
番号 質　問　者 答弁者

１． 町長のマニフェストにつ
いて

① 選挙で町内を廻られ、どのようなこ
とを感じられたか伺う。

町長

② 町民が安心安全に生活するために
優先して行う事業は何か伺う。

町長

③ 昨年度までの南大隅町チャレンジ
創生事業、元気みなぎる町民補助
金等は予算が計上されていないが
中止の方針か伺う。

町長

２． 大隅縦貫道大中尾工
区について

① 現在までの測量・設計の進捗を伺
う。

町長

② 工事着工の予定はいつ頃になるか
伺う。

町長

③ 廃道敷に畜産の消毒ポイントは設
置できないか伺う。

町長

３． はまゆう保育所につい
て

① 令和4年度をもって、現施設運営者
が閉園されると聞いたが、今後の方
針を伺う。

町長

② 佐多保育園として直営で行うことは
考えられないか伺う。

町長

③ 土地建物賃貸借契約が結ばれてい
ると思うが、その後の事業継承の手
順について伺う。

町長

１． 環境保全対策について ① ポイ捨て禁止条例を制定する考え
はないか伺う。

町長

２． 経済対策について ② 新型コロナウイルスの影響で出荷
販売が落ち込んでいる水産業をは
じめ、第一次産業生産物の状況と
今後それをどう支援していくのか伺
う。

町長

１． 職員の働き方について ① 町長の所信表明の中で、「すぐでき
る町民要望は即実行できるよう職
員の意識改革による迅速な町民
サービスによる行政運営を図る」と
いう発言があったが、職員に必要な
意識改革とはどのようなものである
か伺う。

町長

② 平日の夜間や土日祝日に出勤して
いる職員が多いように感じるが超過
勤務の状況を伺う。

町長

③ 今後の人事についての考え方を伺
う。

町長
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１． 地域課題について ① 人口増対策について伺う。 町長

② 独居高齢世帯の見守制度について
伺う。

町長

③ 集落環境整備事業について伺う。 町長

④ 郡・大泊診療所、受診者への薬の
配送料について伺う。

町長

２． 高齢者及び障害者対
策について

① 現状をどう捉えているか伺う。 町長

② これからの高齢化社会に対する施
策の在り方を伺う。

町長

③ ネッピー温泉利用券の状況を伺う。 町長

３． 立神公園整備について ① 駐車場整備だけで終わっているが、
トイレ建替えは考えられないか伺
う。

町長

１． 防災対策について ① 災害対策基本法による町計画の改
正点と町の対応について伺う。

町長

② 情報の発令内容が変わり「高齢者
等避難」に変わるが町や防災組織
で高齢者等を避難させる体制は構
築できないか伺う。

町長

③ 昨年の台風避難時に避難場所の変
更があったが住民に分かりにくかっ
たり、知らない人もいた。今後このよ
うな場合の対応はどう考えるか伺
う。

町長

④ 瀬脇、溝口地区は風水害危険個所
で避難が遅れた場合は孤立する可
能性が高いと考えるがこの場合の
対応策を伺う。

町長

２． 新成人（式）について ① 令和２年度の成人式が延期後中止
になった理由を伺う。

教育長

② 新成人もコロナ禍において犠牲に
なったと考えるが何らかの助成はで
きないか伺う。

教育長

③ 新成人パスポート取得助成が廃止
されたが、その経緯と理由を伺う。

教育長

３． 放射性廃棄物問題につ
いて

① 放射性物質等受入拒否条例も制定
されているが、今回の町長選挙で
核処分場問題が初めて争点となっ
た。改めて町長の決意を伺う。

町長

１． 生活（経済）支援等と給
付事業について

① 福祉タクシー利用助成事業・はり、
きゅう等受診券交付事業・温泉保養
助成事業の利用状況について伺
う。

町長

② 各事業の利用率を伸ばす方策を考
えているか伺う。

町長

２． 働き方改革について ① 役場業務で、２４時間の連絡体制を
とっている業務の現状について伺
う。

町長

4 浪瀬敦郎

5 大坪満寿子

6 津崎淳子
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１． 農業所得の向上対策
について

① 農業所得、特に園芸農家の所得の
現状について、町長はどのように考
えているか伺う。

町長

② 所信表明で、第一次産業の振興を
掲げておられるが、農家所得の向
上対策として具体的にどのような施
策を考えているか伺う。

町長

③ 園芸農家の所得向上対策として、
流通経費の一部（出荷手数料）を町
が負担する考えはないか伺う。

町長

２． 町道辺塚港線の拡幅
整備について

① 九州防衛施設局への申請を断念し
た以後、整備に向けた動向が見ら
れないが、この路線の整備につい
て、町長はどのように考えているか
伺う。

町長

② 整備可能とした時、どのような形態
の道路になるか、その構想的なもの
があるか伺う。

町長

③ 町の単独事業として年次計画的に
整備する考えはないか伺う。

町長

１． 町長所信表明について ① 町民が生涯安心して暮らせるまち
づくりを目指す「新しい政策」とは具
体的政策を伺う。

町長

② 「相談しやすい役場」職員の意識改
革の施策について伺う。

町長

③ 「ネッピー・みさきちゃん奨学金制度
の見直し」について子育て支援策を
どう考えるか伺う。

町長

④ 高齢独居世帯の見守り対策につい
て伺う。

町長

⑤ 自治会組織の見直しの考えについ
て伺う。

町長

２． 自主財源について ① 既存歳入の自主財源以外に新たな
自主財源の確保について伺う。

町長

コロナ禍での学校教育
状況について

① 小・中学校の学力評価、教育環境
の状況について伺う。

教育長

② 佐多小・第一佐多中の一貫校教育
導入への進捗状況について伺う。

教育長

４． 観光イベント中止につ
いて

① ドラゴンボートフェスティバル等、観
光・地域おこしイベントがのきなみ
中止になっているが、商工観光業に
対しての支援金の考えはないか伺
う。

町長

５． 消防団体制について ① 平日、日中は団員が町内に在中し
ていない状況であるが、緊急時の
対策について伺う。

町長

7 上之園健三

３．

8 森田重義



番号 質　問　者 答弁者質　　　　問 質　問　の　要　旨

１． SDGｓの取り組みにつ
いて

① 現在の状況を伺う。 町長

② 今後の取り組みを伺う。 町長

２． 移住・定住の居住環境
整備について

① 現在の状況を伺う。 町長

② 今後の整備予定を伺う。 町長

３． ネッピー・みさきちゃん
奨学金について

① 現在の利用状況を伺う。 教育長

② 奨学金制度の見直しの考えがある
か伺う。

教育長
町長

４． 学校運営について ① 現在の状況について伺う。 教育長

② 問題発生時の学校、教育委員会の
対応について伺う。

教育長

③ 今後の取り組みを伺う。 教育長

9 後藤道子


