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～～～～    通告書順通告書順通告書順通告書順    ～～～～    

    

日付日付日付日付    順順順順    番番番番    議議議議    員員員員    名名名名    党党党党    名名名名    

 

 

３３３３    

月月月月    

６６６６    

日日日日    

 

１ 岡岡岡岡    部部部部    政政政政    一一一一    無 所 属 

２ 佐佐佐佐    藤藤藤藤    弘弘弘弘    信信信信    無 所 属 

３ 近近近近    内内内内    光光光光    英英英英    無 所 属 

４ 佐佐佐佐    川川川川    勇勇勇勇    司司司司    無 所 属 

５ 岡岡岡岡    部部部部    淳淳淳淳    一一一一    日本共産党 

６ 佐佐佐佐    藤藤藤藤    一一一一    夫夫夫夫    無 所 属 

７ 高高高高    木木木木    節節節節    男男男男    無 所 属 

 

 

 

古 殿 町 議 会 

一 般 質 問 



 

順序 質問者 質問事項 要        旨 

１ 

 

 

 

２ 

 

 

４番 

岡部岡部岡部岡部    政一政一政一政一    

 

    

1.1.1.1.大原小学校大原小学校大原小学校大原小学校のののの利活用利活用利活用利活用

についてについてについてについて        

    

(答弁者: 町 長) 

 

(1) この町に今までなくて、現在、なぜ大原小学校跡地に林

業施設が必要なのか。 

(2) 林業施設とはどのようなものなのか、どのような規模に

なるのか。 

(3) 橋に２億円の費用効果と経営形態はどのように考えて

いるのか。 

(4) 環境アセスメントはどのようになっているのか。 

(5) 現道との関係をどのように考えているのか。 

(6) 地域にこれからのプロセスを充分に説明する必要ある

と思われるがどうか。 

 

2.2.2.2.支援企業支援企業支援企業支援企業とととと雇用雇用雇用雇用につにつにつにつ

いていていていて    

    

(答弁者: 町 長)    

    

(1) 町に何時頃、どのような内容で話があったのか、また、

どのように対応したのか。 

(2) 今までに、イセ食品株式会社にどのくらいの助成をして

きたのか。 

(3) 支援を受けた工場が閉鎖するとき、町に報告・通告する

義務はあるのか。 

(4) 残された広大な工場跡地に対して、イセ食品と町の考え

はあるのか。 

(5) 解雇された従業員に対して、就職の斡旋などの対策する

考えはないのか。 

 

２ １番 

佐藤佐藤佐藤佐藤    弘信弘信弘信弘信    

    

1.1.1.1. 光光光光ファイバーファイバーファイバーファイバー網網網網のののの

有効活用有効活用有効活用有効活用についてについてについてについて    

    

(答弁者: 町 長)    

(1) 光ファイバー網を利用した、今後の住民サービスへの基

本的な考え方を伺います。 

(2) 町内での光ファイバー網への加入状況を行政区ごとの

件数を伺います。 

(3) 町のホームページのアクセス状況はどのようになって

いるか伺います。 

(4) 今後の光ファイバー網を利用したサービスには、福祉・

医療関係・防災の情報伝達等が有効利用とされています

が、どのような取り組みが考えられるか伺います 

(5) 町民の皆さんに光ファイバー網の有効性を知ってもら

うために、行政側で予算を投入して実証することも大切

であると考えます。議会を傍聴したくても出来ない方が

いると聞いておりますので、議会のライブ中継をインタ

ーネットを通して、町民の皆さんに提供できればより身

近になると思われますので、見解を伺います。 

(6) 今後、光ファイバーを利用してサービスを展開するにあ

たり、課題は何か伺います。 

 



 

順序 質問者 質問事項 要        旨 

３ 

 

 

12 番 

近内近内近内近内    光英光英光英光英    

    

1.1.1.1. ふるどのクリニッふるどのクリニッふるどのクリニッふるどのクリニッ

クとのクとのクとのクとの契約成立契約成立契約成立契約成立のののの

内容内容内容内容についてについてについてについて    

(答弁者: 町 長)    

    

(1) 賃貸借契約の内容を条文に基づき伺う。 

(2) 契約に至った経過の詳細を伺う。 

2.2.2.2.無競争無競争無競争無競争３３３３選選選選をををを飾飾飾飾ったったったった

町長町長町長町長のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢につにつにつにつ

いていていていて    

    

(答弁者: 町 長)    

    

    

(1) 国をはじめ地方も財政運営の困難が想定されるが、町長

としてどのように捉え舵を取るのか。 

(2) 長引く景気低迷と少子高齢化、原発事故への対応と、多

くの課題が山積しているが、町長としてどう乗り切る覚

悟か。 

(3) 町民の目線を大事にし、これからの厳しい未来を想定し

ながら自信を持って運営にあたって頂きたいと思うが

町長の考えはどうか。 

 

４ 

 

２番 

佐川佐川佐川佐川    勇司勇司勇司勇司    

    

1111....東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災にににに伴伴伴伴うううう

修繕費補助金修繕費補助金修繕費補助金修繕費補助金についについについについ

てててて        

 (答弁者: 町 長)    

    

(1) 期限までの工事着手・完成は困難と思う。修繕費補助金

の期限の延期はどうか。または、今後の支援策の考えは

どうか。 

 

2.2.2.2.町内設置町内設置町内設置町内設置のののの空間放射空間放射空間放射空間放射

線量測定器線量測定器線量測定器線量測定器についてについてについてについて    

    

(答弁者: 町 長)    

(1) 固定型の空間放射線量測定器、各地区設置の経過とどん

な目的内容か。 

(2) 電光掲示板の方向が見やすい方向と相違しているが、太

陽光発電機能に影響があるのか。 

(3) この事業の今後の展開とその周知方はどうか。 

 

2.2.2.2. 廃校跡地利活用廃校跡地利活用廃校跡地利活用廃校跡地利活用にににに

ついてついてついてついて    

    

(答弁者: 町 長)    

(1)現在までの利活用依頼と情報提供はどうか。 

(2)農業振興を考えた６次産業展開などの利活用の考えは

どうか。 

(3)建物と電気・水道・浄化設備等の、地震被害はどうなの

か。 

(4)この施設の維持管理は、どうされているのか。 

 

 

５ ８番 

岡部岡部岡部岡部    淳一淳一淳一淳一    

    

1.1.1.1. 町除染計画及町除染計画及町除染計画及町除染計画及びびびび賠賠賠賠

償問題償問題償問題償問題についてについてについてについて    

    

(答弁者:町 長)    

(1) 仮置場については、最終的に必要な説明と了解は得られ

たのか。 

(2) 除染活動の中心になる町民、ボランティア、企業への説

明と理解は。 

(3)具体的にはいつから、どこから、なにから始めるのか。 

 



順序 質問者 質問事項 要        旨 

５ 

 

 

８番 

岡部岡部岡部岡部    淳一淳一淳一淳一    

    

    

    

    

    

    

    

(4)除染方法についての具体的指導はどんな形をとるのか。 

(5)除染に係る費用一切、どんな形の予算編成となるのか。 

(6)賠償請求は、各窓口で具体的にどのような状況になって

いるのか。 

2.2.2.2.町道大原町道大原町道大原町道大原・・・・馬場線馬場線馬場線馬場線のののの

山肌崩落山肌崩落山肌崩落山肌崩落、、、、三株団地三株団地三株団地三株団地

崩落崩落崩落崩落などなどなどなど災害対策災害対策災害対策災害対策にににに

ついついついついてててて    

    

(答弁者: 町 長)    

    

(1) 大原・馬場間の災害については、どんな認識でいるのか。 

(2) 震災だけでなく、大雨、重たい雪での３重災害は承知し

ているのか。 

(3) 現在まで１年間、対応がなされなかったのには特別な理

由があったのか。 

(4) いつまでに、事業として完了するのか。 

(5) 三株団地での災害対策は、順調に進んでいると思うが、

町の造成地として特別な配慮ある措置はあったのか。 

(6) 条例が制定された復興支援基金でうたっている震災復

興事業では、災害対応はできないのか。また、震災復興

事業とは何を指すのか。 

3.3.3.3.県道県道県道県道のののの冬場冬場冬場冬場のののの状況状況状況状況とととと

スクールバススクールバススクールバススクールバス運行対策運行対策運行対策運行対策    

    

(答弁者: 町 長 

  ・教育長)    

    

(1) 今冬の運行状況について、委託先に対して問題点等の確

認はしているのか。 

(2) 直接的に運転者から実情について確認することはある

のか。 

(3) 運行路線について、積雪・凍結などの確認をしたことは

あるのか。 

(4) 運行上における観点から、町道及び県道に具体的対応を

したことはあるか。 

(5) 問題点が見つかったら、子ども達の安全上すぐに対応実

施はしますか。 

4444....平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度重点重点重点重点事事事事

業業業業とととと臨時職員募集臨時職員募集臨時職員募集臨時職員募集にににに

ついてついてついてついて    

    

(答弁者 : 町 長) 

    

(1) 除染実施事業の中身は。除染計画との関連は。 

(2) 新エネルギービジョン実現化調査事業の具体策とは何

か。 

(3) 森林環境交付金、流域育成林整備、千年の森など森林に

関する事業と、放射能、除染の問題についてはどのよう

に考えているのか。 

(4) 大原小学校跡地利用はあくまで橋の架け替えによる林

業施設なのか。跡地利用と新エネルギーとの関連性はあ

るのか 

(5) 馬場橋の架り替工事が、橋台工事として提案されたが、

橋の位置とともに向かい側の町道対策についても考え

方はまとまったのか。 

(6) 今年も町役場臨時職員募集の時期となったが、今年の採

用は確定したのか。 



順序 質問者 質問事項 要        旨 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

６番 

佐藤佐藤佐藤佐藤    一夫一夫一夫一夫    

    

    

    

    

    

 

1.1.1.1.基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業のののの確立確立確立確立とととと人人人人

材育成材育成材育成材育成にににについてついてついてついて    

    

(答弁者 : 町 長) 

    

(1)わが町の産業構造と職種別労働人口の把握は。 

(2)基幹産業、いわゆるわが町の柱とも言える産業の確立に

対する捉え方、考え方は。 

(3)近年、森林関連施策が目立つが、今後の方向性を示した

ものなのか。 

(4)既存施設を利用した人材育成のための研修所の開設や、

異業種・多目的利用可能な施設による人材育成も、ひと

つの考え方だと思うがどうか。 

 

７ ３番 

高木高木高木高木    節男節男節男節男    

1.1.1.1. 高齢化社会高齢化社会高齢化社会高齢化社会においにおいにおいにおい

てのてのてのての公共交通公共交通公共交通公共交通につにつにつにつ

いていていていて    

    

(答弁者 : 町 長) 

 

(1)福祉バスの運行状況は。 

(2)高齢化社会生活の中では地元商店街の買い物の足も大

事かと思われます。今後、どのような対応策があるか。 

(3)地域のシンボルの道の駅を、公共交通の拠点とする考え

はあるのか。 

 

 


