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平 成 ２ ８ 年 第 １ 回 長 南 町 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２８年３月７日（月曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第 ２ 議案第 １号 長南町過疎地域自立促進計画を定めることについて 

日程第 ３ 議案第 ２号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

             定について 

日程第 ４ 議案第 ３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第 ４号 長南町行政不服審査法施行条例の制定について 

日程第 ６ 議案第 ５号 長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第 ６号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

             ついて 

日程第 ８ 議案第 ７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

             例の制定について 

日程第 ９ 議案第 ８号 実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０ 議案第 ９号 長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

             いて 

日程第１１ 議案第１０号 長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第１１号 長南町税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第１２号 長南町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第１３号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第１４号 長南町保育料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１６ 議案第１５号 長南町道路線の変更について 

日程第１７ 議案第１６号 長南町道路線の認定について 

日程第１８ 議案第１７号 平成２７年度長南町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第１９ 議案第１８号 平成２７年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について 

日程第２０ 議案第１９号 平成２７年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２１ 議案第２０号 平成２７年度長南町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

日程第２２ 議案第２１号 平成２７年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第２３ 議案第２２号 平成２７年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２４ 議案第２３号 平成２７年度長南町ガス事業会計補正予算（第１号）について 

日程第２５ 議案第２４号 平成２８年度長南町一般会計予算について 
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日程第２６ 議案第２５号 平成２８年度長南町国民健康保険特別会計予算について 

日程第２７ 議案第２６号 平成２８年度長南町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第２８ 議案第２７号 平成２８年度長南町介護保険特別会計予算について 

日程第２９ 議案第２８号 平成２８年度長南町笠森霊園事業特別会計予算について 

日程第３０ 議案第２９号 平成２８年度長南町農業集落排水事業特別会計予算について 

日程第３１ 議案第３０号 平成２８年度長南町ガス事業会計予算について 

日程第３２ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第３３ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１３名） 

     １番   岩  瀬  康  陽  君    ２番   御 園 生     明  君 

     ３番   松  野  唱  平  君    ４番   河  野  康 二 郎  君 

     ５番   森  川  剛  典  君    ６番   大  倉  正  幸  君 

     ７番   板  倉  正  勝  君    ８番   左     一  郎  君 

     ９番   加  藤  喜  男  君   １０番   仁 茂 田  健  一  君 

    １１番   丸  島  な  か  君   １２番   和  田  和  夫  君 

    １４番   松  崎  剛  忠  君 

 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────────────────―― 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 平  野  貞  夫  君 副 町 長 麻  生  由  雄  君 

教 育 長 小  髙  憲  二  君 会 計 管 理 者 常  泉  秀  雄  君 

総 務 課 長 田  邉  功  一  君 企画政策課長 田  中  英  司  君 

財 政 課 長 土  橋  博  美  君 税務住民課長 唐  鎌  幸  雄  君 

保健福祉課長 荒  井  清  志  君 産業振興課長 岩  﨑     彰  君 

農地保全課長 松  坂  和  俊  君 建設環境課長 岩  﨑  利  之  君 

ガ ス 課 長 大  杉     孝  君 学校教育課長 永  野  真  仁  君 

学校教育課主幹 浅  生  博  之  君 給 食 所 長 中  村  義  貞  君 
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生涯学習課長 石  野     弘  君   

───────────────────────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長 大  塚  孝  一 書 記 鈴  木  直  幸 

書 記 片  岡     勤   
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―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開議の宣告 

○議長（板倉正勝君） ただいまから平成28年第１回長南町議会定例会第７日目の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○議長（板倉正勝君） 本日の日程はお手元に配付したとおりです。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎承認第１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第１、承認第１号 専決処分の承認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。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから承認第１号 専決処分の承認を求めること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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第２、議案第１号 長南町過疎地域自立促進計画を定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。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 



－127－ 

  討論ございませんか。 

  反対の発言を許します。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） （６）の中に教育の振興に関する事項の中に、事業計画、その中に学校跡地等利活用

事業、教育団体など誘致事業があります。 

  また、総合戦略の中に独自目標として、新規事業の中に教育の町再生事業として小中一貫型開校後に廃校と

なる既存の４小学校跡地に、豊かな自然環境や圏央道インターに近隣する立地条件を生かした環境整備を行い

ます。例えば、スポーツに特化した教育団体等の誘致を図るなど具体的な活用について検討し、歴史ある長南

教育の再生を図りますとあります。 

  学校跡地など利活用事業、また教育団体など誘致事業は、議会の説明も半ばであること、また町民には説明

をしていないなどの理由から内容の中に入れることについて反対します。 

○議長（板倉正勝君） 次に、賛成発言を許します。 

  ８番、左 一郎君。 

○８番（左 一郎君） この長南町過疎地域自立促進計画を定めることについては、ご承知のように国の新法で

ございます過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に基づいて、平成28年度から平成32年度までの新たな５カ

年計画の長南町過疎地域自立促進計画を定めるものであります。したがって、長南町が今後も引き続き過疎地

域における自立促進を目指していくという、要は指針となるべき方向性をしっかりと定めた明確な策定書であ

ります。 

  私たちは、今後の長南町の未来を長南町過疎地域自立促進計画を定めることによって、財産措置、優遇され

る制度を遺憾なく十分にうまく活用していき、地方創生と絡めて本町全体の均衡ある発展を推進していくとい

う強い意気込みで邁進していくことは、挑戦と変革、新生長南として生まれ変わるべく将来の姿に近づいてい

けるものと確信しております。 

  また、これによって今後、長南町が一生懸命町民の皆さんと手を携え、我々議員ももちろんそうでございま

すが、町長、執行部と一丸となってこの計画書に基づいて執行して行けば、必ずやこの目的を達成できるもの

ではないかという期待が持てる気がいたします。 

  したがって、私はこの案に賛成するものです。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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 長南町過疎地域自立促進計画を定めること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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 
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―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第３、議案第２号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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 

○議長（板倉正勝君） 日程第４、議案第３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決しま
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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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決しました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第４号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第５、議案第４号 長南町行政不服審査法施行条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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４号 長南町行政不服審査法施行条例の制定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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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５号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第６、議案第５号 長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定について

を議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（板倉正勝君） 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５号 長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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６号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第７、議案第６号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

  原案に反対者の発言を許します。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 町民の皆さんにはお金がないと要望の実現に背いているのに、期末手当の引き上げは

町民の皆さんの理解が得られないし、中止をして、その予算を福祉に回すように求めて反対をします。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

  ２番、御園生 明君。 

○２番（御園生 明君） 現在の社会情勢は穏やかな景気回復を受け、民間給与が公務員給与を上回る状況とな

っております。こうしたことから、人事院及び千葉県人事委員会では、公務員給与や勤勉手当の引き上げを行

う勧告がされました。 

  町では、これを受け、一般職の給与等の引き上げ、また特別職においての期末手当の引き上げ、あわせて議

会議員の期末手当の引き上げを行うものでございまして、私たち議員は、自分の信念や政策の実現など住民の

代表として活躍しているもので、町民の皆様の利益を第一に考えるべきでありますが、議員も生活を営む一員

でございます。 

  こうしたことから、議員においても一定の水準であるべきと考えますので、賛成するものございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（板倉正勝君） 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６号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第７号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第８、議案第７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の制定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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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８号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第９、議案第８号 実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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８号 実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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９号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第10、議案第９号 長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

  原案に反対者の発言を許します。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 議案第６号と同じく、町民の皆さんにはお金がないと要望実現に背いているのに、期

末手当の引き上げは町民の皆さんの理解が得られないし、中止をして、その予算を福祉に回すよう求めて反対

したいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

  ３番、松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） 先ほど議案第６号にもございましたけれども、人事院勧告等の引き上げにより今回の改

正が提案されたものでございます。常勤特別職においても職員同様に、過去から引き上げ、または引き下げも

行ってまいりましたので、議案第９号、長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について

は、賛成するものでございます。 

  以上です。 
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○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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９号 長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第１０号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第11、議案第10号 長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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10号 長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採

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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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１１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第12、議案第11号 長南町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし

ます。 

  これから質疑を行います。 
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  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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11号 長南町税条例の一部を改正する条例の制定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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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１２号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第13、議案第12号 長南町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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12号 長南町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定についてを採決

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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎議案第１３号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第14、議案第13号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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13号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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１４号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第15、議案第14号 長南町保育料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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14号 長南町保育料条例の一部を改正する条例の制定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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 



－136－ 

○議長（板倉正勝君） 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１５号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第16、議案第15号 長南町道路線の変更についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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15号 長南町道路線の変更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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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１６号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第17、議案第16号 長南町道路線の認定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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16号 長南町道路線の認定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をお願いします。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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１７号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第18、議案第17号 平成27年度長南町一般会計補正予算（第６号）についてを議題

とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） １つは、15ページの町有財産売払収入税803万7,000円になっているんですけれども、

どこの土地なのかお答えください。 

  それから、21ページ、町特産ＰＲ事業委託料1,350万円と、その下の備品購入費450万円は具体的にもう少し

わかりやすく説明を願いたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） 今、和田議員さんがおっしゃった15ページの16款の財産収入の803万7,000円の内容

でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○財政課長（土橋博美君） これにつきましては、サニータウン米満がございます。その関係で４名の方の売払

収入ということでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 和田さん、いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

  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点目の町特産品ＰＲ事業の委託料、それから特産品貯蔵庫購入費に

つきまして、ご説明を申し上げます。 

  これは地方創生加速化交付金の、今、国の補正予算の申請をしてございます。まだ採択の決定は来ておりま

せんけれども、３月中には採択の決定が来るということで聞いておりますが、内容につきましては、長南町の

特産品のＰＲをしていこうということでございまして、町のホームページ上にクラウドファンディング型の市

場を立ち上げるというものでございまして、その経費がこの中に含まれております。内容は、特産品の中は、

米が中心になりますけれども、できましたお米を販売するということではなくて、できる米に対して出資を募

るという方法でございます。 

  例えば出資の方法ですけれども、米３キロ一口とか５キロ一口、10キロ一口または30キロ一口ということで、
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米の生産農家が設定した金額を口数で出資していただくと。その出資をしていただいて、お米が収穫後に返戻

品として発送すると、そういうような仕組みでございます。これがお米の場合でございますけれども、そのよ

うな市場をホームページ上につくるということでございます。 

  その他のこの中の経費では、ＰＲに係る経費ということで、ラジオ放送とか無償配布、それから都内のほう

の駅、主要駅でＰＲの活動をすることを盛り込んでおります。 

  また、備品につきましては、お米は保管が必要ですので、保冷庫の購入を考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

  ３番、松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） 国の補正予算を受けまして、第３表では繰越明許費が設定されておりますけれども、こ

の内容の中で19ページ、財産管理費の委託料で情報セキュリティ強化対策委託料の関係。 

  それから、25ページですけれども、負担金補助及び交付金の中で、年金生活者等支援臨時福祉給付金の内容

について説明をお願いしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） それでは１点目の内容につきまして、私のほうから説明をさせていただきます。 

  これは情報セキュリティ強化対策委託料の関係でございますが、これは昨年、日本年金機構のほうで120万

人の個人情報が流出をしたということを受けまして、情報流出防止のために各自治体も行うわけなのですが、

職員はそれぞれパソコン対応をしてございますけれども、そのパソコンにはＬＧＷＡＮ接続、これは国、県だ

とか自治体との接続がされています。 

  また、あわせてインターネット接続系も接続されている関係で、これを分離するというものでございまして、

具体的に、ではどういった方法が今あるかということになりますけれども、今職員が持っているパソコンにつ

きましては、実質仕事に使用するためのＬＧＷＡＮ系統だけにして、インターネット接続については各課に１

台ずつ、もう一台パソコンを用意いたしまして、そのパソコン購入ですとか、いろいろ接続費、そういったも

のの経費として1,250万円委託料として見込みをさせていただきました。 

  このうちの半分が国の補助という形になります。この関係は、全国の自治体、全ての自治体で実施するとい

うようなことで、今申し上げたように、私のほうで今一番安く考えられる方法が各課に１台パソコンを予定す

る方法ではないかということで今後進めていきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 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、２点目の年金生活者等支援臨時給付金の内容について、説明させて

いただきたいと思います。 

  これは国の施策を受けて町で実施するものでございますが、その趣旨につきましては、１億総活躍社会の実

現に向け、賃金引き上げや引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支給によるアベノミクスの成果の均
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てんの観点や、高齢者世帯の年金を含めた所得全体の底上げを図る観点に立ち、社会保障・税一体改革の一環

として、平成29年度から実施される年金生活者支給給付金の前倒し、これは大体月5,000円と言われているも

のですが、前倒し的な位置づけになることも踏まえ、また平成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう、

低所得者の高齢者等を対象に年金生活者等支援臨時給付金を実施するという形になっております。 

  具体的にどんな方が対象になるかといいますと、28年度中に65歳を迎える方で市町村民税非課税という形に

なります。なおかつ扶養を受けていないということが条件になります。長南町では、今現在予想としては

1,340人の方が対象となると考えております。１人につき３万円を支給いたします。27年度予算で28年度に繰

り越すことになるんですが、大体５月ごろから受付を開始したいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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17号 平成27年度長南町一般会計補正予算（第６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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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１８号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第19、議案第18号 平成27年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（板倉正勝君） 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18号 平成27年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第４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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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１９号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第20、議案第19号 平成27年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算（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。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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19号 平成27年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算（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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  ここで暫時休憩とします。再開につきましては11時を予定しております。 

（午前１０時４４分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時００分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２０号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第21、議案第20号 平成27年度長南町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

てを議題とします。 
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  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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20号 平成27年度長南町介護保険特別会計補正予算（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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決しました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第22、議案第21号 平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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21号 平成27年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第２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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎議案第２２号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第23、議案第22号 平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算（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。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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22号 平成27年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算（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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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２３号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第24、議案第23号 平成27年度長南町ガス事業会計補正予算（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。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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23号 平成27年度長南町ガス事業会計補正予算（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をお願いします。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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２４号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第25、議案第24号 平成28年度長南町一般会計予算についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） ４点質問をさせていただきます。 

  １点目は、収入の部の固定資産税評価替えについてでございます。土地で460万、家屋で700万、償却資産で

2,100万円。土地の値段は上がっていないのに固定資産税は上がってしまいます。３年に一度の見直しで前回

は平成25年度、そのときの税率は1.4％でした。もう少し具体的にお答えください。 

  ２つ目は、39ページの戸別受信機のことについてです。9,800万円予算が組まれているんですけれども、１

つは各家庭へはどのように届けるのか、また無償で貸与していくのか。２つ目は商店など２個必要な場合はど

うするのかということです。 

  ３つ目は、鳥獣被害についてです。69ページに鳥獣実施隊は町内の方だけで隊を組むのか、具体的にお知ら

せしてください。また、次のページの捕獲機材というのはどういうものを指しているのか。また、町全体にお

ける電気柵の設置状況についてお答えください。 

  ４番目は、71ページの農業規模拡大の集積でありますが、今まで農地集積の実態と予算規模での農地の集積

はどのように考えているのか、お答えください。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  税務住民課長、唐鎌幸雄君。 

○税務住民課長（唐鎌幸雄君） それでは、１点目の固定資産税の関係を回答させていただきたいと思います。 

  土地の値段は上がっていないのに、昨年と比べると土地、家屋、償却資産ともそれぞれ上がっているよと、

いうようなお話でございました。 

  評価替えにつきましては、28年、29年、30年と、今回の場合は27年度からやっておりますので、27年度にや

りまして28年度から３年に一遍の評価替えになります。それで昨年度の予算につきましては、評価替え初年度

ということで、少し評価替えに当たりまして安全ベースで見過ぎてしまったというようなことで、決算ではほ

とんど多くなっております。そういったことで、27年当初と比べると28年当初は税金が上がっているように見

えるんですが、実質的にはほとんど評価替え１年目と２年目でございますので、さほど上がってございません。 

  それで、土地の値段が上がっていないのに固定資産税は上がってしまうというお話でしたけれども、５年前、

７年前、10年前から比べますと、固定資産税は大分下がってきております。多いときには８億近くまであった

わけですけれども、今年の決算見込みでは６億3,000万前後という形になります。 
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  また、28年度当初予算の固定資産税現年度分につきましては、６億1,500万ということで計上させていただ

いてございます。この辺につきましては、償却資産、要するに会社側の設備投資がどのぐらいされるのか、そ

れによって金額はちょっと流動的な面もございます。少し安全ベースで見させていただいて６億1,500万、27

年の決算見込みにつきましては約６億3,000万ということでございまして、年を通して５年前、10年前から比

べますと、そういうふうに大分下がってきているというような状況でございます。 

  税率につきましては、昔から1.4％、変わりはございません。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 私のほうからは、戸別受信機の関係につきまして答弁させていただきます。 

  各家庭にどのように届けられるのか、無償貸与かというような１点目ですけれども、うちのほうも先進事例

がございまして、今考えているのは、どこか１カ所に寄っていただいて、そこで配布しようかなというように

考えています。 

  ただし、年寄りでどうしても取りに来ることができないような、特別的な事情がある家庭もあると思います。

そういった家庭につきましては、実はうちのほうでも13節の委託料で戸別受信機取付手数料ということでわず

かではありますけれども、今考えているのが、シルバーさんに取りつけ等をお願いしようかなということで予

定をしております。無償で貸与する予定でおります。 

  ２つ目の商店など２個必要な場合はどうするかということなんですが、店舗兼住宅の場合については、もち

ろん１台でお願いはしたいと思います。全く別の場所については、従来と同じように対応はしたいと思います。

場合によっては、工業団地等企業なんかも欲しいというような場合があろうかと思いますので、そういったと

ころにも無償で貸与はしていきたいと考えています。 

  今の質問、この辺でよろしいでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） 農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） それでは鳥獣被害の関係で、まず69ページの実施隊の報酬346万4,000円お願い

しております。この実施隊につきましては、銃の隊員これは32名、また、わな猟の隊員９名、41名ほどお願い

する予定でおります。 

  この銃のハンターさんにつきましては、現在３町合同でイノシシの捕獲を実施しております。３町、睦沢町、

長柄町、長南町、それと茂原市のハンターさんも一緒に駆除していただいております。こういった長生郡市の

猟友会のメンバーが主になっているということで、郡市の猟友会から推薦を受けた各市町村、平均８名程度に

なりますが、３町１市で32名ということで、長生郡市の猟友会から推薦を受けて町長が任命するというような

内容でございます。 

  また、わな猟の９名の方につきましては、現在わな猟で従事されている中から９名をお願いする予定でござ

います。 

  あと、捕獲機材はどのようなものかというご質問ですけれども、この実施隊を設置することについて、国の

ほうから一律200万程度の補助金、交付金をいただける予定でおります。その使い道は、捕獲機材ということ

で今回は箱わな20基、今現在、移動等の要望も多いことから、組み立て解体できる箱わなを計画しております。
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若干費用は高くなりますが、組み立て式の箱わなを20基。またくくりわな、これについても年々実績が上がっ

ておりますので、このくくりわな40基、合わせまして198万8,000円。あとは実施隊のベストを、これは単独に

なりますけれども、20名分、これについては町のハンターとわな猟と町の職員３名分として20名分のベスト。

合わせまして208万2,000円ということで予算のほうにのっております。 

  もう一点、電気柵の関係でございますが、これについては平成22年度から農地の被害防止ということで設置

させていただいております。 

  それで、28年度は電気柵、金網柵等で１万5,620メートルを計画しておりまして、金額は612万6,000円をお

願いしております。今まで22年度からの累計を申し上げますと、電気柵が３万1,018メートル、金網柵が5,126

メートル、合わせまして３万6,144メートル、28年度を含めまして実績と予定でその数になると。面積的には

67ヘクタール、箇所について54カ所ということで、総事業費は1,954万程度でございます。 

  あと最後、経営規模拡大農地集積の関係でございますが、これについては３町分以上の地域の安定した経営

体に集積をするということで、補助金を交付しているところでございます。 

  この関係につきましては、この補助金は平成24年から29年まで６年間の利用権の契約をした方を対象に交付

をしているところでございます。24年から28年度を含めまして、面積的には233ヘクタールの集積になります。

金額的には24年度からの累計もございますので、累計といいますと、この補助金は６年間、新規設定は7,000

円、再設定は3,000円、６年間交付するということになっておりますので、24年度からの累計は1,167万円とい

うことになっております。 

  それで、この補助金の要綱は、一応24年から29年までの契約分ということになっております。今後の予算に

つきましては、29年度に見直し、または検討をさせていただく予定でございます。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 大変失礼しました。補足で説明させていただきます。 

  戸別受信機の関係なんですが、当初計画で３カ年計画でいきますと、来年度から３カ年で配布というような

形でいっているわけなんですけれども、来年度は300、次の年が1,500、次が1,000というようなことでいって

いるんですけれども、１回に2,800台を購入していきたいと思いますので、初年度におきましては、可能な限

り長南・豊栄地区を重点的に実施をして、その次の年には東、西とか、そういった形で進めていきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

  １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それでは、何点か質問させていただきます。 

  まずは、93ページ、教育費のほうの学校施設整備費、その中の委託料300万ほど予算化されていますけれど

も、公募型設計施工一括発注方式支援業務委託、この内容をちょっと教えていただけますか。 

  次に、工事請負費、スクールバス乗降場所改修工事で110万ですか、ついています。これは何カ所ですか。

それとどのような選定方法で、これを選んだのかをちょっと教えていただけますか。 

  それともう一点が、戻りますけれども、総務費の委託料、32ページ、これは多分、公共施設のマネジメント
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だと思うんですけれども、公共施設等総合管理計画策定業務委託料800万、これの内容を教えてください。 

  以上、３点お願いします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  学校教育課主幹、浅生博之君。 

○学校教育課主幹（浅生博之君） 岩瀬議員さんのご質問のまず１点目、公募型設計施工一括発注方式でござい

ますけれども、これは27年度から設計から施工という最後の工事管理の内容までお願いしているんですけれど

も、27年度300万、28年度も３月から工事に入りますけれども、施行管理を中心に支援をいただくということ

で計上させていただきました。 

  ２点目のスクールバス改修工事でございますけれども、これについては、29年度からスクールバスについて

は管内４地区バスが走る予定ですけれども、一つは縁石です。バスがとまるところの縁石３カ所程度です。そ

れと電柱移設、バスが停車する場合に電柱移設が必要になりますので１カ所。それから、あともう一つはフェ

ンスです。集会所の近くにフェンスがあるんですけれども、やはりちょっと道幅が狭いので、そのフェンスの

移設関係１カ所を考えております。 

○議長（板倉正勝君） 財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） 32ページ、２点目の公共施設等総合管理計画策定業務の件なんですけれども、こち

らの計画につきましては、公共施設等ということで、箱物だけではなくて道路とか橋梁とかインフラもござい

ます。そういう土木構造物とか、あとはガス関連施設だとか汚水処理施設だとか、そういう施設もございます

ので、そういうものを全体的に把握した中で、その施設のデータを収集をするということになります。 

  そのデータ収集というのは、例えば建物の場合ですと、建物の状況とか、あとは利用人数、あと使用料、そ

ういうものを建物の場合は把握して、その中でどういう課題があるのかというものを整理して、その後、計画

的な管理をするための方針を策定するという業務になります。 

  それと、この計画策定後には、今まで公共施設等ということで取り壊しとかする場合は、起債とか借りられ

なかったんですけれども、策定後につきましては、地方債の特別措置ということで充当率75ということでお借

りすることができるということでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 先ほどの教育費の中でバスの乗降場所の件で、どういう場所を選定したのか、多分聞い

たと思うんですけれども、それがお答えになってないんですけれども、どういう選定方法で選定したのか。置

かない、どかすというのはわかったんですけれども、要はフェンスとか電柱とか縁石だと思うんですけれども、

一緒だと思うんですけれども、要は何カ所あって、どういう選定方法だったのかなと思ったんですけれども。 

○議長（板倉正勝君） 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） ただいまの岩瀬議員さんのご質問でございますが、どういった選定方法という

ことでございましたが、一昨年組織をいたしました長南町小中一貫校設立委員会の中で、これまで話し合いを

してまいりました。その中で、各地区からそれぞれ代表が出ていただいておりますので、特に地区のほうに詳
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しい方々で、４地区にそれぞれ分かれていただく中で選定を行ってまいりました。 

  選定の方法としては、まずは大事なのは子供たちの安全確保ということで、普通のバス停であれば本当に道

路の端の路側帯程度しかないような場所でも、実際にバスがとまるような停留所というのはございますが、子

供に関してということでありますので、それよりもしっかりとした待つスペースが確保できるようなところ、

なおかつ、できることならばひさしがあるような雨風がよけられるようなところということで、条件を提示し

まして選んでいただいたというような経緯でございます。 

  何カ所かということなんですが、各地区ごとに、ただいま申し上げましたように、それぞれの選定でござい

ますので、それぞればらばらであります。数カ所程度というようなことでありますが、特に長南方面について

は町の中を通したりとか、実際に８の字に回ったりというような部分がございますので、他の地区に比べます

と少々数が多くなっています。10カ所程度になるかと思うんですけれども、ほかのところは大体五、六カ所と

いうことで設定をしております。 

  それに関しましては、今後また業者選定等を行っていくわけですが、実際にそこは話し合いではここがいい

んではないかということで、候補地は挙げていただいておりますが、実際そこにバスがとめられるのか、また

先ほど縁石の撤去等も話がありましたが、実際にそういったところが撤去できるか、バスがしっかりとめられ

るのかということは、今後また確認の上、確定をしていきたいというふうに考えておるところです。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） わかりました。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ４点ほどお聞かせください。 

  56ページの出産祝金が550万ということで、恐らく50人ちょっとくらい見込んだと思いますが、この550万の

どれくらいの人数を見込んだかなということでお聞かせください。 

  それから２点目も、これも56ページですが、子育て交流館の予算が355万と、昨年より大幅にふえておりま

す。委託ということで委託費ですが、その内容をお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、74ページのほ場整備の工事請負費で1,950万ということで、去年まで利根里云々ということで載

っていましたが、このほ場整備の内容をお聞かせ願いたい。 

  それから最後、79ページの観光費になりますが、野見金公園の関係ですが、3,000万で野見金公園休憩所整

備工事ということで、これは補助金が入るんでしょうからいいんですけれども、計上されておると。この休憩

所はどのぐらいのことを考えているのか、何人入って、どういうものがつくれるとか販売できるとか、自動販

売機がとか、その辺ちょっと概略でイメージがあれば、コンセプトでもいいですけれどもお聞かせ願いたい。 

  その４点でございます。 

○議長（板倉正勝君） 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） まず１点目の出産祝金の人数をどのぐらい見込んだかということなんですが、
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第一子で21名、第二子で10名、第三子で８名という形で見込んであります。第一子、第二子については合計31

名ということで、それぞれ10万円、三子は30万ということで８名分を見込んだところでございます。 

  次に、交流館の委託料がふえているということでございますが、交流館の委託については27年度、本年度に

ついては一応週５日でやる予定をしておりましたけれども、それを毎日開けようということで、今、月曜日か

ら日曜日までフルで開けております。その関係もありまして、委託料、補正もしましたけれども、委託料はふ

えているところでございます。本年度につきまして、28年度につきましても月曜日から日曜日まで、社会福祉

協議会に管理人さんの委託をして行っていこうと考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ３点目、答弁お願いします。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは最初に、74ページの15節工事請負費、農地耕作条件改善事業ですけれ

ども、これは利根里地先で排水路の整備を行っているものでございまして、今年度も事業を実施させていただ

いておりまして、継続事業でございます。 

  今年度は基盤整備促進事業という、やはり国の補助事業ですけれども、補助率55％をいただきまして現状の

土地改良をやった土水路の部分にＢ型の柵渠のコンクリート製の水路を入れているという工事でございます。

これを継続いたしまして、新年度にも農地耕作条件改善事業でＢ型柵渠を190メートル、それから農道の脇に

300のＵ字溝を520メートルを予定しております。 

  今年度は基盤整備促進事業で、28年度は農地耕作条件改善事業でございますけれども、補助事業として補助

率は同じですけれども、こちらの事業のほうが採択を受けやすいということで、事業を変更して新年度に予算

計上させていただいているところでございます。 

  それから２点目の野見金公園の関係でございますけれども、79ページの休憩所3,000万円の事業でございま

す。 

  今詳細な設計のほうは、まだ進めておりまして、間取り等はまだ決まっていないところでございますけれど

も、今考えているものは、休憩所は建物と建物の周りに木造のデッキをつくりたいと、そこでも飲食ができる

ようにと考えております。 

  大きさのほうは、今申したとおり、まだはっきり決まってはおりませんけれども、面積では約40平米程度か

なと。建物の面積が40平米、それからデッキの部分が50平米ぐらいになるかなという考えで今設計をしている

ところでございます。今申しているとおり、その施設の中では軽飲食が提供できればなということで考えてお

ります。それから、一部片隅になりますけれども、特産品の販売もできればというふうには考えております。 

  まだ具体的に運営方法も決まっておりませんので、その辺はまたこれから、どういうものが提供できるかと

いうのは、ちょっと詰めていきたいなと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ありがとうございます。 

  最後の今課長がお話しくださった公園の関係ですが、大体わかりますが、軽飲食ができるとなると何かセッ
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トと、冷蔵庫だとか保管、何か電気製品とか、水回りとか、販売機を置く予定はないか、今後の予定でしょう

けれども、心配はほとんどシーズンオフは誰も行かない季節だろうと思うんですね。人が行っていれば保安上、

安全上はいいんですけれども、何か荒らされるとか壊されるとか、いろいろな面がまた出てくるかもしれない

ので、その辺も十分お考えをいただいた上で、変なのが来て云々ということもあるだろうという想定のもとに

十分検討していただきたいと思いまして、終わりです。 

  ありがとうございます。 

○議長（板倉正勝君） 要望でいいですか。答弁いただきますか。 

○９番（加藤喜男君） 結構です。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  ８番、左 一郎君。 

○８番（左 一郎君） 動議を提出いたします。 

  ただいま議題となっている議案第24号 平成28年度長南町一般会計予算については、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12人で構成する予算特別

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。 

〔「賛成」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） ただいま左 一郎君から、議案第24号 平成28年度長南町一般会計予算については、議

長を除く12人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託し、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。 

  左 一郎君の動議を議題として、採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  この動議のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案については、議長を除く12人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託し審査することの

動議は可決されました。 

  このまましばらく休憩します。 

（午前１１時４０分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４０分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２５号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第26、議案第25号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計予算についてを議題と

します。 
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  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 本来、収入の申告をしておれば国保税が減免されて安くなっていたかもしれない世帯

があると考えます。税金の未申告世帯はどれだけありますか。また、この未申告世帯に対して対応はどのよう

にしていますか。お答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  税務住民課長、唐鎌幸雄君。 

○税務住民課長（唐鎌幸雄君） それでは、ただいまの和田議員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  未申告の世帯数ということでございます。国民健康保険の関係でございますけれども、全体で申し上げます。

町税全体でございます。年当初118名ということでつかんでおります。27年度の話でございます。それから56

名の方が申告をしていただきました。残っている方は62名という形に現状ではなっております。 

  この辺の周知はどのようにしているかということでございますが、もちろん広報ちょうなんで、未申告の場

合は、こういう恩典が受けられませんということで周知をしております。また、ただいま確定申告を行ってお

ります。確定申告で納税相談を受けた場合には、所得がなくても申告すれば国保税のほうの影響もあるという

方については、ゼロ申告なり少額所得の申告なり、こんなのまでやるのかというようなことを相手は思います

けれども、国保税の算定においては、そういうことが必要ですということを説明申し上げ、申告相談のときに

もご案内をいたしております。 

  また、通常の窓口で税務課で未申告の方がいらっしゃった場合には、申告を促したりしております。そのほ

かは、年度中途において３回、27年度は申告をしてくださいということで、文書での呼びかけをいたしており

ます。そういったことを重ねまして、現在では約半分の方は申告していただいたんですが、残りの方が62人残

っているというような状況でございます。 

  この対象者につきましては、一応労働年齢というようなことで24歳から55歳の間の方で未申告の方を的を絞

らせていただいてございます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

  原案に対して反対者の発言を許します。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 国保の医療給付は、薬剤費の値上げ、診療費の値上げ、診療報酬の改定によって年々

値上げがされて、加入している方が払えない状況が続いています。無理やり家計をやりくりして払っているの
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が現状です。国庫負担の割合は医療費の45％と定められていましたが、1970年代から1983年までは収入の全体

の約６割を国庫支出金が占めていましたが、1984年から国庫負担率は低下し、現在は23％にすぎません。国の

負担を減らした分は、国保の加入者と自治体に転嫁されるという構造が継続されてきました。 

  国に対して国庫負担金の引き上げを求めると同時に、町の一般会計からも繰り入れるよう求めて反対したい

と思います。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

  14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） 平成28年の予算に関しましては、上昇傾向にある給付費に対しても前年度の状況及び

３カ年の平均給与費等の伸び率を考慮し、試算を行っているとのことです。また、住民が安心して医療を受け

られることができるよう、保険税額の上昇を抑えるため、基金をほぼ全額活用しているとのことです。保険給

付費が年間約８億円程度必要となっておりますが、反対に国保税の収入は２億6,000万円程度で、一般会計繰

入金も１億円近くとなっております。 

  そういった状況で、病気になった場合によい治療を受け、健康を取り戻したいと思う願いは皆同じ、気持ち

は同じです。全員が思っているところでございます。このため、自己負担が軽く医療が受けやすいこの制度を

安定化し続けていくことは、ぜひとも必要と考えております。高額医療者も年々ふえていると、あろうと思わ

れますが、この財政的厳しい内容とのこと、この中で平成28年度予算については賛成するものでございます。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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25号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計予算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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案に対しては原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては午後１時を予定しております。 

（午前１１時４９分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２６号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第27、議案第26号 平成28年度長南町後期高齢者医療特別会計予算についてを議題

とします。 

  これから質疑を行います。 
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  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 後期高齢者医療制度は、年金生活者や低所得者が多い75歳以上の高齢者を、それまで

加入していた公的医療保険から無理やり引き離し、別建ての医療制度に囲い込み、負担増と差別医療を押しつ

けるという世界でも類のない制度となっています。 

  政府が、その根本的な欠陥にも目を向けず、制度を存続させていくことに問題があります。予算では、保険

料が所得割が7.43％から7.93％へと値上げし0.5％の値上げ、均等割で３万8,700円から４万400円と1,700円の

値上げになります。高齢者に負担を押しつけるやり方を改めるよう求めて反対いたします。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

  11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 賛成討論をさせていただきます。 

  平成28年度予算において保険料率が見直しされておりますが、千葉県後期高齢者医療連合において、２年ご

とに見直しが行われることになっております。今後２年間は１人当たり平均2,489円増加するとのことで、そ

の増加原因としては、医療給付費や被保険者数の増加等が主なものと伺っております。 

  なお、本予算においては、千葉県後期高齢者医療連合において、全県下を見据えた中で示された額に基づき

予算が編成されたものであり、本予算については賛成するものであります。 

○議長（板倉正勝君） ほかに討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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26号 平成28年度長南町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。 

  本案に対して原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２７号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第28、議案第27号 平成28年度長南町介護保険特別会計予算についてを議題としま

す。 
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  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 介護報酬が大幅に引き下げられた影響で、介護事業者の年間倒産が過去最高となりま

した。 

  医療介護総合確保推進法による大改悪によって、①要支援者の訪問介護と通所介護を保険給付から外し、町

が主体である地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業へと移行させられました。 

  ２つ目には、特養入居者を原則要介護３以上に設定させました。 

  ③に、介護施設の部屋代や食事代を国が補助する補足給付の縮小がされました。 

  ４つ目には、今年８月からは、所得160万円以上の人を対象に制度始まって以来の利用料を２割に引き上げ

るなど、利用者やその家族に深刻な影響を与えています。 

  介護保険料は上がり続け、いや応なしの年金からの天引きで保険者の生活を圧迫する重大な要因となってい

ます。限定的、一時的な減額にとどめず、国庫負担割合を引き上げて低所得者の減免制度を確立すべきです。 

  よって、議案第27号、平成28年度介護保険特別会計予算に反対します。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

  ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） 平成28年度介護保険特別会計予算は、第６期介護保険事業計画に則り、年々増加する

介護や支援を必要とする高齢者へ安定した介護給付やサービスが提供できるように、必要な予算を編成したも

のとなっています。また、制度改正に対処すべく、介護予防・日常生活支援総合事業の予算も計上されており、

本町における介護保険特別会計予算として適正であると判断します。 

  よって、本予算に賛成いたします。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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27号 平成28年度長南町介護保険特別会計予算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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 
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  本案については原案のとおり可決されました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２８号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第29、議案第28号 平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計予算についてを議題と

します。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 199ページの関係の、霊園施設費の関係ですが、さきに一度説明をいただいているとは

思いますけれども、今年度新たな工事だと思われます防護柵設置工事563万円の目的とか、本年度の予定、今

後どうなっていくのかということで、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 今の質問に対して答弁を求めます。 

  建設環境課長、岩﨑利之君。 

○建設環境課長（岩﨑利之君） ただいまの加藤議員さんのご質問でございますが、防護柵の設置工事というよ

うな新規の工事についてのご質問だと思います。 

  これにつきましては、昨年10月ごろ、急に笠森霊園の中にイノシシが舞い込んで来まして、墓所ののり面や

空き墓所、更地の部分ですが、そういうところを荒らされてしまいました。そういうことがありましたので、

これにつきましては、このままにしておきますと来年以降も当然ながら被害が想定されます。この被害防止対

策として、周囲に防護柵を設置したいというふうに考えております。 

  笠森霊園につきましては、周囲約２キロございますので、当面28年度では半分の１キロ程度の防護柵を設置

したいというふうに考えております。残りにつきましては、次年度29年度で、やはり設置をしていく計画でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 消費税10％への切りかえに備えて管理料の委託が入っています。消費税増税は多くの

皆さんが払い切れないと言っております。 

  消費税10％への切りかえを行うことに対して、予算に反対したいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
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  ３番、松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） 平成28年度の笠森霊園事業特別会計予算につきましては、先ほど加藤議員さんからも質

問がございましたけれども、必要な１年間の経費を計上してございますので、私としましては賛成したいと思

います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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28号 平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計予算についてを採決します。 

  本案について原案どおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２９号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第30、議案第29号 平成28年度長南町農業集落排水事業特別会計予算についてを議

題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 領収書の発行なんですけれども、加入して以来１回も領収書が発行されていないんで

すね。振り込みは自動的にもう引かれていくんですけれども、この領収書の発行については、手数料が当然か

かるんですけれども、最悪でもＮＨＫの料金の徴収みたいに事前通知でやる、引き落としになりますよと、そ

ういう形でもできないのか、ご検討、回答をお願いしたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 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） 農業集落排水の使用料の領収書の発行ということでのご質問はよろしいかなと

思いますけれども、口座振替の場合は、領収書の発行は今現在していない状況でございます。今、ＮＨＫの件

もございましたけれども、事前の通知ということかなと思いますけれども、その辺もまた費用もかかることで

ございますので、検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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29号 平成28年度長南町農業集落排水事業特別会計予算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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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３０号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第31、議案第30号 平成28年度長南町ガス事業会計予算についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 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30号 平成28年度長南町ガス事業会計予算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をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 

  このまましばらく休憩します。 

（午後 １時１９分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 会議を再開します。 

（午後 １時２１分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎諮問第１号の答申 

○議長（板倉正勝君） 日程第32、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを

議題とします。 

  お諮りします。 

  本件についてはお手元に配付した意見のとおり答申したいと思います。 

  ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 異議なしと認めます。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、お手元に配付した意見書のと

おり答申することに決定しました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諮問第２号の答申 

○議長（板倉正勝君） 日程第33、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを

議題とします。 

  お諮りします。 

  本件についてはお手元に配付した意見のとおり答申したいと思います。 

  ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 異議なしと認めます。 

  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、お手元に配付した意見のとお

り答申することに決定しました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散会の宣告 

○議長（板倉正勝君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  お諮りします。 

  予算特別委員会審査等のため、３月８日から10日まで休会としたいと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 異議なしと認めます。 

  予算特別委員会審査等のため、３月８日から10日まで休会とすることに決定いたしました。 

  なお、３月11日の会議は、議事の都合により、特に予算特別委員会終了後に繰り下げて開くことにいたしま

す。 

  本日はこれで散会とします。 

  皆さんにお知らせします。 

  さきにお知らせした第１回目の予算特別委員会を１時45分から開催したいので、議場にご参集ください。 

（午後 １時２２分） 


