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①市民からの財産寄付について
・これまで（平成30年度以降）に市民から不動産寄付の申し出はあるか。ま
た拒否、受け入れた件数はどれくらいか。

②跡取りを残してもらう、戻してもらうために
・住居や農地の確保が困難なことを課題と捉えているがその対策は。
・自身で跡取りを地域に戻す努力をしてもらわないといけないが、そのあと
押しを行う必要があると考える。例えば先日市報に掲載されたUIJターン制度
利用者紹介のシリーズ化や学生転出者から地域へメッセージをもらうなど実
施することは出来ないか。
　・愛郷心を育む効果を期待している、くにさき学の進捗状況は。

①T-1グランプリについて。

②古代祭りについて。

③ふるさとまつりについて。

④各地区での伝統行事について。

①主要な事業№31「防火意識向上の推進」について
・数値が低下し、また個人宅調査の困難さも理解できる。市民の生命を守る
為の周知として、今後の対策は。

②主要な事業№33「人権教育活動に関する取り組みの充実」について
・平成30年度のＣにおいて地区人権学習会の講師（教職員・行政職員）向け
に学習プログラムの必要性を上げているがその後は。

③主要な事業№74「下水道事業の適正な管理・運営施策の推進」について
・下水の会計からの予算に縛られず、移住定住や地域環境維持の観点から下
水接続に対する補助制度を検討出来ないか。

④主要な事業№91「ＪＲ・周防灘フェリーの利便性の向上」について
・空港に次ぐ国東市の玄関口であることから、大分県、市観光課（観光協
会）と連動した取組みを再度検討し、利用者増を図る必要があると記されて
いるが施策の検討は行っているか。

⑤主要な事業№118「商業活動の活性化の推進による賑わいの空間づくりの検
討①」について
・プレミアム商品券事業は次回実施の可能性があれば感染症対策からも
キャッシュレス化してはどうか。

①SDGsの視点をいかした地方創生の取組とはどのようなものか。

②どのようなタイムスケジュールで進めていくのか。

③国東市の基本的な考え（ビジョン）は。

④どのようにして市民への広がりを創っていくのか

①ランドバンクの取組についての研究の結果は。

②今後どのように取り組んでいくのか。
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質問事項

1

坂本　隆之
（１番）

（無所属の
会）

1 人口減少対策ついて

2
イベントの在り方につ
いて

3
第2次国東市総合計画後
期基本計画の進捗状
況・評価について

市長
教育長

市長

市長

2
野田　忠治
（１１番）
（新世会）

1
包括連携協定の取組に
ついて

2
空家対策としてのラン
ドバンクの取組につい
て

市長

市長



①ケーブルテレビ事業を指定管理制度で運用するようになって、効果があっ
た点、逆に改善点はどのような点か。
　ケーブルテレビ事業を指定管理で運用する様になって4年半経過するが、経
営状況（特に経理面）をどのように考えているか。

②平成19年度から「ＮＴＴ国東ビル」に間借りして、ケーブルテレビのセン
ター設備である「ヘッドエンド」を今年度、本庁庁舎に移設することにより
見込める、予算の削減額は。

③本年度実施される、ケーブルテレビ事業の指定管理者を決めるプロポーザ
ルの方法等について。

④指定管理者を決めるプロポーザルでは、業者が複数参加できる方策を考え
ているか。

⑤番組の編成方針や予算の積算等は、どのように決めているか。

⑥市民の皆さんに、負担経費の仕組みを含めた経営状況を、ケーブルテレ
ビ・市報・ホームページ等で開示できないか。

⑦番組モニター制度とは。

⑧番組モニター制度の拡充について。

⑨光ファイバー事業の申込者数と経費について。

①市民のマイナンバーカードの取得促進について、その後どのような対策を
とったか。

②①の中で見えてきた新たな課題とその対策は。

③マイナンバーカードについて、いつまでにどれ位の申請を受け付け、交付
する見通しを立てているか。またアクションプランとの関連性は。

①林業の担い手育成と林業後継者に対する支援対策は、どのようなことをし
ているか。

②循環型農業の代表でもある、大分県や国東市の誇る「原木乾しいたけ」栽
培の推進方策と振興策について。

③林業振興に資する「森林環境譲与税事業」の有効活用について。

①小中学校におけるスマホ事情について
・現在、スマホ所有者の実態と家庭や学校におけるルール作りは進んでいる
のか。また、その効果については。
・軽率な行動等で指導した事例はあるのか。また、ゲ-ム課金などのトラブル
事例はあるのか。
・デジタル化の影響などによって子供の視力低下の傾向はみられるのか。

②「生理の貧困」対策について
・コロナ禍等の経済的な理由で生理用品が買えない、ためらったりした女性
が３人に１人という実態調査があったが、国東市の小中学校の実態と対策等
は考えているのか。

③国東市における子どもの食生活の環境づくりについて
・大分県が国東市で行っている朝食支援事業の進捗状況についての説明を。
・今年より始めた「子育て応援拠点事業」の目的と今後の発展についての考
えは。

① 新型コロナウィルスワクチン接種状況について
・高齢者のワクチン接種状況は８/１９現在８８.２％と報告を受けたが、住
民全体の接種状況と将来の見込みについては。
・妊婦さんの接種状況は。

・学校現場では、職員の接種率が８０％以上あると報告を受けたが、あとの
方の接種予定はあるのか。

② 新型コロナウィルス感染症の早期発見のための各種検査キットについて
・各学校や障がい者施設等に配布された抗原検査キットの利用状況は。

・今後小中学校に配布される抗原検査キットに加え、放課後児童クラブ、こ
ども園、幼稚園などにも配布はできないのか。

・県内の市役所等で公務員の感染がみられるが、検査キット等の購入は考え
ているのか。

③ 感染急増で、職員の時間外労働が増加し、過労死ラインまで行ったという
報告がまだ新聞に出ているが、事業に従事する職員の具体的な時間外労働時
間についての報告を。また、代休などの配慮はあるのか。

④ 初期治療に効果があるといういわゆる抗体カクテル療法はどういう順序で
進めていくのか。

①成立した法案の目玉は、「男性版産休」の創設にあると言われているが、
今後の運用について。

　男性の育休や産休等が取れない理由は、上司の無理解や職場の雰囲気など
があると言われているが、相談体制や職場からの働きかけはどの様に進めて
いくのか。

デジタル社会の到来に
対応するための市の取
り組み状況について

3 林業の振興策について

市長

4
吉田　眞津子

（９番）
（市改ク）

1
子供たちの生活環境の
整備について

2
新型コロナ感染症対策
の推進について

3
改正育児・介護休業法
の運用について

3
萱島　祥彦
（２番）

（市民ク）

1
光ケーブル化とケーブ
ルテレビ施設の運用方
針について

2

市長
教育長
病院事
業管理

者

市長

市長

市長

市長
教育長
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回答書
作成課

①市内の支所や保健センター等で日、祭日も受けられるＰＣＲ及び抗原検査セ
ンターの常設はできないか。また、同じく抗原検査キットの無料配布はできな
いか。

②その際の財源は。（国及び県からの補助はあるのか）

①公募までの流れは。（小・高それぞれに分けて）

②市内の空き校舎の利用状況及び問題点は。

③外国人就労者が増えているが教育実習所や宿泊施設として使えないか等、待
つだけではなくこちらから提案して、市のホームページ等でセールスすべきで
は。

3

居住上にある急傾斜地
及び危険区域内上に伸
びた雑木の伐採につい
て

①居住上の山林で雑木が大きくなり台風や豪雨の際、大変危険な場所が増えつ
つある。持ち主がすでに亡くなりわからなくなっている山林もあるが、危険地
区を１回調査して、何らかの対策をすべきでは。

市長 建設課

①国東市の要介護者と介護施設の見通しは。

②増加していくと思われる要介護者の施設整備は。

③在宅生活を希望する高齢者の為の、在宅で生活できるような体制整備は。

①周年放牧による繁殖経営に対して、国東市としての支援は。

②里山整備、耕作放棄地の対策（活用）として、国東市としての支援は。

3
各課連携行政会議につ
いて

①各課連携行政会議が、どの様な頻度、役割で会議が行われているか。また、
事例を。 市長 政策企画

課

①新型コロナウイルスの第5波の感染拡大・変異株の感染拡大が見られるが、
市の方針は従来と同じか。

②大分空港でのPCR検査の実施を県へ要請すべきではないか。

③希望する人へのPCR検査は市内ではできないのか。

④抗原検査キットの配布状況について。

学校教育
課

⑤市民に対して給付事業が行われてきているが、給付の条件として市税の滞納
が無いこととなっている。県内の自治体ではそのような条件はないのでは。市
内の困っている人に支援が行き届くようにすべきでは。

活力創生
課

①防災対策の基準の見直しについて
・豪雨などの情報がニュースで流れても「50年に1度」「100年に1度」「これ
まで経験した事のない」などの表現が多くなっている。市として、防災基準の
見直しはやっているのか。

建設課

②個人の土地の中に存在する里道や水路など法定外公共物の管理について、行
政による支援体制を作るべきではないか。災害発生後でなければ支援できない
のか。

建設課

③災害時の避難所に備品として「生理用ナプキン」の在庫確保はできている
か。紙おむつやマスクの備えは。 総務課

①「国保税の子どもの均等割廃止について」・「学校給食費無料化について」
の２点について、その後新たな取り組みをすべきと考えてはいないか。 市民健康

課・学校
教育課

②「生理の貧困」解消のための支援策を。学校での無償配布をする自治体が増
加している。国東市での取り組みをすべきでは。 学校教育

課
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2

学校統合による空き校
舎及び敷地（グラウン
ド）の早急なる公募に
ついて

■9月10日（金）

質問事項

1
堀田　一則
（１３番）
（新風会）

1

ＰＣＲ及び抗原検査セ
ンターの開設及び抗原
検査キットの配布につ
いて

医療保健
課

財政課・
教育総務
課

石川　泰也
（４番）

（緑風会）

国東市、将来の要介護
者と介護施設のバラン
スについて

白石　德明
（５番）

（共産党）

2

3

放牧による畜産経営に
ついて

子育て支援策について

1

2

新型コロナ対策につい
て

防災対策について

1

2

市長

市長

市長

市長

市長

高齢者支
援課

市長 農政課

医療保健
課



①新型コロナワクチンの接種状況は。 医療保健
課

②抗原検査について
・検査キットの配付状況は。

医療保健
課

・検査施設について。

③ＰＣＲ検査医療施設について。

①整備計画の進捗状況は。

4
丸小野　宣康
（１５番）
（新風会）

1
新型コロナウイルス感
染予防対策について

市長

医療保健
課

2
くにみ海浜公園の整備
計画について

②芝生広場の有効利用を。
・年間の利用状況は。
・年間の維持管理費は。
・簡易宿泊施設の整備は。
・特産品等展示販売施設の増設は。

市長

社会教育
課・まち
づくり推
進課


