
　　山都町長　梅田　穰　様

答　弁　者

NO. １
農林振興課長

９ 番

福祉課長

(２) 福祉事業への若い人材育成に向けて
の取り組みはどう考えているか。

(１) 福祉従業者への支援のあり方につい
て、どのように考えているのか。

２ コロナの影響による商工事業の実態に
ついて

山の都創造課長

３ 福祉事業の経営実態について

(２) 経済の町内循環に対する町民意識改
革が必要であると考えるがどうか。

(１) 現在の農業従事者年齢構成はどのよ
うになっているか。

(２) 本町における人・農地プランへの取
り組み実態について説明を求める。飯開政俊

　 令和３年１２月９日

山都町議会議長　藤澤　和生　　

　 令和３年１２月９日開会の令和３年第４回山都町議会定例会において、下記のとおり
質問の通告がありましたので、通知します。

記

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

１ 農業の活性化について

(３) 集落営農法人の現在の課題と改善策
について、どのように捉えている
か。

(１) 今後の商工会活動への支援につい
て、どう考えているか。



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

自治振興会ごとの訓練の実態につい
て説明を求める。 総務課長

企画政策課長(１) 協力隊員が集える活動拠点の必要性
について、どのように考えている
か。

６ 自主防災組織の強化について

(１)

(２) 山都町の防災力向上への取り組みに
ついて、どのように考えているか。

７ 地域おこし協力隊との交流推進につい
て

担当課長

地域活力を持続させるための高齢者
に対する政策について、どのように
考えているか。

担当課長

(３) 政策実現させるために、山都町老人
クラブとの連携関係について、どの
ように考えているか。

(２)

定年延長など、経済活動や生産年齢
の引き上げについて、どのように考
えているか。

(１)

(１) 若者の定住・移住に向けた住環境の
問題点と改善策について、どのよう
に考えているか。

担当課長

(２) 教育環境・教育水準向上への方策に
ついて、どのように考えているか。

５ 活気ある高齢社会の実現について

４ 若者の定住・移住の進め方について



答　弁　者

NO. ２

町長

担当課長

１０ 番

町長

担当課長

町長

教育長

中学校を中心としたコミュニティス
クールの設置だと思うが、学校区別
の推進状況はどうなっているのか。

山都町教育委員会は、国版コミュニ
ティスクールの構築を推進している
ようだが、その概要と、取り組みを
進める理由を聞く。

移住者や、免許返納後の生活を心配
する高齢者のために役に立つ公共交
通網の整備が急がれるが、どの程度
の目標を掲げて取り組んでいるか、
今後の展望を聞く。

コミュニティスクールの方向性ついて

(３) 住宅改修の補助についての条件の緩
和が必要ではないか。

(４) 商店街を回遊させるには立ち寄る店
がないとの課題がある。町内の空き
店舗を町が改修し、週末開店する立
ち寄りショップとして盛り上げるこ
とを提案したい。

吉 川 美 加

２ 公共交通網整備の展望について

需要と供給のバランスはとれている
のか。

教育委員会は、子どもたちを地域で
育てることの重要性を唱えている
が、真に地域と共に育てるなら、学
校が抱える困難を共有できるような
コミュニティスクールでなくてはな
らないと考える。このことについ
て、教育長の考えを聞く。

(３)

３

(１)

(２)

(１)

一般質問通告一覧表

空き家バンクの活用は順調である
か。

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

１

(１)

(２)

空き家(空き店舗)対策について



答　弁　者

NO. ３

５ 番

企画政策課長

既設網外への拡充はできないか。

町長
法的に問題はないのか。 総務課長

町長

総務課長

１

(１) 水田においては、フェンスや電気牧
柵を設置していても被害を受ける場
合がある。今まで以上の行政からの
支援はできないか。

専門性が必要とされる部署が増して
いるようである。育成は間に合って
いるか。また、会計年度任用による
専門家の採用はなされているか。

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

補助金受給団体の長と町長職の兼任に
ついて

(２) 団体のモチベーションへの影響はな
いのか。

(２)

光通信網の利用状況と経済効果及
び、今後の活用策をどう考えている
か。

(１)

２ 光通信網の活用と拡充について

農林振興課長

有害鳥獣対策について

４ 職員の採用及び育成について

(１)

(１)

３

中 村 五 彦



答　弁　者

NO. ４

３ 番

資産の部の有形固定資産の中身は。 総務課長

総務課長

総務課長

(山都町の資産の合計は約472億円と
大きくどことなく優雅な印象を受け
るが、老朽化等の理由によって有効
活用できていないものも多いのでは
ないだろうか。確認したい。)

(４)

 効果的な行財政運営について

効果的な行財政運営が必要なのはな
ぜか。

(資産の性質によって変わるだろう
が、一般的にそういえると思われ
る。山都町の場合はどうだろう
か。)

(第二次山都町総合計画の基本計画
カクゴ⑤にある効果的な行財政運営
は、様々な施策を実施して行く上で
ブレーキになりそうだが、それを目
指す理由の概要を説明してほし
い。)

１

老朽化して効果的に活用できない資
産も多くはないか。

(２)

(１)

２

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

眞 原 誠

町長または総務
課長

令和元年度の一般会計等貸借対照表に
ついて

(１)

(主要なもので良いので、道路、学
校、公園など、具体的なものの例示
をお願いしたい。)

資産が大きくなるほど行政コストは
大きくなるのか。

(３)

町民に限定しないサービス提供施設
を行政施設として抱えるのはなぜ
か。

町長または関係
課長

(特に、物産館やレストラン、宿泊
施設、キャンプ場などは民間が営利
を目的に展開できる事業であるが、
あえて行政財産を抱える理由は何
か。）



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

総務課長

関係課長

どのように進めているのか。 総務課長

道路は、生活や産業振興に密着して
おり維持管理の優先度が高いのでは
ないか。

(１)

行政財産の適正化について

３ 行政コスト計算書について

４

(２)

業務効率化の取り組み内容と、その
成果は。

(１)

(２)

(３) 行政事務のICT活用やDXには取り組
んでいるか。

（特にICT活用は効果が高いと思わ
れるが、取り組み内容と、作業量削
減にどう繋がっているかを確認した
い。）

町長または関係
課長

(４) 減価償却費は資産を取得すると増加
するという認識で間違いないか。 総務課長

物件費の内容について、主要なもの
で具体的な例示を確認したい。

（行政コスト計算書は資産の取得に
関わらない支出が経常されている
が、資産の取得は減価償却費という
形で結局は行政コストの押し上げに
つながるのではないか。）

（住民生活支援や産業振興に向けた
投資・資産の取得と、行政コストの
抑制の両立のために、行政財産の適
正化が必要なのは理解するが、どの
ように進めているのか。）

町長または関係
課長

（面積が広大な山都町は道路にかか
る費用が大きいが、生活支援や産業
振興の観点からなくてはならない資
産であり、維持管理の優先度は高い
と考えるが、町としてはどう捉えて
いるか。）

（人件費の抑制において、単純な人
員削減は既に限界で、今後は業務効
率化を追求する事が効果的だと思う
が、状況を確認したい。）



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

(４) 今後の新しい施設整備について、資
産取得の有効性をどう捉えている
か。

(３) 産業振興を目的とした施設につい
て、影響を受ける産業の事業者や、
施設管理者とは意思疎通を図ってい
るか。

（産業振興を目的とした施設は、振
興させようとする産業に属する事業
者や施設管理者と、行政とが事業目
的について意識を共有しないと十分
な効果が得られないと思われる。そ
うした取り組みが行われているか確
認したい。）

町長または関係
課長

（効果的な行財政運営のためには、
取得する行政財産の事業目的と効果
を明確にし、運用で最大効果を発揮
させねばならないが、今後整備が予
定されている施設について、このこ
とをどう捉え、どう実現させていく
のか。）

関係課長



答　弁　者

NO. ５ 町長

６ 番

町長

町長

１

(１) 役場への来庁者などに対して職員の
対応が悪いとの声があるが、接遇研
修など職員のスキルアップに対して
どのような取り組みをされているの
か。

(１) 通潤橋周辺の整備と岩尾城の復元は
どう考えるのか。

担当課長

山の都創造課長

(２)

町内事業者への啓発、誘致について
はどう考えているのか。

３ 今後の山都町の観光振興について

(２) 鵜の子滝、竿渡の滝等の自然が織り
なす造形美は、安全対策を施す小規
模な整備だけでも観光資源になると
思うがどう考えるか。

(３)

新道の駅の進捗状況について

(１) 新道の駅の建設進捗状況と指定管理
者の公募状況はどうなってるのか。

(４) 指定管理者になった事業者に任せる
建物内部でないと運営は難しいと思
うが。

(２) 町民の要望の中には、テイクアウト
し易い飲食チェーン店、アウトドア
用品や衣類を取り扱う企業の誘致を
望む意見があるがどう考えるか。

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

矢仁田秀典

捕獲した鳥獣の処理に関してはどう
考えるか。また、その方法について
はどう考えるか。

鳥獣害対策について

(１) 猟友会員の年齢を考えた時にハン
ターの育成が急務だと考えるがどう
考えるか。

一般質問通告一覧表

役場職員の接遇について

４

総務課長

農林振興課長

２



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長

建設課長

担当課長5年後、10年後の幸齢者福祉の取り
組みはどうなっているのか。

(１)

SDGs未来都市有機農業で持続可能な町
づくりについて

(２) セレモニーの計画は何か考えている
のか。

認定から半年経った進捗状況はどの
ようになっているのか。

７

(１)

６

５

有機農業を町づくりの核とした計画
案はどう考えるか。

幸齢者の交通弱者問題について

担当課長

(１)

九州中央自動車道矢部インターチェン
ジ（仮称）の開通について

矢部インターチェンジ（仮称）の名
称についてどう考えているか。

(２)



答　弁　者

NO. ６

町長

４ 番

住民の避難について 町長

総務課長

生涯学習課長

100人以上入れる緊急避難所の備蓄
の状況について、説明を求める。

家庭において地震対策（家具家電の
転倒防止等）を行う場合、町からの
補助について説明を求める。

新体育館の避難所として役割をどう
想定しているのか。

対応人数、要配慮者（高齢者、女
性、妊産婦、障がい者、ペット同伴
等）に対する配慮について、どう考
えているか。

④

(１)

(２)

①

感染しても安心して医療を受けられ
る体制づくりについて

①

令和3年度地域防災計画と防災機能を
兼ねた新体育館建設について

① 指定緊急避難所60ケ所と指定避難所
14ケ所の違いと役割について説明を
求める。

②

一般質問通告一覧表

２

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

西田由未子

②

 コロナウイルス感染拡大防止策につ
いて

健康ほけん課
長

そよう病院事
務長今後自宅療養をせざるを得ない状況

となったとき、訪問診療が受けられ
るか、またパルスオキシメーターや
食料品、日用品の配布についてはど
うお考えか。

１

(１)

家庭内感染の時、家族一緒に入院又
はホテル療養ができるのか。

③

学校の体育館が指定緊急避難所と
なっているところがあるが、どこが
開設するのか　学校の関わり方はど
うなるのか。



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

冷暖房施設について

早めの避難の支援について

教育長

学校教育課長

地中熱を利用した換気システムとの
比較について、どう考えているか。

②

新体育館の建設予定費と財源につい
て、説明を求める。

(５)

① 台風や豪雨の時の高齢者等避難準備
が出されたとき、前もって登録して
いた地域には、ふれあいバスやタク
シーが迎えに行くシステムを構築で
きないか。

(３)

①

(４)

(１) ＩＣＴ支援員の増員について、どう
考えているか。

(２) 事務処理が簡素化できるソフトの導
入について、どう考えているか。

３ 教職員の業務削減について

冷暖房を備えた場合、年間の燃料代
電気代はどれくらいになるのか。


