
　　山都町長　梅田　穰　様

答　弁　者

NO. １

町長

担当課長

２ 番 町長

担当課長

町長

担当課長

町長

担当課長

町長

担当課長

町長

担当課長

町長

担当課長

町長

担当課長

東竹原の最終処分場について

(１) 町長が最初に、この最終処分場の話
を聞かれたのいつか。

(２) 企業から直接話を聞かれたか。

坂本　幸誠

１

(７) 今やっと新規就農者が県外から有機
農業をする為に山都町に移住してき
ておられるが、どう思われるか。

(８) 私は有機農業発祥の町を最終処分場
のある町にはしたくないが、町長は
どうお考えか。

(５) また、デメリットはどんなことをお
考えか。

(６) 風評被害が出た時の責任をとれる
か。

(３) 計画を聞かれて会議を持つなどの対
策を持たれたか。

(４) ＳＤＧｓ未来都市、有機農業の町、
山都町として最終処分場を受け入れ
た時のメリットをお聞きしたい。

　 令和４年９月８日

山都町議会議長　藤澤　和生　　

　 令和４年９月８日開会の令和４年第３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



町長

担当課長
前総務課長

(３) 令和元年からパワハラが有っている
と報告が有りましたが、当時の総務
課長は部下に対してどの様な対応を
されたか。

(１) 第三者委員会のパワハラに値すると
の決定を受けて、懲戒免職の決定を
した経緯を聞きたい。

(２) 第三者委員会を作るまでどの様な対
応をされたか。

２ 前副町長懲戒免職処分について



答　弁　者

NO. ２

８ 番 町長
担当課長

町長
担当課長

① 高齢化率は熊本県トップであり、高
齢世帯が多い中、本来であれば、会
員数も増えるところであるが、働く
高齢者が増えていることや若い人が
加入しないなど会員数も減り、クラ
ブの解散もあると聞く。
解散防止と新規クラブの立ち上げに
ついて方策をどう考えておられる
か。

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

シニアクラブ（老人クラブ）について

合併時から現在までのシニアクラブ
の推移について（会員数、クラブ
数）

１

シニアクラブの現状と課題について

(１)

②

２

(２)

藤川　多美

山都経営塾について

老人クラブの目的のひとつに、「生
きがいと健康づくり」があるが、解
散した地域はこの事業の恩恵を受け
ないことになる。町はシニアクラブ
の存在意義をどう考えるか。

役員のなり手がなく、自治振興区で
シニアクラブを担ってもらえないか
という要望もある。町の考えはいか
に。

(１)

山都経営塾の方針と現状について
・事業委託先
・委託内容
・PDCAサイクルをどう回していくの
か。
・振り返りはどうなのか。
・いつまで継続されるのか。

(３)



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長
担当課長

町長
担当課長

管理型最終処分場及び中間処理場計画
について

熊本県環境影響評価条例の規定に基
づき、計画段階環境配慮書の縦覧が
始まり意見の募集が始まった。熊本
県知事は、期間を指定して、配慮書
について環境の保全の見地からの意
見を山都町長に求められることに
なっている。
　条例の目的は、事業に係る環境の
保全について適正な配慮がなされて
いることを確保し、もって現在及び
将来の県民の健康で文化的な生活の
確保に資することとある。

配慮書に対する意見の求めがあって
いるか。あっていれば、回答の期限
はいつか。

３

意見を述べるには、まずは現地の踏
査が必要と思われるが、現地を踏査
されたか。踏査されていれば踏査後
の感想を伺う。（計画地は水資源が
豊富で森林経営計画区域内であ
る。）

(１)

①

最新の山都町観光パンフレット「山
の都はワンダーランド」の表紙に
は、百年後も、このままの風景がこ
こにありますようにと謳ってある。
P4〜P5では、「豊かな自然環境が紡
ぐ生態系は動植物の楽園」とある。
むすびに“ワンダーランド“と呼ぶ
にふさわしい生態系とこの風景を百
年後も残したいとある。
まさにこれが「山都町長の意見」で
はないか、担当課長と町長に問う。

(２)

②



答　弁　者

NO. ３

教育長

１０ 番 担当課長

町長

担当課長

(７) 新道の駅での販売や、レストランで
提供される有機農産物の計画は。

(４)

同時に、町内の公共トイレについて
の状況も伺う。

「山都ブランド」とは、何を指すの
か。

(２)

(２)

(３)

モデル事業名である「有機農業を核
とした有機的な繋がりが広がる町の
実現」とは、具体的にどういう事を
表しているのか。

(１) 有機農業を核とした、SDGｓ未来都市
の現在の状況は。

２ 有機農業を核とした町づくりへの覚悟
を伺う

(６) 町内で、有機農産物を提供している
飲食店の割合は。

(５)

有機農産物の主な出荷先は。

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

１

(１)

吉 川 美 加

小中学校のトイレ個室への生理用品配
置と、公共トイレへの配慮についての
進捗状況

６月定例会で質問した表記の質問に
ついて、その後の進捗状況を伺う。

町内で、有機農産物を買える場所
は。



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長

担当課長

(３) 未来に禍根を残さない環境保全の取
り組みが望まれる。町長の見解を伺
う。

(２)  家を借りる時に支払う「敷金」の
ようなものを、設置業者に求めるこ
とはできないのか。

(１) 荒れた農地の今後について問う。後
継者のいない高齢者が土地の売買に
応じるのは致し方ない事と察する。
町のあちこちに見られる太陽光パネ
ルの設置については、契約上、設置
業者が処理するらしいが、全国的に
は、契約満了を待たずして倒産する
企業が増えていることも聞く。今
後、そのような産廃物が町の負担に
ならないような手立てが必要ではな
いか。

環境条例の必要性について３



答　弁　者

NO. ４

３ 番 企画政策課長

マイナンバーカードの登録・所有で利
用者は何ができるようになるのか。

関係課長

マイナポイントのキャンペーンは人に
よって受ける恩恵に差がないか。

企画政策課長

マイナンバーカードの交付率で国から
の交付金に差がつくのか。

企画政策課長

山都町のマイナンバーカードの交付率
はどうか。

企画政策課長

自治体業務のDX推進とマイナンバー
カードの普及は関連しているか。

企画政策課長

町長

建設課長

建設課長

建設課長

関係課長

山の都創造課長

関係課長

下市の町営住宅の入居時期はいつ頃
を目指しているのか。

(３) 町営住宅の総戸数・状態・入居率
と、住宅の長寿命化及び用途廃止の
対象物件はどれくらいあるのか。

(５) 空き家活用の事業が計画されている
が、内容と現在の取り組み状況は。
また、見えている課題とその対策
は。

(４) 宅地分譲も有効な住宅政策ではない
か。計画しているか。

(６)

(２)

(１)

２

(６)

(５)

(４)

(２)

(３)

(１)

住宅政策について

民間の賃貸住宅の状況について、家
賃相場や入居率など、どこまで把握
できているか。

今後の方針（概要・全体像）は。

マイナンバーカードについて１

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

眞 原 誠

この制度の目的は何か。



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

関係課長

関係課長

町長

関係課長

町長

関係課長

山都町の現在の健康寿命は。 健康ほけん課長

体力づくりと健康づくりは連動して
いるが、関係課で連携した取り組み
はあるか。

関係課長

運動公園整備事業が進んでいるが、
町民の積極的な利用で健康寿命延伸
につなげるため計画している施策は
あるか。

生涯学習課長

(９) 住宅政策におけるPPP、公民連携を
今後どう進める方針か。

(１０) 住宅政策は事業が複数の課にまたが
るが、プロジェクトとしてどういう
体制で進める予定か。

(８) 住宅需要を創出する現在の取り組み
にはどのようなものがあるか。ま
た、今後の計画は。

(７) 住宅に対する需要を把握するために
取り組んでいる、あるいは取り組む
予定の事業はあるか。

(２)

健康寿命延伸は町の政策目標に入っ
ているか。

(３)

(４)

(１)

３ 健康寿命延伸について



答　弁　者

NO. ５

町長
４ 番 担当課長

町長
担当課長

(１)

プラスチック資源循環促進法によ
り、プラスチックの分別収集とリ
サイクル化が求められるが、山都
町での取り組みについて説明を求
める。

5町でゴミ処理施設、し尿処理施
設、最終処分場の整備が検討され
ていた時、生ごみとし尿処理を一
体で行う施設（液肥を作りバイオ
マス発電により施設内の電気を賄
える）、紙おむつの分別収集と再
生施設について、促進協議会への
提案をお願いしていたが、どんな
論議がなされたのか説明を求め
る。

(３) 覚書では「地元の意見等を踏ま
え、環境に配慮した整備運営を協
議することを確認」とある。立地
地元の意見をどうとらえている
か。また「地元」は、上益城5町で
もある。それぞれの町で、説明会
が開かれるべきと思うが、どのよ
うにお考えか。

一般質問通告一覧表

２

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

西田由未子

(２) 民間2社からの提案を受けて、今後
の廃棄物処理施設整備に向けた協
議を始める覚書が昨年10月に締結
されたが、その後の進捗状況の説
明を求める。

熊本中央一般廃棄物処理施設整備促
進協議会で検討されてきた事項につ
いて

１

(１)

燃やすごみ減量の取り組みについて

(２)

上益城5町においてゴミ分別と燃や
すごみを減らす取り組みの統一化
が必要になると思うが、進捗状況
の説明を求める。



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長
担当課長

町長
担当課長

教育長
担当課長

上益城5町における広域ごみ処理計
画の中で、し尿処理施設、最終処
分場を建設しない方針となった経
緯の説明を求める。

４ 民間の最終処分場計画について

し尿処理場最終処分場について３

(１)

(２) 来年度から完全複式の学校もあ
る。町で授業ができる講師を採用
し、複式解消をしていくことに対
する考えを問う。

5月29日の住民説明会で、地域の方
から「30年前の埋め立て地付近で
は、今でも汚水等が心配」との訴
えがあったことに対し町はどのよ
うな対応をとったのか、説明を求
める。

(２) 環境アセスの配慮書が出されてい
るが、町としてのどのような意見
を出していくのか説明を求める。

５ 義務教育学校設置計画について

(１) 矢部、清和、蘇陽地区や各学校、
保育園等で説明会があったが、そ
こでの質問意見に対する回答につ
いて、説明を求める。

(１)


