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中学校名 議 員 氏 名 質         問 担 当 部 担 当 課 

 １ １  ３ 富士見 大渕 英恵 私立高校の誘致について 市長公室 政策調査課 
２  ８ 熊谷東 関根 千智 「あっぱれ！熊谷流」プロジェクトについて 企画課 
３ １２ 大麻生 渡辺 真琳 暑さ対策について 企画課 
４ １３ 中条 木村 大輝 私たちのできる暑さ対策について 企画課 
５ ２６ 大里 ショルツ 洋司 ゆうゆうバス「ひまわり号」の運行改善について 企画課 

 ２ 

６ ２０ 三尻 大浦 礼士 ※住民税の使途について 

総合政策部

財政課 
７  １ 荒川 加藤 正樹 不審者対策について 安心安全課 
８ ３４ 江南 平井 愛実 街灯の設置について 安心安全課 

 ９ １０ 玉井 西 美樹 植栽ボランティア等の活動ＰＲについて 市民活動推進課 

 ３ 

１０ １１ 大麻生 新井 秀都 水害対策について 

市民部 

危機管理室 
１１  ９ 玉井 大沢 直哉 高齢者福祉について 長寿いきがい課  ４ 
１２ １８ 別府 鳥海 早杜 ※こども医療費の助成について 

福祉部 
こども課 

１３  ２ 荒川 仲谷 憂歌 自動車利用の抑制について 環境政策課 
１４ ２７ 妻沼東 岡田 知樹 地球温暖化対策について 環境政策課 
１５ ３０ 妻沼西 杉山 沙也加 太陽光発電システムの普及について 環境政策課 
１６ ２２ 奈良 滝澤 望美  資源リサイクルの啓発について 廃棄物対策課 

 ５ 

１７ ２４ 大幡 代 有純 分別式ごみ箱の設置について 

環境部 
 

廃棄物対策課 
１８  ５ 大原 橋本 静 緑のカーテンについて 公園緑地課  ６ 
１９ １６ 吉岡 中島 はる名 屋上緑化について 

都市整備部

公園緑地課 
２０ ２３ 大幡 栗原 遼大 ※「かめの道」の利用について 道路課 
２１ ２５ 大里 加藤 友里香 道路の除草について 維持課 

 ７ 

２２ ２８ 妻沼東 須永 明日香 公共施設の耐震強度について 

建設部 

建築課 
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２３  ４ 富士見 鈴木 秀康 冷水機の設置について 教育総務課 
２４  ６ 大原 宮本 一樹 校舎のバリアフリー化について 教育総務課 
２５ １４ 中条 瀧 瑞穂 体育館の建て替えについて 教育総務課 
２６ １９ 三尻 滝本 亜美 校庭の整備について 教育総務課 
２７ ３１ 小島 赤石 真奈美 テニスコートの新設について 教育総務課 

 ８ 

２８ ３２ 小島 野村 和生 太陽光発電システムの学校への導入について 

教育委員会

教育総務課 
２９ １５ 吉岡 太田 青志 学校の花壇コンテストについて 学校教育課 
３０ １７ 別府 大島 安梨沙 学校３学期制の復活について 学校教育課 
３１ ３３ 江南 橋本 一輝 学校２学期制について 学校教育課 

 ９ 

３２ ２９ 妻沼西 金谷 一希 中学校における地域間交流について 

教育委員会

学校教育課 
３３  ７ 熊谷東 加納 大樹 熊谷市のスポーツ振興について 保健体育課 １０ 
３４ ２１ 奈良 井原 黎二 通学路の交通安全について 

教育委員会

保健体育課 
 
 ◎答弁方法 

質問番号ごとに、 初に市長が複数の質問に対して全般的な答弁を行い、その後、副市長（※印のもの）、教育長及び各部長が個別に答弁

します。ただし、質問番号１については、市長答弁のみとなります。 


