
平成３０年第４回おいらせ町議会定例会 

 

 

一 般 質 問 通 告 書 （ ５人 ） 

 

順 位 議 席 議 員 氏 名 質 問 方 式 

１席 7 番   忠 議員 一問一答方式 

２席 10 番 吉村 敏文 議員 一問一答方式 

３席 １番 澤上  勝 議員 一問一答方式 

４席 ６番 平野 敏彦 議員 一問一答方式 

5 席 １４番 松林 義光 議員 一問一答方式 



平成 30 年第４回定例会 一般質問 

１ 

 

順位 １席 
議員 

氏名 
７番  忠 質問方式 一問一答方式 

１．財政について 

町民は給食費無料化を歓迎しているが、これに起因して財政の厳しさが増すのではと

考えている。 

その真意を問う。 

（１）町長は町長選のマニフェストで給食費無料化を掲げたが、その時点でその効果と

財源をどのように考えていたのか。 

 

（２）先般 11 月 22 日の全員協議会において、今後の財政の厳しさについての説明を

受けたが、取り崩されると想定されている財政調整基金の使途を示せ。 

 

（３）基金の減少に対する今後の緊縮対策は理解できるが、給食費無料化による効果と

その目標が示されていない。町長はどのように考えているのか。 

 

（４）給食費無料化・定住促進助成をＰＲするため不動産業、三沢市の航空自衛隊、八

戸市の陸・海自衛隊および周辺市町村の大手企業に、ポイントを絞って積極的に告

知をする考えはないか。 

 

（５）来年１０月の消費税増税 10％は当町の財政にどのように影響するのか。 

 

（６）政府は来年度予算の概算要求に地方移住者に 300 万円を補助するとの報道があ

るが、当町にどのような効果があるのか。 

 

（７）町長の考える今後の給食費無料化に対しての決意を示せ。 

 

２．町民プールについて 

町民プールの今年度利用状況は、利用者総数 10,389 人であり、その内訳に町外利

用者数は 2,404 人、23％を占めている。財政難を考えると、次の理由から有料化をす

る考えはないか。 

（１）期間中の経費総額はいくらか、また利用者１人当たりの経費はいくらか。 

 



平成 30 年第４回定例会 一般質問 

２ 

 

順位 １席 
議員 

氏名 
７番  忠 質問方式 一問一答方式 

（２）委託業者入札時の利用者想定数は何人か。今年度の利用者数を考えると委託金額

は増額になると考えられないか。 

 

（３）１０月５日の総務文教常任委員会の説明では有料化することで、１シーズンの券

売機レンタル料が２０万円位かかるとのことであったが、数枚綴りのチケット販売

を検討する考えはないか。 

 

（４）休業期間中の施設管理はどのようになっているのか。 

 

（５）今年度は木内々小学校、下田小学校、木ノ下小学校の夏休み中のプール利用を休

止したが、その理由とそれによる経費削減額は。また、今後の考えを示せ。 

 

３．防災について 

（１）明神山津波避難タワーへの避難道路の冬期間の凍結防止等安全対策をどのように

考えているか。 

 

（２）明神橋耐震対策の施工状況はどのようになっているのか。 

 

（３）旧百石地区防災無線工事完了後に洋光台団地内で受信の不具合を訴える住民の声

をきくが、完了後のフォローはどのようになっているのか。 

 

４．教育環境について 

（１）約７割の市町村が全校へのエアコン設置を予定しているとの報道があったが、当

町教育委員会の考えはどのようになっているのか。 

 

（２）通学路沿いのブロック塀の調査を行ったと思うが、危険箇所はあったのか。それ

に対する対策は。 
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３ 

 

順位 ２席 
議員 

氏名 
１０番 吉村 敏文 質問方式 一問一答方式 

１．給食費無料化について 

（１）無料化する目的は何か。 

 

（２）行政、公共サービス低下にならないか。 

 

（３）財源確保は出来ているのか。 

 

（４）平成３４年３月３１日以降はどうなるのか。 

 

２．住みやすい町づくりについて 

（１）北部地域に一つしかない金融機関の支店が３月をもって無くなるが、町は把握し

ているか。 

 

３．二川目町内国道３３８号の歩道整備について 

（１）整備決定から６、７年経過したが現在の進捗状況はどうなっているか。 

 

（２）１１月７日、二川目地区で発生した車両事故は把握しているか。 
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４ 

 

順位 ３席 
議員 

氏名 
１番 澤上  勝 質問方式 一問一答方式 

１．町長の政策公約実現について 

 （１）３つの重点項目と６つの政策の柱の中で、６つの中の４つ目にあたる未来に向け

た基盤を整える「真に必要な公共施設の整備」で多目的ドームの建設を促進し、又、

統合庁舎の建設に向けた準備をどう進めるのか。 

 

 （２）老朽化した小中学校施設の計画的整備の中の一つである木ノ下中学校の体育館新

築整備をどう進めるのか。 

 

２．マスタープラン（都市計画の見直し）の進捗状況について 

（１）三村前町長が強いリーダーシップの元に進めたマスタープランについて、成田町

長はどう考えているのか。 

 

３．各地区町内の公園の整備状況について 

（１）５年前に木ノ下町内会として公園整備の要望書を提出して要望しているが、又、

２７年１２月議会でも私が一般質問して、順次整備するとの回答であったが、いっ

こうに進まない木ノ下町内の公園整備の計画を示せ。 

 

４．町道間木・百石１号線の歩道整備について 

（１）歩道整備の計画を示せ。 

 

５．体育施設命名の検討について 

（１）多目的ドーム完成時に町民プール等を含めて、命名権の権利を民間から募集して

収入を得て、町の厳しい財政をいくらかでも財源確保に努める考えはないか。 
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５ 

 

順位 ４席 
議員 

氏名 
６番 平野 敏彦 質問方式 一問一答方式 

１．学校給食費の無料化について 

（１）事業の目的が保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るとあります

が、生活保護世帯や要保護世帯の児童生徒の実態についてお伺いいたします。 

 

（２）生活保護世帯や要保護世帯には給食費が国から補助されております。保護者の経

済的負担軽減の内容についてお伺いいたします。 

 

（３）学校給食法では、経費以外の学校給食に要する経費は、給食を受ける児童生徒の

保護者負担とあります。給食施設整備や運営費は自治体が負担と定められておりま

すが、児童生徒１人当たりの町負担額はいくらですか。 

 

（４）無料化の経費は一般財源であります。町財政の運営に支障を来すと思うが影響は

ないか。 

 

（５）無料化対象人数は 2,144 人で 8.5％、世帯数は 1,528 世帯で 14.9％となって

おります。対象外の 85.1％の世帯に対する周知の方法は。 

 

（６）おいらせ町ホームページには、無料化について疑問の声があります。町長はどの

ように感じておりますか。 

 

（７）無料化について、平成 31 年 1 月から平成 34 年 3 月 31 日施行期間となって

おります。なぜ期間を設定したのか。 

 

（８）現段階では、町民への周知や理解を得るには拙速であり時期尚早であります、財

政や事務事業について資料を作成し公表すると公約にあります。新年度に向け広く

町民の声に耳を傾けて判断してはいかがか。 

 

２．小・中学校トイレの洋式化について 

（１）災害時に避難拠点となる町の小・中学校のトイレ（和式）の現状は。 
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６ 

 

順位 ４席 
議員 

氏名 
６番 平野 敏彦 質問方式 一問一答方式 

（２）政府は避難拠点となる小・中学校のトイレについて、高齢者が使いやすいよう洋

式化を急ぐ方針を決め、今後 3 年以内に 8 割まで引き上げる方向に入ったとあり

ます。また、小学校では和式のトイレを避けてトイレを我慢する児童生徒が多くい

ることも耳にしております。未来を担う子供たちの育成の為にも洋式化は待ったな

しと思うが。 

町長の認識と、具体的な計画についてお伺いいたします。 

 

３．町行政推進委員制度の見直しについて 

（１）町では３１年度の広報配布方法の変更について、行政推進委員に広報配布の選択

制導入について 11 月１２日まで回答を求めておりましたが、その結果と内容につ

いてお伺いいたします。 

 

（２）３１年度の現行通りの場合推進委員報酬、連絡員謝金は３０年度と同様か。 

 

（３）３２年度より地方公務員法の一部改正により、行政推進委員制度が廃止されます。

広報の配布については、業者に委託・町内会で配布となる予定でありますが、町内

会で配布の場合これまでの推進委員報酬は町内会に交付され、連絡員謝金は町内会

で交付後連絡員に支払いとなるのか。 

 

（４）行政推進委員制度の廃止により、町は町内会を町の補完的組織ではなく、町と対

等の立場で協力関係を構築し、町と町内会との関係を明確にし、支え合い心ふれあ

う地域運営組織として確立すべきであります。町長の所見をお伺いいたします。 
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７ 

 

順位 ５席 
議員 

氏名 
１４番 松林 義光 質問方式 一問一答方式 

１．土地利用基本方針について 

（１）北部地区は、現在無指定地域のため、人口が増え続けております。第２次基本構

想素案でも新たな定住人口の受け皿として「地域生活拠点」と位置づけております。

今後も人口増を考える上でも、無指定区域で進めるべきだと思うが、町長の考えは。 

 

２．下田公園野球場電光掲示板整備について 

（１）来年度、東日本軟式野球大会、そして２０２５年には国民スポーツ大会が開催さ

れることになっています。しかし、野球場には電光掲示板が整備されていません。

スポーツ振興促進のためにも、電光掲示板を整備する考えはないのか。 

 

（２）電光掲示板整備には、多額の財源を要すると思われますが、国・県からの補助金

制度はないのか。 

 

３．北公民館について 

北公民館において、町民サービスの一環として税金徴収業務を行なう考えはないか。 

 

４．期日前投票所増設について 

北公民館に、期日前投票所を増設する考えはないのか。また、期日前投票所増設実現

に大きなネックは何なのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


