
　　山都町長　梅田　穰　様

答　弁　者

NO. １

町長

総務課長

９ 番

幅広い意見を取るための方法は。

町長

担当課長

町長

教育長

担当課長

(３) 防災の担当部署に女性職員の配置を
考えているか。

３ 通潤橋の今後について

(１) 通潤橋は、多面的な性格を持ってい
る。重要文化財、世界かんがい遺産
の一部、観光資源など、それぞれに
関わっている担当課は、どのように
通潤橋と向き合っていくつもりかを
聞きたい 。

２ 過去の質問に対する、その後を聞く

(１) 病後児保育はうまく機能しているか。

(２) 育児や子育て、不登校やいじめ問題
、高齢者の困りごとなどを一括して
受ける相談窓口の設置について研究
しているか。

吉 川 美 加

(３) パブコメを、どう事業に活かして来
たのか。

(４)

１ パブリックコメント（以下パブコメ）
の意義と効果とは

(１) パブコメを取る意義をどう捉えてい
るのか。

(２) 過去２年間に取ったパブコメの件数
と回答の件数は。

　 令和３年９月２日

山都町議会議長　工藤　文範　　

　 令和３年９月２日開会の令和３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



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長

(２) 地震後の修復作業が終わり、放水目
当 ての観光客も増えているようだ
が、橋の上をいつ歩けるのか。歩け
るように前向きな対策を考えると答
弁をいただいているが、その後は。

(３) 通潤橋の社会科見学における予約シ
ステムの構築は考えられないか。ま
た、今シーズンの予約状況は。

４ 町長の施政方針につい て

(４) 地域の景観を維持するためには、官
民が一体となって取組む必要がある
と答弁されたが、これを進めるため
に必要なものとは。

(１) 総合計画の事業の結果については、
スピード感が欠けていると、以前答
弁されたが、その後の検証は。

(２) 検証の方法はどのように進めている
のか。

(３) 防災まちづくりについて、山都町防
災士会の立ち上げや、民間とのネッ
トワーク作りは進んでいるか。



答　弁　者

NO. ２

１１ 番

町長

生涯学習課長

生涯学習課長

新道の駅整備に係る全体方針を示し
た基本計画をまとめ、計画に関する
意見を募集するためにパブリックコ
メントを行われたが、この方法が広
く町民に計画の周知ができ、かつ広
く一般から公正な意見が募ることが
できたのか確認したい。

新道の駅と虹の通潤館との今後の整
備と利用について、方針を示してい
ただきたい。

コロナ禍における指定管理施設のリス
クについて

町営中央グラウンド周辺で整備されて
いる山都町運動公園（仮称）整備など
について

山の都創造課長

山の都創造課長

山の都創造課長

山の都創造課長

山の都創造課長

２

6月定例会時の一般会計補正予算に
て、通潤山荘の減収に対する多額の
追加支援が行われたが、今後の経営
についてどのような改善や対策を図
られるのか、具体的な計画や方針、
改善策を示していただきたい。

(２) そよ風パークが再開したが、再開に
伴い多額の整備費用等が発生してい
る。その総額と内訳、その支出財源
及び今後の管理運営等について、方
針を示していただきたい。

(３)

一般質問通告一覧表

(１)

(２)

道の駅の整備計画等について

３

(１)

(１) 基盤整備のため、盛土を行われてい
るが、その工法と安全性について、
説明いただきたい。

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

１

(２)

後藤壽廣

九州中央自動車道矢部IC（仮称）周
辺に建設予定の新道の駅について、
整備内容、運営方針、整備に対する
費用の財源について確認したい。

整備に伴う財源について、説明いた
だきたい。



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

生涯学習課長総合体育館の整備内容、防災施設と
しての機能、芝生広場の活用内容、
また、全体の整備後の管理運営方法
について、具体的な内容と方針を示
していただきたい。

(３)



答　弁　者

NO. ３

３ 番

学校教育課長

町長

建設課長

町長

農林振興課長

再災害を防ぐ方法は。 町長

農林振興課長

生涯学習課長

(２) 創造的復興のような、復旧以上の対
応はできないか。

町営中央グラウンド周辺に建設予定の
新体育館について

(１) 盛り土で基盤整備を行われている
が、その安全性はどの程度か。詳し
く教えていただきたい。

(２)

(３)

ワクチンの接種率はどのような状況
か。

ワクチン接種後の副作用の発生状況
は確認できているのか。

ワクチン接種を受けない方へは、ど
のような対応をされているのか。

小・中学校でのタブレット端末導入
に伴い、休校などにより登校できな
い時のオンライン授業の準備は整っ
ているのか。

中 村 五 彦

(１) 線状降水帯が全国各地で頻発してお
り、本町でも例外ではない。災害が
発生する前の防災対策検討するべき
では。

２ 町が管理する小規模河川について

(４)

気象変動、コロナ禍での農業対策につ
いて

(２) 来年度以降、農業経営収入保険等へ
の補助は検討されるのか。

４ 農地の災害復旧について

(１)

５

(１)

３

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

１

本年度の水稲共済掛金補助事業の利
用状況は。

健康ほけん課長

新型コロナウイルス感染症の対策につ
いて

(１)



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長地方公共団体においては、水道事業
会計や病院事業会計など、公営企業
会計で複式簿記が用いられてるが、
一般会計・特別会計においては、単
式簿記（現金主義会計）で、それを
補完する複式簿記（発生主義会計）
による財務書類等を作成・開示して
いるが、今後、民間感覚での町政を
行うために、複式簿記の導入は検討
しないのか。

(１)

６ 会計システムについて



答　弁　者

NO. ４

１ 番

健康ほけん課長

福祉課長

関係課長

教育長

企画政策課長

今後の方針は 企画政策課長

　2年前に策定された「地域公共交
通網計画」では、今年からが随時見
直しとなっているが、現時点におけ
る問題点や解決策の方向性などを確
認したい。
　特に、乗合タクシーについては、
デジタル技術の進化で利用者の利便
性も上がっているようなので、そう
したものの取り入れや、持続可能な
事業にするために、利用料以外の運
用資金の調達なども検討していれば
示して欲しい。

地域公共交通網形成について

１

(１)

住民の健康維持に向けて、行動の指
針のようなものを示すことはできな
いか

２

山都町における「健康二次被害」の
状況は

(２)

(３) 子どもの運動機会の確保について対
策は

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

コロナ禍における健康維持について

　このコロナ禍で、運動量や人との
かかわりが大幅に減り、メンタルの
不調や要介護者の増加、生活習慣病
の悪化などの健康二次被害が増えて
いると聞く、山都町の状況を確認し
たい。また、そうした事への対策と
して、感染リスクを極力下げつつ実
行できる予防策の実践を奨励するな
ど、指針を示すと、住民の皆さんの
判断の助けになると思うが、その点
についての町の見解を伺いたい。
　さらに、学校においては、部活動
の停止や交流試合の中止など、運動
の機会が減る傾向にあり、対策の必
要を感じている。

眞 原 誠

デマンド型を実施した結果はどうで
あったか

(２)

(１)



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

関係課長

農林振興課長
山の都創造課長

町長

町長

　長引くデフレにより企業の体力が
減少していたところにコロナ禍が襲
い掛かり、さらには今年のお盆は感
染拡大と長雨で、人の流れが激減し
た。農林水産業、商工業のこの夏の
状況を確認したい。
　民間事業とはいえ、地域住民の生
活を支えている産業は、地域の社会
運営には必要不可欠なものであり、
それらの維持・発展が地域の繁栄に
直結すると考える。
　超需要不足の現状を乗り切る事が
出来ずに、今ある民間事業が無く
なっていくことは町の大きな損失と
なるのではないか。それは、引いて
は行政の事業がより難しいものにな
ることも危惧される。そうならない
ためにも、行政として出来る限りの
支援策が必要なはずだが、町の考え
を確認したい。
　さらに、町で出来る支援策には限
界があるが、だからこそ、町の施策
に対する思いを事業者や町民の皆さ
んと共有し、この危機に臨んでいく
必要があるのではなかろうか。町長
のお考えをお聞きしたい。

３ 産業の保護・育成について

(４) コロナ禍に打ち勝ち、住民生活を守
るためにも、今こそ官民一体となっ
た町政が必要ではないか

(３) 飲食・宿泊業以外の業種も窮地に立
たされているが、住民の日常生活の
利便性を守るためにも、今打撃を受
けている業種をしっかりと支援すべ
きではないか

関係課長

(２) 盆時期の長雨による農林水産業、商
工業への影響は

(１) 産業振興は町の経済活性化の他に、
町民生活の利便性を支えるという側
面もあるのではないか


