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個人質問通告一覧表 

（令和５年第１回定例会） 

順序 氏  名 件名または事務･事業名 要     旨 

１ 片 山 房 一 

１．火の山公園再編整備

事業 

 

 

２．下関港ウォーターフ

ロント開発推進事業 

 

 

 

 

３．図書館の充実 

(1) 全体計画と個別施設計画の概

要  

(2) 移動施設の方式はどこで決ま

ったのか 

(1) ウォーターフロント開発推進

事業について 

(2) 上記の方策検討と陸上電力供

給施設整備の関係 

(3) 全体計画と個別施設整備の調

整方法 

(1) 電子図書館と図書館基本計画 

(2) 電子図書導入の今後の展開 

(3) 事業の目標指標 

２ 秋 山 賢 治 

１．介護人材確保支援事

業について 

 

 

２．子育て強力支援につ

いて 

３．動物愛護活動支援事

業費補助金について 

(1) Ｒ３年度の予算・実績、Ｒ４

年度直近までの事業状況につい

て 

(2) Ｒ５年度の事業概要について 

(1) 子ども医療費助成について 

(2) 学校給食費支援事業について 

(1) 殺処分対象の基準について 

(2) 譲渡以外の取組について 

３ 東 城 しのぶ 

１．子どもの居場所支援

事業 

 

２．ＧＩＧＡスクール構

想推進事業 

３．ボートレース下関リ

ニューアル事業 

(1) 実績と課題 

(2) 今年度の具体的な取組 

(3) 目指すビジョン 

(1) 事業内容の詳細 

(2) 今後について 

(1) 事業目的 

(2) 事業内容 

(3) 今後のスケジュールと事業費 

４ 宮 野 直 樹 

１．安岡小学校校舎解体

事業 

 

 

 

２．学校空調設備整備事

業 

(1) 事業の内容について 

(2) 今後の予定について 

(3) 空きスペースの有効活用につ

いて 

(4) 仮校舎の必要性について 

(1) 事業の内容について 

(2) 検討の状況について 
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順序 氏  名 件名または事務･事業名 要     旨 

５ 
桂    誠 

【ﾀﾌﾞﾚｯﾄ使用】 

１．公共交通機関整備推

進業務および周辺過疎

地域における生活移動

手段の確保のためのタ

クシー券発行の可能性 

 

 

 

 

２．廃校の維持管理業務 

 

 

 

 

 

３．学校給食食材の無償

化と地産地消推進 

(1) 公共交通機関整備推進業務で

バスが運行していない地域の通

院・買い物などの日常生活の移

動手段が確保できるか 

(2) 福祉タクシー制度の拡充もし

くは老人福祉費などで新たな予

算組みも併せて検討されたか 

(3) 今後の検討の可能性を示され

たい 

(1) 旧角島小学校等の廃校トイレ

修復予算検討後の対応 

(2) 避難所維持管理予算はどこに

計上されているのか 

(3) 廃校の住民活用支援策の必要

性と今後の対応 

(1) 地産地消推進のために、どの

ように業務改善を図るか 

(2) 学校給食費支援事業の継続性 

６ 本 池 涼 子 

１．下関市の学校給食 

 

(1) 給食費について 

(2) 学校給食施設再編整備事業に

ついて 

(3) 共同調理場の運営について 

７ 板 谷  正 

１．子ども医療費助成 

 

 

 

２．運動部活動の地域移

行実証事業 

(1) 事業実施に至った経緯につい

て 

(2) 事業内容について 

(3) 財源の見通しについて 

(1) 国の方針について 

(2) 現状の受入れ体制について 

(3) 長期的に捉えた今後の進め方

について 

８ 星 出 恒 夫 

１．ボートレース未来基

金 

 

 

２．地域おこし協力隊業

務  

 

 

 

３．人口定住促進業務 

 

 

 

(1) ボートレース未来基金繰入金

の基本的な考え方 

(2) 充当事業選定の基本的な考え

方 

(1) 予算額増額の理由と今後の方

向性 

(2) 特別交付税の措置 

(3) 地域おこし協力隊に対する市

のサポート体制 

(1) 予算額増額の内容と理由 

(2) 移住定住ＰＲ事業の取組のね

らい 

(3) 移住者増加に向けた考え方 
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順序 氏  名 件名または事務･事業名 要     旨 

４．防犯対策協議会への

助成  

５．道路維持管理業務 

(1) 予算額増額の内容 

(2) 防犯灯設置に関する問題点 

(1) 雑草対策推進事業の背景と内

容 

(2) 雑草対策推進事業の今後の方

向性 

９ 坂 本 晴 美 

１．１・２歳児、高校生

等子育て応援給付金 

 

 

 

２．子ども医療費助成 

 

 

 

 

 

３．子育て世帯家事・育

児支援事業 

 

 

 

 

 

４．母子健康手帳アプリ

導入 

(1) 事業概要について 

(2) 伴走型のような支援はありま

すか 

(3) 高校生等の対象は 

(4) 支援を受ける方の特例は 

(1) 事業概要について 

(2) 高校生までの通院医療費の無

償化でいくらかかりますか 

(3) どのように試算されましたか 

(4) 高校生は所得制限などはどう

考えますか 

(1) 事業概要について 

ａ ヤングケアラーの実態は 

ｂ 特定妊婦・要保護児童の実

態  

ｃ 支援方法 

ｄ 試算方法 

(2) 今後の方向性 

(1) 事業概要と導入の背景 

(2) 子育てアプリの現状と連携に

ついて 

(3) 今後の取組について 

１０ 下 村 秀 樹 

１．海峡エリアのまちづ

くり 

 

 

 

 

 

 

 

２．客船誘致と観光振興 

 

 

 

３．農林水産業の振興 

 

(1) 海峡エリアビジョン推進体制

の承認機関のメンバー 

(2) 海峡エリアビジョンと下関港

ウォーターフロント開発推進事

業の委託予定先 

(3) 火の山において「都会的」「客

間的」施設導入計画の有無（例え

ば、デザインのよいビジターセ

ンターのような施設） 

(1) 旅行代理店への営業対策の内

容 

(2) 当市にお金が落ちる仕掛けの

内容 

(1) 学校給食用食材をテコに有機

農業を推進する考えの有無 
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順序 氏  名 件名または事務･事業名 要     旨 

 

 

４．ＩＴ人材の確保 

(2) 下関市母港化促進補助金予算

減額の理由 

(1) デジタル人材の育成・確保に

ついての考え 

(2) デジタル版地域おこし協力隊

員の今後のさらなる増員の予定 

１１ 林  昂 史 

１．基幹業務システム標

準化業務 

 

 

 

２．ＣＩＯ補佐等業務 

 

 

 

３．電子図書館整備事業 

(1) ガバメントクラウドとは 

(2) 先行して実施している自治体

は  

(3) 行政にとってどのようなメリ

ットがあるのか 

(1) どのような取組か 

(2) 外部の専門組織の募集方法は 

(3) 他部局との関わりは生まれる

のか 

(1) 電子図書館を実施している自

治体は 

(2) スマホやタブレットからの申

請や閲覧、ダウンロードは可能

か 

(3) 今後のスマートシティ事業と

の連携とは 

１２ 濵 岡 歳 生 

１．子どもの居場所支援

事業 

 

 

 

 

 

 

 

２．三吉家資料公有化事

業 

 

３．有害鳥獣捕獲業務 

 

 

 

４．漁業集落排水処理

（蓋井島） 

(1) 子どもの居場所（令和５年１

月現在３４か所の所在地） 

(2) 増額予算の使い道 

(3) 子どもの居場所に精通する人

材を育てるための補助金につい

て 

(4) ケアを必要とする子供の支援

に関するアドバイスをする人材

の現状と予定について 

(1) 三吉家資料について、Ｒ７年

度までほとんど収蔵が可能か 

(2) 美術館での展示も可能か 

(1) 現在の処理施設での処理状況

について 

(2) 捕獲従事者の負担軽減策につ

いて 

(1) 処理場の現状 

(2) 令和５年度の当初予算 

(3) 処理方法の代替の考えは 
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順序 氏  名 件名または事務･事業名 要     旨 

１３ 平 田 陽 道 

１．人口定住促進業務 

 

２．介護人材確保支援事

業 

３．学校給食費支援事業 

 

４．電子図書館整備事業 

 

(1) 相談件数について 

(2) セミナーについて 

(1) 定着支援について 

 

(1) 実施予定期間について 

(2) 今後の計画 

(1) 事業の内容 

(2) 今後の計画 

１４ 河 野 淳 一 

１．ＣＩＯ補佐等業務 

 

 

 

２．公共交通機関整備推

進業務 

 

 

 

３．企業経営の安定化、

体質強化 

(1) 事業の内容について 

(2) 本事業が目指す効果 

(3) マイナンバーカード活用によ

る利便性向上の取組 

(1) 事業の内容について 

(2) 法定協議会の参画メンバーに

ついて 

(3) 市民目線での公共交通利用促

進の取組 

(1) 事業の内容について 

(2) 物価高騰対策について 

１５ 阪 本 祐 季 

１．待機児童対策（保育

士確保）促進事業 

 

２．住民自治によるまち

づくり推進事業 

 

 

３．観光デジタルナビ多

言語強化事業 

(1) 令和４年度の状況 

(2) 私立の保育現場とのバランス 

(3) 保育士の離職防止 

(1) 婚活支援加算の新設 

(2) 本市の移住定住促進事業との

協同 

(3) 地域を支える人材の育成 

(1) 多言語ホームページ改修事業 

(2) 観光案内動画 

１６ 吉 村 武 志 

１．菊川おもてなしプロ

ジェクト事業 

 

 

 

 

 

２．豊北地域リノベーシ

ョンのまちづくり事業 

 

 

 

３．有害鳥獣捕獲業務 

 

(1) 菊川おもてなしプロジェクト

の概要と令和５年度の経費内訳

について 

(2) おもてなし強化事業について 

(3) スポーツ合宿誘致事業につい

て 

(4) 地域連携強化事業について 

(1) 地域再生計画について 

(2) 公共施設のリノベーションに

ついて 

(3) ＳＮＳ等を活用した移住・定

住情報発信業務について 

(1) 金網柵、電気柵等の有害鳥獣

侵入防止柵の設置について 
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順序 氏  名 件名または事務･事業名 要     旨 

(2) 有害鳥獣侵入防止柵の補修等

に要する経費の支援について 

(3) 有害鳥獣の捕獲奨励金の交付

（拡充）について 

１７ 竹 村 克 司 

１．選挙費について 

２．新総合体育館整備事

業  

 

 

 

３．文化スポーツの振興 

 

 

 

４．スマートシティ推進

事業  

(1) 投票率アップについて 

(1) 既存の体育施設の使用料につ

いて 

(2) 新総合体育館整備にかかる事

業契約の変更について 

(3) 今後の運営について 

(1) プールの設置状況と利用者数

について 

(2) プール施設の改修・更新につ

いて 

(1) スマートシティ事業の概要と

令和５年度の取組について 

１８ 秋 月 美佐子 

１．菊川おもてなしプロ

ジェクトについて 

 

２．豊田地域の観光宣伝

業務について 

３．豊浦地域「川棚温泉

エリア」再生事業につ

いて 

 

４．豊北地域リノベーシ

ョンのまちづくりにつ

いて 

５．有害鳥獣捕獲業務に

ついて 

６．マイナンバーカード

交付拡大事業について 

(1) 事業内容について 

(2) 「周遊スタンプラリー」につ

いて 

(1) これまでの事業内容について 

(2) Ｒ５の取組について 

(1) 事業内容について 

(2) 豊浦地域観光・くらし情報等

発信ポータルサイト制作業務に

ついて 

(1) 事業内容について 

(2) リノベーションのまちづくり

アドバイザリー業務について 

(1) 捕獲従事者の状況 

(2) 捕獲目標の達成は可能か 

(1) 下関市の交付状況 

(2) 作りたくても作れない環境の

方への今後の取組 

 


