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一  般  質  問  表 

 

○松 本 真由美 

  １．災害予防計画について …………………………………………………………………………… 43 

（１）自主防災組織（自治区）で地域ごとの避難計画の策定はどのぐらいできている 

   か伺う。 

（２）ハザードマップを活用した防災教育の実施又洪水ハザードマップによる住民公 

   表はどのようにしているか伺う。 

（３）防災行政無線更新計画策定で屋外拡声器とサイレンの設備が出来ないか伺う。 

（４）太田川の護岸改修陳情に伴う、町から県への協議等の状況を伺う。 

  ２．町道の維持管理補修対策について ……………………………………………………………… 48 

（１）舗装路面パッチングや排水路等の補修状況について伺う。 

（２）路肩整備の草刈等人力支援の取り組みは出来ないか伺う。 

  ３．高齢者の交通弱者対策について ………………………………………………………………… 50 

（１）デマンド型交通の導入を視野に入れ、運行エリアを限定し、タクシー等による 

   試験実証運行を取り組む考えはないか伺う。 

（２）高齢者運転免許証の返納者に対する支援策の拡充を図る考えはないか伺う。 

  ４．玖珠川架橋等建設計画について ………………………………………………………………… 52 

（１）町道中島線中島橋の着工等状況を伺う。 

（２）仮称「玖珠新道建設促進期成会」を立ち上げる考えはないか伺う。 

  ５．畜産業振興対策について ………………………………………………………………………… 54 

（１）肉用牛増頭対策の一環として、子牛預託（キャトルセンター）事業の取り組み 

   について町の考え方を伺う。 

（２）酪農に対して「玖珠町乳用牛保留推進事業」の緊急対策事業の効果を踏まえ、 

   その後の支援対策を伺う。 

（３）豚コレラ（ＣＳＦ）のワクチン接種による早期発生防止対策状況を伺う。 

 

○横 山 弘 康 

  １．行財政改革について ……………………………………………………………………………… 58 

（１）行財政改革プランから実施計画（アクションプラン）作成状況を伺う。 

（２）目指すべき施策とそのための財政日標を伺う。 

  ２．自治区について …………………………………………………………………………………… 63 

（１）これまでの自治区再編方針の見直しは考えられないか伺う。 
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（２）個人発送者への協力依頼はどうなっているか伺う。 

  ３．林業施策について ………………………………………………………………………………… 66 

（１）皆伐後跡地の再造林状況を把握しているか伺う。 

（２）再造林を促す施策はどうなっているか伺う。 

 

○大 野 元 秀 

  １．中学校統合による経済効果について伺う ……………………………………………………… 69 

（１）中学校統合の目的を伺う。 

（２）統合によりどのくらいの財政的効果があったのか伺う。 

（３）今後どの様な事で経済効果を生み出していくのか伺う。 

（４）スクールバスを公共交通として利用する事を考えられないのか伺う。 

  ２．玖珠町環境保全の日について …………………………………………………………………… 74 

（１）各地区で環境保全の日に合わせて草刈活動等の清掃活動が行われているが、地 

   域や人数を把握しているのか伺う。 

（２）作業時の事故等の保険加入状況について伺う。 

（３）今後の環境保全の日のあり方について伺う。 

  ３．体験型観光について ……………………………………………………………………………… 76 

（１）観光客増加の取り組みとして、何を行っているのか伺う。 

（２）平成３１年１月に玖珠町が主催で開催された「観光はＰＤＣＡの時代に」の講 

   演会について伺う。 

（３）体験型の観光を進めていく考えがあるのか伺う。 

 

○宿 利 忠 明 

  １．公約について ……………………………………………………………………………………… 79 

（１）１０個近くある公約のうち、何個か種をまいたと言うがどの様な公約に種をま 

   いたのか伺う。 

（２）全く畑も耕さず、種も蒔けない公約は、今後どの様に考えているのか伺う。 

  ２．町民性について …………………………………………………………………………………… 85 

（１）本年９月議会で他の議員の質問の答弁で、玖珠町は何かあれば役場にたのむ行 

   政依存型の町だとの印象があると言っているが真意を伺う。 

（２）とことん玖珠の目的は、みずから一緒になって何ができるのか探す意味がある 

   と言っているが開催目的を伺う。 

（３）玖珠美山高校生提言の、その後の経緯を伺う。 

  ３．山の日について …………………………………………………………………………………… 88 
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（１）第５回「山の日」記念全国大会が、くじゅう地域で２０２０年に開催されるが、 

   玖珠町の対応を伺う。 

（２）山に関する歴史や文化の継承、環境保全、山の未来について考える機会にする 

   のが目的とあるので、玖珠町も何らかの行動をするべきと思うが考えを伺う。 

  ４．都市との交流について …………………………………………………………………………… 89 

（１）長住地区とのパートナー協定について質問したが、その時、志免町に教育旅行 

   受入れの申し込みをしたらどうかの提案をしたが、その後を伺う。 

（２）台湾鉄路管理局と友好交流の締結をしたがどの様な交流をするのか伺う。 

 

○河 野 博 文 

  １．高校生までの医療費助成について ……………………………………………………………… 92 

（１）６月議会で質問した高校生までの医療費無償化について、その後の状況を伺う。 

  ２．中小事業者支援事業について …………………………………………………………………… 95 

（１）中小事業者支援事業について 

   プレミアム商品券発行事業について伺う。 

  ３．玖珠郡育英会の奨学金制度について …………………………………………………………… 96 

（１）玖珠郡育英会の奨学金制度の利用状況について伺う。 

（２）生徒並びに保護者へ制度の活用周知について伺う。 

（３）将来地元に帰って生活をする人に対する返済の免除又は優遇制度を考えられな 

   いか伺う。 

  ４．行財政改革について ……………………………………………………………………………… 98 

（１）総合行政審議会の構成メンバーについて伺う。 

（２）総合行政審議会における審議されている内容について伺う。又、会議録等内容 

   の公開（極秘文書除く）について伺う。 

（３）役場組織構成について伺う。 

  ５．教育行政について ………………………………………………………………………………… 102 

（１）教育委員会で現在審議されている内容について伺う。又、会議録等内容の公開 

   （極秘文書除く）について伺う。 

（２）教職員等の働き方改革について伺う。 

（３）今後の目標及び指針また課題について伺う。 

 

○細 井 良 則 

  １．町長の公約について………………………………………………………………………………… 111 

（１）農林業後継者の育成について 
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   ①オペレーターや作業員の高齢化と減少のため、人材育成や免許取得経費等の 

    助成を行うとあるが現在の状況について伺う。 

   ②玖珠美山高校の卒業生が地元で従事できる体制づくりを行いたいとあるが、 

    どのような取り組みをしているか伺う。 

（２）元気な商店街・観光地づくりについて 

   ①元気な商店街づくりの中で「金の回る仕組みづくり」で町を活性化させると 

    あるが具体的な内容について伺う。 

   ②駅前通りや春日町・塚脇などの商店街への顧客誘導が課題とあるが、具体的 

    な対策について伺う。 

   ③元気な観光づくりの中で、町内に点在する観光スポットごとに観光資源の磨 

    き上げや特産品開発販売など「受け入れ体制の構築」を通じた持続可能な観 

    光推進に取り組むとあるが、現在どのように進捗しているか伺う。 

（３）お年寄りやこどもに優しい暮らしづくりについて 

   ①地域別「いきいきサロン」の充実、生きがい対策や健康増進に向けた体制づ 

    くりを強化するために、活動資金など助成制度を充実するとあるが、どのよ 

    うな助成が出来ているか伺う。 

   ②現在中学生までの子ども医療費の無償化を財政の見直しにより高校生まで対 

    象を拡充するとあるが、実施時期について伺う。 

（４）住民アイデアの積極的な登用について 

   ①運動公園や周辺店舗等と連携したスポーツ合宿の誘致については、住民との 

    話し合いができているのか伺う。 

   ②町長と町づくりを語ろうの定期開催の順守とあるが、現在実施しているのか、 

    実施しているのならいつどのような形で実施しているのか伺う。 

 

○藤 本 勝 美 

  １．コミュニティバスの運行について………………………………………………………………… 123 

（１）現状の乗車率について伺う。 

（２）利用者からの様々な要望について把握しているのか伺う。 

（３）住民からの問題点や課題は投げかけられていないのか伺う。 

  ２．スクールバスの利用について……………………………………………………………………… 125 

（１）他の町では朝の運行について、距離の問題があると思うが、希望する児童生徒 

   は乗車できると聞くが、玖珠町はどうか伺う。 

（２）住民要望に基づいた一工夫で、更なる有効利用ができないか伺う。 

  ３．小学校の授業状況に対する住民の声について…………………………………………………… 129 
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（１）ある小学校５年生の授業を参観した保護者、住民から「教室内の教師と児童の 

   状況が、とても授業が行われる状況ではなかった」と聞いたが、町として把握 

   をしているのか伺う。 

  ４．防災行政無線の利活用について…………………………………………………………………… 130 

（１）今後更新を考えている防災行政無線については、現在の防災行政無線とどう違 

   うのか伺う。 

（２）現行の運用のみではなく、運用規定等の見直しを考えているのか伺う。 

（３）更新される防災行政無線のあり方について、町としての具体的考えを伺う。 

 

○河 島 公 司 

 生涯教育の充実について 

  １．乳児期・幼児期の子育てについて………………………………………………………………… 132 

（１）玖珠町子ども・子育て支援事集計画の進捗状況点検評価について伺う。 

（２）子ども・子育ての町の課題、目標は何か伺う。 

（３）年少人口の減少に町の政策はあるか伺う。 

（４）地域子ども・子育て支援として取り組んでいる事業の状況を伺う。 

（５）「子どもを産みやすく・育てやすい」町づくりについて町長の見解を伺う。 

（６）支援に果たす責務と役割を町全体で確認する場を設けてはどうかと思うが考え 

   を伺う。 

  ２．学童期に地域で育てるコミュニティー教育について…………………………………………… 137 

（１）地域に残る小学校と地域のかかわりは、人づくり町づくりの上でとても大切な 

   役割があると思うがどうか伺う。 

  ３．くす星翔中学校の特色ある教育について………………………………………………………… 138 

＜５つの提案＞ 

 ①専科で個々の才能を伸ばす指導 

 ②国際化に向けた外国語教育 

 ③郷土の歴史文化一伝統芸能の継承 

 ④部活動と社会体育の連携 

 ⑤地元高校につながる交流と連携 

  ４．玖珠美山高校の支援について……………………………………………………………………… 141 

（１）郡で支援協議会がスタートしたが、どのような取り組みになるのか伺う。 

（２）町も支授している野球部の臨時コーチ招へいについて伺う。 

  ５．青壮年層の町づくり参加について………………………………………………………………… 143 

（１）若者の参加が少ないのはどこに問題があるのか。どうしたらいいかそれぞれの 
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   立場から現状と課題について伺う。 

（２）自治活動、コミュニティー運営の中での現状と課題について伺う。 

（３）青壮年期の運動離れをなくす運動機会を増やす施策について伺う。 

  ６．高齢者の社会参加と健康づくりの推進について………………………………………………… 144 

（１）高齢者の社会参加の場を提供する仕掛けづくりはできないか伺う。 

（２）健康づくりにまだ取り組んでいない人を参加させる手立てについて伺う。 

（３）介護予防で大切なことの周知について伺う。 

 

○秦   時 雄 

  １．水道法の改正について……………………………………………………………………………… 146 

（１）水道法が昨年の１２月に国会において改正され、上水道の民営化が合法化され 

   た。改正水道法について見解を伺う。 

   ①私達の生活に直結する水道事業の民営化は町民にどの様なメリット、デメリ 

    ットがあるか伺う。 

   ②水道事業民営化は民間運営への不安はないのか伺う。（サービスの低下、水 

    質や料金が高くなる、その他） 

   ③法改正では水道事業の広域化も推進されることになっているが見解を伺う。 

   ④将来的に民営化の考えはあるのか伺う。 

  ２．水道法行政について………………………………………………………………………………… 149 

（１）町水道給水区域における未給水地区への配水管の布設を 

   ①水は町民の健康と命に直結した最重要のライフラインである。町民の負担軽 

    減のために上水道布設工事補助金制度（仮称）の設置が必要だ。考えを伺う。 

  ３．障がい者福祉について……………………………………………………………………………… 152 

（１）聴覚障がい者支援について 

   ①本町が実施している聴覚障がい者支援の現状について伺う。 

   ②軽度・中等度難聴者への補聴器の購入助成について伺う。 

   ③６５才以上の高齢者に対する補聴器購入費の一部を助成する制度を導入すべ 

    きであると考えるが見解を伺う。 

  ４．文化行政について…………………………………………………………………………………… 155 

（１）文化芸術基本法に基づく文化行政の推進について 

   ①文化芸術基本法についてどの様にとらえているのか伺う。 

   ②地方文化芸術推進基本計画の策定、文化芸術推進会議の設置等について伺う。 

   ③文化芸術の振興に関する条例の制定の考えはないか伺う。 
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○衞 藤 和 敏 

  １．組織体制について ………………………………………………………………………………… 159 

（１）企画商工観光課での企画の業務に問題はないか伺う。 

（２）企画をより充実させるべきではないかと思うが考えを伺う。 

（３）行政組織の課題と対応について伺う。 

   （リスク管理、縦割り意識が強いなど） 

  ２．畜産振興について ………………………………………………………………………………… 164 

（１）畜産センター・キャトルステーション建設について考えを伺う。 

（２）町の助成や運営など関わり方について考えを伺う。 

（３）堆肥対策を兼ねてバイオマス循環型たい肥センターが併設できないか伺う。 

（４）獣医の後継者問題について伺う。 

  ３．小中学校の教科書採択について ………………………………………………………………… 166 

（１）採択はどのような組織で行われているのか伺う。 

（２）人選はどのように決定しているのか伺う。 

（３）研究・調査は充分できているのか伺う。 

（４）情報公開はどうしているのか伺う。 

（５）歴史教育・偉人教育についてどのように考えているのか伺う。 


