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一  般  質  問  表 

 

○秦   時 雄 

  １．感染症対策について ……………………………………………………………………………… 39 

（１）ロタウイルスワクチンの接種について（令和２年３月議会一般質問の再質問） 

本年３月議会においてロタウイルスワクチン予防接種の公費助成について質 

問、町長の前向きの答弁を頂いたが、現在どの様な考えなのか伺う。 

（２）新型コロナウイルス感染症対策について 

①相談体制の強化（窓口の開設）支援体制の強化 

㋑生活困窮等に対する相談体制の充実が必要である。町内の現況と考えを伺 

 う。 

㋺企業や個人事業主向けに行政書士による無料相談窓口の開設、町内の現況 

 と更なる町単独の支援強化の拡大が必要である。町の見解を伺う。 

②障がい者の工賃支援（障がい者福祉） 

町内の就労継続支援Ｂ型事業所、地域活動支援センターむつみ会などでは、 

事業者と利用者に雇用関係がなく雇用調整助成金の対象とならず、新型コロ 

ナウイルスの影響で減少したこれらの事業所を利用する障がい者の工賃を補 

填する支援が必要である。考えを伺う。 

③教育支援 

㋑休校により給食が提供されなくなった期間、就学援助世帯に昼食費の支援 

 が必要である。考えを伺う。 

㋺ひとり親家庭の支援 

 政府によるひとり親家庭に対する臨時特別給付金（第２次補正予算：児童 

 扶養手当の受給者に対し５万円、第２子以降の加算額３万円）に町独自の 

 加算増額の支給について考えを伺う。 

㋩小中学校の今年度学校給食費の無償化を限定的に行う考えについて伺う。 

  ２．障害者福祉について ……………………………………………………………………………… 50 

（３）障がい者とその家族の経済的負担の軽減 

障がい者手帳の更新に必要な診断書の取得の助成について伺う（年間の各申請 

数と診断書の取得費について）。 

㋑身体障害者手帳の再認定の申請 

㋺精神障害者保健福祉手帳の更新申請 

㋩自立支援医療受給者証（精神通院医療の再認定申請） 
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○松 下 善 法 

  １．新型コロナウイルス対策について ……………………………………………………………… 52 

（１）全国の市町村役場でコロナウイルスの集団感染が起きて閉鎖を余儀なくされ 

   た。玖珠町役場職員の予防対策とガイドラインについて伺う。 

（２）西部保健所・医師会との連携が出来ているのか伺う。 

（３）現状、玖珠九重には新型コロナウイルス患者は居ないが、重症化した時の人工 

   呼吸器の数が足りない。特に新型コロナウイルスに効果的である体外式模型人 

   工肺（ＥＣＭＯ）の導入について伺う。 

（４）玖珠町中小企業者緊急支援給付金事業について今後、２波、３波が来た場合に 

   同様の施策を行うのか伺う。 

（５）水害が起こりうる時期がやってくるが、避難所を開設した場合の対策について 

   伺う。 

  ２．障がい者対策について …………………………………………………………………………… 59 

（１）障がい者が６５歳になった時の介護保険優先原則の問題について伺う。 

（２）平成３０年の法改正による、介護保険法、障がい者総合支援法の共生型サービ 

   スについての当町の現状について伺う。 

（３）視覚障害者に対しての同行援護制度、所謂ガイドヘルパーについて伺う。 

  ３．介護人材不足について …………………………………………………………………………… 61 

（１）介護人材不足について令和元年９月議会より再質問、令和２年度玖珠町一般会 

   計予算の中に子育て支援で保育補助者雇上強化事業が計上されていたが、なぜ 

   介護士には同等の事業を行わないのか伺う。 

  ４．青色パトロールカーについて …………………………………………………………………… 62 

（１）最近、青色パトロールカーを見なくなったが、現状について伺う。 

 

○衞 藤 和 敏 

  １．新型コロナウイルス感染症の影響と今後の指針や取り組みについて ……………………… 64 

（１）緊急事態宣言による本町への影響をどのように分析しているか伺う。 

（２）新型コロナウイルス感染防止策を取りつつ、経済活動と両立させ経済活動の再 

   起動を積極的に進めるべきだが考えを伺う。 

（３）国・県・本町で取り組みを進めている経済対策の内容と進捗、成果を伺う。 

（４）役場での危機管理体制や感染対策、経済対策などの組織体制は十分か伺う。 

（５）商工会、農協、医療や金融機関などと密に連携が取れているか伺う。 

（６）経済支援の財源確保のため、今年度予算の組み替え、基金取り崩し、地方債の 
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   発行などを必要と思うが現状と考えを伺う。 

  ２．教育関係の影響について ………………………………………………………………………… 69 

（１）学校休業による学力低下が指摘されるが、現状と対策について伺う。 

（２）子どもたちの体力低下やストレスまた、スマホ依存症などの実態把握と対策は 

   どのように行ったのか伺う。併せて、児童虐待の実態と対策についても伺う。 

（３）ひとり親家庭に対する支援と対策を行ったのか伺う。 

  ３．経済対策と今後の施策について ………………………………………………………………… 71 

（１）町内の失業者数、休業者数また廃業や倒産などの状況を把握しているか伺う。 

（２）今後の経済状況次第では破産や自殺者が増加する可能性があるが対策は進めて 

   いるか伺う。 

（３）飲食業等の営業を正常に戻すための施策やガイドライン等があるか伺う。 

（４）道の駅のＧＷ休業の影響はどの程度あったのか伺う。 

（５）出荷者に対して休業協力金が必要ではないかと思うが考えを伺う。 

（６）田舎暮らし志向やテレワーク普及により、移住促進の施策を積極的に進めるべ 

   きと思うが考えを伺う。 

（７）食糧危機の心配から、農業が注目されている。有機農業のまちづくりなどの施 

   策に力を入れる必要があるが考えを伺う。 

（８）町内のプラスチック成型企業にフェイスシールドの作製を依頼し、医療機関、 

   介護施設、高齢者、学生等に配布できないか伺う。 

（９）国はサプライチェーン対策の国内投資促進事業を進めているが、この機に工業 

   団地の企業誘致に力を入れるべきだが考えを伺う。 

  ４．今後の対策課題について ………………………………………………………………………… 77 

（１）これから災害のシーズンになるが、避難場所の感染防止対策は十分か伺う。 

（２）庁舎内で感染が発生した場合や、職員に感染拡大した場合の対策は考えている 

   か伺う。 

（３）今後第２波、第３波が起こった場合や様々な事態に対応するフェーズを作成し 

   ているか伺う。 

  ５．消費喚起のための提言について ………………………………………………………………… 78 

 町長においては、町村会等を通じてあるいは県と協調するなどして、国に対し、消 

 費税の減税について要望する考えはないか伺う。 

 

○大 野 元 秀 

  １．新型コロナウイルス感染症拡大という未知の事態における教育の在り方について ……… 80 

（１）新型コロナウイルス感染症予防のための、小中学校の休校期間中における子ど 
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   もたちの状況について伺う。 

（２）今回の新型コロナウイルス感染症拡大予防のための、未知の経験を、今後の学 

   校の再開に向けて、どのようにとらえているのか伺う。 

（３）今回の目に見えないウイルスとの戦いにおいて、学びのオンライン化、デジタ 

   ル化、いわゆるＧＩＧＡスクールとは、どういうものか伺う。 

（４）今後、デジタル化やオンライン化が進む時代の中において、五感で感じる現実 

   体験の必要性と、自然豊かな玖珠町の可能性について伺う。 

（５）明るい未来を見すえた地域の魅力ある学校づくり、そして、我々地域社会の一 

   員の役割について伺う。 

  ２．新型コロナウイルス感染症拡大対策として、国が配る特別定額給付金１０万円の交 

    付事務の進捗状況について ……………………………………………………………………… 86 

（１）新型コロナウイルス感染症拡大対策として、国が配る特別定額給付金１０万円 

   の交付事務の申請率と支給率について伺う。 

（２）いまだ未申請の方々についての対策、対応をどう考えているのか伺う。また、 

   辞退された方がいたのか伺う。 

  ３．玖珠町災害ハザードマップの見直しについて ………………………………………………… 88 

（１）平成２９年度に作成し２年しか経っていないが、今回の見直しの箇所と見直し 

   の必要性を伺う。 

（２）前回作成したハザードマップが町民に浸透していない様に有るが担当課で調査 

   等行ったのか伺う。 

（３）今回のハザードマップ作成にあたり防災士や町民の意見を聞きマップに反映し 

   ていくのか伺う。 

（４）ＡＥＤの設置場所をマップに表示する考えはないのか伺う。 

 

○横 山 弘 康 

  １．新型コロナウイルス感染防止期間中における危機管理について …………………………… 97 

（１）災害避難所の運営について伺う。 

（２）福祉避難所の運営について伺う。 

（３）低温期に活動が活発になるといわれている新型コロナウイルスとインフルエン 

   ザ流行期が重なった場合の対応策について伺う。 

（４）独居高齢者が感染した場合の対応（緊急通報システム等の状況）について伺 

   う。 

  ２．新型コロナウイルス流行により影響を受けていると思われる現状把握と対策につい 

    て …………………………………………………………………………………………………… 103 
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（１）町の基幹産業である農林業における影響をどのように調査し、把握しているの 

   か。また、その対応策について伺う。 

（２）障がい者施設等の現状把握と対応について伺う。 

（３）欠食児童生徒等支援が必要な子どもについての把握と対応について伺う。 

  ３．ノーマライゼーション社会における駅等の乗車口改善要望について ……………………… 107 

 町の玄関であるＪＲ豊後森駅等の上り線に、歩行困難者が乗車できるようＪＲへの 

 改善要望について伺う。 

  ４．玖珠郡育英会貸付金返還金助成について ……………………………………………………… 109 

 貸付金返還を一定の条件のもと、九重町では貸付金返還支援制度が導入されるが、 

 同制度の導入予定について伺う。 

 

○細 井 良 則 

  １．休校処置の影響について ………………………………………………………………………… 110 

（１）新型コロナウイルス拡大防止による休校処置について 

①休校間の授業の遅れを今後どのように補っていくのか具体的な対策について 

 伺う。 

②プリント、ドリル等による学習指導でおこる、学力の格差解消の為の具体的 

 な対策について伺う。 

  ２．新型コロナウイルス対策について ……………………………………………………………… 114 

（２）新型コロナウイルスの影響と対策について 

①新型コロナウイルスの影響で売り上げが激減している個人事業主に対する早 

 急な家賃補助を必要ではないか伺う。 

②６月１日から町内の各施設を開放するが感染防止対策はどのようにしている 

 のか伺う。 

③今後、梅雨の時期となり災害発生時の避難場所での３密解消についてどのよ 

 うな対策を考えているのか伺う。 

④新型コロナウイルスの影響で職員の労働時間の増加とストレスの解消のため 

 の対策について伺う。 

  ３．商工振興の対策について ………………………………………………………………………… 119 

（３）商店街の活性化について 

①昨年倒産したスーパーの跡地を購入して地元企業、団体と連携して商業施設 

 への開発を進めていく考えはないか伺う。 

  ４．地域づくりの推進について ……………………………………………………………………… 121 

（４）住民アイデアの積極的な登用について 
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①玖珠地区の住民から多世代交流を目的とした、地域食堂を計画するにあたり 

 玖珠中学校跡地の使用について要望があるが遊休施設利用計画で利用できる 

 のか伺う。 

 

○河 島 公 司 

  １．新型コロナウイルスの感染拡大対策について ………………………………………………… 124 

（１）これまでの玖珠町の取り組みの報告について伺う。 

（２）小中学校の授業再開についてどのような対応をとるのか伺う。 

（３）２ヶ月のステイホームで子どもの体力低下に配慮した対策を伺う。 

（４）授業遅れに対する夏休み等の対応と授業時間の確保について伺う。 

（５）入学時期を９月に変更する案があるが、「９月入学」について伺う。 

＜町内における被害や影響について＞ 

（６）農業・畜産・酪農・花き・林業の影響はどうか伺う。 

（７）工業関係、町内企業の影響はどうか伺う。 

（８）影響の大きい飲食業、小売業、サービス業の影響はどうか伺う。 

（９）観光産業の影響はどうか伺う。 

（10）町内で雇用調整助成金の対象事業者はどの位あるのか伺う。 

（11）持続化給付金の対象者はどの位あり、どの位の申請数か伺う。 

（12）町独自の緊急支援給付金の支援体制について伺う。 

（13）「新しい生活様式」の基本的感染対策について伺う。 

  ２．財政運営の考え方について ……………………………………………………………………… 132 

（１）厳しい財政状況、限られた財源の中での予算執行についてこれまで取り組んだ 

   施設整備を有効活用できないのか伺う。 

（２）施設づくり・予算執行への配慮について伺う。 

  ３．久留島武彦記念館について ……………………………………………………………………… 134 

＜施設の有効活用について＞ 

（１）記念館の今後の運営と館長の契約について伺う。 

（２）町民、町立小中学校児童生徒に向けた「オンライン」授業について伺う。 

（３）「童話の日」設立について伺う。 

（４）玖珠町の子どもしかできない郷土教育の取り組みについて伺う。 

  ４．豊後森機関庫公園について ……………………………………………………………………… 137 

（１）機関庫公園の今後の目指すものについて伺う。 

 

○河 野 博 文 
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  １．新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済活性化対策について ……………………… 139 

（１）プレミアム付き商品券発行事業の実施について伺う。 

   新型コロナウイルス感染症対策として他市町村で実施している２０％のプレミ 

   アム付き商品券また特に飲料関係向けにはさらにそれ以上増額したプレミアム 

   付き商品券などの発行事業は考えないか伺う。 

（２）玖珠町経済の早期活性化に向けての考えられている施策を伺う。 

  ２．自然災害への防災体制について ………………………………………………………………… 140 

（１）今年も梅雨時期になってきたが、今後いつ起こるかわからない想定外の大雨や 

   台風、地震等の自然災害への緊急対応について伺う。 

   新型コロナウイルス感染症の発生などもあり、これまでの緊急避難場所の確保 

   も変わってくると思われるが、十分な対策・対応を考えているのか伺う。 

  ３．玖珠郡育英会の奨学金制度について …………………………………………………………… 141 

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

   ないかと１２月議会で質問したが、九重町では奨学金全額の返還補助を実施す 

   ることになったが、玖珠町も同様な施策を考えられないか伺う。 

 

 

 


