
令和２年第７回田布施町議会定例会一般質問通告一覧表 
 

質問者１ 河内 賀寿                             ※一問一答 

 

 

質問者２ 松田 規久夫                            ※一問一答 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

（１）敬老会

応援チケット

を来年も出せ

ないか 

今年、コロナの影響で敬老会は中止になったが、そのかわり７５歳以上

全町民に２千円分の応援チケットが配布された。９月の一般質問で、来年

のことを尋ねると、継続の予定はないとの回答。財政を考えれば分かりも

するが、コロナの中、多くの老人に「あれはよかった。またいただけない

のだろうか。」という反響は予想以上だった。１人に２千円という金額は皆

分かっていて、気持ちの問題を言っておられた。たとえ千円分でも、の半

額でも、気持ちの問題で何とかならないか。 

 

町長 

（２）高齢者

の戦争体験を

もっと伝えて

は 

 

平成２３年３月議会の一般質問の再質問だが、その頃よりさらに年齢の

壁の状況は悪い。高齢者の戦争体験をもっと伝えてほしい、それだけです。

今しなければ、生身の体験談を聞く機会は二度となくなります。すぐです。 

こういうことは、トップの判断、好みの問題です。重要なことについて

は、前から説明済です。新体制でいい検討を願います。 

 

町長 

教育長 

（３）校庭を

芝生化しては 

平成２４年の再質問ですが、「校庭を芝生化しては」です。芝生化の効果

については、前回説明済です。 

前尾﨑教育長の答弁では、地域の要望が必要とのことだった。あれから

７年がたち、少子化は一層進み、麻里府小も無くなり、学校を支える人達

の環境も変わりつつある。 

芝生の管理の水まきや草ひきなどの手間は実際面倒だが、人との交流に

も繋がり、子どもの足裏から伝わるクッションとほどよい温かさになる。

芝生化はいい点も多く、また考えてほしい。 

 

教育長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

（１）リモート

（遠隔）議会に

ついて 

田布施町議会の情報化は遅れている。情報化の現在、環境保護の視点

からも紙ベースの資料は早急に廃止が望まれる。行政改革という言葉を

よく耳にするが、全ての審議がリモートで可能となるよう行政、議員は

レベルアップに努めねばならないと思う。予測が不可能な感染症や大規

模災害に備えて、行政、議員が議場に集まれない想定は必要だ。議会機

能を維持する手段として、リモート出席は感染症対策として有効な手法

である。町役場と議会のオンライン化について尋ねる。 

 

町長 

（２）学校給

食の民間委託

について 

田布施町が提供する学校給食（公共サービス）は官が行うにしろ民に委

ねるにしろ、提供する責任は田布施町にある。官営と民営の公正な学校給

食提供コストを検証し、公共サービスの質の維持向上に向けた措置を選ぶ

必要がある。コスト比較も重要な要素だが、生徒・児童にとってどうかの

考慮が最優先されねばならない。学校給食調理業務の民間委託を推進する

ためには、田布施町学校給食検討委員会で将来構想（民間委託）検討は必

要だろう。ここで、学校給食の基本構想として保護者などにパブリックコ

メントを求める。公募型プロポーザル（企画提案）方式による民間委託の

町長 

教育長 



 

 

質問者３ 穴井 謙次                             ※一問一答 

 

 

検討も方法だろう。町長の考えを聞きたい。また、教育長に食育の視点か

ら聞きたい。 

 

（３）名誉町

民について 

名誉町民は田布施町民にとって誇れる人であり、町民の誰もが目指す目

標の人である。この賞は田布施町最大の名誉であり、町が授与するなら、

存命中に授けるべきと私は思う。受賞の家族にとって亡くなってからでも

名誉なことだが、生存中の方が本人、家族にとって受賞の価値は高い。田

布施町には高齢になってから運動を始め、世界記録保持者となった人がい

る。人生の長きにわたり政治家として住民に尽くした人もいる。町民の目

指す目標となる人には生存中の授与を考えても良いのではないか。９月議

会は、町民にとって暗いニュースとなった。町は、明るいニュースの提供

を考えても良いと思う。是非とも検討をお願いしたい。 

 

町長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

（１）介護保険

料・事業計画に

ついて 

６５歳以上の人の介護保険料は３年ごとに見直しが行われる。令和３年

度から令和５年度の３年間を目標年度にする田布施町第９次高齢者保健福

祉計画が検討されているが 保険料の増加は、できる限り抑えて頂きたい。

来年の介護保険料の改定はどのような見込みか。 

高齢化が進み、高齢者が元気で、安心して暮らしていけるよう様々な対

策が急がれる。先般実施された、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在

宅介護実態調査」に対しその結果を町はどのように捉え、対応を検討され

ているかを伺う。 

 

町長 

（２）町有地の

管理、有効利用

は 

 町有地は現在どれ位在りどのような管理がされているのか。また今後町

有地の有効利用をどのようにお考えか尋ねる。 

 

町長 

（３）田布施町

教育振興基本

計画「育てたい

三つの美しい

心」の推進は 

２０１８年１２月に新たな田布施町教育基本計画が策定され２年が経過

します。ふるさとに学び、ふるさとを愛する「たぶせっ子」の育成を目指

し 

①「はい」と言う素直な心 

②「すみません」の反省の心 

③「ありがとう」の感謝の心 

を本町で育てたい三つの美しい心と掲げられ、地域総がかりで育成を図る

取り組みを推進してこられました。そしていじめ等の問題行動や不登校の

未然防止につなげてこられました。 

今年、予想もしなかった新型コロナウイルス感染症が発生し、長期の休校

に対する子供達の心のケア、感染症に対する偏見、誹謗中傷等、新たな問

題が起きており、この困難な状況を乗り切るためには、今後ますます学校、

家庭、地域社会の一丸となった豊かな心の育成の取組が急がれると思う。

そこで 

・これまでの取組と現状、課題。 

・今後どのように推進していかれるか尋ねる。 

 

教育長 



質問者４ 清神 清              ※最初は一括質問一括答弁、２回目より一問一答 

 

 

質問者５ 西本 篤史                             ※一問一答 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

（１）電動車い

す登録状況は 

 高齢化が益々進む中、運転免許証を返納する高齢者が年々増え続いてい

る。 

６年前に一般質問で、電動車いすの地域ナンバーを導入するようにと要

望したが、１年後には直ぐに対応して頂き、現在は各所で田布施ナンバー

をつけた電動車いすを見かけるようになった。運転免許は不要で歩行者と

同じ扱いになっている。ナンバーステッカーを導入して利用者を見守る独

自の取組みが成果をあげていると感じられる。 

導入されて５年が経過したが、現在登録された電動車いすは何台位ある

のか。 

 

町長 

（２）テニスコ

ート候補地 

進捗状況は 

 現在、田布施中学校ではテニス部のクラブ活動は県道をまたいで南側に

て練習を実施している。 

この土地は借地でもあり、毎年多額の借地料を地主に支払っている。 

また車の往来も激しく道路を渡るのも危険が伴っている。 

この度、田布施中学校の北側の土地が、駅前道路の拡張に伴い整備され

る予定になっている。そこには３軒の地主があり、東京に在住の地主は売

却を希望している。 

他に近くの地主やJAの土地もあるがいずれも雑草地のままである。 

この際、その土地を購入してより安全な場所にテニスコートを移設すべ

きと思うが、今後の計画予定と土地の購入予定はあるのか。 

 

町長 

（３）麻郷小学

校ツバメの糞

公害について 

今年の秋に麻郷小学校に定期監査のため訪問する機会があった。 

新築された校舎の軒下には、ところ狭しとコシアカツバメの巣が換気扇

の上側にぎっしりと並んで、子育ての後が伺えた。土間の上には白い糞が

ベタベタと落ちて臭いや衛生面では不適切としか思えない状況にあった。

下を通る際、頭や制服に糞が落下して生徒は困惑しているのではないかと

思われた。 

動物愛護面からいえば、巣を取り除く訳にもいかないと思うが、何らか

の対策が必要と思うが、対策方法はあるか。 

 

教育長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

（１）地方公

共団体のデジ

タル化につい

て 

コロナ禍における社会全体のデジタル化の推進には、住民に身近な行

政サービスを提供する地方公共団体に対する手続のオンライン化、地方

公共団体のデジタル化が急務である。また、デジタル化に当たっては、

住民の利便性向上と行政の効率化を図るとともに、地方創生をはじめと

した地域の諸課題の解決になるのではないか。 

 ・地方公共団体における行政手続のオンライン化の推進は 

 ・地方公共団体における情報システム等の共同利用の推進は 

 ・地方公共団体における AI・RPA等による業務効率化の推進は 

 ・議会のタブレット化、テレワークは可能か 

・町もデジタル化専門部署をつくり一括管理出来ないか 

以上、今後の計画も含めて質問いたします。 

 

町長 



 

 

質問者６ 國本 悦郎             ※最初は一括質問一括答弁、２回目より一問一答 

 

※RPAとは業務自動化「Robotic Process Automation /ロボティック・

プロセス・オートメーション」の略語 

 

（２）デジタル

機器の使い方

について 

町内小中学校は今年度中に全児童、生徒にタブレットＰＣが整備され

る。近年スマホ・タブレット等の誤った使い方により児童・生徒が犯罪

に巻き込まれるケースがある。匿名による誹謗中傷などＳＮＳによるト

ラブルが多い。ゲームや動画サイトに夢中になり学力低下も指摘されて

いる。これからは情報モラル教育なども低学年からはじめるべきではな

いか。 

また、「学校・保護者等間の連絡手段をデジタル化」をしてはどうか。 

・アンケートのオンライン化 

・欠席・遅刻のオンライン化 

・お便り等プリントのデジタル化 

など、なりすまし防止、セキュリティ強化して出来るのではないか。 

以上質問いたします。 

 

教育長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

（１）麻里府

地区活性化事

業ついて 

「田布施町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標４に当初か

ら「麻里府地区活性化事業」という項目が入っている。 

令和元年度に出された資料によると「麻里府地区活性化事業」がどれ

だけ達成されたかという検証資料では、評価は２７年度当初から全てが

最低の「Ｃ」の評価で、地元との協議は進んでいない。アクションプラ

ンによれば、令和２年度までに旧麻里府小学校跡地を考える会（考える

会）と協議して検討し、計画を策定すると書いてある。 

そこで、次の３点についてお尋ねしたい。 

①こういった協議をするには、予算措置と執行ができる町が初期の段階

から麻里府地区活性化事業についてビジョンを持っていなければな

らないが、それはあるのか。 

②そのビジョンを具体化するために今年度考える会と協議したはずで

ある。今時点での計画策定がどこまで進んでいるのか。 

③廃校後の校舎は当面３年程度を目安に使用するとしている。廃校後５

年経過しているが、他の施設も含め有効活用する方針はあるのか。 

 

町長 

教育長 

（２）国道と漁

港までの道路

の整備につい

て 

麻里府地区の連合自治会との意見交換会の資料を見ると、令和元年度

の尾津地区（尾津東～尾津中）旧道路運行について、車のスピードの規

制と離合スペースが欲しいとの要望が出されている。その回答では、注

意喚起の看板の設置を検討したいとか、離合スペースの用地等確保が可

能であれば検討し、分筆買い取りをしたいと述べている。更に、地元の

同意が必要だが、幅員規制が有効になるとも述べている。 

そこで、次の２点についてお尋ねしたい 

①その回答は今現在、どう具体化されているのか、されていない分はこ

れからどうするつもりか。 

②水産庁のＨＰを見れば、漁港関連道路整備事業として水産物の流通の

効率化を図るため、漁港と国道、県道を結ぶ道路又は漁港と他の漁港

とを道路等を整備できるような事業が載っている。この整備事業を使

町長 



 

 

質問者７ 竹谷 和彦                             ※一問一答 

 

うと用地買収が絡むが、国道から漁港迄直に大型車両が通れる広さの

道路を整備するということができそうだ。町道整備とは別に、尾津

中・東地区の人がいざという時に避難するにも便利になるが、一考の

余地はないか。 

 

（３）ＧＩＧ

Ａスクール構

想について 

令和５年度までに導入される予定だったＧＩＧＡスクール構想に不可欠

な端末が、コロナ禍で前倒しとなり、今年度中に全児童・生徒に対して１

人１台整備されるようになった。 

 そこで、次の４点についてお尋ねしたい。 

①有効に活用するにはタブレットに触り、慣れることが大切である。その

ためには児童・生徒が持ち帰ることを想定して家庭での通信環境の整備

と家庭での活用のルール作りが急がれる。ハード面の充実と並行し、そ

ういった面での取り組みを今後どう進めていくのか。 

②経済的な格差が学力格差につながらないような配慮も必要である。通信

環境の整備だけでなく、低所得者には通信料も支援できないか。 

③他の自治体では無線ＬＡＮで発生する電磁波の影響を極力除去するため

に、タブレットを使用しない時間帯にはアクセスポイントのスイッチを

切るようにしている。それは田布施町ではできないか。 

④急な前倒しの整備で学校現場では戸惑いがあるとの元同僚からの声もあ

る。ＧＩＧＡスクールサポーターの配置はできないか。 

 

教育長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

（１）田布施

中学校の天体

ドームの未来

予想図は 

以前の議会でも何度か質問したが、約１億円もの資金を投入して建てた

中学校の天体ドームはすでに約３０年が経過し、相応のメンテナンスを施

す必要があると思う。町民全体の科学的文化的施設の現状と今後の未来予

想をお尋ねしたい。 

 

教育長 

（２）町内の

横断歩道追加

や交通安全対

策は 

去る１１月にも地域交流館前の横断歩道のない道路を横断中のお年寄り

とクルマとの交通事故が発生したばかりだ。また道路の拡幅工事により以

前よりもスピードを出すクルマも増えているように思う。町民からの要望

でどのように横断歩道や信号の新規追加を県に申し出ているのか。今まで

に申し出のあった場所はどれくらいあるのか。以前とは町内の交通事情も

変わっている。交通量の多い道路の調査や今後の交通安全対策について教

えて欲しい。 

町長 


