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『一問一答方式』、『一括質問一括答弁・一問一答選択方式』実施議会の通告例 

 

長野市議会 

一般質問通告一覧（平成23年３月定例会） 

代表質問 

通告順位 氏名 会派 質問時間（分） 質問月日 予定開始時刻 

１ 高野正晴 新友会 ４０ ３月３日 午前10時 

２ 野々村博美 日本共産党 ４０ ３月３日 午後１時 

３ 赤城静江 公明党 ４０ ３月３日 午後３時10分 

※ 代表質問は、すべて一括質問一括答弁方式となります。 

 

１ 新友会 高野正晴 議員 午前10時から 

（１）将来に夢を持てる政策について 

    ・ 

    ・ 

（15）その他 

 ２ 日本共産党 野々村博美 議員 午後１時ころから 

（１）鷲澤市長の政治姿勢について 

   ア 新年度政府予算案について 

   イ 消費税について 

    ・ 

    ・ 

（７）その他 

 ３ 公明党 赤城静江 議員 午後３時10分ころから 

（１）平成23年度予算編成について 

    ・ 

    ・ 

（12）教育行政について 

 ア 新学習指導要領について 

 イ 市立長野高校について 

 ウ 学校給食について 

（13）その他 

資料１ 
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個人質問 

 通告順位 氏  名 会 派 質問時間(分) 方式 質問月日 予定開始時刻 

１ 塩入 学 政信会 １５ 一問 ３月４日 午前10時 

２ 布目裕喜雄 市民ネット １８ 一問 ３月４日 午前10時45分 

３ 市川 武 無所属 ９ 一括 ３月４日 午後１時 

４ 中野清史 新友会 ２０ 一問 ３月４日 午後１時25分 

５ 阿部孝二 日本共産党 １５ 一問 ３月４日 午後２時25分 

６ 田中清隆 公明党 １２ 一問 ３月４日 午後３時15分 

７ 松田光平 新友会 ２０ 一問 ３月４日 午後３時50分 

８ 野本 靖 新友会 ２０ 一問 ３月７日 午前10時 

９ 丸山香里 無所属 ９ 一問 ３月７日 午前11時 

10 近藤満里 公明党 １２ 一問 ３月７日 午前11時25分 

11 寺沢小百合 新友会 ２０ 一問 ３月７日 午後１時 

12 原田誠之 日本共産党 １５ 一問 ３月７日 午後２時 

13 松木茂盛 政信会 １１ 一問 ３月７日 午後２時50分 

14 宮崎治夫 新友会 １７ 一問 ３月７日 午後３時25分 

15 小泉栄正 新友会 １７ 一問 ３月８日 午前10時 

16 内山国男 政信会 １０ 一問 ３月８日 午前10時50分 

17 小林秀子 公明党 １２ 一問 ３月８日 午前11時20分 

18 西沢利一 新友会 １７ 一問 ３月８日 午後１時 

19 小林義和 日本共産党 １５ 一問 ３月８日 午後１時50分 

20 町田伍一郎 新友会 ２２ 一括 ３月８日 午後２時40分 

 

※ 質問予定開始時刻は会議の進行状況によって前後することがあります。  

※ 方式については、一問：一問一答方式、一括：一括質問一括答弁方式 
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平成23年３月４日（金曜） 

１ 政信会  塩入学 議員（一問一答） （午前10時から） 10:00～ 

(１)予算の速やかな執行について 

(２)やまざと振興計画の具体的な実行計画への取組について 

(３)森林の整備、林業の活性化と地籍調査への取組について 

(４)丹波島橋の渋滞解消策と新丹波島大橋の建設について 

(５)尐子高齢化、人口減尐への対応策について 

(６)支所機能の強化充実による身近な行政サービスの確立について 

(７)その他 

 ２ 市民ネット  布目裕喜雄 議員（一問一答） （午前10時45分ころから） ～11:50 

(１)長野電鉄屋代線「見切り廃止」の問題点と住民合意による再生の可能性について 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

３ 無所属  市川武 議員（一括質問一括答弁） （午後１時ころから） 13:00～ 

    ・ 

 ４ 新友会  中野清史 議員（一問一答） （午後１時25分ころから） 

     ・ 

５ 日本共産党  阿部孝二 議員（一問一答） （午後２時25分ころから) ～15:07 

    ・ 

６ 公明党  田中清隆 議員（一問一答） （午後３時15分ころから） 15:25～ 

    ・ 

７ 新友会  松田光平 議員（一問一答） （午後３時50分ころから） ～17:01 

    ・ 

 

 

平成23年３月７日（月曜） 

８ 新友会  野本靖 議員（一問一答） （午前10時から） 10:00～ 

    ・ 

９ 無所属  丸山香里 議員（一問一答） （午前11時ころから） 

    ・ 

10 公明党  近藤満里 議員（一問一答） （午前11時25分ころから） ～11:53 

    ・ 

11 新友会  寺沢小百合 議員（一問一答） （午後１時ころから） 13:00～ 

    ・ 

12 日本共産党  原田誠之 議員（一問一答） （午後２時ころから） ～14:58 

    ・ 

13 政信会  松木茂盛 議員（一問一答） （午後２時50分ころから） 15:15～ 

    ・ 

14 新友会  宮崎治夫 議員（一問一答） （午後３時25分ころから） ～16:36 

    ・ 
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平成23年３月８日（火曜） 

15 新友会  小泉栄正 議員（一問一答） （午前10時から） 10:00～ 

    ・ 

16 政信会  内山国男 議員（一問一答） （午前10時50分ころから） 

    ・ 

17 公明党  小林秀子 議員（一問一答） （午前11時20分ころから） ～11:54 

    ・ 

18 新友会  西沢利一 議員（一問一答） （午後１時ころから） 13:00～ 

    ・ 

19 日本共産党  小林義和 議員（一問一答） （午後１時50分ころから） ～14:40 

    ・ 

20 新友会  町田伍一郎 議員（一括質問一括答弁）（午後２時40分ころから） 14:55～ 

(１)節目を迎える姉妹都市・友好都市提携の今後について              15:55 

(２)コミュニティの再生と都市内分権について 

(３)新たな長野市民会館において展開されるべき長野市の文化の独自性について 

(４)長野電鉄屋代線について 

(５)産業振興の在り方と雇用の確保について 

(６)長野市発のオリンピック選手育成計画について 

(７)上下水道事業について 

(８)その他 

 

 



5 

 

伊賀市議会 

 

平成２３年第３回伊賀市議会（定例会）代表質問通告者一覧 

順番 会派 氏名 発言要旨 

１番 爽風クラブ 北出忠良 １ 施政方針について 

 ①健康・福祉分野について 

 ②産業振興について 

２ 教育行政方針について 

 ①新学習指導要領について 

 ②文化財について 

２番 市民クラブ 中盛 汀 １ 施政方針について 

   ⇓ 

３番 維新の会 安本美栄子 １ 施政方針を問う 

   ⇓ 

４番 新政クラブ 上田宗久 １ 施政方針について 

   ⇓ 

５番 公明党 近森正利 １ 施政方針について 

   ⇓ 

 

◎実施日 ３月７日 10:00～16:10 

      北出忠良議員   10:01 ～ 11:01 

      中盛 汀議員   11:23 ～ 13:10頃 

 （１２：００～１３：００ 休憩） 

      安本美栄子議員 13:10頃～ 上田宗久議員 15:08 

      近森正利議員  15:20 ～ 16:10 
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平成２３年第３回伊賀市議会（定例会）一般質問通告者一覧（個人） 

順番 氏名 発言要旨 

１番 本城善昭 １ 農業問題について 

 ①農業の強化策とは 

   ⇓ 

 ④鳥害・猿害対策は万全ですか 

２ 尐子化対策について 

 ①未婚・非婚対策は 

３ 下水道整備について 

 ①公共下水道上野処理区はどうされますか 

４ 第２次行財政改革の実施について 

 ①行政の事務事業領域の再構築とは 

２番 森岡昭二 １ 行財政改革について 

   ⇓ 

３番 森 正敏 １ 観光振興について 

   ⇓ 

４番 百上真奈 １ 住宅リフォーム助成で地元中小業者の仕事おこしを 

   ⇓ 

５番 渡久山カナエ １ 今後の公共施設のあり方 

   ⇓ 

６番 森永勝二 １ 高すぎる国保税 

   ⇓ 

７番 松村頼清 １ 下水道事業について 

   ⇓ 

８番 馬場登代光 １ 観光のまちづくり等について 

   ⇓ 

９番 岩田佐俊 １ 高齢者の生活安全対策について 

   ⇓ 

10番 稲森稔尚 １ 誰にでもやさしい「ユニバーサルデザイン」のまちづくりに  つい

て 

   ⇓ 

４ 放課後子ども教室について 

 

◎実施日 ３月９日～１１日 

３月９日 10：00～15：26 （４人） 

  １番 本城 善昭議員 ～４番 百上 真奈議員（関連質問有） 

３月10日 10：00～13：44 （３人） 

  ５番 渡久山カナエ議員～７番 松村 頼清議員 

３月11日 10：00～13：10頃（３人） 

 ８番 馬場登代光議員 ～10番 稲森 稔尚議員 
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四日市市議会  ※ＨＰ上は表形式ではありません 

 

○平成23年３月定例会  一般質問（１９名） 

 氏  名 会  派 時間 質 問 項 目 

２月23日（水） 

午前10時～ （10:00～10:53 11:02～11:46） 

01 田中 紘美 リベラル21 60分 １．安心して暮らせる四日市をつくるために 

02 杉浦 貴 リベラル21 45分 １．中期財政見通しの推計について （他） 

午後１時～   （13:00～13:45 14:00～14:57  15:13～16:14） 

03 加納 康樹 リベラル21 45分 １．再び問う、ＩＴからＩＣＴへ 

～本市のＩＴ行政には、まさにＣ（communication）

が欠けていないか～ 

04 野呂 泰治 リベラル21 60分 １．農業の行方（農業問題） ････⇓ 

05 毛利 彰男 リベラル21 60分 １．産業都市の責務 

（１）技術立国を支える誇りと使命 

～ＧＤＰに占める四日市の位置と推移～ 

（２）産業都市に生きる市民への還流 ････⇓ 

２月24日（木） 

午前10時～    （10:00～10:59 11:09～12:01） 

06 樋口 博己 公明党 60分 １．空き家・空き地の適正管理について ････⇓ 

07 中川 雅晶 公明党 60分 １．在宅医療の推進について ････⇓ 

午後１時～    （12:59～13:30 13:45～14:45  15:00～15:58） 

08 藤原まゆみ 公明党 30分 １．四日市市の内部統制 ････⇓ 

09 市川 悦子 公明党 60分 １．地域(在宅)医療と男女共同参画社会の目指す“四

日市のかたち”について 

10 竹野 兼为 自由会議 60分 １．中心市街地活性化～若者力とともに～ ････⇓ 

２月25日（金） 

午前10時～    （10:00～11:00 11:10～12:09） 

11 小林 博次 自由会議 60分 １．高齢社会への対応について ････⇓ 

12 土井 数馬 自由会議 60分 １．歩いて暮らせるまちづくりに向けて ････⇓ 

午後１時～     （13:00～13:26 13:41～14:40  14:55～15:55） 

13 中川 裕之 自由会議 30分 １．電力小売市場の自由化について 

14 伊藤 正数 政友クラブ 60分 １．鈴鹿山麓リサーチパークと公共下水道の整備につ

いて ････⇓ 

15 小川 政人 政友クラブ 60分 １．十四川調整池事業と十四川水害訴訟判決及び、十

四川水害議員説明会について 

２月28日（月） 

午前10時～    （10:00～11:12 11:21～12:08） 

16 川村 幸康 政友クラブ 60分 １．市長の所信について ････⇓ 

17 山本 里香 無会派 

(日本共産党) 

30分 １．学習環境の整備～小中学校教室へのエアコンの設

置について 
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18 加藤 清助 無会派 

(日本共産党) 

25分 １．特例中の特例・土地取得後「中村町緑地」整備の

今、これからを検証する 

午後１時～    （13:00～14:00） 

19 川口 洋二 緑水会 60分 １．都市経営の視点への転換 

（１）人事管理から政策へ 

（２）住宅管理から政策へ 

（３）福祉管理から政策へ 

２．監査結果報告への対応 

 

※一般質問終了後 追加議案提案・質疑（質疑なし）  14:24 散会 

 


