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一般質問は、６月１３日（木）に順位１～５を、１４日（金）

に順位６～８を行う予定です。 
 

 

 

順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ ７番 

尾形 英明 

１ 三陸北部森

林管理署用地

の道路整備の

進捗状況につ

いて 

 当該道路の整備については再三再四質問

してまいりました。答弁は用地を無償で借

りて町道認定し、豊間根地区の排水路整備

事業と合わせて実施するとのことでした

が、排水計画を含めた進捗状況をお伺いし

ます。 

２ 山田町健康

増進センター

補修計画と今

後の管理運営

について 

（１）昨年の６月定例会で同僚議員が屋根

の補修などについて質問した際の答弁

は、補修計画を策定し実施したいとの

ことでしたが、その後の経過について

お伺いします。 

（２）同センターは東日本大震災発生時、

遺体安置所として使用した経緯があり

ます。他市町村では遺体安置所に使用

した施設を解体、撤去しているようで

すが、他市町村の状況も踏まえ、今後

どのような管理運営をしていくのかお

伺いします。 

令和元年第２回山田町議会定例会 

一般質問通告の要旨 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ ７番 

尾形 英明 

３ 仮設住宅の

集約化並びに

仮設店舗及び

作業施設の撤

去について 

（１）仮設住宅の集約化はどのような状況

かお伺いします。 

（２）中小機構が設置した仮設店舗及び作

業施設等において、貸付期間が終了し

た施設の撤去は完了済みと思います

が、まだ実施していない施設はあるの

かお伺いします。その場合、どのよう

な理由なのか併せてお伺いします。 

２ 12番 

山崎 泰昌 

１ 過疎地域自

立促進計画に

ついて 

（１）産業振興に掲げてある「新たな観光

拠点整備事業」の進捗状況は。 

（２）「オランダ島整備事業」のほかにも町

内にある観光資源の活用策を提言して

きたが、町はどのように取り組んでき

たか。 

（３）「つくり育てる漁業の再生事業」にお

いて町独自の補助金を支給している。

12月定例会で、今後、新たな養殖種目

の導入について検討を進めると聞いた

が、具体的な説明を求める。 

（４）交通体系の整備において「田の浜地

区低地部道路の新設」と「町道織笠・

外山線の拡幅改良工事」の進捗状況は。 

（５）町営バス購入・運行事業において、

タイムスケジュールを町は設定してい

るのか。 

（６）鉄道施設は通学や日常生活を営む上

で、順調に利用されているのか。 

２ 復興事業の

完遂について 

（１）仮設住宅の撤去や集約化はどのよう

に進んでいるのか。また、みなし仮設

の扱いはどのようになるのか。 

（２）以前質問した信号機の設置は進んで

いるのか。新たな標識、案内板の設置

計画はあるのか。 

（３）復興事業従事者の町外流出が目に見

えて進んでいる。今後の町への経済的

影響が大きいと感じるが、町の見解と

対応策は。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

３ 13番 

吉川 淑子 

１ 地域公共交

通計画につい

て 

 地域公共交通計画について、12月定例議

会において質問したが、その際、交通弱者

や高齢者の移動手段の確保は重要課題と捉

えているので具体的に検討していくとの回

答を得た。その後の地域公共交通網形成計

画策定について詳しく説明せよ。 

２ 山田の海を

守る会につい

て 

 震災後８年が過ぎたが、山田の海を守る

会の活動が休止状態となって久しい。今こ

そ山田町の海を守るための活動が町民から

期待されていると思うが、海を守る会につ

いて、海を守る推進事業も含めて、今後ど

のように考えているのか詳しく示せ。 

４ ８番 

関  清貴 

１ 町民総合運

動公園につい

て 

 町民の体力向上を図るとともに、県内外

の各種大会を開催し、町の交流人口の増に

寄与している町民総合運動公園であるが、

次のことについて伺う。 

（１）野球場では国体を開催し、復興支援

に対する感謝の気持ちを全国の皆様に

伝えたが、今年に入り野球場を見ると、

芝が枯れ国体を開催した競技場のイメ

ージはなくなっていた。今後、野球競

技を通じ、アスリートが満足したパフ

ォーマンスができるように芝はもちろ

ん、施設管理を適正に行い、町民が誇

る野球場として管理、運営すべきと考

えるがいかがか。 

（２）飲料水はスポーツをする上で体調管

理の面からも重要と考える。運動公園

の水道は昨年から飲み水としての利用

ができておらず、今年もいまだに改善

されていないようである。間もなく夏

場を迎えるが、今年も昨年同様の状況

が続くのか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ ８番 

関  清貴 

２ 学校再編に

伴う施設運営

について 

 学校再編に伴い、閉校した校舎、体育館

の利用については、委員会を設置して検討

するようであるが、次の点について伺う。 

（１）現在、学校開放で利用している方々

は引き続き利用できるのか。 

（２）中学校が一つになるが、町民グラン

ドのテニス場は施設が老朽化して部活

動でも不便を来している。そこで新た

に全天候型のコートを整備し、高台に

居を構えた人たちが気軽にテニスがで

き、通常は中学校が部活動に使用でき

るような施設とする考えはないか。 

３ 産業振興に

ついて 

（１）本町の総合計画でまち・ひと・しご

と創生総合戦略により地域商社ができ

たが、今後どのような方向に進み、発

展させていくのか。今までの実績と今

後の展開を伺う。 

（２）駅前に観光バスが停車し、観光客を

乗降させる駐停車スペースがないが、

観光客誘致を施策として考えているの

であれば必要と思うがいかがか。 

（３）岩手県、三鉄もインバウンドの観光

客の取り組みを考えているが、本町に

おいても取り残されないように観光施

設に外国語表示が必要と考えるがいか

がか。また、現在、町内で何％程度の

外国語表示がなされているか。 

４ 町道の安全

安心について 

 児童が犠牲になる痛ましい交通事故が滋

賀県において発生したが、全国どこにおい

ても起こり得ることだと思う。本町におい

ても復興事業により新たな町道ができ、交

通安全施設に対する不安の声を地域の方々

から多く聞く。地域の方々の声を町ではど

のような方法で聴き施策に反映させている 

か。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ ８番 

関  清貴 

５ 幼保無償化

について 

 １０月１日から幼児教育無償化になる

が、現時点での状況において次の点につい

て伺う。 

（１）３歳から５歳までの無償化される人

数と費用額は。 

（２）０歳から２歳までの無償化に該当す

る人数と費用額、該当しない人数と費

用額は。町では該当しない方々のため

に子育て支援策を考えているか。 

５ ９番 

阿部 吉衛 

１ 商工観光に

ついて 

 山田町主要事業の中で５月１３日に町

長、副町長、各担当課長ほか約１２名がオ

ランダ島の視察を行いました。今後、整備

事業はいつごろから工事に着手するのか具

体的に示せ。 

２ 復興事業に

ついて 

 山田町、各地区で防潮堤が建設中であり

ます。乗り越し道路の整備も進んでおりま

すが、県では保守点検等を行っているよう

ですが、何か問題等がないのか、山田町に

連絡等はないか。また安全確保のため並行

して避難階段の設置はできないのか状況を

示せ。 

３ 都市計画に

ついて 

 北浜、柳沢地区の都市計画は計画どおり

進んでいるのか。また、これからかさ上げ

工事をする場所もあるようだが、進捗状況

を示せ。 

４ 環境衛生に

ついて 

 山田町、各地区も整備され町並みもきれ

いになってきましたが、今現在、山田町各

地区でポイ捨てが見られるようですが、山

田町の考え、対策はどうか。 

５ 募金の在り

方について 

 山田町では令和元年５月１７日に行政区

長会議が開催されました。その中で緑の募

金等の集約及び納付のお願いがありまし

た。そこで質問します。町では住所や名前

は何課で調べて書類を配布しているのか、

答えてください。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ ９番 

阿部 吉衛 

６ 町営住宅管

理体制につい

て 

 町内各地区で町営住宅も建って、一歩一

歩復旧復興が進んでおりますが、住宅の完

成検査はどのようにして行われているのか

答えていただきたい。 

６ ５番 

田老 賢也 

１ 役場内の横

（課間）の連

携及び外部組

織との連携に

ついて 

 役場内での横の連携及び外部組織との連

携について、いまだに不足しているように

見受けられる。災害時の情報共有について

は、以前に一般質問で取り上げたが、最近、

町内外で話題になっている山田町の観光に

ついても同様のことが言える。町内の事業

を効果的に進めるには他課や外部組織との

密接な連携が大切だが、現在の連携や情報

交換について十分と考えているか執行部の

認識を伺う。 

２ 地域おこし

協力隊の募集

について 

 現在、地域おこし協力隊を募集している

が、現在の応募状況は。また、今年度予算

に募集業務が盛り込まれているが、計画の

詳細はどのようなものか。 

３ ふるさと納

税について 

 以前からふるさと納税の返礼として、商

品以外の各種サービスを提供することにつ

いて提案しており、委員会答弁等で検討し

ている旨の回答をもらっている。現在の進

捗はどうか。 

４ 避難行動要

支援者の個別

計画について 

 避難行動要支援者の個別計画作成につい

て、以前から一般質問等で取り上げている

が、いまだ完成には至っていない。現在の

進捗はどのようになっているか。 

５ 山田町総合

戦略の進捗に

ついて 

 山田町総合戦略について、特に５つの重

点プロジェクトについて進捗状況を伺う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

７ ６番 

木村 洋子 

１ 緊急車両対

応道路につい

て 

 三陸沿岸道路の緊急車両対応道路（田名

部地区）は救急車等の走行に利用できない

かと問う。上豊間根、田名部地区は、救急

車の走行ルートとして三沿道を利用し山田

北インターを降りたとすると山田方面へ相

当戻る形となり、ロスタイムが発生し、国

道 45 号を走行せざるを得ないという現状

がある。同地区には、緊急車両対応道路が

設置されており、救急時はこの道路を利用

できるようにすべきではないかと考える。

この道路が利用できれば、同地区において

救急患者対応への大幅な時間短縮が期待さ

れ、救命率の向上につながる。 

２ 公共交通に

ついて 

 当町の地域医療の課題として、医師不足

があり、そのため専門の診療科が十分にな

いことが挙げられる。町民は宮古方面など

の病院へ行かざるを得ないという現状があ

る。患者の中には、長期にわたる治療と高

齢化に伴って既存の公共交通の乗車が困難

な状況もあり、タクシーでは経済的負担が

大きい。現在、町では公共交通網計画の作

成中であるが、計画の中に宮古へのコース

を週１回でも組み入れていくべきではない

かと考える。病を抱え、宮古へ行かなけれ

ばならない町民の経済的負担軽減と安心し

て通院できるような交通網の構築を進めて

いくべきではないか。住み慣れた地域で暮

らすためには重要な課題であるため前向き

に検討すべきと考える。 

３ 住まいの再

建について 

 被災者の住まいの再建はどれくらい進ん

でいるのか。また未定の理由は何か。町と

して自力再建を進めるためどのような支援

をしているのか。 

４ ひきこもり

への対応につ

いて 

 全国的にひきこもりが増加傾向にあり、

問題の複雑さがさらに深刻になっている。

当町においても身近な問題でもあり、対応

はどのようになっているのか。 



8 

順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

８ 11番 

菊地 光明 

１ マイナンバ

ーカードにつ

いて 

 マイナンバーカード制度ができてから年

月が経過しているが、 

（１）当町の交付率は何割に達しているの

か。 

（２）県内の状況と近隣市町村と比較して、

山田町の交付率はどうか。 

（３）マイナンバー制度そのものの周知が

徹底されていない。今後の普及、利活

用の促進について、どのように考えて

いるのか詳しく示せ。 

２ ゴミステー

ションについ

て 

 震災後８年が過ぎ高台地区に移転し住宅

を再建した方や旧宅地に再建した方、それ

ぞれいると思う。そこで伺う。 

（１）ゴミステーションは震災前は何か所

設置されていたのか。 

（２）現在の設置箇所は何か所あるのか。 

（３）設置基準はどうなっているのか。 

（４）設置にかかる補助金制度はどうなっ

ているのか詳しく示せ。 

３ 道路整備に

ついて 

（１）県道重茂半島線の浜川目地区までの

開通に向けて遅れている問題点と開通

時期について示せ。 

（２）国道 45号の北浜地区（関口川橋梁分

を含む）の開通時期について遅れが生

じているのか。 

（３）林道四十八坂線の舗装等の補修計画

について詳しく示せ。 

（４）町道山ノ内大沢川線の整備計画につ

いて詳しく示せ。 

（５）高規格道路用地として利用した作業

道路の移転計画と今後の整備計画につ

いて詳しく示せ。 



9 

順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

８ 11番 

菊地 光明 

４ ハーフイン

ターについて 

 三陸沿岸高規格道路については、６月 22

日大槌と鵜住居間が開通予定で、残るのは

宮古以北の一部区間だけとなった。町は完

成後ハーフインター解消に向けて活動をす

るとの答弁であったが、このハーフインタ

ー問題は町だけでなく全県で取り組む問題

と思う。そこで伺う。現在、陸前高田市か

ら洋野町までの三陸沿岸道路にインターチ

ェンジは何か所計画されて何か所完成した

のか。そのうちハーフインターチェンジは

何か所計画され整備されたのか。その解消

に向けて今後どのような活動をするのか詳

しく示せ。 

５ 社会資本に

ついて 

 新しく観光拠点として整備予定の柳沢地

区について、社会資本である下水道及び道

路設置が遅れているが、観光拠点整備と一

体的に周辺整備すべきと考えるが、計画の

全体像について詳しく示せ。 

６ 道の駅につ

いて 

 新しく柳沢地区に観光拠点施設を整備し

た場合、船越地区にある現在の道の駅につ

いて、どう考えているのか。自分としては

災害時や船越地区の生活を考えるとそのま

ま存続させるべきと考えるが当局の考えは

どうか。 

７ 護岸につい

て 

 復興工事も順調に進んで各工事とも完成

時期が迫ってきていることは喜ばしいこと

であるが、依然として浜川目地区から処理

場までの護岸工事の姿が見えてこないが、

今後の整備計画と遅れている原因について

示せ。 

 


