
発言通告書 （本会審議となった案件に対する発言者及び発言要旨） 

 

令和３年第３回定例会 

議員名 発言対象案件・要旨等 

５番 

木戸 晃 

（市民の声） 

【発言対象案件】 

報告第３号 

 

【件名】 

令和２年度一般財団法人高石保健医療センター会計決算

の報告について 

 

【要旨】 

令和２年度決算は法人単位で減収減益でした。 

１：その原因と対策を、８事業部の成績をもとにお示し

ください。 

２：在宅介護支援センターの相談件数がピーク時の１/3

に激減している理由を教えてください。 

３：診療センターの落ち込みが激しいが、PCR検査を導入

してはどうか？ 

 

 今後、新たなウイルスの脅威は続くのであるから感染

対策は市民に不可欠、この保健医療センターを感染対策

センターにする器量はないか？ 

 

 

  



議員名 発言対象案件・要旨等 

６番 

山敷 恵 

（市民の声） 

【発言対象案件】 

教育委員会報告第 1 号 

 

【件名】 

令和 3 年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検並びに評価結果報告書（令和 2 年度対象）について 

 

【要旨】 

１，評価についておよび評価の対象について（補助執行

事務について） 

２，本報告書と教育現場の連携について 

３，報告内容について（ICT 機器の活用とメディアリテ

ラシー、生徒指導、文化財、教育委員会活動など） 

 

 

  



議員名 発言対象案件・要旨等 

８番 

二瓶 貴博 

（高志会） 

【発言対象案件】 

教育委員会報告第１号（令和 3 年度教育に関する事務の

管理及び執行の状況の点検並びに評価結果報告書につい

て） 

 

【件名】 

点検評価の概要、手法。学識経験を有するものについて。 

 

【要旨】 

・点検評価の手法について、「学校教育」「社会教育」そ

れぞれの項目は毎年再検討されているか。 

・学識経験を有するものの定義、またそれらの方の報告

書への関わり方について。 

 

 

  



議員名 発言対象案件・要旨等 

13 番 

畑中 政昭 

（高志会） 

【発言対象案件】 

報告第 3 号（令和 2 年度一般財団法人高石市保険医療セ

ンター会計決算の報告について） 

 

【件名】 

決算の具体的な内容について 

 

【要旨】 

・老人保健施設事業の収支状況について 

・診療センター事業の収支状況について 

・2000 万円以上の単年度赤字の評価と分析について 

 

【発言対象案件】 

教育委員会報告第 1 号（令和 3 年度教育に関する事務の

管理及び執行の状況の点検並びに評価結果報告書） 

 

【件名】 

令和 2 年度の執行の状況や令和 3 年度の現状について 

 

【要旨】 

・「目指す子ども像」に向けた研究について 

・社会面における系統だった教育の執行状況について 

・オンライン授業の具体的な執行状況について 

・コロナ禍における児童生徒への影響をどう分析してい

るか 

 

・上記は発言の順番を表したものではございません。 

・発言時間は１人３０分以内（答弁を含む）。 

 

  



質問通告書 （一般質問） 

 

令和３年第３回定例会 

議員名 質問要旨等 

１番 

松田 亜季 

（日本共産党） 

学校生活とコロナに関する支援（補助） 

・移動をともなう行事の実施について 

・コロナ感染症による生活困窮世帯に対する支援・補助 

 

小中学校体育館の利用について 

・市内の団体での利用状況 

・利用に対する減免などについて 

 

市内の公園や高師浜運動施設等（指定管理）について 

・指定管理の内容の確認 

・今後の取り組みについて 

・市内公園の安全確保について（市民から苦情・要望） 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

２番 

明石 宏隆 

（日本共産党） 

コロナ感染症について 

・感染が疑わしい場合について 

・ワクチン接種方法 

・陽性者に関すること 

 

「新たな学校の日常」について 

・コロナ感染症対策・衛生面等について 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

３番 

阪口 茂 

（公明党） 

新型コロナウイルスワクチン接種について 

・接種の見通しについて 

・若者世代のワクチン接種について 

・妊婦さんの優先接種について 

・感染防止策について 

・自宅療養者の環境整備について 

 

安全対策及びコロナ禍における対策について 

・通学路の安全点検について 

・飲酒運転撲滅について 

・うつ症状について 

・がん検診の受診控えについて 

 

外国人との共生社会に向けた環境整備について 

・外国人の義務教育について 

・日本語習得に向けたボランティア活動について 

・多言語による情報発信について 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

４番 

吉田 佳代子 

（公明党） 

女性の視点からの防災・復興 

・防災会議における女性委員の割合 

・地域防災計画・対策に女性の意見が反映されているか。 

・避難所運営に女性が参画しているか 

・女性の視点からの避難所対応について 

・個別避難計画と福祉避難所について 

 

パラリンピック教育について 

・小、中学校でパラリンピック教育を実施していますか 

・パラリンピック競技を学校でした事がありますか 

・どのような形で進めておられますか 

・車イスダンスについてどう思いますか 

 

検診について 

・脊柱側彎症について 

 

子宮頸がん予防ワクチン接種について 

 

市政全般について 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

５番 

木戸 晃 

（市民の声） 

本市のコロナ対策を問う。 

１：感染拡大防止は検査から。改めて、希望する市民に

公費での PCR検査の実施を要請する。 

２：せめて、急激な若年層への感染対策として、高石市

立小中学校に PCR 検査機を設置していただきたいが

見解を問う。 

３：コロナ禍で生じた困窮市民への経済的支援策と精神

的支援策は？ 

 

本市の防災対策を問う。 

１：大災害時に垂直避難を余儀なくされる要援護者への

対策として 

⑴要援護者リストの整備、高齢者らの避難計画の制定

が義務付けられているがその進捗状況 

⑵介護施設、障がい者施設との連携の進捗状況 

  以上２点、教えてください。 

２：高石市総合防災マップに、石油コンビナートから発

災したケースがない理由を教えください。 

 

その他（以下の質問のうち決算委員会で確認できたもの

は割愛します。） 

１．35人学級への移行の進捗状況は？ 

２．高石市立小中学生に対して SNS 使用（ブルーライト

照射）時間の短縮呼びかけ実施は？ 

３．本年度８月から介護保険施設の食費や部屋代への補

助が減額・縮小されているがその影響と対策を問う。 

 

会期中に発生した事案で確認を要する事。 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

６番 

山敷 恵 

（市民の声） 

コロナ禍への対応について 

・自宅療養者、濃厚接触による自宅待機者に対する高石

市としての食料や物資の支援 

・経済的に困窮する市民・事業者への支援 

・PCR検査可能な市内医療機関の周知 

・コロナ禍の中での避難所開設訓練の必要性 

 

教育について 

・コロナ禍の中、児童・生徒・保護者の不安に寄り添っ

た教育、教職員の負担軽減策など 

・非認知能力を育てる教育、地域の力を借りる教育 

・災害時における学校給食の実施体制 

 

高石市における水道事業の今後について 

・水道料金の推移予測 

・広域水道企業団への統合のめど及び「府域一水道に向

けた水道のあり方協議会」における議論の進捗状況 

・緊急時の給水方法 

 

会期中に新たに生じた問題などがあれば、その件も質疑

します 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

８番 

二瓶 貴博 

（高志会） 

教育部関連 

・修学旅行と運動会について。 

・コロナ陽性者の生徒、児童、また濃厚接触者として自

宅待機を余儀なくされている子供の学習及び給食につ

いて。 

・リモート学習について。 

・鴨グラウンドの有料利用について。 

 

政策推進部 

・旧図書館、旧市民会館跡地についての進捗状況と改め

てこれまでの経過の説明を求める。 

・上記の今後の見通しについて。 

 

土木部 

・公園の雑草について。 

・通学路の歩道の老朽化について。 

・大人の自転車の交通ルール遵守及びマナー向上につい

て。 

・横断歩道に対する車両の通行、交通ルールの遵守につ

いて。 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

９番 

久保田 和典 

（公明党） 

企業版ふるさと納税について 

・企業版ふるさと納税のさらなる活用について 

 

災害時の情報伝達について 

・聴覚障がい者への取り組みについて 

・高齢者及び要支援者への取り組みについて 

 

地域気象防災支援の取り組みについて 

・気象庁との連携について 

・気象災害情報の専門家の育成について 

 

その他、市民からの要望等について質問します。 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

10 番 

寺島 誠 

（無会派） 

登下校時の安全確保 

・これまでの安全確保対策について 

・令和 3 年 7 月の「通学路における合同点検の実施につ

いて（依頼）」に対する高石市の対応について 

 

医療的ケア 

・「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法

律」の施行に向けた現状と今後の対応について 

 

新型コロナウイルス 

・小・中学校の夏休み明け登校状況について 

・クラスター発生時の対応方法について 

・文科省の感染対応ガイドラインについて 

 

市政全般について緊急を要する場合等は質問します 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

12 番 

永山 誠 

（高志会） 

政策推進部 

①ASPAC 開催について 

・青年会議所主催の世界会議が堺高石の地で開催され

る事について 

②伝統文化等のコロナウイルスによる影響について 

・市内におけるコロナウイルスの影響を受けた伝統文

化の保護について 

 

保健福祉部 

①感染拡大防止の自主対応に関する支援 

 ・感染が拡大する中での対応について確認 

特に自主的な対応に関する支援について 

 

教育部 

①校区の再編について 

・進捗状況を確認 

②道徳教育について 

 ・道徳心について 

 

その他、緊急を要する案件があった場合及び決算に関連

する案件については追加する場合があります。 

 

アフターコロナを見据えて、市民が希望を持てる様なや

り取りが出来ればと思います。 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

13 番 

畑中 政昭 

（高志会） 

新型コロナウイルス感染症について 

・濃厚接触家族への支援 

・PCR検査機関の整備について 

 

孤立ゼロプロジェクトについて 

・進捗状況について 

 

その他、市政全般 

・会期中の市民からの要望、委員会審査では明らかにな

らなかった事項、通告時からの状況変化等へ適切に対応

する必要などから、このように記載したが、熟した論議

になるよう綿密に事前の取材などを執り行う予定。 

 

 

  



議員名 質問要旨等 

14 番 

森 博英 

（市民クラブ） 

学校給食牛乳残渣処分について：環境対策 

・瓶から紙パックに変わった小中学校の給食牛乳の残渣。 

瓶の際は業者が引き取り処分。 

紙パックに変わる２学期からの残渣処分について伺い

たい。 

 

粗大ゴミの休日搬入について 

・休日の粗大ゴミ搬入日を作って欲しい旨の要望が、市

民からある。 

休日に泉北環境整備施設組合が受付する日を作って欲

しい。 

 

避難所空き情報の SNS での発信について 

・昨年９月議会で私が提案した災害発災時の避難所空き

情報。 

行政 SNS での情報発信について、現状の進捗状況。 

そして私が一例として行政にご紹介した民間企業、株

式会社 VACAN 社との提携進捗状況について。 

 

その他議会中市民から要望あれば、事前通告して質問し

ます。 

 

・上記は質問の順番を表したものではございません。 

・質問時間は１人４５分以内（答弁を含む）。 


