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一般質問は、１２月１５日（火）に順位１～５を、１６日（水）
に順位６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 道路行政に

ついて 

台風等で被災し、復旧整備された大浦地

区の町道について伺う。 

(1) 旧製材所付近の町道は、雨が降れば町

道と防潮堤の境がわからないほどの水

たまりができ車がすれ違うのが難しい

状況である。防潮堤の管理者と協議をす

るなどして改善策を考えているか。 

(2) 昨年の台風19号により大きな被害を

受けた町道秀禅上線の復旧工事が進め

られているが、舗装工事がほかの災害復

旧工事との兼ね合いからできていない

ようである。日常利用されている生活関

連道路なので路面修復を定期的に行う

ことはできないか。 

２ 産業振興に

ついて 

(1) 山田魚市場の存続について、以前、一

般質問を行ったが決算等が出ていない

ことから深く聞けなかった。令和元年度

決算も揃ったと思うが今後、水産業の町

として魚市場をどのような位置づけで

考えていくのか。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ 10番 

関 清貴 

２ 産業振興に

ついて 

（つづき） 

また、新たな養殖漁業への取り組みの

計画はどこまで進んでおり、いつ頃から

始まり魚市場に水揚げされる予定なの

か。 

(2) 最近、来町する観光客を乗せたバスが

停車しているが、バスツアー客の件数と

人数はどのくらいか。町内への経済効果

はどのくらいあるか。また、修学旅行の

誘致を進めているか。 

(3) 復興事業も終わり若い人たちの雇用

の場を求める声を聞くが企業誘致の活

動を行っているか。また、工場用地とし

て復興事業で生じた所を活用できない

か。 

３ 教育環境に

ついて 

４月から小・中学校が統合したが次の点

について小学校、中学校それぞれ伺う。 

(1) 新たな学習環境となり、学力面で勉強

についていけない児童・生徒の指導をど

のように取り組んでいるか。 

(2) いじめ問題となる案件は発生してい

るか。 

(3) 不登校の児童・生徒はどのくらいいる

か。 

(4) 学校給食が始まり半年以上経過する

が、給食費の滞納はあるか。 

４ 福祉施策に

ついて 

(1) コロナ禍のなか、社会福祉協議会が訪

問を行う事業に影響が出ていないか。 

(2) 東日本大震災の復興支援事業も本年

度をもって終わるが、代替事業として、

高齢者支援のための有効なソフト事業

を検討しているか。 

２ ２番 

阿部 吉衛 

１ オランダ島

について 

東日本大震災から10年目にしてオラン

ダ島整備事業も進み、８月から町民の方々

が利用できるようになり、喜んでおりま

す。そこで問う。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

２ ２番 

阿部 吉衛 

１ オランダ島

について 

（つづき） 

(1) 浮桟橋や柱等に問題はないか。 

(2) 遊歩道や法面の崩れはないか。 

(3) ナラ枯れ等の対策は。 

(4) キャンプ場やキャンプの試験結果は。 

(5) 環境省直轄によるトイレや更衣室は

完成したのか。完成検査は終わっている

か。 

２ 環境衛生に

ついて 

町では震災後、山田町環境衛生実践会連

合会の活動は休止状態であるが、現在の状

況はどうなっているのか。また、今後の活

動に対し町の考えは。 

３ 船揚場につ

いて 

私は平成30年第４回の定例会にて、質問

しておりますが、境田船揚場と北浜船揚場

に滑り材がなく、漁民の方々は大変困って

おります。いつごろ設置するのか、県の回

答は。 

４ 関口川災害

対応について 

(1) 関口神社より上流部に大型自動車タ

イヤが両岸に数多く見受けられるが、町

担当者は確認しているのか。 

(2) 大雨の時に下流に倒木が流れ着き特

別養護老人ホーム平安荘や民家への影

響が考えられるが、当局はどの様な対応

を考えているか。 

(3) 関谷、関口地区は集会所が川の近くに

建っている。災害に備えて高台に建替え

の計画はないか。 

(4) 大雨時、北っ子橋下流周辺の護岸より

増水し、柳沢新興住宅地等への被害が想

定されるが、当局の考えは。 

５ 水産業につ

いて 

(1) 三陸やまだ漁業協同組合ではトラウ

トサーモン試験養殖の実施をするよう

ですが、町に対して、何か支援要請があ

ったか。また、トラウトサーモン養殖に

ついて町の考えを伺う。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

２ ２番 

阿部 吉衛 

５ 水産業につ

いて 

（つづき） 

(2) 今年度、サケの不漁を考えた場合、市

場経営は厳しいと考えるが、町は今後の

市場経営をどう考えているのか。 

３ １番 

昆 清 

１ 三鉄支援に

ついて 

私の住んでいる織笠地区では三鉄車両

を貸し切り、日帰り旅行を開催し三鉄を支

援している。また、駅舎周辺の草刈り等を

実施して支援しております。そこで問いま

す。 

(1) 三鉄が赤字との事を報道で見たが、町

として支援策があるのか、問います。 

(2) 提案でありますが、山田町民号を開催

すべきと考えますが、どうでしょうか、

町長に問います。 

２ 高齢者向け

の避難取り組

みについて 

(1) 最近の報道で見たが、福祉専門職と本

人・近隣の住民、そして自治体の担当者

と連携して意見を交わし、実効性のある

「災害時ケアプラン」を作る取り組みが

始まっているとの事であるが、当町とし

ての対策はどう考えているのか。 

(2) 特に高齢化率の高い災害公営住宅の

避難訓練等を実施する考えはないのか、

問います。 

３ 草木地区に

ついて 

(1) 草木地区は、震災以前より集会所がな

く、個人宅に集まり会議を開いている状

態である。地区民の要望でもある集会所

の早期建築を計画すべきと思うが、どう

か。 

(2) ここ数年犠牲者が出るなど、災害が多

発する中で、草木地区には避難道がな

く、住民が不安を抱いている状態であ

る。当局はどのような対応を考えている

のか、伺います。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

３ １番 

昆 清 

４ 織笠上地区

の道路拡張に

ついて 

三鉄の鉄橋下から上地区八幡下の道路

の道幅が狭く、車両のすれ違いが大変との

意見が多く聞かれるが、何故復興交付金事

業で整備できなかったのか、当局の見解を

問います。 

また、側溝も無く、大雨のとき水が溢れ、

民家に影響があり、住民が不便に感じてい

るとの声があるが、当局の対応はいかが

か、問います。 

５ 飯岡第10地

割の道路拡張

について 

(1) この地区は道幅が狭く、車両のすれ違

いが大変であり、防災面からも改良が必

要と思いますが、当局の対応はどうか、

問います。 

(2) 頂上付近には車両の回転する場所が

なく、運送業者等が大変であると聞く

が、何か対策はとれないものか、伺いま

す。また、頂上付近の土地を町が借り上

げ、回転する場所の整備は出来ないもの

か、問います。 

６ 当町の津波

対策について 

(1) 最近の報道を見ると、千島列島付近の

地震により、かなり高い津波の高さが想

定され、各市町村では対応を考えている

とのことだが、当局としてはどのような

対応を考えているのか、伺います。 

(2) 今の防潮堤が破壊された場合、どの程

度の被害が想定されるのか、具体的に説

明を願います。 

７ 織笠水門に

ついて 

(1) 同僚議員の質問に対して令和２年度

の完成との回答があったが、その後、県

より遅れるとの報道があった。何故工期

が遅れているのか詳しく説明してくだ

さい。また、同僚議員の質問に対し、水

門上部での歩道設置も可能との答弁を

受けているが、本当に可能であるか、問

います。      （次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

３ １番 

昆 清 

７ 織笠水門に

ついて 

（つづき） 

(2) 震災後10年位には鮭が戻るとの説が

あるが、どうか、問います。 

８ アサリ漁場

環境整備事業

について 

(1) どこの場所を想定しているのか。 

(2) 伝作鼻の護岸工事について、何故復興

交付金を活用できなかったか、問いま

す。 

４ ９番 

木村 洋子 

１ 地域医療に

ついて 

(1) 県立山田病院の医師が一人退職して

いるようだが、詳しい経緯と今後の対応

はどうなっているのか。 

(2) 県立山田病院の整形外科を受診しよ

うとすると個人病院の紹介状が必要と

言われているようだがどうなっている

のか。 

２ 介護施設の

ＰＣＲ検査に

ついて 

新型コロナウイルス感染症が拡大して

いる。クラスターが発生しやすい介護施設

等で、働く職員と利用者がＰＣＲ検査を定

期的かつ早期に受けられるような手立て

を検討すべきではないか。 

３ 補聴器購入

の助成制度に

ついて 

加齢性難聴は、日常生活を不便にし、コ

ミュニケーションを困難にするなど、生活

の質を落とす大きな原因になるばかりか、

鬱や認知症の危険因子になることも指摘

されている。 

補聴器の価格は、片耳あたりおおむね 15

～30万円で保険適用がないため、全額自己

負担となっている。 

身体障害者である高度・重度難聴の場合

は、負担は軽減されるが、その対象者はわ

ずかで、約９割の人は自費で購入している

ため、特に低所得の年金暮らしの高齢者は

購入をあきらめざるを得ない。 

こういった背景から、補聴器購入の助成

制度を実施する自治体が全国に広がって

きている。      （次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ ９番 

木村 洋子 

３ 補聴器購入

の助成制度に

ついて 

（つづき） 

耳が聞こえにくい、聞こえないというの

は、高齢者の社会参加、再雇用などの大き

な障害になっている。高齢になっても生活

の質を落とさず、心身ともに健やかに過ご

すことができ、認知症の予防、健康寿命の

延伸、医療費の抑制にもつながるよう、町

としても補聴器購入の助成に取り組むべ

きでは。 

４ 小学校の統

合について 

新しい山田小学校を建設するにあたり、

豊間根小学校、船越小学校を統合した形で

の建設予定で進んでいるように見えるが、

“統合ありき”では、町として禍根を残す

ことにならないか。地域住民や保護者の声

をもっと丁寧に聞くべきである。町として

の考えを問う。 

５ 新型コロナ

ウイルス感染

症対応臨時交

付金について 

交付金は、市町村によって限度額がある

が、当町では、事業継続や雇用維持等への

対応分や「新しい生活様式」を踏まえた地

域経済の活性化等への対応分としてどれ

位使われているのか。 

５ ５番 

菊地 光明 

１ 来年度予算

について 

コロナ禍の中で行う来年度の予算編成

について、町税を始め全ての歳入の現状は

どうか。 

２ 総合計画に

ついて 

(1) 今年度までである現在の総合計画事

業の進捗状況はどうか。 

(2) 次期計画に回る事業があるのか事業

ごとに詳しく述べよ。 

３ 復興交付金

について 

(1) 来年３月に返金する復興交付金額の

総額はいくらになるのか。 

(2) やり残した事業はないのか、ある場合

実施できなかった理由を詳しく示せ。 

(3) 各課ごとにその返金額とその理由に

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 

５ ５番 

菊地 光明 

４ 派遣職員に

ついて 

復興事業も大詰めを迎え、現在は台風19

号の復旧事業に取り組んでいるが、いまだ

に派遣職員の力を借りている。いつまで派

遣職員をお願いするのか。町として今後ど

う職員を配置していく考えなのか、町職員

だけではできないのか詳しく示せ。 

５ 各種事業に

ついて 

年が明けると様々なイベントが予定さ

れているが、このコロナ禍でクラスター発

生は絶対に避けなければならない。新年交

賀会や成人式、震災追悼式など、新年度に

入ると行政区長会議を始めさまざまな会

議が予定されている。大勢の人が一堂に会

す機会を今後どうしていくのか、町として

の基準をどう考えていくのか。 

また、このコロナ禍の中で行政区長の役

割をどう考えて対応していくのか詳しく

示せ。 

６ 限界集落に

ついて 

(1) 限界集落について、前の議会において

高齢化率から説明があったが、その高齢

化率の高い地区はどこか、地区ごとに高

齢化率を詳しく述べよ。 

(2) 高齢化率の高い地区の公共交通体系

の在り方をどう考えているのか。 

(3) 高齢者の方々は買い物に行くのも不

便をしている現状である。高齢化率の高

い地区の商店の在り方をどう考えてい

るのか詳しく示せ。 

７ 管理人につ

いて 

来年度の予算編成に向けて、令和２年度

の予算委員会でも指摘しておいたが、施設

管理人の報酬についての考え方は決定し

たのか、その内容について詳しく示せ。 

８ 漁港施設に

ついて 

(1) 漁港検診の際、船越湾漁協組合長より

要望があった田の浜地区の浮桟橋につ

いて整備計画があるのか、その場合の整

備年度はいつか。計画がない場合はその

理由について説明せよ。（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ ５番 

菊地 光明 

８ 漁港施設に

ついて 

（つづき） 

( 2 ) 各漁港を確認すると船揚げ場を始め

護岸など街灯の少ない地区が見られる

が、漁家の皆様の安全の為や防犯を考

えた場合必要と思われる。調査の上設

置する考えはあるのか。 

９ 避難所につ

いて 

(1) 大浦地区の避難所について、保育園の

撤去後土砂災害時の避難所が小学校だ

けの状態であるが保育園のあった地区

の方々に対する避難所の設置計画はど

うか。 

(2) 各避難所のコロナ対策について、３密

を避けるため具体の策はあるのか、どう

準備しているのか詳しく示せ。 

10 ふるさとセ

ンターについ

て 

ふるさとセンターについては、令和５年

供用開始を目指し検討中との回答を得て

おり、建築場所等について地元の意見を聞

いていると思うが、決定したのか。住民の

方々には旧大沢小学校跡地が防災面など

利便性を考えた場合適地との意見が多い

が、どうか。 

11 虐待につい

て 

今日、全国的に虐待の報告があるが、当

町における児童虐待の現状は確認されて

いるのか。ある場合、身体、育児放棄、性

的、心理的虐待の４類型ごとに件数を詳し

く述べよ。 

12 教育行政に

ついて 

(1) 鯨と海の科学館の指定管理について、

来年４月から実施すると回答を得てい

るが４月から実施する場合、今議会で議

決する必要があると思う、そこで伺う。

指定管理に伴う準備態勢はどうか、いつ

からいつまでどんな公募をして、何社か

ら提案があり、何人の委員で審査し、何

点でどの業者に事業費いくらで決定し

たのか詳しく示せ。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ ５番 

菊地 光明 

12 教育行政に

ついて 

（つづき） 

( 2 ) 町民グランドの在り方について、過日

各体育協会の方々から意見を聞いたよ

うだが、出された意見提言について今後

どのように反映していくのか、詳しく示

せ。 

６ ４番 

豊間根 信 

１ コミュニテ

ィ交通網の今

後について 

各地域において今日までの患者輸送バ

スから地域コミュニティバスへの取組に

ついて懇談会等開催し地域の課題を含め

様々な意見を伺ってこられたと思います。

町民の皆さんの思いをどのような形で受

け止めどのような施策に展開されるのか。

また町内経済活性化に資することが期待

される交通網への実現について問う。 

２ コロナウイ

ルス対応施策

の今後の取組

について 

当初より冬場にむかって勢いが増すと

想定されていたコロナ禍による状況はま

すます広がりつつあります。ワクチン等の

対応も現実のものとして期待され報道さ

れていますが、いかにして共存し、どのよ

うに社会的経済活動を持続していけるの

かが今後の重要課題であり今後の対応施

策展開について問う。 

３ 持続可能な

開発目標への

町の取組につ

いて 

持続可能な開発目標（SDGsエスディージ

ーズ）として2030年までのグローバルな課

題の解決に向け、世界の全ての人が協力し

ようという17の目標が15年９月の国連サ

ミットで、加盟193か国の全会一致によっ

て採択され、世界中が積極的に取り組んで

います。 

もちろん当町においても温暖化対策を

はじめとして目標をもって各事業に様々

な展開をされていると思う。町の各事業を

SDGsの17の目標に照らし合わせた場合、ど

の目標にどの事業が合致し、どのような現

状であるか問う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ ４番 

豊間根 信 

４ 給食センタ

ーの現状と今

後の課題につ

いて 

待望の給食センターが稼働し半年以上

経過しましたが、児童・保護者の皆さんの

反応はいかがでしょうか。運営についての

現状及び今後の課題について問う。 

５ 小中学校全

生徒へのパソ

コン利用への

対応について 

国のギガスクール構想により待望の全

生徒が利用できる環境がいよいよ見え始

めてきた。 

様々な利活用をはじめとして児童生徒

の新しい可能性に期待し、大変喜ばしく大

いに期待するものであります。今後どのよ

うな形での運用を計画し、どのように教育

の向上を図り、システムを最大限に活用さ

れていくのか問う。 

 


