
　　山都町長　梅田　穰　様

答　弁　者

NO. １

町長

６ 番 副町長

農林振興課長

企画政策課長

２ 第２期山都町子ども・子育て支援事業
計画について

(２) 下名連石・御所地内に建設予定のア
グリヒルズ・ソーラー山都の環境ア
セスメントの実施状況について問
う。

(３) JRE山都高森太陽光発電所建設につ
いての環境アセスメントでは、環境
保全のための施策はどうなっている
か。
　また住民の暮らしが守られていな
いと思われるが町の考えはどうか。

(４) 暮らしを守る環境づくりには、町で
の規制が求められると考えられる
が、環境保全条例・景観条例等の整
備について、現状と今後の整備方針
について問う。

１ 山都町総合計画について

「山の都」での暮らしを守る環境づ
くりについて・・・カクゴ3

藤 川 多 美 (１) 現況・課題として、原野や遊休地に
おいては、メガソーラーを含む太陽
光パネルの設置が進んでいるが、雄
大な自然環境への配慮が求められて
いるとあるが、町としての対応はい
かに。

　 令和３年６月３日

山都町議会議長　工藤　文範　　

　 令和３年６月３日開会の令和３年第２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



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長

福祉課長

生涯学習課長

教育長

学校教育課長

町長

副町長

教育長

福祉課長

健康ほけん課
長

学校教育課長

生涯学習課長

町長

総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

企画政策課長

山の都創造課
長

５ ドクターヘリ発着場について

(１) 公的施設でのドクターヘリ発着場の
整備について問う。

山の都創造課
長

４ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に
ついて

(１) 学校・社会教育施設・その他公的施
設についての予防対策について問
う。

(１) 基本計画「柱８」の矢部高校魅力化
について、計画内容と、現状につい
て問う。

山の都創造課
長

３ 山都町の学校規模適正化に関する報告
書について

(１) 山都町学校規模適正化検討委員会の
報告において、今後、具体的な方策
等を示した基本方針を策定されるよ
う教育委員会に求められているが、
今後の計画について問う。



答　弁　者

NO. ２

２ 番 町長

担当課長

担当課長

町長

担当課長

一般質問通告一覧表

防災重点ため池６か所と崩壊した場
合の危険区域、ハザードマップの活
用、住民説明の状況について問う。

(２) 防災重点ため池の耐震対策や浚渫の
計画と予算について問う。

(３) 山都町で発電した電気を町内で使え
るための仕組みづくりについての考
えをお聞きしたい。

(２) JRE山都髙森太陽光発電所建設にあ
たり、下流域への水質汚濁等工事中
に不測の事態が起きたことへの責任
の所在がはっきりしていない。
今後、太陽光や風力、水力等の自然
エネルギー開発を受け入れるときの
約束事についての考えをお聞きした
い（環境破壊や優良農地の転用につ
ながる開発は受け入れない、パネル
等を放置させない、除草剤を使わな
い）。

学校給食で使う有機農産物の割合を
増やすために、人参・玉ねぎ・ジャ
ガイモを契約栽培することや、保冷
庫等の設備補助についての進捗状況
について問う。

(２)

「有機農業で持続可能なまちづく
り」について

２ 山都町の自然エネルギー事業に対す
る考え方について

(１) 名連川地区に太陽光発電事業計画が
あるが、計画予定地は開パ事業によ
る農地であり、国の補助事業による
開発であることから、国の許可や農
地転用等の手続きの進捗状況につい
てお聞きしたい。

質　問　議　員

「ＳＤＧｓ未来都市」への応募の目
的や取り組みの具体的内容について
問う。

質　　問　　事　　項

西田由未子

１

(１)

今後の防災、減災の取り組みについ
て

３

(１)



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

(６) 原子力災害における防災計画につい
て問う。

(４) 避難行動要支援者の名簿と避難計画
の作成の進捗状況について問う。

(３) 浸水の可能性がある地域の川の浚渫
の計画と予算について問う。

(５) 指定緊急避難所６１カ所の開設訓練
について問う。



答　弁　者

NO. ３

町長

９ 番 担当課長
避難情報の有効な発信の仕方とは。

消防団の活動について

町長

担当課長

自然環境の素晴らしさは、山都町の
宝だが、その風景は農林業者が日々
の暮らしの中で、連綿と作り上げた
ものであり、人間の手が入らなけれ
ば維持できない。どのように、それ
らの努力を支え未来へ残すのか。

(３) 今後の防災訓練の予定については、
自主防災組織の活性化を促すために
も、町民が多く参加できる日程と方
法を期待したいが、具体的な構想を
聞く。

(２)

吉 川 美 加

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

１ 防災減災のまちづくりとは

(１)

(２)

輸入材が入り難くなった事情から、
価格が高騰し木材の切り出しが盛ん
だが、全伐されたむき出しの山肌が
心配だ。切った後の山はどうなって
いくのか。
全伐の後には植林の義務があるが、
徹底されているのか。

マイタイムラインの考え方を浸透さ
せるには。

若い世代が無理なく参加できる消防
団のあり方とは。
男女共同参画的視点から見れば、男
性が消防に出ることで留守家庭にお
けるワンオペ育児が心配される。
消防団の出動がボランティア仕事で
あることへの理解はどう説明できる
ものなのか。団員獲得の障害になら
ないような取り組みが必要なのでは
ないか。

民生員が高齢者等要支援者の情報収
集をされたが、その活用方法はどの
ようになっているのか。

(４)

一般質問通告一覧表

５月１７日未明の豪雨を踏まえた今
後の対応

２ 森林環境を保全するためには

(１)



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

(３) 森林環境譲与税の使途を今から明確
に捉える必要があると考えるが、林
業従事者の育成や、若い世代への教
育に対しての投資の方向は。



答　弁　者

NO. ４

１ 番 企画政策課長

企画政策課長

企画政策課長

担当課長

農林振興課長

(１) 転入・転出の近況は。また、そうし
た状況の要因。
（山都町の転入・転出について傾向
を確認したい。また、そうなってい
る要因について具体的な分析結果が
あればそれを、なければ感覚的なと
ころでも良いので、町としてどう捉
えているか教えて欲しい。）

(２) H30の市町村内総生産で山都町はマ
イナス成長。何が原因か。
（H30年度熊本県経済統計の市町村
内総生産は、全体的に成長率が落ち
ているが、上益城郡5町でマイナス
成長は山都町だけであった。何が原
因だと判断しているか。）

(３) 人口の県全体にしめる山都町の割合
が、総生産のそれよりも大きい。経
済活性化のためには逆転させる必要
がないか。
（H30の人口の県全体にしめる山都
町のシェアは、0.79％、総生産が
0.65％。マクロ的に、経済活性化た
めには、総生産のシェアが人口の
シェアを上回っている方が望ましい
のではないか、それを目指す事は重
要ではないかと思うのだが、町の考
えはどうか）

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

３ 交流人口の増加について

(１) 山都町の農業への注目度が上がって
いるようだが実態は。また、その原
因は。

認定を受けた事業の内容と、その事
業を推進する狙い、国の認定を受け
る事による町のメリットを教えて欲
しい。

眞 原 誠

２ 町の人口の推移と経済について

１ 認定を受けた自治体ＳＤＧｓモデル事
業の内容と狙いについて

(１)



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

農林振興課長

企画政策課長

担当課長

町長

山の都創造課
長

(５) 多種多様な町内の宿泊施設を総合的
に案内する枠組みが必要ではない
か。
（交流人口の増加を経済効果につな
げるには、宿泊客の受け皿づくりも
重要。ホテル・旅館・農泊・民泊・
キャンプ場など、様々な宿泊スタイ
ルがあるが、これらを総合的に案内
できる枠組みが町内事業者の方々の
連携でできないか。）

(２) 林業についてはどうか。
（プレゼントツリーinくまもと山都
や矢部高校林業科学科の応募者の増
加など、山都町の自然環境や林業に
対する注目も上がっているようだ
が、実態は。）

(４)

(６) SDGsの理念は山都町での暮らしと親
和性が高い。これを対外的にＰＲし
交流人口に繋げていくことについ
て、町長の考えは。
（SDGsというキーワードを主軸に山
都町のライフスタイルの魅力を総合
的に発信する事が、交流人口の増加
から産業の発展、町民の方々のこの
町への誇りを醸成する事につながる
と思うが、これについて町長の想い
を伺いたい。）

山の都創造課
長

(３) 観光PR、町の情報発信について、今
後の戦略は。
（現在、情報発信は産業や事業者毎
となっている。様々な分野での注目
度が上がっている今、町全体のプロ
モーションが必要ではないか。）

農泊・民泊の現状は。行政支援はあ
るか。
（コロナ禍で話題性が無くなってい
るが、山都町における農泊・民泊の
現状はどうなっているか。町として
はこれらの取組みをどう捉えている
か。）

（大手企業のSDGsへの取り組みも
あってか、山都町の農業（特に有機
農業）への関心が高まっており問い
合わせや訪問も多いと聞くが、実態
はどうか。また、そうなっている原
因は何か。）



答　弁　者

NO. ５

４ 番 担当課長

今後の予定はどうなのか。

町長

担当課長

町長

担当課長
道の駅の運営はどうしていくのか。

教育長

担当課長

(２) 若者が住みたいと思う町の人権教育
は、どのような人権教育が必要だと
考えるか。

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

１

(２)

(３) 指定管理者を募るのであれば、設計
段階から公募するのが良いと考える
が、どう考えているのか。

４ 学校教育と人権教育について

(１) 全国でもトップレベルの教養の高い
小中学校にすることが、若者が住み
たいと思う町になると思うが、どう
考えるか。

町として、有機農業がこの町の核に
なるために、具体的な政策はあるの
か。

(２) 内閣府のモデル事業「山の都食のブ
ランド化」事業の具体的内容と、ど
のように計画・実行していくのか。

(１) 現在、計画進行中の道の駅の意義と
必要性をどう考えているのか。

有機農業の勉強ができる施設をNPO
法人が運営していこうとしている
が、町の考えはどうか。

矢仁田秀典

ワクチン接種が始まっているが、順
調に進んでいるのか。
また、課題があれば、その対策はど
うしているのか。

(３) 学校給食への今後の取り組みはどう
考えているか。

一般質問通告一覧表

(１)

２

(２)

新型コロナウイルス感染症対策につい
て

有機農業の振興について

(４)

３ 道の駅計画について

(１)



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長

担当課長

ハンターの育成を考えているのか。 町長

担当課長

担当課長

(１) 自衛隊の誘致、山都町への予算の増
額は、どうすれば可能なのか。町と
してできることはなにか。

５ 大矢野原演習場について

６ 鳥獣害対策について

(１)

７ 交通弱者対策について

(１) 町内の小売店が、買い物弱者対策を
検討し実施されているが、町として
応援することはないのか。

(２) 捕獲された猪、鹿の処理は計画され
ているのか。


