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平成３０年 第１回 柳井市議会定例会 一般質問内容 

 

質 問 者          質問事項及びその要点 答弁を求める者 

〔１〕君国 泰照 議員 

１ 市長就任１０年、これからの市長の政治姿勢について 

（１）民主党から自民党への転進について 

① 民主党代議士秘書から無所属で市長当選、市長就任時か

ら市民党へ転身。 

今回、昨年１１月２８日付で自民へ入党し、転進をされ

たが、その根拠についてお尋ねする。 

（２）首長、議会が住民に対して、それぞれが直接責任を負う二

元代表制について 

① 市長就任以来９年間、市長と議会、市民間でブレやズレ

が再三あるが、民主主義の当世では当然のこと。対立、不

協和音、不信任と問題があったが、就任以来１０年の節目

を迎えるが、これから柳井市を取り巻く難局や難題が立ち

はだかってくるが、柳井市の将来の命運を託された柳井市

のトップリーダーとしての市長の政治姿勢と、二元代表制

の確立のためにも、今後しっかりとした同意、合意のコン

センサスが重要であるが、市長の意見を求める。 

（３）岩国基地問題と上関原発計画について 

① 電力は日常生活に絶対必要なものであり、防衛も我国に

おいて北朝鮮、中国、ロシアに対して今以上必要となって

きている。 

国策には迷惑施設や事業が伴い多額な交付金の恩恵で立

地自治体や住民に納得させている。 

そのアメの見返りとして、いつ何時何が起こりうる不安

と驚異に脅かされる。 

安心して暮らすしあわせを望むなら、渇しても安易な交

付金で妥協を飲まず。 

これから必ず騒音や事故、トラブルが続発する。 

これらの問題を立地自治体の民意だけでなく影響されう

る隣接市町、近隣市町、隣県と共に連携して対策、対処す

る必要があるが、この度、自民党に転進されたが、自民党

の立場でなく市民の生命、財産、安心、安全を守り、この

地域に暮らすしあわせを追求する市民党の市長としての本

意を訪ねる。 

 

 

市長 

〔２〕中川 隆志 議員 

１ 市長の自民党入党について 

（１）自民党に入党された理由とその目的をお聞かせください。 

（２）自民党員になられたことを柳井市政にどのように反映され

ますか。 

（３）新年度の予算のどの部分に自民党所属市長としての施策を

反映させていますか。 

 

市長 
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（４）上関原発建設計画をどう思われますか。 

（５）岩国基地の存在をどう思われますか。 

２ 学習指導要領の改訂に伴い平成３２年度から小学校（３年生以

上）の英語教育が本格化することについて 

（１）現在は小学校５年生からの英語を学んでいますが、平成３

２年度に向けて柳井市はどのように移行して行きますか（教

材、教員、研修、ＡＬＴ等）。 

 

 

 

市長、教育長及び

関係参与 

〔３〕田中 晴美 議員 

１ コンパクトなまちづくり事業、企業誘致について 

（１）今日までの事業の進展について 

（２）これまでの活動状況について 

（３）事業に対する市の考え方を今一度お伺いする 

（４）今後、事業の継続において、市の対応は今までどおりなの

か 

（５）製造業だけを企業誘致の対象にしているのか 

２ 市内の公共施設のトイレの状況について 

（１）公共施設の便器の洋式化について 

３ 柳井市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

（１）創生総合戦略で今、柳井市が抱えている課題の多くが文書

化されているが、先ず初めに地域の経済発展、経済成長を目

指すべきと思うが、いかがでしょうか。 

 

 

市長及び関係参与 

 

 

 

 

 

 

市長及び関係参与 

 

市長及び関係参与 

 

〔４〕早原 秀文 議員 

１ 中山間地域における防災・減災対策の現状と課題について 

（１）土砂災害危険区域（由宇川流域）における砂防堤の耐用度

（約半世紀経過）と、新設箇所の必要性有無について（砂防

ダム新設） 

（２）集中豪雨による河川の急増水に対する具体策について（水

位計設置、事前告知、指示の現状など） 

（３）急傾斜地、がけ地崩壊危険区域指定箇所の定期巡回、点検

と居住者への周知現状について（ハザードマップの見直し等

含む） 

２ 中山間地域等における有害鳥獣対策及び竹林転換事業の強化に

ついて 

（１）直近の被害面積、年間被害額と平成３０年度における重点

対策について（予算１３，４４５千円） 

（２）竹林転換事業（平成３０年度８５０千円）の増額強化の必

要性について 

３ 市財政の透明化と分かりやすい市民への開示対策について 

（１）現行の「現金主義」から「発生主義」に移行できる年度に

ついて 

（２）移行における最大課題について 

（３）市債残高（平成３０年度１８２億円）の借り換え等による

圧縮具体策について 

 

市長及び関係参与 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長及び関係参与 

 

 

 

 

 

市長及び関係参与 
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（４）財政調整基金（平成３０年度１５．８億円）の運用実態に

ついて 

 

〔５〕岩田 優美 議員 

１ 自主防災組織について 

（１）災害による被害を予防し軽減するには、地域をよく知って

いる自分たちで地域を守ることが有効とされ自主防災の組織

づくりが推進されていますが、高齢化が進む中、その取り組

みと現状についてお伺いします。 

２ 女性が活躍できる社会づくりについて 

（１）今回の市議会議員選挙は女性の立候補者が一人でした。人

口の半数が女性であるにも関わらず議会で女性の意見が反映

されにくい状況となりました。この状況に危機感を持つ必要

があると考えます。女性活躍推進法が施行されてから２年、

柳井市としての考えと取り組み方をお伺いします。 

３ 小・中学校の学校図書館の運営について 

（１）学校教育における司書教諭と学校図書館司書の役割につい

てと、整備の遅れている中学校の図書館と図書館司書につい

てお伺いします。 

 

 

市長及び関係参与 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

市長、教育長 

及び関係参与 

〔６〕篠脇 丈毅 議員 

１ 井原市長の市政運営について 

（１）明治維新１５０年にあたり、柳井の英傑が果たした業績

を、今日のまちづくりにどう生かそうとしていますか。 

（２）コンパクトシティー・プラス・ネットワークの考え方に基

づく、中心市街地の都市機能と整備の方針について。 

（３）柳井に暮らす幸せの実現のため、市民の苦しみを取り除か

れませんか。 

①土地利用規制と課税の苦しみ 

②島の暮らしに不可欠な船賃の苦しみ 

 

 

市長、教育長 

及び関係参与 

〔７〕久冨 海 議員 

１ 地域包括ケアシステムについて 

（１）団塊の世代が７５歳となる２０２５年に向けて地域包括ケ

アシステムの構築を目指していますが、進捗状況と今後の展

望を伺います。 

２ 学校給食について 

（１）民間のノウハウを活用した給食調理の民間委託について、

導入のメリットや課題を伺います。 

 

 

市長及び関係参与 

 

 

 

市長、教育長 

及び関係参与 

〔８〕三島 好雄 議員 

１ 柳井商業高校の跡地利用について 

（１）なぜカフェと図書館なのか 

（２）いつ決めたのか 

（３）図書館は高台に造るようになるが高齢者への対応は 

 

市長、関係参与 
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（４）なぜ弓道場を併設するのか 

（５）移転後の旧図書館の利用の見通し 

などうかがいたい。 

２ 柳井南中学校の統合に伴う管理棟の耐震化について 

（１）１２月議会で、耐震性のない職員室などは、今年３月まで

に対応の結論を出す、という答弁だったが、どうなったのか

うかがいたい。 

３ 日積出張所・公民館移転問題について 

（１）日積出張所・公民館の移転先として、市はふれあいどころ

４３７の隣地にある元ＪＡの日積支所を買い取って移転する

予算を組んでいるが、なぜ、ＪＡの不要財産を市が購入しな

ければならないのか。ふれあいどころ４３７には、すでに立

派な公民館機能がある。倉庫などを事務所にすれば、予算の

大幅な削減ができるのではないか。また、もう１案として、

日積小学校の整備を行うが、そこを余田小学校のように学校

と公民館併設にできないのか。 

本来、新たな出張所・公民館を造る場合、それにふさわし

い設計をするが、ＪＡの建物の内容に合わせた運用しかでき

ないが、どうか。 

 

 

 

 

教育長及び関係参与 

 

 

 

市長及び関係参与 

 

〔９〕山本 達也 議員 

１ 夢プラン 

（１）夢プランの重要性 

（２）夢プランにかける思い 

２ 柳井市消防団 

（１）崇高な郷土愛護の精神に基づき消防活動を行う権限と責任

を有する非常勤特別職の地方公務員の重要性・必要性につい

て 

 

 

市長 

 

 

市長及び関係参与 

 

〔１０〕岸井 靜治 議員 

１ 人口減少問題に関して 

（１）人口はまちの活力の源です。何とかして人口減少に歯止め

をかけなければなりません。市長の人口減少に歯止めをかけ

る強い決意をお聞きします。 

２ 柳商跡地の活用方法に関して 

（１）まちの案が決定したいきさつについてお聞きします。 

人口減少により公共施設の維持管理がどんどん難しくなっ

ています。そういった状況下で今既にある図書館と弓道場を

なぜ新しく建てるのか？ ご説明ください。 

３ 柳井市に在住しない市の職員に関して 

（１）最近市外に住む市の職員が増えています。このことについ

てなぜそうなっているのかという理由と、もし市長の意図さ

れていることがおありならその説明をお願いします。 

４ 企業誘致に関して 

（１）企業誘致におけるまちの進め方並びに実績を質問します。 

 

市長 

 

 

 

市長及び関係参与 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

市長及び関係参与 

 



- 5 - 

  

〔１１〕川﨑 孝昭 議員 

１ 米軍岩国基地機能強化について 

（１）市民の生命財産を守るための方策を伺います。 

（２）周辺生活環境整備法の活用について伺います。 

（３）基地対策室の設置が必要であると考えているが市の見解を

伺います。 

 

 

市長及び関係参与 

〔１２〕岩田 雄治 議員 

１ 上関原発建設について 

（１）７年前の福島原発事故を経験して、近接する地域での原発

建設計画が存在していることについて所感をうかがいたい 

２ 給食センター外部委託について 

（１）外部委託決定のプロセスをうかがいたい 

（２）委託業者の選択について 

（３）現行職員の去就について 

３ 交通弱者支援について 

（１）高齢者福祉タクシー利用助成事業の現状と課題について 

（２）自動車免許返納者への支援が必要と思うが、考えをうかが

いたい 

４ 柳商跡地利用について 

（１）複合的図書館建設とは具体的にどういった物か 

（２）市民の意見をどういった形で反映していくのか 

（３）運営主体は柳井市として考えて良いのか 

（４）建設費について 

（５）防災拠点として武道館との整合性について 

 

 

市長 

 

 

市長及び関係参与 

 

 

 

市長及び関係参与 

 

 

 

市長及び関係参与 

 

〔１３〕秋良 克温 議員 

１ 自衛隊ヘリの墜落事故に関して、本市における対応策など 

（１）近隣に岩国航空基地があり、本市周辺においてこのような

事故があった場合の他地域との連携ネットワークと本市の対

応 

 

 

市長 

 


