
質
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順
序

質問者
（議席番号）
（会派名）

質問の要旨
質問
相手

1
　学校運営協議会の役
割について

①学校運営協議会の役割と県教委・市教委が各学校運営協議会に求めるもの
は。

教育長

①国東市として、民生委員・児童委員に求める仕事範囲は。

②民生委員・児童委員の選考について。
・区長さんが、次期委員候補の選考に苦慮している行政区があるが、その対策
は。

③民生委員・児童委員の負担軽減策は。

3
　宇佐・高田・国東広
域共同ゴミ処理につい
て

①宇佐・高田・国東広域ゴミ処理施設稼働に伴い、市民として、ゴミ処理手順
に変更があるか。
・ゴミ収集について。（分別等）
・国東市クリーンセンター直接搬入について。
　　不燃ゴミ、可燃ごみ、リサイクル、不用品他。

市長

①公共交通支援について。
・国見町西方寺地域でのデマンド方式による実証実験の経過報告と、今後の他
地域での運行予定はどうなっているか。
・国東観光バス専用回数乗車券の売り上げ実績について。

②物価高騰に対する支援について。
・９月は食料品等を中心に価格改定が相次ぎ、家計にも深刻な影響が及んでい
る。その支援は考えていないか。商品券の配布や現金給付などの実現はできな
いか

③自動車学校における高齢者講習時の運転技能検査時に使用する車両に軽自動
車も加えることはできないか。希望者には軽自動車での検査実施が出来るよう
にすべきではないか。

①検査キットの配布について
・大分県の抗原検査キット配送・陽性者登録センターからの検査キット配布
は、陽性反応となった人が対象となるのか。自覚症状がない人でも配布対象と
なるのか。

②自宅待機やホテルでの療養となった市民への食糧支援等はどのように行って
いるのか。保健所が対応することになっているようだが保健所の体制には、ゆ
とりがないと聞くが市の支援は考えないのか。

③市民病院の対応について。
・感染症病床の利用状況はどうなっているか。医師や看護師への過重な負担へ
の配慮はどうなっているか。
・コロナ感染による入院患者の増加によって、その他の入院治療が遅れる事態
はないのか。

①来年１０月からのインボイス制度導入によって、国東市への影響をどのよう
に考えているか。

②国東市と取引のある業者への影響はどのように考えているか。

③インボイス制度廃止を国に求める考えはないか。

令和4年第3回国東市議会定例会　一般質問予定表

■9月13日（火）

質問事項

1
石川　泰也
（6番）

（緑風会）

2
　民生委員・児童委員
の負担軽減策について

市長

2
白石　德明
（7番）

（日本共産党）

1
　市民生活支援につい
て

2
　新型コロナ感染症対
策について

3
　インボイス制度につ
いて

市長

市長

市長
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令和4年第3回国東市議会定例会　一般質問予定表

■9月13日（火）

質問事項

①閉校になった２つの学校の状況、また、これからの計画等について。

②県立双国校の事についても、現在の状況、これからの計画について。

2 　里道について

①市内には多くの里道があり、その中にはその地区の人々にとって、使い勝手
のよい道がある。しかし、里道であるために、修理できずにいたんだ道が多い
と思われる。使用率の高い里道については、予算をつけることはできないの
か。

市長

①消防団員の処遇改善について。

②消防本部と地元消防団のありかたについて。

1 　教育行政について

①８月末日で教育長が退任された。今後の教育行政のかじ取りはどうするの
か。（後任指名・問題発生時の最終判断と決定）
・教育の里づくりの今後は。
・国東高校の宇宙学科創設、公営塾開講、放課後学習事業等新しい取組はある
が今後どのように進めるのか。（設置が目的ではない、成果を生むための考
え）

市長

①地域コミュニティの活性化の維持について。
・誇りと活力ある地域おこし事業助成金の事業実績と、今後の展望は。
・地域の支え合い活動について、課題認識と対策は。（今後どのように拡大し
ていくのか）
・ボランティア活動の実状は。今後の課題は。（ボランティア制度創設の必要
性はないか）

②地域交通について
・路線バス廃止地域が拡大する中で、交通弱者が拡大している。将来に向けた
対策は。
・国東市独自の地域交通（市営交通）の検討が必要なのでは。

4
野田　忠治
（10番）
（新世会）

2
　持続可能な国東市の
実現について

3
松本　光生
（1番）

（自由民主党）

1
　国見町における熊毛
小学校・竹田津小学
校・双国校について

3 　消防行政について

市長

市長

市長
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①第8期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画について。
・進捗状況、課題、改善点や対応策は。
・この計画の中で、特に力を入れている分野は。

②老々介護・老障介護解消支援に対する市の方針について。

③高齢者福祉分野での地域との共助を、今後どう進めていくのか。

④災害時における「要配慮者」に対する災害避難時の対応について。

⑤市内の介護施設のスタッフ確保に向けての行政としての対策について。

⑥高齢者福祉施設や介護保険事業所等への抗原検査キットの配布状況につい
て。

①県下市町村で都市計画区域や市街化用途区域、または、その隣接地に、し尿
処理施設を建設している自治体の有無と数及び、事業内容について。

②事業説明会から供用開始までの今後のタイムスケジュールについて。

③ここ1～2年の事務作業の内容について。

④旧国東町時代に開設した「国東浄化センター」の地元関係者との交渉につい
て。

⑤当該施設の周辺地域にある関係機関や企業等との連携について。

⑥現在の下水道「国東浄化センター」施設と周辺の環境整備の現状について。

①妊産婦対策の現状と課題について。
・母子保健手帳交付時のアンケート後における妊産婦訪問の現状は。
・産後ケア事業の取り組みはどの様に進められているか。
・ぺリネィタルビジット事業の進捗状況は。

②出産費用の現状と支援は。
・健康保険組合が支給する一時金は、現在４２万円である。公的病院の全国平
均は、４５.２万円とある。他の新聞では５１万円という試算も出ている。経
済的支援が必要なのでは。

③不妊治療の保険適用が認められた。国東市は拡大して助成しているが、どう
いった治療が受けられるのか。
・不妊治療の休暇が認められている。運用はどの様に。
・市内の企業等における運用実態はつかんでいるか。また、企業等への広報活
動はどの様に考えているか。

④国東市は、子育てのために各種支援事業を実施しているが、親の孤立化を防
ぐための子育て家庭訪問を行う家事支援制度(支援対象児支援事業)等の導入は
考えているか。

①民法の改正により成人年齢が１８歳に引き下げられた。大人になる不安はど
の様なことが考えられるか、簡単に。

②もし被害等にあった場合は、どこが相談窓口になるのか。

③大分県は、「巣立ち教育出前講座」として、高校などに勉強会を実施してい
るというが、国東高校は実施しているか。内容がわかれば。

④１８歳の成人を抱える親への学習等必要ではないか。今後どういう形で取り
組んでいくのか。

①大分県や国東市の新型コロナ感染者数が残念ながら、高止まりに推移してい
る。現状での感染状況、ワクチンの接種状況について簡単に説明を。特に４回
目のワクチンの接種状況。広がった要因はどの様に考えているか。

②小児のワクチン接種が努力義務となる見込みと説明を受けたが、その場合、
どのような形で推進していくのか

③現在、県の事業で有症状で１２歳以上４０歳未満かつ重症者リスクの低い方
に対して、抗原検査キットの無料配布が行われている。また、感染に不安を感
じる無症状の県民にも検査が3カ所で行われている。医療機関にも配布されて
いると聞く、その活用状況は。

④市民病院における新型コロナ対応の現状について。
・感染外来、夜間、休日での対応の現状、勤務実態、それらの対策は。
・それらの対応に伴って緊急な対応が必要な人の受け入れが難しかった事例な
どは。

令和4年第3回国東市議会定例会　一般質問予定表

2
　民法による成人年齢
引き下げに伴う不安と
対策について

3

■9月14日（水）

質問事項

2
吉田　眞津子

（9番）
（市改ク）

1
　安心して生み育てる
環境づくり対策の推進
について

　新型コロナ対策の推
進について

1
萱島　祥彦
（4番）

（市民ク）

1

　国東市の福祉政策の
現状及び課題の認識と
今後の福祉政策の方針
について

2

　国東町鶴川の「公共
下水道国東浄化セン
ター敷地内への、し尿
受入れ施設設置計画」
について

市長

市長

市長

市長
教育長

市長
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令和4年第3回国東市議会定例会　一般質問予定表

■9月14日（水）

質問事項

1
　国東市のDX推進につ
いて

①新型コロナウィルス感染症対策と共に市内通信網の光回線化をはじめ、スマ
ホの普及等、児童・学生には一人一台のタブレット貸与などＤＸを推進できる
環境は整ってきていると考える。
・ケーブルテレビ　データ放送について。
・公式FB等、SNSの活用について。
・マイナンバーカードの推進について。
・電子マネーの推進について。
・教育現場での推進について。

市長
教育長

2 　教育長辞任について

①一身上の都合で教育長不在の期間が出来たことをどう考えているか。
市長
教育長

3 　公共交通について

①路線バス赤字補填のありかたについて。

市長

①健全な財政運営の推進に向けて歳入の確保と歳出の削減に取り組まれてきた
が、最重点取組項目はそれぞれ何か。
・歳入の確保、歳出の削減の最重点取組項目。（具体例を示しながら）

②令和３年度ふるさと応援寄付金の使途について。（企業版720万円を含む）
・返礼品代　・事業費　・基金積上。

③今後、厳しい社会情勢をうけて、所管課から補助金や助成金などの増額要求
があった場合、それに応じる考えはあるか。

④昨年度新設された「ちょいかせサービス」などの地域コミュニティ団体等の
支援を今後どのように進めていくか。

①防災士の配置状況について。（全地区に配置できたか）

②防災士の活用方法と地域の人的資源の把握及び養成について。
・防災士はどのような活動をするのか。
・地域の看護師経験者等の把握の仕方は。
・例えば、防災介助士の資格取得希望者がいた場合、費用補助や勤務態様を職
専免にするなどの措置はできないか。
・今後の具体的な取り組みや先進事例について。

③「個別の避難計画」の進捗状況について。

④「誰一人取り残さない」地域の自主防災の確立のためには教育の力が大き
い。幼稚園、小・中学校での福祉教育の取り組みはどのようになっているか。

教育長

①教育委員会として学力というものをどのようにとらえているか。

②県立高校入試を受けた受験生に対する成績の開示請求と報告の要請は今年度
もするつもりか。

③公営塾の目的の確認と現在何人が受講しているかを学科ごとに、また学年ご
とにお聞きしたい。

④公営塾以外に、国東高校への市の支援策としてどのようなことを考えている
か。

市長

4
瀧口　由美子

（2番）
（市改ク）

1
　財政運営のあり方に
ついて

坂本　隆之
（3番）

（自由民主党）
3

3 　公営塾について

2
　地域の自主防災組織
について

市長

教育長

市長


