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一般質問は、６月９日（火）に順位１～５を、１０日（水）

に順位６～１０を行う予定です。 
 

 

 

順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ ２番 

阿部 吉衛 

１ 商工観光に

ついて 

(1) オランダ島の復旧工事は工程どおり 

 進んでいるのか。進捗状況を示せ。 

(2) オランダ島は今年度夏から供用開始 

 を予定しているようだが、新型コロナ 

 ウイルス感染症対策として海童丸や各 

 種イベントの変更等はあるのか。 

２ 郷土芸能に

ついて 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策のた 

 め、町内の各神社のお祭りが中止にな 

 っている。町から郷土芸能団体の活動 

 にかかる費用に対し、助成などをする 

 考えはないか。 

３ 環境衛生に

ついて 

(1) 山田町内も整備が進み、街並みもき 

 れいになったが、ごみのポイ捨てが多 

 くみられるようになっている。 

  町と各地区自治会等の皆さんとで、 

 ごみ拾いなどの環境美化について話し 

 合う場が持てないか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ ２番 

阿部 吉衛 

４ 災害公営住

宅について 

(1) 一般住民の募集開始はいつごろか。 

( 2 ) 柳沢住宅の浄化槽の汲み取り費用が 

 大きく、住民の負担になっている。町 

 で何らかの補助ができないか。 

(3) 柳沢住宅の雨どいのパイプバンドの 

 補修はいつごろか。 

(4) 柳沢住宅の廊下等の照明をＬＥＤ化 

 する考えはないか。 

５ 防災につい

て 

(1) 東日本大震災前には、北浜地区に防 

 災センターがあったが、柳沢地区にお 

 いて防災センターを建設する計画はな 

 いか。 

２ １番 

昆 清 

１ 住宅用防災

無線について 

(1) ３月定例会で戸別受信機の整備を検 

 討するとの回答を頂いているが検討結 

 果と、設置時期と対象地区はどうなっ 

 ているのか詳しく示せ。 

(2) 近隣の町では、全戸配布と聞いてい 

 るが当町でも全戸配置は計画出来ない 

 ものか問う。 

(3) 高齢者世帯だけでも配置出来ないも 

 のか問う。 

２ 公園整備に

ついて 

(1) 入江田沼周辺の家族旅行村の整備に 

 ついて全体計画と整備方針について詳 

 しく示せ。 

(2) 高齢化社会に向けてのグランドゴル 

 フ場の整備は出来ないものか問う。 

(3) 以前は各種スポーツ少年団等の県大 

 会を当町で開催した実績もあるが、観 

 光客誘致の面からもグランドゴルフ等 

 の県大会規模の大会を開催するべきと 

 考えるがどうか問う。 

３ 細浦地区整

備について 

(1) 伝作鼻の護岸工事整備の計画はどう 

 なっているのか問う。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

２ １番 

昆 清 

３ 細浦地区整

備について 

（つづき） 

(2) この半島は、震災の津波により山が 

 浸食しており、半島が無くなる恐れも 

 あり、防災及び観光の両面からも整備 

 が必要と思われるが、当局の考えはど 

 うか問う。 

(3) 整備後の活用として、水の綺麗な所 

 であり、当町における観光拠点として 

 海水浴場等に利用できる最適な場所と 

 考えるがどうか問う。 

４ 山田中学校

グランド東側

整備について 

(1) 細浦丸源酒店から山田中学校に避難 

 する道路の件であるが、震災当時我々 

 住民はこの道路を利用し山田中学校に 

 避難でき、助かった経緯がある。現在 

 は台風19号により通行止めになってい 

 るが、有事に備え、避難路として整備 

 すべきと思うがどうか問う。 

５ 展望広場に

ついて 

(1) 織笠地区に展望広場を整備するとの 

 事であるが、事業計画年度について詳 

 しく示せ。 

６ 台風19号に

よる土木施設

被害の復旧に

ついて 

(1) 被災地区の復旧工事進捗状況はどう 

 なっているか詳しく示せ。 

(2) コロナウイルス問題で当局は大変苦 

 労だと思いますが、復旧完了のめどは 

 いつごろか地区毎に詳しく示せ。 

３ ７番 

山崎 泰昌 

１ 新型コロナ

ウイルスへの

対応について 

(1) 幸いにも当町では感染者が出ていな 

 いが、医療機関の体制は万全か。また、 

 町では対応マニュアル等を作成してい 

 るか。 

(2) 全国でひとり親家庭の厳しい生活状 

 況が報告されているが、当町の現状と 

 支援策は。 

(3) 町内では目に見えて飲食店やサービ 

 ス業が経済的ダメージを受けている。 

 町は早期に支援策を打ち出したが、利 

 用状況は。     （次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

３ ７番 

山崎 泰昌 

１ 新型コロナ

ウイルスへの

対応について 

（つづき） 

(4) 影響が目に見えにくい職業もあると 

 考えているが、町の考えは。 

(5) 新型コロナウイルスの封じ込めが最 

 優先の事案だが、町内の経済活動を停 

 滞させてはいけない。町内事業者が行 

 う感染予防対策を促して支援するべき 

 では。 

(6) 大規模な財政出動が予測されるが町 

 の考えは。また、財源の見通しは。 

２ 町内のイン

フラ整備につ

いて 

(1) 昨年の台風19号による被害の災害査 

 定は済んでいるのか。また、国や県と 

 の調整で、復興スケジュールは進んで 

 いるか。 

(2) 東日本大震災で被災した漁港や魚市 

 場付近の整備が遅れていると感じるが、 

 町の見解は。 

(3) インフラ整備には建設業者が欠かせ 

 ないが、入札不調は起きていないか。 

４ 10番 

関 清貴 

１ 新型コロナ

ウイルス感染

症対策事業に

ついて 

 令和２年は新型コロナウイルスにより、 

世界経済はリーマンショックを上回る不 

況になると言われています。東京オリン 

ピック・パラリンピックの延期、春夏甲 

子園大会の中止、東北三大祭り等イベン 

トの中止と社会生活に支障をきたす状況 

となっており、このことは社会損失、経 

済への影響は計り知れないものがありま 

す。本町は震災から９年２か月が過ぎ復 

興完遂に向けこれからというときに経済 

危機に直面しようとしております。 

 町内経済の足腰が弱る前に町の産業に 

対する経済支援を積極的に行うべきであ 

ると思うが支援策について次のことを伺 

う。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ 10番 

関 清貴 

１ 新型コロナ

ウイルス感染

症対策事業に

ついて 

（つづき） 

(1) 児童扶養手当の支給を受けている方 

 々に国とは別に独自の支援を考えてい 

 るか。また、学校給食費の免除を考え 

 ているか。 

(2) 事業継続支援金の町独自支援金は就 

 労支援事業所も支援対象としているか。 

(3) 災害時の避難所は３密を避けるなど 

 の新型コロナウイルスを含む感染症対 

 策を考えた避難所となっているか。 

(4) 地域企業経営継続支援事業補助金は 

 国の２次補正で予算化されるようであ 

 るが町独自支援として要件緩和等を考 

 えているか。 

(5) テイクアウトサービス等導入支援事 

 業補助金は飲食を提供する事業者だけ 

 への補助金であるが、テイクアウトサ 

 ービス等の情報を発信するポータルサ 

 イトやテイクアウト商品受け取り代行 

 サービスへの補助も考えてもよいと思 

 うがいかがか。 

(6) 町の活性化のためプレミアム商品券 

 の発行を考えられないのか。 

(7) 本町の小中学校は県内で感染者がい 

 ないため休校措置が短かった。しかし 

 ながら、今後、オンライン授業に取り 

 組む場合も出てくると思う。国は本年 

 度、小中学生に 1人１台のパソコンや 

 タブレットの配備を進めていくとのこ 

 とだが本町でも本年度実施するのか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ 10番 

関 清貴 

２ 公園の復旧

について 

 長崎地内の公園内に設置されている災 

害応急仮設住宅が解体となる。区画整理 

事業から40年以上が経過し、立木は伸び 

放題で近くに住む人たちは強い風が吹け 

ば倒れて電線を切るのではと不安を抱い 

ている。公園の機能を高めるために立木 

の手入れ、フェンスの修繕、トイレの修 

復を行い震災前の憩いの場の公園に戻す 

考えはないか。 

３ 廃止となっ

た公共施設に

ついて 

 廃校となった校舎等の利活用計画は進 

んでいるか。また、八幡町の旧山田病院 

は老朽化し、崩壊の危険が懸念されるが 

耐震調査等を行い安全であるか。 

４ 復興工事の

進捗について 

 東日本大震災の復興事業の最終年度で 

あるが新型コロナウイルス等により町内 

で本年度中に完成できない復興工事はあ 

るか。 

５ ９番 

木村 洋子 

１ 新型コロナ

ウイルス感染

症について 

(1) 検査体制はどうなっているか。また、 

 陽性者の受け入れ等はどのようになさ 

 れるのか伺う。 

(2) これからの大雨や台風シーズンを迎 

 えるにあたって、自然災害発生時、感 

 染防止を考慮した避難のあり方と避難 

 所運営、対応は。 

(3) 当町は、震災後ひとり親世帯が増加 

 している現状がある。ひとり親世帯な 

 ど子育て世帯への町独自の支援策がぜ 

 ひとも必要と考える。町としての考え 

 を伺う。 

(4) 高齢者が楽しみにしているデイサー 

 ビス等に影響が出ているか伺う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ ９番 

木村 洋子 

２ メガソーラ

ー事業に伴う

住民への影響

について 

(1) 田名部地区のメガソーラー事業につ 

 いて、住民説明会は行われたのか。 

(2) 田名部地区では、大規模開発のため、 

 森林が広範囲に伐採され土地が造成さ 

 れた。このことによる住民生活への影 

 響についてどのように認識し、対応し 

 ていくのか。 

(3) 田名部川の濁りの測定を下流３カ所 

 で毎日観測しているということだが、 

 測定場所、内容、結果は。 

３ 田の浜地区

台風19号被害

について 

(1) 検証委員会からの報告を受け、住民 

 説明会は行われたか。何人参加したの 

 か。詳しい内容と被災者、住民の受け 

 止め方、意向はどうだったのか。参加 

 できなかった人への説明はなされたか。 

(2) 緑地公園の復旧は、どのような計画 

 で行われるのか。 

６ 11番 

横田 龍寿 

１ 町内事業者

への支援につ

いて 

 町では今般の新型コロナウイルスの感 

染拡大防止に関して、町内事業者に対し 

独自の支援策を打ち出した。 

 そこで次の点について伺いたい。 

(1) 「テイクアウトサービス等導入支援 

 事業補助金」及び「山田町事業継続支 

 援金」の申請件数、金額、予算に対し 

 ての申請金額の割合を伺いたい。 

(2) 「山田町事業継続支援金」に関して、 

 町内事業者に制度の内容が十分周知さ 

 れていないように思われる。そこで申 

 請期間を延ばし、再度周知してはどう 

 か、町長の考えを伺いたい。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ 11番 

横田 龍寿 

２ 関係人口等

の増加につい

て 

 現時点で岩手県内に新型コロナウイル 

スの患者は出ていない。その理由の一つ 

にいわゆる関係人口、交流人口と呼ばれ 

るものが他都道府県と比べて圧倒的に少 

ないという事があるのではないかと推測 

している。そこで新型コロナウイルスが 

収束した後の関係人口、交流人口を増加 

させるために具体的な案、策を考えてい 

るか、町長の考えを伺いたい。 

３ 特別定額給

付金について 

 「特別定額給付金」について、地域経 

済活性化のための給付金ではないかと考 

えている。この「特別定額給付金」に関 

連して山田町内での消費を促す案、策に 

ついて何か考えはあるのか、町長の考え 

を伺いたい。 

４ 海産物の通

信販売につい

て 

 今回の新型コロナウイルスの影響によ 

り、全国的に海産物の価格が下落した。 

飲食店の営業自粛によるものと推測する。

そこで、今後海産物の取引の重心を BtoB 

（Business to Business）から BtoC 

（Business to Consumer）に移していか 

なくてはならないのではないかと考える。

出来たばかりではあるが今こそ「山田プ 

ライド株式会社」の出番ではないかと思 

う。そこで差し当たって町内の海産物の 

通信販売を「山田プライド株式会社」に 

集中させ、各事業者の経費、事務量の削 

減、消費者の送料の削減を図ってみては 

どうか、町長の考えを伺いたい。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

７ 13番 

阿部 幸一 

１ 今後想定さ

れる津波とそ

の被害につい

て 

 新聞報道によると、東北から北海道の 

太平洋沖にある、日本海溝・千島海溝沿 

いを震源とした地震の想定を４月２１日、 

内閣府の有識者会議が公表した。最大規 

模はマグニチュード９クラスとなり、本 

県南部では６強を想定している。本県に 

は、10～20メートル以上の津波が到達す 

ると見込んでいるようだが、そこで伺う。 

(1) 本町には何メートルの津波が来ると 

 想定しているか。 

(2) 県で建設した防潮堤がこの津波に耐 

 えられるのか。また、越えることが想 

 定されるか。 

(3) 嵩上げした部分に被害が想定される 

 のか。また、今後避難所、公共施設を 

 どういう場所にもってくる考えか。 

８ ６番 

黒沢 一成 

１ 台風19号に

ついて 

(1) 台風19号で大きな被害を受けた田の 

 浜地区の復旧について、過日住民説明 

 会を行い、町長も住民の強い要望を聞 

 いたところである。その時点での答弁 

 では、国と協議中であり防災緑地を横 

 断する車道の設置は厳しいとのことで 

 あった。６月中には結論を出したいと 

 のことであったが、その後の進展は。 

(2) 馬指野ニュータウンは、大雨のたび 

 に水がたまるが、町道から流入する水 

 量も多いと思われる。排水について対 

 応すべきでは。 

(3) 台風19号による被害は、町内各所に 

 あった。本復旧工事の、大まかな予定 

 表を町民に示せないか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

８ ６番 

黒沢 一成 

２ 学校給食に

ついて 

 学校給食の開始から２カ月である。順 

調に実施されているか。子供たちにはあ 

まり喜ばれないメニューもあるように聞 

くこともある。栄養バランスを考えると 

仕方ないのだろうが、子供向けのメニュ 

ーを増やせないか。 

３ まちなか循

環線について 

 公共交通のまちなか循環線の利用状況 

は。コロナウイルスによる外出自粛の影 

響もあるかと思うが、町民に利用につい 

て周知されているか。 

９ ５番 

菊地 光明 

１ 台風19号被

害について 

(1) 台風19号被害からの改良復旧につい 

 て、５月21日、田の浜地区において説 

 明会が開催されたようだが、その際田 

 の浜地区の住民の総意としての意見が 

 出たと思うが、その提案を受けて、今 

 後の改良復旧計画と期間について詳し 

 く述べよ。 

(2) 特にも、町道女川線と、わかき線に 

 ついては詳しく述べよ。 

２ 水産業につ

いて 

(1) 令和元年度の各漁協及び市場の決算 

 も終了したと思うが、経理状況につい 

 て、どのように把握しているのか、経 

 営団体ごとに詳しく示せ。 

(2) 水産業者のための事業持続化給付金 

 の取り扱いについて、漁協をどのよう 

 に指導しているのか。また、そのこと 

 により漁業者にはどのような指導をし 

 ているのか詳しく示せ。 

( 3 ) 今年度もアワビ稚貝の放流作業が始 

 まったようだが、当町での放流場所と 

 個数を場所ごとに示せ。また、誰が立 

 会しているのか、町の立会者も含め詳 

 しく示せ。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

９ ５番 

菊地 光明 

３ 公園管理に

ついて 

(1) 町内の各種公園については、各課そ 

 れぞれ管理していると思うが、課ごと 

 に何カ所存在し何ヘクタールあるのか 

 詳しく述べよ。 

(2) それぞれ管理状態はどうなっている 

 のか、町が直接管理している箇所と面 

 積及び委託している箇所と面積につい 

 て詳しく述べよ。 

(3) 今後の公園管理方法として、現在の 

 高齢化時代の状況を考えると指定管理 

 方法も考えられるがどうか。 

４ 限界集落に

ついて 

(1) 当町における限界集落の定義とは何 

 か詳しく述べよ。 

(2) 何地区を限界集落と認識しているの 

 か、認識している地区名について詳し 

 く述べよ。 

(3) 今後限界集落の解消のための施策に 

 ついて詳しく述べよ。 

５ コロナウイ

ルス関係につ

いて 

(1) 新型コロナウイルスによる各課の事 

 業に対する影響並びにその対応につい 

 て課ごと具体的に示せ。 

(2) 町の支援事業について、持続化給付 

 金の支給対象者と支給内容及び農林漁 

 業者に対する支援検討結果と今後の支 

 援内容についても詳しく示せ。 

(3) 今後のコロナ対策として、現在の避 

 難所について３密を避ける対策はどう 

 なっているのか、エアコンが設置済み 

 の避難所は何カ所あるか。 

(4) コロナ対策や避難所としても利用さ 

 れる豊間根小学校のエアコン設置計画 

 はどうなっているのか詳しく示せ。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

９ ５番 

菊地 光明 

６ 高台団地等

について 

(1) 震災後に整備された高台団地につい 

 て、希望者に分譲しているが、その宅 

 地用地に問題が生じていないのか、あ 

 る場合解決策について詳しく示せ。 

(2) 応急仮設住宅について、現在もその 

 まま残っている仮設があるが、いつ撤 

 去するのか、仮設住宅ごとに詳しく示 

 せ。 

(3) 撤去できない仮設住宅があるのであ 

 れば、その場所と理由についても詳し 

 く示せ。 

７ 水道事業に

ついて 

 水道管の仕切弁の影響によるものと思 

われるが、大沢川向地区の道路の陥没が 

激しく、かさ上げを要望しているが１年 

たっても現状のままである。補修計画に 

ついて詳しく述べよ。 

８ 教育につい

て 

(1) 小中学校が統合されてから２カ月が 

 経過したが、その間学校生活で何か問 

 題点はなかったのか。あったとすれば 

 どのような問題がありどのように解決 

 したのか詳しく示せ。 

(2) 閉校した校舎の跡地の利用計画につ 

 いて詳しく示せ。 

(3) 町民総合運動公園の環境整備、特に 

 水道施設の整備計画はどうなっている 

 のか。また、町民グランドの整備計画 

 について詳しく示せ。 

(4) 中学校も統合されて、学生も頑張っ 

 ていると思うが、相変わらずテニス場 

 の整備の方向性が見えてこないが、整 

 備の方向性について詳しく述べよ。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

10 ４番 

豊間根 信 

１ 新型コロナ

ウイルス禍へ

の各種対応施

策成果及び今

後の施策展開

について 

 世界中で未曽有の感染被害が続く中、 

岩手県におきましては発生時より緊急事 

態宣言解除まで一人の感染者も発生せず 

に来られたことは、山田町民をはじめと 

して全県民の最大限の協力体制の結果と 

感じております。 

 今日まで、国・県の施策とともに、積 

極的に町独自の各種施策を実施対応され 

てきたことは町民の皆様には大変心強く 

受け止められた事と思います。 

 しかしながら経済活動におきましては 

これまで経験したことがない未曽有の状 

況であります。商業・漁業・農業・林業 

等をはじめとしてあらゆる業種への対応 

施策をはじめとして、当初想定されてい 

なかった業種・家庭状況等への多種多様 

な対応等を含め更なる独自施策展開を求 

められています。今日までの対応施策の 

効果の検証・成果及び今後の積極的施策 

について伺う。 

２ 台風19号被

害の復旧状況

について 

 被害を受けた各地域の復旧の状況及び 

復旧率は。また、特にも多大な被害を受 

けた住家のある地域においての復旧施策 

についてはしっかりとした検証に基づき、 

住民合意形成がなされ着々と進行中と思 

いますが、住居の再建、なりわい等への 

支援・取組等の現状及び今後の課題・対 

応について問う。 

３ 町内の各教

育・保育施設

等及び公的施

設へのエアコ

ン設置状況に

ついて 

 

 着々と整備が進められてきているよう 

ですが、地球温暖化に伴う異常気象等を 

踏まえ早期の設置が求められている。現 

状の設置状況及び今後の設置計画につい 

て問う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

10 ４番 

豊間根 信 

４ 空き家バン

ク制度につい

て 

 空き家バンク制度が立ち上げとなり空 

き家の持ち主の方々そして希望者の方々 

からの反応・期待はいかがであろうか。 

空き家の件数とバンク登録者の内容及び 

今後の施策展開について伺う。 

 


