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各派代表質問の要旨（2月28日）

⾃⺠党　⻘⽊　功雄議員〔およそ4時間1分程度〕

1　市政一般について

施政方針（市制100周年に向けた取組含む）について
令和4年度川崎市予算案について
「今後の財政運営の基本的な考え方（改定案）」について
「川崎市総合計画　第3期実施計画案」について
「川崎市⾏財政改⾰第3期プログラム案」について
次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定について
資産マネジメント第3期実施方針案について
川崎市国⼟強靭化地域計画及び川崎市地震防災戦略について
「新たな地方分権改⾰の推進に関する方針」改訂について
川崎市デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進プラン（案）について
都市農業施策について
川崎カーボンニュートラルコンビナート構想（案）の策定について
JFE⼟地利用転換について
川崎市犯罪被害者等⽀援条例に基づく⽀援（案）について
第2期川崎市⼦ども・若者の未来応援プラン（案）の策定について
眼科検診について
第2次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第3期実施計画（案）について
幸区への県⽴特別⽀援学校の設置について
児童生徒に対する本市施設及び市内施設でのフッ化物洗口の導入について
新型コロナウイルス感染症対策の状況について
新型コロナウイルス感染症の急拡大に伴う保健所の即応体制の強化について
本市における災害福祉の取組について
川崎市⽴看護大学開学に向けた取組について
HPVワクチンについて
介護人材の確保について
令和4年度主な組織改正（保健医療政策部を含む）について
⺠生委員児童委員活動の環境整備に向けた取組検討会報告書について
出資法人の経営及び公⾦⽀出の在り方について
川崎市⽴病院経営計画2022－2023（案）について
登⼾⼟地区画整理事業の事業完了に向けた事業計画変更について
鷺沼駅周辺再編整備を含めた宮前区のミライづくりプロジェクトに関する検討状況について
川崎市総合自治会館跡地等の活用に係る取組の進捗状況について
ナラ枯れの拡大及び全国都市緑化かわさきフェアへの影響について
川崎市自転⾞活用推進計画について
京浜急⾏大師線連続⽴体交差事業について
JR南武線連続⽴体交差事業について
多摩川丸⼦橋河川敷における新たな利活用に向けた社会実験の結果について
川崎市上下水道事業中期計画（2022〜2025）（案）及び川崎市上下水道局環境計画（2022〜2025）（案）に
ついて
川崎市バス事業経営戦略プログラム（後期計画）（案）について
不法係留船舶に対する⾏政代執⾏について

2　施政方針、議案及び報告について

施政方針
議案第3号　川崎市附属機関設置条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第5号　川崎市職員定数条例等の⼀部を改正する条例の制定について
議案第7号　川崎市⾼齢者外出⽀援乗⾞事業に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第11号　川崎市等々⼒緑地の球技場等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例の制定について
議案第12号　川崎市道路の構造の技術的基準に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第13号　川崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第14号　川崎市都市公園条例の⼀部を改正する条例の制定について
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議案第15号　川崎市消防団給与条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第24号　令和4年度川崎市⼀般会計予算
議案第25号　令和4年度川崎市競輪事業特別会計予算
議案第26号　令和4年度川崎市卸売市場事業特別会計予算
議案第27号　令和4年度川崎市国⺠健康保険事業特別会計予算
議案第28号　令和4年度川崎市⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦貸付事業特別会計予算
議案第29号　令和4年度川崎市後期⾼齢者医療事業特別会計予算
議案第30号　令和4年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算
議案第31号　令和4年度川崎市介護保険事業特別会計予算
議案第32号　令和4年度川崎市港湾整備事業特別会計予算
議案第33号　令和4年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算
議案第34号　令和4年度川崎市墓地整備事業特別会計予算
議案第35号　令和4年度川崎市生⽥緑地ゴルフ場事業特別会計予算
議案第36号　令和4年度川崎市公共用地先⾏取得等事業特別会計予算
議案第37号　令和4年度川崎市公債管理特別会計予算
議案第38号　令和4年度川崎市病院事業会計予算
議案第39号　令和4年度川崎市下水道事業会計予算
議案第40号　令和4年度川崎市水道事業会計予算
議案第41号　令和4年度川崎市⼯業用水道事業会計予算
議案第42号　令和4年度川崎市自動⾞運送事業会計予算
議案第44号　令和3年度川崎市⼀般会計補正予算
報告第1号　地方自治法第180条の規定による市⻑の専決処分の報告について
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みらい　岩隈　千尋議員（およそ2時間19分40秒程度）
1　市政一般について

令和4年度予算案及び財政フレームについて
組織改正について
⾏政計画の議会報告のあり方について
「川崎市総合計画　第3期実施計画案」について
「川崎市⾏財政改⾰第3期プログラム案」について
「資産マネジメント第3期実施方針案」について
次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」（令和4年度〜令和7年度）の策定及び公益財団法人川崎
市産業振興財団について
川崎市犯罪被害者等⽀援条例に基づく⽀援（案）について
脱炭素化の取組について
新型コロナウイルス感染症対策全般について
第2期川崎市⼦ども・若者の未来応援プラン（案）について
第2期川崎市空家等対策計画（案）について
市制100周年に向けた「全国都市緑化かわさきフェア」について
風水害対策について
第2次川崎市道路整備プログラムの後期の取組について
臨海部の大規模⼟地利用の推進について
（仮称）川崎市⺠館・労働会館及び市⺠館・図書館の管理・運営に関する中間取りまとめについて
特別⽀援学校の新設について
コロナ禍におけるオンライン授業の推進について

2　施政方針、議案及び報告について

施政方針
議案第5号　川崎市職員定数条例等の⼀部を改正する条例の制定について
議案第6号　川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第14号　川崎市都市公園条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第24号　令和4年度川崎市⼀般会計予算
議案第25号　令和4年度川崎市競輪事業特別会計予算
議案第26号　令和4年度川崎市卸売市場事業特別会計予算
議案第27号　令和4年度川崎市国⺠健康保険事業特別会計予算
議案第28号　令和4年度川崎市⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦貸付事業特別会計予算
議案第29号　令和4年度川崎市後期⾼齢者医療事業特別会計予算
議案第30号　令和4年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算
議案第31号　令和4年度川崎市介護保険事業特別会計予算
議案第32号　令和4年度川崎市港湾整備事業特別会計予算
議案第33号　令和4年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算
議案第34号　令和4年度川崎市墓地整備事業特別会計予算
議案第35号　令和4年度川崎市生⽥緑地ゴルフ場事業特別会計予算
議案第36号　令和4年度川崎市公共用地先⾏取得等事業特別会計予算
議案第37号　令和4年度川崎市公債管理特別会計予算
議案第38号　令和4年度川崎市病院事業会計予算
議案第39号　令和4年度川崎市下水道事業会計予算
議案第40号　令和4年度川崎市水道事業会計予算
議案第41号　令和4年度川崎市⼯業用水道事業会計予算
議案第42号　令和4年度川崎市自動⾞運送事業会計予算
議案第44号　令和3年度川崎市⼀般会計補正予算
議案第45号　令和3年度川崎市競輪事業特別会計補正予算
議案第50号　令和3年度川崎市下水道事業会計補正予算
報告第1号　地方自治法第180条の規定による市⻑の専決処分の報告について
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各派代表質問の要旨（3月1日）

共産党　宗田　裕之議員〔およそ2時間19分40秒程度程度〕

1　市政一般について

市⻑の政治姿勢について
・新年度予算の特徴
・臨海部の大規模事業
・新型コロナウイルス感染症関連予算
・新型コロナウイルス感染拡大防止
・医療提供体制の実態と対応
・保健所の対応と体制
・PCR検査
・新型コロナワクチン追加接種
・特別自治市制度
「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」について
⼦育て⽀援策について
・⼩児医療費助成制度の拡充
・保育所や学校での新型コロナウイルス感染症対応
教育をめぐる環境整備について
・教職員の働き方
・就学援助事業
障がい者施策について
・障害者差別解消法に基づく合理的配慮
・障害者グループホーム等事業運営費における世話人体制確保加算
⾼齢者施策について
・特別養護⽼人ホーム
2022年度国⺠健康保険料について
「川崎市⾏財政改⾰第3期プログラム案」における医療関連事業について
・休⽇急患診療所の運営
中⼩企業⽀援について
非正規労働者への⽀援について
JFEスチール東⽇本製鉄所京浜地区の⾼炉休止について
⽻⽥新⾶⾏ルートについて
防災対策における危機管理体制等について
地球温暖化対策について

2　施政方針、議案及び報告について

施政方針
議案第2号　川崎市個人情報保護条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第3号　川崎市附属機関設置条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第4号　川崎市⾏政⼿続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の⼀部を改正する条例の制
定について
議案第5号　川崎市職員定数条例等の⼀部を改正する条例の制定について
議案第6号　川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第7号　川崎市⾼齢者外出⽀援乗⾞事業に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第8号　川崎市国⺠健康保険条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第13号　川崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第18号　川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について
議案第19号　スポーツ・⽂化複合施設整備等事業の契約の変更について
議案第21号　（仮称）川崎市南部学校給⾷センター整備等事業の契約の変更について
議案第22号　（仮称）川崎市中部学校給⾷センター整備等事業の契約の変更について
議案第23号　（仮称）川崎市北部学校給⾷センター整備等事業の契約の変更について
議案第24号　令和4年度川崎市⼀般会計予算
議案第25号　令和4年度川崎市競輪事業特別会計予算
議案第26号　令和4年度川崎市卸売市場事業特別会計予算
議案第27号　令和4年度川崎市国⺠健康保険事業特別会計予算
議案第28号　令和4年度川崎市⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦貸付事業特別会計予算
議案第29号　令和4年度川崎市後期⾼齢者医療事業特別会計予算
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議案第30号　令和4年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算
議案第31号　令和4年度川崎市介護保険事業特別会計予算
議案第32号　令和4年度川崎市港湾整備事業特別会計予算
議案第33号　令和4年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算
議案第34号　令和4年度川崎市墓地整備事業特別会計予算
議案第35号　令和4年度川崎市生⽥緑地ゴルフ場事業特別会計予算
議案第36号　令和4年度川崎市公共用地先⾏取得等事業特別会計予算
議案第37号　令和4年度川崎市公債管理特別会計予算
議案第38号　令和4年度川崎市病院事業会計予算
議案第39号　令和4年度川崎市下水道事業会計予算
議案第40号　令和4年度川崎市水道事業会計予算
議案第41号　令和4年度川崎市⼯業用水道事業会計予算
議案第42号　令和4年度川崎市自動⾞運送事業会計予算
議案第44号　令和3年度川崎市⼀般会計補正予算
議案第45号　令和3年度川崎市競輪事業特別会計補正予算
議案第46号　令和3年度川崎市卸売市場事業特別会計補正予算
議案第47号　令和3年度川崎市国⺠健康保険事業特別会計補正予算
議案第48号　令和3年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算
議案第49号　令和3年度川崎市墓地整備事業特別会計補正予算
議案第50号　令和3年度川崎市下水道事業会計補正予算
議案第51号　川崎市職員の育児休業等に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第52号　川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の⼀部を改正する条例の⼀部
を改正する条例の制定について
議案第53号　川崎市指定障害者⽀援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の⼀部を改正する条例の⼀部を
改正する条例の制定について
報告第1号　地方自治法第180条の規定による市⻑の専決処分の報告について
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公明党　かわの　忠正議員〔およそ2時間19分40秒程度程度〕
1　市政一般について

令和4年度川崎市予算案について
・令和4年度予算案等
新型コロナウイルス感染症対策について
・市⺠の情報提供
・検査キットの不⾜対策
・新型コロナワクチン3回目接種
・⼩児へのワクチン接種
・新型コロナウイルス感染後遺症
防災・減災対策について
・要援護者⽀援
・指定避難所
・浸水対策
・⼟砂災害対策
教育施策について
・GIGAスクール端末のいじめ対策
・スタディ・ログ
・不登校児童生徒への学習⽀援
・通学路の安全対策
・消費者教育
⼦育て⽀援について
・保育の質の確保
・ヤングケアラーの⽀援
・ひとり親家庭⽀援
・⼦どもの弱視の早期発⾒
・⼩児医療費の助成
・⼦ども⾷堂
⾼齢者施策について
・介護保険料
・介護人材の確保・定着⽀援
・介護事業者への⽀援
・終活⽀援
障がい者⽀援策について
・障がい者雇用
・障がい者の就労⽀援
・依存症者⽀援
健康・医療施策について
・地域包括ケアシステムの推進
・川崎市⽴看護大学
・検診事業の推進
・健康寿命の延伸
・医療提供体制
環境施策について
・プラスチックごみ
・公共施設への太陽光発電の導入
・⺠間施設への太陽光発電の導入
・脱炭素化
・地域エネルギー会社
中⼩企業⽀援策について
・⽀援メニューとサポート体制
・経営環境の整備
・中⼩企業活性化条例に基づく入札制度
・中央卸売市場の機能更新
港湾施策について
・国道357号の整備推進
臨海部施策について
・キングスカイフロント
・NANOBIC
・ iCONM
市バス事業について
・財政健全化
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2　施政方針、議案及び報告について

施政方針
議案第3号　川崎市附属機関設置条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第5号　川崎市職員定数条例等の⼀部を改正する条例の制定について
議案第6号　川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第11号　川崎市等々⼒緑地の球技場等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例の制定について
議案第15号　川崎市消防団給与条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第24号　令和4年度川崎市⼀般会計予算
議案第25号　令和4年度川崎市競輪事業特別会計予算
議案第26号　令和4年度川崎市卸売市場事業特別会計予算
議案第27号　令和4年度川崎市国⺠健康保険事業特別会計予算
議案第28号　令和4年度川崎市⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦貸付事業特別会計予算
議案第29号　令和4年度川崎市後期⾼齢者医療事業特別会計予算
議案第30号　令和4年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算
議案第31号　令和4年度川崎市介護保険事業特別会計予算
議案第32号　令和4年度川崎市港湾整備事業特別会計予算
議案第33号　令和4年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算
議案第34号　令和4年度川崎市墓地整備事業特別会計予算
議案第35号　令和4年度川崎市生⽥緑地ゴルフ場事業特別会計予算
議案第36号　令和4年度川崎市公共用地先⾏取得等事業特別会計予算
議案第37号　令和4年度川崎市公債管理特別会計予算
議案第38号　令和4年度川崎市病院事業会計予算
議案第39号　令和4年度川崎市下水道事業会計予算
議案第40号　令和4年度川崎市水道事業会計予算
議案第41号　令和4年度川崎市⼯業用水道事業会計予算
議案第42号　令和4年度川崎市自動⾞運送事業会計予算
議案第44号　令和3年度川崎市⼀般会計補正予算
議案第51号　川崎市職員の育児休業等に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について
議案第52号　川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の⼀部を改正する条例の⼀部
を改正する条例の制定について
議案第53号　川崎市指定障害者⽀援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の⼀部を改正する条例の⼀部を
改正する条例の制定について
報告第1号　地方自治法第180条の規定による市⻑の専決処分の報告について
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質問日 会派名 委員名 質問要旨

みらい 田村 学校安全対策推進事業について

みらい 田村 学校直結給水化事業について

共産党 市古 就学援助費について

公明党 浦田 不登校児童生徒の学習支援について

公明党 浦田 津波災害対策について

みらい 鈴木 精神障害等で支援が必要な親へのサポートについて

自民党 青木 学校におけるSDGsの取組について

自民党 青木 包括民間委託について

無所属 大西 HPVワクチン接種勧奨による情報提供や相談支援体制について

共産党 後藤 GIGAスクール構想端末整備費について

自民党 吉沢 学校遊具について

みらい 押本 みんなの校庭プロジェクトについて

共産党 勝又 南百合丘小学校校舎等増築事業費について

公明党 田村 通級指導教室について

自民党 山田 学校の動物飼育について

自民党 山田 新年度に向けた学校ルールの周知について

共産党 赤石 視覚障がい児への移動支援・他の支援について

無所属 松川 スタディ・ログ、学習状況調査、資産形成について

無所属 松川 学校運営協議会について

みらい 飯塚 伝十郎桃について

公明党 山田 学校プールの運用について

みらい 露木 部活動指導員について

共産党 大庭 通学路の安全対策について

共産党 大庭 学校プールについて

公明党 沼沢 向河原駅踏切について

公明党 沼沢 市立学校の制服の共通化について

自民党 上原 スポーツの場について

無所属 吉沢 ＧＩＧＡ端末の活用について

無所属 吉沢 ハラスメント対策について

無所属 三宅 教職員の病休について

共産党 片柳 ファミリーシップ制度について

共産党 片柳 中学校におけるコロナの感染について

公明党 花輪 特別支援学校費並びに特別支援学校施設整備費について

自民党 野田 フッ化物洗口について

自民党 野田 幸市民館・図書館及び幸スポーツセンターの整備について

みらい 岩隈 出資法人経営評価事業について

共産党 石川 宮前図書館について

公明党 かわの 公立小中学校のバリアフリー化について

自民党 松原 成人式について

みらい 雨笠 学校給食におけるSDGsの食育について

自民党 石田 児童生徒の交通安全対策について

３月９日（水）

３月１０日（木）

予
算
審
査
特
別
委
員
会

３月７日（月）

３月８日（火）
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会派名　みらい　    木庭議員

質　　　問　　　要　　　旨

これまでの任期３年間の総括に関する見解

今後の任期３年間への期待に関する見解

市長事務部局と教育委員会事務局との横串を刺す考え方に関する見解

多様化する諸課題に対する教育長とのこれまでの連携に関する見解

今後の具体的な推進方法に関する見解

コンプライアンス意識の醸成に向けた取組の総括に関する見解

改善に向けた教育長との連携に関する見解

犯罪被害者への教育支援の推進に関する見解

民意を反映した事業推進に向けた効果的な連携の在り方に関する見解

地域コミュニティの核としての学校が果たす役割に関する見解
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