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平成２４年第３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] 山本 達也 議員 

 １ 南海トラフ地震の被害想定について 

（１）柳井市の防災関係対応はいかに 

２ 指定管理者制度の導入について 

（１）地元雇用の創出はいかに 

３ 教育委員会の諸案件について伺う 

（１）新教育長としての所信の一端を聞く 

（２）学校整備計画について 

（３）教育委員会のあり方について 

   （分権型教育の推進と教育委員会の役割の見直しについて） 

（４）いじめ問題について 

（５）大畠中学校武道場改修工事について 

  ①何が問題となっているのか 

  ②問題の原因はどこにあるのか 

  ③本来どうあるべきだったのか 

  ④この件に関する責任の所在はどこにあり、今後どのように対処し

て問題解決をはかっていくのか 

  ⑤こうした問題を二度と起こさせないためにも教育委員会、市執行

部としてどのような対策を講じていくのか 

 

 

市長 関係参与 

 

市長 教育長 

関係参与 

市長 教育長 

関係参与 

 

 

[２] 光野 惠美子 議員 

 １ 岩国基地強化問題について 

（１）この７月２３日に、垂直離着陸輸送機ＭＶ－２２が岩国基地に強

行搬入されました。オスプレイは、開発段階で３０人が死亡。実

戦時に墜落事故などで死亡者６人と負傷者７人を出す危険極まり

ない機体です。全国７ルートでの低空飛行訓練に対して全国知事

会から配備反対決議が出されています。また、柳井井原市長が監

事である山口県基地関係県市町連絡協議会から要請書が出されて

います。市長の見解と今後の対応についてお伺いいたします。 

 ２ ルネサスエレクトロニクス柳井工場閉鎖問題について 

 （１）ルネサスエレクトロニクスは、３年間をめどに国内１８工場のう

ち山口工場の２工場や柳井工場など計８工場を売却・閉鎖を柱と

したリストラ「合理化」を発表しました。生産能力の効率化を理

由に従業員を退職（解雇）に追い込むなど、犠牲をすべて従業員

に押し付けるやり方です。働く権利、生活権を根こそぎ奪うこと

は許されません。関連事業所・地域経済にも大きな影響を及ぼし

ます。すでに関連事業の大畠製作所で全従業員が解雇となる深刻

な影響が出ています。誘致され優遇措置を受けてきたエレクトロ

ニクスには大企業としての社会的責任を果たしてもらう事が求め

られます。先日宇部市長は、本社に対して売却・閉鎖を撤回する

ように求められていますが、市長の今後の対応をお尋ねします。 

 

 

市長 関係参与 

 

 

 

 

 

 

 

市長 関係参与 

 

 

[３] 下土井 進 議員 

 １ 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度利用の取り組みについ

て。 

 

市長 関係参与 

 



 ２ 

（１）本年７月より「再生可能エネルギー特措法」が施行され自然エネ

ルギー発電の電力が固定価格で買い取られる制度が始まりまし

た。温暖多日照の柳井市において太陽光発電は最適な地域だと思

います。制度利用の取り組みについてお教え下さい。 

２ 国立公園の特別保護区指定に向けた取り組みについて。 

（１）周防大島町地家室沖にニホンアワサンゴの群生地があります。こ

の海域が本年度中に瀬戸内海国立公園の海域公園地区に指定され

る予定となっています。この海域は平郡島からは目と鼻の先にあ

る海域です。平郡島から上関町八島・祝島を含めた広域海域での

特別保護区指定に向けた取り組みについてお考えでしょうか。 

 

 

 

 

 

市長 関係参与 

 

 

[４] 鬼武 利之 議員 

１ 国・県との一体となった事業について 

（１）岩国錦帯橋空港及び岩国医療センターへのアクセス道の整備問

題、並びに県道柳井玖珂線の道路整備について 

 （２）国道１８８号線平生バイパス（裾の割線）の道路改良事業への取

り組みについて 

 （３）伊保庄地区海岸線の津波・高潮対策等、海岸保全について 

 ２ 医療、福祉問題について 

 （１）国民健康保険事業の現状と今後の運営見通しについて 

 ３ 学校整備計画について 

（１） 柳井南中学校の校舎改築問題と体育館の耐震補強について 

 

 

市長 関係参与 

 

 

 

 

 

市長 関係参与 

 
教育長 関係参与 

 

[５] 藤里 克享 議員 

 １ 柳井市長選挙について 

（１） 平成２５年３月任期満了に伴う柳井市長選挙に出馬されるのかお

聞かせ下さい。 

２ 県道柳井・玖珂線の改良について 

（１）伊陸大ノ口～馬皿間をトンネル化したら如何か。山陽道（玖珂イ

ンター）のアクセスとしての教育・文化・観光・運輸・通勤・通

学等、あらゆる分野に於ける経済効果は柳井地域にとって大であ

ると思います。私は再三再四、平成７年頃から申し上げていま

す。井原市長の見解をお聞かせ下さい。 

３ 防災について 

（１）国は南海トラフ地震想定を８月２９日に発表。被害想定は死者最

悪３２万人、産業の被害９００兆円の想定。柳井市においても地

震の後９２分後に約５ｍの津波が来ると想定されています。近く

には愛媛県の伊方原発があり、当然視野に入れておく必要がある

と思います。柳井市の対応をお聞かせ下さい。 

４ いじめ問題について 

（１）滋賀県の大津市でいじめが原因かもしれない中学生の自殺が昨年

１０月にあり、全国的な社会問題になっております。いじめ問題

における柳井市の対応をお聞かせ下さい。 

 ５ 農業振興について 

 （１）農業者戸別所得補償制度に於ける柳井市の農家の平成２４年度の

加入申請状況をお聞かせ下さい。 

 （２）柳井市各地で荒廃竹林が増えている。柳井市の対応をお聞かせ下

さい。 

 

 

 

市長 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

関係参与 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

関係参与 



 ３ 

[６] 田中 晴美 議員 

 １ 柳井市の活性化について 

（１）市長は今後の柳井市をどの様な政策で活性化を促そうとされてい

るのかお伺い致します。 

２ 都市漁村交流活性化事業について 

（１）柳井市の持つ豊富な天然資源をフルに活用するお考えがあるなら

海の活用は必要であり、柳井市特有の産業を生む事業が出来ると

思うが挑戦される気はないかお伺い致します。 

 

 

市長 

 

 

市長 関係参与 

[７] 坂ノ井 徳 議員 

 １ 市長の柳井市づくりについて（柳井市総合計画に添い） 

（１）雇用安定と充実した職業生活の実現について 

（２）事業レビューについて 

２ 防災とまちづくりについて 

 （１）武道館建設場所は災害（津波）に対し安全か？ 

 

 

市長  

 

 

市長 関係参与 

 

 

[８] 三島 好雄 議員 

 １ 都市農村交流施設について 

（１）来年４月にオープン予定の都市農村交流施設について、農家レス

トランの部分については試食会等が行われ、その内容がよくわか

ったが、その他の部分について、構想があれば、もっと明らかに

することが市民の理解を得られる道ではないか。市長の見解をう

かがいたい。 

２ タスクフォースについて 

（１）岩国錦帯橋空港は、今年の１２月１３日の供用開始になる。空港

開設を機に、観光客誘致の方法を考えてきたタスクフォースにつ

いては、すぐに採用し、実行できる案がある。柳井市の対応をう

かがいたい。 

３ 地震対策について 

（１）国の有識者会議が８月２９日に公表した「南海トラフの巨大地

震」に関する被害想定の報告では、県内の瀬戸内海に面した１５

の市町で３から５メートルの津波が来る可能性があると予測され

た。柳井市の今後の対応策をうかがいたい。 

 

 

市長 関係参与 

 

 

 

 

 

市長 関係参与 

 

 

 

 

市長 関係参与 

 

[９] 杉村 英子 議員 

 １ 柳井市実施計画（Ｈ２１～Ｈ２４）について 

（１） ３カ年の柳井市実施計画の実績について 

   ①完了した事業、継続した事業、手付かずの事業の件数とその評価 

について 

 ２ 柳井市集中改革プランについて 

 （１）人事評価システムとは、誰がどのような位置付けで行うのか。市

民の代表が入っているのかどうか。人事は公正に行われているの

かどうかについて 

 ３ 新教育長としての取り組み方について 

 （１）基本理念、指針、これからの小中学校への指導について 

 （２）小中学校の整備計画について 

   ①今後の統廃合計画に対する考え方について 

 

 

市長 関係参与 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

教育長 

市長 教育長 

[１０] 東 泰雄 議員 

 １ 防災対策について 

 

市長 関係参与 



 ４ 

（１）８月２９日、内閣府が発表した南海トラフ地震の被害想定は、こ

れまでの想定を大きく上回るものになっている。 

    これらに対応するための、ハード・ソフト面での対策は。 

２ 原発問題について 

 （１）野田内閣が行った「討論型世論調査」の結果は、２０３０年の原

発割合について「０％」が圧倒的多数である。この結果をどう受

けとめるか。 

 （２）山本新知事は選挙中「脱原発はあたりまえ。上関原発は凍結」と

述べた。しかし、初登庁後の記者会見では「国の政策が出た上で

判断」と述べるなど態度に変化がみられるが、市長の見解は。 

 （３）上関原発交付金について、光市長は受け取りを拒否した。柳井市

長も同様の態度表明をすべきと思うが、いかに。 

 

 

 

 

市長  

 

 

[１１] 君国 泰照 議員 

 １ 来年度の市長任期満了に伴う井原市長の去就について 

（１）現在柳井市は経済の混迷、低迷の中で工場閉鎖や解雇、再就職難

による雇用流出や人口減少。 

    少子高齢化や財政・税収悪化と負の連鎖が渦巻く昨今、急流に

馬を変えるべきか？市長、執行職員、議会、市民が手を取り、火

の玉一丸となって乗り切るべきか、市民間に論議が交わされてい

る。 

９月定例会一般質問に於いて、市長あなたは出馬に賭けます

か？それとも鞍替えに賭けますか？去就についてお尋ねします。 

２ 上関町の隣接市長として上関原発の是非について 

 （１）近々国のエネルギー政策の見直しの発表がある。今までは国策に

協力。国の政策をみて判断すると明言を避けていた。 

     国民世論は一部経済界を除き、多くの国民、市民は再稼働や新

設には反対である。山口県、柳井市周辺市町も、この経済不振、

工場閉鎖、解雇で打開策もままならない現状で心ならずも新設に

期待する声もある。 

     上関隣接市長として、素直な意見、次期市長選に立候補するな

ら、市民の声、市民の生命財産、生存権を守る上からも上関原発

の是非や将来の原発比率についての考えの真を問うべきだと思う

が率直な答弁をいただきたい。 

 ３ サザンセト活性構想と事業展開について 

 （１）先の知事選に於いて「上関を絶対に忘れることはない」と声を張

り上げられた。 

     近隣市町もそれぞれ国策として協力してきた。特に上関町は過

去３０年の重み、隣接市町共に生き残り策を賭けた活性化に国・

県は責任もって応えるべきである。 

     そのためには国・県の指導や施策、予算措置が必要であるが、

それ以上に地元の熱意、団結、アイデアでサザンセト地域の全体

や個々の構想や実施計画や具現を新知事や国に訴えていただきた

い。 

     柳井市発展とサザンセト地域の活性化のリーダーとしてもこれ

からの市町に望むところであるが市長の考えを問う！ 
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