
教育委員会７月定例会
                                                          教育長報告（２）

曜 会　議　名 備　　　　考

９：３０ 議会運営委員会 議案等上程説明聴取

１０：００ 本　　会　　議 一部議決

広報広聴委員会

６ 日 火 休　会（議案等質疑通告正午まで）

９：３０ 議会運営委員会 議案等質疑

１０：００ 本　　会　　議 一部議決　委員会付託

災害対策等特別委員会

８ 日 木 ９：３０ 建設経済常任委員会

９ 日 金 ９：３０ 厚生環境常任委員会

１０ 日 土 休　会

１１ 日 日 休　会

１２ 日 月 ９：３０ 子ども文教常任委員会

１３ 日 火 ９：３０ 総務常任委員会

１４ 日 水 ９：３０ 補正予算常任委員会

９：３０ 議会運営委員会

広報広聴委員会

議会改革検討会

１６ 日 金 　 休　会

１７ 日 土 休　会

１８ 日 日 休　会

９：３０ 議会運営委員会 常任委員会等報告　議決

１０：００ 本　　会　　議 一般質問

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

補正予算常任委員会

広報広聴委員会

６月　５日～２３日　　　　１９日間

※６月２３日に補正予算常任委員会が開催されます。

※なお，会期中の諸会議の開催通知は，この運営日割をもってかえますのでご承知おきください。

本会議休憩中
２３ 日 金

一般質問
追加議案上程説明　委員会付託
常任委員会報告　議決

本会議終了後

　 会            期

２２ 日 木 一般質問

広報広聴委員会
終了後

１９ 日 月

２０ 日 火 一般質問

２１ 日 水 一般質問

７ 日 水

本会議終了後

１５日 木
議会運営委員会

終了後

平成２９年６月定例会運営日割

月　日 時　間

６月 ５ 日 月

本会議終了後



教育委員会７月定例会 

教育長報告（２） 

 

 

子 ど も 文 教 常 任 委 員 会 日 程 

 

 

                     日時 平成２９年６月１２日（月） 

                       午前９時３０分  

                    場所 議会議場 

 

 

１  報   告（１）  東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に 

向けた「藤沢市大会関連ボランティア等推進計画」（案） 

について 

       （２）  待機児童の状況と解消に向けた取組等について 



教育委員会７月定例会
                                                          教育長報告（２）

通告
番号  質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

１　「つながりの貧困」への取
り組みについて

(1)　「ヤングケアラー実態調査」をふまえた今後の取り組み
について

(1)　「６割が過労死ライン越え」と言われる教職員の時間外
勤務の解消について

(2)　スクールロイヤー（弁護士による学校課題サポート）制
度について

(1)　未婚率上昇の課題と少子化等の対策について

(2)　住まいのセーフティネットの構築について

(3)　認知症対策「ふじさわオレンジプラン」について

(4)　持続可能な藤沢型地域包括ケアシステムについて

１　防犯対策について (1)　特殊詐欺対策について

(1)　設備の契約・入札等について

(2)　チェック機能について

３　誰もが安心して暮らせる
地域づくりについて

(1)　「親なき後」に向けた障がい者支援について

(1)　江の島周辺の渋滞解消策について

(2)　「江ノ電」の住民優先の取り組みについて

(3)　小田急線の駅舎について

１　観光施策について (1)　海外観光客誘客について

２　交通安全対策について (1)　免許の返納について

(1)　江の島救急車の運用について

(2)　江の島のバリアフリーについて

(3)　江の島ヘリポートについて

7 塚本　昌紀
１　江の島の安心・安全につ
いて

3 永井　譲 ２　契約について

4 山内　幹郎

5 清水　竜太郎
１　環境にやさしい交通政策
について

6 山口　政哉

平成２９年６月市議会定例会　一般質問答弁者一覧表

１　安全・安心のまちづくりに
ついて

(1)　地震・津波対策について

1 竹村　雅夫
２　「法律」の観点から見た
学校の課題について

2 東木　久代
１　「人生１００年時代の持
続可能なふじさわづくり」に
ついて
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通告
番号  質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

平成２９年６月市議会定例会　一般質問答弁者一覧表

(1)　高齢者いきいき交流事業について

(2)　鍼灸・マッサージと杉山和一について

(3)　メディカルケアステーションの活用について

(1)　お湯等の飲料確保について

(2)　福祉施設等の避難訓練や計画、BCPについて

１　市民会館について (1)　現状と課題と今後について

２　地域コミュニティについ
て

(1)　拠点施設整備支援について

１　安心・安全なまちふじさ
わについて

(1)　市民全体の防災活動への支援について

(1)　境界療育児の受給者証について

(2)　境界療育児の通級指導について

(1)　子育て施策について

(2)　ラグビーワールドカップ２０１９と地域まちづくりにつ
いて

(1)　公共施設に於けるバイク駐車場のあり方について

(2)　民間施設に於けるバイク駐車場設置の奨励について

(1)　行政との今後の関わりについて

(2)　難聴対策について

(1)　いずみ野の延伸について

(2)　Ａ駅周辺のまちづくりについて

(3)　Ｂ駅周辺のまちづくりについて

(4)　健康の森について

２　石川地区方面へのバス路
線の新設について

(1)　バス路線の新設と諸課題について

13 味村　耕太郎 １　教育行政について (1)　教育行政のあり方について

11 佐賀　和樹

１　まちづくりについて

２　コミュニティＦＭについ
て

12 原　輝雄

１　いずみ野線延伸と周辺の
まちづくりについて

9 阿部　すみえ
２　子どもたちの未来を守る
まちふじさわについて

10 吉田　淳基 １　市長の政治姿勢について

7 塚本　昌紀

２　笑顔あふれる高齢者福祉
について

３　災害時の備えについて

8 井上　裕介
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通告
番号  質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

平成２９年６月市議会定例会　一般質問答弁者一覧表

(1)　国家戦略特区制度や生産緑地法改正による農家レストラ
ンの可能性について

(2)　若い生産者がやる気を起こす取り組みについて

２　東京オリンピック・パラ
リンピックと商店会振興につ
いて

(1)　現状と課題について

１　安心・安全なまちづくり
について

(1)　命を守る取り組みについて

２　健康を守る取り組みにつ
いて

(1)　残薬の取り組みについて

１　安全安心なまちづくりに
ついて

(1)　交通安全に関する諸課題について

２　魅力あるまちづくりにつ
いて

(1)　鵠沼海浜公園について

(1)　防球ネット事故再発防止対策について

(2)　教育委員会の内部統制について

(1)　都市計画道路高倉下長後線について

(2)　辻堂市民センター再整備における建設検討委員会につい
て

(1)　日本政府の核兵器禁止条約不参加に対する日本非核宣言
自治体協議会副会長である藤沢市長の姿勢について

(2)　核兵器廃絶に向けた本市の取り組みについて

(1)　保育行政について

(2)　就学援助・入学準備金の入学前支給について

(1)　不祥事再発防止について

(2)　事務事業の評価について

２　自転車走行環境の整備に
ついて

(1)　「自転車活用推進法」と「ふじさわサイクルプラン」に
ついて

(1)　基金の現状と今後のあり方について

(2)　寄附とコミュニティ・パートナーシップ形成について

(1)　保育行政について

(2)　子供の居場所について

19 武藤　正人

１　「住民の福祉の増進」の
ための取り組みについて

20 神村　健太郎 １　基金運用について

21 西　智 １　子育て施策について

18 土屋　俊則
１　子育て施策の充実につ
いて

14 北橋　節男

１　都市農業の魅力をアップ
する取り組みについて

15 平川　和美

16 有賀　正義

17 酒井　信孝

１　教育行政について

２　公共施設整備における地
域の合意形成について

３　藤沢市核兵器廃絶平和推
進の基本に関する条例に基づ
く取り組みについて
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通告
番号  質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨

平成２９年６月市議会定例会　一般質問答弁者一覧表

21 西　智 ２　ＩＣＴ施策について
(1)　官民データ活用推進基本法を踏まえた本市の対応につい
て

１　国民健康保険について (1)　都道府県単位化について

２　市内中小企業の振興策に
ついて

(1)　公共事業のあり方と契約について

(1)　地域事業者の社会貢献と活性化について

(2)　商店街の今後の活性化策について

２　誰もが安心なまちづくり
について

(1)　車・自転車・人が安全に移動できるまちづくりについて

(1)　「海の王子」について

(2)　市内高校等のパートナーシップについて

(1)　ＮＰＯと協働する新しいカタチについて

(2)　人や地域が交わるローカルマネジメントについて

24 堺　英明
１　郷土愛あふれる藤沢づく
りについて

25 原田　伴子
１　シェアでデザインするま
ちづくりについて

23 桜井　直人

１　地域経済の振興について

22 柳沢　潤次


