
 51

一  般  質  問  表 

 

○秦   時 雄 

  １．防災・減災について ……………………………………………………………………………… 61 

令和２年７月豪雨災害について 

（１）被災状況について伺う。 

（２）災害復旧の見通しについて 

   北山田下泊里橋の復旧、町道鎗水線の復旧、農地の復旧、その他について伺う。 

（３）谷川（法定外公共物）について 

   町道鎗水線に沿って万年山から流れる谷川の氾濫により美人湯別荘地が被害を 

   受けた。行政の手で早急なる復旧が必要である。どう対応するのか伺う。 

  ２．福祉行政について ………………………………………………………………………………… 70 

 本町の受動喫煙防止対策の取り組みについて（改正健康増進法が令和２年４月より 

 全面施行された） 

（１）たばこ税の税収と健康被害による経済的損失について伺う。 

（２）第一種施設である町の施設や、小中学校他等に特定屋外喫煙場所を設置してい 

   る施設は、また設置予定の施設について伺う。 

（３）各施設に禁煙標識が提示されているのか伺う。 

（４）規制の対象外の場所（家庭）であっても、特に妊婦や子どもを受動喫煙から守 

   るための行動が必要である。どの様な取り組みを行っているのか伺う。 

（５）受動喫煙防止の取り組みは、町民、関係機関との連携した取り組みが必要であ 

   る。考えを伺う。 

（６）第一種施設のうち、特に屋外に特定屋外喫煙所を定めない措置も必要である。 

   考えを伺う。 

（７）将来的には、玖珠町受動喫煙防止条例の制定も必要である。考えを伺う。 

  ３．子育て支援について ……………………………………………………………………………… 73 

 子どもの定期予防接種について 

（１）新型コロナ禍での本町の定期予防接種の現状（定期予防接種の対象者数と接種 

   率）について伺う。 

（２）定期予防接種の対象期限を過ぎると任意接種となり、全額自己負担となる。厚 

   労省は自治体の判断で定期予防接種の期限の延長を認めているが、本町の対応 

   について伺う。 

 



 52

○河 島 公 司 

  １．玖珠町第６次総合計画の策定（基本方針の評価から課題と方向性）について …………… 75 

（１）策定は順調に進んでいるのか。これからの主な流れについて伺う。 

（２）学校教育の充実と生涯学習の推進が連携した取り組みについて伺う。 

（３）玖珠町総合運動公園の住民の利用を図る方策について伺う。 

（４）日本童話祭の今後の継承発展について伺う。 

（５）郷土の文化継承について伺う（山路踊り保存会、わらべサークル協議会、町内 

   楽保存会）。 

（６）ふるさと応援寄附金について伺う。 

（７）自治会活動を維持発展させるための再編推進について伺う。 

（８）豪雨災害の教訓からの課題について伺う。 

（９）都市計画道路の未整備部分は見直しするのか伺う。 

（10）公共交通の利用を上げる施策、路線の見直しはあるのか伺う。 

（11）公園緑地整備のためのシルバー人材への参加について伺う。 

（12）玖珠産の米、牛肉、椎茸の販路拡大と食の提供について伺う。 

（13）玖珠町らしい観光振興について伺う。 

（14）少年スポーツツーリズムについて伺う。 

（15）高齢者福祉の充実と健康づくりについて伺う。 

（16）中長期的に町長が描く町の姿はどんなものか伺う。 

 

○細 井 良 則 

  １．災害復旧について ………………………………………………………………………………… 89 

（１）７月豪雨災害で被災した町道の復旧の状況について伺う。 

（２）今後の復旧工事の計画はどのようになっているのか伺う。 

（３）建設業者等の人員不足や資機材の不足により工事の遅れが予想されるが、具体 

   的な対策について伺う。 

（４）県道６７８号（県道書曲野田線）の復旧を待つ声が多いが、県との復旧に向け 

   た調整等ができているのか伺う。 

  ２．キッズミュージカルについて …………………………………………………………………… 92 

（１）公民館事業として２０１８年から３か年計画で開催された童話の里くすファン 

   タジーミュージカルスタジオが本年度終了するが、事業成果と町としてはどの 

   ように捉えているか伺う。 

（２）継続を望む声が多いが、今後社会教育事業として継続できないか伺う。 

（３）継続できた場合の町の支援体制について伺う。 
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  ３．不登校の対策について …………………………………………………………………………… 94 

（１）本町における小中学校の不登校率について伺う。 

（２）不登校生に対する具体的な支援策について伺う。 

（３）不登校生へのオンライン教育体制について伺う。 

（４）教育相談センター（わかくさの広場）の利用率について伺う。 

（５）昨年６月の一般質問において中学校のスクールバスで通学支援ができないかと 

   の質問に対して、今年の４月以降検討するとの答弁があったが検討結果につい 

   て伺う。 

（６）通学支援が厳しいのであれば、森中学校跡地に移転出来ないか伺う。 

（７）教育支援の観点からフリースクールの開設はできないか伺う。 

 

○宿 利 忠 明 

  １．副町長の所感について …………………………………………………………………………… 100 

（１）就任５か月となるが、今日までの玖珠町について感想を伺う。 

（２）副町長の専決事項について伺う。 

（３）副町長として、どの様な町政施策に心を配り、町発展に取り組んで行くのか心 

   構えを伺う。 

  ２．令和２年７月豪雨災害について ………………………………………………………………… 104 

（１）玖珠町においても多くの災害があったが復旧計画を伺う。 

（２）４０万円以下の小災害について伺う。 

（３）林道作業道について伺う。 

（４）水路について伺う。 

（５）家屋の床下、床上浸水等の被害の災害見舞金制度について伺う。 

（６）改良復旧について伺う。 

  ３．新型コロナウイルスの感染防止について ……………………………………………………… 109 

（１）ＰＣＲ検査について伺う。 

（２）町内で感染が確認された場合のマニュアルはあるか伺う。 

（３）行事の中止が続くが、町独自の規程があるのか伺う。 

（４）学校での感染防止対策について伺う。 

 

○藤 本 勝 美 

  １．令和２年７月豪雨災害について ………………………………………………………………… 114 

（１）豪雨のたびに橋が流される下泊里橋の一日も早い架設橋設置について伺う。 

（２）戸畑地区の河川や農地の早急な復旧について伺う。 
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（３）豪雨災害での反省点、被災者の立場で対応が出来たか伺う。 

  ２．教育、人材育成について ………………………………………………………………………… 120 

（１）郷土教育などを通した人材育成について伺う。 

（２）魅力ある学校づくりについて伺う。 

（３）若者を地域に還元しやすい奨学金などの進学支援について伺う。 

（４）地域でチャレンジする人材（移住者やＵターンを含む）を増やす教育について 

   伺う。 

（５）児童生徒一人一台のパソコン教育について伺う。 

 

○河 野 博 文 

  １．日出生地区住民の要望について ………………………………………………………………… 123 

（１）日出生小学校（小野原分校含む）生徒を森中央小学校へ通学希望の要望が提出 

   されている。玖珠町、教育委員会の考えを伺う。 

（２）スクールバス使用について伺う。 

（３）車谷から国道３８７号へ通じる道路整備の要望について伺う。 

  ２．大分県・県公安委員会への要望について ……………………………………………………… 128 

（１）７月豪雨災害で県道書曲野田線が通行止めになり、地元住民ほか多数の関係者 

   が生活に支障をきたしており、早期復旧の要望がある。玖珠町からも大分県へ 

   早期復旧の要望ができないか伺う。 

（２）春日十字路交差点で朝夕の通勤通学時間帯やメルサンホールイベント開催後は 

   特に、森駅前通りの渋滞が激しくなる。また、完全歩車分離でない為、歩行者 

   の通行に危険な時がある。その解消の為、春日交差点を完全歩車分離（スクラ 

   ンブル交差点）形式への変更要望を、玖珠警察署及び大分県公安委員会へ玖珠 

   町から要望できないか伺う。 

（３）大分県から移譲された広域農道維持管理費が少なく、伐採や側溝の整備が出来 

   ていない所がある。大分県へ維持管理費の増額を要望できないか伺う。 

  ３．町づくりビジョン・予算・財政改革について ………………………………………………… 132 

（１）玖珠町役場の新しいホームページについて伺う。 

（２）ＩＴ化推進事業の目的、内容、活用について伺う。 

（３）９月補正予算について伺う。 

（４）町長が特に進めたい行財政改革について伺う。 

  ４．これまでの質問の経過について ………………………………………………………………… 137 

（１）予算化されたホッケー場の水道（ボーリング）施設整備進捗状況について伺う。 

（２）玖珠郡育英会の奨学金返済免除について伺う。 
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○松 本 真由美 

  １．「令和２年７月豪雨災害」今後の対応について ……………………………………………… 141 

（１）指定避難所での新型コロナウイルス感染症対策に、万全を期する事が出来たか 

   伺う。 

（２）各地区における指定避難所の増設や緊急避難場所の新設等の見直し、また緊急 

   避難場所として民間の堅固な施設保有者との利用協定等の体制はつくれないか 

   伺う。 

（３）被災ごみや土砂等仮置き場は、町有地等利用して、地区ごとに確保すべきでは 

   ないか伺う。 

（４）八幡地区指定避難場所（旧八幡中学校）の変更の検討状況を伺う。 

  ２．鳥獣による農林業被害防止対策について ……………………………………………………… 147 

（１）平成１９年１２月に制定された特別措置法に基づく、本町における被害防止計 

   画の進捗状況を伺う。 

（２）特別措置法が１０年経過した今日、延長があるかどうか、また今後金網防護柵 

   の拡大や目標等の取り組みを伺う。 

（３）金網防護柵管理対策として、管理隊を設置し「やぎ」による草刈省力化、小型 

   無人機（ドローン）による除草剤散布等の活用導入の取り組みは出来ないか伺 

   う。 

  ３．特殊詐欺等被害防止大分県条例の施行に伴う制度の普及について ………………………… 151 

 特殊詐欺の電話を防止するため「自動警告録音機能付固定電話」の購入補助制度の 

 普及や、本町の取り組み状況を伺う。 

 

○小 幡 幸 範 

  １．今後の社会教育について ………………………………………………………………………… 153 

１．読書活動の推進に向けて考えを伺う 

（１）わらべの館とメルサンホールを、管理システムでつなぐ計画の進捗を伺う。 

（２）図書費の増額は実施できているか伺う。 

（３）条例制定や子どもの読書活動推進計画の更新について考えを伺う。 

２．社会教育基本計画の策定について 

（１）コロナウイルスの環境下で、新しく取り組む事業を伺う。 

（２）生涯学習について、具体的な支援策は考えているのか伺う。 

  ２．ＩＴ技術の活用について ………………………………………………………………………… 156 

１．町ホームページの管理運営について 
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（１）緊急対応時において、更新業務は適切に実施できているのか伺う。 

（２）新しいホームページは、どのような管理運営を行っていくのか伺う。 

２．ＩＴを活用した施策について 

（１）地方創生臨時交付金の使途について伺う。 

（２）サテライトオフィスの推進について、現状と今後の計画を伺う。 

（３）テレワークの促進に向けた支援策について伺う。 

  ３．ＧＩＧＡスクールの推進について ……………………………………………………………… 161 

（１）ＩＣＴ環境の整備において、ＩＣＴ技術者の知見を活かしているか伺う。 

（２）インターネット利用料や学習ソフトの導入費、メンテナンス費への対応は検討 

   されているのか伺う。 

（３）教員の負担が増えないよう支援員は配置できているか伺う。 

（４）遠隔交流授業や地域、大学、企業との連携は考えているか伺う。 

  ４．第６次総合計画について ………………………………………………………………………… 164 

（１）緊急対応によるスケジュールの変更はないのか伺う。 

（２）住民説明やパブリックコメントを今後どのように行うのか伺う。 

（３）住民への周知と関心を持ってもらうための考えを伺う。 

 

○衞 藤 和 敏 

  １．新型コロナウイルス感染症及び７月豪雨災害対応に対しての職員のフィジカル、メ 

    ンタル対策について ……………………………………………………………………………… 166 

（１）コロナ対策に続き災害対応で、職員の皆さんのフィジカル、メンタルに問題は 

   ないか伺う。 

（２）担当課以外にいる専門職の職員に応援や、退職者等外部から専門職を会計年度 

   任用職員等で雇用し対応してはどうか伺う。 

  ２．令和２年７月豪雨の被害状況と復旧のめどについて ………………………………………… 169 

（１）農林課、建設水道課管轄やその他の被害状況はどれぐらいか伺う。 

（２）被害に遭われた方に対し、適切に対応はできているか伺う。 

（３）復旧が完了するのにどれぐらいの時間を要するか伺う。 

（４）下泊里橋の人道橋設置の見通しについて伺う。 

（５）下泊里橋架け替え工事は道路の新設等行い、抜本的に見直す考えはないか伺う。 

（６）４地区にヘリポートを設けないか伺う。 

  ３．コロナ禍での行政運営について ………………………………………………………………… 171 

（１）多くの行事、各組織の総会、盆踊り、お祭り等、軒並みに中止となり正常なコ 

   ミュニティ運営が困難な状況下、これからは自助努力と自己責任を重視し、徐 
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   々にインフルエンザ対応同等レベルにして社会活動を正常に戻すべきと思うが 

   考えを伺う。 

（２）今度あらゆる活動の中、コロナウイルス感染症の感染が発生した場合、無責任 

   な行動でない限り、責任は誰にもないという共通認識が必要で、誹謗中傷や差 

   別などが起きてはならないが考えを伺う。 

 

○横 山 弘 康 

  １．令和２年７月豪雨時における避難所の状況と今後の避難所運営の在り方について ……… 175 

１．７月豪雨時における各避難所の状況について 

（１）コロナウイルス感染防止期間において 

   避難者間スペース確保、避難所スペース確保は十分だったか伺う。 

（２）避難所の運営は職員のみで十分だったか伺う。 

２．今後の避難所の運営の在り方について伺う。 

  ２．小動物害獣被害から農作物を守る対策について ……………………………………………… 178 

（１）タヌキやアナグマ、ハクビシン、アライグマ等の小動物による農作物被害状況 

   について伺う。 

（２）小動物から農作物を守るための対策について伺う。 

  ３．文化財保護法、国定公園法、森林法等の指定に伴う様々な規制の啓発について ………… 180 

（１）文化財保護法、国定公園法、森林法等指定に伴う規制について、どのような啓 

   発が行われているか。特に、文化財保護法による名勝地国定公園法による特別 

   区域が十分啓発されているか伺う。 

（２）今後どのような啓発を行うのか伺う。 

 

○大 野 元 秀 

  １．新型コロナウイルス感染症に関連して、２学期がスタートした中で、子ども達の様 

    子や今後のデジタル化やオンライン化など学校における環境整備の状況について ……… 185 

（１）先の６月議会で、休業に伴う授業時間数確保のために１学期の期間延長の説明 

   があったが、１学期終了時での授業時間数の確保について伺う。 

（２）ＧＩＧＡスクール構想における、Ｗｉ－Ｆｉや情報通信ネットワーク環境整備 

   の進捗状況について伺う。 

（３）一人一台の端末整備をすると聞いているが、ＩＣＴを活用した学習について、 

   今後どのように学校現場で実施していくのか伺う。 

   本年度において具体的な実施計画があれば、計画案の段階でも良いので説明を 

   願いたい。 



 58

（４）報道等によると、県内の他市町村では、運動会や修学旅行等の学校行事の縮小 

   や中止等が報じられているが、玖珠町における秋の学校行事の計画はどのよう 

   な状況か伺う。 

   また、新型コロナウイルス感染症予防対策の中、教育委員会として学校行事の 

   在り方について、どのように考えているのか基本的な所見を伺う。 

  ２．旧中学校の備品管理等について ………………………………………………………………… 192 

（１）備品管理システムの登録状況について伺う。 

（２）７月豪雨で被災された方への無償譲渡ができないのか伺う。 

（３）最終的な処分の計画について伺う。 

 


