
教育委員会１月定例会
                                                          教育長報告（１）

曜 会　議　名 備　　　　考

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

２ 日 金 休　会（議案等質疑通告正午まで）

３ 日 土 休　会

４ 日 日 休　会

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

議員全員協議会

６ 日 火 ９：３０ 建設経済常任委員会

７ 日 水 ９：３０ 厚生環境常任委員会

８ 日 木 ９：３０ 子ども文教常任委員会

９ 日 金 ９：３０ 総務常任委員会

１０ 日 土 休　会

１１ 日 日 休　会

１２ 日 月 ９：３０ 補正予算常任委員会

９：３０ 議会運営委員会

議会改革検討会

１４ 日 水 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

１７ 日 土 休　会

１８ 日 日 休　会

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 一般質問

１０：００ 本　　会　　議 追加議案上程説明・議決

広報広聴委員会

１２月 １日～２１日 　　　２１日間

２１ 日 水

本会議終了後

会            期
※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。

２０ 日 火 一般質問

１５ 日 木

１６ 日 金 一般質問

１９ 日 月 一般質問

５ 日 月

本会議終了後

１３ 日 火 議会運営委員会
終了後

平成２８年１２月定例会運営日割

月　日 時　間

１２月 １ 日 木 議案等上程説明聴取



教育委員会１月定例会

教育長報告（１）

子 ど も 文 教 常 任 委 員 会 日 程

日時 平成２８年１２月８日（木）

午前９時３０分

場所 議会議場

１ 陳情２８第２６号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求め

る陳情

陳情２８第２７号 国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情

２ 報 告（１） 給付型奨学金制度の創設に向けた取組状況について（中

間報告）



教育委員会１月定例会
                                                          教育長報告（１）

通告
番号  質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨 担当部

1 浜元　輝喜
１　生活満足度の向上につい
て

(1)　善行長後線について 土木部

1 浜元　輝喜
１　生活満足度の向上につい
て

(2)　今田遊水地・下土棚遊水地について 土木部

1 浜元　輝喜 ２　健康の維持増進について (1)　湘南藤沢市民マラソンについて 生涯学習部

2 東木　久代
１　「チルドレンファーストのふじ
さわづくり」について

(1)　多様な子どもの居場所と、学校を支える
地域づくりについて

子ども青少年部
教育部

2 東木　久代
２　「すべての人が活躍できる
ふじさわづくり」について

(1)　市民力を活かす藤沢型地域包括ケア地
域支援事業について

福祉部
市民自治部

2 東木　久代
３　「文化薫るふじさわづくり」に
ついて

(1)　東京２０２０へ、藤沢独自の「文化プログラ
ム」について

生涯学習部

3 山内　幹郎
１　放射能汚染に関わる行政
について

(1)　放射能汚染に関わる行政全般について 環境部

3 山内　幹郎
１　放射能汚染に関わる行政
について

(2)　環境汚染について 環境部

3 山内　幹郎
１　放射能汚染に関わる行政
について

(3)　避難者・一時避難者への支援について
総務部

計画建築部

3 山内　幹郎
１　放射能汚染に関わる行政
について

(4)　市民の健康診断と健康管理について 保健医療部

3 山内　幹郎
１　放射能汚染に関わる行政
について

(5)　防災施策について 総務部

3 山内　幹郎 ２　海水浴場対策について
(1)　片瀬西浜海水浴場の海の家の状況につ
いて

経済部

4 松下　賢一郎
１　子どもたちを守り育む学校
教育の充実について

(1)　いじめ対策について 教育部

4 松下　賢一郎
１　子どもたちを守り育む学校
教育の充実について

(2)　不登校児童生徒への支援について 教育部

5 山口　政哉 １　観光政策について
(1)　２０２０東京オリンピックのセーリング競技
及びセーリング競技ワールドカップの開催につ
いて

企画政策部
経済部

6 阿部　すみえ
１　子どもたちの未来を守るま
ち・ふじさわについて

(1)　不育症治療費助成事業について 子ども青少年部

6 阿部　すみえ
１　子どもたちの未来を守るま
ち・ふじさわについて

(2)　公立保育園と法人立保育園等との交流に
ついて

子ども青少年部
環境部

6 阿部　すみえ
２　安心・安全なまち・ふじさわ
について

(1)　ロケットストーブの活用について 総務部

7 井上　裕介 １　全庁課題について (1)　効率的な業務執行の推進について 総務部

8 平川　和美
１　安心してくらせるまちづくり
について

(1)　生命を守る取り組みについて 消防局

9 味村　耕太郎 １　福祉行政について (1)　住宅施策について
福祉部

建築計画部

平成２８年１２月市議会定例会一般質問一覧表
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通告
番号  質問議員 件　　　　名 要　　　　　　　　　　　旨 担当部

平成２８年１２月市議会定例会一般質問一覧表

9 武藤　正人
１　「住民の福祉の増進」の「行
財政改革」について

(1)　最大の効果を上げる取り組みについて
総務部

市民自治部

9 武藤　正人
１　「住民の福祉の増進」の「行
財政改革」について

(2)　市民と取り組む行政について 環境部

9 武藤　正人
１　「住民の福祉の増進」の「行
財政改革」について

(3)　財源確保の取り組みについて 財務部

10 北橋　節男 １　環境施策について (1)　不法投棄・ポイ捨てごみ対策について 環境部

10 北橋　節男
２　本市のロボット活用の取り
組みについて

(1)　現状と課題について
経済部
福祉部

11 北橋　節男
３　オリンピック・パラリンピック
と藤沢の子どもたちについて

(1)　学校での日本伝統文化への取り組みにつ
いて

企画政策部
教育部

12 清水　竜太郎
１　湘南にふさわしい玄関づくり
について

(1)　藤沢駅南口の駅前広場に関する提案 都市整備部

13 神村　健太郎
１　安心して暮らせる地域づくり
について

(1)　地域の縁側事業の推進について 市民自治部

13 神村　健太郎
１　安心して暮らせる地域づくり
について

(2)　空き家対策の現状と今後について 計画建築部

14 西　智 １　保育行政について
(1)　地域型保育事業を卒園する児童の兄弟
点加算について

子ども青少年部

14 西　智 １　保育行政について (2)　保育施設入所選考のシステム化について 子ども青少年部

14 西　智 ２　職員体制について
(1)　管理的地位にある職員に占める女性職員
の割合２０．９％について

総務部

14 西　智 ２　職員体制について (2)　男性職員育児休業取得率０％について 総務部

15 堺　英明
１　藤沢駅北口の魅力あるリ
ニューアルについて

(1)　歩行環境について 都市整備部

15 堺　英明
１　藤沢駅北口の魅力あるリ
ニューアルについて

(2)　自動車走行環境について 都市整備部

15 堺　英明
２　スポーツ振興に向けた諸施
策について

(1)　野球競技の振興について 生涯学習部

15 堺　英明
２　スポーツ振興に向けた諸施
策について

(2)　八部球場の整備と利活用について 生涯学習部

16 桜井　直人 １　健康づくりについて (1)　今までの取組みについて 保健医療部

16 桜井　直人 １　健康づくりについて (2)　今後の取組みについて 保健医療部

16 桜井　直人
２　更なる市民サービスの向上
に向けて

(1)　先進事例を取り入れることや新たなアイデ
アを生みだすことについて

総務部

17 土屋　俊則 １　福祉行政について
(1)　障がい者が６５才になると介護保険優先
になることについて

福祉部
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18 原田　伴子
１　生きづらい地域社会を終わ
らせる施策デザインについて

(1)　目的や根拠を明確にする施策デザインに
ついて

総務部
企画政策部

財務部
経済部

市民自治部
子ども青少年部

福祉部

18 原田　伴子
１　生きづらい地域社会を終わ
らせる施策デザインについて

(2)　住民の暮らしを変える施策デザインにつ
いて

総務部
企画政策部

財務部
経済部

市民自治部
子ども青少年部

福祉部

19 酒井　信孝
１　藤沢高校跡地の市所有地
の扱いについて

(1)　１億４千万円相当の市所有地の価値が毀
損する恐れについて

企画政策部

19 酒井　信孝
２　市当局と議会との関係につ
いて

(1)　市長名で議長宛になされた特定議員に関
する申し入れについて

総務部
市民自治部

19 酒井　信孝
３　「開かれた市政」に逆行する
事例について

(1)　人事案件における候補者の住所情報の
非公開化について

総務部

19 酒井　信孝
３　「開かれた市政」に逆行する
事例について

(2)　辻堂および善行市民センター再整備基本
設計における建設検討委員会の非公開化に
ついて

市民自治部

19 酒井　信孝
４　庁内の不正対応・施策につ
いて

(1)　スポーツ推進課と生活援護課の不正事案
について

福祉部
生涯学習部

19 酒井　信孝
４　庁内の不正対応・施策につ
いて

(2)　文書起案のあり方について 総務部

20 佐賀　和樹 １　まちづくりについて (1)　鵠沼市民センターについて 市民自治部

20 佐賀　和樹 １　まちづくりについて (2)　地域の特性にあった都市計画について 市民自治部

20 佐賀　和樹 ２　効率的な行政運営について (1)　執行体制について 総務部

21 柳沢　潤次 １　藤沢のまちづくりについて (1)　まちづくりのあり方について 計画建築部

21 柳沢　潤次 １　藤沢のまちづくりについて (2)　長後地域のまちづくりについて
都市整備部

土木部

21 柳沢　潤次 ２　中小企業施策について
(1)　市内中小商工業者の営業とくらしを守る
諸課題について

経済部

22 友田　宗也
１　将来課題に対応した効率
的・効果的な行財政改革の推
進について

(1)　働き方改革について 総務部

22 友田　宗也
１　将来課題に対応した効率
的・効果的な行財政改革の推
進について

(2)　社会課題・行政課題解決に向けての民間
リソースの活用について

総務部
財務部

23 脇　礼子 １　市長の政治姿勢について
(1)　住民力を推進する福祉のまちづくりについ
て

福祉部
市民自治部

23 脇　礼子 １　市長の政治姿勢について (2)　本市のガバナンスのあり方について
総務部

監査事務局


