
- 1 -

議 事 の 経 過

一、議長（秋田谷和文）  改めまして皆さん、おはようございます。（「おはようございます」の声あり）

   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。

一、議長（秋田谷和文）  日程に先立ち、御報告いたします。町長から議案第四十七号、令和二年度大鰐町一般会計補正予算（第三

号）案について、次の理由により撤回したい旨の事件撤回請求書が、六月八日に提出されました。

   その撤回の理由は、「本件について再度精査する必要が生じたため撤回するものである。」というものであります。

   本件については、会議規則第二十条の規定に基づき、議長において許可いたしましたので御了承願います。以上で報告を終わり

ます。

一、議長（秋田谷和文）  次に日程第十五。議案第四十七号、大鰐町一般会計補正予算（第三号）案については、撤回の許可をいた

しましたので議事日程から削除いたします。

一、議長（秋田谷和文）  ここで、議案の日程追加についてお諮りいたします。皆さんに配付しております、議案第五十二号を日程

第二十に追加したいと思います。これに御異議ございませんか。

   はい、六番、成田元英議員。

一、六番（成田元英）  どこがどのように変わったのか、その説明をお願いします。

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。（午前十時三分）

   議案第五十二号として第六款、農林水産業費のうち、町民農園の土砂撤去に掛かる費用及び側溝部分に係る測量及び分筆費用と

して計上した百八十四万八千円を減額し、そして総額二億五百三十八万二千円の追加補正として変更したものであります。よろし

いですか。（「オッケーです。」の声あり）
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一、議長（秋田谷和文）  それでは、御異議なしと認めます。よって、議案第五十二号を日程第二十に追加することに決定いたしま

した。

一、議長（秋田谷和文）  次に日程第五、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。（「議長、五番」の声あり）

   質問は、一括質問方式といたします。はい、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。

   一番目の質問は、子どものスマホ使用についてです。

   二〇一七年日本小児科医会から、スマホで何を失うかというポスターが発行されました。これは、ホームページから同じ内容の

パンフレットをダウンロードしたものです。こういうふうになります。

  【成田裕一議員 パンフレットを見せる】

   それによりますと、子どもがスマホを長時間使用した場合に、睡眠不足により体内時計が狂う。学力・体力・コミュニケーショ

ン能力の低下・視力・脳機能にもダメージがあるとされております。特に幼児の脳は電磁波から大脳皮質を守る機能ができていな

いとされ、影響により脳腫瘍が約十倍、白血病が四・七倍にもなったとの報告もされております。

   二〇一一年ＷＨＯ世界保健機構は、携帯電話から出る電磁波については発がんの可能性があると発表いたしました。その他の症

状として、活性酸素の発生・血圧の上昇・遺伝子の損傷などが報告されております。

   日本での電磁波の基準は、他の先進国と比較して緩く、強い電磁波はＩＨクッキングヒーターやホットカーペットなどの電化製
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品から。また、それ以外にもコンセント、屋内配線からも出ております。電磁波の簡単な測定方法として、発生源にＡＭラジオを

近づけると雑音が大きくなります。コンセントに頭が近い状態で寝ると脳腫瘍が増えるという報告もあり、できるだけ電磁波の少

ない場所で生活をするなどの工夫も必要かと思います。

   以上の理由から、町民への周知活動は必要と思われますので、次の点に関して質問をいたします。

   一、日本小児科医会ではポスターによる啓発活動を推奨しております。スマホ使用に関する啓発パンフレットの広報おおわにへ

の掲載または配布、公共施設への掲示は可能かについて。

   二、日本小児科医会の子どもとメディア対策委員会の提言要旨として、テレビは二時間以内で、幼児期からの性格形成に影響が

大きいため、暴力的番組は避けること。ゲームについては、三十分以内を推奨しております。この内容および周知に関する町の方

針について。

   以上、二点についてお聞きいたします。

   続きまして二番目の質問は、砂糖の過剰摂取への健康被害についてです。

   精製された白砂糖については昭和三十年代から健康被害が報告されております。

   私は、四十五歳頃に不摂生がたたりまして体調不良になり、それ以降、ほとんど飲酒をしなくなりました。それがきっかけで甘

党になりまして、そのあたりから高血圧・頭痛・倦怠感・不安神経症などの症状が出てきました。

   何をしても改善せず、自分なりに更年期障害、ストレス、あるいは自律神経失調症なのかなと思っておりました。

   しかし、最近糖尿病気味になったのをきっかけにして、普通に食事をとりながらも、食後の甘い物はできるだけ控え、糖質入り

の飲み物はやめて、お茶や水に変えました。すると、それだけで体重が十日ほどで三キロ減り、血圧も二十くらい下がりました。

   ちなみに高血圧の基準は上が一三〇、あるいは一四〇とされておりますが、もう一つの基準は、年齢とともに血管が固くなるの

で、年齢プラス九〇前後、六十歳の人は九〇を足して一五〇を基準とすべきとの研究結果もあります。無理に下げますと脳に血液
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が行かず、アルツハイマー病などにより認知症のリスクが高まるとされております。

   今では疲れを感じなくなり、頭痛などの症状も全て消えてしまいました。知らなかったとはいえ、糖分の取り過ぎで、二十年近

くも半病人のような生活をしてきたことを反省しております。

   糖の過剰摂取は一週間続くと高血圧症になるとされ、他にも血液を酸性にさせる、心臓病・疲労・筋肉痛・食欲減退・神経障害

・ガンなどのリスクが高まるとされております。

   子どもに対してはより深刻で、学力の低下やイライラ、切れやすくなる。また、アメリカでは摂取量が多いほど暴力的になると

の研究結果が出され、全米の公立学校では糖質入りのソーダ類の販売は禁止されております。

   ＷＨＯでの砂糖の摂取基準は、一日あたり二十五グラムですが、日本では二倍の平均五十グラムを摂取しております。

   知らずに砂糖漬けになって学力が下がり、不健康な生活をしていたのでは何にもなりません。そのため次の点に関して質問をい

たします。

   一、白砂糖など糖類の過剰摂取は健康に害があることについて、町民への生活指導及び周知活動を促進すること。

   二、子どもへの糖類の体重別適正摂取量について明示すること。

   二番目の質問は以上です。

   続きまして三番目の質問は、引きこもり対策についてです。

   引きこもり問題に対応する市町村の体制を強化する、社会福祉法などの法改正が、今国会で成立する見込みであるとの報道がさ

れました。

   法案は引きこもりの子どもが五十代、親が八十代になり、親子が生活に困窮する八〇五〇問題について。子どもの就労や親の介

護といった複合的な問題に対して、高齢者・障害者・子どもといった福祉領域の縦割行政をなくし、自治体が一括した窓口で生活

支援を行う内容であります。
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   現在、全国での引きこもり者と言われる人は百万人以上とされ、一万人あたり八人になっております。引きこもりについては様

々なケースがあるので、一概にこうだといえない難しさがあります。あくまで一般論ですが、その原因として若年層について考え

られるのは、戦後の偏った教育などによる精神的なもの。室内に長時間いることによる、パソコンなどの電子機器からの電磁波に

よるイライラ。ゲームの依存症。糖類の過剰摂取による偏食での体調不良などが考えられます。

   その他にも経済的な理由や加齢・疾病などもあると思いますが、時間をかけ本人を初め家族・自治体が連携しながら解決してい

くべきであると思います。

   そのため、次の点に関して質問をいたします。

   一、現在までの引きこもり者への調査・指導などの具体的対応内容の概要について。

   二、青森県ひきこもり地域支援センターの利用状況。

   三、法改正後の引きこもり者への、食生活などの生活環境の改善指導についてです。

   質問は以上であります。

  【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）  皆さん、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。

   一項目めの一点目ですが、デジタル機器の長時間視聴による子どもへの影響が懸念されていることから、既に町で実施している

乳幼児健診において日本小児科医会が作成しているリーフレットを配布し、保健師が個別に指導をしております。

   二点目ですが、デジタル機器の長時間視聴は、心身の発達、特に言語発達が遅れる危険性があると認識しております。
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   今後は、保護者への個別指導とともに、関係機関へのポスター掲示等により周知を図っていきたいと考えております。

   次に、二項目めの一点目ですが、糖類の過剰摂取は、肥満や生活習慣病、齲歯の原因となることから、各種検診、健康相談、出

張健康鑑定団、成人式、健康フェスタ、役場庁舎内での展示等、あらゆる機会を捉え指導しております。具体的には、一日当たり

の糖類摂取目安量の掲示、糖類が多い食品のフードモデルの展示、パンフレットを使用しての間食のとり方の指導等、乳児から高

齢者まで幅広い年代に対し周知指導しております。

   二点目ですが、日本では日本食品標準成分表に糖の成分が表記されたのは比較的最近であり、現在においても成分が特定されて

いない食品が多く、糖類の摂取量の把握がいまだ困難であることから、現段階で糖類の目標量は設定されておりません。そのため、

乳幼児健診の栄養指導では、世界保健機関が二〇一五年三月に発表した成人及び児童の糖類摂取量のガイドラインに掲載している

加工食品又は調理に加えられる糖類の摂取量をエネルギー総摂取量の一〇％未満、望ましくは五％未満に留めることを推奨してい

るという内容を考慮し、年齢別の乳幼児の一日当たりの糖類摂取目安量を掲示しております。

   また、子どもの肥満や齲歯のリスクを軽減するためには、糖類の総摂取量を抑えることに加え、糖類を含む甘味食品や清涼飲料

水の摂取回数を減らすことが重要であります。

   これを踏まえ、町の乳幼児健診ではおやつのとり方についてフードモデルやパンフレットを使用し、栄養指導を実施しておりま

す。

   次に、三項目めの一点目でありますが、これまで当町では引きこもり者への調査や指導は特に行っておりません。しかし、支援

が必要な高齢者を訪問して初めて引きこもりの子どもがいるという事例が報告されるようになってきました。県が県社協に委託し

ている中南地域自立相談窓口では、引きこもり課題を含む複合課題への支援をしているケースがあります。また、町村単位では支

援をする専門職の確保が困難なため、今年度より近隣五町村が実施主体となり県社協に委託している中南地域包括化相談支援セン

ターが相談機関として始動しており、町民への周知を図ることを予定しております。
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   二点目の、青森県ひきこもり地域支援センターの利用状況についてですが、平成二十八年六月に青森県精神保健福祉センターに

開設され、引きこもりに悩んでいる御本人や御家族の相談に応じ、グループ支援や人材育成研修等、様々な事業を行っております。

平成三十年度の実績は、県民福祉プラザのサテライトを合わせて、県全体で電話相談、来所相談、訪問支援を合わせて、延べ二百

五十二件となっておりますが、相談は匿名が多く市町村毎の件数は公表されていない状況にあります。

   三点目についてですが、社会福祉法等の改正では、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応する体制整備が求められ、

先に御説明いたしました中南地域包括化相談支援センターがその中心的役割を果たすものと思われますが、議員がおっしゃる生活

改善指導は、住民に近い町の専門職もその役割を担えるものと思い、関係機関と連携して支援していき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）  五番、成田裕一議員。

一、五番（成田裕一）  丁寧な答弁ありがとうございます。ただポスターに関しては外に出てきていないので、もうちょっと広く皆

様に知れわたるように公民館とかに貼っていただきたいなと思います。

   それと、引きこもり対策については、これからということで皆さん力を合わせて頑張っていただきたいと思います。あと答弁は

結構です、ありがとうございました。

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。
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  【竹内富士子議員 登壇】

一、二番（竹内富士子）  二番、至誠会派の竹内です。通告に従い、質問の機会を頂いておりますことに感謝を申し上げ、質問に入

らせていただきます。

   まず初めに、項目一、自殺防止対策について伺ってまいります。

   この度の新型コロナウイルスの影響による企業倒産も危惧されており、それに伴い、多くの失業者が増えることが考えられます。

そして、経済苦による自殺者の増加も危惧されております。本町におきましても、失業し、帰省している方もおられると聞いてお

ります。

   本町では、平成三十一年三月にいのちとこころを支える大鰐町自殺対策計画を作成していただき、地域づくりや支え合う仕組み

づくりに取り組んでいただいております。心より感謝申し上げます。

   そこで次の点について質問いたします。

   一点目は、本町における自殺の現状について。

   過去十年間の自殺者数及び自殺死亡率の推移について。次、年代別自殺死亡率について。そして、自殺の特徴についてです。

   二点目は、自殺対策の取り組みについて。五つの基本施策について。そして、二つの重点施策についてです。

   三点目として課題と今後の重点施策についてです。

   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。
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   まず質問の一点目ですが、本町における自殺の現状は、過去十年間の自殺者数は、男性十九名、女性六名の計二十五名であり、

自殺死亡率は自殺者が複数あった平成二十三年、二十五年、二十八年で高くなっております。

   年代別自殺死亡率は、平成二十六年から三十年の五年間のデータによると、全国と比較して人口十万人に対する自殺死亡率が高

かったのは男性では八十歳代以上、女性では五十歳代、七十歳代、八十歳代以上となっております。町の自殺の特徴を過去十年間

の自殺者数で見ると男性が女性より多く、五十歳代男性の自殺者が多く、女性は六十歳代の自殺者が増えるという特徴があります。

   二点目の自殺対策の取り組みについてですが、平成三十一年三月策定のいのちとこころを支える大鰐町自殺対策計画で掲げてい

る五つの基本施策では、地域におけるネットワークの強化として、町の対策本部やネットワーク会議、関係機関との連携に一層努

めること。自殺対策を支える人材の育成として、代表的なものとしてゲートキーパーの養成を推進すること。また、町民への啓発

と周知として普及啓発グッズの配付等イベントや成人式のような様々な機会を捉え自殺予防の周知を図っております。生きること

の促進要因への支援として、相談支援体制の充実、サービスの給付や各種費用の助成をすること。最後の五つ目として、児童生徒

のＳＯＳの出し方に関する教育があり、教育委員会や小中学校と体制を整え次第取り組んでまいります。

   二つの重点施策については、三点目と共通いたしますので、合わせてお答えをいたします。

   高齢者への対策と生活困窮者への対策は、町の課題でもあり、今後より一層力を入れていくべき施策と考えます。高齢者への対

策は、健康・医療・介護・生活等、様々な関係機関や団体と連携を図り、包括的な支援をすることと、自殺の原因・動機となりう

る健康不安に対する支援をすること、居場所づくりを推進することでは社会参加の強化と孤独・孤立の予防に努めてまいります。

生活困窮者への対策は、多重債務や労働、健康問題など、複合的な問題を抱えている場合が多く、町は庁内横断的に支援し、町社

協との連携や今年度より近隣町村と共同で県社協に委託した、中南地域包括化相談支援センターの活用など、適切に相談機関につ

なげることで少しでも解決策を見いだせるよう支援し、誰も自殺に追い込まれることがない大鰐町を目指してまいりたいと思って

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）  二番、竹内議員。

一、二番（竹内富士子）  ありがとうございます。生活困窮者への対応もいろいろお話いただいてありがとうございます。多くの皆

さんで協力していただいていることを本当に有難く思っております。

   やはり、失業もこれから増えると思いますので、その失業と自殺率の関係において本町では失業率と自殺率の相関関係は多いほ

うだとお考えでしょうか。ちょっとあれかな…。ああ、じゃあよろしいです。

   では、生活困窮者の方に対する支援のほうをこれからも力を入れてやっていただくということで理解いたしました。それでよろ

しかったでしょうか。質問よろしくお願いいたします。

一、議長（秋田谷和文）  竹内議員。と申しますと、何を今御質問されたのですか。

一、二番（竹内富士子）  生活困窮者の方への支援をより一層強化してやっていくということでよろしいでしょうかということです。

一、議長（秋田谷和文）  そういう気概があるかということですね。（「はい、そうです。」の声あり）

   町長。

一、町長（山田年伸）  先ほどの答弁と内容は一緒であります。

一、議長（秋田谷和文）  いや、町長。つまり、あるということなのでしょ、お気持ちが。そのようにお答えくださいよ。はい、ど

うぞ町長。

一、町長（山田年伸）  もちろん先ほど答弁したとおりそのようにしっかりとやっていきたいと思っております。（「はい、ありが

とうございます。」の声あり）
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一、議長（秋田谷和文）  よろしいですか。（「以上です。」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。

   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、雇用の創出についてお伺いいたします。

   企業倒産等による失業者への対応ともう一点、食糧危機、大規模災害などに備えて食料の自給率を向上させることも大事である

と考えております。

   本町においては、例えば、新型コロナの影響で職を求めている方々に担い手不足が言われている農業への就労を積極的に呼びか

ける考えはないでしょうか。

   最近、町民の方々とお話をいたしますと、「畑が欲しい。」とか、年配の方であれば、「畑があるのだが、山の上にあるのでどう

しようか。」とか、「薪ストーブのための木材を準備している。リンゴの木が一番暖かいが、リンゴ作りはやめてしまっている。」

などというお話を聞くことがあります。自助努力の精神でたくましく生きておられました。他にも、多くの方々が工夫して様々な

ことに取り組んでおられたり、これから取り組もう思っておられたりしていると思います。町民の方々の工夫や努力に応えて、雇

用の創出として産業の振興に力を入れていくことが今後とても大切になってくると考えます。

   そこで次の点について質問いたします。

   まず、一点目は産業の振興について。第一次産業の農林水産業の中の農業の現状と対策についてです。

   新規就農者数の推移について。新規就農への支援体制の現状と課題について。農業法人への就職の促進の現状と課題について。

耕作放棄地の利用に関しての課題について。スマート農業についてはどのように考えておられるかです。

   二点目は、工業の現状と振興についてです。
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   企業誘致の現状と課題について。地元企業への支援策について。起業家への支援について。この場合の起業の「き」は起こすと

いう起業です。

   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、雇用の創出についてお答えいたします。

   一点目の農業の現状と対策について新規就農者数の推移は、平成二十四年度より延べ二十八組三十名が農業次世代人材投資事業

に採択されております。

   次に、新規就農者への支援体制としては、五十歳までに新規に就農される方で町認定審査会での経営計画の承認及び国・県の採

択を受けることができれば、最高五年間、最大百五十万円。夫婦型においては、期間は同じで給付金は一・五倍受給することがで

き、二年目以降については前年の所得額により変動する制度となっております。課題としては、各市町村での交付状況や国・県の

予算状況において全て採択されないケースが出てきており、希望者からの就農相談を受ける際には不採択の可能性もありうること

などを説明している状況であります。

   次に、農業法人への就職の促進の現状と課題については、現在当町の農業法人は養鶏と食肉加工販売の法人と水稲・大豆栽培中

心の法人の二社があります。特に後者の法人については、農業関係団体等の協力及び県の補助制度を活用し、平成二十九年度に法

人化されたものであります。就職の促進については、法人で利活用できる国・県の補助金などを周知するなどし、側面から支援し

てまいりたいと考えております。

   次に、耕作放棄地の利用に関しての課題については、農地が山間地に多いことや農業者の高齢化及び担い手不足であること、当
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町の基幹産業である果樹は病害虫防除の観点から樹木伐採など速やかな対応が求められ、また水稲は区画整理がされていない水田

が多いことから、耕作放棄農地の減少につながっていないものであります。実施前年度の県当初予算編成期までに計画・申請し、

承認・採択となれば耕作放棄地解消をするための国の交付金制度もございます。

   次に、スマート農業は、ロボット技術や情報通信技術を活用し省力化、精密化及び高品質生産の実現などを推進する農業のこと

でありますが、山間地の多い当町において農業生産者がどのように考えているのか農業関係団体とも情報交換や協議を重ね、当町

にとってどのようなものがよいのかを考えていきたいと思っております。

   二点目の工業の現状と振興について。企業誘致の現状と課題は、現在八幡館農工団地には六社を、 石農工団地は二社を誘致し

ております。また、土地開発公社により、現在八幡館農工団地の一区画の売却について募集し、企業誘致に向けて取り組んでおり

ます。

   次に、地元企業への支援策については、中小企業の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法

に基づき、町の認定を受けた中小企業が設備投資のために導入した償却資産に係る固定資産税を三年間免除しております。また、

町小口資金特別保証制度及び町事業活性化資金特別保証制度により事業資金の保証を行い、経営安定の支援を行っております。

   起業家への支援については、青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度を実施しております。これは、県と町が創

業資金として利用する起業家に対し、信用保証料を補助するものであります。雇用の創出に向けて、今後も積極的に企業支援につ

いて取り組んでまいりたいと考えております。

   以上であります。よろしくお願いします。

  【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。
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一、二番（竹内富士子）  ありがとうございます。ということで、農業におきましても担い手不足が言われておりますが、積極的に

呼び掛けるという方向で考えていただいていると理解してよろしいでしょうか。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

一、町長（山田年伸）  もちろんそういうことは、過去も現在も進めている状況にあります。

一、二番（竹内富士子）  以上です。ありがとうございます。

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。

一、議長（秋田谷和文）  まず、一項目めの質問を許します。

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。

  【前田一裕議員 登壇】

一、三番（前田一裕）  おはようございます。三番、前田一裕。通告書に従い、質問いたします。

   一点目の大鰐町六次産業化・地産地消推進戦略、平成二十九年三月版。目標年度が平成三十三年度となり、残り十八か月ほどと

なりました。その中の大鰐町六次産業化エボリューション五の現在の状況についてお伺いいたします。

   以上です。

  【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）  それでは前田議員の質問にお答えいたします。

   大鰐町六次産業化・地産地消推進戦略の大鰐町六次産業化エボリューション五の現在の状況についてですが、平成二十九年三月
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に大鰐町六次産業化・地産地消推進戦略を策定しており、その中で大鰐町六次産業化エボリューション五は、人材育成・地域資源

・地産地消・農商工連携・ネットワークの五つを最重要課題に位置付け、オール大鰐で発展・進展した六次産業に取り組むことと

しており、戦略期間は五年間で、目標年度が令和三年度であります。

   しかし、平成三十年度及び令和元年度において食料産業・六次産業化交付金、加工・直売の支援体制整備事業の採択を受けるこ

とができず、また令和二年当初からの新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ計画の達成につい

ては非常に厳しい状況となっております。

   今後において補助事業等の採択に関わらず重要事業でありますので、推進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）  三番、前田議員。

一、三番（前田一裕）  御答弁ありがとうございました。

   人材育成・地域資源・地産地消・農商工連携・ネットワークを重要課題として発展推進、取組中いろいろ事情があってなかなか

進んでいないというような状況という回答、答弁でございましたけれども、この取り組みの中で大鰐ブランドの定義というのがあ

りまして、一・二・三とありましてその二に加工品は使用の原材料が大鰐産というふうになっております。これには加工食品も含

まれていると思うのですけれども、加工食品を販売品とするためには保健所の許可を受けた場所での加工が必要ではないかという

認識しておりますが、推進戦略の中にある廃校の活用等で加工要件を満たした加工場所を整備して意欲のある町民に提供すること

も時期戦略では必要と考えておりますが、町長いかがなものでしょうか。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。



- 16 -

一、町長（山田年伸）  大変有益な御提言ありがとうございます。

   六次産業化はその目的達成、また参加する農業者が確保された時点で町では例えば、そういう産業化のための農業公社や又は町

で整備した施設をしっかりと管理運営してくれる組織的団体が組織された場合は町では積極的な整備促進に努めてそういう加工場、

学校の跡地利用ということもありますけれども、それらを整備するよりも新たな施設を建てたほうがかえって効率よく安全に将来

的にも使えるものと思っておりますので、その際はまた議員の皆様の御提言頂ければ大変有難く思っております。

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。

一、三番（前田一裕）  次の質問でお願いします。

一、議長（秋田谷和文）  では、次に二項目めの質問を許します。

   はい、どうぞ。前田議員。

  【前田一裕議員 登壇】

一、三番（前田一裕）  二項目めの質問です。山々に囲まれた大鰐町の地形により急傾斜地が様々な工法で整備されてきております。

現在も続いておりますが、経年劣化、雑木の生育などいろいろ状況が変わっていっていると思います。現在、急傾斜地整備後の管

理状況についてどのようになっている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、急傾斜地整備後の管理状況について、まずは、土砂災害の指定区域区分として、土石流・地すべ

り・そして急傾斜地の崩壊区域がありますが、山合いの地形である大鰐町においては数多くの指定区域が存在しております。

   平成十三年に土砂災害防止法が施行され、青森県全体においても現地調査が行われました。当町におきましても平成十八年度に
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町内全域で説明会を開催しており、町ホームページ上でも指定区域となった危険箇所の周知等に努めております。

   急傾斜地崩壊危険区域におきましては、現在七十五か所あり、今年度も二地区において整備予定となっております。

   そこで、御質問の整備後の管理についてでありますが、基本的に土砂災害の指定区域内の整備においては、用地取得での手法で

はなく民地を借地させていただいて施設の整備を行っております。よって、維持管理については主に町からの情報を基に県が雑木

等の伐採を行っております。これからも、定期的な巡回や地区からの情報提供を受けながら地域住民の人命や財産を守るべく、連

携を密にして土砂災害の未然防止に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

  【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）  ありがとうございます。次の質問お願いします。

一、議長（秋田谷和文）  では、次に三項目めの質問を許します。

  【前田一裕議員 登壇】

一、三番（前田一裕）  三項目めの質問になります。

   まち・ひと・しごと創生第二期大鰐町総合戦略、令和二年三月。その二十ページにございます基本目標四、新しいひとの流れに

よるにぎわいの創出。施策①、住みやすいわがまちづくり。現状と課題、今後の方向性等の記載がございますが、県内町村では大

鰐町だけ都市計画税が賦課されている地区がございます。そのことが、住みやすい町と思える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】
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一、町長（山田年伸）  まち・ひと・しごと創生第二期大鰐町総合戦略についてお答えいたします。

   昨年度策定した第二期大鰐町総合戦略では、若者が住みよい住環境や、移住施策を積極的に推進するため空き家・空き地の活用

なども視野に入れ、住環境の整備を推進するとしております。

   都市計画税は、都市計画事業及び土地区画整理事業の費用に充てられるために、市町村が課税している目的税であり、生活環境

の向上を図るべく、道路・公園・下水道等のインフラ整備が該当するものであります。よって、まちづくり事業全般が対象になり

うるものではありません。住環境の整備に対し、インフラ整備がなされた現時点において、当町においては新たな土地区画整理事

業等を進める計画はなく、空き家・空き地等の活用による整備を重視しておりますので、都市計画税につきましては今後早い段階

で廃止する方向で検討中であります。

   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）  三番、前田議員。

一、三番（前田一裕）  検討されている…、時期的にはいつぐらいに具体的になるのか、お答えできるのであればお答え頂ければと

思います。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

一、町長（山田年伸）  内々に庁内での検討については、条例改正もありますので今年の十二月議会に提案できればと思って現在進

めているところであります。よろしいでしょうか。

  （「終わります」の声あり）

一、議長（秋田谷和文）  以上をもって、前田一裕議員の質問は終了いたしました。
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一、議長（秋田谷和文）  十一時五分まで休憩いたします。（午前十時五十二分）

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。（午前十一時五分）

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。

一、議長（秋田谷和文）  まず、一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）  七番、中島英臣。通告に従い、質問します。

   私は今回、四項目にわたり質問しますが、今世界中に大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症のことが主となって

おります。我が大鰐町で発生していないとしても、我々の生活にかつてないほど、様々な影響を与えています。

   新型コロナウイルスで生活様式が大きく変化し、緊急事態宣言が発令され、ステイホームが求められる、これまで誰も経験した

ことのないものとなりました。収束にはまだまだ時間が掛かりそうです。新型コロナウイルスの感染拡大によって、気付かないう

ちにストレスや疲れをためがちになります。そのような中でも規則正しい生活をして免疫力を上げたい、体力アップして抵抗力を

つけたいといった、こんなときだからこそ健康習慣を大切にしたいという思いも生じてきます。

   体によい食事をとる、適度な運動をする、睡眠時間をとる、ゆっくり入浴するなどの習慣は現在のストレスや疲れの解消だけで

なく体力の維持やコロナ太りの予防のためにも大切なことです。前向きな気持ちで頑張り過ぎず毎日の暮らしを少しでも安心・快

適に過ごせるように工夫していきたいものです。

   さて、一項目め。今コロナウイルス関連のことでこの町がどのような対応をしていくのか、そのことについて質問したいと思い

ます。

   一番目は、この後台風や地震などの災害が発生する可能性もあります。そのとき、町民を安全の為に避難させる必要が生じてき
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ます。

   その避難場所についてですが、三密状況の中で災害対策はどのようにするのか。

   二番目は今病院に行くことで、もしかしたら誰か感染してうつされるのではということで病院を避ける人が多くなっています。

このような状況の中で病院に勤務している方々は不安な日々を過ごしながら仕事をしているのではと推測されます。コロナで病院

経営も変化しているが、患者だけでなく看護師、職員の対応はどのように考えているのか。また、まだ我が町は出ていませんが、

感染者がもし出たらどのようにするのか。

   以上、三つのことに対して町長のお答えをお願いいたします。

  【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）  中島議員の質問にお答えいたします。

   一点目について、災害発生時に避難所は三密が発生しやすい環境となっており、感染防止対策を徹底する必要があると考えてお

ります。

   先般、内閣府等から避難所のレイアウトの例が示され、それを参考に可能な限り感染予防対策を行うこととしており、町では一

人あたり四平方メートル程度のスペースの確保、十分な換気の実施、パネル等を利用した間仕切りの設置、避難者へのマスクの配

布、アルコール消毒液の設置及び非接触型体温計による体温測定を行うこととしております。

   また、避難所を開設する際は、通常より多くの避難所を開設することと、避難所内の多数の部屋に避難者を分散させることによ

り、避難者の集中を避けることとしております。

   今後も、町民の皆様の命と健康を守ることを第一に、避難所における感染防止対策を徹底してまいりますので、御理解のほどを
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お願いいたします。

   二点目の新型コロナウイルスで病院経営も変化しているが、患者だけでなく看護師、職員の対応はどうなっているかについてで

ありますが、初めに医療現場で従事している全ての方々にまず敬意を表します。また、日々の業務に対し、感謝を申し上げるもの

であります。

   それではお答えいたします。町立大鰐病院においては、院内の徹底した消毒作業のほか、受付や会計窓口に透明なビニールシー

トを張るなど、院内感染の防止を徹底しております。また、町内で唯一の入院施設を備えている病院でもあり、入院患者への面会

を制限しております。更に、内科、外科及び小児科外来においては、電話診察を取り入れ対応しているところであります。

   また、医師を初めとする医療スタッフの感染防止に必要なマスクやフェイスシールド、アイシールド、防護服等医療備品の確保

にも全力を尽くしております。

   今後も引き続き、新しい情報に注視し、医療機関と しての医療従事者への対応対策をしっかりと取り組んでまいりたいと思っ

ております。

   三点目の感染者が発生した場合の対応ですが、感染者の公表は保健所を設置する地方自治体でなされることになっており、保健

所を設置していない当町で感染者が確認された場合は、県が公表することになっております。疫学的観点から公表することが感染

の拡大防止に有効であると認められる情報についてのみ公表されます。感染者の感染経路や行動履歴などは弘前保健所が調査を行

うため、町が独自に調査を行うことはできません。感染者が発生した場合の対応については、保健所と協議しながら対応してまい

ります。

   感染拡大防止のために、引き続き三つの密を避け、手洗い・咳エチケットなど個人レベルの感染予防対策の普及を図るとともに、

町内の発生状況を公表する際には感染者個人が特定されないように配慮し、風評被害が生じないよう冷静な対応を町民に呼びかけ

たいと考えております。
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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）  七番、中島議員。

一、七番（中島英臣）  ありがとうございます。

   是非、今のような形でお願いしたいと思います。その中から三密状況で多くの避難所を作ると言っていますが、これ…、まだ各

町民に伝わっていないですよね。これからするということですか。まあ、例えば私が住んでいる居土は集会所一つだけですので、

もしこれからそういうことを考えているのであればあらかじめ各村、あるいは町内それぞれのところへこことここにいう形で考え

ていましたらそれを早めに区長を通じて、あるいは町内の会長を通じて連絡していただきたいと思います。

   それから、三番目のもし出たらというあれですけれども、今マスコミを見ていても発生した人たちがそばに寄るなとかあそこに

近づくなとか、その家庭まで結構いじめに遭っていたりしていますので。さっき最後にお話していましたけれども、そういう保護

の面も考えて是非今後も対応していただきたいと思います。何かもし私が今言ったことについてお答えあればあれですけれども、

何もなければ次の質問に移ります。どうですか。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

一、町長（山田年伸）  避難所については、災害避難所であり、これまで中央公民館・福祉センターなどで足りるものというふうに

思ってしていますが、各集落の施設、これには常にいつも避難所として使うようお願いはしております。ただ、川に近い避難所施

設であるとか、そういうところはなかなか使えないわけでありますが、普通の水害ではなく土砂災害などではまだ使えるものであ

り、全ての地区の集会センターは避難所に指定されております。各地区では皆認識しているものというふうに思っておりますので

よろしくお願いします。
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一、議長（秋田谷和文）  七番、中島議員。

一、七番（中島英臣）  今お話したようにそういう避難所が川に近いので今こういう事態、ときですから局地的な集中豪雨だとかそ

ういうことも出たりしますので一応その辺も含めて。逆に言うと、もし起きたときの場合に各区長たちにあらかじめその辺を話す

ことによって区長もそれなりに考えていけると思いますのでそこをお願いしたいと思います。いいです、あと。

一、議長（秋田谷和文）  答弁いいですか。（「はい、いいです。」の声あり）

   では、次の質問に移りますね。（「はい、お願いします。」の声あり）

一、議長（秋田谷和文）  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。議席番号をおっしゃってください。

  【中島英臣議員 登壇】

一、七番（中島英臣）  二項目めの質問をしたいと思います。

   この二項目めの質問は、私が二〇一五年に子どもたちの将来を考え、ＩＣＴ、つまり通信技術と英語教育の必要性について質問

しました。教育長は子どもたちに早い段階から情報化社会に主体的に対応できる情報活用能力を身に着けることは必要だと答えて

います。

   あれから五年たちＩＣＴ、つまり通信技術も更に進歩し変化していきます。今回のコロナに感染しないために、生活様式を変え

ましょう、つまりテレワークで安全・安心に生活しましょうと国が進め、それに応じて生活をしていました。テレワークとは、情

報通信技術を利用した場所・時間に捉われない働き方を言います。テレワークには、家庭生活と就労の両立、高齢者・障害者・育

児や介護を担う者の就業促進、地方における就業機会の増加による地域活性化、余暇の増大による個人生活の充実、通勤混雑の緩

和など、様々な効果が期待されています。

   つまり、現代社会において近い将来にわたり必要で、子どもたちだけでなく、高齢者にとっても有意義なものなのです。今後、
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テレワークとＩＣＴ技術がますます活用されますが、学校教育ではどのように考え、子どもたちに教育を行っているのか。これか

ら人工知能を中心とするＩＣＴの進化が雇用と働き方に及ぼす影響がますます多くなります。

   先ほど竹内議員の質問に対して町長が答えておりますが、農業分野でもロボット技術や情報通信技術を活用して、省力化・精密

化や高品質生産を実現するために活用され、国もスマート農業として推進されています。

   人工知能とＩＣＴの利活用が様々な分野・領域に広がっていく可能性があります。

   学校教育の中で、語学とＩＣＴ環境をできるだけ早く整えることが子どもたちにとっても明るい未来が見えるが、町長はどのよ

うに考え、学校教育をつかさどる教育委員会はどのように思っているのか、各学校にどのように指導しているのかお聞きしたいと

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、農業分野におけるロボット技術や情報通信技術の活用についてお答えいたします。

   山間農地が多い当町にとって、農業生産者の高齢化や担い手不足の解消は喫緊の課題であり、ロボット技術や情報通信技術等の

スマート農業を取り入れ、有効に活用できれば省力化、精密化及び高品質生産へ繋がるものと考えております。

   学校教育については、教育長よりお答えいたしますのでよろしくお願いします。

  【町長 山田年伸 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）  おはようございます。お答えいたします。
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   テレワークでＡＩとＩＣＴがますます活用されるが、学校教育ではどのように考え、子どもたちに教育を行っているかについて

お答えいたします。

   議員のおっしゃるとおり、テレワークやＡＩ、ＩＣＴを活用することによってこれまでの教育以上に誰もが高いレベルの教育を

享受することができると考えております。

   今般の新型コロナウイルス感染症の拡大によって、多くのテレビ番組ではテレワークを用いた番組構成をしていることを子ども

たちは認識し、近未来の社会を想像できたと思っております。ＡＩについては、学校教育において概要に触れる程度ですけれども、

ＩＣＴについては現在本町の小・中学校において、インターネットや電子黒板等を介して行われ、よく分かる授業を展開すること

によって子どもたちの興味・関心と理解度が高まっています。

   文部科学省では、今年四月にＧＩＧＡスクール構想を三年前倒しして令和二年度中に実現する方針を発表しました。各教室等の

ネットワーク環境の整備については既に令和二年三月補正予算に計上し、令和二年度に繰越して、今年度整備に向けて準備を進め

ているところであります。また、今年度前倒し整備を求められている児童生徒と教員用のタブレット端末につきましても、予算計

上はこれからになりますが、小・中学校共に一人一台端末を整備したいと考えております。児童生徒と教員のそれぞれが安心して

利用できる授業支援のシステムとセキュリティを兼ね備え、また家庭学習も視野に入れた双方向のあるＩＣＴ環境の整備に向けて、

早急に準備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。

  【教育長 木田専一 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）  先ほど町長がスマート農業、つまりロボット技術に対してお話していただきました。今体力が落ちている人



- 26 -

でも農協で出ていますけれども、背中に背負いながらリンゴを上げられるだとか、そういうふうなものだとか、いずれにしてもこ

ういうコンピュータとかいろいろなものを活用するためにはお金が掛かります。もし、そういう状況ができてきたらやはり農業を

やっている人たちにも更に目を向けて後継者が育つようなそういう環境に是非補助を含め与えていただきたいと思います。

   あと、それから教育長がお話しましたけれども、先ほど成田裕一議員が心配したとおり我々子どものときもそうですけれども、

見てはいけないものを見たがるし、そういうのはみんな子どもたち、我々が子どもたちと同じく思うのですから、そういうことも

含め様々な分野で支援をしながらそうやって進めていただきたいと思います。以上です。いいです。

一、議長（秋田谷和文）  よろしいですか。（「はい」の声あり）

   では、次に移りますね。（「はい」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。

   七番、中島議員。

  【中島英臣議員 登壇】

一、七番（中島英臣）  三項目めは、コロナで疲弊している町の活気についてです。

   コロナで先ほどお話したように生活様式が変わり、ステイホームが多くなり、移動も思うようにできなくなっています。

   そのため、スポーツを含むイベントも中止となり、ホテル・旅館・民宿・飲食関係・建設業界・農業関連までが従来のやり方で

は生きていけない時代にきています。発想の転換を行い、活気を取り戻すことが必要だが、町長はどのように考えているのかお聞

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）  はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】
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一、町長（山田年伸）  疲弊している町の活気について、お答えいたします。

   新型コロナウイルス感染症は、地域経済に甚大な影響をもたらし、町内の事業者も疲弊している状況であります。

   町に活気を取り戻すためには、まず町内の事業者に元気を取り戻してもらわなければならない。第一弾、第二弾の事業者支援や

地元で使える商品券の発行など、事業者重視の考えの下、支援内容を検討してまいりました。

   町に活気を取り戻すには、まずは事業者あってのことだと考えておりますが、完全に活気を取り戻すには数年掛かるものと思っ

ております。

   今年度から実施している住民参加型まちづくり事業の提案の中には、観光ツアーの企画や体験型スポーツイベントを企画する団

体もございました。住民自らの企画力・発想力をまちづくりに反映させながら、町に活気を取り戻すため、行政と住民、地元の事

業者が一緒になって頑張っていきたいと思っております。

   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）  今町長がお話したことを是非実行すると同時に我々も当然支援していきますので。おそらくここ一・二年は

インバウンドも無理ですし、おそらく町中心に大体一時間か二時間圏内の人たちが我が町を訪れてくる、そういうふうな状況が出

てきますので。いずれにせよ、住民とそれから我々も協力しながら町をもう一度にぎやかにするということが必要です。そういう

意味では住民参加型まちづくり事業が昨年やって今回も六件ほど出ているといいますので、是非町民と一体になりながら様々な企

画をして、そこに町が積極的に応援していくというそういうふうな体制を整えて頑張っていただきたいと思います。質問はいいで

す。お答えいいです。



- 28 -

一、議長（秋田谷和文）  次に、四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）  最後の四項目の質問は、熊が市街地に出没しているが、鳥獣対策についてどのように考えているかです。

   熊が本来いない市街地まで今出没しています。このあり得ないことが今の日本なのです。つまり鳥獣も生活様式が変わり、生き

るために食べ物を求め、本来あり得ない場所に出没しているということです。

   では、皆さん疑問に思うでしょうが、私なりに考えているのをお答えしますが、山からどのようにして市街地まで移動している

のか疑問に思っていますが、考えられるのは河川にススキ・ヨシ・チガヤなどのイネ科の多年草や樹木が覆い茂って森のようにな

っているので移動しやすい環境になっています。要するに里山が従来はもっと奥なのがどんどん里山に動物たちが下りてきている、

そういう状況です。

   空腹で食べ物が欲しくなると、熊や猿、鹿、タヌキ、キツネ、カラス等の鳥獣が平気で町や村などに出没してくるようになりま

す。大鰐も同様です。昨年も猿の被害もありました。熊はしょっちゅう出ております。

   このような状況に対し、町はどのように対処しようと思っているのか、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、鳥獣対策についてお答えいたします。

   河川管理は、主に青森県が行っており、河川区域内の雑草の刈払いや樹木の伐採については、町が県へ要望し、対処しているも

のであります。
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   鳥獣被害対策には、人と道具の両方の充実が必要です。猟友会会員の減少、捕獲道具が高額であること、捕獲や駆除についても

法律の定めによる免許や資格が必要となります。町では、これまで鳥獣捕獲用罠の導入費用、出没状況確認センサーカメラ導入費

用等を猟友会へ補助しております。

   人の充実に向けては、わな・猟銃免許など各種免許取得費用について猟友会への所属、実施隊への加入などを条件に補助してお

ります。猟友会活動の安全及び会員の負担軽減を図るため、今後においても県や関係機関と連絡を密にし、必要な支援や対策を講

じていくものであります。

   議員質問の熊が市街地に出没しているがその対策についてですが、人的被害の恐れが高い熊等の対策については例年出没する地

区において、パトロール活動や事前にわなの設置など猟友会と協力して対応しておりますが、市街地に出没した場合には対応が非

常に難しく、猟銃等銃器の使用が著しく制限されますので、まず早急に付近住民へ周知するとともに、猟友会や各関係機関と連携

したパトロール強化などの対策が必要であると考えております。

   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）  七番、中島議員。

一、七番（中島英臣）  まず今町長がお話したことを実践していただきたいと思う。河川については私が何度も質問してその点を県

に話しながら、それから国土交通省も動いて私の住んでいる居土地域にも来ていろいろやっております。それにしても、そういう

ふうにあちこちがそういう状況で樹木が生えていますので、そういうところは引き続き担当の農林課のほうが国土交通省、あるい

はそちらのほうにお話してしつこくお話して進めていただきたい。それがまた水害予防につながってきますのでそこをお願いした

いと思います。
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   それから、町に熊が出てくるというか、もう去年も中学校に子熊が出ている、そういうことを聞いています。それから、私もス

キー場に行くと猿はよく見ますし、キツネもよく横断するのを見ます。そのぐらい動物がもう当たり前にいますので、引き続きそ

の辺について町のほうも猟友会とよく連絡を取りながらやっていただきたいと思います。

   それと同時に、襲われたときの医療関係のそこの連携だとかその辺も含めて住民の安心・安全にこの町で暮らせるようにお願い

したいと思います。

   以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。

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

一、議長（秋田谷和文）  次に八番、渡辺久一郎議員に質問を許します。

   八番、渡辺議員。

  【渡辺久一郎議員 登壇】

一、八番（渡辺久一郎）  新型コロナウイルス対策について質問いたします。

   ただいまの中島議員と重複する場面が多くなりますが、よろしくお願いしたいと思います。

   私は、三月定例会でも同様の質問をしております。そのときの原稿を見ますと、新型コロナウイルスの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たと。幸いにまだ青森県での発生が確認されていないが、いつ発生してもお

かしくない状況にある、これが三月の状況です。

   政府は二月二十八日、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。

   それから三か月であります。新型コロナウイルスは世界中でパンデミックを起こし、世界の感染者数は六百万人を超え、死者数

も三十七万人を超えております。国内においても、感染者数は一万六千九百人を超え、死者数も八百九十人を超えております。青
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森県においても感染者は二十七人発生いたしました。今週自体も、きょう時点でかなりまた変更、大きくなっていると思います。

   政府はこの間、非常事態宣言を発令し、外出の自粛を呼びかけました。五月二十五日に解除となりましたが、世界の状況は大き

く変化いたしました。雇用・失業・経済の損失などその影響は計り知れません。そこで何点かにわたり質問いたします。

   一番目、新型コロナウイルスによる町民への影響とその対策のために実態調査を行なうべきではないでしょうか。

   二番目、大きな災害が起きたときの避難所の三密を防ぐ対策についてどのよう考えておられるのか。

   三番目、四月二十七日以降に生まれた新生児に対して町独自で特別定額給付金配布を行っていただきたい。

   四番目、新型コロナウイルスの第二波に対する町の感染予防対策についてはどのように考えておられるのかお聞きしたいと思い

ます。

   五番目、学校の生徒に対してタブレット端末を利用したオンライン授業についてどのように考えているのか。

   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）  渡辺議員、議長からちょっとお伺いいたします。三項目めですね、渡辺議員四月以降に生まれたとおっし

ゃったのか。

一、八番（渡辺久一郎）  四月二十七日が基準日でしたから、それ以降に生まれた子が…。

一、議長（秋田谷和文）  四月二十七日以降という御質問ですね。何か四月以降というふうに聞こえましたので。（「ああ、そうで

すか。失礼しました。」の声あり）

   四月二十七日以降ということだそうです、町長。

一、議長（秋田谷和文）  それでは、御答弁。はい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】
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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。

   まず一点目について、四月十六日、全国に緊急事態宣言が発出され、五月二十五日の解除までの期間、大型連休中の不要不急の

外出の自粛など、町民の皆様には命と健康を守ることを第一に感染防止に向けた取り組みの徹底をお願いしてまいりました。

   緊急事態宣言の解除後は、感染防止に向けた取組を徹底したうえで地域経済活動の回復のための施策を進めることとしてありま

す。

   それに当たっては、先般町商工会で実施した会員アンケートの結果を参考としながら、町独自の支援策の第二弾を実施すること

としております。

   今後、新型コロナウイルス感染症が地域経済に及ぼす影響や、今後の懸念、本町の経済回復に向けた更なる支援策の検討に必要

となる際は対象を拡大したアンケートの実施を検討してまいりますので、御理解のほどお願いいたします。

   二点目について、先ほどの中島議員への答弁と重複しますが、避難所における当町の三密対策として、スペースの確保、換気、

間仕切りといった対策のほか、マスク配布、アルコール消毒液の設置、体温測定も行うこととしております。また、開設する避難

所数を通常より多くすることと、避難所内の多数の部屋に避難者を分散させることにより、避難者の集中を避けることにしており

ます。

   三点目、四月二十七日以降に生まれた新生児に対する町独自の特別定額給付金についてですが、定額給付金の申請期限である八

月十一日までに生まれる可能性がある新生児は七人おります。給付対象は四月二十七日の基準日に住民登録がある妊婦が出産し、

生まれた新生児が大鰐町に住民登録があることを条件として、給付する方向で現在準備をしております。

   四点目、新型コロナウイルスの第二波に対する町の感染予防対策ですが、五月二十五日に全ての都道府県で緊急事態宣言が解除

されましたが、これまでの感染予防対策が終わるわけではなく、今後も継続して感染拡大の第二波、第三波に備えなければなりま

せん。国や県の基本的対処方針に基づき、三つの密を避ける、人と人との距離の確保する、マスクの着用・手洗い・咳エチケット
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などの基本的な感染予防対策の徹底、新しい生活様式を取り入れながら引き続き感染予防に努めていただくよう町民に協力をお願

いしたいと考えております。

   五点目については、教育長よりお答えいたします。

  【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）  五点目の、学校の生徒に対してタブレット端末を利用した授業についてお答えします。

   既に予算化している各教室等のネットワーク環境の整備に加え、児童生徒と教員用の一人一台のタブレット端末の整備に向けて、

今年度早急に準備を進めたいと考えているところであります。

   タブレットを使った授業は、新学習指導要領に沿った使い方になると考えています。

   新学習指導要領では、一、プログラミング教育を含む情報活用能力の育成に活用する。二、各教科等でコンピュータ等を利用し

た学習活動の充実に役立てる。三、コンピュータでの文字入力等の習得及びプログラミング的思考の形成に役立てるとなっており

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）  第一番目の町民への影響とその対策について私は提言申し上げたいのは、商工会行ったそのアンケート調

査を参考に個人業者に対していろいろ事業…、まあ議案で出てくると思うのですが、想定されていると思うのですけれども、まだ
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まだ今回の被害というのはいろいろな観点まで及んでいると思うのですよ。それで、やはり把握しないとその対策も打てないと、

そういうことが一番懸念される。先般行った給付金みたいにこうなればある程度その網を掛けることができるのですけれども、偏

った対策になってしまう可能性もあるので、是非どんな人が困っているのか事業者だけではなくて例えば、この事業者の中には農

業事業者というのは想定されていないと思うのですよ。商工会がやっていますから。ですから、その辺のことに対しても影響度合

いとか更にもう失業されているとか、雇止めになったとか大変な状況な方もいらっしゃると思います。そういう方をどうやって手

助けできるのかそういうことも含めてやはり実態を調査していただきたい、町独自で。私どもの党としてもいろいろな調査をして

います。様々な結果が出てきています。やはり、そういうことを含めて町自体でもやはり実態の調査をして、それに対応した対策

をお願いしたいとそういうことで再度町長に答弁を求めたい。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

一、町長（山田年伸）  農業も大変大きな町の基幹産業であります。農業の継続のためにもまだ各農業団体、あるいは農協などとま

だ協議はしておりませんが、農家の所得減少どのように結果が出るか、やはり秋の収穫期にあってないと農業者の影響はなかなか

測れないと、現在予測でなかなか事業は進められないものというふうに思っておりますので、議員御指摘のそういう調査などは農

協など農業団体を通じながら農業で生活している人の支援についても今後検討材料になろうか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）  町長、ちょっとお待ちください。その商工会で調査、アンケートを取ったそういう事業者、更には今農業

の方おっしゃられました。それに当てはまらない方も渡辺議員アンケート調査すればいいのではないかと質問なさっているのです

よ。私も大いに関心あるところですが、御答弁できませんか。

   はい、町長。

一、町長（山田年伸）  はい、農業で生活を営んでいる方には影響受ける方皆、例えば農協に入っていない農業者もおるかと思いま
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す。ちょっと言葉足らずでありました。その生活を支える産業ということ、またその他影響当たらない点は議員から御指摘あれば

様々な地域住民でありますので、大鰐町民の生活を支えるために対応したいと考えております。

一、議長（秋田谷和文）  いや、議長からちょっと整理したい、ここのところ。

   そうすると、全世帯、大鰐町民、一万弱おります。全世帯としては四千数百ですか、それに全てに漏れなく調査をなさるという

ことですか。生活ぶりと言いますか、困窮ぶりと言いますか。

一、町長（山田年伸）  今、渡辺議員が指摘したのは農業者についてという意味合いだというふうに認識しておりましたけれども。

まあ、産業は…。

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）  休憩を取消します。（午前十一時三十七分）

一、八番（渡辺久一郎）  農業者に対しては国のほうでも第二次補正のほうでも考えているのですよ。ですから、それはそれとして

またいいのですけれども、町全体として町長考えて、困っている人どこにいるのかまず調べて、それでどういう手当していけばい

いのか、そのためには実態をやはり知るために実態調査をしてほしいということです。

一、町長（山田年伸）  それについては、議員からその方式や、他町村まで…。

一、議長（秋田谷和文）  ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。挙手の上、御答弁ください。（「休憩でしょ。」の声あり）いやいや、

さっき取消しました。（「ああ、そうですか。」の声あり）

   はい、議長。ああ…、町長。

一、町長（山田年伸）  今、御指摘があったように様々などの辺にどういうふうなやり方、調査の仕方、どうすれば全町民にそうい

うことが行き届くのか、議員からも御提示いただければ担当と相談し、全町民が均等にそういうコロナ対策の享受できるような環

境に努めてまいりたいと思っております。
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一、議長（秋田谷和文）  八番、渡辺議員。

一、八番（渡辺久一郎）  一つよろしくお願いしたいと思います。

   ちょっと私タイトルが一つですけれども、今回ですね。ちょっと項目がちょっと多いものですから、再質問項目別にさせてもら

います。すいません、一応お願いします。

   災害が起きたときの避難所対策ですけれども、確か内閣府のほうからも通達来ているという答弁もございました。私もその通達

持っていますけれども、その中で今回特に指摘されているというのがいわゆるコロナ対策でして、これもちょっと私もアンケート

やってみました、各自治体に。その中で新たに今までの避難所に加えてそのホテルとか旅館とかそういうところまで手当てしてや

ろうという自治体がほとんどなのですよ。それでやはり前にも質問で指摘いたしましたけれども、例えば避難所になっている公民

館とかあるのですけれども、例えば高野新田、さっきも居土の中島さんも同じようなこと質問していましたけれども、一番危険な

ところなのですよ。川のそばで危ないのと、土砂崩れの可能性が一番高いレッドゾーンと言うのですか、そういうときに公民館が、

集会所があってそこが避難所に指定されるというのもまたおかしい話なのですよね。

   そういうことも踏まえて、やはり現状に合った避難所対策もこれ各公民館なんかも本当に大丈夫なのかその辺もハザードマップ

なんかをもう一回照らし合わせながら、もう一回きめ細かく丁寧にやっていかないと逆に避難したところが大きな災害になるとい

う可能性もあります。今までにないような大きな台風がこのように来ていますので是非、避難所対策ではもう一度きめ細かくやっ

ていただきたい。併せて、クラスター対策のそれにはいわゆるパーテーションと言うのですか、間仕切る病院辺りでやるようなカ

ーテンみたいなやつ、それとかマスクとか消毒液。また、ある自治体においてはテントを持ち込んでぱっとやれれば、ぱっと開く

ようなテントあるそうで、それで間仕切りしていると、そういうようなことも出ています。その使用例みれば。ですから、そうい

うことも含めて対策は万全なのかもう一回確認したいと思います。

一、議長（秋田谷和文）  休憩…、暫時休憩いたします。（午前十一時五十二分）
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一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午前十一時五十三分）

   町長。

一、町長（山田年伸）  先ほど中島議員の質問でお答えしましたが、公民館・福祉センター・小学校などでは先ほど渡辺議員から再

質問あったとおりの設備準備はございます。ただ、避難所として不適切な場所、例えば具体的に言えば高野新田とか居土とか河川

が近いところにはまだその準備はしておりませんが、そういう心配のないところには順次これから避難する可能性がある施設には

整備を進めていきたいと思っております。以上でよろしいでしょうか。

一、議長（秋田谷和文）  八番、渡辺議員。

一、八番（渡辺久一郎）  国のほうでも今回の交付金を使ってこれらのことについて予算、整備しなさいと、そういう通達なのです

よ、内閣府の通知文見てもね。ですから、分散して一か所にいっぱい入ることはできませんから、分散せざるを得ないわけですよ

ね。それともう一つ国が提唱していることは、いわゆる知人とか親戚のところで安全なところに前もってそういうところで自分た

ちの、そっちの方がいいのであればそっちのほうにやってもいいよと、そういうことを町民に対して通知しなさいということを内

閣府のほうのあれでは出ていますよね。ですから、その辺も周知徹底していただきたいと。そのほうがまだ安全な場合もあるので

すよ。一番困るのは、いわゆる三密が怖くてちょっとやばいのだけれども避難しないと、それが一番困りますね。ですから、是非

親戚でもいいし、「避難所だと狭いけれども様々対策していますから避難所に来てください。」と「今回はこれだけ広めましたか

ら。」とそういうような周知徹底をやってくださいというような通知でありました。是非一つよろしくお願いしたいと思います。

   この辺を踏まえてお願いします。

   最後のほうにタブレットのほう。今、チャンスでございます。全国でもう殺到しているみたいです。一台の補助が四万五千円、

まずただみたいなものですよ、出ているそうです。青森市では一万二千台ばっとこう注文しました。けさ出てこようとしたら風間

浦村でしたか、ラジオで言っていましたけれども、タブレットを使ってどこかの有名な英会話の先生とやっていると、そういうふ



- 38 -

うなニュースも入っています。

   教育長、是非今回チャンスですから、早く申し込んでいただきたいと思います。

   もう一度、教育長の答弁をお願いします。

一、議長（秋田谷和文）  はい、教育長。

一、教育長（木田専一）  議員おっしゃるとおりで現在進めておりまして、今年度中に小学校一年生から中三まで、それから先生方

全員に一人一台タブレットを準備する予定であります。（「終わります」の声あり）

一、議長（秋田谷和文）  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。

   議員各位に申し上げます。御発言の際は、議席番号とお名前を名乗って発言の許可を求めるように重ねてお願いをいたします。

一、議長（秋田谷和文）  それでは、一時十五分まで昼食のため休憩をいたします。（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）  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。

一、議長（秋田谷和文）  まず、一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、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。

   まず一項目めですが、大鰐町の指定管理契約についてとありますが、これは指定管理契約等についてというふうに直していただ

きたいと思います。

   ここでは二つ質問いたします。

   一つは、大鰐町のごみ収集運搬業務委託契約について。もう一つは、大鰐町地域交流センター鰐ｃｏｍｅの契約についてこの二



- 39 -

つを質問いたします。

   まず、大鰐町ごみ収集運搬業務委託契約について。

   県内四十市町村における一般廃棄物収集運搬業務について、一般競争入札と随意契約、それぞれ何市町村ずつあるのかお答えい

ただきたいと思います。また、大鰐町はどちらであるか。そして、それはなぜそういう形にしたのかということです。

   一般廃棄物収集運搬業務につきましては、地元業者の育成、地元の雇用の確保、災害時等の行政との連携など、様々多くのメリ

ットがあるために多くの市町村では地元業者を優先して随意契約をしている場合が多いようです。

   大鰐町の現在の請負業者は、町内数社で協同組合を構成し、町内唯一の事業者としてその実績も十分だと思います。こういう場

合は、予算編成の前に近隣町村の事例も参考にしながら、事業者とよく話合いの上、契約額を決めるのが普通だと思いますが、町

長はどのようにお考えですか。

   次に、大鰐町で入札資格があるのは実質一社だけ。それであれば、本来入札ではなく随意契約でいいはずですがなぜ入札するの

でしょう。不当に契約額を抑えるためではないのか。このような契約では入札して落札されないと、大鰐町では…、この契約にお

きましては不落随契のような形で契約しているように思われます。不落随契というのは予定価格以下で随意契約することを前提に

しているようですので、行政側の一方的な金額でしか契約できないのではないか。請負業者は「これじゃやっていけない。」と言

っても、「予算がこれしかないから。」という形で押し切られているのではないか。「どうしても苦しいなら、後で変更してもらえ

ばよい。」というような口約束で押し切られたのではないか。

   あと三年も残っているそうですが、現在の契約額についてはそういう無理な契約額を押し付けた形跡があるので、よく話し合っ

て契約変更していただきたい。

   このことについて、町長の考えをお聞かせください。

   次に、大鰐町地域交流センター鰐ｃｏｍｅの指定管理契約について。
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   鰐ｃｏｍｅを町が直接経営していたときの収支について。それから、指定管理になってからの指定管理料を一年ごとにお知らせ

ください。

   次に、以前の一般質問でも指定管理業者であるプロジェクトおおわに事業協同組合については町長もとても高く評価されていま

したが、新型コロナウイルスの影響で現在相当厳しい経営状況のようです。是非特段の御配慮をお願いいたしたい。

   更に、プロジェクトおおわに事業協同組合を中核として、町観光協会や商工会と連携したＤＭＯ、いわゆる観光地域づくり法人

の設立を検討していただきたい。

   以上でございます。

  【須藤尚人議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  ちょっと、ちょっと…。はい、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。

   一点目の大鰐町ごみ収集運搬業務委託契約について県内の契約状況は、一般・指名競争入札は十八件、随意契約は十二件、一部

事務組合が収集運搬業務を行っているのは十件であります。大鰐町は一般競争入札であり、理由は二社以上入札の可能性があった

ためであります。

   議員がおっしゃるような随意契約ができるかどうかは、法令等を踏まえ、今の契約が切れる一年前までには他市町村の事例等も

参考にしながら判断したいと思います。

   契約方法については、二社以上参加する可能性があったため一般競争入札の方法をとりましたが、実際の入札において参加業者

は一社だけでありました。入札は二度実施しましたが、予定価格に達しなかったため協議した結果、町の予定価格とほぼ同額で契

約することになったものであります。その予定価格については、適正に積算していると理解しております。
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   契約額については、協議の上決定しており、無理に契約額を押し付けたという認識はありません。

   請負業者から委託料の増額について要望があったため、町顧問弁護士に契約変更の是非について相談しており、その結果は平成

二十九年十一月十四日に取り交わした大鰐町ごみ収集運搬業務委託契約書及びごみ収集運搬業務仕様書に記載されている内容につ

いて、発注者及び受注者間において長期継続契約を総額において合意し、双方の問に契約が成立していることを確認しており、特

別な事情がない限り委託料の金額を変更する必要はないとの見解でありました。ただし、「契約書に定めのない事項及び疑義が生

じた事項については、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。」となっておりますので、特別な事情にあたる事項等があ

るのか、再度精査したいと考えております。

   二点目の大鰐町地域交流センター鰐ｃｏｍｅの契約について、町が直接経営したときの収支状況については、平成十七年度は、

一千五百六十七万九千円のマイナス。平成十八年度は二千九百四十五万七千円のマイナス。平成十九年度は三千三百八十三万六千

円のマイナス。平成二十年度は八百四十七万一千円のマイナスとなっております。

   これは、地方公営企業決算状況調査の収益的収支の営業収益から営業費用を差し引いたものとなっております。平成十六年度に

ついては、平成十六年十二月二十四日からの営業でしたので除いています。また、鰐ｃｏｍｅが指定管理になってからの指定管理

料については、平成二十九年度に二百十六万円、平成三十年度に二百十六万円、令和元年度に三百九十九万七千円となっておりま

す。

   次に、指定管理の経営状況についてですが、新型コロナウイルスの影響で大変厳しい状況となっていると思います。指定管理料

については、過去四年分の指定管理部門の収支赤字の平均を当初予算に計上しております。令和元年度の収支マイナス部分、また

新型コロナウイルスの影響による収入減による収支悪化を勘案し、プロジェクトおおわに事業協同組合の要望を踏まえ、協議した

上で補正予算を計上したいと考えております。

   次に、観光地域づくり法人、いわゆるＤＭＯの設立についてですが、当町を含む中南・西北の十四市町村を一つの圏域とし、令
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和二年四月一日、地域連携ＤＭＯ、一般社団法人ＣｌａｎＰＥＯＮＹ津軽を設立しました。圏域市町村とそれに関わる地域づくり

団体が共に連携し、地域一体が他から選ばれる観光地として魅力ある地域になることを目指しています。そして、この新たに津軽

圏域で設立したＤＭＯには、プロジェクトおおわに事業協同組合、町観光協会、商工会も連携先として挙げられており、これら民

間組織も一体となり、稼げる地域づくりを推進しようとしているところであります。

   町の民間組織も圏域の様々な組織と連携しながら、新たな町の魅力、津軽圏域の魅力を作っていければと思っております。まず

は、その津軽圏域ＤＭＯが地域に与える影響に注視していき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）  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、最初のごみの収集委託の業務委託につきましてですが、この次の契

約のときに検討するというようなお話をいただきました。そして、随意契約できるのであれば随意契約のほうに持っていくことも

検討していくというようなことでしたので、是非地元の業者を育てるということも含めまして、あまり委託契約金額が高額になり

ますとこれは町民の負担でもありますので、それは良いことではないと思います。ですから、よく近隣市町村などの動向とか調べ

ながら適正な価格で契約していただきたいと思います。それから現在の契約額については、二十九年の十一月でしたか、弁護士さ

んのところに行ってお話したということでしたが、これは実は契約のときに契約書に判こを押させられていますので、この後話を

するというのがもうほとんどできないのが現状なのかなと思うのですね。契約額を決めるときに例えば二回入札したというお話で

したが、入札したときの入札額については一回目も二回目も予定額が同じだと。予算組んでいる額大体目安にしているのだと思い

ますけれども、どうも歩み寄りするようなことがなかったようにうかがわれます。そして、とにかく契約してしまえというような
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ことで契約の判こ押させられたかのように伺っていますので、その辺につきましても相当業者さんも厳しい状況で今仕事している

お話を聞きましたので、是非もう一度契約についてお話していただきたいと思いますがいかがでしょうか。

一、議長（秋田谷和文）  町長。

一、町長（山田年伸）  当時町の予定価格は、担当課が積算して、また近隣の同規模の町村の金額なども考慮しながら積算したもの

というふうに聞いております。そして、平成二十九年の契約の際には強引に町から契約の判こ押せとかそういうことはないという

ふうな当時の担当者から伺っております。契約を急いだのは業者のほうで「早くこれでいいから契約してくれ。」という状況であ

ったという報告をいただいております。また、先ほど申し上げたとおり近隣では同規模の町村ということで藤崎町や鶴田町、板柳

町を例にして人口規模も同程度あるいは少し向こうのほう多いわけですけれども、町の予定金額が同額程度であったというふうに

聞いております。

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  比較するに当たっては人口もさることながら、やはり道路の長さとか面積とかそういうことも必要ですので、

そういうことも考慮して適正な金額ということで。そういうことも考慮して適正な金額ということで。まあ、実績もありますので、

できれば業者さんが納得していただくような形で契約していただきたいと思います。

   それから、プロジェクトおおわに、鰐ｃｏｍｅの関係ですね、地域交流センター鰐ｃｏｍｅにつきましては、まず直営でやって

いたときには一千五百万、二千九百万、三千三百万、そして八百万というような赤字を出していたというようなお話でした。その

後、指定管理になってからは二百万とか、元年度で三百九十九万円ということですので、相当頑張ってやってきたのかなというふ

うに考えます。今回相当今厳しいようですので、先ほどお話ありましたように、是非現状をよくお話聞いていただいて配慮してい

ただきたいと思います。

   それから、ＤＭＯ。いわゆる観光地域づくり法人、これ今…、先ほど町長からお話ありましたけれども、弘前市を中心にした十



- 44 -

四市町村のＣｌａｎＰＥＯＮＹというのが始まっていますね。これは私も承知しております。それで、どうしても広域でいくもの

ですから町に特化した部分というのがなかなか出てこないということでちょっと歯がゆいあれもありますので。なかなかこのＤＭ

Ｏについては単独市町村でやるというのは難しいところもあるのかもしれませんけれども、うまくこの辺のことも勉強していただ

いて…、観光庁はこのＤＭＯに対して情報支援、人材支援、財政支援という三つの支援をしていくということをおっしゃっていま

すので、町の観光政策の柱としてこの辺も引き続き検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか。

一、議長（秋田谷和文）  町長。

一、町長（山田年伸）  ＤＭＯは本年より設立した団体でありますが、議員御承知のとおり設立当初からコロナの問題でなかなか結

果が出せるような状況に現在ないわけですが、やはり連携を取って共同でこのアピールしていくことによって、観光客にもこの津

軽地域全体に波及していって、お互いに相互にいい環境づくり、観光地づくりになれれば。また、地域でこのサービスの格差など

なくなるようにＤＭＯで情報交換しながら様々な対策対応、企画運営などしていくものというふうに思っておりますが、まずは今

後の対応についても今回初めての実例であります。こういう観光事業に得意な鰐ｃｏｍｅや様々商工団体である商工会など観光協

会など、そういう団体の協力をいただきながら進めていければ今後数年先の成功を目指して、また皆さんと協力しながら頑張って

いきたいというふうに思っております。

一、一番（須藤尚人）  よろしくお願いします。次、お願いします。

一、議長（秋田谷和文）  では、次に二項目めの質問を許します。

   はい、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。新型コロナ肺炎に対する大鰐町の支援について質問いたします。

   この質問につきましては、渡辺議員や中島議員、それから山田議員。いろいろだぶっているところもありますけれども、改めて
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整理することもありますので、御答弁お願いしたいと思います。

   まず、現在町が実施していますコロナ対策について整理して説明してください。

   次に、今後実施する予定のコロナ対策について説明してください。

   三つ目が、町内に居住する、外国人留学生、研修生の状況はどうなっているか。大鰐町にも農業やアパレル関係で外国人が居住

・就業しているようですが、町はどの程度把握していますか。そして、新型コロナ肺炎にかかる国や町などの支援は受けられてい

るのでしょうか。

   次に四点目、除菌水の活用について。広報おおわに六月号にも掲載されていますが、鰐ｃｏｍｅの指定管理を受けているプロジ

ェクト大鰐から「病院、小・中学校や福祉施設で活用してほしい。」ということで、マスクと除菌水の寄贈を頂きました。先日こ

の除菌水の説明会に参加したところ、その圧倒的な除菌力とおもちゃや食品に直接かけても大丈夫だという安全性に感動いたしま

した。私自身も身の回りの除菌に積極的に利用しています。町としても積極的に活用してはいかがでしょうか。

   そこで伺います。役場、給食センター、学校など様々な活用方法があると思います。窓口はもちろん、ドアノブや椅子、テーブ

ルなどの除菌に使えます。五十倍に希釈した液を超音波加湿器で噴霧してやれば空間除菌になります。毒性が懸念される二酸化塩

素系よりよほど使いやすいでしょう。また、先日文科省から学校の消毒においては、次亜塩素酸水の噴霧をしないようにという残

留塩素の関係でそういう通知が出ております。役場の関係機関での積極的な活用を検討してはいかがでしょうか。そして、今後外

出規制などが緩み、新型コロナウイルスと共存する状況になったときに、毎戸にこれ一本あればとても助かると思います。是非、

町の予算で毎戸に配布していただきたい。

   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。
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  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  新型コロナ肺炎に対する大鰐町の支援について、お答えいたします。

   一点目について、現在実施している新型コロナウイルス感染症に係る支援策は、国の施策として一人あたり十万円の給付を行う

特別定額給付金及び児童手当を受給する世帯に対し、一時金を支給する子育て世帯への臨時特別給付金などがあります。

   町の対策としては、特に経営に大きな影響を受けている飲食業、または旅館業を営む方を対象に給付金を給付する大鰐町事業者

緊急対策支援事業、町税各種保険料等の徴収猶予等、上下水道料及び合併浄化槽使用料等の支払猶予及び奨学金制度の追加募集を

実施しております。

   二点目についての今後実施予定の新型コロナウイルス感染症に係る支援策は、町独自の支援策として飲食業又は旅館業のみとし

ていた大鰐町事業者緊急対策支援事業の対象範囲の拡大、全町民へ一万円分の商品券を配布。また、児童扶養手当を受給している

世帯に対し、児童一人あたり一万円分の商品券を上乗せして配布する臨時消費拡大支援事業。特別定額給付金の支給対象基準日以

降に生まれたお子さんを対象に十万円を給付する新生児特別定額給付金事業及び就学継続が経済的に困難となった者を支援するた

め臨時特別奨学金事業などを実施することとしております。

   三点目について、当町の外国人の住民登録者は四月二十七日時点で四人となっており、全ての方に特別定額給付金の申請書の送

付を行っております。この方々は町独自支援につきましても対象となる予定です。また、農業では十名の方が就業しておりますが、

アパレル関係での外国人の就業に関しては、現時点で把握しておりません。この就業者については、当町での住民登録がないため、

特別定額給付金等の対象とはなっておりません。また、町の独自支援についても対象外となるものであります。

   四点目の除菌水、アルカリイオンウォーターの活用についてですが、国では新型コロナウイルスに有効な消毒法として、石けん

やハンドソープによる丁寧な手洗い、アルコール消毒液、次亜塩素酸ナトリウム、台所用洗剤に含まれる界面活性剤による拭き取

り、熱水に十分間さらすことを推奨しております。アルカリイオンウォーターについては、現段階では評価の対象として検証され
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ておりません。世界保健機関の消毒剤の人体への噴霧はいかなる状況でも推奨されないという見解から、現時点では町民への配布

については慎重にならざるを得な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）  まず大鰐町のコロナ対策の支援につきましては、いろいろお話していただきましたが、先ほど渡辺議員から

もお話ありましたけれども、町民各位のところを今のコロナの絡みで傷んでいる人たちをどうやって救いあげていくかというお話

がありました。私はこれについて非常に賛成でございます。やはり何らかの形で四千二百世帯、大体九千人ぐらいしかいないので

すから、一人一人聞き取るというか、アンケート取るとかということも可能だと思いますし、やはりきめの細かい行政をしていた

だきたい。そして、困っている方を助けていただきたいと思います。それから、私が提案いたしました奨学生についての臨時貸付

につきましても、今予算化をするようですので是非進めていただきたい。それからうまく周知していただきたいと思います。

   あと、町のほうに外国人登録していない外国の方という方が実はいろいろなところで問題になっているというか、見捨てられて

いる可能性がありますので、この辺も関係省庁などともよく相談しながら何とか助けていただきたいと思います。

   それから、除菌水の活用について。これは法律の壁もあるのでしょうけれども、次亜塩素酸の関係につきましては先ほど私言い

ましたけれども、最近文科省のほうで子どもたちの学校現場では使わないでという通達が出ております。これは残留塩素の関係と

かってあるのだと思いますけれども、こういうのに比べますといわゆる消毒水、除菌水ですね、プロジェクトおおわにから寄附頂

きましたこの除菌水については検査機関の検査も出ておりますので、除菌力については問題ないと思います。ただこれ、問題があ

るとすれば、やはり薬事法の関係とかそういうことについては問題あるのだと思いますけれども、ただその除菌効果については検



- 48 -

査機関で実証されていますので、再度これについては検討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）  まず、全地域住民にということでどのような対応ができるかその在留邦人が住所不定であれば、例えばその

不法滞在の人にそういうのを支給するのは法的にどういう問題があるか、ちょっと今ここで判断して答えることはできませんので

検討はしてみます。

   それから消毒液についても全町民に配布と言いますが、やはり人には様々な物を選ぶ権利もありますし、今回一人当たり一万円

の給付金やるということで、現在はマスクや消毒液など様々町のスーパーやドラッグストアなどで入手できる環境になっておりま

すので、そういうのがやはり町としては学校においては文科省のその指導要領、また町においても様々、保健課もありますので厚

生労働省の指導の下、法律に触れないような対策対応していきたいと思っております。なかなか消毒液が入手困難な場合でも今回

町でもマスク、ストックしてありました。今後町でもそういう消毒薬についても今後確保し、一般地域住民が手に入らなくなった

場合は、支援していけるような体制作りには努めていきたいと思います。

   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）  すいません、もう一点だけ、もう一回確認しますけれども、町民全体に対しての調査のようなことというの

は実施する予定でしたか。

一、議長（秋田谷和文）  何ですか、もう一度おっしゃってください。

一、一番（須藤尚人）  町民全体に対してのコロナの影響を調査するような、そしてその困っている方を救い上げるようなというこ

とはやる予定ですか。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。
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一、町長（山田年伸）  まあ、町民全体と言いますか、世帯ごとで意見が統一できるものというふうに思いますので、どのような方

法、一人一人がいいのか世帯ごとでいいのか、その辺は検討して現在今ここでは即答なかなかできないものというふうに思います。

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  是非、実施していただいて町民の実態を把握していただくということも必要かと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

   それから、除菌水の活用については私非常に残念です。これは様々なところの検査結果も出ています。もちろん行政的な許認可

の関係とかもあるのだと思いますけれども、非常に殺菌力あるということ分かりますので、また状況変わればもう一回検討してい

ただきたいと思います。

   以上です。次の質問お願いします。

一、議長（秋田谷和文）  それでは次に、三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）  それでは三項目めの質問に入ります。

   この質問につきましては、先ほど渡辺議員から質問ありましたけれども、大分だぶっているところもあるのですけれども、改め

て質問いたします。

   まず、避難所として予定している施設の現況についてということで、毎年早ければ七月にも台風がやってきますので閉校した小

学校など、避難所として想定している施設機能に問題はないか。特に蔵館小学校の屋体、いわゆる体育館につきましては壁の崩落

があったりしています。各避難所の状況、建物の傷み、電気・暖房・トイレや飲料水の利用可否などについて説明をお願いします。

また、改修の予定等もありましたらそれについてもお知らせください。
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   それから、避難所における新型コロナ肺炎感染防止対策について。

   避難所におけるソーシャルディスタンスの取り方や感染防止について、避難所での行動パターンをシミュレーションして必要な

ものを準備しておくべきではないか。このことについて町長の考えを伺います。

  【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、大鰐町の防災対策についてお答えいたします。

   一点目について、現在、町では二十五か所の町有施設を指定避難所としております。二十二施設は、小中学校、福祉センター、

中央公民館及び各地区集会施設であり、電気・暖房・トイレ・水道の全てが使用可能です。

   その他の三施設は閉校した小学校であり、うち、旧長峰小学校及び旧大鰐第二小学校の二施設は、電気・暖房・トイレが使用可

能、水に関しては飲料には適さないものの使用可能となっております。

   旧蔵館小学校については、電気と一部の暖房の使用は可能ではあるものの、トイレ・水道が使用不能となっております。

   旧蔵館小学校は、公共施設個別施設計画において休止施設となっており、改修の計画がなく今後の改修予定もないことから、指

定避難所として使用することが困難であると思われます。今後、当該施設を指定避難所から外し、グラウンドのみ指定緊急避難場

所とするよう検討してまいります。

   次に、二点目について。避難所における感染防止対策については、スペースの確保、換気、間仕切りといった対策のほか、マス

ク配備、アルコール消毒液の設置、体温測定も行うこととしております。また、開設する避難所数の増加、避難所内の各避難者の

分散により、避難者の集中を避けることとしております。必要な物資については、国や県等の避難所のレイアウトを踏まえ、また

災害協定を考慮しながら進めてまいります。
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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）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  まず、避難所を予定している施設の現況ということでお話伺いました。それで、先ほど渡辺議員もおっしゃ

っていましたけれども、見かけ上の施設はいいのだけれども、果たして水害のときの避難所として適正なのかどうかと。水害があ

ったときに避難所として適正なのかどうかというようなことも含めて、改めて避難所そのものの見直しをしていただきたいと思い

ます。それから、避難所におけるコロナ肺炎の感染防止対策ですが、先ほど渡辺議員からもお話がありましたけれども、五月二十

七日付けで国のほうから対応についての通達が出ております。その中で、今の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

というものがございまして、これが避難所における新型コロナウイルス感染症への対応として実施するマスク、消毒液、段ボール

ベット、パーテーション等の物資や資材の備蓄に関する費用については、この交付金の活用が可能であるというふうに言われてお

ります。ですから、早い時期にこれはこの交付金を利用して避難所用に今のマスク、消毒液、段ボールベッド、パーテーション等

の物資を整備していただきたい、そういうふうに思います。そしてまた、もしも旅館とかそういう避難所として借りるというよう

なことがあれば、その費用についても負担されるような文書が入っておりますので、是非その通達を見まして早くできるものは早

く支度していただきたい。そして、避難所についても避難所としていいのかどうかもう一回見直していただきたいと思いますが、

よろしくお願いします。

   これについて町長のお考えをお聞かせください。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

一、町長（山田年伸）  先ほども渡辺議員に答弁したとおり例えば、水害であるとかそういう場合、危険で避難不可能な地域の方に
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は公民館あるいは福祉センター、あるいは小・中学校などそういう避難所を利用していただければというふうに思っております。

また、様々な施設、国の施策、補助事業など有効に利用して今後の防災対策を充実していきたいというふうに思っております。

   以上です。（「よろしくお願いします。議長、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）  それでは四項目め、住民参加型まちづくり事業について。

   この事業につきましては、昨年来何度もお願いしてきたところ、今年度予算に計上していただきまして、本当に町長初め関係各

課の皆様に厚く御礼申し上げます。

   広報おおわに四月号には詳細な事業説明が掲載され、町民の皆様に周知されつつあると思います。そこで質問いたします。

   現在この事業につきまして、問い合わせとか申請の状況についてお知らせください。

   それから二点目、二次募集は七月ということでしたが、今年は新型コロナ肺炎の影響で、九月以降に実施したいという事業の申

請が上がってくるような可能性もあるかと思います。二次募集の申請状況を勘案し、補正予算とか予備費の活用も含めて年度後半

においても申請できるようにしていただきたいと思いますが、町長はどうお考えでしょうか。

   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、住民参加型まちづくり事業についてお答えいたします。
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   まず一点目の申請状況ですが、一次募集で申請が六件ありました。六月一日に審議会を開催し、一次募集の事業について審査を

終え、事業の採択が五件、不採択が一件となりました。

   次に二次募集については、募集期間が七月一日から七月三十一日まで、事業の実施期間が十月一日から令和三年三月三十一日ま

でとなっております。審議会の準備や補助金の交付手続きにも一定の期間を要することから、年度後半での事業を検討する団体に

おいては、この二次募集に対応いただきたいと思っております。

   また、今年度は住民税の一％ベースということで、団体に対する補助金として二百万円を計上しました。しかし、青森県の元気

な地域づくり支援事業補助金が交付決定されたことにより、今回の補正予算に百三十三万三千円を追加計上しております。来年度

以降も住民税の一％を事業費として事業を展開していき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）  今のやつで伺いましたものは補正されたと、百三十三万でしたか、補正されたということですので事業費も

増えたということで、引き続きこの事業を生かしていって、町の皆様の自主事業というかまちおこしに思いを寄せる方の後押しを

していただきたいとそう思います。

   じゃあ、次お願いします。

一、議長（秋田谷和文）  では、五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】
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一、一番（須藤尚人）  それでは、五番目、五項目めになります。

   ＩＴ環境の整備ということで、この中身につきましては中島議員とも大分重なっているところもありますけれども、この度の新

型コロナ肺炎により家から出られない状況が続き、ＷＥＢ会議とかテレワークなどという言葉が話題になりました。新型コロナ肺

炎をきっかけにＩＴ環境整備が国全体の課題となっております。

   そこで伺います。まず、町全体のＩＴ環境の整備について。

   徳島県に神山町という人口五千人ほどの町があります。東証マザーズに上場を果たした、名刺管理サービスのＳａｎｓａｎ、こ

れは本社東京です。それから、ダンクソフト、これも本社東京です。キネトスコープ社、本社大阪など。業界で名の知れた企業が

続々とサテライトオフィスを置いています。二〇一七年の時点でこの町にサテライトオフィスがある企業は十六社あります。

   先日、東奥日報の記事の中でも取り上げておりました。

   国は国内のＩＴ環境の遅れに危機感を持っており、内閣の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、いわゆるＩＴ総合戦略

本部におきましては、令和二年、今の三月末を一回目として、もう既に五回も会議を開いております。国は積極的に高度情報通信

ネットワーク、これを進めようとしております。

   大鰐町のような小さな町のまちおこしの起爆剤となる可能性が高いと思います。大鰐町のデジタルインフラ、いわゆるその高度

情報通信ネットワークの整備について、町長のお考えをお聞きいたします。

   二番目、教育関係のＩＴ環境の整備について。

   新型コロナウイルスの感染拡大で、文部科学省は今年の四月七日、二〇二三年度までとしていた小中学生に一人一台パソコンを

配備する、いわゆるＧＩＧＡスクール構想を前倒しで進め、今年度末までに実現する方針を発表しました。併せて、カメラやマイ

クなどの購入費も支援するほか、通信環境が整っていない家庭にはモバイルルーターも貸し出す予定だそうです。

   これを受け、秋田市では六月一日に市立小中学校に全児童・生徒約二万人分のタブレット型パソコンを今年度中に配備すると発
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表いたしました。双方向性のある教科書や学習用資料、友達とやり取りできるツールとして、オンライン授業に活用することも検

討するとしております。また、県内のほかの市町村でも続々と実施するという声が出ているようです。大鰐町でもこの機会に思い

切った整備をしていただきたいと思いますが、町長、教育長のお考えをお聞かせください。

  【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、一点目の町全体のＩＴ環境の整備についてお答えいたします。

   大鰐町では、光ファイバーケーブルの整備を目的とし、平成二十二年度と平成二十三年度の二か年で地域情報通信基盤整備事業

を実施し、大鰐町全域で光ファイバーケーブルを利用したインターネットを使用することが可能となっております。また、徳島県

神山町での事例につきましては、デジタルインフラの整備と企業誘致を同時に行ったもので、参考となるものでした。

   大鰐町では、デジタルインフラの整備に限らず、既存の資源を活用したり地域の特色を活かしたりすることで様々な観点から持

続可能性を考慮し、企業誘致を実施してまいりたいと思います。

   二点目の教育については、教育長よりお答えいたします。

  【町長 山田年伸 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）  二点目の教育関係のＩＴ環境整備についてお答えいたします。

   議員がおっしゃるように、文部科学省において四月にＧＩＧＡスクール構想を前倒して、今年度中に実現する方針を発表してお

ります。既に予算化している各教室等のネットワーク環境の整備に加え、今年度前倒し整備が求められている児童生徒と教員用の
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タブレット端末につきましても小中学校共に一人一台端末の整備を目指して早急に準備を進めてまいりたいと考えております。そ

の結果、生み出される教育の質の向上と改善が図られることを期待するものであります。

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）  はい、一番須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  最初に、町全体のＩＴ環境の整備なのですが、今現在は光通信できるということで大分環境整備されたと思

います。このことにつきましては、実は大鰐町にあったある企業が大鰐にその光ファイバーきていないということで移転したとい

う経緯があります。これをもう少し早くやっておけばその企業を逃がさなかったのにということも一つありましたので、是非その

今のブロードバンドの環境整備につきましては進めていただきたい。

   それともう一つは、町の中小企業、できれば個人も入っていただきたいのですけれども、そういうところがＩＴ環境を整備する

ときに町が支援すると、一〇〇％でなくてもいいのでその取っかかりについて何か支援をするというような政策も今後考慮してい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

   町が中小企業とかを町が支援すると…。

一、議長（秋田谷和文）  答弁…、はい企画観光課長。

一、企画観光課長（太田勝久）  今の質問に対して前向きに検討していきたいと思います。（「よろしくお願いします。」の声あり）

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  学校のほうの教育環境の整備についてちょっと確認したいのですけれども、今繰越明許でやったやつは確か

庁内ＬＡＮの整備を中心としたパソコン整備だと思いますが、これに補正をしていくということで補正予算を組んで全部の子ども
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たちに持たせるというようなことの理解でよろしいですか。

一、議長（秋田谷和文）  はい、教育長。

一、教育長（木田専一）  今年度中に補正のほうに計上してまいりたいとそう考えております。

一、議長（秋田谷和文）  議員、着席なさってから…。（「ごめんなさい」の声あり）

   一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  是非ですね早く予算化して、そしてやっていただきたい。また、これにつきましては実は秋田市でも、ある

いは青森市でも市長自らが記者会見などを開いてやるということをお話しております。これは予算が必ず必要なものですから、予

算編成が必要であれば町長部局ですので町長の口からこれ、「大鰐町はやりますよ。」ということを宣言していただいて、そして補

正予算をきちんと組んでいただきたい。ことによって急ぐものであれば専決予算、議長によく話して専決予算組むことも含めてや

っていただきたいと思います。是非、スピード感を持って進めていただきたいと思います。そして、これをやるに当たってはそれ

こそ早速御承知かと思いますけれども、教師も含めてセキュリティの確保だとかウイルスとか情報漏えいの関係、それから児童へ

の影響、長時間利用に健康障害とか様々いろいろな問題もあるようですので、導入するに当たっては十分そういうことへの対策も

含めて進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。次、お願いします。

一、議長（秋田谷和文）  それでは、次。六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、最後の質問になりますが、町の人事異動と町民農園問題の早期解決についてということで質問い

たします。

   まず、百条委員会まで開いて調査した町民農園問題ですが、この問題の責任の中心的な存在であった農林課長が異動にならず、
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そのまま留任したことについて町民の間では不信感が高まっているようです。

   また、課長本人にいたしましても、自分が大きく関与した不祥事の後始末をまた自分がやるという形になりますので、様々なプ

レッシャーもあるでしょうし、気の毒な気もいたします。

   本来であれば、当該課長を異動させ、新たな課長の下で心機一転、この問題の最終的な解決を図るべきだったと思いますが、な

ぜ留任されたのか、町長の説明を求めます。

   次に、町民農園問題の最終的な解決についてですが、これは違法状態を解消すること、関係者等への謝罪と賠償によってなされ

ると思いますが、このことについて町長の考えを伺います。

   また、違法状態の解消、関係者への賠償などについて、町の経費負担によってなされた場合は町からの求償権や経費負担などを

求めることについて町長の認識をお知らせください。

   以上です。

  【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、町の人事異動と町民農園問題の早期解決についてお答えいたします。

   一点目の人事異動については、毎回各課の業務内容、職員配置状況等を勘案し、適材適所を基本として実施しております。

   御指摘の農林課にあっては、昨年度発生した町民農園問題について本年度において早期に農地法違反状態を解消し、その他処理

を円滑に進めることを考慮した人事異動としたものでありますので御理解いただきたいと思います。

   二点目の町民農園問題の早期解決についてですが、県農林水産部構造政策課との協議及び指導に従い、町民農園駐車場部分の盛

土の撤去及び入口付近に敷設した側溝部分を道路用地として利用するために土地を分筆し、農地法違反状態の解消を図りたいと考
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えております。

   関係者への賠償や町の経費負担によってなされた場合の求償権についてですが、町側がＡ氏に盛土について容認していたことや、

令和二年二月には関係町職員には懲戒処分を行っていることなどを考慮のうえ、顧問弁護士と相談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）  まず、人事異動についてはこの問題を早く解決するためにあえて置いたのだということでしたけれども、い

ろいろプレッシャーもあることでしょうけれども、課長さんには頑張っていただきたいと思います。

   それから、最終的な解決ですけれども、これにつきましてはまだ議会のほうに対する説明が不足だったのか様々ありますけれど

も、早く町の予算化して、そして違法状態を解消すると、そしてそのことについて生じる様々な負担などがあるのであれば、その

辺を明らかにして町から求めていくという形でとりあえず町が負担して解消する、そしてその後の責任問題については改めてまた

検討すると、そして解消していくという形にしていただきたいと思います。また、求償権のことにつきましては、今町長もおっし

ゃられましたけれども、いわゆる懲戒処分として給与のカットとかそういうこともされているわけですので、二重三重にその負担

掛けるというわけにはいかないでしょうから、その辺もよく考慮して町民も納得できる、それで皆さんも納得できるような形でい

ければ、そして法律的にも問題ないような形になれればいいかと思いますので、是非よく検討して進めていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

一、議長（秋田谷和文）  議員…。（「町長、もう一言だけそれではこのことについて。同じ話になってもいいです。」の声あり）

   いいですか…、じゃあ町長いいですか。はい、町長。



- 60 -

一、町長（山田年伸）  まず、百条委員会が人事異動時にはまだ終結しておりませんでしたので、説明する方がいなくなるというの

は大変問題であろうかと思って課長を残したという経緯があります。また、県の農業構造政策課とも早く町民農園の農地問題につ

いては解決するようにと指導も受けておりますので、できるだけ早めにこの補正予算なり議員全員協議会で再度弁護士とも詰めて

皆様に説明して、納得いける形で早くに整備を完了したいというふうに思っております。

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  特にこの問題につきましては、Ａさんという方がいまして、Ａさんの立場からすれば町が言うとおりにやっ

てきたのにお金も払うしいろいろ問題が生じたというようなこともあるかと思います。百条委員会で明らかになったのは、やはり

町のほうから何らかの形の指示を出して土の搬入とかもあったのだというお話でしたので、この辺につきましてはＡさんのことも

考慮して何らかの形で謝罪するとか賠償するとかということも検討していただきたいと思います。いかがでしょうか、町長。

一、議長（秋田谷和文）  はい、町長。

一、町長（山田年伸）  謝罪とか弁償とかそういうＡ氏と私はまだ接触しておりませんし、そういう要求もきていませんので、賠償

するとか謝罪するとかというのはその後のそういう請求があった場合というふうになろうかと思いますが、Ａ氏から町へのこうい

う自らが行った事業に対する経費の請求は現在きておりません。

一、議長（秋田谷和文）  このことにつきましては、多分きちんとＡさんともお話する場面が町のほうでも必要なのかなと思います

ので、是非お話をしていただいて、その辺のことについてもわだかまりなく終われるように進めていただきたいと思いますがいか

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）  もちろんＡ氏も大鰐地域住民でありますし、町で事業をしている方ですので、行政とはいい形で解決するよ

うに努めていきたいと思います。（「よろしくお願いします。終わります。」の声あり）
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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）  二時二十五分まで休憩いたします。（午後二時十三分）

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午後二時二十四分）

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。

   四番、山田範正議員。

  【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。

   私の質問は、大分前の議員と重複しますのでよろしくお願いいたします。

   新型コロナウイルス感染症の経済対策について質問いたします。

   大鰐町では特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金、そして町独自の支援策として飲食店、また宿泊施設への支援、

そして追加案として大鰐町事業者緊急対策として三百五十件への事業者支援。そして、大鰐町臨時消費拡大支援として全町民への

一万円の商品券配布などの支援を行おうとしておりますが、これから農家の方々、農作物の野菜・リンゴ、そして米などの収穫を

迎えます。必ずコロナの影響が出ると思われますが、町ではそのとき農家への支援対策の計画などあるのか質問いたします。

   これ一件です。よろしくお願いします。

  【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）  それでは、山田議員の質問にお答えいたします。

   大鰐町の主な農作物は、これから収穫・販売になるものが多く、現時点では新型コロナウイルス感染症により大きな影響がある
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か確認できておりません。

   また、持続化給付金や、農産物の販売価格の下落による農業収入の減少に備えた農業収入保険といった国等の収入減少に係る対

策もあります。

   そのため、新型コロナウイルス感染症による影響や国等の対策を考慮し、農業者の状況を注視しながら、町独自の対策について

しっかりと対応してまいりますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。

   以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  四番、山田範正議員。

一、四番（山田範正）  一番でない、四番だ、すいません。

  【笑い声あり】

   町長の返答ありがとうございました。とにかく農家の方はこれから収穫迎えますので、本当に今世間ではほとんど飲食店、それ

からいろいろカラオケ店とかそういうことだけになっていますけれども、これから本当に農家の方が大変だと思います。放送でも

ほとんど農家のことは取り上げていませんけれども、大鰐町ではこれからリンゴ・米、それとかいろいろありますので、町独自の

支援を何とかお願いいたします。

   私の質問は以上です、どうも。

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。

   次に、六番、成田元英議員に質問を許します。六番、成田元英議員。

  【成田元英議員 登壇】
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一、六番（成田元英）  それでは、六番成田元英、質問をさせていただきます。

   大分重なっている部分がございましたので、先におことわりしておきます。先ほど須藤議員のほうから質問されていたことが重

なっておりますが、私は逆だと思ってこれ通告にしておりますので、そのまま進めていきたいと思います。

   質問については、町民農園問題についてと、それに絡む海外旅行の関連ということで題名はなっております。これについてはい

まだに、不透明な部分が数多くある、町民農園問題について住民の人たちはきちんとした説明を求めていますが、山田町長は幾度

なく私が知らないうちに「部下の課長以下が、勝手に進めてしまったため、このような事態になってしまいました。」との答弁が

繰り返されています。

   町民農園の時系列でいけば、土地の売払い情報が平成三十年の七月頃相手方に流れ、話されたということです。そして、平成三

十一年四月、随意契約の条件として測量代、代替駐車場が提示されています。この二か月後に令和元年六月十八日、これ書類です

けれども、日にちと土地の面積だけが手書きになっております。

   これがそのときの書類でございまして、大鰐町町有財産売払要望書。皆さんにも再度お見せいたしますけれども、通常決裁判を

押します、これにはとじ代があります。とじ代で初めて開けると、とじ代のところ、町長の印鑑を押すところが隠れています。印

鑑を押す枠、誰に合わせたのか分かりませんけれども、枠を見てください。課長の印鑑は課長にぴたっとはまっている。課長補佐

もぴたっとはまっている。ここ主幹・係長のところは半分枠の外、主査、係の人ここ何人いるのですか。一・二・三・四・五名の

うち一名だけが入っています。あとは、はみ出ているのが二つ、二人の人は外枠。こういうような印鑑が押されていて、これで公

文書ではないですけれども本当に決裁とはこういうものなのかと、これ疑いました。そして、手書きになっているのが全部畑の大

きさ、平方メートルというこれが手書き、日付も六月までは入っているけれど、十三日は手書き。

   このようにして日付、測量した土地の面積、ワープロでこれ打っているのです。そして、この書類の中には添付書類ということ

で一、位置図。二、案内図。三、登記事項証明書（写）。これで七項目が写真とか入ります。
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   これについての資料が私たちには出ませんでした。是非これについての資料、私は見てみたいなと思っております。是非、これ

を町長のほうに確認してもらいたい。それが最初に感じたこの売払いの書類です。そして、この大鰐町町有財産売払要望書が提出

され、同月二十六日収受印、四百六十八号として係員が印鑑を押印しているのが今お見せした書類でございます。ここはちょっと

省きますけれども、今言ったようにはみ出ている分、枠外になっているって、そういうのがこんな決裁書がいい加減な書類ではお

かしいでしょと。これをみんな思うわけですよ。それでこれが上がってきて、みんなに説明し、それで百条委員会ではこれではお

かしいということで百条委員会立ち上げてやりました。でも、その百条委員会にまとまったものというものははっきり言って「え

っ、どこまで調べた。何したの。」全くまとまったと言うか、形が見えていません。そして、また先ほど言ったようにこれ、求償

権についてもありますよね。どうしたらいいかと。早くそれもしなければいけない。

   でもね、私この人、この人というか仕事に関わった人ですが、大鰐のまちづくりをやっている人です、本当に。「雪の郷」です

よ、スキー大会においても何でも、いっぱい応援してくれています。山で県下のスキー、このときなのですよ。県下の「雪の郷大

鰐」にふさわしい県下のスキー大会が始まり、開会式終了後、私です、これは。私事ですいませんけれども、山で選手を応援した

後に、私、目に異常を感じ、緊急入院したわけです。そして、左目を失明することに相成ったわけでございます。そのときに、私

は町長に入院していることを連絡するため、後日役場のほうに電話を入れたところ、最後の大会ですけれども東北スキー大会が行

われているさなか、役場の一名だけは、一名の課長は所在地を分かっておりました、連絡が取れました。他の課長方は誰も知りま

せんね、どこに行っているのか。町長の所在が分からなく、そして後で分かったのが、国外旅行をしていたのが分かったわけです。

もし、このときにこういう大会にきちんと出ていて、町にいたらこのような町民農園の問題が起こらなかったと私は思っています。

このときに情報とかいろいろなことがあったと私感じております。

   それで委員会が何回か開かれ、そのとき答弁されたときにも町長は一回目のときは「そのとき急に決まった旅行だったので、み

んなに連絡することもできなくて旅行に行った。」ただ、その後の旅行のことで質問したときには「休みが少なくて前からの予定
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が入って決まっていたのでその日になった。」この答弁が変わってきました。

   ですから、本当のことを話して町民が分かるようなことを言って話をしてもらわなかったら町民問題はまだまだ長引くと思いま

す。また、御近所の方から今でも私農園のほうに顔を出しますと、御近所の方から「うん、今こうなっている。」現実、今年の農

園の作業というか、貸して畑を作らせるということは今中止しているそうです。ですから、今まで借りて、去年まで借りていた九

所帯かな、その方は残念でならないと、そのような声も聞こえておりますので、是非、町民農園問題について今のところはどうい

う状況なのか町長からお話をお伺いし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…、ごめんなさい、町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長（山田年伸）  それでは、成田議員の御質問にお答えいたします。

   議員質問の印鑑の押印については、現在の人員に合わせた新たな収受決裁連帯判ゴム印を購入のうえ使用し、既に改善を図って

いると担当より報告をいただいております。

   次に、印鑑の欄がとじ代に隠れるようになっているについては、証拠資料として議会へは原本を提出しております。提出資料の

返還を受けて資料を確認したところ、議員御指摘の状況ではなかったことを担当課で確認しております。

   次に、大鰐町町有財産売払要望書に手書きで記載されている部分があるのはなぜかについては、申請書を提出する際に先方が記

載し、申請書を提出したものと理解しております。

   また、昨年の私のプライベートな旅行については、以前にも議員の質問にお答えしたとおりであります。これと、町民農園問題

とは関係ないものと認識しております。

   以上です。
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  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  六番、成田元英議員。

一、六番（成田元英）  答弁ありがとうございます。本当、言いづらいだろうし、私も聞きづらい思いで困っておりました。ただ、

この売払要望書の書類、これは原本ではなくといっても、これは現につづったあとの穴が開いているところなのですよ。後でそれ

を写したコピーしたときにこれがなくて、それがずれたからこうなった、これが写ったというふうになると思うのですよ。とじ代

のマークがついているのを、これでもって決裁終えていてやっている。そこを私が言っているのです。これは確かにこういうふう

にしてずれればこうやって右に寄ったり左に寄ったりして寄るのですよ、それは。ただ、バインダーに穴開けている跡が付いてい

て、これが原本であったというやつだと思います。それを引っ張り出せばこういうふうにしてくくりようがないのです、これでい

ったって。手書きでだといったら悪いけれど全然。そうしたら、このときに付いている添付書類七項目あります。原本そのものを

見せてくださいよ、私に。そうしないと、もうこういうふうにしてるるがたがたやるのだって、頼まれてこれＡ氏がこういうふう

にして出しているわけです。本人の印鑑もきちんと押しています。しかも、これ本人が手書きで書いているのです。これは絶対違

うと思います。名前から何からみんな要望書ってパソコンとワープロでもってやっていることになるのですか。是非、これの添付

書類七種類とこれについて私は確認してみたいと思います。よろしいでしょうか、その点。お願いします。

一、議長（秋田谷和文）  ちょっと暫時休憩いたします。（午後二時四十一分）

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午後二時四十二分）

一、議長（秋田谷和文）  成田元英議員、議長から申し上げます。そのただいま御指摘の書類ですね、文書。去年の暮れぐらいです

か、十一月・十二月頃、農林課のほうから何枚かの書類をとじて記録の文書の提出ということで提出され、それを議員各位、全議

員がみんな自由に見ることができる状態にあったというふうに私も記憶しているのですが。
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   はい、成田元英議員。

一、六番（成田元英）  そうです、確認とれるからといって、ですから…。

一、議長（秋田谷和文）  ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。大変失礼しました、休憩中だよね。

   （「休憩取れてるよ。してる、してる。」の声あり）

   取り消した…。ごめんなさい、どうぞ続けてください。

一、六番（成田元英）  オッケー…。ですから、その出して見ていいよと出してきたのがこういうふうにしてとじ代になったやつで

大体。それがこの町長の印鑑、この枠がずれているからそれが違うということなのですよ。とじ代、ここをとじたので何とかいけ

る、それをこういうふうにしてこれがとじ代だと開けてみればこれが見えなくなってしまうということ、町長の部分が。そのこと

を私今確認しているのです。

一、議長（秋田谷和文）  はい、農林課長。

一、農林課長（木田昭人）  私のところに今…。

一、議長（秋田谷和文）  マイク、マイク、マイク。

一、農林課長（木田昭人）  私のところに今、その際に提出した原本が私の手元にあります。それでこの中にホチキスの穴がどこに

空いているか見れば分かるものですから、今なのであれば原本見てもらって構わないですが。

一、議長（秋田谷和文）  許可します。（「いいですか。」の声あり）

  【農林課長 木田昭人 成田元英議員へ資料の原本を見せる】

   （「休憩かけろ、休憩。」の声あり）

一、議長（秋田谷和文）  はい、暫時休憩します。（午後二時四十四分）

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午後二時四十六分）
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   成田議員、六番。

一、六番（成田元英）  今、課長のほうからきちんとした自分のほうではこうだと、とじ代はここでピン止めしたのが残っています、

確かに。今回のやつもこういうピンで止めている部分についていますから。さっきのつづったのはそれだと。その後に結局バイン

ダーで全部一括したやつをバインダーでとじたその跡がこれだと思うのですよね、この丸が付いている。私、だからこの前にも聞

いているのですよ、バインダーの跡が付いていて、だからこれが隠れてしまうわけなのです。そのときの回答が今みたいに「いえ、

最初はこのピンでこうだった。」というのが私には届いていなかったです。だから、私もう一度聞かないといけないと思って、そ

ういうあれで今質問したのです。それが説明されて、これはなぜかというと、私広報に載せなかったら町の人は分からないですよ、

はっきり言って。それで、私この問題ちょっと出してきました。でも、これで広報のほうに答えというか、語りが出てくる。町の

ほうは一つの区切りがだんだんできてくると思います。ただ、まだ問題点もあります、私自身にしても。先ほども言ったように須

藤議員にはごめんなさいと言っておきますけれども、すぐさま「もう終わったことだから早く片付け、次の世界に。」と言ったの

があって、木田課長は何で異動しないのかと。私は逆です、関係者の方がいなければ質問もできない、何もできない。現に携わっ

た人たちがこの現場というか、この問題の部分に終わるまではいてほしいなと思います。それが逆に何で異動しないかというのは、

私ちょっとそこ違うのではないのかと思いますが。今出た課長の説明、町長の説明と、課長の今の細かい説明で私もこれは納得し

ましたので、質問長い時間ありがとうございました。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。

（午後二時四十九分）
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