
○代表質問の日程 

No 期日 会派名 議席番号 質問者 質問時間 関連質問者 

１ 未来・おだわら ６番 植田理都子 答弁を含まず 50 分以内 １人以内 

２ 日本共産党 27 番 原田敏司 答弁を含まず 50 分以内 １人以内 

３ 

2/29 

（水） 
市民クラブ 17 番 木村信市 答弁を含まず 50 分以内 １人以内 

４ 誠和 24 番 武松 忠 答弁を含まず１時間以内 １人以内 

５ 光政会 ２番 野坂 稔 答弁を含まず 50 分以内 １人以内 

６ 

3/1 

（木） 
新生クラブ 26 番 井原義雄 答弁を含まず 50 分以内 １人以内 

７ フォーラム小田原 22 番 細田常夫 答弁を含まず１時間以内 １人以内 

８ 

3/2 

（金） 公明党 10 番 今村洋一 答弁を含まず１時間以内 １人以内 

 

 

○代表質問の内容 

質問順 

期日 

会派名 

議席番号 

質問者 

質問内容 

代表１ 

2/29 

（水） 

 

未来・   

おだわら 

６番 

植田理都子 

１（１）加藤市政の総括と自己評価を問う 

２ 平成２４年度施政方針に関連して 

（１）福祉・医療について 

  ア 市立病院の利便性の向上について 

（２）暮らしと防災・防犯について 

  ア 風水害への対応について 

  イ 東日本大震災被災地支援について 

（３）子育て・教育について 

  ア 子どもの居場所・公園整備について 

  イ 教育現場の課題について 

（４）地域経済について 

  ア 小田原地下街と周辺商業環境について 

（５）市民自治・地域経営について 

  ア 市民自治の進展に向けて 

  イ 職員の育成と職場環境について 

代表２ 

2/29 

（水） 

 

日本共産党 

２７番  

原田敏司 

１（１）現在の政治・経済情勢に対する市長の認識を伺う 

２（１）市長は４年間の市政をどう評価しているのか 

３ いまこそ市民の命とくらしを守ることに全力を尽くすべきではないか 

（１）高すぎる国民健康保険料の引下げを 

（２）介護保険料の値上げを抑制し介護保険制度の拡充を 

（３）小学６年生までの小児医療費助成制度の拡充を 

（４）障害者福祉の拡充を 

（５）保育園を拡充し待機児童の解消を 

（６）子育て支援の充実を 

（７）生活保護の充実を 



（８）引き続き医師・看護師を確保し市立病院の充実を 

４ 教育環境の整備とどの子にも行き届いた教育の推進を求める 

（１）校舎リニューアル事業の推進と学校要望の実施を 

（２）３０人学級の実現を目指し、当面３５人以下学級を３年生以上に拡充を 

（３）スタディ・サポート・スタッフ事業の拡充を 

（４）不登校対策の強化を 

（５）３学期制に戻すべきではないか 

５ 大型事業は慎重を期し、中小企業を支援して循環型地域経済の活性化を求め 

  る 

（１）小田原地下街再生は市民の理解と合意のもとに進めるべき 

（２）ヒルトンへの宿泊等施設の売却は市民への説明と理解が必要ではないか 

（３）中小企業経営安定緊急資金融資制度等の継続を 

（４）公契約条例の制定を 

（５）中小企業振興条例の制定を 

（６）無尽蔵プロジェクトの発展について 

（７）住宅リフォーム助成制度の導入を 

（８）大型店の規制を 

（９）農林水産業・地場産業の振興を 

（10）観光施策の推進を 

６ 安心・安全で文化的な「まちづくり」の推進を求める 

（１）地震・津波対策など防災対策の強化を 

（２）消防広域化で市民の命と財産は守られるのか 

（３）ごみ処理広域化の見直しを 

（４）生ごみ堆肥化の推進を 

（５）自然エネルギー導入の推進を 

（６）コストを抑えた使い勝手の良い市民ホールの建設を 

７（１）競輪事業について 

８ 行革について 

（１）適正な正規職員数の確保を 

（２）指定管理者制度の導入は慎重に 

（３）高齢者保養費助成事業の継続を 

９（１）平和施策の推進を 

代表３ 

2/29 

（水） 

 

市民クラブ 

１７番 

木村信市 

１ 平成２４年度市政運営方針と当初予算案に関して 

（１）基本方針、重点方針について 

（２）平成２４年度当初予算案について 

２ 福祉・医療に関して 

（１）地域福祉（ケアタウン構想）について 

（２）市立病院について 

３ 暮らしと防災・防犯に関して 

（１）共生社会の実現について 

（２）災害に強いまちづくりについて 



４ 子育て・教育に関して 

（１）青少年育成について 

（２）学校教育、学校施設について 

５ 地域経済に関して 

（１）小田原地下街について 

（２）商業、観光等について 

６ 歴史・文化に関して 

（１）市民ホール建設について 

（２）文化・芸術、生涯スポーツについて 

７ 自然環境に関して 

（１）環境再生・保全について 

（２）良好な生活環境について 

８ 都市基盤に関して 

（１）お城通り地区再開発について 

（２）地域交通について 

９ 市民自治・地域経営に関して 

（１）市民活動支援について 

（２）行財政改革について 

１０ むすびに関して 

（１）新しい小田原に大事なこと 

代表４ 

3/1 

（木） 

 

誠和 

２４番 

武松 忠 

１ 行財政運営ならびに行財政改革について 

（１）公債費年度末残高について 

（２）公共用地取得について 

（３）行革アクションプログラムについて 

２ 福祉・医療について 

（１）要援護者の情報を一元化する仕組みについて 

（２）小田原看護専門学校の整備の支援について 

（３）生活保護の現状について 

３ 暮らしと防災・防犯について 

（１）自衛隊との連携について 

（２）総合防災訓練について 

（３）防災拠点の汚水を受ける重要な管路の耐震化対策について 

（４）東日本大震災被災地支援について 

４ 子育て・教育について 

（１）子供達が安心して集い活動できる居場所づくりの対象地域拡大について 

５ 地域経済について 

（１）小田原地下街の再生について 

（２）朝市やマルシェなどの取組みについて 

（３）小田原市中心市街地活性化基本計画の策定について 

６ 歴史・文化について 

（１）市民ホール建設に向けた取組みについて 



（２）文化振興ビジョンについて 

（３）アリーナをはじめとしたスポーツ施設の指定管理者制度導入について 

７ 自然環境について 

（１）太陽光発電システムの設置補助の拡充について 

（２）ごみ処理広域化について 

８ 都市基盤について 

（１）お城通り地区再開発事業について 

（２）高田浄水場などの運転管理業務委託について 

（３）小田原市施設白書の活用について 

（４）都市計画道路穴部国府津線の未整備区間の進捗について 

９ 市民自治・地域経営について 

（１）西湘地域における広域的な防災対策について 

（２）公民館等集会施設の維持修繕について 

（３）市民活動支援の充実について 

代表５ 

3/1 

（木） 

 

光政会 

２番 

野坂 稔 

１ 施政方針について 

（１）加藤市政１期４年の検証と今後の政策について 

（２）各地域の特性を生かすための地域分権施策について 

（３）東日本大震災を踏まえた行政施策全般の見直しについて 

２ 平成２４年度一般会計予算（案）について 

（１）歳入について 

  ア 市税収入等について 

  イ 市債の削減目標と新たな発行計画について 

（２）歳出について 

  ア 義務的経費と投資的経費について 

  イ 特別会計への繰出金について 

３ おだわらＴＲＹプランに関連して 

（１）いのちを大切にする小田原 

  ア 福祉・医療について 

  （ア）市営住宅について 

  （イ）高齢者保養費助成について 

  イ 暮らしと防災・防犯について 

  （ア）地震対策について 

  （イ）広域消防について 

  ウ 子育て・教育について 

  （ア）待機児童の解消について 

  （イ）学校教育現場における諸課題について 

（２）希望と活力あふれる小田原 

  ア 地域経済について 

  （ア）地下街再生整備について 

  （イ）中心市街地活性化基本計画について 

  （ウ）六次産業の行政としての役割について 



  イ 歴史・文化について 

  （ア）市民ホール整備について 

  （イ）行政計画と清閑亭の活用について 

（３）豊かな生活基盤のある小田原 

  ア 自然環境について 

  （ア）広域斎場整備について 

  イ 都市基盤について 

  （ア）お城通り地区再開発事業について 

  （イ）橋りょう長寿命化修繕計画における１０５橋の健全度について 

（４）市民が主役の小田原 

  ア 市民自治・地域経営について 

  （ア）コーチングプログラム研修について 

４ 国民健康保険事業特別会計について 

（１）国民健康保険料の徴収等について 

（２）医療費の抑制策について 

（３）レセプト点検による財政効果について 

代表６ 

3/1 

（木） 

 

新生クラブ 

２６番 

井原義雄 

１ 平成２４年度当初予算案について 

（１）当初予算編成にあたり決算特別委員会の結果をどのように反映させたか 

（２）扶助費の伸びと今後の見通しについて 

２ 平成２４年度の重点方針について 

（１）小田原まちづくり学校について 

３ 福祉・医療 

（１）見守り活動の効率化について 

（２）市立病院について 

４ 暮らしと防災・防犯 

（１）防災行政無線について 

（２）地域づくりにおける市民や有識者を交えた組織とは 

（３）下水道長寿命化計画の進捗度について 

５ 子育て・教育 

（１）地域一体教育の成果と今後の展望について 

（２）幼保・小・中一体教育の現状と今後の展望について 

（３）片浦小学校の将来について 

６ 地域経済 

（１）小田原市中心市街地活性化基本計画について 

７ 歴史・文化 

（１）市民ホールと道路・駐車場について 

（２）姉妹都市提携の成果と今後の展開について 

（３）スポーツ施設の充実について 

８ 自然環境 

（１）再生可能エネルギーについて 

９ 都市基盤 

（１）小田原市生活交通ネットワーク協議会の目指すもの 

１０ 市民自治・地域経営 

（１）納税催告センターについて 

１１ 広域行政 



（１）Ｓ．Ｋ．Ｙ圏構想の成果と今後の方向性について 

（２）箱根ジオパーク構想との連携について 

（３）広域斎場・広域焼却場の今後について 

（４）広域行政と合併について 

代表７ 

3/2 

（金） 

 
フォーラム 

小田原 

２２番 

細田常夫 

１ 災害に強いまちづくりについて 

（１）防災行政無線の増設について 

（２）自主防災組織の強化等について 

２ 本市の三大事業等について 

（１）市庁舎の耐震化事業等について 

（２）市民ホール整備事業、お城通り地区再開発事業、小田原地下街再生事業及 

   び市庁舎の耐震改修工事の優先順位について 

（３）市民ホール整備事業、改修工事等の工事費と財源等について 

３ 広域斎場について 

（１）広域斎場建設の進捗状況等について 

４ ヒルトン小田原リゾート＆スパ売却について 

（１）その後の進捗状況について 

５ 市長のマニフェスト評価について 

（１）マニフェストの最終評価時期等について 

６ 学校教育について 

（１）「幼保、小、中一体教育」の推進に向けて 

（２）校務支援システムの導入に向けて 

７（１）小田原市役所内における度重なる不祥事について 

８ 山間地治山治水の対応について 

（１）植林方法、山林浄化と育成の検討策について 

代表８ 

3/2 

（金） 

 

公明党 

１０番 

今村洋一 

１ 平成２４年度施政方針について 

（１）市長の言われる「持続可能なまちづくり」とは何か 

（２）「おだわらＴＲＹプラン」１年経過しての進捗状況と今後の展開について 

（３）「市民の力で未来を拓く希望のまち」について 

２ 本市の財政問題と行政改革の推進について 

（１）財政健全化法に見る４つの指標と県内の他市の財政状況と本市の現状につ 

   いて 

（２）市債の動向と臨時財政対策債について 

（３）今後の事業展開と財源の在り方について 

３ 新しい公共の中での諸課題について 

（１）無尽蔵プロジェクトの評価と今後について 

（２）職員の意識改革と仕事について 

４ 「いのちを大切にする小田原」の諸課題について 

（１）ケアタウン構想の推進について 

（２）「小田原市健康増進計画」策定について 

（３）がん・生活習慣病の早期発見と予防について 

（４）地域医療の充実と市立病院について 



５ 安全・安心なまちづくりの推進について 

（１）バリアフリー施策の推進について 

（２）国道県道にかかる歩道橋問題について 

（３）今後の防災対策について 

（４）酒匂川・狩川の河床整備について 

６ 子育て環境の充実と教育問題について 

（１）小児医療費助成のさらなる拡充について 

（２）待機児童解消に向けての諸課題について 

（３）子育て支援センターの現状と今後について 

（４）教育委員会事務の点検・評価について 

（５）教育現場の諸課題と今後について 

７ にぎわいのあふれるまちづくりについて 

（１）小田原駅周辺の諸問題について 

（２）観光推進施策の展開について 

（３）各種記念事業とまちのにぎわい創出について 

（４）競輪事業の今後について 

８ 環境問題と都市基盤整備について 

（１）環境問題から考える今後の林業の再生について 

（２）本市のエネルギー対策について 

（３）外国語版ごみ分別ガイドの作成について 

（４）都市計画道路の今後について 

 


