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一般質問通告一覧表 

 （令和３年第３回定例会） 

順序 氏  名 件   名 要     旨 

１ 平 田 陽 道 

１．社会的孤立につい

て 

 

２．読書環境の整備に

ついて 

 

(1) 本市の現状と実態の把握について 

(2) 相談支援について 

(3) 災害時の対応について 

(1) コロナウイルスの影響 

(2) 教育現場での取組 

(3) 贈呈事業について 

(4) バリアフリーについて 

２ 
星 出 恒 夫 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．視覚障害者の安全

性、利便性の向上に

ついて 

 

 

２．自然災害から市民

の命を守る土砂災

害、浸水被害等の対

策について 

(1) 下関市身体障害者補助犬飼育費補助金

交付要綱の見直し 

(2) 視覚障害者来庁時の誘導 

(3) 市役所周辺の横断歩道上のエスコート

ゾーン 

(1) 豪雨、高潮等による土砂災害、浸水被

害等の現状 

(2) 土砂災害、浸水被害等の対応と課題 

(3) 今後の対策 

３ 片 山 房 一 

１．子育てのための施

策 

 

 

 

 

 

 

２．下関市立大学の現

在と将来 

 

 

３．自治体の仕事の民

営化と財政健全化 

 

 

(1) 子ども医療費助成制度を他市並みに中

学校卒業までに 

(2) 国民健康保険料の子ども均等割をなく

す方策 

(3) 学校給食の無償化、幼児教育・保育施

設での給食費無償化に向けた取組 

(4) 子ども食堂など子供の居場所づくりに

積極的な支援を 

(1) 学生の学ぶ条件は満たされているか 

(2) 学長選考について 

(3) 新学部設置の進捗状況と問題点 

(4) 特別専攻科の現状と将来 

(1) 公共施設の整備・運営等を民間企業に

任せるＰＦＩ方式等の導入の現状と課題 

(2) 長期にわたる債務負担行為で財政の硬

直化を招く可能性はないか 
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順序 氏  名 件   名 要     旨 

４ 
山 下 隆 夫 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．新型コロナウイル

ス感染症対策につい

て 

 

 

 

２．すべての市民の人

権が守られるまちづ

くりについて 

 

 

 

３．地域と暮らしを支

える中小企業振興に

ついて 

(1) 第５波の特徴とこれまでの流行との違

いについて 

(2) 医療提供体制の拡充について 

(3) 入院患者等の家族支援（子供）につい

て 

(4) ＰＣＲ検査の拡充について 

(1) 男女共同参画社会に向けた取組の現状

と課題、今後の方向性について 

(2) 性的少数者（ＬＧＢＴＱ）への理解を

深める施策について 

(3) 市民に寄り添った生活保護行政につい

て 

(1) 新型コロナウイルス感染症が中小企業

に及ぼしている影響について 

(2) 地元中小企業の底上げによる地域活性

化について 

(3) 中小企業振興基本条例の制定について 

５ 西 岡 広 伸 

１．新型コロナウイル

ス感染症第５波対応

について 

 

 

 

２．学校給食事業につ

いて 

 

 

３．再生可能エネルギ

ー対策について 

(1) 症状に応じた必要な医療提供と医療機

能強化について 

(2) 大規模検査について 

(3) デルタ株による事態急変から児童・生

徒を守る対応について 

(4) 飲食店等の対応について 

(1) 学校給食法に基づく対応と民設民営に

ついて 

(2) 安心安全の給食の提供について 

(3) 給食費無償化に向けた取組について  

(1) 安岡沖風力発電事業計画について  

(2) 今後の再生可能エネルギー推進につい

て 

６ 
恵 良 健一郎 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．経済対策について 

 

 

２．市民活動について 

 

 

 

(1) 本市の経済情勢 

(2) 現在実施している事業の進捗について 

(3) 予算の組替えについて 

(1) 市民活動の現状は 

(2) 第４次下関市市民活動促進基本計画に

ついて 

 ①第３期計画の総括 
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順序 氏  名 件   名 要     旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．飲酒運転根絶の取

り組みについて 

 ②第４期計画の取組 

  １．基本方針１（２）市民協働に係る

啓発における理解促進について 

  ２．基本方針２（２）活動を発展させ

る支援について 

  ３．基本方針３（１）中間支援機能の

充実について 

  ４．基本方針３（３）行政内の市民協

働に対する理解・意識向上について 

(3) 市民活動センターの役割について 

(4) 市民活動におけるコロナ禍の影響と対

策について 

(1) 本市の飲酒運転の状況 

(2) 市としてできる対策、取組は 

７ 
板 谷  正 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．新型コロナウイル

ス感染症への本市の

対応について 

 

 

２．下関市立大学新学

部設置について 

 

 

３．新総合体育館整備

に伴う向洋グラウン

ド廃止について 

(1) ワクチン予防接種の今後の予定につい

て 

(2) 市内事業者への支援について 

(3) 市所有施設休館等に伴う入店者への補

償について 

(1) 新学部設置の経緯、及び市立大学の今

後の構想について 

(2) 看護学部新設による民間看護学校への

影響について 

(1) 向洋グラウンド廃止での影響について 

(2) 代替グラウンドについて 

(3) 夜間照明設備が備わるグラウンドの必

要性について 

８ 吉 田 真 次 

１．屋外広告物条例に

ついて 

 

 

２．文化芸術行政につ

いて 

 

 

３．廃校の跡利用につ

いて 

(1) 条例の趣旨及び目的 

(2) 申請手続等における市民の負担 

(3) 公平公正な現状と認識しているか 

(4) 今後の方針 

(1) 専門的知識を有する職員の配置状況 

(2) 文化的価値の高い資源の生かし方 

(3) しものせき海響大使の現状 

(4) 新たな取組 

(1) 現状 

(2) 利活用に当たっての規制 
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順序 氏  名 件   名 要     旨 

 (3) いわゆる補助金適化法における財産処

分制度 

(4) 今後の方針 

９ 
江 原 満寿男 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．新学校給食共同調

理場建設と地産地消

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．農業持続化支援の

個別対策 

 

(1) 民設民営を選択した理由とその説明 

(2) 優先交渉権者の提案のどこが優れてい

たのか 

(3) 優先交渉権者の提案・要求水準・仮契

約・仕様書の実効性の確保はどうか。仮

契約議案の提出が遅れたのはなぜか。ま

たトラブル対応の責任の所在はどこか 

(4) 仮契約書・仕様書の変更手続と住民参

加システム 

(5) 民設民営の新学校給食共同調理場建設

が地産地消推進の契機となるか 

 ①どのようにして地産地消を進めるつも

りか。調理現場と生産現場の連携をい

かに進めるか 

 ②市内産農産物の生産拡大支援と集荷の

仕組み改善が必要ではないか 

 ③そのために、農林水産振興部とも連携

して取り組むべきではないか 

 ④給食食材の地産地消推進の最終責任は

どこになるか 

(1) 学校給食の食材需要に対応する生産農

家育成 

(2) 荒廃農地防止対策 

(3) 農業の多様な担い手確保 

１０ 
江 村 卓 三 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．外出したくなる環

境づくりについて 

 

 

 

 

２．東部地区の複合施

設建設について（図

書館、体育館、児童

館等） 

(1) コロナ禍にあって高齢者の健康上の影

響は 

(2) ここ３年間の高齢化率の推移は 

(3) 健康に関わる事業について 

(4) 福岡市のベンチプロジェクトについて 

(5) 総合公園のベンチ設置について 

(1) 以前、実施した東部総合文化施設建設

調査業務について 

(2) 公共施設延べ床面積について 

(3) 東部地区の複合施設建設の考えは 
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順序 氏  名 件   名 要     旨 

３．人権行政について 

 

(1) 本市の人権問題に対する考えは 

(2) 人権に関する意識調査の目的は 

(3) 今回の調査分析で分かったことは 

(4) 同和問題について 

(5) 学校教育における人権問題について 

１１ 
濵 﨑 伸 浩 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．消防団の活動につ

いて 

 

 

２．下水道事業につい

て 

 

 

３．しもまちアプリに

ついて 

(1) 消防団の現況 

(2) 消防団加入促進等 

(3) 消防団の使用資機材 

(4) 消防団の今後の展望 

(1) 下水道施設の進捗状況 

(2) 受益者負担金と分担金 

(3) 店舗の下水道敷設状況 

(4) 下水道事業の今後 

(1) しもまちアプリの現状 

(2) スタンプラリー２０２１の作成費と維

持費 

(3) 本州最西端毘沙ノ鼻到達証明書の作成

費と維持費 

(4) 他の到達証明書の状況 

１２ 
村 中 良 多 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．ヘルシーランドに

ついて 

２．学校プール施設に

ついて 

 

 

３．学校給食センター

事業における見解に

ついて 

４．コロナ禍における

公共施設、観光施設

等のキャッシュレス

化について 

５．市外向けアプリケ

ーション開発につい

て 

 

 

(1) 現在までに検討した内容について 

(2) 今後の見通しについて 

(1) 全面改修または新設した場合のコスト

について 

(2) 教職員の負担（授業の様子）について 

(3) 官民連携の可能性について 

(1) 第一交渉権者における市内業者の利用

について 

 

(1) コロナ禍におけるキャッシュレス化の

意義について 

(2) ＪＰＱＲの導入可能性について 

 

(1) コロナ禍における市外の方々への情報

の発信について 

(2) 市外向けアプリ導入について 
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順序 氏  名 件   名 要     旨 

６．地方公共団体によ

るＷｉ－Ｆｉ環境整

備について 

(1) 生涯学習プラザ、市民会館の状況につ

いて 

(2) ニューノーマルについて 

(3) 今後の見通しについて 

１３ 
坂 本 晴 美 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．ワクチンについて 

 

 

 

 

 

 

 

２．市立大学新学部に

ついて 

 

 

 

 

３．待機児童について 

(1) コロナワクチンについて（現状と今後

の見通し） 

(2) 市内の大学生へのワクチン接種への勧

奨と支援 

(3) ＨＰＶワクチンについての現状と今後

の対応 

(4) ＨＰＶワクチンの定期接種対象年齢を

過ぎた市民に対しての対応 

(1) 新学部を作ることでの波及効果につい

て 

(2) 新学部に伴う施設整備について 

(3) データサイエンス学部・看護学部に対

して若者のニーズについて 

(4) 卒業後の進路について 

(1) コロナ禍においての待機児童の現状に

ついて 

(2) 過去３年間の待機児童の現状について 

(3) 現状の環境での拡大について 

１４ 
濵 岡 歳 生 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．２０２２年４月１

日からの成年年齢 

１８歳に引き下げに

ついて 

 

 

 

 

２．マイクロプラスチ

ックの発生由来と対

策について 

３．紙シュレッダーの

リサイクルについて 

 

 

(1) 成年年齢の引き下げによって、１８歳

で何ができるようになるのか 

(2) どうして民法の成年年齢を１８歳に引

き下げるのか 

(3) 消費者被害の拡大が懸念されている

が、どのような対策を取るのか 

(4) 高校３年が対象年齢に含まれるがその

対策は 

(1) 使用済みプラスチックの回収・処理体

制の維持強化等の取組 

 

(1) 製紙原料としての再利用とどのくらい

ごみが出ているのか 
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順序 氏  名 件   名 要     旨 

４．コロナ禍の地域の

安全・安心の取り組

みについて 

５．焼却場の灰の処理

について 

(1) 下水中の新型コロナウイルス調査につ

いて他市の取組状況を踏まえ、本市とし

てどう考えているか 

(1) 焼却場の灰の処理について詳しくお知

らせください 

１５ 林    透 

１．手話言語条例につ

いて 

 

 

 

 

 

 

２．地域医療構想につ

いて 

 

 

３．待機児童対策につ

いて 

(1) 条例制定に対応した具体的事業及び予

算について 

(2) 手話奉仕員、手話通訳者（士）資格取

得のための具体的支援について 

(3) 行政窓口、医療支援等、手話通訳の増

員について 

(4) 市長会見での手話同時通訳の導入につ

いて 

(1) 調整会議の状況と重点支援区域の申請

について 

(2) コロナ禍の経験を地域医療構想にどう

生かしていくのか 

(1) 待機児童の現状について 

(2) 待機児童解消に向けての課題 

(3) 今後の具体的対策について 

１６ 
前 東 直 樹 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．新型コロナ禍にお

ける消防・救急体制

への影響について 

 

２．新型コロナ禍にお

ける教育への影響と

対策について 

 

(1) 救急体制への影響 

(2) 消防職員の感染対策状況 

(3) 感染リスクへの対応 

(4) 消防の業務計画への影響 

(1) 新型コロナの感染状況 

(2) 万一、感染が判明した場合の対応 

(3) 行事・諸活動等への影響 

(4) 孤立・貧困・虐待問題等への対応 

(5) コロナを機会とした学びの環境整備 

１７ 
阪 本 祐 季 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．携帯電話エリアの

整備について 

 

 

２．人材育成について 

 

 

 

(1) これまでの整備状況 

(2) エリア整備に伴う通信事業者と本市の

関係 

(3) 新しい生活様式に伴う新たな整備需要 

(1) 現状の人材育成の取組 

(2) 人事評価の仕組み 

(3) 今後の方針 
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順序 氏  名 件   名 要     旨 

３．釣り文化振興モデ

ル港について 

(1) 指定までの経緯 

(2) モデル港の整備 

(3) 今後の方針 

１８ 
河 野 淳 一 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．新型コロナウイル

ス感染症に関する情

報の公表について 

 

 

 

 

２．保健部職員の服務

管理について 

 

 

３．災害時の避難指示

等の発令について 

 

４．地域社会での子育

て支援について 

(1) クラスター、濃厚接触者の定義につい

て 

(2) 感染者やクラスター等の公表基準は 

(3) 偏見、差別に関する相談窓口はあるの

か 

(4) 感染終息したクラスター事業所等への

安全宣言を情報発信できないか 

(1) 服務管理の方法 

(2) コロナ対応業務増に伴う、体制強化及

び業務の見直しについて 

(3) 今後の業務増加への対応について 

(1) 避難指示等の発令基準 

(2) 下関地方気象台との連携状況について 

(3) 気象災害情報専門家の育成について 

(1) 児童館の利用実態について 

(2) 子育て支援における児童館の役割につ

いて 

(3) 山陽地区への児童館の必要性について 

１９ 
桧 垣 徳 雄 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．校則の見直しにつ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

２．災害に強いまちづ

くりについて 

 

 

 

 

 

(1) 市立小・中学校、高校における校則の

実態について 

(2) 必要かつ合理的な範囲を逸脱している

校則の有無について 

(3) トランスジェンダーへの配慮に欠けて

いる決まりはないか 

(4) 校則の制定、修正には教職員、児童生

徒及び保護者が参画するとともに、校則

を公表することが必要ではないか 

(1) 土砂災害警戒区域の上流にある盛土の

調査をはじめ土砂災害の防止について 

(2) 治水対策の取組について 

(3) 指定避難所の決め方や適切な情報提供

について 
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順序 氏  名 件   名 要     旨 

３．新型コロナウイル

ス感染症対策につい

て 

(1) 無料ＰＣＲ検査の実施で無症状感染者

の早期発見、保護・隔離を 

(2) ワクチン接種の工程表の明示と接種の

現状について 

(3) 「妊婦の日」について 

(4) 陽性者の発生や感染予防防止の観点か

ら登校を控える児童生徒への対応につい

て 

２０ 
安 岡 克 昌 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．新型コロナウイル

ス対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．スケートボード練

習場設置について 

３．文化施設の飲食・

物販の充実について 

（下関市立美術館・歴

史博物館） 

(1) 最近のワクチン接種状況は 

(2) 現在のワクチン入荷状況や接種状況、

目標、課題点は 

(3) ファイザー希釈後の残量の処分につい

て 

(4) 県の職域サポートチームの状況は 

(5) 下関感染対策チームの状況は 

(6) 現在の医療現場の状況や個人病院の状

況や要望は 

(7) イベルメクチンの市としての認識は 

(8) 長引くコロナ禍での業界の支援は 

(9) 今後の経済の取組をどう考えているか 

(1) 練習場設置、その後の検討はどうか 

 

(1) 美術館・博物館における飲食・物販施

設の意義・役割・重要性についての見解 

(2) ５年間の来館者数の推移とその構成 

(3) ５年間の資料収集・展示予算の推移は 

(4) 美術館で休業している喫茶店の状況

と、近年の営業実態や使用料は 

(5) 全国の成功事例は 

(6) 美術館・博物館で営業している物販の

運営形態や使用料は 

(7) 品ぞろえの状態は 

(8) 全国の成功事例は 

(9) 飲食・物販に対する来館者の意見や要

望について 

(10) 魅力ある施設にするための今後の抜

本的・制度的見直しは 
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順序 氏  名 件   名 要     旨 

２１ 
東 城 しのぶ 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．海峡エリアビジョ

ン実証実験について 

 

 

２．現在の下関市体育

館建設時の資料の有

効活用について 

(1) 実証実験の概要 

(2) 実証実験の目的 

(3) 実施する価値と方向性について 

(4) 下関の未来のための今後の計画 

(1) 経緯と計画 

(2) 体育館施設の設計図等の資料について 

(3) 資料等の今後の活用について 

２２ 
関 谷  博 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．ローカル５Ｇ・デ

ジタル化による街づ

くり 

２．災害対策基本法改

正について 

 

(1) ５Ｇ・デジタル化について政策的取組 

(2) 教育分野におけるデジタル化 

 

(1) 災害対策基本法改正のポイントについ

て 

(2) 下関ハザードマップなどの取組につい

て 

(3) 豪雨災害における土石流の原因の一つ

である盛土問題 

(4) 災害の要因の一つであり各地区で争い

が頻発している太陽光発電問題 

２３ 
吉 村 武 志 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．保育所等利用待機

児童の現状と今後の

取組について 

 

 

２．下関市体育施設の

設置等に関する条例

について 

(1) 令和３年度下関市の入園状況について 

(2) 待機児童の現状と今後の取組について 

(3) 内日幼稚園の現状と今後の利活用につ

いて 

(4) 内日小・中学校の一貫校について 

(1) 下関球場等の開館時間等について 

(2) 当該施設の管理について 

２４ 福 田 幸 博 

１．煙草について 

 

 

２．新型コロナウイル

スについて 

(1) ５年前と昨年の税収について 

(2) 職員の喫煙率について 

(3) 職員の喫煙時間について 

(1) 変異により弱毒化が進むというが実態

はどうか 

(2) 感染者数と死亡者（率も）について 

(3) 入院者の治療について 

(4) ウイズコロナについて 

 


