平成 27 年第 6 回 阿蘇市議会定例会 発言通告書（一般質問）一覧
質問
順位
1番

質問者
4番
谷﨑利浩
議員

質問の要旨
1

いこいの村について
(1) 10 月までの資金調達目途について
(2) 9 月質問に続き
① 事故や破損について担当者から課長への報告は
② 高価な絵画の確認は
③ 阿蘇町の時のボイラーと配管の入替について確認は
④ ボイラーの型式と設置年度は
⑤ 構造図は
⑥ ボイラー技士がいない時期があったか確認は
⑦ ボイラーの内容：担当者から見て全部入れ替えないといけな

いか
2 空き家対策について
(1) 各区長の調査結果は
(2) 条例は制定しないのか
(3) 特定空き家指定の選定委員会は
(4) 危険な空き地は
3 ガンダーラ美術品について
(1) 事の顛末について
(2) 西厳殿寺の文化財について
2番

9番
河﨑德雄
議員

1
2
3
4

3番

18 番
田中則次
議員

1

4番

12 番
田中弘子
議員

1
2
3

市職員の懲戒に関する条例改正併せて懲戒処分の指針について
阿蘇市養護老人ホーム建設について
ガンダーラ美術品関係、取下げについて
いこいの村契約履行について
地方創生の取組について
(1) 本市の取組状況は
(2) 財政負担とメリットは
(3) 県との連携、市単独でできるか
(4) 地方創生を含めたこれからの行政ビジョンについて
ホテル角萬からダイレックス阿蘇店周辺の街路灯について
ガンダーラ美術品寄贈が取下げられた理由について
子育て世代の会合時のお世話係について
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5番

5番
園田浩文
議員

1

6番

7番
市原正
議員

1

7番

13 番
五嶋義行
議員

1

路線バス運行の現状と今後の展望は
(1) 合併後の利用者の推移は
(2) 路線別の採算性の検証は
(3) 補助金の算出方法と合併後の補助金の変動は
(4) 市立体育館前の発着場について
2 介護保険料と介護予防について
(1) 包括支援センターの介護予防活動について（日常生活支援総合事
業等）
(2) 介護保険料の推移と後期高齢者医療費との関連について
ガンダーラ美術品の寄付の件について（経過と対策について）

阿蘇市の道路行政について
(1) 道路が原因の事故
(2) 市道の整備状況
2 行政が交わす契約及び覚書について
(1) 夢の湯の契約
(2) 未来館、蘇水館の覚書
3 鳥獣捕獲報奨金について
(1) 狩猟期間中の支払いは
(2) 他町村の実態は
4 総合戦略の内容について
(1) 農業について
(2) 観光・地域活性化について
(3) 教育について

8番

16 番
阿南誠藏
議員

1

阿蘇市が平成 18 年度から導入している指定管理者制度で、現在の指
定団体の選定方法、施設の運営・管理状況について、また、阿蘇いこい
の村の運営・管理について
①阿蘇市一の宮町インフォメーションセンター・一の宮町中央駐車場
②阿蘇市古代の里キャンプ村
③阿蘇市神楽苑
④なみのやすらぎ交流館・森の体験交流施設
⑤阿蘇市農林水産物処理加工施設
⑥阿蘇市特産物直売センター
⑦阿蘇市農林畜産物直売・食材供給施設
⑧阿蘇市農村環境改善センター
⑨阿蘇市はな阿蘇美
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⑩阿蘇市農畜産物処理加工施設
⑪阿蘇市高品質堆肥製造施設
⑫阿蘇市阿蘇体育館・阿蘇市阿蘇体育館武道場・阿蘇市阿蘇体育館多目
的広場
⑬阿蘇市阿蘇農村公園あぴか
⑭阿蘇市温水プール・温泉施設・阿蘇市交流促進センター
⑮阿蘇市就業改善センター・阿蘇市一の宮体育館・阿蘇市一の宮社会体
育センターグラウンド
⑯阿蘇市光ネットワーク施設
⑰阿蘇内牧ファミリーパーク「あそ☆ビバ」・阿蘇中央公園
※阿蘇いこいの村

9番

3番
岩下礼治
議員

1

10 番

17 番

1

古木孝宏
議員

2

2番
竹原祐一
議員

1

11 番

地籍調査の進捗加速化
(1) 波野地区 20 年、宮地地区 30 年を要するとのことであるが、毎年
の実情は
(2) 50 年間での予定地区を明らかに
(3) 再調査は対象外。そのような箇所があるのか
(4) 50 年の計画とは無いに等しい。5 ヶ年計画、10 ヶ年計画の策定を
(5) 給食センターの統合に伴った人員で、地籍調査係を 2 班体制にし
て、波野地区、宮地地区を同時並行して実施できないか
一の宮中学校前（御仮屋前）の道路改良のその後は

2016 年熊本県民体育祭における各施設の整備計画は
（例えばアゼリア 21）
3 一の宮地区統合小学校に向けて現況は
阿蘇市総合戦略の選ばれるまちの創造の具体策として
(1) 児童・生徒の窓口負担解消
(2) 高齢者・ひとり親・生活保護世帯に冬季灯油購入助成制度
2 介護保険料減免
(1) 介護保険加入者の所得階層
(2) 低額所得者への市独自の減免制度を
3 公共施設の基礎杭問題
(1) 阿蘇市においての杭施工管理基準
(2) 現在使用中の公共施設の安全性は
(3) 阿蘇給食センター増築部分の地盤沈下は
4 工事・物品入札について
(1) 入札率の高さ
(2) 地元業者育成・市民の納得する入札制度を
(3) 公契約の必要性
5 いこいの村再開に向けての進展状況
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質問
順位
12 番

質問者
8番
森元秀一
議員

質問の要旨
1

地方創生の具体策である今後 5 年間の阿蘇市の「地方版総合戦略」に
ついて
サイクリングで町おこし「しまなみ海道」の実例研修について
2 本年度施行された生活困窮者支援法について
(1) 市の現在までの取り組みの運営状況、成果は
(2) 必須事業と任意事業の今後の対応は
(3) 対象者の把握をどのようにしようとしているのか
3 地域包括ケアシステム・高齢化対策問題
(1) 市における有料老人ホーム・サ高住の整備、各入所者人数、待機者
はいないのか、今後の計画はどのように考えているのか
(2) 元気なシニア呼ぶ日本版 CCRC の考えは
(3) 認知高齢者の取組状況は（認知症徘徊、早期発見、相談体制等）
阿蘇市の調査結果における状況と今後の対策は

13 番

6番
菅敏德
議員

1

市街地内の景観整備について
(1) 阿蘇市商工観光振興補助金等交付要綱について
同じ団体から補助メニューごとに補助金交付申請はできないか
(2) 阿蘇市商店街景観整備事業補助金交付要綱について
① 補助限度額は定められているのか
② 個人の私有地を整備する場合は

(3) 阿蘇市「草・観・然」活性化事業補助金交付要綱について
① 入湯税に関して補助限度額が定められているのか
② 決定される額についての判断は
2 市街地内の電柱地中化について
(1) 電柱地中化の国の補助制度について
(2) 整備について検討される余地があるか
3 阿蘇ブランドを前面に出した誘客について
4 「火文字焼き」休止について
(1) 今後「火文字焼き」に関して関わり方は
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