
　　山都町長　梅田　穰　様

答　弁　者

NO. １ 町長
教育長

１１ 番 副町長

総務課長

町長
総務課長

町長

福祉課長

介護認定の階級別人員は。

(６) 10年後を考えた場合、今の現状で充
分と考えるか。また、計画があれば
説明を求める。

(５) 在宅で家族が介護している戸数は。
また、その支援について伺う。

(１)

(２) 現在入所者の人員と待機者の人員
は。

(３) ヘルパーの支援を受けている人員
は。

1項目から5項目までの約束事項につ
き、具体的な実施の方法について、
行政の中心にいる、町長をはじめ、
教育長、副町長、課長を代表して総
務課長の認識について伺う。

２ 行政改革について

(１)

３ 福祉事業における在宅介護及びヘル
パーの現状は。また、介護予防の現状
と課題について。

ヘルパーは、山都町に何名おられ、
平均年齢及び現状の課題は。

　 令和４年３月３日

山都町議会議長　藤澤　和生　　

　 令和４年３月３日開会の令和４年第１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 よかボス宣言について

(１)

後藤　壽廣

各支所　（蘇陽支所、清和支所）等
の行政のサービスの充実について。

(４)



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

教育長

(４) 小中一貫校を開校されるまでのスケ
ジュールはどのようになっているの
か。また、教育長の考えとして、今
後どの様に考えられているのか。

(１) 小中一貫校を検討されているが、そ
れに至るまでの経緯について。

小中一貫校を建設される場合、現施
設の敷地を利用するのか。また、新
施設の建設費の見込み、廃校施設の
現状と管理管轄、今後の活用、補助
金等の起債があるのかについて再確
認する。

(３) 全員協議会時に報告があったが、検
討委員会ではどう検討されたのか。
また、利点と課題が議論されたと思
うが、その結果を伺う。

４ 学校規模適正化について

(２) どこから提案があり、いつから検討
され始めたのか、今までの教育委員
会の流れについて伺う。

(５)



答　弁　者

NO. ２ 町長
担当課長

８ 番

町長
担当課長

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

子宮頸がんワクチン接種について

藤川　多美

国は、平成25年以降ワクチン接種の
積極的接種の勧奨を中止していた
が、本年４月より３年間接種機会を
逃した女性を対象に無料で接種でき
る救済措置を決定。
平成９年から平成１７年度生まれが
対象であるが、本町の対象者数（接
種者数と未接種者数）と、救済措置
の周知方法等対応策を伺いたい。

(１)

(３) 「大規模行為」の届出は、どのタイ
ミングで提出されるのか。また、届
出後の町の対応はどのように進めら
れるのか伺う。

(２) 「特定施設届出地区」については、
国道の沿道で、道端から２０m以内
の区域とされているが、２０m以上
離れていれば届出の必要がないと解
していいのか伺う。

１

(１)

今後、メガソーラーを含めいろいろ
な大規模な事業が予想される中、防
災、環境保護、景観維持などの観点
から町独自の規制を盛り込んだ条例
の整備をする必要があると思うが、
町の見解を問う。

山都町景観計画のなかで、山都町に
おける「大規模行為」と「特定施
設」にかかる行為の届出事項は、平
成２０年４月1日より山都町が県よ
り引き継いでいるとのことだが、こ
の件についての詳細な説明を求め
る。

(４)

(２) 積極的接種の勧奨中止後も無料で受
けられたが、それを知らずに対象年
齢を超えた人もいるようだが、自費
接種は５万円から１０万円かかるの
で接種を控える人もいる。町の助成
の考えは如何に。

景観条例整備について２



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長
担当課長

町長
担当課長

町長
担当課長

４ 道路交通法改正について

(１)

本年４月から不妊治療に対して保険
適用となるが、町の不妊治療費助成
事業についてはどのように対処され
るのか伺う。

(１)

３ SDGsの取り組みについて

(１)

「SDGs未来都市」および「自治体
SDGsモデル事業」に選定され、本年
4月から機構改革で新たな部署の設
置も予定されている。今後の取り組
みの方向性等について伺う。

４月から道路交通法改正により、安
全運転管理者によるアルコール
チェックが義務化される。
改正に伴う準備はいかがか。

５ 不妊治療について



答　弁　者

NO. ３

町長

４ 番 企画政策課長

総務課長

町長
環境水道課長

企画政策課長

農林振興課長

総務課長

判断基準の説明を求める。

開発規制のための条例制定について

教育長

学校教育課長
健康ほけん課長

３

3年間のSDGs未来都市指定を受け、1
年目の取り組みと今後の計画につい
て説明を求める。

(２)

(１) 平成28年度からの児童生徒の虫歯保
有数の変化について

(２)

① 農地転用や開パ事業からの離脱につ
いての進捗状況と、許可に対する基
準の説明を求める。

一般質問通告一覧表

２

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

西田由未子

SDGsのまちづくりについて

SDGsと言ってもわかりにくいため、
何を大事にまちづくりをしていくの
か、誰にでもわかりやすい短い言葉
での説明を求める。

森林経営計画地域や農地等の開発につ
いて

１

(１)

環境アセスメントへの町の意見の説
明を求める。

名連川地区のメガソーラー計画につ
いて

(３)

①

(１)

(３)

①

学校・保育園におけるフッ化物洗口事
業について

希望する保護者には、歯科医院に
行ってもらい実施ということにでき
ないか。

森林経営計画地域の転用許可につい
て

昨年先行事例に学びながら制定して
いきたいとのお答えをいただいた。
その後の進捗状況の説明を求める。

保育所、学校においてフッ化物洗口
をする意味について

(２)

②



答　弁　者

NO. ４

町長

３ 番

民間団体・事業者との連携は。 町長、関係課長

町長、建設課長

健康ほけん課長

町長、関係課長

関係課長

総務課長

総務課長

関係課長

町内各集落、あるいは、自治振興区
と役場との情報共有・課題共有はな
されているか。

経済圏が広がり、住宅政策の効果と
必要性は高まっているが、計画は。

コロナ禍における健康二次被害、山
都町ではどういう状況か。

日々の生活の充実が免疫力を維持し
健康を保つということであれば、今
こそワークライフバランスが求めら
れるのでは。全町的な取り組みとし
て何か考えているか。

ワークライフバランスは仕事と私生
活双方の充実・好循環を目指すが、
役場においてはやりがいのある職場
づくり、職員が能力を最大限に発揮
できる環境づくりについて何か取り
組んでいるか。

(５) 役場内において、職員の身体的・精
神的な健康をケアする仕組み、取組
は。

(１)

２

(３)

(２)

過疎地域持続的発展支援交付金事業
について令和４年度に進める事業は
あるか。

(１)

ワークライフバランスについて企業
に対する支援策はあるか。

(２)

(２)

(３)

(１)

３ 集落の維持・活性化について

(４)

高速道路開通を見据えた事業について１

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

眞 原 誠

令和４年度の本町における矢部IC
（仮称）開通を見据えた事業と、そ
れら事業が住民生活、民間事業に与
える好影響を今一度確認したい。

住民の健康とワークライフバランスへ
の取り組みについて



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

関係課長

国が用意する制度をうまく活用しな
がら、これまで以上に町内各地域の
課題を行政が把握して、集落の維
持・活性化に向けた事業に取り組む
必要があると感じているが、町では
どう考えているか。

(４) 町長

(３) 地域おこし協力隊制度の活用は広が
りを見せているが、集落支援員制度
はどうか。



答　弁　者

NO. ５

町長

担当課長

２ 番

事業費等の詳細

町長

担当課長

町長

担当課長

2050年の有機栽培農地率25％の目標
達成を全国で一番先に達成し、有機
農業発祥の地である事を全国にPRす
るには絶好の機会だと思うがどのよ
うにお考えか。

BLOF理論の講演会を聴講して、酸性
の堆肥が作物にとっていかに必要な
事かなど、堆肥の必要性を改めて痛
感した。そこで、町営の堆肥生産組
合を作る事で有機農業者は元より慣
行農業者にもメリットが多大にある
と考える。有機農業に適した土づく
りを行うために良質の堆肥生産が必
要だと思うがいかがか。

有機農業協議会ブランド米部会で3
年前から管理をしており、今年から
JASの申請が出来る状況となった。
また、出来たお米は昨年学校給食に
約１０俵提供し、有機農産物の啓発
に努めてきた。今後は、有機農業の
核となる施設が必要である。
その為に試験場跡地を県から払下げ
していただき、町が有効利用できれ
ばと考えるがいかがか。

委託料において委託先の決定方法及
び委託内容と現在の事業進行状況

④

山都町、有機農業、SDGsの結びつき
を今後どのように普及・啓発してい
くのか。

⑤ そのためにも異動のない専門職員を
配置する必要があると思うが、その
お考えはあるか。

３

坂本　幸誠

(２) 自治体SDGsモデル事業の提案内容に
ついて

①

②

③

１

(１) 2021年SDGs山都町未来都市の選定に
至った経緯について

SDGsの取り組みについて

(１)

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町営堆肥生産組合について

(１)

２ 県農業試験地跡地利用について



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

町長
担当課長

町長
担当課長

担当課長

道の駅レストランについて

(１) 山都町の顔にもなる新道の駅だが、
レストランはオーガニックに拘って
いただきたいと思う。今、食べ物に
こだわっている人は増えており、有
機の山都町としてオーガニックな食
べ物を来訪者に提供しその良さをわ
かっていただけるようなレストラン
にしていただきたいと思うが、その
考えはあるか。

４ 県立武道館誘致について

(１) 県立武道館の候補地を探していると
聞いているが、山都町にぜひ誘致し
ていただき、武道を通じて青少年育
成に繋げていき、山下泰裕氏の故郷
でもあるので、後には、世界選手権
が山都町で出来たらいいと考える
が、町の考えはいかがか。

５

６ 山都町出身者リストを作る

(１) 本町出身のスポーツ選手や著名人、
文化人、芸能人、飲食店関係など活
躍されている方々が数多くいらっ
しゃる。
本人の了承次第ではあるが、町内外
に向けて紹介を兼ねた山都町出身者
リストを作成し公開はできないだろ
うか。



答　弁　者

NO. ６

町長

１０ 番 担当課長

町長

担当課長

町長

担当課長

(１) 通潤橋放水カレンダーが発表され
た。１３時１回だけの放水では清和
文楽との連携ができないのが残念
だ。通潤橋には複数の関係団体があ
り調整は難しいと思うが、山都町の
大きな観光目的である二つを結びつ
ける観光ルートを期待するが。
町の考えを聞く。

吉 川 美 加

ワクチン接種について

(３) 持続可能な町を作り上げるには、個
人が自分事として取り組むことが何
より必要だ。広報やまとを通じた啓
発はすでに周知のことだが、その他
の啓発活動の予定は。

(４) この取り組みを成功させるために
は、単独の課で抱えるよりも、各課
横断的なSDGｓ推進室を設置して、
集中的にやるべきでは。

接種については自由意志だが、個々
別に様々な事情がある中で同調圧力
や差別的な事例が発生していないか
危惧している。啓発はどのように
なっているか。

(２) 未来都市に選定された意義をどう捉
えているか。

(１) 未来都市に選定されて約１年が経過
する。様々な事業がオーダーされて
いると思うが、進捗状況を聞く。

一般質問通告一覧表

質　問　議　員 質　　問　　事　　項

１

(１)

通潤橋放水再開への取り組みと、清和文
楽との連携について

２ SDGｓ未来都市の取り組みについて

５歳から１１歳までの接種が４月か
ら開始の予定だが、保護者に対する
情報を町としてはどのように提供さ
れるのか。

３

国から来た補助金を有効活用して、
未来を担う子ども達のための事業と
なるように期待したい。子ども達へ
向けた今後の取り組みは。

(２)

(５)



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

(２) ４月からは橋の上を渡ることが出来
る事が報道された。新しい条例が上
程されたが、料金を徴収する方法
と、どこから上がるように出来るの
かの計画を聞く。


