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一般質問は、９月１１日（金）に順位１～５を、１４日（月）
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 13番 

阿部 幸一 

１ 台風19号被

害について 

(1) 山田町の台風19号の水害被害につい

て、公共土木施設の被害は金額にしてど

の程度か。 

(2) 災害復旧事業費の総額はどのくらい

の見通しか。 

２ 水産商工業

について 

(1) 町長の所信表明には、「つくり育てる

漁業の推進や漁業担い手の育成に注力

することに加え、県や漁協などと連携し

ながら、新たな増養殖技術の確立や漁場

環境の整備に積極的に取り組んでまい

ります。」とあるが、具体的にどうする

のか。 

(2) プレミアム付商品券について、現時点

の動向はどうか説明してください。 

３ 山田魚市場

について 

将来的にはどのように考えているのか。 

４ 予定価格等

について 

工事発注の際の最低制限価格や予定価

格の算定方法について見直しを検討して

はどうか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ 13番 

阿部 幸一 

５ Ｇｏ Ｔｏ 

トラベル事業

について 

この事業について、町の利用状況等は。 

６ 新型コロナ

ウイルス感染

症対応につい

て 

新型コロナウイルスに感染しているこ

とが分かれば、不当に非難され周囲に迷惑

がかかるとし、県内では症状があっても相

談や受診をためらう方がいると聞く。こう

いった方の対策について町はどのように

考えているか。 

７ 地理的表示

保護制度につ

いて 

特色ある農林水産物を地域ブランドと

して保護する地理的表示保護制度、いわゆ

るＧＩ保護制度への登録申請が県内で熱

を帯びている。岩手県では５件が登録済み

とのことである。町でも登録申請について

企業とともに考えてはどうか。 

２ ７番 

山崎 泰昌 

１ 山田町総合

計画について 

(1) 防災施設と防災基盤の整備を図ると

ある。庁舎も重要な役割を担っていると

考えるが、改善する余地はないのか。 

(2) 山地災害を防止するため、新たに危険

箇所の指定場所となる案件はないか。 

(3) 観光資源の活用による交流人口の増

加を目指しているが、今年は災害によ

り、成果は上がらなかったと感じてい

る。下川公園や荒神海水浴場を今後、ど

のように活用するのか。 

(4) 出生数の減少が進んでいるが、総合計

画の見直しはあるのか。また、子育て支

援の見直しや追加はないのか。 

(5) 台風災害や新型コロナウイルスの影

響で、総合計画自体に見直しや改善すべ

き実施計画はないのか。 

(6) 漁業生産基盤の復旧と資源回復の目

標値を設定しているが、見通しは。また、

新たな増養殖技術の確立を考えている

ようだが、具体的に説明を。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

２ ７番 

山崎 泰昌 

１ 山田町総合

計画について 

（つづき） 

(7) 総合計画策定時の平成28年度には小

中学校の統合は予定していなかった。人

口減少により、施設の集約化や廃止は避

けられない。早期に方針を決めるべきで

はないか。 

３ 11番 

横田 龍寿 

１ 新型コロナ

ウイルス感染

症に係る経済

施策について 

新型コロナウイルス対応プレミアム付

商品券を、プレミアム率を上げ、利用可能

期間を短くした上で追加発行する等の考

えはないか。町長の考えを伺いたい。 

２ ホタテ貝毒

に係る経済支

援について 

新型コロナウイルスもだが、漁業関係者

はホタテ貝毒により経済損失を被ってい

る。ホタテ貝毒に係る経済損失に対して何

か支援する考えはないか。町長の考えを伺

いたい。 

３ 役場本庁舎

の建て替えに

ついて 

増築部分を除いた役場本庁舎は旧建築

基準法のもと旧耐震基準に基づいて建設

されている。経年劣化のみならず耐震性能

の点からも建て替えの時期ではないか。市

町村役場機能緊急保全事業が延長される

か各種基金の残等諸々条件があるかとは

思うが、安心安全なまちづくりの観点から

も役場本庁舎の建て替えは避けて通るこ

とが出来ないのではないか。建て替えをす

るなら市町村役場機能緊急保全事業があ

る今ではないか。町長の考えを伺いたい。 

４ 幼稚園・保

育園の再編に

ついて 

町立幼稚園・保育園について、全園廃止、

全園民間委託、一つに集約して幼保連携型

の認定こども園等々、再編と一口で言って

もいろいろな形がある。町立幼稚園・保育

園について現時点でどのように考えてい

るのか、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 

３ 11番 

横田 龍寿 

５ 閉校した校

舎等の利活用

について 

閉校した校舎等の利活用について現時

点での案はあるか、町長の考えを伺いた

い。小規模の環境制御型農業施設、増養殖

施設、アクアポニクス施設等を設置し、地

域のコミュニティーを巻き込んで運営す

れば、食育、地域のコミュニティーの活性

化等、一石数鳥になると考えるがどうか、

町長の考えを伺いたい。 

４ 10番 

関 清貴 

１ 新型コロナ

ウイルス対策

について 

新型コロナウイルス感染症は県内でも

ついに確認された。久慈市においては濃厚

接触者が陰性と判定され、その後の再検査

で陽性となった事例があった。陸前高田市

では感染者家族の一時預かりを実施する

と聞く。陽性者が出て困るのは在宅の要介

護高齢者、障がい者等の家族ではないかと

思う。新型コロナ感染症対策として陽性者

の家族が別に暮らすことができる場所な

どを確保する考えがあるか伺います。 

２ 教育環境に

ついて 

(1) 山田小学校の建設は、中学校周辺を文

教エリアとして進めるようです。このこ

とは、小中一貫校の是非を議論するには

よい機会であると考えるが広く町民の

声を聴き検討してはいかがか。また、全

国的に小中一貫教育または小中連携教

育が考えられているがメリット、デメリ

ットはどのようなことが考えられるか。 

(2) 山中と山高の連携を図り、生徒たちに

町の歴史、未来の姿を学んでもらい、町

づくりの原動力となるような人材の育

成を図ることができる学習の場を現在

の取組に加えて考えられないか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ 10番 

関 清貴 

３ 福祉につい

て 

(1) 宮古市の県立宮古惠風支援学校に本

町から通う児童生徒の通学方法は。 

(2) 医療的ケア児の教育・保育等関係機関

の連携が重要であると考えるが支援体

制を障がい者福祉計画に取り入れてい

るか。 

４ 防災につい

て 

関口川の洪水浸水想定区域が８月21日

に指定された。当河川は川沿いに、住宅、

店舗、特別養護老人ホーム、集会施設、消

防団屯所等があり、昨年の台風19号規模の

雨が流域全体に降れば大きな被害が予想

される。住民等に対して洪水浸水想定区域

図により危険区域等の周知を図ることを

考えているか。 

５ 防犯カメラ

の設置につい

て 

山田小学校がスタートして遠い距離を

歩いて登下校する児童がいる。不審者など

から児童を守るためトンネル等主な通学

路に防犯カメラを設置する考えはないか。

また、漁港には夜でも釣り人がいるが防犯

のため、防波堤周辺に防犯カメラを設置し

て安全、安心な町とする考えはないか。 

６ 人材育成に

ついて 

農業、水産業の後継者対策について県の

事業を活用しているが毎年の成果等の調

べでは、目立った成果がないように思え

る。新たな事業内容、補助メニューを関係

する団体等と検討し、新道の駅の事業に生

かすような人材を発掘する事業は考えら

れないか。 

７ 幼稚園・保

育園の再編に

ついて 

少子化が進むなか児童、保護者のことを

考えた支援と質の高い保育、幼児教育の提

供を念頭に、関係者と十分な議論が必要で

あると思うがどのようなスケジュールで

進めるのか。また、現在、公立で運営して

いる施設をどうする考えなのか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ 10番 

関 清貴 

８ 財政運営に

ついて 

町長の所信表明による事業を具体化す

るには、財源も考えていると思うが基本的

な財源を何に求めるのか伺う。 

また、復興事業において集会施設などの

公共施設を復旧させているが維持経費は

震災前と比較して変わりないか。後年度に

おいて財政負担となる要因とならないか。

見通しを伺う。 

５ １番 

昆 清 

１ 道の駅につ

いて 

(1) 山田ＩＣに近接する「新道の駅」を建

設する計画について、全体計画の具体的

内容は。 

(2) 町独自のメニューを提供出来る飲食

施設計画もあるようだが、具体的内容

は。 

(3) オランダ島との相乗効果を図るよう

だが、具体的内容は。 

(4) それに伴い、現在の道の駅について同

僚議員が以前に質問し、現在の状態で利

用するとの回答を得ているが、その後こ

の考えに変わりはないのか詳細に示せ。 

２ 水産振興に

ついて 

(1) 新たな増養殖技術の確立や、漁場環境

整備に取り組む計画であるが、具体的な

取組内容は。 

(2) 新しい養殖魚種の研究開発に着手す

るとのことであるが、具体的内容は。 

(3) オランダ島との相乗効果を図るよう

だが、具体的内容は。 

３ 観光振興に

ついて 

宿泊施設等の支援事業や特産品の消費

拡大事業を実施するとのことであります

が、このコロナ禍の状態でどのような方策

で実施するのか。 

４ 公共交通に

ついて 

三陸鉄道再開以降、山の内地区を通る公

共バスがなくなり、地区の皆様が不便をさ

れているが、まちなか循環バスの計画変更

等により、利便性を高める計画はないか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ １番 

昆 清 

５ 職員派遣に

ついて 

政府は小規模自治体の技術職不足の解

消のため、支援制度を始めたようあるが、

当町の技術職員の現況はどうか。 

６ 介護支援に

ついて 

全国的にケアマネージャー不足が目立

つが当町におけるケアマネージャーの現

況はどうなっているのか詳しく示せ。 

６ ８番 

佐藤 克典 

１ 台風19号に

よる被災箇所

の復旧状況に

ついて 

本町を始め広範囲にわたって甚大な被

害をもたらした台風19号の襲来から11か

月を迎えようとしている。 

町では、台風19号災害からの早期復興に

対応するため、建設課と今年４月に新設さ

れた都市計画課に災害復旧に対処するチ

ームを設置し、２チーム体制で復旧業務の

加速化を図っているが、現時点で道路(町

道、農道、林道)、河川の復旧工事の着工件

数、未着工箇所の発注計画、完成時期につ

いて伺う。 

２ 役場庁舎へ

のエアコン設

置について 

今年は７月末までは低温で降水量も多

く冷夏が懸念されたが、８月に入り、一転

して猛暑が続き、８月11日には、危険な暑

さとされる36℃超を記録した。近年、温暖

化によって気温の上昇が顕著になってい

る。 

特にも、今年は新型コロナウイルス感染

予防のため、マスクの着用が求められ、そ

れにより体感温度は上昇し、身体への負担

が増している状況である。 

これらのことを踏まえ、職員、来庁者の

適正なる体調管理、熱中症予防のために、

役場庁舎にエアコンを設置すべきと考え

るがいかがか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ ８番 

佐藤 克典 

３ 閉校小中学

校グラウンド

の適正な管理

について 

町内各小中学校の閉校から半年が過ぎ

ようとしている。閉校した小中学校のグラ

ウンドを見れば雑草が生い茂っている状

態である。 

開校時は、教職員はもとより父兄や地域

住民による草取り作業等の実施により、良

好な環境が保たれていたが、閉校後はグラ

ウンドに足を踏み入れることがほとんど

なく、そのような状況となっている。この

まま放置すれば年を増すごとに雑草の数

は増え、病害虫が発生するなど環境衛生上

好ましくなく、何よりも見た目が悪い。何

らか措置を講ずるべきと思うがいかがか。 

４ 山田北イン

ターのフル化

への要望強化

について 

山田町民、特にも豊間根地区住民、豊間

根地区で働いている宮古市民の切なる願

いの「山田北フルインター」、そのフル化

に向けた要望強化を町長所信の６つの重

点施策の１つとして掲げられたことにつ

いて大変、嬉しく感じている。 

フル化が実現した場合、移動時間の短縮

による物流への好影響、そして救急医療を

担う県立宮古病院への所要時間の大幅な

短縮と地区住民にとっては真に命を守る

道路と成り得るものと思う。 

要望強化の基礎資料となる今年度第２

号一般会計補正予算に計上され可決とな

った「山田北インターチェンジフル規格化

要望基礎調査業務委託」は実施されたの

か、実施されたのであれば、その結果内容

について伺う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ ８番 

佐藤 克典 

５ 豊間根支所

兼集会施設の

建設事業化に

ついて 

豊間根支所と併設されている生活改善

センターは老朽化が著しく、建設事業化に

地元の意向を踏まえながら検討を進めて

いくとのこと。具体についてはもちろんこ

れからのことだと思うが、建設をすること

を前提に、たたき台となる一定の青写真は

描いているものと推察する。いつ頃を目途

に建設を進めたいのか、また建設場所、お

およその規模、その財源について伺う。 

７ ９番 

木村 洋子 

１ 被災者の医

療費免除継続

について 

県保険医協会が行った被災者アンケー

トでは、来年から医療費の窓口負担が発生

した場合、「通院に支障が出る」と答えた

人が６割に達し、「新型コロナの影響で収

入が減り、医療費免除で本当に助かってい

る」などの切実な声が多数寄せられてい

る。 

当町においては、高齢でひとり暮らし、

国民年金受給の被災者が多い実態もあり、

来年も医療費免除を継続すべきではない

か。町の考えを伺う。 

２ 学校へのエ

アコン設置に

ついて 

地球温暖化の影響で、今後も厳しい暑さ

が予想される。子どもたちの学習環境を良

好に保つためにエアコン設置が必要と考

えるが、どのように進めていくのか。豊間

根と船越の小学校には、いつ設置されるの

か。 

３ 新型コロナ

対策について 

(1) 雇用調整助成金と休業支援金・給付金

は、新型コロナウイルス感染症で経済的

影響を受けた中小事業者や休業手当を

受けることができなかった労働者にと

って重要な支援策であるが、周知徹底が

不十分である。期限の延長は決まった

が、困っている事業者や労働者に支援が

届くように町としても周知や申請手続

き支援等に努めるべきではないか。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

７ ９番 

木村 洋子 

３ 新型コロナ

対策について 

（つづき） 

(2) 事業者と農林漁業者へ町の積極的支

援策として事業継続支援金が打ち出さ

れたが、受給状況はどのようになってい

るか。農林業者からハードルが高いとの

声を聞くが、申請条件を見直し、新型コ

ロナで影響を受けた農林業者が受給し

やすいようにすべきではないか。 

( 3 ) 学校と放課後児童クラブにおける

「密」の状況は避けられているか。感染

予防のための衛生物品の不足は生じて

いないか。感染を防ぐためどのように対

策を行っているのか。 

４ 災害公営住

宅の空室対応

について 

(1) 災害公営住宅の空室は、どのくらいあ

るか。 

(2) 入居したものの退去した被災者はど

のくらいいるのか。また、その理由はな

にか。 

( 3 ) 空室を無くすために、被災者以外の入

居も認めるべきと考えるが、どのように

進めていくのか。 

５ 台風19号の

被害河川の改

修について 

昨年の台風19号で被害を受けた河川の

改修やしゅんせつが進んでいない状況が

ある。進捗はどうなっているのか。手つか

ずの状況で、このまま台風シーズンに突入

すれば越水し、住家等が被害を受けるので

はないかと危惧する。今後、どのようにし

ていくのか。 

８ ６番 

黒沢 一成 

１ 防災緑地の

復旧について 

台風19号で大きな被害を受けた田の浜

地区の防災緑地の復旧に関して、７月１日

号の広報には、中央部に避難路兼用の開口

部（６ｍ程度）を設けるとあったが、その

後の国との協議の結果は。町の計画どおり

に実施できるのか。また、町の負担はどの

程度になるのか。 
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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 シーカヤッ

ク艇庫の利用

状況について 

７月から浦の浜艇庫の利用が開始され

た。学校の夏休み期間中は頻繁に利用され

ているようであった。他の市町村で海水浴

場を自粛したこともあり、マスコミにも取

り上げられ、町の活性化に一役買っている

と思う。 

海水浴場の管理にも使える建物であり、

今後の活躍も期待するところである。 

そこで伺うが、利用はどの程度であった

か。また、利用には３日前までの予約が必

要であるが、夏休み期間中は、管理者が常

駐して、空いている艇があるときは当日の

利用申し込みも可とするようにできない

か。 

３ 放射性廃棄

物の最終処分

場拒否につい

て 

国では、放射性廃棄物の最終処分場受入

れ地を探している。宮古市では本年６月定

例会において放射性廃棄物を持ち込ませ

ない条例を制定した。釜石市も同様であ

る。また、普代村では条例案が９月議会で

の審議となっており、大槌、田野畑、野田

では条例制定を求める請願が審査中であ

る。 

将来の世代を放射線による障害から守

るため、山田町でも放射性廃棄物を持ち込

ませない条例を制定するべきと考えるが、

いかがか。 

４ 町民プール

について 

町民プールとしても利用できる学校の

プール建設を検討するようだが、山田小学

校の建設に合わせるのか、それとも、山田

中学校プールの更新か。 

９ ５番 

菊地 光明 

１ 台風19号被

害について 

(1) 台風19号被害からの復旧整備計画に

ついて、６月に策定したようだが、田の

浜地区の今後５年間の整備計画全体に

ついて詳しく述べよ。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

９ ５番 

菊地 光明 

１ 台風19号被

害について 

（つづき） 

( 2 ) 町道女川線の整備計画とタイムスケ

ジュールについて、国・県との協議から

何年度から工事に入り何年度完成する

のかなど詳しく述べよ。 

２ 津波被害復

旧について 

(1) 東日本大津波発生から約10年の歳月

になる。復旧については予定表のとおり

本年度末で完了するものと思うが、大沢

地区と船越地区の防潮堤工事や関口川

と織笠川の水門工事が遅れているよう

に思えるがどうか。遅れているとすれば

理由は何か。 

( 2 ) 町営事業について、遅れている事業は

あるのか。その場合その事業名と今後の

復旧計画について。 

(3) 被災した農地の復旧は全て完了した

のか、残っている農地があれば今後の復

旧の在り方をどう考えているのか、詳し

く示せ。 

３ 町税につい

て 

新型コロナウイルスの影響により、収入

減は明らかである。台風19号の被災者を含

めて町税の減免について町の独自策を検

討しているのか。 

４ 山田北イン

ターについて 

山田北インターについて、期成同盟会と

連携して要望活動を強化していくようで

あるが、具体的にどのような要望活動をす

るのか詳しく示せ。 

５ ふるさとセ

ンターについ

て 

大沢ふるさとセンターについて、新たな

施設として整備する計画のようだが、その

計画の場所とタイムスケジュールについ

て詳しく示せ。 

６ 第２分団屯

所について 

第２分団屯所について建設場所や年度

について詳しく示せ。 



13 

順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

９ ５番 

菊地 光明 

７ 限界集落に

ついて 

(1) 限界集落について前回の議会で回答

を受けているが、自分との認識にはズレ

がある。現在町として認めている川向地

区・後楽地区について、その限界集落と

認めた定義を詳しく示せ。 

( 2 ) その限界集落解消に向けて、どのよう

な施策を考え実行しようとしているの

か、詳しく示せ。 

８ 教育につい

て 

(1) 中学校周辺を文教エリアとして、取り

組むようであるが、具体的に何々を集約

して効果的・効率的な教育をする考え

か。 

( 2 ) 船越小学校と豊間根小学校のエアコ

ン設置について、回答を得ているが、設

置についてタイムスケジュールは。 

(3) 現在コロナ禍のなか令和３年の成人

式についての考え方について、実施する

のか否か、実施するのであればその内容

は。 

(4) 同じくジュニア大使派遣はどうか。 

(5) それと今後の友好都市関係の在り方

はどう考えているのか。 

(6) このコロナ禍のなかホストタウンと

しての取組はどう考えているのか詳し

く示せ。 

10 ４番 

豊間根 信 

１ 台風19号か

らの復旧につ

いて 

被害を受けた各地域の復旧計画の方向

性が策定され誠に心強いことであります。

しかしながら完成までの間に異常気象に

よるさらなる災害が懸念される。そのよう

な状況をも考慮し工事に取り組んでいか

なければならないのではと考えるがその

対応について問う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

10 ４番 

豊間根 信 

２ 新道の駅の

建設について 

山田町発展の起爆剤として新道の駅に

はさらなる山田町の生鮮食品や特産品の

販売につながるものと大変期待している。

今後の具体的な内容をはじめとして、オラ

ンダ島活用等山田町の魅力発信及び地域

連携による相乗効果等、今後の活性施策に

ついて問う。 

３ 山田北イン

ターフル化へ

の要望強化に

ついて 

実現に向けて取り組んでいくとの強い

思いは地域にとっても非常に心強く喜ば

しい限りであります。地域にとって、フル

化は当初よりの思いであり、北インター周

辺にはコネクター等生産工場はじめとし

た企業が立地・集積しており、フル化の実

現により、今後、ますますの成長と雇用の

場の形成が期待されます。 

要望活動等をはじめとした、今後の具体

策について問う。 

４ 水産・商工

業への支援策

について 

(1) 今日までの各種施策及び成果につい

て問う。 

( 2 ) 現状及び今後の施策展開について問

う。 

(3) コロナ禍における現状での施策対応

と成果について問う。 

５ 幼稚園・保

育園の再編に

ついて 

少子化の進展・施設老朽化により、幼児

教育・保育施設の再編も現実を踏まえ議論

を進めていかなければならないとのこと

ですが、今後の話し合いでの過程もありま

すが、基本的にどのような考えをもって進

めていくのかその見解を問う。 

６ 豊間根支所

兼集会施設建

設事業化につ

いて 

これまで同様の集会施設機能併せ持っ

た支所の建設事業化は大変喜ばしい限り

であり待望の実施であります。今後の取

組・スケジュールについて伺う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

10 ４番 

豊間根 信 

７ 新しい養殖

魚種研究開発

について 

他市町村においてはすでに出荷段階ま

で来ている状況です。それぞれ様々な試行

錯誤をはじめ、大変な取組であります。町

の今日までの取組状況及び具体的方向性

について問う。 

８ 持続可能な

まちづくりに

ついて 

復興の先を、次のステージを見据えた新

たなチャレンジ、そして持続可能な町づく

りと所信表明において述べられた事は大

変心強く感じた次第です。 

少子高齢化、そして人口減少の状況にお

いて、国の財政状況も悪化する中、復興交

付金等の巨額な財源に支えられてきまし

た。 

今後の財政運営などを踏まえた上で、持

続可能な町づくりの未来像について見解

を問う。 

 


