
令和２年第１回田布施町議会定例会一般質問通告一覧表 

 
質問者１ 西本 篤史                            ※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． 町民グラ

ンド夜間照明

について 

町長の年頭あいさつでＴＡＩＫＯスポーツセンター田布施グランド夜間 

照明施設の全面改修が示された。ナイター照明は水銀灯を使用しており 

２０２０年に生産中止される。ＬＥＤ化すれば電気代は１／３になり寿命 

は３倍に増える。しかし初期設備費用は多額であるが、３年後には経費は 

逆転する。夜間に利用するスポ少やスポーツクラブは現在グランド利用料 

金及び夜間照明使用料を支払っている。 

・年間のスポーツセンター全体の電気代は幾らか（昨年分） 

・電気代が安くなる分夜間照明使用料は安くならないか。 

・ＬＥＤは眩しいと指摘があるが明るさの調整は出来ないか。 

（照明の個数はどのような計画か） 

・省エネ補助金等で工事代は安くならないか。 

・ソーラー灯を増やして夜間のウオーキングに利用できないか。 

以上お尋ねします。 

 

教育長 

２． 光ファイ

バー網整備に

ついて 

来年度計画に光ファイバー網整備が示された。未整備地区では数年前か

ら要望書が出されておりようやく整備が計画された。 

これからは光ファイバー網による高速インターネットは不可欠である。

ＩＣＴ、ＡＩ（人工知能）、ＩｏＴ（モノのインターネット）などSociety 5.0

（ソサエティー）対応しなければならない。スマート農業で食品の増産、

ロスの削減。高齢化社会においての遠隔診療も期待される。 

・整備費用は幾らか、補助金は出るのか。 

・未整備地区は町内の何処か、何戸か。 

・整備は２年計画とされているがどこの地区からするのか。 

・今後ケーブルＴＶの可能性はあるのか。 

・行政のSociety 5.0（ソサエティー）計画はあるのか。 

以上お尋ねします。 

 

町長 

３． 子育て支

援について 

町は子どもの医療費（健康保険適用分）を小学６年生まで引き上げるな

ど子育て支援に取り組んでいる。「山口県子どもの貧困対策推進計画」では

平成３１年度までに計画して令和２年度より「子どもの貧困対策整備計画」

を各自治体で策定すると聞いている。 

目標では「子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることのな

い社会の実現」となっている。町の整備計画はどのようなものか、またプ

レミアム商品券など子育て支援の状況はどうか。 

 

町長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１．若者に魅

力ある町の創

設を 

本町の出生数は年間８０人未満と、少子高齢化が急激に進んでいる。昨

年１１月に生まれた子は１人、近いうちに１ヵ月ゼロとなる可能性も大き

い。少子化を防ぐには①若い人の転入を増やし、転出を防ぐ。②既婚者に

もう一人子供がいても良いと思ってもらえる魅力ある田布施にする。③独

町長 



 

質問者３ 石田 修一                             ※一問一答 

身者が結婚を受け入れる環境をつくる。 

年初めの相撲で幕尻の徳勝龍が優勝した。力量の差で番付があり徳勝龍

は、力士みんな平等に同じ土俵で相撲をとり、最下位にもかかわらず優勝

できた。田布施町は財政力が下位でも、方法により他の市町に勝てる可能

性はある。土俵の大きさを調べようではないか。田布施町の立ち位置がど

うなのか。近隣の市町と比べ、住民サービスを一覧表にして比較する案は

どうか。限られた財源の中で、子育て支援に優先順位をつけ取り組めば、

成果も期待できると思うので尋ねる。 

 

２．エネルギ

ー政策、担当設

置を 

田布施町には予期せぬ緊急時に備え、BCP（事業継続計画）が策定されて

いる。業務の早期回復に向け優先順位をつけ、どの部門がどのような業務

を担当するのか明確にされている。但し、私には総務部門に偏っていて、

混乱時の対応消化が困難と思える。 

望ましくない事態の自然災害、大事故、不祥事など緊急事態に遭遇した

場合に、BCPは被害を最小限に抑え重要な業務を素早く再開させる非常時

対応マニュアルである。何があっても住民に提供する業務を止めないため

の計画とも言える。そのためには、水や食料、エネルギーの確保が最重要

だ。町役場内でエネルギー担当を明確にする考えはないか。仕事に対し担

当者として責任を持つことにより、日常的に使用する電力の経費削減策、

災害時や事故時の動力確保などで早期復旧に繋がると思うがどうか。 

 

町長 

３. エネルギ

ー政策、原子力

対策は 

原子力の利用方法は、平和的利用とその対極にある戦争利用となる。日

本は憲法で戦争を放棄し、非核三原則もある。だから、原爆、水爆の使用

も兵器製造も許されない。平和的な利用は、原発と動力だろう。地震国に

暮らす日本に安定した地層はない。ゆえに、日本の地下に核廃棄物処理場

建設は、現在の技術力では不可能と私は考えている。また、日本の核廃棄

物を全面的に受け入れてくれる国は、今のところない。今後も期待できそ

うにない。 

田布施町議会は震災後の２０１１年６月、委員会提出議案第１号「上関

原子力発電所建設に関する意見書」を原案のとおり可決した。議会は町民

の意向を踏まえたこの意見書を、総理大臣、経産大臣、衆参議長、県知事

に提出した。国は原発の新設を認めていない。なぜ、町長は昨年、県知事

が中国電力の申請（公有水面の埋め立て、海上ボーリング）を許可したの

にクレームを言わないのか尋ねる。 

 

町長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１． 総合計画

について 

本町の第５次総合計画は令和２年度で最終年度となる。私が以前から問

題提起していた、生活環境についての上水道事業の改革について尋ねる。 

１．水道事業の経営改革及び改革について現状分析と推進状況についてど

うお考えか。 

２．現在の柳井管内の水道料金は県内で一番高く、３倍の料金格差が生じ

ている。水道料金の引き下げを第６次総合計画の最重点項目として取組

んでほしいがどうか。 

 

 

町長 



 

 

質問者４ 竹谷 和彦                             ※一問一答 

 

質問者５ 河内 賀寿                              ※一問一答 

２． 公共施設

の現状と今後

の建設計画に

ついて 

１．中央公民館は耐震設備もなく、老朽化が進んでおり、第二庁舎の具体

的な建設案が示される時期と思うが、その後の進捗状況はどうなってい

るか。 

２．麻里府公民館は津波、高潮の影響で、麻里府保育園は土砂警戒区域で

現在の場所から速やかに移設すべきと考えるがいかがか。 

３．田布施町郷土館は長い間、ＮＴＴに賃借料を払い続けている。将来的

な郷土館のあり方について検討すべきと思うがどうか。 

 

町長 

教育長 

 

３．行政と地

域の協働のま

ちづくり 

現在、地域のコミュニティの中心である自治会組織が衰退する傾向にあ

る。地域の現況を捉え、行政は危機感を持って行動願いたい。また行政と

住民の協働によるまちづくりが必要であるが地域活性化の取組みについて

いかがお考えか。 

 

町長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１． 役場庁舎

内の設備につ

いて 

田布施町役場には職員用のシャワールームや宿泊する部屋や仮眠場所が

ないが大きな事故・災害発生が懸念される今日この頃、万が一の事態に備

えて庁舎内にシャワールームや宿泊・休憩、仮眠用のスペースが必要なの

ではないか。 

現在の考えや今後の設置計画や予定をお聞きする。 

 

町長 

２． 防犯カメ

ラ・ビデオ・公

用車の車載カ

メラの設置状

況について 

① 昨年９月議会で庁舎や町内施設への防犯カメラの設置、公用車へのド

ライブレコーダーの設置について質問した。町として今後検討してい

くとのことだったがその後の進捗状況はいかがか。 

② 防犯強化のため、町民がクルマにドライブレコーダーを新たに装着す

る際に田布施町として助成をおこなってはいかがか。 

 

町長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１． 電柱に万

国旗を教育用

に貼ってはど

うか 

以前テレビで我が校の児童は全員、数の単位をイチから最大まで言えま

すよと言われている校長先生の番組を観たことがある。タネアカシは階段

に、万、億、兆、京というように書いてあるのを６年間見続けるからだと

のこと。本町の子供達は全員、これは言えるよというようなことに、これ

を応用できないかと思った。オリンピックや大阪万博を控え、万国旗が言

えれば素敵だなと思った。町の電柱に貼ってあれば、小、中、高、と登下

校する時に目に入り続け、自然と覚えるはず。国名と首都名は下に書くと

する。教育に大変いいことだと思うので、電柱に万国旗を貼ってはどうか。 

 

町長 

教育長 

２． デマが流

れた時の町の

対応は 

コロナウィルス関連のテレビニュースでトイレットペーパーが品切れと

いうのを放送していた。夕方、近くのスーパーに行くと、棚はすでにカラ

ッポ。売り切れだった。 

 原因はＳＮＳ配信のデマがきっかけとのこと。トイレットペーパーは、

中国で生産されていて、マスクと同じであるということだった。 

 冷静に考えればすぐわかるウソだが、それを本当だと感じるのがデマの

怖さだ。 

町長 



 

質問者６ 穴井 謙次                              ※一問一答 

このケースでの町の対応としては放送でデマだと呼びかけるなどが一番

だったかもしれないが、こういった時の対応について問う。 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１． 感染症対

応は 

新型コロナウイルスが感染拡大している問題で政府は対策方針を示し国

民への協力対応をお願いしている。感染防止、及び不測の事態に備え町は

現在どのように町民に呼びかけ、感染拡大防止に、取り組んでおられるか

お尋ねする。 

 

町長 

２． 水道管の

老朽化、漏水対

策は  

先般、和歌山市で水道管より漏水、急きょ 3日間完全断水して配管取替

工事を行うという事態が発生した。幸いにも枝管からの漏水であったこと

がわかり、すぐに復旧できたがそれでもライフラインである水道が止まる

と言うことは住民生活に多大な混乱と影響を与えることを実証したような

事例となった。 

先日の某新聞報道によると水道管からの漏水などで浄水場から送り出し

た水道水が無駄になる率（無効率）は田布施・平生水道企業団では２０１

７年度 ９，８４％となっており約 1割の水が無駄に消費されているとあ

った。 

さらに２０１３年から２０１７年度の５年間の無効率を比較すると５，

８０％から９，８４％と悪化をしており漏水が進んでいることが想像、心

配される。水道管の法定耐用年数は 40年と言われているが町内に敷設され

ている水道管もすでに設置から相当年経過しているものと思われる。老朽

管の更新等 安全な水を安定的に供給するため、町としてどのようにお考

えかお伺いする。 

 

町長 

 

３． 子育て支

援について 

少子化に伴う人口減少対策について、国・県をはじめ市町村が一体とな

っていろいろな取り組みを行っている。この中で厚生労働省は来年 2020

年度から双子や三つ子と言った多胎児を育てる家庭を支援するため、「育児

サポーター派遣事業」を始め国がその費用の半額を補助するとしている。 

双子や三つ子の場合、特に新生児期は授乳が一日数十回に及ぶことも有

り、また外出が難しいなど多くの問題を抱えて孤立しがちな母親の負担軽

減を図ることを目的とし、多胎児家庭に特化して国が支援するとしている。 

町では、今まで「子ども子育て計画」の中でいろいろな事業を実施して

いるが、 

１．今回このような国の方針に対する町としての対応や子育てに対する新

たな施策についてお伺いする。 

２．乳幼児期の医療費負担軽減について 

乳幼児について体調が悪い時などは、医療機関にお世話になることが

多くなり、特に医療費のかかる乳幼児期について、医療費の完全無償

化ができないだろうかとの声もよく聞かれる。この度の予算で「乳幼

児医療費助成制度における所得制限の撤廃について」とあるがこの概

要についてお伺いする。 

３．新規導入される「子育て支援アプリ」とはどのようなものか。 

 

町長 



 

 

質問者７ 國本 悦郎             ※最初は一括質問一括答弁、2回目より一問一答 

４． ＩＣＴ教

育に関して 

国は全国の小・中学校で高速・大容量通信を整備したうえで、児童生徒

に「一人一台」の学習用パソコンかタブレット型端末を無償で提供すると

している。小学校 5年生から中学校 3年生までは２０２２年までに、小学

校 1年から４年は２０２４年までの実現を目指し、総事業費は 4千億円か

ら５千億円を見込むとある。 

教育現場でＩＣＴを底上げできれば、インターネットを使った遠隔教育

や教育データの活用が進むこととなり、過疎地でも都市部並みの授業が受

けられるようになり教育環境の地域格差を解消、子供たちの個性や能力に

応じた指導もしやすくなるとしている。そこでお尋ねする。 

１．田布施町におけるＩＣＴに関する現在の整備状況および今後の整備予

定は。 

２．今後の小・中学校においてはＩＣＴを活用してどのような授業を進め

ようと計画しているか。 

３. 保護者の不安解消に説明会開催計画は。 

 

町長 

教育長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１． 二元代表

制の尊重を 

地方の政治制度において行政機関の首長は、住民の直接選挙で選ばれま

す。同様に、議会議員も住民の直接選挙で選ばれます。これは、大統領制

といわれ、二元代表制ともいわれます。 

その制度の大きな特徴は、行政機関・首長、立法機関・議会がお互いに

対等・並列にたち、チェック＆バランスの民主的な関係を構築していくこ

とです。 

そして、議会・議員の大きな役割は、何といっても行政をキチンとチェ

ックし、条例や政策を提言することが重要な仕事となります。 

議会と行政は、よい意味での対立関係に立つ「機関対立型システム」で

す。 

そこで、いくつかの点について質問します。 

１ 二元代表制に鑑み、議会は行政とは対等且つ独立性を有する機関と考

えていますか 

２ 執行部には議員の質問に対して反問権はありますか 

３ 議員の質問に対して答弁回避がありましたが、それは議会軽視とはな

りませんか 

４ 「議会と行政は車の両輪で、ワンチームにならないといけない」とい

う車の両輪論に対する町長の見解はいかがですか、また、二元代表制

について他の自治体のようにＨＰにアップしませんか 

 

町長 

２． 町道等の

草刈り業務は

基本的にどこ

が負うのか 

田布施町内の周辺地区では、少子高齢化が進行し、地区内にある自治会

だけでは町道にはみ出ている草刈りや灌木の伐採、公園の草刈り、川の浚

渫や草刈り等手に負えなくなってきています。 

 連合自治会と町との懇談会ではそういった手に負えない作業をどうにか

して欲しいと、いくつかの自治会から毎年のようの要望事項として出され

ています。 

 そこで、町道の灌木の伐採や草刈り業務に関していくつかの点について

質問します。 

１ 道にはみ出た灌木の伐採や草刈り業務は、地区内にある自治会か、町

町長 



 

道を管理する町か、町道脇にある土地の持ち主か、基本的にどこが負

うべきですか 

２ 今年度町が町道神過線の道にはみ出た灌木の伐採や草刈りをいつ行

い、その時、シルバー人材センターに支払った経費はいくらだったの

ですか 

３ 町道神過線沿いにある私有地等（合同斎苑や山﨑金属商会、山陽建材・

周南興産）の法面の灌木の伐採や草刈り業務はどこが行ったのですか 

４ 奈良自治会が町道神過線の草刈り業務から手を引いている今、来年度

からどこが責任をもってこういった業務を継続していくのですか 

 

３． 田布施町

歌を声高らか

に歌おう 

私が田布施町に移住してきた当初、正午になったら初めて聴くようなメ

ロディーのミュージックサイレンが流れ、何の曲だろうかと思っていまし

た。その後、生きがい教室に入って開講式があり、その時に歌唱指導を受

けて初めて、それが町歌だと分かりました。 

歌詞を見ると、１番は「石城山」、２番は「田布施川」、そして３番は「夕

月の鞠生の海」と田布施町を代表する山、川、海が織り込んであり、素晴

らしい歌詞だなと感じていました。 

学校の入学式や卒業式などの儀式では、最後は校歌で締めくくります。

生きがい教室でも開講式や閉講式の儀式では最後は町歌で締めくくりま

す。どちらも途中で伴奏を切ることはしません。みんな校歌や町歌に誇り

をもって最後の歌詞まで声高らかに歌います。 

ところが、今年の成人式でも前例踏襲なのか、毎年町歌は２番で伴奏は

打ち切られています。 

そこで、いくつかの点について質問をします。 

１ 成人式で、町歌の伴奏が２番で打ち切られるようになった理由と、い

つからそうなったか経緯をお聞かせ下さい 

２ 成人式前後には必ず実行委員会を開催しますが、町歌を最後まで歌わ

ないことに異論は出ませんでしたか、また、ＰＤＣＡサイクルは機能

していますか 

３ 来年度の成人式では町歌斉唱はどうなりますか 

４ 義務教育期間中に子ども達は町歌を学び歌う場はありますか 

５ 町のＨＰに、町歌の歌詞も公開しませんか 

 

町長 

教育長 

４． 宅地の形

状調査の公表

を 

今年度業務委託で町内の宅地の形状を調査してもらっているはずです

が、不採択になりました過大徴収の返還を求める請願の紹介議員としては、

固定資産税を過大徴収された可能性のある間口や奥行等の条件が悪い宅地

が町内にどれだけあるか把握しておく必要があります。 

 そこで、次の条件にあてはまる宅地がどれだけあるかお答えいただきた

い 

１ 間口距離が８ｍ未満の宅地 

２ 奥行距離が間口距離の４倍以上である宅地 

３ 奥行が 36ｍを超える宅地 
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