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22 矢野　仁志 1 外国人の医療費について

（所要時間６０分） (1) 鈴鹿市の現状

自由民主党鈴鹿市議団 (2) 外国人医療費について国保の課題

 (3) 鈴鹿市の外国人の加入状況

(4) 国保に加入している外国人で在留資格の偽りがある事の発見に

ついて

(5) 厚労省通達の管理表の提示について

2 外国人の住民基本台帳への「フリガナ」の登録

(1) 誤りのない申請を具体的にどの様に留意しているか

(2) 発音の似ている表記の違い

(3) 本市「フリガナ」の修正と具体的な手順の表示

(4) 「フリガナ」転出先照会について

3 虐待防止の為の対策について

(1) 鈴鹿市での児童虐待の現状と課題について

(2) 児童虐待の対応と対策について（アドボカシーの考え方、教育

現場の対応）

(3) 児童相談所の役割と連携について（児相の対応、措置権につい

 て）

26 中西　大輔 1 今後の市財政について

（所要時間４５分） (1) 現状について

　 無　所　属 (2) 想定される課題について

(3) 財政健全化の取り組み

(4) 厳しい財政に取り組むには

2 投票率の向上について

(1) 現状について

(2) 投票率低下の要因は

(3) 投票率の向上に向けて

12 宮本　正一 1 国指定史跡の整備方針について

（所要時間５０分） (1) 文化財保護法一部改正に伴う本市の対応

新 緑 風 会 ① 文化財活用における地域計画策定の必要性

(2) 伊勢国分寺跡整備状況

 ① 事業及び整備の進捗状況

(3) 伊勢国府跡整備方針

① 国府跡と広瀬運動広場周辺の環境整備

2 公園のストック効果向上について

(1) 市内公園の現況

① 分類、数、維持管理コスト、収入など

(2) 公園維持管理の課題と対応

① パークマネジメントプラン

 3 地域づくり協議会について

(1) 地域計画策定状況と課題

(2) 地域づくり協議会条例の実効性
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14 藤浪　清司 1 市営住宅について

（所要時間５０分） (1) 現状と課題について

公　明　党 (2) 入居要件について

 (3) 徴収について

(4) 共有施設について

(5) 今後について

2 食品ロス削減について

(1) 現状と課題について

(2) 食品ロス削減推進法について

(3) 食品ロス削減に向けた取り組みについて（市民への啓発、教育、

計画等）

(4) フードバンク等の活用について

32 中村    浩 1 Ｃバスについての26回目

（所要時間５５分） (1) 市長のバスの２つのシステムについて

市民クラブ (2) 本年度中の実証実験について

 (3) ラッピングバスの営業について

2 横断歩道について

 (1) いくつあるのか

(2) 表示の責任について

13 山中　智博 1 多様な学びの場について

（所要時間６０分） (1) 不登校の現状について

新 緑 風 会 (2) 教育機会確保法と不登校対策について

① 鈴鹿市教育振興基本計画が目指す方向性について

② 校内外におけるフリースクールについて

③ 独自の学校づくりや特例校制度について

④ 夜間中学校について

 (3) 家庭環境と不登校について

19 高橋　さつき 1 学校のトイレの改善について

（所要時間４５分） (1) 学校トイレの洋式化の現状について

諸派（日本共産党） (2) トイレ改善計画について

(3) すべて乾式の床、洋式化にするべきではないか

2 公共施設のトイレについて

 (1) 公共施設のトイレもすべて洋式化にするべきではないか

18 石田  秀三 1 地域公共交通について

（所要時間４５分） (1) 市長施政方針で示された「本市にふさわしい移動手段」とは、

　 諸派（日本共産党） どのようなイメージか

(2) これから検討していく実証運行はどのような内容か

(3) 全市域に展開が可能なモデルを示すべきではないか

2 市営住宅の管理について

 (1) 市営住宅の適切な維持管理、とくに老朽化がすすむ住宅の維持

管理の現状はどうか

(2) 今後の市営住宅の管理の方向についての考え方は
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30 市川　哲夫 1 小規模校地区の学校について

（所要時間４５分） (1) 複式学級について

市民クラブ (2) 小中一貫校について

(3) 通学路について

7 池田　憲彦 1 学校教育について

　 （所要時間５０分） (1) 小学校英語について

市民クラブ ① 今年度の取り組みと課題について

② 英語科における小中連携について

(2) 教育ＩＣＴについて

① 教育ＩＣＴ機器整備状況について

② 今年度の取り組みについて

(3) 講師等の採用について

① 欠員状況について

② 採用に向けた今後の取り組みについて

15 船間　涼子 1 「地域共生社会」実現に向けた支援について

（所要時間３０分） (1) 現状と課題について

公　明　党 (2) 相談・支援・連携の拡充について

(3) 障がい者の活躍推進について

25 池上　茂樹 1 交通安全対策の強化について

（所要時間５５分） (1) 子どもたちを守る交通安全対策

　 公　明　党 ① 保育園、幼稚園、小中学校での園校外活動の交通安全対策

(2) 歩行者を守るための安全対策について

 ① 危険箇所へのガードレール等の設置について

 (3) ＡＳＶ車（先進安全自動車）購入促進策について

(4) ゾーン30について

2 選挙に関する取り組みについて

(1) 統一地方選の投票率低下について

① 今回の結果について

② 投票率向上に向けた取り組みについて

 ③ 共通投票所の設置について

(2) 投票立会人のルールについて

 (3) 鈴鹿市地域づくり協議会条例について

16 平野　泰治 1 鈴鹿都市計画の見直しについて

（所要時間６０分） (1) 鈴鹿都市計画の現状と課題について

鈴鹿太志会 (2) 都市マスタープランとの整合について

(3) 鈴鹿市発展のための都市計画について

(4) 抜本的な都市計画の見直しについて

2 地域づくり協議会について

(1) 地域計画と地域別経営計画との関連について

 (2) 協働の窓口と協議の場の設置について
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6 田中　　通 1 魅力あふれる鈴鹿市の未来について

（所要時間６０分） (1) 鈴鹿市総合計画2023における「めざすべき都市の状態」の現況

諸派（鈴和） ① どの分野が進んでいて、どの分野が遅れ気味なのか。そし

てその対応策として何をしているのか。

(2) 地域計画策定前後の支援について

① 今年４月に鈴鹿市地域づくり協議会条例が施行され、それ

ぞれの地域づくり協議会で地域計画が策定されようとして

いるが、その計画策定をどのように支援するのか。また、

実際に地域計画を作った後の取り組みをどう支援するのか。

(3) 移住・定住対策や子育て支援について

① 鈴鹿市として移住・定住対策や子育て支援は何をしている

のか。また、その中でも特色あるものは何なのか。

2 鈴鹿市の産業振興について

 (1) 新産業創造に向けた施策について

(2) 入札参加基準の緩和について

 ① 入札参加基準の緩和について、鈴鹿市は検討しないのか。

② 四日市市や津市などは設立初年度でも入札参加できるが、

鈴鹿市も設立後３年度目以降からという入札参加制限を撤

廃してはどうか。

(3) 自動運転への取り組みについて

① 地域の足として近隣市では自動運転の実証に向けてかなり

積極的に取り組んでいるが、自動車産業が盛んな鈴鹿市と

してはどう考えているのか。

(4) Society5.0やＳＤＧsを意識した取り組みについて

 (5) 鈴鹿ＰＡ周辺の安全確保について

 3 災害時の対応について

(1) 災害時の避難困難者について

① ハード面だけでなくソフト面も含めてどうなっているのか。

(2) 津波・高潮対策に向けた海岸堤防等の整備について

① 要望の声が高まっていることについて

(3) 若松水門はゲートを下すと堤防よりも低くなることについて

(4) 停電時におけるＩＴ活用について

17 明石　孝利 1 国民健康保険料の現状と課題について

（所要時間６０分） (1) 国民健康保険料の賦課、徴収の現状について

鈴鹿太志会 (2) 国民健康保険料の徴収等の課題について

(3) 国民健康保険料の徴収等課題解決に向けての取り組みについて
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31 大西　克美 1 健康増進法改正について

（所要時間６０分） (1) 公共施設敷地内禁煙について

市民クラブ ① 公共第一種施設と第二種施設の違いと国、県、近隣市の状

況について

② 第一種施設の本庁の扱いについて

③ 第二種施設の市民会館、文化会館の扱いについて

(2) 玄関口である「白子駅前広場」を愛称として「想いやり広場」

 への市民協力について

 (3) 市民協力への啓発強化について

2 大雨災害への対応について

(1) 鈴鹿市の排水能力について

(2) 計画規模を超える大雨に対する対策について

(3) 避難指示等の改正について
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