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  一般質問は、３月３日（水）に順位１～５を、４日（木）に

順位６～１０を、５日（金）に順位１１～１２を行う予定で

す。 
 

 

順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ 12番 

坂本 正 

１ ふるさと納

税について 

 地域商社の今の業務、観光協会への業務

委託、山田町の今の業務について、それぞ

れ内容を詳しく示せ。 

２ 教育につい

て 

 当町における児童虐待、登校拒否、いじ

め問題について、何人の児童生徒を確認し

ているのか。また、その対処方針について

示せ。 

３ 廃棄物収集

について 

 コロナ禍の現在、町民各位においては在

宅時間の増により不燃物、ペットボトルな

どの資源ごみの量が増えていると思う。回

収の頻度が１か月に１回では家の中は、特

にペットボトル、不燃物が多くて大変であ

ると考えるが当局の考えは。 

４ 道路整備に

ついて 

 町道織笠・外山線拡幅改良工事は、引き

続き実施することについて、敬意を表す。

現在の計画でいくと完成予定年度は、いつ

になるのか。また、事業の早期完成に向け

ての考え方を詳しく示せ。 

令和３年第１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 12番 

坂本 正 

５ 高齢者福祉

について 

 「生きがいづくりと介護予防の推進」、

「住み慣れた地域で安心して暮らすこと

ができる仕組みづくり」、「介護保険事業

の健全かつ円滑な運営」を３つの柱とする

と施政方針でうたっているが、高齢者につ

いて、スポーツのことがなぜ出てこないの

か、当局の考え方を示せ。 

２ １番 

昆 清 

１ 三陸やまだ

漁協に対する

補助金につい

て 

 三陸やまだ漁協に対して、トラウトサー

モンへの補助金を計画していると思うが、

現在どのような進捗状況であるか伺う。ま

た、三陸やまだ漁協に対する補助金活用は

ほかにもあると思うが、何々あるのか伺

う。 

２ 磯焼け対策

について 

 洋野町や久慈市・大船渡市では、磯焼け

対策として、ウニを冬でも出荷出来る取り

組みを図り、３月上旬に出荷を目指すと報

道でみた。当局は磯焼け対策についてどの

ように考えているのか伺う。 

３ 当町の津波

対策について 

 令和２年第４回定例会で質問した件に

ついて、当局からは「今後、岩手県が津波

防災地域づくり法に基づき定める県内最

大クラスの津波浸水想定区域の公表内容

を踏まえた上で、住民説明会やハザードマ

ップの作成・配布などを通じ、地域住民へ

の周知を図る」との答弁をいただいている

が、１月25日の岩手日報での報道によれ

ば、住民説明会を開催しないということで

あった。このことは当局の答弁と食い違い

があると思われるが、説明を求める。 

４ 小中学校の

パソコンの導

入に係る健康

への影響につ

いて 

 パソコンやスマホなどのデジタル機器

は健康に影響があるとのことであり、スウ

ェーデンでは成人の９人に１人が抗うつ

剤を服用しているとの報道があった。教育

現場へのデジタル機器の導入に伴う子ど

もへの影響については、科学的に検証しな

がら慎重に対策すべきではないかと思う

が当局としての見解を伺う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

２ １番 

昆 清 

５ 空き地対策

について 

 織笠地区の各行政区や地区民、コミュニ

ティ推進協議会においては草刈りなど環

境整備に努めている。また、一部の有志も

頑張っているが、それだけでは焼け石に水

である。まだまだ実施しなければならない

ところがたくさんある。しかし、労力には

限りがあり、その上高齢化に伴い思うよう

に整備できないのが現状である。そこで次

の点を伺う。 

(1) 官地（公有地）であれば、最低でも住

宅付近は、町で定期的に見回りをして除

草や環境保全につとめるべきではない

か。また、住民に、畑や花壇、または駐

車場などに利用させ、管理させることに

より、環境保全につながると思う。利用

できるような仕組みを構築すべきでは

ないか。 

(2) 私有地（空き地）についても整備しな

い所有者もいるし、まして遠くに住んで

いる所有者はなおさらである。近所の住

民はトラブルになるのであまり口をは

さむことができない。所有者に除草など

環境保全に努めさせるような規則や条

例を制定してはどうか。 

６ 織笠漁港南

側の入口の段

差解消につい

て 

 国道から織笠漁港に行く南側の入口に

ついて、完成後時間もたっていないが、段

差が激しく、車が破損する危険があり、早

急に解消すべきと考えるが、当局は確認し

ているのか伺う。 

７ 高齢者施設

の建設につい

て 

 老々介護については年々増加して社会

問題になっている。町内の施設には空きが

なく待機者も多く、新しい特別養護老人ホ

ームの建設が期待されている。 

 当局は、特別養護老人ホームについては

今のままで十分と考えているのか。また、

新規の施設を建設する計画はないのか伺

う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

２ １番 

昆 清 

８ 若者の定住

対策及び移住

対策について 

 地方創生の取り組みが進む中、行政・民

間による地場産業の振興や移住者の受入

れサポート、高校生の県外からの受入れ

等、様々な取り組みにより、移住者の増加

を実現している市町村がある。 

 町では、特に若者が定住するためにどの

ような事業を行っているのか。その成果は

どうか。また、何か新しい対策を考えてい

るのか伺う。 

９ 災害弱者の

避難計画につ

いて 

 消防庁によると令和元年６月時点で要

支援者の名簿に 784 万人が記載されてい

る。個別計画の作成を終えた自治体は全体

の 12 パーセント、作成中は 50 パーセン

ト、未作成は 38 パーセントにのぼると報

道であった。最近災害が多発し、避難計画

の策定が急がれると思うが、特に災害時避

難行動要支援者の「個別計画」について早

急に策定すべきと考える。いつ頃までに策

定できるのか伺う。 

３ ８番 

佐藤 克典 

１ 新型コロナ

ウイルス感染

症ワクチン接

種について 

 報道によると、２月14日に米国ファイザ

ー製の新型コロナウイルス感染症ワクチ

ンが国内で初めて正式に承認され、17日に

は同意を得られた全国の医療従事者への

先行接種が始まった。 

 町では国において承認され次第、速やか

にワクチン接種を開始できるよう、町内医

療機関と連携を図りながら、進めていくと

のことだが、町ではいつ頃を目途に開始す

るのか。接種に要する期間はどれ位か。ま

た全町民が接種対象と考えるが、優先順位

は国に準ずるのか。接種する会場は何箇所

を想定しているのか伺う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

３ ８番 

佐藤 克典 

２ 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

については、整備効果などの調査・研究を

進めながら宮古市をはじめ期成同盟会等

と連携し、事業化に向け要望活動を強化す

るとのことだが、令和２年度はどのような

要望活動を行ってきたのか。また要望活動

の基礎資料となる「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」。こ

の事業の結果内容について伺う。 

３ 町道交差部

の信号機設置

について 

 町道川向・長崎線と同細浦・柳沢線の交

差部への信号設置については、以前より同

僚議員からの質問要望もあり、設置の方向

で進んでいたが、諸般の事情から設置時期

が延伸された。 

 細浦・柳沢線の開通とともに交通量はか

なり増加している。ドライバーそれぞれが

「だろう運転」をすれば大事故を招くし、

また「かもしれない運転」であれば事故に

はつながらないと思うが、お互いに牽制し

合う状態となり、後続車のイライラを招く

というデメリットもある。これらのことか

ら早急に信号機を設置すべきと考えるが

いかがか。 

４ 学校給食に

ついて 

(1) 学校給食の開始から、一年を迎えよう

としている。この一年、給食に対して児

童生徒、保護者はどのような評価をして

いるのか。またどのような要望が寄せら

れているのか伺う。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

３ ８番 

佐藤 克典 

４ 学校給食に

ついて 

（つづき） 

( 2 ) 以前、私は学校給食については、県立

と町立の垣根はあるが給食センターか

ら近距離にある山田高校生徒もその対

象とすべきとの質問をしたが、山田高校

生徒あるいは保護者から給食を供給し

て欲しいとの声はないか。また山田高校

生徒への給食実施にはどのようなハー

ドルがあるのか併せて伺う。 

５ 農業の振興

について 

(1) 農業担い手対策については、新たに 

「新規就農者研修受入支援事業」を立ち

上げるとのことだが、その事業内容につ

いて伺う。 

( 2 ) 畜産業については「繁殖素牛購入支 

援事業」を創設し飼養頭数の確保と繁 

殖牛農家の経営安定化を図るとのこと

だが、繁殖牛農家の現状、事業内容に 

ついて伺う。 

４ ７番 

山崎 泰昌 

１ 町政運営に

ついて 

 持続可能なまちづくりに積極果敢に挑

戦するとあるが、具体的に、現状の町政運

営がどのように変わるのか。第９次総合計

画後期基本計画では、どの実施計画に反映

されているのか。 

２ 国民健康保

険事業につい

て 

(1) 国民健康保険事業について、健全財政

の維持に努めるとあるが、医療費の適正

化のほかに、どのような取組を実施する

のか。 

( 2 ) 特定検診の受診率は何パーセントか。 

３ 個別計画に

ついて 

 災害時避難行動要支援者の「個別計画」

を策定するようだが、その後の取り組み

は。 

４ 子育て支援

について 

 「子育て世代包括支援事業」で保護者の

ニーズに対して、切れ目のない支援を目指

すようだが、現在、保護者からの要望はあ

るのか。また、町ではどのような支援を考

えているのか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ ７番 

山崎 泰昌 

５ 公共交通に

ついて 

 「コミュニティバス」を４月から試験運

行するが、現在、公共交通機関がない地域

もカバーできるのか。また、ルートは決定

しているのか。 

６ 水産業につ

いて 

 水産振興において、アワビ放流事業補助

の継続は大変有意義なことだと、大いに賛

同する。今回、アサリ増殖により漁業所得

の向上と潮干狩りでの誘客を目指すよう

だが、その内容は。また、新たな養殖魚へ

の支援を考えていくと前回の一般質問の

折、答えていたが、その後の経過は。 

７ 畜産業につ

いて 

 一時期、畜産業は非常に厳しい経営環境

にあったが、「繁殖素牛購入支援事業」を

行うということは、現在は安定した経営状

況にあり、今後、経営拡大していくための

施策か。 

８ 観光振興に

ついて 

(1) マリンレジャーやマリンツーリズム

を語る上で、荒神海水浴場や下川公園は

欠かせないと考える。下川公園の整備や

荒神海水浴場への新しい道路の進捗状

況は。 

(2) 「新道の駅」の詳細設計に着手すると

のことだが、以前より質問していた三陸

道に目立つ看板設置など、周知方法は検

討しているか。 

(3) 新道の駅が基点となり、町が活性化す

るためには、町内において、いつでも観

光客に対応でき、観光客が町内を通行し

てみたいと思う「まちづくり」が重要だ

と考えるが、その施策は。 

９ 消防団員の

報酬等につい

て 

 ニュースでは消防団員への報酬や出動

手当の引き上げが取り上げられていた。当

町の方針は。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ ７番 

山崎 泰昌 

10 信号機の設

置について 

 住民の安全を守るため信号機の新設を要

望してきた。来年度、１か所設置すると聞

いているが、設置までのタイムスケジュー

ルは。また、他の要望箇所の設置見通しは。 

11 教育につい

て 

(1) いじめ防止への取り組みについて効

果は出ているのか。また、新しい環境の

中で、小中学校に新たな問題点はない

か。 

(2) 社会体育施設の利用状況は。 

12 施設の利活

用について 

 旧スケート場の活用方針は。 

13 新型コロナ

ウイルス関連

について 

(1) ワクチン接種を行う際に、国ではいろ

いろな接種場所を想定しているが、町の

方針は。 

(2) 多くの事業所が苦労しているが、特に

も飲食店の方々が経済的にダメージを

受けている。町でもいろいろな施策を行

っているが、事業者の人々の現状は。ま

た、新たな支援策は。 

５ ２番 

阿部 吉衛 

１ 防潮堤につ

いて 

(1) 町内各地区で防潮堤が建設中である

が、完成について県では令和３年度末ま

で延長になると示している。そこで伺

う。避難階段に手すりがないところもあ

り、また、街灯もない場所も見受けられ

る。完成までに設置できるのか。 

(2) 完成している防潮堤は段差や割れ目、

隙間が見られるようだが確認している

のか。 

２ 災害公営住

宅について 

 町内災害公営住宅では役員改選時期で

あると聞く。新たに役員を引き受ける方が

なく、各自治会も運営について大変苦労さ

れているようである。そこで伺う。 

(1) 共益費の未納について自治会から相

談されることはあるのか。その場合、町

はどのような対策を検討しているのか。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ ２番 

阿部 吉衛 

２ 災害公営住

宅について 

（つづき） 

(2) 震災後、柳沢住宅は１階が倉庫になり

入居可能な部屋数が減ったことにより、

１軒当たりの共益費の負担が多く大変

なようであるが対応策はあるのか。 

(3) 今年の冬は寒さが厳しく各住宅や集会

所等で水道管の破損等損害はなかったか。 

６ 10番 

関 清貴 

１ 復興につい

て 

 東日本大震災から10年となる。ハードの

復興事業は、ほとんど終わり、「心の復興」

やコミュニティ形成の施策が求められて

いる。震災前の生活を少しでも取り戻し、

未来に向けた生活を送るには、孤立防止、

近隣住民同士の新たなコミュニティが重

要であろうと考えるが、町では町社協が県

社協から委託される事業以外に考えてい

るか。また、コロナ禍において地域コミュ

ニティの構築をどのように図るのか。 

２ 防災につい

て 

 ２月13日に発生した福島県沖の地震は

10年前の大地震が脳裏をよぎった。そこで

伺う。 

(1) 現在予想される日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震とそれにより発生する津

波への対策を、住民にどの程度情報を発

信しているのか。また、津波ハザードマ

ップ等作成の進捗状況はどのようにな

っているか。 

( 2 ) 他市町村では指定避難所の見直し等

が進んでいるようであるが、本町では津

波の襲来に備え、東日本大震災で学んだ

ことを生かす取り組みが緊急に必要で

あると考えるがいかがか。 

３ 高齢者にや

さしい地域づ

くり 

 飯岡、長崎地区の高齢者は買い物のために

駅周辺の商店街まで歩いている方が多い。復

興事業で完成した歩道は勾配があり、途中休

憩する所もなく宅地の擁壁に腰をおろして

休んでいる方もいる。整備された歩道は幅が

広く、ベンチを設置することもできると思う

がそのような考えはないか伺う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ 10番 

関 清貴 

４ 山田北イン

ターのフル化

について 

 三陸沿岸道路の山田北インターがある

豊間根地区は誘致企業が多く、交通アクセ

スの改善は町にとっても企業にとっても

メリットが大きく、また農業振興を図る上

でも、町が発展するためにも山田北インタ

ーのフル化は重要であると考える。今後の

要望活動の進め方を具体的に伺う。 

５ 水道料につ

いて 

 今冬は雪が多く、気温も上がらず、水道

管の凍結が多かったと思う。本町では凍結

漏水した場合の水道使用者への請求額の

算定方法は決まっているか。また、それに

よる料金は他市町村と比較して高くない

か。 

６ 産業振興に

ついて 

(1) 磯焼けがアワビの漁獲量に影響を及

ぼしているか。及ぼしているとすれば、

今後の対策としてどのようなことを考

えているか。 

( 2 ) 本町のシイタケ生産者は、様々な苦境

の中頑張っている。「特用林産物生産促

進支援事業」の充実を図り、生産者の生

産意欲の向上と生産量の回復に努める

とあるが、事業の具体的な内容について

伺う。 

(3) 「創業支援等事業」はコロナ禍におい

てどのように事業実施を図るのか。 

(4) 新道の駅の開業は令和４年度を目指

すようであるが、概要や公募等の情報を

早めに公表すべきと考えるが、いつ頃公

表する予定か。また、運営候補者は町内

外から募集するのか。 

７ 教育行政に

ついて 

震災から10年となり、少子化が進む教育

環境の中、次のことを伺う。 

(1) 防災教育は、学校のみならず、家庭や

社会などのいかなる場合でも活用でき

る内容か。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ 10番 

関 清貴 

７ 教育行政に

ついて 

（つづき） 

(2) 震災後に配置されたスクールカウン

セラーは今年度で終わるようである。ス

クールカウンセラーの配置は今後も継

続すべきと考えるが、町の考えは。 

(3) 人材育成にも繋がる体験学習を今以

上に充実させ、将来に夢を抱くことがで

きるような方向性で進めるよう考えて

いるか。 

(4) 地産地消を柱とした食育の推進に努

めるとのことだが、地元食材を活用した

学校給食は年何回を予定しているか。 

(5) 小中学校が統合したことで、保護者と

地域と学校との関係はどのようになっ

たか。 

(6) スポーツ少年団へはどのような指導・

支援を考えているか。 

(7) 郷土芸能を町民の財産として伝承す

る施策を考えているか。 

(8) 東日本大震災後、改めて町史を編纂す

る考えはないか。 

(9) 町内で芸術や文化の面で活躍してい

る方を講師として招き、児童生徒の講習

会等の開催を考えられないか。 

７ 13番 

阿部 幸一 

１ 高齢者の施

策について 

少子高齢化の問題が深刻となっている。

幼児、児童、生徒、若者対策も大切である

が、町内で40パーセント近い割合を占める

65歳以上の高齢者に対する行政の取り組

みも非常に大事だ。高齢者対策について

は、施政方針ではわずかしか書かれていな

いが、町独自の高齢者のための政策は考え

られないか。国や県の事業に加え、この山

田町に住んでよかったと思えるような、高

齢者のための独自政策の展開について、町

の考えを問う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

７ 13番 

阿部 幸一 

２ 建設工事の

現場管理につ

いて 

 町の建設工事現場の管理についてであ

るが、担当技師からの業務連絡が遅かった

り突然変更されたりで、現場が混乱するケ

ースが多々あるとの多くの指摘がある。町

では、技師の業務の進め方について、どう

管理・指導しているか。 

３ 農業政策に

ついて 

 施策方針において、町の農業について新

たな取り組みを行うとのことであり、非常

に期待したいところである。「豊かな土づ

くり支援事業」とは、具体的にどのような

内容なのか。また、現時点でどんな農産物

を想定しているか。 

４ 水産業につ

いて 

 近年、どの市町村においても養殖事業が

盛んである。そこで伺う。当町においても

盛んに各種養殖事業を進めているが、他市

町村と差別化を図り、その上で収益の高い

アワビの陸上養殖を取り入れる計画はな

いか。 

５ コロナによ

る生活困窮者

について 

 今日のコロナ禍に伴い、生活に困窮して

いる方もあると思う。そこで伺う。コロナ

により生活保護受給世帯は何パーセント

増えたか。 

６ 新道の駅に

ついて 

 新道の駅について、建設に向けて進んで

いることは、今後の当町の交流人口の増や

観光振興の面からも評価する。その上で伺

う。新道の駅の運営について、公設民営を

考えているようだが、当町の将来を考えた

場合、運営候補者は町内業者を優先すべき

と考えるがどうか。 

７ 児童生徒の

いじめについ

て 

 児童生徒のいじめがあるのか。あるとす

ればどのような対策を行っているか。 

８ 入江田沼に

ついて 

 沼に瓦礫があると聞くが調査等を行い

確認しているか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

８ ９番 

木村 洋子 

１ 新型コロナ

ウイルス感染

症対策につい

て 

 ワクチン接種は、いつ頃から始まり、ど

のような体制で行われるのか。シミュレー

ションはあるか。副反応に対する周知や対

応は十分か。 

２ 漁業者への

支援策につい

て 

 新型コロナウイルス感染症の影響と不

漁で、山田の漁業は窮地に立っている。新

たに、独自支援策を設け、当町の基幹産業

である漁業を守る努力をするべきと考え

るが町の考えは。 

３ 町立わかば

幼稚園の運営

について 

 ２月10日、わかば幼稚園において、住民

懇談会が開かれ、わかば幼稚園の現状と今

後の運営等が話された。令和４年度以後の

幼稚園の存続は難しいとのことだが、保護

者や住民からの意見等を踏まえどのよう

になっていくのか。保護者から発言があっ

たが、わかば幼稚園を存続させる努力を町

はしてきたのか。 

４ 町有地貸付

に関わる契約

保証金につい

て 

 町では、復興事業で買収した土地の利活

用を図るため、利用可能な町有地の利用者

を募集しているが、応募状況はどのように

なっているか。土地を貸付けるにあたり、

契約保証金をとるとのことだが、分割納付

可能とはしているものの、利用者にとって

大きな負担となっている。これから事業を

展開し、頑張ろうとしている被災した事業

者もいる。町としてバックアップする意味

においても、契約保証金はとらない方向で

考えるべきではないか。被害が大きかった

陸前高田市や大槌町では、契約保証金は取

らないということである。当町においても

同様の扱いとすべきである。町の考えを問

う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

８ ９番 

木村 洋子 

５ 三陸道の走

行安全につい

て 

 三陸道・豊間根トンネル―田名部トンネ

ル間の強風に対する事故防止策が不十分

なのでは。速度制限や掲示板もトンネル出

口周辺にあるだけで、風が強い地域である

のにガードレールも低めである。ドライバ

ーの安全を確保する方策がぜひとも必要

である。町としての対応は。 

６ 介護サービ

ス付災害公営

住宅の必要性

について 

 災害公営住宅には、一人暮らしの高齢者

が多く暮らしている。現在は一人で生活で

きていても、今後、自助、互助の努力だけ

では解決できない状況が出てくると考え

る。現在でも、特養などには待機者も多く

介護施設に入りたくても入れない状況は

続くと思われる。災害公営住宅に入居して

いる高齢者に長く住んでもらうためにも、

中央団地などの施設内に介護の必要時に

サービスが提供できるよう介護を担う人

員を配置してはどうか。高齢化社会を見据

えた方策が今後必要であり、被災が大きく

高齢化率の高い当町においては住民に望

まれる方策である。町としての考えを問

う。 

７ 河川のしゅ

んせつについ

て 

 一昨年の台風19号による土石流などで

川底が上がったままの河川のしゅんせつ

が進んでいないように見えるが進捗はど

のようになっているか。平安荘や社協など

福祉関連の施設が集まっている地域を流

れる関口川中流部においても川底が相当

上がっている。集中豪雨等あれば、近隣に

浸水被害が出かねないのでは。早期にしゅ

んせつすべきと考える。町の対応は。 

９ 11番 

横田 龍寿 

１ 新型コロナ

ウイルスに係

る町内飲食店

の対応につい

て 

(1) 新型コロナウイルスにより町内飲食

店での宴会は極端に少なくなった。そこ

で宴会場を複数店舗のいわばセントラ

ルキッチンとして活用する考えはない

か。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

９ 11番 

横田 龍寿 

１ 新型コロナ

ウイルスに係

る町内飲食店

の対応につい

て 

（つづき） 

(2) 出前の配送をタクシー会社に請け負

わせるなどの仕組みを作ってはいかが

か。町長の考えを伺いたい。 

２ 東日本大震

災について 

 本年は東日本大震災から10年目という

一つの節目となる年である。そこで伺う。 

(1) 追悼式は規模を縮小して開催するよ

うだが、代替策としてライブ配信、ダイ

ジェスト動画の配信等してはいかがか

伺いたい。 

(2) 被災者が10年の節目を契機に、希望者

が寄稿し気持ちを整理する場を提供す

る仕組みを作れないか。 

(3) 主に県内沿岸市町村と連携して消防

団員から寄稿を募り、消防団の記録誌を

作成してはいかがか伺いたい。 

３ 町営住宅の

現況について 

 古い町営住宅の長寿命化や解体などを

現段階でどのように考えるか。町長の考え

を伺いたい。 

４ 一貫教育に

ついて 

 町内の公立幼稚園・保育園を幼保連携型

認定こども園とし、また、山田高等学校を

岩手県から山田町に移管した上で、幼保小

中高一貫教育を目指してはいかがか。町長

の考えを伺いたい。 

５ 町内観光資

源の利活用に

ついて 

(1) 船越家族旅行村を活用したワーケー

ションの推進のために、また他道の駅と

の差別化のために、また町内観光資源の

相乗効果を狙うためにも新道の駅には

炉端焼きを設置し、例えば船越家族旅行

村に２泊する時に１泊目の夕食は炉端

焼きで、２泊目の夕食をカキ小屋で、と

連携させた方が良いのではないかと考

えているがいかがか。町長の考えを伺い

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

９ 11番 

横田 龍寿 

５ 町内観光資

源の利活用に

ついて 

（つづき） 

(2) 町に中長期滞在をする方のために、町

内飲食店共同で健康面を重視したメニ

ューの考案をすべきではないかと考え

るがいかがか。町長の考えを伺いたい。 

６ 今後の町内

の雇用、産業

について 

(1) 復興工事完了に伴い建設業界の再編

や大幅な人員削減が起こると考えてい

るが雇用の受け皿について何か策はな

いか町長の考えを伺いたい。 

(2) グリーンカーボン・オフセット、ブル

ーカーボン・オフセットを山田町の農林

水産業の第１次産業と第３次産業とを

足していわば第４次産業として育成し

てはいかがか、町長の考えを伺いたい。 

７ 今後の役場

の人事行政に

ついて 

 各種計画を見るに2040年の山田町の推

計人口は１万人前後、現在の約３分の２の

ようである。単純計算すると職員数も３分

の２ではあるが、現在の人員の３分の２で

現在と同等の業務を遂行する姿が想像し

難い。そこで伺う。 

(1) 町長は2040年時点の役場職員の適正

数は何人くらいだと考えているのか伺

いたい。また、その職員数で業務を遂行

出来るようにする方策についてどのよ

うな考えがあるのか。町長の考えを伺い

たい。 

(2) 最近、デジタルトランスフォーメーシ

ョン（ＤＸ）という言葉を聞くが、今後

の山田町役場の運営にこそ必要なので

はないかと思うがいかがか。町長の考え

を伺いたい。 

８ 業務の広域

化について 

 将来的に人口が減少することで、全ての

市町村が均一に業務を遂行することは難

しくなるのではないかと考えている。業務

を近隣市町村と連携し、広域的に行う必要

性があるのではないかと考えているがい

かがか。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 

９ 11番 

横田 龍寿 

９ マイナンバ

ーカードにつ

いて 

 住民の利便性向上のため、マイナンバー

カードの普及率向上は急務だと思うがい

かがか。町長の考えを伺いたい。 

10 消防団員の

確保について 

(1) 全国的に消防団員の報酬の引き上げ

が検討されているようだが山田町では

どうか伺いたい。 

(2) 団員に占める役場職員の割合を伺い

たい。消防団内の役場職員の現時点での

役職の最高位を伺いたい。併せて一番役

場職員の割合が多い分団の構成内訳を

伺いたい。 

(3) 役場職員が消防団内で頑張っている

ことは重々承知している。であればこそ

大災害時の備えとして機能別団員制度

を導入してはいかがか伺いたい。 

10 ５番 

菊地 光明 

１ 災害対応の

意識について 

 東日本大震災から10年が経過しようと

している。震災後に入庁した職員も多く、

当時の震災業務を知る職員も減り、相当数

入れ替わったことと思う。職員は災害時の

避難所運営など最前線に立たなければな

らない。そこで次の点を伺う。 

(1) 震災後、入庁した職員数は何人で震災

前の職員との比率はどうなっているの

か。 

(2) 津波等の被害は伝承していくことが

大事であるが、震災当時の業務内容につ

いて、新人職員に対する研修は行ってい

るのか。 

２ 防災行政無

線の運用につ

いて 

 津波や異常気象警報などの際、いち早く

避難指示などを伝達するために防災行政

無線の役割は非常に大きいが、昨今の放送

内容に疑問を感じることがある。そこで次

の点を伺う。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

10 ５番 

菊地 光明 

２ 防災行政無

線の運用につ

いて 

（つづき） 

(1) 放送内容の精査、実施の有無の判断は

どこで行っているのか。 

(2) 避難指示以外等の本来の目的以外で、

放送する内容の基準はあるのか。 

(3) 啓蒙活動内容の放送の乱発は、防災行

政無線を聞こうとする意識の希薄につ

ながるものと懸念するが、当局の見解

は。 

３ 町職員体制

の男女平等の

考え方につい

て 

 昨今女性軽視がいろいろと、取沙汰され

ているが、町職員の男女平等の考え方につ

いて伺う。 

(1) 当町における職員体制は何名で、その

うちの男女の比率は。 

(2) 課長補佐以上の幹部職員への登用の

比率は。 

(3) 「202030」との整合性は。 

(4) 今後の対応はどう考えているのか。 

４ 山田北イン

ターフル化に

ついて 

(1) 山田北インターのフル化については、

再三再四質問してきたが、回答はいつも

「期成同盟会等と連携して要望活動を

していく」である。今後どんな要望活動

をしていくのか、詳細に示せ。 

(2) 新聞報道によると洋野種市インター

はフル化に計画変更となったようであ

るが、その内容は。 

(3) 洋野町も期成同盟会に参加している

のか。 

(4) 当町も要望に対する考え方や方法に

ついて、学ぶべき点が多いと感じるが当

局の考えは。 

５ コロナ対策

について 

 我が国においても、コロナワクチンの接

種が始まったようだが、当町における職員

体制や接種方針について、その在り方を、

接種方針ついては、考えている場所、日時

についても詳しく述べよ。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

10 ５番 

菊地 光明 

６ 限界集落に

ついて 

(1) 町内の限界集落はどこか。また、その

地区の買い物難民などに対する各種福

祉政策等、限界集落の解消に向けての方

向性について詳しく述べよ。 

(2) 町内に限界集落が無ければ、高齢化率

の高い地区の買い物難民などに対する

各種福祉政策等を詳しく述べよ。 

７ 福祉政策に

ついて 

 少子・高齢化の現代、例年同様の各種イ

ベントが展開されているが、各種イベント

について、前例踏襲ではなく新たな視点で

の福祉の政策を考えられないのか。 

８ 水産につい

て 

 山田・船越両市場について、昨年の売り

上げ状況を詳しく述べよ、それに対する町

の考え方は。また、サケ稚魚放流事業につ

いて、今後の放流事業計画等は検討する必

要性があるのでは。 

９ 公共施設に

ついて 

 小中学校再編計画に伴い、新たに生じた

旧小中学校の利用計画は解体を含めどの

ように進めていくのか、詳しく示せ。また、

旧山田病院を含めた施設全体の統廃合や

長寿命化を図るため、施設の利活用検討委

員会で検討するとの報告を受けてから３

年が過ぎているが、いつ結論が出るのか。

全施設について、その結果を詳細に示せ。 

10 幼・保再編

について 

 幼稚園と保育園の再編について、議論を

進めるようであるが、いつまで議論してい

つ結論を出すのか詳しく示せ。 

11 ６番 

黒沢 一成 

１ 交通網に関

して 

(1) 「患者輸送バス」を見直し「コミュニ

ティバス」として試験運行を始めるよう

だが、路線は同じか。拡張、変更できる

のか。また利用料金は。 

(2) 「まちなか循環バス」は一年の試験運

行を経て見直す点があれば見直すとの

ことで、逆回り便も検討するとのことで

あったが、どのようにするのか。 

（次のページへ） 
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11 ６番 

黒沢 一成 

１ 交通網に関

して 

（つづき） 

(3) 「三陸鉄道リアス線」はコロナ自粛の

影響もあり利用者が減っている。利用促

進をどのように図るのか。 

２ オランダ島

について 

(1) オランダ島は一周できる歩道を整備

したことで利用価値が増したが、実際歩

いてみると石と石の間に結構な隙間が

あり、足を滑らせると怪我をするのでは

と心配になった。改善できないか。 

(2) 釣りができれば海水浴シーズン以外

にも利用できると思うのだが検討でき

ないか。 

(3) 天候、潮の良い日は遠足に利用できな

いか。 

３ 商工業の振

興について 

 施政方針では、企業誘致について触れら

れていない。昨年同僚議員の質問に対し

て、明記してなくとも行わないわけではな

いと答えていたように記憶している。簡単

なことではないことは重々承知している

が、三陸道が整備されたことにより、各地

との距離感が縮まり可能性は上がってい

ると思う。企業誘致について、町長の考え

を伺う。 

４ 就学前施設

について 

 就学前施設について、より効率的な運営

が図られるよう、町内全体の幼稚園・保育

園の再編について議論を進めるようだが、

現在町立は船越保育園とわかば幼稚園だ

けである。私立施設を含めて再編するの

か。 

12 ４番 

豊間根 信 

１ 新型コロナ

ウイルス感染

症対応施策に

ついて 

(1) すでに医療関係者をはじめワクチン

接種が開始されたが、当町においてのワ

クチン接種実施体制について問う。 

(2) コロナ禍による経済低迷に対する当

町経済活動への支援対策施策事業内容

とその効果及び今後の経済対応施策展

開について問う。 
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12 ４番 

豊間根 信 

２ SDGsへの取

組について 

 第９次総合計画後期基本計画案におい

て、各計画への施策に多種多様なゴールを

組み、明快な形で計画案との整合性を示し

たことは今後の行政の形に大いに期待す

る次第である。今後、ゴールを目指し、結

果を実現するために各課連携・住民協働等

どのような連携施策対応を展開されてい

くのか問う。 

３ 小中学校に

おけるパソコ

ンの活用策に

ついて 

 学校教育現場へ待望のノートパソコン

導入により、新たなる教育の展開が期待さ

れる。今後ICTの利活用においてSDGs等を

はじめグローバルな教育への発展性を含

め具体的活用策への取り組みについて問

う。 

４ 産業支援施

策について 

 新道の駅整備について、４年度中の開業

を目指し詳細設計に着手とのことで、今後

の町経済活動への導線として、また、公募

による運営候補者選定方法を含めて、町全

体に波及効果をもたらす道の駅をとのこ

とで大変期待している。その詳細及び今後

の計画について問う。 

 


