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議 事 の 経 過

一、議長（秋田谷和文）  おはようございます。（「おはようございます」の声あり）

   開会に先立ちまして議長から申し上げます。本定例会より一般質問の形式が一問一答方式とこれまでの一括方式との選択制とな

りました。一括方式は従来どおりのやり方であります。一問一答方式は大きな項目ごとに登壇し、質問をなさる、再質問、再々質

問等は自席で行うと、こういうふうなやり方になります。御承知おきください。

   それでは、ただいまの出席議員は十人であります。定足数に達しておりますので、会議を再開し、直ちに本日の会議を開きます。

   なお、質問順位七番の幸山市雄議員から三月五日付けで一般質問通告書の丸二番、質問項目の取下げの申出があり、これを許可

いたしましたので御報告いたします。

一、議長（秋田谷和文）  次に保健福祉課長から報告の申出がありますのでこれを許します。

   はい、保健福祉課長。

一、保健福祉課長（原子学）  おはようございます。お時間いただきありがとうございます。現在新型コロナウイルス感染症の国内

感染拡大への影響により全国的にマスクなどの衛生用品の品薄状態が続いておりますが、このような状況を受け町新型コロナウイ

ルス感染症対策連絡会議において町が災害用に備蓄しているマスクの一部を対象者限定した上で町民に配布することと決定いたし

ましたので御報告いたします。配布対象ですが、新型インフルエンザ発生時のワクチン接種優先度を参考に妊婦・身体障害手帳を

お持ちの方で内部障害のうち、呼吸器・心臓・腎臓・免疫・肝機能の障害のある方。小中学生でぜんそくの方とし、希望者に五十

枚入りの一箱を配布いたします。また、マスク配布時には感染症対策リーフレットもお渡しして対象者の方の感染症予防啓発に努

めたいと思っております。

   なお、対象者数は現時点で妊婦十三人、障害者百二十人、小中学生二十人となっており、七千六百五十枚のマスクを配布するこ

とになります。
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   以上、報告を終わります。

一、議長（秋田谷和文）  以上で報告を終わります。

   日程第五、一般質問を行います。お手元に配布しております、一般質問通告者表により、順次質問を許します。

   それでは五番、成田裕一議員に質問を許します。

   五番、成田裕一議員。

  【成田裕一議員 登壇】

一、五番（成田裕一）  皆様、おはようございます。（「おはようございます」の声あり） 

   五番、成田裕一、通告に従い質問いたします。 

   質問は都市計画税の見直しについてです。 

   都市計画税は、目的税であり都市計画事業又は土地区画整理事業の費用に充てるため、町村内の市街化区域内の土地及び家屋に

課すことができる税金です。大鰐町の場合は大字大鰐と大字蔵館地区がそれにあたり、年間では約千四百万円程度の税収になって

おります。 

   市街化区域は住宅地用の道路建設、区画整理などの開発行為を促進する区域ですが、長年にわたり目立った事業はされておりま

せん。現在徴収された都市計画税は、主に下水道事業に使われておりますが、公共下水道は大字大鰐地区の下流域である宿川原・

石・八幡館地区にも供用されております。 

   下水道事業の財源に充てること自体に、法律上の問題はありませんが、一部地域で特定の目的で徴収した税金を、それ以外の地

域に広範囲に供用することは、税の公平性という理念には反していると思います。現状では空き家が目立つようになった今、新た

なゆとりある区画での、土地区画整理事業は進めていくべきと考えます。 

   以上の理由により次の点に対して質問をいたします。一、都市計画税の県内町村での賦課状況。二、市街化区域の事業特定財源
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とするためのその他特定目的基金・要綱などの制度構築。三番、都市計画税を今後は廃止するのか、市街化区域内の事業特定財源

とするのか、町の方針についてお聞きいたします。 

   以上であります。 

  【成田裕一議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  おはようございます。（「おはようございます」の声あり） 

   それでは、成田裕一議員の質問にお答えいたします。 

   質問の一点目の都市計画税の県内町村の賦課状況ですが、県内の四十市町村のうち、十市、十六町、二村の合計二十八市町村が

都市計画区域を定め、そのうち弘前市、五所川原市、十和田市及びむつ市の四市と町村では大鰐町が都市計画税を賦課しておりま

す。 

   質問の二点目、その他特定目的基金・要綱などの制度構築の可能性についてお答えいたします。現在、町内では空き地が増加し、

住宅用地としての利用が減少しております。このような状況において、町は宅地造成のための土地区画整理事業の実施予定がない

ことから、市街化区域整備事業のための基金・要綱などの制度構築の可能性は低いものと考えます。 

   質問の三点目。都市計画税の平成三十年度の決算額は、一千四百万円ほどとなっており、これを都市計画事業として実施する公

共下水道事業のうち、蔵館地区の雨水処理に関する整備のため特定財源として充当しております。 

   都市計画税に係る町の方針でございますが、以前の町議会定例会において、議員の皆様から、都市計画税に関する御質問があり

ましたが、町の財政状況を考慮し、都市計画税の廃止も含め、今後検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 
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   以上であります。 

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  五番、成田裕一議員。

一、五番（成田裕一）  御答弁ありがとうございます。私は、以上で終わります。

一、議長（秋田谷和文）  以上をもって、成田裕一議員の質問は終了いたしました。

一、議長（秋田谷和文）  次に四番、山田範正議員に質問を許します。

   質問は、一括方式といたします。

   四番、山田議員。

  【山田範正議員 登壇】

一、四番（山田範正）    四番、山田範正、通告に従い質問いたします。 

   一番目として、教職員の防災士育成について質問いたします。町には教職員の防災士の資格を持っている人は何人いるのか。ま

た、児童・生徒が学校にいる平日昼間に災害が発生することや避難所運営に携わることを想定し、教職員の防災士養成講座を開催

してみてはいかがなものか質問いたします、お聞きします。 

   次に、二番目として除雪費についてでございます。 

   今年はいまだかつてない暖冬でございます。誰でも今年は除雪費が掛からないのではないか、そして、また業者の出動回数も少

なく、大変なのではないかと皆がそう思っていたと思います。ところが、除雪費が足りないので三千三百万専決処分をしたとのこ

とです。そこで除雪費についてお伺いします、どのように予算を立てているのかお聞きします。 

   簡単でございますが、以上二つ質問いたします。 
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  【山田範正議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  一項目めの教職員の防災士育成については後ほど教育長から答弁させますのでよろしくお願いします。 

   私は、質問の二項目めの除雪費についてお答えいたします。 

   まずは除雪費の予算をどのように計上しているかについてですが、除雪費の予算項目の中で、経常的な人件費、燃料費、修繕費

等を除く大きな予算項目として委託料と建設機械借上料がございます。委託料は、委託業者との契約による降雪時等の出動に掛か

る経費であり、建設機械借上料は各工区で委託業者が除雪した押し雪の排雪等の経費となっております。よって、降雪が多い年度

は除雪費が高額となり、少ない年度は比例して低額となるものであります。 

   そこで、当町の除雪費に掛かる当初予算の計上についてですが、あくまでも前年度の実績額ベースを重視するものではなく、平

準的に算出しており、除雪の出動回数を十回程度、各地区の排雪回数を一回程度として計上しているものであります。 

   次に専決補正に至った経緯についてですが、皆さんも御承知のとおり、今年はまれに見る暖冬で二月の初旬までは除雪の出動も

五回程度と過去最低の出動状況にありました。 

   しかしながら、二月四日あたりから天候が一変し、週末には連日の降雪が続き、二月九日までの五日間で六十一センチもの降雪

となりました。このことにより、出動回数も八回を超え、また新たな排雪計画も必要になるなど、今後の気象状況による降雪等を

熟慮した結果、まだ二月中旬でもあることから専決補正に至ったものであります。 

   何とぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

  【町長 山田年伸 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  教育長。
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  【教育長 木田専一 登壇】

一、教育長（木田専一）  おはようございます。 

   それでは、山田議員の質問にお答えいたします。 

   現在防災士の資格を持っている教職員はいるのか、そして防災士養成の講座を開催してはどうかという質問ですけれども、現在

学校は避難場所にもなっていますし、また、子どもの生活する場所でもあるので、防災士の教職員がいることは安全で安心して学

習できる学校とも言えると思います。現在本町の小中学校には防災士の資格を持っている教職員はおりません。防災士の資格取得

には非常に時間と費用が掛かるため、教員に対して一律に研修を課すことは難しいと考えておりますので御理解をお願いしたいと

思います。 

   以上でございます。 

  【教育長 木田専一 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  四番、山田議員。

一、四番（山田範正）  災害はいつ起きるか分かりませんのでどうか防災士養成の講座を検討してみてください、お願いいたします。

これは本当に役に立つと思いますのでよろしくお願いいたします。

   次に除雪ですけれども、本当にこの徐排雪は雪国の宿命です。予算を考えるときは本当によーく、よーく、よく考えてこれから

予算を組んでください。よろしくお願いいたします。

   以上で私の質問は終わります。

一、議長（秋田谷和文）  以上をもって、山田範正議員の質問は終了いたしました。

一、議長（秋田谷和文）  次に七番、中島英臣議員の質問に入りますが、質問は一問一答方式といたします。まず、一項目めの質問
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を許します。

   七番、中島議員

  【中島英臣議員 登壇】

一、七番（中島英臣）  七番、中島、通告に従い質問いたします。 

   本来ですとマスクをしないといけないのですが声がこもるというか、そういうことでマスク私しないで質問しますので御了承お

願いしたいと思います。 

   先ほど議長がお話ししたように一問一答方式になり、私はその方式を取りましたので一回一回登壇しながら質問することになり

ます。よろしくお願いいたします。 

   それでは、質問したいと思います。最初の一項目め、先ほど担当のほうから新型コロナウイルスのことについて御説明ありまし

たが、その町の対応について改めて質問したいと思います。 

   新型コロナウイルスの報道が連日テレビ・新聞で取り上げられています。我々庶民にとって一番の困惑は各学校の一斉休校やス

ポーツイベントの自粛、そして中止。つまり人の集まる場所の制限です。それにより宴会場や飲食店のキャンセルが多くなり、納

入業者の仕入れ、そしてそれを生産する農家、各家庭の生活環境が変わり、大変なことになっています。さらに今後、観光業や経

済が大打撃を受け、大不況に陥ることが予想されています。国会でも安倍首相が戦っていますが、その安倍首相のコメントのこと

について少しお話ししたいと思います。安倍首相が自らマスコミを通じて様々な国の対応を報道しています。このような実態も含

めて町の対応が庶民から問われていくことになります。 

   そこで質問です。大流行になりつつある新型コロナウイルスの町の対応についてです。 

   まずは、①人が集まる各公共施設の対処。そして、二番目といたしましては大鰐病院や町の個人病 

  院などで検査できるのか。最近ＰＣＲ検査という言葉が出ていますが。三番目、先ほど説明がありまし 
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  たマスクや消毒液不足のその辺のことに対して自治体の取り組みをお聞きしたいと思います。 

   お答えお願いいたします。 

  【中島英臣議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、中島議員の質問にお答えいたします。 

   質問の一項目めの一点目、人が集まる各公共施設の対処についてですが、役場庁舎内を初め、中央公民館、総合福祉センター、

駅また鰐ｃｏｍｅ、公衆浴場など、町内の主要公共施設には、アルコール消毒液を設置しております。また、相談・受診の目安や、

相談窓口を掲載し、正しい手洗い方法や咳エチケットなど図で示した大型のポスターを各施設に掲示し、感染予防の注意喚起をし

ているところであり、各地区の集会施設についても、各区長方にお願いし、ポスターを適宜掲示し、地区住民への啓発を図られる

よう、協力を要請したところであります。 

   二点目、町立大鰐病院や町内の医療機関で検査できるかについてですが、検査ができるのは、帰国者・接触者相談センターであ

る保健所の紹介により受診できる帰国者・接触者外来のみであり、大鰐病院や町内の医療機関は、検査できないものと認識してお

ります。 

   三点目のマスクや消毒液不足に対しての取り組みについてですが、全国的な品薄状態が続く中、住民の皆さんには大変不安な日

々を過ごされていることと思いますが、当町を初め各自治体においても確保が困難であることに変わりはありません。 

   国では現在、毎週一億枚以上のマスクを消費者に届けるとし、増産対策を進める中、介護施設や保育所、放課後児童クラブに対

し、マスクや消毒液を優先的に配る仕組みを検討しており、町では、県経由の照会に応じ、各施設の在庫状況を確認し、回答して

いるところであります。マスクを初め衛生用品の品薄状況は、当面続くものと予想されますが、もうしばらく、不要不急の外出を
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できる限り自粛していただいて、もし外出したならば、手洗いやうがいをしっかり行い、自らが感染しないため、また、家庭内感

染を防ぐための対策を講じていただきたいと思います。また、本日冒頭に担当から報告がありましたとおり、町が災害用に備蓄し

ているマスクの一部を、新型インフルエンザ発生のワクチン接種の優先度を参考に、対象者を限定した上で町民に配布することと

いたしました。残りのマスクについても、有効に使用したいと思っております。 

   以上であります。 

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  七番、中島議員。

一、七番（中島英臣）  ありがとうございます。三つの項目では町がちゃんと対応している…。 

一、議長（秋田谷和文）  中島議員、マイク…。 

一、七番（中島英臣）  ああ、すいません。町がしっかり対応してくれているので安心していますが、人が集まる公共施設、それも

そうですが、まずはやはり今回北海道で広まっている原因を考えてくると雪祭りで広まっています。ということは、雪祭りの時期

というのは中国の春節の時期に当たっています。そういう中においては私たち町のほうにもそういう方たちが…、実際スキー場に

も来ていますし、上にあるロイヤルさん、それから星野さん、そういうふうなところにも来ているはずです。特に武漢から来てい

る人たちがそこからあちこち移動しているのがこういうふうにばらまいている現象があるので今言ったその温泉施設、要するにホ

テル・旅館、そういうところにはどのような形で対処しましたか。お答えをお願いいたします。 

一、議長（秋田谷和文）  暫時休憩いたします。（午前十時二十四分） 

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午前十時二十五分） 

   どなたが…、企画観光課長。 
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一、企画観光課長（岩﨑 光）  町内の旅館・ホテル等については町から直接県・国からの情報を提供して相談窓口がどこにあると

か、何かあったときには必ず保健所へ相談しなさいとか、そういうことを指導してございます。 

一、議長（秋田谷和文）  中島議員。 

一、七番（中島英臣）  すいません、今言ったようなそういうふうな形の対処をしていただければ。決して私も一生懸命インバウン

ドで頑張っているところですので、あえてその質問をしたくなかったのですが、やはり一番怖いわけです。我々町民がそういう意

味においてはその辺も私も聞かれたりしているので、町がどういうふうな形になっているかというのをあえて質問しました。あり

がとうございます。 

   あともう一つ。さっき私がお話ししましたが、これは町長ですけれども、再質問の中で今本当に刻々とやはり国の状況変わって

いるわけです。新聞等見ても緊急事態が出てきて中小企業会社、今フリーランスだとかいろいろな人たちも休業補償するというこ

とが出ています。町長が知る範囲でいいのでどのあたりまで知って、その際にはどのように対応したいと思っているのか、その辺

のお考えを聞きたいと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  その対応は国ならびに県からは毎日メールあるいはファックスで情報が入ってきております。それを役場庁

舎内の課長ならびに課長補佐で作っている今回のコロナウイルス対策会議において毎回のように会議を通し各課にも指示し、各課

の担当部署に広く町民に知らしめているところでありますので、今後とも新しい情報が入り次第毎回のように会議は続けていかな

ければと思っております。 

一、議長（秋田谷和文）  よろしいですか。七番、中島議員。 

一、七番（中島英臣）  一番心配なのはあれです、やはり中小企業の人たちが倒産あるいはお金の工面で苦労することがあると思い

ますので是非その辺も含めて今お話ししたような形で対応していただきたいと思います。 
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   一項目めの質問は私これで終わりたいと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  それでは次に二項目めの質問を中島議員に許します。 

   七番、中島議員。 

  【中島英臣議員 登壇】

一、七番（中島英臣）  二項目めの質問ですが、さっき山田議員からも同様の質問が出ていますが、あえてまたもう一回質問したい

と思います。

   今年は過去にないくらい暖冬により大雪が少なく町民にとっては生活がしやすい冬でした。町民は雪が少ないのになぜ追加補正

を行う必要があるのかと疑問に思っています。先ほど町長が答えていただきましたが、今回のように雪が少ないとき除雪業者は仕

事がなく待機が多くなるが、その際の休業補助も考慮した予算を考えているのか、そこについて御質問したいと思います。よろし

くお願いします。

  【中島英臣議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、質問の二項目め、今冬の除雪費体制の予算の組み方についてお答えいたします。

   まずは除雪費体制の当初予算及び追加補正の計上についてですが、先ほどの山田議員への答弁と重複しますので割愛させていた

だき、少雪時の除雪業者への休業補助に関した件についてお答えいたします。

   町では、除雪の業務委託において、除雪業務委託仕様書の中で、車両の待機補償費の支払項目を定めております。内容としては、

委託期間のうち、除雪作業時間が町の設計時間の二分の一以下となった場合に、除雪機械の対価として車両待機補償費を支払うこ

ととしております。なお、気象の状況により変更する必要がある場合であり、双方の協議によるものでもあります。また、車両待
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機補償費は一日当たりの機械損料相当額としております。ちなみに、平成二十四年度よりこの車両待機補償制度を定めております

が、現在まで適用された実績はございません。

   今後は、補償内容含め近隣市町村の導入状況を勘案し、委託業者の負担に配慮した除排雪事業を進めてまいりたいと考えており

ます。

   以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  七番、中島議員。

一、七番（中島英臣）  意外と今言った予算の仕組みは聞いているのですけれども、最低保証とかそういうところを意外と町民は知

らないと思いますので、もしかしたら話をしてあるいは書面として回覧などに出しているのであれば私の勉強不足ですが、いずれ

にせよこういうふうな暖冬になってくるとすごく雪の多いとき、そうでないとき業者もやはり生活するわけですから、その辺をし

っかりとした形で仕組みづくりを作っていただきたいと思います。 

   以上です。 

一、議長（秋田谷和文）  次に、三項目めの質問を許します。 

   七番、中島議員。 

  【中島英臣議員 登壇】

一、七番（中島英臣）  それでは、三項目めの質問をします。町の流融雪溝整備事業の住民説明についてです。

   この質問をする前にまず感謝申し上げたいと思います。私の住んでいる居土地域に待望の流雪溝整備事業がスタートしました。

区民も喜んでいることを報告したいと思います。当年企画したよりかなり遅れて、私も常に区民から聞かれているわけですが、た
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だなぜ冬期に流融雪溝整備事業を行っているのか住民から問われることが多いので、そこで質問をしました。本来冬期に向けて行

う流雪溝整備はやはり夏に行い、冬に行うことは少し疑問に思っているのは当たり前だと思います。特に今回の場合、当初私たち

に説明するときは冬にやるというところとか予算とかそういうことひとつもありませんでした。私は住民に聞かれる立場ですので

それに答えなければいけません。そういう意味においてはしっかりとした説明も必要だと思います。

   そこで質問ですが、なぜ冬期に行うのか。そして、住民に説明しているのかそのお答えをお願いしたいと思います。

  【中島英臣議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、質問の三項目め、町の流融雪溝整備事業の住民説明についてお答えいたします。

   まず一点目の流融雪溝の整備をなぜ冬行うのかについてですが、町では、年間を通し、多くの工事を発注しておりますが、少な

い技術職員による設計積算業務の遂行となりますので、同時期の発注は難しく、春から冬までの期間において計画的な発注体制を

取らせていただいております。今回の流融雪溝整備事業は、社会資本総合整備交付金事業として、国に交付金の交付申請の手続き

を行い交付決定後に工事に入れるものであり、この時期は早くて六月下旬から七月上旬であります。本来は、この時期以降の発注

も可能でありますが、現状では、比較的天候に左右されると作業が難しい町単工事を年度初めに優先的に発注しておりますので御

理解をお願いいたします。

   次に二点目、住民に説明しているのかについては、当計画区域である、三ツ目内地区・居土地区につきましては、地区の役員の

方々に事前に事業の概要について御説明申し上げております。なお、個別の工事につきましては、数工区に分けての発注となりま

すので、区長との協議により、工事の発注ごとに回覧し、周知する方向で進めさせていただいております。今後は、スケジュール

の調整による早期発注を心がけ、地区住民の御理解を得ながら工事を進めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいた
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します。

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  七番、中島議員。

一、七番（中島英臣）  はい、ありがとうございます。確かに全般的なことの説明は聞いていますが、今後のことについてはあまり

ないように私は感じていますが、特に十二月二十日に大雪が降ったときにもう工事がスタートしたわけです。それにもかかわらず

工事が遅れた場所、あそこは結構側溝が広いにもかかわらず水が流れてこないというそういうふうな苦情が結構出ていましたので。

たまたま十二月二十日にそうやって降ってそういう事態が起きて、その後に雪が降らなかったので順調に今いっていますが。今行

っている場所のところも実は、側溝は狭いのですがやはり区民が使っている場所です。そういうところも含めて区長に説明してい

るようですけれども、あえてこういうことがあったということを伝えておきたいと思います。以上です。 

一、議長（秋田谷和文）  次に、四項目めの質問を許します。 

   はい、中島議員。 

  【中島英臣議員 登壇】

一、七番（中島英臣）  四項目めは、町のにぎわいづくりについての質問です。

   大鰐町はインバウンド対応の遅れと遊興施設も少なく、人口減少などの影響もあり、かつてのようなにぎわいがなくなっている

のが実態です。夏期含め冬もかつてのように町に来る人は年々少なくなっています。人が来ないということは、商店会含め全てに

活気がなくなり、町の衰退が進んでいきます。

   そこでお聞きしたい、町はにぎわいを取り戻す手立てを考えているのか。

   是非お願いしたいと思います。
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  【中島英臣議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、質問の四項目め、町のにぎわいづくりについて、お答えいたします。

   町に来る人が少なくなっている、活気がなくなり町の衰退が進んでいるということについては、空き家、空き店舗の状況や、ス

キー場や各行事の入込みが少なくなっており、私自身も非常に寂しさを感じているところであります。

   現在、大鰐町の活性化に向けた取り組みについては、第五次大鰐町振興計画で掲げた基本計画に基づき進めております。その中

で「にぎわいと住みやすさのあるまちを創る」の中において町全体の観光案内の整備や町内の足湯の整備などで温泉街としての魅

力アップを進めております。また、「活力と夢を育む町を創る」の中においては、受け入れ体制としてのホスピタルの向上に関す

る取り組みとして、「街あるき」に関する案内地図作成、広域的取組によるＰＲ事業など、訪れる人に魅力的なまちづくりの推進

を行っております。

   まち・ひと・しごと創生大鰐町総合戦略では、新しい人の流れによるにぎわいの創出など、様々な取組を推進しており、ＵＩタ

ーン支援、四季折々のイベントに対する支援、スポーツ行事への支援、外国人誘客対策、空き家空き地対策などでにぎわいの創出

を行っております。効果としては、人口減少抑制には至っておりませんが、人口減少抑制とにぎわいを取り戻すことを目的とし、

各種計画に沿った施策や事業等を強力に進めて、地域活性化に向けたいと考えております。

   以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  七番、中島議員。
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一、七番（中島英臣）  確かに総合戦略、今回で二回目になるわけですけれども、ある業者というのはいろいろデータを作ってその

町の中を見て物事を作成するわけですけれども、一回目そうやって前作ったとき人口が伸びたかというとだんだん衰退しているし、

今回熟考のときに担当の人とも話をしましたけれども、やはり町民ともっと密になりながら。ただ、今過去と違うのは、過去はそ

のリーダーになる人に余裕があってそういうところに没頭できる、そういうふうな形になりますが、今そのにぎわいづくりの先頭

に立っていくのはここにいる皆さんの担当課だと思ってください。というのは、町民からちゃんとしたお金を頂いて、そして生活

しているわけですから。ですから何を言いたいかというと企画を人に任せるのではなくて自ら企画して、それに対して町民を取り

込んでいくというそういう方向も頭に入れて是非やっていただきたいと思います。そうしないとますます人口も減り、特に二千何

年からたつと、もう六千人切るだとかそういうのはデータとして出ているわけですから。ということは、この町がますます衰退す

るのにつながっていますので、その辺を含めて絵に描いた餅にならないようにそこを是非お願いしたいと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  いいですか。（「はい」の声あり） 

一、議長（秋田谷和文）  それでは、次に五番目の質問を中島議員に許します。 

   はい、中島議員。 

  【中島英臣議員 登壇】

一、七番（中島英臣）  次は弘南鉄道の件ですが、新聞等でいろいろにぎわっていますけれども、弘南鉄道維持、それを維持するた

めにはどのようにするか、いろいろな形で頭を悩ませていると思います。かつては子どもたちの移動手段にということが多かった

のですが、ここのところの新聞見て分かるとおり、東京で事故があって以来六十万人が免許を返納しています。ということは私含

めてここにいる人たちがこの後免許を返納する可能性が出てきます。そういう意味で超高齢社会を迎えた現在、弘南鉄道の維持は

過去と違う実態だということで町が取り組むべきだと私は思っております。

   そこで質問です。弘南鉄道の維持は必要不可欠だと思いますが、町の対応についてお聞きしたいと思います。
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  【中島英臣議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、質問の五項目め、弘南鉄道路線の維持について、お答えいたします。平成二十五年に、弘南鉄道

株式会社が大鰐線廃止の意向を示したことから、町と弘前市と沿線関係者による弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会を発足し、様々な

調査や検討、利用促進活動に取り組んでまいりました。

   しかしながら、少子化及び人口減少等の影響により大鰐線を取り巻く環境は年々厳しさを増し、大鰐線のみならず、弘南線も収

支が悪化してきております。

   このような状況から、弘前圏域定住自立圏公共交通維持活性化首長懇談会を昨年十一月と十二月の二回開催したところ、いずれ

の市町村長も、弘南鉄道は地域の大事な公共交通機関であることから、維持確保のために支援していく方向で考えることで見解が

一致いたしました。

   弘南鉄道が直面している運営困難の現状は、沿線市町村にとって生活の足を確保ができなくなる、広域観光や地域間交流に大き

な影響があると考えられます。

   弘南鉄道の維持に向けた方向については、令和二年度までの二年間の運行欠損を緊急的な支援措置として年度ごとに運行費補助

で支援し、利用促進策を併せて行うことを合意したものであります。また、令和三年度以降については、沿線自治体及び津軽圏域

十四市町村が一体となって、国、県への新たな支援について要望しながら、検討を進めることとなりました。

   町としても、弘南鉄道株式会社を初め、様々な関係者の皆様と連携して、維持活性化に取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】
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再質問

一、議長（秋田谷和文）  七番、中島議員。

一、七番（中島英臣）  是非維持に向かって町が率先してリードしてお願いしたいと思います。そういう中で弘南鉄道維持のために

遊べプロジェクトの方々が様々な企画をしたり、それから鰐ｃｏｍｅの切符、「さっパス」など企画して弘南鉄道の維持を図って

いるわけですが、どうも町の観光業者がいまいち乗る気でないというようなことも聞こえています。是非、こういうのに一緒に取

り組んでいただきたいという要望とこれにスキー場が関わっていないのはなぜなのか、すごく疑問に思っています。是非、その辺

の答えを町長お答えお願いしたいと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  現在スキー場については指定管理者が行っておりますので、指定管理者がそのような営業活動を行うことは

大変理にかなったことだと思いますので、その辺もできるものかどうかは業者のほうに聞いてみたいと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  中島議員。 

一、七番（中島英臣）  指定管理者をやるときに確か大会に協力するというそういう意味で雨池を全面使用して、大会の人数は少な

いのにあそこに出ているという実態もあります。それと同様に今お話ししたように是非東洋建物さんのほうに今の町の実態、それ

から弘南鉄道のつながり、その辺を含めて一緒にこの企画の中に入っていってそれで弘南鉄道の維持、それから町のにぎわい、そ

ういうところにも更に連携につなげていただけるように働きかけていただきたいと思います。 

   提案して私の質問は終わりたいと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  よろしいのですね。（「はい、いいです」の声あり） 

一、議長（秋田谷和文）  次に六項目め、最後の質問を中島議員に許します。中島議員。 

  【中島英臣議員 登壇】
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一、七番（中島英臣）  大分長くなりましたけれども、最後の質問ですのでお付き合いお願いしたいと思います。

   まず、六項目めの質問です。鳥獣被害の防止対策について。全員協議会でも、それから回覧板のほうにも出ていますが、今回は

暖冬で動物の動きが早く、スキー場にいてもニホンジカやタヌキ・キツネがいつもより早く出没しています。そして、多分熊も早

く活動することは目に見えています。そして、既にサルも出没しているという報告がありました。鳥獣被害が昨年より更に増えて

いくことが予想されます。町はどのような対策を考えているのかあえてもう一度お聞きしたいと思います。

  【中島英臣議員 降壇】 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

  【町長 山田年伸 登壇】 

一、町長（山田年伸）  それでは、質問の六項目めにお答えいたします。 

   町はどのような対策を考えているのかについてでありますが、農作物に被害を及ぼす鳥獣類は、主に熊、サル、野ウサギ、カラ

スなどですが、近年はニホンジカやイノシシの目撃情報も寄せられており、今後において対策が必要と考えられるところでありま

す。 

   町民からの情報提供があった場合において、青森県猟友会大鰐支部とともに、速やかに現地へ向かい情報収集を行うとともにわ

なや銃器による捕獲の依頼や今後における対策などを協議しております。また、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律、いわゆる鳥獣法による許認可が必要な場合においては、青森県自然保護課の指導を仰ぎながら対処しております。今年度に

おいては、青森県猟友会大鰐支部へ箱わな、くくりわな及び熊用のドラム缶わな等の購入及び狩猟免許取得費への助成を含む補助

金約百五十万円を予算計上しております。 

   以上であります。 

  【町長 山田年伸 降壇】
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再質問

一、議長（秋田谷和文）  七番、中島議員。

一、七番（中島英臣）  ありがとうございます。引き続き是非それお願いしたいのですが、まず私のほうから今被害がある実態につ

いてお話ししたいと思います。 

   多分農林課の方々あるいは担当の人知っていると思うのですが、早瀬野地域、そして特に折紙地域のリンゴの木が十五・六本あ

って全部、リンゴがみんな食べられて一個もなっておりません。そこに熊の大きいわなを仕掛けたのですが、全く脇目を見て入っ

ていきません。でも、そこの人に聞きましたら今年もちゃんと薬かけてそれでしっかり作っていくのだと、もう剪定もしているの

だと、そういう話をしていました。そして、そのリンゴがなくなったらじゃあ動物は何をするかというと米を食べていました。そ

ういう実態がまずある。そして私が「保険どうしたの」と話をしたら、町のほうで言われたことが保険の対象にならないと、そう

いうことをお話ししていました。確かに農業全般で生活する人たちにとっては範囲に応じて保険対象になるでしょうけれども、こ

の大鰐の実態を見ていると農家一本でやれないわけですから。ということは、定年終わった後だとか、あるいは農家の人たちでお

父さんが働いているか、お母さんも働いているとかそういう小さい形で田んぼ、田畑を維持しています。こうやって考えてみてく

ださい。それがもし保険がなくなったり、あるいはそこが全部食われてやめてしまったら早瀬野地域、それから折紙もそうですし

高野新田もそうです。誰も作らなくなります。そうするとそこはカヤあるいは柳とか松だとかそういうのがどんどん飛んできてカ

ラマツもそうだし、まさしく野山になっていきます。そうするとますます動物がすみつく場所になりますから限界集落であっても

町がここを維持するために何をするべきなのかということを是非お願いしたいと思います。町長のお考えを聞きたいと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  まず、農業存続のためには町で果樹共済ならびに様々な総合保険の保険金の負担をしております。つまり、

農家が所得補償などの保険に加入しやすい状況に財政的な支援を行っております。やはり自らも保険金の負担をしないことにはそ
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ういう保証も受けられないと思いますし、町でも相当額の予算を使っておりますが、農家の方の理解が得られない状況もあります。

まず、大鰐では所得補償また果樹共済は他の市町村よりも手厚く助成しておりますのでこの辺は農家の方へのサービスは近隣市町

村では一番しているのかなという自負はあります。 

一、議長（秋田谷和文）  中島議員。 

一、七番（中島英臣）  先ほど私が話したように保険の対象にならないということを聞かれたわけです。その人が。だから入りたい

のだろうけれども入れないという実態もあるみたいですから、もしかしたら私の聞き間違いかもしれませんけれども是非、その被

害に遭っている方にもう一度改めて説明していただければいいと思います。是非お願いしたいと思います。 

   これで私の全て六項目の質問を終えたいと思います。ありがとうございます。 

一、議長（秋田谷和文）  今の御答弁はいいのですか。（「いいです、はい」の声あり） 

一、議長（秋田谷和文）  以上をもって、中島英臣議員の質問は終了いたしました。

   十一時五分までトイレ休憩いたします。（午前十時五十四分）

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午前十一時五分） 

一、議長（秋田谷和文）  それでは次に二番、竹内富士子議員の質問に入りますが、質問は一問一答方式といたします。まず一項目

めの質問を許します。 

   二番、竹内議員。 

  【竹内富士子議員 登壇】 

一、二番（竹内富士子）  こんにちは。通告に従い、質問させていただきます。二番、竹内でございます。 

   コロナウイルス発生への対応等、早めに対応していただいておりまして本当にありがとうございます。各家庭へのチラシ配布等

の早い対応のおかげで、余計な心配をすることもなく日々生活できているかとは思いますが、町民お一人お一人を見たとき、まだ
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不安を抱えておられる方々もいると思います。手洗い等基本的なことはしっかりやり、免疫力をつけるべく、バランスよく栄養を

取って、適度な運動をし、睡眠もしっかり取って、さらにあまり心配しすぎないようにできるだけ明るい気持ちで生活していくよ

うに努力していきたいなと思っているところでございます。 

   では、まず初めに、項目一、豪雨対策について伺ってまいります。 

   河川整備についてと災害応急対策についてです。 

   年初からのコロナウイルス発生等、世の中の様子を見るにつけ、今後も様々な状況に対応できるよう、あすにでも起きてもよい

ように危機感を持って準備することが必要であると考えます。 

   河川整備については、すぐに実行するというより、長期ビジョンとして実現していくものと考えます。災害応急対策については、

豪雨のみでなく他の災害対策にも関係があり、すぐにでも点検等の対応が可能と思いましたので急きょ追加させていただいており

ます。災害応急対策について、確認をしておくことはたくさんありますが、比較的すぐに準備できるのは、生活必需品の備蓄かと

思いました。女性目線ではありますが、数名の方々から数か月前よりお声をいただいていたところでございます。 

   さて、初めに、（一）河川整備についてです。昨年の台風十九号の影響により大きな被害が出た千曲川（長野県）と阿武隈川（

福島県）、吉田川（宮城県）流域では、河川整備が遅れていたために決壊が起こった可能性が高いといわれています。対策として

堤防の整備や川底の土砂、障害木の整備が必要と考えます。また、排水能力不足についてですが、これも昨年各地では大雨で本流

が増水し、支流に押し戻されるバックウォーター現象が数多く発生したとのことでございます。対策といたしまして、遊水地・貯

水池の設置、また水門等の設置が必要と言われております。 

   次に、（二）災害応急対策についての生活必需品についてです。身の回り品としての紙おむつやミルクも忘れずに必要ではない

かと御指摘いただいておりました。当然、水や体を拭くものも必要です。段ボールベットに関しては、昨年の避難訓練のときに、

区長さん方々が作っておられました。また、ハザードマップについては作成予定とのことでよかったと思っております。避難場所
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に対する心配等他にもございますが、今回は早急に実現可能なところとして生活必需品についてしっかり確認させていただければ

と思っております。 

   そこで、次の点について質問いたします。まず、（一）河川整備について。 

   一点目、本町の河川区分や管理区間について、その河川の管理者をお伺いいたします。 

   二点目、河川整備計画について主な内容についてです。 

   三点目、排水能力について。遊水地・貯水池・水門等の本町における設置状況と今後の計画についてです。 

   四点目、障害木や川底の土砂についての対応についてです。 

   次に、（二）災害応急対策についてです。 

   一点目として、生活必需品の備蓄について、準備の現状と今後の対策です。 

   以上の点について、御答弁よろしくお願いいたします。 

  【竹内富士子議員 降壇】 

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、竹内議員の質問にお答えいたします。 

   まず質問の一項目め、豪雨対策費についてお答えいたします。 

   一点目の、河川整備についての本町の河川区分や管理区間についてですが、まずは、町の中心を流れる平川を初め、その支川と

なる町内に存在する八つの河川の中流部までが一級河川に位置付けられ、県管理となっております。また、その支川の中流部から

上流部までが普通河川に位置付けられ、町管理となっております。 

   次に、河川整備計画についてですが、県では洪水等による災害発生の防止、河川の適正利用と流水の正常な機能の維持、河川環
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境の整備と保全を目的とし、岩木川水系における各河川の特性を踏まえ、安全で安心でき、うるおいのある美しい川づくりと、流

域の風土・文化等を生かした岩木川水系河川整備計画を平成二十六年に定めております。 

   次に、排水能力についてですが、町では遊水地等の調整池はございません。また、貯水池は山間部に四か所ほどございますが、

洪水対策とは関係なく、農業用水のため池として利用されている調整池であります。水門については一級河川に十数箇所ございま

すが、農業用の水門は水利組合で管理をしており、その他は、洪水による河川水位の上昇に伴う内水対策として河川管理者である

県が管理しております。 

   次に、障害木や川底の土砂についてですが、適正な河川断面の確保ができない場合、豪雨時に災害に発展する場合もありますの

で、老朽護岸等の施設の巡視及び雑木等の現況パトロールに努め、災害を未然に防ぐためにも、しっかり県へ進達してまいりたい

と思います。 

   質問の二点目についてですが、町では、令和元年度から令和四年度の四年間で、千八百人分の食料を備蓄することとしており、

現在は四百五十人分の食料の備蓄を完了したほか、毛布二百枚と簡易トイレ三千個も備蓄しております。 

   しかしながら、避難者で全てを網羅できる日用品等を、町が備蓄することは非常に困難なことから、災害協定を締結することに

より、不足する日用品等を補完することとしております。日用品等の協定の主なるものは、平成二十五年六月にみちのくコカ・コ

ーラボトリング株式会社と締結した災害時における飲料水の供給に関する協定、平成二十七年六月にＮＰＯ法人コメリ災害対策セ

ンターと締結した災害時における物資供給に関する協定のほか、平成三十年十二月には災害時における青森県市町村相互応援に関

する協定により、県内の他市町村に日用品などの生活必需物資の提供に関する応援要請をすることができることとなっております。 

   議員御指摘の日用品は、町が直接備蓄しているもののほか、協定による流通備蓄や、他市町村からの応援で対応できるものと考

えておりますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

   以上であります。 
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  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  二番、竹内議員。

一、二番（竹内富士子）  備蓄のほうありがとうございました。備蓄していないけれども、協定があって日用品は対応できるという

ことでございましたので本当にありがとうございます。

   もう一点、川のほうでございます。確認させていただきたいと思います。平川と八つの支流が県で上流のほうが比較的町が管理

ということでよろしかったでしょうか。そして、水門が十数箇所あるけれども、大水、洪水のときは県が管理という、そして普段

は水利組合が管理しているという理解でよろしいでしょうか。違う、違う…、すいません、もし可能でしたらもう一度お願いした

いと思います。

   そしてもう一点は、障害木のことなのだけれども、今後パトロールしていただくということでありましたので是非お願いしたい

と思いますが、町民が自主的に木を切ったりとかそういうことは可能でしょうか。その二点お願いいたします。

一、議長（秋田谷和文）  じゃあ、建設課長。

一、建設課長（加川康久）  まず、大鰐町…、県のほうで大鰐町にある河川ですけれども、平川のほか八河川となってございます。

これにつきましては三ツ目内川、折紙川、虹貝川、島田川、戸澤川、夏沢川、鯖野沢川、稲荷川となって平川を含め九河川となっ

ております。いずれも県管理の部分と町管理の部分がございます。

   それから、水門に関してですけれども全部で十数箇所ございますが、大きな平川、今言ったその平川のほうの大きな川のほうに

付いているのが比較的県のほうで管理されている水門でありまして、支川のほうにあるものが農業の水利組合のほうで管理されて

いる水門でありますので別々管理されております。

   あと、川のほうに繁茂している雑木等でありますけれども、これにつきましては、個人でも県のほうに話しをすると可能にはな
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ろうかと思いますが、今回も町のほうで県のほうにお願いして現在平川のほうにある雑木ですとか土砂等も排出したり伐採しても

らっていますので、そちらのほうは町のほうから強く県のほうにこれからも要望してまいりたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。

一、議長（秋田谷和文）  二番、竹内議員。

一、二番（竹内富士子）  ありがとうございました。川、川には県が管理しているところがあるということ知識不足で今回しっかり

町民共々学ばせていただきたいと思うところでございます。そして、大きいところの水門は県が管理で洪水のときなどはそこを利

用して対応できるということだったと思います。それから障害木に関しては確認ですけれども、もしちょっと木が多くなって心配

だなといった場合はじゃあ町民のほうが町のほうにお知らせして、そして町のほうから県のほうに要望していただくということで

よろしいわけですね。はい、以上確認させていただきました。ありがとうございます、以上で終わります。

一、議長（秋田谷和文）  いやいや、確認御答弁いらないのですか。（「はい、大丈夫です」の声あり）

   議事録に残りませんよ。（「えっ、そうなのですか」の声あり）

   よろしいですか。（「今、確認…」の声あり）御答弁やらないで…。

一、二番（竹内富士子）  じゃあ今確認したところをよかったらよいで答弁お願いいたします。

一、議長（秋田谷和文）  建設課長。

一、建設課長（加川康久）  今お話しした内容のとおりであります。以上であります。

一、議長（秋田谷和文）  次に、二項目めの質問を竹内議員に許します。

   二番、竹内議員。

  【竹内富士子議員 登壇】 

一、二番（竹内富士子）  続きまして、項目二、学校給食費の公会計化についてお伺いいたします。 
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   昨年末に、町民の方々に町政について様々お話を伺う機会がありました。その中に、「学校の教職員が忙しすぎるようだ」とい

う御意見もありました。 

   忙しさの原因として様々あると思いますが、自ら教員を体験してきた者として、この給食事務については、問題意識を持ち続け

てきております。二十年程前から、同僚に大変であるというお声をたくさん聞いて過ごしてきておりましたが、私自身も教職の後

半、五年ほど給食事務を担当させていただいて、初めてようやくこれは本当に大変だと実感させていただいたところでございます。 

   その後、二〇一九年七月三日、文部科学省は学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進についての通告を行ったとのことで

ございます。各都道府県知事や指定都市市長、教育委員会に対しての通告です。さらにその後、文部科学省は学校給食費徴収管理

に関するガイドラインを作成し、そのガイドラインを参考に、学校給食費の公会計化の取り組みを一層推進するよう要請したとの

ことでございます。これは、地方公共団体に向けての要請です。 

   その公会計化に向けたスケジュールは、二〇一九年七月から検討・準備が開始され、二〇二二年度から公会計制度の導入開始と

なっておりますが、各自治体の実態に応じての対応が必要と考えます。 

   以上のことから、本町におきましても、学校給食事務にかかる教員の業務負担を軽減していただきたく存じます。 

   そこで次の点について質問いたします。 

   まず、一点目は、給食費の滞納の件数です。 

   二点目、食物アレルギーへの食材の対応と給食費についてです。食材が変わることで徴収費に違いがあるのではないかと思いま

す。 

   三点目、給食事務の担当者についてです。担当者は、事務の方であるか、担任を持っている教員か、または養護教諭の方である

かです。そして、給食の毎日の食数をチェックしている教員について、誰が何人でチェックしておられるかです。 

   四点目は、公会計化の現状と今後についてです。会計ルールの整備や徴収員の配置の促進、徴収・管理システムの整備について
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です。例えば、口座振替の実施の考えはあるか、学校給食費の徴収・管理担当者はどのように考えておられるか、給食費管理シス

テムの導入は考えておられるか。 

   以上の点について、御答弁よろしくお願いいたします。 

  【竹内富士子議員 降壇】 

一、議長（秋田谷和文）  はい、教育長。

  【教育長 木田専一 登壇】

一、教育長（木田専一）  それでは、竹内議員の質問にお答えいたします。

   まず、一点目、給食費の滞納についてですけれども、過年度分として平成二十八年度の滞納が一件ありますけれども、現年度分

についてはありません。

   次に、二点目。食物アレルギーへの食材対応と食材が変わることで給食費の徴収費に違いはあるのかという質問ですけれども、

まず、食物アレルギーに対応するために、食材を変えることはしておりません。それに対応するためには、食物アレルギー専用の

学校給食センターが必要となることから、本町では不可能なことだと認識しております。また、食物アレルギーで給食を食べない

子どもからは給食費を頂いておりません。弁当の持参をお願いしております。

   三点目ですが、給食事務の担当者についてですけれども、小学校では事務職員が給食費の徴収をし、それをパソコンに入力して

います。給食主任の養護教諭が食数をチェックして支払いをし、教頭と教務主任がそれらの確認作業をしております。また、中学

校では、事務職員が給食費の徴収をし、給食主任の教諭がそれをパソコンに入力し、最後に教頭と教務主任が確認する作業をして

おります。小・中学校とも四人体制で対応しております。

   四点目になりますけれども、公会計化の現状と今後についてですけれども、現状は先ほどの三点目でお話ししたとおりでござい

ます。今後の検討課題としては、学校給食費及びほかの学校徴収金の徴収・管理業務の負担軽減であると認識しております。昨年
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七月に文部科学省から、学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進についての通知があったところであり、二〇二二年の導入

に向けて、徴収員の配備や徴収・管理システムの整備など、どういう方法が一番効果的なのか検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。

   以上でございます。よろしくお願いいたします。

  【教育長 木田専一 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  二番、竹内議員。

一、二番（竹内富士子）  ありがとうございます。確認いたします、滞納は今のところなし、それから食物アレルギー対応に関して

食材は変えておらず弁当持参、給食費徴収なし。

   ここでまず一つ質問いたします。牛乳アレルギーの子もそうしますと別の飲み物ではなく全く牛乳の代替え、代わりもなしとい

うことでよろしいかという二点です。

   それから次、今後公会計化に向けて給食費管理システムの導入の点。それから担当者をどうするか、それから口座振替の実施の

考えはあるのか。この三点質問いたしましたが、この三点それぞれに関して検討を重ねるということでよろしいでしょうか、御答

弁をお願いいたします。

一、議長（秋田谷和文）  教育長。

一、教育長（木田専一）  一点目ですけれども、牛乳を飲まない子どもさんからはもちろん牛乳代は頂いておりませんし、希望があ

れば緑茶を出しております。

   二点目のこれからの担当者ですけれども、それから口座振替等は十分考えておりまして、口座振替になる予定ではございます。

担当者についてはまた同じように検討させていただきたいと思っておりました。
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一、議長（秋田谷和文）  二番、竹内議員。

一、二番（竹内富士子）  二点ほどまた質問させていただきます。

   一点目、緑茶ですけれども、これはもし希望者があった場合、料金はどうなっているかということ一点。それから二点目は口座

振替を考えているということでして、それから管理システムの担当者、担当者は考える基準として学校の職員を充てるのか、また

職員以外がやるのか、その方向性もし今の段階で考えがございましたらお知らせいただければと思います。そして給食費管理シス

テムの導入に関してはどのような考えであるかということ。またちょっと多くなったみたいですけれどもよろしくお願いいたしま

す。

一、議長（秋田谷和文）  教育長。

一、教育長（木田専一）  緑茶について料金は頂いておりません。無料で出すことにしております。それから管理システムのほうは

学校ではなくて給食センター、あるいは教育委員会でやるということで考えております。

   以上でよろしかったでしょうか。（「あと、担当者」の声あり）

   給食費徴収の担当者については、先ほどもお話ししましたように給食センターあるいは教育委員会のほうで考えていきたい、そ

う思っておりました。

   これで全部でしたでしょうか。（「そうでございましたですね」の声あり）

   はい、分かりました。ありがとうございます。

一、議長（秋田谷和文）  終わりですか。（「はい」の声あり）

一、議長（秋田谷和文）  以上をもって、竹内富士子議員の質問は終了いたしました。

一、議長（秋田谷和文）  次に三番、前田一裕議員の質問に入りますが、質問は一問一答方式といたします。まず、一項目めの質問

を許します。三番、前田議員。
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  【前田一裕議員 登壇】

一、三番（前田一裕）  通告に従いまして三番、前田質問いたします。 

   県、企画政策部等の調査資料から見ますと、大鰐町の事業所、平成二十四年と平成二十八年との比較によると小売業は十三件、

飲食店は八件の減などというようなデータもございます。この街中のにぎわいが寂しくなっている現在、町長は、農業、商業等へ

の活性化に向けた構想計画がございましたらお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  【前田一裕議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長、町長と名乗って挙手をお願いいたします。

   はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは前田議員の質問にお答えいたします。 

   質問の一項目め、大鰐町活性化について、お答えいたします。街中のにぎわいが寂しくなっていることは、少子高齢化、人口減

少が大きな要因となっていると考えられます。農業、商業等への活性化に向けた構想計画については、今年度策定中の「まち・ひ

と・しごと第二期大鰐町総合戦略」により、地方創生の取り組みを総合的かつ計画的に実施し、地域の課題や社会情勢の変化に的

確に対応するよう、町民の皆様と共に取り組む必要があると考えております。 

   大鰐町の基幹産業は農業と観光と言えます。農業は従事者の高齢化や後継者不足の問題を抱えておりますが、農業就業者への支

援や生産活動の支援など取り組みを充実・強化し、安定した経営を支えるものであります。 

   商業は観光の盛況・衰退にも大きく影響され、商業は住民サービスという観点からも支援が必要と考え、起業・創業支援やにぎ

わいづくりの施策を展開し、町の活性化向上に向かっていくことを考えております。以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】
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再質問

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。

一、三番（前田一裕）  活性化に向けた活動の中で新年度予算にこれは活性化に向けて手厚く予算を付けたという項目がありました

ら何点かお知らせいただければと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  暫時休憩します。（午前十一時三十六分） 

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午前十一時三十七分） 

一、議長（秋田谷和文）  企画観光課長。 

一、企画観光課長（岩﨑 光）  それでは、質問にお答えします。今年度に予算計上した新たな事業としては住民参加型まちづくり

事業ということで住民自らが企画し、実施するまちづくり活動に対する支援、それと観光資源のＰＲ戦略事業ということで観光Ｐ

Ｒの動画作成等をすることを予定してございます。また、仕事に関する商業関係については未来を変える調整資金の事業として新

たな融資を強化してございます。以上でございます。 

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。 

一、三番（前田一裕）  それぞれの予算額をちょっといただけますか。 

一、議長（秋田谷和文）  企画観光課長。 

一、企画観光課長（岩﨑 光）  住民参加型まちづくり事業に対する支援の内訳としては活動に対する支援は二百万を計上しており

ます。それと、観光資源ＰＲ戦略事業については、いろいろな事業内容ございますが、合わせると九百五十七万円計上しておりま

す。それから、未来を変える挑戦事業については…、今ちょっと持ち合わせございませんので後ほどでよろしいでしょうか…。失

礼しました。 

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。 
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一、三番（前田一裕）  繰上償還して今回五億多く支払いして、新年度からは二千万から三千万ぐらい支払いのお金の余裕ができる

と。そういうようなものを町のにぎわいのほうに振り分けて予算配分されていくのであろうと思いますけれども、やはりもう少し

ちょっと余裕があるというよりもやはり各業界、業界というか実行委員会等でイベント等を企画して新年度予算で助成金・補助金

が決まっていく中でそれぞれのイベント枠を期間が近くなってきてから企画を揉んでやっていくと思うのですよ。その中で新しい

企画をもうやりたいとなったときに更なる助成・補助金をされるようなお考えは町長ございますか。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  それは要望した事業内容等によるかと思いますけれども、それが実効性あるものであれば役場担当課で揉ん

で議会の皆様に諮ってその後の答えということで、今すぐこれをするとかしないとかはこの場では即答できないものと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。 

一、三番（前田一裕）  各団体等が御相談にいければそれの内容を精査して対応していただければと思います。また、その中で各団

体等が大鰐町に後援・共催等のお願いをしてパンフレット等に大鰐町という名前を入れてイベント等を開催する中に当たって、や

はりそういうのが町で開かれることによって外から人が来てやはりお金を使っていくというような流れがあると思うのでただ名前

を貸すだけではなく、やはり町としてその中に職員も派遣してというか、一緒にその中身を揉みながらもっと大鰐町に人が集まっ

てくるようないい大会とか、いいイベントにしていただきたいというような思いもありますけれども、そういうことに職員を派遣

するようなシステムというか何か方法ございますか。 

一、議長（秋田谷和文）  総務課長。 

一、総務課長（三橋冬樹）  町としては様々なイベントに後援依頼がきて、極力後援はするという方向で進めております。それで後

援したものに関しては様々な形で支援をしてということと、イベントの中身にはもちろんよりますが、勤務時間中のものであって

もこれは職員の資質向上に資する、そういうものであれば業務の中で業務命令ということで参加をするということで。もちろん本
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務が優先でございますが余裕のある職員は極力参加するようにという呼びかけはしております。以上です。 

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。 

一、三番（前田一裕）  外部からの団体等が町の会場を使ってする場合もそのような形で対応していただけますでしょうか。 

一、議長（秋田谷和文）  総務課長。 

一、総務課長（三橋冬樹）  それに関しては、中身によるというしか今はちょっとお答えできません。後援するという方向は基本的

にはありますが、何のイベントでも職員が全部勤務時間中に出せるかというのは中々難しい問題もありますので極力職員が出て参

加人数、それから企画、そういうものに関わっていけるものであれば積極的にとは考えてございます。 

  （「議長、ありがとうございました。次いきます」の声あり） 

一、議長（秋田谷和文）  次に、二項目めの質問を許します。前田議員。 

  【前田一裕議員 登壇】

一、三番（前田一裕）  病院が診療所に向けて着々と予算等が付き、計画が実施されていくなか、「大鰐町立診療所整備基本構想及

び基本計画」の中で、六の新施設の経営計画の概要一、医師・看護師等職員の配置計画の中で、医師以外の配置計画について、職

員の配置等発生すると思いますが、いつ頃までに職員に内示をするのかお伺いいたします。 

  【前田一裕議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、質問の二項目め、大鰐町立診療所についてお答えします。 

   医師以外の職員配置に係る内示についてですが、当診療所の基本構想及び基本計画では、新施設の開所を令和三年度中と見込ん

でおります。 
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   新年度においては、基本設計・実施設計を組むこととしており、具体的な図面や完成予定時期を示すことができると思っており

ますので、その工事等の進捗状況などにより、変動はあると思いますが、職員の負担にならないよう早期に決定したいと考えてお

ります。 

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問 

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。 

一、三番（前田一裕）  今計画段階で結構なのですけれども、今病院と診療所になった場合、病院から配置を変えなければならない

対象の人数は何名ほどいらっしゃるのですか。 

一、議長（秋田谷和文）  病院事務長。 

一、病院事務長（吹田秀世）  基本構想…。 

一、議長（秋田谷和文）  御起立ください。 

一、病院事務長（吹田秀世）  基本構想・基本計画については四十ページのところに記載されてはおりますけれども、現在その人数

に関してはあくまでも近隣の類似する市町村の診療所を基にして作成したものであり、現段階では確定したものではありませんの

で、今後診療所を縮小化することによってどれぐらいの人数を配置するかについては今後検討課題になるかと思っております。以

上です。 

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。 

一、三番（前田一裕）  計画段階の人数で結構ですので現在病院の対象人数と何人それこそ診療所になった場合差が出るかというの

は回答できるのではないですか。 

一、議長（秋田谷和文）  はい、事務長。 
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一、病院事務長（吹田秀世）  この中に示している人数が四十三名でありますが、現在病院の職員配置については昨年度が六十名、

現在五十三名となっております。 

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。 

一、三番（前田一裕）  縮小があれば人数が増えると。現状のままでも十人ほど配置が替わると。町長は今負担にならないように早

期に内示を出したいというような回答をいただきましたけれども、やはり何か月前とかやはりある程度期間を明示して病院のほう

に示さないと…、何ていうのですか…、環境が変わる本人たちの計画にも多少やはりいろいろ考えることがある職員もいるかもわ

からないので最低何か月前とかというふうなのはどうですか、明言できますか。 

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。 

一、町長（山田年伸）  まだこの計画段階でやはり病院を主体的に運営するやはり院長先生のそういう病院の運営方針などを考慮し

ながらそちらの判断にお任せして、こちらはそれに追随して承認するという形になろうかと思いますので、こちらから何人にしろ

とか内示をどうしろとかということは現在ではまだ発表できないものと思っております。 

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。 

一、三番（前田一裕）  病院を診療所計画にして町が遂行していくなかで、職員が生活する中での自分たちの職場環境が大きく変わ

る、そういうのに対してやはりもう少し職員等も計画できるような形でのやはり方向性を明示するのがやはり理事者側の責任があ

ると思いますけれども、いつ内示できるか早い段階にはしたいと思うというような形での言葉はちょっと誠意がないと思いますの

で、もう少し具体的にやはり病院等の先生とも対応あるかとは思いますけれども、やはり職員は極端な話、一か月前に内示をもら

って一か月ですらどうするかとなって大変な人も当然出てくるわけですよね。居たいつもりが居られないかもしれないし、出るつ

もりが残られるかもわからないし、そこら辺はよく分かりませんけれども、ただ全体的にはやはり町としての指針としていつまで

には内示を出すというような形でのことが必要だと思いますけれども、再度いかがですか。 



- 37 -

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。 

一、町長（山田年伸）  まず前回も診療所になるときお話ししましたが、現在の医療スタッフの人数を少なくするとかそういうこと

は一切考えておりません。全員現在雇用して、定年で自然減になるのもあろうかと思いますが、訪問診療などをしながら全員が働

ける環境作りに努めていきたいというふうな方向ですので、何人が適正何人ずつだとか現在何人をどこどこに異動するとかそうい

うことは現在まだ考えておらず、全員が新診療所で働ける体制に向かっていきたいというふうに考えております。 

  （「議長、終わります」の声あり） 

一、議長（秋田谷和文）  次に、三項目めの質問を許します。前田議員。 

  【前田一裕議員 登壇】

一、三番（前田一裕）  三項目、最後の質問になります。 

   ラスパイレス指数、平成三十一年四月一日時点での状況が総務省のほうから発表になった結果を町長はどのように評価するのか

お伺いいたします。 

  【前田一裕議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、質問の三項目めにお答えします。 

   平成三十一年四月一日時点現在のラスパイレス指数の状況についてですが、九〇・二と昨年度の八八・五に比べ若干ですが好転

したものと思っております。 

   しかしながら、県内や全国水準から見ても、依然として低いものですので、昨年十二月の前田議員からの一般質問でも回答しま

したが、九三を目標とし、今後も対策を講じていきたいと思っております。 
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   以上であります。 

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問 

一、議長（秋田谷和文）  前田議員。 

一、三番（前田一裕）  確かに町長おっしゃるとおりラスパイレス指数大鰐町、一・七上昇しております。でも、順位は四十番で県

内まだ最下位です。これから昇ることを期待してあれですけれども…。参考までに全国下位団体五十の中の残念ながら三十五位に

位置しております。この中で町長は、前回平均までは任期中に伸ばしていきたいというような御答弁を過去にいただいた記憶がご

ざいますけれども、三十一年度の平均で県内の市町村で現在九六・五になっています、そうすると四ポイント以上まだ乖離があり

ます。更なる調整・努力が必要かと思いますけれども、来年はもっと調整できるとお考えでしょうか。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  昨年十二月の定例会でも申し上げましたが、九三を目標というのは中南郡の平均ということでお話しした記

憶があります。まずはそこを目標に任期中にそれに向かって九三を出せるように取り組んでいきたいという報告をいただいており

ます。その気持ちは現在も変わりません。以上です。 

一、議長（秋田谷和文）  前田議員。 

一、三番（前田一裕）  それこそ職員の士気にも影響する数字ですので是非特段の…、特段のではないですね、それこそ決断をする

場面も出てくるかと思いますけれども、そういう形で是非南黒の九三までされるよう…、何とかなるか分かりませんけれども、も

う一度頑張る回答をいただきたいと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  山田町長。 

一、町長（山田年伸）  議員も職員経験者でありますのでお分かりのことと思いますが、あと数年後で年齢差のラグが八歳下がる状
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況がきます。あと数年後には五十歳前後の課長がほとんどになろうかと思っております。そうなると県内でもトップクラスのラス

の指数が出てくるものというふうな思いもあります。それは具体的には他の市町村の動向や国の動向にもよると思いますが、その

ことによってバランスも取れてさらに皆さんが活躍できる場所になれるよう私としても町長として努力していきたいと思っていま

す。以上です。（「三番、終わります」の声あり） 

一、議長（秋田谷和文）  はい。以上をもって、前田一裕議員の質問は終了いたしました。 

   昼食のため、午後一時十五分まで休憩いたします。（午前十一時五十七分） 

一、議長（秋田谷和文）  それでは休憩を取消し、会議を再開いたします。（午後一時十四分）

一、議長（秋田谷和文）  まず保健福祉課長より先ほどの報告につきまして一部訂正したいとの申出がありますのでこれを許します。

保健福祉課長。

一、保健福祉課長（原子学）  先ほど冒頭で災害用備蓄用マスクの配布について御報告いたしましたが、対象者数に誤りがございま

したので訂正させていただきます。障害者の数百二十人と報告していましたところ百二十二人、二人増となります。よって配布す

るマスクの数が七千七百五十枚となります。大変申し訳ございませんでした。

一、議長（秋田谷和文）  次に前田議員の質問に対する答弁の中で病院事務長より発言の訂正の申出がありますのでこれを許します。

はい、事務長。

一、病院事務長（吹田秀世）  先ほど前田議員に対する病院職員の人数について私のほうから答弁させていただきました。その中で

平成三十一年度は六十名、現在五十三名というふうに回答いたしました。訂正したい内容といたしましては、平成三十一年四月一

日現在で六十名、今現在という言葉を令和二年四月一日では五十三名というふうに訂正させていただきたいと思います。以上です。

一、議長（秋田谷和文）  それでは次に一番、須藤尚人議員の質問に入りますが、質問は一問一答方式といたします。

   まず、一項目めの質問を許します。一番、須藤議員。 
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 【須藤尚人議員 登壇】 

一、一番（須藤尚人）  それでは、議長のお許しをいただきましたので一般質問させていただきます。 

   まず一番目は、町の一連の不祥事についてということでございます。 

   町民農園問題についての百条委員会におきまして町長に対して、町民に対する信頼回復、説明責任、議会に対する信頼回復につ

いてということを質問したところ、町長から「そのあたりのことは肝に銘じて今後更に綱紀粛正、自らにも課して頑張っていかな

ければと思っております。」という御答弁をいただきました。そこで質問いたします。 

   一点目、町民の信頼回復、説明責任のために何をなさるおつもりですか。または、何をされましたか。 

   二点目、町民農園問題は、本来であれば、九月上旬に議会の全員協議会で話題になったときに町長が議会の指摘に謙虚に向き合

い、真摯に事実と法令の確認を実施すれば、すぐに解決できた問題だと思います。しかし、議会の申入れを無駄に騒いでいるくら

いの認識で議会を軽視したことがこの問題を長引かせた大きな原因だったと思います。さらに百条委員会を設置したときに、議会

を侮辱するような発言が新聞に出てしまい、火に油を注ぐことになりました。議会に対する信頼回復について、どのように考えて

おりますか。 

   三点目、全員協議会で発言が二転三転し、このままではらちが明かないということで議会では百条委員会を立ち上げました。百

条委員会により、事実関係が大分分かってまいりました。大ざっぱに言うと職員が主導して、町長があまり知らないうちに事態が

進んだ、ということになっているようです。しかし、町長は相手からの要望書が上がってきたときに確認の印鑑を押し、測量の承

認や分筆登記の委任、境界の確定などの決裁の印鑑を押しています。普通に考えれば、印鑑をもらうときには職員が進行状況につ

いて町長に説明しているはずだと思います。今回、証言した職員たちは職務遂行上のミスがありましたけれども、町長の関与につ

いては口をつぐみ、最終的にはそれぞれが責任を負い、町長を守ったように思います。自分は町職員のＯＢですから、彼らの気持

ちがよく分かります。しかし、仕事と全く関係のない場面で事故や事件を起こした場合と違い、職務を遂行するに当たり、よかれ
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と思って犯したミスについてどこかで町長には職員をかばってほしかったと思います。組織のトップが、職員に責任を押し付けて、

自分は知らなかったというような形でいいのでしょうか。 

   組織のトップというものは部下に対して「最後は自分が責任を持つから一生懸命に仕事を頑張れ。」というようなものではない

のですか。今回の事件によって、職員が委縮したり、仕事へのモチベーションが下がることがとても心配です。特に優秀なやる気

のある職員には失敗を恐れず、新しい事業に果敢に挑戦していってほしいと思います。このことについて、町長はどうお考えです

か。 

   四点目、昨年は公金紛失、固定資産税の誤賦課など役場の不祥事が続きました。その不祥事が続く原因、そしてその対策につい

てお尋ね致します。 

   町長は一連の不祥事の後、その対策を聞かれて、職員に訓示をしたとおっしゃっておりました。しかし、それだけでいいのでし

ょうか。 

   職員の不祥事の原因は様々であり、仕事の進め方や職員と部下の関係、住民との応対による疲労、職場内でのパワハラ・セクハ

ラ、能力不足の職員、やる気のない職員、不真面目な職員などなど、様々な原因があるかと思います。 

   今では、たくさんの自治体で、不祥事の兆候となる個人の言動・行動等について、全職員に理解させ、不祥事の兆候を見つけ防

止するために対応マニュアルやチェックシートなどを作っているところもあります。職員からの事務改善や政策提案を積極的に求

めているところもあります。 

   平成二十九年に地方自治法が改正され、地方公共団体における内部統制制度の確立が求められております。監査制度の充実強化

及び地方公共団体の長や職員等の損害賠償責任の見直し等と一緒に一体的に導入されるものであります。平成三十一年三月に総務

省から地方公共団体における内部統制制度の導入実施ガイドラインが出ております。この中で、内部統制に関する方針、これは各

地方公共団体における内部統制についての組織的な取り組みの方向性等を示すものであり、長は、これを策定及び公表しなければ
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ならないとあります。この公表しなければならないというのは都道府県と政令指定都市は強制適用義務でありますが、一般の市町

村は努力義務となっております。 

   ガイドラインの中でも、「地方公共団体の内部統制が有効に機能するためには、長の意識が最も重要である。」、「長は、内部

統制には一定の限界があり、リスクの発現をゼロにすることはできないということにも留意しつつ、自らが職員の意思決定や行動

様式を大きく左右する存在であることを改めて自覚し、内部統制の取り組みを先導していくことが求められる。」、「内部統制は、

業務に組み込まれ、組織内の全ての者により遂行されるプロセスであることから、長を含む全職員が主体的に取り組むことが求め

られる」等々と書かれております。 

   分かりやすく言うと、全ての業務の責任は町長にあるけれど、全職員が起案から決裁、関係課の合議など、仕事の進め方を総合

的に整理し、有効で効率的な業務執行、コンプライアンスの確保、公有財産の適切な管理・保全・活用を進めていくということに

ほかなりません。 

   不祥事の再発防止に当たり、内部統制制度の導入等について町長の答弁を求めます。以上です。 

  【須藤尚人議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、須藤議員の質問にお答えいたします。 

   質問の一項目めの町の一連の不祥事についてであります。 

   一点目の町民の信頼回復、説明責任ということですが、職員の事務処理誤りなど不適切な事案のうち、戒告処分、減給、停職な

どの懲戒処分となる重大な事案については、町政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の高揚と再発防止を図るため、令和元年

十一月二十日より公表することとしております。公表の方法は、町議会議長への文書による報告及び町ホームページへの掲載と、
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必要に応じて報道各社への情報提供を行うこととしたものであります。公金紛失事案及び町民農園問題に係る懲戒処分等について

は、公表対象となったものであります。また、当町及び他の自治体なども含めた、不適切事案や事件・事故等も含めた事案につい

ては課長会議などその都度職員に内容を周知するとともに、当町における状況把握と不適切事案の未然防止にも努めております。

さらに、私自身も一連の不祥事について、自らを律し、この責任の所在を明らかにするため、しかるべきときに給与の減額条例案

を議会に提案したいと考えております。 

   二点目の、百条委員会設置に係る、報道機関に対する私の発言については、十二月議会や本議会の提案理由の中でも申し上げて

いるとおり、誠に申し訳なく、反省するとともに議員各位に深くお詫び申し上げます。これにつきましても、給与の減額という形

で、その責任の所在を明らかにする考えであります。 

   質問の三点目ですが、議員御指摘のとおり、職員についてはいかなる状況下においても、町民のために前向きな姿勢をもって頑

張ってほしいと強く願っているものであります。業務に対する失敗を恐れて、町民のために働く意欲を減退させることのないよう、

また、職員の挑戦意欲を後押しできるよう、様々な機会を捉えて働きかけていきたいと思っております。 

   四点目の内部統制制度の導入についてお答えします。内部統制体制は議員御指摘のとおり、地方公共団体における事務が適切に

実施され、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、事務を執行する長自らが、行政サービスの提供

等の事務上のリスクをコントロールし、事務の適正な執行を確保する体制と定義づけられております。都道府県及び指定都市にお

いて令和二年四月一日から整備が義務付けられ、その他の市町村にあっては努力義務とされているものであります。内部統制制度

の導入により、マネジメントが強化され、政策課題に重点的に資源投入が可能となるものであります。職員にとっても、業務の効

率化や目的の効果的な達成等によって、安心して働きやすい職場環境が実現され、住民には、信頼に足る行政サービスの享受につ

ながると定義されています。本制度については、昨年三月に導入・実施のガイドラインが示された比較的新しい制度であります。

町としては、事務処理誤りなどの不適切な事案が続いた状況であり、再発防止・リスク管理等の観点から、内部統制制度の導入に



- 44 -

ついて、制度内容の理解を深めるとともに、他自治体の動向についても参考にしながら、しっかり検討してまいりたいと考えてお

ります。 

   以上であります。 

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  御答弁ありがとうございました。まず、一点目の町民への説明責任ということですが、職員の処分について

の公表とかしたという話ですけれども、どこかで例えば記者会見を開くだとか、住民直接説明する場を設けるとかそういうような

ことも含めて町民の方に説明していくという姿勢を何らかの形で見せていただければと思います。

   二点目の議会に対するということについては、いろいろな場面で町長の謝罪がありましたのでそういうお気持ちについては議員

の皆さんもある程度理解してきたのかなと思いますけれども、この先も侮辱発言などをなさらないように、そしてこのことについ

て特に前向きに進めていって行政の両輪として議会とその町がうまく進めていけるようにお願いしたいと思います。

   三点目の職員の関係ですけれども、やっぱり最後は自分が責任を取るからというようなことで職員を叱咤激励して、そして職員

のモチベーションを上げていきながら、これについては前田議員の一般質問もありましたけれども給与関係の改善も含めて…、優

秀な職員ですのでうまく使っていただきたいと思います。

   四点目の対策につきまして、それこそ内部統制制度については新しいやつですけれども、今の四月から都道府県と政令指定都市

は強制適用の義務になります。その他の市町村は努力義務ですけれども、こういう事案が続いたということもありまして早い機会

にその指針を作り、チェックシートなどもう一度全職員に自分の業務見直しをさせながら内部統制制度の確立を進めていただきた

いと思います。いかがでしょうか。
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一、議長（秋田谷和文）  町長。

一、町長（山田年伸）  住民の説明責任ということでありますが、これについては前回の十二月議会での一般質問でも謝罪コメント

を出し、それがマスコミによって報道されている状況であり、また昨年の行政懇談会においては各区長・嘱託員の前でもこういう

事案があったということを謝罪しております。それでの説明で私は十分だと思います。これについては新聞報道で何回も報道され

多分今回の一般質問でも出たので、またあしたの新聞紙上にも載るのかなという認識はあります。まず、これには深く反省し、今

後自らを律し、更なる行政運営に努めていきたいと思っているところであります。また、この内部統制制度については本来公務員

があるべき姿ということで当たり前のことでありますのでそれを文書化にしろということでありましょうから、これについてはそ

ういうことを組織として作ればいいのかどうかは今この場では判断はいたしかねますが、近隣の状況や例えばこういう不祥事があ

ったということで真摯に前向きに考えていきたいというふうに思っております。

   以上であります。

一、議長（秋田谷和文）  須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  町民の信頼回復につきまして一連のこともあるし報道もあると。一つ私きょうもマスコミの方も来ています

けれども、マスコミの方との関係でインタビューを受けたり発言の一部が記事になったりということは受け身のことなのですよね。

やはりきちんと町としての意志を示すのであればやはり記者会見を正式に行って町としての立場を表明すると、そうすることによ

って誤解のないような報道がされるのではないか。インタビューとかが映像で出ても一部なのですよね、話をしたことの。そうす

ると極端に言うと町長の意図と違うようなものが出たり、あるいは新聞記事についても意図と違うような表現されたりする可能性

がたくさんあります。今までもそういうことありました。ですから主体的に記者会見を開いて表明するとかそういうことも今後様

々な事件がありましたら是非検討していただきたい。

   それから、内部統制制度については、近隣市町村の様子を見るとかということは必要ないと思います。これはやはりこういう不
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祥事が続いたのだからきちんとした指針を出して、そしてチェック体制を作って二度とこういうことが起こらないような方針を作

り、システムを作っていくということでこのことについては町長から決然とした決意を伺いたいと思いますがいかがでしょう。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

一、町長（山田年伸）  先ほども答弁申し上げたとおりそういうこれを作るように前向きに検討していくという先ほど述べたとおり

で、できるだけ早くにできるように努力したいと思います。

   （「オッケーです。二番目に」の声あり）

一、議長（秋田谷和文）  それでは次に、二項目めの質問を許します。

   一番、須藤議員。

  【須藤尚人議員 登壇】 

一、一番（須藤尚人）  それでは、二項目めにつきまして新年度予算編成に計上した、少子化対策、地域活性化のための事業につい

てということで質問いたします。 

   町が行う仕事というのは戸籍や住民登録、税の賦課など基本となる事務とともに、町の活性化が求められる事務がございます。

そのため、町では様々な計画を作成しております。また、議会においても議員の皆様から積極的な政策提言がなされております。 

   まず一番目、大鰐町振興計画でうたっている「湯の郷・雪の郷・りんごの郷おおわに」というキャッチフレーズがありますが、

このキャッチフレーズに沿って計上した事業、つまり、温泉に関するもの、スキー場に関するもの、リンゴ生産に関するものにつ

いての事業を教えてください。 

   二番目、大鰐町人口ビジョンというのが今素案で出ておりますが、目指すべき将来の方向として、「子どもは宝」、「子育て充

実の大鰐町へ」、「いつまでも住み続けたい大鰐町へ」とうたっております。具体的には「子育て家庭が魅力を感じるまちづく

り」、「若者の定住意向が高くなるよう町の魅力を高める」等々という表現をしております。このことについて、新年度予算では
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どういう事業を計上しているかお知らせください。 

   三番目、まち・ひと・仕事創生第二期大鰐町総合戦略（素案）における基本目標について。基本目標の一番目は仕事の創出、二

番目は子育て世代の希望の実現、三番目がふるさと大鰐町の魅力を高める、四番目が新しい人の流れによるにぎわいの創出となっ

ております。それぞれの基本目標ごとに新年度予算における事業を教えてください。以上でございます。 

  【須藤尚人議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは質問の二項目め、新年度予算編成に計上した、少子化対策、地域活性化のための事業について、お

答えいたします。 

   質問の一点目、大鰐町振興計画でうたっているキャッチフレーズに沿って計上した事業の温泉関係では、温泉街の魅力を高める

ための事業として、大鰐サマーフェスティバル補助、駅前足湯ののれんと駅前看板の改修事業、観光ＰＲ動画、ポスター制作事業、

事業承継推進事業、地域交流施設及び大湯会館管理運営事業などを計上しております。 

   スキー場関係では、公園事業として都市公園管理事業、小・中学校部活動支援事業などスキー部活動への補助、小・中学校スキ

ー振興事業として児童生徒のリフト一部無料化を計上しております。 

   リンゴ生産に係る事業では、リンゴ黒星病緊急対策事業、果樹共済加入率向上推進事業、就農直後の所得を確保するための給付

として農業人材力強化総合支援事業を計上しております。 

   質問の二点目、大鰐町人ロビジョンに表現している、「子育て家庭が魅力を感じるまちづくり」、「若者の定住意向が高くなる

よう町の魅力を高める」などの新年度予算に計上した事業ですが、定住促進・子育て住宅支援事業、出産祝いとして大鰐の元気も

りもり子育て応援事業、子ども医療費給付事業など子育て家庭が魅力を感じるまちづくりに関するもので、宿泊施設や店舗などの
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伝統産業の持続を図るための事業承継推進事業、住民自らが企画・実施するまちづくり活動の住民参加型まちづくり事業などを若

者の定住意向が高くなるよう町の魅力を高める主なる事業として計上しております。 

   質問の三点目の「まち・ひと・しごと創生第二期大鰐町総合戦略」における基本目標ごとの事業として、基本目標一「しごとの

創出」では、六次産業化支援対策事業、事業承継推進事業、移住支援事業、未来を変える挑戦資金事業などを主なる事業として計

上しております。基本目標二の結婚・出産・子育ての充実では、妊婦健康診査事業、定住促進・子育て住宅支援事業、子ども医療

費給付事業、保育事業、生きる力育成事業や新たな事業として子育てアプリ配信事業などを主なる事業として計上しております。

基本目標三の町の魅力を高めるでは、コミュニティ活動支援事業、平均寿命を一歳延ばそうプロジェクト、流融雪溝整備事業、新

診療所整備事業、ふるさと教育事業などを主なる事業として計上しております。基本目標四のにぎわいの創出では、観光施設整備

事業、各種イベント活性化事業のほか新たな事業として、住民参加型まちづくり事業などが主なる事業として計上しております。 

   以上が、主なる事業として計上しておりますが、ほかにも事業展開しているものがあります。 

   大鰐町の将来人口を、今後、戦略的な取り組みを想定しない場合に見込まれる趨勢人口は二〇六〇年に二千人になると言われて

おります。総合戦略に掲げる各種事業に取り組むことによって二〇六〇年の戦略人口を四千人と設定したものです。町民と共同で

取り込むことにより達成したいと考えております。 

   以上であります。 

  【町長 山田年伸 降壇】 

再質問

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  御答弁ありがとうございました。様々私なぜこういう質問をしたかというと一つはそれぞれの計画がありま

すけれども、これは絵に描いた餅にしないようにいつも職員全体でそれぞれの計画を頭に置いてそれに向かって政策を進めていく
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と、そういう意識を持っていただきたいということが一つ。それから今お話し伺ってたくさんの様々な事業を計上しておりますが、

いかにもＰＲが下手くそだと、うまく町のＰＲをする方法があるのではないかというふうに思います。その一つとしては例えば定

住促進、子育て世代に対する取り組みも随分やっているのですけれども例えば定住促進、私前の一般質問でも言いましたが、定住

促進課だとか人口減少対策室だとかそういうような機関を作って、そしてワンストップで定住促進の相談に応えるような窓口を作

っていく。これはそんなに難しいことではなくて例えば、企画観光課の中に定住促進室なるものを作って何人か兼務にして、そし

てできれば専従の職員を置いてということで簡単に実現できます。こういうことをすることによって大鰐町が定住促進進めている

のだと、そういう思いを持っているのだということと、相談したい人がワンストップで窓口一つに行けばいろんな情報が入ってく

るというような流れを作っていただきたいと思います。

   それから、スキーの町のことにつきましても、実は冬の国体が始まる、大鰐でやるということが大体決まったようですので前の

一般質問でも話しましたが、やはり国体についての対策室を早く作っていただきたい。以前の一般質問で町長は令和三年の四月か

らという話でしたが、これも例えば今辞令を出して今の四月一日から、前は教育委員会の関係に対策室、あるいはスキーの事務局

のようなものを作って兼務の事例を出してできれば専従の職員を一人付ければ窓口が一つになります。これは冬だけではなくて夏

の国体でも今のあじゃら運動公園の様々老朽化しているものを夏の国体に何らかの形で協力するような形で施設改修できないかと

いうことも含めて町の施設改修や町の様々な活動に帰するのではないかと思いますので是非、定住促進室・国体準備室の開設につ

いてちょっと検討いただけないかお願いしたいと思います。

一、議長（秋田谷和文）  町長。

一、町長（山田年伸）  定住促進室並びに国民スポーツ大会の準備室増設しろの声ですけれども、これについて国民スポーツ大会は

教育関係の主管になるかと思います。また、定住については建設や企画も関係するものというふうに思っておりますが、大変限ら

れた数の中で現在も大変厳しい労働環境であるというふうに私も思っておりますが、できるだけ議会の皆さんの意向は尊重しなが
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らやっていきたいという思いはあります。また、国民スポーツ大会においてはやはりこの国際については県が主体となってやるも

のであり、県がまだ方向性も決まっていない中において町が先走ってそういうのをやるのはいかがなものかと、県の指導の下に町

は協力していく、またスキー場としての環境を整備していくというのが役目かなというふうに思いますので前回の質問では令和三

年度からということをお話ししましたが、これについては県と十分協議しながらしかるべきときに必要となるときに設置してやっ

ていかなければというふうに思っております。以上です。

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  もちろんこの国体の実施主体は県ですので、県とよく相談するということはよく分かります。ただ、早く作

ることが県に対して何か粗相をするようなことではないかと思いますのでこういうことはできるだけ早く、あるいはプレ大会もこ

れから考えていかなければいけない、大きな国体とかの前にはプレ大会やりますね、前回でしたらインターハイやるとかそういう

ようなことを…、全中やるとかというような全国的な大会を準備しながら国体の本番に備えていくというような形になると思いま

すので準備は早いにこしたことはないと思います。そのことが県にとって何かの差し障りになるかというのはとても考えられませ

ん。ですからできるだけ早く準備してもらいたいと思います。よろしくお願いします。

一、議長（秋田谷和文）  今答弁求めるのですか。

一、一番（須藤尚人）  それでは、お願いします。できるだけ早く検討してください。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

一、町長（山田年伸）  いや、先ほどの繰り返しになりますが、町としてはこういう現状でありますので大会は受けるという方向で

動いています。この準備室についてもどういう人選でいいのか、また主体が指導のない下にこちらで騒いでいかがなものかと思い

ますので。これについては早い時期に県のほうとも御相談を申し上げ、しかるべき時期に設置したいというふうに思っております。

（「次お願いします、三番目」の声あり）
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一、議長（秋田谷和文）  次に、三項目めの質問を許します。はい、須藤議員。

  【須藤尚人議員 登壇】 

一、一番（須藤尚人）  それでは三番目、コミュニティビジネスについてということで質問いたします。 

   コミュニティビジネスというのは、地域が抱える課題について地域資源を生かしながらビジネス的な手法によって解決しようと

する事業と定義されています。 

   まさにコミュニティビジネスは「まちづくり」、「まちおこし」そのものと言ってもよいと思います。 

   そこで質問いたします。鰐ｃｏｍｅを指定管理しておりますプロジェクト大鰐事業協同組合はコミュニティビジネスの模範事例

として何度か表彰されております。昨年八月にも総務省と全国過疎地域自立促進連盟による過疎地域自立活性化優良事例表彰で、

最高賞の総務大臣賞を受賞しました。これについて町長はどうお考えでしょうか。 

   二番目、町長は昨年の三月議会における私の一般質問に対して「鰐ｃｏｍｅの指定管理者については大変良い評価をしてい

る。」という御答弁がございました。 

   そこで伺います。鰐ｃｏｍｅで実施している「クリスマスパーティー」や「焼酎の会」、「世界のビール祭り」などなど、その

ようなイベントに参加したことはありますか。また、町長が参加し、役場職員や一般町民に積極的に参加を呼びかければもっとも

っと盛り上がると思うのですが、どのようにお考えでしょうか。以上でございます。 

  【須藤尚人議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、質問の三項目め、コミュニティビジネスについての一点目についてお答えいたします。 

   地域交流センター鰐ｃｏｍｅの指定管理者であるプロジェクトおおわに事業協同組合が、昨年八月に令和元年度過疎地域自立活
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性化優良事例として、総務大臣賞を受賞しました。大変、喜ばしいことと心からお祝いを申し上げます。町民有志によるまちおこ

しグループを立ち上げ、その後、企業を立ち上げ、鰐ｃｏｍｅの指定管理者となり、世界一のサービスを目指すなど魅力的な運営

の取り組みや、伝統野菜の大鰐温泉もやしの後継者育成とブランド向上にも取り組んでおります。また、子どもたちに町の歴史や

美しさを教え、清掃活動や農作物の生産から販売までを行い、首都圏への大鰐町のＰＲ活動にも取り組んでおります。この栄誉は、

日頃の創意工夫と斬新な取り組みが功を奏したものであると考えております。これからも、更なる活躍を期待するものであります。 

   二点目の鰐ｃｏｍｅが行うイベントへの町長の参加と職員への働きかけについて、お答えいたします。 

   鰐ｃｏｍｅで実施しているイベントへは、私自身、積極的に参加しております。また、役揚職員や一般町民に積極的に参加を呼

び掛けることは、機会があるごとにお願いをしております。今後も、いろいろなイベントへ積極的に参加したいと考えております

のでよろしく御理解いただければと思います。以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  非常に評価されているということでございますので、こういう大きな賞を三つも頂いております、プロジェ

クトおおわにのほうでですね。何か祝勝会でもありませんけれども、イベント的なということを町で何かこれをきっかけに盛り上

げていくというようなこと、これもできればやっていただきたいと思います。それから、積極的に参加しているというお話しでし

たが、私も去年何度か行きましたけれどもなかなか町長とお会いしていませんので、是非今年度以降につきましても積極的に参加

していただいて、特に町の課長さんたちを初め職員にも声掛けていただいて出席していただきたいと思います、いかがでしょうか。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

一、町長（山田年伸）  ビール祭り、ワイン祭り、日本酒祭り、焼酎祭りとあります。これは平日の夜間での開催であり、ちょうど
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春先様々な総会とぶつかって行けないのがほとんどであります。しかし、その他のイベント、例えばＶＲ・フォトロゲ、またパラ

グサイダーの発表会その他様々なイベント、一番大きいのは秋の収穫祭のリンゴの品評会、またもやしの即売会など、事あるごと

のイベントはほとんど参加しております。できるだけ今後とも様々機会あるごとに参加していきたいというふうに思っております。

あくまでもビール祭りとかお酒祭りのイベントについては私プライベートの参加でありますので御理解いただければと思います。

（「終わります、次お願いします」の声あり） 

一、議長（秋田谷和文）  次に四項目め、最後ですね、四項目めの質問を許します。 

   一番、須藤議員。

  【須藤尚人議員 登壇】 

一、一番（須藤尚人）  それでは四番目、最後になりますけれども回覧のホームぺージへの登載についてということで御質問いたし

ます。 

   二〇一九年一月のＮＴＴドコモモバイル社会研究所の調査によりますと、十五歳以上のスマートフォンの利用率は、男性が八二

・九％、女性が八五・〇％に上昇し、八割台に突入したそうです。 

   その調査の中で九割台が十五歳から四十九歳の男女、特に女性の二十歳から二十四歳は一〇〇％。また七〇歳以上の高齢者層に

限って言いましても、今回の調査では男性が五六・二％、女性は五三・四％に上昇し、七十歳以上でも過半数に達しているという

ことでございます。 

   町の活性化の鍵の一つは、情報公開の徹底と町民の皆様の声をいかに反映させていくか、そういうことだと思います。議会では、

今定例会から、会議録のホームページへの掲載を予定しております。また、議会のライブカメラや動画の掲載も提案されておりま

す。 

   先日、若い人たちとお話をしたときに、町の回覧を見ているかと聞いたところ、ほとんど見ていないそうです。それぞれのお宅
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では回覧は年配の方が見て、すぐ隣へ回してやるというようなことのようで、若い人たちが回覧を見ていないと。そこでどうすれ

ば回覧を見るようになるのか話をしたところ、ホームページに載せてくれれば見ますよということでございました。回覧の中には

ホームページのお知らせとだぶるようなものもありますけれども、今職員に確か回覧のデータを配信しているかと思います。それ

をホームページにも載せていただく。そうすれば若い人たちも回覧を見ることができるようになります。是非回覧をホームページ

に載せていただきたいと思いますが、町長の御答弁をお願いいたします。

  【須藤尚人議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは質問の四項目めについて、お答えします。 

   須藤議員仰せのとおり、現在はスマートフォンが普及し、すぐに情報を検索できる時代であります。それに対応する行政側も速

やかな情報開示が義務付けられていると認識しております。 

   町の回覧について、ホームページに掲載できないかとの質問でありますが、ホームページは情報周知にはとても有効な手段と考

えます。また、ホームページに掲載することは、不特定多数の方に向けて一斉発信することとなります。 

   各回覧物について、その内容が個人情報や著作権など取扱いに注意が必要なことや、町以外が発出する回覧物については、発行

機関ヘホームページ掲載の可否についての確認をし、了解を得ることを前提に、今後前向きに検討したいと思います。以上です。 

  【町長 山田年伸 降壇】 

再質問 

一、議長（秋田谷和文）  須藤議員。 

一、一番（須藤尚人）  今前向きな御答弁いただきましたので是非早い機会にホームページに載せていただきたいと思います。よろ
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しくお願いいたします。終わります。 

一、議長（秋田谷和文）  以上をもって、須藤尚人議員の質問は終了いたしました。

一、議長（秋田谷和文）  次に九番、幸山市雄議員に質問を許します。幸山議員。

  【幸山市雄議員 登壇】 

一、九番（幸山市雄）  九番、幸山市雄。通告しておりますので消融雪溝について質問をいたします。 

   今季は記録的な暖冬小雪であり、町民皆さん、町の中心地の方からのお話しでありますが、特に高齢者の方々からは雪片付けも

しなくていい、大変喜ばれている今年でございました。皆さんは生活にとって非常に快適な暮らしをしたのだなと、こう思ってお

ります。 

   しかし、雪国は住む者にとって冬場は生きる上で避けて通ることはできない問題であります。確実に毎年襲ってくる災害であり

ます。津軽地方、降雪地帯の住民・町民はいかにして雪による被害を最小限に食い止めるかにどれだけ悩んでいるか御存知のはず

だと思います。厳しい冬がまたやってまいります。 

   消融雪溝についてはこれまで秋田谷議員、平成十五年の十二月に質問をしております。そして、平成十八年十二月には先輩の成

田孝昭議員が質問しております。そして平成二十一年六月にはまた秋田谷議員が質問してございます。平成二十三年十二月、秋元

議員そして花田議員、平成二十四年六月には私が質問しており、今回二回目でございまして、二十四年から八年が過ぎております。

これまで六名の方が質問してございます。秋田谷議員が平成十五年に初めて取り上げ、質問してから十七年間たった訳であります。

それだけ消融雪溝については大鰐町それこそ蔵館、多くの町民の関心度が高く、地域住民からは強い、強い要望が出されておりま

す。 

   そこで昨年の九月、議員研修で北海道に行ってまいりました。そして最近、それこそ注目されております倶知安町の流雪溝につ

いて研修してきました。この俱知安町の基本方針として雪を克服し、住みよいまちづくりを目指す、それはあらゆる手段を取って
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も制度を活用してその実現に努力すると書かれて取り組んでございました。素晴らしい構想だと私は思って、いい勉強をしてきた

なと自分でも自負してございます。やはり大鰐町の地域住民の要望にはしっかりと応えるべきと思いますが、町長自身どう思われ

るかお聞きしたいと思います。 

   そして、大鰐町のこの消雪・融雪溝の推進状況、計画はどう進んでいるのか、それについてお伺いをいたしたいと思います。以

上でございます。 

  【幸山市雄議員  降壇】 

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、幸山議員の質問にお答えいたします。 

   議員御指摘のように流融雪溝の整備については、これまでも多くの議員の方から質問がありました。 

   このことは、冬期間における雪処理において、皆さん大変苦労されていることが伺えます。 

   さて、町内にある流融雪溝の施設は、現在一万五千三百七十七メートル整備され、大鰐地区を初め十三地区で利用されておりま

す。また、新たな要望を受け、三ツ目内地区、居土地区、苦木地区、唐牛地区、森山地区の五地区を計画区域として、平成二十七

年度より社会資本総合整備交付金事業で整備を進めております。三ツ目内地区は既に整備が終了し、今冬から利用しております。

また、居土地区につきましては今年度から整備に入っております。なお、現状では国からの交付内示率が低いため、事業の進捗に

遅れが見られますが、居土地区の整備が終わり次第、順次苦木地区、唐牛地区、森山地区と整備を進めてまいりますのでよろしく

お願いいたします。 

   以上です。 

【町長 山田年伸 降壇】 
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再質問 

一、議長（秋田谷和文）  幸山議員。 

一、九番（幸山市雄）  実は私二十四年の年にこの問題を提起したときに町長は確か温泉利用協同組合の承諾が難しいということを

お話ししておりました。そこで機会があったときにある利用協同のまあ、名前は伏せますけれども、Ｎ氏、それからＯ氏の方が「

もし、そういう融雪とか街並みの雪を解決してくれるのであれば前向きにして協力をいたします。」とこういう返事をいただいて

おります。何とか確認していただいて、それでその方向ができるのであれば早急にかかってほしいなとこう思っておりますのでよ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

   それで町長の答弁聞いて分かりましたけれども、加川建設課長にお聞きしますけれども、町内の消融雪、この整理ですね、ある

いはそれに変わるものとしてロードヒーティングとかそういうことをできれば希望したいのですけれども、どのように考えている

かお伺いしたいと思います。お願いします。 

一、議長（秋田谷和文）  建設課長。 

一、建設課長（加川康久）  町内の融流雪溝の整備につきましては、先ほどの答弁の中に整備済みの区域として含まれておりますけ

れども、大分多くの区域で流雪溝のほうが使われております。ですから、それ以外の未整備地区と今幸山議員が言われました地区

について判断いたしましたけれども、現在進めております、社会資本の整備事業が終わり次第その大鰐・蔵館地区、町内の区域に

ついては検討してまいりたいと思います。また、ロードヒーティング、今温泉利用協同組合のお話しありましたけれども、このロ

ードヒーティングにつきましては整備予定地区を初め、その手法等によって熱源それぞれ必要となりますので各関連団体と協議を

進めながら検討してまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

一、議長（秋田谷和文）  幸山議員。 

一、九番（幸山市雄）  はい、終わります。 
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一、議長（秋田谷和文）  以上をもって、幸山市雄議員の質問は終了いたしました。

   二時二十分までトイレ休憩いたします。（午後二時十一分）

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午後二時二十分）

   次に八番、渡辺久一郎議員の質問に入りますが、質問は一問一答方式といたします。まず一項目めの質問を許します。八番、渡

辺議員。

  【渡辺久一郎議員 登壇】 

一、八番（渡辺久一郎）  初めに、きょうは三・一一、東日本大震災が発生して九年目となりました。多くの犠牲者に対して心より

哀悼の意を表します。 

   さて、新型コロナウイルスに関して質問するわけでありますけれども、皆さんが質問しており重複することになると思いますが

よろしくお願いしたいと思います。また通告が十日前にしておりますので刻々と変わる中で現状に合わないような質問になること

もあるかもしれません、御了承願いたいと思います。 

   新型コロナウイルス感染症は国内の複数地域で感染経路が明らかでない患者が発生する事態となっております。幸いにもまだ青

森県での発生が確認されておりませんが、いつ発生してもおかしくない状況であります。 

   政府は先月二十八日、子どもたちの健康・安全を第一に考え、また子どもたちや教職員の感染リスクにあらかじめ備える観点か

ら、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、三月二日から春休みまで、臨時休校と決めました。そして、

こうした措置に沿って生じる様々な課題に対しては、政府が責任を持って対応することといたしております。併せて、臨時休業の

実効性を担保するため、児童生徒に対して基本的に自宅で過ごすよう指導するとともに、子どもたちが不要不急の外出をしないよ

う求めております。 

   以上のことを踏まえて何点かにわたり質問いたします。 
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   特別支援学級及び低学年などの保護者が仕事を休めない場合、自宅で一人過ごすことのできない児童の対応についてはどのよう

に考えておられるのか。 

   学童保育の対応はどうなるのか。 

   新型コロナウイルスの特徴として高齢者が重篤になりやすいとされておりますが、老人ホーム等への感染防止策についてはどの

ように考えておられるのか。 

   大鰐病院の院内感染対策を具体的に示していただきたいと思います。 

   以上でございます。 

  【渡辺久一郎議員 降壇】 

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、渡辺議員の質問にお答えいたします。

   質問の一項目めの一点目及び二点目についてですが、特別支援学級及び中央公民館の事業については、後ほど教育長より答弁さ

せますのでよろしくお願いいたします。私からは、まず、総合福祉センターの放課後児童クラブについてお答えいたします。

   放課後児童クラブは、社会福祉協議会に運営を委託しており、八十一名の登録児童がおりますが、現在、各家庭に聞き取りをし、

真に必要な児童のみを受け入れることとしており、長期休暇に準じて月曜日から土曜目までの午前八時十五分から午後六時まで利

用できます。また、福祉センター内の中央児童館は、自由来館であることもあり、現在、センターの貸館と併せ運用を見合わせて

おり、放課後児童クラブの児童への対応に集中する体制を取っております。

   次に、町内の保育施設における低学年児童の受入れ状況についてですが、認定こども園おおわに文化幼稚園、同あじゃら東分園

及び大鰐保育園は、平時は要望があれば有料で受け入れる体制を取っておりますが、文化幼稚園二園は今般も受入れ、大鰐保育園
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は、今般の感染症が落ち着くまで休止されるようです。蔵館保育園は、平時から実施しておらず、今般も実施しないとのことであ

ります。

   三点目の老人ホーム等への感染防止策についてですが、県から連日のように、介護施設や福祉施設、保育施設への通知がメール

で届いており、速やかに各施設に周知を図っているところであります。各施設では、日頃からインフルエンザや各種感染症に気を

付けて運営されており、感染症対策マニュアルにより予防対策が講じられております。町といたしましても、引き続き、対策状況

や面会制限、施設の職員の健康管理への対応等についての把握に努め、適切な感染予防対策の徹底が図られるよう支援してまいり

たいと考えております。また、先ほど中島議員の御質問にもお答えしましたとおり、現在、国において、全国的に不足しているマ

スクや消毒液を介護施設等へ優先的に配る仕組みの検討を進めております。一刻も早い対応と、各種衛生用品の流通の早期回復を

願うものであります。

   四点目の大鰐病院の院内感染対策でありますが、町立大鰐病院内には院内感染対策委員会が設置されており、医師を初めとする

各部所の代表者で構成され、定例会議や臨時会議等を開催しております。院内における具体的な感染対策ですが、高熱等で来院し

た場合には、他の患者とは接触しないよう待合室を分け、医師及び看護師が国の手順に従い対応しております。また、入院患者へ

の面会については原則禁止し、病院側から来院をお願いした家族などを除き、面会制限をしているところであります。また、医療

従事者へのマスクの着用はもちろんのこと、うがいや手指消毒の徹底を指示しております。

   以上であります。

  【町長 山田年伸 降壇】 

一、議長（秋田谷和文）  教育長。 

  【教育長 木田専一 登壇】 

一、教育長（木田専一）  渡辺議員の質問の一点目と二点目の質問、特別支援学級及び低学年などの保護者が仕事を休めない場合、
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自宅で一人過ごすことのできない児童の対応と学童保育の対応についてお答えいたします。学校が臨時休校になることから、自宅

で一人いることのできない子どものために、教育委員会では小学生を対象に放課後子ども教室を開催しています。放課後子ども教

室はこれまでは放課後から夕方まで実施していましたが、今回の臨時休校を受けて朝から夕方まで実施することにいたしました。

また、放課後子ども教室では、朝から勤務できるサポーターが少ないことから、サポーターの代替として小・中学校の教育支援員

を放課後子ども教室に勤務させて対応しています。 

   以上でございます。 

  【教育長 木田専一 降壇】 

再質問 

一、議長（秋田谷和文）  八番、渡辺議員。 

一、八番（渡辺久一郎）  御答弁ありがとうございました。 

   ちょっと確認しますけれども、その放課後子ども教室ですか、それには今現在何人ぐらい来ていらっしゃるのか。 

   あともう一点は、今回の問題を通して様々な課題が見えてきたと思うのですけれども、具体的に例えば親御さんからどのような

相談が教育委員会にもし具体的にあれば教えていただければと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  教育長。 

一、教育長（木田専一）  現在利用している子どもですけれども、先週は始まったばっかりで五人でした。今週は、月曜日から七人

になっております。憶測ですけれども、おじいちゃん・おばあちゃんと最初は一緒に一週間いたのですけれども、多分飽きて子ど

もが集まるところへ子どもが行きたいということで来ている子どもが多いかなとそう思っております。来週になるともう少し増え

るのかなという予想でございます。 

   二点目、実は放課後子ども教室についても春登録している子どもを中心にして来ていただいておりましたけれども、先週始まる
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前ですね、先々週の金曜日に「うちは登録していないのですけれども、子ども受け入れてもらえますか。」という相談がございま

した。それについては「どうぞ」と。「御受けいたしますよ。」ということで答えておりました。保護者の方はそれぐらいのことで

ございます。 

   以上です。 

一、議長（秋田谷和文）  はい、渡辺議員。 

一、八番（渡辺久一郎）  結構です、次にいきます。 

一、議長（秋田谷和文）  はい。次に二項目めの質問を許します。 

   八番、渡辺議員。 

  【渡辺久一郎議員 登壇】 

一、八番（渡辺久一郎）  乳幼児健診と予防接種について質問いたします。 

   三歳児検診には、様々な項目の検診が行われますが、今回は眼の視覚スクリーニング検査について質問いたします。 

   赤ちゃんは生まれたとき、明るいか暗いか位しか分かりません。しかし、一か月ぐらいで物の形が、二か月ぐらいで色が分かる

ようになり、三か月になると動くものを追って目を動かせるようになると言われています。六歳頃になると大人と同等の視力にな

ります。 

   人間のいろいろな能力は、正しく繰り返し使うことで発達しますが、視力もその一つで、赤ちゃんの頃からいろいろなものを見

ることによって、それが刺激となり神経細胞や脳細胞が発達すると言われております。健康に視力が発達するためには、両目を同

時に正しく使っているということが重要であります。しかし、この視力が発達する時期に適切な刺激が得られないと、視力の発達

が妨げられてしまいます。このように視力が悪い状態で止まってしまうことを弱視といいます。弱視の原因は、屈折異常、近視・

遠視・乱視や斜視、不同視などがありますが、三歳児検診で見逃された場合、治療が遅れ十分な視力が得られないとの指摘がなさ
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れています。小さなお子さんの場合、検査自体が難しいことも多いそうであります。 

   そこでお母さんに抱っこされた状態で、たった数秒で近視、遠視、不同視、乱視、瞳孔不動などの異常を検出することが可能な

検査機器があります。町の宝である子どもたちのために是非導入をお願い申し上げたいと思います。 

   次に、予防接種についてお伺いいたします。ロタウイルスは、五歳以下の子どもがほぼ感染するとされ、発熱や下痢、嘔吐など

の症状を引き起こす病気であります。これまで任意でワクチンを打たなければなりませんでしたが、費用が三万円と非常に高額で

あり、親御さんには大変でした。 

   しかし、この十月から国の定期接種となり、無料となります。しかし、十月まで待てない子どもが発生するわけであります。助

成対象外の子どもの数は何人といらっしゃるのかお伺いいたします。助成対象外の子どもの救済措置として接種費用を助成できな

いかお伺いいたします。 

   次にヒブ感染症について質問いたします。ヒブ感染症になると、乳幼児は髄膜炎を起こすおそれがあり、難聴など後遺症が残っ

たり、死亡したりするケースもあるとされています。ヒブワクチンは定期接種になっておりますが、出荷停止で多くの病院で接種

ができない状況のようです。その対策と今後の見通しについてお伺いします。 

   以上でございます。 

  【渡辺久一郎議員 降壇】 

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは二項目めの一点目、三歳児健診の視覚検査についてですが、現在、国ではランドルト環、環の一部

が欠けたアルファベットのＣのような図形ですが、これを用いた視力検査の実施を示しており、視機能検査機器の使用に関する通

知等は発出されておりません。
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   町では、国からの通知に基づき、お子さんの目に関するアンケートとランドルト環を用いての視力検査を実施しております。事

前に各家庭で検査をしていただき、健診当日、左右の眼のいずれかでも視力〇・五が確認できなかった場合、検査のできなかった

場合及びアンケートで一つでも該当する項目があった場合には、医師の判定により眼科専門医での受診を勧めております。なお、

三歳児健診において精密検査と判定された人数は、平成三十年度は五十二名中四名、令和元年度は四十三名中八名であります。

   議員がおっしゃる視機能検査機器ですが、弱視の危険因子となる近視、遠視、乱視などの屈折異常、及び斜視をスクリーニング

するもので、視力を測る目的の装置ではなく、また、性能上、偽陽性・偽陰性もあり、ランドルト環による視力検査を併用するこ

とになります。県内における導入状況を確認したところ、五所川原市と八戸市の二市のみで導入実績が低く、また、高価な機器で

耐用年数が五年と短く、薄暗い検査室や測定スタッフの確保等も必要になります。

   県や他市町村の動向、導入済み団体の導入効果など今後も調査してまいりますが、現時点では導入には慎重にならざるを得ない

状況であると思われます。

   二点目のロタウイルスワクチン接種の費用助成についてですが、まず定期接種の対象外となるお子さんの人数を確認したところ、

令和二年一月生まれから七月生まれまでの十五人となる見込みであります。国が現在、任意接種として定めているロタウイルスワ

クチン、おたふくかぜワクチン等は、ワクチン接種の必要性や、腸重積症の発症などの副反応のリスクを、保護者が十分理解した

上、自己責任で接種を行うものであり、これまでも保護者の方に全額御負担いただいております。

   このことからも、定期接種化までの間は他の皆さんと同様に御負担いただきたいと考えておりますので御理解いただきたいと思

います。

   三点目のヒブワクチンについてですが、去る二月二十五日付けで厚生労働省から製造販売業者による供給が再開され、供給遅延

が解消される旨の通知があったところであります。今後、十分な量のワクチンが供給され、順次接種が可能となる見込みとなって

おり、安堵しているところであります。
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   以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】 

再質問 

一、議長（秋田谷和文）  渡辺議員、ちょっとお待ちください。再質問長くなりますか。 

  （「いや、そうでもないです」の声あり） 

   今四十六分に黙禱をしたいと思いますのですが…。（「それ終わってからでいいです」の声あり） 

   そうですか、はい。 

一、議長（秋田谷和文）  ここで二時四六分から東日本大震災で犠牲となられました方々に哀悼の意を表し、黙とうをしたいと思い

ます。一分間の黙禱が終わるまでの間暫時休憩いたします。（午後二時四十分） 

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午後二時四十七分） 

一、議長（秋田谷和文）  渡辺議員に再質問を許します。渡辺議員。 

一、八番（渡辺久一郎）  それでは目の検査のことについて。近隣の市町村ですね、先ほど五所川原だとか八戸とかお話しありまし

たけれども、隣の平川市では今年の予算で二台設置するそうです。この機械はスポットビジョンスクリーナーと言ってですね、瞬

時にかざせばその状況がすぐ分かると。そのような優れものでございまして非常に取り逃がしがないと言われております。併せて

平成二十九年の四月七日の厚生労働省から出た通達がありますけれども、その中で子どもさんの年齢によってはランドルト環を用

いた視力検査の実質が困難なケースもあるというようなことから、その辺検査を徹底してくださいというような通達も出てきてい

るのですよ。それで、また併せて新聞記事にも入学時の視力検査のときにおいてこのような検査ができなくて視力が落ちて、「な

ぜ今までこのようなことを」と親御さんに叱られたというようなケースがあるということが報道で出ていました。ですから、町長

先ほどの誰かさんの質問の中で「子どもさんは町の宝である」とこのように発言されておりますけれども、正にそのとおりだと思
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います。是非このようなちょっと高いかもしれませんけれども、そういうような…、これをやればまず見逃しがないわけですから

このような…、是非前向きにもうちょっと再考していただければと思います。また併せて、ワクチンのほうも。これも私きのう・

おととい、報道で知りました。他の町村でやはりやっているのです。補助を出してモニター十月に始まりますけれども、指示同等

の補助を出してやりますと。本当にその自治体も「子どもは宝である」と同じようなことを答弁しておりました。 

   是非、いい方向でちょっと検討していただけないでしょうか。以上でございます。御答弁をお願いします。 

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。 

一、町長（山田年伸）  まず、厚労省で認めて国の指導の下であれば町もやるべきだと思いますが、なぜ他の市町村が率先してやら

ないのか、その辺も十分調査して本当に有効なものであればお金掛かってもやるべきものはやっていくという思いではあります。 

一、議長（秋田谷和文）  八番、渡辺議員。 

一、八番（渡辺久一郎）  なぜ広まっていないかと言えばまず、開発して発売されてまだ何年もたっていないのですよ。確か今から

四年ぐらいだと、発売されてから、機械ができてから。そのようなことがあるかと思います。そういうことで是非、併せてロタの

ほうもよろしく御検討お願いしたいと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  何と言ったのですか、最後は…。ごめんなさい。 

   答弁求めたのですか。 

一、八番（渡辺久一郎）  こういう理由があるということを併せて…、いいです。答弁はいいです。 

   理由を申し上げました。以上で終わります。 

一、議長（秋田谷和文）  分かりました。 

   以上をもって、渡辺久一郎議員の質問は終了いたしました。 

一、議長（秋田谷和文）  次に、六番、成田元英議員に質問を許します。成田元英議員。 
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  【成田元英議員 登壇】 

一、六番（成田元英）  質問に先立ちまして一言。本日本当に三月この十一日ですね、私も思い出がある東日本大震災というちょう

ど九年目、なぜこれを私議会始まる前最初に誰か言ってくれるかなと思っていましたけれども出なかった。それが渡辺議員からの

本当…。実際私が東京から帰ってくるときにこの地震に遭いまして、そのことでよく知っているのです、時間も。国道で言えば二

四六ですね、世田谷のほうを走っている、それで二時四十六分と時間も知っていたので渡辺議員に取られたかなとくらいでね。で

も、実際きょうの陸奥新報見ても分かりますとおり三月一日現在、都道府県で死亡者は一万五千八百九十九人、公報不明者という

のは六件で二千五百二十九人、関連死を併せると二万二千二百人を超えると新聞に載っておりました、朝の。本当それだけの震災

というのはいつ、どこで起こるか分からない。私自身も池袋を過ぎて扇大橋という高速道路三段階になっているのですけれども、

その一番上で当たったのですけれども、そこから二か月というか三か月近く住めたものではないです…。 

一、議長（秋田谷和文）  成田、成田議員。 

一、六番（成田元英）  そういうわけで、犠牲者の方々には追悼の意を表したいと思います。 

   それでは通告に従って質問させていただきます。質問は一個でございます。 

   前回二月の十七日に行われた臨時議会で除排雪関連の三千三百万円の追加した一般会計補正予算専決処分についてお伺いいたし

ます。それというのも、そのことについて町民の方が「雪の少ないこの時期に何で専決するのに三千三百万専決されなければいけ

ないのか。」そういうような新聞に出ていたのを見て驚いて私のそばに来てくれたのです。それで私はこの質問をするという形を

取りました。 

   それというのも、今季のように少雪傾向、雪が少ない各市町村は例年より出動回数が少ない除排雪業務の委託業者に対し、最低

補償の支払いを検討する等の前向きな新聞報道がなされていましたが、当町は前触れもなく十四日に除雪の補正予算を新聞発表し

たので、それを知った町民から「雪が少ないのに、なんで補正予算が必要なのか。」との多くの苦情がまいりました。 
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   私もそのとき、そのとおりだと思い、今一度、町民が納得できるような細かい説明を求めるためにこれを質問いたします。是非、

項目は七つほどありますが短くてよろしいです。 

   最初にやった当初の予算というのは何で決めた金額なのか。 

   二つ目、除雪区間は何工区、いくつに分かれているのか。 

   三つ目、総延長、雪を排出する、片付けるとそれは、総延長は何キロになるのか。 

   四番として、委託業者は何社あるのか。 

   五番目、委託業者の指定区分はどこの区間をどこの業者がやっているのか。 

   六番目、各委託業者の出動回数と日付ですね。今冬、何回、いつの日出動したのか。 

   七番目、出動する際には何センチ以上積もったら出動して作業にあたるのかこの七点を聞きたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。

  【成田元英議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、成田元英議員の質問にお答えいたします。

   御質問の除排雪関連費、三千三百万円を追加した二〇一九年度一般会計補正予算専決処分案についてお答えいたします。

   まず一点目、当初予算の計上についてですが、先ほどの中島議員の答弁と同様、山田議員への答弁と重複いたしますので割愛さ

せていただき、補足として、専決補正後に現時点まで除雪の出動がありませんので、結果、委託料は不足に至りませんでしたが、

もし、降雪があった場合は予算不足となりますので、専決補正の執行に関して御理解をお願いいたします。

   次に二点目、除雪区間は何工区かについてですが、町の直営工区を除き、十八工区となっております。内訳として大路地が十一
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工区、小路地が七工区です。

   次に三点目の除雪路線の総延長は九〇・六キロメートルです。

   次に四点目の委託業者数は六社です。

   次に五点目、委託業者の指定区分についてですが、今年度の除雪委託業者一覧として、各地区の大路地、小路地の工区ごとに「

広報おおわに」一月号の方へ掲載しております。

   次に六点目、各委託業者の出動回数と日付については、十八工区それぞれ違いはありますが、平準的なものでお答えしますと、

十二月は二十七日と二十八日の二回、一月は八日・九日・二十二日の三回、二月は七日・九日・十日の三回と計八回の出動となっ

ております。

   最後に七点目、何センチ以上積もったら出動するかについてでありますが、町の除排雪計画書では、連続した降雪により、午後

十時に降雪量が十センチあった場合及び今後の降雪状況、気象通報等により十センチ以上降り続くことが予想される場合と定めて

おります。また、十センチ以下であっても地吹雪等により交通に支障を及ぼすと判断される場合。出動基準に満たない降雪量が連

続して路面が圧雪又はシャーベット状、わだち状になり、車両通行に支障が生じた場合も出動となります。今年は、暖冬の影響も

あり、圧雪された路面が緩み、車両通行に支障が生じた日も多くありました。よって、通常の深夜除雪以外にも剥ぎ取り除雪とし

て出動させております。出動にあたっては、交通量の多い路線は深夜、そうでない路線は安全確認に努めながら日中の出動を指示

しております。これからも、道路パトロール等により地区ごとの道路状況を確認し、地域住民の生活の安全確保に向け除排雪事業

を推進してまいりたいと思いますので御理解御協力をよろしくお願いいたします。

   以上であります。 

  【町長 山田年伸 降壇】 

再質問 
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一、議長（秋田谷和文）  ちょっとお待ちください、山田町長。前の議員からの質問があったので省略するというようなことをなさ

らないで…、要はこれから先のことで結構ですが、質問がありましたら答えるような姿勢を取っていただきたいと思うのですけれ

ども、お願いいたします。途中で傍聴に来られる一般傍聴者の方もおられると思いますので、何とか御配慮お願いいたします。 

一、議長（秋田谷和文）  じゃあ再質問。はい、成田議員。 

一、六番（成田元英）  答弁ありがとうございます。適格、これでいいわけですよ。これで今度「広報おおわに」にまたこの状況は

素直に載せてこういうふうにして、自分たちのところはどこの業者が入ってやってくれたと、そういうのがよく分かると思うので、

難しいことはいらないです。 

   ただ一つだけ、もう一問質問、お話しください。というのも、昨年度の予算は五千四百五十三万六千円という形でございました。

今年度この四月からの新年度予算としては一応計上しているのが五千八百十七万一千円と、この予算計上を見ますとこれだけプラ

ス…、三百六十万がプラスになっているだけかとこれ私調べてみたら今年、今のやつと昨年の予算を見たら、これだけで来年もま

た雪少なければこの予算で足りるかなと思うのですけれども、もしあれでしたらもっと予算は盛っておくというか多いほうがいい

のではないですかね。逆に雪が少なくて予算が余って別のほうに使えると私思うのですよ。これの関係で私ちょっとその辺はどう

ですかねとお伺いしたいと思います。お願いします。 

一、議長（秋田谷和文）  答弁できますか…。はい、建設課長。 

一、建設課長（加川康久）  まず除雪費の当初予算での計上になりますけれども、先ほども申し上げたとおりあくまでも前年度多く

降ったからその実績に合わせて当初予算を計上するというわけではなく平準的にまず考慮いたしまして、除雪委託の出動は十回程

度、排雪は一回程度という形でここ数年そのように予算計上させてもらっておりましたのでできればそちらのほうで御了承願いた

いと思います。 

   あと、予算のほうですけれども、除雪の委託料としましては、来年度五千八百十七万一千円でありますので今年度と同額程度と



- 71 -

いう形になります。こちらの主なるものに計上しておりますのは、通常の除雪委託料のほかにいろいろ人件費等も全部含まれてい

る事業費となっております。以上であります。 

一、議長（秋田谷和文）  六番、成田元英議員。 

一、六番（成田元英）  だから、こういうのはその予定で形だけではなくて、あってからでは遅くなるというのが私感じるのですよ。

水害でも何でもそうですけれども、なってからそのとき金がないよ、こうだよといってやるよりは雪国です、ここ。雪が降らない

ということはないですよ、今回は少なかったけれども大雪になったら今度…、そういうのを考えればここの町は「湯の郷、雪の

郷」というね、そういうふうなのをうたっている関係があるから雪に対してのそういう項目というのはぴしっとフィットするよう

な形がいいのではないかと、そう思っております。返事はいりません。是非町のための予算を組んでください、よろしくお願いし

ます。以上で終わります。 

一、議長（秋田谷和文）  以上をもって、成田元英議員の質問は終了いたしました。 

一、議長（秋田谷和文）  これで一般質問は全て終了いたしました。

   本日はこれをもって散会いたします。御苦労さまでございました。

（午後三時六分）


