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一般質問は、１２月１６日（月）に順位１～５を、１７日（火）

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 10番 

関 清貴 

１ 台風 19号の

被災等につい

て 

 10月 12日から 13日にかけて本町に襲来

した台風 19号は記録的な降雨量となり、田

の浜地区、大浦地区等町内で山津波という

状況の被災を受けた。これからも地球温暖

化による自然災害が心配されるが、どのよ

うに対応するのか次の点について伺う。 

(1) 田の浜地区津波防災緑地公園の復旧を

どのように進めるのか具体的に伺う。 

(2) 被災者に対する支援を全庁で取り組む

必要があると考えるが、懸念されること

はないか。 

(3) 被災後、田の浜地区を見たが、新たに

整備された道路脇に車が逆立ちしてい

た。道路新設に際して隣接する地権者に

排水等について十分説明をし、同意を得

て施工したか。 

(4) 田の浜地区の背後地をみると大雨が降

れば、今回以上の土砂崩れ被害が想定さ

れるが対策をどのように考えているか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ 10番 

関 清貴 

１ 台風 19号の

被災等につい

て 

(5) 被災後、大浦地区半崎方面へは冠水に

より通行できず、地域の方々の生活に支

障が生じていた。今のまま防潮堤が完成

した場合、住民の方々は山からの水で道

路が冠水する不安を抱えることになる。

排水路はどのような構造で何年確率の降

雨を考えて計画しているのか。 

(6) 大浦地区のワラビ川において、今回の

台風で家が流されそうなところまで崩れ

たが、現地を確認し早急に復旧しないこ

とには住民は安心して暮らせないと考え

る。災害復旧等の対応策を考えているか。 

(7) 町内各地で土砂崩れ等が見受けられる

が、災害復旧事業の今後の進め方をどの

ように考えているか。 

(8) 避難した高齢者、足腰が弱い人たちか

ら和式トイレで用を足すのが大変だった

と聞く。避難所を優先的に洋式トイレに

整備するべきと考えるがいかがか。 

２ 子育て・教

育環境につい

て 

(1) 10月から幼保無償化が始まり、本町に

おいては３歳児から５歳児の副食費も無

償化になった。子育て世帯からは大変喜

ばれているが、さらに子育てにやさしい

町づくりを充実させるため、宮古市のよ

うに０歳児から２歳児までの住民税非課

税世帯等以外の保育料無償化をする考え

はないか。 

(2) 新小学校の通学路、通学方法等につい

て保護者への説明会等を実施している

か。 

(3) ４月から小学校が３校になるが、洋式

トイレの整備をどのように考えている

か。 

(4) 住民の方々は、いつどこに小学校の新

校舎が建つのか関心が高い。未来の山

田の子どもの学び舎についていつ頃か

ら議論を始めるのか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ 10番 

関 清貴 

３ 廃校舎の利

活用について 

 廃校となる校舎について産業振興、福祉

事業等に資することで様々な利用の相談が

あると思われるが、窓口となるところはど

こなのか。管理するのはどこなのか。今後、

廃校となる校舎を利用し、関係人口の創

出・拡大を図るプランニングを考えられな

いか。 

４  町 民 の 安

全・安心につ

いて 

(1) ７分団屯所の交差点の信号機設置につ

いて町では強く要望しているが実現に至

っていない。町民の方々は、危険な交差

点として事故の心配をしているが現在の

進捗状況はどのようになっているか。 

(2) 桜山トンネル内の歩道は、児童生徒の

通学路や高齢者等、多くの町民に利用さ

れている。ガードレールの設置を要望す

る声を聞くがその考えはないか。 

(3) 山田高校前の道路が暗く、交通安全上、

防犯上心配する声を聞く。復興事業で町

並みが大きく変わったが町では通学路等

の防犯灯について調査することを考えて

いないか。 

５ 高齢者等支

援事業につい

て 

 復興事業の終了とともに令和２年度に支

援事業として終わる介護事業等はある

か。また、高齢者や介護が必要な方々

に支援をする事業で継続が困難となる

ものはあるか。 

２ ２番 

阿部 吉衛 

１ 商工観光に

ついて 

 町の主要事業の中でオランダ島の遊歩道

の工事が始まったようだ。そこで伺います。 

(1) 桟橋の解体及び新設工事の計画は。 

(2) オランダ島のナラ枯れに対し対策は。 

(3) トイレ、脱衣所等の計画は。 

(4) 防災備蓄倉庫等の計画は。 

(5) 海童丸の山田湾及び船越半島の運行航

路等は決まったのか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

２ ２番 

阿部 吉衛 

２ 地域安全対

策について 

(1) 桜山トンネルの歩道にガードレールか

手すりを設置する計画はないか。また内

部照明が暗いと町民の皆さんから言われ

ますが、明るくできないか。 

(2) ７分団屯所前の交差点に信号機の設置

はいつごろか。 

(3) 町内各地区、住宅やアパート等が建っ

てきました。しかし、暗いところも多く

みられます。町では地域安全のため、街

灯設置をどのように進めていくのか具体

的に示せ。 

３ 防潮堤につ

いて 

 防潮堤工事も順調に進んでいる。そこで

伺う。防潮堤工事と並行して防潮堤に階段

設置計画はないのか。 

４ 船揚げ場に

ついて 

 北浜地区と境田地区の船揚げ場に、滑り

材の設置計画はどうか。 

５ 善幸像につ

いて 

 鈴木善幸元総理大臣の銅像について、御

蔵山は地震対策等大丈夫と回答を得てい

る。そこで伺う。現在ある善幸像を御蔵山

に移し、町内外からの視察者に対し、津波

対策に善幸先生がいかに尽くしたかを知っ

てもらう考えはないか。 

３ ９番 

木村 洋子 

１ 台風 19号被

害について 

(1) 田の浜地区の第２堤防が台風による浸

水被害を拡大させたことは、誰が見ても

明白だと考えるが、町の見解は。 

(2) 被災者の支援策はどのようになってい

るのか。被災者に寄り添った形で進めら

れているか。田の浜では住民説明会はも

たれたか。 

(3) 田の浜の住民、被災者の怒りの原因と

して、住民の声や真ん中の道路は残すべ

きという要望に対して、真摯に耳を傾け

ようとしない姿勢にあったと考えるが、

町はどのように考えているか。 

(4) 豪雨時、防災放送が聞き取りにくいと

の住民からの指摘がある。改善すべきと

考えるが町の対応は。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

３ ９番 

木村 洋子 

１ 台風 19号被

害について 

(5) 豊間根の長内川の川底に敷いてあった

すのこ状の板が大雨ではがれ、大量に重

なり、水の流れをせき止めたため川が氾

濫したのではといわれているが、因果関

係はどうなのか。 

(6) 豊間根川、荒川の川は大量の土砂流入

や流木、川底のコンクリートのはがれな

どが至るところで見受けられる。流木の

撤去や修繕、浚渫の見通しは。その他、

町内の河川の浚渫の予定は。 

２ 就学援助に

ついて 

(1) 現状と課題として考えられるものは何

か。 

(2) ４月から学校給食が始まるが、就学援

助制度の対象者のうち、援助を受けてい

る割合はどれくらいになるのか。ひとり

親の家庭などの経済的負担を軽減させる

ためにきちんと周知するべきと考える

が、町の考えと対応は。 

４ 13番 

阿部 幸一 

１ 台風 19号被

害に対する議

会提言につい

て 

 その結果と今後の活動計画について詳し

く示してください。 

２ 検証委員会

について 

 今回の台風被害について、検証委員会で

検討すると報道されているが、そこで伺う。 

(1) どの地区をどのように検証するのか。

それとも全町するのか。 

(2) 検証委員の構成と検証期間はいつまで

か。 

(3) 検証結果について、今後の復旧活動に

どこまで活用するか。 

３ 被害調査に

ついて 

 今回の台風 19号の被害調査について、住

民がたらい回しになっている状態であると

の苦情が聞こえてくるが、どのような体制

で調査しているのか説明せよ。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ 13番 

阿部 幸一 

４ 災害ゴミの

取り扱いにつ

いて 

 私は山田町のゴミに対する行動は、他の

市町村の中でも誠心誠意頑張っていると思

うし、保健所も高く評価しているようだ。

しかし、災害ゴミの収集について被災住民

から多くの苦情が出ていると聞く。町の考

えを伺う。 

５ 被災箇所の

復旧について 

 国は台風 19 号などで大きな被害を受け

た施設の復旧と強化を同時に進める改良復

旧を促進すると聞く。確かに復旧だけでは

なく改良が必要である。災害に強い地域づ

くりを計画的に進め、地域に住む方々の安

心安全の確保を望むが、町ではどう考えて

いるか。 

６ 漁業につい

て 

 秋サケ漁が低調のようだが、町ではどう

考えているか。 

７ 山田町の経

済について 

 令和元年度９月の小規模事業者の売り上

げは、昨年度の９月と比べて、プラスかマ

イナスか説明してください。また、経営状

況についても示してください。 

５ 11番 

横田 龍寿 

１ 消防団員の

確保について 

 消防団員の確保について、町独自の対策

を講じているのか否か。また今後、消防団

員の確保にどのような対策を講じていく考

えか当局の考えを伺いたい。 

２ 消防水利の

確保について 

 山田町の消防水利の必要数 355 箇所、設

置数 197 箇所、不足数 158 箇所で増減はな

いか。また今後、消防水利の確保にどのよ

うな対策を講じていく考えか当局の考えを

伺いたい。 

３ 防災行政無

線の難聴地域

及び解消する

ための対策に

ついて 

 復興工事に伴う災害公営住宅の整備等に

より今まで明瞭に聞こえていた世帯で聞き

取りづらくなった世帯があるのではないか

と考える。当局で把握している難聴地域は

あるのか。また今後、難聴地域の解消に向

けてどのような対策を講じていく考えか当

局の考えを伺いたい。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ 11番 

横田 龍寿 

４ 山田北イン

ターのフル化

について 

 山田北インターのフル化を目指すにあた

り、今まで県内、全国でハーフインターか

らフル化できた例はあるか。あるならどの

ような経緯でフル化できたかを参考に研究

すべきと思うが、当局の考えを伺いたい。 

５ 桜山トンネ

ルの歩道につ

いて 

 車を持たない方の利便性を図るために桜

山トンネル内の歩道を両側に整備すること

はできないか当局の考えを伺いたい。 

６ 道路パトロ

ールに合わせ

た側溝パトロ

ールの実施に

ついて 

 定期的に側溝の中の土砂上げをしないと

大雨のときに機能を果たせなくなるのでは

と危惧している。そこで定期的に行ってい

る道路パトロールと合わせて側溝パトロー

ルをすることはできないか。 

７ 出産祝い金

等の子育て世

帯への支援に

ついて 

 出産祝い金等子育て世帯を応援する施策

について何度か議会で取り上げられている

が、現在何か考えはあるか伺いたい。 

８ ０～２歳児

の保育料無償

化について 

 先日、全員協議会にて宮古市のように０

～２歳児の保育料についても無償化するよ

う他の議員から要請があったが、現時点で

の当局の考えを伺いたい。 

９ 認定こども

園について 

 以前、議会で幼稚園、保育園の統廃合に

ついて質問があったが認定こども園、特に

も幼保連携型認定こども園の導入について

どのように考えているか伺いたい。 

10 地域商社に

ついて 

 私は常々農林漁業の産品を合わせて外に

ＰＲすべきではないかと考えている。具体

的にはＪＡとＪＦが協力して山田の産品を

ＰＲしてはどうかと考えている。地域商社

山田プライド株式会社がその橋渡しとなる

ことができないか。 

11 小中学校統

廃合後の空き

校舎、屋内運

動場の活用に

ついて 

 以前は解体か活用か決まっていないとい

うことだったが、現時点でどのように考え

ているのか当局の考えを伺いたい。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ 11番 

横田 龍寿 

12 台風 19号で

の被災住宅補

修、再建への

支援について 

 山田町被災者住宅再建支援制度の額を増

額する考えはないか、当局の考えを伺いた

い。 

13 台風 19号の

被災者の住宅

等債務につい

て 

 被災住宅の補修、再建に際して、住宅ロ

ーンは基本的に 80 歳までに返済しなけれ

ばならないが、親子リレー返済以外に高齢

夫婦世帯、高齢単身者世帯に対して何か手

当を講じる考えはないか。当局の考えを伺

いたい。また東日本大震災、台風 19号でい

わゆる二重債務を抱えることになってしま

った町民の方に対して、いわゆる被災ロー

ン減免制度を活用するため、自然災害被災

者債務整理ガイドライン運営機関の個別相

談会を山田町で開催してはどうか。当局の

考えを伺いたい。 

６ ６番 

黒沢 一成 

１ 台風 19号に

関して 

 台風 19 号は町内各地に大きな被害をも

たらした。短時間に想定を超える降雨があ

り、大量の土砂が流れ落ちてきた。温暖化

が進んでいることから、今後はいつ同様の

大雨があっても想定外とは言えない。そこ

で伺う。 

田の浜地区に関して 

(1) 田の浜地区では防災緑地に雨水が溜ま

ったことで被害が拡大されたが、第三者

委員会の検証結果いつ出る予定か。 

(2) 検証結果に関わらず、防災緑地に排水

対策をしなければならないと思うが、ど

のように考えているか。結果いかんでは

引っ越しを考える方もいるようなので、

方針をなるべく早く出すべきと思うが。 

(3) 震災と異なり、被害が全壊・大規模半

壊でもリフォームする方が多いと思う。

その場合、支援金も少なくなるが、新築

して間もなく被災したこと、防災緑地が

被害を大きくしたことを考慮し、支援す

べきでは。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ ６番 

黒沢 一成 

１ 台風 19号に

関して 

(4) 住民説明会をなるべく早期に行うべき

だが、予定は。 

(5) 防災緑地にトイレが必要では。 

田の浜以外に関して 

(6) 風で倒木もあった。幸い人家に被害は

なかったと思うが、今後心配なところが

あちこちにあると思う。きりがないよう

に思うが、どう対応するか。 

(7) 三陸鉄道の線路も被害を受けた。幸い

国が 95％の負担をしてくれるようだが、

船越公園西側はどのように復旧する予定

か。 

２ 船越駅から

鯨館までの道

路の整備につ

いて 

 船越駅北側の踏切から鯨館までの道路の

舗装が傷んでいる。再舗装が必要な状況と

思われる。三鉄を利用して鯨館へ来る方の

ためにも歩きやすいように整備すべきと考

える。また、案内板の設置も必要と考える

がどうか。 

３ 田の浜の津

波で倒れた石

碑の震災遺構

化について 

 田の浜の津波で倒れた津波遺訓の石碑を

震災遺構にしてはという考えがある。山田

町には、震災遺構らしいものは御蔵山の旧

山田駅の時計ぐらいしかないと思う。防潮

堤が完成したのち、あの付近がどのように

なるかもあるが、石碑付近を震災遺構とし

て整備してはどうか。 

４ 集会施設の

エアコン設置

について 

 夏場の暑さが厳しくなっている。学校に

はエアコンが設置されるが、コミュニティ

施設は自然の風まかせの状態である。利用

者の高齢化も進んでおり、エアコンの設置

を望む声がある。多くの施設があり、各施

設にはいくつかの部屋があるので、全てに

設置するには多額の予算が必要となり難し

いと思うが、夏場に利用される施設には一

部屋でもエアコンを設置すべきと考えるが

どうか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

７ ４番 

豊間根 信 

１ 台風 19号災

害に係る対応

と今後の取り

組みついて 

 今までの経験値を上回る豪雨被害により

山田町をはじめ近隣の市町村そして全国規

模で大被害を被りました。今後、今回のよ

うな台風をはじめとした気象災害が多発し

ていくのではないかとの懸念が高まってい

ます。今日までの対応・原因調査・検証等

の状況及び生活再建支援策をはじめとした

今後の施策展開について問う。 

２ 山田町総合

計画について 

 今日まで総合的な事業の展開と一日でも

早い復興への思いで、全精力で取り組んで

こられた皆様方に敬意を表する次第です。

前期基本計画策定から４年目に入り、次年

度で最終年度となりますが、その成果、進

捗状況、課題、検証、今後の取り組みにつ

いて問う。 

３ 環境美化保

全活動につい

て 

 ゴミの不法投棄が目立ち、各地域で個人、

団体を問わず町民の皆さんの善意と協力で

活動がなされています。しかしながら、ま

すます目につくような状況にあり、啓蒙活

動にも限界がある。今後、様々な対応策が

必要と思うが、現状と対応策について問う。 

４ 地域生活基

盤整備事業に

ついて 

 治山治水そして道路網の整備は古来より

政治の大きな要であり、今日まで様々な施

策・整備が進められてきましたが、今回の

台風 19号により様々な状況が発生し、これ

まで以上の対応が求められます。現状での

整備実施状況と課題、今後の施策実施の展

開について問う。 

５ 三陸沿岸道

路山田北イン

ターチェンジ

について 

 フルサイズ化への要望が日を追うごとに

地元からそして隣接の地域からも強くなっ

ている。今日に至るまで多くの方々から意

見、要望等が寄せられてきたと思いますが、

実現へ向けての町の方向性と今後の展開に

ついて問う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

７ ４番 

豊間根 信 

６ 産業振興策

について 

 町のにぎわいをそして復興の先のまちづ

くりを見据え、多角的にそして多目的にあ

らゆる角度から産業振興事業がなされてお

りますが、その進捗状況並びに直面する課

題、今後の展開について問う。 

８ ５番 

菊地 光明 

１ 台風 19号の

被災地の整備

方針と被災対

応について 

 今回の台風 19 号の被害を受けた田の浜

地区について 

(1) 今後の地区の全体整備方針について詳

しく示せ。 

(2) 被災者に対する支援としての税制免除

について、例えば、町県民税、国保税、

固定資産税、上下水道料や住宅再建等に

伴う消費税や雑損控除等について述べ

よ。 

(3) 今回の台風により被害を受けた個人所

有の宅地、田、畑、山林について何箇所、

何ヘクタールを確認しているのか。その

上での復旧、整備方針等について示せ。 

(4) 今回の被災場所は、限定的でグループ

補助の対象にならない地区と考えるが、

その場合の再建対応はどう考えているの

か、詳しく示せ。 

２ 水産業につ

いて 

 今年のサケ漁も終盤に差し掛かってい

る。今日までの漁獲量を踏まえ、今年度の

漁協経営について、次のことを伺う。 

(1) 今年度の水揚げ金額と水揚げ量につい

て、魚種ごとに説明せよ。 

(2) この状態が各組合と市場におよぼす影

響は。 

(3) 経営に影響がある場合の支援策等につ

いて述べよ。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

８ ５番 

菊地 光明 

３ 人事管理に

ついて 

 今でも多くの派遣職員の応援に支えられ

ているが、台風 19号による災害業務以外の

復興にかかる業務もピークを越え、徐々に

ではあるが、震災前の通常業務に移行して

いく段階であろうと思う。今後はプロパー

職員による自立した自治体としての業務が

求められてくるが、次の点を伺う。 

(1) 派遣職員がいなくなることによって、

一時的には職員の負担が増え、時間外勤

務の増大が懸念されるが、その点につい

てどのような見通しを持っているのか。 

(2) 今でも慢性的な時間外勤務が見受けら

れる。職員の勤務時間の健康管理や勤務

命令は適正であるか。 

(3) 時間外勤務が常態化している部署に

は、人的な配置を見直すなど人事管理上

の措置が必要であると思うがどうか。 

(4) 少ない職員体制の中で、業務遂行につ

いては横の連携が重要であると思うが、

連携は取れているのか。 

(5) 台風 19号に伴い、今後どのくらいの応

援職員が何年間、何人必要になるのか。 

以上について詳しく示せ。 

４ 郵便局につ

いて 

 震災で被害を受けた各地区の郵便局につ

いて、山田郵便局の再建場所も含め再建計

画は順調のようであるが、大沢地区の簡易

郵便局の再建計画が見えてこない。そこで

伺う。 

(1) 大沢地区の簡易郵便局の再建計画につ

いて、どのように考えているのか。 

(2) 再建計画について郵政当局や地域住民

と話し合っているのか。 

(3) 再建について、地域からの募集計画は

あるのか。 

以上について詳しく示せ。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

８ ５番 

菊地 光明 

５ 案内板につ

いて 

 案内板については、全町至るところに、

それぞれの課において設置していると思う

が、管理体制や修理計画はどうなっている

のか。今回は特に次の点について伺う。 

(1) 船越地区の案内板について、補修する

との回答を得てから２年になるが、依然

として進まないが、現状と再建年度は。 

(2) 海洋センター体育館の案内板について

も一向に改善されない状態であるが、い

つから修理するのか。 

(3) 山谷地区の総合運動公園の入り口にあ

る案内板だと思うが、かろうじて山田町

長の名前がわかる案内板があるが、いつ

修理するのか。 

以上について詳しく示せ。 

６ 防潮堤と磯

根漁場につい

て 

(1) 浜川目地区の防潮堤工事も順調に進ん

でいるようであるが、現地を確認すると

防潮堤が直接海まで入るようであるが、

今までも質問してきたが磯根漁場の確保

は大丈夫なのか。漁業者が海岸に降りる

道路は心配ないのか。 

(2) 浜川目地区の防潮堤について、なぜ直

立堤でなく傾斜堤にしたのか。 

(3) 田の浜地区の防潮堤の乗り越し計画は

どうなっているのか。 

(4) 前須賀防潮堤前の海面利用はどうなる

のか。 

以上について詳しく示せ。 

７ 保育料の無

償化について 

 当町においても 10 月１日から３歳児か

ら５歳児までの無償化がされたが、これ

に伴い０歳児から２歳児についても住民

税非課税世帯を対象に無料化し、さらに

子どもが２人以上世帯の負担軽減の観点

から０歳児から２歳児について第２子は

半額、第３子以降は無償となったようで

あるが、そこで伺う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

８ ５番 

菊地 光明 

７ 保育料の無

償化について 

(1) 第２子を半額とした根拠は。 

(2) 近隣市町（宮古市、大槌町）との違い

はあるのか。ある場合はその理由を。 

(3) 半額に該当する児童は年間何人で、予

算額はいくらで、その財政的裏付けは。 

以上について詳しく示せ。 

８ 給食センタ

ーについて 

 待望の給食センターが完成した。大変喜

ばしいことであるが、来年度からの本格活

動を前に、町の財政的な視点からも今後は

運営面に目を向けなければならない、そこ

で伺う。 

(1) 低所得世帯は給食費が減免されるが、

その対象児童生徒数は何人、割合は何％

と見込んでいるのか。またその額はどれ

くらいになると想定しているのか。 

(2) 給食費の未納問題が全国各地で話題に

なっているが、未納問題の大きな要因の

一つが給食費の徴収の仕方であると考え

ている。町は徴収方法をどのような形に

するのか。 

(3) 未納となった場合の対策、対処方法を

どのように考えているのか。 

以上について詳しく示せ。 

９ 総合運動公

園について 

(1) 昨年度の補正予算において、総合運動

公園野球場の芝生管理予算を計上して、

実施したが、その結果はどうなっている

のか。想定に甘さはなかったのか。今後

の管理方法はどう考えているのか。 

(2) 震災後普通財産化した第２競技場につ

いて、その後の利用計画が見えてこない。

そこで再び行政財産に戻して有効利用を

図るべきと考えるが、詳しく示せ。 

10 オリンピッ

クについて 

 オリンピック関連イベントについて、今

年度も内閣府オリパラ推進室と協議しな

がら事業を展開していくと回答を得てい

るが、今年はどんな事業を実施したのか

詳しく示せ。 

 


