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平成２８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] 中川 隆志 議員 

 １ プレミアム付商品券について 

（１）「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のどの部分に対応する事業

ですか。 

（２）どういう目的で発行されましたか。 

（３）どれくらいの経済効果があると予測されましたか。数字でお答え

ください。 

（４）どのような成果がありましたか。説得力のある数字でお答えくだ

さい。 

（５）この事業に妥当性はありましたか。 

（６）有効でしたか。 

（７）効率的でしたか。 

（８）公平性のある事業でしたか。 

（９）人にやさしい事業でしたか。 

（10）総合的に見てどのような評価を下されますか。 
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[２] 田中 晴美 議員 

 １ コンパクトなまちづくりモデル事業について 

 （１）事業の場所を駅の北側に計画したらどうだろうかと以前から言っ

ているが、真剣に検討してもらい、メリット・デメリットを出し

てもらえないか。 
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[３] 三島 好雄 議員 

 １ 先進地の行政視察の成果を参考に 

（１）佐賀県武雄市には「有害鳥獣対策・イノシシ課」があり、年間３

０００頭を捕獲し、約３００頭を食肉加工している。注目すべき

は、田畑へのイノシシ侵入対策である「電気柵」「ワイヤーメッシ

ュ柵」などの財源を、農林水産省の補助事業を利用し、平成２３年

度からは全額国費で対応しているが、柳井市でもできるのではない

か。 

   また、行政機構においても「お住もう課」や「お結び課」などユ

ニークなネーミングで着実に事業を推進しているが、どうか。 

   ふるさと納税の研修で訪問した伊万里市では、お礼の品を２２２

品にし、平成２７年は１年間で約１０億円の寄附があった。柳井市

の取り組みを伺いたい。 

２ 柳井市の観光振興について 

（１）柳井市の観光名所の中心は、白壁の町並みであるが、有名店の撤

退など、厳しい現実がある。柳井商工会議所も独自の取り組みを

されているが、観光過疎地となりつつある白壁通りに「地域おこ

し協力隊」で対応してはどうか。また、策定中の観光ビジョンは

どうなっているのか、伺いたい。 

３ 生活困窮者自立支援制度について 

（１）民間のＮＰＯ法人から「就労訓練」などで貢献したいという申し

出があったと思うが、その対応はどのようにしているのか伺いた

い。 
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[４] 久冨 海 議員 

 １ 多様な学びの提供について 

 （１）適応指導教室の充実について 

 （２）フリースクールについて 

 （３）ＬＧＢＴについて 

 ２ 子育て環境の充実について 

 （１）病児・病後児保育について 

 ３ 起業支援について 

 （１）チャレンジショップ事業について 
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[５] 川崎 孝昭 議員 

 １ 自治会のあり方 

（１）高齢化が進んだ自治会の将来のあり方について 

２ ＡＥＤの設置場所 

（１）緊急時に役に立つＡＥＤの設置場所について 

３ 騒音問題をはじめ、岩国基地に関する諸問題について 

（１）米軍艦載機の騒音問題をはじめとする、これからの岩国基地に関

する諸問題の解決に向けた市の取り組み姿勢について 

４ 騒音測定器の設置について 

（１）柳井市独自の騒音測定器の設置について 
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市長 関係参与 

 

 

[６] 鬼武 利之 議員 

 １ まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

 （１）結婚、子育て、教育環境の整備について、特に少子化の進展によ

り、小学校の複式学級化が進んでいるが、複式学級授業への対応

と拡充についてお伺いする。 

 （２）企業誘致や地場産業の育成、振興による雇用の創造、創出への取

り組みについてお伺いする。 

 （３）移住、定住対策への取り組みについてお伺いする。 

 ２ 公会計制度の見直しについて 

 （１）少子高齢化による人口減少と市税収入の減少の中、限られた財源

を「賢く使う」為には、公会計制度の見直しによる財政マネジメ

ントの強化が求められている。 

     柳井市の公会計制度改革への取り組み状況についてお伺いす

る。 
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[７] 杉村 英子 議員 

 １ 柳井市総合計画について 

（１）柳井市総合計画（基本構想・基本計画・実施計画）の策定スケジ

ュールについて 

２ 財政問題について 

（１）柳井市総合計画にあわせた財政（予算編成）の組み方について 
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[８] 光野 惠美子 議員 

 １ 在日米軍岩国基地強化問題について 

 （１） 世界遺産宮島から約１０㎞のところに柳井市に隣接する在日米

軍岩国基地があります。騒音や事故の危険除去という岩国市民の

強い願いもあり、埋め立てにより大幅に基地は拡張されました。 

そこに、２００６年５月に日米両政府が合意した「米軍再編」

によって、沖縄県宜野湾市の普天間基地からＫＣ１３０空中給油
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機部隊１５機が２０１４年に先行移駐し、２０１７年までに横須

賀を母港とする原子力空母ロナルドレーガンの艦載機５９機が厚

木基地から岩国基地に移駐されようとしています。これにより、

現在配備されているＦＡ－１８ホーネット戦闘攻撃機やＥＡ－６

電子戦機などに加え、より騒音が激しいと言われているＦＡ－１

８スーパーホーネットなどが加わり、岩国基地は米軍機だけでも

約１３０機が配備される極東最大の基地になってしまいます。 

被害は騒音の増加だけではありません。空母艦載機部隊が移駐

してくると、墜落や部品落下等の事故、米兵が引き起こす女性へ

の暴行、家屋への侵入、交通事故などの事件の増加も避けられま

せん。米軍再編は地域住民の生活を脅かす問題があります。 

     「山口県基地関係県市町連絡協議会」の国への４３項目の要望

の進捗状況と国からの空母艦載機着陸訓練やオスプレイ、基地内

事故、落下事故の情報と対応についてお尋ねします。 

また、柳井市内の状況として、大畠宮岬地区と日積地区の騒音

測定器の状況及びデータ管理について、並びに航空機の運用状況

に関するモニタリング調査体制状況についてお尋ねします。 

 

[９] 坂ノ井 徳 議員 

 １ 市長の市政取組みについて 

（１）合併後１０年経過し、次の１０年をいかに進むべきか？市長がさ

れようとしておられることを一言でお伺いします。 

２ 地方創生の拠点づくりについて 

（１）「ふれあいどころ４３７」の「道の駅」化について伺います。 

３ 柳井駅の整備について 

（１）南口改札口の開設、高架駅化について伺います。 
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[10] 岩田 優美 議員 

 １ 学びの場としての環境づくりについて 

 （１）学校図書館について 

   ①学校図書館図書標準達成状況について 

   ②学校図書館司書の配置について 

   ③学校教育における学校図書館の役割について 

 （２）市立図書館のあり方について 
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関係参与 

 

[11] 篠脇 丈毅 議員 

 １ 井原市長の市政運営について 

（１）次期総合計画への課題にどう取組まれますか。 

  ①「新しい公共」の考え方のもと、市民主役のまちづくりを計画に

位置付け、市民活動と行政の協働を進められませんか。 

  ②農業者の意向と実態を反映した、１０年後の農業振興の方向を明

らかにすべき。 

（２）緊急事態に備える体制整備について 

  ①平郡西市道の通行不能の教訓を生かした、対応マニュアルが必要

ではありませんか。 

  ②市民生活の安心のため、消防団への支援はできませんか。 
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[12] 君国 泰照 議員 

 １ 「柳井で暮らす幸せ」について 

 （１）市長コラムと題して市報や新聞、機関誌に掲載され、集会におい
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ても発言があります。しかし、多くの市民には「柳井で暮らす幸

せ」とは何か？と漠然としており、市長のこれからの柳井市のあ

り方や本意や全体像がよく把握出来ず、まさに燕雀安んぞ鴻鵠の

志を知らんやであります。 

     そこで、今なぜ「柳井で暮らす幸せ」を力説されておられるの

か？ 

そのことによって将来の柳井市の進むべき方針と成り得るのか

を市長にお尋ねいたします。 

２ 健康と自然と多世代交流のコンパクトシティとリゾートシティのコ

ラボレーション（共同製作・作業）について 

 （１）柳井市の中心部の半径１．５㎞をコンパクトシティとして駅周辺

地区まちづくりモデル事業を策定。昨年９月に協定目前に白紙撤

回をしたが、本年３月末までに改めて公表されるとのことで、期

待をしております。 

     新明和跡地の今後のあり方や駅周辺の開発計画は予定通り進め

ようとしておられるのかをお尋ねいたします。 

（２）柳井市の中核をなすコンパクトシティと市内の５㎞～１０㎞内に

は、山あり、海あり、田園あり、そして柳井市特有の文化・伝

統・祭りなどもあります。 

又、健康と自然と瀬戸の陽光の恵みに満ち溢れております。 

    健康施設・レジャー・娯楽施設や買物も便利で、お年寄りも子

どもも元気で住み易く、長寿のまちとして多世代交流やコミュニ

ティのあるユートピア・リゾートシティでもあります。 

    そこで、これらの施設やそれぞれの箇所を更に活性化さし、磨

きを掛け、市民に誇りや自慢が出来て、魅力を増すことが、定

住・移住・交流の促進となり得ます。まさに地方創生は足元にあ

ります。 

    市長の任期は残り１年でありますが、８年間の事業、取り分け

最後の１年の成否は、関係参与の能力や手腕にもかかっておりま

す。市長・参与におかれては、これらの取り組みや考えをお尋ね

します。 
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[13] 藤沢 宏司 議員 

 １ 防災対策 

 （１）水害対策 

   ①各ポンプ場の整備計画 

   ②今あるポンプ場の修理計画 

   ③各ポンプ場の運転体制・津波対策 

   ④各ポンプ場の燃料供給体制 

 （２）津波対策 

   ①海抜表示は不十分では 

   ②避難場所は十分か 

   ③市役所は大丈夫か 

 ２ 人口定住 

 （１）雇用場所の確保 

   ①企業誘致 

   ②産業の育成 

   ③起業の支援 

 ３ 行政改革 

 （１）行政改革の目的は 
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