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一 般 質 問 



 

順序 質問者 質問事項 要        旨 

1.1.1.1.スクールバススクールバススクールバススクールバスのののの運行運行運行運行    

とととと運営運営運営運営についてについてについてについて    

    

(答弁者: 町長、 

教育長) 

(1) スクールバスの料金は無料になるのか。 

(2) スクールバスは何コースあるのか。運営方法はどのよう

にするのか。 

(3) スクールバスの購入と年間の維持管理費はどのくらい

かかるのか。。 

(4) 福島交通の路線バスをどのように利用していくのか。 

2.2.2.2.事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ作業作業作業作業によによによによ

るるるる影響影響影響影響についてについてについてについて    

 (答弁者: 町 長) 

(1) 政府の事業見直しは、来年度の予算編成に影響はないの

か。 

(2) 予算の削減と無駄を省くため、事業仕分け作業をする考

えはないか。 

１ 

 

 

 

 

４番 

岡部岡部岡部岡部    政一政一政一政一    

3.3.3.3.雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて    

    

(答弁者: 町 長)    

(1)卒業しても仕事がない、この状況を認識し、雇用創出を

どのように考えているか。 

(2)雇用創出のための事業所との懇談会、または雇用状況な

ど意見交換はしているのか。 

２ 

 

１番 

佐藤佐藤佐藤佐藤    弘信弘信弘信弘信    

 

1.1.1.1.新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領のののの対対対対

応応応応についてについてについてについて    

    

(答弁者: 教育長)    

(1) 教育委員会としてどのように対応し、児童・生徒の「知」 

「徳」「体」のバランスや学力向上をどのように形成するか。 

(2) 現場教職員の中には、丁寧に教える余裕がなくなるなど

不安があるようだが、それらへの対応策は。 

(3) 理科においては実験等が増え、実験器具等も確保しなけ

ればならないと思うが、予算措置の対応は。 

(4)中学校１・２年生では武道が必須となります。「柔道」

「剣道」「相撲」となっておりますが、どれを選択し、どの

ような方法で。 

(5)緑の少年団活動、やぶさめ太鼓の演奏等全国に誇れる素

晴らしいものがある。統合後も活動を望むが教育委員会と

しての見解は。 

1.1.1.1. 在宅介護在宅介護在宅介護在宅介護のののの実態実態実態実態にににに

ついてついてついてついて    

(答弁者: 町 長)    

(1) 特別養護老人ホーム入所待機者の現状を踏まえ、在宅介

護の実態と今後の対応、目指すべき介護事業の在り方

は。 

３ ６番 

佐藤佐藤佐藤佐藤    一夫一夫一夫一夫    

2.2.2.2. 統合小学校統合小学校統合小学校統合小学校についについについについ

てててて    

    

(答弁者: 教育長)    

(1) 建設事業は、想定された計画に基づき経過しているか。 

(2) 厳しい財政事情を考慮し、事業執行にはどのような努力

をしているか。 

(3) 増築される校舎本体の予算はどのくらいか。 

(4) 開校時に向け、スクールバス購入・教育備品など予想さ 

れる経費は。 

(5)スクールバス路線は決定されたのか。決定されたとすれ 

ば、どのような経過で。利用料についてはどのような考 

えを持っているのか。 



 

順序 質問者 質問事項 要        旨 

４ 

 

 

５番 

矢内矢内矢内矢内    泰吉泰吉泰吉泰吉    

1.1.1.1.国道国道国道国道３４９３４９３４９３４９号線山上号線山上号線山上号線山上

地区地区地区地区のののの道路改良計画道路改良計画道路改良計画道路改良計画

についてについてについてについて    

(答弁者: 町 長)    

(1)県への要望活動はどのように行っているのか。 

(2)未改良区間の改良見通しについて、県の考えはどうなっ

ているか。 

 

５ ２番 

佐川佐川佐川佐川    勇司勇司勇司勇司    

1.1.1.1.中山間総合整備中山間総合整備中山間総合整備中山間総合整備とととと今今今今

後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みについみについみについみについ

てててて    

    

(答弁者: 町 長)    

    

    

(1) ふるどの東地区事業計画策定経過内容と進捗状況は。 

(2) この事業の総事業予算と国・県の補助率及び町負担は。 

(3) 政府の行政刷新会議・事業仕分けの影響はどうなのか。 

(4) 農水省の支援制度、次年度も残ると報道されている中山

間地域直接支払制度の内容は。 

(5) 中山間地の農道整備、用排水路整備等に、今後どのよう

に取り組んでいくのか。 

６ ３番 

高木高木高木高木    節男節男節男節男    

    

1.1.1.1. 本年度本年度本年度本年度のののの事業執行事業執行事業執行事業執行

状況状況状況状況とととと次年度次年度次年度次年度のののの予予予予

算編成算編成算編成算編成についてについてについてについて    

(答弁者: 町 長)    

(1) 本年度の事業の執行状況は。 

(2) 次年度の予算編成への基本的考えは。 

(3) 次年度の重点事業は。 

７ １１番 

関根関根関根関根    角男角男角男角男    

1.1.1.1. 事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けによるけによるけによるけによる

我我我我がががが町町町町のののの来年度来年度来年度来年度のののの

予算見通予算見通予算見通予算見通しについしについしについしについ

てててて    

(答弁者: 町 長)    

(1)来年度の予算に係る影響はどうか。 

(2)事業仕分けにより、町内で関連する件数は。 

(3)公共事業の減少による町内の経済状況と納税に及ぼす 

影響はないのか。 

(4)小学校統合によるバス購入補助金も廃止されるのか。 

1.1.1.1. 今後今後今後今後のののの町政運営町政運営町政運営町政運営とととと

次年度次年度次年度次年度のののの施策施策施策施策につにつにつにつ

いていていていて    

    

(答弁者: 町 長)    

    

(1) 政権交代の政治状況の中で、地方に関わる問題をどう見

ているのか。その中での町政運営をどうしたいと考えて

いるのか認識を伺います。 

(2) 国の緊急対策事業は次年度も取り組む見通しはあるの

か。また、継続的な事業展開についてどう考えているの

か。 

(3) 雇用の問題は特に深刻ですが、高校生の就職状況の把握

と支援についてはどう対処しているのか。 

(4) 町長談話室と言う観点から見て、町民の声の中から次年

度に向けた施策につながるものはあるのか。 

８ ８番 

岡部岡部岡部岡部    淳一淳一淳一淳一    

2.2.2.2. 法人化法人化法人化法人化されるされるされるされる「「「「おおおお

ふくろのふくろのふくろのふくろの駅駅駅駅」」」」今後今後今後今後

のののの運営方向運営方向運営方向運営方向はははは    

    

(答弁者: 町 長)    

    

(1) 法人化する利点は何か。また、法人化するための主体的

な体制と資本金などはどうなるのか。 

(2) 法人化に向けた具体的な話し合い、現在の状況は。 

(3) これまでの体制や、取り組んできた事業にどんな変化が

出ると思うのか。 

(4) 生産物直売所そのものの改善、拡充策について具体策は

考えているのか。 

 



 

順序 質問者 質問事項 要        旨 

3.3.3.3. 公民館内公民館内公民館内公民館内のののの図書館図書館図書館図書館

及及及及びびびび周辺整備周辺整備周辺整備周辺整備につにつにつにつ

いていていていて    

    

(答弁者: 町 長)    

    

(1) 現在の利用状況をどうとらえているのか。また、今後の

改善策について具体的な方向性は考えているか。 

(2) フラガールを撮影した建物は、今後どうしたいと考えて

いるのか。 

(3) 各施設に通じている町道３３８路線を改良すべきと思

うが、計画はあるのか。 

(4) ３３８路線終点地の町有地は、どのような利用方法があ

ると考えているのか。 

８ ８番 

岡部岡部岡部岡部    淳一淳一淳一淳一    

4.4.4.4. スクールバススクールバススクールバススクールバス運行運行運行運行

とととと学校統合学校統合学校統合学校統合のののの諸問諸問諸問諸問

題題題題についてについてについてについて    

    

(答弁者: 町 長)    

    

(1) スクールバス運行についての話し合いの経過と結果は。 

(2) 幼児教育におけるスクールバスについては、どんな議論

が交わされてきたのか。 

(3) 町として、統合に伴う各部会などの今後の進め方、問題

点をどう整理しているのか。 

 

 


