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議 事 の 経 過

一、議長（秋田谷和文）  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）  日程第五、追跡質問を行います。追跡質問について発言を許します。

   三番、前田議員。

一、三番（前田一裕）  それでは、追跡質問させていただきます。

一、三番（前田一裕）  令和二年第二回定例会において、大鰐町六次産業化・地産地消推進戦略について、御質問した。その後どの

ような状況にあるか、現在の状況と、今後の予定があればお知らせいただければと思います。

一、議長（秋田谷和文）  町長。

一、町長（山田年伸）  それでは、大鰐町六次産業化・地産地消推進戦略についてお答えいたします。

   令和二年六月議会の答弁の概要は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、思うような活動が

できず、計画の達成は非常に厳しい状況でありますが、重要な事業であり、推進してまいりたいとしておりました。

   大鰐町六次産業化・地産地消推進協議会委員の任期満了に伴い令和二年十月新委員を委嘱し、今後の展開について協議し推進し

ていくこととしておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症が終息へ向かうどころか、一向に治まる気配を見せず逆

に悪化しているような状況であり、事業の推進について依然として厳しい状況が続いており、御理解をいただきたいと思います。

   今後は、新型コロナ感染症のワクチン接種が順調に推移し、感染リスクが減少していくと思われますので、感染症対策を徹底し

たうえで事業を推進してまいりたいと考えております。

   参考までに申し上げますと、大鰐町六次産業化・地産地消推進協議会委員であるプロジェクトおおわに事業協同組合理事長が中

心となり、大鰐温泉もやし増産推進委員会がりんごと赤ビーツを原料にしたジュースや大鰐温泉もやしを原料にしたドレッシング
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を商品開発し、販売まで展開しております。このことにつきましては、大鰐町六次産業化・地産地消推進協議会が行った座学や実

習などが参考になったものと思っており、協議会の活動が生かされたものと考えております。

   以上であります。

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した。続きまして、令和二年第四回定例会において、健康施設の質問について、その後

どのような状況になっているか。また、今後予定があればお知らせいただければと思います。

一、議長（秋田谷和文）  町長。あ、町長、マイクもうちょっと口の方に。

一、町長（山田年伸）  それでは健康施設についてお答えいたします。

   旧大鰐第二小学校については、町民体育施設などとして利用するに当たり、法令上の施設基準を満たすための改修費などを積算

するため、五月二十五日に基本設計業務の委託契約を締結したところです。

   この業務の結果を踏まえ、まずは体育施設として利用するために、どのような改修が必要でどの程度経費がかかるのか、しっか

り確認していきたいと思っております。

   以上です。

   （「議長、ありがとうございました」の声あり）

一、議長（秋田谷和文）  よろしいですか。（「はい」の声あり）

一、議長（秋田谷和文）  これで追跡質問を終わります。

一、議長（秋田谷和文）  次に、日程第六、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。
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   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。 

   質問は大鰐町駅前開発プランについてです。 

平成二十六年私が町議会選挙に当選した年に、ある町民の方からお手紙を頂きました。内容は「財政再建はもちろん大事なこと、

だからといって何もしないでいいのか。このままでは過疎化の目安とされる人口一万人を切ってしまう」と危機感を募らせ、町

の特徴・独自性を生かす政策を実行することが大切と書かれておりました。 

   人口の自然減を勘案しても、希望の持てない町に背中を向け転出する人もいて、現在の人口は約九千人、あるご婦人から「これ

以上人口は減らせない」と厳しく言われました。 

   現在コロナ問題解決の見通しはついておりませんが、もし数年後にコロナが下火になった時には、地方に人口が少しずつ分散し

てくると予想され、その場合には交通の利便性が良く自然環境が豊かで、地震などの災害に強い地域が選ばれてくると思います。 

   私は約十五年間、首都圏で生活してきましたけれども、自然環境と交通の利便性、レクリエーション施設が充実している町は非

常に珍しく、頂いた手紙の内容のとおり大鰐町の特徴、独自性を生かした政策が必要だと思います。 

   現在弘前市においては、ＪＲ弘前駅前などで再開発事業による高層マンションの建設が好調であります。これからは交通の利便

性、雪片付け、近所付き合い、そして高齢化等を総合的に考えれば、駅に近いマンションに住む人も増えてくると予想されます。

そのため大鰐町も弘前市を参考にして、駅前地区再開発事業での中層の共同住宅建設について検討されるべきです。 

   一例をあげますと一階は共同店舗等で二階三階以上は共同住宅等にすれば、観光地としてのサービスも充実され、かつ人口の増

加にも効果があります。 
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   大鰐駅前地区はＪＲ大鰐駅まで徒歩一分、鰐ｃｏｍｅの温泉施設まで約二分、大鰐温泉スキー場まで車で三分、高速道路のＩＣ

まで七分と、交通アクセスに非常に恵まれており、さらに自然環境が豊かで、レクリエーション施設も充実しております。この

ような好条件をアピールしていけば、健康志向の人などが集まってくると思われます。 

   平成二十二年度に大鰐町が作成したマスタープラン「基本計画」では、駅前地区の共同店舗について立案されております。今

後は二階部分以上の中層の共同住宅等についても追加検討し、住民の同意が得られた後に、民間主導または町づくり会社等で進

めていくべきと考えますけれども、町のお考えをお聞きしたいと思います。 

   以上です。 

  【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）  それでは、成田裕一議員の質問にお答えいたします。

   平成二十二年三月策定した大鰐町都市計画マスタープランは、社会情勢が変化していることから、平成二十七年十二月に計画の

見直しを行い改訂しております。

   駅前地区の再開発整備につきましては、本マスタープランで駅前広場と商業施設を一体的に整備し、利便性の高い賑わいのある

中心市街地の形成と社会資本を有効利用し、公的支援と民間活力による協働の街づくりとしております。

   また、町の最上位計画でもある第五次大鰐町振興計画にも駅前広場の整備の検討、共同店舗の開設促進が主要施策として計画し

ております。

   議員御指摘のとおり、現在弘前駅前地区では区画整理事業の完了に伴い分譲マンションが建設されており、交通の利便性や商業

施設の充実など生活利便性が向上している地区であるため、マンション市場の需要が伸びているものと認識しております。
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   しかし、当町の駅前地区におきましては、現在、空家、空き店舗等が見受けられ、少子高齢化といった地域社会そのものに大き

な変化が起きているため、現状では商業環境が未整備な状態となっております。

   議員からの御提言のとおり共同店舗と共同住宅を組み合わせる、いわゆる複合施設の整備と「まちづくり会社」の設置について

は、今後、商工会を含む商業関係者に御相談させていただきながら、今後の土地利用の形態を総合的に計画してまいりますので

御理解くださるようお願い申し上げます。

   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）  現在空家などは増えておりまして、いわゆる社会情勢も変化しております。当時より現在は、かなりやりや

すい状況に変わっておりますので、是非前向きに検討をお願いしたいと思います。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、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。

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）  八番、渡辺議員。

  【渡辺久一郎議員 登壇】

一、八番（渡辺久一郎）  それでは、一般質問をさせていただきます。

   最初は、コロナ禍における女性の負担軽減と生理の貧困についてであります。 

   この問題についてはすでに緊急要望ということで、町長、教育長の方に提出しておりますが、非常に大事な問題でありますので
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一般質問をさせていただきます。 

   世界各国で女性の月経に関する生理の貧困が問題となっています。 

   生理の貧困とは、生理用品を買うお金がない、また利用できない、利用しにくい環境にあることを指し、発展途上国のみならず

格差が広がっている先進国においても問題になっています。 

   この生理の貧困解消のために、例えばイギリスでは二〇二〇年から全国の小・中・高校で生理用品が無償で提供されていると報

道されております。また、フランス、ニュージーランド、韓国なども同様の動きがあります。 

   この問題は日本でも無関係ではなく、先日、任意団体である、「＃みんなの生理」が行ったオンラインアンケート調査によると、

五人に一人の若者が金銭的な理由で生理用品を買うのに苦労した、他の物で代用している等の結果が出ております。また、貧困で

買えないだけでなく、ネグレクトにより親等から生理用品を買ってもらえない子どもたちがいるとの指摘もあります。さらに、労

働基準法に定められた生理休暇制度については周知が進んでおらず、日常生活に支障をきたす生理中の症状のつらさがあっても職

場や学校に理解されず辛い思いを抱えている現状にあります。 

   誰一人残さない社会を実現するために、一日も早くこのような女性の負担軽減に取り組んでいただくよう、要望いたします。 

   一、経済的理由により生理用品の用意が難しい方には、公的資金を投じて必要な方に届く仕組みを検討すること。 

   二、町内の小・中学校において、生理用品を無償で提供する方策を検討すること。 

   三、生理不順により、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置として、労働基準法第六十八条で定められた制度の周知に

取り組み、職場さらには学校において適切に体を休める環境整備をするとともに、町民への広報にも努めること。 

   四、学校教育において、社会全体においても、生理を隠さなければならないという風潮をなくしていくことに取り組んでいくこ

と。 

   以上であります。 
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  【渡辺久一郎議員 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】

一、町長  渡辺議員の質問にお答えいたします。

   議員仰せのとおり、経済的な理由等により、生理用品が購入できない女性や女児がいるという生理の貧困の問題が、コロナ禍で

顕在化しております。

   これは、女性や女児の健康や尊厳に関わる重要な問題であると認識しております。

   一点目ですが、現在町では、無料配布の取組みは行っておりませんが、本定例会に提案した補正予算には、防災備蓄用の生理用

品の購入費用を計上しております。

   この防災備蓄の更新の際には、無料配布ができるものと考えております。

   また、全国の取組状況をみてみますと、社会福祉協議会が実施主体となっている事例が多いため、大鰐町社協と連携して取組ん

でいきたいと考えております。

   次に、三点目ですが、町の規則において、女性職員が生理日に勤務することが著しく困難であると申し出た場合は、有給の病気

休暇で取得できることと定めておりますので、職員に対して、再度、制度の周知を図りたいと思っております。

   次の学校関係については、教育長からお答えいたします。

  【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）  二点目の、町内の小・中学校において、生理用品を無償で提供する方策を検討することについてお答えい
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たします。

   四月下旬に議員から、児童生徒の生理の貧困について調査をお願いされ、町内の小・中学校に問い合わせたところ、小・中学校

とも、子供たちは生理用品については不自由していないという回答を得ました。

   また、学校からは、保健室には、いつでも使えるように生理用品を備えており、これは毎年、学校予算の中で、児童生徒が必要

としている内服薬、外用薬、生理用品等も購入し、無償で提供しております。

   しかし、コロナ禍がこれ以上進み、生理の貧困が発生するようであれば、防災備蓄の生理用品を定期的に更新し、学校に無料で

配布していくことも必要であると考えております。

   次に、三点目の学校において適切に体を休める環境整備をすることについてですけども、生理日の就業が著しく困難な女性に対

する措置として、青森県人事委員会規則で定められた制度、生理休暇があります。日頃から生理のつらい症状に悩まされること

の多い女性教職員には、この制度を活用し、生理休暇を取っていただくことを勧めていきたいと思っております。そして、女性

教職員が気兼ねなく休めることと、その休みの代替えを円滑にできるよう、教職員全員にこの制度を周知し、理解していただく

よう、取り組んでいくことが大切であると考えております。

   最後に四点目、学校教育においても社会全体においても、生理を隠さなければならないという風潮をなくしていく取組をしてい

くことについて、社会においては、生理は古くから日本だけではなく、世界の様々な地域でけがれとして扱われてきた歴史があ

ります。日本でも生理を隠すべきこととする風潮が残っております。

   しかしながら、生理は女性が子供を産むためのメカニズムの一部であります。妊娠、出産は女性にしかできないことですが、子

どもを授かることや子どもを育てていくことは、男女双方はもちろんのこと、社会全体の共通のテーマであります。そういう点

から、生理は男性にもけっして無関係ではないと思います。

   しかし、経験や知識のない男性に生理について、突然オープンにしても対応に戸惑ったり、必要以上に気を遣ってしまったりす
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ることもあると思います。必要なことは、男性も含め生理に関する社会的リテラシー、つまり社会を読み解く力を高め、生理を

ケアする体制や制度についてディスカッションを続けていくことが必要であると考えております。

   また中学校・高等学校において、保健体育科で生理に関する内容を学習しておりますけども、一九八九年、平成元年の学習指導

要領の改訂により、男女共修で実施するようになりました。開始から間もないころまでは、男女とも違和感や恥ずかしさがあっ

たようですが、現在は男子生徒も生理に対して、徐々に理解が進むようになってきたと思っております。

   学校においても、生理に関することはタブー視せず、オープンに議論することが大切であると考えております。

   以上であります。

  【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す。今日の新聞報道を持ってきたんですが、東京都の都議会では、私ども公明

党の提案で、九月から全ての都立学校で女性用トイレに生理用品を配布するというように決まったそうです。

   また、併せて、昨日の地方紙の新聞を見ていますと五所川原市では五十九万円でしたか、予算計上され、配布する予定となって

おります。

   そのような警告が今、私どもも全国的に運動進めておりまして、次々にそういうふうになると思います。

   教育長確かにね、調査した結果あまり困ってないような答弁でしたけども、実はこれ、この影に隠れている部分があると思うん

ですよ。中々こう、私の新聞の中にもありましたけれども、大っぴらに答弁できないような風潮がまだ残ってると。そういうふう

に思いますので、五人に一人は困っているんだという実態調査っていうのはありますので、決して大鰐も例外でないと思います。

是非進めていただきたいと、重ねて教育長、お願いしたいと思います。どうですか。
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一、議長（秋田谷和文）  教育長。

一、教育長（木田専一）  先ほども申し上げましたとおり備蓄関係の中にはきちんと生理用品もとっておりますので、更新する際に

は学校の方に全部備えられるようにしていきたいと、そう思っておりました。

一、議長（秋田谷和文）  次に、二項目めの質問を許します。

  【渡辺久一郎議員  登壇】

一、八番（渡辺久一郎）  二番目の質問は、コロナ禍における子どもへの影響についてであります。

   国立成育医療研究センターが行ったコロナ子どもアンケート調査によると小学四年生から六年生の十五％、中学生の二四％、高

校生の三〇％に、中等度以上のうつ病症状が現れました。 

   小学校四年生以上の子どもの六％が「ほとんど毎日」自殺や自傷行為について考えたと回答しました。また保護者の二九％に中

等度以上のうつ症状がありました。非常にショッキングな報告となっております。 

   新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、子どもたちの生活も大きく変わり大人に比べて声を上げることが難しい子ど

もたちが、「コロナのことを考えると嫌な気持ちになる」や「最近、集中できない」などの何らかストレスを感じている子どもは

七三％に上っており、深刻な状況であります。 

   また、回答した子どもの五〇％以上が新型コロナの影響で先生や大人への話しかけやすさが減ったと答えるなど、悩みなどを相

談しにくい状況が続いている可能性があることがわかりました。 

   大鰐の子どもたちも同様であると推察されます。そこで質問します。その実態を調べるために小・中学校において、アンケート

調査を行っていただきたい。また、大きな課題でありますけれども、その問題解決にはどのような考え方で挑むのか述べていただ

きたい。そのように思います。 

   以上です。 
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  【渡辺久一郎議員  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）  コロナ禍における子どもへの影響についてお答えいたします。

   まず、アンケート調査は実施しないことにしております。

   国立成育医療研究センターのアンケート結果をまとめた報告書の「はじめに」を読みますと、このように書いてあります。「子

どもたちの支援に取り組まれている、あるいはこれから取り組んでくださる多くの方々の一助になりましたら幸いでありま

す。」また、「おわりに」を読みますと、「この結果を各方面で役立てていただいております」との記載がありますので、この

結果を活用してくださいということだと認識しております。

   さらには、議員仰せのとおり、大鰐の子どもたちも同様であると推察されますので、このアンケート結果を尊重するとともに参

考にし、今後の子どもたちへの対応を考えていくことが、賢明であると思っております。

   次に、問題解決の方法ですが、子どもの少しのサインも見逃さず、寄り添いながら、話を聞き、一緒に悩みを共有し、共に解決

を探っていくことが大事なことだと考えております。 

   小・中学校とも、スクールカウンセラーが来校しておりますので、子供の内面に迫る対応ができるものと考えております。

以上であります。 

  【教育長 木田専一 降壇】

再質問

一、八番（渡辺久一郎）  御答弁ありがとうございます。教育長が言われたとおり、多分このようなデータというのは、アンケート

を四回ほど行い、今度また五回目やるんですよね。非常に的確なデータとして出ていますので是非これを参考にしていただいて、
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今後の教育行政に励んでいただければと思います。

   特にこのことについて、一つだけ質問ですけども、県教育委員会の方から、協議とか様々な指導とか、そういったことはござい

ますか。

一、議長（秋田谷和文）  教育長。

一、教育長（木田専一）  県教育委員会の方からは、まず週一回のペースで感染症に対応する方法はこのようにやってください等の

文章は入ってきております。それは全て小・中学校の方に報告しまして、このようにやってくださることをお願いしておりました。

一、議長（秋田谷和文）  八番、渡辺議員。

一、八番（渡辺久一郎）  大人でさえ、このコロナ禍で非常に気分が滅入っている。ましてや子ども達は非常に敏感になっていると

そのように視察しておりますので今後とも、早くワクチンが進むように気にして、一般質問を終わります。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、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、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。

   三番、前田議員。

  【前田一裕議員  登壇】

一、三番（前田一裕）  三番、前田一裕。通告に従いまして一項目めの質問をいたします。 

   大鰐町振興計画について、広報大鰐五月の「令和三年度町政指針」の中で、「各種施策の効果検証と新たな取組みを積極的に推

進し、新年度において策定することとしている第六次町振興計画により、今後十年の目指すべき町の姿をしっかりと定めてまいり

たいと考えております。」と広報にありますが、第五次大鰐町振興計画の、基本構想・基本計画・実施計画の効果検証があっての、

第六次町振興計画の策定に行われると思いますので、検証結果についてのどの時点で公表なさるのかお伺いしたいと思います。 
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  【前田一裕議員  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、前田議員の質問にお答えいたします。

   大鰐町振興計画については、町の最上位計画に位置付けられている計画であり、町が取り組む施策の基本となるものです。

   現在、町が推進している第五次大鰐町振興計画ですが、計画期間が平成二十五年度から令和四年度までの十年間ということであ

り、残り二年をきったところです。そこで、令和三年度と令和四年度の二年間にわたり、第六次振興計画の策定作業を進めてい

るところであります。

   第五次振興計画の効果検証については、計画期間満了前の効果検証となりますが、現時点での実施状況と効果を検証し、その結

果を第六次振興計画に反映することは必須であります。

   計画・実行・評価・改善のＰＤＣＡサイクルを確立し、第六次振興計画においても、町民のニーズと合致したより良い施策の展

開を図っていく必要があると考えます。なお、効果検証の公表については、令和四年度の早い段階でお示しできるものと考えてお

ります。

   以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】

一、議長（秋田谷和文）  次に二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）  二項目めの質問をいたします。 

   町職員の有給休暇等について、平成三十年頃から働き方改革が示され、当町においても夏季休暇の取得期間の拡充や、毎週水曜
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日のノー残業デーなどの取組がなされている中で、令和二年の実績で町職員の有給休暇等の取得状況をお伺いします。平均取得日

数、未取得者数、超過勤務時間数これは、平均・最高・最低、退庁時間の状況、休職者数の実態、休日出勤の代休取得状況につい

てお伺いいたします。 

  【前田一裕議員  降壇】 

一、議長（秋田谷和文）  町長。

  【町長 山田年伸 登壇】 

一、町長（山田年伸）  それでは質問の二項目めについて、お答えいたします。 

   令和二年における取得状況についてですが、平均取得日数が八・五日、未取得者数は二名となっております。

   令和二年度の時間外勤務時間数は、年平均八十五・九時間、最高六百五・五時間、最低〇時間となっております。

   退庁時間の状況については現在、当直室前の庁舎内入・退庁時間管理簿で確認しております。また、職員用パソコンのグループ

ウェアの機能として出退勤管理システムを導入しましたので、運用に向けて現在準備中であります。

   休職者数については、一名です。

   週休日等の出勤の振替、代休取得状況については、取得方法を改善するため、令和三年一月から管理簿様式を改めて運用したこ

ともあり、以降の取得率は、取得予定を含め一〇〇％となっております。

   職員の有給休暇や勤務時間の管理、振替取得等の運用については、これまでも各所属長へ周知してきましたが、今後も職員の勤

務状況の改善に努めてまい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 
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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した。超過勤務、平均が八十五。最高が六百。最低が〇。これはやはり事務分担各課で

今年度はある程度担当が移った事務事業もあるみたいですけれども、やはり職員の結局持っている事務事業、それぞれ割り当てさ

れているものに対して俗に言うふけさみがあると、ようは負担のある職員とない職員があまりにも格差がある状況がこれで見える

と思います。やはり、課の再編まで考えて人員の配置、事務分担の見直し等もある地点でやらなければならないような状況かと思

いますが、町長いかがですか。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  それぞれの部署によって、時期的なもの、またそれぞれ個々の能力の問題などもあろうかと思います。その

ことは全て春の人事異動の際にそれぞれの部署がスムーズに運用できるよう人員の配置には最善の努力を重ねているところであり

ますので御理解をいただきたいと思います。また、平均時間が八十五時間、また最長六百とありますが六百時間という異常な超過

勤務は約一名のドクターの一人だけであり、あとはほとんど平均くらいの時間であるというふうに思っております。 

一、議長（秋田谷和文）  三番、前田議員。 

一、三番（前田一裕）  しかしながらやはり、課の再編等も考えていかないと、今後この偏りは解消されていかないような気がしま

すけれども、庁舎もどこかの時点で新しくなるのはこの先にあるというような流れにはなっておりますけれども、そこまで引っ張

る前にやはり各課の職員の若返りですね、年齢のばらつき、各層の、そういうのもやっぱりありますから、この時間外等、有給等、

上手くとれるような環境をやはり考えていく必要がどこかにあると思いますが、そのようなお考えはありますか。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  一部の課で忙しい部署もあるということで、課の再編ということですが、今年度から課の再編は行っており

ます。一部保健課の部門を住民課に移して、また人員もそちらに配属させ、課の負担をできるだけ少なくなるよう、体制の対応を
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しております。 

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。 

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、一番目はデジタル庁への対応についてということで、国では今年の五月十二日に、デジタル庁設置法をはじめとする関連

六法案が成立し、デジタル庁が今年の九月一日に設置されます。デジタル改革担当大臣である平井卓也氏を中心として五百人規模

の体制で発足すると報道されています。そこで質問いたします。

   一つ目、デジタル庁発足にあたり、国や県からの情報はあるか。また、町ではどのような対応を準備しているか。 

   二つ目、町の役場内の組織再編や人材確保に努めていただきたい。Ｉターン、Ｕターンによる社会人採用や、以前にも提言しま

したが、国のデジタル人材派遣制度を活用してデジタル人材の確保に努めてはどうか。この事業につきましては実は県内では、

令和三年度十和田市で採用しております。是非様々研究していただいて、令和四年度からの採用であれば、多分八月が締め切り

ですので、是非申請していただきたい。 

   三つ目、新型コロナウイルスにより、我々の生活は大きく変化しています。しかし、これもワクチンが普及すれば、おそらく落

ち着いてくるかと思います。国のデジタル戦略を踏まえた、町長のアフターコロナのまちづくりの展望について、お考えをお答え

ください。 

以上でございます。 
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  【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）   須藤議員の御質問にお答えいたします。

   一点目についてですが、国や県からはデジタル人材の活用に関する情報や地方公共団体情報システムの標準化、行政手続きのオ

ンライン化等の自治体ＤＸに関する幅広い情報提供がされております。

   今年度の事業としては、セキュリティポリシーの改訂や職員のセキュリティ研修の実施、行政手続きの整備に併せた電子申請環

境の整備等に現在取り組んでおります。

   デジタル化において重要度の高いマイナンバーカードについては、住民生活課が中心となり、交付予約システムの導入や交付の

ための平日夜間開庁、申告相談の開催に合わせて出張申請受付等の支援策を実施し、取得率は令和二年一月末時点の十一・五％

から、令和三年五月二十三日時点で二十九・〇％まで増加しております。

   また、昨年度は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、役場、大鰐病院、中央公民館の三拠点及び屋外

におけるテレビ会議環境を構築しております。

   今後も国や県、周辺自治体の動向等に注視しつつ、大鰐町におけるデジタル化を進めてまいりたいと思います。

   次に、二点目についてですが、デジタル人材派遣制度につきましては、国から概要は示されているものの、県に確認したところ、

現時点で国から詳細について示されていないため、詳細が届き次第、県から手続き等について各自治体へ情報提供がなされる予

定とのことです。詳細が示された際には、デジタル人材の派遣に限らず、内部人材の育成も含めた人材確保に努めてまいります。

   次に、三点目の国のデジタル戦略を踏まえた、まちづくりの展望ですが、町でも近年、徐々にではございますが、さまざまな場

面でデジタル化を進めております。
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   図書管理システムや小・中学校におけるデジタル教科書、一人一台のタブレット、税金等のコンビニ収納、防災メールなどの多

方面でデジタル技術を導入しており、町民の利便性、業務の効率化を図っております。

   コロナワクチン接種においてもインターネットでのオンライン予約を導入しており、徐々に町民にも普及しているものと思われ

ます。

   このようなデジタル技術を積極的に活用することにより、住民生活の利便性の向上、地域が抱える人材不足などの課題解決を図

ることができると考えております。

   今後も行政サービスの向上や行政運営の簡素化・効率化に向け、各種手続きのオンライン化やワンストップサービスの推進等、

業務改革を推進するとともに、スマート農業や防災、観光など、さまざまな分野においてデジタル化を推進し、住民の皆さんに

とって住みやすいまちづくりを目指してまいります。 

   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。国の方からいろいろ情報もあるようですので、是非遅れることのないよう

な形で準備を進めていただきたいと思います。そして、アフターコロナの町づくりにつきましてですが、このコロナの関係もあっ

て必ずしも会社に行かなくても仕事ができるというような状況があります。これはある意味では地方にとっては有利なこともある

んじゃないかと。リモートオフィス、いわゆるこのオフィスをですね地方に持ってくる。それからコールセンターを地方に持って

くるとか、様々なことが考えられますので、是非積極的に検討していただいて町づくり、町おこしに使っていただきたい、そう思

います。それでは一番の質問終わります。 
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一、議長（秋田谷和文）  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、二項目めの質問に移らせていただきます。

新型コロナ対策について、ということでございますが、今回の補正予算に計上されているコロナ対策について、先日の全員協議

会で説明いただきました。ただ非常に物足りない気持ちがしております。町内の旅館、ホテル及び関連業者はもちろん、あらゆ

る業種について、昨年の今頃よりもさらにもっと厳しい状況であるという声を伺っております。そこで、質問いたします。 

   一つ目、先の説明会では町長は、新たなコロナ対策について「関係団体から要望があれば検討する」というような趣旨を仰って

いましたが、もっと積極的に関係団体に提案していくべきではないでしょうか。 

   二つ目、昨年計上した事業継続を支援するための給付金「事業者緊急対策支援事業」これを今年度も、金額も対象者も拡張して、

再度実施していただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

   三つ目、先日の説明された事業は、国の令和二年度三次補正に対応する予算計上と伺っております。今後追加するコロナ対策の

予算措置につきましては、スピード感を持って進めていただきたい。特に、町の基金を取り崩してでも「絶対に町の業者は潰さな

い」という強い意志で取り組んでいただきたいと思いますが、町長の考えをお知らせください。 

  【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】 

   それでは質問の二項目めについてお答えいたします。

   一点目の新たな対策について、六月補正に計上しました「臨時消費拡大支援事業」は、五〇％のプレミアム付き商品券事業で、
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コロナ禍により地域経済が大きな打撃を受けている中で、町民の生活を支援し、町内の消費喚起につなげることを狙いとしたも

のです。

   二点目の事業者緊急対策支援事業については、町内の関係団体の現状や必要な支援策についてヒアリングを行い、その状況次第

では、昨年度の助成対象である、中小企業者や小規模事業所に加え、農林業者も含めた形で、事業実施の有無を判断したいと思

います。

   三点目の令和三年度臨時交付金に関しては、国の動向を注視し本町においても準備を重ね、国の予算措置があった際には、速や

かに事業が展開できるよう進めていきたいと考えております。

   「町の業者は潰さない」という気持ちは私も同じであり、令和二年度第三次補正臨時交付金を活用したコロナ対策事業を含め、

六月補正において五千二百七十八万八千円の財政調整基金を取り崩し、事業を実施したいと思っております。

   今後も、コロナ禍により支援を必要とする町内の声を聴き、町の活性化のため施策を進めてまいりますので、御理解御協力をお

願いいたします。

   以上であります。 

  【町長 山田年伸 降壇】 

一、議長（秋田谷和文）  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】 

   それでは三項目めの質問をいたします。これもコロナ対策に関係の深い話なんですけれども。

コロナ禍にあって、たくさんの企業や商店が倒産したり、営業実績が低迷したりしております。そしてその中で、給料をもらっ

て従業員として働いている人たちにも様々な影響が出ていると伺っております。そこで質問いたします。 
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   一点目、コロナ禍における貧窮調査のようなものを実施し、対策を講じる考えはないか。昨年は特別定額給付金十万円の連絡を

するときに一緒にアンケート出しました。そういう形でですね、ＳＯＳの声を拾うような方法それを実施していただきたいと思い

ます。 

   二つ目、子供の貧困について、七人に一人、ひとり親世帯では二人に一人が貧困に苦しんでいると言われています。この子ども

の貧困問題はコロナ禍にあっては、さらに状況は厳しくなっているのではないかと思われます。衣食住を確保し、命を守ることは

もちろんですが、貧困であるからという理由で、進学や部活動を諦めている場合があると聞き及んでおります。そこで、その対策

として、奨学金の貸与基準の見直し、返済のいらない給付型奨学金の創設、準用保護制度などの既存施策の拡張・充実など、様々

な政策が可能であると思います。町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）  町長。 

  【町長 山田年伸 登壇】 

   それでは質問の三項目めについてお答えいたします。

   一点目ですが、令和二年七月に「新型コロナウイルス感染症に係るアンケート調査」を実施しており、改めて調査を実施する予

定はございません。

   なお、生活困窮者からの相談は随時受付けており、内容によって生活保護の申請や、中南地域自立相談窓口へつなげております。

   二点目ですが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活

の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されることとなっております。

   支給対象者は、児童扶養手当受給者や令和三年度分の住民税非課税の子育て世帯などであり、給付額は、児童一人当たり一律五

万円となっております。
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   次に、貧困であるという理由で進学や部活などを諦めている場合があるとのことですが、それに対応した施策として、現在の奨

学金制度や就学援助制度があるかと思います。

   奨学金は貸与であり、後々返済に苦しむ可能性も考えられることから、貸与基準の見直しには慎重な判断が必要と思われます。

また、給付型奨学金は返済不要となるものなので、創設については給付条件等を設定し、慎重に判断する必要があります。

   現在のところ、準要保護児童・生徒数は前年と同程度で推移しているため、今の制度を継続していく方針ですが、漏れのないよ

うに周知徹底していき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）  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。健康対策についてはですね、中々声挙げられないという場合もありますの

で、是非ＳＯＳの声を見逃さない、そういう観点から様々な場面でですね、注意深くその声を拾っていただきたい。そして、特に

生活保護の制度とかについては町が直接やるわけではないですけど、その様々な場面で手助けしているかと思います。それと同時

に部活とか、その金額そういうところの困っているっていうことについては、中々声挙げられなかったりするので、それを拾いあ

げる方法、これを是非考えていただきたいと思いますけども、いかがでしょう。

一、町長（山田年伸）  そのことについては担当課である教育課長から答弁させます。

一、議長（秋田谷和文）  教育長。

一、教育長（木田専一）  学校にはスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーという二人の方が来校しております。スク

ールカウンセラーっていうのは、精神的なことに相談に乗る方でございまして、スクールソーシャルワーカーは経済的、あるいは
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福祉的なものに相談に乗る方ですので、学校において子どもたちが貧困のことについて悩みがあるのであれば、その方に相談をし

てくれれば、その方が町の方の生活保護やあるいは、子どもたちが高校に進学する際の経済的な援助についてもきちんとやってく

ださると思っておりましたので、そちらの方を活用できるようにしていきたいと思っております。

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  そういう制度もあるということですので、制度の普及も契合というか、それも含めて、また、そのもっとよ

り良い政策についても検討していただきたいと思います。終わります。

一、議長（秋田谷和文）  十一時十五分までトイレ休憩いたします。（午前十一時三分）

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午前十一時十五分）

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、国民スポーツ大会の準備について質問いたします。

今年の三月議会の一般質問において、私が「スキー場を管理している東洋建物管理株式会社や県のスキー連盟、競技役員の方々

などを通して、圧雪車やスノーモービルの稼働状況、競技運営に係る様々な問題点や、機械危機のメンテナンスや買換えも含め、

競技ごとに要望をまとめるという作業をしていただきたい」と質問したところ、「今季のスキー大会も終わったので、県スキー連

盟やスキー大会関係団体等と早い段階で話合いの場を設け、国民スポーツ大会規模の開催のための様々な問題点の洗い出しを行

い、県準備室と足並みを揃え、役場庁舎内の、関係各課とも検討を重ねながら、粛々と準備を進めたい」という町長のご答弁を

頂きました。 

   まず、一点目、この話し合いの場というのは設けたのかどうか。 
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   二点目、その結果洗い出された問題点や今後の対応策についてお答えください。 

  【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】

 それでは、質問の四項目めについてお答えいたします。

   一点目ですが、青森県の国民スポーツ大会準備室の担当者が四月二十日に当町担当者と打合せをし、県担当者と五月中に秋田県

や鹿角市の国民スポーツ大会準備状況を一緒に視察し、運営方法や施設整備などの情報交換を行うという申し合わせをしており

ました。

   町としては、この視察の後に各団体の要望を取りまとめる予定と考えておりましたが、五月十九日に青森県担当者に確認したと

ころ、昨今の青森県の新型コロナウイルスの感染拡大状況により、一旦保留するということでありました。

   これを受けまして、先に各団体の要望を取りまとめる方針に切り替え、現在のコロナ禍の状況もあり、まずは書面により要望調

査をしたいと考えております。

   以上の理由で、二点目の御質問ですが、要望の取りまとめができていないため、今後要望内容を確認してまいります。

   以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】

再質問

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  まだその話合いの場というのを設けられなかったということですので、できるだけ早い機会に話合いの場を

設けていただきたい。それでこの三月の質問は競技運営そのものに関わる話でもございましたけども、その他に町の宿泊関係の方
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とか、近隣市町村との関係者とか様々なところとですね、いろいろ打合せをする必要があるかと思いますので、早い時期に打合せ

してですね、大会準備を着実に進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

一、議長（秋田谷和文）  次に、五項目めの質問を須藤議員に許します。

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

  【須藤尚人議員  登壇】

一、一番（須藤尚人）  五項目めですが、小・中学生が練習できるスキージャンプ台の設置をということで、これはちょっと象徴的

なものではあるんですけれども…。 

   現在大鰐町には小・中学生が二人ほどジャンプスキーをやっています。夏場は鹿角市の方へ親御さんが送っていってサマーシャ

ンツェ、夏でも飛べるジャンプ台で練習しております。ところが冬になれば雪が降るんですけれども、冬に大鰐でやる場所が無い

んですね。実はその鹿角の方のジャンプ台の方も冬はなかなか不便で、雪の関係もありますので簡単に練習できないと。できれば

大鰐町に小さなジャンプ台があればと練習できるようなジャンプ台が欲しいというような要望がありましてですね、是非あのラグ

ビー場の所の、昔インカレの三部四部の生徒を使ったような、あるいは夏場のサマーシャンツェでやっていた小さなジャンプ台の

残骸みたいなものあるんですけど、そこを少し手を加えるとか、あるいは寒沢バーンとか大谷バーンのあたりに木造でもいいので

小さなジャンプ台があればいいなと思うんですけれども、このことについて町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）  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についてお答えいたします。

   現在二名ほどスキージャンプ競技の選手がいると認識しておりますが、町でジャンプ台を改めて整備する場合、小さなものでも
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安全面に配慮したものを建てなければなりません。

   ラグビー場に以前使用していたサマージャンプ台がありますが、それを再利用するとなると、老朽化していると思われますので、

安全面に配慮した改修が必要なことや現在の駐車場が手狭になってしまいます。

   これらのことを考慮すると、新設が望ましいわけですが、新たな場所の選定や設計が必要になるなど経費が膨らむことが考えら

れ、実施は難しいものと考えておりますので、御理解ください。

   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）  非常に残念な答弁でがっかりしました。それほどお金かかるわけでもないですし、子どもたちが自由に飛べ

るようなところということで指導者がいなくちゃいけないとか安全面を考慮するというのはわかりますけれども。

   実は先日、昭和四十年代のニュース映像を見ることがありまして、そこで大鰐小学校の校内スキー大会、校内スキージャンプの

大会の映像見ました。それで、つい最近まで役場の管財のところにあったんです。グラウンドから降りてくるようなところ。元々

はあの大鰐スキークラブで造ったものらしいんですけれども、そういうものが一つあれば子どもたちはランニングバーンを乗って、

そしてちょっと度胸ついてくると上から滑ってくると。そういう場所があれば自然とスキー競技も増えていくわけですよ。ですか

ら何とかそういう場所を作っていただきたいと思いますが、再度ご答弁お願いします。何とかやっていただけませんか。

一、議長（秋田谷和文）  町長。

一、町長（山田年伸）  現在、小学生が一名、中学生が一名のそういうスキージャンプやっている方がいるというふうな認識はして

おります。しかしまたそれに続く選手が、続けるのか、継続的にそういう選手ができていくのか、またそれが学校教育スポーツの
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一貫となっているのか、様々個人だけで楽しむためのスキーに行政がやるべきものなのか、その辺はもっとしっかり判断していか

なければならないというので、軽々に現在、即答できるという状況ではないというふうに認識しております。

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。

一、一番（須藤尚人）  大変残念ですが、そういうお考えになるということですが、できれば何かの形でそういうところあればやる

子どもたちが増えて選手も増えると思いますので、考え変えていただきたいと思います。終わります。

一、議長（秋田谷和文）  次に、六項目めの質問を許します。

一、議長（秋田谷和文）  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、六項目めの質問をいたします。 

   まず、六項目めは職員の人事等についてということです。今町議会の最初に新しい課長さんたちの挨拶をいただきました。若い

課長がたくさん誕生しましたが、昇格の条件等について、答弁をお願いします。

   二つ目、令和二年三月に総務省から「新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例につ

いて」という文章が出ております。調べてみましたら昨年あの町の方の条例も改正されていたようですね。このことについてコ

ロナに従事する防疫等の作業手当あるんですけども、これどういう、事例があるかどうかも含めてですね、町の対応についてご

説明いただきたいと思います。 

   三つ目、町職員のラスパイレス指数は依然として低い水準にあります。人材確保のためにも、人事評価等を十二分に活用してラ

スパイレス指数の改善に努めていただきたいと思いますが、町長のお考えをお聞かせください。 

   以上でございます。 

  【須藤尚人議員  降壇】 
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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。

   まず、一点目の昇格の条件についてですが、職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、そ

の者の属する職務の級等を決定することとしております。

   二点目の新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例については、令和二年九月定例会

で可決いただき、大鰐町職員の特殊勤務手当に関する条例を改正しております。

   三点目のラスパイレス指数についてですが、令和二年度末における定年退職者が六名いたことに伴い、相当数の職員が昇格して

おります。そのため、ラスパイレス指数の改善は着実に進むものと見込まれます。

   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、昇格の条件についてですが、実はこれ昇格にあたっては懲戒処分受けたりしていると一年間できない

とか、いうような条件があったかと思います。やっぱりその、処分の内容によっては中々その町民感情として、昇給昇格について

は、いろんな批判も出ておりますのでその辺もう少し、熟慮してそのそれぞれの職員の資質がどうこうというよりも、そういう懲

戒処分を受けた職員の昇給昇格についてはもっともっと慎重であってほしかったと、いうことをお伝えしたいと思いますが、町長

そのことについてはいかがですか。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 
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一、町長（山田年伸）  様々、昇格についても人事異動についても、当時の総務課に相当する人事係、またそれらを経験した多くの

職員とも協議し、私個人の意見で人事異動しているわけではございませんので、全職員が納得するような人事異動、昇格になって

いるものと認識しております。 

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。 

一、一番（須藤尚人）  特に、懲戒処分あるいは戒告であっても一年間は昇給昇格できないよと、いうような決まりがあります。そ

してあの懲戒処分につきましては、減給は六カ月が最高なんですね。減給四カ月の職員が簡単に昇格するっていうことについては、

これはその内容そのものについて町長どういう思いでどう考えているのかなということもありまして、非常に違和感がありました。

そのことをお伝えしておきたいと思います。 

   それからあのコロナ防疫作業手当の特例の件ですけれども、病院の事務長来ていますので、実際使った事例ありましたか。患者

さんを受け入れて何かっていうことはあったんですか。 

一、議長（秋田谷和文）  病院事務長。 

一、病院事務長（吹田秀世）  まさか質問されるとは思っていなかったんですが、病院の中でこのような作業を行った事例はありま

せん。 

一、議長（秋田谷和文）  次に、七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、最後になりますが、七項目め質問いたします。七項目めは職員採用についてという質問でござい

ます。 

まず、令和三年四月、今年の採用実績は八人だと思っていましたけどもこの人数の内訳とかについてご説明いただきたいと思い
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ます。 

   それから、来年四月採用の職員ですね、今年度募集するんですけども、この予定人数につきまして、先の総務文教委員会におき

まして、十人というふうに伺っておりますけど、これ間違いないのかどうか。 

   三つ目は、町長は大鰐町の普通会計部門の適正職員数を何人だと考えているか。 

   この三つ、質問したいと思います。よろしくお願いします。 

  【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、質問の七項目めについてお答えいたします。

   まず、一点目の令和三年四月の新採用職員数は八名で間違いございません。

   二点目についてですが、令和三年度職員採用試験の募集人員は、上級行政職五名程度、初級行政職二名程度、初級土木職二名程

度、管理栄養士一名程度の合計十名を予定しております。

   最後に、三点目の普通会計部門の適正職員数についてですが、平成三十年度から令和四年度までを計画期間とした定員適正化計

画を策定しており、計画上の目標値を適正職員数の基準と考えて採用等を行っております。当該計画において、令和四年度にお

ける普通会計部門の目標数値は七十九名となっており、これに計画策定後に需要が生じた技師二名の採用及び、公営企業会計か

らの異動一名を加えた八十二名を適正職員数と考えております。

以上です。 

  【町長 山田年伸 降壇】 

再質問 



- 31 -

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。 

一、一番（須藤尚人）  八十二名とおっしゃいましたけども、大体今町の方で大鰐町の給与定員管理等についてっていうこの資料を

ホームページでも公表しております。その中でも出てきていますけども、平成二十七年から令和二年まで大体普通会計の職員は七

十九、七十八、七十八、七十四、七十四、七十六というようなことで、八十人前後が適正なのかなと思います。そうしますと、大

体その二十二歳、上級職で行くと二十二歳、大学終わって採用されてこれからは定年が六十五歳になるとしてでも、四十三年間い

るんですよね。四十三年いるということで考えていくと実は、適正職員数が八十人になれば採用する人数は年間二人あればいいん

ですよ。それ以上採ると団子になります。大きくなっていきます。その採用した人たちが歳とっていくと、それが人件費を大きく

圧迫してくると、四十年後については私たちも生きてないかもしれませんけども、そういうことを考えると、非常にこれいい加減

な採り方なんですよ。なんでこんな今八人十人採るんですか、何かこれ別の意図があるんですか。ある人によるとこれ何か町長選

挙あるから採ってるんじゃないかと言う人もありました。こういう、団子作るような人事採用するのは現に戒めなければいけない

と思います。ですから、むしろ臨時職員、いわゆる賃金職員を採るとか、そのＩターンＵターンの社会人採用をするとか、そうい

うような形で、人材確保するということを含めてこういうその大きな団子作って将来に禍根を残すような採用の仕方をしないでほ

しいんですけども町長の考えをお知らせください。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  議員も十分御承知の通りと思いますけど、現在大変若い課長がいますが、その年代から八年間、採用がなか

った時期が過去にあります。そのため、現在は退職者数を補充して、この定数管理をしているものであり、定数を増やしているわ

けではありません。そのため、バランス良い採用を考え採用にあたっては定数管理のもと行っているものでありまして、別に私事

でその採用人員を決めているわけではございません。 

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。 
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一、一番（須藤尚人）  それにすれば、一つの年代に大鰐町程度の役場の職員採用が十人とか八人とかっていうことは多すぎるんで

すよ。むしろ足りないのであれば臨時の賃金職員雇うとか先ほども話しましたけども、社会人採用で特にあの上の方の年代の人た

ちが少ない話をしていましたから、社会人採用で、あるいは今のデジタル人材の関係でいくとですね、都会の方でそういう仕事し

てきた人があるかもしれない。そういう人を募集するとか、そういうことも含めてですね、新卒で十人八人採るっていうやり方っ

ていうのはこれちょっと再考するべきじゃないですか。町長どう思いますか。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  今年度採用された中には、土木技師で四十数歳、また一昨年採用で、大体三十代後半の技師などもおります。

一般職から。そういうことから、また今回十名と言いましたけど、管理栄養士並びに土木職、また公営企業への出向者、その他を

含めて十名ですので、一般行政職にあたるのは六名ほど。しかしこの十名程度の募集においても中々近年は募集人員分集まってい

ない状況もありますので定数から数名程度、現在少ない状況になっているものというふうに認識しております。須藤議員御提言の

ように様々な技術持った方の一般採用は年齢に関わらず、能力あるものは現在採用している状況にありますので、御理解いただけ

ればと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  一番、須藤議員。 

一、一番（須藤尚人）  いろいろ事情あるかと思いますけども、将来に禍根を残さないよう、調整しながらですね人事管理の方しっ

かりやっていただきたいと思います。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）  暫時休憩いたします。（午前十一時三十九分） 

一、議長（秋田谷和文）  休憩を取消し、会議を再開いたします。（午前十一時四十分） 

一、議長（秋田谷和文）  ここで、町長より、三番、前田議員の二項目めの質問、職員有給休暇等についての質問に対する答弁で一
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部誤りがあり、訂正したいとの申出がありました。これを許します。 

   町長。 

一、町長（山田年伸）  先ほど、前田議員の質問の二項目め、職員の有給休暇等について、再質問に答弁した中において、時間外勤

務六百五・五時間の職員について、医療行政職であるというふうなお話しましたが一般会計職員の誤りでしたので、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）  次に、二番・竹内富士子議員…（「議長、前田」の声あり） 

一、議長（秋田谷和文）  何ですか。（「発言を求めます」の声あり）どういう発言でしょう（「先ほど医療職で六百五時間というふ

うな回答いただきましたので」の声あり） 

一、議長（秋田谷和文）  三番前田議員に発言を許します。 

一、三番（前田一裕）  先ほどの超過外事務の平均最高に偏りがありますので、再度やはり職員の事務分担等を考える必要があると

思いますのでそれを申し伝えて終わります。 

一、議長（秋田谷和文）  ただいまの前田議員の発言は先ほどの前田議員の二項目めの質問に対する町長からの発言の訂正がござい

ましたので、それに対する御発言だというふうに理解してよろしいですね。（「はい」の声あり）町長これに対して何か御発言あ

りますか。 

一、町長（山田年伸）  それぞれ異常な長い超過勤務時間がないようなバランスのとれた人員の配置にしたいと考えております。 

一、議長（秋田谷和文）  前田議員よろしいですか。 

   ここで議長から町長にお願いをいたします。極力訂正はなさらないように慎重にご答弁をなさることを強くお願いをいたします。 

   町長。 
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一、町長（山田年伸）  大変申し訳なく思っております。今後とも慎重な答弁で進め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）  それでは次に二番、竹内富士子議員に質問を許します。竹内議員の質問は一括質問方式となっております

が、昼食の時間を考慮し、一項目めと二項目めについてご質問ください。それでは竹内議員どうぞ。 

  【竹内富士子議員  登壇】 

一、二番（竹内富士子）  通告に従い、質問させていただきます。 

   初めに、項目一「空家対策について」伺って参ります。

   空家については、三月以降、町民の方々より数件お話をいただいております。

   所有者が不明で連絡が取れないという空家もあるとお聞きしております。この場合の対応について何かお考えがございますでし

ょうか。子供たちの安全を考えた時、危険な状態の空家に対しましては、早い対応が必要です。 

   また、空家の解体を躊躇される理由として考えられることは、まず、解体費用が必要であること、そして、固定資産税が、更地

にすると六倍くらいになること等が考えられます。解体後、土地が売れるとよいのですが、売れなければ高くなる固定資産税を払

い続けることになります。そこで、固定資産税への優遇措置については何かお考えはございますでしょうか。 

   さらに、空き家バンクについてですが、「登録をしたい方々はおられるが、手続きが大変だ」というお声も聞かれます。何らか

の支援は考えられないでしょうか。 

   人口減少により税収が減ることも予想される現状で、町づくりをするにあたり、何を優先するかの判断は難しいと思います。国

立社会保障・人口問題研究所によりますと、本町の人口は二〇四〇年には四千四百十七名と予測されています。昭和十五年ころで

も約一万三千人の人口でした。その頃、そして、戦後の本町はどうだったでしょうか。温泉があり、温もりがあり、発展していこ

うと、お一人お一人やる気に満ち、活気にあふれていたのではないでしょうか。コロナ禍において新しい生活様式と言われており

ますが、新しい町づくりを語り合う必要があるのかもしれません。町民の方からも「もっともっと、建設的な話し合いをするほう
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に力を注いでいただきたい。」というお声もいただいております。現在、町民の方々も、それぞれ工夫して勤勉に働いておられる

姿が多くみられます。畑で野菜を作る姿などを目にすることも多くなっております。町民の方々がさらにやる気がでるように、働

く喜びを持てるように、また、人の温もりがある新しい企画を出せるように、何ができるか、共に考え、共に語り合う場とさせて

いただければ幸いと思います。 

   そこで空家への早い対応ができますように、四点質問させていただきます。 

   一点目、空家の現状についてです。空家の件数、そして、特定空家の件数です。 

   二点目は、空家対策の課題です。特定空家へはどのように対応しておられますか。また、「助言又は指導」の段階にある特定空

家は何件でしょうか。さらに、「助言又は指導」の段階にある特定空家から「勧告」へと判断するにあたりどれくらいの期間を考

えておられますか。 

   三点目、空家の解体後の固定資産税の優遇措置についてのお考えです。 

   四点目は、空家の利活用のための空き家バンクについてです。空き家バンクへの登録件数、そして、空き家バンクへの登録にあ

たっての課題です。 

   続きまして、項目二「大鰐スキー場の大会準備について」伺って参ります。 

   国体に向け、各関係団体が集っての話し合いの場の設定を、早めに設けていただければありがたく存じます。民間の力で町を活

性化させることが大事です。お一人お一人、アイディアとやる気を持っておられます。ブレーンストーミングやＫＪ法などを活

用しての話合いはこれまでもやっておられると思いますので、自由闊達にアイディアを出し合い、より実現可能な方法を見つけ

ていっていただきたいです。 

   現状ですと、特にアルペン競技におきましては、大会運営にあたり「安全面において危険を感じる」というお声も聞いておりま

す。 
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   早めの取り組みの必要性を切実に受け止めさせていただいておりますので、一点ご質問させていただきます。国体準備係のこれ

までの活動内容と課題についてです。 

   以上です。 

  【竹内富士子議員  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、竹内議員の御質問にお答えいたします。

   まずは、一項目めの空家対策についてですが、平成二十七年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行し、町では平成

二十九年に「大鰐町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則」を定めております。

   空家の背景としましては、全国的に問題となっている少子高齢化などが原因の一つと考えていますが、今後も人口減少の影響に

より、さらに増加するものと考えており、町としても重要課題の一つと認識しております。

   一点目についてですが、空家は四百八件、特定空家は百十四件となっております。

   二点目についてですが、特定空家に認定された後の対応として、その状況を注視しながら、状況の悪化が見受けられる場合は、

所有者等に対し行政指導として「助言又は指導」を行い、自らの意思による改善を促すこととしております。その後、当該特

定空家の状態が改善されないと認められる場合は「勧告」、「命令」、最終的に「代執行」という流れになります。

   「助言又は指導」の件数についてですが、現在までに二件の措置を講じております。

   「助言又は指導」からの「勧告」への期間についてですが、「空家対策法」並びに国のガイドラインへ具体的な期間の記載はあ

りません。町としましては、特定空家が改善されないと認められる場合は、繰り返しになりますが「助言又は指導」を粘り強く

行うべきと考えております。
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   次に、三点目についてですが、住宅が建っている土地については、固定資産税が軽減される「住宅用地に対する課税標準の特

例」という軽減措置が適用されております。住宅の解体をした場合は、この「住宅用地特例」は適用されなくなるため、結果と

して土地の固定資産税は現状より高くなります。

   議員御指摘の固定資産税の優遇措置については、空家解体という面では一定の効果はあると認識しておりますが、その後の土地

利用を考えますと、解体してからその場所へ再建築するまで一体的な支援が必要であると考えております。よって、空家問題・

人口減少問題を総合的に考える、今後の対策を講じてまいりますので御理解くださるようお願い申し上げます。

   最後に、四点目についてですが、「弘前圏域空き家・空き地バンク協議会」は現在、弘前圏域八市町村と宅建業者・金融機関で

構成されております。空き家バンクへの登録件数についてですが、現在バンク全体で六十九件の登録件数があり、その内、町の

登録件数は四件で伸び悩んでいる状況となっております。町でもバンク登録を推奨するため、今年度は町独自対策として、登録

者へ家財道具撤去費用を補助金として交付することとしております。空き家バンクへの登録にあたっての課題といたしまして、

登録手続きの煩雑さも影響し登録件数が伸び悩んでいると考えておりますが、今後手続きの簡素化についても協議会へ強く要望

してまいります。

   また、空家の所有者が不明で、連絡が取れない場合の対応といたしまして、「略式代執行」が考えられますが、解体費用は町の

負担となる見込みが高く、費用の回収が課題となります。

   今後も引き続き、空家所有者に対しまして、粘り強く指導を行っていくとともに、特に危険性が高い空家につきましては、「空

家特別措置法」に基づく対応を進めてまいりたいと思います。

   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。
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  【教育長 木田専一 登壇】

一、教育長（木田専一）  竹内議員のご質問にお答えいたします。

   二項目め、大鰐温泉スキー場の大会準備についてですが、大会関係各団体の話し合いの場については、現在コロナウイルスの感

染拡大状況から、まず書面で要望調査を実施したいと考えておりまして、要望を取りまとめた後に話し合いの場をまた設けてい

きたいと考えております。

   議員仰せのとおり、各団体で様々なアイディアをお持ちと思いますので、そのアイディアを生かしたいと考えております。

   また、安全面においても危険箇所などがありましたら、可能な限り対応していきたいと思います。

   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）  二番、竹内議員。 

一、二番（竹内議員）  御答弁ありがとうございました。空家対策について、再質問させていただきます。期間についてです。勧告、

指導助言から勧告、助言又は指導の段階から勧告への期間ですけれども、はっきり決められていないということを理解いたしまし

た。さらに、命令、勧告から命令、代執行とありますが、その期間についてもどのくらいかっていうのは決められておりますでし

ょうか。 

一、議長（秋田谷和文）  建設課長。 

一、建設課長（奈良岡学）  議員の御質問のですね、「勧告」から「命令」、「命令」から「代執行」につきましても、空家対策法に

は具体的な機関の定めは書いてございません。 

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）  御答弁ありがとうございました。空家については先ほど町長さんの方からも粘り強く説得っていうことを

何度もお聞きいたしました。それぞれの空家についても御事情もあることも理解いたしました。時間を待つ必要があるということ

を実感させていただいておりますけれどもその待っている期間に防災上、子どもたちにも十分注意し、気を付けていくっていう指

導が重要になってくると思います。そこで、先ほどもありましたが、非常に危険な状態になったと、どうしても大変だという状況

におきまして、先ほど緊急安全措置対応などのお話があったと思うんですけれどもそのことについてもう少し詳しくお話いただけ

ればありがたいです。 

一、議長（秋田谷和文）  建設課長。 

一、建設課長（奈良岡学）  ただいまの議員のご指摘なんですけれども、緊急事務管理という民法に定めている規程だと思っており

ます。内容としましては、適切な管理を行わない物件、建物について、近隣の住民や歩行者が損害を与える可能性が高い場合は、

この緊急事務管理ということで応急措置できることになります。これは民法に規定されておりまして、その際、費用に関しては一

旦行政の方で立て替える形にはなりますけども、その後、ご本人様の方に、償還の請求をしていくという民法の規程もございます

ので、そういう対策はとれるかと思っております。 

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す。以上で終わります。 

一、議長（秋田谷和文）  ここで、昼食のため、一時十五分まで休憩いたします。（午前十二時〇〇分） 

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

一、議長（秋田谷和文）  それでは、二番、竹内富士子議員に残りの三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】 
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一、二番（竹内富士子）  続きまして、項目三について質問させていただきます。

   廃校校舎の有効活用について伺って参ります。

旧第二小学校の有効活用について、現在どのような対策を行っていますか。旧第二小学校を活用したいというお声もいただいて

おりますが複数の団体が利用するのは可能かどうか。また今後、公募の予定等は考えておられるのか等、町民の方々も関心を持

っておられます。

民間の力を生かした町づくりが進むことを願い、一点、ご質問させていただきます。

   旧第二小学校の有効活用について現在の対策と今後の計画についての質問をいたします。

   以上、ご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）  町長。 

  【町長 山田年伸 登壇】 

一、町長（山田年伸）  それでは三項目めの廃校校舎の有効活用についての二点目と三点目ですが、複数の団体利用と公募について

は、利用方法についても町民が広く利用できるよう検討しているところで、公募について現在のところ予定はございません。

   １点目については、教育長からお答えいたします。

  【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）  一点目の廃校校舎の有効活用についてですが、教育委員会では、旧大鰐第二小学校を町民体育施設などと

して利用するに当たり、法令上の施設基準を満たすための必要な改修や費用概算を積算する目的で現在、基本設計業務を実施して
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おります。

   この業務の結果を踏まえ、旧大鰐第二小学校を有効に活用できるように進めてまいりたいと思っております。

   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）  二番、竹内議員。

一、二番（竹内富士子）  確認いたします。複数の団体の利用については、現段階ではまだ考えておられないということでよろしい

でしょうか。

一、議長（秋田谷和文）  企画観光課長。

一、企画観光課長（太田勝久）  現在のところ複数の利用団体ということは考えておりません。

一、議長（秋田谷和文）  二番、竹内議員。

一、二番（竹内富士子）  旧第二小についてはわかりました。現在の段階では決まっていないということでございます。例えば今後、

例えば旧蔵館小学校など、活用の方法の方針が決まったとして、公募する場合、どのような方法で募集するかというところを町民

の方も関心あるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。

一、議長（秋田谷和文）  企画観光課長。

一、企画観光課長（太田勝久）  第二小学校については、今教育委員会で検討して現在公募していませんけども、利用方法が決まり

まして、仕様について、まず直営になるのか委託になるのかもありますので、公募する際には広報やホームページなどで広く周知

して、参りたいと思います。

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。
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一、議長（秋田谷和文）  次に、四番、山田範正議員の質問に入ります。質問は一括質問方式といたします。

   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。 

   始めに、断らない相談支援についてでございます。 

   今現在、多様化する生活上の課題、例えば、いじめ、また家庭内暴力、また生活困窮者の自立相談等いろいろありますが、昨年

全国に先駆け藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村と五町村で「断らない相談支援」体制を発足し中南地域包括化相談支

援センターを自立相談支援機関と一体で、藤崎町に設けました。そして一年が経ちます。 

   大鰐町でも、いろいろな相談があると思います。どんな悩みでも相談者に寄り添って相談に応じてくださいます様にお願いいた

します。 

   ところで大鰐町ではこの支援センターを利用したことがあるのかお聞きします。 

   二番目に、新型コロナＰＣＲ検査についてでございます。

   今大鰐町では新型コロナのワクチン接種が行われております。 

   ところで体調がすぐれない、熱がある、そこでＰＣＲ検査を受けてみたい時、大鰐町ではＰＣＲ検査を行うところがあるのか。

そしてどの様な手順で受ければよいのか。また、ＰＣＲ検査に補助金は出るのかお聞きします。 

   質問は以上です。 

  【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】 



- 43 -

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。

   一項目めですが、本町では、令和二年四月より、中南地域五町村と共同で青森県社会福祉協議会と協定を締結し、「中南地域自

立相談窓口」を設置しております。相談窓口では、生活に困窮された方からの相談を受け付けた上で、自立のための支援を実施

する「自立相談支援事業」を中心とした様々な支援を実施しております。

   本町の令和二年度の利用実績は、相談件数が二十五件あり、そのうち支援プランの作成件数が九件となっており、問題解決に向

けた支援がなされております。

   次に、二項目めですが、本町には、ＰＣＲ検査を行う機関はございません。

   発熱や咳などの呼吸器症状、その他味覚障害等の症状がある場合、かかりつけ医がいる方は、まずはかかりつけ医に相談します。

かかりつけ医がいない方は、県の新型コロナウイルス感染症コールセンターに電話していただき、県が指定する医療機関を紹介

してもらいます。これらの医療機関で診察した医師が、感染を疑い、ＰＣＲ検査を受ける必要があると判断した場合は、ＰＣＲ

検査を自己負担なしで受けることができます。

   症状がなく、本人の希望でＰＣＲ検査を受ける場合は、自由診療となるため、費用は全額自己負担となります。医療機関で費用

は異なりますが、概ね二万円から四万円ほどかかるようであります。

   症状がない方のＰＣＲ検査については、感染していても発症していない場合は陽性と判定されにくく、一回の検査では感染者の

確定は難しいため、これを推奨し、助成することは難しいと考えております。

   新型コロナウイルス感染症は、現時点で有効な治療法が確立していないため、不安に思われる方がいるのは十分に承知しており

ます。発熱や咳などの呼吸器症状がある場合は、早めにかかりつけ医か県のコールセンターに御相談いただくようお願いします。

   以上であります。 

  【町長 山田年伸 降壇】



- 44 -

再質問 

一、議長（秋田谷和文）  四番、山田議員。 

一、四番（山田範正）  ありがとうございました。ところでＰＣＲ検査は今言ったとおり県の方とかにありますけども、やはり町民

としては大鰐町にそういう相談するところがあれば、相談しやすいと思います。実際さっきよりも年寄りとかそういう人にとって

はどこに相談すればいいのかわからないっていう人がいっぱいいると思います。そこで中継ぎと言ってはおかしいですけども、大

鰐町でそういうＰＣＲ検査の受け付ける方とかありますか。 

一、議長（秋田谷和文）  保健福祉課長。 

一、保健福祉課長（山中竜也）  大鰐町では、保健福祉課内の健康推進係に連絡していただければ必要なところにつなぐことはでき

ますので、そちらに相談していただきたいと思います。あとはそれぞれの病院からですね、四つの医療機関ありますので、そちら

で診察していただいて弘前なりそちらのＰＣＲ検査できるところにつなぎますのでそういった対応していただければと思います。 

一、議長（秋田谷和文）  四番、山田議員。 

一、四番（山田範正）  そうすれば保健福祉課の方でこういうことやっているんだっていうこと町民にもっと知らせるようにして、

中々あの保健所とか電話かけにくいと思いますので、大鰐町役場でもＰＣＲ検査の方法このようにやったり、そういう方法をやっ

ているということを広く町民に知らせて、そして皆がＰＣＲ検査を気楽に受けられるようにやってもらいたいと思います。 

   以上で私の質問終わります。 

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、中島英臣議員に質問を許します。質問は一問一答方式といたします。 

   七番、中島議員。 

  【中島英臣議員  登壇】 
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一、七番（中島英臣）  七番、中島。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。一項目めと二項目めはコロナに関する質問ですが、他の議員も同じような質問をしてい

るので、被るかもしれませんがお答えお願いします。 

   さて、コロナもう最近は新型コロナ変異株ウイルスが増えています。従来のウイルスに比べると感染力が高く、ウイルスが人の

細胞に入りやすく変異し、子どもにも感染する可能性が高くなっています。現に最近は子どものクラスターも増えています。また、

人間の体の持つ免疫力や抵抗力をかいくぐり、人の体内に入ったウイルスに抵抗する手段がなく、重症肺炎や多臓器不全を引き起

こし、重症化や死亡のリスクが前のウイルスと比べると高くなっております。そのため、町民が安心安全に生活するためにも少し

でも早く町民がワクチン接種することが肝心だと思います。 

   それでは一項目めの質問です。新型コロナウイルスの町の対応についてです。 

   新型コロナウイルスについて様々なうわさが出ています。昨年も大鰐の飲食関連に帰省した人が来店し、東京に戻ったらコロナ

に感染していたということがありました。幸い陰性で何もなかったのですが、もし陽性だったらと考えるとぞっとしてしまいます。 

   今毎日報道でコロナに感染症について発表され病院の使用率もひっ迫しています。本県もステージ４寸前です。 

   ついにその現実に大鰐町にもコロナに感染した人が出たというそういうことが新聞に出ておりました。 

   感染していた人たちはクラスターの被害者です。その被害者が加害者になることにもなります。個人保護が当然なので関わりた

くないということは理解しますが、町は町民が安心安全に過ごせることを念頭にしていくことが仕事です。 

   町民の命を守るには感染を抑える手立てと、とにかく早くワクチン接種をすることが大切です。 

   そこで質問です。 

   ①ワクチン接種を町民にどのように行い、どのように伝えるのか。 

   ②コロナに感染した方を守るためと他の人に感染しないようにするためにどのように対処しているのか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、中島議員の質問にお答えいたします。

   一点目ですが、接種に用いるワクチンは、確保できる量に限りがあるため、国が接種の順位と時期を公表しております。

   現在、町では、医療従事者等への二回目の接種を終え、高齢者施設入所者への二回目の接種も今週で終える予定です。

   また、七十五歳以上の高齢者には、一回目の接種を行っております。

   六月二十四日からは、六十五歳以上の高齢者への接種を開始し、続いて六十歳から六十五歳未満の者、基礎疾患を有する者及び

高齢者施設等の従事者への接種を行う予定です。

   ワクチン接種は、町内四医療機関で実施しておりますが、このワクチンは、他のワクチンと異なり、取り扱いが難しい上に、接

種後に健康観察が必要なことから、一日に接種できる人数が限られ、予約制としております。

   予約は、インターネット又は予約専用電話で受け付けております。

   ワクチン接種の対象となる方には、接種券を送付する際、予約方法、接種スケジュールをお知らせしております。また、町民に

対しては、予約開始日や接種開始日についてチラシを配布しているほか、ホームページ等でも周知しております。

   二点目ですが、感染者の公表は、保健所を設置する自治体でなされることになっており、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。なお、県や保健所から町に感染者の情報提供はありません。

   感染者や濃厚接触者に対する指導は、全て保健所が行いますので、保健所の指導のもと適切な感染予防対策が行われております。

   新型コロナウイルス感染症は、気を付けても誰もが感染する可能性があり、加害者も被害者もありません。今後も、感染者への

誹謗中傷につながるような根拠のない噂を流したり、個人を特定したりすることがないよう、人権に配慮した冷静な行動をお願
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いするとともに、引き続き、手洗い、消毒、マスクの着用、三つの密を避けるなどの基本的な予防対策を徹底していただくよう

周知を図っ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）  良い感じでワクチンの接種を町民に行っているようですが、ここまでその状態でいくと、高齢者、それから

六十歳の人たちっていうのは何日くらいで終わるような日程ですか。それと同時に、あとはそれ以下の若い人たち、先ほど私が話

したように変異株がかなり広がりつつあるので、そういうところも考えているのか、もしできたらお答えお願いいたします。 

一、議長（秋田谷和文）  保健福祉課長。 

一、保健福祉課長（山中竜也）  六十五歳以上の高齢者、これについては国からのお願いもあるとおり、七月末までには終える予定

としております。その接種が落ち着いてきたころから次の段階の六十歳以上の人、あとは高齢者施設の従事者、基礎疾患を有する

人、これらの人の接種が始まるわけですが、今のところワクチンが入ってくる量、これがまだ示されていないので、まずは六十五

歳以上の高齢者の分は国で確保して、スケジュールが示されているんですけども、まだ遠い先までのワクチンの入り具合がわから

ないので、それが分かり次第予約とれますし、接種開始できますので、なるべく早めに接種していきたいと考えています。 

一、議長（秋田谷和文）  七番、中島議員。 

一、七番（中島英臣）  最近ね、テレビ見ているとかなり東京近辺は若い人に早く打ってきているので、まくんではなく、もしでき

たら早く次の方にいけるように動いていただきたいと思います。それと同時に山田議員と同じ質問ですがコロナに感染した方を守

るという、人権が一番大切なのでわかるのですが、昨年なんか見ても私の周りの人たちが騒いでしまってそれでそこに行っている
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人たちがどうすればいいのかっていうそういう悩んでいまして、それと同時にどこに電話して、どうすればいいのかっていうこと

をはっきりしなくて私自身が昨年コロナの担当者の町の人に話したんですけど、その人は全然動かなくてそこに行った人が自ら保

健所に電話して、自ら会社に話して、それで休んで、そういう手立てをとっているんです。人権擁護も大事ですけどね、ある程度

そういうものを聞いたら、そこに電話して、逆に言うと対処したほうがむしろ安心するのかなって感じがしたので、そこ新たに伝

えておきます。幸い、その人は直接その本人の方に電話したら、陰性だったと、だから大丈夫だと、そうなって安心していました

けど。あとまたもう一つ、さっきあのＰＣＲ検査の話がでましたけど最初、知っている人が陰性だ、ところが二回目やったら陽性

だと、そういう人が現実にいますので、それが町内の中にいるっていうことがわかっていますのでそこも含めていろんな形で、た

だ見ているんじゃなくて、できるだけ早く対処して安心させてください。 

   以上です。 

一、議長（秋田谷和文）  次に、二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、二項目めの質問をします。コロナ禍に於いて経済的に疲弊しつつある町の状況について聞きます。 

   町は昨年よりもコロナ禍により疲弊しています。特に被害が多いのは観光業界と飲食関連です。つつじ祭りに始まり町に誘客を

図るイベントが中止となりました。 

   この後も人々の交流に繋がるイベントが自粛傾向になることが予想されます。コロナにより町に来る人は少なくなります。人が

来ないということは、商店含めすべてに活気がなくなり町の衰退が更に進みます。そこで質問ですが、①観光業界、宿泊業者、

飲食業者に対して町はどのように対処していくのか。 

   ②町はにぎわいを取り戻す手立てを考えているのか。 
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   ③コロナ禍における町づくりをどのようにするのか。 

   この状況について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）  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質問についてお答えします。

   一点目ですが、「臨時消費拡大支援事業」では、五〇％のプレミアム付き商品券を発行いたします。また、昨年度に引き続き実

施する「新しい生活様式対応支援事業」により、町内における感染症の蔓延防止と、誰もが安心して生活できる環境づくりにさら

に取り組みます。当初予算に計上しましたが、事業所の新たな目玉商品開発などを支援する「観光客受入環境整備事業」も今年度

実施する予定です。

   これらの事業は、観光に対する安全・安心を確保しつつ、「段階的な誘客促進」を狙いとしたものです。

   二点目ですが、一点目の事業に加え、観光施設に「あんどん」を設置する「まちなか魅力発信事業」の実施により、移動自粛が

緩和された際には、安全・安心で魅力ある観光地として選んでもらえるよう取組を進めるとともに、事業者に寄り添った支援がで

きるよう状況を見極めながら対策を進めてまいります。

   三点目のコロナ禍におけるまちづくりについては、令和三年度と四年度の二年間にわたり、第六次大鰐町振興計画の策定作業を

進めてまいります。その中で、多くの町民の皆さまから意見を頂戴し、町づくりに対する満足度や、これからの町づくりに対する

考え方を把握したいと考えております。世の中の状況が刻々と変化する中で、感染症や災害などの不測の事態にも対応していける

ような「町づくりの在り方」についても、地域全体で考えていきたいと思っております。

   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）  七番、中島議員。 

一、七番（中島英臣）  全協の時もそうですけど、そういう形に上手く作っていますので、是非それを確実に実行していただきたい

ということと、多分いろいろやっていくうちに、また新たな課題が出てくると思いますので、そこのところは是非、各担当の課長

の方たちがリードをとって、そして町長がそれをさらにバックアップして工夫して、是非町民が安心して暮らせるようになってい

ただきたいと思います。コロナにおいて、いろんな町づくりするところ、他のところ見てもそうですけど、みんなインバウンドを

見込んで、そして大きい建物を建てて、そしてやっているのが、今コロナでインバウンドがこない。それから大きい建物、つまり

ホテルですね。そういうところも潰れているってそういう状況ですので、やっぱり大鰐はそういう大きいところは少ないので、逆

に言うと、各旅館あるいはホテル関係が、より町にこれるようなそういうふうなアイディアもさらに募りながら町の良さ、そこを

是非プラスして良い町づくりをしていっていただきたいと思います。まぁそういったものは昨年も私質問しましたけど、大鰐の良

いところというとまずは、あじゃらの山頂から見る景色が素晴らしい眺望の良さ、それから温泉、ちょっと温泉街が少し元気ない

ですが、若い人たちが一生懸命町づくりのために頑張っている方もいますので、その辺も踏まえて是非やって、保温していただき

たいと思います。 

   以上で、その辺、質問はもう大丈夫です。 

一、議長（秋田谷和文）  それでは次に、三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）  三項目めの質問をします。被っているところもあると思いますがお答えお願いいたします。 
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   廃校利用について、大鰐第二小学校は廃校している学校の中で耐震などにも対応し、その他の設備もしっかりしています。体育

館では野球含め町内のスポーツ関係者が利用し、町民体育施設にするよう、施設の中をもう作っております。ただ、数ある教室含

めその他の室内はあまり利用されていません。そこで空いている教室の再利用について提言したいと思います。 

   一番目として、町にはスポーツ含め様々な分野で活躍した人がおります。歴史文化の象徴となる資料館の部屋に再利用してはど

うでしょうか。 

   二番目としては、教室にスポーツ器具を揃え、町民の健康に繋がるようにしてはどうか。 

   三番目としては、コロナでリモートによるテレワークが増えています。パソコン環境を整え多用なワークスタイルが社会に浸透

しつつあるので、レンタルオフィスやシェアオフィスの利用。 

   四番目としては、合宿にも対応する宿泊施設にしてはどうか。 

   以上のことを一つの提言として、考えておりますが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）  それでは三項目めの質問にお答えいたします。

   旧大鰐第二小学校について、様々な御提言を頂戴いたしました。議員仰せのとおり、旧校舎の教室についても様々な利用方法が

考えられると思いますが、それぞれの用途に応じた法令上の施設基準を満たしているかどうかを確認する必要があると思われます。

   現在、教育委員会で体育館側を町民体育施設化するための、基本設計業務を実施しておりますが、同時に校舎側についても各用

途へ変更した場合、施設基準を満たすための概算費用などについて調査してもらうこととしております。

   町としては、改修費用を極力抑えるような方策を取りたいと考えておりますので、基本設計の結果を踏まえ、総合的に判断して
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まいりたいと思います。

   以上です。

  【町長 山田年伸 降壇】 

再質問 

一、議長（秋田谷和文）  七番、中島議員。 

一、七番（中島英臣）  一番目の方に町のスポーツ含め、様々な分野で活躍した人とありますが、今一番目はやっぱりティコの先生

とか、そういう資料だとか、それからあとはスキー選手、向こうのスキー場のセンターの方に行くと、オリンピック選手の写真が

ただべたべた貼ってあって、ロッカー置いて隠れたりとか、それから旧大鰐高校の方に行くと福田修子選手のそういう活躍したト

ロフィーがただあるだとか、あとは中央公民館にもあるんですけど、宝物がいっぱいあるのに、これだけ歴史があるそういうスキ

ー場で、それを生かせてないのが問題だと私は考えております。ですからその辺を含めて、教育委員会も含め、よく考えていただ

いて、やはり、ここに住んで良かった、ここの出身者の誇りを持てるようなそういうふうな形のものの利用を考えていただきたい

と思います。あと、二小の二階の方に行くとコンピュータールームはしっかりして、それだけ施設がしっかりしているんで、さっ

きもお話したように今、あちこちでレンタル、そういうオフィス、それから移住してきた人たち、そういうふうにいろんな形で補

助もできます。再利用するだとか、まぁ幸い距離的に道路も良くなって、大鰐から対して時間かかりませんので、あと今野球の選

手だとか、それからスポーツだとかそういうのやっていますけど、やっぱり町民がずっと見ていると結構歩いたり、オープンして

います。そこに今度は、ただ歩くあれじゃなくてバーベルだとかいろんな、そういうふうにジムにあるような機能を揃えることに

よって、あそこ自体がひとつの町民全体の健康施設になるので、とにかく、勿体ないので、いろんな規約はあるんでしょうけど、

その規約を破りながら、今ある施設をクモの巣だらけにするんじゃなくて、是非活用してやっていただきたいと思います。 

   以上で、私の質問はいいです。 
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一、議長（秋田谷和文）  それでは次に、四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）  最後の四項目めの質問です。 

   河川敷の整備について質問します。 

   異常気象で突然の集中豪雨があり町は過去に多大な被害を受けています。河川を見ると相変わらず樹木が伸び放題です。地域に

よっては村民が河川の刈り払いをして水害などの被害を少なくしようとしています。 

   河川は町の管轄ではないことは解っていますが、町自体が積極的に対処して欲しいとそういうふうに声を上げる立場でもありま

す。地域によっては河川に盛り上がっている土砂を取り除き、伸び放題の樹木もなくなり大変喜ばれている地域もあります。そこ

で質問します。 

   河川敷の整備計画をこの後どのように行うのか。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】 

それでは四項目めの質問にお答えいたします。

   当町の河川は一級河川岩木川水系平川とその支川三ツ目内川、虹貝川など八つの河川で構成し、中流部までが県管理、中流部か

ら上流部が町管理の普通河川となっております。

   県では岩木川水系における各河川の特性を踏まえ、安全で安心な、うるおいのある美しい川づくりと、流域の風土・文化等を活

かした河川整備を目的に、平成二十六年に「岩木川水系河川整備計画」を策定しております。
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   議員仰せのとおり、当町においても平成二十二年に局地的な豪雨が発生し、短時間で河川水位の上昇に伴う橋梁の流出など、甚

大な被害が発生したことは、記憶に新しいことと思います。

   そこで、御質問の河川敷の整備計画についてでありますが、県に確認したところ河川改修計画の施工区間は平川と虹貝川の合流

点、つまり鰐ｃｏｍｅより下流区間となっております。従いまして鰐ｃｏｍｅより上流の河川につきましては、河川改修計画がさ

れていないということであります。

   しかしながら、河川の維持管理対策としましては、昨年度は県施工により折紙川・島田川・鯖野沢川で河道内の堆積土砂の撤去

・樹木の伐採などを実施しております。

   今後も、当町を流れる県管理河川につきましては、河道内の土砂の堆積状況、樹木の繁茂状況などを定期的に把握し、河川の流

下能力を確保できるよう適切な維持管理を要望してまいります。

   なお、折紙川につきましては、今年度から砂防事業の実施に伴い、居土集落の護岸整備を実施予定と聞いておりますので、御報

告させていただきます。

   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）  先ほど、それぞれの地域でいろいろとやっているところもありますけど、今お話したように私の住んでいる

居土に、真ん中に潤っている川がありまして、綺麗に土砂を取り除いてくれているので、河川の川底も昔のがんばつが出てきてす

ごく良い感じになっています。やっぱり前の被害あった時に土砂ががーっと流れてきて私たちが子どもの頃に大鰐の駅前が渦を巻

いていたところがあって、それが今嵩上げして土手ができています。ところが、ここ何年かそうやって洪水ある度に土砂が蓄積し
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て、その加算したそこより上になりつつある時は何回もありました。引き続きその場合も踏まえて各地域を見て、ここはかなり土

砂が上がってきて、あとどのくらい降ればようするに各村内、各地域に入ってくるか、よく調査していただきたいと思います。あ

と一つは、今一番問題なのが、弘前市の中に熊が出たりだとか、それからこの前も宿川原とかあの近辺に熊が出たりとか、ようは

河川が動物の色になっていますから、一時期市民保護団体の方からそういうことをすると、そこに住んでいる鳥だとかそれはある

んで、やっちゃいけないと、そういうふうなことも過去にありました。しかし今、とんでもなく雨量が多くなってきたりとか、そ

れから動物も、食べ物が無いんで、平気で町の中に入ってきたりとか、そういうところがあります。先般も石川の大仏公園のあた

りで熊を見て、ハンターが獲ろうしたら警察の方からやめてくれと言われてただぼーっと見ていたという、たまたま運よくそれの

中にひっかかってくれたんで獲れたんですけど、そういうことがこれからもただ起きる可能性があるので、そこも含めて町の方で

是非進めてなんとかしてほしいという形で運動していただきたいと思います。 

   以上で、私の質問は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】 

一、六番（成田元英）  通告に従いまして、成田元英が質問いたします。一問でございます。 

 題名につきましては新型コロナウイルスの対応の助成制度の活用についてでございます。 

   新型コロナウイルス対応の助成制度において、国および県からいろいろな支援が行われておりますが、特に休業支援金・給付金、

住居確保支援金、ひとり親臨時特別給付金、個人向け緊急小口資金等の特例、納税猶予の特例、新型コロナウイルス感染症の影響

を踏まえた住宅取得支援策等が行われてきておりますが、町では国等からの給付金をどのように活用して、町民に支援しているの
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か、細かく町民に説明をして納得のいく支援策になっているのか確認したい。 

   なぜなら、企業・個人事業者が優遇され、農業をされている方や年金等で細々と生活を営んでいる町民への支援がなされていな

いような気がするからです。ぜひ町民全体が、この新型コロナウイルスに打ち勝って元の大鰐町に戻そうではないでしょうか、ぜ

ひ町民が受けられる助成制度についての町民に幅広く広報をお願いして、対策にあたってもらいたいと思います。是非町長からの

意見、またこれからどのように進めていくのかをお聞きしたいと思います。 

   よろしくお願いします。 

  【成田元英議員  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）  成田元英議員の質問にお答えいたします。

   町では、国の令和二年度地方創生臨時交付金を活用し、地域経済の支援に二億一千五百万円、子育て支援に七千八百万円、町

民への支援に一億二千百万円と、ハードとソフト両面から幅広く支援事業を行ってきました。

   特に、全町民への商品券の発行事業に九千八百万円を、小中学校の感染対策に六千二百万円を、また冬季観光や事業者緊急支援

対策などの中小企業等へは、八千三百万円の支援をしております。

   また、申請が必要な事業の周知方法については、広報紙への掲載や全世帯へのチラシの配布、町ホームページによる周知のほか、

対象世帯へ郵送による通知を行っております。

   併せて、役場へ来庁された方に対しては、丁寧な説明を行い、御理解をいただいております。

   令和三年度では、コロナ禍での日常生活が長引いていることから、プレミアム付き商品券事業や、農林業者及び中小企業者等へ

の新しい生活様式対応支援、心と体の健康づくりや介護・障害施設の感染症予防、公園に設置する遊具のリニューアルを行うなど、
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臨時交付金による恩恵が、幅広く町民へ行き渡るよう施策を進めてまいります。

   今年度においても、町内放送や防災メール等を活用した周知のほか、町内医療機関や検診会場でも事業のチラシを配布するな

ど、町民の皆様へ広く周知してまいります。

   以上です。 

  【町長 山田年伸 降壇】 

再質問 

一、議長（秋田谷和文）  六番、成田元英議員。 

一、六番（成田元英）  ありがとうございました。確かに、そういうふうにして広報もされているっていうこともちゃんと結局わか

るんですよ。ただ、その該当する人たちに届いていないっていうのはそれもわかってほしいです。それというのもあれ私毎日のよ

うにっていうか、鰐ｃｏｍｅの方に風呂行って俗に言う私、サウナサミットだってみんなに言われるから、確かに意見を聞いてや

れば、いろんなそんなの聞いて、前回のこの委員会でも出ましたこの臨時交付金の必要をあれでもって渡辺議員も言いましたけど

農業も一企業という形で前回のあれには資料にはこれ入っていませんでしたけど今回はこの中小企業のこれを二千万、そして農林

業の方にも一千二百万とこれだけの交付金がついたとかそういう意見が出たからこそ、多分こういうふうについたと思います。是

非だから言われてから行動するんじゃなくて、是非あの町の意見がいっぱい出ています。で、前回私四月のあれでもって表紙は隠

していますけどこれが、交付金支援金申請すると貰える金っていうこの本を本屋で見つけました。いろんなものがあります。町の

人が知らないこともいっぱいあります。ただ期限のもう終わっているっていうのもありますこれ春のあれのあれで出たやつか。こ

ういうの見るとね、これを読んだね、私見つけて三日もしないうちにもう一冊買う、もう二冊買えない、必要だなっていうことで、

それをまた本屋に行って見たら、ありませんでした。っていうのはすごくぽっと売れたんですよ。これお産関係、出生時での一時

金とかお祝い金、いろんなものがあります。だからこういうのがね、ただ広報でいる人が大方が事業の形だけなんですよ。小さく
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小分けされたもの、そしたらこれにはこういうことができるって書いていた。こういうのを実際その今いる課長の人たちが必要な

部分っていうのが結構あるんです。それを教えて欲しいんです。国から来た政策についての広報はほんとやってます。その中にこ

ういうのがいっぱいあるっていうことが必要なんで、それがうちらのやる仕事の勉強であるし町民に伝えてやらなきゃいけないこ

とだと思うし、是非俺、何だったらこれコピーしてでもやるよって言いたいくらいだけど、でもこれは私の宝です。なんでこんな

のできないのこれは。この前の委員会でも言ったとおり、渡辺議員の名前を出したのはあれですけど、本当農業の人だって今、大

変ですよ。また結局、全部でいくらの売上げあったって何があったって比較できないからこれができない、でも前年度は、前年っ

ていうか去年までの時には平川の方で先にそういうのやりまして、農業者の方に、資材についてはそういうの使います。それを教

えてくれたのはね、こっちの町じゃなかったですよ。はっきり言ったら平川の方へ農機を納めている人がそういうのを平川の方で

そういうのが言われたから、それをこちらの方で教えてやって、そしたら大鰐の方向いたんです。それは畑にいたそういう畑の人

がそういうふうに教えてくれました。そういうふうにして、現場に出て是非ね職員の皆様は、現場現場で私よく言いますけど、そ

ういう人たちがやってる畑の中でそういう補助金もあるの。で、農林課に行って話したら、あ、それ出ますよ。いやもとさん言っ

たようなの、ほんと出たよ。そういう話が出てくるっていうのは全部後手後手なの。その後手後手にならないための広報の支援策

をお願いしたいということで、次あの短くでいいです。それに対する細かく教えるにはどうやったらいいか、みんなでどうしてい

こうかということを、そういうあれがあるのか。是非、そういう会議をもってやりたいとかそういう意見をちょっと、お伺いした

いと思いますのでお願いします。 

一、議長（秋田谷和文）  町長。 

一、町長（山田年伸）  様々な国、県の支援事業については、それぞれの担当課の課長によく精査して、町民のためになる事業は素

早くまた取り入れていくよう、今後指導していきたいと思います。また、議員各位からも様々なこの御意見御提言あれば、それを

尊重し、早くいかせるように、今後努めて参ります。 
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一、議長（秋田谷和文）  六番、成田元英議員。 

一、六番（成田元英）  それが本当ですね。是非あの徹底してあの若い課長が動かなくなったとか言われないように、若い課長ほど

すごい出て動いてくださいよ。いくらでも教えてくれますよ。こういうの困っているとか、そしてそれに対してそしたらこういう

ことして、これをうちの係の管轄じゃないけどこういうのもこっちでやってるから行きなよって言ったら、職員じゃない町民が、

役場の方へ遊びに来ますよ。そしてお互いにあいさつすればいいですおはようございますって言える。下が良いって来たら困っち

ゃうような格好してからじゃね、町は発展しません。是非とも声掛けしてやって、自分のとこでできるのはできる、できないのは

こっちの課でやってもらえる、そういうような形でみんなで作っていくようにお願いして、あの返答はいりません。是非頑張って

やってくださいお願いします。 

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。これで、追跡質問、及び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。 

（午後二時〇七分） 


