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平 成 ２ ９ 年 第 ３ 回 長 南 町 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２９年９月１５日（金曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第１号 千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合

規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

日程第 ３ 議案第２号 平成２９年度長南町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第 ４ 議案第３号 平成２９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２８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２８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２８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２８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２８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２８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 

日程第１１ 認定第７号 平成２８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 

日程第１２ 同意第１号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１３ 同意第２号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１４ 議員派遣について 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 皆さん、おはようございます。 

  本日が最終日となりますので、よろしくお願いいたします。 

  開会に先立ち報告いたします。 

  土橋財政課長においては、ご親族にご不幸があったため、本日欠席させていただきたい旨の申し出がありま

したので、報告をいたします。 

  なお、土橋課長にかわり、江澤財政課長補佐が出席しておりますので、ご了承願います。 

  以上で報告を終わります。 

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

◎開議の宣告 

○議長（板倉正勝君） ただいまから平成29年第３回長南町議会定例会第４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。 

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

◎諸般の報告 

○議長（板倉正勝君） 日程第１、諸般の報告をします。 

  本日、常任委員会の閉会中の継続調査の件について、各常任委員長から申し出がありましたので、報告します。 

  なお、申し出書については、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 

○議長（板倉正勝君） 日程第２、議案第１号 千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉

県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議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１号 千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合
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規約の一部を改正する規約の制定に関する協議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〕 

○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 平成29年度長南町一般会計補正予算（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。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） １つ目は、９ページの総務費の財産管理費の又富団地の給水設備改修について、もう

少し詳しく説明をお願いします。 

  それから、選挙費の第２投票所建築確認申請業務とあるんですけれども、このことについて詳しく報告をお

願いしたいと思います。 

  それから、商工費の観光費の双眼望遠鏡の設置なんですけれども、どこに設置するのかを含めてお答えくだ

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。 

  財政課長補佐、江澤卓哉君。 

○財政課長補佐（江澤卓哉君） それでは１点目の又富団地給水設備改修工事について、お答えさせていただき

ます。 

  こちらの内容につきましては、現在、又富団地の区画の関係で、集合住宅用地のほうが未販売となって残っ

ているところがございます。こちらの区画につきまして、今回、個人住宅用地といたしまして、分筆を行いま

して販売をすることが決まっております。 

  この関係で、現在は集合住宅用地ということで、953平米ほどの大区画でございますので、給水管が50パイ

という大きな給水管が入っております。しかしながら、個人住宅用地として、445平米ほどの用地として販売

するのですが、その際には、広域水道部との協議の結果、個人住宅用地であれば20パイということで、口径数

を細くしなければならないというような形のご指導をいただきました。これに伴いまして、本管から住宅用地

への取り出し管を50パイから20パイへ個人住宅用に変更するための改修工事でございます。 

  なお、本復旧等も含んでおりますので、こちらの所要額を補正予算として計上させていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） それでは、和田議員の２点目の選挙費の関係についてお答えさせていただきます。 

  この建築確認申請業務委託料につきましては、平成28年度決算書のほうにもございましたが、千葉県知事選
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挙がこの３月にございましたけれども、その際に、通常どおり、坂本の投票所ということでプレハブを設置し

たわけでございますけれども、その際に、県のほうから、プレハブであっても建築確認申請が必要であるとい

うような指導がございました。当初予算の計上には間に合わなかったということでありましたので、今回、次

の選挙に向けて、計上をさせていただいたという内容でございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 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点目の商工費の双眼望遠鏡の購入費につきまして、設置の場所と

いうご質問でした。設置の場所につきましては、野見金公園の休憩所、カフェをつくりました高い位置に設置

したいと思います。２台ということで考えております。スカイツリーの見える方向、それから太平洋の見える

方向を向けて、眺められるようにということで考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかに。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 今、和田議員が質疑しました３番目の双眼鏡の購入の関係費、約200万円の関係でお聞

きしますが、今、設置の場所は、スカイツリーの見える場所ということと太平洋が見える場所ということで、

了解いたしました。 

  ちょっと金額が高額でございまして、多分、１台が設置込みで100万、100万の200万だということで感じて

おりますが、つけることは、やぶさかではございませんが、ほとんど人が夜間はいない、平日もカフェの営業

日以外、営業日は営業人がいるかもしれませんが、人がいないと。無人の時間が非常に多いということ。それ

から、スカイツリーがいつ見えるかということで、今日行っても見えないんですけれども、ほとんどスカイツ

リーなんていうのは、見たことがある人がこの中にいるかどうかわかりませんけれども、余り見えない。見え

る時期が非常に限定されるというようなことも考えられるということで、固定式の100万、100万で２台つける

のであれば、双眼鏡の最高20倍くらいのしかありませんが、それを何台か設置して、カフェのほうに置いてお

いていただいて、カフェで貸し出すと。カフェで貸し出せば、カフェもコーヒーを飲む人がふえるかもしれな

いというような発想もできるわけですけれども、そのような検討はなかったのかどうか。 

  それから、要は盗難、破壊等があるわけですから、その辺は検討されているとは思いますが、その場合の対

処方法はどうなるのかということを、その２点をお聞きしたいと思います。 

○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） それでは、お答えさせていただきます。 

  ただいまの双眼鏡の件ですけれども、野見金公園の大きな魅力には、眺望がいいということが一つの魅力と

感じております。その魅力をさらに高めるためにも、双眼鏡をつけるとまた来園者の繰り返しの来場にもつな

がっていくのかなというふうに考えております。 

  カフェで貸し出しをというお話もございましたけれども、カフェの営業日も限定されておりますので、いつ

でも来て、双眼鏡が使えるということを考えても、固定式の双眼鏡が必要かなと考えております。観光施設の
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充実を図るということで、町の観光振興にも寄与するかなというふうに考えておりますので、設置したいと考

えております。 

  また、無人の時間が多くて、壊される心配ということでございますけれども、特に夜間等は心配がございま

すけれども、今現在、休憩所、カフェのところには防犯カメラを、建設時に２台設置させていただいておりま

す。建物の中に侵入した場合にも侵入者があったということで、通報が行くようにセキュリティのほうはつけ

させていただいております。その防犯カメラが撮影できる範囲に設置したらどうかというふうには考えており

ます。 

  また、もし破壊された場合ということでございますけれども、破壊行為とか、落雷、土砂災害もそうですけ

れども、対象の保険がありますので、加入をしたらどうかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 防犯カメラがついているということでお聞きしました。これは夜間、どのくらいあの辺

が明るいかどうかわかりませんけれども、赤外線のような形で、夜間に盗賊が来ても対応できるのかというの

が１点。 

  それから、保険に入るということでありますが、２基、200万円の保険料が大体概算でもう出ているのか。

月幾ら、年間幾らの保険料が１基にかかるのかが２点。 

  それから、一般的な観光地に行きますと、100円を入れて見るというような形でありますが、その辺、有料

なのか、無料であるのか、その点を第２回目としてお聞きをします。 

○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。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） ただいまのご質問ですけれども、防犯カメラの機能的なものになるかと思いま

すけれども、当然、夜間になると画質が落ちるということでは聞いております。何メートル先まで映るかとい

うところまでは、今ちょっと手持ちにはございませんけれども、暗いということもありますので、今考えてい

るのは、センサーライトのようなものもつけて、さらに人が来たときに明るくして映りをよくするという方法

もできるのかなということも考えてはいますので、その辺はもう少し検討が必要かなというふうには考えてお

ります。 

  あと保険についてでございますけれども、約200万円の設置費でございますけれども、年間で300円程度とい

うふうに試算してございます。 

  あと、双眼鏡の使用料、有料になるかどうかということでございますけれども、今現在まだどうするかとい

うところは、まだはっきりは、また内部で詰めたいと思っておりますけれども、一般的にはこの機械の設置、

全国的にもあるということで、９割方が料金をいただいているということだそうです。 

  その理由といたしますと、一般的には、100円入れますと、100秒間見られるという設定ができるということ

だそうです。無料にしますと、一人の方が長時間、時間制限なく見てしまうと。要は人がかわる機会がなかな

かなくなるということで、時間を設けたほうが、入れかわりといいますか、いろいろな人が使えるという機会

になるということで、有料化が多いということだそうです。その辺ももう少し検討はさせていただきたいと思
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っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 有料、無料の検討はまたこれからしていくということで、了解でございます。 

  ただ、保障が年間300円というのは、随分これまた安いなと。これもまた十分検討する余地があるんでしょ

うけれども、保障の範囲との関係で保険料も変わるんでしょうから、全部持っていかれて、全部また新品が保

険の範囲で入ってくるというようなことであれば、保険料も高いだろうし、それもまたいいなと思いますが、

その辺もまた十分ご検討はされてくれると思いますし、よろしくお願いします。 

  200万で２基立てるわけですから、今回6,000万もあそこで金使っていますから、そのうちの200万は大した

ことはないわけですが、さらにさっき言ったカフェの中に、あと10万、20万でハンディタイプの双眼鏡も３つ

くらい買っておいても、そんなに悪くはないだろうと。この辺も検討をしていただければよろしいかなと思い

ますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

○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。 

〔「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 平成29年度長南町一般会計補正予算（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願います。 

〔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 平成29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。 
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  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 平成29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〕 

○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。 

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

◎認定第１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第５、認定第１号 平成28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。 

  お諮りします。 

  本案についての質疑方法は、特に歳入と歳出とに区分して質疑を行い、歳入は１款町税から21款町債まで一

括して質疑を行い、歳入に関する質疑終了後、歳出については１款議会費から13款予備費までを款ごとに区分

して質疑を行いたいと思います。 

  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。 

  決算書の事項別明細書により順次進めます。 

  まず、60ページの１款町税から92ページの21款町債までの歳入について、一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 質疑なしと認めます。 

  これで歳入の質疑を終わります。 

  次に、歳出に入ります。 

  94ページ、１款議会費について質疑を行います。 

  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１款議会費の質疑を終わります。 

  次に、94ページから116ページ、２款総務費について質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 
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  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それでは、２款について２つ質問させていただきます。 

  まず、105ページをお開きください。 

  ９目防災対策費、18節備品購入費ですが、ここで9,682万2,000円とありますが、支出済みは9,680万4,158円

で、不用額は１万7,842円となっています。導入時の予算説明では、戸別受信機は全戸を対象としていたよう

ですが、主要施策成果説明書では、希望数調査にある2,380台で交換となってと書かれております。全戸対象

と希望調査の交付では、かなりの数が不要になっている気がいたしますので、どのような発注をして、今どれ

くらいの予備の在庫があるのか伺います。 

  もう一つあります。２款の２問目です。109ページをお開きください。 

  14目諸費、こちら13節、14節でお聞きしていきます。ＬＥＤ関係で、13節委託料は、ＬＥＤ導入調査業務委

託料とありますが、どのような委託料なのか、これには補助金が出ているのか、主要施策成果説明書を見ると、

防犯灯1,315基を全部ＬＥＤ化したとありますが、維持管理の削減が見込まれると書いてあります。どの程度

なのかということについて、お聞きします。 

  また、効果があるとするならば、今後は公共施設等にどこまでＬＥＤ化の導入を考えているのか、考え方が

あれば、伺いたいと思います。 

  次の、14節使用料及び賃借料ですが、不用額が多いわけですが、備考のＬＥＤ防犯灯リース料、結局3,240

円の支出になっていますが、成果説明書では、初期投資の費用を平準化するためにというふうに始まっており

まして、この説明を見ると、ちょっとこの項目の説明がなじまないので、これについて整合性のあるように説

明をお願いしたい。 

  以上、細かいところを含めて、最初が２点、次が６点の質問内容になっていますので、回答をお願いします。 

○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、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） それでは、森川議員の１点目でございますけれども、防災対策費の関係でございま

す。どのような台数を発注したのかということでございますけれども、購入の計画をしたときの世帯は3,205

世帯ということでございまして、これは世帯分離等しているお宅も全て含まれる世帯ということになっていた

かと思います。また、その中で、住所が同じであるという方については、それを除かせていただいたという内

容でございます。これが2,747ということです。 

  また、もう一つの数字としては、国調の世帯数ということで、このときには速報値であったかと思いますけ

れども、2,789世帯ということでありましたので、そういった数字を参考にして2,800台を見込んだということ

で、台数のほうは決定されたということでございます。 

  また、現在の予備数ということになるんですけれども、2,800台のうち、残っているのが現在では396台、残

っております。これは、希望調査をして、まだ役場のほうにとりに見えていない方というのも含まれた数字で

ございますので、残った数字は、2,800台のうちの396台残っているという状況でございます。 

  それから、諸費の関係でございますけれども、委託料ですが、これについては、ＬＥＤを導入する際の調査

についての委託料でございます。内容といたしましては、ＬＥＤの設置場所、どういった器具を使っているか
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ということですね、そういった内容等の調査をしているということでございます。また、その調査したものを

パソコン管理できるようにしているという内容でございます。 

  また、補助金でございますが、支出している額の全額680万4,000円の補助金が出ております。これは環境省

関係の補助金でございます。 

  次のＬＥＤの費用と効果ということでございますけれども、ＬＥＤのリース以前につきましては、電気料と

修繕料ということで、それぞれ年間かかっておりましたけれども、大体、過去３年間程度を見ますと、800万

程度は両方でかかっていたという内容でございます。ＬＥＤにしますと、リース料といたしましては、年間で

見ますと158万5,008円となっております。また、電気料のほうは、ほぼ半額くらいになるのではないかという

ふうに電力会社のほうには聞いておりますけれども、そうしますと、大体多く見積もって300万円くらいでは

ないかと考えております。そうしますと、450万程度になりますので、300万から350万くらいは節約といいま

すか、毎年の負担が減っていくのではないかと考えております。 

  あと、公共施設のＬＥＤ化ということでございますけれども、今回、防犯灯のＬＥＤ化につきましては、国

の財政支援等がありまして、それに伴ってやったわけでございますけれども、そういったものがあれば、ＬＥ

Ｄ化もしていければと思いますけれども、それこそ費用対効果、また、その施設、施設によっても違ってきま

すでしょうから、その辺については、その時点で検討をしていければと考えております。 

  また、続きまして、不用額が多いということでございますけれども、これにつきましては、年間が、先ほど

申しましたが150万円余りでございますけれども、毎月13万2,084円の使用料を払うということでございます。

このうち、使用料といいましても、この中で保守点検と純粋な使用料というふうに分かれているようでござい

まして、28年度中に業者のほうから請求があったものが、この支出済額の3,240円ということでありまして、

その支出をしておるところでございます。 

  それから、リース料が説明となじまないということでございますけれども、先ほど申し上げましたけれども、

これを１回で全額支払いますと、補助抜きですと1,870万くらいかかりますので、これを10年間のリースとい

うことでしたほうが毎年の財政負担も少ないということで、導入をしたという経緯でございます。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 再質問します。 

  私、最初に款ごとで異議なしと言ってしまいましたが、こうやって２問あると非常にやりづらいので、今後

また検討してください。 

  最初のほうなんですが、2,800台、残が396台と、私、今、地域の評議委員やっていまして、20戸ほどと、担

当ですか、半分の10戸は担当なんですけれども、そのうちの３軒がいろいろな事情で要らないと。残り２軒は、

防災無線がすごく近くてうるさいんですと。そのくらいに近くにあるので、よく聞こえるから要らないと。こ

ういうことで、非常に不要数がふえると思っていたら、それでも少ないかとは思うんですけれども、しかし、

この396台、今後ずっと残っていくと思うんですよ。毎年壊れるわけでもないし、これからそういう方たちも

必要だという声を聞いておりません。 

  そうなると、やはりこの発注方法は、平成34年度が期限ですから、すぐに、あのときも言いましたけれども、

見込みで支出するのではなくて、希望調査数を聞いて、そしてそれに必要な上乗せ数をしてやると。私、この
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396台のうちの300台くらいは無駄になると。 

  これは幾ら国からいただける費用としても、2,800で割ると約3.5万円弱なんですね。機器はほかのことも含

めるともう少し低いんでしょうけれども、そうすると、300台、３万円としても900万、1,000万円の無駄にな

ると思いますので、今後の発注については、ぜひ無駄にならないような、希望数を聞いてと、全戸対象はわか

りますから、やはり無駄が出ないような発注方法をお願いしたいと思っています。 

  続いて、109ページのほうの諸費のＬＥＤの関係なんですが、ここで、委託料の内容はわかりました。補助

金も全額出ていると。ＬＥＤの費用効果、350万節約されたということで、いいなと思います。防犯灯の今ま

での交換は、やはり切れると高いですから、作業料が１個当たりかかったということで、こういう交換費も節

約されて、二酸化炭素も減ると、非常にいいことだと思うんです。 

  ただ、ここでわからないのは、この不用額、項目と、私どもの見方の関係だと思うんですけれども、14節使

用料及び賃借料は、15万8,000円という数字で3,240円が使われて、15万4,760円が不用額だと。ここにはＬＥ

Ｄ防犯灯リース料となっているわけですね。お話しいただいた150万円というのは、どこに入っている予算な

のかなということがわかりづらいんですね。ですから、成果説明書のほうでは、効果があったことはわかるん

ですけれども、初期投資、15万8,000円だったらとか、成果説明書と整理してみるとどうもそれが納得いかな

いと。ですから、150万円というのは、この項目のうちどこに入っているのかなと。実際の使用料とちょっと

違うと思うんです。その辺について、お答えをお願いします。 

○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、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 使用料の関係でございますけれども、この予算計上させていただいているのが１カ

月分ということで、３月からリースということで、補正をお願いしたときに、１カ月分ということで計上をさ

せていただいております。その関係で、この金額になっていたという内容でございます。 

  それから、防災行政無線の戸別受信機の関係につきましては、無駄の出ないようにということでございます

けれども、無駄の出ないように、それぞれ国調の数字でありますとか、世帯数、世帯の内容を、簡易ではござ

いますけれども、調べてやったということでご理解いただきたいと思いますが、先ほど森川議員におかれまし

ては、これからそんなにないだろうということでもありますが、万が一のこともございますので、交換とか、

新たに欲しいという方が今後出るというふうな予測で保管しているということで、ご理解をいただきたいと思

います。 

  この費用につきましては、34年というふうになっておりますけれども、町でお金を借りる際に、今まで子局

の整備をしていましたけれども、それと一体として整備するというふうなことでお金を借りられるという内容

で事業のほうをやっておりますので、間が何年かあいてしまいますと、そのお金が借りられなくなる可能性が

あるということで、事業のほうを実施させていただいたものでございますので、その辺もあわせてご理解いた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  150万というのは年間でございますので、今年については年間の使用料を予算計上させていただいていると

いう内容でございます。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 
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○５番（森川剛典君） もう質問ではないですけれども、またこの396台、あったほうがいいということで導入

したんですから、余ることなく、また５年後、10年後、議員やっていないかもしれないですが、聞く場合があ

るかと思いますので、ぜひ無駄のないようによろしくお願いしたいと思います。 

  どこに入っていたかというのは、３月分だということで、150万これからトータルということでの説明だと

いうことで、その違いがわかりました。 

  終わります。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ありませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 総務費について伺います。 

  １つは、ふるさと納税についてです。このふるさと納税の最高額、町に寄附された最高額、また最低額はそ

れぞれ幾らなのか。 

  それから、このふるさと納税をいただくために、業務委託をしていると思いますけれども、99ページですね、

それはどこへ業務委託を行っているのかということです。 

  ３つ目は、このふるさと納税をしてもらうための会計処理、会計システムを使っていると思いますけれども、

どこの会社を使っているでしょうか、また、それはほかの自治体と比べてどうなのかということをお聞かせく

ださい。 

  ２つ目は、今、森川さんが質問しましたけれども、防犯灯のＬＥＤ化についてです。109ページ。このＬＥ

Ｄ化について、住民の反応はどうでしょうか。聞いていたら教えていただきたいと思います。 

  ２つ目は、電球のときはよく切れていたんですけれども、球切れというのは今であったでしょうか、お答え

ください。 

  それから、過去３年間の電気料と比較してどうだったのか。年間で300万から350万節約できたということで

すけれども、比較をしてお答え願いたいと思います。 

  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。 

  財政課長補佐、江澤卓哉君。 

○財政課長補佐（江澤卓哉君） ではまず、ふるさと納税関係につきまして、３点ご質問があったと思いますが、

お答えさせていただきたいと思います。 

  まず、１点目のふるさと納税の最高額でございますが、こちらのほうは100万円の方が１件いらっしゃいま

した。続きまして最低額でございますが、こちらは１万円となります。これにつきましては複数の方がいらっ

しゃいまして、188件の方がいらっしゃいました。 

  続きまして、業務委託の関係でございますけれども、業務委託につきましては、寄附の受付から寄附の証明、

あと特例申請を受けられるワンストップの特例申請の手続の関係、お礼状の送付、そしてお礼の品の送付、そ

の関係を委託しておりまして、委託先といたしましては、千葉県に支部があるということもありまして、全国

農業協同組合連合会に委託のほうを行っております。 

  また、ふるさと納税で入ってきた寄附金の会計システム、処理ということでございますけれども、こちらは
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最後の会計のとりまとめといたしましては、町の財務会計システムを使用しております。財務会計システムに

つきましては、本町は、株式会社ＤＳＫという会社のシステムを使用しております。こちらにつきましては、

長生郡市内の市町村では、ほかにも茂原市も同じシステムを使っております。他の長生郡市内の実態につきま

しては、またそれ以外のシステムを用いて会計処理を行っております。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） それでは、防犯灯のＬＥＤ化についてということで、お答え申し上げます。 

  まず、ＬＥＤ化をして住民の皆さんの反応はどうかということでありますけれども、皆さん、明るくなって

よかったというようなお言葉をいただいております。 

  続きまして、現在まで球切れはということでありますけれども、現在まではございません。 

  続いて、過去３カ年の電気料金との比較ということでございますけれども、先ほどは修繕とあわせて申し上

げましたけれども、電気料のみで申し上げますと、28年度は途中からＬＥＤ化の事業を始めたため、純粋な数

字は出ませんので、27から25までということで、27年度がおおよそ550万円、26年度が610万、25年度が560万

ということになっておりますので、550万から600万というような状況かというふうに考えております。 

  これで、先ほど申し上げましたが、電力会社のほうで、多くても300万円くらいではないかというようなお

話ですので、これはあくまでも見込みでございますけれども、250万程度から300万程度は負担が軽減されるの

かなというふうに予測しております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） このふるさと納税の返礼品がそれぞれあると思うんですけれども、主にはどういうも

のが送られて、このお金をいただいた方々に、そのお返しとしてやっているのかということと、もう一つは、

やっぱりこの業務委託、会計システムというのが、これだけ高額なものなのかどうか。１回もらったものに対

して、これだけ必要な経費が本当にかかっているのかどうかというのが疑問なんですね。そのことについてお

答えください。 

  ＬＥＤについては、私も明るくなったということは多くの皆さんから聞いております。それで250万から300

万節約したということですから、やはり、さっき森川議員も言っていましたけれども、このことを防犯灯だけ

でなくて、町内の電気、それにも何とか活用を考えていただけたら、それは要望でいいですけれども、お願い

したいと思います。 

  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。 

  財政課長補佐、江澤卓哉君。 

○財政課長補佐（江澤卓哉君） それでは、ふるさと納税の関係につきまして、お答えさせていただきます。 

  まず、お礼の品につきまして、主なものとしてどのようなものを送付されているかということでございます

が、一番多いのは、ゴルフ場利用券が返礼品として一番多くなっております。28年度につきましては、729件

のゴルフ場利用券を送らせていただいてございます。また、お米をはじめとします農産物等の町特産品につき
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ましては、142件のお礼の品のほうを送らせていただいております。 

  次に、会計システムの支出のほうが金額が大きいのではないかというお話でございますが、この財務会計シ

ステム使用料428万7,600円というものでございますが、こちらは、先ほどお答えさせていただいた中にもあり

ましたように、ふるさと納税の入金してきた寄附金についてのみの財務の処理に用いているのではなくて、町

の財務処理全般の会計システムの金額でございます。この中で、ふるさと納税関係の収入ももちろん歳入の一

つとして会計処理をしているということでございますので、ふるさと納税にだけかかっている経費ではないと

いうような形でございます。 

  ちなみに、その下のふるさと納税申し込みフォーム使用料、45万1,062円というものがございますが、こち

らは現在、インターネットなどを用いまして寄附の受け入れをしておりますので、そちらの納税フォームの使

用料については、ふるさと納税のみにかかった経費といいますか、入金の関係経費となりまして、こちらは受

け入れた決済額の１％と毎月1,500円プラス消費税の金額と、あとインターネットの事業者のホームページを

利用しておりますので、そちらの受け付けのホームページの使用料が3,750円の消費税となっておりまして、

その合計額が45万1,062円となっております。こちらのほうはふるさと納税に関する入金の受け入れの使用料

となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ありませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 今の関連でちょっと聞きます。 

  今、ふるさと納税の返礼品の中で、ゴルフ場利用券が一番多いということでありました。これは、長南にゴ

ルフ場はいっぱいございますが、使い方というか、ゴルフ場が指定されるのか、それとも長南のどこでもいい

のか、その辺なんかもしわかれば、その券の使い方について教えてください。 

○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。 

  財政課長補佐、江澤卓哉君。 

○財政課長補佐（江澤卓哉君） ゴルフ場利用券の使用方法でございますが、町内にはクラブハウスがあります

本町に所在するゴルフ場が８ゴルフ場ございます。グレートアイランド倶楽部を除きます７ゴルフ場につきま

しては、いわゆるゴルフのプレーに対しまして、利用券は額面１枚5,000円となっておりますので、5,000円の

実質、割引券といいますか、5,000円券として利用できるような形になっております。グレートアイランド倶

楽部につきましては、プレーではなくて、宿泊する際に同じような形で使えるというような形で、利用のほう

ができるような状況となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） グレートはちょっとわかりませんけれども、ほかは、ゴルフ場指定ではなくて、その券

を持っていけば、長南のゴルフ場は5,000円の割引をしてくれるということでいいんですかね。 

  それでいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 今のふるさと納税の件で、大体話はわかったんですけれども、ふるさと納税の原則に基

づいて、これ前から話があったんですけれども、例えば使途を決めて募ったらどうかと思うんですよ。例えば

ですよ。もう遅いんですけれども、スクールバスだったら、スクールバスの導入のときにやっていくとか、例

えば野見金公園をこういう形で私は整備したいんだということで、地方創生につながるような用途に用いるか

という形で、用途を決めて募っていく、そういう考えをこれから取り入れることは考えていますか。 

○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。 

  財政課長補佐、江澤卓哉君。 

○財政課長補佐（江澤卓哉君） 使途を決めたふるさと納税の募集を行うかということでのご質問かと思います

けれども、現在は、昨年９月からインターネット上で寄附の受け付けも受けることができまして、そういった

中では使途の、いわゆる各事業ごとではないんですけれども、町の総合計画に沿った形で分野ごと指定といい

ますか、希望を寄附者の方に出していただくことはできます。ただ、岩瀬議員さんのおっしゃったような、各

個別事業ごとの目的を定めた募集というのは、確かに行っていない状況でございます。 

  今後につきましては、どういった事業がその募集にとって適当であるかというのはもちろんございますので、

その点を町の中で総合的に勘案する中で検討していきたいと思っております。 

  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） 検討は余り好ましい答弁ではございませんので、ぜひ実施に向けて取り組んでいくとい

う答えが欲しかったと思います。 

  それと、続けて質問させてください。 

  101ページ、13節委託料、情報セキュリティ強化対策委託料、これ結構高額だったんですけれども、内容と

効果がどのくらいなのか、もしわかれば教えてください。 

  それともう１点、103ページの13節委託料なんですけれども、町のプロモーションビデオの作成委託料、私

も見たことがあるんですけれども、作成後の効果を聞きたい。これ、107ページにも地方創生事業費の中に同

じタイトルがあるんですけれども、これはあれですか、予算の関係だけなんですか。その辺をちょっと教えて

いただきたいと思います。 

○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。 

  総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 情報セキュリティの関係ということでございますので、この内容につきましては、

皆さんご存じのとおり、年金機構から大きな情報流出があったということで、そういったサイバー攻撃が急激

に複雑・巧妙化しているということで、そういう中でマイナンバー制度とか、地方公共団体の行政に大きな影

響を与える、そういうリスクも想定されることから、各自治体において情報セキュリティ対策を抜本的に強化

するという、そういうことから導入された事業でございます。 

  その内容といたしましては、本町の場合は、まず、これは国が方針を出しているということでございますけ
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れども、ネットワークの分離ということで、インターネットとＬＧＷＡＮの分離ということです。また、情報

の持ち出しができないようにするということ、それと強力なアクセス制御ということ、最後にメールの無害化

というような方針で、国と同様の方針でやりました。結果といたしましては、今申し上げましたような対応に

ついて、きちんと対応ができているというようなことで、結果は出ているということでご理解をいただければ

と思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） まず、町のプロモーションビデオの作成の効果ということなんですけれども、

これについては、次の質問のプロモーションビデオを２つに分けたというのとかかってきますので、同時に答

えたいと思います。 

  まず、後半に述べられた内容のプロモーションビデオは、これは加速化交付金を小分けにしております。こ

ちらの最初の63万5,000円、実質的に町プロモーションビデオの作成委託料は45万9,000円で、これについては、

主に町外からの移住者インタビューの方、これは広報等でもお示ししてございますけれども、４名の方、小橋

さんだとか、井野さんだとか、大谷さんだとか、そういったものを広報等でもお示ししてございますけれども、

そういった形の中でのプロモーションビデオと、それと広報でも掲載しております。 

  もう一方のこちらの107ページの関係なんですけれども、これについては、渡邉辰五郎記念館の中で、放映

するビデオという形で、先どりした形でのミニシアターを形成したときに、そこで流すようなビデオの、これ

は辰五郎さんの足跡、そういったものに特化した形のビデオ。これは事前プレで、ホームページ上でも今流し

ておるというような状況で、それぞれの放映の趣旨、目的が違って、それぞれ区分けしているということでご

ざいます。 

  効果につきましては、これに基づいて、若干アクセス件数も数千件伸びているというというようなデータも

先ほど確認しておりますので、そういった中で、できるだけ長南町の情報発信、魅力をご理解、あるいは周知

していただくというようなことで、そこには大きく寄与、貢献しているというふうに感じております。 

  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） 数千件のアクセスの向上があったということで、大変喜ばしいことだと思います。 

  それに関連なんですけれども、これ、インターネットを使わなければ、プロモーションビデオですから、見

られませんよね。インターネットを使えない方への媒体というか、そのＰＲというのは、例えばアナログ方式

で考えるとかというのはなかったんですか。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 今、岩瀬議員がご心配しておられるとおり、高齢者の方、なかなかパソコン操

作でインターネットとかが見られないということで、前回もビデオを作成したときには、確定申告の時期など

にお年寄りの方、やはり２月15日から３月15日までロビーのほうに待ってございます。そういったところで、

去年、また今年という形で、待合室のところでそのビデオを放映して、こういった移住者インタビューとか、
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そういったものは今年２月から３月に流しました。そういうところで、お年寄りの方々、ふだんパソコンの操

作を扱えない方々に対して、そこで触れ合っていただくということで実践しております。 

  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） わかりました。これ、お願いですけれども、町内の人にはそういう形でごらんになって

いただけると思うんですけれども、やはりこれはＰＲですので、町外の方にしなければいけない。ということ

で、町外の方に広げられるような方法を考えたほうが、僕はいいのかなと思います。それはやっぱり人が媒体

になると思うんですよ、今は。だから、若い人でも何でも、お年寄りでも使える人はいますから、その人たち

が広報者になるというふうな仕組みを考えていっていただければなと思います。今のは要望です。終わります。 

○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２款総務費の質疑を終わります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開につきましては、11時20分を予定しております。 

（午前１１時０３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２０分） 

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

○議長（板倉正勝君） 次に、116ページから128ページ、３款民生費について質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 125ページの出産祝金についてお聞きをしたいと思います。 

  それから、今までいろいろ質疑を聞いておりますけれども、質疑もできれば１問ずつの質疑にしていただい

たほうが何か、聞いているほうも答えるほうもいいのかなという感じがありましたので、また、議運の委員長

等、議運で検討していただければと思いました。 

  出産祝金、450万が出ております。平成27年度から第３子に30万円ということで、大体400万から500万の実

績ですが、第３子を30万にした結果、何かいい状況的なものがあるかどうか、もし情報があればお聞かせくだ

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。 

  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、出産祝金の第３子以上30万の効果は何かあったかという質問になろ

うかと思いますが、主要施策成果説明書の６ページに記載されておりますが、平成28年度につきましては、第

１子が11名、第２子が16名、第３子が６名という形で、計33名の方に出産祝金を支給させていただいたところ
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でございます。 

  平成27年度から、第３子以上については30万円に引き上げて支給させていただいておりますが、過去、27年

より前の24年、25年、26年度の第３子の出現率というのを調べたところ、27％でございました。この30万に引

き上げてから、27年、28年とやってきたわけなんですが、その出現率を調べますと30％という形になって、

３％くらい出現率が上がっておるところです。 

  この出産祝金の効果と、全てがこれによるものではないと思いますが、そういった形で３％の数値が上がっ

たというのは、結果的には出ておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） なかなか評価の難しいところをお答えいただきまして、誠にありがとうございました。 

  地元の人をふやすというのが一番の地域創生でございますので、またこの辺、金額の問題とか、いろいろま

た十分ご検討いただいて、どんどん子供を産んでもらうと。ちょっと言い方は適当ではありませんが、そんな

感じでいけばいいなと思いますので、またご検討のほうよろしくお願いをいたしまして、終わります。 

○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３款民生費の質疑を終わります。 

  次に、128ページから134ページ、４款衛生費について質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それでは、129ページをお開きください。 

  ４款１項１目保健衛生総務費ですね、19節負担金及び補助金交付金で、広域市町村圏に水道会計負担金を支

出しているので、伺います。 

  たまたまなのかわからないのですが、ここ１年ほどのうちに、長南工業双葉前の町道で２回、漏水、それか

ら国道409号、長南小入口付近で１回、最近では自宅の409号沿いで比較的大きな漏水がありました。立て続け

にたまたま漏水に出くわしたので、そろそろ広域のほうも老朽化が進んで、漏水がふえているのかなと。そう

すると、今後、漏水がふえて、老朽化があるから、こういう負担金もふえていくのかなと、そんなところが危

惧されましたので、漏水が多くなっているのか、これはたまたまなのか、その辺を確認したいと思います。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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 漏水の関係でございます。 

  この件につきましては、本町の水道施設、広域合併いたしまして、これについては昭和49年４月から広域で

水道事業がスタートしておるというようなことで、この合併の経緯につきましては、既設の水道があったのは

７か市町村の中で、茂原、一宮、長柄、長南、そういったところが広域になる前から独自で給水事業をやって
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おったという経緯がございます。 

  そういった関係で、本町の水営施設そのものについては、町営での水道をやっている時代から配水管が残存

して、老朽化が進んでいるというようなことで、その漏水管対策につきましては、漏水調査、あるいは計画的

な配水管の工事そのものは広域のほうで更新を行っているということです。負担金の要望、そういったものは、

広域水道事業者に確認しましたところ、そういった今後の増額などは特に伺っていないというような状況です。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） では、今回はたまたまということで、理解をしておきます。 

  蛇足で言いますと、近所に回ってきてくれた方、長南町の役場職員が広域に派遣されて、近所でもなかなか

対応がよかったと、評判がよかったことを申し添えておきます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 135ページです。 

  委託料で、不法投棄処理等委託料で10万円を要しております。この10万円の、大体どんなものが投棄されて

いたんだというような感じと、できれば最近はどういう傾向にあるのかということが、もしわかればお聞きし

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。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 不法投棄処理等の委託料10万926円ですが、不法投棄委託料は、公共の用地に

不法に投棄されたものを、投棄原因者が見つからなく、環境に影響がある場合に、町のほうで処理をする委託

でございます。 

  平成28年度に不法投棄されたものの中には、道路法面等に普通タイヤ等の投棄がございました。総重量につ

きましては、270キロの処理をしたものが主なものでございます。 

  また、最近の状況ですが、タイヤに関して、路上、道路の上に大型車の自動車のタイヤを投棄する事例が何

件か発生しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 結構です。 

○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４款衛生費の質疑を終わります。 

  次に、134ページから144ページ、５款農林水産業費について、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 
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  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） ３点について伺います。 

  １つは、141ページの飼料米などの生産拡大の支援についてであります。関原営農組合は、米粉について作

付をしているようですけれども、それについて、販売はしているのかどうか。また、その活用についてお答え

願いたいと思います。 

  次に、139ページの地域農業整備事業補助金について伺います。営農組合に対して行っていると思いますけ

れども、今幾つ営農組合がつくられているのでしょうか。また、今年度の機械購入で補助金を出した組合はど

れだけあるのでしょうか。 

  ３つ目は、有害鳥獣駆除の補助金についてであります。137ページです。イノシシ383頭、鹿８頭、キョン１

頭、アライグマ379匹、ハクビシン87匹と主要成果にありますけれども、何人の方が捕まえて役場に申請をし

ているか、お答えください。 

  イノシシの２点目は、イノシシの捕獲についてなんですけれども、今年の28年度の予算では、組み立て式の

わなが20基、くくりわなが40基で、19万8,900円の予定でしたが、実際はどうだったのかお答えください。 

  ３つ目は、イノシシの食肉加工への取り組みについて、どう考えているか、お答え願いたいと思います。 

  ４つ目は、イノシシの電気柵の設置についてであります。電気柵と金網柵で１万5,620メートルを予定して

おりましたけれども、どれだけ取り付けられたのか、またこれは、全部の希望に応えられているかどうか、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。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、お答えいたします。 

  １点目の141ページの飼料用米等拡大支援事業補助金の関係でございます。 

  関原営農組合が米粉米を作付しております。これにつきましては、国の制度であります経営所得安定対策、

転作の事業によって米粉をつくっておるわけでございまして、これは米粉用のお米をつくっているということ

で、米粉自体をつくっているわけではございません。したがって、米粉用のお米を出荷業者と契約して、玄米

で出荷しているという状況です。関原営農組合につきましては農協さんと契約をされておりまして、農協に出

荷をされているということでございます。 

  また、どう活用されているかということになりますと、農協さんに出荷いたしまして、農協は、製粉会社に

売り渡しをしているということで聞いております。製粉会社で米粉にして販売をされているという流れになっ

てございます。 

  以上です。 

○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） まず、地域農業整備事業補助金の関係でございますけれども、現在、組合は幾

つあるのかというご質問なんですが、現在、営農組合数は６つの組合がございます。そのうち農地組合法人が

５つ、任意組合が１つということでございます。そのほかに、機械の共同利用組合が３つございます。 
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  次に、今年度、機械整備の補助金を交付した組合数でございますけれども、４法人の組合に補助金のほうを

交付させていただきました。関原、長南西部、利根里、西湖の各営農組合、合計で申しますと3,382万4,000円

の補助金を交付させていただきました。 

  次に、有害獣の関係でございます。 

  まず、駆除報償金363万7,000円、報償金を支出させていただいておりますが、イノシシなどの駆除に何人の

方が携わった、捕まえたのかというご質問ですけれども、まず大きい動物、イノシシ、鹿、キョンにつきまし

ては、26人の方が捕獲されております。また小動物、アライグマ、ハクビシン等につきましては、85人という

ことで、合わせまして111人の方に補助金のほうを交付させていただいたところでございます。 

  続きまして、イノシシの箱わな、くくりわな購入の関係でございますが、当初予算198万9,000円、予算をい

ただいて、購入口は２つございまして、当初は備品購入費でこの198万9,000円の予算をいただいたんですが、

備品購入費では箱わなが５基、くくりわなが20基ということで、50万1,036円の支出をさせていただきました。

これについては当初、全額国の補助をしていただけるという予定でしたけれども、千葉県内の予算配分の関係

で、補助対象にならないということで、必要最小限、早急に必要な５基と20基を購入させていただきました。 

  その後、年度末になりまして、国の追加補正がありまして、防止対策協議会のほうで箱わな10基、くくりわ

な66基、合わせまして箱わなが15基、くくりわなが86個、支出については159万4,000円ということで購入のほ

うをさせていただきました。 

  次に、食肉加工センター、加工施設ですね、この取り組みの考えはどうかというご質問ですけれども、以前

にもこの加工施設のご質問ございまして、事業費、また、運営面でいろいろ課題があるということで、また、

施設については、単独の市町村ではとてもこういった施設は難しいということで、広域的な施設ということで、

最初は山の手３町でこの辺の協議を始めまして、現在は、郡市でこの施設については検討しておるということ

です。また、県のほうで、こういった広域的な施設をつくっていただくのが一番ということで、また県のほう

にも要望のほうをこれからしていくということで、今、協議を進めているところでございます。 

  次に、電気柵の関係ですけれども、当初、延長的には電気柵、金網柵で１万5,620メートルを予定しており

ました。その実績はどうかということですけれども、実績は、金網柵は費用対効果の関係で電気柵に変えさせ

ていただいて、延長的には２万1,731メートルでございます。国庫補助分が15カ所で、延長的には１万1,440メ

ートル、町単独の事業では41カ所、１万291メートルです。合わせまして２万1,731メートルということで、当

初予定した１万5,620メートルに比較しますと、6,111メートル多くできたということでございます。 

  また、希望に応えられたかということですけれども、28年度、これだけ延長設置させていただいたんですが、

５カ所分できませんでした。国への要望で内示額が下回ったということで、この５カ所については次年度、29

年度へ、地元の方と協議して、結果的には繰り越しということで、29年度にはこのできなかった箇所について

も既に設置済みでございます。 

  以上、答弁させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 米粉についてはわかりました。 

  次の営農組合に対しての補助なんですけれども、この後もやはりそれぞれ組合が設立されていくのかなとい



 

－126－ 

う、曖昧ですけど、そこら辺はどういう指導、または考えがあるのかということをもう一度、お答え願いたい。 

  それから、有害鳥獣の補助金についてなんですけれども、やっぱりこれだけ多くの方が捕まえることに協力

しているわけで、何を言いたいのかというと、今年、補助金が切られたことについて、どう説明をしているの

かということにお答え願いたいと思います。 

  それから、電気柵は29年度にやるということなんですけれども、またまたふえていくのではないかと感じて

いるんですけれども、そこら辺はどう思っているのか、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。 

  農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） まず、営農組合推進の関係でございますが、現在、農業につきましては、個人

農家では、なかなか経営が成り立っていかないということで、組織で地域農業を守っていくということで、町

と農業事務所等で集落に行って説明をして、営農組合の立ち上げについて、いろいろ推進をしているところで

ございます。 

  次に、有害獣の補助金の関係ですけれども、28年度は、わな免許をお持ちのない方でも一応、駆除に協力し

ていただいたということで、2,000円を交付させていただいたところですけれども、29年度４月から、わな免

許を持っていないと補助金を出せないということで実施させていただいております。これにつきましては、法

律的に保護法の関係で、免許を持っていない方については、農作物の被害があっても捕獲できない、そういっ

た大原則に基づいて、補助金の交付をとめさせていただいたということでございます。 

  その周知につきましては、その前年度の年度末からいろいろ窓口に来て、申請等の受け付けの中で、来年４

月、29年度ですね、４月からは免許の関係で補助金が出ないということで、いろいろ説明のほうさせていただ

きました。そういったことで、周知のほうさせていただいてございます。 

  ３番目、電気柵の関係ですけれども、被害も確実に広がっておりまして、要望も多く寄せられております。

今後も農作物被害防止に向けて、国の事業を活用しながら、町も単独の補助を出して、電気柵の設置に努めて

いきたいと考えております。 

  今現在、設置率は、長南町全体の農地で850ヘクタールくらいあるんですけれども、そのうち割合的には

９％弱の設置率ということですので、今後も設置の推進に努めていきたいということでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○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５款農林水産業費の質疑を終わります。 

  次に、144ページから146ページ、６款商工費について、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 
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○１２番（和田和夫君） 野見金公園の休憩所についてです。 

  １つは、建設の前に地権者に対して説明のときに、山小屋風の建物にするというそういう約束があったのか

どうか。これは地権者の人が言っていた言葉なんですけれども、そこのところはどうだったのかというのを教

えてください。 

  それから、工事費が高いように思われるんですよね。その点と、元請から下請けなどの会社はどれくらい使

用していたのかお答えください。 

○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。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、お答えをさせていただきたいと思います。 

  １つ目の、地権者への説明のときに山小屋風の建物にするという約束があったのかというご質問でございま

すけれども、説明のときには、イメージとして、山小屋風の建物を建てたいということを説明させていただい

たところです。担当としての希望ということで説明をさせていただいたところです。 

  実際できたものが、地元の方はイメージと違ったというお話かなと思いますけれども、やはり予算のある中

で設計させていただいて、山小屋風にしますと工事費がかさんでしまうということもございまして、今のよう

な建物という形で完了させていただいたところでございます。 

  それから、２点目の工事費が高かったようにということで、下請けの会社等、使用したのかということでご

ざいますけれども、建物自体は平家で、12坪程度の建物でございます。建物とすると小さい面積の建物であろ

うかと思います。そうしますと、建物の中には、水周りの比較的工事費のかかる部分が割合的には多くなる、

例えば調理の設備、それからトイレもありますし、浄化槽も設置をしております。そういう部分の費用がかか

りますので、坪単価にすると高いという感じがあるのかなというふうに思っております。 

  また、下請けの状況でございますけれども、どうしても建築物につきましては、専門の業者が必要となって

きております。ですから、その専門の業者を下請けとして、野見金公園の休憩所も下請け業者が入っておりま

す。例えば基礎工事の業者、大工工事、それから、屋根とか内装、また電気、水道の業者、窓とか扉、サッシ

関係の業者、または外壁の業者とか、そういうふうに専門の業者が入って、建築のほうをしているという状況

でございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 地権者への説明なんですけれども、でき上がったものが違っていたと、途中で山小屋

風でなくなったということはわかっていたわけですので、やっぱり説明が必要だったかなと思いますので、こ

れからいろいろなことが、場所場所で起きてくるのかなと思いますので、そういうことには気をつけていただ

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。 
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  これで６款商工費の質疑を終わります。 

  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５３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） 

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

○議長（板倉正勝君） 次に、146ページから154ページ、７款土木費について質疑を行います。 

  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７款土木費の質疑を終わります。 

  次に、154ページ、８款消防費について質疑を行います。 

  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８款消防費の質疑を終わります。 

  次に、154ページから174ページ、９款教育費について質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ２点ほどお聞きします。 

  １つが、157ページの海外交流研修についてと、169ページの指定文化財環境整備の関係でございます。 

  海外研修事業は、相当前から実施されておりますが、28年度においては、367万7,000円を要しておるという

ことでございます。それで、今回いただいた主要施策成果説明書によりますれば、18人と引率２名で実施され

たということで、国際化に対応する人材の育成に効果があったという成果でまとめられておりますが、毎年、

教育委員会から出されます教育委員会の点検評価ということで、これは全ての教育委員会が出さなくてはいけ

ない決まりになっておるものでございましょう。それを今回もらいましたので、拝見させていただいておりま

すが、平成29年度、今回の分で、昨年度の分でこの367万7,000円の費用を要したものの点検評価を見ますと、

この中に課題の問題点という項目がございます。また、その下には、学識経験者の意見という項目もございま

して、課題、問題点のところだけを見ますと、文末のほうに、この事業についてということでよろしいかと思

いますが、成果の検証が必要であると。去年、その前も、長柄町と初めてやったのかな、検証が必要であると

いうことで、余り私、この事業について、本当に効果があるのかなということで疑問を持っておるところなん

ですが、この辺の成果の検証をどうされておるのかということをお聞きするのが１点。 

  それからもう一つは、169ページの指定文化財環境整備ということで、お聞きした範囲では、油殿古墳の木
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を伐採したということで、485万2,000円、その後、聞きましたら、本年度もあって事業はもうほとんど終了し

たというようなことで事務方からお聞きしております。トータルがどのくらいで、公表できるのかどうかと、

どういう業者さんがされたかというようなこと、結構な金額になっておるんだろうなと思います。 

  それから、大きな杉が生えておりましたので、今回の伐採によって、あそこの住宅の住民の方は、日が当た

って、恐らく喜んでおるんだろうと思います。私の知っている方もあそこに住んでいる方がおりましたので、

喜んでおります。ありがとうございました。 

  今後、大きな木がなくなって日陰がなくなりますと、またいろいろな木や、草木が出てくるだろうと思いま

す。またその辺、十分ご検討のこととは思いますが、お金を幾分費やして、いつもきれいにしておかなければ

いけないんだろうと思いますが、その辺のお考えをお聞きしておきたいと思います。 

○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。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） 点検評価の表現でございますが、この事業は平成８年度からスタートした事業でござ

います。おかげさまで20年間の長い実績を持っているわけですが、スタート当初から見ると、方法論とか内容

に多少変更を加えていく時期かなというふうな思いも持っております。 

  そして、いま一つは、この成果を今後、どういうふうに生かせるのかという問いに基づくものでございます。

そういう意味で、少しお話しさせていただきたいと思います。 

  平成８年度にスタートして、20年の実績を持つ事業でございますが、現在、町のご配慮で、３割の自己負担

で毎回20名の子供たちを送っているわけでございます。他地区では参加者が集まらないとかいう状況の中で、

本町は毎回抽せんでやらなくてはいけないぐらい、つらいものもあるんですが、人気の事業になっております。 

  子供個々の行った感動については、研修報告書で毎年検証されておりますし、その中の心の変容といったも

のは読んでいただいて、ご理解いただいているかというふうに思います。また、帰ってきて、今の子供たちは

メールを交換して、大変その後の外国の子供との交流が盛んになっているというふうにも聞いております。 

  また、英語のスピーチコンテストにも中学校のほうの子供たちは積極的に参加しているようで、ある種、海

外を大変身近に感じて、国際理解の壁というものが低くなっているのではないかなというふうなことで、20年

の積み重ねの実績を踏まえて、本町の誇り得る事業になっていると、こういうふうに捉えております。 

  初めて海外に行った人から、都合500人に余る人がこのすばらしい体験の機会に浴しているおるわけですが、

一番初めの子は35歳くらいで、多分、保護者になっている人も多いんじゃないかと。この人たちの国際感覚と

か異文化の理解というようなものは、20年の熟成期間を経て、私は町の大きな財産になっているだろうという

ふうに考えております。 

  今、私が、総括、検証の方向性として考えておるのは、１つは、20年にわたり育まれたこの本町の人材を、

どう町にとって位置づけて、組織化して、町の活力あるいは財産にできるかという問いでございます。そして

もう１点は、それのために、これまでに参加した500人の人たちの国際理解教育へのモチベーションをどう高

めて今後に引き継いでいったらいいのかというような問いでございます。 

  今年、おかげさまで小学校は１人１台のＩＣＴを認めていただきまして、子供たちは、これによって海外と

つながるすべを持ったと。この面から多分、今後の国際理解は、私たちの想像を超えるものがあるんだろうと
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いうふうに考えております。 

  私たち町民も、私はこの500人を核に海外とつながり、海外に出かけ、交流を深め、また外国人が町に住み、

活気ある町にできたらすばらしいなというふうに考えて、そのための組織化をどうしたらいいかというふうな

問いをしておるところでございます。 

  やはり国際交流のすばらしさは、世界に多くの友達がたくさんいることであるし、つくれることであるし、

そして、この広がりを持っている子供たちが、人たちがいっぱいいるということが私はすばらしいことかなと

いうふうに考えております。 

  現在、一方通行の交流でございますが、今後は向こうからも本町に来ていただいて、何世代もの町民が異文

化の人との交流を楽しめる町にできたらすばらしいなと。そうしたら多分、活気あふれる、もっとすばらしい、

元気な町になるだろうと、そんな願いを持っております。この20年にわたる財産というものを、私たちは町づ

くり構想の大切な視点にできるだろうし、また、あわせて子育て世代に選ばれるための本町の魅力ある選択条

件になるんだろうというふうにも考えております。 

  今、私の願いにすぎない部分が多いわけですが、近い将来の国際交流の本町の構想というものを見据えつつ、

現在の交流のあり方、あるいは今後の方向性について修正を加えていきたいと、こういうふうに考えておりま

す。そういう言葉を含んだ、問いを含んだ言葉としてご理解いただければありがたいというふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 生涯学習課長、岩﨑利之君。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） 加藤議員の指定文化財環境整備事業、委託料ですが、この内容についての質問

だと思いますが、この指定文化財環境整備委託事業につきましては、平成28年度、29年度の２カ年の債務負担

行為を設定させていただき、実施いたしました。千葉県指定文化財の油殿古墳群の杉、ヒノキ、その他の大き

な木がございましたが、そういうものの伐採事業でございまして、古墳群全体では約１万平方メートル、約１

町歩ございます。その中の約7,000平米についての伐採をいたしたものでございます。 

  契約金額、事業費ではそのトータルはということもございましたので、平成28年12月27日に契約をいたしま

して、契約金額1,144万8,000円でいたしました。支払いにつきましては、28年度485万2,000円、こちらの決算

書に出ているとおりでございます。 

  また、29年度分につきましても、工期は、履行期限６月20日までということでございましたが、５月早々に

事業としては完了いたしましたので、５月末の支払いをいたしております。659万6,000円でございます。合わ

せて1,144万8,000円というような事業費で行ったものでございます。 

  県下有数の重要史跡として活用を図り、地域活性化の拠点としようとすることを目的として行われた事業で

ございます。そういう中で、既に今年、わくわく体験クラブという、公民館のほうで実施しておりますが、そ

ういう事業の中でも、町内の子供たちの郷土学習の場として、さらには、８月の終わりだったかと思いますが、

小・中学校の先生方が初任者研修という中で現地に出向いていただき、施設見学をしておるというように、既

にいろいろな活用をされたりしています。 

  そして、確かに加藤議員さんおっしゃるとおり、きれいにしますと、草や竹だとかいうものがまたどうして

も生えてまいります。そういうものについては、いろいろ注意をしていく必要があるというふうに考えており
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ます。現在では、シルバー人材センターに草等の作業の委託をしております。そういうものについては、今後

もお願いしなければならないということ、引き続きお願いしようというふうに思っております。 

  また当初、この事業を施行するに当たって、地元と町の共同事業でもこの史跡の公園化というものを図って

いく計画という中で進めてまいったところでもございますので、できれば地元の方々との協力も得ながら、活

用しやすい公園づくりを目指していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

〔「委託先は」と言う人あり〕 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） 忘れてしまいまして、申しわけありませんでした。 

  委託先請負業者は、千葉県森林組合北部支所というところで行っていただきました。県指定の文化財という

ことでもありましたので、古墳の上には重機等は進入させないというようなこと、また、古墳に傷をつけない、

そういうことを注意してもらいながら、古墳の保護を守ってもらいながら、施工に当たっていただいたという

ことでございました。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ２つお聞きしまして、１つ目ですけれども、教育長のほうから説明をしていただきまし

た。ありがとうございました。20年前の人たちと今の人たちは、もう周りの状況がいろいろ違いますし、いろ

いろなＯＡ機器が氾濫している時代で、やっぱり違うとは思います。非常に役に立っているということでござ

います。 

  昔行った人たちに、今から思うとどう思ったかというようなアンケートでもとってあればあれですけれども、

なければ、とってみていただいて、またこの後の参考にしていただければなというようなこともちょっと思っ

たりしております。 

  また、要は行って、もっと勉強しなければいけないなとか、そういうきっかけができれば、それが最高の成

果だと思うわけであります。そういうことで考えれば、今、ホームステイは２人１組でやっていると。保安上

の問題がいろいろあるんでしょう。本当であれば、周りに日本語をしゃべれる人がいなくて、英語でしゃべら

ないとどうにもいかないと。でも、そうなってもなかなか今の日本人の性格からいって、しゃべらないという

ようなことは想像がつくわけですけれども、聞けば、オーストラリアも日本語が多少できる方もいらっしゃる

ようですからあれなんですけれども、その辺、いろいろきっかけをつくるためには、重要な事業だということ

も考えております。 

  ひとつ、今後また事業を進めるんでしょうけれども、人間が減って、全員で行ってもいいのではないかなと

いうことも、修学旅行は海外だということでもいいのかなという感じもいたしております。１年から少し積み

立てをしまして、３分の１、町から半分出して、そんなことでもいいのかなということで、わかりましたので、

また十分ご検討のほどよろしくお願いしたいと思います。 

  森林組合のほうに委託したという２番目の感じですけれども、千葉県の森林組合ですよね。たしか私もその

総代か何かになっていたような気がしまして、1,000万円以上いただいて、ありがとうございますという話で

すが、先ほども言いましたとおり、あの杉の関係で日が当たらなかったという、入ってすぐ左側の何軒かあり
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まして、今回、伐採ができたので、喜んでおると思います。また今後も、聞きますと、シルバー人材等で、下

刈り等をしていくということで、これはしようがない話で、十分、効果のある作業をしていただいて、また今

後とも十分管理をしていただきたいと思いまして、終わります。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 169ページ、文化財保護費の13節委託料、指定文化財管理委託料５万6,892円を支出して

おりますけれども、今、油殿古墳という話が出ましたが、体育協会で、前年度、油殿古墳と能満寺古墳をめぐ

るウオーキングを開きました。その際、能満寺古墳のほうから行ったときにトイレがないので、そうすると、

あそこにお寺のトイレではなくて、その能満寺古墳用に特別にトイレをつくってくださってあるんですね。そ

れは小学生、中学生、あるいは来場者が使ってもいいと。そういうものを使っていいということで、それでは

お礼にということで、トイレットペーパーを２袋置いてきたんですが、能満寺古墳の文化財委託料とか、そう

いうのは含まれているんですかね。特に清掃面も、今、木が落ちているとか、少しは片しておきますとか気を

使っていただいたんですが、そういうところの管理委託料が入っているのかどうかお聞きいたします。 

○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。 

  生涯学習課長、岩﨑利之君。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） この指定文化財管理委託料につきましては、油殿古墳も今までは、住宅地のほ

うにも草がかぶさってきたということで、シルバーにお願いしたんですが、その経費の５万6,892円でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） ということで、能満寺古墳さんについては、入っていないようですが、そうやって、隣

の方もお寺ですけれども、管理に気を使っていただいていますから、そういうところもひとつ今後、小・中学

生が訪れたり、ほかの方も訪れますので、ぜひ検討し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。 

  ２番、御園生 明君。 

○２番（御園生 明君） 157ページですが、19節、閉校実行委員会の補助金400万でございますけれども、単年

度助成で各小学校100万ずつだと思いますが、閉校記念事業について、各小学校、どのくらいの予算で実施さ

れたのか、その辺、わかれば教えていただきたいと思います。また、各小学校閉校記念事業に特色ある事業が

あればお伺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。 

  学校教育課長、浅生博之君。 

○学校教育課長（浅生博之君） 御園生議員の閉校式典の補助金は、今おっしゃったように、各小学校１校100

万円ずつ補助させていただいたところです。総事業費については、小学校によって多少差がありますけれども、

全部の額は把握しておりません。 
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  あと、閉校記念式典の特色ある事業ということなんですけれども、記念行事といたしましては、さよなら運

動会、さよなら遠足とか、あとそれに伴います記念品が大体メーンになったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それでは、加藤議員と重複するところがあるかもしれませんけれども、Ｐ157の19負担

金補助及び交付金、海外交流研修事業補助金について、２点ほど質問させてもらいます。 

  基本的に、僕はこの事業には賛成でございます。先ほど教育長のほうから、効果についてはすぐ出るもので

はない、やはり今後の、大人になってからの活躍に私も期待するんだと思います。それと、やはり交流ですの

で、一方通行ではなくて双方で交流すること、これが重要だと思っています。そういう中で質問させてもらい

ます。 

  多分、去年で20回目だったと思います。それで、費用も大分かかるんですね、オセアニアのほうに行きます

と。ここで、先ほども抽せんに漏れるとかという話があったんですけれども、前から思っていたんですけれど

も、もう少し近場で、例えばアジアの中にも、多民族国家の英語圏のシンガポールとかございますけれども、

片道で６時間くらいしかかかりませんけれども、ああいうところに研修場所を変更する考えはないのか。 

  それともう１点、今やはり個人でこういう短期の海外留学、夏季休暇とか冬季休暇を使って行く子供も恐ら

く本町にいるのではないかと思うんです。やはり税の公平性から考えた場合に、こういう集団で行く研修、こ

れも大事なんですけれども、個人で向こうのほうのスクールに留学する制度はたくさんございます。そういう

ものにも同様に、補助制度を同じような形で設けることができないのか、この点について、２点お答えくださ

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。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） 視察場所の変更についてのご質問だというふうに捉えますが、平成８年度と比べると、

手続的にも、あるいは環境的にも、大変世界が身近になっているという状況はあるかと思います。 

  現在、オーストラリアは、夏休みに子供たちが行けるということで、反対ですので、夏休み、学校を欠席し

なくて行けるという条件、そして治安がよいとか、気候の面とか、あるいは白人文化圏というようなことの中

に一つの決定条件があるんだろうというふうに考えておるわけですが、一人でも多くの子供に参加してもらう

ということは私どもの願いでありますし、抽せんで漏れた報告に行ったときに、町長さんももっと全員行かせ

られたらいいねという言葉をいただいている中に、この事業の期待の大きさというようなものを感じているわ

けですが、多くの子供たちが参加できる機会を拡充するということは、今後、大切な検討条件だというふうに

も考えております。 

  特に底辺の拡充というふうなことについて、視察地の変更ですが、議員さんのご意見を一つの貴重な視点と

して、現在はいただいておくということでよろしいでしょうか。 

  それで、もう一つの補助金の関係でございますが、私はこういうふうに考えます。教育とか教育行政で大事

なのは、対象者である子供たちのエネルギーとかモチベーションをどう高めて、それを彼らの生きる力にする
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かということでございます。それがある種、町全体の力になればすばらしいというふうに思うんですが、ある

種、自立への問い、あるいはその方向性への働きかけというものが我々の施策として大事な視点かなというふ

うに考えておるわけでございます。 

  そういうふうに考えると、この事業というのは、やはり中学生という時期に子供たちの心の中に、自立を目

的にした種まきの時期だというふうにも考えておるわけでございます。私は、将来的には、この500人を中心

にして、本町に、名前はともかくとして、海外文化交流協会、そういうような組織をつくって、そこの自主的

な活動をサポートしていくというような形にできたらいいかなと。学校教育は学校教育でこれは続けますが、

ある種、その人たちの、経験者を中心にした自主的なエネルギーをもとにしたこういう組織の中に、今おっし

ゃったようなことを入れていったらどうかなと考えておるんですが、どうでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 研修場所の変更については、当然、その安全性とかいろいろとあると思います。その中

でも、先ほど私が申したのは、非常に治安も良好で、英語圏、多民族国家、数々の自治体のほうから参加され

ていると思います。それについては、確かにオーストラリアは治安がよろしいとなってはおります、白人国家

で。ただ、今はやはり同じくらいのレベルになっておりますので、その辺はよくまた検討されて、場所をひと

つ、もう少し安価で行けるところになれば、厳しい予算の中ですから、多少でも人数がふえればと思いますの

で、検討を願います。 

  先ほど、もう１点の件なんですけれども、今の答弁だと私の回答にはならないと思うので、やはり今、国際

化が非常に盛んになっていますから、結構、小学生の高学年からイギリス行くとか、アメリカ行くとか、結構

多いんですよ。そういう中でやっぱり、そういう子供たちというのは自立心がもう芽生えていますから、中学

生になったらどんどん出ていっていただいてもいいと思うんですよね。そういう中で、本町において、そうい

う子供はいると思います。そういう中で、こういう集団で行く研修も大事だと思うんですけれども、ただ、個

人的に私はここに行きたいと、自らそういうところに申し込んで行く人も必ずいるはずです。そういうものに

対しても、僕は同じような制度で補助してもいいのではないかと、そういう質問なんです。答弁お願いします。 

○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。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） 難しい質問なんですけれども、予算的な部分は、また相談しなくてはいけないんです

が、基本的に私も国際教育、この海外派遣については、もっと早くから、小学生から送ってもいいなというよ

うな思いは持っておるんですが、ある種、私どもがやれる範囲というようなものを考えたときに、このレベル

ぐらいの授業を充実させておって、また、それにかかわる部分についてのものについては、さっき言ったよう

な形のそういう組織の中の活動に委ねたらどうかなというような思いを現段階では持っているのですが、今後

またひとつ、意見をいただいたということで、自分の問いにさせていただきたいというふうに思います。 

○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９款教育費の質疑を終わります。 
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  次に、174ページ、10款災害復旧費について質疑を行います。 

  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10款災害復旧費の質疑を終わります。 

  次に、174ページから176ページ、11款公債費について質疑を行います。 

  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11款公債費の質疑を終わります。 

  次に、176ページから178ページ、12款諸支出金について質疑を行います。 

  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12款諸支出金の質疑を終わります。 

  次に、178ページから180ページ、13款予備費について質疑を行います。 

  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、13款予備費の質疑を終わります。 

  次に、182ページ、実質収支に関する調書から、192ページ、財産に関する調書について質疑を行います。 

  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。 

  これで実質収支に関する調書から財産に関する調書についての質疑を終わります。 

  以上で、認定第１号 平成28年度長南町一般会計歳入歳出決算認定についての質疑を終わります。 

  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） 臨時福祉給付金は6,000円から3,000円に、また、子育て世帯の臨時特別給付金は

3,000円が打ち切りになりました。年金生活者等の支援臨時福祉給付金は、65歳以上の方に臨時的に３万円が

支給されましたけれども、一度限りの３万円をもらったところで、効果は微々たるものでした。 

  平成28年度の長南町の決算は、防犯灯のＬＥＤ化により、維持費、管理費の削減、防犯体制の強化が図られ

ております。子供の医療費助成は高校生まで拡大し、住宅リフォーム補助金が創設されております。 
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  その一方で、評価がえに伴う固定資産税の値上げなど、国の制度改悪が相次ぐ中、国保税の高止まりや介護

保険料の大幅なアップを抑えるために、一般会計からの繰り入れは、町民の暮らしを守る観点から実施すべき

施策でありました。福祉へのさらなる重点配分に弱さがあることから、予算での改善を求めて、またそのこと

への反対を含めて、決算に反対をしたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

  ２番、御園生 明君。 

○２番（御園生 明君） 賛成討論をいたします。 

  平成28年度の一般会計については、自主財源である町税は個人、法人の町民税の減収をはじめ、平成27年度

は徴収猶予取り消しによる収入となった特別土地保有税がなくなったため、４億円ほどの減収となりました。 

  一方、社会保障関連経費や道路橋梁等のインフラ施設の維持、管理費をはじめ、歳出事業費は増加の一途を

たどる状況でございます。このように非常に厳しい財政状況の中、限られた財源を効率的、効果的に活用する

として予算編成が行われ、適切に執行されてまいりました。 

  今後も庁舎建てかえや公民館建設など、多額の財源を必要とする事業が予定されていますが、補助金などの

充当可能な特定財源の確保に努力し、健全な財政状況を保ちながら、町民サービスの充実と町の活性化が図ら

れることを切望し、本決算の認定に賛成いたします。 

○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。 

  これから認定第１号 平成28年度長南町一般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〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案については認定されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開につきましては、２時を予定しております。 

（午後 １時４３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 ２時００分） 

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

◎認定第２号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第６、認定第２号 平成28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。 
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  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 子供の均等割を全額免除することについて伺います。 

  １つは、子供の均等割を全額免除した場合には幾ら必要なのか。 

  ２つ目は、18歳未満の子供の均等割を３割にすると幾ら必要でしょうか。 

  ３つ目は、法定減免を受けていない世帯の子供の均等割を半額にした場合、また、２割軽減の世帯は３割軽

減にする、また、２人目以降の子供の均等割を半額にした場合、このようにした場合、幾らになるでしょうか。

子供の均等割に減免制度を設けていくことは、子育て世代の大きな支援策になると考え伺います。 

○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。 

  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、和田議員さんの質問のありました子供の均等割の減免にどのくらいの額

が必要かという内容でございますが、今、試算をしてございませんので、即答でお答えすることが、大変申し

わけございませんが、できない状況となっております。 

  また、法定減免を設けた場合、２割から３割というようなときにどのくらいの負担割合、あるいは減免とい

うようなお話ですけれども、子供の関係の減免が国の制度では現在ないと私どもでは認識しております。減免

制度ができたのであれば、長南町でも要綱などをきちんと定めまして、減免規定を整えていきたいと思います。

災害等に関しての減免規定は整えておりますので、今後、国の動向を見ながら減免制度を整えていきたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 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） 215ページなります。保険給付の総額について、伺います。 

  28年度の支出が前年に比べて１億1,066万円ほど少なくなっていますと説明がありましたが、その前は逆に

１億円ふえております。流行した病があったのか、それとも何かよい取り組みがあって、こういう動きになっ

たのか、要因がわかればご説明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。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 森川議員さんの２款の保険給付費の支出済額について、７億8,243万335円で

ございまして、前年度に比べて１億1,166万8,154円の減になったということのご質問と思います。 

  この要因といたしましては、２点ございます。 

  １点目が、平成27年度ではＣ型肝炎の新薬が認可されたことによりまして、７人が治療を受けました。また、

昨年に比べ、がん関係の給付費が伸びましたが、平成28年度ではこれらの給付費が落ちついたことによりまし

て、5,446万円の縮減となったところでございます。 

  ２点目といたしまして、例年ですと被保険者の減少は50人程度ですが、28年度は201人の減となったところ

です。これは、昨年６月に65歳以上で、かつ身体障害者手帳３級以上の被保険者に対しまして、後期高齢者医
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療保険に加入できる旨の訪問勧奨などをしたことによります。 

  この方が所得なしの場合の保険料では、国民健康保険税は年間１万8,900円ですが、後期高齢者医療保険で

は年間4,000円となります。また、医療窓口負担が３割から１割となるメリットがございます。 

  さらに、社会保険の被扶養者になれる被保険者に対しましても訪問勧奨をしたところで、被保険者の国民健

康保険税を節税することにつながったかと思います。 

  また、昨年10月から実施されました社会保険の適用拡大による影響もございます。被保険者１人当たりの医

療費に換算いたしますと、27年度では40万2,000円の県下１位でございます。28年度では37万7,000円の県下４

位となりまして、被保険者が通年よりも150人減となったことで、給付費にいたしますと、5,655万円縮減でき

たことになります。これらを合わせますと、１億1,100万円の給付費の減につながったと分析しております。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 県下１位だったのが４位になったということはすばらしいことだと思いますが、お話だ

と、半分が病気の給付が落ちついたと。もう半分については、国保から後期のほうに特殊な事情のある方を促

したと。それからもう一つは、国保のほうの扶養者を社会保険のほうに切りかえたと。これは全部取り組みが

終わったんですか。まだ来年度もある程度期待してよろしいでしょうか。 

  その点についてお聞きします。 

○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。 

  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、森川さんのお尋ねでは、来年度以降はどうなっていくのかということで

ございますけれども、障害者になられる方、あと65歳になられる方も１年ずつ上がっていきますし、障害者の

３級というのも変わってきますので、来年度以降も引き続き勧奨をしていく考えでおります。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） お願いです。県下１、40万円が37万円になり、やはり節税効果があると思いますので、

引き続いて取り組んでいただいて、ベスト10から外れるように、そして健康な町を目指していただきたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

  ３番、松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） 私のほうから国保税の関係でお伺いしたいと思いますけれども、過去には、長南町は、

１人当たりの国保税、国保料といいますか、につきましては、過去にはずっと県内でも上位、３本指ぐらいに

入っていた時期もございましたけれども、直近では、県内ではどのくらいで推移しているのかが１点。 

  ２点目では、滞納繰越分でございますけれども、国保税におきましては、調定額が5,600万程度。一般では

4,500万ということで、国保税が多いわけでございますけれども、滞納者についての滞納処分、特に強制執行、

差し押さえなどをした事例があるのか。 

  それからもう１点、不納欠損でございますけれども、町税のほうでは210万程度なんですけれども、国保で
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は400万超えております。この不納欠損額の主な理由をお聞かせ願いたいと思います。 

  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、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） それでは、松野議員さんのまず初めの保険税の１人当たりはどのくらいなの

かということでお答えさせていただきます。これはまだ確定版が出ておりませんので、速報値ということでお

伝えしたいと思います。長南町の１人当たりの保険税の調定額は、県内の順位で11位となりまして、金額が10

万2,800円でございます。 

  続きまして、２点目の不納欠損額、407万9,000円を不納欠損とさせていただきましたので、その内容につき

まして、お答えさせていただきたいと思います。 

  国民健康保険税の28年度決算時の滞納者数は166人でございます。調査結果を基に28年度当初から年度末ま

で行った中で、差し押さえ件数では、預金が７人、給与が３人、売掛金１人など、27人の差し押さえをいたし

まして、金額にいたしますと、194万1,663円を差し押さえさせていただきました。 

  不納欠損につきましては、差し押さえにより生活を窮迫するおそれがある場合などは、執行停止をまずさせ

ていただいた上で、28年度の不納欠損者22人おりまして、金額にいたしますと407万9,000円を処分させていた

だいたところでございます。 

  この22人の状況でございますが、生活保護と同等の者が５人、差し押さえる財産がない者が10人、滞納者が

死亡し、その相続人が相続放棄した者が５人、出国２人となっております。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） ３番、松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） お願いですけれども、滞納者の調査を十分行っていただきまして、今後、不公平感が生

じないように、徴収率の向上に努め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） 平成28年度国保特別会計への反対討論を行います。 

  所得金額が100万円の方は、国保税、介護保険料、町民税の３つ合わせて29万1,400円と、所得金額の３割近

くという、所得の低い方ほど重い負担に苦しんでおります。 

  また、収入のない子供たちに均等割がかけられております。この均等割をなくして、子育て世代の負担を少
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なくする、子育て支援をしていくことが必要と思います。国に対して国庫負担率の引き上げを求めると同時に

町の一般会計から繰り入れるよう求めて、反対といたします。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） それでは、賛成討論のほうさせていただきます。 

  平成28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61％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。 

○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。 

  これから認定第２号 平成28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〕 

○議長（板倉正勝君） 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 

○議長（板倉正勝君） 日程第７、認定第３号 平成28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。 

  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 後期高齢者医療の保険料が、平成28年度には所得割が7.43％から7.93％にと0.5％ア

ップ、均等割は３万8,700円から４万400円に1,700円値上げになりました。平均でどれくらいの値上げになっ

たでしょうか、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、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 今、和田議員から、平均でどのくらい上がったのかというお話ですけれども、

後期高齢につきましては、県の均等割額の４万400円、所得割率の7.93％で、私ども後期高齢者医療の被保険

者の所得で計算をしておりますので、平均が今、出せませんので、この率が27年度に比べて上がったというこ

とでご了承いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 
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〔「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） 平成28年度の後期高齢者医療制度への反対討論を行います。 

  この後期高齢者制度は、老人医療保険制度から後期高齢者医療制度に移行になって、また、その制度移行に

より老人の健康管理がされてきておりますが、負担はふえてくるばかりであり、やはりもっと後期高齢者の方

が安心して生活できるよう、この制度をもっと拡充していただきたいと思います。 

  よって、平成28年度決算には反対をしたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

  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28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妥当なものと判断でき、認定することに賛成をいたします。 

○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。 

  これから認定第３号 平成28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を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案については認定されました。 

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

◎認定第４号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第８、認定第４号 平成28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。 

  質疑ございませんか。 

  ５番、森川剛典君。 
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○５番（森川剛典君） 261ページになります。保険給付率についてお聞きします。 

  前年８億9,189万円支出があったものが、今年度８億7,113万円と2,075万円減ったことについて、理由は何

か。また、決算書の概要報告の中に、平成28年度の要介護者は570人のうち、利用者489人で85.1％の利用率と

なっているとありますが、平成27年度の要介護認定者は551名、利用者は468名、利用率は84.9％と比べると、

利用率は21人もふえているのに、なぜ2,000万円給付率が下がったのかなと。今回特に、支援事業ですか、振

り替えのあった部分の影響があるのか、その辺について、説明をお願いします。 

○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。 

  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、お答えします。ちょっと議員の質問の繰り返しになるかもしれませ

んけれども、260ページになります。 

  ２款保険給付費は、支出済額８億7,113万6,409円で、前年度比で2.3％、額で2,075万余の減となりました。

減の原因としては、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業と言われているものですが、これが

創設されまして要支援者の訪問介護、通所介護が保険給付から事業給付に変わったものです。 

  この総合事業ですが、268ページの４款になりますが、ここにこのサービスが移行した。このサービスの移

行分が約230万円ですので、これを加えますと、ほぼ前年度並みの介護サービスを提供したことになります。 

  認定者がふえている割にはふえていないという形にはなるんですが、認定者に関しては延べでやっておりま

すので、認定までに３カ月程度かかりますので、人数が21人ふえても、サービスとサービスの間に時間がかか

ることもありますので、さほど今回は給付費に影響がなかったというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 今のご説明ですと、特に給付率が下がったと。給付率が下がったって、通常の給付です

ね、が下がったということではなくて、ふえた影響がさほどなかったと、あとは振り替えだったと、この確認

でよろしいですか。 

○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） そのとおりでございます。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） そういう介護の給付であれば安心できると思います。 

  要望として、給付の増減で考えられるのは、今後、利用者の増もあるとは思われるんですが、減の方向で、

近親者の例で恐縮ですが、やはり病院に入院すれば、介護施設に入れる回数が減って、介護給付が減ると。も

う一つは、今日も私どもの地域では生き生きサロンされておりますので、これに介護施設を休んで行っており

ます。そういう地域の方が見守ってくれると、そういうふうなことでも給付率は下がります。 

  やはり病院に行くような前者ではなくて、地域に出かけられるような後者、こういうことも非常に重要だと

思いますので、こういう福祉にも努めていただいて、介護給付が安定していけるようにお願いして終わります。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 
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〔「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） 平成28年度介護保険特別会計決算の反対討論を行います。 

  要支援者の訪問介護と通所介護は保険給付から外され、町が主体である地域支援事業、介護予防・日常生活

総合支援事業へ移行させられました。また、特養入居者を原則介護度３以上に限定しました。 

  また、介護施設の部屋代や食事代の補助が縮小されております。そして、所得160万円以上の人を対象に利

用料が２割に引き上げられるなど、利用者やその家族に深刻な影響を与えております。 

  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、高齢者の生活を圧迫する重大な要因となって

おります。国保負担率を引き上げ、また低所得者の減免制度を拡充すべきであると思います。 

  よって、平成28年度の介護保険特別会計決算に反対をします。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 賛成討論を行います。 

  介護保険特別会計の約90％を占める介護給付費は、前年度比2.3％の減ではありますが、総合事業へ移行し

たサービス提供分を加えると、ほぼ前年度並みの安定した給付となっています。また、平成28年度は、第６期

介護保険事業計画の２年目でありますが、準備基金へ882万1,000円を積み立てることもできています。 

  したがって、計画どおりに円滑な安定した保険運営に努められていることが認められます。よって、本決算

認定について、賛成するものです。 

○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。 

  これから認定第４号 平成28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。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立多数です。 

  本案については認定されました。 

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

◎認定第５号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第９、認定第５号 平成28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
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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。 

  これから認定第５号 平成28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〕 

○議長（板倉正勝君） 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 

○議長（板倉正勝君） 日程第10、認定第６号 平成28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。 

  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） ２年前の決算のときにも質問して、その後の経過がどうなったのか、お聞かせ願いた

いと思うんですけれども、それは農業集落排水に対する使用料の領収書の発行なんですね。私もずっと調べて

いたんですけれども、この領収書の発行は、10年前は毎月発行されていたんですよ。それが途中から発行され

なくなったと。その経過が説明されていなかったのではないかと、そういうふうに思っているんですけれども、

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。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 領収書の発行の件でございますけれども、以前は農業集落排水も発行しており

ましたけれども、経費節減の観点から、口座振替の方につきましては、領収書の発行は今現在していない状況

でございます。これは預金通帳の記帳をもって確認ができるということで、今現在は、経費の節減のために発

行させていただいていないという状況でございます。 

  以上です。 
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○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 経費の節減はわかるんですけれども、やっぱり使った料金に対して、この間話をした

ように、例えばＮＨＫの料金は半年に１回、支払ってくださいよというものがきます。そういうことを考えて

はどうでしょうか。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。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） ただ今のご質問にお答えいたします。 

  今、ＮＨＫの関係の例がございましたけれども、町のほうもほかの関係もございますので、全体的な内容を

調べまして、領収書の発行について検討させていただきたいと考えます。 

  以上です。 

○１２番（和田和夫君） わかりました。 

○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。 

〔「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。 

  これから認定第６号 平成28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〕 

○議長（板倉正勝君） 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 

○議長（板倉正勝君） 日程第11、認定第７号 平成28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。 
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  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。 

  これから認定第７号 平成28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〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については認定されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開については、３時を予定しております。 

（午後 ２時４２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 ３時００分） 

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

◎同意第１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第12、同意第１号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題

といたします。 

  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。 

  これから同意第１号 教育委員会委員の任命につき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。 

  本件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〕 

○議長（板倉正勝君） 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。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎同意第２号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第13、同意第２号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題

といたします。 

  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。 

  これから同意第２号 教育委員会委員の任命につき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。 

  本件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〕 

○議長（板倉正勝君） 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 

○議長（板倉正勝君） 日程第14、議員派遣の件を議題とします。 

  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の件について、お手元に配

付したとおり決定することにしたいと思います。 

  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。 

  よって、お手元に配付したとおり、議員派遣することに決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○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。 

  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、ご異議ございませんか。 



 

－148－ 

〔「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。 

  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29年第３回長南町議会定例会を閉会します。 

（午後 ３時０４分） 

 


