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一  般  質  問  表 

 

○松 下 善 法 

  １．消費税増税に伴う影響と対策について ………………………………………………………… 57 

（１）１０月から消費税が増税されるが、玖珠町財政の影響と対策について伺う。 

（２）少子化対策（人づくり改革）について 

   ①幼児教育・保育の無償化による問題点について伺う。 

   ②３歳以上は無償であるのに、０～２歳については、低所得者（住民税非課税 

    世帯）のみ無償について疑問である。童話の里玖珠町として対策は考えてい 

    ないのか伺う。 

   ③保育士不足に対して、町はどのように考えているのか、どのような対策があ 

    るのか伺う。 

   ④介護人材の処遇改善について、町内の事業所が特定処遇改善加算の申請を８ 

    月末までに行っていると思うが、すべての事業所が申請しているのか伺う。 

   ⑤介護人材不足に対して、町はどのように考えているのか、どのような対策が 

    あるのか伺う。 

（３）インボイス制度について、フリーランスや小規模事業者は非常に厳しい時代が 

   やってくるが、玖珠町として援助や対策の考えがあるのか伺う 

  ２．玖珠美山高校について …………………………………………………………………………… 64 

（１）少子化問題を含めた高校の在り方について伺う。 

（２）玖珠郡唯一の高校であり確実に存続させていかなければならない。玖珠町とし 

   ての今後のビジョンについて伺う。 

（３）高校・公営塾周辺の防犯灯について伺う。 

 

○河 島 公 司 

  １．前回（６月議会）一般質問のその後の進展について ………………………………………… 68 

（１）観光振興について 

   ①受け入れ体制の進展はあるか伺う。 

   ②各種団体との協議が進められているか伺う。 

   ③役場内の関係部署との協議はしているか伺う。 

（２）運動公園の活用について取り組みに進展はあるのか伺う。 

   ①関係団体との協議はできているか伺う。 

（３）健康ウォーク事業の総括に向けて医療費調査は検討されているか伺う。 
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  ２．自治区の組織運営について ……………………………………………………………………… 71 

（１）自治委員の仕事の見直し、会議の持ち方の見直しについて伺う。 

（２）自治区合併の状況、進まないならどこに課題があるか伺う。 

（３）人口の減少と相反し世帯数が増えている現象は何が考えられるか伺う。 

  ３．町民の安心と安全につながる交通対策について ……………………………………………… 75 

（１）「あおり運転」の現状と対策について伺う。 

（２）高齢ドライバーの交通事故と運転免許の返納をどう考えるか伺う。 

  ４．消費税増税・軽減税率導入の影響について …………………………………………………… 80 

（１）１０月からの消費税１０％軽減税率導入に伴い、多くの混乱や不安を招くと考 

   えるが見解を伺う。 

   ①レジ・システム補助金を使いたくても使えない状況について伺う。 

   ②軽減税率で二つの税率は判別しにくい。混乱を招かないか伺う。 

   ③インボイス制度につながる影響について伺う。 

   ④町の小規模事業や道の駅・ＪＡに出荷する農業生産者が心配であるが考えを 

    伺う。 

 

○河 野 博 文 

  １．防災無線・インターネットの活用について …………………………………………………… 83 

（１）防災無線のデジタル化計画の進捗状況及び内容について伺う。 

（２）現在の防災無線の活用について 

   ①イベントの広報、訃報等を防災と区別した時間帯別に放送できないか伺う。 

（３）議会中継、町主催会議・イベント（公開可能に限る）等について伺う。 

  ２．商工・観光活性化施策について ………………………………………………………………… 87 

（１）玖珠町中小企業・小規模事業者振興基本条例について 

   ①玖珠町中小企業小規模事業者振興計画策定会議の開催状況等について伺う。 

   ②会議の構成メンバー、会議内容について、今後の取り組みについて伺う。 

（２）従来のプレミアム付き商品券発行事業について伺う。 

（３）三日月の滝公園の運営状況及び今後の活用計画について伺う。 

（４）カウベルランドの現状況及び今後の活用計画について伺う。 

  ３．くす星翔中学校及び周辺整備について ………………………………………………………… 91 

（１）６月議会で質問した通学路及び周辺の安全について伺う。 

（２）春日十字路の歩車分離信号について伺う。 

  ４．メルヘンの森ホッケー場状況、管理について ………………………………………………… 93 

（１）６月議会で質問した水道施設整備状況について伺う。 
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  ５．子育て世代包括支援センター設立について …………………………………………………… 94 

（１）子育て世代包括支援センター設立準備室の状況について伺う。 

（２）設立へ向けて今後の取り組みについて伺う。 

 

○秦   時 雄 

  １．子育て支援について ……………………………………………………………………………… 97 

（１）子どもの健康（健診）について 

   ①５歳児健診の必要性について町の見解を伺う。 

   ②発達障害者支援法が施行されて１４年経過したが本町の取り組みについて伺 

    う。 

   ③乳幼児健診、健康相談における相談内容と件数・年齢別の推移と発育・発達 

    に関する相談の対応について伺う。 

   ④「就学時健診」の体制と健診内容について伺う。 

   ⑤就学前後の移行期における情報の共有と連携は図られているか伺う。（福祉 

    保健課と学校教育課） 

   ⑥仮に５歳児健診を実施すれば、現行体制と予算についてどのような課題があ 

    るのか伺う。 

  ２．障がい児保育について …………………………………………………………………………… 105 

（１）障がい児保育について 

   ①認可保育園における発達障がい児等の通園状況について伺う。 

   ②保育所等における障がいのある子どもに対する現行の支援策について伺う。 

    （国・県） 

   ③各園の加配保育士の数（国の制度の元での数、制度以外の数）について伺う。 

   ④玖珠町こども園協議会より障がい児保育の加配・加算の要望について町の考 

    えを伺う。 

   ⑤保育園の障がい児保育を実施する場合等に、必要となる加配保育士の人件費 

    を町独自で補助する制度が必要である。町の考えを伺う。 

  ３．自転車保険加入の促進について ………………………………………………………………… 107 

（１）自転車保険加入の促進を求める取り組みについて 

   ①本町の自転車事故対策とその周知についてはどのように取り組んでいるのか 

    伺う。 

   ②安全教育についてはどのように取り組んでいるのか伺う。 

   ③町民の自転車保険の加入状況とその周知について伺う。 

   ④自転車保険加入の義務化や促進を求める条例を制定した自治体は広がりをみ 
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    せているがどのように認識しているのか伺う。 

   ⑤自治体の自転車保険加入促進の取り組みについて伺う。町の考えを伺う。 

 

○横 山 弘 康 

  １．携帯電話不通地域の解消について ……………………………………………………………… 112 

（１）今や携帯電話やタブレットは通話機能のみでなく様々な情報を得るとともに情 

   報発信媒体、生活セキュリティ媒体でもあり、現社会においてなくてはならな 

   いものとなっているが、町内にはこの活用がままならない不通地域がある。早 

   急な解消が必要である。この解消に向けた計画について伺う。 

  ２．空家対策について ………………………………………………………………………………… 116 

（１）２０３３年、全国の３軒に１軒が空家になるといわれている。本町は半分近く 

   が空家になることも危惧され、放置すれば倒壊や害獣の棲家となり近隣住民に 

   被害が及ぶなど様々な課題が発生することが予測される。危険空家対策と空家 

   を町づくりに活かすための具体的な施策を伺う。 

 

○細 井 良 則 

  １．情報発信について ………………………………………………………………………………… 123 

（１）どのような方針や体制で取り組んでいるか伺う。 

（２）官民の情報共有の重要性について伺う。 

（３）情報発信の現状と課題について伺う。 

（４）公式ホームページの管理・運用状況について伺う。 

（５）適切な情報発信を行うためのガイドライン策定の必要性について伺う。 

（６）情報発信の今後の取り組みについて伺う。 

  ２．高齢者の外出支援について ……………………………………………………………………… 132 

（１）高齢者の外出支援について具体的な支援策について伺う。 

（２）バス・タクシー券使用の状況について伺う。 

（３）バス・タクシー券の現状と課題について伺う。 

（４）高齢者の外出支援の今後の取り組みについて伺う。 

  ３．駐屯地との共存共栄について …………………………………………………………………… 135 

（１）玖珠駐屯地との共存共栄の考えについて伺う。 

（２）自衛官に定住してもらえる支援策について伺う。 

（３）町民と自衛官が触れ合えるイベントができないか伺う。 

（４）自衛隊と協力した観光ＰＲができないか伺う。 
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○宿 利 忠 明 

  １．町長の公約について ……………………………………………………………………………… 137 

（１）実現出来た公約を伺う。 

（２）実現出来なかった公約は今後どうするのか伺う。 

（３）住民参加型ワークショップ「とことん玖珠町」を開催してきたが何を議論した 

   のか伺う。 

（４）集落支援員の現状を伺う。 

  ２．子育て支援について ……………………………………………………………………………… 143 

（１）「とことん玖珠町」の中で「子育て安心して、のびのび子育てができる環境づ 

   くり」をテーマにして話し合いが開かれているが内容を伺う。 

（２）玖珠・森地区子育てサロンから提出された陳情が採択されたが、その後の対応 

   について伺う。 

  ３．学力テストについて ……………………………………………………………………………… 147 

（１）「全国学力学習状況調査」及び「県学力定着状況調査」の結果が公表されたが 

   玖珠町の状況を伺う。 

  ４．カウベルランドくすについて …………………………………………………………………… 149 

（１）地権者との話し合いの結果を伺う。 

（２）今後どの様に活用するのか伺う。 

（３）施設の明渡しは済んだのか伺う。 

（４）負の遺産と考えるがどの様に解決するのか伺う。 

 

○小 幡 幸 範 

  １．子育て支援について ……………………………………………………………………………… 153 

（１）子育て支援の体制について 

   ①子育て支援課の役割や設置に向けた考えを伺う。 

   ②子育てにおける相談窓口を福祉保健課に集約できないか伺う。 

   ③子育て支援センターと子育てサロンの連携はできないか伺う。 

（２）子ども園への支援の拡充について 

   ①幼児教育・保育が無償となるが対応状況と支援拡充はできないか伺う。 

（３）学校給食費の無償化について 

   ①第２子半額、第３子以降を無償化にできないか伺う。 

  ２．まちひとしごと総合戦略について ……………………………………………………………… 156 

（１）１期計画の終了が近づいているが、達成状況と今後の対応を伺う。 

（２）まちひとしごと創生基本方針２０１９にはＳＤＧｓやｓｏｃｉｅｔｙ5.0など 
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   複雑な制度が掲げられているが、取り組んでいく考えはあるのか伺う。 

  ３．地域公共交通について …………………………………………………………………………… 158 

（１）網形成計画の策定を行ったが、実施状況と今後の対応を伺う。 

（２）スクールバスの活用が計画にあるが、何か考えはあるのか伺う。 

  ４．行政運営について ………………………………………………………………………………… 160 

（１）行財政改革について 

   ①行財政改革の取組内容を伺う。 

   ②歳入増加に向けふるさと納税を増やす具体策を伺う。 

   ③歳出の抑制だけでなく地域内循環を促す考えはないか伺う。 

（２）行政評価について 

   ①事務事業評価の導入は考えているのか伺う。 

  ５．追跡質問 …………………………………………………………………………………………… 164 

（１）図書館設置について 

   ①昨年の６月に一般質問を行ったがその後の経過を伺う。 

 

○藤 本 勝 美 

  １．伐株山の休憩舎と入口の開放について ………………………………………………………… 166 

（１）すでに予算化されており、しかも時期的に大事な時に何故実施しないのか伺う。 

  ２．コミュニティーバスの現状について …………………………………………………………… 169 

（１）多くの町民の方から、コミュニティーバスの運行について要望があり、運行表 

   に関して住民の意見を聞くと、地域的なバランスもあると思うが、もう少し見 

   直しする事が出来ないか伺う。 

  ３．町道山の口線について …………………………………………………………………………… 172 

（１）毎年のように町道に水が上がり、下流の２戸の家が床下浸水となる。今年県土 

   木河川課が対岸の護岸工事（かさ上げ）をして、さらに町道側が増水時に氾濫 

   するようになった。早めの対応ができないか伺う。 

 

○衞 藤 和 敏 

  １．有機農業確立の取り組みについて ……………………………………………………………… 175 

（１）第６次総合計画に産地化計画策定を考えないか伺う。 

（２）堆肥試験実施計画と進捗状況はどうなっているか伺う。 

（３）認証制度の勉強会を行わないか伺う。 

（４）有機農業研究会の取り組みはしないのか伺う。 

（５）海外研修を行う考えはないか伺う。 
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  ２．中小企業・小規模事業者振興計画について …………………………………………………… 181 

（１）この振興計画の周知状況はどうか伺う。 

（２）支援団体（商工会）との連携はどうなっているか伺う。 

（３）金融機関との連携はどうなっているのか伺う。 

（４）教育機関との連携はどうなっているか伺う。 

（５）基本方針①経営基盤安定化について伺う。 

（６）基本方針②地域内の経済循環の創出について伺う。 

（７）基本方針③経営拡大・新分野への進出促進について伺う。 

（８）基本方針④創業の促進について伺う。 

（９）基本方針⑤人材確保・育成、事業環境整備について伺う。 

（10）基本方針⑥事業承継への支援促進について伺う。 

（11）財政上の措置について伺う。 

（12）農林水産業や観光事業の振興について伺う。 

（13）計画の進捗管理と効果検証について伺う。 

（14）町の責務について伺う。 

 


