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一般質問は、１２月１４日（火）に順位１～５を、１５日（水）
に順位６～９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 防潮堤につ

いて 

 ３月定例会でも防潮堤について質問し 

ているが、再度質問する。 

 町内各地区において防潮堤が完成しつ 

つあるが、防潮堤の上部に手すりや安全 

柵がないところがある。また、避難階段 

に街灯が設置されていない場所が見受け 

られる。３月定例会では令和３年度中に 

設置予定との答弁だったが、予定どおり 

設置されるのか。 

２ 災害公営住

宅について 

 各災害公営住宅の自治会役員の皆さん 

は、管理等で大変ご苦労をされていると 

聞いている。そこで伺う。 

 町の災害公営住宅に入居する方が少な 

く、空室が多く見受けられる。町では入 

居者を増やすためにどのような対策を検 

討しているか。 

３ 郷土芸能に

ついて 

 新型コロナウイルス感染症の影響など 

により各地区でお祭りやイベントなどが 

中止となり、郷土芸能団体も大変苦労し 

ていると聞いている。そこで伺う。 

（次のページへ） 

令和３年第４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 ２番 

阿部 吉衛 

３ 郷土芸能に

ついて 

（つづき） 

(1) 現在、山田町内に郷土芸能団体は何 

 団体あるか。 

(2) 山田町内の郷土芸能団体が連合会な 

 どを組織しているか。 

４ 公共施設の

利活用につい

て 

 公共施設等総合管理計画推進委員会の 

議論も一区切りついたようである。そこ 

で校舎と集会施設について伺う。 

(1) 今後再編し統合予定の施設はどこか。 

 施設ごとに詳しく示せ。 

(2) リフォームする施設はどこか。年度 

 ごと、施設ごとに詳しく示せ。 

(3) 廃止する施設はどこか。施設ごとに 

 詳しく示せ。 

２ １番 

昆 清 

１ 不登校・い

じめについて 

 報道によると全国で小中学生の不登校 

が、過去最多の196,127人とのことであ 

るが、当町の状況はどうか。同様にいじ 

めについても詳しく説明せよ。また、町 

内で不登校・いじめがある場合、当局は 

どのように認識していて、その対策と解 

決策についてどう考えているのか個別に 

詳しく説明せよ。 

２ 危険通学路

について 

 報道によると、危険通学路は全国で１ 

万数千か所あるとのことだが、当町にお 

ける危険通学路の把握はできているのか、 

詳しく説明せよ。また、その危険通学路 

の補修計画など解決方法についても詳し 

く示せ。 

３ 行政区長に

ついて 

(1) 各地区において行政区長の「なり手 

 不足」が問題となっている。区長の高 

 齢化もあり、区長業務に相当苦労をし 

 ているのが事実である。町が把握して 

 いる区長業務は何か詳しく示せ。 

(2) 町ではこの「なり手不足」問題をど 

 う考え、今後どのような対策を講じて 

 いくのか、詳しく述べよ。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

２ １番 

昆 清 

４ コロナにつ

いて 

(1) 新型コロナウイルスについては、コ 

 ロナワクチン接種等により減少傾向な 

 ど落ちついてきたことは喜ばしい。今 

 後は被害を受けた各種事業者の立ち上 

 がりを応援することが重要と考える。 

 そのためには町外からの交流人口を増 

 やすことが重要と思うし、コロナ後を 

 見据えた町の活性化を図るためにも各 

 種イベント等の開催が考えられるが、 

 来年度各種イベント、スポーツ、文化、 

 各種大会、研修会など各課において考 

 えている主な行事について、詳しく示 

 せ。その開催についての現状課題や来 

 年度予算措置等についても詳しく示せ。 

(2) ３回目のコロナワクチンの接種が始 

 まるようだが、当町においてはどのよ 

 うな手段で、いつから始めるのか、詳 

 しく示せ。 

(3) 前回のワクチン接種について何か問 

 題点はなかったのか、予約の在り方、 

 接種場所への送迎関係など詳しく述べ 

 よ。もし不都合等あったならば今後の 

 改善計画についても詳しく示せ。 

５ 幼保再編計

画について 

 幼保再編計画については、議論が進ん 

でいると思うが、私立・公立の取り扱い 

など現状確認すべき点について詳しく述 

べよ。 

３ 10番 

関 清貴 

１ 庁舎等の管

理について 

(1) 庁舎の駐車場管理について、特定の 

 住民が恒常的に駐車している事実があ 

 るか。また、職員が通勤等で駐車をし 

 ていないか。 

(2) 喫煙場所について順守されているか。 

(3) 公民館裏の教員住宅周辺の管理は良 

 好に行われているか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

３ 10番 

関 清貴 

２ ハラスメント

研修について 

 ハラスメントの防止等に関する基本方 

針を作成して職員研修を実施しているか。 

３ 産業振興に

ついて 

(1) 今年のアワビは実入りが悪いという 

 情報が、新聞等を通じて伝わってくる 

 が、磯焼けが原因の一つであると思う。 

 来年度、対策事業の予算計上を考えて 

 いるか。 

(2) 震災復興事業「がんばる養殖」で養 

 殖漁業者は国の支援を受け早期に復興 

 したが、養殖資材等の買い替え時期と 

 なっていると思う。いかだ等の養殖資 

 材の購入を支援する考えはないか。 

(3) 岩手県では「いわて６次産業化推進 

 プラン」を策定し、様々な取組をして 

 いるようだが、町も６次産業化を進め 

 るための何らかの取組を行っているか。 

４ 観光につい

て 

 降雨のたびに入江田沼に流入する土砂 

の対策を考えなければ、船越家族旅行村 

は観光施設としての魅力がなくなると思 

うが計画はあるか。 

５ 教育行政に

ついて 

(1) GIGAスクール構想でタブレット端末 

 が児童生徒に配備された。様々な活用 

 方法があると思うが、町として特徴の 

 ある利用を考えているか。 

(2) タブレット端末の配備に伴い、全国 

 的にいじめや中傷のトラブルがあるよ 

 うだが本町の現状はどうか。 

(3) 学力テストの結果は国、県と比較し 

 てどのような傾向が見受けられるか。 

 また、体力テストの結果についても同 

 様に伺う。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ 13番 

阿部 幸一 

１ ふるさと納

税について 

(1) 今年度のふるさと納税について、昨 

 年度と比較して最終的にどのくらいを 

 設定しているのか、それは隣接する大 

 槌町・宮古市との比較では寄付金額等、 

 現状どうなっているのか。違いがある 

 とすれば、その要因は何か。改善方法 

 の検討はしているのか。 

(2) 希望があった返礼品上位５品目につ 

 いて、数量金額について詳しく述べよ。 

 その上で返礼品が足りなかった品物は 

 無かったのか。ある場合今後の対応を 

 どう考えているのか。 

(3) これらの返礼品を始めとして、ふる 

 さと納税作業について従来のように地 

 元業者に運営させて地元事業の活性化 

 はできないのか。できないのであれば、 

 その理由を詳しく述べよ。 

２ 職員の再任

用制度につい

て 

(1) 再任用制度について、制度開始から 

 何人の職員が再任用制度を利用したか。 

 また、どのような基準で再任用してい 

 るのか、詳しく示せ。 

(2) 現在の職員体制を見ていると、日々 

 努力している職員と、漫然と働いてい 

 る職員が見られる。研さんが必要と思 

 われるがどうか。 

(3) 将来の山田町を考えると、やる気の 

 ある若い職員の採用が不可欠であると 

 考えているが、再任用制度の活用によ 

 って、若い職員の採用の減少につなが 

 っているのではないのか。再任用と新 

 採用の計画と、今後の職員配置につい 

 て詳細に示せ。 

３ 道路整備に

ついて 

 田の浜地区から旧タブの木荘を経由し 

て荒神までの道路の整備について、いつ 

頃から整備する予定なのか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

４ 13番 

阿部 幸一 

４ ゴミ収集車

について 

(1) ゴミ収集車については、現在の業者 

 が運行してから約20年になるが、いつ 

 まで運行させるのか。どういう契約に 

 なっているのか。毎年度なのか詳しく 

 示せ。その場合議会報告はないのか。 

(2) 町民全員に関わることなので、再度 

 入札し議会に報告すべきと考えるが、 

 町の考えはどうか。 

５ オランダ島

について 

 オランダ島については、何度も同じよ 

うに災害に遭う。そこで次の点について、 

それぞれ詳しく示せ。 

(1) 震災でも残った桟橋を、あえて浮き 

 桟橋に変えた理由は。 

(2) 桟橋の破損の理由は。 

(3) 外周を石による被覆とした理由は。 

(4) トイレの構造と設置位置の根拠は。 

(5) 法面崩落の検討がなされていたのか。 

(6) 復旧後の利用方法及び利用状況の検 

 討がされていたのか。 

(7) 島に上陸するときの、手続き等の周 

 知及び管理方法はどうなっていたのか。 

６ 入江田沼に

ついて 

 ９月定例会においても質問したが、そ 

の後どうなっているのか。 

 前回の質問では、シルバー人材センタ 

ーでは処理できないとの回答であったが、 

予算などほかに問題はなかったのか詳し 

く示せ。 

７ 雇用につい

て 

 葛巻町では、若者や移住者を雇い地元 

事業者の需要に応じて派遣する「特定地 

域づくり事業協同組合」が設立されて官 

民連携で安定した雇用を生み出す事業を 

している。この事業について町はどう考 

えているのか。その上で検討する考えは 

ないのか、町の考えは。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ ９番 

木村 洋子 

１ コロナ感染

症について 

(1) ワクチン接種状況と３回目ワクチン 

 の接種計画は。 

(2) ワクチン接種会場へのタクシー利用 

 の実績と改善策は。 

(3) 医療機関、高齢者・障害者施設、保 

 育施設、学校などでの感染拡大を防ぐ 

 対策はどのようになっているのか。 

(4) コロナ禍で事業者の実態と支援はど 

 のようになっているか。町の独自支援 

 策は。 

２ 町営住宅に

ついて 

 県は、県営災害公営住宅で暮らす「収 

入超過者」の基準を現行15万８千円から 

25万９千円に引き上げ、収入要件の緩和 

を図る条例改正案を発表し、来年４月か 

らの実施を目指すとのこと。町営災害公 

営住宅の場合はどのようになるのか。県 

の対応は、大変歓迎すべきものであり、 

町も同様に実施すべきと考えるが、町の 

対応を伺う。 

３ 予約制乗合

タクシー（デ

マンド型）の

運行について 

 運行計画の策定状況はどのようになっ 

ているか。町内には専門の医療機関が限 

られているため宮古市等への通院を余儀 

なくされている実態がある。高齢であっ 

たり持病によっては鉄道やバスを利用で 

きない場合もある。一般のタクシーでは 

料金が高額になることから宮古方面への 

デマンドタクシーの運行を望む多くの声 

が寄せられている。運行計画の中に宮古 

方面などの経路を入れるべきと考えるが、 

町の考えは。 

４ 介護施設入

所者の補足給

付削減につい

て 

 非課税世帯の介護入所者への補足給付 

が削減されたが、実態はどのようになっ 

ているのか。町内施設入所者が退去した 

例はあるか。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

５ ９番 

木村 洋子 

５ 職場環境の

改善について 

 総務教育常任委員会において、11月17 

日に山田中学校生徒との意見交換会を行 

った。中学生の皆さんからは、町の将来、 

復興や発展、コロナに関しての質問など 

があり、素直な意見を聞くことができ、 

大変頼もしく感じ有意義な時間であった。 

そして改めて、若い人たちが町内に就職 

したとき、パワハラなどなく安心して働 

くことができ、希望を持てる環境が必要 

と感じた。SDGsの中にも、「働きがいも 

経済成長も」の項目がある。自分らしく 

生き生きと働ける職場環境が町の成長に 

は欠かせないのではないか。町としても、 

役場も含めて、事業所等へ職場環境の改 

善を積極的に働きかけをして、従業員一 

人一人が、明るい未来を描けるようにし 

ていくべきではないか、町の考えを問う。 

６ ６番 

黒沢 一成 

１ 鯨館西側の

道路について 

 船越公園内の道路が公園利用者の安全 

のため、通行止めとなっている。公園の 

中という点では仕方ないことであるが、 

不便になったと感じる方もいる。その代 

わりとなる道路が線路と鯨館の間にもあ 

るが、未舗装のため、雨が降るとデコボ 

コになる。舗装できないか。また、田の 

浜踏切から鯨館へ至る生活道路もところ 

どころ傷んでいるので、合わせて整備す 

べきでは。 

２ 河川のしゅ

んせつについ

て 

 一昨年の台風19号被害の復旧工事は進 

んでいるようである。自然災害はなかな 

か予測が難しく、想定外のところが被害 

を受けることも多いが、河川において、 

大雨で流量が増えた場合あふれそうな場 

所、護岸工事やしゅんせつを行っておい 

たほうが良い場所は何か所あるか。また、 

そこの工事予定は。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

６ ６番 

黒沢 一成 

３ 学校給食に

ついて 

(1) 学校給食を始めるにあたり、自分が 

 期待していたことの一つに、同じメニ 

 ューを食べることにより、好き嫌いが 

 減るのではないかということもあった。 

 残食があるとの話も聞くが、実情は。 

(2) 給食費の徴収は順調か。経済的には 

 払えるのに払わない未納者はいるか。 

７ 11番 

横田 龍寿 

１ 新型コロナ

ウイルスに係

る経済対策に

ついて 

(1) やまだ飲食店エールチケット第２弾 

 には長蛇の列ができ、当日の昼には完 

 売した。第２弾は年末年始需要だと考 

 えられる。さらなる飲食店等の支援の 

 ために第３弾の発売が期待されるとこ 

 ろだが、第３弾の発売は考えていない 

 か。 

(2) 国の新型コロナウイルス経済対策で 

 18歳以下に10万円相当を給付する施策 

 について、独自に所得制限をしないと 

 いう自治体が現れた。当町でも所得制 

 限をしないで実施してはいかがか。ま 

 た、給付方法がクーポン券だと口座振 

 込より国全体で約9 0 0億円事務費用が 

 かさむという報道を目にした。現時点 

 で給付方法をどのように考えているの 

 か示せ。 

２ 船越公園の

遊具について 

(1) 船越公園の遊具について、近隣の住 

 民から「遊具が足りなくて奪い合いに 

 なっているのを見かける。学年が上の 

 子ばかりが遊具を使用しているときも 

 ある。遊具を増やすなど対策して欲し 

 い。」との声があった。今後計画的に 

 整備するべきではないかと考えるがい 

 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 

７ 11番 

横田 龍寿 

２ 船越公園の

遊具について 

（つづき） 

(2) 船越公園の遊具で遊んでいる写真を 

 専用のS N Sに投稿し、そのページを提 

 示すれば鯨と海の科学館の入場料金が 

 団体割引と同額になる等の企画を指定 

 管理者に提案してはいかがか。 

８ ４番 

豊間根 信 

１ 山田北イン

ターフル化に

ついて 

 震災以後、復興道路として進めてきた 

三陸沿岸道路が待望の全線開通の運びと 

なり、大変喜ばしい限りである。さらな 

る飛躍を目指しそれぞれの市町村にその 

有効活用策が期待されている。 

 これまでも山田北インターフル化の要 

望を行ってきたが、ますます積極的な要 

望活動の展開が求められている。今日ま 

で、なかなか先の展望が示されない状況 

であったが、新・道の駅との相乗効果等 

を含めて、今後の実現に向けたさらなる 

積極的施策について伺う。 

２ 新・道の駅

と町の活性化

策について 

 指定管理候補者も決定いたし、今後、 

新・道の駅の山田町経済のボトムアップ 

への寄与と、町内全域への経済活性効果 

を期待している。今後、新・道の駅を町 

のゲートウェイとしてどのように町の活 

性化に取り組んでいくのか。今後の計画 

について伺う。 

３ 水産業・観

光等振興策に

ついて 

(1) サケ漁をはじめ水産業において水揚 

 げが思わしくなく、大変な状況である。 

  自然が相手で思うように先が見えな 

 い状況であるが、全国各地域でそれぞ 

 れの英知を結集し様々な取り組みを実 

 施されているようである。当町におい 

 てもトラウトサーモンの湾内養殖試験 

 取組をはじめているが、その見通しと 

 今後の計画について伺う。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

８ ４番 

豊間根 信 

３ 水産業・観

光等振興策に

ついて 

（つづき） 

(2) 全国各地において、観光との連携を 

 はじめとして様々な施策が進んでいる。 

 当町においても、さらなる水産業と観 

 光との積極的なコラボレーションが必 

 要と思うが、現状と今後の対応施策等 

 について伺う。 

４ 次世代を担

う新成人への

町の対応につ

いて 

 コロナ禍の状況において、令和３年の 

成人式はそれぞれの立場において苦渋の 

選択により開催中止となった。実行委員 

会の方々と行政それぞれが密に連携を取 

りながら、そのような状況の中で記念誌 

の発行等最善の対応をしてきたと聞いて 

いる。その中で、町からは学生の方々に 

山田の幸の詰め合わせを贈るとの話も聞 

いた。立場は違えども、皆さん方それぞ 

れがコロナ禍の影響を受けながらも一生 

懸命に頑張っている。それぞれの皆さん 

に故郷山田の思いをしっかりと届けてい 

ただきたいと強く要望するが、町の考え 

を伺う。 

９ ５番 

菊地 光明 

１ 地域ブラン

ド育成事業に

ついて 

(1) 地域ブランド育成業務として、地方 

 創生推進交付金事業を活用して推進し 

 たようである。平成29年度～30年度は 

 ヴィジョンクエストで令和元年度では 

 インサイトと委託先が違うようだが、 

 平成29年度ヴィジョンクエストが委託 

 先に選定された経過と経緯、完了業務 

 内容について詳細に述べよ。また、委 

 託事業としてもなぜ議決案件にならな 

 かったのか、委託事業者がどのような 

 経緯で令和元年度ヴィジョンクエスト 

 からインサイトにどのような理由によ 

 り変更になったのか、なぜ議会への報 

 告が無かったのか詳しく示せ。 

（次のページへ） 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

９ ５番 

菊地 光明 

１ 地域ブラン

ド育成事業に

ついて 

（つづき） 

(2) その上で、インサイトが中心となっ 

 て設立した地域商社の平成30年度から 

 現在までの事業等の現状について、売 

 上高、経営主体、出資額、経営委員会 

 等、それ以外にもあると思うが年度別 

 に全てについて詳しく示せ。 

２ 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、 

議会があるたびに質問してきた。今後も 

機会あるごとに現状確認をしていきたい。 

今回、町長は国に対して要望活動をして 

きたようだが現在の認識状況はどうか。 

３ 工事につい

て 

(1) 大沢新開地地区は雨が降るたび、水 

 路の決壊があり住民が不安に感じてい 

 る現状である。これについては再三要 

 望しているが、この水路等についての 

 整備計画について詳細に示せ。 

(2) 長林旧国道線について、台風や大雨 

 被害からの復旧が進まないが、これに 

 ついても整備計画について詳しく述べ 

 よ。 

(3) タブの木荘線の舗装整備の内容につ 

 いて詳しく述べよ。 

(4) 震災から10年が過ぎて、各地区とも 

 街並みが形成されてきたと思う。そこ 

 で夜間見回りなどにより街灯の設置場 

 所について、再確認することが必要と 

 思うが、どう考えているのか。 

(5) 上下水道についても、同様に街並み 

 の整備により普及していると思うが、 

 現在何パーセントの普及率か。残って 

 いる地区はあるのか。ある場合、今後 

 の普及計画と耐用年数を過ぎた老朽管 

 の更新計画についても詳しく説明せよ。 
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順位 質問者 質問事項 質 問 要 旨 

９ ５番 

菊地 光明 

４ 広報やまだ

について 

(1) 現在、町には何人の行政区長がいて、 

 最高齢者、最年少者は何歳か。それと 

 行政区長の平均年齢は何歳で、今後ま 

 すます高齢化する予定なのか伺う。 

(2) 広報やまだへの掲載内容について、 

 過去にはなるべく広報に掲載し、広報 

 以外の配布物、紙類を極力省略するよ 

 うな取組を行っていた。昨今、配布物 

 が相当多く、これが高齢化している行 

 政区長への多大な負担となっている現 

 状である。現状の広報への掲載内容の 

 ルールはどうなっているのか詳しく示 

 せ。紙類配布の省略化は経費の節減は 

 もちろんのこと、資源の無駄を無くす、 

 SDGsの考え方そのものと認識している 

 が、町の考え方はどうか。 

５ 農林漁業に

ついて 

 漁業について、今年度も最終段階に入 

ったが、依然として主要魚種であるサケ 

やイカ・ウニ等の水揚げが少ないと感じ 

ているし、アワビ漁も同様に感じている。 

そこで伺う。 

(1) 今後の水揚げ動向にもよると思うが、 

 各漁協と両市場の水揚げ状況から今後 

 の経営方針をどう考えているのか、そ 

 の対応策について町としてどう考えて 

 いるのか詳しく示せ。 

(2) 漁船漁業等個人で営業している漁業 

 者の現状をどう認識しているか、その 

 上で支援対応策はどうなっているのか。 

 昨年同様に支援金補助対象の状態では 

 ないのか、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 

９ ５番 

菊地 光明 

５ 農林漁業に

ついて 

（つづき） 

(3) 農林業について、特にも２年連続の 

 価格減となった稲作農家の皆様に減少 

 分について、その差額分について支援 

 金などで価格補填して農家の経営安定 

 を図る考えはないか、詳しく述べよ。 

６ 文化財・観

光資源につい

て 

 文化財については、自然遺産・文化遺 

産・発掘調査が必要な遺構・観光遺産な 

ど、次の時代に引き継がなければならな 

いと考える全てについて前回の議会にお 

いても質問したが、どのような方法で将 

来的に保存管理していくのか。物によっ 

ては未発掘のままでの保存や伐採、散策 

道整備など、保存整備はいろいろあると 

思うが詳細に述べよ。 

７ 駐車場整備

について 

 大浦漁村センター前の広場について、 

センター利用者やスクールバス等送り迎 

え場所のため一部分を舗装して、地区の 

方々の利便性を図るべきと考えるが、整 

備計画について詳しく述べよ。 

８ マンホール

トイレについ

て 

 各種災害対応として必要なマンホール 

トイレについて、前回の議会においても 

質問したが現状はどうなっているのか。 

 今後の設置計画は、どう考えているの 

か詳しく示せ。 

 


