
豊後大野市 HP版

1

令和３年第２回定例会一般質問

４番 佐藤 昭生 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 本市における

新型コロナワク

チンの接種状況

について

新型コロナウイルス感染症の感染リスク

が高まっている現在、治療薬のない感染症

への対応策はワクチン接種しかないと思い

ます。そして、市民への不安を少しでも和

らげるための情報提供も必要です。

そこで、以下について伺います。

① 現在の接種率はどの位ですか。

② 国からのワクチン供給の見通しは立っ

ていますか。また、現時点で不足してい

ませんか。

③ 接種はいつ頃完了しますか。

市長

２ 市役所内にお

ける新型コロナ

ウイルス感染症

対策について

市民には３密の回避を呼びかけながら、

市役所内には密の状態にある職場（例えば、

上下水道課や教育委員会など。）が見受けら

れます。一人でも感染し、クラスターが発

生したら、担当課の機能がストップし、市

民への行政サービスに支障をきたすことか

ら、その対応策について伺います。

① 市民と接する窓口業務や現場業務など

の取組について。

② 各職場内の取組について。

市長
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３ 支所及び公民

館の今後の活用

について

三重町を除く各町に、耐震性の確保と災

害時の避難所、地域コミュニティの交流拠

点として、支所及び公民館が新築又は改築

されました。支所には、その役割として、

市民の安全・安心確保のために災害時等の

迅速な対応が求められます。現場での判断

が問われる際に、すべて本庁決裁では間に

合わない場面が生じるのではないかと思い

ます。支所の適正人員の配置と支所長決裁

のできる予算配分や支所長権限の強化につ

いて伺います。

市長
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５番 春野 慶司 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 議員報酬日当

制について

選挙公約に「ワンイシュー」で掲げたこ

とから、市長の所見を伺う。

市長

２ 新型コロナウ

イルス感染症対

応地方創生交付

金の使途につい

て

本定例会において、令和３年度一般会計

補正予算（第３号）として、交付金を充て

た感染症対策関連事業が多く提案されてい

る。この交付金については、コロナ対応の

取組であれば自由に使えるとはいえ、充当

するには厳しいと感ずる事業もある。損得

の問題でなく、一般財源でやるべきことは

一般財源でと思うが、その考えを伺う。

市長

３ 人口減少を見

据えた政策の立

案について

合併から今日までの本市の人口推移を見

ると、毎年度ほぼ 500 人前後の減少が続い

ている。この人口減少を食い止めることは

簡単なことではない。これを踏まえて、人

口減少を前提にした施策の展開が今後望ま

しいと考えるが、市長の考えを伺う。

市長
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１番 川野 辰徳 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 夏秋ピーマン

の生産性向上と

新規就農者の確

保について

① 本市は、農業を基幹産業としており、

「大分の野菜畑」を自認しています。本

市の最大の園芸品目は夏秋ピーマンであ

り、市町村別で西日本一の産地でありま

した。しかしながら、農林水産省の令和

２年12月発表の令和元年度野菜統計によ

りますと、夏秋ピーマンの出荷量は、臼

杵市が大分県で１位（全国２位）となっ

ており、本市は西日本１位どころか大分

県で２位となっています。

この現状の認識と課題、そして夏秋ピ

ーマンの生産性を向上させるために今後

どう取り組まれるのか伺います。

② 本市の農業振興には、新規就農者の確

保が必要です。しかしながら、新規就農

者にとって、本市の就農条件は厳しく、

その環境整備（例えば、本市には農業に

不可欠な育苗センターや堆肥センターが

ない。）も十分でないと感じています。そ

こで新規就農者の確保対策について伺い

ます。

市長

２ 三重原地区の

悪臭問題につい

て

三重原地区の悪臭問題については、これ

までも一般質問等がなされてきましたが、

いまだに問題解決に至っていません。そこ

で、悪臭問題について、現状と今後の取組

について伺います。

市長
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１１番 川野 優治 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 地方創生につ

いて

本市では、2021 年４月から、第２期豊後

大野市まち・ひと・しごと創生総合戦略が

スタートしているが、何を基本目標にして、

地方創生に取り組むのか。戦略の中味につ

いて伺う。

市長

２ バイオマス発

電所周辺の整備

について

バイオマス発電所周辺には、入浴施設や

農作物の加温施設などが計画されていた

が、発電所からの粉じん被害が問題となり、

計画は一旦白紙となった。

周辺整備には市民の期待も高いことか

ら、その後の粉じん問題の進展と計画を復

活させることはできないのか伺う。

市長

３ 所有者不明の

土地について

所有者不明の土地が急増していること

が、全国的に問題となっている。わが市の

現状はどうなっているのか伺う。

市長
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９番 吉藤 里美 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 市職員の時間

外勤務の実態と

職員配置等につ

いて

現在は、通常の業務に加え、新型コロナ

ウイルス感染症対策が最大の課題となって

おり、ワクチン接種が進んでいるところで

す。先月、本市を含む県内４市のワクチン

接種担当者の残業時間が80時間を超えてい

るとの報道がありました。そこで、次の３

項目について伺います。

① 市職員全体の時間外勤務の状況につい

て。

② 新型コロナワクチン接種担当の職員配

置について。

③ 事務事業の見直しについて。

市長

２ 持続可能な財

政運営について

① 令和２年12月に示された令和７年度ま

での中期財政計画において、令和４年

度・令和５年度の地方債の額が、令和元

年に示された額の倍額になっているが、

その要因を伺います。

② 当面の市の財政について、健全化を示

す指標はどのように見込んでいるのか伺

います。

市長

３ 不妊治療の現

状と今後の取組

について

不妊治療については、条例に規定し、そ

の医療費の助成を行っており、対象となる

治療の拡大をしてきました。国においては、

令和４年４月から公的医療保険適用を実施

市長
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する方針とされており、妊娠を望むご夫婦

の負担軽減が図られるものと期待していま

す。

しかし、治療費の負担だけではなく、働

きながら治療する場合の仕事との両立の問

題や、遠距離通院の負担などの課題も指摘

されています。

そこで以下の点について伺います。

① 市内における不妊治療の現状につい

て。

② 職場における不妊治療に対する理解に

ついて。
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２番 工藤 秀典 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 市内の新型コ

ロナワクチン接

種について

本市において、高齢者から順次新型コロ

ナウイルスのワクチン接種が進められてい

る状況です。現在の接種状況等と今後の取

組について伺う。

① 接種が可能な医療機関がない朝地町に

ついて、今後どのような取組を行うのか。

② 移動手段を持たない高齢者に対しての

フォローはどうなっているのか。

③ 接種可能な医療機関が近くになく、タ

クシー等を利用して既に接種を終えた高

齢者に対する支援をどのように考えてい

るのか。

市長

２ 農業後継者の

育成と新規参入

について

大分の野菜畑「豊後大野」であり続ける

ために、農業後継者の育成と新規参入が重

要です。現状と今後の取組について伺う。

① 昨年、農業後継者として新たに就農し

た人は何人いるのか。野菜、畜産、椎茸

など部門別に伺う。

② 70 歳以上の畜産経営者は何人いるか。

③ インキュベーション事業は成功してい

るように感じるが、ほかの部門でのイン

キュベーション化はできないか。

④ 今後、後継者を増やす取組はどのよう

市長
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なものを考えているのか。
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３番 高野 辰代 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ コロナ禍にお

ける健康体操教

室の状況と今後

の展開について

① コロナ禍における健康体操教室の状況

と高齢者の生活不活発によるコロナフレ

イル（虚弱）の現状及び今後の対応策に

ついて伺う。

② 健康体操教室の会場である自治公民館

の環境整備が急務であるが、自治公民館

整備支援事業の現状（事業の概要、利用

状況、周知の仕方及び補助事業希望自治

会の集約方法と採択の方法等）を伺う。

市長

２ 「豊後大野か

るた」の活用に

ついて

豊後大野市青年団なないろベースが 2018

年に作成し、翌年市に寄贈している「豊後

大野かるた」は、本市の魅力や宝物などを

109 の読み札・絵札にしたもので、まさに市

の宝と考えるが、その活用状況について伺

う。

また、子どものときから、郷土を知るこ

とで郷土愛が深まり、人口減の抑制につな

がると考えるが、教育委員会が実施してい

る郷土学の概要と、学校での「豊後大野か

るた」の活用について伺う。

市長

３ ＳＮＳでの豊

後大野市ＰＲの

状況について

ホームページやＳＮＳを活用した情報発

信は、市を活性化し、ふるさと納税額にも

直結すると考える。ＰＲの手段として、市

のホームページやＳＮＳがあるが、その現

状と課題について伺う。

市長
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８番 嶺 英治 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 豊後大野市居

宅介護用品事業

の現況について

本年３月に「豊後大野市居宅介護用品券

交付事業実施要綱」が改正された。この事

業の状況を伺う。

① 前年度と今年度の申請状況について。

② 改正理由と改正手続きについて。

③ 今後の見込みについて。

市長

２ 支所の改築に

伴う付帯施設整

備について

令和２年度に市内に６ある支所の改築が

終了した。その改築に伴う旧支所の整理と

現支所の付帯施設について伺う。

① 旧支所の整理予定について

② 現支所の付帯施設の整備計画の予定に

ついて

市長
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７番 後藤 雅克 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 大原総合運動

公園大型複合遊

具等整備事業に

ついて

新型コロナウイルス感染症の感染予防対

策として、大原総合運動公園に設置予定の

大型遊具を整備する事業について伺う。

① 事業に至った経緯について。

② なぜ大原総合運動公園に設置するの

か。

③ 事業費と財源について。

④ 整備にあたり、十分な検討、議論がな

されているのか。

市長

２ 新型コロナウ

イルス感染症の

影響に対する支

援策について

中小企業・個人事業主が新型コロナウイ

ルス感染症の影響を１年以上にわたり受け

ている現状を踏まえ、第 64 号議案令和３年

度一般会計補正予算（第３号）以外につい

て、本市における今後の経済対策について

伺う。

市長

３ 市報ぶんごお

おのについて

市報ぶんごおおのについて、「お誕生おめ

でとう」及び「おくやみ申し上げます」が

令和３年５月号より掲載されていない件に

ついて伺う。

市長



豊後大野市 HP版

13

６番 原田 健蔵 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 市長２期目を

向かえた政治姿

勢について

① 今回無投票当選に対する受け止めは。

② 予算編成の基本理念と方針は。

③ 少子高齢化、人口減少に加えての、こ

のコロナ禍。将来的に国の財政逼迫がま

すます予想される中、その備えは。

市長

２ ＪＲ三重町駅

周辺まちづくり

について

① 大分県・豊後大野市各直轄事業の手続

き及び進捗状況と今後のタイムスケジュ

ールについて。

（駅前駐車場・駅横公園及び駐車場と

道路整備）

② 朝・夕の駅周辺の交通渋滞対策につい

て。

③ 駅北側の利便性向上のため、ＪＲ南北

自由連絡通路設置について。

（大原総合運動公園への安全通路の確

保・通勤通学の分散）

④ 空き店舗・空き地対策について。

（市場区を含めた商店街の活性化対策）

市長
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１０番 穴見 眞児 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 地域振興につ

いて

第２次豊後大野市総合計画後期基本計画

が示されました。

今後の本市を見据えてどのような施策に

より地域振興を諮っていくのか伺います。

① 地域振興協議会の推進について、今後

の取組を伺います。

② 人口減少が進む中、過疎地域ではコミ

ュニティバスの存続について不安視する

声があります。現在の利用状況等につい

て伺います。

市長

２ 教職員の労働

環境について

現在、コロナ禍の中にあり、学校現場で

も感染予防等に苦労されていることと思い

ます。また、本市では小中一貫校の取組も

始まっています。このような状況での教職

員の労働環境について伺います。

① 学校現場での長時間労働について、市

内の学校の現状を伺います。

② 小中一貫校の取組も始まっている中で

長時間労働についても懸念されています

が、今後の取組について伺います。

教育長


