
【梅木 勇 議員 一般質問】 

 

 

令和２年 第４回 定例会 

１ ７月豪雨の災害復旧について 

（１） 農林業復旧について 

（２） 市単独農地復旧について 

 

２ 錦江町の排水等の対策について 

（１） 実施設計に伴う工事計画の概要は 

（２） 計画の実施は 

 

３ ミカンコミバエの防除について 

（１） 本市の生息調査は 

（２） 確認された場合の対応は 

 

４ 振興会から要望の実施状況について 

（１） 実施件数と実施率は 

（２） 未実施の要望箇所の対応は 

 

 

令和２年 第３回 定例会 

１ ７月豪雨災害について 

（１） 被害の状況について 

（２） 復旧について 

（３） 災害防止対策について 

 

２ 道の駅及び森の駅について 

（１） コロナ発生に伴う対応・状況について 

（２） 施設整備について 

（３） 指定管理者募集状況について 

 

 

令和２年 第２回 定例会 

１ 災害時の避難について 

（１） 避難の在り方について 

（２） 避難所についての対応は 



（３） 啓発・周知をどのように図るか 

 

２ 地域活性化活動推進について 

（１） ボランティア保険の活用状況について 

（２） 道路等の除草や環境美化活動等の支援について 

 

３ 地区公民館について 

（１） 体制と運営について 

（２） 会計年度任用職員について 

（３） 新体制制度をどのように受け止めているのか 

 

 

令和２年 第１回 定例会 

１ 令和２年度の予算について 

（１） 振興会等からの要望の実施状況は 

（２） 体験型交流観光ビジネスモデル確立事業について 

（３） 浄化槽設置事業（宅地内配管工事補助分）について 

 

２ 鳥獣害対策について 

（１） これまでの取組、対策は 

（２） 農作物への被害と捕獲状況等は 

（３） 対策拡充について 

 

３ 強風による農業被害について 

（１） 被害（作物・施設・金額など）の状況は 

（２） これまでの対応は 

（３） 被災農家への支援について 

 

 

令和元年 第４回 定例会 

１ 消防団について 

（１） 組織と活動状況について 

（２） 資火災等発生時の団員への伝達について 

（３） 団員の出動について 

（４） 団員の確保について 

 

２ 高齢者地域見守り対策について 



（１） これまでの取組について 

（２） 更なる拡充を 

 

３ 働き方改革について 

（１） 認識推進について 

（２） 企業応援について 

（３） 市役所における対応は 

 

 

令和元年 第３回 定例会 

１ ごみの回収について 

（１） 収集状況を聞く 

（２） 資源物のリサイクル対策は 

（３） 粗大ごみについて 

 

２ 広域交通ネットワークについて 

（１） 錦江湾横断道路建設・大隅横断道路建設構想の推進状況を聞く 

（２） これからの推進について 

 

３ 新規農作物について 

（１） 試験栽培の結果を聞く 

（２） 今後の取組は 

 

 

令和元年 第２回 定例会 

１ 市道の改良について 

（１） 内ノ野線、元垂水原田線のこれまでの工事概要について 

ア 今後の計画について 

イ 工事区間の関係者に工事概要の事前説明を 

ウ 工事は複数工区に分けて 

 

２ 治山対策について 

（１） 台風災害等による山崩れの対応は 

（２） 急傾斜地崩壊危険箇所に対する整備要望の対応は 

 

３ 錦江町の排水について 

（１） 現状をどのように認識しているか 



（２） 垂水９号線の測量設計業務委託について 

 

４ 固定資産家屋全棟調査について 

（１） 調査の必要性について 

（２） 調査内容について 

（３） 空き家調査の内容は 

 

 

平成 31年 第１回 定例会 

１ ３期目の抱負について 

（１） 第一次産業の抱負について 

（２） 新たな施策について 

ア 保育料補助、病児・病後児保育制度 

イ 高校生までの医療費無料化 

ウ 温泉入浴券補助、敬老パス補助 

エ たるみず島津家祭りとお宝展 

 

２ 空き家対策について 

（１） 各種事業の取組・実績について 

（２） 県の空き家改修補助について 

ア 県居住支援協議会の認識は 

イ 改修補助を活用すべきでは 

 

３ 猿ヶ城・森の駅たるみずについて 

（１） ４月からの直営について 

（２） 指定管理者が行った運営の継承は 

（３） 来客の誘致対策は 

 

 

平成 30年 第４回 定例会 

１  廃校中学校について 

（１） 跡地について、これまでどのように検討・対応がなされてきたのか 

（２） 今後どのように考えているか 

（３） 利活用に向けた地域住民の声を聞く必要はないか 

 

２  ふるさと納税について 

（１） 今年度、これまでの寄付状況と歳入予算額の達成見込みについて 



（２） 返礼品の状況について 

（３） 地場産返礼品の新たな拡充が必要ではないか 

 

３  新規農作物について 

（１） ミシマサイコ等のこれまでの栽培状況について 

（２） 出荷方法等、先進地等の調査は行われているか 

（３） これまでの栽培を検証して普及の可能性は 

 

 

平成 30年 第３回 定例会 

１ ごみ対策について 

（１） 補助金制度の目的と実績を聞く。また、活用状況の認識は  

（２） 補助金制度の他市町の状況を聞く  

（３） ごみ処理委託料の算定はどのように行われるのか  

（４） 補助金単価の増額見直しをすべきではないか  

 

２ 来たる選挙について 

（１） 各選挙の前回の投票率を聞く  

（２） 期日前投票所を増やせないか  

  

３ まちづくりについて 

（１） 地域振興計画による各地区の活動状況を聞く  

（２） これからの推進は  

（３） 各地区の活動や市の取組には、さらに拡充や活性化の人材が必要ではないか  

 

 

平成 30年 第２回 定例会 

１ 山崩れ等の治山対策について 

（１） 平成 28年台風 16号による山崩れの復旧整備状況を聞く 

ア 未整備箇所の対応、計画は 

（２） 急傾斜地崩壊対策事業について 

 

２ グランドゴルフ専用練習場の設置について 

（１） たるみずスポーツランドの利用状況を聞く 

（２） たるみずスポーツランド以外の施設を利用されていることの認識、また、陳情書

に対してどのような思いか 

（３） 垂水地区に専用練習場を設置すべきでは 



 

３ 移住促進対策について 

（１） これまでの移住促進について聞く 

（２） 空き家バンクの取組について 

ア 農地付き空き家の登録を 

イ 農地の下限面積について 

 

 

平成 30年 第１回 定例会 

１ ６次産業化について 

（１） 市長の思いを聞く 

（２） これまでの推進・取組について 

（３） 支援を受けた事業者の状況は 

 

２ ごみ対策について 

（１） 収集について 

ア 収集状況は 

イ リサイクルの状況は 

ウ リサイクル率の対策は 

（２） 補助金制度について 

ア これまでの実績は 

イ 交付団体の登録者数・回収業者は 

ウ 補助の見直しは考えられないか 

 

 

平成 29年 第４回 定例会 

１ 新規作物について 

（１） ミシマサイコの栽培状況を聞く 

（２） これまでの栽培で問題点、課題は何か 

（３） 来年度の取組計画は 

 

２ 子育て支援について 

（１） 病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の内容を聞く 

（２） 病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の実績は 

（３） 病児・病後児保育事業所の開設はできないか 

 

３ 地震・津波対策について 



（１） 鹿児島湾を震源とする地震頻発をどのように認識しているか 

（２） 学校の避難はどのようになっているか 

（３） 避難経路は十分か 

（４） 新庁舎建設に対する考えは 

 

 

平成 29年 第３回 定例会 

１ 空き家対策について 

（１） 空き家対策事業の実績を聞く  

（２） 課題はないか  

（３） 対策委員会・協議会の開催状況は  

（４） 調査等の計画は進められているか  

 

２ 自治公民館について   

（１） 位置づけと認識は 

（２） 付属設備の助成はできないか  

   

３ 放置竹林について   

（１） 農地等と住宅地域の現状の認識について  

（２） 対応・対策をどのように進めるか  

 

 

平成 29年 第２回 定例会 

１ ふるさと納税について   

 （１） 総務省通知について  

 （２） 事務処理について  

 （３） 実績と返礼率の見直しは  

 （４） 返礼品拡大は  

   

２ 新農業委員会制度について   

 （１） 改正の内容は  

 （２） 農業委員について  

 （３） 農地利用最適化推進員について  

 （４） 条例の改正・制定は  

 

 

平成 29年 第１回 定例会 



１ 農村地域防災減災事業について  

 （１）ため池の所在と管理状況は 

 （２）ハザードマップについて 

  ア 必要性について   

  イ どのような情報を掲載されるのか   

  ウ マップの周知等は   

２ 新規農作物について  

 （１）選定作物は決定されたか 

 （２）作物の消費動向・市場性は 

 （３）作付対象農家は 

 （４）作付・育成・管理作業等の指導は 

３ 集落水道について  

 （１）水道の現状と衛生・安全等について 

 （２）点検業務・水質業務委託の内容は 

 （３）これからの在り方について 

４ 浄化槽設置整備事業について  

 （１）合併処理浄化槽設置のこれまでの実績は 

 （２）今年度からの市内業者に依頼した場合の上乗せ補助の効果は 

 （３）普及率は 

 

 

平成 28年 第４回 定例会 

１ 台風 16号災害について 

（１） 災害協定は活用されたか 

（２） 避難所について 

（３） 被害の状況と復旧の見通しは、また体制は十分か 

２ 勤務時間の管理について 

（１） タイムカード導入のメリット・デメリットは 

（２） 時間外勤務の状況は 

ア 状況の認識は 

イ 現状をどのように解消すべきか 

３ 新規作物について 

（１） どのように検討されたのか 

（２） 選定作物について  

 

 

平成 28年 第３回 定例会 



１ 定住促進事業について 

（１） これまでの取組と各事業の実績はどうだったか 

（２） 空き家バンク登録について 

ア これまでの登録と空き家件数は 

イ 現在の登録件数をどのように考えるか 

ウ 登録件数を増やすには 

２ 県果樹試験場の移転について 

（１） その後の経過・動向は 

（２） 移転をどのように考えているか 

（３） 跡地有効利用の検討は 

 

 

平成 28年 第２回 定例会 

１ 防災地震対策について 

（１） 建築物・水道管の耐震化について 

ア 改修促進するための環境整備は 

イ 改修計画の目標達成・検証は 

ウ 水道管は 

（２） 未整備の改良促進について 

ア 市有公共建築物・民間特定建築物への対応は 

（３） 危険ブロック塀への対応について 

ア 調査・安全指導は 

（４） 仮設用地の選定について 

ア 国からの要請は 

（５） 耐震化に対する支援について 

ア 補助、周知は 

２ 地域おこし、活性化について 

（１） これまでの取組みについて 

（２） これからの推進について 

（３） 新たな取組みについて 

ア サイクリングロード、地域おこし協力隊、地域支援員は 

 

 

平成 28年 第１回 定例会 

１ 市道の整備について（元垂水原田線の道路改良について） 

（１） これまでの整備状況は 

（２） 今後の計画は 



（３） 道路中にある施設について 

（４） 上市木橋について 

２ 地域づくり・人づくりについて 

（１） 地域づくりについて、これまでどのように進めてきたのか 

（２） 地域を支える人材の育成について、具体的な取組は 

３ 防災・自主避難について 

（１） 地域との協議はどのようになされたのか 

 

 

平成 27年 第４回 定例会 

１ 防災について 

（１） これまでの対策はどうだったのか 

（２） 避難所について 

２ 文化施設等について 

（１） 文化イベントの成果と課題はないか 

（２） アトリエ、顕彰碑の移設はできないか 

 

 

平成 27年 第３回 定例会 

１ 鳥獣被害対策について 

（１） 被害について 

これまでの被害の状況について。 

（２） 被害防止について 

 どんな対策がなされてきたのか。その効果は。 

（３） 今後の対策について 

 さらに前進した対策はできないか。 

２ ふるさと納税について 

（１） 実績と逆に住民税の控除額について 

 これまでの状況は。 

（２） 取組状況について 

 どのような取組がなされてきたのか。 

（３） 今後の方策について 

 納税の増大に向けたさらなる展開はできないか。 

 

 

平成 27年 第２回 定例会 

河崎川流域の防災について 



 １ 河床整備について 

（１） 雑草が覆い繁っているが、整備をどのように進められるのか。計画は。 

 ２ 河川に架かる橋梁の安心・安全について 

（１） 鉄道跡道路の沖田橋から上市木橋までの橋梁の安全点検はどうなっているの

か。 

 ３ 急傾斜地について 

（１） 急傾斜地崩壊危険箇所の看板が立てられている所があるが、看板を立てたま

まで対策は執られないのか。 

 ４ 砂防事業の予算について 

（１） 平成 27年通常砂防事業に予算が付けられていますか。内容をお聞かせくださ

い。 


