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令和４年第３回定例会一般質問

１６番 首藤 正光 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ クヌギ原木の

利用について

平成31年３月定例会で質問した椎茸原木

に適さなくなったクヌギの利用方法につい

て伺う。

① 木質バイオマス発電所と連携しなが

ら、調査研究を行っていくとの答弁であ

ったが、その後の対応は。

② パルプとしての利用はできないのか。

市長

２ 農業用水路に

ついて

令和２年９月定例会で農業用水路の安全

について質問をしたが、その後の対策と経

過を伺う。

市長

３ 都市計画区域

について

都市計画税の負担区域にメリットはあっ

たのか伺う。

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 指定管理者の

選定について

本市の指定管理者選定制度の現状はどの

ようになっていますか。

市長

２ 三重原地区の

悪臭問題につい

て

今年は帰省する家庭が例年より多く、三

重原地区だけでなく、入北地区でも悪臭で

声があがっています。対策等に問題は。

市長

３ 農業について 大分県は米から園芸へと転換を進めてい

ます。本市の米の作付面積について伺いま

す。

市長



豊後大野市 HP版

3

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 「サウナのま

ち」宣言に至る

経緯、その効果

について

① 「サウナのまち」宣言に至る経緯につ

いて。

② 「サウナのまち」宣言以降の波及効果

について。

ア．サウナ利用者数の増減。

イ．サウナ体験施設数（各施設のテント

保有数含む）。

ウ．メディアへの波及効果について。

③ 今後の「サウナのまち」推進体制と事

業について。

④ 「サウナのまち」の今後の課題につい

て。

ア．市民の認知度向上対策。

イ．全国に点在する「サウナのまち」と

いかに差別化を図っていくのか。

市長

２ 空き家対策に

ついて

① 特定空き家の指定内容と条件につい

て。

② 市内における特定空き家の件数につい

て。

③ 特定空き家に対する具体的取組と補助

対策について。

市長
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３ 相続登記義務

化について

① 令和６年４月施行の相続登記義務化の

法律内容について（民事基本法制の改

正）。

② 相続登記義務化に向けた市としての取

組について。

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 自治体デジタ

ル・トランスフ

ォーメーション

（ＤＸ）の推進

等について

総務省は、令和 2年 11 月より、各地方自

治体が、情報システムの標準化、行政手続

のオンライン化などについて計画的に取り

組む方策を検討するため、「地方自治体のデ

ジタルトランスフォーメーション推進に係

る検討会」を４回にわたり開催し、検討会

での議論を踏まえ、「自治体デジタル・トラ

ンスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」

を策定しております。そこで、本市のＤＸ

推進の状況について伺います。

① 本市のＤＸ推進の現状について。

② 今後の課題とその対策について。

③ 行政手続き等の押印廃止について。

市長

２ 部活動の地域

移行について

スポーツ庁の有識者会議は 2022 年 6 月 6

日、公立中学校の運動部活動の目指す姿を

まとめた提言を室伏広治スポーツ庁長官に

手交しました。2023 年度から 2025 年度末ま

での 3年間をめどに、休日の運動部活動か

ら段階的に地域移行するよう提言している

内容となっております。

そこで、本市の運動部活動等の地域移行

の状況について伺います。

① 本市の基本的な考え方について。

② 本市の地域移行の現状について。

③ 懸念される点、課題等の認識について。

④ 課題等の対応策について。

⑤ 文化部活動の地域移行について。

教育長



豊後大野市 HP版

6

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 三重町「内山

公園」周辺の整

備等の計画につ

いて

本年 3 月定例会で、豊後大野市図書館の

レファレンスサービス（調べもの、探しも

の、お手伝いします）についての一般質問

があり、「真名野長者伝説に関して県外から

多くの問合せがあります。」との答弁があり

ました。この真名野長者伝説がきっかけで、

山口県平生町や韓国益山市との交流も始ま

りました。また、県外から多くの問い合わ

せがあるということは、来訪を考えている

潜在的な観光客がいることにつながりま

す。伝説と文化の継承は、人の心を育て、

自分の住んでいる地域をあらためて見直す

きっかけにもなると思います。

かつて、「よみがえる飛鳥ロマン」と銘打

って三重町駅前から内山公園の桜並木まで

行列が行われていた壮大な「真名野長者祭

り」も今はもうなく、内山公園では色あせ

た般若姫の巨大な像がむなしく立ち尽くし

ています。つきましては、このように貴重

な観光資源を備えた「内山公園」周辺をこ

のまま放置しておくのか、今後整備等の計

画があるのか伺います。

市長

２ 葬斎場（三重

葬斎場・大野葬

斎場）の使用料

について

葬斎場（三重葬斎場・大野葬斎場）の使

用料について伺います。

① 市民と市民以外の者によって分けられ

ていますが、それは死亡者のことですか。

葬斎場使用者（喪主等）との区別はどう

なりますか。

市長
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② 県内他市との関係・連携等によって使

用料の違いはありますか。

③ 施設入居等の関係で、住民票を移さざ

るを得なかった方が死亡したときも、市

民以外の者の扱いになりますか。

３ 本市における

マイナンバーカ

ードの普及につ

いて

本市におけるマイナンバーカードの普及

率、普及促進活動の取組について伺います。

市長
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１５番 小野 順一 議員

質問事項 質問の趣旨
答 弁 を

求めた者
答弁者

１ 農業振興につ

いて

地球温暖化による異常気象の多発、新型

コロナウイルスの感染拡大、そしてロシア

によるウクライナ侵攻が続く中、燃料、肥

料、飼料など幅広い農業資材の高騰が大き

な問題となっている。

本年４月 22 日、参議院本会議にて、農業

の環境負荷低減を目指す「みどりの食料シ

ステム戦略」を推進する新法が成立してい

る。以下のことについて伺う。

① 「みどりの食料システム戦略」の概要

と市の取組について。

② 堆肥施用、有機農業促進の取組につい

て。

③ 有機促進に向け教育（学校給食への利

用）との連携は考えられないか。

④ 「バイオ炭（木や竹、もみ殻、剪定枝

などを原料に作られた炭）」の農地施用に

ついて。

市長
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２ ヘリポートの

設置について

地球温暖化の影響で記録的な災害が多発

している。

ヘリコプターにて、災害時での人命救助、

事故や体調不良での救急搬送を受け、一命

をとりとめた方の喜びや感謝の言葉を聞く

一方で、山間部に住む方々にとっては、人

口減少や高齢化に伴い生活に不安を感じて

いる。以下のことについて伺う。

① ヘリポートとしての指定を受けている

場所があるのか。

② ヘリポートの設置についての要件は。

③ 維持管理について。

市長
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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 オール豊後大

野で取り組む認

知症施策につい

て

老人福祉計画・第８期介護保険事業計画

の認知症高齢者施策の充実において「認知

症になっても本人の意思が尊重され、でき

る限り住み慣れた地域で安心して暮らせる

まち」をめざす姿としているが、本市の認

知症の現状と課題について伺う。

① 認知症の現状について。

② 相談窓口の状況について。

③ 昨年度から実施している「脳の健康度

チェック」の進捗状況について。

④ 認知症サポーターの現状と養成講座に

ついて。

市長

２ 本市の救急搬

送の状況につい

て

今夏では、新型コロナウイルスの感染拡

大と熱中症の多発が重なり、救急患者が急

増しているのではないかと危惧されること

から本市の救急搬送の状況について伺う。

① コロナ禍前と比べて、救急搬送の状況

は、どうなっているのか。

② 軽症でも救急車を利用する事例が本市

でもあるのか。

③ 安心見守りボトルの救急隊の活用事例

はあるのか。

④ 今後のＡＥＤや救急講習の開催予定に

市長
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ついて。

３ 本市の特殊詐

欺被害の状況と

対策について

新聞で市内の特殊詐欺被害が複数報道さ

れているが、本市が把握している被害状況

や、豊後大野市消費生活センターの相談状

況と課題について伺う。

① 本市の特殊詐欺被害の状況について。

② 本市の消費生活センターの活用状況に

ついて。

③ 県が作成している「詐欺被害防止ソン

グ」や昔話を使った啓発漫画「大分おか

し話」の活用について。

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 市火葬場の残

骨灰処理業務を

一般競争入札に

付すべきではな

いか

現在、本市と処理業者の間での残骨灰処

理の契約に限っての契約金額は年間４万円

です。令和３年の火葬の件数が三重葬斎場

と大野葬斎場を合わせて 819 件であったこ

とから、１件あたりの単価は約 50 円です。

50 円でも業者がペイするのは残骨灰の中に

貴金属が１件平均で12,000円分（業者調べ）

が含まれているからです。そこで提案です

が、本市も他県の自治体にならって一般競

争入札を実施すべきではないでしょうか。

大分市では近々、一般競争入札を実施の方

向で準備しているようです。

市長

２ 市内の自転車

通学の生徒に対

し、決められた

ことを守る心を

涵養しよう

大分市横尾にある大東中学の自転車通学

の生徒は、横断歩道を横断するときに誰一

人として自転車に乗ったままの生徒がいな

い。その光景に出会ったときに感動さえ覚

えました。道路交通法で決まっていること

とはいえ、できそうでできないことであり

ます。何も「交通ルールを守ろう」と声高

に言いたいわけではありません。横断歩道

のルールを守るという一つのことをきっか

けにして、世の中の様々なルールを守る心

を育てていきたいと思うのです。

教育長

３ 市と指定管理

者との間で交わ

される基本協定

書の改正につい

て

本市と指定管理者契約を交わしている、

ある株式会社との基本協定書には、指定管

理者の定款の記載事項に変更が生じた場合

の指定者（豊後大野市）に対する変更届の

提出義務の規定が欠落しています。株式会

市長
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社をはじめとする法人は、定款記載事項の

ほぼ全ての項目が変更可能です。極論です

が、契約を交わした当時とは似ても似つか

ない会社にすることも商業登記上は可能で

す。

４ (株)ぶんごお
おのエナジーの

第５期事業報告

書への素朴な疑

問について

今年６月定例会で(株)ぶんごおおのエナ
ジーから配布された事業報告（令和３年４

月１日～令和４年３月 31 日）の冒頭にある

「電源高騰を受け、赤字計上となった」と

の記載に疑問を覚えるものです。電気を作

っているメーカーは自社商品（太陽光で発

電した電気）が値上がりしたら儲かると考

えるのが普通ではないでしょうか。

市長
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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 新型コロナウ

イルス感染対策

関連事業の住民

票等コンビニ交

付サービス導入

事業について

① 住民サービス向上のうえで、便利にな

り役に立つ事業だということで、関係す

る一般会計補正予算の採決の際に賛成い

たしました。

どの業者のコンビニで、件数は何件に

なるのか伺います。

② コンビニは比較的住民が多い町中心部

に存在していると考えますが、コンビニ

もない、支所までも遠いところに住んで

いる方たちへのフォローはいかがお考え

か伺います。

市長

２ 椎茸の種駒補

助金と生産者確

保、増収につい

て

① 今年も、全国乾椎茸品評会では優秀な

成績を上げ、大分県は今年も団体優勝と

なりました。華々しい結果ではあります

が、生産者の減少により、生産量、販売

額ともに頭打ちになっている状況です。

ここ数年の生産戸数、生産量、販売額に

ついて伺います。

② 種駒補助金は相当昔からなされていま

すが、当初から種駒補助金の金額は、１

駒あたり１円のままです。当時は種駒が

１駒２円でしたから、半額補助というこ

とでした。現在種駒はほぼ４円に近い金

額になっています。今後見直しの計画は

あるのか伺います。

市長

３ 燃油補助金制 竹田市では、園芸作物に対する燃油補助 市長
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度について 金制度が導入されていますが、本市では対

応を考えているか伺います。


