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ホ ー ム ペ ー ジ http://nakamura― tohru.jp/:

新型 コロナウイルス感染症 の収束 が見通せない中で、地域活
動をは じめ社会的 。経済的活動へ の影響 が続いてお ります。
皆様 も引き続 き感染予防対策 を取 つて いただきたいと思 いま
す。
今回のもつす通信 は私の 9月 定例会での一般質問を行 つた 内
容 と10月 臨時議会 の補 正予算に関 して掲載 してお ります。
*い つ も「 も つす」通信 をご覧頂 きま してあ りが とうござい
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ます。
お困 りごとや市政へ の要望 ・意見な どがございま した ら、お
気軽 にお寄せ ください。

◎今後 の財政見通 しと令和 3年 度の予算編成方針 を示せ
◎新型 コロナウイルス感染症の対策 による行政手続 きの簡素化
とデジタル化 の加速 についての対応、方針 は
◎新型 コロナウイルス感染症対策 における盛岡市立中学校での
修学旅行 の中止 または延期された学校数 やキヤンセル料の発
生状況、キ ヤンセル料 に伴 う保護者負担軽減 について
◎新型 コロナウイ ルス感染症に畜産農家 が感染 した場合の支援
策 と対応マニ ュアル について
◎アプ リの開発を含 む農業機械貸 し出 し事業 と苗の有効利用事
業 に取 り組む考え について
◎種苗法 の一部改正についての市 と しての見解 と国に対 して改
正反対の働 きをする考 えは
◎浸水想定区域内の施設状況 と対象施設の避難確保計画 の策定
状況、移転等へ の対策 につ いて
◎飯岡地区保健 センターの活用につ いて

*令 和 3年 度 の予算編成 と財政見通 しについては、市税収入 が相当落ち込む ことが見込 ま
れ、今後示 される国の地方財政対策 の中で調整が図 られると しても、数年は厳 しい財政運
営が強い られること。予算編成 については、新型 コロナウイルス感染症の収束 が見通せな
い中にあ つて、市民生活 の安心 。安全を確保 し、市内経済 の回復 を目指す予算編成 を進め
るとの市長答弁であ りま した。

質問

新型 コロナウイルス感染症対策において、盛岡市としても市民の新たな生活様式へ の転
換、「新たな 日常」の施策 を創 り出 していく一つ として、行政手続きの簡素化 とデジタル
化へ の取 り組 みを加速 していくことが求められてくる と感 じているが、今後の対応は ?
回答
これ までも各種証明書 を申請する際の押印廃 止や 添付書類 の省略な
ど、手続 きを簡素化する とともに手続 きのオンライ ン化を進め Cき た と
ころであ ります。新型 コロナウイルス感染防止が求め られる中、行政手
続 きの簡素化、デジタル化 の加速 は極めて重要 と認識 しているところで
あ り、テ レワークの推進やデジタル化時代 に向け、書面主義、押印原則、対面主義 の見直
しに鋭意取 り組んでまい ります 。

質問
新型 コロナウイルス感染拡大 の影響 により、盛岡市立の中学
校 で県外 へ の修学旅行 を中止 また は延期 された学校数 は ?ま
た、キャンセル料 は発生 していないのか。
修学旅行 をキャンセル した場合、旅行会社か ら企画費用等 に
つ いて請求されている学校数 とその請求については、すべ て保
護者負担 となるのか。

回答
中止を決定 した学校は 7校 であり、旅行先 を変更すると企画費用等のキヤンセル料が発
生することか ら、すでに22校 でキヤンセル料が発生 してお ります。キ ヤンセル料 が発生
した場合は保護者が負担するものと考えておりますが、今後、実態を把握 したうえで、保
護者負担 の軽減策 について検討 してまいります。
再質問
実態把握 が遅すぎる し、「新型 コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の対象
となることから、保護者負担の軽減を図る よう強 く要請 しました。

質問
畜産農家で新型 コロナ感染症感染者が出た場合、
県では、発生農場 の業務を継続するための代替要員
の派遣や家畜を公共牧場等 に避難させるための経費
等を支援するための予算措置を とつているが、そのような事例 が発生 した場合の盛岡市の
支援策 と対応マニ ュアル等 につ いては ?
回答
国が示す 「畜産事業者 の事業継続 に関するガイ ドライン」に基 づ き、県が予防か ら感染
時までの対応 フ ロー を示 してお りて発生情報を受けた場合 (市 ￨ま 農協な どと連携 し〔保健
所 の指示 に従 い、消毒方法 を農家へ伝達 し、代替え要員の派遣や公共牧場等へ の家畜 の移
動希望を確認 してまい ります。周知につ きま しては市ホ ームペ ー ジにガイ ドライ ンを掲載
しているほか、関係団体に周知や注意喚起を様々な機会を捉え努めてまい ります。

質問
盛岡市では農作業の委託に関する農業労賃参考額表が公表されて いるが、農業機械を知
り合 い農家 か ら借 りた場合の標準金額表を新たに設定 して欲 しいという意見が寄せ られた
ことか ら、例えば、田植え機械であれば何条本
直での一 日あた りの借料、 トラクター では時
間あた りの借料など、それ らをまとめた新たな参考標準賃借料の公表の考えは。
また、育苗期間での苗 の病気発生や田植えの際 に苗が足 りな く
なつた場合の農家 と、逆に苗が余 つて提供 したいとい う農家を結
びつ けるアプ リを作成 し、苗有効利用事業に取 り組 む考えは ?
回答
設定にあた りま しては、農業機械の年式、性能や修繕が必要 と

なつた場合の補償につ いて考慮する必要があり、一律 に設定する ことは難 しいものと考え
てお りますが、「農業労賃参考額設定検討委員会」で意見 を伺つてまいります。また、苗
の有効利用事業 のアプリの活用は農家の利便性を高める とともに、経済的負担の軽減につ
ながる一つの手法 と考えられ、議員 ご提言のように持続可能な社会づ くりつながる「所有
から共有 。シェア」との考えが、広が つているものと認識 してお り、農業者 の大部分を占
めている中小規模農家や家族経営農家の支援に、鋭意取 り組んでまい ります。

質問
平成 29年 6月 19日 に改正された水防法及び土砂災害防止法では、洪水浸水想定区域又
は土砂 災害警戒区域 に所在 し、市町村地域 防災計画で指定された施設の管理者等に対 し、
避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されてお ります。盛岡市におけるハ ザー
ドマップ上の浸水想定区域内の高齢者施設数 と避難確保計画 の策
定状況、安全対策上の必要な施設改善の実態は ?
藝答
市 の洪水浸水想定区域内には 133施 設があ り、避難確保計画
を策定 している施設は令和 2年 8月 1日 時点で80施 設で進捗率
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は60.1%で あ ります。また、浸水を想定 し、安全対策上必要な施設改善の実態であ りま
すが、介護保険施設においては、ハー ド整備 の改善 はないところでありますが、避難誘導
や浸水対策のための備蓄品や資材 の確保 については、図られているところであります。

今回の10月 補正予算内容の一部について報告いた します。私が 9月 議会で求めた「小
中学校及び市立高校における修学旅行中止 。変更に伴 うキャンセル料」 の補助について
は、5,345千 円が計上され、対象の学校へ補助する ことにな り、保護者の負担軽減に繋が
るものと思 つてお ります。他には小 ・中学校運営及び学校給食に必要な衛生用品等の購
入費用として32,775千 円、市立高校に係る教室の感染症対策に必要な衛生用品の購入費
用として 1,323千 円、感染症対策や経済対策に関する新聞等に関する広報 。周知費用とし
て 10,224千 円、ひとり親家庭就業支援事業 として 14,012千 円、新型 コロナウイルス感
染症関連利子 ・保証料補給金事業の拡充46,564千 円、盛岡の宿湯応援割 (秋 。冬)事 業
(東 北 6県

と新潟)123,300千 円、特産品消費拡大支援事業 「盛岡手づ くり村 と盛 岡地

域地場産業振興 センターが管理するインターネ ッ ト販売サイ トにおいて、 3割 引きでの販
売キャンペー ン費用28,500千 円、特産品販売促進事業費補助金 として店舗又はインター
ネッ トを有する市内事業者が市内特産品を 3千 円以上販売 した際に送料無料サービスを実
施する場合 の送料分の補助費用として 101,023千 円」Aを 通 じて主食用米を出荷する農家
が負担する検査等の経費へ の補助 30,497千 円、路線バ ス事 業者へ 市
内を運航 しているバ ス 1台 につ き 2万 円総額 900万 円などを含め21
事業に総額 505,276千 円の補正予算が可決 されてお ります。

