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一般質問は、６月８日（火）に順位１～５を、９日（水）に
順位６～７を行う予定です。 

 

 

順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

１ １番 

昆 清 

１ ワーケーシ

ョンについて 

 県内各地ではワーケーションが進んで

いるようだが、当町にはケビンハウス等の

施設があり、活用についてもっと積極的に

PRが必要と考えるがどうか。 

２ 職員の超過

勤務について 

 当町における令和２年度中に月80時間

を超える時間外勤務をした職員の現状と、

当局の認識は。また、今後の解消策につい

てどう考えているのか。 

３ 子どもの視

力低下につい

て 

 学校でのタブレットの導入がなされ、子

どもがデジタル機器を使う機会が増え、目

への影響が懸念される。当町はどのような

対策を考えているのか。また、その対策は

とれているのか、詳しく示せ。 

４ 海童丸につ

いて 

 オランダ島までへの送迎の船賃が１人

1,000円である。５人家族で利用すると

5,000円かかる。これでは高くて海水浴に

子どもを連れていけないとの住民の声が

あるが、当局の認識はどうか。住民の声に

耳をかたむけ検討する考えはないか。 

令和３年第２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 １番 

昆 清 

５ 道の駅につ

いて 

 最近県内各地で道の駅を開業しており、

先月は田野畑村の道の駅がオープンし、次

に久慈広域での道の駅の開業が見込まれ

る。そこで伺う。 

 当町の新・道の駅と他市町村との道の駅

との差別化を図り、特徴ある道の駅をつく

り観光客の誘致に努めるべきと思うが、ど

のように差別化を図る考えであるか。 

６ 草木地区避

難道について 

 草木地区の避難道の完成時期はいつ頃

の予定であるのか。 

７ なしばたけ

について 

 令和２年第４回定例会で質問した後も、

住民から再三再四の要望があった。道路拡

幅の件は、どのように進んでいるのか詳し

く示せ。 

８ 新型コロナ

ウイルス対策

について 

 新型コロナワクチンについて、高齢者向

けのワクチン接種が始まり大変喜ばしい

ことである。そこで伺う。 

(１) ワクチン接種を始めてから現在まで

各種問題点は発生したのか。あればその

内容と対処方法は。 

(２) 65歳以上の高齢者の接種完了見込み

はいつか。 

(３) その後の接種については、再度年代別

に接種するのか、それとも全員一括接種

にするのか。 

(４) 接種対象となる町民全員の接種が完

了するのはいつか。 

(５) コロナ禍に伴う今年度の各種イベン

トについて、現時点で延期並びに中止を

予定している事業は町内で何事業あり、

その後の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 

２ 10番 

関 清貴 

１ 産業振興に

ついて 

 東日本大震災の復興事業も終わりに近

づき、また、コロナ禍の影響により本町の

商工業は大きな打撃を受けていると考え

られる。そこで次のことを伺う。 

(１) 若者等の雇用機会の創出と人口流出

の抑制を考えて企業誘致を進める場合

の課題とその解決策は。また、用地等を

整備し、立地条件を良くすることを考え

ているか。 

(２) 磯焼け対策として、県で実証事業を行

っている間引いたウニを畜養する事業

の本町での実施を考えていないか。ま

た、具体的な対応策としてどのようなこ

とを考えているか。 

(３) 起業する方々への支援については他

市町村も取り組んでいるが、本町の支援

は起業する方々のニーズに十分応えら

れる内容であるか。 

(４) 新道の駅は東日本大震災津波の浸水

区域であるが、町として来客者の安全安

心や避難等を考えた施設整備を行うの

か。 

２ 行政運営等

について 

(１) 高齢化と人口減少が続く集落におい

て行政区長の引き受け手がいなくなっ

た場合、行政からの連絡等はどのような

方法を考えるのか。また、近々、そのよ

うなことが予測される集落を把握して

いるか。 

(２) 震災から10年となり、町民の方々は住

むところが落ち着いたと思う。役場から

発出された通知文書等について、ひとつ

の世帯に対し複数の封書等が届き、無駄

な経費をかけているのではないかと指

摘する住民の声を聞く。改善すべきと考

えるがいかがか。  （次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

２ 10番 

関 清貴 

２ 行政運営等

について 

（つづき） 

(３) 庁舎前の町旗掲揚塔に国旗も掲揚す

べきと考えるがどうか。 

(４) コロナ禍において手洗い、手指消毒、

うがいの励行が感染予防として繰り返し

言われている。役場庁舎のトイレの手洗

い場の蛇口を自動にする必要があると考

えるが改修の予定は。 

３ 子育て支援

について 

 少子化による人口減少は全国的にも防

ぐことが難しい。本町において子育てを支

援するためにも次のことを伺う。 

(１) 議会でたびたび議論されているが、３

人目の子どもを出産した場合にお祝い

金を交付する考えはないか。 

(２) 児童生徒の１世帯２人目から給食費

を免除にして子育てにやさしい町をつ

くる考えはないか。 

４ 教育につい

て 

 GIGAスクール構想に伴い本町でも児童

生徒に１人１台のタブレット端末が配置

されたが次の点について伺う。 

(１) 指導する教員の業務量は現在より増

えることが予想されるが働き方改革の

面から問題が生じないか。 

(２) 児童生徒がタブレット端末を破損し

た場合の取り扱いはどのように考えて

いるか。 

(３) 学校図書の充実についてはすべての

小学校に配慮しているか。 

３ ７番 

山崎 泰昌 

１ 新型コロナ

ウイルス対応

について 

(１) ワクチン接種が始まったが、３医療施

設の稼働は順調に推移しているか。ま

た、稼働実績は。 

(２) ワクチン接種の進捗状況は。また、予

定日に受けられなかった町民がどのよ

うなスケジュールに沿って、新たに接種

できるのか。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

３ ７番 

山崎 泰昌 

１ 新型コロナ

ウイルス対応

について 

（つづき） 

(３) 各種報道によると、各地で接種日に余

ってしまったワクチンへの対応が取り

上げられている。当町ではどのような対

応をしているか。また、以前の全員協議

会では配布されたワクチンを保管して

おかなければならない事態があると説

明を受けたが、一刻も早く元の日常に戻

るためにも、配布されたワクチンはすべ

て使用するべきではないか。 

( 4 ) エールチケットは好評のうちに完売

したようだが、現在までの使用実績は。 

(5) 依然として飲食店の厳しい経済状況

が見受けられる。国からの交付金にデリ

バリー事業への補助メニューがあるよ

うなので、商工会や関連業者等と話し合

い、デリバリー事業を進め、少しでも活

性化を図ってはどうか。 

２ 災害復旧に

ついて 

(１) 荒神海水浴場へ通じる道路は一部復

旧工事が完了したが依然として通行止

めの状態である。海水浴シーズンまでに

は復旧すると予想するが、今後の見通し

は。 

(２) 「荒神海水浴場周辺道路概略設計業務

委託」の結果、もしくは進捗状況は。 

(３) 大浦地区のワラビ川付近の道路整備

は防潮堤の完成とともに整備されると

以前の定例会で回答を受けている。防潮

堤は完成しているようだが、道路整備が

見えない。町は現状をどのように認識し

ているか。 

４ 11番 

横田 龍寿 

１ たばこ税の

使途について 

(１) 現在の山田町たばこ税の使い道につ

いて伺いたい。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ 11番 

横田 龍寿 

１ たばこ税の

使途について 

（つづき） 

(２) 今までに多くの議員から子育て世代

へ金銭的支援をするよう要望がなされ

たが、そちらの財源としてはいかがか。

町長の考えを伺いたい。 

２ 新型コロナ

ウイルスワク

チンの有効活

用について 

 報道で、ワクチン接種がキャンセルにな

ったときその分を自治体職員に接種する

ことが批判的に報じられている。防災・防

疫の観点から、私はキャンセルが出た時な

どは窓口で町民と接する職員等に早めに

接種したほうが良いと考えているがいか

がか。町長の考えを伺いたい。 

３ 広報やまだ

について 

 広報やまだにおいて関東等の遠隔地で

頑張っている当町の出身者を取り上げて

はいかがか。町長の考えを伺いたい。 

５ ９番 

木村 洋子 

１ 処理水の海

洋放出につい

て 

 国と東電は４月、トリチウムを含む福島

第１原発の処理水の処分について海水で

薄めて海へ放出することを決めた。当町

は、漁業が基幹産業であり、現在も不漁と

新型コロナウイルス感染症により大きな

影響を受けているところに、処理水の海洋

放出となれば壊滅的打撃を受けかねない。

漁業の存亡にも関わる事体と考えるが町

はどのように考え、対応していくのか問

う。 

２ 新型コロナ

ウイルス感染

症について 

 県内で新型コロナウイルスの感染が拡

大しているため、ワクチンに対する期待が

高まっている。当町のワクチン接種状況は

どのようになっているか。スピーディーで

確実に安心して受けられる体制が望まれ

るが、接種会場での対応、送迎での足の確

保などどのようにしていくのか。接種を希

望しない人や連絡が難しい人にはどのよ

うに対応するのか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ ９番 

木村 洋子 

３ コミュニテ

ィバスの運行

について 

(１) コミュニティバスは現在、試験運行中

であるが、乗車人数の状況はどのよう

か。以前の患者バスと比べ変化はある

か。 

(２) 地域住民からの要望として、「買い物

等に利用しやすいように午後も運行し

てほしい」、「眼科の受診日に運行して

ほしい」等の声が聞かれる。その他にも

要望は寄せられていると思うが、効率的

かつ利便性のある運用が求められる。改

善点と課題は何か。 

(３) 高齢者や障害のある方が利用するこ

とも念頭におき、停留所は民家等が近く

にあり、シルバーカーも置けるような場

所が望ましいと考えるが、そのような配

慮はされているか。 

４ 契約保証金

等について 

(１) 震災で被災し、国が買収した町有地貸

付に関わる賃料について３月議会の一

般質問に対し、町では貸付期間50年のう

ち当初20年間を半額としており、借主の

初期費用の負担軽減に配慮していると

の答弁であったが、陸前高田市と大槌町

と比べ、どれ程大きく軽減されているの

か。 

(２) 被災した事業者にとっては、契約保証

金のような分割可であったとしても、初

期段階でまとまったお金を準備するこ

とのほうが負担感が大きいことは明ら

かなことだ。これから新しく事業を展開

していこうと頑張っている被災事業者

に対して、最大限の支援策を講じていく

のが被災自治体の役割ではないのか。被

災の大きかった陸前高田市・大槌町と同

様に契約保証金はとらない方向にすべ

きと考えるが。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ ９番 

木村 洋子 

５ 就学援助に

ついて 

(１) 児童生徒の何人が受けており、全体の

何％か。 

(２) 学校給食が始まったことにより、利用

状況並びに保護者の受け止めに変化は

あるか。 

(３) 子育て支援に大きな役割を果たすも

のと考えるが課題は何か。町としての対

応は。 

６ ５番 

菊地 光明 

１ コミュニテ

ィバスについ

て 

 町内全域のコミュニティバスの試験運

行が始まって２か月が過ぎたが、運行して

みて、各地区の問題点は浮かんできたの

か。民間事業者との競合による運行経路・

料金設定・患者輸送バスなど障がい者に対

する対応や車イス対応など地区ごとに詳

しく示せ。また、これまでの試験運行結果

を踏まえて、まだ運行していない地区にお

ける運行開始等を見直し試験運行する考

えはないか。 

２ 相続登記に

ついて 

(１) 不動産登記法が成立して今後は、相続

登記が３年以内の義務化が決定したが

高齢化が進み、国民各位にとっての登記

作業が難しくなっている現状があるが、

当町において相続登記の未登記はある

のか、ある場合その筆数何筆か。また、

その解決方針についても詳しく示せ。 

(２) 町有地の未登記についても同様に示

せ。 

３ 山田北イン

ターフル化に

ついて 

 山田北インターのフル化については、命

の道や広域生活圏として共通認識を確認

して町及び議会を含めオール山田町とし

て取り組むことを確認したことは大変重

要な事と認識しているし、広域の期成同盟

会等と連携して要望活動していくとの町

長の力強い方向性に敬意を表す。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ ５番 

菊地 光明 

３ 山田北イン

ターフル化に

ついて 

（つづき） 

 今年度はどんな要望活動を計画してい

るのか。また、要望活動に伴うバックデー

タはどのようなもので、どのような活用を

考えているのか詳細に示せ。 

４ 集会所につ

いて 

 現在、町内の災害公営住宅は、何か所で

何人が住んでいるのか。その中で談話室を

兼ねた集会所を設置している住宅は何か

所か。設置していない住宅についての設置

計画はあるのか。無い場合その理由につい

て集会所ごとに詳しく述べよ。 

５ 限界集落に

ついて 

 限界集落の定義や地区については、報告

を受けたが、なかなか理解が難しい。そこ

で角度を変えて伺う。本町の過去５年間の

全体出生者数、高齢化率の高い地区におけ

る５年間の年度別出生者及び本年度の出

生予定者何人か、地区ごとに示せ。また、

その少子化の解消計画についても詳しく

述べよ。 

６ 災害対策に

ついて 

(１) 岩手県では大規模災害時に避難者に

供給する、食料品や水などの備蓄量の目

安を定めた「県災害備蓄指針」を改訂し

たようだが、これに併せ当町も変更が必

要と思われる。県では変更と判断した物

資に「感染症対策といった複合災害の視

点を踏まえた物資」や「多様なニーズを

踏まえた物資」があるようだが、町の考

えは。 

(２) 改正災害対策基本法が５月20日に施

行されたが、これに対応した当町の関連

する条例等は改正済みか。 

７ 施設の長寿

命化について 

 施設の長寿命化については、財政課より

議会に対し提案があってから５年が経過

し今回「山田町公共施設等総合管理計画・

個別施設計画」が提案されたが、そこで伺

う。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ ５番 

菊地 光明 

７ 施設の長寿

命化について 

（つづき） 

(１) 利活用検討委員会のメンバーは、対象

施設は何施設あり、その長寿命化の経過

はどのように進んでいくのか。 

(２) 施設ごとに処理方法、「長寿命化改修」

「大規模改修」「部位改修」「通常の維

持管理」「取り壊し」等について詳しく

示せ。 

８ 田の浜地区

の利用計画に

ついて 

 田の浜地区の緑地公園から海岸までの

利用計画について、令和元年第４回定例会

において、２年度中に策定すると回答を得

ているが、その決定した策定内容と今後の

整備方針について詳しく示せ。 

９ 水産につい

て 

(１) ナマコ放流・漁獲調査について、漁協

と協議すると平成30年第１回定例会で、

当時の水産商工課長より答弁を受けて

いるが、これに対するその後の協議内容

について詳しく述べよ。また、今後の方

向性についても詳しく述べよ。 

(２) 磯焼け対策としてのウニの間引き畜

養について県の実証事業は順調に進ん

でいるようだが、当町における磯焼け対

策について詳しく述べよ。 

10 文化財につ

いて 

 県内では、複数の自治体が文化財の網羅

的調査に乗り出しているが、これは文化財

を守るためには待ったなしの現状と認識

している。 

 当町においても最重要課題として取り

組む必要があると考えるがどうか。 

７ ４番 

豊間根 信 

１ コロナワク

チン接種の現

状及び課題に

ついて 

 町民待望のワクチン接種が65歳以上を

対象に開始されたが、その進捗状況と現状

の課題及び今後の実施計画について問う。 
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７ ４番 

豊間根 信 

２ 町内災害復

旧の進捗状況

について 

 田の浜地区女川をはじめとして台風19

号により被害を受けた町内各地域の災害

復旧工事の進捗状況と課題、および主な河

川・道路・農地・山林等の災害に備えた整

備状況と課題について問う。 

３ コロナに対

する各支援に

ついて 

 前年度も多種多様な各種支援があり、住

民に対して多大なる成果をもたらしてき

たが、コロナが収束する見通しが立たない

現状がある。そこで伺う。 

(１) 経済対応施策の成果と検証について

問うとともに、さらなる経済浮揚施策展

開について問う。 

(２) 子育て支援について、支援施策の現状

及び成果について問う。また、さらなる

支援策が求められている現状での対応

と今後の施策展開について問う。 

(３) 生活困窮家庭に対する支援施策の現

状及び成果について問う。また、さらな

る支援策が求められている現状での対

応と今後の施策展開について問う。 

４ 山田町への

移住施策につ

いて 

 全国各市町村においても様々な対応施

策を実施し、それぞれが独自アイディアを

打ち出し地域の活性化に成果をあげられ

ている。当町においても今日まで多種多様

な施策を展開されてきたがその内容と成

果及び今後の展開について問う。 

 


