
○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 日本共産党 28 番 関野隆司 答弁を含まず 50 分以内 １人以内 

２ 公明党 19 番 奥山孝二郎 答弁を含まず１時間以内 １人以内 

３ 

3/4 

（月） 
市民クラブ ８番 安野裕子 答弁を含まず 50 分以内 １人以内 

４ 新生クラブ 16 番 安藤孝雄 答弁を含まず 50 分以内 １人以内 

５ 光政会 12 番 神永四郎 答弁を含まず１時間以内 １人以内 

６ 

3/5 

（火） 
誠和 14 番 大村 学 答弁を含まず１時間以内 １人以内 

７ 
3/6 

（水） 
未来・おだわら ５番 佐々木ナオミ 答弁を含まず 50 分以内 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 

3/4 

（月） 

 

日本共産党 

２８番 

関野隆司 

１ 国・県への対応と市長の政治姿勢について 

（１）経済政策について 

（２）憲法・河野談話について 

（３）原発について 

（４）神奈川臨調について 

２ 市財政の状況と大型事業の現状を鑑み、見直しを求める 

（１）市財政の状況について 

（２）地下街再生計画について 

（３）駅前再開発、芸術文化創造センターについて 

（４）今後予定される市役所耐震化、斎場、焼却場について 

（５）大型事業から生活密着型公共投資へ 

３ 命とくらし、平和を大切にする施策を 

（１）国保料の値上げをおさえ引き下げる 

（２）小児医療費助成制度の拡充を 

（３）市立病院の課題と充実 

（４）生きがいふれあい施設提供事業と巡回バスについて 

（５）特別養護老人ホームと介護保険料について 

（６）障がい者施策と生活保護の充実について 

（７）平和施策について 

４ 子育て、教育について 

（１）保育所の待機児童解消と新制度への対応について 

（２）３０人学級の実現へ取組みを 

（３）体罰、いじめ、不登校について 

（４）学校の改修計画とリニューアル事業の促進について 

（５）放課後児童クラブの拡充について 

５ 地域経済の活性化について 



（１）地場産業、商業、中小企業、農業、漁業について 

（２）住宅リフォーム助成制度について 

（３）中小企業憲章について 

（４）自然エネルギーについて 

６ 防災対策について 

（１）津波対策、被害想定、避難ビル、避難経路、津波避難タワーについて 

（２）公共施設、水道、下水道の耐震化について 

７（１）消防広域化について 

８（１）競輪事業について 

 

代表２ 

3/4 

（月） 

 

公明党 

１９番 

奥山孝二郎 

１ 持続可能な地域社会に向けての財政運営について 

（１）自主財源の動向と今後の見通しについて 

（２）国の１５か月予算編成が本市に与える影響について 

（３）市債残高の動向と今後想定される事業展開等での財源について 

（４）新しい財源の確保について 

２ 「いのちを大切にする小田原」について 

（１）ケアタウン推進事業について 

（２）本市の予防接種事業とがん検診事業について 

（３）通学路の安全対策について 

（４）ドライブレコーダー設置啓発運動について 

（５）小児医療費助成について 

（６）ことばの教室の拡充について 

（７）放課後児童クラブの拡充について 

（８）教育委員会における不祥事について 

３ 希望と活力あふれる小田原について 

（１）小田原地下街再生事業について 

（２）お城通り地区再開発事業について 

（３）農林業施策について 

（４）観光施策の展開について 

（５）本丸・二の丸の整備計画と八幡山古郭整備の整合性について 

４ 豊かな生活基盤のある小田原について 

（１）自然エネルギーの活用について 

（２）廃棄物の減量化・資源化について 

（３）自然環境の保全と再生について 

（４）安心・安全な橋梁・道路整備について 

５ 市民が主役の小田原について 

（１）市民提案型協働事業について 

（２）情報共有の推進について 

（３）行政改革の推進について 

（４）今後の公共施設の管理運営等について 

 



代表３ 

3/4 

（月） 

 

市民クラブ 

８番 

安野裕子 

１ 平成２５年度施政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２５年度当初予算案等について 

  ア 財政運営方針について 

  イ 当初予算案について 

  ウ １５か月予算に関して 

２ 大規模災害に強いまちづくりに関して 

（１）地震・津波の想定と対策について 

（２）インフラ整備等について 

（３）防災訓練について 

（４）防災教育について 

（５）医療体制について 

（６）災害時要援護者への対応について 

３ 中心市街地の活性化に関して 

（１）中心市街地活性化基本計画について 

（２）小田原駅・小田原城周辺の３大懸案事業について 

４ 福祉・医療に関して 

（１）地域福祉について 

５ 子育て・教育に関して 

（１）小田原市学校教育振興基本計画について 

６ 地域経済に関して 

（１）六次産業化について 

７ 歴史・文化に関して 

（１）生涯スポーツの振興について 

８ 自然環境に関して 

（１）廃棄物の減量化・資源化について 

９ 市民自治・地域経営に関して 

（１）地域コミュニティ推進事業について 

 

代表４ 

3/5 

（火） 

 

新生クラブ 

１６番 

安藤孝雄 

１ 本市の三大懸案事業について 

（１）交流人口増加策の核としての整備について 

（２）三の丸地区整備について 

２ 福祉・医療について 

（１）見守り活動の促進化について 

（２）市立病院について 

３ 暮らしと防災・防犯について 

（１）共生社会の実現について 

（２）ＬＥＤ防犯灯の普及促進について 

４ 子育て・教育について 

（１）放課後児童クラブと放課後子ども教室の拡充について 

（２）小田原市学校教育振興基本計画の推進について 



（３）「小田原市教育都市宣言」について 

５ 地域経済について 

（１）小田原城天守閣整備について 

（２）小田原産品ブランド化について 

６ 歴史・文化について 

（１）キャンパスおだわら事業の充実について 

（２）生涯スポーツのあり方について 

７ 自然環境について 

（１）再生可能エネルギーについて 

８ 都市基盤について 

（１）小田原駅周辺及び小田原城周辺の駐車場対策について 

（２）小田原市生活交通ネットワーク協議会の目指すものについて 

代表５ 

3/5 

（火） 

 

光政会 

１２番 

神永四郎 

１（１）おだわらＴＲＹプラン第１次実施計画の検証と平成２５年度予算につい

て 

２（１）三大事業（地下街再生・お城通り地区再開発・市民ホール）について 

３（１）災害に強いまちづくりについて 

４ 教育行政について 

（１）放課後児童クラブ事業について 

（２）小中学校の安心安全対策について 

（３）学校教育での「体罰」防止について 

５（１）小田原城天守閣について 

６（１）小田原市斎場の建替えについて 

７（１）小田原再生可能エネルギー問題について 

代表６ 

3/5 

（火） 

 

誠和 

１４番 

大村 学 

１ 行財政運営並びに行財政改革について 

（１）おだわらＴＲＹプラン第１次実施計画の進ちょく状況について 

（２）職員採用増について 

（３）市債年度末残高について 

２ 福祉・医療について 

（１）増加する民生費対策について 

（２）生活保護不正受給について 

（３）地域福祉活動の充実について 

３ 暮らしと防災・防犯について 

（１）災害時への対応における自衛隊等ＯＢ活用について 

（２）消防団の強化と充実について 

４ 子育て・教育について 

（１）青少年の育成について 

（２）学校教育について 

（３）いのちを大切にする小田原とは社会依存中心のことなのか 

５ 地域経済について 

（１）小田原地下街の再生について 

（２）農林水産業振興について 

（３）小田原のブランド化について 

６ 歴史・文化について 

（１）史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基本構想に基づく整備計画について 



（２）国内外都市との交流について 

７ 自然環境について 

（１）低炭素化社会について 

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）鉄道駅における障がい者バリアフリーについて 

（３）小田原市地域公共交通総合連携計画策定に伴う諸課題について 

９ 市民自治・地域経営について 

（１）消防広域化による橘消防分署予定地の今後について 

（２）各表彰制度について 

（３）酒匂川の河床上昇の危機について 

代表７ 

3/6 

（水） 

 

未来・   

おだわら 

５番 

佐々木ナオミ 

１ 施政方針について 

（１）国政の動向に関して 

  ア 政権交代後の国の方向性に対する市長の考えを問う 

（２）「新しい公共」について 

（３）いのちを大切にする小田原 

  ア 「福祉・医療」について 

  （ア）高齢者福祉について 

  （イ）障がい者福祉について 

  （ウ）市立病院について 

  イ 「暮らしと防災・防犯」について 

  （ア）本市の平和施策について 

  （イ）男女共同参画の実現に向けて 

  （ウ）地震他予想し得る災害への対応について 

  ウ 「子育て・教育」について 

  （ア）保育環境の整備について 

  （イ）「子どもの遊び」「子どもの成育環境」の現状について 

  （ウ）いじめ、体罰の問題について 

（４）希望と活力あふれる小田原について 

  ア 「地域経済」について 

  （ア）小田原地下街再生事業について 

  （イ）県西営農支援センターの開設について 

（５）豊かな生活基盤のある小田原について 

  ア 「自然環境」について 

  （ア）エネルギーの地域自給について 

  （イ）ごみの問題について 

  イ 「都市基盤」について 

  （ア）生活交通ネットワークについて 

  （イ）コンパクトシティについて 

（６）市民が主役の小田原について 

  ア 市長見解の周知と市民意見の聴取について 

  イ 政策決定への市民参加について 



２ その他の重要案件について 

（１）小田原市斎場について 

（２）競輪事業について 

 


