
№1

議席 氏　　名

14 藤浪　清司 1 重層的支援について

（所要時間６０分） (1) 改正社会福祉法に基づく「重層的支援体制整備事業」の概要と本

公　明　党 市の取り組み

(2) 重層的支援体制整備事業を地域福祉計画に明記し、実施計画を策

定すべきでは

(3) 高齢者、障がい者、生活困窮者、子ども、引きこもりなど、包括

的な相談支援をどのように進めていくのか

(4) 地域につなぎ戻して、社会とのつながりを回復するための「参加

の支援」への取り組みはどうするのか

(5) 住民自らの意思で行う多様な活動や居場所づくりなど、「地域づ

くりに向けた支援」への取り組みはどうするのか

(6) 民間事業者、ＮＰＯなどとの連携、支援は、どうするのか

(7) コミュニティー・ソーシャルワーカーの配備計画と、スクールソ

ーシャルワーカーとの連携について尋ねる

(8) アウトリーチによる継続的支援への取り組みはどうするのか

(9) 支援を担う人材の育成、確保、専門性の向上、処遇改善について

(10)今後の取り組みについて

28 水谷　　進 1 空き家対策について

（所要時間４０分） (1) 適切に管理されていない空き家について

鈴鹿太志会 ① 空き家の実態調査の方法と老朽危険度別空き家の件数につい

て

② アンケート調査から分かった課題と解消に向けた取り組みに

ついて

③ 空き家対策の新たな取り組みと今後について

3 河尻　浩一 1 教育の諸問題について

（所要時間５０分） (1) 適応指導教室における支援について

新 緑 風 会 (2) 教育委員の職務について

(3) 教職員の働き方改革について

2 里親制度について

(1) 鈴鹿市の里親制度の進捗状況について
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№2

議席 氏　　名

20 永戸　孝之 1 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について

（所要時間６０分） (1) 地域諸課題解決、行政経営の質向上のＳＤＧｓ

市民クラブ ① ＳＤＧｓの理念や産業界の動きと本市の認識について

② ＳＤＧｓの自治体先進度調査結果、先進事例と本市推進の意

思について

③ ＳＤＧｓの後期総合計画への連動と組織的取り組みの是非に

ついて

2 鈴鹿市学校規模適正化・適正配置について

(1) 小規模校の現状と課題について

① 地域でのアンケート集計結果と「あり方検討会」現況につい

て

② ＳＤＧｓ（Ｎｏ４）と規模格差是正、教育制度、現状教育課

題からの方向性

③ 公共施設マネジメント計画、地域振興計画も視野に入れた総

合的決断の期限

3 令和２年監査結果の重要性について

(1) 監査指摘の指導、改善体制について

① 共通・個別事項指摘（所見を含む）の重要性・改善指導の手

続き、責任者について

② 監査指摘が及ぼす影響についての管理者、職員研修体制等に

ついて

7 池田　憲彦 1 図書館について

（所要時間５０分） (1) 図書館サービスの充実について

市民クラブ ① 改修の予定について

② 誰もが楽しめる図書館について

(2) 子どもの読書活動推進の取り組みについて

2 鈴鹿市の教育について

(1) アクティブ・ラーニングを導入した教育活動の推進について

① 授業改善の現状について

② 今後の取り組みについて

(2) 市内小中学校の教員等欠員状況について

① 令和元年度の欠員状況への対応について

② 令和２年度の欠員状況について

26 中西　大輔 1 気候変動適応対策について

（所要時間４５分） (1) 気候変動適応対策の進捗について

無　所　属 (2) 全庁的な意識付けについて

(3) 市民参画について

2 市民参画充実について

(1) スマホなどの活用について

(2) 若者・子どもの参画について
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№3

議席 氏　　名

19 高橋　さつき 1 国民健康保険料について

（所要時間４５分） (1) 2020年度の国民健康保険事業特別会計の収支決算の見込みについ

諸派（日本共産党） て

① 決算と基金残高の見込み、借入金の状況について

(2) 子どもにかかる均等割について

① 2022年度からの未就学児の均等割減額について

② 18歳以下の子どもの均等割をなくすことを求める

2 補聴器購入の助成について

(1) 高齢者における難聴の現状把握について

(2) 加齢性難聴の補聴器購入の助成を求める

18 石田  秀三 1 非核平和都市宣言について

（所要時間４５分） (1) 発効した核兵器禁止条約について

諸派（日本共産党） ① 非核平和都市宣言を行っている鈴鹿市としての見解を

② 行事や広報の中で、条約の内容について紹介・説明を

2 紙おむつ支給事業について

(1) 鈴鹿市の紙おむつ支給事業の現状は

(2) 在宅だけではなく、入院・入所の方も支給対象にすべきでは

6 田中　淳一 1 要望書の管理と現状について

（所要時間４５分） (1) 土木部としての管理について

諸派（市民の声） 2 寺家地区要望について

(1) 近鉄鼓ヶ浦駅について

(2) 記念石碑保存について

3 海岸線の不法投棄について

(1) 若松海岸の不法投棄対策について

(2) 海岸線の不法投棄対策について

16 平野　泰治 1 子どもの居場所づくりについて

（所要時間５０分） (1) 児童館設置を求める署名活動について

鈴鹿太志会 (2) 具体的な施策について

(3) 国の支援策の活用について

(4) 鈴鹿市ならではの居場所づくりについて

2 公民連携によるサンズ白子店の建替えについて

(1) 白子駅周辺の都市マスタープランでの位置づけや、現状

(2) 公民連携により、地域振興や防災拠点とすべき
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№4

議席 氏　　名

25 池上　茂樹 1 教育行政について

（所要時間６０分） (1) 給食費等の公会計化について

公　明　党 ① 現状と課題について

 ② 働き方改革の考えについて

(2) 35人学級について

① 現状と今後の進め方について

(3) 児童保護者の負担軽減について

① ランドセルの考えについて

2 資源物の持ち去りについて

(1) 条例制定の効果について

(2) 現在の取り組みについて

3 結婚新生活支援事業について

(1) 現状について

(2) 結婚新生活支援の考えについて

1 田中　　通 1 鈴鹿市のオンライン会議推進について

（所要時間６０分） (1) 現状について

諸派（鈴和） (2) 限定されない録音・撮影について

(3) 傍聴規定について

(4) 情報の開示について

2 鈴鹿市の決済手段の多様化について

(1) 現状について

(2) 新たな決済手段の必要性

3 文化事業の継続性について

(1) 今年度の現状について

(2) イベントのオンライン開催について

(3) 文化財の活用について

17 明石　孝利 1 コロナ禍における生活保護について

（所要時間４０分） (1) コロナ禍における本市の生活保護者、数の推移、現状について

鈴鹿太志会 (2) 生活保護の相談・申請件数並びに取り下げ件数について

(3) 生活保護申請の取り下げの要因について

(4) 国の生活保護の考え方並びにそれに対する本市の対応について

31 大西　克美 1 鈴鹿市の魅力発信について

（所要時間６０分） (1) 現在はどのように発信しているのか

市民クラブ (2) 特命大使等の役割と効果について

(3) 三重テラスの活用とフィルムコミッションについて

 (4) 今後の新たな取り組みについて

 (5) 「東京事務所鈴鹿」の開設について

 2 不登校生徒への学力支援について

(1) 小・中学校不登校生徒の現況について

(2) 現在の支援施設の対応状況について

(3) 在宅生徒への支援状況について

(4) 中３卒業生への進学・就職支援状況と結果について

(5) 夜間中学・夜間教室について

(6) 在宅不登校生約300名への対応を市長に問う
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№5

議席 氏　　名

30 市川　哲夫 1 鈴鹿市の公衆予防について

（所要時間４５分） (1) 現在の取り組み状況について

　 市民クラブ ① どのような検診を推進しているのか

② 検診対象者をどこまで把握しているのか

(2) 今後の対応について

2 公共施設の複合化について

(1) 天名公民館の跡地利用について

 (2) 公共施設の複合化についての本市としての考え方

5 市川　　昇 1 鈴鹿市の将来を見つめて　その５

（所要時間４５分） (1) 非常用自家発電設備について

諸派（市民の声） ① 災害時対策拠点となる施設の自家発電設備について

② 避難所の停電対策について

(2) 南海トラフ地震における避難住民への安心安全な対策について

① 地震時における家屋の倒壊及び家屋内にある家具類の転倒か

 ら命を守るための施策について

② 災害時要援護者への避難支援について

22 矢野　仁志 1 国保における外国人の取り組み

（所要時間６０分） (1) 国籍別、国保加入者数

自由民主党鈴鹿市議団 (2) 外国人集住都市会議ＳＵＺＵＫＡ進捗、取り組み

2 養護施設について

(1) 18歳で退所　その後の本市の支援

3 中学校の部活動について

(1) 中学校の部活動の現状について

 (2) 中学校の部活動指導者の確保について
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