
- 1 - 

日 曜 開　議　時　刻 摘　　　　　　　　　　要

開 会

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

会 期 の 決 定

諸 般 の 報 告

第 １ 日 ２ 火 午前　１０　時 ００ 分 議 案 上 程

提 案 理 由 の 説 明

質 疑 ・ 委 員 会 付 託

決 算 特 別 委 員 会 の 設 置

及 び 委 員 の 選 任

請 願 ・ 陳 情 上 程 ・ 趣 旨 説 明

朗 読 ・ 委 員 会 付 託

第 ２ 日 ３ 水 午前　１０　時 ００ 分 休 会 （ 常 任 委 員 会 ）

第 ３ 日 ４ 木 午前　１０　時 ００ 分 休 会 （ 決 算 特 別 委 員 会 ）

第 ４ 日 ５ 金 午前　１０　時 ００ 分 休 会 （ 決 算 特 別 委 員 会 ）

第 ５ 日 ６ 土 午前　１０　時 ００ 分 休 会

第 ６ 日 ７ 日 午前　１０　時 ００ 分 休 会

第 ７ 日 ８ 月 休 会 （ 決 算 特 別 委 員 会 ）

第 ８ 日 ９ 火 休 会 （ 決 算 特 別 委 員 会 ）

第 ９ 日 １０ 水 午前　１０　時 ００ 分 一 般 質 問

第 １０ 日 １１ 木 午前　１０　時 ００ 分 一 般 質 問

委 員 長 報 告

第 １１ 日 １２ 金 午後　１２　時 ００ 分 質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決

閉 会
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開会（午前１０時００分） 

 

開会・開議 

 

議長（宮田勝三） 

ただいまから、平成２６年第３回能登町議会定例会を開会します。 

ただいまの出席議員数は地方自治法第１１３条に規定する定足数に達して

おりますので、これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。 

あらかじめ、本日の会議時間を延長しておきます。 

ここで本日の会議に先立ち、広島市の土砂災害で亡くなられた方々の御冥

福をお祈りし、御遺族にお悔やみを申し上げたいと思います。 

さらに被災された方々にお見舞いを申し上げるとともに、不明の方々が一

日も早く御家族の元に帰られるよう、ご祈念申し上げます。 

 

会議録署名議員の指名 

 

議長（宮田勝三） 

それでは日程に入ります。 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、１３番 山岸昭

夫君、１４番 鍛治谷眞一君を指名いたします。 

 

会期の決定 

 

議長（宮田勝三） 

日程第２「会期の決定」の件を議題にします。 

 お諮りします 

 本定例会の会期は本日から９月１２日までの１１日間にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から９月１２日までの１１日間に決定いたしました。 
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諸般の報告 

 

議長（宮田勝三） 

日程第３「諸般の報告」を行います。 

 地方自治法第１２１条の規定により、本定例会に説明員の出席を求めたと

ころ、説明員として本日の会議に出席している者の職・氏名は、別紙の説明

員名簿として、お手元に配布しましたので、ご了承願います。 

 本定例会に、町長より別冊配布のとおり、議案９件、諮問２件、認定１３

件が提出されております。 

次に、町長から地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項 

及び第２２条第１項の規定により、平成２５年度決算に基づく能登町の健全

化判断比率及び資金不足比率についての報告があり、報告第６号として、お

手元に配布いたしましたので、ご了承願います。 

 次に、監査委員から平成２５年度決算審査及び平成２６年５月分、６月分、

７月分の例月出納検査の結果についての報告があり、その写しもお手元に配

布いたしましたので、ご了承を願います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 

議案上程 

議案第６５号から認定第１３号 

 

議長（宮田勝三） 

日程第４議案第６５号「平成２６年度能登町一般会計補正予算」から日程

第２７認定第１３号「平成２５年度能登町病院事業会計決算の認定について」

までの２４件を一括議題といたします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（宮田勝三） 

町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 本日ここに、平成２６年第３回能登町議会定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位には、何かと御多用の折にもかかわらず、ご出席を賜りまして、

誠にありがとうございます。 

本日提案いたしております、各議案の提案理由をご説明する前に、一言ご
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あいさつを申し上げます。 

今年の夏は、台風や前線豪雨、そして局地的なゲリラ豪雨の影響で、全国

各地に大規模な被害をもたらしました。石川県内をはじめ全国各地で集中豪

雨により死亡事故や大規模な災害が発生いたしました。特に、先月２０日未

明に広島市で発生した土砂災害では、多くの死者・行方不明者が出ており、

いまだ多くの方々が避難されています。 

お亡くなりになられた方々のご冥福を、お祈りいたしますとともに、被災

された方々にお見舞い申し上げ、一日も早い生活再建を願うものです。 

土砂災害は避難勧告のタイミングが難しく、そして、最近では全国的に、

これまで経験したことがない集中豪雨が多く発生しています。当町において

も、いつ、いかなる場所で、同じような災害が発生するか、わかりません。

このような土砂災害から身を守るためには、３つのポイントがあると言われ

ています。ひとつは、住んでいる場所が土砂災害発生のおそれのある「土砂

災害危険箇所」かどうかをあらかじめ確認しておくこと。ひとつは、大雨に

よる土砂災害発生の危険度が高まったときに発表される「土砂災害警戒情報」

に注意すること。そして、もうひとつは、土砂災害警戒情報が発表されたら

早めに避難することです。また、土砂災害の多くは木造の 1 階で被災されて

います。どうしても避難場所への避難が困難なときは、がけから離れた２階

の部屋などに避難することが良いとされています。それから、土砂災害には

前兆があると言われ、山鳴りや斜面の亀裂、沢や井戸水の濁り、土の匂いな

ど、異常な現象を見たり聞いたら、避難勧告や避難指示に係わらず、直ちに

地域の方と安全な場所に避難を行ってください。特にお年寄りや体の不自由

な方へのご配慮をお願いします。 

次に、去る８月２６日に、議会庁舎で町内の４中学校から中学生１３人が

参加して「能登町子ども議会」を開催いたしました。これは、中学生の皆さ

んに議場で将来のまちづくり等について、自由な発想や視点から質問や提案

をしていただき、中学生が町政に興味や関心をもち、社会への参加意識を高

めてもらおうというものです。私自身も、中学生の皆さんが、日ごろの生活

で感じていることや困っていること、町への要望などをお聞きし、次代を担

う若者のしっかりした考え方、能登町の将来や地域への思いに触れ、頼もし

く感じ、そして町政発展に取り組む気持ちを新たにしたところです。中学生

の皆さんからいただいた知恵や発想、アイデアにつきましては、今後の町政

に活かしていきたいと考えています｡ 

 次に、先般８月２７日、ＪＲ西日本並びにＪＲ東日本が、北陸新幹線の金

沢開業を来年３月１４日と決定しました。開業まで２００日を切り、準備作

業も一気に進むものと思われます。当町にとっても観光誘客の促進、交流人

口拡大等、２度とないチャンスと思われますので、受け入れ態勢の整備など、
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開業効果を最大限に享受できるよう、万全を期していきたいと考えています。 

 それでは、本日ご提案いたしました議案９件、諮問２件及び認定１３件に

つきまして、逐次ご説明いたします。 

議案第６５号から第７１号までは、一般会計、特別会計予算の補正であり

ます。 

今回の補正の主な内容は、国の好循環実現のための経済対策である「がん

ばる地域交付金」の確定による地方債との財源調整をはじめ、社会保障・税

番号制度に対応したシステム構築に要する共同電算費の追加や柳田山村開発

センター調理室、集会施設の改修費の追加を行ったほか、７月の豪雨による

災害復旧費を追加いたしました。その他、事業費の進捗による組替えや調整

を行い、今回補正予算を提案させていただきましたので、宜しくお願い申し

上げます。 

議案第６５号「平成２６年度能登町一般会計補正予算（第２号）」は、歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、２億１４６９万９０００円を追加し、

予算総額を１４６億４０２万８０００円とするものです。 

歳出から説明いたします。 

第２款「総務費」では、７５５１万６０００円の追加であります。第１項

「総務管理費」には、一般管理費で個人番号制度に係る国と地方公共団体を

結ぶ中間サーバー整備費負担金を追加しております。財産管理費では、PCB

含有トランスの処理費の追加をはじめ、鮭尾及び当目地区の集会施設改修工

事や柳田山村開発センター調理室の改修費を追加したほか、内浦庁舎及び柳

田情報センターでは空調設備等の改修費を追加いたしました。基金管理費で

は、財政調整基金への積立金の追加でありますが、今回の補正による財源調

整を行い、一般財源の剰余分を積立したものであります。企画調整費では、

新総合計画の策定に係る事務費を追加しております。また、奥能登広域圏へ

の負担金の追加でありますが、内容は、社会保障・税番号制度に対応したシ

ステム構築に要する共同電算費のほか、別所岳サービスエリア内の奥能登山

海市場施設の管理費負担金を追加しております。また、今後の実績を見込み、

合宿助成事業費及び高齢者運転免許証自主返納支援事業費を追加しておりま

す。生活交通対策費では、地域公共交通会議事務費の追加のほか、程谷(ﾎﾄﾞﾀﾞ

ﾆ)地区のバス待合所整備補助金を追加いたしました。その他、総合サービス

費では、複写機借上料の追加であります。第２項「徴税費」には、課税事務

の効率化を図るためエルタックス連携システムの更新委託費を追加いたしま

した。第５項「防災費」には、災害対策基本法の改正に合わせ、国、県の防

災計画の見直しを踏まえ、町の防災計画を見直すため、諸経費を追加してお

ります。主な内容は、平素からの防災への組織強化や特別警報の運用等を踏

まえた見直しを行うものであります。 
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第３款「民生費」では、９９３万７０００円を追加いたしました。第１項

「社会福祉費」には、社会福祉協議会への補助金の追加でありますが、小木

地区の通所介護施設「いわかがみ」の給湯管修繕費を追加したほか、障害者

福祉費で、今後の実績を見込み、自立支援更生医療費を追加しております。

老人福祉費では、認知症対策総合事業費が介護保険特別会計の任意事業にな

り、組替え調整による減額を行っております。その他、介護保険特別会計、

国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出金の追加であり

ます。 

第４款「衛生費」では、２６２万１０００円の追加であります。第１項「保

健衛生費」には、浄化槽整備推進事業特別会計への繰出金を追加したほか、

公衆浴場施設改善事業及び住宅用太陽光発電システム設置事業の補助金を追

加いたしました。 

第６款「農林水産業費」では、２６３７万８０００円の追加であります。

第１項「農業費」には、農業委員会費において、被服費の追加のほか、改正

農地法に対応した農地台帳整備に伴うシステム改修費を追加いたしました。

農業総務費では、世界農業遺産推進事業費で県の内示を受け、農耕儀礼等の

調査・分析をはじめ保存継承計画の策定費を追加しております。農業振興費

では、新たに里山保全農業機械整備事業が、県に採択され、営農団体に対し

農機具の購入支援費を追加したほか、農業の競争力強化のため、農用地利用

配分計画等の事務費を追加しております。農地費では、揚水機のポンプ改修

費を追加したほか、新たに「省力型簡易な農地改良推進事業」の採択を受け、

宮地・瑞穂地区の基盤整備費を追加いたしました。また、「未来につなぐ世界

農業遺産保全促進事業」として、久田地区の農道用の砕石支給費を追加して

おります。その他、農業集落排水事業特別会計への繰出金の追加であります。 

第７款「商工費」では、１２万円の追加であります。能登地方を舞台とし

た NHK 連続テレビ小説「まれ」が来年の３月３０日から放送予定でありま

す。この放映の好機を活かし、能登地域の魅力を全国へ発信し、観光誘客の

促進を図るため、関係市町や商工・観光団体で組織する推進協議会への負担

金を追加いたしました。 

第８款「土木費」では、２２６０万円の追加であります。第２項「道路橋

りょう費」には、ゲリラ豪雨による倒木処理等の維持管理費や住民からの要

望に対応するため修繕工事費を追加したほか、社会資本整備総合交付金事業

及び道整備交付金事業において、事業費の進捗や確定に伴う組み替えを行っ

ております。 

第９款「消防費」では、７万６０００円の追加であります。内容は、消防

庁舎検討委員会の開催事務費の追加であります。 

第１０款「教育費」では、７６８万８０００円を追加いたしました。第３
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項「中学校費」において、「いしかわ道徳教育推進事業」の補助採択の確定に

よる事務費を追加しております。第４項「社会教育費」において、鵜川公民

館の空調設備の改修費を追加したほか、国指定の重要文化財である「ドブネ」

収蔵庫建設予定地の地質調査費を追加いたしました。第５項「保健体育費」

には、公益社団法人全国スポーツ推進委員連合から平成２６年度優良団体と

して「能登町スポーツ推進委員会」が表彰されることとなり、表彰式の参加

経費を追加しております。第６項「学校給食費」には、食器洗浄機の購入費

を追加いたしました。 

第１１款「災害復旧費」は、６９７６万３０００円を追加いたしました。

内容は、７月１６日から２０日にかけて発生した前線豪雨災害で、農地災害

復旧費８件分、農業用施設災害復旧費９件分、道路災害復旧費４件分、河川

災害復旧費３件分の追加でありますので、宜しくお願いいたします。 

以上、２億１４６９万９０００円の財源として、歳入に、第１１款「分担

金及び負担金」、第１３款「国庫支出金」、第１４款「県支出金」、第１５款「財

産収入」、第１７款「繰入金」、第１８款「繰越金」、第１９款「諸収入」、第

２０款「町債」を追加して収支の均衡を図りましたので宜しくお願いいたし

ます。 

議案第６６号「平成２６年度能登町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）」は、保険事業勘定において２３６３万９０００円を追加し、予算総額を、

２７億２１１万４０００円とするものです。その内容は、海外療養費不正受

給の防止を図るため事務費を追加したほか、社会保障・税番号制度に対応し

たシステム構築費の追加や財政調整基金積立金の追加であります。その他、

平成２５年度国庫金等の精算返納金を追加しております。 

歳入で、第８款「財産収入」、第９款「繰入金」、第１０款「繰越金」を追

加して、収支の均衡を図りましたので宜しくお願いいたします。 

議案第６７号「平成２６年度能登町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）」は、２６２万９０００円を追加し、予算総額を、３億１２６４万３０

００円とするものです。 

 その内容は、社会保障・税番号制度に対応したシステム構築費の追加のほ

か、平成２５年度療養給付費負担金の清算金の追加であります。 

歳入で、第３款「繰入金」、第４款「繰越金」を追加して、収支の均衡を図り

ましたので宜しくお願いいたします。 

議案第６８号は「平成２６年度能登町介護保険特別会計補正予算（第１号）」

です。保険事業勘定において、１８９６万７０００円を追加し、予算総額を、

２８億２４９０万３０００円とするものです。社会保障・税番号制度に対応

したシステム構築費の追加をはじめ、一般会計からの組み替えによる、認知

症地域支援推進員等設置事業費を追加しております。また、介護給付費準備
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基金利子積立金のほか、平成２５年度の介護給付費等の精算にともなう返納

金の追加であります。 

歳入で、第４款「国庫支出金」、第６款「県支出金」、第７款「財産収入」、

第１０款「繰越金」を追加し、第９款「繰入金」を減額して、収支の均衡を

図りました。 

議案第６９号「平成２６年度能登町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）」は、２１７万５０００円を追加し、予算総額を５億４５９８万５００

０円とするものです。その内容は、宇出津新町通り線工事に伴う、下水道マ

スや取付管等の移設工事費の追加であります。歳入で、第７款「諸収入」を

追加し、収支の均衡を図りました。 

議案第７０号「平成２６年度能登町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」は、７８２万２０００円を追加し、予算総額を３億４７３７万６００

０円とするものです。その内容は、処理場における機械電気設備等の改修費

を追加しております。歳入で、第４款「繰入金」を追加し、収支の均衡を図

りました。 

議案第７１号「平成２６年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算

（第１号）」は、８２万１０００円を追加し、予算総額を、６０９６万２００

０円とするものです。その内容は、ろ過槽等の修繕やマンホール蓋の購入費

を追加いたしました。歳入で、第４款「繰入金」を追加し、収支の均衡を図

りましたので、宜しくお願いいたします。 

 次に、議案第７２号「能登町消防団条例の一部を改正する条例について」

ですが、地域の消防団員の確保が困難な状況になっており、災害発生時にお

いて、町民の生命、身体や財産を守り、被害の軽減に寄与し、災害現場で不

足する消防力の補完及び整備を図るため、即戦力として期待できる、退職し

た消防職員や消防団員経験者等を機能別団員として活動していただくために

条例の一部を改正するものです。改正の主な内容は、機能別団員を創設する

ため所要の改正を提案するものです。 

 次に、議案第７３号「能登町こども発達支援センターの設置及び管理に関

する条例の制定について」は、近年の放課後等デイサービスの利用者数が増

加しており、その事業の拡充と、地域の障害児や家族を支援し、発達に遅れ

や偏りのある児童の福祉の増進を図るため、旧内浦保育所を「能登町こども

発達支援センター」として設置するため提案するものです。 

 次に、諮問第１号及び諮問第２号の「人権擁護委員候補者の推薦について」

ですが、能登町には、現在７名の人権擁護委員の方がおられます。 

 今回、２名の方が本年１２月３１日をもって任期満了となることから、能

登町字鵜川の「山田良憲」氏と能登町字宇出津の「久田幸子」さんを、引き

続き人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３
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項の規定に基づき議会の意見を求めるものです。 

次に、認定第１号「平成２５年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」から認定第１３号「平成２５年度能登町病院事業会計決算の認定につ

いて」までの１３件につきましてご説明いたします。 

これら１３件の認定につきましては、平成２５年度一般会計及び１０特別

会計並びに２企業会計の歳入歳出決算であり、地方自治法第２３３条第３項

及び公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、監査委員の意見を付して、

議会の認定をお願いするものであります。なお、平成２５年度の決算状況に

つきましては、別冊の「平成２５年度主要施策の成果説明書」の中でも決算

額の概要を明記しておりますので、円滑な審査が進められますようご理解と

ご協力をお願い致します。 

以上、本定例会に提出いたしました議案等につき、その大要をご説明申し

上げましたが、議員各位におかれましては、慎重なるご審議の上、適切なる

ご決議を賜わりますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせ

ていただきます。 

どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（宮田勝三） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

日程の順序の変更 

 

議長（宮田勝三） 

お諮りします。 

この際、日程の順序を変更し、日程第１３ 諮問第１号「人権擁護委員候

補者の推薦について」及び日程第１４ 諮問第２号「人権擁護委員候補者の

推薦について」の２件を先に審議したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

したがって、日程の順序を変更し日程第１３ 諮問第１号及び日程第１４ 

諮問第２号の２件を先に審議することに決定しました。 

ただ今、先議することに決定しました諮問第１号及び諮問第２号の２件を

議題とします。 
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お諮りします。 

諮問第１号及び諮問第２号の２件は人事案件でありますので、質疑・討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、諮問第１号及び諮問第２号の２件については、質疑・討論を省略

し、直ちに採決することに決定いたしました。 

 

採    決 

諮問第１号、諮問第２号 

 

議長（宮田勝三） 

お諮りします。 

諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」 

能登町字鵜川二十字八番地十一 「山田良憲」氏を議会としては、適任と

することに賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（宮田勝三） 

ありがとうございました。 

 起立全員であります。 

よって、諮問第１号については議会の意見は適任とすることに決定いたし

ました。 

次に、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について」 

能登町字宇出津へ字九十八番地「久田幸子」氏を議会としては、適任とす

ることに賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（宮田勝三） 

ありがとうございました。     

起立全員であります。 
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よって、諮問第２号については、議会の意見は適任とすることに決定いた

しました。 

 

質    疑 

議案第６５号から議案第７３号 

 

議長（宮田勝三） 

日程第４ 議案第６５号から日程第１２ 議案第７３号までの９件につい

ての質疑を行います。 

質疑は大綱的な内容でお願いします。 

質疑はありませんか。３番 市濱等君。 

  

３番（市濱等） 

 それでは、お許し出ましたので質問させていただきます。歳出の９款消防

費の１目常備消防費ですけど７万６０００円という補正予算があがっていま

すが、この経費が必要になった経緯と背景を説明願いたい。そしてこの予算

を使ってあと何回会議をやられるのかそのあたりを詳しく総務課長お願いし

ます。 

 

議長（宮田勝三） 

 総務課長 佐野勝二君。 

 

総務課長（佐野勝二） 

 それではご説明いたします。９款１項１目常備消防費に７万６０００円の

追加でありますけれどもこれは消防庁舎検討委員会の開催を当初４回分みて

おりました。これを後２回分追加するといった所用の経費の追加であります。

２回の追加に至った経緯でございますけれども検討委員会そのものは内容に

つきましてはまだ検討中でございますので遠慮させていただきますが、５月

３０日に１回目の検討委員会を開催いたしまして６月、７月、８月と毎月１

回開催しておりました。そうした中、住民に不安を与えないサービスの低下

を招かないといった熱心な審議が行われた結果あと２回、中々結論にいたら

ずあと２回はまだ審議が必要であるという結論に達しましたので、今回２回

分の追加補正をさせていただいたという経過でございます。 

 

議長（宮田勝三） 

３番 市濱等君。 
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３番（市濱等） 

 ４回の目標をもって会議をおこして、これは４回で結論を出そうという意

気込みでおそらく出されたと思うんですよ。なぜもう５０パーセントも。先

ほど理由がありましたけれど。やはり会議というのは私はこの議会で結論が

出ていなければ、あと先の議会が私は見通せないわけなんですよ。そうする

と町民の方々に私らどんな会議があってどういう流れでこの総合的な消防の

システムを構築していくことになったのかということを私らのこの議会では

説明つかないと思うんですよ。説明できない。もう後２回、何月と何月とや

られるのか分かりませんが。 

もっと失礼ですが、やはり前倒しで予算を付けて、こういう時にこそ前倒

しで会議をやられて私たちがこの会議で、この議会で町民の皆様と対応でき

るような、聞いていただけるような形をとるのはどうでしょう総務課長。 

私はそういうことがものすごく大切なんじゃないかというふうに思うんで

すね。先にもう２回やられていれば、委員の方々の調整もつかんかも分かり

ませんが、私は努力が足りないんじゃないかなと私は思います。 

それと執行と議会は車の両輪だというふうにお話をされる方がおいでにな

りますが、専門用語でいくと自動車関係でいくと、議会と執行は独立懸架方

式。そういうシステムでお互いに独立した意見を持ちながら会議をやる。こ

れが私は議会の基本だとこのように思うんですね。いまこの会議を見ていま

すと車軸懸架方式。両方とも同じような、同じまがらにゃならん、自由がき

かんこういう会議でなかろうかなと。これではなかなか結論が出ないと思う

んですよ。なぜかといいますと、議会と執行はまるっきりお互いが主張する

内容があると思うんですね。この点どうですか。この後にも質問になるかど

うか分かりませんが、地域振興費の１００万円の予算の出し方についても不

審に思うんですね。特に私は執行の方々、議会に頼りすぎているんじゃない

かというふうに私思うんです。そうして一部の議員の方々に依存しすぎてい

るんでないかなというふうな感想をもつんです。この検討委員会の委員長を

されております副町長。どうですか私のこの考えは。私はそういう思いがし

て今日ここに手を挙げさせていただきました。副町長思いを聞かせてくださ

い。 

 

議長（宮田勝三） 

 副町長 高雅彦君。 

 

副町長（高雅彦） 

 市濱議員にお答えいたしますけど、最初に私、委員長ではございませんの

で執行部側の委員の一人でございますが委員長ではございません。 
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 従って今ほどの色々と結論が出ないのではないかということなんですが、

一応委員長はそういうことは無しで、是非、この委員会で結論を出したいと

いうことで今頑張っておられますので、後２回の委員会で結論が出るものと

思っております。よろしくお願いいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 役職を間違えて誠に申し訳ありません。 

私さきほど発言いたしましたそのことについてですね、どうですか私はも

っと努力して欲しいということに対して、答えがなかったというふうに私は

思うんです。聞くところによりますと私はこの議会で２０年３０年先のプラ

ンを持って会議をしていただきたい。今ここにこういう問題が出たから、わ

ぁと集まって、私ら会議をしていたと遠いところから聞くんですよ。説明を

あんまり受けてませんから。この９月の議会で結論が出なかったらあなた方

これをいつ出すんですか。せっかく、任期も僅かなもんですから。何か臨時

議会とかそういうことで対応できるのですか。その辺も総務課長、町長よろ

しくお願いします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今回の消防庁舎の検討委員会に関しましては本当に我々としましては、４

回で結論を出していただきたいという目標で取り組んでまいりました。しか

しながら委員さんの方で活発な議論の中で様々な課題もありましたし、ある

いは微妙な部分もあったというふうに聞いております。ですから今回は８月

では結論が出ずにあと２回開催していただいて、そして委員長の強い思いで

あります結論を待ちたいというふうに思っております。ただ、本来であれば

皆さま方にこの９月議会で説明出来る予定にしておりましたが、それは叶わ

なかったのは私も残念でありますが、その辺はご理解いただきたいと思いま

すし、そういうことで委員会の委員長をはじめ委員のみなさんが活発な議論

を重ねていただいた上であと２回のうちに結論を出していただきたいという

思いでいますので臨時議会等に関しましてはその結論が出る時期もあります。

委員のみなさんの予定もありますので非常に微妙な部分もありますが、出来

るだけ早い段階で結論を出していただいてやっていきたいなというふうに思
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っています。 

 

議長（宮田勝三） 

 他に質疑はありませんか。９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 教育費学校給食ですね、先ほどの説明では食器洗浄機とありました。これ

は、それはそれでいいんですが、ただこの細部に渡って私はお伺いします。

この小学校はどこの小学校か。１基で２００万円なのか。これは今後、能登

町で５校小学校ありますね能登町は。全部給食をやられておられますけど全

部同じ機種なのか。それと公共の施設は修理というか耐用年数とか時期がく

るとまだ稼働できるのに交換するというややもすると見受けられる傾向があ

ります。まず２００万円は１校の食器洗浄機なのか、今後毎年発生するのか。

この洗浄機の耐用年数はどうなのかお答えいただきたい。 

 

議長（宮田勝三） 

 教育委員会事務局長 池上正博君。 

 

教育委員会事務局長（池上正博） 

 それではお答えします。これは小木小学校の食器洗浄機でありまして、機

械１基の予算でございます。食器洗浄機につきましては耐用年数等もござい

ますけど現状の状況を見ながら交換するというふうな思いでおります。 

 

議長（宮田勝三） 

 他に質疑はありませんか。９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 課長、答弁漏れたかなと。私が言い忘れたかもしれないけど。この機種の

洗浄機は能登町の小学校全部に入っているのか。同機種が。今、小木小学校

にと言われたが。それと今後、耐用年数は言われましたか。それとこの機種

は全体で５校あるならこれは大体１回いれると次は随契になりがちなんです

が、１回１回入札をやっているんですか。そこのへんもお答えいただきたい。 

 

議長（宮田勝三） 

 教育委員会事務局長 池上正博君。 

 

教育委員会事務局長（池上正博） 
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 お答えします。食器洗浄機につきましては、ほとんどが学校建設当時に一

括して購入しておりますので機種については全て把握しておりませんけど、

バラバラだと思っています。これは備品購入ということで、入札を予定して

おります。 

 正確な耐用年数は把握しておりませんけど、大体５年ほどと思っておりま

す。 

 

議長（宮田勝三） 

 他に質疑はありませんか。１１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 こういう時代が来るのかなと思って私この前全協の中で質問したんですけ

れども、課長さん再度詳細を。色んな形の中で議案第７３号の案件でござい

ますけれど。詳細を家で読んでいますとこういう重要なもので指定管理者制

度にするような前提でものを配っておられるということで課長にこれはこう

いう状況の中で条例を書いておられるということですが、指定管理者にする

予定なんでしょうか。どういうことですか１回お答えください。 

 

議長（宮田勝三） 

 健康福祉課長 中嶋久嘉君。 

 

健康福祉課長（中嶋久嘉） 

 志幸議員のご質問にお答えします。子ども発達支援センターを設置するに

あたりまして、旧内浦保育所の跡地利用ということで現在考えております。

その中で、指定管理の一つの政策として事業所から使用したいとの申し出が

ありましたので、これまでの保育所等公共施設の跡地利用として採用してき

ました条例設置を行い、指定管理ということで子ども発達支援センターの運

営を考えています。 

それはなぜかというと放課後児童を対象にしていますけど障害児対象なも

ので、ある程度専門的なものも必要であろうかと思いますし町独自で直営で

やるということは少し困難かと考えております。以上です。 

 

議長（宮田勝三） 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 課長と私の考えは反対じゃないかなと思って。町独自でということであれ
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ば、私も子どものじゃなくて４０歳近くになるんです。これと同じように国

の制度にのっておる子どもを私一人持っております。この子どものこういう

親御さんがこれからでてこられる状況の中でこういうものはいいもんだなと

思いますけれども、これ指定管理にするとやはりその父兄の方々は役場が管

理しているのと価値観が違うんじゃないかなと。指定管理にすると指定管理

者に全部押しつけみたいな行政の運営になるもんですから。私はこういう問

題、これは小学校いっている子ども達、中学校いっているこの精神的な障害

のもった子ども達が通うもんだなと思って。 

色んな中でこうやってすれば、詳細をみますと利用問題、伝染病、前後に

定める他の指定管理者が子ども発達支援センターの管理者営業上の利用を不

適当と認めるときにはその指定管理者は明日からくるなということで言える

わけです。おそらくやこういう子ども達ってこういうような不安な問題、ま

た父兄の方も不安な状況の中でこうやって子どもを育てておられている中で

もう少し細かい問題についてはこの場で時間もないですからしがたいですが、

また、福祉の課長と細かい問題を勉強させていただきまして町民の中に浸透

させていきたいなとこういう親御さんが結構おられるんじゃないかなと思っ

ておりますので、課長それまた指定管理の問題を再度どういう格好にするの

か検討していただきたいなと思って質問を終わります。以上です。 

 

議長（宮田勝三） 

 他に質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 

委員会付託 

 

議長（宮田勝三） 

お諮りします。 

ただいま議題となっております、議案第６５号から議案第７３号までの９

件については、お手元に配布しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第６５号から議案第７３号までの９件については、お手元に

配布しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託するこ

とに決定しました。 

 

質    疑 

認定第１号から認定第１３号 

 

議長（宮田勝三） 

日程第１５ 認定第１号「平成２５年度能登町一般会計歳入歳出決算の認

定について」から日程第２７ 認定第１３号「平成２５年度能登町病院事業

会計決算の認定について」までの１３件について、質疑を行います。 

質疑は大綱的な内容でお願いします。 

質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 

決算特別委員会の設置 

 

議長（宮田勝三） 

日程第２８「決算特別委員会の設置及び委員の選任について」を議題とい

たします。 

 お諮りします。 

 認定第１号「平成２５年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定について」

から認定第１３号「平成２５年度能登町病院事業会計決算の認定について」

までの１３件については、能登町議会委員会条例第６条の規定により、６人

で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して、審査することにした

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、認定第１号から認定第１３号までの１３件は６人の委員で構成す

る決算特別委員会を設置し、これに付託して、審査することに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま、設置されました、決算特別委員会の委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第４項の規定によって議長が指名することにしたいと思い

ます。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、決算特別委員会の委員は、議長において指名することに決定しま

した。 

それでは、指名します。 

決算特別委員会の委員に、３番 市濱等君、４番 小路政敏君、１０番  

奥成壮三郎君、１４番 鍛治谷眞一君、１５番 鶴野幸一郎君、１７番 新

平悠紀夫君。以上の６人を指名します。 

お諮りします。 

 以上の６人を決算特別委員会の委員とすることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名しました６人が、決算特別委員会の委員に決定しまし

た。 

  

休    憩 

 

議長（宮田勝三） 

ここで、しばらく休憩します。（午前１０時５５分） 

 休憩中に決算特別委員会を開き委員長、副委員長の互選をお願いいたしま
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す。 

  

再    開 

 

議長（宮田勝三） 

休憩前に引き続き会議を開きます。（再開１１時１０分） 

 それでは、委員会条例第９条第２項により、休憩中に決算特別委員会で互

選されました委員長、及び副委員長をご報告いたします。 

 決算特別委員長に１５番 鶴野幸一郎君。副委員長に１７番 新平悠紀夫

君。以上であります。 

 これで、決算特別委員会委員長、副委員長の互選結果の報告を終わります。 

 

請願及び陳情上程 

 

議長（宮田勝三） 

日程第２９ 請願第１号「国の教育予算を拡充することについて」から日

程第３１ 陳情第２号「軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正

などを求める陳情」までの３件を一括議題とします。 

 今期定例会において受理致しました請願１件、陳情２件の併せて３件は、

お手元に配布してあります請願陳情文書表のとおりであります。 

 

趣旨説明 

 

議長（宮田勝三） 

請願について、紹介議員の趣旨説明を求めます。 

請願第１号「国の教育予算を拡充することについて」１４番 鍛治谷眞一 

君。 

 

１４番（鍛治谷眞一） 

ただいま上程されました請願第１号「国の教育予算を拡充することについ

て」の趣旨説明をいたします。 

これまで小学校 1 年生、2 年生と続いてきた 35 人学級の拡充が２０１４年

度国の予算においては予算措置されていません。日本はOECD諸国に比べて、

1 学級当たりの児童生徒数や教員 1 人当たりの児童生徒数が多いのが現況で

す。学校は、いじめ、不登校など社会状況等の変化にも原因があるかもしれ

ませんが、一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応が必要となっていま

す。この解決にむけて、少人数学級への計画的推進改善が必要です。 
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いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による少人

数学級が行われています。このことは、少人数学級の必要性を認識している

ことの現れであり、国の施策として財源確保保障すべき必要があります。ま

た、文部科学省が実施した調査でも、約 6 割が「小中高校の望ましい学級規

模」として、26 人から 30 人を挙げています。 

三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合が 2 分の 1 から

3 分の 1 に引き下げられました。この財源がそれ以外の用途に転用され、結

果的に教育費の縮小を招き、義務教育の地域格差が発生しないようにしなけ

ればなりません。 

以上のことより、2015 年度政府の概算要求実現に向けて国の関係機関へ、

次の４点について、地方自治法第 99 条の規定にもとづき意見書の提出を求め

られているものであります。 

１点目ＯＥＣＤ諸国並みの、ゆたかな教育環境を整備するため、３５人以

下学級の完結および３０人以下学級を推進すること。 

２点目教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負

担制度の拡充を図ること。 

３点目校舎の耐震化、教材備品・修繕費等、学校教育環境の整備充実に必

要な予算措置を行うこと。 

４点目子どもと向き合える時間の確保ができるよう、教職員の定数改善や

事務負担の軽減を行うこと。 

以上、議員各位におかれましてはご審議のうえ、何とぞご採択賜りますよ

う宜しくお願い申し上げ趣旨説明を終わりたいと思います。 

 

陳情朗読 

 

議長（宮田勝三） 

次に、陳情第１号「旧神野小学校体育館 屋根雨漏り防止対策のお願い」

及び陳情第２号「軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを

求める陳情」を事務局長に朗読させます。 

 

議会事務局長（谷内利明） 

陳情第１号「旧神野小学校体育館屋根雨漏り防止対策のお願い」の朗読を

いたします。 

日頃は、公民館活動に深いご理解とご支援いただきまして厚くお礼申しあ

げます。さて、神野公民館では、毎年３つの大きな事業を行っています。６

月の社会体育祭、１０月の敬老会、２月の芸能祭です。その中でも社会体育

祭は地区の子どもからお年寄りまですべてを対象にした行事であり、毎年楽



- 21 - 

しみにしている住民が沢山います。その体育祭は数年旧神野小学校体育館で

行っており、本年も体育館で行いました。もちろん、体育祭開催前には、地

区有志でグランドを含め、周辺の草刈りを行っています。その中で、体育館

の屋根の錆びが大きく目立ち雨漏りが危惧されるようになりました。旧神野

小学校体育館は、昭和６０年に建築されたものであり、現在の耐震基準もク

リアしています。現在、体育館は町の避難場所に指定はされていませんが、

万が一の場合は避難場所とすることも可能です。 

地区の絆の重要性が叫ばれている昨今、地域住民を対象とした憩いの場と

して、また軽スポーツの場として、今後とも利用できることを望んでいます。 

議会においては、様々な陳情が各地区からなされていると思いますが、旧

神野小学校体育館屋根の雨漏り防止による延命措置をしていただきたく、こ

こに陳情いたします。 

陳情者は、神野地区 曽又区長 山岸一郎、鶴町区長 的場清一、宇加塚

区長 東崎秀雄、上藤の瀬区長 南下久雄、下藤の瀬区長 針田芳雄、神野

公民館長 井口潔。以上６名の方々によるものでございます。 

次に陳情第２号「軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正などを

求める陳情」を朗読いたします。 

軽度外傷性脳損傷は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷な

どにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神

経線維組織が断裂するなどして発生する病気です。 

２００７年世界保健機構の報告によれば、外傷性脳損傷は世界で年間１０

００万人の患者が発生していると推測されており、今後２０２０年には世界

第３位の疾患になると予測され、その対策が急務であると警告されています。

世界保健機構の報告から累計患者数を推計すると、日本には過去２０年間だ

けでも数十万人の患者がいると考えられています。しかしこの病気は MRI な

どの画像検査だけでは異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険の補償

対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケー

スもあるのが現状です。 

主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじ

め、てんかんなどの意識障害、肢体麻痺、視野が狭くなる、におい味が分か

らなくなるなどの多発性脳神経麻痺、尿失禁、膀胱傷害など複雑かつ多様で

すが、本人や家族、周囲の人たちもこの病気を知らないために誤解が生じ、

職場や学校において理解されずに、悩み、苦しんでいるケースが多々ありま

す。 

しかし他覚的・体系的な神経学的検査及び神経各科の裏付け検査を実施す

れば、後からも外傷性脳損傷と診断することができます。 

また、通学路での交通事故や柔道の女子の義務化も含め、スポーツ外傷が



- 22 - 

多発している昨今、子ども達が軽度外傷性脳損傷を発症する可能性も高くな

っています。 

さらに世界保健機構の警告を踏まえ、受傷時の意識障害が軽度でも、重傷

の外傷性脳損傷を引き起こすことがある軽度外傷性脳損傷について、多くの

市民に周知を図っていただきたいと思います。 

そこで次のとおり国・政府等関係機関に意見書を提出していただきますよ

う陳情します。 

陳情事項つきましては、国・政府等関係機関に対し、次の内容を要請する

意見書を提出すること。 

１業務上の災害または通勤災害により軽度外傷性脳損傷となり働けない場

合、労災の障害年金が受給できるよう、労災認定基準を改正すること。 

２労災認定基準の改正にあたっては、画像に代わる外傷性脳損傷の判定方

法として、他覚的・体系的な神経学的検査法を導入すること。 

３軽度外傷性脳損傷について、医療機関はもとより、国民、教育機関への

啓発・周知を図ること。以上。 

平成２６年８月６日 陳情者は大阪府東大阪市六万寺町３－１２－３３ 

軽度外傷性脳損傷仲間の会 代表 藤本久美子。 

 

委員会付託 

 

議長（宮田勝三） 

陳情の朗読が終わりました。 

お諮りします。 

 ただいま議題となっております請願１件、陳情２件の併せて３件は請願陳

情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、請願１件、陳情２件の併せて３件は、請願陳情文書表のとおり、

所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 ただいま付託されました請願陳情の審査結果については、今期定例会    

会期中に報告していただきますようお願いいたします。 

 

休    憩 
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議長（宮田勝三） 

ここで、暫く休憩いたします。（午前１１時２３分） 

 

再    開 

日程追加 

 

議長（宮田勝三） 

休憩前に引き続き会議を開きます。（午前１１時２５分） 

お諮りします。 

 本日、決算特別委員会委員長 鶴野幸一郎君から発委第８号「事務検査に

関する決議について」の１件が追加提出されました。 

これを日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更して直ちに

議題にしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、この１件を日程に追加し追加日程第１として、日程の順序を変更

して直ちに議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、発委第８号「事務検査に関する決議について」を議題とい

たします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（宮田勝三） 

提案理由の説明を求めます。 

決算特別委員会委員長 鶴野幸一郎君。 

 

決算特別委員会委員長(鶴野幸一郎) 

ただいま提出いたしました発委第８号「事務検査に関する決議について」

の提案理由の説明をいたします。 

町長が決算を議会の認定に付すに当たって地方自治法で提出が義務付けら

れている書類は、①決算書、②歳入歳出決算事項別明細書、③実質収支に関

する調書、④財産に関する調書、⑤決算年度における主要施策の成果説明書
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にとどまるものであります。 

今回、提出したこの決議は、さらに決算審査の意義を高めるため、前述の

書類だけでなく、地方自治法第９８条第１項に規定されている「町の事務に

関する書類及び計算書を検閲し、町長、教育委員会をはじめ、その他法律に

基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び

出納を検査出来る」議会の権限を決算特別委員会に委任するものであります。 

 つきましては、議員各位におかれましてはご審議のうえ、ご賛同賜ります

よう宜しくお願いいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

質    疑 

 

議長（宮田勝三） 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（宮田勝三） 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

採    決 
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議長（宮田勝三） 

これより、発委第８号「事務検査に関する決議について」を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

 よって発委第８号は原案のとおり可決されました。 

 

休会決議 

 

議長（宮田勝三） 

日程第３２「休会決議について」を議題とします。 

お諮りします。 

委員会審査等のため、９月３日から９月９日までの７日間を休会としたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、９月３日から９月９日までの７日間を休会とすることに決定しま

した。 

 

散    会 

 

議長（宮田勝三） 

次回は、９月１０日午前１０時から会議を開きます。 

以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

 

散会（午前１１時３０分） 
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開 議（午前１０時００分） 

 

開   議 

 

議長（宮田勝三） 

 ただいまの出席議員数は、地方自治法第１１３条に規定する定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 あらかじめ本日の会議時間を延長しておきます。 

 

一般質問 

 

議長（宮田勝三） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきますが、一般質問の形式は一問一答方式とし、

能登町議会申し合わせ事項により質問者の持ち時間は答弁の時間を含め４０

分以内となっております。また、質問の回数は質疑と同様に原則として１つ

の質問事項に対し３回までとなっておりますので、遵守されますようお願い

いたします。なお、関連質問についても申し合わせ事項により原則として認

められておりません。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 皆さん、おはようございます。 

 今、議長からお許しを得ましたので、通告どおり私、３点、きょうは質問

事項を通告しておりますので、よろしくお願いします。 

 本年度におかれましては、皆さん本当に政治も波乱万丈でございます。た

だし一番の波乱万丈は気候でございます。自然、自然がゆがんだ。自然でご

ざいます。本当に本年は特に災害が頻繁に出ております。この近くには、広

島の被害に遭われました方々に対しまして心よりお見舞い申し上げるととも

に、早急の復旧を願うものであります。また、後に続く方がいろいろとまだ

心のこもった広島に対して言葉があると思いますので、私はこれまでにしま

して、早急に質問をしたいと思います。 

 それでは、私たち４期目最後の質問でございます。 

 まず１点目でございますけれども、過去の質問の再確認でございます。 

 特に町長、皆さん、執行部の方々が検討するというようなことで言われま
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した案件でございます。そういうことを今どうなっているのかなということ

をお聞きしたいと同時に、やはり私も４年間で１６回この壇上に一般質問と

して立たせてもらいました。その中で議題というものについては四十数回言

ってあります。執行部の方もぽつんと飛んでくればあれだと思いますので、

心配なく、４点抜粋して質問事項を書いてありますので、町長、その４点に

ついてお聞かせ願いたいなと思っております。 

 それでは１点目は、１点目というよりも、この質問事項の中で小木診療所

の問題。 

 それから、道路改修と同時に災害関係の話でございます。道路がよくなる

と同時に、この工事も私、産業常任委員会におりますので結構重要視しなが

ら見ておりますけれども、避難階段とかそういう工事はインフラ整備は結構

しておられると思いますので、もう一度、災害について再認識していきたい

なと思っておりますので、その答弁をよろしくお願いします。 

 それから、今、国におかれましてはいろんな状況が取り沙汰されておりま

す。地方が物すごく人口の減少とか人口の流出、それから企業の喪失という

ことで、地方が物すごく大変な状態になっております。その中でいろんな予

算も国はつけておられます。その中で、やはり私たちみたいなこういうよう

な実際は皆さん交付税の中で生きておると私は感じております。その交付税

の状況、ましてや今町長が提示されると思いますけれども、合併して１０年

でございます。起債状況その等の問題で、私は改善されたなと思って、町長

の答えによっては褒めることも必要かなと思って今私は感じておるわけでご

ざいます。結構な状況があると思います。 

 それからもう１点は、ごく最近でございますけれども、インターネット時

代でライブカメラでございます。中継。世界におって能登町の状況を中継で

すぐ見れるというライブカメラの設置について、どうなっているのかなとい

うことで、私は当初の中で予算をつけられたと思いますけれども、その状況、

進行状況をお聞かせ願いたいと思います。 

 また、町長の答えによっては、私なりに再質問並びに私の意見も最後です

ので拝聴して、町長の頭の片隅に置いていただければなと思っておりますの

で、町長、よろしく答弁願います。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 それでは、志幸議員の質問に答弁させていただきたいと思います。 

 まず、小木診療所につきましては、以前、志幸議員が質問されたときには
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民営施設として様子を見守っていくというふうに答弁させていただきました。

その後いろいろありましたけれども、この秋、１０月上旬にも医院を開業し

ていただく先生がいらっしゃるということであります。小木地域はもとより、

能登町にとりましても身近に医療機関ができるということは、安心して暮ら

せる地域づくりにつながるものということで、大変喜ばしいことだというふ

うに思っております。 

 その次に、道路関係を初めインフラの整備でありますが、この件に関しま

しては、志幸議員の質問だけではなく他の議員さんからもいろいろ質問もあ

りましたし、話もありました。それによりまして、町として全体的な対応し

た実績というものを述べさせていただきたいなというふうに思っています。 

 町村合併した平成１７年から平成２５年度までのインフラ整備ということ

でありますが、道路整備事業では現在、整備中も含めまして１６０路線の道

路整備等を実施しております。事業費に関しましては約４６億円を投じたと

いうことであります。 

 このうち橋梁の補修、補強につきましては、１５メートル以上の橋、６５

橋の点検を実施いたしました。２９の橋で改修が必要と判断されまして、現

在までに９つの橋の改修を終えております。 

 また、都市計画事業では、宇出津地区まちづくり交付金事業によりまして

市街地整備を実施し、事業費としては約２２億円を投資しております。 

 また、上水道につきましては、平成１７年度から平成２５年度まで、瑞穂、

時長地区の水道未普及解消事業で約１４億円、簡易水道再編推進事業でも１

７年度から６地区の飲料水供給施設等の統合整備を行いまして、約１８億円

の事業費を投資しております。また、寺田川ダム、北河内ダムの完成により

まして使用水量の増加等に対応できるように浄水施設の増設改良、老朽管の

布設がえなどを行いまして、現在も整備中ということであります。 

 次に、公共下水道事業につきましては、平成１７年から平成２５年度まで

に宇出津、小木、松波・恋路処理区に約３６億円を投資しまして、順次整備

区域を拡大して供用を行ってきているところであります。 

 農業、漁業集落排水事業では、平成１９年度より６処理場において機能強

化事業を行い、事業費としては約７億円にて施設の防食や機械設備の更新を

行っております。 

 浄化槽整備推進事業では、内浦地区では平成１４年度より、能都・柳田地

区については平成１８年度より事業展開を開始しまして、年間３０から４０

基程度の浄化槽を整備し、生活環境及び水質改善を図っているということで

あります。 

 また、地方交付税につきましても、ご存じのように合併後１０年間で特例

措置が終わるということで、今後は５年間で段階的に約１２億円減らされる
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ということもありますので、我々としてはしっかりと財政計画を立ててこれ

に取り組んでいかなければならないというふうに思っています。 

 最後に、ライブカメラの件でありますが、ライブカメラに関しましては、

平成２５年６月議会において志幸議員から設置についてのご質問がありまし

た。そのときは、ライブカメラの映像を公開するための構築方法や費用など

最適な方法を検討すると答弁させていただきました。町のホームページから

の配信を考えておりますが、ライブカメラの設置場所によっては、ＮＴＴ回

線やあるいは町のＣＡＴＶ回線を利用するなどさまざまな組み合わせがあり

ます。配信目的とその維持管理経費などを勘案しながら今年度、予算の範囲

内で設置したいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 いろいろと４点、詳しく説明されていただき、ありがとうございます。 

 本当に小木地区、今現在まだあれですけれども、小木地区の診療所につい

て、そういうような町長のお答えどおり、安心で暮らせるまちづくりという

ことに一つの道路を設置するよりも重要なことではなかったかなということ

で、ことしからそれが可能になるという小木地区の皆さんの本当に喜ばしい

顔が見えてきます。 

 それともう１点、２点目の抜粋した質問でございますけれども、道路イン

フラ整備。それについて私、目の先に来ております避難階段とかそういうも

のについても、こういう計算は私しませんけれども、結構金かけたなという

ことで評価したいなと思って。また、これよりいろいろ国の状況が、こうい

う災害、防災については結構重要視していますので、まだまだ情報を仕入れ

ながら、今後まだ能登町の安全・安心のためにより一層注意を払っていって

いただきたいなと思っております。 

 ３点目に抜粋した経済指数状況でございますけれども、私もおかげさまで、

こういうものを質問するときには役場へ行って勉強してくるんですけれども、

私は役場の財政企画からこういうデータを、１０年前からのデータをもらっ

たんです。私ちょっと、やっぱりお宅のほうに議員として回る状況の中で、

町民の方々がそういう財政状況を重要視されている方が結構おられるなと思

って感じておる。私、財政のほうよりこういう１０年の指数を私、経済状況

の数字状況をいただいて、これをお配りしてくるんですけれども、この辺の

ところにも大抵公表されておるんじゃないかなと思っておるんです。結構町

内の方々が重要視されているなということで認識して、よくなったなという
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状態でございます。 

 現在、実質公債費比率の推移が１４．４％、予想で２５年度で。それから

借金、皆さん一番の問題で、借金が３５５億ということで１００億ぐらい減

りました。貯金は減りましたけれども、それは当たり前だと思います。これ

は持木町長のやり方で、金利の安いときか高いときか、払っとけということ

でやっておられるんだなと思っております。これはいいことかなと。 

 最後にライブカメラでございます。これはまた３点目にも私そういう意味

で質問しますけれども、未来にかけての問題で質問しますけれども、この問

題、本当に私も全然頭の中になかった問題、町を回っておって、外国へ仕事

に出かける人の言った発想でございますので、これをやれば本当に全国並び

に世界という中で能登町もアピールされていくということ。これはいいこと

かなと。早急に供用できるような格好でしていただければなと思っておりま

す。 

 そういうことで、いろいろとあれですけれども、再質問は町長、私は正直

言って４点の問題については結構やっておられるなと思って、ないんですけ

れども、ただし私はこうやって今町民のところへ回る機会がありますので、

結構多々回っております。 

 私は、町長、もう一回だけ壇上にこの問題に立っていただき、これはお答

えなかなかできるかできんかわかりませんけれども、町民に対して町長の立

場からもう少し何かかんか、私は町民に訴えたいこと、こうしてほしいとか

ということありましたら、この場でお聞かせ願いたい。 

 それと同時に、もう１点、私たち通年議会というものを今皆さんで勉強し

ておりますけれども、反問権の問題も次の議会の構成されますと、議会から

反問権というものが出てくると思います。わかりませんけれども。そういう

中で、議員のほうには町長はこういうのがちょっとおかしいぞということで

文句、文句という言葉しか出てこない。町民に対して何かかんか要望があれ

ば、この場ですので、許しますので、ちょっと壇上へ。答えてみれば皆さん

町民の方聞いておられると思いますので、何かありましたら。満足なら満足

ということであれです。 

 以上です。 

 町長、お願いします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず一つだけ訂正させていただきたいと思いますけれども、志幸議員、貯
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金のほうが減ったというようなお話しされましたが、合併当時は約２５億の

基金でありました。それが２５年度現在では４７億ということで２２億ふえ

ておりますので、それはご理解いただきたいというふうに思います。 

 それと、町民の皆さんに対する思いでありますが、やはり能登町に住んで

よかったと思っていただきたいと思いますし、また町民の皆さんは、能登町

のために何ができるか、自分自身が。そういうことを考えていただければな

と思っております。 

 また、反問権に関しましてはこれから始まることでありますので、私自身

も勉強させていただきたいというふうに思っております。 

 

議長（宮田勝三） 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 この問題、外野席からいろいろなことありましたけれども、私は、次の議

題によってこの質問を町長にしていただいたわけでございます。ただし、な

いかなと思ったら、今はありませんと言うかなと思ったら何か町長言われま

した。どうも私、桁一つ間違えておりましたので、この財政の問題。そうで

すね。これは２５０億やと思っておったけれども２５億ですね。２５億から

４７億になっているので、どうも失礼いたしました。私も訂正しておきます。 

 それでは１題目終わります。２題目に移りたいと思いますから、よろしく

お願いします。 

 ２点目、説明をいたします。２点目の質問は、福祉施策の充実策について

でございます。 

 町独自の施策の展開が必要と考えます、私は。そういう中で、町長はどう

考えているのかなということで私は質問したいんです。なぜこういうものを

持ってきたかというと、近年、介護問題、それから福祉問題、今のこんなこ

とを言ったら失礼なんですけれども国会議員の方々、法律をつくる方々はや

はり私たち末端まで目が届いてないような、現実化してないんじゃないかな

と私は感じるわけでございます。ただ予算だけあっちもこっちも多種多様の

予算ばっかりつけて、町民の皆さん、国民の皆さんにやってあげたというよ

うな認識で私はテレビ、マスコミ等を見ておるわけでございます。充実した

予算がない。今、介護保険なんかでも重要視されます。１０年前の何倍かな、

７億やったかな、３倍、５倍に介護保険の保険料も予算もふえている。それ

から１０年前の介護から見れば、今の介護制度が利用者に対して充実してお

るかしてないかということです。お金ばかりふえて。私自身は介護を受けら

れる方は充実してないと思うんですよ。 
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 そういう中で、これだけ先ほど言ったとおり財政指数が恐らく能登町の、

石川県の中で１９市町村ありますけれども結構なところまで、町民の皆さん

並びに執行部の皆さん、議員の皆さんが協力されてここまで来たということ

でありますから、もう少し福祉とかこういう社会制度の予算を独自でつけて

いく必要性があるんじゃないかなと思いますので、町長の答弁願います。 

 よろしくお願いします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 ただいまの志幸議員のご質問は、福祉施策について能登町独自の施策展開

をということでありましたが、まず高齢者福祉施策としまして、介護が必要

な状態にならないようにするために、今現在、いきいき介護予防教室あるい

は運動教室などの予防事業を能登町では行っております。また公助、共助、

そして共助、自助のすき間を埋めるために、地域で高齢者を見守るひまわり

ネットワークというのもやっております。また、高齢者の悩みを聞く傾聴ボ

ランティア、徘回高齢者の早期発見を目指す徘回高齢者早期発見事業などの

事業も推進しているところであります。 

 また、障害者福祉施策につきましても、心身障害者医療費助成制度の町単

独での対象者の拡大を行っておりますし、福祉タクシー利用料金助成事業な

どの事業も展開しているところであります。 

 現在、第６期の介護保険事業計画及び第４期の障害者福祉計画を今年度末

の策定に向けて準備中でありますが、高齢者福祉につきましては、介護保険

給付以外の部分で高齢者の方々がこの能登町において安心して暮らし続ける

ことができるような地域包括ケアの推進と充実、ボランティアなどを活用し

たサービスの充実などをこの計画に盛り込みたいと考えております。障害者

福祉につきましては、軽度者のホームヘルプサービスや配食サービスなどの

高齢者福祉として既に行っているサービスの構築、発達遅滞乳幼児に対する

支援、あるいは身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対する補聴器

の給付、さらには相談体制の充実を計画に盛り込みたいと考えております。 

 この両計画の策定に当たりましては、議員の皆様方のご意見も賜りながら

進めていきたいと思っておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げて、

答弁とさせていただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 １１番 志幸松栄君。 
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１１番（志幸松栄） 

 いろいろとありがとうございました。予防事業、早期発見、町独特の事業

もやっている。私も正直言って、いろんな町自体も福祉関係のところに私、

委員会には所属してないもんですから、こういう細かい問題は覚えてないん

ですけれども、予算書を見るぐらいであれですけれども、結構あるんだなと

いうことで感じました。 

 ただし、この議題を用いたのはどういうことかというと、これは３問目に

続くんですけれども、ＳＮＳ、人と人とのつながりということで、私感じて

おるんです。私たちの地域で、役場を退職された方がボランティアシステム

の中で、一軒家を借りましてお年寄りを集めて話し合いとかいろんなもので

やっておる方がおられます。こういうことは、また、こういう時代は、人と

人のつながりというものは昔に戻ってきたなと。そういう人が一人でも多く

出れば、能登町はみんなそういう人たちが集まってくるなということを私感

じてこの質問をしたわけでございます。これは次の３点目の質問と併用して

すればいいんですけれども、そういう人がおるということでございます。 

 これは行政の皆さんも特に重要視しながら、また視察に行くなり、また、

その人らに協力をしてやってほしいなということでございます。その人には

何も私は言ってくれとかあれとかと言われませんけれども、本当にボランテ

ィアということはどういうことかということをよく私聞かされましたので、

また皆さん、地域の皆さん、このテレビを見ておられる人たちも、そういう

ことで人と人というようなことをやっていってほしいなと思っております。 

 それでは、いろいろとまだまだありますけれども、あと１５分でございま

す。 

 最後に、私は残れるか残れんかわかりませんけれども、能登町の未来につ

いて、町長のお答えを聞きたいなと。 

 それと私は、自分の発想しているのも１点、まだ１５分ありますけれども、

２点目のこの問題、人と人ということ、助け合いということを重要視しなが

ら終わらせていただいて、３点目に移ります。 

 ３点目、みんないつも紙書いてくるけれども、とうとう紙見んと言っても

うさけちょっと矛盾したことがあるかもわかりませんけれども。 

 最後の最後の質問に移ります。町長に対して未来を問います。能登町の未

来でございます。 

 安全、確実な施策のほか、奇想天外な施策も必要ではないかと私は思うわ

けでございます。なぜこういうことを言ったかというと、あるマスコミその

等、テレビだったかな新聞だったか何だったか知りませんけれども、私はそ

の言葉に感銘したわけでございます。 
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 現在、私たちはこうやって今、私は正直言って前回とてつもない病気もし

まして、手術したら治ったということでございます。普通３０年前なら恐ら

く今ごろこの場所にいないと思う。これはなぜかというと、福祉施策の充実、

医療の発展、それからやはり早期、能登町においても健康診断の充実、そう

いうことで、皆さん、私もこの場におられる。それこそ私、インターネット

で見ますと、私の今言った病気については全国のがんの中でも一番の致死率、

死亡率が高いがんでございます。にもかかわらず、私はこの場でまだ今、次

もまだまだ頑張っていきたいなと思って、医者から３０年は十分生きており

ますということで言われました。皆さんに早く死ねと言われておりますけれ

ども。 

 そういう医療の発達、皆さん町民の方も能登町の健康診断、十分にしてい

ただければ早期発見が第一で、こんなにぴんぴん頑張っております。 

 そういうことで、町長に未来を問うということで、どういう未来が来るか

なということで、私たち３０年前なら本当に高度成長で、日本列島改造論の

中で一生懸命働いてきてここまで築き上げた。そうすると今後３０年後には

どういう未来が待っておるかなと。それに向かって町長はどういうふうにし

て能登町を引っ張っていくのかなと。 

 今インターネット、コンピュータの時代です。想像もつきませんでしたけ

れども、町長はどういうふうにして、３０年後と言わんけれども１０年後を

思っているのかなということをひとつ今の頭の中身をちょっと出していただ

きたいなと思っておりますので、よろしく。それによって私の発想もいたし

ますので、よろしくお願いします。 

 町長どうぞ。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 それでは、志幸議員のご質問の能登町の未来ということでありますが、や

はりまちづくりの主役というのは、議員がおっしゃるように人と人とがつな

がりを持った住民だと私は思っております。地域の活性化は、従来の行政主

導型から町民主導型のまちづくりに大きく転換してきていると思っておりま

す。よりよい町にしていくためには、住民の主体的な活動やまちづくりへの

参画が必要であると思っております。決して強制的な活動ではなく、自分に

合った地域の活動を通じて人とのつながりを築いていくことが一つの魅力で

あると言えますし、まちづくりにも貢献していただけるものと思っておりま

す。 
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 新町誕生から１０周年となり、防災を初め少子・高齢化や人口減少問題な

ど当町における新たな課題点を把握し、まちづくりの主役である町民の皆様

との協働のまちづくりを基本に、さらなる住民の福祉の向上と町の発展に向

けて取り組んでまいりたいと思っております。 

 また、第２次の町の総合計画、今後策定していかなければなりませんので、

町民の皆様の意見も聞きながら計画をつくってまいりたいというふうに考え

ております。 

 

議長（宮田勝三） 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 町民主導型ということで町長は言われましたけれども、ここにも２０年間、

３０年間という議員をしておられる方もおられますけれども、そういうよう

な感じがしてきたなということで、十分その議員の方々が認識されておりま

す。私すら十数年ですけれども、そういうような感じがするんですよね。 

 ただ各論は、町長おっしゃいませんでしたのであれですけれども、私は言

いたいのは、今能登町におかれまして何が必要かということです。生きてい

くためには、やはり生活というものは重要視されるんですよ。 

 そういう中で、私が発想しておるものはどういう時代かというと、この前

いろんな私は東京、それから大阪、名古屋、友達がおるもので電話しまして、

まだそういう状況ではないということで。恐らくや１０年後には１軒の家に、

下手なブルジョアの家庭の家は都会ではロボットが１台ずつおるんじゃない

かなと。そういう時代が来るんじゃないかと想像しておるわけでございます。

そういう中で、そういうロボットの生産台数がふえてくれば、いろいろと金

沢なんかでもいろんな産業が、医療の産業ですか、工場なんかが重要視され

る産業が金沢に振興してくるようになっております。 

 そういう中で、経済というものは重要視されるということで、そういう時

代が必ず来ると思います。恐らくここにお座りの方は半数以上の家にロボッ

トがおるんじゃないかなと。重たい荷物なんか持つものは特に土台。１０年

前はリフト、あれがなかった。あれも一種のロボットなんですよ。重いもの

を、１トン、２トンのものをリフトで持って運ぶということは。そういう時

代が来るのではないかということを私は痛切に感じるわけなんです。そうい

うものを把握しながら。 

 にもかかわらず、今町長がソフトのことを言いましたけれども、実質的に

働く場所、私は今、町民のところ、どれだけでもどういうところでもいいで

すから、そういうものをみんなで一生懸命に、どういう事業でもいいです。



- 36 - 

そういうものを求めて皆で頑張って、どこか広いところでもいい。皆さん結

構やっぱりここの企業と。サンケンさん、今現在、一番従業員の方おられま

す。そういう企業の２つ３つも誘致なさるような、皆さんで、全員で。町民

もそうです。執行部もそう。議員もそうです。皆さんそういう場所をつくっ

ていただきたい。 

 ロボットの時代が来るということでございます。まだいろいろとあります

けれども、そう言えばわかるかなと思って、コンピュータの時代とかいろん

なものがあります。私は恐らく墓の下へ行っておらん、そんな時分は。だけ

ど、まだ若い方々のためにもそういう時代を町長、計画しながらやっていっ

ていただきたいなと思っております。 

 奇想天外な時代が来ると私は認識しておるわけです。皆さん、私の私語が

結構ありましたけれども、ご清聴ありがとうございました。 

 議長、これで終わります。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で１１番 志幸松栄君の一般質問を終わります。 

 それでは次に、１番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 改めて、おはようございます。 

 それでは、議長のお許しが出ましたので、通告に従い一般質問を行いたい

と思います。 

 任期最後となりますので、明るい話題で簡潔に質問したいと思いますので、

町長、よろしくお願いいたします。 

 まず、通告書どおり観光振興についてなんですが、北陸新幹線、今騒がれ

ていますが、開業日があと１８５日となりました。来年の３月１４日ですよ

ね。３月１４日というとホワイトデーの日となるんですかね。ホワイトデー

というのは、バレンタインデーにもらったお返しをする日だと私は認識して

おります。 

 そこで、谷本知事は、北陸新幹線開業は石川県がさらに大きく飛躍するた

めの起爆剤の役割を担うとおっしゃられています。また、開業効果を最大限

波及させるようもう一度気を引き締め直して開業対策に万全を期していきた

いともおっしゃられています。 

 そこで県内を見ますと、最近、新聞紙上とかに、新幹線時代へ向けて温泉

旅館が県や市町の補助を受け客室の改装を結構多くやっているとか、また七

尾市では新幹線からの二次交通を確保するため、新高岡駅から和倉温泉を結

ぶバスの実証実験を高岡市と氷見市、それと富山県と共同で行うようにする
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など、新幹線開業に向けた対策がとられています。また、県内ほかの市町村

を初め沿線地域、県外の。このようないろいろな開業対策がとられていると

思っております。 

 そこで、能登町ではこのチャンスをどう捉え、観光振興策をとられてきた

か。また、今後の観光振興をどう考えているのか、町長にお伺いいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 それでは、金七議員の質問に答弁させていただきますが、能登町の観光振

興ということでありますが、昨年、能登有料道路が無料化となりまして、の

と里山海道と改められてから、多くの県内外の方が奥能登を訪れたというこ

とであります。来年の北陸新幹線金沢開業においては、それをしのぐ遠来か

らの観光客が見込まれております。新幹線で金沢や富山、高岡まで来た観光

客をいかに奥能登まで引き寄せるかが大きなポイントとなっております。 

 能登町への交通手段というのは、レンタカーあるいはバス、タクシーなど

それぞれ課題はあると思われますが、まず能登町を旅の目的地の一つに選ん

でもらうことが第一番の課題ではないかなと考えております。そのため、能

登町の豊富な観光資源に磨きをかけ、お客様にとって魅力となる町の素材を

生かした滞在プランを施設と連携しながら、旅行会社などへも情報提供しな

がら体制を整えていきたいと考えております。 

 県全体で進めております旅行会社と連携できるプランとしては、能登杜氏

のお酒と旬の食を組み合わせたものがありますし、古民家や文化伝承を取り

入れた食事プランなどがあります。また、能登町独自の神社と酒蔵を組み合

わせたまち歩きであります聖地巡盃プロジェクトもさらに充実したプログラ

ムとして誘客を図ってまいりたいと考えております。 

 また、毎年、県内外の大学により、調査研究などの教育活動や里山里海で

の体験交流活動など多くの大学生や先生が能登町を訪れてくれております。

これらの機会を活用し、能登町の観光の魅力をできるだけ体験してもらい、

リピーターとして再び能登町へ訪れてもらえるようなさまざまな仕掛けを図

っていかなければならないと考えております。 

 また、地域など町以外の団体が主体となって取り組んでいるプログラムに

も大変興味深いものがあります。例えば、九十九湾のシーカヤックであった

り、ダイビングも大きな可能性を持っていると考えておりますし、恋路海岸

についても海水浴場の再開を初めとして、知名度を生かし通年で訪れていた

だけるような仕掛けも考えていかなければならないと考えております。 
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 また、今春オープンしましたコンセールのとにある観光情報ステーション

「たびスタ」では、まさに旅のスタートとなるべく観光情報を発信していき

たいと思いますし、ウエブでも能登町観光ポータルサイトを立ち上げており

ます。特にアクセスの多いのが「泊まる」というページであります。直接宿

泊予約できるよう施設とも連携したり指導して、さらにコンテンツの充実を

図ってまいりたいと考えております。 

 また、レンタカーで訪れる方には、観光地や施設にわかりやすく誘導でき

るように観光案内標識の整備を今現在行おうとしております。 

 また、金沢市の近江町のアンテナショップにおいても能登町の食を主とし

た魅力の発信を行っておりますが、この１０月には東京・銀座で石川県のア

ンテナショップが新規開店いたします。能登町といたしましても、この絶好

のチャンスを生かすべく積極的に宣伝活動を実施していきたいと考えており

ます。 

 これらに限らず、新幹線開業に向けて幅広く能登町への誘客を図ってまい

りたいと思いますので、議員の皆様にもぜひアイデア等のご協力もいただけ

ればというふうに思っております。 

 

議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 いろいろとご説明いただき、本当に納得した部分がたくさんあるんですけ

れども、また細かいことでいうと、聖地巡盃とか、あと恋を絡めると恋路海

岸の話も出ましたので、私は今後もこれに沿って頑張ってほしいと思います。 

 先ほど七尾の二次交通の対策もありましたが、のと鉄道においても県が主

体になって観光列車を七尾から穴水へ走らせるということで、まだこういう

目玉もあると穴水までは結構来るんじゃないかなという気がします。そこで、

さっきもレンタカーとか交通対策の件あったんですけれども、もう少し踏み

込んで、穴水からの交通対策は考えられておられるのか。また、ちょっと寂

しい話なんですけれども、新幹線開業すると能登空港の搭乗率にも影響があ

るかなと思うんですけれども、この２点。搭乗率の問題と穴水からの交通対

策について、何かお考えがあればお話しお願いいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 
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 確かに議員おっしゃるように、のと鉄道のほうでも観光列車を走らせると

いうことであります。それに対応するということではありませんが、弱いの

は、やはり珠洲市であったり能登町へ来る交通手段というのが弱いのかなと

いう思いがあります。それで、珠洲市と協力しまして広域交通協議会を立ち

上げまして、穴水から能登町、珠洲へどうやって来ていただけるかというこ

とを検討させていただいて、実証運行も予定されております。それによって

必ず来てくれるというものでもないですけれども、やはり少しでも不便さを

感じさせないような交通手段で珠洲市、能登町へ来てもらう手段というのを

考えていかなければならないのかなというふうに考えております。 

 それと、搭乗率に関しましては、やはり若干最初は下がる傾向があるのか

もしれません。ただ、地元の方の利用ももっともっと押し上げていかなけれ

ばならないと思いますし、旅行商品によっては、新幹線イン能登空港アウト

とか、その逆もあろうかと思います。そういった旅行商品を売り込むことに

よって、能登空港の搭乗率維持にも今後もさらに真剣に取り組んでいかなけ

ればならないのかなというふうに思っています。 

 

議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 珠洲市と協力する。それから能登空港では、やっぱり地元が大切だと思い

ますので、またそれなりの施策をお願いいたします。 

 それでは次の質問に行きます。 

 のっとりん。のっとりんのぬいぐるみ、ここに持ってこようかなと思った

んですけれども、ちょっと大きいのがなくてないんですけれども。のっとり

んは能登町のイメージキャラクターですよね。これはやっぱり大事なもんだ

と私は思います。 

 今、ゆるキャラグランプリ２０１４が行われているのはご存じですよね。

昨年は１，５９７体中、のっとりんは１，０９７位です。このゆるキャラグ

ランプリなんですけれども、今月の９月２日から１０月２０日まで、ネット

上で投票ができます。毎日１回投票できる。私、毎日とはいきませんがもう

５回ぐらいしたかなと。５票は入っているのかなと思います。きのうまでな

んですけれども、のっとりんのランキングは１，６６９体中１，０３７位、

もう少し頑張ってほしいなと私は思いながらおるんですけれども。 

 そこでお聞きするんですけれども、能登町のイメージキャラクター「のっ

とりん」の利活用についてなんですが、今までどんな活動をしてきたか。今

後の活用策などあればお伺いいたします。 
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議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 のっとりんに関しましては、昨年の７月に着ぐるみが完成しております。

そして、能登半島広域でキャラクターが集合するイベントや町のイベントに

積極的に出演し、町のイメージキャラクターとして知名度も上げてきており

ます。各地区の行事にも参加し、盛り上げ役にもなっていると思っておりま

す。そして、首都圏にも能登町のふるさと大使として観光ＰＲのためイベン

トに参加し、町の観光について情報発信をしております。 

 具体的には、例えば今年度では、のと里山海道１周年記念ということで、

別所岳のほうでのっとりんがあらわれましたし、またコンセールのとの竣工

式もありました。そして、猿鬼歩こう走ろう健康大会にも参加しましたし、

またツエーゲン金沢のイベントにも参加しております。そして、ござれ祭り

にも参加しましたし、先日終わりましたＪＰＴＡの国際女子オープンテニス

にも参加しました。それから、地区の盆踊り大会など数多く活動しておりま

す。また、コンセールのとには時々出没しておりますので、運がよければ見

れるのかなというふうにも思っております。また、この１０月には町民大運

動会もありますし、姉妹都市であります流山市の市民まつりにも参加する予

定にしております。 

 活用策としましては、のっとりん自身の活動のほかに、町の各課のお知ら

せ文書あるいは名刺、観光案内パンフレットに利用しておりますし、各種団

体の印刷物などにものっとりんを載せるようにもなってきております。 

 また今年度、整備を予定しております観光案内看板にも、案内表示に影響

がない範囲でのっとりんを取り入れていきたいというふうにも考えておりま

す。 

 ことし７月には、県内のキャラクターでも大変珍しいミニサイズのぬいぐ

るみ風のアクセサリー「のっとりんストラップ」を制作、販売しております。

より一層身近なキャラクターとして親しまれてきているんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

 また、のっとりんのフェイスブックでも活動をアップしておりますので、

ぜひ皆様方にも一度ごらんいただければと思っております。 

 また、議員が言われるように、現在行われておりますゆるキャラグランプ

リ２０１４にもエントリーしていますので、ぜひ皆さん方にも投票していた

だいて、あと１カ月半ぐらいありますので、１０月２０日までの期日で投票

もしていただければと思っています。 
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 今後もさらにのっとりんの活用策を考えていきたいと思っておりますので、

のっとりんに対する応援のほどをお願い申し上げて、答弁とさせていただき

ます。 

 

議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 いろいろのっとりんも大変そうで、忙しくて、特に夏なんか暑いんじゃな

いかなと私思っているんですけれども、また能登町のためにいろいろ頑張っ

てほしいと思いますが。 

 今出ましたゆるキャラグランプリなんですが、能登町のホームページでも

告知されていますよね。町長は投票されたことはありますか。また、職員と

かに投票依頼されるようなことはありますか。一言だけ。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず、当然職員には投票するように言っております。それと先日行われま

したＪＰＴＡの会場でも、観客の皆さんに、のっとりんを横に置いて、のっ

とりんがゆるキャラグランプリに出ていますのでぜひ投票してくださいとい

うお願いもしておりますし、機会あるごとにのっとりんの投票をこれからも

お願いしてまいりたいなというふうに思っています。 

 

議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 職員の方にも投票を呼びかけているとおっしゃられましたが、ちょっとそ

の割には票数が伸び悩んでいるんじゃないかなと私は個人的に思っています

ので、私らも頑張って応援しますので、また職員のほうも能登町のイメージ

キャラクターであるので頑張ってほしいと思います。 

 それでは本当に最後になるんですが、町民からよく聞くんですよ。のっと

りんって男の子、女の子って。町長、どちらですか。 

 

議長（宮田勝三） 
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 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 のっとりんは、能登里山里海の妖精ということで、女の子ということでご

理解いただきたいというふうに思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 なるほど。私も初めてわかりました。妖精だから男の子でも女の子でもな

いのかなと思ったけれども、女の子ということで。じゃ女の子だというので、

私もこれからもっともっと応援していきたいと思います。 

 それでは、新幹線開業で関東圏からたくさんのお客さんがおいでることと

思いますが、そのお客様に能登町にも足を延ばしていただき、せっかくお越

しいただいたお客さんに能登町ならではのおもてなしを３月１４日、ホワイ

トデーに返していただき、また行きたい、来たい、帰ってから友達や知人に

能登町はよかったと言われるような観光振興、まちづくりをお願いし、私の

一般質問を終わりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で１番 金七祐太郎君の一般質問を終わります。 

 

休   憩 

 

議長（宮田勝三） 

 しばらく休憩いたします。再開は１１時ちょうどとさせていただきます。

よろしくお願いします。（午前１０時５３分） 

 

再   開 

 

議長（宮田勝三） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。（午前１１時００分再開） 

 それでは次に、２番 國盛孝昭君。 

 

２番（國盛孝昭） 
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 それでは冒頭、私も、さきの豪雨で災害に見舞われて、また亡くなられた

方にお悔やみを申し上げて、また災害を受けられた広島地区を初め全国の被

災された皆さんにお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 

 こういった豪雨につきましては、私たちの能登でも夏、少しありましたよ

ね。私もあのときちょうど能都から内浦、小木のほうへかけて少し私用で走

っておったんですが、ちょうど雨が降る真っ最中で、やはり用水があふれて

おりました。白丸地区とか秋吉地区のほとんど小川はあふれて、田んぼにあ

ふれ出たという状況なので、あれがもう少し２０ミリ、３０ミリあれば相当

な被害になるということは間違いありませんので、これからもこういった災

害につきましては私たちもひとついろいろな対応を考えておかなければなら

ないなというふうに思っております。 

 そこで今回の議会にも消防団の条例改正、あるいは常備消防のあり方の見

直しというふうに予算も盛られておりますけれども、ひとつ執行におかれま

してはしっかりした対応をとられるようにお願いをして、私の質問に入りた

いと思います。 

 そこで私は、初めて町民の皆さんにご支持をいただいて、この議席をいた

だいて４年がたったわけです。この議席をいただいて４年間、私なりに、私

の過去の経験したことを踏まえて質問をさせていただきました。中にはやは

り総合計画の見直しが一つ、私は一番重要な問題かなと思って、その問題。

それから合併協定事項の進捗状況といいますか事項の見直し。それから役場

の体制のあり方。人づくり、指導者の育成等々について質問をさせていただ

いてまいりました。 

 ３年間のうちに取り組まれている課題もあろうかとは思いますけれども、

やはり合併して１０年という一つの区切りの中で、もう一度ここで町として

１０年を振り返り、また、これからの将来を見据えた一つの計画づくりとい

うものがやはり重要かなというふうに思っておる一人でございます。 

 そういうわけで、今回の議会でも企画費に総合計画の見直しに係る予算の

計上もありますが、こういった総合計画のあり方、見直しについて、町長は

今後どういうふうに取り組むつもりなのか。それから対処する方法、方策等々

があれば、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 総合計画の見直しの状況ということのご質問でありますが、現在、組織体

制を整えているところであります。来月、１０月より能登町総合計画審議会
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を立ち上げまして、第２次の総合計画の基本構想を初めとした計画内容につ

いてご審議いただく予定になっております。総合計画審議会委員につきまし

ては、町民の皆様からの意見を反映させることができるよう町民委員を公募

しているところでもあります。今月中には審査の上、決定し、組織体制を確

立する運びとなっております。 

 また、第２次総合計画策定業務の委託事業者につきましては、先日、指名

型プロポーザル方式によりまして委託事業者選定審査委員会にて委託事業者

を選定したところであります。 

 今後におきましては、第２次総合計画の策定に向けまして、総合計画審議

会委員の皆様に、これまでの成果をベースにして、あるいは町民アンケート

をとりながらご審議をいただきまして取り組んでいく予定にしております。 

 

議長（宮田勝三） 

 ２番 國盛孝昭君。 

 

２番（國盛孝昭） 

 来月から町長ではひとつ動き出すということかと思いますけれども、お聞

きすれば選定委員も公募しておると。それから原案つくる事業に関しても委

託業者をプロポーザルでやっていきたいというふうなことなんですが、それ

はそれでいいと思います。見直しはぜひやっていただきたいというふうに思

っています。 

 ただ、総合計画につきましては、議会での議決案件になりますので、議会

でも議論をしていけばと思いますけれども、何分、私、個人的には１０月任

期でありますので、もしうまく町民の支持がいただければまた議論をさせて

いただく場もあろうかなというふうに思いますけれども、ここでひとつお話

をしておきたいのは、やはり全国どこでもあるようなそういった総合計画と

いうのは、私はどうかなというふうに思います。 

 なぜかというと、先般、総務常任委員会で九州のほうに視察に行ってきま

した。先は佐賀県の武雄市へ行ってきました。有名な樋渡市長がおいでると

ころですけれども。いろいろテレビでも話題で、いろいろな討論会なりに出

ておいでますし、本も出されております。特に有名なのは、図書館を民間に

指定管理で出しております。名前は企業ですから言いませんけれども、有名

な企業に委託されておるわけですけれども。 

 ただ、図書館を指定管理に出すという営業もさながら、私は市役所へ行っ

て、町の町長なり、それから市の幹部なりの発想がやっぱり違うというふう

に感じてまいりました。物事を見詰める視点が違います。 

 というのは、例えば企画、今でいう、私らでいう企画課、いろいろ企画す
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る課なんですけれども、それの名称にしても「つながる課」なんですね。こ

れから計画を策定していく中では、各課横断的なそれに応じたプロジェクト

をつくっていくべきだと私は思っていますので、そういった面ではいろいろ

な課、いろいろな部署につながるという意味では、「つながる課」という発想

はなかなかなのアイデアかなと。そういう発想がなかなか私らでは湧いてこ

ないというか。 

 それから課にしても、例えば「お住もう課」。お住もう課というのは相撲取

りの相撲じゃないんですね。住居の住ですね。そして「お住もう課」で、い

ろいろな例えば対応、高齢者対策とか少子化対策、そういうものをする課な

んですよね。それから「お結び課」。お結び課というのは、要するに人と人を

結びつける結びの「お結び課」。そこには当然、結婚を勧めるそういった人た

ちが活動すると。それから「いのしし課」とか、そういう具体的なわかりや

すい、市民なり町民がわかりやすいような、そして何か意欲が湧くような、

そういう名前をつけて役場の組織自体が動いている。こういった発想が私は

大事じゃないかなというふうに思います。 

 そういった点では、これから大事な総合計画の見直しにかかるわけです。

私も役場時代、第１次総合計画、合併時ですからまじっておりました。一課

長として担当しておりました。そこで総合計画をいろいろ職員に指示しなが

らつくり上げていくわけですけれども、どうしても合併ということで旧３町

村のまずバランス、要するに足並みをそろえるところに重点を置いた総合計

画になっておったのかなというふうに今私は思っています。１０年たって、

そういった足並みが大体整ったと。いろいろなインフラも整備されて、これ

から未来、将来にわたって活動できるような財政的にも基盤が整ったという

のがこの１０年でなかったかなというふうに思いますので、これからが本当

にこの新生能登町を将来どういう町にしていくのかということが考えられる

出発点というふうに考えたほうが私はいいと思いますので、そういう点では、

ひとつ町長、これから１０月からスタートするわけですから、もう少し発想

を転換して、役場の職員もそうですけれども、今現在あるようないろいろな

事業をやっておいでますので、さっき「のっとりん」の話もありましたけれ

ども、今現在動いている例えば柳田でいえばござれ祭りとか、小木でいえば

イカす会とか、いろいろな小さいかもわかりませんけれどもイベントもやっ

ております。そういうものを今新たに何か大学の教授を呼ぼってきてこうい

うものを発想するって、そういう地に足のつかないようなことでなくて、や

はり町民が望むような、そして町民が誇れるような、そういう事業をぜひひ

とつ吸い上げてつくり上げてほしいというふうに思います。 

 しばらく時間がかかっても私はいいと思います。１年、２年かかっても、

１０年、２０年先のことを計画するわけですから、そんな急ぐ必要はないと
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思います。ゆっくりじっくり腰を構えて、ひとつやっていただきたいという

ふうに思います。 

 それには何よりも、さっきの武雄市ではありませんけれども、やはりまず

大変失礼ですけれども、町長みずからの発想の転換が必要ですし、それから

職員、私はこういった事業をやっていく、行政をやっていく上では、こうい

った人材の限られた地区では、やはり役場の職員がリーダーシップをとるべ

きだというふうに思います。これは今までのように、おざなりに生活のため

に働いている。それは当然なんですけれども、そういう方もおいでていいで

しょう。しかしもう一つ上を目指した、余裕を持った、私は町のために命を

かけているんやと誇れるくらいのそういう役場の職員がぜひ生まれてほしい

というふうに思っておりますので、そういった関係では、私は能登町として

は一つ、人材、人づくり、組織づくりにもう少し目を向けた、そういった環

境、人が育つ環境、育てる環境が今のこの能登町には必要じゃないかなとい

うふうに思います。 

 そういった点では、政治家、私ら議員にしても、先般、中学生の発表会も

ありました。あの中ですばらしい発表をしている子もいます。この１０月か

ら私はあの子たちが成人ならば、あの子たちとかわりたいなと思うくらいの

子供もおります。ですから、ああいった子が育ってこれからの能登町を支え

ていくような、そういう環境をつくるのが私らの役割かなと思っております

ので。 

 取りとめのない質問になりますが、とりあえず私らは１０月に審判を仰ぐ

わけですけれども、もしうまく町民の理解が得られましたら、また１０月か

ら始まるそういった総合計画の見直しに議論を重ねていきたいと思いますの

で、ひとつ町長、最後になりますけれども、これからの意気込みをもう一度

聞かせていただいて、私の質問を終わります。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今、國盛議員がおっしゃったように、職員の発想というのは大事だと思い

ます。そのためには、職員からの事業の提案を募集もしているところでもあ

ります。そういった若い職員の大胆な発想も出てきてほしいなという希望を

持ちながら今募集をしているところでありますので、もっともっといろんな

発想の中で今後の能登町のためになる事業を展開してまいりたいというふう

に考えております。 

 第２次の能登町総合計画に関しましても、町民との対話というのを基調に
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しまして、町民の皆様の声を聞き取ることも大事だと思いますし、また町の

置かれている状況、あるいは実情をしっかりと説明することによりまして、

今後の１０年先、２０年先を見据えた計画書としなければならないというこ

とで取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 

議長（宮田勝三） 

 ２番 國盛孝昭君。 

 

２番（國盛孝昭） 

 町長の意気込みを信頼したいというふうに思っておりますので、ぜひ職員

の先頭に立って、ひとつ行動を移してほしい。 

 例えば、柳田にサルビアロードありますよね。今、柳田の人が管理してい

ますけれども。あそこへ例えばきょう私が行って草むしりしたり水をやった

りして。そうすると、あのくそったれ、選挙が近づいたらずんべたてとると

いうふうにとるんです。私らやとそういうふうに町民がとりかねないんです

よ。だけど町長が行って、あそこへ朝早く行って、例えば草をむしったとし

ます。絶対そんなこと言いません。町長から草むしっておる。おらも何かで

きんがかなと。さっき町長が町民が町に何ができるかと。それはやっぱり町

長がみずからそういったものを率先して見せる。それによって町民が心打た

れる。そういうことじゃないかと思いますので、ひとつ町長のこれからの奮

起に期待をして、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で２番 國盛孝昭君の一般質問を終わります。 

 それでは次に、３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 それでは一般質問をしたいと思います。 

 その先に、先ほど来、複数の議員さんが広島の災害に対して哀悼の意を申

し上げておられます。私のほうからもご冥福を申し上げたい、このように思

います。 

 自然災害ですけれども、対岸の火事というふうな受けとめ方ではなくて、

やはり町民一人一人が頭の中で、こんな災害のときはどんなふうに対応した

らいいのかということをシミュレーションをしながら、一人一人が訓練をす

ることが最も大切かなと。こういうことがあったときに、特に私はそんなふ

うに思います。私も防災士の一人として、本当にそういうことを痛切に感じ
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ます。 

 前置きは長くなります。 

 私の一般質問は、今後１０年のためにということで題をさせていただきま

した。しかし、この任期中、最後の質問になりますが、町民の皆様の負託に

応えられたかなということも自問しながら質問をさせていただきたいなとい

うふうに思います。 

 特に私は、さきの國盛議員の質問と大きく重なるところがございます。そ

の辺は、またいろいろと割愛されるなりしていただいて答弁をしていただき

たいなというふうに思います。 

 この９月議会の補正予算に、新しく総合計画の審議会が予算計画されてい

ること、このことに関して私は質問をしたいわけでございますが、第１次総

合計画では、「一歩前へ進むまちづくり」「ひと・くらしが輝く ふれあいの

まち」を基本プラン、目標として計画をされました。計画施行から９年半で

すか、もうかれこれ１０年が経過しようとしておりますが、計画の達成感と

いうか、第１次計画に対する町長の思いをまずお聞きしたいと思います。 

 どうかよろしくお願いします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 これまでの１０年間というお話でありますが、やはり第１次総合計画の中

に計画してあることを常に考えながらやってまいりましたので、そういう意

味では着実に計画に沿ったまちづくりを進めてきたというふうにも認識して

おりますが、今後さらに検証、確認をしていかなければならないというふう

にも考えております。 

 

議長（宮田勝三） 

 ３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 町長の答弁では、着実にまちづくりができたのではないかというふうな答

弁でありましたが、時代は刻一刻変化しております。そこで、１次計画では

町の職員さんで委員会が構成され、審議委員さんも全て町内の方々で構成さ

れております。２次計画では、どのような人員体系で計画されるのか伺いた

い。 

 先ほども國盛委員さんが発言をされておりましたが、私は、委員の半数は、
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例えば能登町音頭、そしてコンセールのとなんかの名称を決めた全国的に向

けて人材、有識者を募集して意見を求めて計画されればというふうに思って

いるんです。 

 また、この先１０年計画は、私は長過ぎると、このように思います。５年

で見直すことをお勧めしたいのですが、町長の考えをお聞かせ願います。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず、総合計画の審議会の委員でありますが、これに関しましては、第１

次総合計画の委員さんもそうですが、各種団体から推薦をいただいた方で審

議会を構成しております。審議会の中には、事務局として役場職員は入りま

すが、委員の中には職員は一切入っておりません。第２次の総合計画の委員

さんも、例えば商工会であったり観光協会であったり、そういうところから

代表者なり推薦をしていただいた方に加わっていただきます。それと、先ほ

ども申し上げましたが、公募によりまして町民の皆さんからも委員の中に参

加していただいて審議会を構成したいというふうに考えております。 

 それと、５年ごとに見直したらどうかという話でありますが、当然、社会

情勢等ありますので、その都度その都度見直しをかけていかなければならな

いと思っております。ただ、やはり１０年後を見据えた計画ということで、

第２次総合計画に関しましても１０年間の計画ということで策定させていた

だきたいなというふうに思っております。 

 

議長（宮田勝三） 

 ３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 町長の答弁で、審議委員会は外部から公募とかで集まっていただくという

ことでございますが、策定委員会の委員ということになりますと、全て私、

１次のを見ますと、助役さん以下、能登消防署長まで二十何名、この委員会

にはこういうふうに携わっておいでになる。この中にまたいろんなできたら

各方面の方々にお願いできればというのが私の趣旨でございまして、そのこ

とについては、この後の質問について一緒に答えていただければというふう

に思います。 

 １次計画は７章から成り、あらゆる方面に対して対応すべく計画が練られ

ておりますが、私は特に１次計画で申しますと、第６章の住民が連携・交流
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するまちづくりについてを町長に、特にこれを題材に取り上げたいというふ

うに思います。 

 私は、最近特に頻繁に町民の皆さんと触れ合う、そしてまた議会報告を重

ねるチャンスがあるんですね。恵まれて。町民の皆さん、お話を聞くと、多

くの方々が旧町村の交流が進んでいないのではないかとよく言われます。私

も文化祭とか運動会、体育大会などが開催されているが、まだまだという感

が拭えないのが私の思いです。どうしたら町の融和、一体感が醸成されるか。

一体感が増進するかということに対して、日々このようなことを考えておる

のでございますが、なかなかうまい手が見えてこないのが現状でございます。 

 しかし先日、先ほども子ども議会というお話がありましたが、先日の子ど

も議会を傍聴させてもらったときに、７番で質問された能都中学校の女子の

生徒の中に高齢者と過疎化についての提言があり、その中にバスの運行につ

いての質問がございました。町長は答弁の中で、バスも珍しい間、多くの利

用者があったと答弁されたと私は記憶しております。 

 石川県１９市町、全町をくまなく走るコミュニティバスの運行をしていな

いのは能登町のみではないかと思うんですが、この辺はどうなんでしょう。

能登町一周、５時間ほどあれば一周できると思うんです。バス１０台ぐらい

あれば運行できるのではないかなというふうな、その質問の中に、「珍しい」

をキーワードに、世にも珍しいバスが町を一周する周遊バスを運行すればど

うか。子供とお年寄りが一緒になり会話が生まれ、子供たちは年寄り、そし

てまた先人の英知に触れながら、子供たちも行ってみたことのない３町村に

触れ合えるのではないかなと。交流が生まれてプラスアルファが生まれると

思いますが、町長にこの私の思いを質問をいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず、議員ご質問の策定委員会の委員に関しましては、今回も副町長以下、

各課長で構成されております。といいますのも、やはり審議会にゼロの状態

で皆さんにお諮りするのはなかなか難しいのかなと。ですから、たたき台と

いう形で策定委員会のほうである程度の原案を持って、審議会にかけて、そ

して各種代表の方、第１次産業あり、商工会あり、あるいは婦人会ありとい

うことで、いろんな方のご意見をいただきながらそこに足したり引いたりし

ていくのがいいのかなという思いで、今回もそうさせていただきたいと思っ

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 また、バスにつきましてのご質問でありますが、まず石川県内のコミュニ
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ティバスの運行状況ということでありますが、コミュニティバスには乗り合

いタクシーも含まれており、県内では各市町のバス路線の歴史的な経緯、あ

るいは地理的な要因から、全市町においてさまざまな運行形態で運行されて

おります。 

 議員が恐らくイメージされておるのは、バス型の車両を用いてほぼ全域を

カバーするような運行ということであるかと思いますが、そういう市も町も

あることにはあります。合併前の旧町村単位での運行を行ったり、あるいは

特定の繁華街や観光地を中心として巡回しているもの、そしてまた本町のよ

うな既存バス路線と市営や町営の自家用有償運送に乗り合いタクシーを組み

合わせたものがあります。能登町においても、一般的にイメージされている

ような大型バスやマイクロバスが走行する路線と、それを補う乗り合いタク

シーがあるということでは、全域を網羅している区分に入っているというこ

とであります。 

 また、議員からご提案の必要な車両をそろえて町内を一周するバス運行は

できないかということでありますが、世代間の交流や子供たちが他の地域へ

興味を示すのではという思いはご理解いたすところでありますが、利用者の

減少から既存のバス路線が赤字運行であり、その赤字も増加傾向であること

から、今後もさまざまな路線の見直しの協議が行われていくことになります。

その過程の中においての検討項目として考えていきたいと思いますので、ご

理解いただきたいというふうに思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 ３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 赤字になるというふうな、赤字の部分もあるということで、町も大変苦慮

するところではございましょうが、最近よくマスコミで取り上げられており

ます能登町で一番元気のある、私はそう感じておるんですが、春蘭の里。ま

た、日本を古い書物で瑞穂の国といいますが、町の西へ行くと瑞穂地区がご

ざいます。どのようなところか、子供たちは思い立ったときに簡単に行って

みる手段がない。なかなかこれもかなわないというふうな現状であります。 

 交通システムの運営の中に予想される赤字は、赤字に対して言及されまし

たが、少々の赤字は覚悟して運行する。これこそが行政サービスではないか

なと私はそういう思いがします。民間の企業では、バスをチャーターして買

い物客を送迎をしております。このような民間の企業と一緒になって、企業

に協賛をいただきながら運行する。また、子供たちが通学をしているマイク

ロバスを住民に利用していただく。職員さんは、それは行政上できんわねと、
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こういうふうに言われますが、縦割り行政を政治の力で変えることで、この

ことも可能になるのではないかなというふうな思いがいたします。 

 また、先ほど話しました世にも珍しいバスでございますが、バスに乗ると

お金がもらえる、商品券がもらえる、こんなバスはどうでしょうかね。能登

空港を利用するとお金がもらえます。お金が返ってきます。山から間伐材を

出してくると商品券がもらえます。こんなお金がもらえるサンプルは山ほど

あると思います。 

 とにかく国は税金を集めて公平に配ろうとしております。赤字を先取りし

て覚悟して政策を練る。住民サービスに徹する。このことに尽きると思いま

すが、町長、どうでしょうか。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 議員おっしゃるように、少々の赤字であれば行政サービスの一環というこ

とも考えられなくもないかもしれませんが、多額の赤字ですと、なかなかそ

ういうことは難しいのかなというふうに考えます。 

 

議長（宮田勝三） 

 ３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 目まぐるしく変動する昨今、計画はなくてはならないものでございますが、

十年一日のごとくではなく、社会情勢に鋭く対応し、計画が変更できる計画

が私はベストではないか、このように思いますが、どうですか。 

 新幹線もやってくる。先ほども金七議員さんもお話しになりました。新幹

線もやってくる。テレビ放映も始まる。能登半島は俄然活気づいているよう

に見えるのは私だけでしょうかね。決してこの波に乗りおくれることなく、

３町村の合併が空中分解しないよう、執行と議会が英知を出し合い、町民の

皆様の負託に応えるよう訴えて、４年間、１４回目の一般質問を終わりたい

と思います。 

 どうもご清聴ありがとうございました。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で３番 市濱等君の一般質問を終わります。 

 それでは次に、７番 河田信彰君。 
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７番（河田信彰） 

 発言の機会をいただきましたので、通告に従い質問いたします。 

 小学校のプール設置の必要性については、スポーツ振興法、文科省の指導

要領、さらには学校プール設置基準等で、学校体育の振興、児童生徒の体力、

体位向上の視点から強調されているところであります。しかしながら、稼働

率の低さに加え、建設コストや維持管理費などに費用がかさむなど、全ての

小学校に設置はされていません。 

 本町の小学校においては、現在全ての学校にプールは設置されていると聞

いています。しかし理由はわかりませんが、数年前から鵜川小学校の児童は、

なごみのプールを利用して授業や夏休み中のプール教室を実施していると聞

きました。 

 今回、旧鵜川中学校の場所に小学校を移転するための改修工事が実施され

ています。しかし校舎などや体育館の改修のみで、プールの建設は入ってい

ないと思われますが、地域の方々に改修工事についての説明はあったのか。

工事の設計段階でプール建設の話は出たのかどうか。また、小学校プールの

必要性について町長はどう考えていますか。あわせてお聞かせください。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 それでは、河田議員のご質問に答弁させていただきますが、まず議員ご指

摘のとおり、鵜川小学校のプールに関しましては、平成２０年度に経年劣化

等によりましてプール自体の構造的なゆがみ、プールシートの破損や塗装の

剥離等が確認されまして、塗装の破片で子供たちが足を切ったり、ごみだま

りができるなど、安全性や衛生面で危険と判断いたしました。 

 改修工事を行うには、その当時で約１，０００万円の費用がかかり、直ち

に工事着手ができなかったことや、工事期間に日数がかかり、その年のプー

ル利用ができないということもありまして、プールの使用を中止したもので

あります。 

 その後、鵜川小学校の校舎や体育館等を含めて耐震診断を実施した結果、i

ｓ値で耐震性が不的確な施設との報告がなされ、校舎改修を優先に翌年の平

成２１年８月に簡易的ではありますが補強工事を行ってきました。しかしな

がらプールの改修、新設工事等には至っておらず、児童は、能登七見健康福

祉の郷なごみにある温水プールを活用しまして、プールの授業や夏休みのプ

ール教室等の活動を行っている状態であります。 
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 プールが併設する学校に比べますと、利用時間帯の制限、あるいはプール

の規模など活動形態に不便さを与えているということは確かでありますが、

今のところ大きな弊害あるいは苦情等の報告も受けておりませんので、今後

ともご理解、ご協力もいただきたいと思っております。 

 また、工事内容の説明等でありますが、今回、旧鵜川中学校の場所に小学

校を移転することにつきましては、平成２１年度に耐震化工事が完了してい

ることや、津波浸水想定区域外であることなどを考慮しまして、早く子供た

ちに安心して学校生活を送っていただくために本年度実施工事を行っており

ます。 

 保護者や地域の方々への周知につきましては、特別、地域の方を集めた説

明会等は開催しておりませんが、この件に関しましては、ことし５月に鵜川

地区区長会から出されました嘆願書におきまして、旧鵜川中学校の跡地利用

及び小学校移設への質問の中で、周辺の道路改良を含めた鵜川小学校の移設

と大規模改造工事の実施について回答しているところでありますので、ご理

解いただければと思っております。 

 また、工事の設計段階でプール建設の話は出たのかというご質問でありま

すが、校舎等の改修とプール建設とは同じ大規模改修で行うのではなくて、

学校プール施設として切り離して考えていきたいと思っております。 

 また、平成２４年度には保護者から要望のありましたテニスコートの改修、

あるいは暗渠排水を含めたグラウンド全体の改修工事を行っており、そのグ

ラウンドの整備状況や運用形態について現在検討を行っておりますが、現在

の旧鵜川中学校の敷地内においては新たに標準規模の学校プールを建設する

用地を確保するのは非常に難しく、プールの規模や建設場所、プールの活用

状況も含めて検討していきたいと思っております。 

 それと水泳というのは、子供の発育期や成長期のみならず、成人になって

からでも健康促進あるいは体力アップ等にすぐれた効果があると言われてお

りますので、スポーツや運動としても多くの方に愛好されております。 

 小学校の水泳につきましては、小学校学習指導要領で体育科の領域の中に

実施することが明記されており、授業の一環ということでありますし、夏休

みのプール教室の開設も子供たちの楽しみの一つであると思っております。

また、町では８年前から管内全小学校の５年生を対象に水泳交歓会が開催さ

れており、記録会はもちろん、水泳を通して交流が図られております。 

 そういう意味でも、学校プールが果たす役割や必要性というのは大きいと

考えていますので、建設と活用をあわせて鵜川小学校のプールのあり方を検

討していきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 
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 ７番 河田信彰君。 

 

７番（河田信彰） 

 皆さんも経験があると思うんですが、子供にとってはプールの授業や夏休

みのプール教室が一つの楽しみでもあると思います。また、同じ環境で学習

や教育を受けられるようにするのは行政の役割だと思っております。ぜひ本

町の全ての子供たちが同じ環境で学習や活動ができるように検討していただ

きたいと思います。 

 なごみのプールを利用しているということですが、一般の方も利用する中

で、学校児童が一斉にプールで遊んだり、水泳の授業を円滑に行うことがで

きているんでしょうか。また、なごみへの移動に時間がかかったり、指導要

領の内容に沿った水泳指導ができているのか。児童はもちろんですが、先生

方や保護者の方に不適な言葉や不便を与えていないのかを聞いたことはあり

ますか。 

 なごみのプールの広さや距離では、水泳指導が私にとっては難しいんじゃ

ないかなと思うんですが、いかがですか。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず、なごみの利用につきましては、なごみが開店前の朝の９時から１０

時を子供たちに使っていただいております。確かに移動もしなきゃならない、

あるいは、なごみのプール自体が２５メーターもないということで、普通の

プールとは違いますので、ご不便をおかけしているというふうには認識して

おります。 

 

議長（宮田勝三） 

 ７番 河田信彰君。 

 

７番（河田信彰） 

 スクールバスで移動して、水泳の授業行うというのであれば、交流も先ほ

どしていると言っていましたが、交流を含めて宇出津小学校のプールを利用

して水泳の授業をするのも一つの案かと思われます。また検討して対応して

ほしいと思います。 

 屋内プールの設置についてちょっとお話しさせていただきたいと思います

が、先ほど鵜川小学校のプールについて質問しましたが、各学校の維持管理
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費や活用期間が短いなどのことを考えますと、町に屋内プールがあり、保育

園児も含めて小学生や中学生、そして一般の方がいつでも利用できる施設が

あってもいいのではないでしょうか。なごみでは、レーンの数や深さなど、

大会の誘致や記録会などもできないので、それなりの規模の施設が必要にな

ってくると思われます。例えば廃校の後の跡地利用に建設するのもいいと思

いますし、現在のなごみの施設に隣接して新たに室内プールを設置するのも

案かと思われますが、ご検討願えるでしょうか。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 河田議員のご質問の室内プールの建設はできないかということであります

が、現在、町には町内のプールや室内プールはご存じのようにありません。

町村合併以前は、各町村が運営する公営のプールがありましたが、少子化や

娯楽の多様化で利用者が減る一方、維持管理や老朽設備の更新に費用がかさ

むなどとして、現在は廃止状態にあります。 

 全国の公営プールにおいても、庶民のレジャー施設として親しまれてきた

公営プールではありますが、総務省の公表データによると、２０１１年３月

末時点で全国に約４，０００施設があるそうであります。これは１０年で１

４％も減っているというものであります。しかし、立地のよさと利用しやす

い料金体系や、市町村が運営している安心感などから、身近なレクリエーシ

ョンの場としてニーズが高いのも事実であります。 

 近隣を見ますと、珠洲のビーチホテルの室内プール、あるいは輪島市の市

民温水プール「サン・プルル」があります。本町からもスイミング教室や施

設を利用している方もいるというふうには聞いております。 

 そして本町にも、小規模ではありますが、能登ふれあい公社が運営してお

ります能登七見健康福祉の郷なごみの温水プールがあります。確かに規模が

小さい部分がありますが、幼児から高齢者まで幅広い世代が安全で気軽に水

に親しめるプール施設としてや、あるいは健康・体力づくりを図ることがで

きる施設として、多くの町民の皆様にご利用いただいております。プールの

利用者につきましては、ここ数年は横ばいではありますが、たくさんの方が

利用していただいております。 

 今のところ新たな施設を建設するといった計画はありませんので、現在町

にあります施設を多くの町民の方に利用していただき、安全で、そして気軽

に水に親しみ、泳力の向上と健康増進を養っていただきたいと思っておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 
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議長（宮田勝三） 

 ７番 河田信彰君。 

 

７番（河田信彰） 

 水泳が果たす役割や効果ははかり知れないと私は思うんですが、陸上では

重力の影響で足にかかる負担が大きいですが、水泳は体の全ての筋肉を偏り

なく鍛えることができます。一方で、ぜんそく改善やストレス解消、肥満の

改善や体内の働きを活性化させ、風邪を引きにくくするといった効果もある

と言われております。また、この夏も全国各地の海や川において水難事故が

発生しています。 

 安全に安心して水泳を楽しむことができ、１年を通じて利用できる室内プ

ールを建設していただけることをお考え願いたいと思います。 

 次に移ります。 

 町では、数年前に能登町音頭を作成し、親しみやすい歌詞と音楽に加え、

振りつけもよく、今では町内一円で定着しています。ことしも各地区で開催

された盆踊りでこの能登町音頭がかかり、子供からお年寄りまで楽しく踊っ

ていたことを記憶しています。 

 ところで、健康増進と体力づくりを目的に、町独自の能登町民体操を作成

し、定期的に管内に放送することで町への愛着と健康、体力づくりを図って

みることを提案いたします。 

 石川県には、健民さわやか体操が昭和５９年につくられ、広く愛されてい

ると聞いていますが、余り定着しているようには感じられません。また、ラ

ジオ体操は全国的に準備体操や整理体操などに活用されており、町独自の体

操で活性化が図れればと考えます。 

 誰もが手軽にできる体操は、体への負担も少なく、健康維持につながるも

のと考えます。高齢化が進む中、より愛着が持てる体操で体を動かすことへ

の関心と町の活性化につながるよう、検討のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 河田議員ご質問の町民体操についてでありますが、今後、超高齢化を迎え

る中、高齢者もそれを支える年齢層の方もお互いに健康で、そして、できる

限り生きがいを持って活動的に過ごしていただくことが元気なまちづくりに

何よりも欠かせないことだと思っております。そのためにも町民みずからが
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積極的に健康づくりを実践していただくことが必要であろうかと思いますし、

御指摘のとおり、健康増進と体力づくりを主眼とした健康体操等を通じて楽

しみながら体を動かすことは大変有効なことではないかと考えます。 

 能登町では、平成２３年、２４年度の２年間、石川県立看護大学の地域連

携促進事業に協力しまして、能登町の食や運動面からの健康課題の解決のた

めに幾つかの事業に取り組みました。その中の一つに、大学側に依頼しまし

て能登町音頭に合わせた高齢者向けのエクササイズを考案していただきまし

た。この能登町音頭エクササイズについては、ボランティア組織を通しまし

て活用をお願いしておりますが、身体面での制約のある高齢者や年代層によ

っては取り組みやすい運動が異なることもあって、健康ボランティアの方々

も、能登町音頭エクササイズ以外にも対象に合わせた健康体操を工夫し取り

入れてもらっているのが現状であります。 

 ラジオ体操あるいは健民さわやか体操も日々の生活に取り入れて実践して

いるという方もいらっしゃるとは思いますが、多くの人が一堂に取り組むと

いうことは、時間や場所などの関係でなかなか困難なところもあると考えて

おります。 

 しかしながら、マスコットキャラクターを題材にした健康体操や、町の観

光地、景勝地を題材にした体操などに取り組んでいる自治体もありますので、

今後の参考にしたいと思いますが、まず楽しんで体を動かすことを一人でも

多くの方に実践していただくことを目標に、各人が取り組みやすい体操やエ

クササイズの周知、活用のＰＲなどに努め、体力づくり、健康増進を進めて

いきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 ７番 河田信彰君。 

 

７番（河田信彰） 

 先ほど各自治体で例えばマスコットキャラクターを利用して体操をしてい

るとか、そういうところは確かにあると思うんですが、皆さん知ってのとお

り、ふなっしーみたいにちゃっちゃかちゃっちゃかと動けるのであれば問題

なく体操もできるでしょうけれども、うちののっとりんでは、手ぐらいがこ

うやって動くぐらいしかないんで、それでは体操にならんかなと。けど、そ

ののっとりんもまた使った体操でもいいですし、先ほどから言われています

エクササイズですか、そういうふうなものとはまた違い、本当にラジオ体操

第一とか第二のような毎日朝７時にチャイムが鳴るみたいもんで、有線放送

に毎日出すと、皆さん見て、だんだんだんだんそれが定着していって、また

こういうふうな体操をやって健康促進に図っているというふうな町にすれば
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いいんじゃないかなと思いますので、課長もまたひとつ力を入れて考えてい

ただきたいと思います。 

 誰でも気軽にできる体操は、体への負担も少なく、健康維持に本当につな

がると思うんです。体操は、即効性はあるものではなく、毎日続けることに

よって漢方薬みたいもんでじわりじわりと体の中にしみ込み、加齢や生活の

偏りがちな原因となっている体のきしみとかを取り除いてくれるんじゃない

かなと。人間本来が持っている機能をもとの状態に戻して維持する効果があ

ると思います。 

 高齢化が進む中、より愛着が持てる体操で健康維持を図っていただけるよ

うご検討のほどお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で７番 河田信彰君の一般質問を終わります。 

 

休   憩 

 

議長（宮田勝三） 

 ここでしばらく休憩いたします。再開は午後１時ちょうどからといたした

いと思いますので、よろしくお願いします。（午前１１時５９分） 

 

再   開 

 

議長（宮田勝三） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。（午後１時００分再開） 

 それでは次に、５番 酒元法子君。 

 

５番（酒元法子） 

 まず初めに、さきの方々からもお話ございましたが、さきの豪雨による災

害、日本列島各地に災害が発生いたしまして、お亡くなりになられました方々

には心からご冥福をお祈り申し上げます。また、被災されました方々にも心

底よりお見舞いを申し上げたいと思います。一日も早い復興を願ってやみま

せん。 

 それでは、お許しいただきましたので始めさせていただきます。 

 今般のゲリラ豪雨に見られる異常気象や東日本大震災等の地震、また自然

現象ではありませんが原発問題等、私たちの取り巻く住環境、特に防災対策

の変化は大きいものがあります。しかし今後の町勢発展のためには、ハード
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面を前提とした住民の安全・安心はもちろんでありますが、住みよいまちづ

くりを推進していく上で、若者の定住はもちろんでありますが、若者の定住

促進、企業誘致等の活動を進めていく上で、災害対策における特にソフト面

でしっかりした方策が求められるのではないでしょうか。 

 そういう観点から、私から２点について質問いたしたいと思います。 

 まず１点目ですが、原子力災害時における避難方法について伺いたいと思

います。 

 町長は、平成２４年第２回定例会一般質問において、志幸議員からの志賀

原発防災対策に関する質問で、原発から３０キロメートル圏内の立入禁止や

気象条件等による全町民避難が必要になった場合、県の防災ヘリ、船舶での

支援物資運搬等による半島の孤立化対策で、奥能登が陸の孤島化とならない、

また社会活動の停滞や半島からの脱出を考慮した場合に備えて、県や関係機

関と協議し、県の防災計画への要望や町防災計画に検討していきたいと述べ

られておられます。 

 この問題は、私たち町民が現在から後世ふるさとである能登を伝え継承し

ていく上で非常に重要な問題だろうと考えます。そのような観点から、まず

半島の孤立化対策や半島からの避難について、県や関係機関と協議をすると

前回お答えになっておられますが、きょう現在までにどのような機関とどの

ような問題について協議されたのでありましょうか。時系列でご説明願いた

いと思います。 

 お願いいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 それでは、酒元議員のご質問に答弁させていただきますが、まず孤立化の

前に、志賀原子力発電所で原子力災害対策特別措置法に定める原子力災害が

発生した場合、高い警戒レベルの緊急事態区分では、３０キロ圏外の能登町

の対応は、志賀町及び七尾市の約１万４，０００人の住民を受け入れること

となっております。原子力規制委員会では、原子炉でメルトダウンなどの苛

酷な事故が起きたり、福島第一原発と同じ量の放射性物質が一度に放出され

た場合を想定しての拡散シミュレーションでは、避難基準を超えて放射能が

及ぶのは最大で２０キロメートル程度と想定されております。このことから、

能登町民については避難することはないと思われます。 

 そこで、孤立し長期化することが予想されることについてでありますが、

県に協議、要望したところ、県では、半島で孤立化し長期化した場合には、
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石川県の地域防災計画の原子力編の避難計画要綱に、避難手段としては、災

害の状況に応じ民間の車両や海上交通手段などあらゆる手段を活用すること

としており、孤立化するおそれのある奥能登対策を平成２５年３月の避難計

画要綱に盛り込んでおります。また県では、今後、県漁協との協定締結も視

野に調整を進めております。 

 毎年、石川県原子力防災訓練が実施されており、訓練における課題を整理

しており、昨年の１１月１６日の訓練では自衛隊の船による避難訓練を実施

しており、一度の訓練で何もかもできないことや、成果と課題をしっかり検

証し今後の訓練に生かすとしていますので、今後の石川県避難計画要綱の見

直しにもつながろうかと思っております。 

 町としましては、原子力災害に限らず、大規模災害時においても国、県、

他自治体、民間などの協力、支援を受けることが不可欠でありますので、今

後あらゆる自治体等の協定を視野に入れ、防災対策を行っていきたいと思っ

ております。 

 

議長（宮田勝三） 

 ５番 酒元法子君。 

 

５番（酒元法子） 

 大災害が起きてから協定を結ぶのでは大変遅いのではないかと思うんです。

ですから町長お答えになられた、その後の経過はどうであったのでしょうか

という私はお伺いをいたしておるわけであります。避難を受け入れる側であ

るとは聞いておりますが、想定外のことが最近往々にして起こっております。

そんな中で、仮にも大災害が発生した場合、どのように対岸のどこかと協定

をするとか、そういうお考えはないのでしょうか。県や国にお任せしていて

も、私は少し段取り、備えあればという考えがあるのですが、いかがでしょ

うか。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 議員のおっしゃる大災害のときには、協定云々というのは逆に問題ないん

じゃないでしょうか。協定を結んでなくても、そういった受け入れ、助ける

というのは当たり前の行為だと私は思いますので、そういった特別協定を結

んでないから受け入れられないとか、あるいは対岸のどこかが、自治体が受

け入れられないとか、そういうことはないと私は思っておりますので。協定



- 62 - 

というのは、あくまでも形であって、大災害の場合にはそういうことは一切

関係ないというふうに私は思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 ５番 酒元法子君。 

 

５番（酒元法子） 

 いろいろな考え方、捉え方があろうかと思いますが、町長みずからそのよ

うに念頭に置いてのことであったら大変安心かなとは思いますが。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 これも安心して居住する上で非常に重要な部分だと思いますが、事故や急

病時における救急搬送の運用についてお尋ねいたしたいと思います。 

 現在、救急搬送は、奥能登広域圏組合の能登消防署が担っておりますが、

当町管内で救急車をお願いした場合、１次搬送先として宇出津総合病院だけ

なのでしょうか。それとも救急隊で患者さんの状況を確認して病院を選択す

るのでしょうか。また、患者さんの希望を確認して搬送するのでしょうか。

どのような現状になっているのか、お尋ねいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず消防法では、都道府県は、消防機関による緊急業務としての傷病者の

搬送及び医療機関による当該傷病者の受け入れの迅速かつ適切な実施を図る

ため、傷病者の搬送及び傷病者の受け入れに関する基準を定めなければなら

ないとなっており、県のほうでは、傷病者の搬送及び受け入れの実施に関す

る基準が定められております。また、消防機関であります奥能登広域圏事務

組合救急業務規程も定められております。 

 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準で、

基本的な考え方は、傷病者の観察の結果、当該傷病者に適した区分に属する

医療機関リストの中から最も搬送時間が短いものを選定することを基本とす

ることとなっております。また、傷病者にかかりつけ医療機関等がある場合

で、傷病者または家族等からかかりつけ医療機関等、特定の医療機関へ搬送

を依頼されたときは、傷病者の症状、病態、重症度及び搬送時間を勘案し、

緊急業務を実施する上で支障がない限り、かかりつけの救急医療機関へ搬送

できるものとするとなっております。 

 しかしながら、救急病院であるかかりつけ医療機関への搬送は、先ほど述
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べましたが、救急救命士が傷病者を的確に搬送できる医療機関を判断します。

特に奥能登広域圏外へのかかりつけ医療機関への搬送については、医療機関

の選定基準の最も搬送時間が短いものから外れますので、他の救急業務に支

障が起きる可能性があることから、可能性は低いというふうに考えておりま

す。 

 

議長（宮田勝三） 

 ５番 酒元法子君。 

 

５番（酒元法子） 

 現在の保健医療政策の推進において、かかりつけ医の重要性は大きいと思

われます。また、合併により住民の居住場所が広範囲になっております。居

住地域によっては珠洲総合病院や穴水病院、輪島病院にもかかりつけ医のお

いでる方が多いと思います。また、場所によっては宇出津総合病院以外の病

院が近い場合もあります。 

 かかりつけ医は、患者さんの平時の健康状態を把握されております。そこ

で、かかりつけ医を優先した搬送体制の構築を図るのも救急対策の一助では

ないかと思います。体制の構築には奥能登広域圏や能登消防署、医療機関な

ど関係機関と協議は必要と思いますが、その可能性についてお尋ねいたしま

す。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 消防機関が傷病者を搬送できる医療機関は、奥能登広域圏内では救急病院

であります市立輪島病院、珠洲市総合病院、公立穴水総合病院、公立宇出津

総合病院の４病院ということになります。このため、かかりつけの個人病院

などについては搬送はしておりません。また、傷病者の病状で特に脳卒中の

疑いがある場合は珠洲市総合病院への搬送となりますし、急性心筋梗塞の疑

いがある場合は奥能登広域圏内で対応できる医療機関がないことから七尾市

の救急医療機関への搬送となります。 

 緊急患者の円滑な受け入れ、転院、搬送を行うため、他の医療機関との連

携を強化するために、平成２４年にはスマートフォンを利用した脳卒中の遠

隔画像伝送システムが運用されております。また本年３月には、県内の個人

の医療機関でも診療情報を共有できるいしかわ診療情報共有ネットワークシ

ステムを導入したことから、徐々に情報の共有が可能となってきております
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ので、今後は消防機関とかかりつけ医療機関との相互連携を強化し、救急業

務の迅速かつ適切な実施を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 

議長（宮田勝三） 

 ５番 酒元法子君。 

 

５番（酒元法子） 

 そうした考えを率直に進めていただければありがたいと思います。 

 また、最後になりますが、当町の救急搬送運用体制のかなめとなると思っ

ております町基幹病院である宇出津総合病院の受け入れ体制について、ちょ

っとお尋ねいたします。これは誤解されている点が往々にしてあるかと思い

ますので、病院側にとりましても、また救急搬送される方々に対しても、町

民の皆様に真実と申しますか実情をお話しいただければいいのではないかと

いう思いから、あえて質問をさせていただきます。 

 ７月３１日の夜のニュースを見て驚きました。全国版に、石川県能登町で

千葉県流山市小学生集団一酸化中毒３２人搬送とトップに出ておりました。

また、搬送先の珠洲総合病院院長の状況説明の映像も流れておりました。 

 私はここで少し疑問に思ったのですが、事故の起きた場所は能登町で、流

山市の小学生を受け入れたのも能登町なのに、町長が常々町の基幹病院と言

われている宇出津総合病院について一切触れていないのです。事故現場から

は宇出津総合病院のほうが距離的にも時間的にも近いはずなのに、まるで能

登町に救急指定病院がないような印象を受けました。 

 また、こんな話も聞きました。ある患者さんが頭が痛いと救急で宇出津病

院に搬送されましたが、一昼夜そのままとめ置きされ、数日後に亡くなられ

たと。７月３１日の事故についても、珠洲総合病院では院長以下、医師、看

護師が総出で対応したと聞いております。事故発生が夕方６時であるのにも

かかわらず、なぜ宇出津総合病院で受け入れ体制ができなかったのか。また、

平常時の救急受け入れ体制と専門病院への緊急搬送体制についてお聞きいた

します。 

 事務局長、よろしくお願いいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

 宇出津総合病院事務局長 干場勝君。 

 

宇出津総合病院事務局長（干場勝） 

 酒元議員の流山市の交流事業における中毒事故の状況の説明をさせていた

だきます。 
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 ７月３１日夕方、町内の宿泊施設で調理場の職員と食事をしていた交流事

業に参加した児童の一酸化中毒が疑われる事例が発生したということで、夕

方６時過ぎに宇出津総合病院に能登消防から一報があり、５名の重症患者の

受け入れ要請がありましたところでございます。このときは別の救急患者の

受け入れ準備も行っていたため、３名の受け入れを行ったものでございます。

この後、また児童約２０名の受け入れ照会がありましたが、すぐの受け入れ

体制が不十分なため受け入れ可能であった珠洲市総合病院へ児童が搬送され

ることになりましたものでございます。 

 救急告示病院である宇出津総合病院において町内での今回の集団発生した

中毒災害について全ての患者の受け入れを行われなかったことを踏まえて、

病院として集団を想定した救急医療の初動体制の連携強化、体制づくりのた

め、これまで防災マニュアルの整備はされておりましたが、集団発生に備え

た災害医療マニュアルを今回整備し、体制を整えました。 

 今後、町内でスポーツ大会、各種イベント、合宿なども想定されますので、

医局、外来、救急などへ町内行事、イベント等の周知を行うようにいたしま

した。８月末には、あらかじめ日時を知らせず、職員の緊急連絡を想定した

夜間通報連絡訓練を実施したところでございます。これから能登消防と定期

的な連絡会議を実施して、集団を想定した救急医療訓練も実施し、救急医療

の対応に当たりたいと考えております。 

 それと、救急で、深夜救急があって患者さん来られたということでのお話

でありましたが、通常、救急災害で深夜来られた場合には、頭部ＣＴ、それ

から腹、胸ＣＴをして、画像診断の委託先に画像伝送して読影の診断に出し

ます。その後、異常なし例えば認められても、念のため翌日、専門のドクタ

ーに診察してもらって、ＭＲＩ検査とかする場合もあると思いますけれども、

その後、診断によっては金沢の金大の附属病院に搬送ということにもなろう

かと思います。 

 以上でございます。 

 

議長（宮田勝三） 

 ５番 酒元法子君。 

 

５番（酒元法子） 

 何かよくわかったようなわからんようなことでありましたけれども、とに

かく二度とあってはなりませんが、訓練を重ねるごとに見えてくるものもあ

ろうかと思いますので、どうか引き続きよろしくお願いいたします。 

 自分らの子供や孫たちへ自然豊かであるふるさと能登を継承させていくに

は、住環境の充実が何よりであります。ハード面はもちろんですが、ソフト、
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特に命にかかわる体制の充実が不可欠であると思います。若者定住を図る場

合でも、企業誘致を図る場合でも、１次産業の多様化を進める場合でも、住

民が安全で安心して住める町でなければ先へは進めないと思います。自己責

任の部分もあるとは思いますが、そこに携わる住民の方々が安全で安心して

住まれてこそ、町の振興策も生まれてくるのではないでしょうか。 

 町長、頭脳明晰で誰にも負けない運の強さを持っているお方やと私は思っ

ております。どうぞ安心・安全のためには全力投球でこの能登町を守ってい

ただきたいと思います。私も二度とここに立てないかもわかりません。どう

ぞそうした意味で能登町のためにどうぞお働きをくれぐれもよろしくお願い

申し上げまして、今回の質問を終わらせていただきます。 

 いろいろとありがとうございました。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で５番 酒元法子君の一般質問を終わります。 

 それでは次に、４番 小路政敏君。 

 

４番（小路政敏） 

 私は、人口減少の抑制、産業振興のビジョンについて伺います。 

 その前に、ちまたでは新幹線、遠藤関、「まれ」などなど今話題ですが、昨

日、全米テニスで錦織選手が日本人初の準優勝となりました。日本中に元気

と明るさを与えておると思います。明るいのは私の頭だけじゃなくて、心か

らお祝いを申し上げたいと思います。 

 これから質問にかかります。 

 私もこれまで産業振興に寄与できるよういろいろなところからご意見をい

ただきながら、そこでいつも課題となるのが将来の人口減少を危惧する声で

す。全国の大多数を占める市町村でも、国挙げてですけれども、少子化問題

が挙げられていますが、人口減少抑制策という観点から以下の質問をします。 

 将来の人口減少の予想について、町長も危機感を持っていると思いますが、

見解をお聞きします。 

 次に、第２次能登町総合計画を策定中と聞いていますが、人口の増加はも

う望めないとしても、減少を食いとめる将来のビジョンを持っておられるの

か。構想があるのなら、それもあわせてお聞きしたいと思っております。 

 今後、人口減少によるこれ以上の産業基盤の低迷は避けたいところですが、

合併後これまで１０年間の実情または成果と、次期総合計画における考えを

お聞きしたいと思っております。 

 また、先ほど来、住民との協働の町政をうたわれましたが、何かそういう

取り組みをしているのか、あればお聞きしたいと思っております。 



- 67 - 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 それでは小路議員の質問に答弁させていただきますが、まず人口減少の予

想の見解ということでありますが、皆様方もご存じのとおり、５月の新聞紙

上において元総務大臣の増田氏を座長とした民間の有識者が集まりました日

本創成会議が公表したデータによりますと、２０４０年には全国の市町村の

約半数で出産適齢期の女性が５割以上減少というふうに予想がされておりま

す。能登町では出産適齢期の女性が８割以上減少すると予想され、人口も８，

０００人を切る推計がされております。 

 この予想は、特に若者層を中心とした地方圏からの大都市圏への人口の流

出が収束しない場合を予想したもので、このまま人口減少が進行すれば、特

に若年層の減によりまして労働人口は減少し、経済活動など各産業への影響

は多大なものが想定されます。また、集落の維持も困難となるなど、大変に

危惧されるべき問題であると認識しております。 

 能登町だけでなく、日本が直面している人口減少問題は、一朝一夕で解決

はできずに、長期的かつ総合的な視点から国や地域が一体となって有効な施

策を迅速に実施する必要があると考えております。 

 そんな中で、人口減少を食いとめるビジョンということでありますが、こ

れまでも人口減少対策の事業としてやってきておりましたが、ことし新たに

婦人会の協力のもと婚活支援事業を打ち上げたほか、特に若者の新規雇用や

定住を促すための助成金事業やＵＩターン支援、そして安心して子供を産み

育てる環境整備、教育事業においても通学費助成や英語教育の充実、公営塾

の支援など、毎年制度の更新や充実などを検討した上で、この問題に取り組

んでおります。 

 また国は、今回の内閣改造で地方創生担当大臣を新設しており、人口減少

や地方の衰退といった課題に国を挙げて取り組むとしております。現在、策

定に向け準備を進めている第２次総合計画においても、総合計画審議会の中

で十分にご審議をいただきたい事項でありますが、これまで実施してきた事

業をベースに国の動向や政策に連動しながらこの問題に取り組んでいきたい

と考えております。 

 そして、次期総合計画におけるビジョンあるいは成果でありますが、新町

誕生から１０周年となりますが、これまで第１次総合計画の基本構想を柱に、

町の基本目標であります「一歩前へ進むまちづくり」、そして町の将来像を掲

げた「奥能登にひと・くらしが輝く ふれあいのまち」を念頭に、これまで
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社会インフラの整備、定住や交流人口の促進、産業の育成支援、教育環境の

充実、人口減少対策などさまざまな施策の実現を通して、着実に計画に沿っ

たまちづくりを進めてきたと認識しております。 

 また、合併当初の財政状況では地方債の発行制限の基準となります実質公

債費比率が２２．５％でありましたが、健全な財政運営により平成２５年度

は１４．４％と改善している状況でもあります。 

 今後は、町民の皆様の意向を把握するための町民アンケートの実施や、こ

れまでの成果の検証を通しまして、時代に沿った町民ニーズや課題を十分に

把握し、時代の潮流や地域固有の社会的変化に対応した計画とすべく、総合

計画審議会において十分にご審議をいただき、今後新たな１０年間の計画と

なる能登町第２次総合計画の策定に向け取り組んでまいりたいと思っており

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 ４番 小路政敏君。 

 

４番（小路政敏） 

 さっき町民参画の町政ということの答えがなかったかなと思いますので、

そのところをひとつ。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 町民参画というのは、いろんな委員会に町民の方に参加していただいたり、

あるいは今度の第２次総合計画の中でも町民の皆さんのご意見を聞きながら

やっていきたいという思いで、公募もさせていただきますし、いろんな団体

からの推薦も受けた方で審議委員会を組織していただいて、皆さんの意見を

聞くということであります。 

 それと同時に、町民アンケートも行って、幅広く町民の皆さんのご意見を

聞きながら第２次総合計画に盛り込んでいきたいというふうに思っておりま

す。 

 

議長（宮田勝三） 

 ４番 小路政敏君。 

 

４番（小路政敏） 
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 町民参画の件は、私が何やといったら、住民との参画、地域の話なんです

けれども、そういう中で何か例えがあったらなということなので。 

 あとは最後、意見として。 

 少子化対策について町長の考えをお聞きしましたが、やはり子供を育てら

れる環境づくりが大変重要だと思っております。子育て支援、就活、婚活、

定住促進とか、さっき言われましたけれども、それと同時に、やはり経済と

いうか産業基盤の整備を特に１次産業の部分で促進し、総合的な充実が総合

的に少子化対策につながるのではないかと思っております。 

 さっき県とか国とかに寄り添うような町長の発言がありましたけれども、

町独自でも積極的な取り組みをなされて、その部分で前進されることを期待

して、私からの質問を終わります。 

 ひとつ最後に答弁お願いします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 議員おっしゃるように、能登町にとっては第１次産業の振興というのは非

常に大事な仕事の一つだというふうに思っています。今年度の予算でも、そ

れを含めて第１次産業の６次産業化ということで可能性調査費を持たせてい

ただきましたけれども、将来に向けて６次産業化がどういうふうにできるか

も含めて調査しまして、第１次産業の振興に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

 

４番（小路政敏） 

 大変時間が余りましたけれども、最後には、これからの課題としまして、

また。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で４番 小路政敏君の一般質問を終わります。 

 以上で本日の一般質問を終わります。 

 

散  会 

 

議長（宮田勝三） 

 次回は、明日９月１１日午前１０時から本議場で開会いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 
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 ご苦労さまでした。 

 

散 会（午後１時４０分） 
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開 議（午前１０時００分） 

 

開   議 

 

議長（宮田勝三） 

 ただいまの出席議員数は、地方自治法第１１３条に規定する定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 あらかじめ本日の会議時間を延長しておきます。 

 

一般質問 

 

議長（宮田勝三） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日も申し上げましたが、一般質問の形式は一問一答方式とし、能登町議

会申し合わせ事項により質問者の持ち時間は答弁の時間を含め４０分以内と

なっております。また、質問の回数は質疑と同様に原則として１つの質問事

項に対し３回までとなっておりますので、遵守されますようお願いいたしま

す。なお、関連質問についても申し合わせ事項により原則として認められて

おりません。 

 それでは、昨日に引き続き通告順に発言を許します。 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 おはようございます。 

 質問に入る前に、先般の子ども議会でございますけど、中身に対しては私

は言いません。見ているからに、皆さん大変体も大きいし、通告してある表

題は大変大綱的で立派なものばかりでした。そこからしますと、私は、子ど

も議会というより、何か中学校議会という、そういうネーミングのほうがぴ

んと来るんじゃないかなと、そう感じましたので。また子供という定義は、

小学校、中学校までなのか、それは私ちょっと把握していませんけれども、

また来年に向けてそういうこともひとつまた執行のほうでご一考くだされば

と、私はそう感じましたので申し上げておきます。 

 それと、ことしは東京都議会のセクハラやじから始まり、また西宮の号泣

記者会見やら、ことしは特に日本の地方議会の醜態というか、何か恥じる面

が多くあったかなと、私はそう思います。私においても、この能登町議会を

一人して議会の品位を落としているんじゃないかなと、そういう自責の念に
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駆られ、日々葛藤の日が続いているのでございます。 

 きょうの質問事項においても、そういった面が多々出てくるかもしれませ

ん。町長、また私は悪意を持ってそういう質問をするのではなくて、そうい

う中身に対して質問の中において町長に大変失礼な言動に及ぶかもしれませ

んけれども、またあらかじめひとつご容赦のほどお願いします。 

 それでは、通告に従って質問を行いたいと思います。 

 私は今回、町長の政治姿勢を問うということで通告しました。これは内容

は、大綱的であるかないかはちょっと私も不安なところがありますけれども、

その中で一番先に挙げました町長の考える権力とはということで、まず質問

します。 

 皆さんもご存じのとおり、古今東西、人間、大抵権力にすがるというか、

権力に頼りたい、権力にすがりたい、権力に近寄りたい。政治の世界はもち

ろん、いろいろな民間の団体においてもそういう傾向が見られるのが常であ

ります。まして一自治体の首長となると、その与えられた権限は大変大なも

のであります。 

 そこで端的に町長の考える権力とはどういうことか。町長が日ごろどうい

う心づもりでこの執行に当たっているのか。まず町長の考える権力をひとつ

ご説明いただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 向峠議員ご質問の私の考える権力とのことでありますが、町長を初め首長

に付随するものは、私は権力というよりも権限というふうに捉えております。

地方自治法第７章第３節第２款に普通地方公共団体の長としての権限が記載

されておりますが、町長は、町役場を統括し、その代表として事務を管理し

執行するものであります。具体的には、予算を調整、執行したり、条例の制

定、改廃の提案及び議案を提出したりすることができるほか、職員の任命権

者でもあり、また職員を指揮監督すること、町内の公的機関の総合調整を図

るために必要な措置を行えることなどが定められているというふうに思って

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 
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 今ほど町長が述べられたのは、権力という言葉はちょっと適当じゃなかっ

たかなと思いますけれども、わかりやすくそういう私は表現をしました。権

限ですけれども、その中において、次に、町長は合併して約１０年そういう

権限を、中枢におって今まで能登町長として町政を執行してきたわけですけ

れども、こういう聞き方は適当でないかもしれませんけれども、長い権限の

執行に当たって、振り返れば何か反省というよりも自責の念というか、これ

はこうすべきではなかったかという、自分を省みてそういう反省というか、

もしそういうことがあるならば、ひとつここでお示ししていただきたいなと

思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 私が町長として肝に銘じていることは、権限の適正な執行を行い、開かれ

た明るい町政運営を行うことであり、つまりは権力者にならないことであろ

うかと思っております。旧能都町時代から数えて１４年余りの間、町長職を

務めさせていただいておりますが、権限の行使に関しましては適正に行って

きたと考えております。 

 

議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 もちろん能都町時代から今町長が申された権限の行使に当たってはそうい

うことがなかった。それはあってはならないことでありますけれども。だけ

ど合併して、その中に今日の１０年間たった中において、やはり議会や町民

の中からいろいろな不協和音が立っていたのも事実だし、町長もそれは耳に

入ったかと思います。そういうことで、人間誰しも１００％の人格を持って

いる人は少ないし、ほとんどいないんじゃないかと私思います。だけど偉大

な権限を持っている町長としては、そういうことは揺るぎなく執行していた

だかなければならんと思います。 

 その中で、予算、人事、入札等で一番留意している点と私は申したけれど

も、今町長の述べられた答弁の中にも若干答えが入っていたかと思いますけ

れども、やはり町長というのは権限が一般の人から見ればすごい権限を持っ

ているわけですね。特に予算、人事、入札等で、さっきの質問と若干繰り返

しになるかもしれませんけれども、ここに挙げました一番留意している点を、



- 74 - 

先ほどと重複してもよろしいですから再度ご答弁お願いいたします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 それでは向峠議員のご質問に答弁させていただきますが、まずは予算とい

うのは行政の設計書とも言えるものであります。地方公共団体の事務事業の

執行及び支出計画、その執行に要する経費の財源調達計画を一体として、歳

入、歳出という形で数量化し取りまとめたものであります。 

 毎年の予算の策定に当たっては、国の財政制度の動向や国の予算の策定動

向を念頭に置きながら、町の基本構想やそれに基づく実施計画を初め、中長

期的に継続して実施していくべき政策実現に向けた施策、その他、住民から

求められている行政課題を実現するための施策など広く目を配った上で、そ

の中で緊急性、必要性、そして住民の要求度などの観点から優先度を判断し

た上で予算計上することを心がけ、予算編成に当たっております。 

 また次に、人事に関してでありますが、当町では合併以来、行財政健全化

に向け徹底した歳出削減や経費の削減、合理化のため、事務事業の見直しや

指定管理者制度導入等の効率的な行政運営、それとあわせて職員の削減によ

る総人件費の抑制に努めてきました。さらに人事管理では、適材適所、少数

精鋭を基本とした定員管理を推進してきたところであります。 

 今後も退職者の見込み数及び財政状況に配慮しながら職員の新規採用数を

考慮し、全体の職員数を削減していくことを基本としていきますが、将来の

年齢構成等も考慮した定員管理を行っていきたいと考えております。また、

再任用制度が閣議決定されたことを踏まえ、能力、実績に基づく人事管理を

推進しまして、当町の実情に応じた措置を講じるとともに、町民の負託に応

え、その使命を全うするため、複雑、多様化する行政需要に対応できる人材

の育成、能力の開発を推進したいというふうに思っております。 

 最後に、入札につきましては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律などの趣旨を踏まえまして、その透明性、公平性、競争性の確保

を図っております。また発注に当たっては、事業の規模や内容に応じて分離・

分割発注や共同企業体での施工方式など、できるだけ多くの町内業者が受注

できるように努めていますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 



- 75 - 

９番（向峠茂人） 

 今、予算、人事、入札等には町長は述べました。予算については、要約す

れば町民のニーズに応えた予算をつけている。また人事に対しては、いろい

ろ申されたけれども、私は特に人事ですね。これはやはり人事というか、職

員の配置、職員の質というか。私が考えるには、職員のエキスパートがいな

いんじゃないかなと。というのは、いろいろプロポーザルとかコンサルとい

ろいろの入札もありまして、そのプロポーザルの提案等において、その提案

をしっかりと判断できるそういう職員が必要じゃないかと思います。当町に

おいてそういう、また入札執行して、工事の段階、段階に、特に建築等にお

いては適正な材料が使われてどうしてどうしてというと、そういう細部にわ

たってのきちっとした検査方法はするときには、やはり職員の専門的な技術

が大変要求されるわけです。 

 町長は、そういった面で、そういう職員の配置をなされているとお思いで

しょうか。ひとつご答弁お願いします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず、議員がおっしゃるエキスパートがいないというのを誰を見ておっし

ゃっているのかわかりませんが、私は、職員配置に関しましては適材適所で

行っているつもりであります。 

 

議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 大変自信のある答弁でございます。私も職員をないがしろにここで言って

いるわけではございません。例え話というか、本来はそういう専門的な職員

の配置がきちっとなされているならば、それでよろしいです。ややもすれば、

ほかの自治体においてもなかなかそれは検査等には見抜けなかったとか、職

員の力量が足らなかった、そういうたまにニュースを聞きますので、私はあ

えてこういう質問をしたわけです。 

 それと、そういう職員配置、専門的な職員はそれでよろしいです。 

 私は、職員にひとつお願いというか、意識を持ってもらいたいのは、逆命

利君という言葉、知っておいでますかね、町長。字は、逆の逆に、命令の命、

命ですね。そして利益の利に、何々君の君と書くんです。逆命利君。これは
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簡単にわかりやすく言うと、本当の忠義とは、上司や主君の命令、たとえ国

家の命令であっても、主家のため、国家のためにならなければあえて逆らう

ことあるべしと、そういう意味なんです。 

 というのは、私は職員に申しますと、こういうことはないかもしれないけ

れども、例えば町長や課長、上司が何々職員にこれをしなさい、ああしなさ

いと言ったときに、その言われた職員が、今申しましたね。その命令に対し

て町のため、町民のためにならないと自分がご判断された場合は、やはりそ

れは毅然として反対すべし。そういう意味なんです。 

 歴史をひもといてみますと、歴史上の人物に出てくる人たちはそういう人

たちがいるんですね。また昔でいうと、江戸時代なら藩ですね。そういう藩

が発達しているし、現在の自治体においてもそういう職員が育ってほしいな

と思います。 

 町長の目から見て、逆命利君という言葉に準じた職員がおいでると思いま

すか。また、町長ご自身でそういう職員と出くわした経験がありますか。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 おかげさまで私は職員に恵まれておりまして、そういった私をいさめてく

れる職員もたくさんいることをご理解いただきたいというふうに思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 優秀な職員がたくさんおいでる。そしてまた、町長をいさめてくれる。い

さめるという意味じゃないんですよ、私は。町長だって、先ほども申しまし

たけれども、まずい、間違った、間違ったというかどうか、そういうのはあ

るでしょう。胸に手当てて考えれば、今まで。全て今まで町長として粛々と

権限を執行してきて、一滴の水もこぼさないような町政をしてきたと、そう

いう自信はおありですか。私はそうではないと思います。やっぱり人間だか

ら、どこかにほころびはあるし穴もあるしすき間もある。そういうときに、

それではだめですよと。町長、もしそういう今までの中にそういう命令を下

すとなれば、それはだめですと言う、そういう毅然とした態度で町長に意見

を申した職員がおりますかと聞いたので、慰めてくれる職員がと。慰めるの

は。言ってませんか。そうですか。私もきょうちょっと血圧高いさけ頭がお
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かしいです。済みません。 

 それはそうです。私はそういう意味で言っとるがで、ぜひここでひな壇に

並んでいる課長さん方も、また、ここにおいでん中堅の職員たちも、人間誰

しも間違いがあります。そういうときにはやはり町のため、町民のためにな

らんと思ったら、これは間違いですよとあえて反対するべきだと、私はそう

いう職員が多く育ってほしいなと思います。 

 体調が万全でありませんので、次の質問行きます。 

 本町が今以上に成長、発展していくには何が最重要課題かということで題

を上げました。いろいろあると思いますけれども、町長は何を最重要課題に

思っているか、ご答弁願います。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 最重要課題といいましてもたくさんあると思います。あえて一つ挙げると

すれば、当町にとりまして非常に厳しい予想がされております人口減少問題、

これが幅広く行政サービスの維持困難な状況に至る可能性が高いと言われて

おりまして、最重要視をする課題だというふうに考えております。 

 人口問題は、一朝一夕で改善できる課題ではありませんが、国と地方が足

並みをそろえていかなければ解決できない難問でもあろうかと思っておりま

す。 

 安倍首相は、地方の創生で経済の好循環の波を全国に広げ、若者が働き、

子供を育て、次世代へと豊かな暮らしをつないでいくことは極めて重要と話

されております。現在、国では、地方の人口減少対策や経済活性化に本格的

に取り組むため、首相を本部長とするまち・ひと・しごと創生本部を９月に

も創設する予定になっており、現在、地域支援のための関連法案を提出する

準備室が発足しております。今後、創生本部で国の総合戦略の策定にかかる

ものと思われます。今後は、長期的かつ総合的な観点から、国の総合戦略と

連動し、町にとって有効な施策を迅速に実施していきたいというふうにも考

えております。 

 

議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 最重要課題ということで、一口には申し上げられないのはわかります。で
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もそれも今町長が述べられたことは大変重要なことです。それは私も十二分

にわかっております。 

 だけど私の考える現在の能登町の最重要課題は、意識改革です。私はそう

思っております。まず町長を含めた執行、議会、これが率先して意識改革を

していかなければならないと。 

 私は、前回の質問にも言ったかしらんけれども、町長はたしか去年の１２

月の広報に、冊子に、一人一人が変われば、私はきょうちょっと持ってきま

せんでしたけれども、書いてある要約すれば、一人一人の意識が変われば町

が、能登が変わると、そう言われていました。 

 大変厳しい言い方すれば、先ほども私もちょっと好きなこと言ったけど、

町長も私もそうです。胸に手当てて考えれば、これでいいということは私は

絶対あり得ないと思います。今まで合併して１０年、いろんなことが町長自

身にもあったし、私の知らない面でもいろいろあったと思います。それはそ

れでいいんです。だけど今のまま、そのまま継続したのでは、町長の言う「奥

能登にひと・くらしが輝く ふれあいのまち」、そういうものは輝いてこない

んですよ。変な言い方すると、私はゆがんだ言い方すると、能登町に輝いて

いる人は、消費税が８％になったけど、５％ぐらいの人ですよ。輝いている

のは。町民がみんな認めているんです。だからそれを直していくために、み

んなが輝くためには、やはり意識改革。町長ご自身、執行も議会も。 

 それから権力、あえて権力と言わせていただきます。重複しますけど。私

の考える権力は、町民なら町民としましょう。町民全てに公平、公正、そし

て全ての皆さんに同じチャンス、機会を与える。そういう権限の使い方をし

ていかないと、一部の人だけにややもすると、別に能登町を指しているわけ

じゃないですけれども、全国を見てもそういう権限の使い方をしている首長

が大変多い。 

 最近で世界的に見ますと、権限の一番いい使い方をしたのは、皆さんご存

じのとおりアメリカですよ。リンカーンが奴隷解放して、奴隷解放したけれ

ども公民権、投票権はなかったんです。そしてあのときのケネディ大統領が

上院、下院、議会ともめて、その中においてキング牧師が５０万人の有色人

種のデモをして、そのデモの中において、ホワイトハウスの演説の中に、こ

れじゃいかんということでケネディ大統領が黒人に公民権と投票権を与えた。

それがなかったら今のオバマ大統領なんか大統領になっていませんよ。それ

はちょっと飛躍した国際レベルで、話のジャンルは違いますけれども、やは

り権力者とまたあえて言わせてもらいますけれども、平等に同じチャンスを

与える。そういうシステムを構築していかなければ、この町はようならんと

思いますし、また、先ほど申したとおり町長を含め職員も議会も意識改革し

ていかんと、幾らいいまちづくりを提案したって今のままの能登町ではとい
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う、そういう声が多いんですよ。新幹線が来る、能越が開通するようになっ

て、今の能登町はちょっとなと。能登町が全部変わらんと、交流人口も定着

人口も私はふえないと思います。大変失礼ですけどね。 

 町長、いろんな人の話を聞いていますか。県の職員に至っても、面と向か

って町長に言わないかしらんけどね、我々によく言いますよ。やっぱりまず

隗より始めですよ。 

 私は、この能登町の最重要課題は意識改革。これをせんことには能登町の

浮上はないです。幾ら子育て、少子対策いろいろやっていますけれども、い

い町という、そういう評判が立たんと人は来ないですよ。 

 総務常任委員会でこの間、九州、佐賀県の武雄市へ行ってきました。あの

市長はカリスマ性もあって頭もいいかもしれませんけれども、市民をつかむ

心を持っているんです。やる気があるし、リーダーシップがあるし、先見の

明もあるし。町長も頭いいんですから、その辺やろうと思ったらできるんで

す。できるのにやらないというのは意識改革です、私に言わせると。 

 町長には町民に対しての説得力が私は必要かと思います。町長が言うのだ

からきっと必要なんだろうと。町長は、みんなにそれぐらい思わすぐらいの

説得力がないと、リーダーというのは。 

 それから、政治のリーダーは在任期間じゃないんです。その発想力と迅速

な行動力で政治力を発揮していかれるべきだと私は思います。 

 町長は立派な人間ですよ。だけど一つ私に言わせれば足らんのは決断力と

いうか。絶対変われるんです。変わろうとしないあなたの意思がだめなんだ。

だから意識改革と私は言っているんです。 

 私も自分のことを棚に上げて大変失礼ですけれども、ぜひ能登町の最重要

課題は、私はそうでないかと思っています。 

 それと、先ほど申したけれども、職員ももう少し逆命利君、そういう言葉

をもう一回お調べになって読んでください。そういう人がふえていかないと、

ややもするとこびを売ったりおべっかを言う職員ばっかり自分の周りに置く

と、いいものが町長のところへ届かない。耳の痛いことを言う人を周りに置

いて、逆命利君、そういう人材を登用していってほしいなと思います。これ

がチャンスです。 

 ちょうど能登町議会も来月、任期満了の選挙があります。恐らく町民は厳

しいご判断を下すと思います。 

 それと最後に、しどろもどろになりましたけれども、この間テレビ見てお

って、いい言葉一つあったんです。ひとつそれを言って質問を終わりたいと

思います。 

 これも力、権力ですね。「奪う力ではなくて分け合う力、恥じることを知る

力、おのれが手にしたものを取るに足らぬと知る力、そんなことを知るまこ
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との力、まことの力が勝つ世の中に」という、あるテレビで、ドラマの中で

すけれども。私も勉強せなならん、いいことやなと思ってちょっと書いてみ

ました。 

 人の心を動かすのは、やっぱりまことですよ。誠心誠意お話しすれば必ず

人は動きます。まことの力が勝つ能登町であり、そういう世の中にしていか

なければならないと思いますし、これを機会に、私も先ほど冒頭に申したけ

れども自責の念で葛藤の日々が続いています。私も言ったからには、そうい

うことを粛々とできるだけ遵守してやっていきたいなと思っています。 

 町長、大変失礼なことを言ったけれども、能登町の最重要課題は意識改革

です。ぜひ町長、職員、議会と一丸となって、いいまちづくりに邁進するべ

きかと思います。 

 つたない質問で失礼しました。終わります。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で９番 向峠茂人君の一般質問を終わります。 

 それでは次に、１５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 改めまして、おはようございます。 

 初めに少々私見を申し上げたいと思います。 

 私もいよいよ今回が最後の一般質問になるかなということで、非常に朝か

ら、朝からというよりも夜中から興奮しておりまして、走馬灯のごとく過去

のいろんなことが思い起こされまして、なかなか眠れない朝でございました。 

 私も過去１９年ほど、７０回ぐらいの質問をしたかなと、こう思っておる

んですが、それが多いとか少ないとかいろいろあったとしても、私も政治と

いうのは時々刻々と変化していくと。特に最近はマスコミ等で時々刻々とい

ろんな情報がもたらされてきます。それこそ４回の議会の３カ月もたてば、

やはり自分なりに常に問題意識が生じてまいりまして、それで、これは言わ

なきゃおられないと、言わなきゃならないと、こういう思いを持って一回一

回に臨んできたつもりでございます。 

 それが適切ではないことのほうが多かったかなということで、反省するこ

ともしきりでございますけれども、私はこれが仕事だと、これが私に与えら

れた仕事だと、これはきちっとやらなければならないと、こういう思いを持

ってやってきたわけでございます。 

 それがいよいよきょうをもって締め切らせていただくことになるのではな

かろうかと、こういうことで非常に感慨深いものがあって、こういう個人的

感傷を申し上げてもしようがないんですが、きょうは精いっぱいやらせてい
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ただきますので、どうぞひとつ町長、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、通告に基づいて、まず流山市との小学生の交流事業における一

酸化炭素事故の件につきまして、まず取り上げさせていただきます。 

 この件につきましては、８月４日の臨時議会で私、動議をもって質問した

いと。鉄は熱いうちに打てということで、まだ事件があって真相がよくわか

らない状況のときでございました。ところが議長から議運の皆さんに諮った

ほうがいいということでございましたので議運で検討した結果、それは一般

質問でやりなさいよというようなご意見が多かったということで、私は今回

あえて既に一月有余過ぎておりますけれども、今後のそれが糧にしなきゃい

けない問題もあるので取り上げさせていただくことにしました。 

 去る７月３１日でございました。流山市の小学校の皆さんが越坂のホテル

きんぷらの夕食会で、いわゆる一酸化炭素中毒症状を起こして、ホテルの従

業員と、それから流山市の小学生、それに当町の児童も合わせて２９名が体

調不良を訴えて、珠洲中央病院と宇出津総合病院とそれぞれ緊急、救急搬送

されるという大変な事故であったわけでございます。一歩間違えれば人の命

にかかわる悲惨な事件になっていたということを思い合わせると、今回は不

幸中の幸いであったということも言えるかもしれません。 

 事故や災害というものは、いつどこで、いつ何どき起きるかわかりません。

起きたことは仕方がないとして、大切なことは事後の処理でございます。事

故対応のありようということでございますしょうか。それによって信頼を損

ねることもあるし、逆に信頼を高めるということさえあると思うのでありま

す。 

 流山市との児童交流は、大変意義のある貴重な体験学習であり、今後とも

発展的に継続をさせる必要のある事業であると私は考えておりますが、した

がいまして、この事件につきましては何が問題だったのか。二度とこのよう

なことを起こしてはならない。しっかりとそういう意味で検証する必要があ

るというふうに私は思っております。 

 そこで町長にお伺いしますが、この児童交流事業、これはどこが主催して

いるのか。町のどこが所管しているのか。また、どのようなことを目的とし

て、いつごろから実施されているものなのか。小学生同士の交流ということ

であれば、私は所管は教育委員会ではなかろうかと、こう思っておったんで

すが、どうもふるさと振興課が所管となっているが、こういうことはなぜそ

うなのか。こういうことについてご説明をいただきたい。 

 また、事故、事件、災害、これはいつでも起こるんですが、そういう可能

性を持っている。しかも想定外に来ますから。問題は、危機に直面したとき

の対応の仕方が大事であると先ほど申し上げました。それが危機管理という

ことでありますが、当町ではこのような事故、災害を想定した緊急指揮体制、
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ここに私は至らないところがあったのではなかろうかと、こう思っておりま

すが、町長、どう思いますか。 

 また、町長は８月５日、流山市へ行ってこられました。その折、どんなこ

とを話をされてきたのか。また、今後とも交流は続けていくことになったの

か。今回の事故を踏まえて、今後特にどんなことに留意して継続、やってい

こうと考えていらっしゃるのか。そういう点をお伺いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず、姉妹都市交流事業の一環ということで実施しているもので、この交

流事業は能登町が主催でありまして、主管課はふるさと振興課であります。 

 最初は、流山市からの児童を受け入れるということで一方的な児童の受け

入れでありました。それは能登空港利用ということも絡めまして、流山市の

ほうから子供たちをこちらのほうへ来ていただいて、そして最初はふれあい

公社のほうで子供たちの面倒を見たということで、ふるさと振興課が担当課

というふうになっております。ただ、今は地元の能登町の小学生との交流事

業もありますので、教育委員会、ふるさと振興課でタッグを組んで取り組ん

でいるという事業であります。 

 そして、当日のことでありますが、消防等の、あるいは病院等の経過とい

うのは局長なり話があったと思いますので、担当課としての当日あるいは次

の日のことを少し説明させていただきたいと思います。 

 ふるさと振興課の課長が現場から５時４５分ごろに事故の発生を確認して

おります。そして、６時ごろにきんぷらに到着しまして、ふるさと振興課、

総務課、教育委員会の職員と手分けして、三役ほか総務課長などへの連絡を

とりました。また、現場以外のふるさと振興課職員は全員、事務所のほうで

待機の体制をとっております。 

 現場に駆けつけた教育長からは流山市の教育長へ、そして流山市の教育長

から流山市の市長、副市長へと連絡をしていただいております。 

 珠洲市総合病院、のときんぷら、役場の３カ所に職員をそれぞれ配置しま

して、病院での対応、保護者への連絡調整を手分けして行いました。午後９

時ごろには児童らの治療あるいは入院状況が確認された後に、病院には課員

一人を当直させまして、きんぷらのほうで午後１０時過ぎから随行の流山市

職員と、そしてあすの対応などについて午前２時ごろまで協議を重ねたとい

うことであります。 
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 明朝、児童の容体につき、午前６時半ごろから流山市の保護者の皆さんに

ふるさと振興課の職員で連絡をさせていただきました。病院からは、携帯電

話で入院した子供さんの声を保護者へも聞かせられるような連絡も行いまし

た。また、副町長も見舞いを行うとともに、珠洲市総合病院のほうで院長先

生から関係者にお礼の挨拶を行っております。 

 できるだけのことをしたこともありまして、流山市への到着後に行われた

児童らの引き渡し式では、親御さんからも批判的な意見もなく、スムーズに

引き渡せたということであります。また、翌月曜には所管課で能登町内の参

加児童９世帯に、ご心配をおかけしたおわびと説明に回っております。 

 今回、救急隊及び病院との迅速な対応で被害が最小限に食いとめられるこ

とができたということでありますが、これもひとえに関係機関の的確な処置

のおかげであるということで、改めて感謝申し上げたいと思っております。 

 事故のあった施設というのは、議員おっしゃるように町の所有施設ではあ

りませんが、他人事ではなく、施設の点検あるいは管理マニュアルを徹底し

て、今後このようなことが絶対ないように関係機関に通知したところでもあ

ります。 

 そして、私自身も事故の翌週に流山市を訪問させていただきました。被害

に遭われた児童、保護者の方々及び流山市長を初めとする関係者の皆さんに、

今回の交流事業でのご心配をおかけしたこと、そしてそれに対するおわびと

報告をさせていただきました。 

 次年度からの取り組みについてでありますが、姉妹都市としての交流事業

は引き続き継続していくとの方針を確認しており、児童やその保護者の方の

アンケートでも好評を得ておりますので、安全管理に特に留意を図りながら、

能登町へまた来たいと思っていただけるようなものに今後はきちっとしてい

きたいというふうに考えております。 

 

議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 経緯についてはよくわかりました。 

 きのう、酒元議員がこの件について、病院の受け入れ問題について質問を

されました。これは私も疑問に思っておった点の一つでございますが。事務

長からは、マニュアルを作成したと、こういう答弁でございましたけれども、

酒元議員の質問からいきますと、そういうこともあるんですが、問題は、な

ぜそのときに宇出津病院で対応できなかったのか、受け入れが拒否されたの

か。そして、珠洲が通常医師１人、これは新聞の記事なんですが、看護師が
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２人勤務している。夜勤ですね。これは宇出津も同じですけれども。ところ

が、たくさんの患者が搬送されるという一報に時間外の医師が６人、それか

ら看護師、職員など計６０人が駆けつけたと。そして、待合用のソファなど

も使って治療に当たったと、こういう記事が出ておったんですね。 

 私これ読んだときに、宇出津病院どうなっておったんだ、どうしてんと。

全部珠洲へ行っとるなと、こう思ったんです。珠洲の病院の体制がきちっと

しているなと。これ見て、余りにも違いがひどくて、ちょっと宇出津病院の

関係、私らも議員の皆さんも関係しているんですが、本当に恥ずかしい思い

をしたんですね。どうしてこうなったんだと。どうであれ、夜中の話じゃな

くて夕食終わったぐらいの時間ですからね、緊急に呼んで、そして対応でき

たはずだがというふうに素朴に思いました。恐らく翌朝見られた大勢の当町

の関係者、皆さんそう思ったんじゃなかろうかなと、こういうふうに思うん

です。 

 それの件、なぜそうなったのか。どうして受け入れられなかったのか。こ

れの説明が事務長からはなくて、これからはマニュアルをつくってちゃんと

しますと、こういう話でしたね。これはちょっとおかしいなというふうに私

は思ったんですが、なぜ受け入れできなかったんでしょうか。もう一度お答

えいただけますか。 

 

議長（宮田勝三） 

 宇出津総合病院事務局長 干場勝君。 

 

宇出津総合病院事務局長（干場勝） 

 当日の流山市交流事業の救急搬送の経過について、きのうに引き続き補足

説明させていただきます。 

 きのうも申し上げましたところでございますが、能登消防から一報があっ

て５名の重症患者の受け入れ要請があったということでありました。そのと

きは別の救急患者の受け入れ準備も行っていたため３名の受け入れを行った

ということでございます。この後、児童２０名の照会がありましたけれども、

病院として素早い対応での受け入れが十分でなかったということで、病院の

力不足ということでございます。 

 

議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 局長は、受け入れできなかったのは病院の力不足と、こういうことでした
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が、私そう思いませんけれども。病院の力不足とは誰も思いませんね。やは

り町の体制がしっかりしてなかったということになるわけですね。 

 町長、やはり指揮監督、先ほどの権限という問題、向峠議員のところで聞

いておったんですが、職員に対する指揮監督を権限というと。そういう権限

を町長は持っていらっしゃるということですね。だから、病院の医師も含め

て全部職員になるわけです。町の職員になる。こういう方々に対して指揮監

督しなきゃいけない立場であったというふうに私は率直に思うんですが、町

長、どうお考えでしょうか。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 この事故があった直後といいますか、新聞にも報道されましたので、直ち

に院長、総師長、そして事務局長に来ていただいて経過を確認しました。ど

うしても連絡体制の不備があったということで、早速、院長には医局会議で

医師の先生に、皆さんに伝えてほしいという要請もしましたし、看護師長か

らは看護師さんのほうに、そういった緊急の場合の連絡網あるいは体制をき

ちっと整えてほしいという要請もさせていただきました。 

 本当にいい教訓になったということで、少し遅かったかもしれませんが、

今現在の宇出津総合病院の体制というのは整っているのかなというふうに思

っております。 

 

議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 同じ新聞の記事でございますが、珠洲病院の院長のコメントが入っており

ますね。搬送が早く、意識がない患者がいなかったために幸いだったと胸を

なでおろしていらっしゃる。一酸化炭素中毒は、重症の場合、体内が低酸素

で意識障害となるおそれがある。重症患者が大量発生すれば、同病院では対

応できず遠方の病院に搬送しても治療が間に合わないことから、浜田院長は、

もしものときは悲惨なことになっていたと。それが早かったのと、それから

比較的軽かったために死者が出なかった、助かったと、こうおっしゃってい

るわけですね。 

 この表現は言いかえれば、私は思ったんですよ。少し意地悪い角度で見て

いるかもしれませんけれども、越坂のきんぷらからより近いのは宇出津なん
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ですね。宇出津総合病院のほうが近いはずです。珠洲病院へ行くよりも本来

は近いんです。それから、もしも重症患者がいて七尾等、あるいは金沢等へ

搬送しなきゃならん場合でも宇出津のほうがより近いんですよ。だから、遠

い珠洲へ持ってこられて重症でなくて助かったなと、こういうことなんです

ね。なぜ宇出津が対応しなかったのかなという問題を投げかけていらっしゃ

るように、私はそういうふうに受けとめたんです。 

 だから、本当に不幸中の幸いで、町長、これは本当に深く反省していただ

かないといかん問題だったんだなというふうに私は思っております。 

 そこで、全て現場というのは非常に大事だと思うんです。そして、町長の

指揮監督、こういう一報があったときに部下に対してどういう命令をしたの

か。どういう命令をもって指揮監督したのか。こういうことは非常に大事だ

と思うんです。 

 部下はやはり部下ですから、権限がないんですよ。今言うように。特に病

院の院長を動かすだけの権限は、あなたの部下にはないんです。これはやは

り町長の権限ですからね。町長が命令しない限りはできない。だから、そう

いう重要なポストなんです。権限を持っていらっしゃる。先ほどの話じゃな

いが。 

 だから本当に指揮権限、これが重要。これからのマニュアルのつもりで聞

いていただきたいと思うんですが。 

 町長、この問題が発生したときに何時ごろ第一報を受けられましたか。ど

こで第一報を受けられましたか。何時ごろ。これをお伺いします。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 ６時過ぎに羽田空港で受けました。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 そのときに、どなたから受けられて、どういう指示をされましたか。 

 

町長（持木一茂） 

 秘書室長の大松からです。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 どんな指示をされましたか。 
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町長（持木一茂） 

 その状況がわかりませんので、的確に処理してくださいという、そういう

ふうにしました。 

 

議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 第一報は羽田で６時過ぎに受けられたと、こういうことですね。そして、

そこを的確にきちっと対応してあげてくださいと、こういう指示。普通の指

示ですが。 

 私ふっとこういう問題が起きたときにいつも思い浮かぶことがあるんです

が、石川県出身の森総理が、あれは愛媛県の宇和島水産でしたかね、生徒が

潜水艦とぶつかって沈没して大勢の死傷者が出た。こういうときに第一報が

入った。それが大したことないような一報が入ったのではなかろうかなと想

像しているんですが、こちらでちゃんとしますぐらいの言い方をしたのかな

と思うんですが、そのときに森総理はまだゴルフを続けておったと。これが

命取りになりまして、ついに辞職に追い込まれたと、こういう問題がござい

ました。 

 それに対して、今回、安倍総理がやはり広島県の土砂災害のときに何をし

ていたか。同じゴルフをやっておりました。しかし一旦それはやめて、そし

て東京へ戻って、そして的確に陣頭指揮をとって指示を全て行って、そして

また戻ったと。また戻ったのがいいのか悪いかという議論もありましたけれ

ども、そういうふうにしてちゃんと的確な対応をしたということで、これは

さして問題にはならなかったんですが。 

 やはり一報を受けて、そして事件が大したことないように一見思われます

けれども、しかし相手は子供ですからね、本当にどうなっていくかわからな

い。しかも入院している子もいる。こういう中で、町長は一報だけじゃなく

て二報、三報と受けていらっしゃるはずなんですね。どうなんだ、こうなん

だという状況を聞いていらっしゃる。 

 その後、私はちょっと町長の対応と私どもが考えることと違う行動が、違

う思いがあるんですが、事故が起きたそのときに、一報が入ったときに東京

にいらっしゃるわけですね。翌日も東京にいらっしゃった。このときに、私

なら流山市へすぐ行きたくなる、行かなきゃいけないと思うんですが、町長、

行かれましたか。もし差し支えなければ、３１日から、それから翌日のどう

いう行動をされたのか。プライベートもあるかもしれませんが、それに違わ

ない限り、少しそのときの思いと、それから、どういう時間帯でどういう行
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動をされたか、これをお聞かせいただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 鶴野議員にお願いをしておきますが、もう少しまとめてお願いをしたいな。

幾つかをまとめてご質問願いたいと思います。 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 先ほど６時過ぎに羽田空港と申し上げました。午後の便で能登をたったわ

けなんですが、次の日の午前中に石川県の奥能登開発の要望事項がありまし

て、県議の先生方、あるいは県の職員、そして能登地区からもたくさんの首

長さん含めて職員が行きました。それで当然、うちの議長も一緒だったとい

うことであります。午前中にその要望活動を全て済ませまして午後の便で帰

ってきたということであります。 

 

議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 流山市と東京、非常に近いんですね。浅草から１５分か２０分あれば行く

距離です。本当にそれは一般的に考えて、ちょっと市役所へ行って、そして

事情をそこで一緒に連絡を受けるとか、そういうことは十分可能だったとい

うふうに私は思うんですね。それをなぜされなかったのかなという疑問がつ

きまとうんです。 

 そして一旦帰られて、お帰りになって、そして土日済んで月曜日、これは

確かに臨時議会がございましたね。その日の朝に、５日にまた行くと。また

行くという表現はおかしい。５日の日に流山市へ行くと、こういう記事が新

聞に載っておりまして、５日の日行かれた。 

 そうすると、もし３１日の当日受けたときに流山市に、恐らく父兄は大変

な思いを持って皆さん役所に詰めかけておったんじゃなかろうかと想像する

んですね。こんなときに町長が行かれて、大丈夫ですよ、大丈夫ですよとい

う激励をされれば、報告、激励をされれば非常に違っておったのではなかろ

うかなと。父兄も安心する。市役所も安心する。市長も安心する。なぜ行わ

れなかったのかなと、こういうことですね。そうすれば、５日にあえて行く

必要がないのではないかなと、こんなふうにも思います。経費の無駄、それ

から時間的な無駄、そしてもう一つ一番大事なことは誠意が伝わらないとい

うふうに私はそれを嘆くわけでございます。 



- 89 - 

 こういうことで、これも町長、ひとつ深く反省材料として私は考えていた

だきたい。今後の糧としていただきたいという思いで申し上げました。 

 時間がなくなってきますので次のところへ参りますが、町長の今度はいわ

ゆる在任中、特に今回の町長選挙、当選されて、この４年間、これからまだ

在任中、十分残っておりますが、特に実現したいと、こう考えていらっしゃ

ることはどんなことなのか。簡潔でよろしゅうございます。あれもこれも、

あれもこれも全部述べなくてもいいんですが、特に考えていらっしゃること

はどういうことか。ハード面あるいはソフト面、両面でやりたいことがあれ

ば述べていただきたいというふうに思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今後の目指すまちづくりということだと思いますが、やはり私たちの町、

能登町を住みよい町、そして子供たちに誇れる町にしていきたいと思ってお

ります。そのために、能登町の第１次総合計画書では、町民が愛着を持ち、

豊かな自然と時の流れの中で、人と暮らしが生き生きと輝き、地域内外の人々

が触れ合い支え合うまちという夢を描いております。 

 私は、総合計画に描かれた夢の実現に向け、合併以降そのために邁進して

きたつもりであります。また、夢を実現する手段あるいはプロジェクト、ソ

フト事業やハード事業というものは、財政状況、環境の変化や、時には事業

に取り組んだ結果により柔軟に変化していくものと考えております。 

 昨年、能登有料道路が無料化されまして、のと里山海道として運用が開始

されました。また、来年の３月にはＮＨＫ朝の連続テレビ小説が世界農業遺

産である能登半島を舞台に放送されます。北陸新幹線の開業もありますし、

能登空港との連携もあわせ、首都圏からの入り込み客数の増加が期待もされ

ております。町においても受け入れ体制の強化を図って、町の観光情報の発

信に力を入れる必要があろうかと思っております。 

 また、やはり地域の活性化につながる第１次産業の振興、子育てしやすい

環境整備、教育環境の整備充実、修学旅行や合宿の誘致など、積極的に推進

していきたいと考えております。また、その他、災害に強いまちづくりを進

めまして、防災力の向上にも努めていかなければならないと考えております。 

 それと、やはり先ほども言いましたが、直近の大きな町の課題というのは

人口減少問題の取り組みであろうかと思っております。先月、内閣府が発表

した世論調査では、都市部に住む人で農村や漁村に移り住みたいと考えてい

る人が３割を超えているとのことでありました。そして、来年度の国の概算
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要求では地域活性化策がふえ、第２次安倍内閣においては元気で豊かな地方

の創生に全力で取り組むと公約しております。 

 これらの状況から、これまで当町において定住対策等には取り組んでおり

ますが、今後、人口減少対策には重点的、横断的に取り組む必要があると考

えておりますので、議員の皆様にもご理解とご協力をお願い申し上げたいと

いうふうに思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 ありがとうございます。総合計画に盛られたとおりのことが中心であろう

かというふうに聞いておりました。 

 町長、当選された翌日でしたかね、新聞記事で、庁舎の道筋をつけたいと、

こういうことをおっしゃっておりましたね。庁舎問題ですね。それから、最

近の全協の中でもその件について、私は新築したほうがいいというふうに思

うと、こういう発言もございましたが、これはどういうふうな形で今思って

いらっしゃるか、その点もう一回聞かせていただけますか。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 庁舎問題に関しましては、平成２５年の２月に本庁・支所検討委員会から

提言をいただいております。それから、今日まで１年６カ月ほど、私なりに

庁舎の方向性については考えてまいりました。提言では耐震補強工事をして

使うというような提言であったわけなんですが、耐震工事というのはあくま

でも地震があったときに耐え得るという措置であります。決してその建物本

体の延命を図るものではないということであります。一般的に、ＲＣの建築

物は耐用年数が５０年というふうに言われております。仮に耐震補強工事と

若干の補完工事を施して十数年程度しか維持できないのであれば、新たな建

物を建てて５０年維持する施設を建てることも選択としてはベターなのかな

というふうに思っております。 

 それで、できるだけ早い時期に庁舎問題に関する私の考えを皆様にお示し

したいと思っております。皆様にお示しした上で、議員の皆様のご協力もい

ただいて、実施に向けて執行部一丸となって取り組んでいきたいというふう

に考えております。 
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議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 私も何回かそれとなくいろいろハードルの高さを、移転する場合のハード

ルの高さをそれとなく述べてきたつもりでございますけれども、今度、消防

署も移転云々という話がありますが、宇出津のまちでなかなかそういう土地

が空いていう現状がありますね。じゃどこか高いところへ持っていけと、こ

ういう乱暴な話もあるんですが。 

 ただ、町長、よく考えていただきたいのは、宇出津から役所関係が全部出

ていきますと、出ていくという声を聞いただけで、もう地価が下落しますね。

いわゆる宇出津のまちはだめなんだということで、地価どころか価値が下落

してしまいます。みんな逃げるのに一生懸命になってきます。入ってくるど

ころの騒ぎじゃない。こういういわゆる宇出津とかそんな地域の問題を私言

うんじゃなくて、そういうものだということですね。その町民、いわゆる大

多数を有する宇出津という地域、４，０００名ぐらいやがているんでしょう

けれども、そこの町民に与える不利益ですね、いわゆる。これは恐ろしい甚

大なものがあるというふうに私思うんです。したがって、簡単にこうしたい

とか、いこうとか、そんな号令うっかりかけていただきたくないというのが

恐らく町民の皆さんの本心ですね。 

 町長、立派な４期やられまして、大町長なんですから、もう４期やってい

る町長なんて数馬さん以来いないんですから、こういう問題でそれこそ足を

すくわれ、町民に不利益を与えると、これはいわゆるリコールにも発展する

というくらい重大な問題になりますので、そういう点をどうかよく考慮に入

れて、建物だけに固執することなく慎重に考えていただきたいなと。 

 こういうふうに私は最後に申し述べて、質問を終わらせていただきます。 

 以上、ありがとうございました。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で１５番 鶴野幸一郎君の一般質問を終わります。 

 それでは次に、１８番 大谷内義一君。 

 

１８番（大谷内義一） 

 私も長い間この一般質問の席に立っておりませんが、今回は町長に二、三

質問をさせていただきたいと思います。 

 私たちは人生を生きていくという上においては、人それぞれ人生観を持ち、
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また日常生活をしていくという上においては、それなりの哲学も必要ではな

かろうかなということで、それぞれ皆さん努力されておると思いますが、そ

ういう中で、先ほどからいろんな議論が出ておりますが、町村が分かれてい

たということもありますので、ぜひ今回、町長に政治の世界を目指されたそ

の動機といいますか思いというものをひとつまずお聞かせ願いたいと思うん

ですね。 

 そして、見事当選されたそのとき、よし、わしはこんなことをやるんだと

いいますか、力んだか力まないかは別として、どういう初心を持っておられ

たか、まずお尋ねさせていただきたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず、大谷内議員のご質問の１点目、政治を目指した動機ということであ

りますが、平成１１年１２月の能都町の町長選挙に出馬する際のことだと思

いますので。 

 私自身がもともと政治というものには縁が遠く、親兄弟、親戚縁者、誰も

そういう人はおりませんでした。だから自分がやれるのか、あるいはやって

もいいのかというような自問自答をいつも繰り返して出馬したことを覚えて

おります。 

 あえて申し上げますと、当時、家業を継ぐために家に帰ってきておりまし

て、友人たちと、のと青年会議所を設立しました。その活動の中で、まちづ

くりというものに興味を持って、それが私の原点であろうかというふうにも

思っております。 

 また、当選したときの初心というお話でしたが、これも当時の能都町を変

えたい、あるいは公平、公正でクリーンな町政を実現したいというような熱

い思いでありました。 

 私は、初当選以来、住民主役のまちづくりを心がけてきました。また、平

成１７年３月の能登町が誕生したときにも、能登町第１次総合計画におきま

して協働のまちづくりを掲げさせていただいて、時代の変化と住民ニーズを

的確に読みながら新町のかじ取りを行ってきたつもりであります。 

 今後も行政はもちろんでありますが、町民一人一人が主体となっていただ

いて、何をすべきか、何ができるのかを考えて、そして知恵を出し合いなが

ら能登町の発展のために邁進してまいりたいというふうに考えております。 

 

議長（宮田勝三） 
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 １８番 大谷内義一君。 

 

１８番（大谷内義一） 

 町長の動機をお聞かせいただいたんですが、私の場合はどういうことだっ

たかといいますと、名誉欲といいますか議員になりたいというそういうもの

ももちろんありましたし、自分の力はどれぐらいかなという一つバロメータ

ーにもしたいというような思いもあったと思うんですね。 

 ただ私の場合は、当時、柳田村で大きな村長選挙があって、その後遺症と

して大変議会が荒れていたんですね。そういうことで、私はそばからこれで

はいかんなというようなことも思っていたんですが、あるとき私の先生と言

ってもいい笹川の宮本吉一さんがぜひ来いということで私に電話があって行

ったら、そこに当目の尻田文太郎さんという人と、それから河内の大畑實さ

んという、この人も議員の経験のある柳田村でも立派な学識を持ったお方で

した。その３人の方がおられて、今我々はこの柳田村の混乱している議会を

どうして立て直すかということを我々は外ながらも話をしているんだと。そ

ういう中で、ひとつ大谷内君、おまえの名前が出て、おまえが手を挙げれば

まだ何人かが手を挙げて出てくるという要素があるから、ぜひおまえひとつ

手を挙げてくれないかというお話があって、それじゃしばらく考えさせてい

ただくということで、次に行って、それではさせていただきますということ

で、私なりに村政のために微力ながらできることがあればやりますというこ

とで実は引き受けたのが私の出馬する動機でした。 

 そのときにその３人の皆さんが私におっしゃったことが、私は今でも胸の

中で残しているんですけれども、「大谷内、おまえ、たとえ議員になって出た、

当選したという場合において、必ず議員になればいろんなことに直面して決

断をするときもあれば考えなければならない重要なことがたくさんある。そ

のときどう対応するかということが議員としての資格を評価されるよ」、こう

言われたんですね。それは何かといったら、「議員たるものは、どんな問題に

直面しても当てる定規は村のためになるかならないかという定規を当てなさ

い」ということを実はその３人の先輩の方に教えていただいて、そして今日

に至って、できるだけそういうことに先輩方の教えに背かないようにしてい

きたいなと思って今日まで務めてきたんですが、ひとつ町長、よく言われる

ように、初心忘れるべからずという言葉があるように、ひとつ町長もこれか

ら残る期間、初心を忘れずに頑張っていただきたいということを申し上げた

いと思います。 

 次に、先ほどからずっとこの議会に何人かの方々が、それから以前にも多

くの問題としているのは、町の発展ということについてなんですけれども、

それはそれぞれ考え方がありますね。それぞれの考え方があるんですが、じ
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ゃ町の発展というものをどういう形で、どうして町民が結束していくかとい

う、そのことが大変大事なわけですけれども、町長は今の町の現状をどんな

ふうに把握しておられるか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今の大谷内議員のご質問は、能登町の現況をどのように認識しているかと

いうことでありますが、今、世の中は、経験したことのないようなスピード

でさまざまな変化が見られております。そうした中、地方分権が進み、課題

が顕在化しつつありますし、まさに地域それぞれの独自性を生かした自治体

づくりが求められていると思っております。 

 また、全国の過疎地域では、刻々と迫りつつある超少子・高齢化の波は、

もはやとめるすべすらない状況にあるというふうにも言われております。 

 このような状況下で能登町を考えたときに、当面取り組むべき課題も多く

抱えておりますが、まず１つ目は人口の減少に歯どめをかけること、そして

２つ目が高齢化社会への対応、３つ目は産業振興の基盤整備、４つ目が教育

環境の整備充実、そして５つ目は防災に強いまちづくりなどが挙げられると

いうふうにも思います。 

 町としましては、これらの課題に手をこまねいているわけにはいきません

ので、今こそこれらに対するしっかりとした基盤を築かなければならないと

きであるというふうにも考えております。 

 

議長（宮田勝三） 

 １８番 大谷内義一君。 

 

１８番（大谷内義一） 

 町長、今あなた言われたことは、一般的な問題として当然そうあるわけで

すね。今までも合併してから１０年たちますね。それぞれ議員の皆さんから

いろんな質問や提言があります。じゃそれ全部できるかというと、なかなか

そういうわけにいかないわけですね。例えば教育一つとってみても、それか

ら農業一つとってみても、あるいは商工業一つとってみても、いろいろなも

のを一つ一つピックアップして考えてみても、そうたやすくできるというも

のはないわけですね。ですから、先ほどの一般質問の中でも意識改革という

ような物の言い方もありますが、そのあたりがなかなか微妙なところで為政

者にするとなかなか大変ですし、私が町長になった場合にはじゃどうするか
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というと、じゃこうしますということはなかなか言えないわけですけれども、

しかし、そうは言っておられないわけですね。 

 私もいつか提言したように、それから合併したときも、たしか旧の内浦、

能都町、柳田というのでゾーンをつくってあったはずだと思うんですが、そ

ういうものの姿というのはまだ１０年たっても見えないわけですね。ですか

ら、これからの１１年目からは、そういう大きな考え方に立ったゾーンづく

りというものを立てていかなければならないのではないかなというように思

うわけですね。 

 ですから町長、そんな３億か５億の話せんと、１００億、２００億の話を

私はぜひやってほしいと思うんですが、そういうことを含めて、町長、将来

の展望をひとつ聞かせてください。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 合併当初というのは、やはり合併した市町村のバランスをとるということ

が非常に大事だったと思います。結局いろんな道路にしろ事業にしろ、おく

れているところ、あるいは既に完了しているところ、そういう差がありまし

たので、そういった同じサービスを受けられる状態にするということがまず

合併の当初の目標でありました。 

 大谷内議員おっしゃるように１０年がたちまして、そういったハード的な

サービスというのはほぼ同じようなサービスを提供できているかなと思いま

すが、今後はやはり能登町としての夢のある事業をやっていかなければなら

ないということであります。そのためにも、やはり町民の皆さんの意見も聞

くことも大事ですし、また今現在の能登町の置かれている状況を町民の皆さ

んに説明して、その上で何が必要か、何が要らないか、何ができるかという

ことも含めて、第２次総合計画に盛り込んでいかなければならないと思いま

す。 

 そういう意味では、この１年、２年というのは非常に大事な年なので、町

民の皆さんの意見を広く聞いて、そして議員の皆さんにもご意見も賜りなが

ら、そして職員の意見も聞きながら取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。 

 

議長（宮田勝三） 

 １８番 大谷内義一君。 
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１８番（大谷内義一） 

 町長、やっぱり一つの機会というのが大事なんですね。私の経験で申し上

げますと、昭和の時代の６０年代から平成の中ごろぐらいまでは、やはり国

が景気浮揚ということで、地方の自治体が受け入れられないほどのお金を出

すからやれというような、そんな時代があって、かなり進展したこともある

んですね。 

 今、国は創生大臣までつくって地方について大きなアクセントをやろうと

しているということ、私これは非常に重要な時期だと思うんですよ。これを

うまくつかまえてやるということは、そう悲観したことばかりでないと思う

んですよ。それは人口問題にしろ何にしろ、一朝一夕に片づく問題ではない

ですけれども、だからこそ町長、大きなものを提案してほしいんですよ。そ

して、そういうものに町民が一つになって、よしあれをやろうという、そう

いうものが芽生えてくると、私はすばらしい、悲観したものばかりでないま

ちづくりが私はできるんじゃなかろうかなというように思っているわけです。 

 一般質問をすると、余りいい話でない、良薬口に苦しというのが多いわけ

ですけれども、私、町長と１０年つき合いさせていただいたんですが、皆さ

んの意見もありますけれども、私自身ももう少し持木カラーというのを出し

てほしいなというのは私いつも思っているんですよ。町長と個人的に話をす

ると、あんたよう私の意見も聞いてくれるし、紳士やし、大変好感の持てる

お方だと思っているんですけれども、ただその辺がもう少し欲しいなと思い

ますので、脇役の人がたももう少し頑張ってやっていただきたいということ

だけ申し上げたいと思います。 

 そこで、町長、私の一般質問はこれで最後になると思うんですので、町長、

もう一つ力強い、よし１００億、２００億の事業をやるぞというのをちょっ

と聞かせてください。 

 

議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今の段階で１００億、２００億とは言えませんけれども、議員がおっしゃ

るように、人口減少や東京一極集中ということで、第２次の安倍内閣で担当

される地方創生・国家戦略大臣が誕生されました。やはり今後の施策につい

ては私自身も大いに期待しているところでもありますし、このチャンスを逃

すことのないように、しっかりと町のかじ取り役をやって、そして町民の皆

様にもご協力をいただきながら町政を担っていきたいというふうに考えてお

ります。 
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議長（宮田勝三） 

 １８番 大谷内義一君。 

 

１８番（大谷内義一） 

 町長、それでは私が人生８４年生きてくる中で２回、これは肝に銘じなけ

ればならないなということを２回経験したので、お話しします。もし参考に

なったらと思いますが。 

 一つは、昭和３０年の初め、私まだ３０になるかならないときでした。私、

商売上、富山の人とつき合いしていたんです。あるとき富山の人と宴会をし

て、五、六人で宴会をしていて、私、何気なしに富山の人がたに、あなた方

は石川県人を、県民性をどういうふうに見ておりますかと尋ねたんです。そ

うしたらどういう答えが返ってきたというと、大谷内さん、あんた石橋をた

たいて渡るという格言知っておりますかと。知っております。石川県の人は、

石橋をたたいて、ああこれは石やなと思ってもなかなか渡らんげ。それが私

らが見た石川県民性やと思って見ておる。じゃ富山はどうだといったら、富

山の場合は、たたいて石やとわかればすぐ渡る。 

 私その話を聞いたとき、まだ３０になるかならないときでしたけれども、

これはやっぱりもう少し自分自身の考え方も直さねばいけないなと思ったの

がまず一つあります。 

 それからもう一つは、昭和５０年の初めですね。皆さんもご存じのように、

田中角栄が汚職で退陣された。その後に、田中角栄さんに対する本人の語録

もありますけれども、知人の方が田中角栄の政治学というのを書いた本を私

読んだんです。その中に、田中角栄の政治哲学ということでこんなことが書

いてありました。 

 まず、目的は大きく持て。目的は大きく持って、そして計画は緻密にしな

さい。そしてもう一つは、行動は大胆にやりなさい。このセットが田中角栄

の今太閤と言われたほどの、１００年に一人しか出てこないという首相でし

たけれども、その方の政治哲学はそういうことなんですね。 

 ですから私、それを読んだときに、何とかしてあやかりたいな、少しでも

そういうものにあやかってやってみたいなということを実は思ったんです。

しかしなかなか、いざ自分のものにして実現するということになると、なか

なか難しいものであるということだけ思っております。 

 町長、これからひとつ、あんた若いんですから、ひとつ参考にしていただ

ければありがたいと思います。 

 以上で質問を終わりたいんですが、議長に、私ひとつ町民にお礼を申し上

げたいことがあるので許可していただけますか。 
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議長（宮田勝三） 

 よろしいです。どうぞ。 

 

１８番（大谷内義一） 

 ありがとうございます。 

 それでは、議長のお許しを得たので、この席をおかりして能登町民の皆さ

ん方にご挨拶をさせていただきたいと思います。 

 私、昭和４２年に３６歳のときに議員になりました。それから今日に至る

まで、町民の皆さん方の本当に温かいご理解とご支援のもとに今日を迎える

ことができたということで、本当に満足をいたしております。そういうこと

で、今回は、この議会をもって私の政治生活を幕引きをしたいというような

決定をいたしております。町民の皆さん方にいただいた本当にありがたい心

をこれからも残りの人生に生かしていきたいと思っております。 

 町民の皆さん方、本当にありがとうございました。 

 なお、議員の皆さん方にお礼を申し上げたいと思います。 

 年がいっておりますので、なかなか頑固な点があって、皆さん方となかな

か調子を合わせて議会運営なり議会活動なりということができなかった面も

多々あってご迷惑をおかけしたと思いますが、しかしながら皆さん方の、あ

れは年がいっとるからという寛容な精神でつき合いをしていただいたおかげ

で、皆さんととともに、私は充実した議会活動ができたというように思って

喜んでおります。心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。（拍

手） 

 これから１１年目に向かっての町の進展は皆さん方の力にかかっておりま

すので、ぜひひとつ選挙は厳しいです。当選をしていただいて、まちづくり

のために誠心誠意努力されんことをご祈念申し上げておきたいと思います。 

 なお、執行の町長初め皆さん方にもお礼を申し上げたいと思います。 

 今ほども申し上げたように、私も個性が強くて、若いときはかなり短気で

したので、そういう面もあって、皆さん方に大変ぶしつけなことを申し上げ

たり、感情にさわるようなことも申し上げたと思いますが、これも私なりの

町をどうするか、町を思う心だと。あれはそういう気持ちで我々に言ったん

だと。そういうひとつ寛容な考え方でご容認をしていただければありがたい

と思います。 

 どうかひとつ、これから厳しい町政ですから一致結束して、何といっても

議会も執行部も一致結束しなければだめですよ。一致結束してひとつ事に当

たって、いいまちづくりして、もう１０年か１５年たつと、わしおらんやろ

うけれども、恐らく奥能登は一つになりますよ。そのときに、奥能登の中心
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は能登町だ、あそこに何でもやろうという、それぐらいの私は能登町に仕上

げていただきたいということを申し上げて、私のご挨拶にかえさせていただ

きます。 

 どうもありがとうございました。 

 

議長（宮田勝三） 

 以上で１８番 大谷内義一君の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 

 

散  会 

 

議長（宮田勝三） 

 本日の日程は全部終了いたしました。 

 次会は、明日、９月１２日午後２時から本議場で開会いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

 

散 会（午前１１時４３分） 
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開議（午後２時００分） 

 

開   議 

 

議長（宮田勝三） 

ただいまの出席議員数は、地方自治法第１１３条に規定する定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

あらかじめ、本日の会議時間を延長しておきます。 

 

議案上程 

議案第６５号から議案第７３号 

請願第１号、陳情第１号、陳情第２号 

 

議長（宮田勝三） 

日程第１ 議案第６５号「平成２６年度能登町一般会計補正予算」から日

程第１２陳情第２号「軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正な

どを求める陳情」までの１２件を一括議題とします。 

 

常任委員長報告 

 

議長（宮田勝三） 

各常任委員会に付託審査をお願いしました案件について、各常任委員長の

報告を求めます。 

総務常任委員長 奥成壮三郎君。 

   

総務常任委員長（奥成壮三郎） 

 総務常任委員会に付託されました案件の審査結果について、ご報告いたし

ます。  

議案第６５号「平成２６年度能登町一般会計補正予算（第２号）歳入及び所

管歳出」 

議案第７２号「能登町消防団条例の一部を改正する条例について」 

以上２件は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上をもって報告を終わります。 

 

議長（宮田勝三） 

次に教育民生常任委員長 市濱等君。 
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教育民生常任委員長（市濱等） 

 教育民生常任委員会に付託されました案件の審査結果について、ご報告い

たします。  

議案第６５号「平成２６年度能登町一般会計補正予算（第２号）所管歳出」 

議案第６６号「平成２６年度能登町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」 

議案第６７号「平成２６年度能登町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）」 

議案第６８号「平成２６年度能登町介護保険特別会計補正予算（第１号）」 

議案第７３号「能登町こども発達支援センターの設置及び管理に関する条例

の制定について」 

以上５件は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  

次に  

請願第１号「国の教育予算を拡充することについて」 

陳情第１号「旧神野小学校体育館屋根雨漏り防止対策のお願い」 

陳情第２号「軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求め

る陳情」 

以上、請願１件、陳情２件は、採択すべきものと決定いたしました。

  

以上をもって報告を終わります。 

 

議長（宮田勝三） 

次に産業建設常任委員長 小路政敏君。 

 

産業建設常任委員長（小路政敏） 

産業建設常任委員会に付託されました案件の審査結果について、ご報告い

たします。  

議案第６５号「平成２６年度能登町一般会計補正予算（第２号）所管歳出」 

議案第６９号「平成２６年度能登町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）」 

議案第７０号「平成２６年度能登町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」 

議案第７１号「平成２６年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算

（第１号）」 

以上４件は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  

以上をもって報告を終わります。よろしくお願いします。 
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議長（宮田勝三） 

以上をもって、各常任委員長の報告を終わります。 

 

質    疑 

 

議長（宮田勝三） 

これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（宮田勝三） 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

採    決 

 

議長（宮田勝三） 

これから、採決を行います。 

お諮りします。 

議案第６５号「平成２６年度能登町一般会計補正予算」 

 議案第６６号「平成２６年度能登町国民健康保険特別会計補正予算」 

議案第６７号「平成２６年度能登町後期高齢者医療特別会計補正予算」 

議案第６８号「平成２６年度能登町介護保険特別会計補正予算」 

議案第６９号「平成２６年度能登町公共下水道事業特別会計補正予算」 



- 103 - 

議案第７０号「平成２６年度能登町農業集落排水事業特別会計補正予算」 

 議案第７１号「平成２６年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算」 

議案第７２号「能登町消防団条例の一部を改正する条例について」 

議案第７３号「能登町こども発達支援センターの設置及び管理に関する条

例の制定について」までの以上９件に対する委員長報告は、原案可決であり

ます。 

委員長報告のとおり決定することに、賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（宮田勝三） 

はい、ありがとうございました。 

起立全員であります。 

よって、議案第６５号から議案第７３号までの９件は委員長報告のとおり

可決されました。 

次に、請願第１号「国の教育予算を拡充することについて」に対する委員

長報告は、採択であります。  

委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。  

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。  

よって、請願第１号は委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしま

した。 

次に、陳情第１号「旧神野小学校体育館屋根雨漏り防止対策のお願い」に

対する委員長報告は採択であります。  

委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、陳情第１号は委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしま

した。 

次に、陳情第２号「軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正な

どを求める陳情」に対する委員長報告は採択であります。  
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委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、陳情第２号は委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしま

した。 

 

議案上程 

認定第１号から認定第１３号 

 

議長（宮田勝三） 

次ぎに日程第１３認定第１号「平成２５年度能登町一般会計歳入歳出決算

の認定について」から日程第２５認定第１３号「平成２５年度能登町病院事

業会計決算の認定について」までの１３件を一括議題とします。 

 

委員長報告 

 

議長（宮田勝三） 

 決算特別委員長の報告を求めます。 

決算特別委員長 鶴野幸一郎君。 

 

決算特別委員長（鶴野幸一郎） 

 決算特別委員会における審査の経過及び結果についてご報告いたします。  

本特別委員会に付託された案件は、平成２５年度能登町一般会計歳入歳出

決算のほか１０特別会計決算および２企業会計決算、併せて１３件の認定で

あります。これら各会計決算の審査につきましては、去る９月４日から９月

１２日までの実質５日間の日程で委員会を開催し、決算書、事項別明細書、

各種調書、主要施策の成果説明書、監査委員の審査意見書などに基づき、関

係課等から説明を聴取し、予算執行が適正かつ効率的に行われたかについて

慎重に審査したところであります。  

その結果、認定第１号「平成２５年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定

について」から認定第１３号「平成２５年度能登町病院事業会計決算の認定

について」までの１３件について、全会一致をもって原案のとおり認定すべ

きものと決定いたしました。 

なお、審査の過程において、各委員からの主な意見について、ご報告いた
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します。 

町税について、徴収率の向上が見られるなど徴収努力については一定の評

価が出来る。しかし多額の未納があることに変わりなく、負担公平の観点か

らも引き続き努力されたい。また、公共下水道加入負担金等税外収入の滞納

についても引き続き収納努力をされたい。 

次に、職員の資質向上について、各種研修や事務担当者会議等に参加され

ているが、職員同士で研修を共有するなどその成果を発揮し、町民サービス

向上に努められたい。また、職員が積極的に政策提案などを行える環境を強

化されたい。 

次に、病院事業会計について、新しい会計基準へ移行した後、初めての決

算であるが、旧会計基準におきかえると黒字となり努力は評価できる。患者

サービス向上に欠かせない医療機器には積極的な投資を期待するとともに、

医師・看護師確保対策にも引き続き努力されたい。 

次に、能登が世界農業遺産に登録され３年が経過したが、これを活かす事

業が見えない。積極的な事業を展開すべきである。 

次に、町有施設について、利活用されていない施設等があるが、今後、利

活用する施設と撤去・解体すべき施設を整理することは非常に重要であり、

町全体の課題との認識で関係する各課局が連携し、先を見据えて対応すべき

である。 

次に、人件費の予算について、議会への説明不足と思われる事例があった。

行財政の透明性確保は町民の求めることであるのでこれを強く求めておきま

す。 

次に、平成２８年４月から消防無線がデジタル化されるが、消防力の低下

につながらないよう職員数確保などに努めるべきである。 

次に、地域振興に観光パンフレットを商工会や各商店街に配布するなど民

間活力を活かした協力体制を強化するべきである。 

審査全体を通して、本町の財政は各財政指標等に改善が見られるなど努力

は評価できるが、人口減少や高齢化、経済状況の影響による町税の減収や今

後見込まれる地方交付税の削減など大変厳しい状況であることには変わりな

い。こうした課題がある中、町民に必要なサービス・求められるサービスの

向上のためには、いうまでもなく最少の経費で最大の効果を挙げることがで

きるようそれぞれの事業について検討、見直し、改善等を行っていくことが

必要である。また、国や県の動向に注視し、人口減少等の課題に危機感を持

って既存事業だけではなく新たな事業展開を積極的に行う必要があるものと

考える。 

これらの意見をふまえ、平成２７年度の予算編成については、メリハリの

あるものにされるよう強く要望し、審査の報告といたします。 
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議長（宮田勝三） 

 以上をもって、決算特別委員長の報告を終わります。 

 

質    疑 

 

議長（宮田勝三） 

これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（宮田勝三） 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

採    決 

 

議長（宮田勝三） 

これから、採決を行います。 

 お諮りします。 

認定第１号「平成２５年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定について」  

認定第２号「平成２５年度能登町有線放送特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

 認定第３号「平成２５年度能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認
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定について」   

 認定第４号「平成２５年度能登町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について」 

認定第５号「平成２５年度能登町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

 認定第６号「平成２５年度能登町観光施設特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

 認定第７号「平成２５年度能登町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」 

認定第８号「平成２５年度能登町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」 

認定第９号「平成２５年度能登町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」 

認定第１０号「平成２５年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」 

認定第１１号「平成２５年度能登町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定

について」  

認定第１２号「平成２５年度能登町水道事業会計決算の認定について」  

認定第１３号「平成２５年度能登町病院事業会計決算の認定について」 

までの、以上１３件に対する委員長報告は、認定であります。 

委員長報告のとおり認定することに、賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（宮田勝三） 

はい、ありがとうございました。 

起立全員であります。 

よって、認定第１号から、認定第１３号までの１３件は、原案のとおり認

定されました。 

 

休    憩 

 

議長（宮田勝三） 

ここで暫く休憩いたします。（午後２時２０分） 

 

再    開 
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議長（宮田勝三） 

休憩前に引き続き会議を開きます。（再開２時２３分） 

 

日程の追加 

 

議長（宮田勝三） 

本日、町長から議案第７４号「請負契約の締結について（平成２６年度社

会資本整備総合交付金事業町道藤波崎山一号線道路改良工事（橋梁上部工））」、 

鶴野幸一郎君ほか３名から、発議第２号「能登町議会委員会条例の一部を

改正する条例について」、教育民生常任委員会委員長市濱等君から、発委第九

号「教育予算の拡充を求める意見書の提出について」及び発委第１０号「軽

度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める意見書の提出

について」の２件、議長から推薦第２号「能登町農業委員会委員の推薦につ

いて」、併せて５件が追加提出されました。 

これを日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２、追加日程第３、追加

日程第４、追加日程第５として、それぞれ日程に追加し、日程の順序を変更

して、直ちに議題にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第７４号「請負契約の締結について（平成２６年度社会資本

整備総合交付金事業町道藤波崎山一号線道路改良工事（橋梁上部工））」を日

程に追加し、追加日程第１、発議第２号「能登町議会委員会条例の一部を改

正する条例について」を日程に追加し、追加日程第２、発委第９号「教育予

算の拡充を求める意見書の提出について」を日程に追加し、追加日程第３、

発委第１０号「軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求

める意見書の提出について」を日程に追加し、追加日程第４、推薦第２号「能

登町農業委員会委員の推薦について」を日程に追加し、追加日程第５とし、

日程の順序を変更して、直ちに議題とすることに決定しました。 

 

議案上程 

議案第７４号 

 

議長（宮田勝三） 
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追加日程第１、議案第７４号「請負契約の締結について（平成２６年度社

会資本整備総合交付金事業町道藤波崎山一号線道路改良工事（橋梁上部工））」

を議題とします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（宮田勝三） 

提案理由の説明を求めます。町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

先ほどは全議案の承認をいただきありがとうございました。それでは本日

追加提案させていただきました議案１件につきまして、提案理由をご説明い

たします。議案第７４号「請負契約の締結について（平成２６年度社会資本

整備総合交付金事業町道藤波崎山一号線道路改良工事（橋梁上部工））」につ

いては、去る９月３日に制限付き一般競争入札（事後審査型）をおこないま

したところ７７７６万円で金沢市広岡の株式会社ピーエス三菱金沢営業所が

落札いたしましたので地方自治法第９６条第１項第５号及び能登町議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。議員各位におかれましては慎重なる

ご審議のうえご同意賜りますようお願い申し上げます。 

     

議長（宮田勝三） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

ただいま、議題となりました議案第７４号の審議方法について、お諮りし

ます。議案第７４号は全体審議といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

 よって、議案第７４号は全体審議とすることに決定いたしました。 

 

質    疑 

 

議長（宮田勝三） 

これから、質疑を行います。 
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質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（宮田勝三） 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

採    決 

 

議長（宮田勝三） 

これから、採決を行います。 

お諮りします。 

議案第７４号「請負契約の締結について（平成２６年度社会資本整備総合

交付金事業町道藤波崎山一号線道路改良工事（橋梁上部工））」は、原案のと

おり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（宮田勝三） 

はい、ありがとうございました。 

起立多数であります。 

よって、議案第７４号は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議案上程 
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発議第２号 

 

議長（宮田勝三） 

次に、追加日程第２、発議第２号「能登町議会委員会条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（宮田勝三） 

提案理由の説明を求めます。 

１５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 ただいま提出いたしました発議第２号「能登町議会委員会条例の一部を改

正する条例について」の提案理由の説明をいたします。 

改正内容につきましては、同条例第２条第１項第１号の委員会の名称を総

務常任委員会から総務産業建設常任委員会に改め、所管事務の現行に、農林

水産課、建設課、ふるさと振興課、上下水道課及び農業委員会に関する事務

を追加して、第３号の産業建設常任委員会を削除することで委員会数を２と

いたすものであります。 

なお、改正後の各委員会の委員の定数については、総務産業建設常任委員

会、教育民生常任委員会それぞれ７人ずつとするものでございます。附則と

いたしまして、この条例は平成２６年１１月１日から施行するものでござい

ます。 

 以上、議員各位におかれましてはご審議のうえ、ご賛同賜りますよう宜し

くお願いいたします。以上でございます。 

 

議長（宮田勝三） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

質    疑 

 

議長（宮田勝三） 

これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 
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議長（宮田勝三） 

質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（宮田勝三） 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

採    決 

 

議長（宮田勝三） 

これから、採決を行います。 

お諮りします。 

発議第２号「能登町議会委員会条例の一部を改正する条例について」は、

原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

  

議長（宮田勝三） 

はい、ありがとうございました。 

起立全員であります。 

よって、発議第２号は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議案上程 

発委第９号、発委第１０号 

 

議長（宮田勝三） 

次に追加日程第３発委第９号「教育予算の拡充を求める意見書の提出につ
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いて」及び追加日程第４発委第１０号「軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認

定基準の改正などを求める意見書の提出について」の２件を一括議題としま

す。 

お諮りします。 

以上の発委二件につきましては、提案理由の説明、質疑、討論を省略して、

直ちに採決したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、以上２件は、提案理由の説明、質疑、討論を省略して、直ちに採

決することに決定いたしました。 

 

採    決 

 

議長（宮田勝三） 

これから、採決を行います。 

お諮りします。 

発委第９号「教育予算の拡充を求める意見書の提出について」及び発委第

１０号「軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める意

見書の提出について」の以上２件は原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

 よって、発委第９号及び発委第１０号の２件は原案のとおり可決されまし

た。 

 以上、今期定例会で可決されました発委第９号、発委第１０号の以上２件

に係る意見書の提出先及び処理方法につきましては、議長にご一任願います。 

 

議案上程 

推薦第２号 

 



- 114 - 

議長（宮田勝三） 

次に、追加日程第５推薦第２号｢能登町農業委員会委員の推薦について｣を

議題とします。 

 この件につきましては、平成２６年７月１１日の第２回臨時会で農業委員

会等に関する法律第１２条第１項 第２号の規定により３人を推薦したとこ

ろでありますが、その後の８月２５日に選挙による委員１人に欠員が生じて

おります。１人の欠員では農業委員会等に関する法律並びに公職選挙法に基

づく補欠選挙を行う人数に至らないことから、町長より、その補充のため、

議会推薦委員の追加依頼を受け、１人を追加推薦するものであります。 

お諮りします。 

 推薦第２号については、委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

 よって、推薦第２号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 お諮りします。 

 推薦第２号は、人事案件でありますので、質疑・討論を省略したいと思い

ます。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、推薦第２号については、質疑・討論を省略することに決定いたし

ました。 

 

採    決 

推薦第２号 

 

議長（宮田勝三） 

それでは、推薦第２号｢能登町農業委員会委員の推薦について｣を採決しま

す。 

 お諮りします。 
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農業委員会等に関する法律第１２条第１項第２号の規定による農業委員会

委員に、能登町字時長二十六字百二番地「出島健二」氏を推薦することに、

賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（宮田勝三） 

ありがとうございました。 

 起立全員であります。 

よって、「出島健二」氏を推薦することに決定しました。 

 

閉会中の継続審査の件 

 

議長（宮田勝三） 

日程第２６「常任委員会及び特別委員会並びに議会運営委員会の閉会中の

継続審査の件」を議題とします。 

総務常任委員会をはじめとする、三常任委員長及び特別委員長から目下、

各委員会で調査・審査中の事項について、又、議会運営委員長から、本会議

の会期日程等、議会の運営に関する事項について、会議規則第７５条の規定

により閉会中の継続審査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに、ご異議

ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに

決定いたしました。 

 

議長（宮田勝三） 

以上で、本定例会に付議された議件は全部終了いたしました。 

ここで、１４番 鍛治谷眞一君から平成２６年８月４日に開催された第３

回能登町議会臨時会で議題となりました発議第１号「能登町議会政治倫理条

例の一部を改正する条例について」で行った反対討論について、弁明したい

との申し出がありますので、質疑討論を省略し、これを許します。 
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１４番 鍛治谷眞一君。 

 

１４番（鍛治谷眞一） 

先の８月４日に開かれましたところの平成２６年能登町第３回臨時議会に

おきまして、発議第１号として「能登町議会政治倫理条例の一部を改正する

条例が提案提出されました。その際、河田信彰議員の提案理由の説明の中で

地方自治法第９２条の２について、文章そのものではなくその解釈について

説明されたことに、私の方はその意図されたことに思いをいたさず第９２条

の２にその文言にこだわって聞き違え曲解し反対討論いたしましたことをこ

の席において弁明の発言をすることで訂正とさせていただきます。 

 

閉会のあいさつ 

 

議長（宮田勝三） 

次に、持木町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 第３回能登町議会定例会を閉会されるにあたり、一言お礼を兼ね、ご挨拶

を申し上げます。 

まず始めに、9月 2日から開会いたしました、本定例会におきましては、議

員各位に本会議、並びに各委員会を通じて慎重なるご審議をいただきまして、

敬意と感謝を申し上げます。 

お陰様をもちまして、平成 26年度能登町一般会計補正予算（第 2号）をは

じめとする重要案件を原案どおり可決いただき、また、平成 25年度能登町一

般会計歳入歳出決算をはじめとする認定 13件につきましても、全てご認定を

いただきましたことを厚くお礼申し上げます。 

 なお、本会議あるいは委員会を通じて種々いただきました各位のご高見に

つきましては、今後予算の執行に、また、新しい施策を講ずるにあたって、

できうる限り尊重し、御要望に添うべく努力をいたす所存であります。 

さて、御在任中幾多の功績を残されました議員各位の任期も、いよいよ間

近に迫りました。皆様と議場でお目にかかることは、今任期中、本日が最後

となるのではないかと思います。今過ぎし過去４ヶ年の町政の跡を振り返り

ますと、感慨無量なものがあります。 

皆さんがご当選された平成 22年は、12月に地域の活性化と教育・研究の発

展を図ることを目的として、東海大学と包括的な提携に関する協定を締結。

現在、小学生を対象とした理科教室の開催や観光学部のゼミの開催、講演会
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への講師派遣などを行っていただいております。平成 23年 3月、我が国観測

史上最大規模の東北地方太平洋沖地震が発生。未曾有の大災害となりました。

本年 8月 8日現在、死者・行方不明者 1万 8,498人、全半壊の家屋が 40万 438

戸、現在も 24万 7,000人余りの方々が避難されています。この大震災を教訓

として、本町はもとより全国的に防災に対する意識が高まったことは言うま

でもありません。 

同年 6 月、国連食糧農業機関は「能登の里山里海」を先進国として初めての

世界農業遺産に登録しました。1,300年以上続く伝統的な農村文化やあえのこ

と・キリコ祭りなど、農村の暮らしと結びついた風習や文化が多く残ってい

ることなどが高く評価されたものです。 

平成 23 年 10 月、第 1 回の能登町民大運動会が柳田植物公園で盛大に開催

され、15地区から 17チーム、約 3,000人が参加し、対抗競技やオープン競技

などで熱戦を繰り広げました。また、会場では、町の歴史・文化・自然など

が盛り込まれた町のシンボルとなる能登町音頭が初めて会場で披露され、そ

の後、町内各地で踊りの指導や講習が積極的に行われるなど、まさに一体感

のあるまちづくりが進められました。 

平成 24年 1月、長年交流を続けてきました千葉県流山市と、また、同年 11

月に宮崎県小林市と、教育、文化、観光、経済、防災などのあらゆる面での

友好と親善の絆を一層深めるため、姉妹都市提携を締結しました。同年 8月、

日本海を望む高台、旧宇出津高校の跡地に能都中学校の新校舎が完成。自然

と調和した外観や、能登ヒバを多用した内装、さらに、拠点避難場所として

高い耐震性と安全性を確保した教育環境がつくられました。 

平成 25年 10月、7年ぶりに皇太子殿下が来町され、日本の原風景が残る春

蘭の里や、県内第 1号となった「寄り道パーキング」を御視察されました。 

平成 26年 4月、旧宇出津駅の跡地に、公民館と図書館、そして観光情報を

発信する「たびスタ」が入居する観光・地域交流センター「コンセールのと」

がオープンしました。 

以上、取り留めもなく思い出しますと、この４ヶ年という歳月は、当町に

とって歴史的な歓喜の連続であり、町の創成期から成熟期を築かれた各位の

功績は、地方自治を理解する者の等しく認めるところであり、我が能登町政

史上に永く輝くことと、信じてやみません。承りますれば、現在のところ、

ほとんどの方は、引き続き町議会に立候補されるとのことでありますが、ご

健闘いただき、めでたくご当選になり、再びこの議場でお目にかかれますよ

う、心からお待ち申し上げます。また、後進に道を譲られる方々におかれま

しては、町議会の議席を離れられましても、ご在任中と変わることなく、町

政に対して、ご指導、お力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。 

最後に、くれくげも健康にご留意くださるようお祈り申し上げ、ご挨拶と
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いたします。 

 

閉議・閉会 

 

議長（宮田勝三） 

これをもちまして、平成２６年第３回能登町議会定例会を閉会いたします。 

皆様、１１日間にわたり大変ご苦労様でした。 

 

 

閉会（午後２時４５分） 

 

上記、会議の経過を記載し相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

平成２６年 ９月 １２日 

 

能登町議会議長  宮 田 勝 三 

 

                  

会議録署名議員  山 岸 昭 夫 
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