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平成 27 年第 5 回 阿蘇市議会定例会 発言通告書（一般質問）一覧 
 

質問 

順位 
質問者 質問の要旨 

1 番 19 番 

井手明廣 

議員 

1.阿蘇医療センターの専用道路の進捗状況について 

 計画では、平成 28 年 3 月までに竣工予定となっている

が、その後どうなったか 

（専用道路の予定図面の提出を求める） 

2.内牧から坂梨までの県道の進捗状況について 

 地権者の同意は現在どれだけ取れているか 

（古城 7 区から終点までの図面提出を求める） 

3.黒川激特事業の関係事業について 

(1) 小倉遊水地の進捗状況は（H28 年まで） 

(2) 手野遊水地の同意は何パーセント取れているか（買

い上げ水田、地域権設定部分 H29 年まで） 

(3) 中東部河川について 

県の報告についてと関係者の要望 

(4) 宅地（住宅）嵩上げについて 

2 番 2 番 

竹原祐一 

議員 

1.公契約制度について 

(1) 現在、採用の臨時職員の雇用条件 

市立給食センター委託管理の条件及び職員の労働条

件 

(2) 市立給食センターで働く労働者の雇用条件 

(3) 公契約の必要性 

2.工事・物品入札について 

(1) 入札公表について 

(2) 入札率の高さ 

(3) 地元業者育成・市民の納得する入札制度を 

3.いこいの村熊本石油移転計画 

(1) 移転契約での支払状態・契約内容 

(2) 今後、いこいの村地域を行政としてどの様な方向性

を考えているか 

(3) 今回の移転計画はどのような過程で発案されたのか 

3 番 1 番 

立石昭夫 

議員 

1.公職選挙法の改正による選挙権年齢が 18 才以上に引き下

げられたことによる学校教育での対応について 

(1) 土曜授業などを利用しての勉強会の実施 

(2) 選挙管理委員会の協力で模擬投票の実施 

2.飼料用米の作付け状況について 

(1) 昨年度・本年度の作付面積は 

(2) 昨年度の平均反収は 

(3) 飼料用米の買入価格と乾燥調整などの経費の差額は 

(4) 差額があればその補填はできないか 

（県条例「地下水と土を育む農業推進条例」の活用） 

3.広域農道（8 メートル道路）の安全対策について 
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質問 

順位 
質問者 質問の要旨 

(1) 安全標識の設置について 

（止まれの標識、停止線） 

(2) 農耕車両への注意喚起 

4 番 4 番 

谷﨑利浩 

議員 

1.いこいの村について 

(1) 7 月までの資金調達の目途について 

(2) いこいの村建設から今日までの歴史と経過 

(3) 備品引継ぎ、その他の引き継ぎについて 

(4) ボイラー担当者の引き継ぎについて 

2.田園空間博物館とその周辺について 

5 番 5 番 

園田浩文 

議員 

1.阿蘇医療センターの現状について 

(1) 医師、看護師等の募集及び採用の状況は（医師、看

護師を含めた 9 月 1 日現在の職員数は） 

(2) 看護師のスキルアップ研修制度について（専門看護

師、認定看護師、認定看護管理者等） 

(3) 院内学級と病児保育について 

(4) 医療センターホームページの内容について 

(5) 市民の方々からの意見の取り扱いについて 

2.来年度実施の「熊本県民体育祭（第 71 回阿蘇大会）」につ

いて 

(1) 前回の阿蘇大会（平成 16 年）大会運営の状況は（競

技数、会場、スタッフ等） 

(2) 今後の社会体育施設整備について 

(3) 運営予算（市町村会）について 

6 番 7 番 

市原正 

議員 

1.国民健康保険事業について 

(1) 税率引き上げについて 

(2) 基金について 

(3) 事業の県一本化統合について 

(4) 医療費の抑制について 

2.一の宮中校区小学校の統合について 

(1) 統合委員会の決定事項について 

(2) スクールバス通学について 

7 番 8 番 

森元秀一 

議員 

1.マイナンバーについて 

(1) 市民に周知徹底、広報の体制強化は、相談体制の整

備（中小・小規模企業・個人事業主への支援は） 

(2) 個人番号カードを受け取る際に、窓口に来られない

場合はどのように交付を行うのか。また、DV 等当該市

内にいない人への周知はどのように行うのか 

(3) マイナポータル閲覧のためのパソコンは庁舎のどこ

に設置、覗き見の防止対策はどのようにするのか 

2.メンタルヘルスケア（ストレスチェック制度）義務化～

自治体職員、教職員、一般企業指導対象を受けて市の対

応は 
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質問 

順位 
質問者 質問の要旨 

3.給食センターの統合について 

(1) 統合によっての実態は、それによる職員のモチベー

ションの低下は、アレルギー対策・安全管理は大丈夫か 

(2) 統合による工事はいつからいつまで、建物外側の陥

没はいつ直すのか 

4.地域活性化に「地域おこし協力隊」人材募集について 

（総務省が進める地域おこし協力隊支援事業、人口減少高

齢化等の進行が進む中、地域外の人材を積極的に誘致

し、その定住・定着を図ることで意欲ある都市住民ニー

ズに応えながら、地域力の維持強化を図っていくことを

目的とする取り組みです。） 

5.24時間営業のコンビニエンスストアへAEDの設置につい

て 

（AED の拡充は過去 2 回質問しました。日本では AED

の普及が進んだ国となっております。市内の設置個所は

何カ所か、24 時間利用可能な AED 設置場所として、市

内のコンビニエンスストアに設置することについて。） 

8 番 14 番 

髙宮正行 

議員 

1.社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について 

 10 月から通知が始まるマイナンバー制度については、

市民の間ではまだ理解が進んでいるとは言えない。そこ

で、市民の方に広く知っていただくためにマイナンバーに

ついて質問する。 

(1) マイナンバーとは 

(2) どうしてマイナンバーが必要なのか 

(3) マイナンバーはどう各個人に知らせ、どう個人の番

号を管理して行くのか 

（セキュリティーは、個人・企業・団体は） 

(4) 個人番号カードとは 

（個人番号カードにはどのような個人情報が記載される

のか） 

(5) マイナンバーが必要になるのはどんなとき 

(6) インターネットから自分のマイナンバーの使用状況

や自分の個人情報が確認できるのか 

(7) マイナンバーの取扱いの注意点は 

9 番 9 番 

河﨑德雄 

議員 

1.舗装道路改修について 

2.観光・景観の整備について 

(1) 通路景観 

(2) 展望所の整備 

3.阿蘇市文化財説明板の管理・補修について 

4.いこいの村営業再開について 

10 番 3 番 

岩下礼治 

1.シカ被害対策について 

(1) 有害鳥獣捕獲では、狩猟者が大分県荻町と波野への
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質問 

順位 
質問者 質問の要旨 

議員 相互乗り入れが必要であると思うが、市の考え方は 

(2) 熊本県と大分県が調整されるよう熊本県へ要望、進

達する考えはないか 

2.喫煙所の設置について 

(1) 学校に喫煙所を設置してはどうか 

(2) 市役所に女性用の喫煙所を設置してはどうか 

11 番 10 番 

大倉幸也 

議員 

1.阿蘇市公民館、分館活動について 

(1) 旧阿蘇町地域の公民館分館は青空公民館として活動

中だが、分館建設の計画はあるのか 

(2) 廃校になった学校施設の利用は 

(3) 各行政区の代表的な公民館を地域分館ができるまで

分館として予算を組んで利用してはどうか 

2.阿蘇いこいの村の長期休業について 

(1) 資金の確保が遅れているとの説明があったが再開は 

(2) 長期休業により、修学旅行などの団体客の影響は 

(3) 近隣の観光業者への影響は 

3.学校統合により廃校になった学校の管理は 

(1) 樹木、雑草の管理 

12 番 13 番 

五嶋義行 

議員 

1.九州北部豪雨災害から 3 年、激特事業の進捗について 

2.黒川第一発電所ダム運用規定について 

3.阿蘇の自然・草原を守るための協力金徴収計画について 

4.学校統合後の廃校利用について 

5.阿蘇中部広域農道の管理について 

6.市道狩尾幹線（通称：天空の道）の駐車場整備について 

13 番 12 番 

田中弘子 

議員 

1.災害時の避難道路を兼ねる内牧・千丁線の進捗状況につい

て 

2.大阪府寝屋川市中 1 男女死体遺棄事件・大分市小 4 女児行

方不明事件について 

(1) 阿蘇の取組状況 

(2) 地域ボランティア等の見回り隊が存在しているか 

 

 


