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令和２年第２回定例会

三 沢 市 議 会 会 議 録

第３号（令和２年６月１２日）
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◎議事日程

第１ 市政に対する一般質問

─────────────────

（本定例会に提出された事件）

第２ 議案第28号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市一般会計補正予算（第６

号））

第３ 議案第29号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第３号））

第４ 議案第30号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三
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号））
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正予算（第４号））
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号））
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沢市一般会計補正予算（第２

号））

第８ 議案第34号 令和２年度三沢市一般

会計補正予算（第３号）

第９ 議案第35号 令和２年度三沢市国民

健康保険特別会計補正予算（第

１号）

第10 議案第36号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市税条例

等の一部を改正する条例の制定

について）

第11 議案第37号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市地方活

力向上地域に係る固定資産税の

特別措置に関する条例の一部を

改正する条例の制定について）

第12 議案第38号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市国民健

康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について）

第13 議案第39号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市介護保

険条例の一部を改正する条例の

制定について）

第14 議案第40号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市奨学資

金貸付条例の一部を改正する条

例の制定について）

第15 議案第41号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市税条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて）

第16 議案第42号 三沢市健康推進対策協

議会条例の一部を改正する条例

の制定について

第17 議案第43号 三沢市特別職の職員の

給料等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

第18 議案第44号 三沢市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制

定について

第19 議案第45号 三沢市家庭的保育事業
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等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する

条例の制定について

第20 議案第46号 三沢市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の

運営並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する

条例の制定について

第21 議案第47号 三沢市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について

第22 議案第48号 三沢市国民健康保険条

例の一部を改正する条例の制定

について

第23 議案第49号 三沢市介護保険条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて

第24 議案第50号 三沢市営住宅条例の一

部を改正する条例の制定につい

て

第25 議案第51号 地方卸売市場三沢市魚

市場条例の一部を改正する条例

の制定について

─────────────────

第26 総括質疑

─────────────────

第27 特別委員会の設置及び議案の付託

─────────────────

第28 特別委員会委員の選任

─────────────────

◎本日の会議に付した事件
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正予算（第４号））
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ることについて（令和２年度三
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号））
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第８ 議案第34号 令和２年度三沢市一般
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１号）

第10 議案第36号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市税条例

等の一部を改正する条例の制定

について）

第11 議案第37号 専決処分の承認を求め
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第12 議案第38号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市国民健
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第13 議案第39号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市介護保
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制定について）

第14 議案第40号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市奨学資
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金貸付条例の一部を改正する条

例の制定について）

第15 議案第41号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市税条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて）

第16 議案第42号 三沢市健康推進対策協

議会条例の一部を改正する条例

の制定について

第17 議案第43号 三沢市特別職の職員の

給料等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について
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条例の一部を改正する条例の制

定について
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について
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て
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市場条例の一部を改正する条例

の制定について

─────────────────

第26 総括質疑

─────────────────

第27 特別委員会の設置及び議案の付託

─────────────────

第28 特別委員会委員の選任

─────────────────

◎出席議員（１７名）

議長 １番 小比類巻 雅 彦 君

副議長 １２番 瀬 崎 雅 弘 君

２番 久保田 隆 二 君

３番 舩 見 昌 功 君

４番 小比類巻 孝 幸 君

５番 田 嶋 孝 安 君

６番 遠 藤 泰 子 君

７番 下 山 光 義 君

８番 佐々木 卓 也 君

９番 奥 本 菜保巳 君

１０番 澤 口 正 義 君

１１番 加 澤 明 君

１３番 西 村 盛 男 君

１４番 春 日 洋 子 君

１６番 馬 場 騎 一 君

１７番 堤 喜一郎 君

１８番 森 三 郎 君

─────────────────

◎欠席議員（１名）

１５番 堀 光 雄 君

─────────────────

◎説明のため出席した者（１５名）

市 長 小檜山 吉 紀 君

副 市 長 米 田 光一郎 君
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感染症対策支援室長
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上下水道部長 新 堂 宏 一 君

秘 書 課 長 田 中 浩 君

三沢病院事務局長 市 川 淳 悦 君
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午前１０時００分 開議

○議長（小比類巻雅彦君） おはようござい

ます。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第３号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１ 市政

に対する一般質問を行います。

春日洋子議員の登壇を願います。

春日議員。

○１４番（春日洋子君） おはようございま

す。１４番、公明党の春日洋子でございま

す。通告の順に従い、質問してまいります。

はじめに、行政問題の１点目、市内避難所

の感染症対策についてお伺いします。

新型コロナウイルス感染拡大の第２波が懸

念される中、本格的な梅雨の季節を前に、自

然災害が発生した場合の対応をどうするか、

台風シーズンの出水期を間近にし、災害発生

に備えた避難態勢の構築、特に避難所の感染

対策は急務です。

政府は、４月に避難所での感染拡大を防ぐ

ため、都道府県などに対し通知を出し、対策

を促しています。

災害時に懸念されているのが、避難所での

三つの密です。体育館や集会所などは、感染

拡大につながる密閉、密集、密接の要件を満

たしやすい環境にあり、避難所ではマスクや

消毒液などの衛生用品の準備をはじめ、避難

者が感染症などの健康被害を受けないよう、

寝床に間仕切りのパーテーションやウイルス

の吸入防止に効果がある段ボールベッドなど

を設けて、住民間の距離を確保することを求

めています。

さらに、発熱やせきなどの症状がある人の

専用スペースの設置や、避難者を分散させる

ため、公的施設のほか、ホテルや旅館の受入

れを含め、開設できる避難所を増やすことな

どが必要と指摘されています。

近年、大規模な自然災害が各地で多発して

おり、今できることから速やかに実行してい

くことが重要と考えます。このことから、本

市における感染症対策への検討状況をお伺い

します。

次に、２点目、４月２８日以降に出生した

子供への給付についてお伺いします。

国においては、新型コロナウイルスの感染

拡大防止に向けた緊急事態宣言の対象を全国

に広げたことを踏まえ、緊急経済対策の一環

として、所得制限なしで国民１人当たり１０

万円を一律給付する特別定額給付金を決定さ

れました。

本市においては、新型コロナウイルス感染

症対策や国の特別定額給付金の支給事務をは

じめ、三沢市独自の経済・生活支援に関する

業務を一体的に取り組むため、５月１日付で

三沢市新型コロナウイルス感染症対策支援室

を設置し、５月の連休中も職員を配置し、相

談業務に対応してくださったとのことです。

併せて、福祉部においても、同様に生活困窮

等の相談業務対応のため、職員を配置された

とのことであり、市民の皆様に寄り添った対

応に心から感謝申し上げたいと思います。

さて、広報みさわ６月号においても、掲載

のとおりではありますが、三沢市独自の支援

策として、市内飲食業１店舗に２０万円を助

成する三沢市飲食業緊急支援助成金や、独り

親家庭へお米３０キロを給付するひとり親家

庭等支援米支給、大学生、高等専門学生など

へ１人１０万円給付する「ふるさと三沢」大

学生等応援給付金、さらには漁業操業者、宿

泊業、タクシー、運転代行業、学習支援業や

前年同月比２０％以上の売上減となった卸

売・小売業、生活関連業に対し、１事業所当

たり２０万円の支援を行うこととしていま

す。

このたびの特別定額給付金の給付対象は、

御案内のとおり、外国人を含め４月２７日時

点で住民基本台帳に記載されている全ての人

となっています。
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これまで、新型コロナウイルス感染症の

中、妊娠期を過ごされた妊婦さんの不安をお

聞きしてまいりました。無事に御出産された

ことを喜ぶとともに、三沢市独自の取組とし

て、４月２８日以降に出生した新生児に対し

ても給付すべきとの思いに至ったところで

す。本市の御見解をお伺いします。

次に、３点目の新しい生活様式を定着させ

ていく取組についてお伺いします。

新型コロナウイルス感染症の特徴は、無症

状や軽症の人であっても、周囲に感染を広げ

てしまうことです。新しい生活様式は、自分

自身を感染から守り、周囲の人に広げないた

めにあり、有効な治療法の確立やワクチンが

開発され感染が収束するまでの継続が欠かせ

ないと言われています。

政府の専門家会議の提言では、感染防止の

基本として、人との距離を取る、マスクの着

用、手洗いの三つが挙げられており、さらに

帰省や旅行をなるべく控えることや、密集、

密接、密閉の三つの密を避けること、毎朝の

体温測定などが求められています。その上

で、日常生活の各場面ごとの実践例が示され

ており、例えば食事は、対面ではなく横並び

に座ったり、持ち帰りや出前を利用する、運

動では、公園はすいた時間や場所を選び、筋

トレやヨガは自宅で動画を活用する、買い物

は、人との接触を極力避けるために、通販や

電子決済を利用するなどです。働き方も、テ

レワークや時差出勤、オンラインでの会議な

ど、新たなスタイルが求められています。

今後の第２波への備えのためにも、感染予

防と生活を両立させる新しい生活様式を定着

させていかなければなりません。そこで、本

市における取組についてお伺いします。

最後に、教育問題の市内小中学校における

新型コロナウイルスへの感染症対策と熱中症

対策についてお伺いします。

各地で、今年も真夏日が相次いでおり、新

型コロナウイルス対策としてマスクの着用が

定着する中で、例年以上に熱中症に対し注意

を促す声が上がっています。医療や福祉の専

門家でつくる「教えて！「かくれ脱水」委員

会」は、各地の医療提供対策が逼迫する中

で、熱中症による救急搬送を最小限に減らす

ため、全国民に熱中症対策を訴える緊急提言

で、マスク着用に関する注意点を挙げていま

す。この中では、日常的にマスクを着用して

過ごすことで、体内に熱がこもりやすくなっ

てしまうとの見解を表明しました。

常にマスクをしたままの人の場合、マスク

内の湿度が上がっていることで、喉の渇きを

感じづらくなる傾向にある可能性もあるとし

て、もともと喉の渇きに気づきづらい高齢者

がますます気づきにくくなり、知らないうち

に脱水が進み、熱中症となってしまうリスク

も高まるかもしれないと指摘しています。そ

の上で、マスクを外してはいけないという思

いから、気づかないうちに水分補給を避けて

しまうことも脱水の一因になり得るとし、水

や麦茶、経口補水液など、水分の摂取を心が

けるよう呼びかけています。

また、５月２２日に文科省が公表した「学

校における新型コロナウイルス感染症に関す

る衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活

様式」～」の中で、マスクの着用について次

のように述べています。

学校教育活動においては、近距離での会

話や発声等が必要な場面も生じうることか

ら、飛沫を飛ばさないよう、児童生徒等及

び教職員は、基本的には常時マスクを着用

することが望ましいと考えられます。

ただし、気候の状況等により、熱中症な

どの健康被害が発生する可能性が高いと判

断した場合は、マスクを外してください。

その際は、換気や児童生徒等の間に十分な

距離を保つなどの配慮をお願いします。

また、体育の授業におけるマスクの着用

は必要ありません。

としています。

そのような中、愛知県豊田市の一つの小学

校において、新型コロナウイルス感染症対策

と熱中症の予防のため、傘を差しての登校が

始まったとの新聞報道がありました。この取
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組は、これからの時期、マスクと帽子を着用

しながらの登下校に熱中症の心配があるとし

て、小学校独自で始めたもので、傘を差すこ

とで直射日光を遮るだけでなく、感染防止に

有効な他人との距離を自然に確保できる、暑

さから身を守る熱中症対策につながるという

一石二鳥のアイデアです。学校は、今後、登

下校時のマスクと帽子に代わって、傘だけの

使用を促していきたいとしています。

愛知県内の一つの小学校の取組を御紹介い

たしましたが、本市においては、新型コロナ

ウイルス感染症対策と熱中症対策については

どのような対策を取られていかれるのかをお

伺いします。

以上で、私の質問を終わります。御答弁を

よろしくお願いいたします。

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの春日

洋子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。

ただいまの春日議員の御質問の行政問題の

１点目、市内避難所の感染症対策については

私から、そのほかにつきましては副市長並び

に教育長、経済部長からお答えをさせますの

で、御了承願います。

さて、当市では、新型コロナウイルスの感

染拡大が懸念される中、自然災害が発生し避

難所を開設する場合には、感染症対策に万全

を期すために、新型コロナウイルス感染症対

策における災害時避難所運営方針を新たに策

定したところであります。この方針では、避

難してきた方を避難所の入り口で検温するこ

とや、発熱の症状のある方や体調のすぐれな

い方のための専用スペースを確保すること、

また、居住スペースでは、密閉、密集、密接

のいわゆる３密を回避するため、十分な間隔

を取ること、さらに避難所における従来の場

所以外の空きスペースの確保を進めるなどの

感染症対策を講じております。

御質問の感染症による健康被害防止のため

の段ボールベッドやパーテーションの導入に

つきましては、感染症対策に有効と考えられ

ますことから、災害時支援協定を締結してい

る市内の企業に対し、必要に応じて供給の協

力要請をすることとしており、居住スペース

には段ボールベッドと段ボールのパーテー

ションの設置を想定しております。

また、避難所運営において必要となる物資

の備蓄につきましては、保存水とアルファ化

米、マスクや使い捨てトイレ等の生活用品の

ほか、感染拡大防止に必要な資器材として、

新たに非接触型体温計、手指消毒液、防護服

セットの導入を予定しており、避難所運営に

支障がないように態勢を整えております。

今後におきましても、関係機関と連携を取

り、避難者の体調や健康管理に配慮し、避難

所における良好な生活環境の確保に向けて、

感染症対策に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

私からは、以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 行政問題の第３

点目、新しい生活様式の定着に関する取組に

ついてお答え申し上げます。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づく緊急事態宣言が全都道府県で解除されま

したが、継続して基本的な感染防止対策の徹

底と感染拡大を防止するための新しい生活様

式の定着を図ることが必要だと考えておりま

す。

感染が拡大しないように政府が呼びかけて

いる新しい生活様式でありますが、一人一人

の感染予防対策としては、人との距離はでき

るだけ２メートル以上空ける、外出時はマス

クを着用し、家に帰ったらまず手や顔を洗

い、すぐに着替えてシャワーを浴びること。

また、移動に関する感染予防対策として、帰

省や旅行を控えめにする、発症したときのた

めに、誰とどこで会ったのかのメモを習慣づ

けるなどの日常の意識改革が必要とされてお

ります。

市として、これらの新しい生活様式の定着



― 44 ―

を図るために、市民に対しましては、ホーム

ページ及びマックテレビ等を通じ、新型コロ

ナウイルス感染症対策について引き続き危機

意識を持って日常生活を継続していただくと

ともに、国、県からの迅速な情報の提供に努

めてまいります。特に情報の更新には意を払

い、万全を期したいと考えております。

さらに、新しい生活様式の在り方も今後変

化する可能性を含んでおります。一定の知見

や研究成果が出尽くした時点で、医師会等の

御協力を頂き、マックテレビの番組製作も検

討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 経済部長。

○経済部長兼新型コロナウイルス感染症対策

支援室長（関 敏徳君） 行政問題の２点

目、４月２８日以降に出生した子供への給付

についてお答えいたします。

現在、当市では、国が１００％負担して実

施する特別定額給付金一律１０万円の支給に

ついて、市内における全世帯約１万９,００

０世帯に対し、できる限り早急な支給ができ

るよう取り組んでいるところでございます。

この特別定額給付金は、市町村において給

付手続を実施することとなっていることか

ら、国においては重複支給や支給漏れがない

よう、４月２７日を基準日に設定した上で、

当該基準日において住民登録をしている全国

民に対し給付することとしております。しか

しながら、質問のとおり、４月２７日現在の

住民登録により判断するため、その翌日４月

２８日以降に出生した子供に対しては、当該

給付金を支給できない制度となっておりま

す。

現在、市では、この一律１０万円の特別定

額給付金だけでなく、これまで様々な市独自

の支援策等について検討、実施してまいりま

した。このうち、子供たちに対する支援策と

いたしましては、独り親世帯に対してお米３

０キログラムを給付するひとり親家庭支援米

支給事業や市内小中学生を対象とした２か月

分の給食費の無償化、大学生１人当たり１０

万円の給付を行う「ふるさと三沢」大学生等

応援給付金などを実施しているところでござ

います。

御質問の４月２８日以降に出生した子供た

ちに対する給付金については、全国で見ます

と一部の自治体において様々な方式で給付を

実施しておりますが、新型コロナウイルス感

染症の発生状況や各自治体の経済状況等に

よって取組内容が多岐にわたっており、その

制度設計が非常に難しい案件であるものと考

えております。

御提案のあった移動自粛が解除となった５

月１４日までという考えについても、今後に

おいて新型コロナウイルス感染症の第２波、

第３波が懸念される中、緊急事態宣言につい

ても今後どのようになっていくか不透明な状

況であります。

また、子育てを巡る問題は、今般の新型コ

ロナウイルス感染症の影響だけで考えても、

ウィズコロナからアフターコロナへと社会情

勢の変化に対して柔軟に対応していく必要が

あるものと考えております。

いずれにいたしましても、今後三沢市が子

育てしやすいまちとなりますよう、新型コロ

ナウイルス感染症の状況や市民の皆様の働き

方とライフスタイルの変化など、時代の変化

に対応した適切な支援の構築に努めてまいり

たいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 教育長。

○教育長（冨田 敦君） 教育問題の市内小

中学校における新型コロナウイルス感染症対

策と、その上での熱中症対策についてお答え

をいたします。

文部科学省より、新しい生活様式を踏まえ

た学校の行動基準が、先ほど議員御質問あっ

たとおり、５月２２日に示されました。当教

育委員会では、これを踏まえ、市内の学校を

対象にした衛生管理マニュアルを作成し、万

全な感染症対策が行われるよう取り組んでい

るところであります。

特に、毎朝の検温や健康観察の徹底、手洗
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い、うがい、マスクの着用、３密を避けるた

めの２方向の窓を開けた小まめな換気、児童

生徒の座席の間隔の確保、ドアノブなど多く

の人が触れる箇所の小まめな消毒など、学校

規模や状況に合わせ、最大限の対策に努めて

いるところであります。

また、熱中症対策については、これまでも

外での教育活動における帽子の着用、小まめ

な水分補給、気候に合わせた活動時間の制限

や涼しい服装などを各学校に指導してきてお

ります。

今年度は、新たに厚生労働省より、令和２

年度の熱中症予防行動についてが５月２６日

に示されました。当教育委員会では、これを

踏まえ、運動時や暑いときは人と距離を取っ

た上でマスクを外してもよいこと、学校に水

筒を持参してもよいこと、暑さ指数を参考に

校外の活動実施を判断すること等、示された

５点を加え、新しい生活様式の上での熱中症

対策を指導しているところであります。

また、各学校にある扇風機の数を確認し、

冷房設備のない市内全ての学校の普通教室に

２台以上配置となるよう、５月末に補充を行

いました。

以上のことを踏まえ、教育委員会といたし

ましては、まずは児童生徒にとって安心安全

な学校生活を目指し、気象状況や個々の児童

生徒の体調に合わせ、感染症対策と熱中症対

策にきめ細かに取り組んでまいります。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ただいまの御答弁

に関しまして、再質問をさせていただきま

す。

はじめに、行政問題の１点目、市内避難所

の感染症対策について市長より御答弁をいた

だきました。様々な手厚い、避難所に対して

の備蓄、早急に手配をしているということを

承知いたしました。大変ありがたい取組だと

いうふうに承知しております。

そこで、加えて、このたびの新型コロナウ

イルス禍における避難所では、避難者が、例

えば発熱やせきなどの症状のある方が避難所

に足を運ぶ、避難してくるということも想定

されるところであります。そこで、一般避難

者とはエリアを区分した専門スペースへ誘導

する必要があるというふうに考えておりま

す。限られた避難所に専門スペースを確保す

るということは、また様々に苦慮する場面も

あるかと思います。

そこで、長野県上田市におきましては、こ

ちらの救護用の簡易テントを導入して、この

ような事例に対応しているということを知り

ました。本市においても、ぜひこの簡易テン

トを導入すべきというふうに思っておりま

す。

このたびの青森市議会におきましても、補

正予算でこちらの簡易テントを導入する予算

措置がなされたということもお聞きしたとこ

ろであります。このことについての御見解を

お伺いしたいと思います。

また、防災管理課においては、速やかにこ

ちらの災害時における避難所での感染症対策

として、三沢市のウェブサイトに、風水編、

地震津波編として掲載し、市民の皆様の避難

所の運営の在り方について周知に努めている

ということをお聞きし、大変またスピー

ディーな取組に感謝をしたところでございま

す。

そこで、速やかな対応は、大変ありがたい

ことではありますけれども、このウェブサイ

トを御覧になる方は、市民全体で見ますとど

の程度かなというふうに思っているところで

あります。

そこで、より多くの市民の皆様にこちらの

避難所の運営について御理解をいただき、そ

して漏れなく徹底していくためには、こちら

のウェブサイトへの掲載に併せて、例えば広

報みさわへの特集記事として掲載する。ま

た、一例としまして、先頃も市からの各家庭

に対しての避難所の運営マニュアルについ

て、概要版が配布されたところでありますけ

れども、今は感染症対策ということで、また

特別な事情が生じているところから、毎戸配
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布する２弾としての取組もいかがかなという

ふうに考えているところであります。この２

点について、再質問させていただきます。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

総務部長。

○総務部長（田面木るり子君） 再質問の簡

易テントの導入についてお答えいたします。

テントの導入につきましては、現在、避難

所での発熱者専用スペースにおける簡易テン

トの導入について検討を進めているところで

ございます。

発熱等、感染の疑いのある方については、

専用通路から専用スペース内へ移動していた

だきます。ですが、専用スペースでの感染リ

スクというのは高いものというふうに考えら

れますことから、大変感染症対策等に有効で

あると考えられますテントの導入に向けて、

テントの大きさ、また、数量等、精査してま

いりたいというふうに考えております。

あとは、市民への周知ということで、ウェ

ブサイト以外での周知についてということで

ございました。そちらのほうにつきまして

も、広報みさわと、方針の内容をまたさらに

分かりやすく、イラスト等を使いまして掲載

をして周知を図ってまいりたい。毎戸配布に

ついても、今後必要性を見極めながら検討し

てまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひ、よろしくお願いいたします。

次に、再質問の２点目でございます。

４月２８日以降に出生した子供への給付に

ついて、経済部長より様々な手だて、これま

でもしているということも、もちろん私のみ

ならず市民の皆様もより多く理解をしていた

だき、またありがたい取組をしていることは

承知の上でございました。

先ほど、部長の御答弁の中で、私が緊急事

態宣言が解除された５月１４日を目安にして

いると、これはヒアリングの際に、例えばと

いうそういう話題に触れたことでございまし

て、こちらを限定した今回の質問ではござい

ません。もちろん、個人的には願わくば年内

であったり、年度末であったり、この先、い

つ収束宣言が出るか分からないこの状況では

ありますけれども、どこまでも子育て支援を

充実していっていただきたい、コロナ禍では

あるけれども、そこは切って切り離せない問

題である、そういうふうな思いでございまし

た。

そこで、私が今回、この質問に至った経緯

を簡単に申し述べさせていただきますと、私

も昨年末より十代の妊婦さんに寄り添ってま

いりました。もちろん、コロナ禍のみなら

ず、様々な状況を持ち合わせた妊婦さんであ

りましたので、大変な思い、悩み、そして無

事に出産をされた方でございます。様々な生

活状況、コロナ禍、ダブルで不安を抱えなが

ら過ごされた、そして無事にこの５月、出産

に至ったことは、本当に我が孫のような思い

で共に喜び合いました。

そして、行政として、もちろん様々な取組

の中で、どう特別な手を差し伸べていかれる

か、子育てをさらに応援していく、こういう

取組が大事ではないか。特に三沢市は、どこ

よりも子育て支援には手厚い市である、これ

は私は誇りと思っております。

そこで、例えば、私が素人で考えた名称で

はありますけれども、仮称臨時特別出産祝い

金、このような支給を検討してはいかがかな

というふうに、そんなふうなことを強く思っ

ているところでございます。

このようなことで、さらに充実に努めてい

ただきたい、このことを念願しているもので

ございますので、三沢市のアピールにもつな

がる子育て支援ということで、このまた視点

でもぜひ前向きに検討願いたい、この思いで

ございます。このことについての御見解をお

聞きいたしたいと思います。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

副市長。

○副市長（米田光一郎君） ４月２８日以降

に出生した子供への給付等に関する再質問に
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お答えいたします。

新型コロナウイルス感染症の不安を抱えな

がらの出産、非常に不安と様々な制約を抱え

ての出産であったろうと感じております。そ

のような声も届いております。このような中

で出産したことは、大いに賞賛すべきもので

あると考えます。

なぜならば、三沢市は合計特殊出生率２.

０に近づけたいと様々な場面で宣言しており

ます。現在１.８７から１.７８ぐらいになり

ましたが、１.８前後で推移しております。

これは、全国の平均よりも高い数値、さらに

県よりは当然高い数値です。非常に三沢のよ

い点でありますので、ぜひとも検討したい。

ただ、国の示した給付施策の横出しという

形ではなく、別個の制度として考えてみたい

と考えております。

以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。副市長より、希望ある御答弁を頂きま

した。本当に子育て世代の皆様にとっても、

いずれ何かしらのまた希望のある手を差し伸

べていただけるものと承知をさせていただき

ました。どうぞよろしくお願いいたします。

次に、行政問題の３点目でございます。新

しい生活様式を定着させていく取組について

再質問させていただきます。

先ほど来申し述べておりました新型コロナ

ウイルス感染症への緊急事態宣言が解除され

たことから、どうしても気持ちの緩み、ま

た、このぐらいはというような油断が生じる

ものというふうに思っております。流行前の

生活に戻ってしまうと、もちろんのこと第２

波、第３波の発生が懸念されていることか

ら、新しい生活様式の徹底が最も重要です。

私も正直申し上げると、新しい生活様式と

はどういうこと、これは思ったのが率直な思

いでございました。様々な場面でこのことを

繰り返し繰り返し、テレビ、新聞報道等で繰

り返し繰り返しこれを自分の身に当てはめ

て、できる限りの、このことの生活様式を身

につけていこう、そういうふうにも努力して

いるところでございます。

先ほどの答弁の中で、担当課におきまして

もホームページやマックテレビ等、様々なま

た今後の感染症対策への取組が推移していっ

たことを踏まえて、番組製作なども活用して

いってみたい、そのような取組もまた有効な

手段であるというふうに思っております。

そこで、こういう市が考える取組に加えま

して、皆様もこのようなものを目にすること

が多々これまでもあったかと思います。これ

は、政府の専門家会議が提言しました日常生

活における実践例のまとめを、イラスト入り

で大変分かりやすくまとめられたものでござ

います。私は、市民の皆様とこのコロナ禍を

共に乗り越えていこう、こういうメッセージ

を繰り返し繰り返し送り続けることだと思っ

ております。

幸い三沢市においては、感染者がゼロでご

ざいます。市民の皆様がどれほど努力をして

この感染症対策に取り組んでいるか、このこ

との現れだというふうに私は思っておりま

す。このことは、やはり保存版として、皆様

も本当に努力を重ねているところではありま

すけれども、常に意識を持ち続ける、そうい

う意味合いでこのようなチラシもまた、先ほ

どの繰り返しにはなりますけれども、例えば

広報みさわに、広報誌に掲載をする、さらに

はまた予算が多少かかることではありますけ

れども、毎戸配布をするなど、有効な、また

さらに取組をしていくべきだというふうに

思っております。この点について御見解をお

伺いをいたします。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

副市長。

○副市長（米田光一郎君） 再質問の新しい

生活様式を常に心にとどめておくための手

段、そのことについてお答えいたします。

まず、広報誌の役割でございますが、情報

を伝えるというほかに、情報を記録して残す

と、そういう機能もございます。この観点か

ら、議員御質問のように、特集または保存版



― 48 ―

というようなタグをつけて編集することも有

効であると考えております。これは、当然

やっていくべきことだろうと考えておりま

す。マックのほかに、広報誌でのこういう取

組をやっていきたい。

それとは別に、健康推進を所管する部局の

ほうが直接編集をして、一覧性、さらには分

かりやすさに特化したような印刷物も考えて

いきたいと、このように考えております。

以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。よろしくお願いいたします。

最後に、再質問は教育問題の市内小中学校

における新型コロナウイルスの感染症対策と

熱中症対策について再質問させていただきま

す。

子供たちを感染症と熱中症からいかに守る

か、学校現場の教職員の皆様は、どれほど御

苦労がおありで、そしてまた、きめ細かい配

慮をなさっているかということを思っており

ました。

熱中症と申しますと、どうしても私の頭に

浮かぶのは、これまでも議会質問で取り上げ

てまいりました市内小中学校へのエアコン設

置でございます。２０１８年度に、政府が学

校のエアコン設置に充てる臨時交付金をつく

り支援を強化したことで、全国的には整備が

進んだものの、先頃の新聞報道によります

と、県内の公立小学校のエアコン設置率は

５.６％にとどまっています。教育委員会で

も、こちらの交付金を活用すべく、様々に取

組をされてきたことも、教育長からも直にお

聞きしておりました。

これまで、私も市内小中学校へ通うお子さ

ん、そして保護者の皆様からも、直接、夏の

暑さの大変さをお聞きする場面がありまし

た。正直、遠慮しながら、教職員の皆様から

も声をお聞きする場面もございました。子供

たちは、皆さんが思っていることではありま

すけれども、暑さで頭がくらくらする、吐き

気がする、気持ちが悪くなった、そしてま

た、勉強に集中できない、どうしてもこれは

皆さんが思うことでございます。

このような声をいろいろな場面でお聞きし

たことから、やはり北国、この青森において

も、三沢市においても、異常気象が続くこと

から、どうしても夏場の暑さ、猛暑というも

のは、これまでとは異なる異常な暑さが続

く、このことが今までもありました。

このコロナ禍において、様々な予算確保の

ためには御苦労があるかと思いますけれど

も、この子供たちの学ぶ教育環境、これをよ

りよい環境づくりにするためには、小中学校

へのエアコン設置については何をおいても最

優先で取り組むべき、設置していくべきとい

うふうに強く思っております。

そこで、これまで教育委員会といたしまし

ても、エアコン設置については様々な御努力

をされていらしたかというふうには承知して

いるところでありますけれども、改めてこの

場で、これまでのエアコン設置へ向けての検

討状況、またさらには、今後の見通しについ

てお聞かせいただきたいと思います。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（冨田 敦君） 春日議員の再質

問、エアコンの設置について、また、検討状

況について報告、答弁をいたします。

エアコンの設置については、非常に多くの

財源が必要となりますが、これは設置をしな

ければならないものだと考えております。そ

の理由といたしましては、暑さ対策はもちろ

んでありますが、生活様式の変化への対応で

もあります。

検討状況ということで御質問もございまし

たが、設置の方法としては、現在、学校のボ

イラーの改修時に、暖房と冷房の一体型のも

のを設置をしていく、あるいは長寿命化計画

による大規模改修時等に設置をしていく方法

などがあるかと思われます。これらの方法を

中心に、市費の負担が低減できる防衛補助事

業を念頭に、関係課、関係機関と相談、連携

をしながら、年次計画を立てて進めていきた
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いと考えているところであります。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、春日洋

子議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

舩見昌功議員の登壇を願います。

舩見議員。

○３番（舩見昌功君） 市民クラブの舩見昌

功でございます。

質問に入ります前に、小比類巻雅彦議長の

お許しを頂き、一言御挨拶をさせていただき

ます。

この３月の三沢市議会議員一般選挙におい

て、多くの皆様から御支援を賜り、初当選さ

せていただくことができました。この場をお

借りいたしまして、心から感謝申し上げま

す。

私は、これまでＰＴＡ活動を通じ、全ては

子供たちの未来と笑顔のために、健やかな成

長のために、ＰＴＡの仲間と共に微力ながら

も活動してまいりました。先人が知恵を絞

り、幾多の困難に立ち向かい、築き上げてく

ださったこの三沢市をこれまで以上に発展さ

せ、次代を担う子供たち、そして、そのまた

子供たちにしっかりと未来をつなぐことが、

今を生きる私たちに与えられた責任だと思っ

ております。

若輩者ではございますが、正副議長をはじ

め各議員の皆様並びに小檜山市長、市当局の

皆様の御指導を賜りながら、市民の皆様の声

を真摯に受け止め、市政発展の一助となるべ

く鋭意努力してまいりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、通告に従いまして、質問に入ら

せていただきます。

はじめに、教育問題における三沢市教育振

興基本計画についてお伺いします。

三沢市では、平成３０年３月に市政全般に

係る政策及び施策の方向性について、第二次

三沢市総合振興計画を策定しております。三

沢市教育委員会では、その基本理念を実現す

るための三つの大綱とそれに連なる１０の政

策のうち教育関連部分及び三沢市教育大綱と

国及び青森県の教育振興基本計画を受け、新

しい三沢市教育振興基本計画を策定、令和２

年３月から施行されております。

今の時代は、私たちの幼少期や学生時代と

は大きく異なり、当時の考え方だけでは子育

てをすることが難しくなっております。特

に、ここ１０年間に至っては、スマートフォ

ン等のネットワーク機器の急速な普及、ＳＮ

Ｓの活用、ＩＣＴやＡＩを中心とした情報伝

達技術の急速な進歩等、子供たちの生活様式

は大きく変化してきております。

また、いじめや虐待、貧困といった社会環

境や生活環境の変化、外国語教育や道徳教育

等の充実を含めた新学習指導要領の改訂・実

施、教職員の多忙化や部活動の在り方の検討

等、児童生徒だけではなく教職員を含めた学

校活動、教育環境も大きく変化してきており

ます。

このように、子供たちを取り巻く環境は常

に変化し、これまで以上に学校、家庭、地

域、行政が協働していくことが重要であり、

要であります。

そこで、２点お伺いいたします。

１点目は、子供の心身の発達が早期化して

いる状況を踏まえ、三沢市の教育環境を踏ま

えた現状をどのように捉えているのか。

２点目は、三沢市教育振興基本計画の基本

理念、考え方やコンセプトは何か。

以上、２点についてお示し願います。

次に、商業問題における中心商店街につい

てお伺いします。

令和２年２月、主要地方道三沢十和田線、

通称アーケード通りに設置しておりますアー

ケードの撤去などを条件に、一方通行解除、

対面通行について、三沢警察署より解除の方

向で進めていきたいとの回答を得ているとい

う新聞報道等がございました。このアーケー

ドは、昭和５１年から５２年にかけて建設さ

れたものであり、設置から既に４０年以上が

経過しており、老朽化が顕著となっておりま

す。
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また、私は、このアーケード通りにて家族

で商売を営んでおりますが、平成３０年６月

１４日に自店舗前のアーケードが６.１メー

トルにわたり崩落しました。修繕していただ

きましたが、早急に撤去しなければ２次被害

の可能性が高かったため、最終的に撤去とな

りました。

本市は、この路線における街灯を整備する

に当たり、支障となる老朽化し崩落の可能性

の高いアーケードの撤去工事を令和２年から

３年度に行い、順次街灯整備を進め、早けれ

ば令和３年度末にも一方通行解除となる可能

性があるとされております。

そこで、３点お伺いいたします。

１点目は、街灯整備、アーケード撤去解体

を含む事業の工事はいつから開始となるの

か。また、それに係る予算はどのくらいにな

るのか。

２点目は、街灯整備、アーケード撤去解体

を含む事業後の一方通行解除、対面通行開始

の時期はいつになるのか。

３点目、主要地方道三沢十和田線は、児童

生徒の通学路となっております。対面通行開

始後の安全性は十分に確保できるのか。

以上３点についてお示し願います。

最後に、行政問題における市民の住民登録

についてお伺いいたします。

通常、どのような選挙においても、投票す

るには投票所入場整理券が必要です。この券

は、棄権防止と投票所における事務処理のた

め、事前に選挙人に交付される文書はがきで

ありますが、この券がないと投票ができない

というものではございません。券が届かな

い、持参するのを忘れた、紛失するなどの理

由があっても、住民登録に基づく選挙人名簿

に登録があれば投票することができます。

この券の郵送に際し、「あて所に尋ねあた

りません」で返送されることもあります。返

送理由として、転居先不明、町名や番地の記

載漏れ、受取人の長期不在などが挙げられま

す。

そこで、その返送数と返送されてきた方の

転居先、新住所の把握や、実際にその住所へ

行き、居住実態の確認をされているのかお伺

いいたします。

また、本市では、新型コロナウイルス感染

症に係る各種対策や経済・生活支援策などの

相談窓口を一本化し、業務を一体的に取り組

むため、新型コロナウイルス感染症対策支援

室を設置いたしております。市民、事業者の

皆様の感染症対策や経済・生活支援を迅速に

進めるために、当該職員の皆様は土日を返上

し、業務に従事しておりますことに、心から

感謝申し上げます。

４月２０日に閣議決定された新型コロナウ

イルス感染症緊急経済対策を受け、三沢市特

別定額給付金事業が実施され、申請書が５月

１８日から順次各世帯へ郵送されました。そ

の郵送先は、先ほどの投票所入場整理券と同

様に、住民票のデータを基に郵送されており

ます。そこで、この申請書の郵送に際し、

「あて所に尋ねあたりません」で返送された

ものはなかったか、併せてお伺いいたしま

す。

以上で、壇上からの質問を終わらせていた

だきます。御答弁のほど、よろしくお願いい

たします。

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの舩見

昌功議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの舩見議

員の質問の商業問題の中心商店街についての

第１点目、アーケード撤去・解体工事の開始

時期と予算については私から、そのほかにつ

きましては副市長並びに教育長、選挙管理委

員会委員長、経済部長からお答えをさせます

ので、御了承願います。

アーケード施設が立地する主要地方道三沢

十和田線は、基地正面ゲートに至る道路に接

続していることに加え、県及び市の防災計画

においても重要な位置づけであることから、

本線への照度確保を目的とした街灯整備工事

を行うこととし、その工事に合わせてアー
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ケード施設の解体・撤去を行うこととしてお

ります。

御質問の工事開始時期につきましては、８

月を目途に発注をし、９月以降の着手を予定

しております。工期につきましては、本線が

地域の皆様の生活道としても利用されている

ため、ブロックごとに工事を進めることとし

ており、令和２年度、３年度の２か年にわた

り工事を実施し、完成は令和４年１月を見込

んでおります。

予算につきましては、本年度の当初予算に

おいて２,９３９万６,０００円を計上し、令

和３年度の債務負担行為と合わせて合計で１

億５,５８２万８,０００円を計上していると

ころであります。

私からは、以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 商業問題の第２

点目、一方通行解除、対面通行開始時期につ

いてお答えいたします。

三沢警察署交通課に確認いたしましたとこ

ろ、アーケードの撤去完了後、２か月間程

度、市民への周知と道路標識等の改修を行っ

た上で、一方通行の解除を実施するとのこと

であります。

当市といたしましても、広報誌やマックテ

レビを通じて、市民の皆様に十分な周知がな

されるよう取り組んでいきたいと考えており

ます。

次に、第３点目の対面通行開始後の安全性

の確保についてお答えいたします。

昨年６月の平日に商工会が実施した交通量

調査によりますと、朝６時から８時までの一

方通行の通過車両は１,２７１台で、そのう

ちの約７割の８６４台が三沢基地側に左折し

た車両となっております。また、同日１６時

から１８時までにゲート前交差点において、

三沢基地側と警察署側から来た車両のうち交

差点を市役所側へ直進または左折した車両は

１,０９９台となっており、その後、市道４

４号線へ右折した車両は８４１台となってお

ります。

市道４４号線とは、保健相談センターとシ

ティホテルの間を通り、旧市立病院の裏側へ

向かう市道であります。一方通行と並行する

歩道のない幅員８メートルの市道でございま

す。

一方通行解除後の正規なシミュレーション

につきましては、今後、専門家も交えまして

検討したいと考えております。また、解除後

は、夕方に三沢基地から出た車両が対面通行

可能となったこの道路を多く通るようになる

と予測されるため、この点に十分配慮するこ

とに加え、登下校の児童や商店街を訪れるお

客様に配慮した安全対策を実施したいと考え

ております。

具体的なものにつきましては、駐車場整備

のほか注意喚起の標識やカーブミラーの設置

などがありますが、詳細につきましては、三

沢警察署並びに関係機関と協議しながら進め

てまいります。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 経済部長。

○経済部長兼新型コロナウイルス感染症対策

支援室長（関 敏徳君） 御質問の行政問題

のうち、特別定額給付金の申請書類の返送状

況とその取扱いについてお答えいたします。

特別定額給付金は、政府主導の下、４月２

７日現在、三沢市に住民登録されている方お

一人につき１０万円を支給する給付金制度で

ございます。当市では、当該給付金につい

て、国の指導に基づき、迅速かつ的確な給付

を実施するため、新型コロナウイルス感染症

対策支援室を中心として、全庁からの協力態

勢構築の下、土日も含め全力で取り組んでい

るところでございます。また、当該申請書類

の発送時には、１日当たり約７０名態勢で郵

送に必要な封入作業等行い、令和２年５月１

８日に市内全世帯数である１万９,４４２世

帯に向けて、返信用の封筒を同封の上、郵送

したところでございます。

当該申請書類の返送状況といたしまして

は、５０通が宛所不明として返送されており

ますが、個別に連絡を頂いた方々に対して
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は、内容を確認した上で、申し出のあった住

所に再送しております。

新型コロナウイルス感染症対策支援室で

は、多くの市民が当該給付金の早急な支給を

切望していることから、まずは申請のあった

方に対して、当初から予定していた約２週間

での振込ができるよう取り組んでおります。

特に、５月末には、郵送した約１万９,０

００世帯のうち約１万１,０００世帯からの

申請が１週間に集中してあったため、迅速か

つ間違いのない処理が必要な状況であったこ

とからも、個別に連絡頂いた方以外への返送

に関わる作業にまでは至っておりませんでし

たが、今後におきましては、各部署と連携の

上、現地に出向いて居住状況の確認や民生委

員の方や近所の方々からの情報収集などを行

い、できる限り給付金の支給漏れのないよう

努め、基本的には国の定めにのっとり、適正

に対応してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 選挙管理委員会

委員長。

○選挙管理委員会委員長（石岡裕通君） 行

政問題、前段の整理券が送られても「あて所

に尋ねあたりません」として返送された場

合、その方の新住所の把握や確認をされてい

るかとの質問にお答えいたします。

投票所入場券は、告示日前日に住民基本台

帳に登録されている住所地にて確認する選挙

人名簿を基に、選挙の種類、日時、投票所が

記載されたはがきを告示日以後に交付するも

ので、その配達は市内郵便局へ一括でお願い

しております。しかしながら、選挙人へ送達

できず、選挙管理委員会へ返送される事例は

毎回発生しており、その数は選挙ごとに変動

はありますが、本年３月８日執行の三沢市議

会議員一般選挙においては４０通の返送が

あったところであります。

返送の原因について郵便局に確認したとこ

ろ、転出、転居などにより住所地に住んでい

ないと思われる場合は、一定期間を経た後に

「あて所に尋ねあたりません」として選挙管

理委員会へ返送されるとのことでありまし

た。

選挙人の居住実態について調査すること

は、限られた選挙期間内では困難と考えてお

りますが、入場券が届いていない、あるいは

忘れたり紛失したなど、入場券を持参してい

ない場合でも、期日前投票所及び投票所にて

本人であることが確認できれば、投票が可能

となっております。

正しく住所を登録していただくことや、投

票所入場券がなくても投票が可能であること

を広報みさわ及び市ホームページ等にて逐次

お知らせしているところでありますが、今後

も一層の周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。

以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） 教育長。

○教育長（冨田 敦君） 教育問題の第１点

目、当市の教育環境を含めた現状についてお

答えをいたします。

学習に関しては、県学習状況調査において

平成２９年度から県平均を上回り、ここ２年

は上位、最上位になってきております。ま

た、各種運動部活動、吹奏楽、短歌等の文化

活動においても、優れた力を発揮していると

ころであります。

これらは、小中学校とも新学習指導要領に

対応した授業づくりに努めていることはもと

より、保護者や地域の方々の協力の下、運動

部活動を含めた多様な教育活動の充実が図ら

れていることが成果につながっていると考え

ております。

生活に関しては、不登校や長期欠席の児童

生徒が全国や県の平均と比べて多いことが、

改善傾向が見えつつありますが、長年の大き

な課題となっております。また、携帯電話等

の所持率が増えたことから、長時間の使用に

よる弊害も見られてきており、連合ＰＴＡと

連携をした活動を継続して取り組んできてい

るところであります。

教育環境に関しては、長期的視点を持っ

て、計画的な施設改善や外環境整備等によ
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り、安全で安心できる快適な環境の確保が必

要と考えております。

以上、現状においては、児童生徒がよい姿

として示している部分と、そうではない課題

の部分とありますが、各小中学校が毎年実施

している保護者アンケートを市内全体で集計

し直すと、４段階評価で満足、おおむね満足

の肯定的な回答が全保護者の８割を超えてお

り、おおむね学校の教育活動には理解を得ら

れているものと考えております。

次に、第２点目、三沢市教育振興基本計画

の基本理念についてお答えいたします。

教育委員会では、第二次三沢市総合振興計

画と三沢市教育大綱を受け、教育振興基本計

画を令和２年３月に策定し、この４月より施

行をしているところであります。この計画の

基本理念は、「教育は人づくり、人の中で人

になる」であります。その思いとするところ

は、豊かな人間性の育成であり、どんなに能

力が高くても周りとうまく関わることができ

ず、孤立しがちな若者が、社会全体で近年増

えてきているということへの対策でもありま

す。

今回、政策目標の一つとして、「健康で、

依存に負けない習慣づくり」を新しく掲げま

した。その理由としては、児童生徒を取り巻

く環境が目まぐるしく変化し、ゲーム機やス

マートフォンの長時間利用による健康被害

が、日本のみならず世界各国で今大きな課題

となっているからであります。

具体的には、「習慣は第二の天性」推進事

業を立ち上げ、食べる、寝る、起きるの基本

的生活習慣を強化するために、眠育・食育を

推進し、依存に負けない習慣づくりを粘り強

く進めていきたいと考えております。

教育委員会といたしましては、引き続き学

校、家庭、地域、そして関係機関等との連携

を深めながら、人と人との関わりを基盤に、

夢や希望を高く持ち、可能性に挑戦する児童

生徒を育む学校教育を力強く進めてまいりた

いと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 舩見議員。

○３番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいました。通告の質問順のとおり、一問一

答にて再質問させていただきます。

まず、教育問題についてですが、教育問題

については再質問はございませんが、先ほど

春日議員よりエアコン設置についての質問等

がございました。私も、現役の子育て世代の

代表でございます。小学校６年生の保護者で

ございます。市内小中学校、大変暑い中で、

夏休み前まで、夏休み後も授業を受けている

状況で、強くエアコンの設置をお願いしたい

と思っております。どうぞ引き続きよろしく

お願いいたします。

次に、２番目の商業問題についてですが、

各開始時期や安全性についての御答弁ありが

とうございました。一方通行解除、対面通行

となれば、道路幅員が狭く、各店舗には専用

駐車場もなく、路上駐車も多いことから、交

通事故発生の増加が懸念されております。

現在の高齢化社会において、気軽に歩いて

買い物ができる中心商店街は、今後どのよう

な地方都市でも必要であります。しかしなが

ら、本市の商店街の道路整備が道半ばであ

り、その整備が急がれます。

商業関係者は、道路拡幅により中心商店街

地区の回遊性を実現したいと考えておりま

す。これによって利便性が高まり、快適な環

境が整うとして期待しております。

また、同区間は、自衛隊員、基地従業員、

工事関係者皆様の三沢基地への進入主要道路

であり、先ほども朝と夕方の交通量の数値が

ございましたが、大変交通量も多く、朝の通

勤時は大きな渋滞があることもございます。

先ほども申し述べましたように、児童生徒

の通学路でもあり、歩行者の安全性確保のた

めに、再質問といたしまして、道路幅員の拡

幅をする計画はあるのかお示し願います。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

副市長。

○副市長（米田光一郎君） 現状のままでは

一方通行の解除に危険なことも考えられる
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と、そこで道路幅員の拡幅が必要ではないか

ということにお答え申し上げます。

これまで、中心市街地の安全対策につきま

しては、商工会や警察署を含むワーキンググ

ループを設置しまして、鋭意検討を重ねてま

いりました。昨今の交通状況を勘案すると、

現在の６時から２２時の間の一方通行となっ

ている主要地方道三沢十和田線において、逆

走などによる交通事故が大変懸念されており

ました。さらに、一方通行と並行する歩道の

ない市道４４号線、ここに車両が集中するこ

とで、歩行者が事故に巻き込まれる可能性も

高いことから、中心商店街の交通安全対策と

いたしまして、主要地方道三沢十和田線の一

方通行解除が最も有効な手段であるとの結論

に至ったものでございます。

そして、今回の一方通行の解除につきまし

ては、同区間における４商店会、大町、銀

座、大通、中央の４商店会でございますが、

この４商店会に意向を確認したところ、全て

の町内会から一方通行の解除を令和元年１２

月に要望されております。それを受けまし

て、本年１月に三沢警察署署長へ一方通行解

除の要請をしたところ、アーケードの撤去を

条件に解除の方向で進めたいとの回答を頂い

たところであります。

お尋ねの道路幅員の拡幅につきましては、

道路管理者である県から、現在のところ拡幅

する計画はないとの回答がなされておりま

す。

いずれにいたしましても、一方通行解除に

当たっては、事前の周知はもちろんのこと、

ドライバーが規制解除に慣れるまでの事故防

止対策として、交通誘導員の配置等も考えて

おりますので、そのような方向で安全対策に

万全を期してまいりたいと考えております。

以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） 舩見議員。

○３番（舩見昌功君） 米田副市長、御答弁

ありがとうございました。

最後に、三沢市民の住民登録についてです

が、戻ってきた投票所入場整理券で住民基本

台帳の精査を行い、居住実態を調査し、住ん

でいないと確認されれば、法律に基づき住民

基本台帳から削除されると聞きます。住民票

は、国民健康保険や国民年金など、重要な行

政サービスの基礎にもなり得るもので、失う

と適切なサービスが受けられなくなるおそれ

があり、選挙で投票する権利もなくなりま

す。

新型コロナウイルス感染拡大に関連し、非

正規労働者の解雇や雇い止めが約５,０００

人に上るとの発表がございました。就職や就

労ができないとお金がない、お金がないと家

を借りられず住所がない、住所がないと就

職、就労ができないという負のスパイラルに

ならないよう、返送されてきた方の居住確認

等をよろしくお願いいたします。

また、その確認ですが、本年令和２年は国

勢調査の年でもございます。この調査は、住

民登録について調査するものではございませ

んが、日本に住んでいる全ての人及び世帯を

対象とする国の最も重要な統計調査で、得ら

れる様々な統計は、国や地方公共団体の政

治、行政で広く利用されてございます。調査

書類の配布に当たり、各世帯を調査員が訪問

いたしますが、国勢調査の趣旨とは相違する

かもしれません。しかし、郵便物が返送され

る方の居住実態の確認の一助とし、対応され

ることをお願いいたします。

そこで、再質問とし、今年度の国勢調査に

当たり、新型コロナウイルス感染症拡大防止

として、市民の皆様と国勢調査員の安全・安

心をどのように確保するのかお示し願いま

す。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

政策部長。

○政策部長（佐々木 亮君） 舩見議員の再

質問の国勢調査時に調査員、それから市民の

安心・安全をどのように確保していくのかに

ついてお答えしたいと思います。

議員のお話の中でもありましたように、今

年は国勢調査の年でございます。国の基幹的

統計調査として、当市の人口や世帯数の実態
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を明らかにする調査でございます。今年は５

年に１度のその年に当たりまして、新型コロ

ナ感染という状況の中での調査になります。

現在、国のほうでは、この調査に関して予

定どおり実施するということで、マニュアル

の案ということで、調査員につきましては市

民と直接対面しないように、非接触というこ

とを基本に実施してくださいというふうな旨

が通達されております。

また、今年９月１４日から調査票の配布を

する予定になってございますけれども、具体

的には調査票はインターホンでの説明、聞き

取り、また、郵便受けに入れたり郵送で返し

てもらう等の非接触型の実施を予定してござ

います。

いずれにしましても、感染症対策につきま

してはしっかりと対策を講じながら、できる

限り時間をかけない、そしてかつ正確な調査

を実施してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、舩見議

昌功員の質問を終わります。

これをもって、一般質問を終わります。

─────────────────

◎日程第 ２ 議案第２８号から

日程第２５ 議案第５１号まで

○議長（小比類巻雅彦君） 次に、日程第２

議案第２８号専決処分の承認を求めること

について（令和元年度三沢市一般会計補正予

算（第６号））から日程第２５ 議案第５１

号地方卸売市場三沢市魚市場条例の一部を改

正する条例の制定についてまでを一括議題と

いたします。

─────────────────

◎日程第２６ 総括質疑

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２６ た

だいま一括議題といたしました全議案に対

し、総括質疑を行いますが、通告がありませ

んので、総括質疑を終結します。

─────────────────

◎日程第２７ 特別委員会の設置及

び議案の付託

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２７ 特

別委員会の設置及び議案の付託を行います。

お諮りします。

ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、８名をもって構成す

る予算審査特別委員会、同じく８名をもって

構成する条例等審査特別委員会をそれぞれ設

置し、慎重に行いたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、予算審査特別委員会、定数８名、

条例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ

設置することに決しました。

それでは、議案の付託を行います。

予算審査特別委員会には、議案第２８号か

ら議案第３５号までの計８件を、条例等審査

特別委員会には、議案第３６号から議案第５

１号までの計１６件をそれぞれ付託します。

─────────────────

◎日程第２８ 特別委員会委員の選任

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２８ 特

別委員会委員の選任を行います。

ただいま設置されました２特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、お手元に配付しております

特別委員会及び付託議案一覧表のとおり指名

します。

なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に委員長、副委員長をそれぞれ互選し、議

長まで報告願います。

また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、予算審査特別委員会を大会議

室、条例等審査特別委員会を第２会議室にお

いてそれぞれ願います。

この際、委員会開催のため、暫時休憩しま

す。

午前１１時３１分 休憩

────────────────

午前１１時３７分 再開

○議長（小比類巻雅彦君） 休憩前に引き続
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き、会議を開きます。

先ほど設置されました２特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果をお知らせいたし

ます。

予算審査特別委員会委員長、下山光義委

員、副委員長、春日洋子委員。条例等審査特

別委員会委員長、澤口正義委員、副委員長、

遠藤泰子委員とそれぞれ決した旨の報告があ

りました。

─────────────────

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、本日の

日程は終了しました。

なお、明日から１７日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。

次回本会議は、１８日午前１０時から会議

を開きます。

本日は、これをもって散会します。

午前１１時３８分 散会


