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平成26年第5回阿蘇市議会定例会 一般質問通告書一覧 

 

※ 一般質問は、平成26年9月10日（水）から11日（木）までの2日間となります。 

 

質問順 質問者 質問事項及び質問の要旨 

1番 

10番 

湯浅正司 

議員 

1 災害危険区域について 

2番 

20番 

田中則次 

議員 

1 合併以来節目の 10年が経過しましたので今日までの推移とこれからの施策について問います。 

(1) 行政改革について 

ア 部長制から今日迄横断的連携？ 

イ 区の再編について 

(2) 財政について 

ア 少子高齢化に伴う社会保障費等の高騰が予測される中、今後の見通しと施策？ 

(3) インフラ整備について 

ア 学校跡地の利活用 

イ 庁舎、議会棟の建設 

ウ 市営住宅の設置と建設 

エ 宮地から坂梨に至る道路（国交省トンネルの関係） 

オ 仙酔峡ロープウェイについて 

3番 

16番 

川端忠義 

議員 

1 高齢者福祉の充実について 

(1) 公民館等のバリアフリー化、多目的トイレ等の設置について 

ア 現状について 

  イ 推進について 

 (2) 乗合タクシーの運行について 

  ア 帰宅の下車は自宅にしたらどうか 

 (3) 養護老人ホームの整備の公募について 

ア 応募状況と見通しはどうか 

イ 応募がない場合はどうするのか 

ウ 阿蘇市社会福祉協議会が設立したらどうか。 

(4) 介護保険制度の改正について 

ア 要支援の市町村事業への移行について 

イ 特別養護老人ホームの入所基準について 

ウ 利用料の 2割負担について 

エ その他 

4番 

11番 

田中弘子 

議員 

1 内牧・黒川千丁線道路建設計画について 

2 小・中学校への電話件数及び内容について（保護者・地域住民から） 

5番 

8番 

市原新 

議員 

1 老朽化した公共施設の処分について（現況と今後の取り組みについて） 

(1) 旧遊雀小学校校舎・体育館・プール 

(2) 旧楢木野小学校校舎・体育館・プール 

(3) 林業研修集会施設 
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質問順 質問者 質問事項及び質問の要旨 

2 農地災害復旧工事について 

(1) 復旧実績（旧町村毎） 

(2) 25年度末、未復旧地の箇所数（旧町村毎） 

(3) 26年度の対応について 

3 家屋被災防止対策について（波野地区） 

(1) 現状と対応について 

6番 

15番 

井手明廣 

議員 

1 中東部の河川改修について。 

2 大阿蘇火の山祭りについて。 

3 口蹄疫について、今後の対策についての考えは。 

4 一の宮統合小学校の建設の今後について。 

5 内牧坂梨線の進捗状況又小嵐山から八幡園までは？ 

7番 

6番 

森元秀一 

議員 

1 地域包括ケアシステム・高齢化対策問題 

(1) 日常生活圏域ニーズ調査が実施され、分析されているか？ 

ア 認知高齢者の 2025年推計 

イ 生活習慣病（糖尿、高血圧等）の患者の推移 

ウ 高齢者世帯、独居世帯の実態と将来の推移 

エ 介護の需要予測として、要介護と要支援がどのような増加傾向をたどるか 

阿蘇市の調査結果における状況と今後の対策をお伺いいたします。 

(2) 子どもヘルパーが高齢者の力に 

(3) 高齢者のボランティア（地域活動）ポイント制度推進 

2 地域資源を利活用・ジビエ料理で農山村おこし 

3 青少年「インターネット依存」対策について 

(1) 昨年8月、総務省の調査報告書についての御所見をお伺いいたします。 

(2) 一刻も早く保護者や教師へのサインをも逃さないような啓発など、ネット依存者を出さない取

組みについてお伺いいたします。 

8番 

7番 

河﨑德雄 

議員 

1 防災消防ヘリ・ドクターヘリ離発着について 

(1) 何回離発着出来なかったか 

(2) 離発着出来なかった理由は 

(3) 対処（改善）策は 

2 然について 

(1) 入湯税に対する然事業の割合 

(2) 主な事業内容と事業費の明細 

(3) 然を監修しているクリエイティブハウス（株）はどの様な会社ですか 

(4) 阿蘇の特産、阿蘇の赤牛、たかな、波野そば、然に登録されている方は何人ですか 

(5) 然ドリンク、お茶、いちごドリンク、水は阿蘇産ですか 

3 地下水を育む農業の推進（地下水涵養） 

(1) 主食用米、飼料米、ＷＣＳ推進について 

9番 

1番 

谷﨑利浩 

議員 

1 阿蘇医療センターについて 

(1) 医師確保について 

ア 各診療科目の待ち時間は 

イ 建設決断時医師確保の確約とかはなかったのか。 



3 

 

質問順 質問者 質問事項及び質問の要旨 

ウ 現在医師確保の現場責任者は誰か。 

エ 今後の対策として 

(2) 繰入金累計記録の必要性 

ア 建設費49億8千万円の内訳は。企業債の種類は。 

イ H25年度決算で、繰入金累計はいくらになるか。 

ウ 今後、繰入金の累計の報告を。 

2 火口立ち入り規制と経済への影響について 

10番 

4番 

市原正 

議員 

1 市農業政策について 

(1) これから取り組む主要な施策について 

(2) 水稲、畜産、施設園芸等の今後の展望について 

 (3) トマトの価格低下の原因と対策について 

2 市財政について（阿蘇市決算状況分析の報告からについて） 

(1) 扶助費の推移についての課題と対策について 

(2) 自主財源の確保について 財政課としての考えは 

11番 

17番 

髙宮今朝秀 

議員 

1 阿蘇医療センターの今後は 

(1) 阿蘇圏域の中核病院としての自覚と既存の医療機関との連携・協力関係は 

(2) センターで手薄の診療科目のある民間医療機関との関係、行政として何らかの形での支援・

連携等。 

12番 

19番 

古澤國義 

議員 

1 大野川利水事業について 

(1) 大蘇ダム漏水 

(2) 事業計画変更はあるのか 

(3) 受益地対象と新事業は 

2 豪雪災害後について 

(1) ハウス等の撤去と構築事業は 

(2) 補助金の流れは 

3 火山ガスについて 

(1) 告知方法 

(2) 有害有とすれば被害に対する対策は？ 

13番 

3番 

菅敏德 

議員 

1 市道沿線の景観整備について 

(1) 市道内牧中央線の遊休施設（特に保養所跡地）の適正管理に関する指導について 

(2) 改善の指導を目的とした条例の制定について 

(3) 管理を依頼する受け皿づくりについて 

(4) 内牧中央線沿の植栽帯の改善について 

(5) ひのくに会館跡地の今後の跡地利用について 

14番 

14番 

髙宮正行 

議員 

1 平成 24年 7月 12日の豪雨で甚大な被害を受けた阿蘇市の農業であるが、災害からまる 2

年を過ぎ農災復旧状況の総括の意味で下記伺う。 

(1) 農業災害発生の確認、現場調査、査定申請は、それぞれ、なにを基に行われどこが申請を

おこなったか。 

(2) 調査段階で漏れはなかったのか。 

(3) 建設課とのすり合わせは。 

(4) 現在査定漏れがどれ位有るのか、件数と金額。 
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質問順 質問者 質問事項及び質問の要旨 

(5) 今後査定漏れ農災復旧事業はどのように進めていくのか、市単独で復旧を行うのか、または

県と連携して対処していくのか。 

15番 

5番 

阿南善範 

議員 

1 世界ジオパーク認定後の阿蘇市来訪者の受入態勢について 

(1) 阿蘇市内ＪＲ各駅の設備について 

(2) 各駅への交通アクセスについて 

(3) 各ジオサイトへの交通アクセスについて 

(4) 外国語対応について 

(5) 草原学習センター活用について 

2 阿蘇市景観条例について 

(1) 太陽光発電設備設置状況について 

16番 

12番 

五嶋義行 

議員 

1 黒川河川災害危険区域の設定について 

(1) 線引きの方法は 

(2) 住民への説明は 

(3) 期間は 

2黒川河川改修期成会の立ち上げについて 

(1) 激特事業は道半ば 

(2) 構成メンバーは 

3堤防の維持（草刈り作業）の体系作りについて 

(1) 自分達でやれることは何か 

4世界ジオパーク認定について 

(1) 先日の調査の結果は 

(2) 採石場は、修復の方法は 

5阿蘇市の経済力について 

(1) 合併してからの経済力の推移 

(2) 県の中でのランキング 

(3) 経済部の取り組み（過去、未来） 

17番 

2番 

園田浩文 

議員 

1 花原川、宮原川堤防嵩上げ工事（県事業）によるなべづる線地域の避難道路の確保につい

て 

(1) 花原川、宮原川氾濫時の避難道路は 

(2) 防災マップの見直しについて 

2 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取り扱いについて 

(1) 設置台数と設置場所は 

(2) 市職員及び指定管理施設職員への指導状況は 

(3) ＡＥＤのメンテナンスについて 

(4) 今後市民への取り扱い方法等の指導は 

 


