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平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 長 南 町 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２８年９月１６日（金曜日）午後１時２９分時開議 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第１号 平成２８年度長南町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第 ３ 議案第２号 平成２８年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ４ 議案第３号 平成２８年度長南町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ５ 認定第１号 平成２７年度長南町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ６ 認定第２号 平成２７年度長南町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ７ 認定第３号 平成２７年度長南町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ８ 認定第４号 平成２７年度長南町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ９ 認定第５号 平成２７年度長南町笠森霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第１０ 認定第６号 平成２７年度長南町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（大倉正幸君） 皆さん、こんにちは。 

  本日が最終日となりますので、よろしくお願いします。 

  開会に先立ち報告いたします。 

  議長、板倉正勝君から入院加療のため、昨日欠席する旨の届け出がありましたので、報告いたします。 

  なお、地方自治法第106条第１項の規定によって、本日は副議長の私が議長の職務を行います。 

  以上で報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開議の宣告 

○副議長（大倉正幸君） ただいまから平成28年第３回長南町議会定例会第５日目の会議を開きます。 

（午後 １時２９分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○副議長（大倉正幸君） 本日の日程はお手元に配付したとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○副議長（大倉正幸君） 日程第１、諸般の報告をします。 

  本日、各常任委員長から議員派遣についての申し出がありましたので報告します。 

  なお、申出書については、お手元に配付したとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第１号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第２、議案第１号 平成28年度長南町一般会計補正予算（第３号）についてを議

題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 議会の初日に財政さんと課長のほうから本３号補正案の説明を受けておりますが、その

中の４ページ、小学校教育用タブレット端末等賃借料が限度額１億円ちょっとで債務負担行為ということで、

これによりますと５年程度で１億円を払っていくということが計上されております。 

  私、所管ではございませんので、詳しいことは存じ上げない状況であります。ここで、教育委員会のほうの

担当でしょうから、今回の予算成立でこういう負担行為をするということを言っておられますので、その内容

とか計上の理由の効果、執行方法等についてもうちょっと詳しくお聞きできればなと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  教育長、小髙憲二君。 
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○教育長（小髙憲二君） 今回の補正につきましてご説明申し上げたいと思います。 

  子育てというのは、人生の生存という壮大なリレーであるというふうに考えております。そこでは、次のラ

ンナーにどんなバトンをどのように渡すかが大きな課題であるというふうに考えます。今これを本町の教育に

置きかえたとき、私たちはどんな子供を育てておいて次のランナーに渡すのかという問いが必要だというふう

に考えております。 

  町では総合戦略で、子育てに選ばれる町づくりを挙げております。子育て世代がその住みかとして選ぶ選択

肢は交通アクセス、住宅費、子育て環境、いろいろその利便性とか経済性、多くの選択肢があるというふうに

考えますが、この人たちがどんな土台に立ってこの選択肢を選んでいくのかという問いは大事かなというふう

に考えております。 

  私は学校教育ではその選択する条件の中に、自分が育った長南町が大好き、あるいは自分が学び成長した長

南町が大好きであるという、その土台としての心の教育というものをしようというふうに考えております。 

  具体的には、自分の育った町のよさを十分理解している子供を育てる、あるいは自分が長南町で過ごした時

間のすばらしさを理解している子供を育てる。自分が育った長南町を誰よりも誇りに思っている子供を育てる。

私は長南町の子でよかったという言葉であらわされる思いを持った子供を育てたいというふうに願っておりま

す。ただ、大変一朝一夕にはいかない厳しい課題であります。でも、さまざまな教育活動の中で育み、地道な

真摯な教育の中でここら辺を頑張っていきたいというふうに考えております。 

  今、学校教育の課題は大きく２つというふうに捉えております。 

  １つは、生きる力の言葉で代表される学力でございます。数字ではかれる学力もございますし、問題解決、

表現等、目に見えないものもあるし、不登校に代表される意欲の喚起の問題もございます。いわゆる生きる力

という言葉の学力を育てる。 

  いま一つは、情報化、国際化への対応の問題でございます。特に情報化につきましては、コンピューターを

使った教育というようなものの学習がその主流になるかというふうに思いますが、特にＩＣＴについてはその

機器の整備等、大変多くのお金がかかる状況で、これは大変恐縮な部分も多いなというふうな思いはしており

ます。 

  ただ、本町は教育の町ということで、他市町村に比しての教育へのサポートの大変厚い町でございます。あ

る種、特色ある教育ということでの一つのコンピューター整備も、私たちのこれからの子供にとって、あるい

は町の教育の中で大事な線になるかなというふうに考えております。 

  幸い、ＩＣＴについては西小が中心になってやっておりますが、１台につき1.2人ということで県内でもト

ップクラスの充足率を誇っております。大変この実績をもとに西小の子供たちはすばらしい活動を続けておる

し、他の学校からも強い要望をもって、うらやましさをもって、新しい学校ではぜひというような言葉も聞い

ておりますので、それをベースに私どもパソコンというようなものを今回お願いしているところでございます。 

  今の子供とか親は豊かさを十二分に享受しており、それが当然の意識、あるいは社会であるかと思います。

パソコンが家に何台もある子供もいるだろうし、また、そんな環境すらない子供も想像されます。１人１台の

パソコンでございますが、受けとめ方はさまざまだと思うのですが、これを使って受けた教育の価値を将来子

供たちが自分のその才能の中に、あるいは仕事の中に見出し、あるいは居住地を選ぶときの選択肢の一つにし
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て、長南町の教育、長南町の行政、長南町の議会、ひいては長南町のすばらしさを改めて理解してもらえる、

そういう思いを育てられればというふうに思っております。それらは、いろいろなものに感謝の心にもなるだ

ろうし、次の世代に伝えてもらえる人として育つんだろうと、そんな自己認識とか町の認識ができる子供が育

ったらいいな、そんな子供にバトンタッチができたらいいなというふうな願いでございます。 

  厳しいその財政状況の中で、大変恐縮には思っております。また、皆様方をはじめ、外部への情報の十分な

機会がなかったという指摘につきましては今後の反省材料としていきたいと思いますが、どうぞ皆様方にいま

一度ここの背景をご理解いただきまして、ご可決いただけますようお願い申し上げたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○副議長（大倉正幸君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ありがとうございました。 

  それで、来年は非常に統合で学校も忙しいだろうと、先生方も児童・生徒も大変なのですが、こういう時期

にどうしてもこれで今回予算案を補正で計上していかなくてはいけないという何かタイムスケジュール的なも

のがどこかにあって今回の計上ということになっているんでしょうが、例えば、もうちょっと検討させて、第

４回の定例会に出してもらうとか、来年度に出してもらうとかいうのができなかったのかというのの関係をち

ょっとお話していただきたいのと、これは全くもう国の補助等はないのかというところがもしわかれば、ない

ように聞いていますけれども、その辺の状況がわかればお聞かせ願いたい。 

  それから、ちょっと教育とはあれですけれども、執行方法なんですが、将来約2,000万円ずつ来年度から計

１億円を使うという話でありますが、これの契約の方法といいますか、これは財政のほうの関係になるのかど

うかわかりませんが、例えばこれを一括して買ってしまえば、リースを通さなければ、これよりも安いか高い

かわかりませんけれども１億円の出費となると。ということであれば、不勉強でよくわかりませんけれども、

要は毎回やっています5,000万円以上の契約は議会を通しなさいというような決まりが地方自治法と我が町の

条例に5,000万円というのが載っているのですが、これはどのように、今後議会の議決を経ることがあるのか、

今回これで予算が通っていった段階は議会はもうそんなに知らなくても自動的にどこかのリース会社と契約が

されていくことができるのか、議会の議決を経ることがあるのか、そのまま議決を経ないでもいってしまうの

か、その辺の何か様子が財政のほうでもわかればちょっとお聞かせ願いたいなと思いますが、いかがでしょう

か。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  学校教育課長、永野真仁君。 

○学校教育課長（永野真仁君） それでは、ただいまご質問いただきました１点目と２点目については、私のほ

うから答弁をさせていただければと思います。 

  まず１点目でございますが、統合の忙しい時期ということもあって、タイムスケジュール的なもの、先送り

ができないかというような内容であったかと思われますが、西小学校、先ほど出ておりましたが、西小学校に

ついては、現在タブレットパソコンのほうが100台程度完備しておるわけですが、これは国のほうの補助によ

りまして購入という形で現在ございます。 

  このパソコンなんですが、既に７年を経過をいたしまして、大変現在のソフト等を動かすためにはスペック
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的にかなり低くなっています。学校のほうに現状を伺いますと、子供たちが授業で使うために電源を入れてか

ら使える状態に至るまでが10分かかるというような非常に古いものになっています。 

  それと、ほかの３校についてはタブレットパソコンではなく、パソコン教室という形でデスクトップタイプ

のものを完備しております。こちらについては、前回５年契約ということで、やはり今回お願いしておるのと

同様にリース契約を結んでおります。実は、もう２年前にそのリース契約が５年満期を迎えております。それ

で、現在は再リースというような形ですので、もうパソコン自体やはり７年経過ということでかなり古いもの

ですから、保守契約もまともに結べないぐらい古いものばかりなんです。 

  統合というものが29年４月ということで、もう決まっていましたので、その段階で新しくまたリース契約と

いうようなものを結ぶことなく、２年の延長ということで再リースを単年で２年重ねてまいりました。今回こ

の機に、統合と同時に５年契約ということでリース契約を新たに結びたいということで考えておるところです。 

  そのリース契約を結ぶに当たりまして、実際に子供たちが使うのは29年４月からの５年間というふうになる

わけですが、ここの契約上で期間が28年度から23年度といたしました。これはシステムの設定・構築を含みま

して、契約等もございますので、28年度内に契約を済ませ、もっとも、まだ業者も決まっておりませんが、契

約を済ませ設定、それからシステムが使えるように構築いただくと。そこまでを３月のうちには完了したいと

いう思いの中で今回のご提案ということになっております。 

  それから２点目、国の補助ということでございましたが、前回西小学校が見事当てました国の補助は、国の

中でもほんの数校というような、非常にめったに当たらないようなものがたまたま当たったようなものです。 

  今回、国のほうは2020年までに小・中学生全員に１台ということで、１人１台完備するようにということを

目標として掲げておるわけですが、一切それに関する補助金というのはございません。 

  以上でございます。 

○副議長（大倉正幸君） ３点目お願いします。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） 加藤議員さんの契約、また議会案件ではないかということですが、契約につきまし

ては、競争入札のほうで執行していきたいと考えています。 

  また、議会につきましては、予定価格5,000万円以上の工事また製造ということで、こちらのほうはリース

になりますので、議会案件とはならないと考えております。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 質疑３回までということでありますが、またこれはどこかで見直しをご検討いただけれ

ばと思いますけれども、今、土橋課長のほうからリースであるので議会の議決は要らないという発想でよかっ

たですね。工事または製造の請負ということで規定しておりますから、この条例を直さない限りはということ

でありましょうかね。 

  それを考えますと、何でもリースで5,000万円以内で毎年やっていけば議会はもう要らないよというような

こともあり得るのかなということが、ちょっと今思うわけですけれども、その辺は、また条例の整備等で議会

のほうも知恵を出してリース契約における場合は議会の議決を経なきゃいけないよという条例を直せばいいだ
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けでありますから、これまた議会で知恵を出していけばよろしいかと思います。 

  ということで、今回はこれの３号補正によって、我々が、議会がその後知ることは、報告はないということ

で了解してよろしいですよね。はい、わかりました。 

  あと、教育委員会のほうにお聞きしますけれども、何回かヒアリングさせてもらったりしていて、一番心配

いたしますのが、１億投資してその成果を期待するわけでありますけれども、立派な児童・生徒がどんどん町

に誕生するということで喜ばしいことであります。 

  問題になるのが、課長からもお聞きしましたが、教員のスキルアップということで、教員もいろいろ異動し

てしまうと。西小の教員が全部今回、長南小に来てくれれば、とりあえずはあれなんですが、そういうことも

ないでしょうし、そこは教育長の腕の見せどころということで、人事案件はまたよろしくお願いをしたいと思

うわけですけれども、教員のスキルアップをやっぱりしていきませんと、宝の持ち腐れに多分なるんだろうと

思います。異動もございますから、その辺、教育長どういう、課長でもいいですけれども、どのように先生の

スキルを上げていくことを考えているかなというお考えをお聞きしますとともに、聞きますと、近々に西小学

校に視察といいますか、見学といいますか、研修の状況を確認に来るということをお聞きしました。そのこと

が終わったあたりでもよろしいですから、今回国の関係で5,000万円で買ったということでありまして、７年

もやっているのですから、その辺の成果が、余り今個人名あれですけれども、成果を何か出していただいて、

これをやるとこういうこと、成果がありましたと、こういうマイナスもありましたがというようなことで、こ

れは要望ですが、議会のほうへも、教育民生で受けているかもしれませんが、ひとつまたご報告いただければ

なと思うわけであります。 

  スキルアップとその辺の関係で最後の質疑ですが、教育長、課長のお考えをお聞きします。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  学校教育課長、永野真仁君。 

○学校教育課長（永野真仁君） それでは、ただいまのご質問に対しまして、答弁をさせていただきたいと思い

ます。 

  初めに、まず１点目に教員のスキルアップということでお話がございました。確かに、教員が技術的にある

程度のものをやっぱり持っていないと、子供に対する指導というのができません。この部分が一番懸念される

部分であるというふうに思われます。西小学校がこれまで７年にわたって授業実践の中でもってこれまでの振

り返りというのを１年に１回、まとめという形でいつも研修のまとめに冊子としてまとめてきておるわけです

が、そういった検証結果の中にもやはり教員のスキルアップというのが、これが課題であるということは書か

れております。 

  こちらの教員のスキルアップにつきましては、やっと県のほうも重い腰を上げてスキルアップに研修のほう

をこれから充実をさせなければいけないということで、つい先日の13日の火曜日に千葉日報が書いておりまし

たが、そのような取り組みをこれから推し進めていくというようなことも出ております。 

  本町としましては、これまでせっかく西小学校が積み重ねがあるわけでありますので、先ほど西小学校の先

生が全部というようなお話もありましたが、当然西小学校の中からも統合校のほうで活躍いただく先生がいる

かと思います。そういう場合には、西小学校で培った技術であるとか知識、実践力、これを統合校の中でやっ
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ぱりリーダーとして発揮いただきたいということで期待をしておるところです。 

  また、既に統合が決まっておるわけですから、ほかの３校が何もやっていないというわけではありません。

いろいろな企業がさまざま、うちのパソコンは性能がいいですということで売り込みに来るわけですが、そう

いったところの中で、デモンストレーションといいますか、ただで貸してあげるからちょっと使ってみないか

というような、そういうような企業からのお話というのも結構ございます。そういうものをうまく利用しつつ、

学校のほうで研修のほうを既に進めております。 

  また、今回この契約のほう、１億円ということでお願いをしておるわけですが、人的な配置、企業と結ぶ契

約の中に先生方のスキルアップに結びつく研修を企画運営いただけるような技能を持った講師さん、そういっ

た方を派遣いただく、それも含めてということで考えていきたいと思っています。その派遣いただく方は、今

申し上げたように研修の講師も務められますし、授業のサポートもできますし、パソコンが調子が悪いなんて

いう場合にトラブルに対する対処もやっていただけるような、そういった方になります。 

  現在、本年もですけれども、中学校のほうでそういった方を雇って、週に１回程度でありますが来ています。

そのような方を統合小でも雇って研修のほうを積み、教員のスキルアップを進めていきたいというふうに考え

ております。 

  それから、２点目、成果ということでお話がございました。先ほど、ちらっと触れていただきましたが、こ

れ県といいますか、任意団体の千葉県教育研究会というところの研究会になります。視聴覚教育部会のほうか

ら推薦をいただきまして、県の中でも長南町のこの充実ぶりというのは有名であります。 

  ぜひこの先進的な学校でもって研究成果についての発表並びに授業参観を行っていただきたいというような

依頼があって、公開研究会を決めました。これが11月17日木曜日を予定をしております。もちろん、西小学校

が会場ということで開催予定であります。県下各地から恐らくこの授業のほう、また、研究成果について興味

を持って多くの先生方が足を運んでいただけるものと期待をしておるところです。 

  この中で、きっとこれまでの検証結果ということで、さらに充実したまとめが発表されることと思いますが、

昨年度末、発刊されました研究のまとめの中から簡単に私のほうでつかんでおる成果、それから課題について

発表させていただければと思います。 

  まず、成果として挙げさせていただいておるのが、電子黒板に指導者が提示して、集中させたり理解を深め

させたり、タブレットパソコンで個別学習を進めたり、発表や意見表明の場に活用し、教え合いや表現活動の

充実を図ることができたというふうに書かれておりました。 

  今、学力として求められているのは、これまでの受動的な学習形態ではなく、自ら動いていく能動的な学習

活動へと学びの形態自体が変わろうとしています。そういうときにこのタブレットパソコンと組み合わせた電

子黒板の活用によって、大きく力を発揮してくれると思っています。 

  この成果ということで書かれておるわけですが、課題についても明らかにされておりました。この課題なん

ですが、今申し上げました電子黒板とタブレットパソコンのほうが十分に近隣市町村、本町においても４校の

うち１校だけですので、なかなか充実がなされていないということで、当然、教職員には異動が伴いますので、

行き来がある中で、残念ながら他市町村から来た方というのは使ったことがないわけです。さらには、本町で

せっかく培った技能を持っていても、他市町村に行くと使い道がないわけです。そういったところをやっぱり
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一斉に取り入れることによって改革していかなきゃいけないだろうということが言われておりました。 

  また、先ほど技能の向上について、教職員の技能の向上について、やはり研修の必要性というものがうたわ

れているのと同時に、児童についても１点書かれているところがありました。 

  児童一人一人がＩＣＴの結局操作技能というのをしっかりと身につけていかないと、操作に集中してしまっ

て何の身にもならないということがありました。これを解決する策としまして、ＩＣＴの活用状況について到

達目標を学年ごとに設定しまして、例えば、３年生の２学期のこの段階になったらタブレットに附属させるキ

ーボードが打てるようになりたい、そのように目標を設けてその到達度をしっかりと把握する中で、子供たち

にとってより身になる学習になるようにということで計画をしていく。これで、何とか対応策ということで考

えておるということでありました。 

  ちょっと雑駁になりましたが、成果と課題ということで、これは昨年度末のまとめということでありました

が、ここで簡単に触れさせていただきました。 

  以上でございます。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

  関連ですか。では、５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 議長、すみません。 

  それで、質問なのですが、ちょっとここに偏る気もするんで、もう一つこのタブレット以外に私は辰五郎記

念もあるんですが、それは同時に質問しちゃったほうがいいですか。後で区切ってもらえますかね。 

○副議長（大倉正幸君） 同時で結構だと思います。 

○５番（森川剛典君） そうですか。それでは、まず最初に質問させていただきます。 

  まず、４ページの債務負担行為について。説明を聞く前は、ちょっとこの予算の提出の仕方はふざけている

なと思っていましたけれども、まだ少し思っています。そういう中で、１億円というかなり高額な支出なのに、

必要性も今まで説明されていないわけですね。負担行為というだけで、突然の提案のように私は受けとめてい

ます。そういうことで、不明な点、４点考えましたが、その中で、今説明された中でもまだもう少し聞いたほ

うがいいなというところがあるので、お聞きします。 

  そのまま考えた中で、１点目として、なぜ年度の途中から出てきたか。どうしていきなりこういう予算がこ

うやって出てきたのかということがわからなかった。今話を聞いて、構築すると。しかし、この過程を組み立

て方が非常にまずいんじゃないかなと。こういううわさも聞かなかったし、議会の所管の教育民生常任委員会

の中でも詳しく説明されてきたのかというと、されていないと思うんですね。こういう点について反省してい

るということですが、今後どんなふうにしていくのかなと。 

  それから、２点目、１億円というのは非常に高額予算だと考えています。28年度から32年、実質５年、１年

で割って2,000万円ですね。教育のための出捐とはいえ、こういう高額予算は今までになかったのではないか

と考えています。 

  今、パソコン関係でも700万円程度支出しているわけですけれども、小学校ですね。この700万円弱の支出、

先ほどの話だとタブレットにするとなくなるんですかね。それと交換というふうに考えていいのか、それを確

認をさせてください。 
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  それから、もっと細かい話で３点目です。１億円を今後の概算生徒数、平均250人ぐらい、概算の計算です

みませんね。それで割ると40万円、期間の５年で割ると８万円、それを12カ月で割ると6,600円ぐらいの話に

なると思うんですが、調べてみると、進研ゼミでは４年生のタブレットですけれども4,900円、スマイルゼミ

は6,000円ぐらいになっています。こういうものとどこが違うのかなと、明確に一般家庭でやるものと教育で

使うものは違うというようなことをお聞かせ願いたいと思います。 

  ４点目、期間が６年のうち１年は違うので５年間の契約ですけれども、このタブレット、もう少し２年程度

とか１年試してみて、それでその後継続に踏み切るとか、当然この５年の後も同じように負担は続けていくか

どうか、その辺の考え方も聞きたいと。 

  それから、先ほどたくさん会社が来てくれているという中で、携帯電話の契約じゃないですが、いろいろ有

利な条件の契約も来ると思うんですが、そういう変更まで視野に入れているのか。繰り返しになるかもしれま

せんけれども、長期のメリットで５年契約するにはメリットがあるのか。 

  それから、スキルアップの問題ですが、統合で忙しい中、そんなに無理をしなくても１年程度待ってもよろ

しいんじゃないですかね。この辺についても伺っておきたいと思います。 

  これが４ページの小学校用タブレットの端末賃貸料に関する負担行為の補正についてお聞きした点です。 

  それでは、もう１点は12ページ。４ページの３目文化財の保護ということでお聞きをしています。 

  こちらのほうに（仮称）渡邉辰五郎記念館建設予定地測量業務委託料とありますが、450万円ということで

かなりのお金がかかるわけですが、土地の取得は計画が完全に固まってからでも遅くないと思うのですが、こ

の辺はなぜ今出してくるのかなという点でお聞きしたいということですね。 

  それから、地籍調査を行っていると思うのですが、地籍調査を行った場所なんですかね。行った場所ならも

う少し安く済むとか思うんですが、この辺について２点。 

  以上についてお聞きします。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  学校教育課長、永野真仁君。 

○学校教育課長（永野真仁君） ただいま森川議員さんからご質問いただきました。全部で５点ほどあったかと

思いますが、１点目からお答えをさせていただきたいと思います。 

  初めに、年度途中でということ、それからこれまでの過程の組み立ての仕方がおかしいのではないかという

ご指摘、まさにそのとおりで、大変申しわけなく思っております。さまざまな部分でなかなか計画どおり進ま

ない部分もございまして、なるべく早いうちに所管の常任委員会のほうでも説明をしなくてはいけないところ

でありましたが、大変ぎりぎりになって、また本日ご質問いただいたような詳細な内容についても説明し切れ

ない部分がございました。この場をおかりしてですが、大変申しわけありませんでした。おわび申し上げたい

と思います。今後については、なるべく早目早目ということで、相談をしつつ進めてまいりたいというふうに

思います。 

  ２点目でございます。２点目でございますが、別個の予算なのかですね。先ほどありましたが、例の700万

円弱ということでありましたが、先ほど説明をさせていただきましたように、再リースという形を現在、統合

を見越して行っているわけです。その関係で物品にかかるお金というのが、本来５年間のうちの支払いの中の
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物品にかかるお値段というのが10分の１以下になっています。それから、先ほども触れさせていただいたので

すが、もうとにかく古過ぎるので保守もつけられないというような状況ですので、それで大変格安になってい

ます。 

  ただ、非常にスペックとしては劣るものになっていますので、実際、学校現場では教職員のパソコンもこれ

で賄っているわけですけれども、使い物にならないので、画像等を処理するのにも固まってしまうということ

で、教職員の中に私物で対応している方が多いように聞いております。 

  それで、今回これは全く取ってかわる形になるので、再リースの２年目になっていますが、これを全て３校、

それと西小学校にかかわる部分も全て切って、新たに構築するということで、取ってかわるというふうになっ

ていく予算です。それが２点目です。 

  それから、３点目になります。３点目ですけれども、確かに月に割りますと6,600円ということで試算をい

ただきましたが、さまざまな塾等でもこういったパソコンを使っているようなところも聞いております。全く

スペックが違います。塾等でもって配っているようなものというのは、実際このためだけということで、すご

く限られたスペックの中でつくられたものになりますので、もっと詳細に言うならば、ドリル学習のためだけ

につくられた機種になるので、学校のほうで使うためにはそれだけでは全く中身が足りませんので、全く違う

ものというふうにお考えいただきたいと思います。今申し上げましたように、ドリル学習だけであれば四、五

千円で十分賄えるのではないかと思われますが、今回本町で子供たちの指導のために求めているものはもうち

ょっといいものでありますので、全く違うものというふうにご理解いただければと思います。 

  それから、４点目でございます。なぜ５年なのか、それから２年、３年程度お試し期間というのはどうかと

いうような内容であったかと思います。 

  これなんですが、基本やはり５年というのがリース契約の基本となっています。なぜかなというふうに考え

ますと、やっぱりパソコンは５年が限界というふうに考えるのが正しいのかと思います。それ以上経過してい

くと、やはり使い勝手がどうしても悪くなりますし、次から次へと更新されていくソフトにも対応ができなく

なっていくという部分もあります。そこで５年契約というふうになっているのかなというふうに理解をしてい

るわけですが、二、三年お試しという形になりますと、例えば５年間契約をした場合に、５年に分けて物品費

を分けて払っていくのが短縮されるわけですので、高くついてしまいます。１年に払っていく金額が大きく高

くなってしまいますので、そういった契約はかえって負担が大きくなるということで、やはり長期メリットと

いうことを考えると、長期契約のメリットは負担軽減ですね。安くなるというのがあります。 

  購入と比較もしてみたんですが、購入をした場合には物品費は、こちらのほう、例えば購入の場合には、物

品費は一気に１年目でどんと払うわけですが、ほかの保守であるとかさまざまなお金がかかるんですけれども、

そちらについては５年契約というのができずに、物品ではないと単年契約に条例上なります。そうしますと、

かえって５年契約をするよりも高くつきまして、試算をしたんですけれども、今回これが例えば、まだ業者も

決まっていませんので実際入札等になった場合にはこのお値段とは限らないのですけれども、例えば１億円と

考えるならば、どれぐらい差が出るかなということで試算をしましたら、1,700万円以上の差が出ました。５

年間でリースをするのか、それとも買うのかということで、それだけ買ったほうが損になるというふうにお考

えいただければいいです。 
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  それから５点目ですが、１年待ってはということでたしか、確かに忙しい時期でありますし、大変ありがた

いお言葉でもあるのですけれども、これを機にというのはやはり大きいです。さらには、待っています。もう

２年間再リースでぼろぼろのものを使っている子供たちです。何とか早く変えてあげたいというのが思いであ

ります。最初は全てを使いこなせなくても、まずはここで入れかえを一気にやってあげたいというのが思いで

あります。 

  以上でございます。 

○副議長（大倉正幸君） 測量費に関しての答弁を求めます。 

  生涯学習課長、岩﨑利之君。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） 森川議員さんの（仮称）渡邉辰五郎記念館建設予定地測量業務委託についての

ご質問でございますが、土地の計画が固まってからでも遅くはないのではないかというようなところが１点ご

ざいました。 

  この渡邉辰五郎記念館建設事業につきましては、一般質問等でもいろいろ答弁の中でお話しさせていただい

てございますが、地方創生加速化交付金事業により現在、基本構想の策定を進めておるところでございます。 

  今後またさらにこの事業を進めていくには、当然ながら財源の確保が必要となってまいります。国では平成

28年度の地方創生推進交付金について、当初の1,000億円に上積みというようなところが報道でされておりま

す。また、平成29年度においても予算を確保するというような報道がなされております。この渡邉辰五郎記念

館建設事業を進めていくには、このような国の事業を活用して財源確保することが絶対必要条件であると思っ

ております。事業推進に、こういう形で進めていきたいと思っておりますから、この28年度における事業申請

を行おうと今しておるところでございますので、この28年度の実施事業の予算が計上されていなければ、この

土俵にものれないというのが条件でございます。確保、予算措置がされていなければ、この28年度の事業申請

も行うことができないということでございます。 

  それで、今後この事業を進めていくには、基本計画やら基本設計、実施設計、建設というように、いろいろ

な手はずを踏んでまたいかなきゃならない。そして、用地買収等も当然ながらしていかなくちゃいけないとい

う中で、この正確な地形や正確な面積も必要となります。準備をしておいていかなければならないということ

から今回、測量業務委託として450万円の計上をお願いしたところでございます。 

  それから、もう１点、地籍調査を行った場所ではないのかというようなご質問だと思いますが、たしか平成

26年度に長南地区のほうは地籍調査を行ったところでございますが、たまたまこちらのほうから見ると、その

当該場所よりもちょっと手前の保育所の入り口の道路までの地籍調査は行われておりますが、その先はまだ未

実施でございます。ということになりますと、また地籍調査をやってからさらに２年後、３年後にならないと

登記もされないというようなことで、かなり先延ばしに、そういう点もなってしまうんではないかという懸念

もございますので、今回この推進事業の申請にあわせて計上させていただいているところでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○副議長（大倉正幸君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それでは、負担行為のほうの５点、お答え願えました。 

  １点目についても、了承いたしまして、２つ目の再リースということも納得いたしました。２本立てではな
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くて、新しく取ってかわるということで。 

  そして３点目が、スペックが違うと。ということは、非常に使い勝手がいいと、そういうふうに捉えていき

たいと思います。 

  その中で１つ、４番目ですけれども、５年契約をしているという中で、５年後には他社への乗りかえとか、

そういう安いものが発生すると思いますので、ぜひご検討願いたいと思います。 

  大体この５点について、やっぱり説明されると全然違いますよ。だからどうしてこういうものを早く、説明

していただけると、もっと逆に応援したくなるかなと、そんな感じもありますので、ぜひこういうところにつ

いては、今後もぜひお話をいただきたいと思います。 

  そして、辰五郎のほうなんですが、１つお聞きしたいのは、この地籍調査は行っていないと。じゃ、もしこ

の測量を行った場合に、今度はこの地籍調査を行わなくてよろしいんですかね。これについて確認をしたいと

思います。 

○副議長（大倉正幸君） 地籍調査の件について答弁を求めます。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 今の渡邉辰五郎記念館の建設予定地の測量、それを実施した場合、地籍調査を

行わなくていいのかということですが、地籍調査自体の区域が決定されておりますので、その区域は地籍調査

の区域となります。 

  よって、境界立会が成立していれば、それを基本として、そのまま、もしその後変更がなければ、その事実

で地籍調査のほうを終えるという形になります。いわゆる、その部分は測量しないかということではなく、そ

の資料が変更がなければその資料が使えるということになります。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 議長、３回目ということで、実はちょっとメモを抜かしたんですが、戻らないというこ

とがあるんですが、確認だけなのでお許しいただきたのですが、先ほど1,300万円買ったよりも浮くという話

があったんですが、結局今まで700万円ほどパソコン関係で支出していたわけですね。これが年間2,000万円に

なると。この辺については、財政のほうでは今後ずっと大丈夫かという点についてお聞きしたいんですが、よ

ろしいでしょうか。 

○副議長（大倉正幸君） 地籍に関してはよろしいですか。 

○５番（森川剛典君） はい、地籍は。 

○副議長（大倉正幸君） では、３点目として今の質問に対して。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） 今、森川議員さんのご質問ですが、町といたしましては、このタブレットの債務負

担行為、この関係、小学校教育用タブレット、こういうものが必要だということで、今回予算計上、債務負担

のほう組ませていただいてございますので、これからも小学校の教育の一環として財政のほう、ほかの関係も

ございますが、見きわめながら続けていきたいと思っております。 

  以上です。 
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○副議長（大倉正幸君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） １点目は、10ページの地域振興費なんですけれども、町プロモーションビデオ作成委

託料、これは今ホームページに載せてあるものなのかどうか、それとこの、つくって活用はどうしていくのか

ということ、何本ぐらい作成をしているのか教えてもらいたい。 

  それと同じように、このバックパネルというのはどういうふうなものなのかということが１点。 

  それから２点目は、11ページの商工費の需用費の印刷製本費、チラシについて、もう少し詳しくお願いをし

たいと思います。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） それでは、和田議員さんのご質問、まず、第１点目の町のプロモーションビデ

オの作成、これがどういう内容であるかという点でございます。 

  これにつきましては、本数的には１本、ご案内のとおり、加速化交付金で繰り越して今やっておりますけれ

ども、それにさらに上乗せの形で今回うごく町政教室で８月25日、うごく町政教室で行ったときに、東京家政

大学の記念館、そこのビデオの関係も追加させて、主任の方のインタビューを交えてさらに充実を図ってまい

りたいという形の内容でございます。 

  続きまして、２点目のこのバックパネルの作成委託料、これにつきましては、よくテレビ、報道等で勝利者

インタビューだとか、そういった形で後ろのほうにいろいろとバックパネルという形で市町村名だとかコマー

シャルの提供だとか、そういった形の後ろの背景にバックパネルという形で報道等がなされております。 

  当然これもスポーツ関係だけではなく、最近行政におきましてもいろんな新聞記事等で協定の締結とか、そ

ういったものにはバックパネルというものでその市町村名を広く周知しておるというような形で、今回、当町

におきましてもそういったバックパネルをつくりまして、これについては今回11月３日、長南フェスティバル、

そういったところで東京家政大学の方々の長南丼レシピ開発、そういったメニューの発表会のときに、それを

後ろにバックパネルとしてそろえてイベント式典を盛り上げていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） 産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、２点目の11ページの需用費、印刷製本費27万円の関係、ご説明させ

ていただきます。 

  これにつきましては、11月から12月の間に県が千葉県アンテナショップを東京都丸の内で開催をいたします。

そこに町が参加をする予定でおります。 

  その内容につきましては、長南町のお米を主に、特産品の販売とＰＲをしていきたいと考えております。そ

のときに、そのＰＲ用のチラシをつくりたいということと、町の観光パンフレット等も一緒に配りたいと思い

ますので、手提げ袋をつくって皆さんにお持ちいただくという、そういう印刷製本費を計上させていただいて

いるものです。 

  以上です。 
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○副議長（大倉正幸君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） プロモーションビデオ１本ということなんですけれども、これは地域創生から考える

と、もう少しつくって、そういうところに活用してもらうということは検討していないでしょうか。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） このプロモーションビデオにつきましては、辰五郎記念館ができ上がったとき

に、それに合わせてという内容もありますし、実際にこれから東京家政大学との結びつき、連携がますます具

体的に始動していくというような中で、町民の皆様方にも現時点では、またホームページ上に動く動画になり

ますので、そういったもののアップというものも想定の中に考えております。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） これは希望ですけれども、多くの町民の皆さんが集まるフェスティバルの昼休みのと

きになんか流せないもんでしょうか。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 今回のフェスティバルに間に合うかどうかという点もございます。編集して、

また施設、それだけのエリアがとれるかどうか、そこは趣向を凝らして、議員さんのおっしゃるような形でで

きるだけ周知を努めていくというような中で検討してまいりたいというふうに思います。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第１号 平成28年度長南町一般会計補正予算（第３号）についてを採決します。 

  本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩します。再開は２時40分を予定しております。 

（午後 ２時２７分） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（大倉正幸君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

（午後 ２時４０分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第３、議案第２号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第２号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてを採決します。 

  本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第３号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第４、議案第３号 平成28年度長南町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 
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  これで討論を終わります。 

  これから議案第３号 平成28年度長南町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてを採決します。 

  本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎認定第１号の質疑 

○副議長（大倉正幸君） 日程第５、認定第１号 平成27年度長南町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題

とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

○副議長（大倉正幸君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） １点目は、歳入の特別土地保有税についてです。62ページに土地保有税として３億

8,667万3,700円、また、88ページの延滞金として２億9,248万4,926円についてです。 

  坂本の伊藤忠シュタイナー学園の用地だったと思いますが、これまでの課税の免除と猶予の、また、今回お

金が入った、入金になった経過を説明してください。 

  それから２つ目は、総務費の宿直業務について、37ページ、513万6,480円です。宿直の業務委託に関して競

争入札などは行ったのでしょうか。また、業務委託を行って職員がいなくなって問題など起きたでしょうか、

お答えください。 

  ３番目、首都圏自然歩道維持管理について、149ページの首都圏自然歩道維持管理委託料59万1,000円なんで

すけれども、長南町には３つのコースがあります。管理委託料はどう使用されておるのでしょうか。また、地

域にある途中の案内板などが古くなっているので、見直しをして新しいものにしていく考えはないのかお答え

ください。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 和田議員さんの１点目の質問で、特別土地保有税の納付までの経緯について

のご質問と思いますので、お答えさせていただきます。 

  このたび納付されました特別土地保有税につきましては、大規模宅地開発事業として伊藤忠商事株式会社が

平成８年から平成14年の間に取得しました坂本、豊原地先の土地、61万148平米に対してでございます。 

  この土地は、平成18年３月に株式会社ルドルフ・シュタイナー・モルゲンランドへ学校建設予定地として譲

渡されております。このようなことから、この土地に対しては、取得当時から土地の有効利用をする予定があ

る土地として徴収猶予をしてきましたが、徴収猶予期限の平成28年３月31日までに計画どおりの土地の有効活

用が現実化しないということで、当初の土地取得者から平成28年３月15日付で徴収猶予停止依頼書の提出がさ
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れました。町はこれを受けまして、同日付で徴収猶予を取り消すとともに、特別土地保有税及び延滞金を課税

いたしまして、全額納付いただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（大倉正幸君） 総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） ２点目の宿直業務関係でございますけれども、競争入札を行ったのか、また、業務

委託を行って職員がいなくなり問題など起きなかったかということでございますけれども、まず入札関係でご

ざいますが、宿直は去年の７月から、また、日直業務につきましては去年の９月から委託した関係で、別々に

契約を行いました。宿直につきましては、２社からの見積もりを徴する随意契約といたしました。日直につき

ましては、これは３社による指名競争入札といたしました。 

  そして、業務委託したことで問題が起こらなかったかということでございますが、宿直の場合は、１週間ほ

ど職員をつけて業者と一緒に行動をともにし、要領を得ていただいたところでございます。また、日直におき

ましても、土日５日間をかけまして役場の職員をつけまして、実施をしてまいりました。そういったことで、

要領等は覚えていただいたと存じます。それでも業者さんだけになりますと、初めはとまどいがあったかと存

じますけれども、現在では問題なく処理をされているものと考えております。 

  なお、町民の方々の問い合わせにつきましては、基本的には宿日直マニュアルによりまして担当職員へ電話

連絡を行い、担当が処理をするようになっております。 

  また、緊急を要する防災行政無線については緊張感もあり、また、使用頻度も少ないことから初めはとまど

いもございましたけれども、現在は職員が放送すると同様に行っているものと考えています。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） 産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは３点目の首都圏自然歩道維持管理委託料の59万1,000円、149ページの

関係、答弁させていただきます。 

  首都圏自然歩道は千葉県が整備設置したものでございまして、長南町には笠森から芝原まで約20.8キロメー

トルございます。町は県からその管理委託を受けているものでございます。 

  内容につきましては、設備の保守点検のための巡視とか草刈り、それから清掃等の作業を行っているところ

でございます。町はシルバー人材センターに委託いたしまして、年に12回程度の巡視または清掃、草刈りも延

べ６回程度行っているところでございます。 

  また、その巡視のときに古くなった看板など確認をしてきますので、古くなったものは県に維持補修という

ことで要望のほうをする機会がございますので、そのときに要望をさせていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） ２点目、３点目はわかりました。 

  １点目の特別土地保有税についてなのですけれども、ここシュタイナーから学校法人建設のあれは、多くの

町民の皆さんから期待があってと思いますけれども、それがなくなってきた経過とか、それが今後どういうふ

うになっているのか、わかる範囲でお答え願いたいと思います。 
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○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） シュタイナー学園の計画の経緯と申しますか、状況についてとの質問ですが、

それにお答えさせていただきたいと思います。 

  平成18年10月に千葉県より開発の許可を受けました学校等の開発行為ですが、平成19年６月に工事着手の届

け出が提出されたものの、平成21年６月５日付で工事の予定完了の変更が提出され、現在に至っているところ

でございます。 

  また、変更の理由につきましては、事業者の資金計画による事業の遅延というふうになっております。 

  また、今後の方向性についてのご質問ですが、開発事業者からは、当初の計画の規模を縮小しつつも継続し

て学校建設を行うということで聞いております。また、その計画に伴う変更の申請等につきましては、まだ提

出されていない状況です。 

  以上です。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎動議の提出、決算特別委員会の設置、認定第１号の決算特別委員会への付託 

○副議長（大倉正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、御園生 明君。 

○２番（御園生 明君） 議長、動議を提出いたします。 

  本定例会第１日目に、議会運営委員長の報告にもございましたけれども、ただいま議題となっております認

定第１号 平成27年度長南町一般会計歳入歳出決算認定につきましては、内容が極めて複雑多岐にわたるもの

であり、さらに詳細に審査する必要があると思いますので、議長を除く８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を望みます。 

○副議長（大倉正幸君） ただいま２番、御園生 明君から、認定第１号については、議長を除く８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の動議が提出されました。 

  この動議は所定の賛成者がありますので成立しました。 

  これから、２番、御園生 明君の動議を議題とします。 

  この動議に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これからこの動議に対する討論を行います。 

  討論ありませんか。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） ５番の森川です。 

  反対討論をさせていただきます。 
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  まず、この特別委員会ということでは私は納得しておりますが、全員がいいと考えております。 

  一番肝要なことは、議員は質問権を有するということです。住民の代表として議会の中で発言権、質問権を

有しています。これを制限するにはそれなりの理由がなければなりませんが、前回の臨時議会では、多くの意

見が出される前に特別委員会設置の動議が出されて意見を言う場がなくなっています。また、一緒に出された

動議が無視されるという異常事態が多くの傍聴者がいる前で起きています。本来は議会が発言権や質問権を大

事にすべきであり、そのことに留意して決めるべきだと思います。 

  議会運営委員会でそのことが話されたのでしょうか。今回３人の議員が特別委員会に入りませんが、その３

人の質問権がどう確保されるのか、していくのか、十分に話されたのでしょうか。同じ権利を有する議員です。

同じように発言権、質問権を与えるのが当たり前と考えます。 

  ここが大事だと思いますが、また、議員全員が特別委員会の質疑を共有して共通の認識を持つということが

町政に関与していく議員として非常に大事なことと思います。加えて、前年の特別委員会では委員長から全体

の発言が少ないので、もう少し質問してくれと催促されたのを記憶しています。全員参加の11名で多過ぎると

いうことはないので、特段の理由がない８名でつくる特別委員会には反対いたします。 

○副議長（大倉正幸君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  ３番、松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） 決算特別委員会につきましては、先ほど御園生議員のほうから話が出ましたように、定

例会初日に議会運営委員長の報告にもありましたように、議会運営委員会で設置の有無を協議した結果、設置

を決定したものでございます。私は議会運営委員でもございますので、この動議に賛成いたします。 

  委員数８名のうち６名は各常任委員会からの推薦で行われており、議員全員が所属する常任委員会において

の均衡はとれているものと考えます。 

  それに加えまして、自治法で規定されている特別委員会は議員全員をもって構成することは法で予想すると

ころではないとの解釈もあります。今申し上げたことから、私は御園生議員の動議に賛成いたします。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ほかにありませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 反対の討論をいたします。 

  御園生議員の８人の委員による決算特別委員会設置の動議に対して、反対の討論をいたします。 

  私は初めて議員になりましたときから、あらゆる問題は議員全員で対応すべきとの考えを持っております。

平成23年の第３回議会における決算認定に際しましては、全員が審議に参加できる策として本会議での審議を

提案し、賛同を得て行ったことがございます。 

  今回の特別委員会の設置につきましては、議会初日冒頭に、本日の議長で議会運営委員長でもある大倉委員

長から特別委員会の設置について報告があり、誰も異論はございませんでしたので、特別委員会の設置につい

ての異論はないことといたしまして、ただいま御園生議員から従前どおり議長を除く８人による決算特別委員

会を行ってはどうかという動議が提出されたわけです。 

  議員定数が削減され14名になった現在、議長、監査委員の職にある議員の２名を除くと12名であり、８人の
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委員としますと、あと参加できない議員は４名。今回、実質３名だけとなります。全ての議員は住民の代表と

して参加、質問等する平等の権利を有しておるわけですが、４常任委員会があり、議員数が22人程度の時代で

あればいざ知らず、現在の議員数では全員が委員となっても多過ぎる人数とは言えないと思います。 

  さきのとおり、議員は平等の権利を有するものであり、全員が委員としても何の問題もなく、全員を委員と

しないほうがよっぽど問題であると考えます。よって、この動議には反対をいたします。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  ８番、左 一郎君。 

○８番（左 一郎君） 決算特別委員会を設置する理由は、先ほど御園生議員が申し上げたとおりです。また、

先ほど松野議員も申し上げたとおりでございまして、議会運営委員会で協議した結果でもありますので、私は

賛成いたします。 

○副議長（大倉正幸君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、２番、御園生 明君の動議を採決します。 

  この動議のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立多数です。 

  本案については、議長を除く８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の動議

は可決されました。 

  そのまましばらく休憩します。 

（午後 ３時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（大倉正幸君） 会議を再開します。 

（午後 ３時０１分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎決算特別委員会委員の選任 

○副議長（大倉正幸君） 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いては、委員会条例第７条第１項の規定によっ

て、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 異議なしと認めます。 

  決算特別委員会の委員は、お手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。 
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  暫時休憩します。 

  再開は、３時35分を予定しております。 

（午後 ３時０２分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（大倉正幸君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

（午後 ３時３５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎認定第２号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第６、認定第２号 平成27年度長南町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 国から保険者支援金が新たに、総額で1,700億円が国全体で支給されました。これは

町には幾ら交付され、何に使われたでしょうか。 

  また、保険者の保険税の引き下げに活用した際、どれだけ引き下げができるでしょうか、お答えください。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 平成27年度から拡充されました低所得者に対する保険者への財政支援として、

国が1,700億円を投入したが、これによる町への交付額及び何に使われたのか、また保険税の引き下げに対応

できるのかというご質問だと存じますので、お答えさせていただきます。 

  平成27年度から低所得者対策を強化するために、国は1,700億円を追加し、特に低所得者を多く抱えている

自治体に対して、より手厚い財政支援が行われました。 

  長南町への財政支援としては、保険者支援分のうちの医療分、後期高齢者支援金分及び介護分に対しまして、

平成27年度の内訳といたしましては、７割軽減では前年度に比べ３％の増、金額にしまして373万4,406円の増

となりました。５割軽減では、前年度に比べ８％の増、金額にいたしまして391万137円の増となりました。２

割軽減では、新たに財政支援の対象となりましたので、13％の489万2,493円でございます。これらを合計しま

すと財政支援金は1,253万7,036円となりまして、軽減範囲の拡充部分に充てさせていただきました。 

  また、平成27年度の保険給付費が前年度に比べ１億2,349万円も伸びてしまったことで、保険財政は非常に

厳しく、保険税の引き下げには及びませんのでご理解いただきたいと存じます。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 224ページ、２項の保険事業費、２目の疾病予防費について、２点伺います。 

  当初予算731万円に対して不用額が54万3,000円ありますが、13節で委託料となっていますが、備考にも人間
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ドック委託料となっています。これは全て委託料で、指定医療機関だけを受けた方で、それ以外の医療機関を

受けた方は助成の対象外ということですかという質問が１点目です。この助成の範囲をはっきり教えていただ

きたいというのが１点。 

  そして、不用額があるということは余裕があるというふうに考えますが、確認を踏まえて伺うのは、町のわ

かりやすい予算書などで見ると、検査費用の７割、限度額８万円までと書かれています。ほかには、人間ドッ

クについての情報を掲載していますかということで、どういうところを見ればどういう対象が助成の対象かと

いうことがわかるかということで、２点お聞きいたします。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 今の質問は、人間ドックの受診に助成される医療機関は指定医療機関だけな

のか、また、その助成の医療機関の範囲はどこかとのご質問かと存じますので、お答えいたします。 

  初めに、助成の対象は指定医療機関で受診された場合でございます。 

  次の、助成の医療機関の範囲といたしましては、長生郡市内の９つの医療機関と鴨川市の亀田健康管理セン

ター及び千葉市の亀田幕張クリニックの合計11の医療機関と契約しております。 

  次の２点目の人間ドックの情報をどこに掲載しているのかとの質問ですが、町のホームページと国保年金係

の窓口に国民健康保険関連のリーフレットを作成しておりまして、人間ドックのご案内を記載し配置してござ

います。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） １点目の機関について、医療機関はここが無料だということで、全部で長生郡と11です

か、これをふやして全部契約して指定するというのは難しいかとは思うんですが、非常に長南町の方も千葉と

か東京とか、あるいは長生郡以外にもたくさん勤めておりまして、そこで病院に通っております。そういう方

も人間ドック、実は受けているんですよ。そこにはデータとか、かかりつけであるとか、そういういろいろな

都合からそちらで受けたいなと、そういうことになると片方には人間ドックの医療助成補助だということで、

指定機関以外とか載っていないんですよね。やはり趣旨からして、これは人間ドックの助成だということで、

健康のためには指定以外の機関で受けた場合についても、私は助成をすべきだと考えます。ぜひこの辺を今後

考えていただきたいと思います。 

  そして２点目ですが、一応人間ドックと書いて検索とかホームページですると、そのことがやはり全部載っ

ていないんですよね。こういう指定機関以外はとか。この辺が親切なホームページ、団体では載っております。

そこを見るとＰＤＦとか表とかあって、なるほどこういう申請書を出したり、こういう指定機関で受ければい

いんだなと、それ以外もあるのかなと。そういうことがわかりますので、今後そういう受診希望者に対して親

切なお知らせをお願いしたいと要望して終わります。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 反対したいと思います。 

  多くの自治体で一般会計からの繰り入れや軽減策など、独自の支援策を実施しております。高過ぎる国保税

引き下げのためには、一般会計からの法定外繰入を行い、国に対しては国庫負担の引き上げを強く求めていく

べきだと考え、決算に反対いたします。 

○副議長（大倉正幸君） 原案に賛成者の発言を許します。 

  ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） 賛成の討論を行いたいと思います。 

  平成27年度国民健康保険特別会計決算については、保険給付費が支出全体の62％を占め、また、保険税収入

は歳入の18％となっています。歳出の経費につきましては、事業を行うための必要な経費の支出と思われます

ので、本決算につきまして認定することに賛成いたします。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから認定第２号 平成27年度長南町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  本案について、認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立多数です。 

  本案については認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎認定第３号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第７、認定第３号 平成27年度長南町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

  12番、和田和夫君。 
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○１２番（和田和夫君） 後期高齢者医療制度の連続的な改悪は深刻な受診抑制を招き、重篤化の危険と、それ

によって医療費がふえる仕組みになって、悪循環を生み出しています。年々重くなる保険料の負担を引き下げ

るとともに、政府が進めようとしている特別軽減の廃止と、医療費の１割から２割への負担への引き下げに反

対していくべきです。高齢者が安心してかかれる医療制度の充実こそ求められるものと考え、反対いたします。 

○副議長（大倉正幸君） 原案に賛成者の発言を許します。 

  11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 賛成討論を行います。 

  平成27年度後期高齢者医療特別会計決算については、千葉県後期高齢者医療広域連合が主体となって事業運

営をしております。保険料額の決定、医療機関への給付費の支払い等、重要な部分は県下一体となって行って

おります。市町村における特別会計の運営は、本町に係る部分の保険料の収納、広域連合への納付あるいは負

担金の支払い事務等であり、決算内容については適当なものと判断でき、認定することに賛成いたします。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから認定第３号 平成27年度長南町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  本案について、認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立多数です。 

  本案については認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎認定第４号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第８、認定第４号 平成27年度長南町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 248ページ、１款の保険料、１項介護保険料、１目の第１号保険者保険料についてお聞

きいたします。 

  当初予算１億8,440万3,000円に対して収入済額１億9,067万1,940円と予算を超えていますが、未済額は839

万7,640円となっていて、未済額は調定額に対して4.2％。昨年の3.7％より若干上がっています。この理由の

一つを考えたとき、65歳以上の介護保険料は市町村別に段階設定できるようになっておりますが、長南町では

９段階に分けていまして、最高の９段階でも本人課税かつ本人所得が290万円以上となっています。これは、

設定の中心が所得の低いほうに向いているからだと心配しています。ということで、27年度の設定の際の段階
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設定をどう捉えているかということが１点。 

  もう一つは、ほかの自治体で見るともっと多段階で、最高段階が290万円以上では不公平感があるのではな

いかという観点に加えて、介護保険については厚生労働省で財源不足から、８月下旬に流れたニュースの中で

は、もっと幅広い負担も考えているとありました。当町では３年ごとの見直しとなっていますが、３年を待た

ずに段階をふやすこと、あるいは最高段階を上げていく予定がないか伺います。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） それでは、お答えいたします。 

  まず、収入未済額の増加については、保険料を納めていただけない方というのは、大体において毎年度納め

ていただけません。これに本年度65歳を迎え直接町へ保険料を納めるようになった方の中にも、制度を認めて

くれず納めていただけない方もおりますので、おのずと収入未済額が毎年度少しずつではありますが増加して

いく傾向にあります。したがって、全く因果関係がないとは申しませんが、この収入未済額の増加と介護保険

料の９段階には関係はないものと考えております。 

  町は、介護保険制度開始以来、国の示す段階に応じて、当初は５段階、第６期の今は９段階制によって保険

料を決めております。国の示したとおりの保険料を設定をしているという形になります。最高段階は国の定め

どおり第９段階ということになるんですが、長南町ではこの第９階層にある方は100名足らず、高齢者の3.2％

にすぎません。大都市のように65歳以上になっても会社経営者などの高額の所得者が多く分布するところでは

250万以上をさらにつり上げ、1,000万だとか2,000万だとか階層をふやし、保険料を多くいただくことは有効

であるとは思いますが、長南町では不向きというふうに考えます。 

  したがって、今は見直すことは考えておりません。未納者の方には介護保険制度を理解していただき、介護

保険料を納めさせていくことで努力していこうと考えております。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 未収納に関係があるかというのは、なかなかわかりづらいと思うんです。私がやはり強

く言いたいのは、不公平感なんですね。 

  確認したいのは、９段階とあるんですが、これは市町村で定められるとあって、今回ちょっと時間がないの

でいろいろ調べられなかったんですが、例えば武蔵野市は15段階、渋谷区14段階、横浜は13段階、ちょっと都

市が大きいですね。市町村レベルで調べなかったので。 

  あとは、最高額は渋谷区１億円、横浜1,000万円、大阪700万円と。ただ、我が町も100名足らずとはいえ、

290万円じゃなくて500万円ぐらい設定してもいいかなと、段階をふやして。この辺の９段階がもう限界なんで

すか。その確認と、500万ぐらいふやしたほうがいい検討をしていただきたいと思うんですが、その辺にはつ

いてはどうでしょうか。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） 大都市といえども１段階から５段階の料金というか、段階の定義というのは全
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く同じです。だから、第５階層が標準となるんですが、それ以降の設定は各市町村、その高齢者の所得の分布

を見ながら決定ができるという形になっておりますが、先ほど言ったとおり長南町はもう290万以上の方で100

名足らずしかいない、高齢者の3.2％しかいない。この方々の料金をつり上げたとしても、さほど介護保険に

大きな、全体的なことにはならないということで、町では今現在は９段階が適正だと思っています。やれない

ことはないですけれども、やるつもりは今のところないということでご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 最後に、やるつもりはないということなんですけれども、こういう不公平感ですね。も

っとお金もらっている人は払ったらいいんじゃないという意見の人がいました。そういうことを踏まえて、

3.2％という数字にとらわれないで、不公平感をなくすと、お金をたくさんもらっている人は、この町でもし

かしたら急に高額もらうようなことも、いるかもしれない、設定しておいてもいいんじゃないかと。その辺も

踏まえて、その辺を要望という形で終わりにしておきます。 

  ありがとうございます。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 国は要支援１と２の人の保険適用を外し、今度は、要介護１、２の訪問介護の生活援

助を保険給付から外し、福祉用具レンタルを原則自己負担化する改悪案を検討しています。安倍首相の掲げる

介護職離職ゼロに逆行するのは明らかです。 

  安倍首相は、制度の持続性を考えるのは当然などと改悪を正当化していますが、参議院予算委員会で小池晃

議員から、制度は残るかもしれないが、国民の命や健康の持続可能性は破壊されると厳しく指摘され、反論で

きませんでした。 

  昨年の決算と比べて1,537万円も基金をふやしていました。これを介護保険料に充てるべきだったと考えま

す。保険料の減免制度の充実、利用料の軽減制度の創設が必要と考え、反対をしたいと思います。 

○副議長（大倉正幸君） 原案に賛成者の発言を許します。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君）では、討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから認定第４号 平成27年度長南町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  本案について、認定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立多数です。 

  本案については認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎認定第５号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第９、認定第５号 平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 285ページでよろしいでしょうか。その中の委託料の、毎年高額ですが、1,337万6,000

円の委託の委託先名と委託契約の代表者名がもしわかればお聞きしたい。あわせて、28年もわかればお聞きし

たいと思いますがいかがでしょうか。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 加藤議員の13節霊園内清掃委託1,337万6,880円の委託の契約者名にお答えした

いと思います。 

  契約の相手方なのですけれども、笠森霊園管理事業組合で、組合長といたしまして、平成27年度につきまし

ては、組合長今井三郎さんとなっております。28年度につきましては組合長変更になりまして、笠森霊園管理

事業組合長渡邉克己さんとなっております。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） 加藤喜男君、よろしいですか。 

○９番（加藤喜男君） はい。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから認定第５号 平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  本案について、認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○副議長（大倉正幸君） 起立全員です。 

  本案については認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎認定第６号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第10、認定第６号 平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 301ページでございますが、修繕料で589万円、利用費でこれは事業の施設管理費か、11

施設、修繕料589万円で、恐らくこれはポンプの修理代とか入っていると思いますが、このうちポンプが壊れ

ているのかどうかお聞きして、その壊れている台数がどのくらいか、参考までに、もし壊れているのがあれば、

台数がわかればちょっと教えていただきたいなと思います。 

○副議長（大倉正幸君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 修繕料の中には、マンホールポンプの中にポンプが２台ございますけれども、

その交換をしております。基本的に耐用年数が過ぎる交換の時期を見て、事前に、壊れる前に交換のほうをさ

せていただいております。 

  年間、台数的には、今ここにあるものでも10台ぐらいはあるかなということでございます。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 急な質問で申しわけなかったんですが、これは前回の説明のとき90カ所か何かと僕はメ

モはあるんですけれども、ポンプは90カ所あって、そこに２台ずつ入っているという勘定でいいんですかね。 

  そのうちで今回10台ぐらいは交換したということで、これは定期的にかえていくということは、壊れたから

かえたというのはそんなにはないと思ってよろしいんでしょうか。 

○副議長（大倉正幸君） 産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 今申したとおり、そのとおりでございます。３つの処理区域に90カ所のマンホ

ールポンプがございますけれども、壊れる前に耐用年数の来たものを交換していくということで基本的に修理

はしております。ただ、中にはやはり突然壊れるというのもありますので、壊れたときに交換というのもまれ

にはあるということでございます。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） わかりました。耐用年数はどのぐらい、さっき聞いたかな。耐用年数の関係と、２つあ

るということは交互運転をするのか、いつもＡが回っていてＢは緊急に回るのか、それによってまた消耗の具

合が違うと思いますけれども、ちょっと技術的な関係で恐縮ですが、その辺がわかれば教えてください。 
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○副議長（大倉正幸君） 耐用年数と交互運転かというところですが、ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 耐用年数につきましては、すみません、ちょっと把握してございませんでした

けれども、業者と相談をいたしまして10年間の永年計画表をつくっておりまして、その中で交換という形でさ

せていただいております。何年に交換という目標を立てて交換させていただいているということでございます。 

  あと、ポンプのほうは２台ございますけれども、交互運転ということで行っております。 

  以上です。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから認定第６号 平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  本案について、認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立全員です。 

  本案については認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎認定第７号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第11、認定第７号 平成27年度長南町ガス事業会計利益の処分及び決算認定につ

いてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 
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  これから認定第７号 平成27年度長南町ガス事業会計利益の処分及び決算認定についてを採決します。 

  本案について、認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立全員です。 

  本案については認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎同意第１号の質疑、討論、採決 

○副議長（大倉正幸君） 日程第12、同意第１号 教育委員会委員の任命について同意を求めることについてを

議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 質疑ではないんですが、場がないもんですから、一般論として議員の方々にもお聞きい

ただきたいと思いますが、今回の教育委員に限らず、人事案件におきましては議会の同意、これは賛成か反対

かということが求められるわけですが、今回のように町長から説明をもらって、また、今回は珍しく写真入り

の経歴書が提出されましたのでお顔は拝見できるわけですが、その当人を全く存じ上げないケースというのは

往々にしてございます。 

  過去には教育委員の同意に全員じゃなく賛成多数で同意をしたというケースがありますが、それにつきまし

てはそれなりの理由があるわけですが、本件のような人事案件の同意事項につきましては、町長からお話を受

けた場合、速やかに全員協議会等を設けていただき、その席に招聘をさせていただき、就任の抱負とか考えな

どを聞く機会を設けるべきであると思っております。表現はよくありませんが、めくら判ではなく太鼓判を押

せるようにすべきではないかと思うところでございます。 

  以上、議会の同意の人事案件の取り扱いについて、ちょっと考えを述べさせていただきました。議会運営委

員会等でご協議をよろしくお願いをいたしまして、終わります。 

○副議長（大倉正幸君） 要望でよろしいですか。 

○９番（加藤喜男君） はい。 

○副議長（大倉正幸君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 
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  これから同意第１号 教育委員会委員の任命について同意を求めることについてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案について、同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（大倉正幸君） 起立全員です。 

  本件については同意することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議員派遣について 

○副議長（大倉正幸君） 日程第13、議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  地方自治法第100条第13項及び長南町議会会議規則第122条の規定により、議員派遣についての申し出があり

ます。 

  お諮りします。 

  各常任委員長からの申し出のとおり議員派遣することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 異議なしと認めます。 

  よって、各常任委員長からの申し出のとおり、議員派遣することに決定いたしました。 

  なお、日程等、派遣内容に変更が生じた場合には、議長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 異議なしと認めます。 

  よって、この件に変更が生じた場合は、議長に一任することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○副議長（大倉正幸君） ここで諸般の報告をします。 

  決算特別委員会から委員長及び副委員長の互選の結果報告並びに閉会中の継続審議の申し出がありましたの

で報告します。 

  委員長には、左 一郎君、副委員長には、仁茂田健一君が選任されました。 

  これで諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程の追加 

○副議長（大倉正幸君） お諮りします。 

  決算特別委員長から提出された、閉会中の継続審査の件を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたい

と思います。 

  ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 異議なしと認めます。 

  決算特別委員会の閉会中の継続審査の件を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しまし

た。 

  このまましばらく休憩します。 

（午後 ４時１２分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（大倉正幸君） 会議を再開します。 

（午後 ４時１３分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎決算特別委員会の閉会中の継続審査の件 

○副議長（大倉正幸君） 追加日程第１ 決算特別委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。 

  決算特別委員長から審査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付しました申出書の

とおり閉会中の継続審査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  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」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 異議なしと認めます。 

  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しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の宣告 

○副議長（大倉正幸君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  なお、本定例会の会議録調製に当たり、字句、数字、その他細部の整理を要するものについては、会議規則

第45条の規定によって、議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（大倉正幸君） 異議なしと認めます。 

  したがって、そのように決しました。 

  これをもって会議を閉じます。 

  平成28年第３回長南町議会定例会を閉会します。 

（午後 ４時１４分） 

 


