
佐中十九昭 (76)
さなか　とくあき　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月6日 一般 子どもへの広がる貧困と格差について

南幸行芸陽バス路線の延長と増便について

駅前再整備、庁舎建設とＪＲ高架事業について

海田町の防災対策について

平成29年第５回定例会 平成29年9月5日 一般 女性と貧困について

駅前の再整備、ＪＲ高架事業について

県合同庁舎跡地の土地購入について

平成29年第６回定例会 平成29年12月5日 一般 社会保障、教育、子育て、若者への支援

自治会と自主防災組織について

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 暮らしと憲法９条の改憲について

ＪＲ高架事業について

自治会と行政について

平成30年第２回定例会 平成30年6月5日 一般 議会の度に引き上げる税や料について

国保の都道府県化について

安芸 バイパスと瀬野川の水質汚染について

海田町史の電子化について

平成30年第３回定例会 平成30年9月4日 一般 避難のあり方と災害対応について

介護医療について

平成30年第６回定例会 平成30年12月3日 一般 減災から防災社会にいかに高めるかについて

中学校給食について

平和と暮らしと地方自治体の役割について

平成31年第１回定例会 平成31年3月6日 一般 子どもの貧困対策の 取組 について

国保税の引き下げについて

消費税引き上げの中止について

令和元年第４回定例会 令和元年9月3日 一般 防災減災のための避難について

暮らしを守り、将来の社会保障について

公共交通網の改善について

令和元年第7回定例会 令和元年12月3日 一般 地方自治の役割とこれからの希望ある町政について

防災対策強化、被災者支援充実について

公共交通再編について

令和2年第1回定例会 令和2年3月4日 一般 町民主権者と地方自治体の役割について

全世代型社会保障について

新庁舎予定地のヒ素問題について

定　例　会　質　問　内　容　（海田町議会）

https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/33/19871.html
https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/33/112491.html
https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/33/116498.html


前田　勝男 (82)
まえだ　　かつお　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月7日 一般 入札について

循環バスについて

平成29年第５回定例会 平成29年9月6日 一般 敬老祝い品について

平成29年第６回定例会 平成29年12月6日 一般 学校給食について

防犯カメラについて

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 公の施設について

県の危険渓流の指定について

平成30年第２回定例会 平成30年6月6日 一般 町民の安全施策について

防犯カメラについて

免許返納者に いて

平成30年第３回定例会 平成30年9月5日 一般 危険渓流について

避難の伝達の仕方について

安全対策について

平成30年第６回定例会 平成30年12月4日 一般 ７月豪雨について

平成31年第1回定例会 平成31年3月7日 一般 災害復興及び共助について

町道６号から分離した町道137号線の検討の進捗について

町全体の避難、避難路、避難の仕方について

大洲市三善地区の取組について

農地復旧について

セクハラ問題について

令和元年第3回定例会 令和元年6月5日 一般 災害 復旧・復興 について

令和元年第４回定例会 令和元年9月4日 一般 循環バスについて

令和元年第7回定例会 令和元年12月4日 一般 市街化区域について

循環バスと駐車問題について

違法駐車について

令和2年第1回定例会 令和2年3月5日 一般 災害とまちづくりについて

砂走地区の駐車場問題について

崎本　広美 (72)
さきもと　　ひろみ　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月7日 一般 スポーツ選手育成のグラウンド整備について

平成29年第５回定例会 平成29年9月6日 一般 スポーツ選手育成グラウンド整備について

平成29年第６回定例会 平成29年12月6日 一般 土砂災害警戒区域指定について

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 海田町の都市計画について

平成30年第２回定例会 平成30年6月6日 一般 宅地造成に関わる申請許可の対応について

平成30年第３回定例会 平成30年9月5日 一般 西日本豪雨災害おける対応について

平成30年第６回定例会 平成30年12月4日 一般 災害復旧の優先順位について

令和元年第3回定例会 令和元年6月5日 一般 運転免許証自主返納高齢者支援事業の追加施策について

中学校給食問題について

待機児童対策について

令和元年第４回定例会 令和元年9月4日 一般 宅地造成規制について

令和元年第7回定例会 令和元年12月3日 一般 災害復旧工事の今後の方針について

令和2年第1回定例会 令和2年3月5日 一般 予算執行とその説明の重要性について

町道及び里道の管理について



多田　雄一 (71)
た  だ　  　ゆういち  　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月6日 一般 空き家対策

ごみの夜間収集

平成29年第５回定例会 平成29年9月5日 一般 陸上競技場グラウンド

ＩＣＴ教育の推進

平成29年第６回定例会 平成29年12月5日 一般 Ｊアラート、緊急地震速報と避難計画

ＩＣＴ教育

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 ごみ戸別収集について

インフルエンザ予防対策について

平成30年第２回定例会 平成30年6月5日 一般 現公民館の活用方法について

教育方針について

平成30年第６回定例会 平成30年12月3日 一般 こども女性 110 番の家について

新公民館を文化の拠点に

平成31年第1回定例会 平成31年3月6日 一般 防災センターの設置について

ドラレコ 活用について

令和元年第3回定例会 令和2年6月4日 一般 防災安全ガラスについて

織田スクエアの調理室について

通学・通園路の安全対策について

令和元年第４回定例会 令和元年9月3日 一般 投票率アップの方法と町長選挙について

プログラミング教育について

令和元年第7回定例会 令和元年12月3日 一般 防災対策について

教員の負担軽減について

庁舎整備とまちづくりについて

令和元年第7回定例会 令和元年12月4日 一般 庁舎の移転について

職員の健康管理について

令和2年第1回定例会 令和2年3月4日 一般 園児の安全について

プログラミング教育等タブレットの整備について

水道事業の広域化について



岡田　良訓 (66)
  おかだ　 　よしのり　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月7日 一般 核兵器禁止条約交渉の推進について

国保の県単位化について

中学校給食の実施について

総合公園の駐車料金について

平成29年第５回定例会 平成29年9月6日 一般 買い物困難者などの支援策について

災害時要配慮者対策について

ＰＡＣ３の配備について

平成29年第６回定例会 平成29年12月6日 一般 国保の県単位化について

海田町の魅力発信について

中学校給食について

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 入学準備金の入学前支給について

防犯カメラの増設について

町道６号線バイパスについて

子ども食堂について

平成30年第２回定例会 平成30年6月6日 一般 子どもの貧困対策について

中学校給食について

平成30年第３回定例会 平成30年9月5日 一般 砂防ダムについて

小中学校のエアコンの使用基準について

水道事業の広域連携について

平成30年第６回定例会 平成30年12月4日 一般 豪雨災害の被災者見守り相談支援事業について

学校体育館のエアコン設置について

自衛隊航空機の低空飛行に対する申し入れについて

平成31年第1回定例会 平成31年3月7日 一般 島根原発事故発生時の海田町の対応について

中学校給食について

令和元年第3回定例会 令和元年6月5日 一般 どのように被爆者の願いをかなえるのか

海田町水道ビジョンについて 

豪雨災害での仮復旧の未実施箇所につい て

令和元年第４回定例会 令和元年9月4日 一般 災害対策補助制度、危険宅地の移転等について

がけ地復旧助成制度について

幼児教育・保育無償化について

公立保育所について

道路の破損箇所を町に知らせるアプリの導入について

令和元年第7回定例会 令和元年12月4日 一般 農薬問題と学校給食への安全な食材提供 について

子ども医療費助成制度の拡充について

道路のバリアフリー化について

令和2年第1回定例会 令和2年3月5日 一般 瀬野川の土砂浚せつについて

水道事業の広域化について

核兵器廃絶について



久留島元生 (79)
くるしま　もとお　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第５回定例会 平成29年9月5日 一般 町内の新設中学校について

平成29年第６回定例会 平成29年12月6日 一般 第４次海田町総合計画後期基本計画について

平成30年第２回定例会 平成30年6月5日 一般 庁舎移転事業費などについて

平成30年第３回定例会 平成30年9月4日 一般 春日神社の修復について

平成30年第６回定例会 平成30年12月3日 一般 役場の位置条例の改正時期について

平成31年第1回定例会 平成31年3月6日 一般 固定資産税の課税評価基準等について

令和元年第3回定例会 令和元年6月4日 一般 選挙の投票率について

令和元年第４回定例会 令和元年9月4日 一般 急傾斜地崩壊対策事業について

令和元年第7回定例会 令和元年12月3日 一般 町営住宅の促進について

令和2年第1回定例会 令和2年3月5日 一般 庁舎建設予定地について

大気汚染に係る環境基準値が適切かについて

昼、夜間の騒音の基準値が適切かについて

建築が遅れた場合の補助金減額の有無について

新公民館の講座について

桑原　公治 (71)
くわばら　　こうじ　　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容



大江　康子 (72)
 おおえ　   　やすこ　  　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月6日 一般 海田公民館内の調理実習室の行く先と保健センターの今後の行方

ドッグランの敷地の設備と利用時間の延長について

平成29年第５回定例会 平成29年9月6日 一般 町の情報発信と活性化について

水辺の楽校プロジェクトに登録を

平成29年第６回定例会 平成29年12月6日 一般 ふれあいバス運行経路について

通級指導教室の現状課題と設備について

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 図書館利用の促進

地域公共交通会議の開催について

平成30年第２回定例会 平成30年6月6日 一般 中学校給食について

道路不具合通報アプリについて

区画整理後の駅前開発について

平成30年第３回定例会 平成30年9月5日 一般 豪雨災害により被害を受けた地域の二次災害予防の対策について

ひまわりプラザの飲食の時間拡大について

平成30年第６回定例会 平成30年12月3日 一般 小中学生 の重すぎる荷物の軽減策について

平成31年第1回定例会 平成31年3月7日 一般 中学校給食への実現可能なセンター方式取り入れについて

ふれあいバスについて

７月豪雨の災害写真集作成について

令和元年第3回定例会 令和元年6月4日 一般 保健センターへの調理実習室設置について

令和元年第４回定例会 令和元年9月4日 一般 小中学校の運動会の熱中症対策について

令和元年第7回定例会 令和元年12月4日 一般 非カバー地域へのデマンドバスの運行について

コミュニティバス、ふれあいバスの窓ガラスについて

令和2年第1回定例会 令和2年3月5日 一般 東京2020パラリンピック広島県聖火フェスティバルについて

午睡チェックセンサーの導入について



下岡　憲国 (72)
しもおか　 のりくに　      　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月7日 一般 スケジュール管理について

空き家対策について

平成29年第５回定例会 平成29年9月5日 一般 学校設置者の責任について

里道等の取り扱いについて 

平成29年第６回定例会 平成29年12月5日 一般 教育上の諸課題について

織田幹雄記念事業について

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 庁舎 の早期 移転について

審議会等 の活用について

平成30年第２回定例会 平成30年6月5日 一般 施設建設について

中学校給食について

平成30年第３回定例会 平成30年9月4日 一般 ７月豪雨災害について

庁舎移転について

中学校給食について

平成30年第６回定例会 平成30年12月3日 一般 防災対策基本条例制定について

中学校給食について

平成31年第1回定例会 平成31年3月6日 一般 外国人材の受け入れについて

課題解決への取組 について

令和元年第3回定例会 令和元年6月4日 一般 新海田公民館の愛称について

避難行動要支援者支援体制について

中学校給食について

令和元年第４回定例会 令和元年9月3日 一般 新海田公民館の調理室に ついて

ＩＣＴ整備の加速につい

ため池の廃止について

令和元年第7回定例会 令和元年12月3日 一般 東公民館について

避難行動要支援者体制について

循環バスの方向性について

令和2年第1回定例会 令和2年3月4日 一般 建設行政について



宗像　啓之 (68)
むなかた　 ひろゆき　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月7日 一般 事務処理における危機管理について

区画整理における駅前広場の整備について

平成29年第５回定例会 平成29年9月6日 一般 災害時における図上訓練について

庁舎建設について

庁舎移転後の庁舎の交通体系の問題について

芸陽バスの南幸町線の延伸について

平成29年第６回定例会 平成29年12月6日 一般 広島市東部地区連続立体交差事業に伴う庁舎移転について

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 連続立体交差事業について

海田東小学校正門前の歩道整備について

平成30年第２回定例会 平成30年6月6日 一般 都市計画道路について

海田東小学校のグラウン ドについて

平成30年第３回定例会 平成30年9月5日 一般 都市計画の道路について

海田町の防災計画について

平成30年第６回定例会 平成30年12月4日 一般 都市計画 道路 の変更について

水害時における避難施設の問題について

平成31年第1回定例会 平成31年3月7日 一般 社会福祉施設整備等、補助金交付要綱について

各計画に関する人口推計のことについて

下水道受益者負担金について

令和元年第3回定例会 令和元年6月5日 一般 歩道の整備について

砂防えん堤の状況について

保育所の整備について

令和元年第４回定例会 令和元年9月4日 一般 西浜、日下橋交差点について

中学校給食問題について

令和元年第7回定例会 令和元年12月4日 一般 道路ネットワークの整備について

保育所整備について

庁舎の移転、補償について

令和2年第1回定例会 令和2年3月5日 一般 子育てしやすいまちづくりについて

町営住宅の連帯保証人について



住吉　秀公 (51)
すみよし　　ひでまさ　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月6日 一般 夏休みなどの児童クラブ開所時間について

スプレー缶の回収方法について

海田西中学校の文部科学大臣賞表彰式の旅費について

平成29年第５回定例会 平成29年9月6日 一般 離婚前後の子ども養育支援について

弾道ミサイル落下時の行動の周知について

平成29年第６回定例会 平成29年12月5日 一般 選択制デリバリー給食 について

野良猫の餌やり対策について

いつの間にか 骨折早期発見について

平成30年第１回定例会 平成30年3月8日 一般 ひきこもり、不登校 等支援事業について

学校教員の負担軽減について

平成30年第２回定例会 平成30年6月5日 一般 長期休業期間の児童クラブ開所時刻について

高齢者の住まいの確保について

平成30年第３回定例会 平成30年9月4日 一般 避難情報発令等について

尾崎川越水対策について

平成30年第６回定例会 平成30年12月3日 一般 内水ハザードマップの作成について

学校体育館にエアコン設置について

ポイ捨て 歩行喫煙禁止条例について

平成31年第1回定例会 平成31年3月7日 一般 ヤングケアラー実態調査について

不登校対策について

令和元年第3回定例会 令和元年6月5日 一般 運転免許証自主返納高齢者支援事業の追加施策について

中学校給食問題について

待機児童対策について

令和元年第４回定例会 令和元年9月3日 一般 避難所開設運営訓練について

子育て世代スタンプラリーについて

ヤングケアラ ー 実態調査について

令和元年第7回定例会 令和元年12月3日 一般 福祉丸ごと相談窓口について

ポイ捨て歩行喫煙禁止条例について

瀬野川洪水ハザードマップの改定について

令和2年第1回定例会 令和2年3月4日 一般 フレイル対策としての食育について

循環コミュニティバスの抜本的な見直しについて



大高下光信 (68)
おおこうげ　みつのぶ　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月6日 一般 安全対策のゾーン30の導入を

公共施設の使用申請時期の見直しについて

平成29年第５回定例会 平成29年9月6日 一般 食品ロス削減について

平成29年第６回定例会 平成29年12月6日 一般 職員の町内住居率について

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 被災者台帳被災者支援システム導入運用について

平成30年第２回定例会 平成30年6月6日 一般 自治会、子ども会の加入促進について

公共施設の使用申請時期の見直しについて

平成30年第３回定例会 平成30年9月4日 一般 ７月豪雨災害について

平成30年第６回定例会 平成30年12月4日 一般 ７月豪雨災害について

平成31年第1回定例会 平成31年3月7日 一般 中学校へのセンター方式の給食提供導入について

令和元年第3回定例会 令和元年6月4日 一般 食品ロス削減の推進について

令和元年第４回定例会 令和元年9月4日 一般 引きこもり の社会復帰支援について

令和元年第7回定例会 令和元年12月3日 一般 公共施設、学校における救命教育、危機管理体制の整備について

道路管理について

令和2年第1回定例会 令和2年3月4日 一般 高齢者いきいき活動ポイント制度の導入について

富永やよい (47)
とみなが　　　　　　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月6日 一般 公共ホール音楽活性化事業について

旧千葉家住宅主屋の運営について

平成29年第５回定例会 平成29年9月6日 一般 海田市駅南口の今後のビジョンについて

通学路と歩道整備について

平成29年第６回定例会 平成29年12月5日 一般 性的マイノリティの支援事業について

認知症カフェの助成について

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 国際交流事業について

住民活動センターと協働のまちづくりについて

平成30年第２回定例会 平成30年6月6日 一般 障がい者福祉について

平成30年第３回定例会 平成30年9月4日 一般 町内放送と防災行政ラジオ

コミュニティＦＭ放送と自動起動ラジオ

平成30年第６回定例会 平成30年12月4日 一般 公共施設予約について

住民活動センターの団体登録について

平成31年第1回定例会 平成31年3月7日 一般 協働のまちづくり の推進について

令和元年第3回定例会 令和元年6月4日 一般 ＳＤＧｓについて

文化財保存活用計画について

令和元年第４回定例会 令和元年9月4日 一般 パートナーシップ制度について

中学校制服選択制について

令和元年第7回定例会 令和元年12月3日 一般 ＣＳＷ配置事業について

基幹相談支援センター の配置について

令和2年第1回定例会 令和2年3月5日 一般 学校給食における牛乳の取扱いについて

同性パートナーシップ制度について



小田久美子 (50)
　おだ　　くみこ　　　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

平成29年第４回定例会 平成29年6月6日 一般 産後うつ予防健診に対する助成導入について

産後うつ予防健診の結果後の対応について

平成29年第５回定例会 平成29年9月6日 一般 ヘルプカード、ヘルプマークの普及推進について

平成29年第６回定例会 平成29年12月6日 一般 要保護児童生徒援助費補助金について

準要保護児童生徒に対する新入学児童生徒学用品費の対応について

原動機付自転車のオリジナルナンバープレートについて

平成30年第１回定例会 平成30年3月7日 一般 新生児聴覚検査の助成について

平成30年第２回定例会 平成30年6月6日 一般 学校での心肺蘇生教育の普及推進及び突然死ゼロを目指した危機管理体制の

整備について

平成30年第３回定例会 平成30年9月5日 一般 西日本豪雨災害について

平成30年第６回定例会 平成30年12月4日 一般 公立中学校の制服等費用について

平成31年第1回定例会 平成31年3月7日 一般 風疹対策について

いじめ防止やいじめ対策及び不登校に対する取組について

令和元年第3回定例会 令和元年6月5日 一般 災害時用備蓄について

令和元年第４回定例会 令和元年9月4日 一般 公立小中学校のトイレ洋式化について

原動機付自転車のオリジナルナンバープレートについて

令和元年第7回定例会 令和元年12月3日 一般 がん検診について

期日前投票について

令和2年第1回定例会 令和2年3月4日 一般 骨髄バンクドナーについて

読書通帳について

玉川　真里 (47)
たまがわ　　ま　り　　　　　

会　　議 日　　付 質問種別 質　問　内　容

令和2年第1回定例会 令和2年3月5日 一般 公認心理師の配置について

自衛隊の航空飛行や行軍などに関する情報提供について


