及び独自色などについて

 2  　重要な施策の条例制定について

 　⑴ 　行政全般における施策、制度の条例化について

 3  　18歳成人について

 　⑴ 　成人年齢引き下げへの見解について

亀　井　　　淳 1  　三ツ島地域の住居表示を一日も早く実施することについて

 2  　本年 3月20日に開通した第 2京阪道路の問題について

 　⑴ 　環境問題について

 　⑵ 　交通安全対策について

 　⑶ 　緑立つ道にふさわしい植栽にすることについて

吉　松　正　憲 1  　次世代育成支援後期行動計画について

 2  　認可保育所の増設について

 3  　児童虐待問題への対策について
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発　言　者 質　問　事　項

 4  　就学援助制度について

井　上　まり子 1  　福祉施策について

 　⑴ 　障がい者施策について

 　⑵ 　生活保護行政について

 　⑶ 　国民健康保険について

風　　　古　波 1  　工業系まちづくりの進捗状況について

 2  　市営住宅跡地の汚染問題について

 3  　就学援助事業における医療券の発行について

春　田　清　子 1  　児童虐待について

 　⑴ 　児童虐待の実態について

 　⑵ 　児童虐待防止の取り組みについて

 2  　高齢福祉について

 　⑴ 　ポイント制度による介護ボランティア活動の導入について

高　橋　嘉　子 1  　教育施設における補助金の有効活用について

 2  　学校統廃合に伴う跡地の再整備について

福　田　英　彦 1  　事業仕分けについて

 　⑴ 　これまでの経過について

 　⑵ 　抽出された事業の根拠等について

 　⑶ 　事業仕分けの諸問題について

 　⑷ 　事業仕分け結果に基づく市の対応について

 2  　第一中学校・第六中学校の統合について

 　⑴ 　進捗状況について

 　⑵ 　詳細設計に向けた意見聴取等について

 　⑶ 　今後のスケジュール等について

 3  　小学校の安全警備員の廃止について

 　⑴ 　地域、学校、保護者への説明等について

 　⑵ 　廃止を延期し、安全確保に万全を尽くすことについて

中　道　　　茂 1  　低炭素社会の構築について

 　⑴ 　地球温暖化問題について

 　⑵ 　温室効果ガスの削減について

 　⑶ 　再生可能エネルギーについて

土　山　重　樹 1  　門真市の電子自治体化への取り組みについて

 　⑴ 　具体的な構想・スケジュールについて
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　無線LANスポットの整備について

 2  　門真市の海外との姉妹都市について

 　⑴ 　交流の現状とその見解について

 　⑵ 　アジア諸国との姉妹都市提携への見解について

今　田　哲　哉 1  　入札のあり方について

第 3回定例会（ 9月14日～ 9月27日）

田　伏　幹　夫 1  　防災対策について

 　⑴ 　庁舎内窓ガラス飛散防止対策について

 2  　第 2京阪道路について

 　⑴ 　側道駐車対策について

 3  　電子自治体化の推進について

 　⑴ 　事務処理について

春　田　清　子 1  　児童虐待について

 　⑴ 　児童虐待防止の取り組みについて

 　⑵ 　こんにちは赤ちゃん事業の実施について

 2  　教育環境について

 　⑴ 　小・中学校への太陽光発電設備の導入について

 　⑵ 　教育施設の暑さ対策について

風　　　古　波 1  　コミュニティーバス導入の進捗状況について

 2  　工業系まちづくりの進捗状況について

井　上　まり子 1  　少人数学級について

 　⑴ 　国の学級編制基準変更に対する受けとめと今後の対応について

 　⑵ 　学校適正配置事業実施方針について

 2  　コミュニティーバスについて

 　⑴ 　ふれあい巡回バス、シャトルバスの現状と問題点について

 　⑵ 　コミュニティーバス導入の検討状況について

高　橋　嘉　子 1  　乳がん・子宮頸がん検診について

 　⑴ 　乳がん・子宮頸がん検診の無料クーポン事業の継続実施について

 2  　予防ワクチン接種の公費助成について

 　⑴ 　子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンの公費助成に

ついて
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発　言　者 質　問　事　項

 3  　高齢者支援について

 　⑴ 　地デジの対応について

 　⑵ 　老人福祉センターの利用証について

 　⑶ 　高齢者支援の今後の取り組みについて

平　岡　久美子 1  　防災対策について

 　⑴ 　集中豪雨等の対策について

 　⑵ 　災害協定の締結について

 2  　南部市民センターにおける期日前投票時間の延長について

 3  　議会事務局の充実について

 4  　軽自動車税の障がい者減免の拡充について

福　田　英　彦 1  　まちづくりについて

 　⑴ 　住宅市街地総合整備事業について

 　⑵ 　本町防災街区整備事業について

 　⑶ 　新橋住宅の再整備について

 　⑷ 　幸福町・中町のまちづくりについて

亀　井　　　淳 1  　門真市北島西地区のまちづくりについて

 　⑴ 　事業化の提案募集に当たって、門真の原風景を残すことを企業にどの

ように働きかけてきたのかについて

 　⑵ 　選定された企業から提案されたイメージ図をどのように評価している

のかについて

 　⑶ 　今後選定された企業に門真の原風景を残すためにどのように働きかけ

をしていくのかについて

吉　松　正　憲 1  　大阪府財政構造改革プランについて

 　⑴ 　財政構造改革プランの内容について

 　⑵ 　門真市への影響について

 　⑶ 　大阪府への対応について

 2  　大阪府下市町村における国保一元化について

 　⑴ 　経過及び協議内容への見解について

 　⑵ 　一元化の内容と危惧される問題点への認識について

 3  　市立養護老人ホームの現状と跡地活用について

 　⑴ 　市立養護老人ホームをめぐる動きと今日の到達点について

 　⑵ 　跡地活用について

土　山　重　樹 1  　健全な財政に関する条例整備の考えについて
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発　言　者 質　問　事　項

 2  　社会体育施設の利用について

鳥　谷　信　夫 1  　行財政改革のさらなる推進について

 　⑴ 　機構改革の取り組み内容について

 　⑵ 　事業仕分けの評価について

 　⑶ 　国民健康保険の広域化について

第 4回定例会（12月10日～12月21日）

井　上　まり子 1  　統一的・総合的な高齢者施策について

 　⑴ 　認知症対策について

 　⑵ 　くすのき広域連合の検証と見直しについて

 2  　緑化施策について

 　⑴ 　緑化保全と推進について

 　⑵ 　市民農園事業は、緑化施策に結びつくことや市が責任を持って実施す

べきことなどについて

風　　　古　波 1  　工業系まちづくりの推進としての仮称住工調和条例の制定について

 2  　交通不便地域の解消について

 　⑴ 　民間バス事業者との交渉経過について

 　⑵ 　ふれあい巡回バスとシャトルバスの存続について

土　山　重　樹 1  　未成年者に対する受動喫煙防止対策について

中　道　　　茂 1  　文化芸術振興について

 　⑴ 　門真市文化芸術振興基本方針の平成22年度以降の実施状況と見通しに

ついて

 　⑵ 　財団法人門真市文化振興事業団が解散した後に実施したことと今後の

見通しなどについて

 　⑶ 　公民参加の自発的市民会議を公民協働による文化芸術振興実施機関と

して位置づけ、展開していくことについて

 　⑷ 　文化芸術振興施策を効果的に推進していくことについて

吉　松　正　憲 1  　公契約条例の制定について

 2  　一段と深刻さを増す雇用・景気対策について

 3  　図書館及び学校図書館の抜本的拡充について

五　味　聖　二 1  　市内公共施設の老朽化施設建てかえについて

 　⑴ 　市役所や新橋町の門真プラザなどの建てかえの考えについて
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発　言　者 質　問　事　項

 2  　四宮小学校の体育館について

 3  　国が定める武道の推進について

 4  　治水対策について

 　⑴ 　川や水路を美しくし、いやしや憩いの場とすることについて

今　田　哲　哉 1  　産業振興ビジョンについて

 　⑴ 　企業誘致と製造業の転出の抑制について

 2  　市内道路の整備について

 　⑴ 　幹線道路や生活道路の整備について

福　田　英　彦 1  　低未利用地の活用と土地開発公社の解散について

 　⑴ 　低未利用地の現状と活用状況について

 　⑵ 　今後の活用等の計画について

 　⑶ 　土地開発公社の現状について

 　⑷ 　土地開発公社健全化の経過について

 　⑸ 　三セク債を活用した土地開発公社の解散について

 2  　包括委託の問題点について

 　⑴ 　導入の経過と現状について

 　⑵ 　導入に当たっての市の方針について

 　⑶ 　チェックなど今後の体制について

 3  　国民健康保険制度の広域化の問題点について

 　⑴ 　大阪府の動向と市の対応について

 　⑵ 　広域化の被保険者にとってのメリットについて

 　⑶ 　収納率によるペナルティーについて

亀　井　　　淳 1  　国の補正予算を使って市民の暮らし、福祉、教育を充実させることにつ

いて

 　⑴ 　大阪府は、円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策について、政

府にどのような働きかけをしているのかなどについて

 　⑵ 　きめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金、地方交付税の増額

分及び「雇用・人材　貧困・困窮支援対策事業費」や子育て安心こども

基金など18の事業費を門真市としては今後どのように活用しようとして

いるのかなどについて

 　⑶ 　子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金を活用し、実施することにつ

いて

高　橋　嘉　子 1  　予防ワクチン接種の公費助成について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの公費

助成について

 　⑵ 　インフルエンザ予防接種の公費助成の拡充について

春　田　清　子 1  　高齢者を支えるネットワークの構築について

 　⑴ 　高齢者安否確認に関する条例の制定について

 　⑵ 　地域包括支援センターの体制強化について

 　⑶ 　地域における生活支援サービスの充実について

平　岡　久美子 1  　防災について

 　⑴ 　ハザードマップの見直しについて

 　⑵ 　自主防災組織について

 2  　児童・生徒の読書環境整備と学力向上について

 　⑴ 　学力向上の取り組み成果等を公開し、モデルにしていくべきことにつ

いて

 　⑵ 　朝の読書運動について

 　⑶ 　学校図書館の充実について

 　⑷ 　図書館司書の配置について

山　本　　　純 1  　電子行政の経費削減と市民サービスの向上について

 　⑴ 　クラウドコンピューティングの導入などについて

 　⑵ 　電子自治体推進による市民サービスの向上について

 2  　受動喫煙防止対策について

 　⑴ 　公共施設等の受動喫煙防止対策について

 　⑵ 　路上喫煙防止対策について

平　成　23　年

第 1回定例会（ 2月28日～ 3月24日）

鳥　谷　信　夫 1  　行財政改革と公民協働について

 　⑴ 　効率的・効果的な行政運営について

 　⑵ 　市役所組織の改善について

 　⑶ 　計画的な執行管理について

 　⑷ 　広報広聴活動の充実について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑸ 　自治活動の活性化について

 　⑹ 　市民公益活動の促進について

 　⑺ 　電子自治体の促進について

 2  　男女共同参画社会の推進について

 3  　子育て支援について

 　⑴ 　子育て支援環境の充実について

 　⑵ 　母子保健の充実について

 　⑶ 　援助が必要な家庭の支援について

 　⑷ 　食育について

 4  　教育について

 　⑴ 　学校の適正配置について

 　⑵ 　学校施設の充実について

 　⑶ 　教育力の向上について

 　⑷ 　学校図書館の充実について

 　⑸ 　不登校・いじめ対策について

 　⑹ 　市民スポーツの振興について

 　⑺ 　市立体育館の建設について

 5  　健康、福祉について

 　⑴ 　地域福祉の推進について

 　⑵ 　高齢者の生活支援について

 　⑶ 　介護支援ボランティア制度について

 　⑷ 　障がい者（児）の支援策について

 　⑸ 　生活保障と自立支援対策について

 　⑹ 　予防医学の推進について

 6  　安全・安心のまちづくりについて

 　⑴ 　防犯対策について

 　⑵ 　救急体制の充実について

 　⑶ 　市民の自主防災の強化について

 　⑷ 　快適に暮らせるまちづくりについて

 　⑸ 　まちの顔づくりについて

 　⑹ 　交通不便地域の解消とコミュニティーバスの導入について

 　⑺ 　自転車の利用環境の向上について

 　⑻ 　門真団地の建てかえについて
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発　言　者 質　問　事　項

 7  　環境保全と産業振興について

 　⑴ 　就労支援の広域化について

 　⑵ 　仮称門真市環境基本条例の制定について

中　道　　　茂 1  　「みんなの協働でつくる地域力のあるまち」について

 　⑴ 　自治活動の活性化について

 　⑵ 　市民公益活動の促進について

 　⑶ 　市役所組織の改善について

 2  　「将来を担う子どもが育つ教育力のあるまち」について

 　⑴ 　健康な体づくり、食育について

 　⑵ 　児童・生徒の健全な育成と学校施設の充実について

 　⑶ 　統合新中学校について

 3  　「安全・安心で快適に暮らせる明るいまち」について

 　⑴ 　市民の自主防災の強化について

 　⑵ 　防犯対策について

 　⑶ 　災害に対する備えについて

 　⑷ 　地図混乱の解消について

 　⑸ 　快適な住環境整備について

 4  　「いきいきと人が輝く文化薫るまち」について

 　⑴ 　文化芸術振興について

 5  　「健やかな笑顔あふれる支え合いのまち」について

 　⑴ 　地域福祉の推進について

 　⑵ 　高齢者・障がい者福祉について

 　⑶ 　生活保護の総合的対応について

吉　松　正　憲 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　地域主権改革について

 　⑵ 　橋下府政について

 　⑶ 　市民の暮らしへの認識と市政の優先課題について

 　⑷ 　行財政改革について

 　⑸ 　自治基本条例について

 　⑹ 　公民協働について

 2  　市民の暮らしを守る施策について

 　⑴ 　国民健康保険制度について

 　⑵ 　高齢者施策について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　障がい者（児）施策について

 3  　雇用、中小企業振興、地域経済対策について

 4  　まちづくりについて

 　⑴ 　幸福町・中町まちづくりについて

 　⑵ 　第 2京阪道路の環境・安全対策について

 　⑶ 　北島地区市街化調整区域のまちづくりについて

 　⑷ 　公共下水道の整備について

 　⑸ 　自転車に係る総合計画について

 5  　子育て、教育について

 　⑴ 　子どもの貧困問題について

 　⑵ 　門真市学校適正配置事業実施方針の抜本的見直しについて

 　⑶ 　確かな学力の育成と少人数学級の実施について

 　⑷ 　学校図書館の充実について

 　⑸ 　特別支援教育について

五　味　聖　二 1  　門真市の未来について

 　⑴ 　市長を初め、教育長、企画、福祉、都市建設の各部局の考えと、門真

市のビジョンについて

 2  　「将来を担う子どもが育つ教育力のあるまち」について

 　⑴ 　子育て応援ポータルサイトの仕組みと内容などについて

 　⑵ 　スーパーバイザーについて

 　⑶ 　親とのつながり、親子のつながりについて

 3  　青少年の健全育成について

 　⑴ 　中学校のクラブ活動の活性化と種目の拡大及び帰宅部をなくす取り組

みについて

 　⑵ 　青少年活動センターについて

 4  　防犯対策について

 　⑴ 　犯罪多発場所周辺への心理的な防犯対策について

 　⑵ 　本市が防犯強化地域であることへの認識を広く市外に向けて発信する

ことについて

 5  　消費生活対策について

 6  　まちの顔づくりについて

 　⑴ 　北島地域を中心とした中部まちづくり整備ゾーンについて

 7  　老朽化した市内公共施設の今後の整備計画について
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発　言　者 質　問　事　項

 8  　市民スポーツの振興について

 　⑴ 　総合型地域スポーツクラブなどのスポーツ団体の活動への具体の支援

内容について

 　⑵ 　スポーツのできる場所や施設の減少による弊害について

 　⑶ 　市立運動広場などの既存施設の確保と市立体育館の新設について

 9  　生涯を通じた健康づくりについて

 　⑴ 　高齢者が体力づくりも兼ねて遊べる場の提供について

 10　既存産業を生かした産業活性化環境の形成について

 11　労働環境の向上について

 　⑴ 　本市でのインターンシップへの取り組みなどについて

日　高　哲　生 1  　第 5次総合計画のPDCAサイクルについて

 2  　時空を超えた真理について

 　⑴ 　公民協働について

 3  　教育の向上について

 4  　まちづくりについて

 　⑴ 　門真の顔にふさわしい古川橋駅周辺のまちづくりについて

 5  　「環境と調和し、産業が栄える活力のあるまち」について

今　田　哲　哉 1  　人事評価制度について

 　⑴　全職員への実施の考えと今後のスケジュールについて

 　⑵ 　活用の考え方について

第 2回定例会（ 6月13日～ 6月24日）

木　津　英　之 1  　財政健全化について

 　⑴ 　今後の方針について

内　海　武　寿 1  　防災について

 　⑴ 　被災者支援システム導入について

 　⑵ 　防災士の推進、配置について

 　⑶ 　公共施設の防災機能向上について

 　⑷ 　火災警報器の周知について

 2  　視覚障がい者施策の拡充について

 　⑴ 　音声コードの取り組みについて

田　伏　幹　夫 1  　公共施設について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　市民の声について

 　⑵ 　利用者サービスについて

 2  　門真市地域防災について

 　⑴ 　市民の安心・安全な避難場所について

岡　本　宗　城 1  　環境施策について

 　⑴ 　公共施設への太陽光発電システムのさらなる導入について

 　⑵ 　LED電球の導入について

 　⑶ 　クールアース・デーについて

 2  　交通不便地域の解消について

 　⑴ 　コミュニティーバス運行に向けての進捗状況等について

高　橋　嘉　子 1  　国民健康保険証のカード化について

 2  　子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンについて

 　⑴ 　公費助成後の接種状況について

 　⑵ 　事業の継続と新しい情報の周知について

 3  　認定こども園について

井　上　まり子 1  　防災に強いまちづくりについて

 　⑴ 　市民とのネットワークの強化について

 　⑵ 　医師不足、看護師不足、保健所不足の解消と医療の充実について

 　⑶ 　高齢者の援助体制、安否確認の充実について

 　⑷ 　中小企業の支援強化について

 　⑸ 　災害に強い職員体制について

 2  　子育て支援について

 　⑴ 　子ども医療費助成の拡充について

武　田　朋　久 1  　発達障がい者への支援について

 　⑴ 　乳幼児期におけるスクリーニングについて

 　⑵ 　総合的な支援体制の確立について

 2  　仮称門真市自治基本条例について

 　⑴ 　最高規範性について

 　⑵ 　議会と自治基本条例の関係について

春　田　清　子 1  　支え合う社会の構築について

 　⑴ 　地上デジタル放送移行に伴う支援について

 　⑵ 　災害時要援護者対策について

 　⑶ 　ボランティア・ポイント制度の導入について
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発　言　者 質　問　事　項

 2  　ウエブ図書館について

 　⑴ 　ウエブ図書館の導入について

中　道　　　茂 1  　防災力のあるまちづくりについて

 　⑴ 　防災協力農地について

 　⑵ 　集中豪雨、洪水対策について

 　⑶ 　防災トイレ、循環型バイオトイレについて

福　田　英　彦 1  　幸福町・中町のまちづくりについて

 　⑴ 　現状について

 　⑵ 　今後の事業化に向けた検討状況について

 　⑶ 　市保有地の活用の考え方について

 　⑷ 　住民合意のまちづくりについて

 2  　仮称門真市自治基本条例について

 　⑴ 　条例制定に向けた進捗状況、市民検討委員会、庁内検討について

 　⑵ 　市民検討委員会と市との関係について

 　⑶ 　条例制定に向けての考え方について

亀　井　　　淳 1  　東日本大震災規模を想定し、門真市地域防災計画を抜本的に見直すこと

について

 　⑴ 　門真市地域防災計画の見直しについて

 　⑵ 　市役所を初めとした今後の公共施設の耐震化計画について

 　⑶ 　今後の市保有地のあり方と避難場所や仮設住宅建設スペースの確保に

ついて

 　⑷ 　水害時に地域のマンションや企業の施設を緊急避難場所として検討す

ること、また建てかえられる府営門真団地の有効活用について

 　⑸ 　関電やNTTの老朽化した電柱の取りかえを市から申し入れることにつ

いて

 　⑹ 　下水道100％耐震化までの浄化センター（し尿処理場）の今後のあり方

について

 　⑺ 　水道の基幹管路、配水管路の管耐震化計画について

 　⑻ 　災害時の地域との連携強化について

 　⑼ 　液状化による家屋被害に対しての市独自補助金支給制度の創設について

 　⑽ 　液状化対策工事をする市内業者の育成や、住宅リフォーム助成制度を

創設し、耐震化を促進することについて

 2  　門真南駅東自転車駐車場の自転車駐車料金を引き下げることについて
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発　言　者 質　問　事　項

土　山　重　樹 1  　災害時の行政機能の維持について

 　⑴ 　市庁舎の耐震化、建てかえ、移転等について

 2  　公民協働の活性化について

 　⑴ 　地域通貨の普及について

豊　北　裕　子 1  　四宮小学校の廃校問題について

 　⑴ 　学校適正配置事業実施方針の見直しと 1中学校区 2小学校の考え方に

ついて

 2  　保育行政について

 　⑴ 　待機児童と保育所の増設について

 　⑵ 　保育施設の耐震化と建てかえについて

戸　田　久　和 1  　議会答弁無視、基本施策無視が続いていることについて

 2  　原発・放射能問題の従来の認識を根本的に改めるべきことについて

 3  　単独市としての門真市の存続を毅然と公言すべきことについて

 4  　市長の職員労組への認識について

第 3回定例会（ 9月14日～ 9月27日）

内　海　武　寿 1  　被災者支援システムについて

 2  　福祉避難所について

 3  　点字版「広報かどま」の拡充について

 4  　視覚障がい者に配慮した自転車の走行について

 5  　胃がん検診、がん検診受診率向上の教育について

戸　田　久　和 1  　脱関電の電力購入契約の具体化について

 2  　障がいを持つ子どもたちの人権保障について

 3  　民族差別脅迫を許さない人権行政について

 4  　市民部が予定している税金浪費有害事業について

岡　本　宗　城 1  　自治体クラウドについて

 　⑴ 　本市における現状の情報システムと自治体クラウドを導入した場合の

効率や利便性に対する評価について

 2  　PRE戦略について

中　道　　　茂 1  　景気減速感による不動産流通問題について

 　⑴ 　本市の住宅政策について

 　⑵ 　固定資産税、都市計画税の引き下げについて

 　⑶ 　用途地域の線引きの見直しについて



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑷ 　不動産登記事務取扱基準の見直しについて

井　上　まり子 1  　門真市地域防災計画の見直しについて

 　⑴ 　災害の想定の項目について

 　⑵ 　今後のスケジュールについて

 　⑶ 　住民参加で地域防災計画の見直しを進める取り組みについて

 　⑷ 　防災・減災啓発や実際の避難誘導などの課題及び復興基本条例の制定

について

 　⑸ 　ハザードマップの見直しについて

 2  　児童・生徒の確かな学力の育成について

 　⑴ 　学校図書館の充実について

 　⑵ 　専任司書の配置について

高　橋　嘉　子 1  　通学路の安全整備について

 2  　ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンの公費助成

について

 　⑴ 　ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチンの現在

までの接種状況と公費助成の継続について

 　⑵ 　高齢者肺炎球菌ワクチンの公費助成の実施について

大　倉　基　文 1  　学力テストの結果への対応について

武　田　朋　久 1  　幼保一体化について

 　⑴ 　子ども・子育て新システムを考える前提として、本市におけるワーク・

ライフ・バランスに係る現在の認識と取り組み、今後の展望等について

 2  　スマートシティーについて

 　⑴ 　本市におけるスマートシティーに関連する国の補助金等の検討やその

導入等について

 3  　労働条件審査について

 　⑴ 　社会保険労務士が提案している労働条件審査の活用について

福　田　英　彦 1  　門真市財政健全化計画・中期財政見通しについて

 　⑴ 　策定経過、概要等について

 　⑵ 　今後の主な建設事業の見込み、公共公益施設構想について

 　⑶ 　主な未利用地の売却見込みについて

 2  　門真市営新橋住宅について

 　⑴ 　門真市営新橋住宅再整備・基本計画について

 　⑵ 　居住者への説明、意見聴取等について



─ 222 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　今後の再整備に向けた考えについて

春　田　清　子 1  　高齢者福祉について

 　⑴ 　認知症予防のための聴覚検診について

 　⑵ 　お元気ポイント制度の導入について

 2  　北島地域のまちづくりについて

 　⑴ 　まちづくりの進捗状況について

 　⑵ 　硬式野球にも対応できる総合グラウンドの設置について

亀　井　　　淳 1  　市立小・中学校のプールの建てかえ計画について

 　⑴ 　56年を経過した門真小学校を初め、浄化装置の設置されていないプー

ルをいつまで放置するのかについて

 　⑵ 　小・中学校のプールは耐震診断をしているのかについて

 　⑶ 　新中学校に新設されるプールと既存のプールとの比較について

鳥　谷　信　夫 1  　門真市財政健全化計画・中期財政見通しについて

 　⑴ 　財政健全化計画の見直しの要因について

 　⑵ 　新たな門真市財政健全化計画について

 2  　空き家対策について

 　⑴ 　門真市における空き家の現況について

 　⑵ 　防災、防犯の観点からの空き家対策について

土　山　重　樹 1  　市民憲章の見直しについて

 2  　協働を進める上でのリーダーの育成について

豊　北　裕　子 1  　市立養護老人ホーム跡地活用について

 2  　東部地域に文化施設的な公共施設がないことに対する考え方等について

平　岡　久美子 1  　高齢者施策である緊急通報装置の拡充について

 2  　自殺防止のための心の健康について

木　津　英　之 1  　財政運営の透明性について

 2  　人事について

 　⑴ 　女性管理職の比率等について

 　⑵ 　人事異動について

吉　水　丈　晴 1  　門真市立養護老人ホーム廃止に伴う市有地無償貸与について

 2  　理事者の説明事案のあり方について
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発　言　者 質　問　事　項

第 4回定例会（12月 9 日～12月20日）

内　海　武　寿 1  　新公会計制度導入と財政の見える化について

 2  　学校施設の防災機能の拡充について

 3  　福祉避難所について

 4  　要援護者に対する今後の取り組みなどについて

田　伏　幹　夫 1  　道路行政について

 　⑴ 　歩行者の安全について

 2  　公有財産について

 　⑴ 　法定外公共物について

 　⑵ 　未利用地について

五　味　聖　二 1  　大阪都構想について

 　⑴ 　新聞報道から今日までに本市に対し大阪府並びに維新の会から何らか

の説明はあったのかなどについて

 　⑵ 　都構想に対し今後どの課で対応していくのかについて

 　⑶ 　都になった場合の本市のメリット、デメリットについて

 　⑷ 　都構想に対する園部市長の見解について

 2  　門真市のまちおこしについて

 　⑴ 　どのようなゆるキャラを実際につくろうと考えているのかについて

 　⑵ 　門真市全体が一つのキャラクターで一体になれるような取り組みにつ

いて

 　⑶ 　原動機付自転車デザインナンバープレートについて

 3  　北小学校の跡地利用について

 　⑴ 　活用はどのように考えているのかについて

 　⑵ 　水道局の土地を使うなどで地域一帯を再開発することなどについて

 4  　新体育館の規模及び施設内容について

今　田　哲　哉 1  　産業振興の 1年間の実績と今後の展望について

 2  　道路の一方通行化の 1年間の取り組み、調査研究の状況及び今後の展望

について

 3  　水路をどのように道路と整合性を持って今後やっていくのかについて

吉　水　丈　晴 1  　門真市北島地区まちづくり事業化検討パートナーが決定されたことにつ

いて

 　⑴ 　商業等関係者や一般市民への影響などについて
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発　言　者 質　問　事　項

井　上　まり子 1  　熱中症対策について

 　⑴ 　低所得者等のエアコン購入に伴う社会福祉協議会の生活福祉資金の活

用について

 　⑵ 　熱中症予防のための避難場所、注意喚起や助言について

 2  　無料低額診療事業について

 　⑴ 　市として無料低額診療事業の拡充を国・府に働きかけることについて

 　⑵ 　市ホームページ等への掲載や市内医療機関等への周知について

 3  　通学路の安全対策について

 　⑴ 　国道163号速見小学校南の信号から速見小学校までの通学路の安全対策

について

 4  　太陽光発電システム設置助成制度の創設について

 　⑴ 　自然エネルギーへの転換に対する認識について

 　⑵ 　太陽光発電システム設置の助成制度の創設に対する市の考え方及び助

成制度の創設に向け国制度の活用を検討することなどについて

岡　本　宗　城 1  　安心・安全のまちづくりについて

 　⑴ 　松生町交差点の地下道について

 　⑵ 　自転車の安全と利用促進について

戸　田　久　和 1  　脱関電の取り組みについて

 　⑴ 　PPS電力購入の進捗状況などについて

 2  　新橋住宅住民の移転反対運動と市の対応について

 　⑴ 　門真市営新橋住宅 1期と門真プラザの分譲住宅や店舗の耐震対策及び

建てかえに関しての市の計画などについて

 3  　差別暴力集団在特会らの問題について

 　⑴ 　門真市が 9月議会答弁で、全国の行政としては初めて、在特会らの差

別怒号行為を厳しく批判する見解を表明したことに対するほかからの問

い合わせなどについて

 4  　税金浪費事業の典型たるコンビニ住民票事業について

 　⑴ 　税金浪費事業であることを 9月議会で私から完膚なきまでに暴露され

たことを反省して、市は取りやめることにしたのかなどについて

中　道　　　茂 1  　少子化社会問題について

 　⑴ 　少子化対策に対する市の取り組みについて

 　⑵ 　スポーツの置かれている現状について

 　⑶ 　幼児教育について
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発　言　者 質　問　事　項

土　山　重　樹 1  　視野を広げ、向上心が生まれるような観点を持つ行政の必要性及び視野

の広い職員の育成について

福　田　英　彦 1  　大阪府教育基本条例案について

 　⑴ 　政治の教育への介入について

 　⑵ 　学力テストの結果の市町村別、学校別公開で過度な競争に追いやるこ

とについて

 　⑶ 　地方教育行政組織法違反について

 　⑷ 　学区制度の撤廃と定員割れを口実とした府立高校の統廃合について

 　⑸ 　体罰の事実上の容認について

 　⑹ 　条例案の撤回を府に求めることについて

 2  　京阪電鉄への可動式ホームさくの設置について

 　⑴ 　現状の認識について

 　⑵ 　京阪電鉄への設置の働きかけについて

武　田　朋　久 1  　本市における生活保護行政について

 2  　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律と本市行政との関連について

 3  　発達障がい者が抱える問題に対する支援体制について

亀　井　　　淳 1  　自転車対策について

 　⑴ 　サイクルロードについて

 　⑵ 　第 2京阪道路の側道に設けられている自転車専用通行帯を歩道と分離

することを国に申し入れることについて

 　⑶ 　京阪古川橋駅前から国道163号までの区間を自転車道として整備するこ

とについて

 　⑷ 　京阪大和田駅近くの第 3水路を自転車道にすることについて

 　⑸ 　門真団地バス停周辺の放置自転車対策について

 2  　防災機能を持った公園について

 　⑴ 　防災機能を持った公園に対する市の考え方について

 　⑵ 　防災機能を持った公園の現状について

 　⑶ 　今後の防災機能を持った公園計画について

大　倉　基　文 1  　すべての人に優しいまちづくりについて

 　⑴ 　今後の開発について

 　⑵ 　高齢者人口の今後の推移について

 　⑶ 　障がい者の内訳及び電話や窓口に寄せられる障がい者からのまちづく
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発　言　者 質　問　事　項

りに関する要望について

 　⑷ 　これらを踏まえた今後のまちづくりについて

豊　北　裕　子 1  　市立幼稚園廃園方針について

 　⑴ 　門真市幼児教育基本計画素案の中で発表された北巣本幼稚園と浜町幼

稚園の廃園の理由について

 　⑵ 　同計画素案のパブリックコメントに寄せられた意見に対する対応につ

いて

平　成　24　年

第 1回定例会（ 2月28日～ 3月23日）

春　田　清　子 1  　行財政改革と公民協働について

 　⑴ 　効率的な行財政改革について

 　⑵ 　電子自治体の推進について

 　⑶ 　市民公益活動の促進について

 　⑷ 　仮称門真市自治基本条例について

 2  　教育について

 　⑴ 　教育力の向上について

 　⑵ 　四宮小学校を初めとする小・中学校の適正配置について

 　⑶ 　学校施設の防災機能強化について

 　⑷ 　教育環境の充実について

 　⑸ 　発達障がい児の支援について

 3  　子育て支援について

 　⑴ 　乳幼児医療助成について

 　⑵ 　病児・病後児保育について

 　⑶ 　ひとり親家庭の支援について

 　⑷ 　子育て支援環境の充実について

 　⑸ 　子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの

公費助成拡充について

 4  　安全・安心のまちづくりについて

 　⑴ 　魅力あるまちづくりについて
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　防災・減災対策について

 　⑶ 　放置自転車対策とサイクルラックの設置拡充について

 　⑷ 　防犯対策について

 　⑸ 　消費生活対策について

 　⑹ 　コミュニティーバスとふれあい巡回バスについて

 5  　人が輝き・文化薫るまちについて

 　⑴ 　男女共同参画社会の推進について

 　⑵ 　生涯学習環境の充実について

 　⑶ 　市民スポーツの振興について

 　⑷ 　地域文化の保存と継承について

 6  　健康福祉と支え合う社会の実現について

 　⑴ 　介護保険料の負担軽減について

 　⑵ 　地域包括支援センターの機能強化について

 　⑶ 　障がい者（児）福祉と自立支援について

 　⑷ 　自殺防止・心の病対策について

 　⑸ 　高齢者用肺炎球菌ワクチンの公費助成について

 7  　環境保全と産業振興について

 　⑴ 　門真市環境基本条例について

 　⑵ 　低炭素社会の実現について

 　⑶ 　産業振興の推進と雇用促進について

井　上　まり子 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　社会保障と税の一体改革及びTPP（環太平洋経済連携協定）について

 　⑵ 　市民の暮らしを守る基本姿勢について

 　⑶ 　市民に寄り添う市政の実現について

 　⑷ 　財政健全化計画・中期財政見通しについて

 　⑸ 　自治基本条例について

 　⑹ 　大阪都構想について

 　⑺ 　教育基本条例案に対する対応について

 2  　市民の暮らしを守る施策について

 　⑴ 　国民健康保険制度の広域化について

 　⑵ 　市民の健康を守る施策について

 　⑶ 　高齢者・障がい者が安心して暮らせる施策について

 3  　市民の営業と暮らしを守り地域経済を発展させることについて
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　住宅リフォーム助成制度の創設について

 　⑵ 　仮称門真市中小商工業振興基本条例の制定について

 4  　まちづくりについて

 　⑴ 　安全最優先の災害に強いまちづくりについて

 　⑵ 　第二京阪道路の環境・安全対策について

 　⑶ 　北島市街化調整区域のまちづくりについて

 　⑷ 　中町地区、幸福町・垣内町地区のまちづくりについて

 　⑸ 　府営門真団地の建てかえについて

 5  　だれもが安心できる子育てと教育の充実について

 　⑴ 　児童・生徒の確かな学力の育成と少人数学級について

 　⑵ 　特別支援教育の充実と支援学校拡充の取り組みについて

 　⑶ 　幼児教育について

 　⑷ 　学校適正配置について

 　⑸ 　保育行政について

今　田　哲　哉 1  　「みんなの協働でつくる地域力のあるまち」について

 　⑴ 　広報・広聴活動の充実について

 　⑵ 　市民公益活動の促進について

 　⑶ 　効率的、効果的な行政運営について

 2  　「将来を担う子どもが育つ教育力のあるまち」について

 　⑴ 　子育て支援環境の充実について

 　⑵ 　援助が必要な家庭の支援について

 　⑶ 　みんなで支える子育て環境づくりについて

 　⑷ 　子どもの教育環境の充実について

 　⑸ 　青少年の健全育成について

 　⑹ 　児童・生徒の確かな学力の育成について

 　⑺ 　学校施設の充実について

 3  　「安全・安心で快適に暮らせる明るいまち」について

 　⑴ 　防犯対策について

 　⑵ 　交通安全対策について

 　⑶ 　まちの顔づくりについて

 　⑷ 　道路・交通網の充実について

 4  　「いきいきと人が輝く文化薫るまち」について

 　⑴ 　基本的人権の尊重について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　生涯学習環境の充実について

 　⑶ 　市民スポーツの振興について

 5  　「健やかな笑顔あふれる支え合いのまち」について

 　⑴ 　社会保障制度の適正な運営について

 　⑵ 　生活保障と自立支援対策について

 　⑶ 　生涯を通じた健康づくりについて

 6  　「環境と調和し、産業が栄える活力のあるまち」について

 　⑴ 　環境保全対策及び公園・緑化ネットワーク充実について

 　⑵ 　既存産業を生かした産業活性化環境の形成について

 　⑶ 　労働環境の向上について

佐　藤　親　太 1  　合併について

 2  　くすのき広域連合について

 3  　生活保護について

 4  　失業問題について

 5  　保育園の待機児童について

 6  　まちづくりについて

 7  　地域通貨の普及について

 8  　支援学校について

田　伏　幹　夫 1  　「みんなの協働でつくる地域力のあるまち」について

 　⑴ 　市民公益活動の促進について

 　⑵ 　効率的、効果的な行政運営についての職員メンタルヘルス研修の取り

組みについて

 　⑶ 　電子自治体について

 2  　「将来を担う子どもが育つ教育力のあるまち」について

 　⑴ 　児童・生徒の確かな学力の育成について

 　⑵ 　学校施設の充実について

 3  　「安全・安心で快適に暮らせる明るいまち」について

 　⑴ 　防犯対策について

 　⑵ 　交通安全対策について

 　⑶ 　快適に暮らせる生活基盤の整備についての上下水道管の耐震強化につ

いて

 　⑷ 　水路整備ゾーンの歩道整備計画について

 　⑸ 　公共・交通サービスの充実についての大阪モノレール南伸について
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発　言　者 質　問　事　項

 4  　「いきいきと人が輝く文化薫るまち」について

 　⑴ 　男女共同参画社会の推進について

 　⑵ 　めざせ世界へはばたけ事業についての英語力向上について

 5  　「健やかな笑顔あふれる支え合いのまち」について

 　⑴ 　高齢者福祉の充実についての高齢者虐待等の取り組み等について

 　⑵ 　生活保障と自立支援対策について

 6  　「環境と調和し、産業が栄える活力のあるまち」について

 　⑴ 　環境保全対策についての公用車のCO 2 削減について

 　⑵ 　公園・緑地ネットワークの充実について

戸　田　久　和 1  　施政方針で強く疑問に思う点について

 　⑴ 　門真市消滅の大阪都構想への批判が弱いことについて

 　⑵ 　昨年市が明示したはずの脱原発のまちづくりがどこにもないことにつ

いて

 　⑶ 　需要捏造、税金浪費、市収入減少のコンビニ住民票事業の愚かさにつ

いて

 2  　市民に切実な案件が議会で審議されない今の仕組みの改善について

 　⑴ 　学校等重要施設の統廃合や市営住宅制度の存廃等は、行政の方針決定

段階で議会に十分な審議をさせて決めるべきことについて

 　⑵ 　自治基本条例新時代にふさわしい行政と議会のあり方について

 3  　先進施策がいつの間にか後退、消滅されることの防止について

 　⑴ 　市ホームページのQ＆Aが勝手になくされていた件の調査結果と再発

防止策及び行政事例集への掲載などについて

 4  　真に有効な暴力団対策について

 　⑴ 　全国都道府県で制定された暴力団排除条例については、市民を不当に矢

面に立たせるもの、法のもとの平等を侵す、警察の天下り利権拡大等々

の批判が根強くあるといった違憲・違法の批判に対する市の認識などに

ついて

第 2回定例会（ 6月 8日～ 6月20日）

井　上　まり子 1  　地域包括支援センターの充実について

 　⑴ 　磁気プレートを配布して周知徹底を図ることについて

 　⑵ 　日常生活圏域での支援の現状と今後の見直しについて
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発　言　者 質　問　事　項

 2  　認知症対策の拡充について

 　⑴ 　今後の認知症対策の取り組みについて

 　⑵ 　認知症サポーターの取り組みの現状、及び小・中学校を対象に学校ま

た校区の親子で参加、高校生の参加も視野に入れた認知症サポーター養

成講座の取り組みについて

 　⑶ 　グループホームの拡充について

 3  　街かどデイハウス事業の拡充について

 　⑴ 　増設への市の計画について

 　⑵ 　街かどデイハウス事業を進めている皆さんの意向をよく酌み取ったも

のにすることを市は大阪府に求め、市としても事業運営が安定できるよ

うにすることについて

 4  　高齢者等緊急通報装置貸与事業の拡充について

 　⑴ 　拡充への市の考えと今後の設置計画について

 　⑵ 　申し込みに必要な協力員が見つからない場合の打開策と周知方法の拡

充について

 5  　児童・生徒の確かな学力の育成について

 　⑴ 　はすはな中学校をモデル校と位置づけた今後の学校図書館の整備計画

及び2012年度の学校図書購入予定と充足率について

 　⑵ 　学校司書の配置の考えと交付金の活用について

高　橋　嘉　子 1  　通学路の安全の確保について

 　⑴ 　京都府亀岡市での軽自動車による児童と保護者の死傷事故をどのよう

に受けとめているのかについて

 　⑵ 　通学路の安全対策と安全確保の見直しについて

 2  　ワクチンの公費助成について

 　⑴ 　ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がんワクチンの接種率と公費助成の恒

久化について

 　⑵ 　高齢者用の肺炎球菌ワクチンの公費助成について

岡　本　宗　城 1  　教育格差について

 　⑴ 　学校外教育費への施策について

 　⑵ 　東京都の事例を参考に、本市の児童・生徒の教育格差の解消や学力向

上への支援策について

 2  　太陽光発電システムについて

 　⑴ 　太陽光発電システムが設置された本市のモデル校としての門真はすは
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発　言　者 質　問　事　項

な中学校の環境教育の取り組み及び同システムの全小・中学校への設置

について

 　⑵ 　住宅用太陽光発電システム設置補助金について

内　海　武　寿 1  　市民後見制度導入について

 　⑴ 　市民後見人への取り組みについて

 　⑵ 　市民後見人を育成する養成講座など広域で行うことについて

 2  　魅力あるまちづくりについて

 　⑴ 　中部まちづくり整備ゾーン西地区、東地区の進捗状況と基本的な考え

方、さまざまな効果、及び第二京阪道路を考慮に入れたコミュニティー

バス活用等の取り組みについて

 　⑵ 　中部まちづくり整備ゾーン北地区の市街化調整区域の開発許可や建築

許可への見解と府が進めるみどりの風促進区域との整合性について

 　⑶ 　北島地区水路整備調整会議の検討内容等について

福　田　英　彦 1  　老朽家屋、廃屋等の適正管理について

 　⑴ 　空き家、老朽家屋、廃屋等の現状について

 　⑵ 　苦情や相談に対する対応状況について

 　⑶ 　危険廃屋等除却補助の概要等について

 　⑷ 　課題解決のための条例制定の必要性について

 2  　石原東・大倉西地区のまちづくりについて

 　⑴ 　現状、進捗状況等について

 　⑵ 　従前居住者の移転状況について

 　⑶ 　まちづくりの考え方について

 　⑷ 　住民への説明について

 　⑸ 　コミュニティー住宅整備の考えについて

春　田　清　子 1  　介護保険制度について

 　⑴ 　地域包括ケアシステムについて

 　⑵ 　地域包括支援センターの機能強化と愛称について

 2  　学校教育について

 　⑴ 　教育環境の整備と向上を目指す学校適正配置事業について

 　⑵ 　学校給食の向上について

戸　田　久　和 1  　門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について

 　⑴ 　なぜこんな恥ずかしいことが起こったのか、経緯の詳細などについて

 2  　一部自治会の不正常状態とその改善について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　一部自治会で総会の定足数規定がない欠陥規約を改めずに法人化を進

め、市もそれを放置したことを、市として正式にミスであったと認める

ことなどについて

 3  　生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について

 　⑴ 　保護課が 4月から使った不正受給者との誤解やうわさを広げる差別と

人権侵害誘発の封筒を発案し使用するに至った経緯と、庁内でだれも問

題にしなかったことなどについて

 4  　暴力団介入疑惑の真相解明について

 　⑴ 　「アクセスジャーナル」というネットジャーナルで、門真市公共工事を

めぐる癒着疑惑の特集が連載されている記事をどう受けとめるかなどに

ついて

 5  　IT施策における浪費と無責任体質について

 　⑴ 　企業の言いなり、仕様設定を自分で考えない、費用対効果のまじめな

検討をしない等々を点検し防止するためには、どのような措置や仕組み

が必要かなどについて

亀　井　　　淳 1  　府営門真団地建てかえ計画の変更と今後のまちづくりについて

 　⑴ 　大阪府営住宅ストック総合活用計画に伴い、府営門真団地が全面建て

かえから建てかえと耐震改修などを複合的に組み合わせることになった

ことについて

 　⑵ 　門真市として同計画変更と今後の市内南東部地域のまちづくりとの関

係をどのように考えているかについて

大　倉　基　文 1  　子どもの教育について

 　⑴ 　知育について

 　⑵ 　体育について

 　⑶ 　米飯給食について

 　⑷ 　徳育について

武　田　朋　久 1  　児童発達支援センターについて

 2  　就学前児童への対応について

 3  　「蓮」の加盟店一覧のうち、まいど子でもカードも使える店舗がわかるよ

うな仕掛けについて

豊　北　裕　子 1  　第二京阪道路の問題について

 　⑴ 　大気汚染や騒音調査の結果と住民への健康に対しての影響について

 　⑵ 　下島頭北の交差点について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　反射光問題について

 2  　保育施策について

 　⑴ 　保育所の増設と耐震化について

 　⑵ 　子育て支援センターと子育て支援の拠点としての公立保育園の位置づ

けについて

 　⑶ 　子ども・子育て新システムについて

木　津　英　之 1  　人材育成について

 　⑴ 　顧客満足度（CS）、社員満足度（ES）の向上の取り組みについて

 　⑵ 　職員の市内居住率と居住率アップに向けた市の促進について

 　⑶ 　パワーハラスメントの防止について

平　岡　久美子 1  　防災・減災について

 　⑴ 　災害に強いまちづくりについて

 　⑵ 　地域防災計画見直しの進捗状況について

 　⑶ 　本市における事業継続計画について

 2  　孤立死の防止対策について

中　道　　　茂 1  　門真市民プラザについて

 　⑴ 　これまでの経過と成果、利用状況などについて

 　⑵ 　指定管理者について

 　⑶ 　今後の複合施設としての役割と展望について

 2  　今後の国際交流について

 　⑴ 　グローバル社会について

 　⑵ 　姉妹都市について

 　⑶ 　交換留学制度について

 　⑷ 　国際課の設置について

土　山　重　樹 1  　まちづくりのハード面の整備について

 　⑴ 　慎重かつ大胆にまちづくりに取り組むことについて

第 3回定例会（ 9月13日～ 9月26日）

日　高　哲　生 1  　現在の本市の財政状況及び今後の財政の見通しについて

 2  　今後の行財政運営の考え方、方向性について

高　橋　嘉　子 1  　集中豪雨による浸水対策について

 　⑴ 　近日来の集中豪雨の被害状況について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　被災者への減免、貸し付け、見舞金といった門真市の対応、さらにそ

れらの周知について

 　⑶ 　門真市の今後の浸水対策について

亀　井　　　淳 1  　 8 月14日に発生したゲリラ豪雨による被害の現状と対応及び今後の対策

について

 　⑴ 　被害の概要と対応について

 　⑵ 　市として学ぶべき教訓と課題について

 　⑶ 　今後の浸水対策に関しての提案について

 　⑷ 　市長は、ゲリラ豪雨の発生した 8 月14日はどこで何をしていたのか、

同日いつごろ知ったのか、浸水被害に対してどのようなリーダーシップ

を発揮したのかなどについて

福　田　英　彦 1  　新たな人事評価制度の導入について

 　⑴ 　職員の意欲をなくし、市民サービス低下につながる相対評価・処遇反

映の問題点の認識について

 　⑵ 　相対評価のメリットについて

 　⑶ 　民間でも見直し、導入自治体でも失敗しているこの制度導入を取りや

めることについて

内　海　武　寿 1  　視覚障がい者施策について

 　⑴ 　同行援護事業について

 　⑵ 　視覚障がい者誘導用ブロック適正敷設などについて

 　⑶ 　音響装置つき信号機の適正設置などについて

 　⑷ 　災害時における要援護者に対するマニュアルづくりなどについて

 　⑸ 　福祉避難所について

 2  　学校教育環境の向上について

 　⑴ 　ICT教育（情報通信教育）の導入について

 　⑵ 　学校施設の充実としての校舎、校庭と屋内運動場である体育館の整備

について

武　田　朋　久 1  　公民協働の視点も含めた市民への行政サービス向上へ資する包括的な取

り組みについて

 　⑴ 　職員が市民と接する中で、モチベーションをどのように維持できるの

か、またメンタルなリスクをどのように整理しているのかという労働環

境などについて

 　⑵ 　防災・減災の視点からの市民サービス向上へ向けた取り組みについて
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑶ 　本市における現在のアンケート調査の妥当性について

 　⑷ 　公民協働の観点からの民生委員制度について

 　⑸ 　 9 月 3 日に凍結された大阪国際学園との包括連携協定の今後の展望に

ついて

 2  　門真市行政における教育と福祉の連携のあり方について

 　⑴ 　就学援助と放課後児童クラブの連動について

 　⑵ 　インクルーシブ教育システムと児童発達支援センターの有機的連関を

模索することについて

春　田　清　子 1  　ワンストップ総合窓口事業について

 　⑴ 　現在の市民課の届け出時の流れについて

 　⑵ 　本市での導入について

 2  　太陽光発電システムのさらなる推進について

 　⑴ 　官民一体での太陽光発電システムの導入について

 　⑵ 　市内公共施設に売電目的で新たに太陽光発電システムを設置すること

について

 3  　がん対策について

 　⑴　 直近のがん検診の受診率とがん検診によるがんの発見状況について

 　⑵ 　がん検診の無料クーポン等配布による受診率アップへの効果と受診者

数の推移について

 　⑶ 　がん検診申込書の全世帯郵送の実施と受診率50％を目指すための具体

的な取り組みについて

井　上　まり子 1  　児童発達支援センターについて

 　⑴ 　開設について 3年間の猶予期間を活用して時間をかけて十分検討する

こと、また立地や運営について障がい児の実情が一番わかる保護者、現

場の職員、関係機関等の意見をより多く聞くべきことについて

 　⑵ 　診療所の必要性について

 　⑶ 　発達障がい児の十分な受け入れ体制について

 2  　国民健康保険制度について

 　⑴ 　病院の窓口で支払う医療費一部負担金減免等制度について

戸　田　久　和 1  　一部の問題自治会の例とその改善について

 　⑴ 　自治会規約で定足数規定がないというのは重大な条項の欠損だが、ほ

かに重大な条項と考えられるのはどういうものかなどについて

 2  　議会無視の現業全部門民営化素案について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　ことし 1月に市職労に協議申し入れをした現業職場のあり方について

素案に関する内容などについて

 3  　情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について

 　⑴ 　門真市が、いまだに紙の文書以外を情報公開の対象としないのはなぜ

かなどについて

 4  　中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑について

 　⑴ 　この事件裁判に関して、市が 6月末段階で入手した資料の回答などに

ついて

平　岡　久美子 1  　防災について

 　⑴ 　災害時における民間企業との協定について

 　⑵ 　情報伝達について

 　⑶ 　防災教育について

 2  　門真市幼児教育基本計画について

 　⑴ 　市立幼稚園の統合について

 　⑵ 　認定こども園について

 3  　市制施行50周年記念事業について

中　道　　　茂 1  　高齢者向け住宅について

 　⑴ 　急速な人口高齢化に伴う介護施設の整備について

 　⑵ 　高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正により、高齢者専用賃貸

住宅のトラブル解消に向け、どのような改善がなされたのかなどについて

大　倉　基　文 1  　誰もが住みたい、住み続けたいと思えるまちづくりについて

 　⑴ 　具体の市の考えについて

五　味　聖　二 1  　魅力と活力あるまちづくりについて

 　⑴ 　第 5 次総合計画及び都市計画マスタープランの施策の進捗状況と

PDCAサイクルは図られているのかについて

 　⑵ 　市のイメージにもつながる公共施設の建設について

 　⑶ 　中部まちづくり整備ゾーンの今後と弁天池公園のあり方について

 　⑷ 　大阪府のモノレール南伸計画に伴い、門真市駅前の再開発と新橋住宅

の建てかえについて

 　⑸ 　人口をふやすための本市の取り組みについて

豊　北　裕　子 1  　門真市での教育について

 　⑴ 　学力向上対策委員会の目的と、今後どうしていこうとしているのかに

ついて
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　 9 月 7 日の文科省の教職員をふやす定数改善計画案の発表をどのよう

に受けとめているのかについて

 　⑶ 　本市独自での少人数学級の実施について

岡　本　宗　城 1  　府営門真住宅の建てかえと今後のまちづくりについて

 　⑴ 　スマートコミュニティ構築に向けたまちづくりについて

 　⑵ 　コミュニティ活性化と住民福祉に配慮した施設整備について

 　⑶ 　門真市都市計画マスタープランに示されている中部まちづくり整備ゾ

ーンの計画的整備について

 　⑷ 　国からの財政援助について

土　山　重　樹 1  　近隣市の施設の有効利用と公民協働を推進する広報等のあり方について

木　津　英　之 1  　人口減少に伴う税収減少の対策について

 　⑴ 　短期的な収入をふやす方策について

 　⑵ 　中長期的にどのように税収をふやしていくのかについて

第 4回定例会（12月11日～12月20日）

五　味　聖　二 1  　自殺者や孤独死をなくす社会を目指すための本市の取り組みについて

 　⑴ 　全国と門真市の自殺者数の推移について

 　⑵ 　10年、20年後を見据えた本市の対応と、今後の高齢者の推移について

 　⑶ 　身内等がおられない独居者に対する支援及び問題点への解決策とケア

について

 　⑷ 　NPOへの支援と協力体制及び民間との連携をどのように考えていくの

かについて

今　田　哲　哉 1  　職員研修について

 　⑴ 　PDCAサイクルの検証をどのようにに行い、改善しているのかなどに

ついて

 　⑵ 　学校の教職員にどのような研修を行い、どのように検証をしているの

かなどについて

 2 　本市の事業に対する成果と検証について

 　⑴ 　指定管理者制度や業務委託等の業者に対して、業務の引き継ぎの指導

をどのように行っているのかなどについて

内　海　武　寿 1  　公共用地、公共物の有効利用について

 　⑴　青少年活動センター跡地利用について



代表質問・一般質問

─ 239 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑵　市立南保育園の移設に伴う現有施設の利用について

 2 　全国瞬時警報システム（Jアラート）などについて

 　⑴ 　防災情報通信基盤整備事業について

 　⑵ 　Jアラートの試験放送による評価や課題などについて

 　⑶ 　電話回線を使った自動音声応答サービスについて

 　⑷ 　緊急地震速報や緊急速報エリアメールの運用に至った経緯と内容及び

周知について

高　橋　嘉　子 1  　自転車対策について

 　⑴ 　自転車の安全利用について

 　⑵ 　放置自転車の減少の取り組みについて

 　⑶ 　安全で快適な利用環境の整備について

 　⑷ 　自転車のナンバープレート制度の導入について

大　倉　基　文 1  　門真市学力向上対策委員会の提言について

 　⑴ 　PDCAサイクルへの考え方について

 　⑵ 　授業の改善について

 　⑶ 　家庭学習の改善について

 　⑷ 　学校組織の改善について

 　⑸ 　生徒指導の改善について

岡　本　宗　城 1  　門真市の将来都市構想について

 　⑴ 　低炭素まちづくり計画の策定などについて

中　道　　　茂 1  　門真市民総合体育大会の現状と今後について

 2 　門真オリンピックの開催について

福　田　英　彦 1  　小・中学校におけるいじめ問題について

 　⑴ 　文部科学省の調査結果の概要について

 　⑵ 　本誌の現状と認識について

 　⑶ 　今後の対応について

 2 　小・中学校の保護者への授業アンケートについて

 　⑴ 　同アンケート実施に至る経過と概要について

 　⑵ 　問題への認識などについて

 　⑶ 　今後の考えについて

戸　田　久　和 1  　税金浪費のコンビニ住民票発行制度について

 　⑴ 　11月末までのコスト計算のもとになった諸経費の詳細などについて

 2  　中央小解体工事での社会通念上不当な要求の受け入れなどについて
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　市が入手した裁判資料に検察側の文書も弁護側の文書も含まれていな

かった失態への市側の責任や補足請求などについて

武　田　朋　久 1  　人・まち・元気事業の進捗状況と今後の展望について

 　⑴ 　門真市自治基本条例案提出の延期の理由について

 　⑵ 　同事業の目的、期待される効果及び進捗状況などについて

 2 　門真市における債権管理について

 　⑴ 　本市財政における債権の現状について

 　⑵ 　対応策の今後の方向性などについて

亀　井　　　淳 1  　門真の伝統と歴史を守る取り組みについて

 　⑴ 　門真レンコンを大阪府が取り組んでいるなにわの伝統野菜認証制度へ

申請することについて

 　⑵ 　農地保全の問題について

 　⑶ 　水郷の面影が残る北島町の水路整備の取り組みについて

土　山　重　樹 1  　市民プラザの憩いのスペースの確保について

 2 　門真市におけるタイムリーな広報について

 3 　門真市を通過都市にさせない都市経営について

春　田　清　子 1  　コンビニ交付事業について

 　⑴ 　事業開始から現在までの実施状況などについて

 　⑵ 　住基カードの交付について

 2 　南部市民センターの業務拡充について

 　⑴ 　業務開始を本庁と同じ時間に変更することなどについて

 3 　子ども・子育て関連 3法について

 　⑴ 　今後の取り組みなどについて

豊　北　裕　子 1  　京阪萱島駅の門真側のバリアフリー化について

 　⑴ 　現状と課題などについて

 2 　歩道の段差問題について

 　⑴ 　現在の状況と今後の考え方について

 　⑵ 　府道守口門真線と門真第 3水路の交差点について
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発　言　者 質　問　事　項

平　成　25　年

第 1回定例会（ 2月26日～ 3月22日）

平岡　久美子 1  　行財政改革と公民協働について

 　⑴　効率的な行財政改革について

 　⑵　市民公益活動の促進について

 　⑶　住基カードの利用促進について

 2  　教育について

 　⑴ 　教育力の向上について

 　⑵ 　教育環境の充実について

 　⑶ 　いじめ対策について

 　⑷ 　学校施設の充実について

 　⑸ 　通学路の安全対策について

 　⑹　発達障がい児の支援について

 　⑺　市立幼稚園の今後の取り組みについて

 3  　子育て支援について

 　⑴ 　乳幼児等医療費助成制度について

 　⑵ 　待機児童の解消について

 　⑶ 　認定こども園について

 　⑷ 　子育て支援環境の充実について

 　⑸ 　児童虐待について

 　⑹　こども発達支援センター整備事業について

 4 　安全・安心のまちづくりについて

 　⑴ 　幸福町・垣内町・中町地区のまちづくりについて

 　⑵ 　門真団地の建てかえと北島地区を中心としたまちづくりについて

 　⑶ 　防災・減災対策について

 　⑷ 　防犯対策について

 　⑸ 　仮称門真市まちづくり基本条例について

 　⑹　自転車対策について

 5 　人が輝く文化薫るまちづくりについて

 　⑴ 　男女共同参画社会の推進について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑵ 　生涯学習環境の充実について

 　⑶ 　市民スポーツの振興について

 　⑷ 　地域文化の保存と継承について

 6 　健康福祉と支え合う社会の実現について

 　⑴ 　社会保障制度の適正な運営について

 　⑵ 　障がい者（児）福祉と自立支援について

 　⑶ 　高齢者福祉の充実について

 　⑷ 　子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接

種と妊婦健診の拡充について

 7 　環境保全と産業振興について

 　⑴ 　仮称門真市環境基本条例とPM 2 . 5 について

 　⑵ 　低炭素社会の実現について

 　⑶ 　産業振興の推進と雇用促進について

 8 　市制施行50周年について

福　田　英　彦 1  　市長の政治姿勢について

 　⑴ 　自公政権に対する認識について

 　⑵ 　門真の形を変える大阪都構想について

 　⑶ 　幸福度の向上について

 　⑷ 　市民本位の行財政運営について

 2 　市民の暮らしを守る施策について

 　⑴ 　国民健康保険事業の充実について

 　⑵ 　安心して暮らせる高齢者・障がい者施策の充実について

 　⑶ 　労働環境の向上について

 3 　中小商工業及び農業の振興施策について

 　⑴ 　中小商工業の振興施策の充実について

 　⑵ 　門真レンコンを初めとした農業振興施策について

 4 　まちづくりについて

 　⑴ 　地震、ゲリラ豪雨など災害に強いまちづくりについて

 　⑵ 　中町地区、幸福町・垣内町地区のまちづくりについて

 　⑶ 　地域合意で進める北島地区のまちづくりについて

 　⑷ 　府営住宅の建てかえについて

 　⑸ 　まちづくり基本条例について

 5 　誰もが安心できる子育てと教育について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　いじめ、体罰問題の現状と対応について

 　⑵ 　小・中学校での少人数学級など確かな学力の向上施策について

 　⑶ 　小学校統合廃校など学校適正配置実施方針の抜本的見直しについて

 　⑷ 　大阪府教育 2条例に対する基本姿勢について

 　⑸ 　保育所増設での待機児童解消を初めとした子育て支援策について

 　⑹　特別支援教育の充実について

五　味　聖　二 1  　園部市長が来期も引き続き市制を担われる思いならば、その決意及び市

制50周年に当たり、市長の今後の展望と門真の未来像について

 2 　本市を取り巻く情勢と展望について

 　⑴ 　大阪都構想への本市としての現状と今後の対応について

 3 　市民公益活動の促進について

 　⑴ 　出前講座の内容や参加人数等について

 　⑵ 　かどま市民大学の学位の取得や講師の選定等について

 4 　効率的、効果的な行政運営について

 　⑴ 　定員適正化計画に基づいた少数精鋭の組織構築に努めることについて

 　⑵ 　職員数の増員及び人事評価制度の拡充に伴う職員研修のあり方につい

て

 5 　援助が必要な家庭の支援について

 　⑴ 　児童虐待について

 　⑵ 　オレンジリボンキャンペーンの事業内容について

 6 　青少年健全育成について

 　⑴ 　青少年活動センターを市内の別の地域に新設することについて

 7 　学校施設の充実について

 　⑴ 　食育について

 8 　防犯対策について

 　⑴ 　昨年に犯罪件数が激減した理由と本市の分析及び警察の見解などにつ

いて

 9 　危機管理と災害時対策について

 　⑴ 　地域防災力の向上への取り組みについて

 　⑵ 　市内公共施設へのソーラーパネル設置について

 10　まちの顔づくりについて

 　⑴ 　門真プラザの建てかえの早期実現に向けた取り組みについて

 11　住宅・住環境の整備について
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　本市の老朽住宅の現状などについて

 　⑵ 　道路整備について

 12　市民スポーツの振興について

 　⑴ 　スポーツレクリエーション活動とは何をイメージしているのかなどに

ついて

 　⑵ 　本市の今後のスポーツ振興について

 13　障がい者（児）福祉の充実について

 　⑴ 　障がい者（児）福祉に対する考えと充実策及び発達障がい児サポート

コーチの内容について

 14　生活保障と自立支援対策について

 　⑴ 　不正受給者に対する取り締まりと対応などについて

 15　うるおいづくりについて

 　⑴ 　市内の水路や河川に対する本市の思いなどについて

 　⑵ 　北島地区の再整備に伴う自然や水路を生かした施設づくりについて

 16　ガラスケについて

 　⑴ 　鳴き声をつけることについて

土　山　重　樹 1  　大阪都構想について

 　⑴ 　門真市民にとって有益であると判断すれば、都構想に賛同することも

あると考えていると判断していいのかについて

 2  　財政について

 　⑴ 　減債基金と実質公債費比率の状況及び府が早期健全化団体に転落した

場合の本市への影響について

 3 　幸福度の向上について

 　⑴ 　市長の思いを職員にどのように浸透させていくのかについて

 4 　将来を担うこどもたちが育つ教育力のあるまちについて

 　⑴ 　行政側からも施策の利用を積極的に働きかけることについて

 5 　まちの顔づくりについて

 　⑴ 　まちづくりを行うに当たり、どのようなものができるのか、しっかり

とイメージできるようなものを目に触れるようにすることについて

 6 　男女共同参画社会について

 　⑴ 　目に見える形でさらなる女性の活躍ができるようしっかりと展開する

ことについて

 7 　障がい児の福祉の充実について



代表質問・一般質問
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発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　障がい児を持つ家族の福祉への事業展開について

 8 　生活保護行政について

 　⑴ 　ギャンブルに興じ、指導しても改善がなければ、保護費の減額や打ち

切りを検討すべきことについて

 9 　公平で公正な行政運営について

 　⑴ 　一層しがらみのない行政になるよう、また市民から疑念を抱かれない

よう市政運営を行うことなどについて

 　⑵ 　守口門真商工会議所に門真市から補助金は幾ら出ているのかなどにつ

いて

木　津　英　之 1  　みんなの協働でつくる地域力のあるまちについて

 　⑴ 　市民公益活動の促進について

 　⑵ 　市役所組織の改善について

 　⑶ 　効率的・効果的な行政運営について

 2 　将来を担う子どもたちが育つ教育力のあるまちについて

 　⑴ 　ミドルリーダーの育成方法及び選定方法などについて

 　⑵ 　本市独自の35人学級事業について

 3 　安全・安心で快適に暮らせる明るいまちについて

 　⑴ 　まちの顔づくりについて

 　⑵ 　快適に暮らせる生活基盤の整備について

 　⑶ 　道路・交通網の充実について

 4 　健やかな笑顔あふれる支え合いのまちについて

 　⑴ 　地域福祉の推進について

 　⑵ 　障がい者（児）福祉の充実について

 5 　環境と調和し、産業が栄える活力のあるまちについて

 　⑴ 　既存産業を生かした産業活性化環境の形成について

 　⑵ 　労働環境の向上について

戸　田　久　和 1  　施政方針について

 　⑴ 　脱原発、PPS電力購入を進めたことによる現在の問題や困難点などに

ついて

 2  　一部の自治会や校区福祉委員会の問題について

 　⑴ 　市が補助金を出している自治会に関して分類した質問への回答などに

ついて

 3  　中央小解体工事での関係企業調査について



─ 246 ─

発　言　者 質　問　事　項

 　⑴ 　最近の調査とその結果などについて

 4  　 1 枚 1 万5000円弱のコンビニ住民票など税金浪費事業と人事・事業評価

について

 　⑴ 　コンビニ発行に関して、ことし 3月の発行数を 2月の 1 . 1 倍と仮定して

計算すると、2012年度単独で考えた場合、コンビニでの住民票・印鑑登録

証明書発行は、1枚につき経費が5941円、2011年度の市の準備経費のみも

含めて考えると、1万3059円にもつくはずだが、どうかなどについて
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